
〒506-8502 高山市中切町1番地1

（久美愛厚生病院　広報委員）
編集後記

新年おめでとうございます。ついに記念すべき100号の発行となりました。これに向けて表紙もリニューアル致しました。表紙の写真は毎回、
当院のスタッフが撮影した中から厳選しております。創刊号から数十年、幾多の困難を乗り越えながらも、長年皆様に読んで頂けたお陰でこ
の日を迎えられました。これからも久美愛厚生病院は、地域に根ざした医療、看護サービスに努めて参ります。健康づくりに関しての取り組み
も行っております。皆様ぜひこれらにもご参加くださり、健康で過ごせるよう心がけていきましょう。

病院からのお知らせは、ホームページ http://www.kumiai.gfkosei.or.jpでもご覧頂けます。 検 索久美愛厚生病院

受付時間  8：15～11：00外来診療担当医一覧表
救急の場合は24時間いつでも受付しております  ☎（0577）32-1115

月に一度、正面受付に保険証のご提示をお願いします。

月 火 水 木 金

予
約
制

予
約
制

予
約
制

予
約
制

平成29年1月１日現在

̶ ̶̶

（循）…循環器内科　 （呼）…呼吸器内科　 （消）…消化器内科　 （腎）…腎臓内科

（午後）今井 和憲 （午前）今井 和憲 （午後）服部　誠 （午前）服部　誠 ̶

内分泌内科（診察室33）
血 液 内 科（診察室33）
呼吸器内科（診察室34）

血 管 外 科（診察室53）

形 成 外 科（診察室51）

乳 腺 外 来（診察室52）
シャント外来（診察室53）

腎 臓 内 科（診察室44）
神 経 内 科（診察室45）

̶ ̶ （第4  代務医師）（第2  代務医師） ̶

森岡　淳 加藤 健宏 堀　明洋 森岡　淳 堀　明洋

代務医師 代務医師 代務医師 代務医師

̶ 酒徳 弥生 神野 孝徳 ̶ 高木 健裕

 菱田　 明　〈第4月曜日 午前〉

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　11：30～15：00
 代務医師　〈第1・第3月曜日〉　午前

禁煙外来  火曜日　14：00～15：30

2階診察室1

 鳥居 修平　〈原則、月1回金曜日　13：30～15：00  ※診察日の確認が必要です〉

 金曜日　13：30～15：00

検査（予約）14：00～ ギブス・装具（予約）14：00～

 代務医師　〈第1・第3・第5金曜日〉　10：30～15：00

 代務医師　〈第2水曜日・第4火曜日〉　10：30～

田口 勝啓 上田 秀樹 齊木　康 上田／田口（隔週交代） 五藤　弘 15：00まで
齊木　康 田口 勝啓 上田 秀樹 田口／上田（隔週交代） 齊木　康

手　術 手　術 手　術

荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里

̶ ̶ ̶15：30～16：30
学童対象

15：30～16：30
学童対象

山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大

̶ ̶ ̶ ̶代務医師
10：00～11：30

代務医師
※婦人科診療のみ

̶ ̶ ̶ 代務医師 ̶

山本 貴大
※予約のみ診察

̶ ̶ 代務医師̶

岩佐　剛 （第1・3・5）
友影 九樹 （第2・4）岩佐　剛岩佐　剛 岩佐　剛 岩佐　剛

̶

第2週・4週のみ診察 第1週・3週・5週
のみ診察
予防接種

15：00～16：00
予約診

16：00～17：00

予防接種
15：00～16：00

予約診
16：00～17：00

予約診
16：00～17：00

予防接種
15：00～16：00

予約診
16：00～17：00

安藤 寿博 安藤 寿博 安藤 寿博 安藤 寿博
15：00～17：00

安藤 寿博
15：00～17：00

鈴村 文那 鈴村 文那 鈴村 文那 鈴村 文那 鈴村 文那
日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭

