
❶診療受付時間 8：30～11：30（再来患者様は予約制）、午後の診療受付時間 14：00～16：00
❷専門外来は完全予約制です。予約に関しては外来（代表電話0761-74-0700）までお問い合わせ下さい。
❸予約の変更は、緊急の場合を除き平日の12：00～17：15にお願いします。

外来診療担当医表 平成29年6月1日現在

古 川 　 裕
坂井　健二

松田　哲久
松田　哲久

伊勢　拓之
辻　隆範

山本　崇史
平野　晃一

大石　京介

内藤　達志

古 川    裕
松田　哲久

伊勢　拓之
古川　裕

髙木　晋

本家　一也
関　雅博
山本　崇史
平野　晃一
津田　基晴

樫本　雅彦
太田　　肇
加賀谷尚史

島上　哲朗
平野　晃一

髙木　晋

伊勢　拓之
髙木　　晋
伊勢　拓之

山下　尚洋

橋本　篤

津田　基晴

清水　眞

平野　晃一
津田　基晴

川口　和紀
平野　晃一

（ 第1・3・5 週 ）

古川　裕

辻　　隆範
山下　尚洋
伊勢　拓之

山田　真也

伊勢　拓之

辻　隆範

山本　崇史

津田　基晴
八木　夏希
助川　俊之

平野　晃一

山田　真也
津田　基晴

富岳　亮
古川　裕

松田　哲久
松田　哲久

清水　眞
関　雅博
山本　崇史
平野　晃一
津田　基晴

丹保　彩子

朝日向良朗
平野　晃一
関　雅博

富岳・松田
松田　哲久

総合診療科

神経内科

内分泌内科
腎 臓 内 科
一 般 内 科

呼 吸 器 科
循 環 器 科(再診)
小 児 科 
心臓血管外科
整 形 外 科
消化器外科
一 般 外 科
皮 膚 科
眼 　 科
歯科（障がい者）
循環器科（第1.3.5週）
消化器科（第2.4週）
　 内視鏡(胃カメラ)
　 内視鏡(大腸カメラ)
　 ペースメーカー外来
　 もの忘れ外来
　 フットケア外来
　 小児専門外来
新患　午前
新患　午後 

国立病院機構石川病院 看護部長
土山 美由紀

　6月1日（木）より、いよいよ石川病院3病棟での
療養介護サービス「コスモス」が開始となりました。
当日は病棟ステーションで開所式を行い職員一
同、新たな取り組みに向けて意識を高めました。
　「コスモス」は3病棟の60床の内、20床の
ユニットです。「コスモス」では利用者様お一人
お一人に個別支援計画を立て、心地よく豊かな
生活が送れるよう工夫したサービスを提供して
います。利用者様の生活状況に添うよう、療養
介助職員が主体的に援助に当たっています。
　例えば、清潔援助では手浴や足浴、洗髪を組み
合わせ、入浴されない日であっても利用者様の
希望を取り入れながら、これまで以上に爽快感を
感じていただけるようにしています。先日気分転換
活動の一環として、2人の利用者様に対し初めて
外出支援を行いました。看護師と療養介助職員

が付き添い、市内のショッピングモールまで
出かけ買い物を楽しまれました。希望の買い物
ができ満足されたようでした。また、利用者様方
から職員と話ができる時間が増えた、そばに
職員がいてくれる時間が長くなってよい、という
感想をいただいております。
　「コスモス」は利用者様が長く生活される場所
になります。病院は“医療の場”という印象が
一般的だと思います。しかし「コスモス」は“医療
の場”以上に“生活の場”です。今後は季節感を
楽しんでいただけるようなレクリエーションも計画
していく予定です。
　利用者様に満足を感じていただけるには職員間
の協働が必要です。今後もより患者様方の思いに
添うサービスを提供できるよう、職員一同努力
してまいります。
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療養介護サービス
「コスモス」開始
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〒922-0405
石川県加賀市手塚町サ150番地
TEL （0761）74-0700㈹
FAX（0761）74-7642
  地域医療連携室  FAX 74-0782
E-mail : admin-11@hosp.go.jp
http://www.hosp.go.jp/~isikawa/

スーパーではたくさんのトマトが並んでおり、夏が近づいていることを感じさせてくれます。
脱水や熱中症の予防のためにもこまめな水分摂取を心がけて、旬の夏野菜を楽しみながらこの暑い夏を乗り切り
ましょう（Y・O）

