
〒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

随分と寒くなり、秋も少しずつ深まってきました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、みなさんはどの秋を楽し
んでいますか？食べすぎ飲みすぎには注意して適度な運動習慣、栄養バランスで生活機能向上を目指しましょう。

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.

No.103
2017.10

在宅介護の安心をお届けする訪問看護
私たちは認知症患者さんの看護に取り組んでいます
健康寿命を延ばそう
夏には様々なセミナーなどが行われました
糖尿病教室のご案内
病院からのお知らせ
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　誰もが住み慣れた自宅で過ごしたいと願っている
のではないでしょうか？
　しかし、「自分や家族に介護が必要になったらどう
すればいいのだろう？」「家族だけでは介護できるか
心配」「床ずれや医療処置をどうしたらよいかわから
ない」「病気が悪化したらどうしよう？」など介護を
行う家族は不安でいっぱいになることもあるかと
思います。

このような不安を少しでも軽減できるよう、
　　＊＊ 24時間365日 ＊＊
　安心を届ける訪問看護を目指して日々活動しています。
　患者さんやご家族の思いやライフスタイルなどを尊重し、その人らしく療養生活を送れるよう、また患者
さんだけでなく、ご家族の健康状態にも配慮しながら、看護や介護をどのように行うとよいか、どのような
在宅サービスを利用するとよいかなど総合的に判断してアドバイスさせて頂きます。

　

　病気や障害のために療養生活の支援を必要とする方で、主治医の指示が必要です。
　医療保険又は介護保険を利用して訪問します。利用を希望される場合は主治医、ケアマネージャー、訪問
看護ステーション、医療機関や行政などの窓口にご相談下さい。

＊入院から退院に向けての支援／訪問看護師が病院の医師や看護師などと連携しながら退院後の療養
の準備や指導をします。
＊在宅療養生活の相談や支援／健康維持・向上のための療養生活の相談や、食事や排泄の介助、体の清
潔を保つための入浴介助・清拭・洗髪、口腔ケアなどの療養上の支援をします。
＊病状の観察／病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍・酸素飽和度などをチェックし、異常時は早期に対
処できるようアドバイスします。
＊医療処置や医療機器の管理／点滴や経管栄養、たんの吸引、尿道カテーテル、床ずれの処置や、在宅
酸素などの医療機器の管理や緊急時の対応などを行います。
＊リハビリテーション／運動機能の維持・改善のため、拘縮予防や運動、嚥下機能訓練などを行います。
＊終末期のケア／最期までその人らしい尊厳のある療養生活を送ることができるよう、患者さんやご家族

の思いに寄り添って支援します。苦痛を緩和するための看護・
医療処置を主治医と連携して行います。
＊その他、認知症ケア、服薬の管理、介護機器の利用、ご家族の
介護不安の相談や医師との連携、在宅のさまざまなサービス
との連携などを行います。

　私たちは平成16年から認知症患者さんの『その人らし

さを尊重した看護の実現』を目指し、様々な取り組みを行っ

ています。

　高齢の方は急な入院による環境の変化やストレスで、自分の置かれている状況が理解

できず、不安や興奮を示すことがあります。これを「せん妄」といいます。

　せん妄は短期間（通常数時間から数日）で出現しますが、大半の方が元の（入院前）状態

に戻ることができます。しかし、せん妄症状が現れることで治療の妨げとなり、病気の回復

はもちろん安全に入院生活を送ることが困難になる場合があります。大切なご家族が、

せん妄状態になっても安全に安心して治療を受けていただけるよう、どの看護師でも直ぐ

に対応できる教育を行っています。

　また、ご家族や介護される方にこれまでの生活や習慣・人生について尋ねる事がありま

すが、入院生活に早く馴染んでいただく１つの手段です。ご理解とご協力をお願いします。

　まだまだ認知症患者さんの看護は難題が多いですが、人生の先輩として敬意を払いな

がら、またケアする看護師の意見一つ一つを活かしていけるように活動してまいります。

ひだ訪問看護ステーション （医療介護センター内）

訪問看護師が元気と安心をお届けします！

ベッドの上で洗髪しています！

～訪問看護を利用するためには～

～訪問看護では次のようなサービスを提供しています～

在宅介護の安心をお届けする訪問看護 私たちは認知症患者さんの
看護に取り組んでいます。
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もう
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健康寿命を
延ばそう
健康寿命を
延ばそう 　「健康寿命」とは、心身ともに自立し、健康なまま、