診察室32
診察室34
診察室42

診察室14

診察室51
診察室52

診察室64

診察室82

診察室21
診察室23
診察室26

診察室77

午後診

午後診

診察室43

診察室71（再診）

̶ ̶ 五藤　弘 16：00まで ̶ ̶診察室73（再診）

山本 昌幸 山本 昌幸 国本 圭市 山本 昌幸 国本 圭市診察室62
午後（予約制）

診察室72（初診・予約診）

内　科

心療内科

整形外科

皮膚科

産婦人科

眼　科

脳神経外科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

小児科

外　科

（循）村田 欣洋

（消）横畑 幸司

（循）横山有見子
（呼）河田 好弘
（消）杉山 和久

（腎）山田 勝己

（循）小嶋 弘毅
（呼）横山 敏之
（消）杉山 和久
（消）杉山 由晃

（循）村田 欣洋
（呼）横山 敏之
（消）横畑 幸司

（循）横山有見子
（呼）河田 好弘

（消）杉山 由晃
診察室44 （腎）山田 勝己

̶
̶

̶ ̶̶

あなたの健康生活をやさしく応援する情報紙

笑顔と温かい心で、支えます

This information paper to cheer gently your health life.

会　長  年頭挨拶
病院長  年頭挨拶
看護部ステップアップ研修（ローテーション研修）
第9回 感染コントロール週間
市民健康まつり・JAひだ農業祭り
やすらぎコンサート・世界糖尿病デー・病院からのお知らせ
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【 猪臥山から乗鞍岳を望む 】



久美愛厚生病院

　病院長　堀 明洋

年頭挨拶

　あけましておめでとうございます。健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し
上げます。
　旧年中は、皆様から温かい、そしてきびしいご意見・ご指導をいただきあり
がとうございました。
　国の政策のもと、岐阜県では昨年7月に「岐阜県地域医療構想」が発表され
ました。岐阜県のホームページで全文を読むことができます。地域医療構想は
将来あるべき医療提供体制をお示しし、医療機関関係者のみならず、介護サー
ビス事業者の皆様、医療を受ける住民の皆様も含め、多くの関係者がこの構想
に基づいて行動していただくための指針となるものとされています。飛騨圏域
における地域医療構想では、地理的条件、人口・医療従事者・病院の現況が
示され、将来における医療需要などが推計されています。地域包括ケアシス
テムの成熟のもと、急性期病床から回復期病床への転換、慢性期病床から在宅
医療等への移行を目指しています。その中で2025年には、現状より430床ほど
少なくても医療需要に対応できると述べられています。病院のあり方として、
「適正な役割分担」、「病床規模の適正化」、「経営基盤の効率化」の3つの
視点が示されました。具体的な内容には、高山赤十字病院を中心に久美愛厚生
病院と連携して、ともに広大な飛騨圏域の急性期医療を担うこと、そして地域
医療連携推進法人制度の導入や、場合によっては病院の再編等も含めて、
研究、検討を行うことなどがうたわれています。
　新しい年を迎え、地域の皆様のご意見、ご希望、あるいは将来の不安などを
聞かせていただき、現在を、将来を、皆様とともにつくりあげていきたいと思い
ます。
　患者さんに寄り添い、地域社会での生活を支える活動を今年も発展させたい
と思います。本年もよろしくお願いいたします。