編集後記
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２病棟　角内 美鈴
　5月11日に石川病院外来ロビーにて看護の日のイベントを開催しました。
70人の参加がありました。最高齢者は90歳代の方が１人で、70歳代から80歳代
がほとんどでした。男女の割合は、女性の方の方が多かったです。

　毎年イベントに参加されている方の中には、石川病院発行の「おたっしゃ手帳」に細かく記入されている方も
みえました。はじめて参加いただいた方は、「骨密度とかどうなんかな」と、ご自分の測定結果に関心を
持たれておりました。
　毎年来ていただいている方も、初めての方も、栄養相談・測定値説明コーナーでは測定値と病状の
関係や日常生活の注意点、不安に感じていることなど担当職員と話し込んでいる姿がみられ、ご自身の
健康について関心を持ち、健康状態について真剣に向き合っていると感じました。
　フットケアを体験していただいた方には、ご自分の足に関心を持つことの大切さや、転ばないように
するためには足をみることなどフットケアの大切さを実感していただくことができました。
　白衣体験では白衣を身に着け、ナイチンゲール像前でニッコリ微笑んでいる姿は、とても素敵でした。
できあがった写真は、「夫にみせます」「子どもにみせたらびっくりするかしら」などのお返事がありました。
それをご覧になるご様子はとても微笑ましく、私たちも新鮮な気持ちになりました。
　私は看護の日に携わって３年たちますが、直接携わる職員だけでなく、すべての病院職員も毎年楽しみに
しています。イベントをとおして職員と皆様がふれあうだけでなく、皆様同士の笑顔と元気な声で話されて
いる様子は、地域のつながりを持つ機会として大切な役割を果たしていると感じています。
　私たちは、今後も皆様の地域での暮らしを支える病院として、その役割が果たせるよう様々な取り組みを
行っていきたいと思っています。

看護部　伊藤 千穂
　石川病院では毎年、地域の中学校の職場体験活動を受け入れています。今年度はじめての職場体験
活動の受け入れを5月に行いました。
　職場体験活動では、体験者の将来なりたい職種や関心のある職種、体験したいことを事前にお伺い
します。その希望に応じてプログラムを組むので、毎回少しずつ違います。
　山代中学校から参加者された方は、「看護師の仕事に興味があり、病院にはどのような人が働いているか
よくわからない」ということでした。そこで、看護師の仕事を体験することと、病院で働いている薬剤師・
検査技師・放射線技師・管理栄養士などの職種や、事務職員などの仕事もみていただくことにしました。
参加者が1名で、とても緊張されていましたが、体験が進み患者さんの笑顔に接していく中で少しずつ
緊張もほぐれていきました。初めて見ることに衝撃を覚えたり、楽しかったりと様々だったようです。3日間
の看護や医療に関することを『みて』・『体験』して学ぶことができました。
　また、礼儀正しく、一生懸命学ぶ姿勢は、受け入れを行った私どもも初心を思い出し、多くのことを
学ばせていただくことができました。
　ご協力いただいた患者さまありがとうございました。

地域地域と域域と病院病病院院をつなぐ

「看護の日」の取り組み わく・ワーク職場体験の受け入れ
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２病棟　角内 美鈴
　5月11日に石川病院外来ロビーにて看護の日のイベントを開催しました。
70人の参加がありました。最高齢者は90歳代の方が１人で、70歳代から80歳代
がほとんどでした。男女の割合は、女性の方の方が多かったです。

　毎年イベントに参加されている方の中には、石川病院発行の「おたっしゃ手帳」に細かく記入されている方も
みえました。はじめて参加いただいた方は、「骨密度とかどうなんかな」と、ご自分の測定結果に関心を
持たれておりました。
　毎年来ていただいている方も、初めての方も、栄養相談・測定値説明コーナーでは測定値と病状の
関係や日常生活の注意点、不安に感じていることなど担当職員と話し込んでいる姿がみられ、ご自身の
健康について関心を持ち、健康状態について真剣に向き合っていると感じました。
　フットケアを体験していただいた方には、ご自分の足に関心を持つことの大切さや、転ばないように
するためには足をみることなどフットケアの大切さを実感していただくことができました。
　白衣体験では白衣を身に着け、ナイチンゲール像前でニッコリ微笑んでいる姿は、とても素敵でした。
できあがった写真は、「夫にみせます」「子どもにみせたらびっくりするかしら」などのお返事がありました。
それをご覧になるご様子はとても微笑ましく、私たちも新鮮な気持ちになりました。
　私は看護の日に携わって３年たちますが、直接携わる職員だけでなく、すべての病院職員も毎年楽しみに
しています。イベントをとおして職員と皆様がふれあうだけでなく、皆様同士の笑顔と元気な声で話されて
いる様子は、地域のつながりを持つ機会として大切な役割を果たしていると感じています。
　私たちは、今後も皆様の地域での暮らしを支える病院として、その役割が果たせるよう様々な取り組みを
行っていきたいと思っています。