毎日を過ごすことができる年齢のことで、よく耳にす
る「平均寿命」とは少し異なります。

日本人の「平均寿命」は年々伸び、平成25年の平均は男
性が80.21才　女性が86.61才までになりました。ただ、年

を重ねても全ての方が元気という訳ではなく、物忘れが激しくなる
「認知症」や、病気で寝たきりになる方もいます。そうなると本人ばかりではなく、介護をする家
族も大変になります。
　そこで、厚生労働省は「健康日本21」という計画の中で、国民すべてが健康な状態で過ごす
ために「健康寿命」を延ばし、「平均寿命」との差を縮めることを目標として決めました。
健康寿命を計算すると男性では71.19才　女性では74.21才となり、平均寿命と健康寿命と
の差（男性 約9年、女性 約12年）が、病気や衰えによって「日常生活に制限のある」期間と言わ
れています（図1）。
　健康寿命を延ばし、心身ともに元気に
過ごすには『生活習慣病』にならないこと
が重要です。生活習慣病とは「悪性新生
物（がん）」「心疾患」「肺炎」「脳血管疾患
（脳卒中）」など日常の生活習慣が大きく
かかわってくる病気の総称です。
　健康寿命を延ばし元気な生活をおくる
には、

　　①適度な運動習慣の獲得 ②栄養バランスに配慮した食生活
　　③たばこやお酒を控えめにする ④定期的な健康診断の受診
具体的な取り組みが重要です。
　体の状態が良くなり心身機能が向上すれば、外出や趣味などの活動の機会が増えます。
活動の範囲が広がれば、地域の集まりや人との交流など参加の機会が増し、また運動量が増す
ため生活の好循環が生まれます（図2）。
　～大切な人のために健康を「あきらめない」～　ライフスタイルを見直してみませんか。

リハビリテーション科 理学療法士
小鳥川 彰浩

〈図1〉

〈図2〉

夏には様 な々セミナーなどが行われました
たくさんの方のご参加、ありがとうございました！この夏の経験を通して、参加された方々の将来の進路の参考

になったり、実際の仕事に生かされれば幸いです。来年も皆様のご参加を心よりお待ちしております。

中学生
看護体験実習 7月24日～26日 生後4日の赤ちゃんを抱いて「めっちゃかわいい！」

8月19日 全国各地から医学生10名の参加がありました。

スキルアップセミナーから3日間連続で参加した学生もいました。（写真は2日目久美愛厚生病院に
て）

夏休み親子
職業体験 8月11日（山の日） 家族全員で

参加されたご家族もいました。とっても賑やかな山の日の体験でした。

8月1日～2日 心肺蘇生の実習では、

「えらい！」「暑い！」と言いながら一生懸命頑張りました。

高校生
インターンシップ研修

久美愛スキル
アップセミナー

医学・薬学・看護学生のためのサマーセミナーin高山 8月20日～21日

ぜひ、参加してみてくださいね！

参 加
文化サークル
地域の集まりなど

心身機能
心肺機能・筋力
歩行機能
精神的な状態

活 動
家事・買い物・散歩
遠出・趣味・余暇

活動範囲が広がれば
参加の機会が
増える

参加の機会が増えれば、
運動量が増え
心身機能が
向上する

心身機能が向上すれば、活動範囲が広がる

生活機能向上の好循環

平均寿命と健康寿命の差、男性で9年、女性で12年
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健康寿命を
延ばそう
健康寿命を
延ばそう 　「健康寿命」とは、心身ともに自立し、健康なまま、
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活動の範囲が広がれば、地域の集まりや人との交流など参加の機会が増し、また運動量が増す
ため生活の好循環が生まれます（図2）。
　～大切な人のために健康を「あきらめない」～　ライフスタイルを見直してみませんか。

