
■新年明けましておめでとうございます。病
院長を務めております池田でございます。さ
て、皆さまにおかれましてはどのようなお正
月をお過ごしになられたでしょうか？　本誌
は病院の広報誌であります。ご覧になってい
る皆さまの多くは患者さま或いはそのご家族
の方ではないか‥と思います。お健やかに新
春をお迎えになり‥と書き始めることはいさ
さか躊躇われますが、私どもの使命は病を治
す‥仮にそれが叶わずとも、少しでも心安ら
かに日々お過ごし頂けるように努力すること
にありますので、（定型文ではなく）心より
皆さまにとっての新年が幸多いものであるこ
とを願ってやみません。

■昨年は、サッカー・ワールドカップ　ブラ
ジル大会への出場決定、富士山の世界文化遺
産指定、2020 年夏季オリンピック大会開催
都市が東京に決定、和食 / 日本人の伝統的な
食文化がユネスコ無形文化遺産に登録など
数々の喜ばしいニュースがありましたが（松
井秀喜選手の国民栄誉賞受賞も忘れてはいけ
ませんね）、私の記憶に残っているのは夏か
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ら秋にかけての気象にまつわる惨事のニュー
スです。7 月に相次いで発生した山形県・山
口県に続き 9 月の京都の嵐山での水害、加え
て 10 月の伊豆大島での台風 26 号による風
水害が続きました。これらの惨事で被害に遭
われた住民の方々はどのような想いで年の瀬
を迎えられたのでしょうか？ 幸い金沢は 10
月に入っても半袖で過ごせるくらい暑かった
くらいしか異常気象のニュースはなかったよ
うに記憶しておりますが、比較的災害が少な
いと言われている当地でも対岸の火事と決め
込むわけにはいかないと感じております。特
に科学的根拠はないようですが、夏暑かった
年は次の冬の寒さが厳しい‥との話もありま
す。冬はこれからが本番です。1 月 2 月と平
穏に過ぎて欲しいと願ってやみません。

■いつ何時起こるか分からないのは気象災害
ばかりではありません。医療機関で恐ろしい
のは医療事故です。ご存知の方も多いと思い
ますが、本邦では安全・安心な医療体制を供
給できるように公益財団法人日本医療機能評
価機構が病院機能評価事業を実施しておりま
す。当院は 2003 年 12 月に認定評価病院と
なり、2009 年に更新を受けました。認定期
間は 5 年間であり昨年が再々受審の年とな
りました。職員一同過去 5 年間の問題点を
再検証して改善に努め、9 月に審査を受けま
したが、12 月 6 日に無事新しい評価基準に
よる認定（3rd G：Version 1.0）に合格する
ことができました。もちろんこれを以ってし
て絶対に当院では医療事故は起きない‥など
とは申しません。安全・安心な医療を提供で
きる体制が整っただけで、後は日々不断の努
力が必要であります。医療に携わる者は大概
が人様のお役に立ちたい‥との気持ちを持っ
てこの仕事に飛び込んでまいります。ですか
ら、不幸にして医療事故を起こした当事者に
なるようなことが万が一ありますと、気持ち

の落ち込み具合は半端なのもではありませ
ん。気を許すことなく精進いたしますので本
年も何卒よろしくお願い申し上げます。

■もう一つ今年の心配事項は 4 月に予定さ
れております消費税の引き上げです。これも
ご承知の方が多いと思いますが、病院では患
者さまから消費税をいただいておりません。
一方、病院で使用する医療材料等には消費税
がかかっており、これは病院が負担しており
ます。患者様から頂かずに病院が負担してい
る分については診療報酬分で考慮してくれる
ことになっておりますが、この原稿を書いて
いる時点では来春の報酬改定がプラスになっ
てくれるとの報道はございません。年頭から
お金の話をするのは下品とは思いますが、貧
すれば鈍す‥であります。我が国の財政が危
機的状態にあることは十分に理解しておりま
すが、療養環境や医療安全に使う費用を減ら
すことなく病院経営ができる環境が整ってく
れることを願ってやみません。

■当院の理念は【循環器専門病院として、高
度先進医療から老人医療にいたるまで「患者
様第一」のきめ細かい医療を行います】であ
ります。心血管系の単科病院としての存在感
を示すため、今年も数々の施策を講じようと
思っております。ネット社会となって 10 年
以上が経過し、中高年の方も気軽に利用して
おられることと思います。よろしければ当
院のホームページにもお越こし頂き (http://
www.kanazawa-heart.or.jp) 当 院 の 取 り 組
みや職員の声をご覧いただければ幸いです。
本年も皆さまの温かいご支援をお願い申し上
げて、年頭の挨拶とさせて頂きます。

平成 26 年元旦
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■病院理念■
 循環器専門病院として、高度先進医療から老人医療にいたるまで
 「患者さま第一」のきめ細かい医療をおこないます。
■基本方針■
 1. 優れたスタッフを充実させ 24時間フル体制で先進医療を提供します。
 2. 患者さまが安心と満足の得られる十分な説明と同意に基づいた治療をおこないます。
 3. 病診連携を密にして地域のみなさまの健康と幸せな暮らしを守る病院を目指します。

外来担当医一覧表
■　外来診療時間　■

月～金 9:00 ～ 12:00、13:30 ～ 16:00
土 9:00 ～ 12:00（毎月第2土曜日休診）

■　当直医 直通電話　■
　当院では、当直医用の携帯電話 (PHS) を
用意しています。
　当院通院中の方はもちろん、なんとなく
心臓病が気になる方から各医療機関の先生
方まで遠慮なくご利用ください。

当直医 直通番号
平日夜間、土日祝日の全日
☎070-5063-8000

地域医療連携室
患者様紹介・検査予約など
☎076-253-2220
※医療機関専用です

浅ノ川病院グループ
心臓血管センター

第 6 回 医療の質改善活動発表会
　第 6回「医療の質改善活動発表会（QC）」が平成 
25年 11月 28 日 ( 木 ) に開催されました。
　5 例の改善事例の発表がされ、活発な質疑応答が行わ
れました。

演題名／発表グループ名
●柵、サク、サクっと／ 5階病棟チームKITTY
●心筋血流 SPECT 検査 (TF) における検査前絶食時間
短縮の試み／チームRI
●無駄なし ! 事故なし !! ストレスなし !!! ～スムーズな
送迎がもたらす力～／ 7階病棟MSZ3
●おこしちゃいけない皮下漏れ／チームなんかせんか 
●心ぞうからの、おもてなし／COREBETA三昧

発表者コメント（チームRI）
　初めての発
表でとても緊
張しました。
今回の活動を
通して学んだ
事も多く、反
省点もありつ
つ達成感もあ
り、私自身良
い経験となりました。 今後もチームRI は一丸となり、
日々精進していく所存です。

月 火 水 木 金 土
AM PM AM PM AM PM AM PM AM PM AM

循環器内科

名村 初 ①
池田 初 ①
堀田 初 フ ①
寺井 初 ①
居軒 初 ①
木村 不
内山 ①
玉 ①
髙木
小林

心臓血管外科 上山武 リ
上山克 ペ

脳神経外科 藤岡
放射線科 分校
整形外科 加藤 ②

吉岡 ③
呼吸器内科 南條 ④

消化器内科 早稲田
柳瀬

初：初診専用外来　フ：フットケア外来　不：不整脈外来　リ：リンパ浮腫外来
ペ：ペースメーカー外来（第1・第2・第4週のみ）　①7週に1回　②第1週　③第3週　④第4週

AM
名村
池田

救急は24時
間

365日対応
☎076-25

3-8000

発表者コメント（チームRI）