看護部　伊藤 千穂
　石川病院では毎年、地域の中学校の職場体験活動を受け入れています。今年度はじめての職場体験
活動の受け入れを5月に行いました。
　職場体験活動では、体験者の将来なりたい職種や関心のある職種、体験したいことを事前にお伺い
します。その希望に応じてプログラムを組むので、毎回少しずつ違います。
　山代中学校から参加者された方は、「看護師の仕事に興味があり、病院にはどのような人が働いているか
よくわからない」ということでした。そこで、看護師の仕事を体験することと、病院で働いている薬剤師・
検査技師・放射線技師・管理栄養士などの職種や、事務職員などの仕事もみていただくことにしました。
参加者が1名で、とても緊張されていましたが、体験が進み患者さんの笑顔に接していく中で少しずつ
緊張もほぐれていきました。初めて見ることに衝撃を覚えたり、楽しかったりと様々だったようです。3日間
の看護や医療に関することを『みて』・『体験』して学ぶことができました。
　また、礼儀正しく、一生懸命学ぶ姿勢は、受け入れを行った私どもも初心を思い出し、多くのことを
学ばせていただくことができました。
　ご協力いただいた患者さまありがとうございました。

地域と病院をつなぐ

「看護の日」の取り組み わく・ワーク職場体験の受け入れ
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①毎晩大きないびきをかく。
②睡眠中呼吸が止まっていると指摘された。
③朝起きた時に疲れが残り、スッキリしない。 
④朝起きた時に頭痛がする。
⑤昼間、我慢できないほど眠くなる。
⑥肥満の傾向がある。

業務班長　池上 浩明
　石川病院病棟等建替整備工事は昨年12月に始まり、工事行程
表の通り順調に進んでおります。
　現在、新一般病棟の2階部分のコンクリート打設工事、新重症心身障
害児（者）病棟の基礎部分のコンクリート打設工事を行っております。

　新病棟は、一般病棟が機械室を含めてRC造り4階建て、延べ面積が約5,200㎡、重症心身障害児（者）病棟が
療育訓練棟を含め平屋でRC造り延べ面積が約2,100㎡となり、完成予定が平成29年10月末となっております。
　新病棟の紹介ですが、新一般病棟1階部分が急性期病棟（55床）、2階、3階部分が障害者病棟（各55床）となり
4階部分が機械室となります。また、新重症心身障害児（者）病棟（50床）は別棟（平屋）で、計215床となります。
　当院では、平成29年6月に療養介護サービス事業「コスモス」が現在の3病棟でスタートしましたが、
新一般病棟3階には同じく療養介護サービス事業「コスモス」のサービスユニット20床が併設となります。
　現在工事は行程表のとおり進んでおりますが、工事が深夜に及ぶ事もあり、それに伴い騒音、振動大型
車両の搬入等で入院患者、ご家族、外来者、近隣住民の方々に多大なご迷惑をお掛けしますが、ご理解、
ご協力をお願いいたします。

石川病院検査科
　睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）とは、文字通り睡眠中に呼吸が止まり、それにより日常生活に様々な障害を
起こす病気です。昼間の強い眠気や集中力の低下、高血圧、狭心症、虚血性心疾患等の循環器疾患、過労
死、夜間突然死との関連も指摘されています。

睡眠時無呼吸症候群について

●睡眠時の無呼吸をセルフチェック　しましょう！●

SASによる日中の眠気のために、交通事故や災害事故を起こす危険性が高くなります。

●診断までの流れ●

6 つの設問のうち、
①とその他に１つでも該当したら
睡眠時無呼吸症候群が疑われます。

●睡眠時無呼吸症候群がもたらす社会的影響●

石川病院では、簡易検査および PSG 検査を行っています

Ⅰ　問診・日中の眠気の調査
8つの状況での眠気を0～3の4段階で評価します。　
13点以上あると眠気の自覚症状があるといわれ、この点数が高いほど睡眠障害の疑いが強くなります。

Ⅱ　簡易検査：自宅または入院での簡易型終夜睡眠ポリグラフ検査
夜間睡眠中の呼吸状態や血中の酸素状態を測る検査です。顔・腹・手指につけたセンサーのデータから、
呼吸障害の程度（ＡＨＩ）を求めます。この結果ＳＡＳである可能性が高いと判断された場合、さらに終夜
睡眠ポリグラフィーでの精密検査が必要になります。

