
〒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

暑さも日々増してきましたが、皆さん体調はお変わりないでしょうか？気温が高い状態が続くと発汗し、水分や塩分が失わ
れてしまいます。めまいや吐き気、体のだるさといった症状が出たら熱中症にかかっているが可能性があります。水分を
こまめにとり、エアコンや扇風機を適度に使って熱中症を予防しましょう。

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。
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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.

なんでも相談
私たちは『認定看護師』です
感染管理10周年
蜂刺され
秩父宮妃記念結核予防功労賞 受賞／世界禁煙デー
病院からのお知らせ／電子カルテ導入のお知らせ
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【 飛騨高山手筒花火打上げ 】



な ん で も 談相

私たちは
『認定看護師』です

医療介護センターでは、みなさまのいろいろなご相談やご意見をお伺いし、疑問や不安を解消・
軽減できるようお手伝いします。
昨年1年間の「なんでも相談」への相談件数は７２件ありました。内容としては、介護に関すること
１６件、福祉制度に関すること２２件、病気に関すること２８件、その他（行政などへの相談）が６件
ありました。病気に関する相談が多くあり、中でも認知症に関する相談が増えています。
今回は、認知症に関する相談内容から、アドバイスさせていただきたいと思います。

　『認定看護師』とは、高度化し専門分化が進む医療の現場において、水準の高い看護を実践
できると認められた看護師です。日本看護協会が認定しています。
　久美愛厚生病院では、４つの分野（感染管理、がん化学療法看護、皮膚・排泄ケア、緩和ケア）で
６名が認定看護師の資格を持ち活動しています。認定看護師は白衣の左襟に認定のバッジを
つけています。
　活動は、看護師と共に患者さん・ご家族によりよい看護を提供できるよう最適な看護は何かを考えながら、認定
看護分野ごとの専門性を発揮し実践しています。
　また、看護師に対し自らが手本となり専門知識や技術を指導したり、看護の現場の困っていることや悩みなどの相談
に乗り、解決策を導き出せるよう支援しています。

●認知症でくすりを飲んでいるが、最近暴言が増えてきて困っている。
●置き忘れ、しまい忘れが増えたことで、本人も気分が低下し家にひきこもっているので、
　外に連れ出したいがどうしたらいいか。
●もの忘れが進み、家族の人間関係が悪くなってしまっているため、
　どうしたらいいか。

　などがありました。

①「認知症」の診断を受け、適切な治療を受けられていますか？
　検査をしてみたら別の病気だったという場合もあります。受診されていない場合は、かかりつけ医へ相談
することをお勧めします。かかりつけ医のない場合は、認知症の診断ができる医療機関を受診しましょう。

②ご家族もお困りですが、認知症の方自身もとても不安で、困ってみえます。
　否定したり、怒ったりしないで接して欲しいと思います。また、地域で開催されている「認知症カフェ」に参加
することで、悩みを語ったり、認知症について知っていただくよい機会となるでしょう。

③介護保険サービスの利用をおすすめします。
　デイサービスなどに通われることで、楽しみをみつけ活動する意欲を引き出したり、いろいろな方との
交流により認知症の進行を予防することができます。「楽しかった、嬉しかった」という気持ちは、本人の
気持ちを穏やかにしてくれます。ご家族にとっての介護負担を軽くすることにも繋がるでしょう。

　「なんでも相談」ですべて解決するというわけではありませんが、悩みを誰かに聴いてもらうこと
で気持ちが楽になることもあります。また、相談内容によっては、行政機関や地域の関係機関と
連携しスムーズに対応できるよう努めています。どうぞお気軽にご相談ください。

お気軽にご利用ください

ご家族からの相談内容

アドバイス

医療や福祉、介護についてお困りのことはございませんか？

★山本 理恵子
〈2012年取得〉

★中垣内 なおみ
〈2016年取得〉

★沖本  貴秀
〈2010年取得〉

★垣根  美幸
〈2007年取得〉

★川合　 愛
〈2015年取得〉

★畑尻  拓朗
〈2011年取得〉

がん化学療法看護
　化学療法を受けられる患
者さんが、安全に治療を受
けられるよう薬による副作
用がないか観察し、患者さ
んと、そのご家族が安心で
きるよう支援しています。

感染管理
　あらゆる感染源から患者
さんと医療従事者の身をお
守りするため、微生物が人
体や環境で悪さをしないよ
うに予防に努めています。

緩和ケア
　がんと診断された患者さ
んやそのご家族の心配事に
対し、お話を伺ったり、マッ
サージをしながら患者さん
に寄り添い一緒に解決の方
法を探していきます。