̶　1　̶ ̶　2　̶

　新年あけましておめでとうございます。皆様におかれましては、お健やかに新年
をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。平成２９年の年頭にあたり、
皆様に一言ご挨拶申し上げます。
　社会保障と税の一体改革に基づく、消費税率１０％への引き上げによる増収分
は年金、医療、介護など社会保障の施策に充当される予定でしたが、平成３１年
１０月まで延期が決定され、社会保障施策への影響は避けられない見通しとなり
ました。一方、経済財政運営の指針「経済財政運営と改革の基本方針」においては、
平成３２年度の国・地方の基礎的財政収支を黒字化する目標は堅持されることと
なったため、今後も制度改正等による財源の捻出が必要であり、今まで以上に
踏み込んだ社会保障費の歳出見直しが予測されております。
　また、国は今後の少子高齢化社会に向けた施策として「日本再興戦略２０１５」
等において「健康寿命の延伸する社会」の構築を目指しており、地域の行政におい
ても高齢者の介護予防の推進、現役世代からの健康づくり対策の推進等について
積極的な取組みを推進しています。
　岐阜県においては、今後の人口推計をもとに平成３７年度の医療需要を推計し、
医療機能別の必要病床数などを示した地域医療構想を昨年７月に策定しました。
県内全ての二次医療圏において現状の病床数が必要病床数を上回っていることから、
今後は病床再編・病院統合などによる医療資源の集約化や病床規模の適正化が進む
ものと予測されます。
　こうした状況において本会は、地域医療構想の方向性を踏まえ、各地域において
自院の医療機能を明確にするとともに、公的医療機関として地域に必要な医療を
継続的かつ安定的に提供できるよう取り組んでまいります。また、入院から在宅
への円滑な移行と医療・介護・福祉サービスの継続的な提供が可能となるよう、地域
の行政機関や医療・介護施設等との連携を更に強化し、地域医療の確保と充実に
努めてまいります。また、本年以降は特に「健康寿命の延伸」に向けて健康推進事業
の支援やがん検診の普及啓発活動に貢献していく所存であります。
　最後になりましたが、本年が皆様方にとりまして幸多き年となりますよう心より
祈念申し上げますとともに、引き続き本会事業にご理解とご協力を賜りますよう
お願い申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

岐阜県厚生農業協同組合連合会
経営管理委員会会長

堀尾 茂之

会長年頭挨拶
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　「ローテーション研修」とは、一定期間、配属先以外の部署を回って研修を受ける制度です。
厚生労働省は、新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修体制の整備を
目指してガイドラインを作成しています。その中で、ローテーション研修について、「一つの部署
では得ることのできない幅広い臨床実践能力を獲得するために有効」と紹介しています。
　ローテーション研修の最大の目的は、配属部署では習得できない技術を学ぶことです。看護
師は学生時代に様々な分野の実習を経験していますが、本格的なケアを体験できるとは言えま
せん。科が異なれば、必要とされる技術が違い、同じケアでも意味が違ったりします。それらを
知ることで、視野が広がり知識が深まります。さらに、将来はこういう方向に進みたい、こんな
ケアをしたいという具体的な希望をはぐくむことも研修の目的としています。
　当院では、就職3年目に各々が希望する部署で2日間ローテーション研修を行っています。
一人前の看護師になるため、ステップアップしてほしいという思いから、「ステップアップ研修」
と呼んでいます。内科病棟で勤務しているAさんは、外科病棟で研修するなど、普段の勤務部署
とは違う分野で研修をします。研修で学ぶ個人の目的を明確にし、研修先の先輩看護師と共に
2日間看護業務を行ないます。

　今年度の研修の学びの一部を紹介します。

●訪問看護研修において、普段、自分自身が患者さんに説明したつもりでいたことが、家族
にとっては不安が大きいことが分かった、その思いに気付けるようになりたい。
●緩和ケア病棟の研修で、患者さんの身体に手を触れて、感じることの大切さを学んだ。
●地域保健課の保健指導を通して、生活習慣を替えることは難しいため、無理なく出来る事
からはじめるようなアドバイスが大切であると学んだ。
●普段、手術前後の患者さんの看護をしている。手術室での研修を通して手術中の患者さん
の様子が具体的に理解でき、手術を受ける患者さんの不安を少しでも和らげることが
できるように努力したいと思った。
●外来では、看護師が受診された方のファーストタッチを行い、診察の優先順位や緊急度を
判断していた。自分自身の観察力や判断力を磨く必要を感じた。

　研修で視野が広まり、今後自分がどのような看護を目指すのかという目標も、
明確になったようでした。
　今後も、より質の高い心のこもった看護が提供できるよう教育を充実したいと
思います。研修で関わらせていただいた、患者さんや御家族の方に心より感謝いた
します。ありがとうございました。