Ⅲ　精密検査　終夜睡眠ポリグラフィー（PSG）
夜間の睡眠状態と呼吸状態、血中の酸素状態を同時に測る、1泊2日の検査です。
頭・顔・喉・胸・腹・手指・足にバンドや電極を付け、眠りの深さや中断の状態を総合評価して、ＳＡＳの確定診断をします。

Ⅳ　診断・治療
＜ＳＡＳの診断基準＞
終夜睡眠ポリグラフィーの結果、以下のどちらかに該当した場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
　① 一晩の睡眠において1時間当たり、15回以上無呼吸や低呼吸（AＨＩ＞15）を生じる場合。
　② 一晩の睡眠1時間当たり5回以上無呼吸・低呼吸（ＡＨＩ＞5）があり、それに加えて日中の眠気、倦怠感、中途覚醒などの自覚症状を伴う場合。

<ＳＡＳの治療>＜ＳＡＳの重症度分類＞

ＡＨＩ 5～15 軽度
ＡＨＩ 15～30 中等度
ＡＨＩ 30以上　 重症

ＣＰＡＰ（持続陽圧呼治療吸療法）装置の使用

検査を希望される方は、担当医または看護師までお気軽にご相談ください

睡眠中鼻にマスクをつけ、空気を持続的に送り込むことで喉の奥を押し広げて無呼吸を防ぎます。

その他の治療法
＊マウスピースの使用：
　軽症の方や、ＣＰＡPの装着が困難な場合。
＊外科的治療

活習慣の改善
＊減量：肥満が原因のＳＡＳには有効です。
＊横向きで寝る：症状が軽減する場合があります。
＊減酒：アルコールは筋肉をゆるめる作用があるので、
　　　 気道の閉塞を起こしやすくします

熟睡感が得られ、目覚めがスッキリします。

（注）ＣＰＡＰ療法は、検査を行い一定の基準を満たせば健康保険の適用に
なります。その場合には、定期的な外来受診が必須となります。

眠気の評価

図：Ⅲ 精密検査
　 終夜睡眠ポリグラフィー（PSG）

あなたは
大丈夫ですか？

庶務班長　坂下 繁男
　ＱＣ活動とは、クオリティコントロール（Quality Contorol 品質管理）のことで、製
造業を中心に多くの企業が行ってきた改善活動です。医療の現場においてもその
取り組みは浸透し、医療の質の向上を重要な課題ととらえQC活動を行っています。

　石川病院ではその取り組みについて、平成２９年５月３１日（水）に発表会を開催しました。今回は、外来、アカ
シア病棟、療育指導室、研究検査科の４部門から５題のエントリーがあり、各発表者はそれぞれのテーマでの
現状の把握、要因解析、効果等を説明しました。決められた持ち時間では足りずに力説されている方も・・・。
　今後も活発にQC活動に取り組んでいただき医療サービスの質の向上に貢献し、患者さんに寄り添った
医療を更に実践していただきたいと思います。
　そして、発表の中から最優秀賞１題、優秀賞２題、奨励賞２題を決定し、６月２６日に院長より表彰を行いました。
次年度においても多くの部門からの活発なＱＣ活動報告を期待します。

QC活動発表会を開催しました！

研究検査科 中宮 美香
療育指導室 上里 政博
外  来 桑原 紀子
アカシア病棟 瀬尾 美和
外  来 坂本 喜代美

『採血室接遇業務改善の取り組み』～小さな思いやりの積み重ね～
『アカシア病棟の地域支援加賀市自立支援協議会に参加して』
『人間ドックでグッドな人生を応援』
『ベッド柵の上げ忘れによるヒヤリハット減少への取り組み』
『続・外来業務における患者誤認防止の取り組み』

部署・氏名 テーマ
（発表順）

平成２９年６月撮影
新一般病棟 新重心病棟
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①毎晩大きないびきをかく。
②睡眠中呼吸が止まっていると指摘された。
③朝起きた時に疲れが残り、スッキリしない。 
④朝起きた時に頭痛がする。
⑤昼間、我慢できないほど眠くなる。
⑥肥満の傾向がある。

業務班長　池上 浩明
　石川病院病棟等建替整備工事は昨年12月に始まり、工事行程
表の通り順調に進んでおります。
　現在、新一般病棟の2階部分のコンクリート打設工事、新重症心身障
害児（者）病棟の基礎部分のコンクリート打設工事を行っております。

