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1 『災害医療初動対応力強化研修』開催
9月3日（土）地域の医療従事者の災害対応力の
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実施しました。

第 12 回 白山ののいち医師会病診連携研修会開催

演習では災害発生時の院内の体制づくりや医療
資源の配分方法を考えながら時間経過を意識し、
傷病設定された患者やスタッフの人形を動かしな
がら、トリアージや医療処置のシミュレーション
を行いました。
訓練には連携医療機関の職員26名（医師、看護師、コメディカル、事務職）の参加があ
りました。参加者からは、とても有意義な研修だったとの感想をいただいた一方、指揮系
統に沿った情報伝達の難しさを感じた方も多かったようです。
今後も継続して訓練を受講したいとのご要望も多数あり、来年以降も同研修を計画した
いと考えておりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

10月15日（土）
、白山ののいち医師会主催「第
12回病診連携研修会」が金沢国際ホテルにて開
催されました。今年度は当院が当番病院として
研修会を行いました。研修会では、
『緩和ケアを
考える～病院と在宅の連携～』と題して、当院
の外科医長石井要医師が講演いたしました。引
き続き行われた懇親会では、白山ののいち医師
会の先生方と、短い時間ではありましたが親睦
を深めることができました。当院は、今後も白
山ののいち医師会の先生方との連携強化に努
め、地域医療支援病院としての責務を果たして
いきたいと考えております。
ご多忙の中、ご出席いただいた先生方におか
れましては、この場を借りて厚く御礼申し上げ
ます。

吉光康平白山ののいち医師会長

『災害強化月間 第 2 弾！』平成 28 年度大規模災害訓練実施
９月９日、災害拠点病院として、県内の大規模地震を想定した災害訓練を行いました。今回
は仮想県庁を想定して県職員を実際に配置し、また支援DMAT受け入れ訓練のため、金沢医
療センターDMAT隊員にも訓練に参加していただきました。当日は、通常の傷病者受け入れ
訓練と同時に、災害拠点本部、病院支援指揮所、県庁、さらに院外の仮想管下医療機関との連
絡体制を構築し、情報伝達訓練も行いました。
県内の防災訓練としては新たな試みでしたが、今後も他機関と連携して災害訓練を実施でき
石井

ればと考えております。

編集後記
季節柄寒暖の差が激しい折、御身体にはくれぐれもご自愛
下さい。皆様方の忌憚のないご意見をお待ちしております。

（お問い合わせ先）
公立松任石川中央病院 医療連携課

（地域支援部 医療連携課フタッフ一同）地いきたいと思っております。
TEL（076）274-5978（直通）
お待ち申し上げております

要外科医長

オープン登録医のご紹介

検査予約システム「TONARI」運用開始

てらしま内科クリニック 寺島 成明 先生

平成 28 年 10 月 1 日より
検査予約システム（TONARI）
をリリース致しました。

診療科：内科、循環器内科

施設内にインターネットを
利用できる端末があれば簡単
に導入することができ、運用

◇◆クリニック PR◆◇

当院は松任アピタから野々市・金沢方面に向か
うならびにあります。H12 年開業以来、専門の循
環器領域（心臓病・血管病など）およびその原因
となる生活習慣病（高血圧症、糖尿病、脂質異常
症）をはじめ、内科全般にわたり気軽に話せて安
心と満足を得られる診療に心がけています。
また、公立松任石川中央病院では循環器内科を
はじめ各科の先生には、迅速で適切な医療連携を
していただいております。
これからもさらに患者さまによりそう医療がで
きればと考えております。

にかかる経費は無料です。
導入後は 24 時間 365 日、
いつでも公立松任石川中央病
院の各画像検査を予約するこ
とができ、詳細なオーダを
送ることが可能です。（画像
検査の結果や読影レポートの
内容は検査予約リスト上から
リアルタイムで参照できます）

◇施設；心電図、X 線撮影、心エコー検査、
24 時間心電図、負荷心電図、脈波検査
◇資格；日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医

地域医療連携のツールとして
ぜひご活用ください。
導入等に関するお問い合わせ

てらしま内科クリニック

は公立松任石川中央病院 医療情報課までお願い致します。

専門領域：内科、循環器内科

有ネットワーク＊」
（以下：本ネットワーク）につきクの利用促進のため、白山の

〒924-0818
白山市中奥町 91-3
TEL(076)274-8666

PET ドックキャンペーンのご案内（紹介）
当院の PET センターは 2005 年 11 月の開設から総検査数 30,000 件を達成致しま

診療時間

月

火

水

木

金

土

8：30～12：00

○

○

○

○

○

○

14：00～18：00

○

○

―

○

○

※

※休診日：日曜、祝祭日、水曜午後
※土曜午後の診療時間は 16：00 までになります。

した。つきましては、連携医療機関の皆様方に腫瘍 FDG-PET 検査を体験していただき
たく下記の通り期間限定のキャンペーンを実施致します。この機会にぜひ、PET 検査を
体験していただき、皆様方の健康管理に活用していただければ幸いです。
●PET サンキューキャンペーン
料