皮膚・排泄ケア
　入院される患者さんに床
ずれができないよう、体格
や栄養面、皮膚の状態、そ
して排せつの状況をみなが
ら、患者さんに適切な対策
をおこなっています。
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　当院には、院内に感染症が発生しないように活動している感染対策チームがあります。発足当初は、
感染制御医師と感染管理認定看護師の2人で細々と活動していました。その2年後には、院内に感染対
策室が設置され認定薬剤師と臨床検査技師が加わり、4職種が専門性を活かしながら、感染対策チー
ムの活動が充実してきました。また、感染対策室以外にガイドラインや最新の情報を踏まえ、感染対策
の内容を検討し方針を決定する「感染委員会」や、決定事項などを現場で推進していく「感染リンクスタッ
フ会」も発足し、今ではメンバー総勢21名の仲間達で活動しています。それでは、これまでの地道な活動
をご紹介します。

　冬が終わり暖かくなると蜂が活動を始めます。例年４月から蜂にさされて受診
される人が増えてきます。
　蜂に刺されると蜂毒が体にまわって死んでしまう、と思っている人はいませんか。
蜂の毒は、ふぐのような神経毒ではないので、これは全くの迷信です。ではどんな人
が蜂に刺されて命を落とす可能性があるのでしょうか？
　人を攻撃する蜂は２０種ほどですが、その中でもスズメバチ、アシナガバチ、この
辺りではジバチ（ジガバチ）が多いようです。蜂の種類によって毒の成分は異なり
ますが、主成分はキニンという発痛物質です。刺された時の強い痛みや腫れはこの
成分により起こり、多くの人は刺された部位が３日ほど腫れるだけで治りますので
心配ありません。毒にはキニン以外に各種の酵素が含まれており、この酵素にアレ
ルギーを持っている人（統計をとると１～３％の人）が蜂に刺されると全身症状を起こ
します。
　全身症状はアナフィラキシーショックと呼ばれ、刺された直後～３０分以内にじん
ましん、吐気、嘔吐、腹痛、めまい、呼吸困難、けいれん、意識消失、血圧低下がおこ
ります。
　蜂毒アレルギーを持った人が刺され、治療を施さないとショックが進行し、命を
落とす可能性が高くなります。
　蜂毒アレルギーの有無は血液検査で簡単にわかります。アレルギーを持っている
ことが確認された人には自己注射薬（エピペン®）を処方します。この注射キットを
常に携帯し、刺された直後に自分で注射するとショック症状を防ぐことができます。
　蜂毒アレルギーが心配な方、山で作業することが多い方、今までにアナフィラキ
シーショックの経験がある方は是非アレルギー検査を受け、自己注射薬の携帯を
お勧めします。

蜂 刺 さ れ

アシナガバチ スズメバチ
ジバ
チ （ジガバチ）

感染対策チーム（ICT：Infection Control Team）発足10年！
10th anniversary

踏ん張り期
（平成20年）

院内巡回開始、
意欲満々期
（平成22年）

資格取得直後、
細々活動期
（平成19年）

チーム一丸!! イキイキ充実期
（平成28年）

雑誌取材（平成24年）

吐物処理セット
ノロポン作成
（平成23年）

日本看護連盟：アンフィニ 

▲

防護具ホルダー 

▲

手洗い専用シンク▲

地域活動にも参加
（平成28年）

感染合唱団結成（平成25年）

演習やビデオ学習等、
職員教育充実  （平成21年）

新病院建築中、
感染対策意見提案！
（平成23年）

皮膚科部長　荒木 麻里
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ジバ
チ （ジガバチ）
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秩父宮妃記念結核予防功労賞 受賞 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

7/14（金）・ 28（金）　8/ 25（金）　9/ 8（金）・ 22（金）
のご案内糖尿病教室

のお知らせ電子カルテ導入

　これから皆様方にはさまざまに
お世話になりますが、一日も早く
この職場になじみ、仕事に慣れるよ
うがんばっていきたいと思います。
よろしくご指導をお願い致します。

●内科（消化器）●

新しく赴任された医師を紹介します

小林　　聡

●外科・手術室部長●

武山  直治名誉院長

こば やし さとし

退職者 大変お世話になりました

●内科（呼吸器）●
河田 好弘
（5/31付）

●外　科●
酒徳 弥生
（6/30付）

●眼　科●
日比 展昭
（6/30付）

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

　地域の皆様に少しでも良い医療
が提供できるよう日々頑張って
いきたいと思います。
　慣れないところも少なからず
あるかもしれませんが、どうぞよろ
しくお願いいたします。

杢野 純一郎

●内　科●
もく　の　　じゅん いち ろう

竹田　　尭
たけ　だ　　　 あきら

　この7月から外科でお世話になります
小林　聡と申します。実家が古川町で高
校卒業後30年ぶりに飛騨に戻ってまいり
ました。
　お世話になった飛騨の地に医療で恩返
しできたらと思っています。何かありまし
たら気軽にお声かけください。
　よろしくお願いします。