　新病棟は、一般病棟が機械室を含めてRC造り4階建て、延べ面積が約5,200㎡、重症心身障害児（者）病棟が
療育訓練棟を含め平屋でRC造り延べ面積が約2,100㎡となり、完成予定が平成29年10月末となっております。
　新病棟の紹介ですが、新一般病棟1階部分が急性期病棟（55床）、2階、3階部分が障害者病棟（各55床）となり
4階部分が機械室となります。また、新重症心身障害児（者）病棟（50床）は別棟（平屋）で、計215床となります。
　当院では、平成29年6月に療養介護サービス事業「コスモス」が現在の3病棟でスタートしましたが、
新一般病棟3階には同じく療養介護サービス事業「コスモス」のサービスユニット20床が併設となります。
　現在工事は行程表のとおり進んでおりますが、工事が深夜に及ぶ事もあり、それに伴い騒音、振動大型
車両の搬入等で入院患者、ご家族、外来者、近隣住民の方々に多大なご迷惑をお掛けしますが、ご理解、
ご協力をお願いいたします。

石川病院検査科
　睡眠時無呼吸症候群（ＳＡＳ）とは、文字通り睡眠中に呼吸が止まり、それにより日常生活に様々な障害を
起こす病気です。昼間の強い眠気や集中力の低下、高血圧、狭心症、虚血性心疾患等の循環器疾患、過労
死、夜間突然死との関連も指摘されています。

睡眠時無呼吸症候群について

●睡眠時の無呼吸をセルフチェック　しましょう！●

SASによる日中の眠気のために、交通事故や災害事故を起こす危険性が高くなります。

●診断までの流れ●

6 つの設問のうち、
①とその他に１つでも該当したら
睡眠時無呼吸症候群が疑われます。

●睡眠時無呼吸症候群がもたらす社会的影響●

石川病院では、簡易検査および PSG 検査を行っています

Ⅰ　問診・日中の眠気の調査
8つの状況での眠気を0～3の4段階で評価します。　
13点以上あると眠気の自覚症状があるといわれ、この点数が高いほど睡眠障害の疑いが強くなります。

Ⅱ　簡易検査：自宅または入院での簡易型終夜睡眠ポリグラフ検査
夜間睡眠中の呼吸状態や血中の酸素状態を測る検査です。顔・腹・手指につけたセンサーのデータから、
呼吸障害の程度（ＡＨＩ）を求めます。この結果ＳＡＳである可能性が高いと判断された場合、さらに終夜
睡眠ポリグラフィーでの精密検査が必要になります。

Ⅲ　精密検査　終夜睡眠ポリグラフィー（PSG）
夜間の睡眠状態と呼吸状態、血中の酸素状態を同時に測る、1泊2日の検査です。
頭・顔・喉・胸・腹・手指・足にバンドや電極を付け、眠りの深さや中断の状態を総合評価して、ＳＡＳの確定診断をします。

Ⅳ　診断・治療
＜ＳＡＳの診断基準＞
終夜睡眠ポリグラフィーの結果、以下のどちらかに該当した場合に、睡眠時無呼吸症候群と診断されます。
　① 一晩の睡眠において1時間当たり、15回以上無呼吸や低呼吸（AＨＩ＞15）を生じる場合。
　② 一晩の睡眠1時間当たり5回以上無呼吸・低呼吸（ＡＨＩ＞5）があり、それに加えて日中の眠気、倦怠感、中途覚醒などの自覚症状を伴う場合。

<ＳＡＳの治療>＜ＳＡＳの重症度分類＞

ＡＨＩ 5～15 軽度
ＡＨＩ 15～30 中等度
ＡＨＩ 30以上　 重症

ＣＰＡＰ（持続陽圧呼治療吸療法）装置の使用

検査を希望される方は、担当医または看護師までお気軽にご相談ください

睡眠中鼻にマスクをつけ、空気を持続的に送り込むことで喉の奥を押し広げて無呼吸を防ぎます。

その他の治療法
＊マウスピースの使用：
　軽症の方や、ＣＰＡPの装着が困難な場合。
＊外科的治療

活習慣の改善
＊減量：肥満が原因のＳＡＳには有効です。
＊横向きで寝る：症状が軽減する場合があります。
＊減酒：アルコールは筋肉をゆるめる作用があるので、
　　　 気道の閉塞を起こしやすくします