金：PET コース料金 39,000 円（税込）
（通常料金は 86,400 円になります）

対

象：連携医療機関の全職員（医師、看護師、コメディカル、事務職）

期

間：2017 年 3 月末まで（定員になり次第締め切りとなります）

人

数：先着 50 名様（1 日 1 名限定、受付時間 14:05 分の専用検査枠になります）

備

考：希望者には PET センター長から検査結果の説明をさせていただきますので、
ご予約の際にお申し付けください。

予

約：完全予約制です。総合健診センター（TEL
お問合せください。

076-274-5782）までご予約・

オープン登録医のご紹介

検査予約システム「TONARI」運用開始

てらしま内科クリニック 寺島 成明 先生

平成 28 年 10 月 1 日より
検査予約システム（TONARI）
をリリース致しました。

診療科：内科、循環器内科

施設内にインターネットを
利用できる端末があれば簡単
に導入することができ、運用

◇◆クリニック PR◆◇

当院は松任アピタから野々市・金沢方面に向か
うならびにあります。H12 年開業以来、専門の循
環器領域（心臓病・血管病など）およびその原因
となる生活習慣病（高血圧症、糖尿病、脂質異常
症）をはじめ、内科全般にわたり気軽に話せて安
心と満足を得られる診療に心がけています。
また、公立松任石川中央病院では循環器内科を
はじめ各科の先生には、迅速で適切な医療連携を
していただいております。
これからもさらに患者さまによりそう医療がで
きればと考えております。

にかかる経費は無料です。
導入後は 24 時間 365 日、
いつでも公立松任石川中央病
院の各画像検査を予約するこ
とができ、詳細なオーダを
送ることが可能です。（画像
検査の結果や読影レポートの
内容は検査予約リスト上から
リアルタイムで参照できます）

◇施設；心電図、X 線撮影、心エコー検査、
24 時間心電図、負荷心電図、脈波検査
◇資格；日本内科学会認定医、日本循環器学会専門医

地域医療連携のツールとして
ぜひご活用ください。
導入等に関するお問い合わせ

てらしま内科クリニック

は公立松任石川中央病院 医療情報課までお願い致します。

専門領域：内科、循環器内科

有ネットワーク＊」
（以下：本ネットワーク）につきクの利用促進のため、白山の

〒924-0818
白山市中奥町 91-3
TEL(076)274-8666

PET ドックキャンペーンのご案内（紹介）
当院の PET センターは 2005 年 11 月の開設から総検査数 30,000 件を達成致しま

診療時間

月

火

水

木

金

土

8：30～12：00

○

○

○

○

○

○

14：00～18：00

○

○

―

○

○

※

※休診日：日曜、祝祭日、水曜午後
※土曜午後の診療時間は 16：00 までになります。

した。つきましては、連携医療機関の皆様方に腫瘍 FDG-PET 検査を体験していただき
たく下記の通り期間限定のキャンペーンを実施致します。この機会にぜひ、PET 検査を
体験していただき、皆様方の健康管理に活用していただければ幸いです。
●PET サンキューキャンペーン
料

金：PET コース料金 39,000 円（税込）
（通常料金は 86,400 円になります）

対

象：連携医療機関の全職員（医師、看護師、コメディカル、事務職）

期

間：2017 年 3 月末まで（定員になり次第締め切りとなります）

人

数：先着 50 名様（1 日 1 名限定、受付時間 14:05 分の専用検査枠になります）

備

考：希望者には PET センター長から検査結果の説明をさせていただきますので、
ご予約の際にお申し付けください。

予

約：完全予約制です。総合健診センター（TEL
お問合せください。

076-274-5782）までご予約・

支

援

公立松任石川中央病院

1 『災害医療初動対応力強化研修』開催
9月3日（土）地域の医療従事者の災害対応力の

第 10 号

向上を図るため、エマルゴを活用した机上訓練を

【発行元】
公立松任石川中央病院
地域支援部
医療連携課

実施しました。

第 12 回 白山ののいち医師会病診連携研修会開催

演習では災害発生時の院内の体制づくりや医療
資源の配分方法を考えながら時間経過を意識し、
傷病設定された患者やスタッフの人形を動かしな
がら、トリアージや医療処置のシミュレーション
を行いました。
訓練には連携医療機関の職員26名（医師、看護師、コメディカル、事務職）の参加があ
りました。参加者からは、とても有意義な研修だったとの感想をいただいた一方、指揮系
統に沿った情報伝達の難しさを感じた方も多かったようです。
今後も継続して訓練を受講したいとのご要望も多数あり、来年以降も同研修を計画した
いと考えておりますので、多くの方のご参加をお待ちしています。

10月15日（土）
、白山ののいち医師会主催「第
12回病診連携研修会」が金沢国際ホテルにて開
催されました。今年度は当院が当番病院として
研修会を行いました。研修会では、
『緩和ケアを
考える～病院と在宅の連携～』と題して、当院
の外科医長石井要医師が講演いたしました。引
き続き行われた懇親会では、白山ののいち医師
会の先生方と、短い時間ではありましたが親睦
を深めることができました。当院は、今後も白
山ののいち医師会の先生方との連携強化に努
め、地域医療支援病院としての責務を果たして
いきたいと考えております。
ご多忙の中、ご出席いただいた先生方におか
れましては、この場を借りて厚く御礼申し上げ
ます。

吉光康平白山ののいち医師会長

『災害強化月間 第 2 弾！』平成 28 年度大規模災害訓練実施
９月９日、災害拠点病院として、県内の大規模地震を想定した災害訓練を行いました。今回
は仮想県庁を想定して県職員を実際に配置し、また支援DMAT受け入れ訓練のため、金沢医
療センターDMAT隊員にも訓練に参加していただきました。当日は、通常の傷病者受け入れ
訓練と同時に、災害拠点本部、病院支援指揮所、県庁、さらに院外の仮想管下医療機関との連
絡体制を構築し、情報伝達訓練も行いました。
県内の防災訓練としては新たな試みでしたが、今後も他機関と連携して災害訓練を実施でき
石井

ればと考えております。

編集後記
季節柄寒暖の差が激しい折、御身体にはくれぐれもご自愛
下さい。皆様方の忌憚のないご意見をお待ちしております。

（お問い合わせ先）
公立松任石川中央病院 医療連携課

（地域支援部 医療連携課フタッフ一同）地いきたいと思っております。
TEL（076）274-5978（直通）
お待ち申し上げております

要外科医長

