金沢西病院友の会だより
第１２９号・平成２７年７月発行

平成27年7月からの
金沢西病院 のチャレンジをご紹介します。
その１
７月１日より当院
でも電子カルテを
導入しました。

その２
７月７日より泌尿器科外来を開始しました。
小中弘之医師
毎週火曜日 午後
排尿のトラブル・
前立腺疾患・男
性更年期障害等
でお困りの患者
さまはお気軽に
ご相談ください。

まだまだ、初心者マークで電
子カルテに取り組んでいます。
診療時間が長くなる等、皆様
にはご迷惑をおかけしており
ます。ご理解・ご協力をお願い
いたします。
お気づきのことがありましたら、
職員に伝えてください。

その３
再来機・各種健康診
断・ドックの専用受付
けを設けました。
再来機と健診専用の受付を
設けております。職員が近く
におります。お声掛けください。

その４
７月１日より若い力で作り上げたホーム
ページをネット上に掲載しました。
http://www.knh.or.jp/
当院の特徴や皆さまに知っていただきたいこと等を掲載しておりま
す。インターネットを見ることができる環境でしたら、一度訪問して
みてくださいね。ホムペWGが企画・運営を担当しています。

創立記念祭 ご協力のお礼
当院は、5月1日で44回目の創立記念日を迎え、『地域の
皆様と共に』を念頭に、5月12日(日)に第27回創立記念祭を
開催いたしました。開催にあたり地域の皆さん、利用者さま、
業者さんより心遣いを賜り、また、晴天にも恵まれ、友の会
の皆様をはじめ多くの方に参加いただき、心より感謝申し
上げます。
当日は、地域の和太鼓チーム・よさこいチーム・熟年バンド
の皆様が出演し、祭りを盛り上げてくださいました。
公開講座では、病院長の村上新先生の『心不全、心臓移植
と人工心臓－小児心臓外科医の思索－』と題して講演が
開催されました。またチャリティバザーの売上げは地元の公民館ならびにネパール地震へ寄付させてい
ただきました。販売物品を寄付していただいた方、お買い上げいただいた方ありがとうございました。
今後も、地域の皆様に安心され信頼される病院づくりに邁進してまいります。変わらぬご支援賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。
（総務室 吉田）

友の会バス旅行のご案内
例年のお楽しみ行事 友の会バス旅行の季節が近づいてきました。
今年は10月17日（土）に 岐阜県 郡上八幡まで
ご希望の方は・・・
皆さまをご案内いたします。
友の会事務局 ℡：233-1811（代表）
開催日：平成27年10月17日（土） 集合時間：8時15分
【担当：西田・奥村・竹内・村本】 にご連絡を。
～ 当日スケジュール ～
注意：定員になり次第、
8時15分 金沢西病院集合 → 北陸道にて郡上八幡へ
締め切らせていただきます。
☆ 郡上八幡博覧館：郡上踊り実演
集合場所：正面玄関前駐車場
☆ ホテル積翠園：郷土料理のご昼食
集合時間：午前8時15分
☆ 流響の里：お買い物（15時頃まで）
帰院時間：午後5時30分
17時30分 金沢西病院到着予定
参加費：5000円

糖尿病教室へのお誘い

会場：東館2階研修ホール

プロの技を日々の生活に活かしましょう。
月日 時間

テーマ

講師

8月7日（金）
12：00～13：15

試食会 ＊夏バテ防止！スタミナ食＊
知って安心！ 薬について

管理栄養士
薬剤師

9月4日（金）
13：30～14：40

血糖測定・フットケア
低カロリーのおやつのいろいろ

看護師
管理栄養士

9月16日（水）
13：30～15：00

ウォークラリー ＊秋の運動＊
～雨天の場合は室内運動～

理学療法士

編集後記
電子カルテが稼働し、今までとは流れも勝手も変わりました。皆さまにはご迷惑をおか
けしますが、職員一同、がんばります。ご協力の程、よろしくお願いいたします。
外は炎天下、 暑い季節になりました。夏のポイントは水分補給。汗をかき、ひどい時
はお茶や水ではなく、スポーツドリンクをお勧めします。
友の会事務局
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平成27年7月1日より 電子カルテ を導入しました。
スムーズな受診のため、受付場所が変更になりました。
その他、当院のいろいろな場所をご紹介します。
④