熟睡感が得られ、目覚めがスッキリします。

（注）ＣＰＡＰ療法は、検査を行い一定の基準を満たせば健康保険の適用に
なります。その場合には、定期的な外来受診が必須となります。

眠気の評価

図：Ⅲ 精密検査
　 終夜睡眠ポリグラフィー（PSG）

あなたは
大丈夫ですか？

庶務班長　坂下 繁男
　ＱＣ活動とは、クオリティコントロール（Quality Contorol 品質管理）のことで、製
造業を中心に多くの企業が行ってきた改善活動です。医療の現場においてもその
取り組みは浸透し、医療の質の向上を重要な課題ととらえQC活動を行っています。

　石川病院ではその取り組みについて、平成２９年５月３１日（水）に発表会を開催しました。今回は、外来、アカ
シア病棟、療育指導室、研究検査科の４部門から５題のエントリーがあり、各発表者はそれぞれのテーマでの
現状の把握、要因解析、効果等を説明しました。決められた持ち時間では足りずに力説されている方も・・・。
　今後も活発にQC活動に取り組んでいただき医療サービスの質の向上に貢献し、患者さんに寄り添った
医療を更に実践していただきたいと思います。
　そして、発表の中から最優秀賞１題、優秀賞２題、奨励賞２題を決定し、６月２６日に院長より表彰を行いました。
次年度においても多くの部門からの活発なＱＣ活動報告を期待します。

QC活動発表会を開催しました！

研究検査科 中宮 美香
療育指導室 上里 政博
外  来 桑原 紀子
アカシア病棟 瀬尾 美和
外  来 坂本 喜代美

『採血室接遇業務改善の取り組み』～小さな思いやりの積み重ね～
『アカシア病棟の地域支援加賀市自立支援協議会に参加して』
『人間ドックでグッドな人生を応援』
『ベッド柵の上げ忘れによるヒヤリハット減少への取り組み』
『続・外来業務における患者誤認防止の取り組み』

部署・氏名 テーマ
（発表順）
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生活習慣病委員会
　石川病院では生活習慣病教室を年4回開催しています。
　教室では、生活習慣病に関する知識をわかりやすく解説すると共に、教室の
内容によって、血管年齢測定・骨密度測定や、体操などを行います。あたまと
からだの両方から生活習慣病と向き合ってみませんか。
　参加ご希望の方は病棟または外来へお申し出ください。参加費は無料です。

生活習慣病教室のお知らせ

手術管理部長　平野 晃一
　胃は袋状の消化管臓器で食道から続き十二指腸につながります。主な働きは食物の消化作用です。
　胃がんは内側の粘膜の細胞が何らかの原因でがん化して発生します。
　がんの中で発生する確率が最も高く、男性9人に1人、女性18人に1人が胃がんと診断されています。
　胃がんは早期に発見されると95%以上が完治する
といわれており治療成績の高いがんです。早期では
自覚症状は少なく、早期発見早期治療の為には
症状がなくても定期的がん検診を受けることが
重要です。
　加賀市では胃がん検診は胃X線検査のみでしたが
今年6月からは胃内視鏡検査が加わることとなりま
した。対象の皆さんにはがん検診のお知らせが届く
ようになっておりお知らせが届いたら必ず受診する
ようにしましょう。

あのとき受けていればよかった！

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介
事務助手  眞榮 佳苗

　このたび、事務助手として仕事をさせて
いただきます。
　早く仕事に慣れるように頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

よろしく
お願いします

6月27日

7月24日

10月24日

1月30日

● 認知症について ● 生活習慣病の薬
● 血管年齢測定

● 高血圧と高脂血症 ● 喫煙と健康
● 抗加齢プログラム

● 糖尿病の知識と予防 ● 食事のバランス
● 睡眠時無呼吸症候群検査

● 骨粗鬆症と腰椎圧迫骨折 ● 転倒予防と筋力アップ
● 骨密度測定

医師／薬剤師
検査技師

医師／認定看護師
理学療法士

医師／薬剤師
検査技師

医師／理学療法士
検査技師

主な内容 講　師月　日

涼しい場所でおしゃべりをしたり、のんびり本を読んでみたり、ご自由におくつ
ろぎ下さい。毎日、3時からは、ラジオ体操をしていますので一緒に行いま
せんか。
　また、毎週火曜日には健康教室を開催します。皆様お誘い合わせの上、
ぜひお越し下さい。

石
川
病
院
涼
み
に
来
ま
せ
ん
か
。

涼
み
に
来
ま
せ
ん
か
。

へへ

7月18日(火)から8月25日(金)の平日午後1時から5時まで、
石川病院の外来ロビーを地域の皆様に開放いたします。

●健康教室の時間・場所●
　各日とも午後2時から3時まで(予約不要)