リハビリテーション科 理学療法士
小鳥川 彰浩

〈図1〉

〈図2〉

夏には様 な々セミナーなどが行われました
たくさんの方のご参加、ありがとうございました！この夏の経験を通して、参加された方々の将来の進路の参考

になったり、実際の仕事に生かされれば幸いです。来年も皆様のご参加を心よりお待ちしております。

中学生
看護体験実習 7月24日～26日 生後4日の赤ちゃんを抱いて「めっちゃかわいい！」

8月19日 全国各地から医学生10名の参加がありました。

スキルアップセミナーから3日間連続で参加した学生もいました。（写真は2日目久美愛厚生病院に
て）
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高校生
インターンシップ研修

久美愛スキル
アップセミナー

医学・薬学・看護学生のためのサマーセミナーin高山 8月20日～21日

ぜひ、参加してみてくださいね！
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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30時～13時40分

10/11（水）・ 25（水）　11/ 8（水）・ 22（水）　12/ 13（水）・ 27（水）
のご案内糖尿病教室

退職者 大変お世話になりました

●整形外科●
上田 秀樹
（9/30付）

●内科●
杢野 純一郎
（9/30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

のご案内糖尿病教室
　「糖尿病」という言葉はほとんどの方がご存知だとは思いますが、「自分にその危険があるかも・・・」
と身近に考えたことはあるでしょうか？健診で糖尿病の疑いがあると言われ、そのままにしていま
せんか？
　当院では、糖尿病患者さんや御家族、糖尿病について学びたい方を対象に糖尿病教室を開催して
います。医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士による講義は、実技を取り入れ、家庭で実践
できる内容になっています。糖尿病について正しい知識を習得し生活の中で活かしていけるよう糖尿
病教室一同、お手伝いさせていただきます。是非　ご参加ください。(予約制です) 　11月14日はWHO（世界保健機関）が定めた世界糖尿病デーです。当院でも11月16日に、イベントを開催します。

　今年も、各地で大災害が頻発していますが、災害時に助けになるのが日頃の備えです。
今回のイベントでは、糖尿病患者さんの災害時の対応について一緒に考えてみようと思います。災害時の薬の管理
や食事の工夫など、普段と違う状況での療養生活についてのアドバイスなどを盛りたくさん準備し、お待ちしており
ます。

昨年の糖尿病デーの様子

開催日： 毎月第2・4 水曜日
 9時30分～13時40分まで
場　所： 1F 栄養相談室
今後の予定：
 10月11日・25日、11月8日・22日
 12月13日・27日、1月10日・24日
   2月14日・28日、3月14日・28日

9：30 「日常生活全般」について 担当　看護師
10：00 「食事療法」について及び、調理実習 担当　管理栄養士
11：45 お昼休み
12：00 「糖尿病」について 担当　医師
12：40  「薬物療法」について 担当　薬剤師
13：00  「運動療法」について 担当　理学療法士

＊詳細は、各ナースステーション、外来受付、なんでも相談室でご確認ください。

開催日

開催場所

11月16日（木） 8時20分～14時
久美愛厚生病院 正面玄関フロアー

世界糖尿病デーイベントのお知らせ

内  容

世界糖尿病デーに合わせ、糖尿病イベントを開催します。

「みんなで太極拳」「血圧測定」「お薬の相談」など糖尿病に関する催しを予定しています。ぜひ、ご参加ください。

world diabetes day

14 November
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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

随分と寒くなり、秋も少しずつ深まってきました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋、芸術の秋、みなさんはどの秋を楽し
んでいますか？食べすぎ飲みすぎには注意して適度な運動習慣、栄養バランスで生活機能向上を目指しましょう。

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
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約
制

予
約
制

予
約
制

予
約
制

平成29年10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 小林　聡 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

̶ 加藤 健宏 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（再診） 田口 勝啓 齊木　康 田口 勝啓 齊木　康
齊木　康（初診・予約診） ̶ ̶ ̶ ̶

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
友影 九樹岩佐　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
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予約診
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15：00～15：30
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安藤 寿博
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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 田宮裕太郎̶
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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
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診察室21
診察室23
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̶ ̶ 五藤　弘 16：00まで ̶ 五藤　弘 15：00まで診察室73（再診）
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午後（予約制）

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.
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在宅介護の安心をお届けする訪問看護
私たちは認知症患者さんの看護に取り組んでいます
健康寿命を延ばそう
夏には様々なセミナーなどが行われました
糖尿病教室のご案内
病院からのお知らせ
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