　７月より豊橋市民病院から赴任
することになりました眼科の波多野
岳志です。初めての「飛騨高山」で
の生活となります。不安もあります
が、少しでも地域の皆様のお役に
立てるよう頑張りますので、よろ
しくお願いします。

波多野 岳志

●眼　科●
は　 た　  の　　 たけ　し

＊＊＊＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊

　5月31日の「世界禁煙デー」に合わせ当院でもイベントを開催しました。
今回は、「禁煙で肺と味覚・嗅覚を守ろう！」をテーマに「座ってできる呼吸体操」や「味覚チェック」「嗅
覚チェック」を実施しました。喫煙により肺へのダメージはもちろん、味覚や嗅覚が鈍くなることが
あります。検査結果に一喜一憂され、たばこの影響を実感された方や、結果を見て禁煙を決意され
た方もいらっしゃいました。肺年齢測定には約100名参加いただきました。今回のイベントをきっ
かけに禁煙される方が1人でも増え、飛騨地域の喫煙による健康被害を減らすことができる様これ
からも支援させていただきます。
　禁煙や、呼吸器疾患の症状についてのご質問などございましたら、お気軽にご相談ください。

　長年にわたり、結核予防に大きな功績のあった人を讃える
「第２０回秩父宮妃記念結核予防功労賞」の受賞者に当院の
武山直治名誉院長が選ばれ、５月１９日北海道札幌市で開催
されました第６８回結核予防全国大会の大会式典において
結核予防会総裁 秋篠宮妃殿下から表彰されました。

　当院は平成２９年６月１９日（月）から、電子カルテシステムの運用を開始しました。これにより院内の
情報共有や伝達がスムーズになり、効率的な診療が可能となることで、患者様へのサービス向上に繋
がると考えております。
　操作に不慣れで、しばらくの間ご迷惑をおかけいたしますが、混乱のないように職員一同努めます
ので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

病院長　堀　明洋

※秩父宮妃記念結核予防功労賞は、平成7年8月25日逝去されました結核予防会名誉総裁秩父宮妃殿下のご遺言に基づき、結核予防会
に賜りましたご遺贈金を原資として、結核予防に大きな功績のあった個人、あるいは団体を顕彰し、結核予防の一層の推進を図るとと
もに、半世紀以上にわたり結核予防会総裁をつとめられた妃殿下のご遺志にお応えし、その御名を永く留めようとするものです。

公益財団法人　結核予防会
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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

暑さも日々増してきましたが、皆さん体調はお変わりないでしょうか？気温が高い状態が続くと発汗し、水分や塩分が失わ
れてしまいます。めまいや吐き気、体のだるさといった症状が出たら熱中症にかかっているが可能性があります。水分を
こまめにとり、エアコンや扇風機を適度に使って熱中症を予防しましょう。

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7月１日現在

竹田　尭 ̶̶

（午後）代務医師 （午前）代務医師 （午後）代務医師 （午前）代務医師
（午後）代務医師 （午前）代務医師

̶

内分泌内科（診察室33）
血 液 内 科（診察室33）

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）

̶ ̶ 代務医師 （第4） 代務医師 （第2） ̶
̶

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

̶ 小林　聡 神野 孝徳 ̶ 高木 健裕

 代務医師　〈第4月曜日 午前〉

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　午後
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

15：00～15：30
予約診

15：00～17：00

予防接種
15：00～15：30

予約診
15：00～17：00

予約診
15：00～17：00

予防接種
15：00～15：30

予約診
15：00～17：00

安藤 寿博

横山有見子 荒尾 嘉人 村田 欣洋 横山有見子

杉山 由晃 杉山 由晃

山田 勝己山田 勝己

村田 欣洋
田宮裕太郎 横山 敏之 横山 敏之 田宮裕太郎̶
杉山 和久 杉山 和久 横畑 幸司横畑 幸司

安藤 寿博 安藤 寿博 安藤 寿博
15：00～17：00

安藤 寿博
15：00～17：00

恒川 祐磨 恒川 祐磨 恒川 祐磨 恒川 祐磨 恒川 祐磨
波多野岳志 波多野岳志 波多野岳志 波多野岳志 波多野岳志

循環器内科（診察室32）
呼吸器内科（診察室34）
消化器内科（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

消化器内科（診察室43）
̶ ̶杢野純一郎 ̶ ̶一 般 内 科（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

腎 臓 内 科（診察室44）

竹田　尭

̶ ̶̶

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.

なんでも相談
私たちは『認定看護師』です
感染管理10周年
蜂刺され
秩父宮妃記念結核予防功労賞 受賞／世界禁煙デー
病院からのお知らせ／電子カルテ導入のお知らせ
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