　石川病院  外来ロビー　

●お問い合わせ●
　石川県加賀市手塚町サ150番地
　電話 0761-74-0700（庶務）

※『おたっしゃ手帳』をお持ちの方は、無料健康チェックに
　お越しの際にお持ちください。
※内容は変更する場合があります

※この事業は「いしかわクールシェア事業」
スタンプラリーに参加しています

7月18日(火) 無料！健康チェック
7月25日(火) 夏ばてに負けない
 今年のスタミナメニュー 試食会
8月 1 日(火) 正しい薬の知識
8月 8 日(火)　認知症予防体操
8月15日(火) 正しい手洗いで感染予防
8月22日(火) こころの健康

がん検診の
お知らせ

！

6月27日
● 認知症について ● 生活習慣病の薬
● 血管年齢測定

医師／薬剤師
検査技師
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生活習慣病委員会
　石川病院では生活習慣病教室を年4回開催しています。
　教室では、生活習慣病に関する知識をわかりやすく解説すると共に、教室の
内容によって、血管年齢測定・骨密度測定や、体操などを行います。あたまと
からだの両方から生活習慣病と向き合ってみませんか。
　参加ご希望の方は病棟または外来へお申し出ください。参加費は無料です。

生活習慣病教室のお知らせ

手術管理部長　平野 晃一
　胃は袋状の消化管臓器で食道から続き十二指腸につながります。主な働きは食物の消化作用です。
　胃がんは内側の粘膜の細胞が何らかの原因でがん化して発生します。
　がんの中で発生する確率が最も高く、男性9人に1人、女性18人に1人が胃がんと診断されています。
　胃がんは早期に発見されると95%以上が完治する
といわれており治療成績の高いがんです。早期では
自覚症状は少なく、早期発見早期治療の為には
症状がなくても定期的がん検診を受けることが
重要です。
　加賀市では胃がん検診は胃X線検査のみでしたが
今年6月からは胃内視鏡検査が加わることとなりま
した。対象の皆さんにはがん検診のお知らせが届く
ようになっておりお知らせが届いたら必ず受診する
ようにしましょう。

あのとき受けていればよかった！

職員紹介職員紹介職員紹介職員紹介
事務助手  眞榮 佳苗

　このたび、事務助手として仕事をさせて
いただきます。
　早く仕事に慣れるように頑張りますので、
よろしくお願いいたします。

よろしく
お願いします

6月27日

7月24日

10月24日

1月30日

● 認知症について ● 生活習慣病の薬
● 血管年齢測定

● 高血圧と高脂血症 ● 喫煙と健康
● 抗加齢プログラム

● 糖尿病の知識と予防 ● 食事のバランス
● 睡眠時無呼吸症候群検査

● 骨粗鬆症と腰椎圧迫骨折 ● 転倒予防と筋力アップ
● 骨密度測定

医師／薬剤師
検査技師

医師／認定看護師
理学療法士

医師／薬剤師
検査技師

医師／理学療法士
検査技師

主な内容 講　師月　日

涼しい場所でおしゃべりをしたり、のんびり本を読んでみたり、ご自由におくつ
ろぎ下さい。毎日、3時からは、ラジオ体操をしていますので一緒に行いま
せんか。
　また、毎週火曜日には健康教室を開催します。皆様お誘い合わせの上、
ぜひお越し下さい。

石
川
病
院

み
に
来
ま
せ
ん
か
。

み
に
来
ま
せ
ん
か
。

へへ

7月18日(火)から8月25日(金)の平日午後1時から5時まで、
石川病院の外来ロビーを地域の皆様に開放いたします。

●健康教室の時間・場所●
　各日とも午後2時から3時まで(予約不要)

　石川病院  外来ロビー　

●お問い合わせ●
　石川県加賀市手塚町サ150番地
　電話 0761-74-0700（庶務）

※『おたっしゃ手帳』をお持ちの方は、無料健康チェックに
　お越しの際にお持ちください。
※内容は変更する場合があります

※この事業は「いしかわクールシェア事業」
スタンプラリーに参加しています

7月18日(火) 無料！健康チェック
7月25日(火) 夏ばてに負けない
 今年のスタミナメニュー 試食会
8月 1 日(火) 正しい薬の知識
8月 8 日(火)　認知症予防体操
8月15日(火) 正しい手洗いで感染予防
8月22日(火) こころの健康

がん検診の
お知らせ

！
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7月18日(火) 無料！健康チェック
7月25日(火) 夏ばてに負けない
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❶診療受付時間 8：30～11：30（再来患者様は予約制）、午後の診療受付時間 14：00～16：00
❷専門外来は完全予約制です。予約に関しては外来（代表電話0761-74-0700）までお問い合わせ下さい。
❸予約の変更は、緊急の場合を除き平日の12：00～17：15にお願いします。