ステップアップ研修 （ローテーション研修） 　今年もやってきましたこの月、この時期、この季節！！当院では、
冬場に流行しやすい感染症に対し、流行する前に院内の感染対策
の強化や職員への啓発、外部関係施設との連携の強化を目的に
『感染コントロール週間』を開催しています。今年は11月14日～
16日に実施し9回目を迎えました。今日では、職員の意識や行動
が高まり、院内においての感染症の大流行がみられなくなりまし
た。また、外部との連携も強化され互いに情報共有を図り感染対
策の取り組みが行われようとしています。
　今回は、感染対策の基本である『手』に焦点を絞り『あなたの手　何運ぶ？菌運ぶ？愛運ぶ？』をスローガンと
しました。院内の感染担当者や外部関係施設が『手洗い』をふまえた日々の感染対策の取り組みをポスターで
発表しました。感染担当者の寸劇では、嘔吐物処理の手順や手洗いが必要な場面の再確認、あなたのその行為
本当は感染対策的にNGという場面等など、有効な対策をするにはどうしたらよいのか、参加者を巻き込んで
一緒に考えながら楽しく学んでいただきました。
　恒例になりました感染担当者による合唱団ではAKB48の“365日の紙飛行機”に合わせ「幸せを運ぶ手」と
し、あなたが手を洗わないと手が菌を乗せて運んでいく、細菌は力の限りただ生きるだけ、その菌をどこでどう
止めるか一番大切、だから手を洗おう365日という内容で熱唱しました。耳に残ってしまった、知らないうちに
口ずさんでいるという人もあらわれ、多くの職員の心に響かせました。
　感染川柳と感染キャッチフレーズでは、職員や一般の方から183作品が寄せられました。その中から投票の
上位4作品をご紹介します。

第9回 感染コントロール週間

感染川柳・キャッチフレーズ

驚いた　感染源が　この私
菌の名は。

なんだっけ　インフル・タミフル　君の名は

（感染賞）

（ブレイク賞）

→（飛騨市に続け～、これは流行して欲しい！！）

→（92歳の方の作品にこちらも驚き（参り）ました！！）

（リンク賞）
→（ほれ、あれ、それと忘れちゃうのよねぇ～）

さむいカゼ　熱が出たぞ　休めるぞ～（リンク賞）
→（懐かしいこの気持ち、昔を思い出す～！！）

洗わないとあなたの手が
菌を乗せて連れて行くよ～さぁ手洗いしよう！  365日

チーム感染・感染合唱団

▲ 看護学生さん

▲

飛騨保健所さん▲感染担当者の寸劇▲ 保育士さん▲

̶　3　̶ ̶　4　̶
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病 院 から の お 知 ら せ病 院 から の お 知 ら せ

予約制です。参加を希望される方は、事前に内科外来、または栄養科へお申し込みください。

9時～14時30分

1/13（金）・ 27（金）　2/ 10（金）・ 24（金）　3/ 10（金）・ 24（金）
のご案内糖尿病教室

世界糖尿病デー

がんサロン『きずな』のご案内がんサロン『きずな』のご案内 開催日： 毎週木曜日　13時～15時
会  場： 久美愛厚生病院 2階 健診センター横 指導室
会  費： 無 料
対  象： がん患者さん、そのご家族

TEL：0577－32－1115（代表）
なんでも相談／田中

お問い
合わせ

　10月2日秋晴れの日曜日に市民健康まつりが開催されました。久美愛厚生
病院では市民の皆様に健康に関心を持っていただこうと地域保健課と感染
委員会が参加しました。地域保健課は内臓脂肪測定を行いました。特殊な機械を

