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第 1４回病診連携症例検討会開催
昨年10月８日（木）に開催した病診連携症例検討会で

第8号

は、外科医長 石井 要医師が『術前化学療法が奏功しな
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かった左乳癌の１例』について、眼科部長 武田 久医師
が、
『糖尿病網膜症について』と題してそれぞれ発表し、

公立松任石川中央病院

業務改善発表会開催

カンファレンスを行いました。
ご出席いただきました登録医の先生方におかれまして

１２月2０日（日）に、
「もっと知ろう

は、厚く御礼申し上げます。

病院の取り組みを」と題して、業務改善発表

（次回は2月4日（木）開催予定です。消化器内科と泌尿

会を開催し、約300名の一般市民の方々に

器科の症例発表を行います。
）

ご出席いただきました。
当日は、『乳がんについて～検診を中心に

『全国がん登録』が始まりました

～』と題して、外科医長 石井 要医師が、ま
た『手術支援ロボットによる痛みの少ない内

「がん登録等の推進に関する法律」が、平成28年１月から施行され、
「全国がん登録」が
始まりました。
「がん登録」とは、がんと診断されたすべての患者さんのがんの種類や進展度、
治療法等の情報を国が一元管理して分析する制度です。

視鏡手術』と題し泌尿器科医長 前田 雄司医
師がそれぞれ講演いたしました。
また業務改善発表会では、当院における医

「がん登録」により、がん医療の現状を正確に把握することができ、がん予防や治療等、
我が国の有効ながん対策の推進に貢献することが期待されています。

療の質の向上に向けた取り組みについて、看
護師、コ・メディカルスタッフ、事務スタッ
フが発表し、医療現場での実践事例をご紹介
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少しでも理解していただこうという初めて
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異動のお知らせ（都道府県指定）

いたしました。より多くの方々に医療現場を

厚生労働省
死亡者情報票

の試みで、これまで院内で行っていた発表会
を市民公開形式で開催いたしました。今後も

集計・
報告書

地域医療支援病院として、地域医療の充実、

当院では、平成４年度から「地域がん登録」を開始し、県に対して毎年数百件の届け出を
しています。
「がん登録」の登録項目等につきまして、不明点がございましたら、お気軽に医

発展のため、あらゆるかたちで貢献してまい
りたいと考えております。
最後に、この度の発表会に際しまして、ご

療連携課までお問い合せください。

多用中にもかかわらず快く審査員をお引き
受けいただきました白山ののいち医師会 事

編集後記

務長 西田様をはじめ関係の皆様に厚く御礼
申し上げます。

年末に心が熱くなったことと言えば、ラグビーW 杯での日本代表の大活躍でした。特に初戦の
相手、南アフリカは過去 W 杯優勝 2 回、世界ランキング 3 位の強豪。対する日本は 24 年間 W
杯で白星なし、世界ランキング 13 位の完全な格下にもかかわらず、南アフリカに奇跡の逆転勝
利をおさめ、私たちに夢や希望を与えてくれました。
さて、平成 27 年「今年の漢字」が 12 月 15 日に清水寺で発表されました。
『安』！
「今年の漢字」は、過去「絆」
「金」「輪」
「税」
、そして「安」
と 21 回目を数えています。今年は、明るい一文字が取り上げ

（お問い合わせ先）
公立松任石川中央病院 医療連携課

られるといいですね。
（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

卜部病院長

オープン登録医のご紹介

津山クリニック

いしかわ診療情報共有ネットワークセキュリティ研修実施

津山

県の事業として取り組んでいる「いしかわ診療

博 先 生

情報共有ネットワーク＊」
（以下：本ネットワーク）
につきましては、県内の各情報提供病院が稼働を

診療科：外科、肛門外科、消化器内科、内科

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。
昨年 10 月 17 日（土）には、病診連携研修会
の前段に、本ネットワークをご利用いただいており

◇◆クリニック PR◆◇
白山市北安田町に位置し、大腸・肛門病の専門医療を追求
しております。お腹の不調、胃・大腸癌二次健診および痔な
どで白山市、能美市および小松市からご相談にいらっしゃる
方が多く、胃・大腸内視鏡を中心に検査を行っております。
痔の日帰り手術は ALTA 注、外痔核切除術を用いています。
また日本大腸肛門病学会、内痔核治療研究会などに治療成
績を発表し、ご指摘を頂くことにより手技の向上を目指して
おります。
便秘、肛門からの出血にて来院される方に多いのが、結
腸・直腸癌です。小さな診療所ではありますが、年間十数例
発見されるため、公立松任石川中央病院の消化器内科・外科
の先生方にはお世話になり、患者さんにも大変喜ばれており
ます。
高血圧、不整脈および糖尿病などの方は一旦、循環器内科、
糖尿病内科で丁寧に診察および加療していただいてから、当
院にて継続加療を行っております。
今後も信頼される医療機関をめざし、地域医療のために頑
張っていきたいと考えております。
２

在宅医療

寝たきりや癌末期だけではなく

来院困難でも継

津山クリニック

がセキュリティ研修を実施いたしました。
今後も当院では本ネットワークの利用促進のため、白山ののいち医師会のサポート体制
を充実させてまいります。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。
（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、下記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、ご案内いたします。
.■サイト名：いしかわ診療情報共有ネットワーク

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

専門領域：外科、肛門外科、消化器内科、内科

〒924-0024
白山市北安田町 1270
TEL(076)276-5501

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。
『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。

URL：http://www.mykalte.org/idlink/
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※休診日：日曜、祝日、木曜午後、土曜午後

ます先生方を対象に、当院 医療情報課 吉田 吏志

個人栄養食事指導のご案内（紹介）
前号でもご案内いたしましたが、当院では栄養食事指導につきまして、下記のとおり
医療機関からのご紹介を承っております。
皆様の診療にお役立ていただきますよう、ご案内いたします。
●個人栄養食事指導
時

間：午前９時～１１時、午後１時～４時（指導時間は 45 分程度です）

対

象：・糖尿病食 ・心臓病食 （塩分制限食） ・腎臓病食（塩分制限食）
・脂質異常食 ・腎不全食（塩分制限食、たんぱく制限食）など

お問合せ：完全予約制です。医療連携課（TEL

076-274-5978）までお問合せ

ください。紹介状と予約票を当日ご持参ください。ご紹介いただいた先生
方に管理栄養士から後日、栄養指導報告書を郵送いたします。
ご紹介につきまして、不明な点がございましたら医療連携課までお問い合せください。
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