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2月5日（木）に開催した病診連携症例検討会
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【発行元】
公立松任石川中央病院
地域支援部
医療連携課

鑑別診断を要した症例』について、診療部 山口

第五次増改築工事竣工記念 病診連携講演会開催

鋼正医師が、
『急性扁桃炎と扁桃周囲膿瘍－起炎
菌と薬剤耐性－』について、耳鼻咽喉科 長谷川
博紀医師がそれぞれ発表し、カンファレンスを

３月１５日（日）に、「地域包括福祉支援

行いました。

センター おかりや」と「リハビリテーショ

ご出席いただきました登録医の先生方におかれ

ン棟」の竣工記念行事として講演会を開催

ましては、厚く御礼申し上げます。

し、1２0名の来賓の方々にご出席いただき
ました。

糖尿病研修会開催

講演会では、『地域包括ケアシステムを実
現する医療・介護の連携のあり方』と題して、

2月２６日（木）と3月4日（水）に、当院が

中川医院院長兼新川地域在宅医療療養連携

事務局を務めております白山野々市地区糖尿病

協会会長の中川彦人氏が講演いたしました。

重症化予防ネットワーク協議会主催（白山のの

引き続き行われた交流会で、連携医療機

いち医師会共催）の研修会が開催されました。

関、福祉施設等の医師、看護師、メディカル

4日に行われた研修会では、当院の糖尿病内

スタッフや事務スタッフの方々と、短い時間

分泌内科 奥村美輝医師が『糖尿病診療の基本

ではありましたが親睦を深めることができ

～疾患分類・合併症について～』の演題で講演

ました。また当日は、竣工したばかりの「お

いたしました。

かりや」内の内覧会では、医療関係者や地域

また、当院医療連携課主幹の宇野が『糖尿病

中川彦人氏

にお住まいの一般市民の方々も多数お見え

手帳の活用について』と題し情報提供させていただきました。

になり、施設内を見学されていました。

ご多忙の中ご出席いただきました先生方におかれましては、厚く御礼申し上げます。

当院では、今後も地域の医療機関、福祉施
設等との連携強化に努め、地域医療支援病院

異動のお知らせ

としての責務を果たしていきたいと考えて
おります。

昨年度をもちまして、下記の医師が異動になりましたので、ご案内いたします。
・消化器内科 須田 烈史医師
・外科 宮永 章平医師

ご多忙の中、ご出席いただいた先生方、職

・循環器内科 鷹取 治医師、真弓 卓也医師、中村 翔大医師

・耳鼻咽喉科 長谷川 博紀医師

員の方々に厚く御礼申し上げます。

・泌尿器科 堤内 真実医師
吉光康平白山ののいち医師会長

編集後記
昨年度は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。県内は北陸新幹線開業による歓迎ムード
一色ですね。交通インフラの整備は、地域の生活環境に大きな変化をもたらします。新幹線開業と
同時に地域包括福祉支援センターおかりやが竣工いたしました。
地域の方々の利便性が向上し、安心して暮らせるまちづくり
を実現させるべく、これからも地域医療に貢献していきたいと

（お問い合わせ先）
公立松任石川中央病院

医療連携課

TEL（076）274-5978（直通）

思っております。（地域支援部 医療連携課フタッフ一同）地催していきたいと思っております。
お待ち申し上げております

真田陽白山ののいち医師会副会長

オープン登録医のご紹介

いしかわ診療情報共有ネットワークのご案内

やまもと内科医院

山本 博 先 生

石川県の事業として取り組んでいる「いしかわ診療情報共有ネットワーク＊」（以下：本
ネットワーク）について、県内の各情報提供病院が稼働を開始し、参加されている先生方
の利用が徐々に増えているところです。
当院では現在、本ネットワークを活用した調剤薬局との連携について取り組みを開始し

診療科：内科

ております。また、
「処方」、
「注射」、
「検査」、
「画像」、
「レポート」
、
「退院サマリ」、
「経過
記録」にいたるまで、全ての電子カルテの診療情報を患者さんの同意を得た上で全て公開
しています。
県全体で取り組んでいるプロジェクトですので、まだ参加されてない、あるいはご利用

◇◆クリニック PR◆◇

いただいていない先生方におかれましては、ご利用いただきますようお願い申し上げます。

◆ 健康のゲートキーパーとして、
心身についての相談にのること。
.ありふれた病気を確実に診断し
.治療すること。

（インターネットを利用できるパソコンがあれば、どなたでも利用できます。）
また、ホームページに本ネットワークについて、詳しい情報が掲載されておりますので、
ご案内致します。
.■サイト名：いしかわ診療情報共有ネットワーク

.病気に応じて適切な医療機関を
.紹介することを旨としています。

URL：http://www.ishikawa.med.or.jp/ict/
＊「いしかわ診療情報共有ネットワーク」とは、
『ID-Link』を利用して病院と診療所間、

また病院と病院間で患者さんの診療情報を共有する仕組みです。当院では、本ネットワ
ークを活用することで更に質の高い医療の提供を目指しています。

やまもと内科医院

『ID-Link』につきましては、下記のホームページをご参照ください。

専門領域：内科

URL：http://www.mykalte.org/idlink/

〒924-0836
白山市山島台 3-99
TEL(076)274-3588

漢方外来のご案内
さて、当院では今年度 4 月より、金沢大学附属病院 漢方医学科の小川恵子医師に

診療時間

月

火

水

木

金

土

9：00～12：30

○

○

○

—

○

○

改善しない症状、西洋医学的に診断がつかないような症状、西洋医学的治療の副作用

16：00～18：00

○

○

○

—

○

—

など、様々な症状がある患者さんに対して治療を行います。

※休診日：土曜日午後、木曜、日曜、祝日

よる「漢方外来」を開設いたしました。漢方外来では、西洋医学的な治療を受けても

皆様方の診療にお役立ていただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

※14 時～16 時までは往診ため不在の場合があります

医療機関の方のご予約・お問合せ
完全予約制（毎週月曜日午前中）です。医療連携課へご連絡をお願いします。
（TEL 076-274-5978 FAX 076-274-5980）
紹介状と記入済みの問診票、保険証をご持参するようお願い申し上げます。
（問診票は予約時に FAX 送信いたしますので患者さんにお渡しください）
なお、投薬の安全性を確認するために、当日に採血、検尿、X 線検査などをする場
合がありますので予めご了承ください。
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