使って脂肪を測定し、ご自分のお腹が「皮下脂肪型」か「内臓脂肪型」なのか一人ひと
りに結果説明を行いました。参加された方からは「内臓脂肪なんて測定できるんやな、来てよかったわ」「皮
下脂肪が多いんやな、もっと運動しならんな」と言った感想が聞かれました。また、感染委員会では、『冬季
に流行する感染症～みんなで予防に努めよう～』というお題で参加させていただきました。
　150名近くの方々にお立ち寄りいただき、実際に手洗いを実施した後に、手の汚れがどれだけ洗い
流せているか検証器で一緒に確認させていただきました。「うわ～汚れが残っていた」「思ったより綺麗に
洗えていた」「あら．．．」と様々な感想が聞かれました。一番の感染対策は、何と言っても手洗いです。感染も

災害と一緒で「自分の身は自分で守る！」という意識が広がっていくことを願っています。
　ご参加いただいた市民の皆様ありがとうございました。

　10月15日・16日、「見つめよう ふるさと飛騨。感謝の心で」をテーマにJAひだ農業祭りが
開催されました。当院では肺年齢と骨密度の測定を行いました。各測定とも予定人数を超える
希望者に健康に対する意識の高
さが伺えました。
　さわやかな秋晴れのもと、両日
ともにたくさんの来場者にお越
しいただき今年も大盛況となり
ました。

市民健康まつり

第21回

に参加しました。

JAひだ
農業祭り
JAひだ
農業祭り

　１０月２２日（土）、院内の久美愛ホールにて、第２３回やすらぎコンサートが
開催されました。当コンサートは、少しでも患者様の療養生活の励みになれ
ばと、院内、院外のボランティアの方々の協力のもと、毎年開催しています。
　今回は、コーラスかわせみの方々にご協力頂き、美しいコーラスと、
フルートの音色を聴かせていただきました。朝の連続ドラマ小説の主題歌
や、昔ながらの名曲を多くの患者様が一緒に口ずさんでいる様子が印象的
でした。

　11月14日は「世界糖尿病デー」です。当院では毎年地域の方々
が自分の健康に気を配り、元気に生活できることを目的に、イベン
トを開いています。糖尿病の方には生活を見直すきっかけづくりに
なり、糖尿病予備軍やそうでない方にも、糖尿病を正しく知ること
で病気を予防していくことができるよう取り組んでいます。来院
者皆で行う太極拳体験や体脂肪測定、合併症に関する展示を
行いました。
　また、味噌汁の塩分体験を行い、3種類の塩分濃度の味噌汁を
試飲して、自宅の味噌汁と比べてもらいました。体に良い塩分
濃度について知る機会になり、来院者より好評を得ました。

やすらぎ
コンサート

̶　5　̶ ̶　6　̶
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〒506-8502 高山市中切町1番地1

（久美愛厚生病院　広報委員）
編集後記

新年おめでとうございます。ついに記念すべき100号の発行となりました。これに向けて表紙もリニューアル致しました。表紙の写真は毎回、
当院のスタッフが撮影した中から厳選しております。創刊号から数十年、幾多の困難を乗り越えながらも、長年皆様に読んで頂けたお陰でこ
の日を迎えられました。これからも久美愛厚生病院は、地域に根ざした医療、看護サービスに努めて参ります。健康づくりに関しての取り組み
も行っております。皆様ぜひこれらにもご参加くださり、健康で過ごせるよう心がけていきましょう。