⑤

①

さぁ、探検

放射線室

外科

⑫ラウンジ（休憩コーナー）

担当医の確認は予定表をご覧ください。午後は
手術が入ることが多いので、ご確認の上、来院
してください。

受診後の待ち時間、お食事などにお使いください。
職員もお客様との打合せ等で使用させていただい
ております。

②内視鏡室

⑬陶板壁画

9月・10月のすこやか健診後半は混み合います。 皆様を陶板壁画の「ジョン」がお迎えしております。
早めに受診してください。
３階、４階、５階にも別の陶板壁画がございます。
見学をご希望される方はエレベーターで病棟に上
がってください。また、職員にお声掛けいただけまし
③外科医師のご紹介
たら、ご案内いたします。
当院の外科医のご紹介を掲示しております。ご
覧ください。
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正面入口
A 総合受付
初めてご来院の方、前回受診から6か月以上
経過された方はこちらにお越しください。
どこに受診したら良いのかわからないと言う
方もご遠慮なく、お聞きください。看護師が皆
さまのご質問にお答えいたします。
その他、入院のお見舞い等、ご質問がありま
したら、総合受付にお願いします。

B 再来受付
再来での受付はこちらです。再来機の使用方
法が分からない場合は、近くの職員にお声が
けください。
受付が済みましたら、各科外来に基本票をお
出しください。
再来時の保険証確認は各科外来で行います。
電子カルテ導入に伴い、以前よりもお待ちい
ただくこともあるかと思いますが、ご理解の程、
よろしくお願いいたします。
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金沢西居宅介護支援センター
訪問看護ステーション

１階外来をご案内します。
C 健診受付
ドック、企業健診、すこやか健診等の健診
にお越しの方専用の受付を設置しました。
外来受診の方とは別の場所になります。お
間違いのないようにお越しください。
当日の健診の流れはこちらでご説明させて
いただきます。
D 会計
お支払いは会計までお願いします。

すこやか健診 を受付けております。
5月から10月まで、金沢市のすこやか健診の受
診が可能です。
内視鏡、婦人科受診は夏過ぎは混み合います。
早めの受診をお勧めします。
受診をご希望される場合はご一報ください。
電話番号：076-233-1811（代表）

午前中は早めに受付をしてください。
午後は手術が入ることが多いので、ご確認の上、
来院してください。整形外科医のご紹介も掲示
しています。

⑤神経内科・脳神経センター
もの忘れ外来が受診できます。予約制になりま
すので、まずはご予約を。担当医のご紹介も掲
示しています。
また、臨床心理士が常駐しております。「話をき
いてほしいなぁ」とか、「悩み事があるんだけ
ど・・。」と思う方、ぜひ、ご相談ください。

歯科は２階になります。東館のエレベーターもしく
は階段で２階に上がってください。
7月より歯科診療時間が変更になります。
木曜日の午後は医科診療と同様に休診といたしま
す。ご利用の皆様にはご迷惑をおかけしますが、よ
ろしくお願いいたします。
年に１回は歯科のチェックをお勧めします。
皆さん、8020運動に参加しましょう。

⑮健診センター
企業健診受診の方はこちらのお部屋にご案内しま
す。1泊ドック受診の方は５階のお部屋をご準備し
ております。職員が常時、ご案内いたします。

⑥MRI室

⑯検査室

MRIを受ける場合はレントゲン
室受付にお声掛けください。

心電図・聴力の検査はこちらになります。検査室横
のお手洗いが採尿室になります。検尿はこちらでお
願いします。

⑦眼科
眼科は月曜日・土曜日の9時から12時までと
水曜日の14時～17時まで行っています。コンタ
クトレンズのご購入も可能です。

⑧内科
曜日により担当医が変わります。ご確認の上、
ご来院ください。眼科受診の方は内科外来受付
にお越しください。

⑨内科医師のご紹介
当院の内科医のご紹介が掲示してあります。ご
覧になったこと、ありますか？

⑩透析センター・リハビリセンター
西館のエレベーターまたは階段で２階まで上
がってください。

⑪売店

⑰レントゲン室
レントゲン・CT・MRI・マンモグラフィーの撮影の受付
はこちらでいたします。女性技師が多数おりますの
で、女性も安心して受診できますよ。

⑱小児科・皮膚科
お子さまの病気は心配です。早めの受診をお勧め
します。
土曜日の皮膚科はこちらの診察室の一部で行って
おります。（火曜日の午後の皮膚科は外科になりま
す。）

⑲婦人科・泌尿器科
火曜日午後は泌尿器科外来
水曜日午後は婦人科外来を
行っています。

⑳おいしいお水

当院には秘密のおいしいお水コーナーがあります。
笑顔の素敵な店員さんのいる売店はこちらです。
どなたもお飲みいただけます。ヒヤッとするほど冷
食品からお洋服までラインナップ。切手やハガ
たいお水を暑い夏の日にお試しください。お水をと
キも準備しております。お時間のある時にのぞ
りすぎると出なくなるので、飲める分だけお持ちくだ
いてみてくださいね。
さい。紙コップも準備しています。