外来診療担当医表 平成29年6月1日現在

古 川 　 裕
坂井　健二

松田　哲久
松田　哲久

伊勢　拓之
辻　隆範

山本　崇史
平野　晃一

大石　京介

内藤　達志

古 川    裕
松田　哲久

伊勢　拓之
古川　裕

髙木　晋

本家　一也
関　雅博
山本　崇史
平野　晃一
津田　基晴

樫本　雅彦
太田　　肇
加賀谷尚史

島上　哲朗
平野　晃一

髙木　晋

伊勢　拓之
髙木　　晋
伊勢　拓之

山下　尚洋

橋本　篤

津田　基晴

清水　眞

平野　晃一
津田　基晴

川口　和紀
平野　晃一

（ 第1・3・5 週 ）

古川　裕

辻　　隆範
山下　尚洋
伊勢　拓之

山田　真也

伊勢　拓之

辻　隆範

山本　崇史

津田　基晴
八木　夏希
助川　俊之

平野　晃一

山田　真也
津田　基晴

富岳　亮
古川　裕

松田　哲久
松田　哲久

清水　眞
関　雅博
山本　崇史
平野　晃一
津田　基晴

丹保　彩子

朝日向良朗
平野　晃一
関　雅博

富岳・松田
松田　哲久

総合診療科

神経内科

内分泌内科
腎 臓 内 科
一 般 内 科

呼 吸 器 科
循 環 器 科(再診)
小 児 科 
心臓血管外科
整 形 外 科
消化器外科
一 般 外 科
皮 膚 科
眼 　 科
歯科（障がい者）
循環器科（第1.3.5週）
消化器科（第2.4週）
　 内視鏡(胃カメラ)
　 内視鏡(大腸カメラ)
　 ペースメーカー外来
　 もの忘れ外来
　 フットケア外来
　 小児専門外来
新患　午前
新患　午後 

国立病院機構石川病院 看護部長
土山 美由紀

　6月1日（木）より、いよいよ石川病院3病棟での
療養介護サービス「コスモス」が開始となりました。
当日は病棟ステーションで開所式を行い職員一
同、新たな取り組みに向けて意識を高めました。
　「コスモス」は3病棟の60床の内、20床の
ユニットです。「コスモス」では利用者様お一人
お一人に個別支援計画を立て、心地よく豊かな
生活が送れるよう工夫したサービスを提供して
います。利用者様の生活状況に添うよう、療養
介助職員が主体的に援助に当たっています。
　例えば、清潔援助では手浴や足浴、洗髪を組み
合わせ、入浴されない日であっても利用者様の
希望を取り入れながら、これまで以上に爽快感を
感じていただけるようにしています。先日気分転換
活動の一環として、2人の利用者様に対し初めて
外出支援を行いました。看護師と療養介助職員

が付き添い、市内のショッピングモールまで
出かけ買い物を楽しまれました。希望の買い物
ができ満足されたようでした。また、利用者様方
から職員と話ができる時間が増えた、そばに
職員がいてくれる時間が長くなってよい、という
感想をいただいております。
　「コスモス」は利用者様が長く生活される場所
になります。病院は“医療の場”という印象が
一般的だと思います。しかし「コスモス」は“医療
の場”以上に“生活の場”です。今後は季節感を
楽しんでいただけるようなレクリエーションも計画
していく予定です。
　利用者様に満足を感じていただけるには職員間
の協働が必要です。今後もより患者様方の思いに
添うサービスを提供できるよう、職員一同努力
してまいります。

療養介護サービス
「コスモス」開始

区　分 月 火 水 木 金

内
　
　科

（14:00～16:30）
（13:30～
　　16:30）

（13:30～
　　16:30）

（13:30～
　　16:30）

（14:00～16:30）

（第1.3.5週）
（第2.4週）

専
門
外
来
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〒922-0405
石川県加賀市手塚町サ150番地
TEL （0761）74-0700㈹
FAX（0761）74-7642
  地域医療連携室  FAX 74-0782
E-mail : admin-11@hosp.go.jp
http://www.hosp.go.jp/~isikawa/

スーパーではたくさんのトマトが並んでおり、夏が近づいていることを感じさせてくれます。
脱水や熱中症の予防のためにもこまめな水分摂取を心がけて、旬の夏野菜を楽しみながらこの暑い夏を乗り切り
ましょう（Y・O）

編集後記
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