病院からのお知らせは、ホームページ http://www.kumiai.gfkosei.or.jpでもご覧頂けます。 検 索久美愛厚生病院

受付時間  8：15～11：00外来診療担当医一覧表
救急の場合は24時間いつでも受付しております  ☎（0577）32-1115

月に一度、正面受付に保険証のご提示をお願いします。

月 火 水 木 金

予
約
制

予
約
制

予
約
制

予
約
制

平成29年1月１日現在

̶ ̶̶

（循）…循環器内科　 （呼）…呼吸器内科　 （消）…消化器内科　 （腎）…腎臓内科

（午後）今井 和憲 （午前）今井 和憲 （午後）服部　誠 （午前）服部　誠 ̶

内分泌内科（診察室33）
血 液 内 科（診察室33）
呼吸器内科（診察室34）

血 管 外 科（診察室53）

形 成 外 科（診察室51）

乳 腺 外 来（診察室52）
シャント外来（診察室53）

腎 臓 内 科（診察室44）
神 経 内 科（診察室45）

̶ ̶ （第4  代務医師）（第2  代務医師） ̶

森岡　淳 加藤 健宏 堀　明洋 森岡　淳 堀　明洋

代務医師 代務医師 代務医師 代務医師

̶ 酒徳 弥生 神野 孝徳 ̶ 高木 健裕

 菱田　 明　〈第4月曜日 午前〉

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　11：30～15：00
 代務医師　〈第1・第3月曜日〉　午前

禁煙外来  火曜日　14：00～15：30

2階診察室1

 鳥居 修平　〈原則、月1回金曜日　13：30～15：00  ※診察日の確認が必要です〉

 金曜日　13：30～15：00

検査（予約）14：00～ ギブス・装具（予約）14：00～

 代務医師　〈第1・第3・第5金曜日〉　10：30～15：00

 代務医師　〈第2水曜日・第4火曜日〉　10：30～

田口 勝啓 上田 秀樹 齊木　康 上田／田口（隔週交代） 五藤　弘 15：00まで
齊木　康 田口 勝啓 上田 秀樹 田口／上田（隔週交代） 齊木　康

手　術 手　術 手　術

荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里

̶ ̶ ̶15：30～16：30
学童対象

15：30～16：30
学童対象

山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大

̶ ̶ ̶ ̶代務医師
10：00～11：30

代務医師
※婦人科診療のみ

̶ ̶ ̶ 代務医師 ̶

山本 貴大
※予約のみ診察

̶ ̶ 代務医師̶

岩佐　剛 （第1・3・5）
友影 九樹 （第2・4）岩佐　剛岩佐　剛 岩佐　剛 岩佐　剛

̶

第2週・4週のみ診察 第1週・3週・5週
のみ診察
予防接種

15：00～16：00
予約診

16：00～17：00

予防接種
15：00～16：00

予約診
16：00～17：00

予約診
16：00～17：00

予防接種
15：00～16：00

予約診
16：00～17：00

安藤 寿博 安藤 寿博 安藤 寿博 安藤 寿博
15：00～17：00

安藤 寿博
15：00～17：00

鈴村 文那 鈴村 文那 鈴村 文那 鈴村 文那 鈴村 文那
日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭

診察室32
診察室34
診察室42

診察室14

診察室51
診察室52

診察室64

診察室82

診察室21
診察室23
診察室26

診察室77

午後診

午後診

診察室43

診察室71（再診）

̶ ̶ 五藤　弘 16：00まで ̶ ̶診察室73（再診）

山本 昌幸 山本 昌幸 国本 圭市 山本 昌幸 国本 圭市診察室62
午後（予約制）

診察室72（初診・予約診）

内　科

心療内科

整形外科

皮膚科

産婦人科

眼　科

脳神経外科

泌尿器科

耳鼻咽喉科

小児科

外　科

（循）村田 欣洋

（消）横畑 幸司

（循）横山有見子
（呼）河田 好弘
（消）杉山 和久

（腎）山田 勝己

（循）小嶋 弘毅
（呼）横山 敏之
（消）杉山 和久
（消）杉山 由晃

（循）村田 欣洋
（呼）横山 敏之
（消）横畑 幸司

（循）横山有見子
（呼）河田 好弘

（消）杉山 由晃
診察室44 （腎）山田 勝己

̶
̶

̶ ̶̶

あなたの健康生活をやさしく応援する情報紙

笑顔と温かい心で、支えます

This information paper to cheer gently your health life.

会　長  年頭挨拶
病院長  年頭挨拶
看護部ステップアップ研修（ローテーション研修）
第9回 感染コントロール週間
市民健康まつり・JAひだ農業祭り
やすらぎコンサート・世界糖尿病デー・病院からのお知らせ
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【 猪臥山から乗鞍岳を望む 】


