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（久美愛厚生病院　広報委員）
編集後記

明けましておめでとうございます。皆さんは新年をいかがお過ごしでしょうか。今年は戌年ですね。戌年の「犬」といえば、たくさんの
赤ちゃんを産むことから、安産祈願については「戌の日」が良いといわれています。今年も皆さんにたくさんの出会いや喜びが生ま
れること、ご健康であられることをお祈りしています。本年も、よろしくお願い申し上げます。

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.104
2018.1

● 会長年頭挨拶
● レディースデイ
● 平成29年度 中部ブロックDMAT実動訓練
● 第6回 災害医療訓練
● 新年、胃腸も元気にスタートしましょう
● やすらぎコンサート
● 病院からのお知らせ

------------------------- 内　容 -------------------------



　新年明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、病院事業ならびに家庭配置薬事業など本会事業に格別のご高配を賜り
厚くお礼申し上げます。平成30年の年頭にあたり、皆様に一言ご挨拶申し上げます。
　2000年に世界保健機構（WHO）が健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限され
ることなく生活できる期間）を提唱して以来、寿命を伸ばすだけでなく、いか
に健康に生活できる期間を伸ばすかに関心が高まっています。特に、行政機関等で
は高齢者を対象とした介護予防活動などが積極的に推進されています。また、経済
産業省は現役世代からの健康づくりを推進するとして健康経営を宣言する企業を
増やす取り組みを進めています。こうした中、本会は、疾病の早期発見・早期治療
を図るべく数十年来、健康管理活動に積極的に取り組んできました。昨年度は、
最新鋭の乳房検診車や全国初の住民・企業検診向けの経鼻内視鏡検診車の配備、
健康教育活動の推進など、組合員ならびに地域住民の保健予防活動の向上に努めま
した。
　さて、少子高齢化の進展とともに地方の過疎化が危惧されています。また、団塊
の世代の方が75歳を迎える2025年に向けて策定された本県の地域医療構想は、
現行の病床数より３千床程少なくても医療需要に対応できるとされています。一方、
病院勤務医師の地方偏在が著しく、本県の病院における人口10万人あたりの医師
数は年々増加傾向にありますが、137人（平成28年度）で全国46位と依然厳しい
状況にあります。今後は、県内５医療圏毎に開催される地域医療調整会議で議論を
重ね、病床再編・病院統合などによる病院規模の適正化や医療資源の効率化が進む
と予測されます。
　本年４月の診療・介護報酬改定については、薬価部分が大幅に引き下げられる
一方、本体部分については微増となる見通しではありますが、既に人材確保や働き
方の見直しなど病院運営には厳しい環境が続くと想定されます。
　医療を取り巻く環境は非常に厳しい状況ではありますが、本会は地域の中核病院
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に役職員一丸となっ
て取り組む所存でございます。
　最後になりましたが、本年が皆様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 レディースデイ
　9月25日～29日、レディースデイ「女性のからだとココロの健康を応援します」と題し、「妊娠につい
て」「月経困難症」「更年期障害」「骨盤底筋」「産科病棟案内」、小児の「予防接種」「離乳食につい
て」など女性と子供に関する展示をしました。9月28日には、女性と子供のためのイベントを開催
しました。参加者は、0歳児を対象にベビーマッサージ・寝ころん
でアートの写真撮影、離乳食紹介、骨盤底筋体操、ハンドマッ
サージ、乳房の接触体験などを行いました。約70組（母親とその
子供）の参加がありました。
　ベビーマッサージはお母さんが赤ちゃんに愛情を伝えるスキン
シップの一つです。20分程度の時間でしたが、お母さんと赤ちゃ
んの穏やかな時間が流れていました。離乳食の紹介や予防接種
の紹介では、知識を深めることができたのではないでしょうか。
「寝ころんでアート」では、かわいい赤ちゃんの表情を写真に収め
ることができました。ハンドマッサージは、普段忙しいお母さんに、
ゆっくりとした時間の提供をすることができ、マッサージをしながら日頃の悩み相談ができました。
　女性のための骨盤底筋の体操は、「誰にも相談できなかった尿漏れ改善の体操ができた」と喜び
の感想をいただきました。
　年１回ですが、今後も女性・お母さん・赤ちゃんへの情報提供や、楽しんでいただけるようなイベ
ントを開催していこうと思っています。
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　地震・津波・台風・噴火等の災害発生時に初期救急医療、体制の充実強化を
図る医療機関のことで、当院も平成26年度に災害拠点病院に指定されま
した。
　建物が耐震耐火構造であることや、医療設備、資器材等の備蓄・自己完結
型の医療派遣チーム・ヘリポートがあることなどの条件があります。

　医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生
した事故などの現場に、急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療
チームです。災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team の頭文字をとって略してDMAT
（ディーマット）と呼ばれており、当院は、2チーム10名が活動しています。
　現在では、現場の医療だけでなく、災害時に多くの患者さんが運ばれる、被災地の病院機能を維持、拡充する
ために、病院の指揮下に入り病院の医療行為を支援させて頂く病院支援や、大地震などで多数の重症患者が発生
した際に、平時の救急医療レベルを提供するため、被災地の外に搬送する、広域医療搬送など、機動性、専門性を
生かした多岐にわたる医療的支援を行います。

平成29年度 中部ブロックDMAT実動訓練
第6回 災害医療訓練 災害拠点病院とは

DMATとは

　10月8日(日）中部ブロック（富山、石川、福井、山梨、長野、静岡、愛知、三重、岐阜）9県のDMAT（災害派遣医療チーム）
実動訓練が行われました。
　この訓練は大規模災害発生時に、中部ブロック9県のDMATが緊密な連携を図り、被災地での病院支援や救急医療等を
迅速に実行できるよう、実践的な訓練を実施し、災害時における医療救護体制の検証を行うことを目的としています。この訓
練は平成23年度から中部ブロック9県の持ち回りで行われ、岐阜県での開催は初めてでした。岐阜県内に約80隊、400名以
上のDMAT隊員が集結し訓練を行いました。
　当院は参集拠点本部、活動拠点本部に指定され、富山、石川、福井のDMAT隊23隊、約100名が集まりました。当院に
集まった23隊は、活動拠点本部（当院）、飛騨地域の病院（久美愛厚生病院、高山赤十字病院、下呂温泉病院など）に分かれて
活動しました。また実動訓練と同日に、第6回院内災害医療訓練を行いました。
　当院の災害訓練は、職員251名、三枝の郷（さいぐさのさと）まちづくり協議会、見量町（みはかちょう）町内会、赤保木町
町内会のボランティアの方々合計24名、JA岐阜厚生連看護専門学校の看護学生の参加がありました。
　平日の8時00分発災の想定で、多数の被災者を受け入れる訓練を行いました。当院の災害医療訓練で活動したDMAT隊
は4隊で、※トリアージエリアでの診療支援に入ってもらい、たくさんの被災者の治療を行っていただきました。
　当院は、飛騨地域で大規模災害が起こった際に、被災者の受け入れを行うとともに、岐阜県に対し病院の状況を報告しま
す。DMAT活動拠点本部から派遣されたDMAT隊を受け入れることができ、いつも以上に有意義な訓練となりました。当院
のDMAT隊としても大変勉強になりました。
　当院の災害医療訓練に関しては、他県のDMAT隊からトリアージエリアの対応や災害対策本部の指示などの手際の良
さを他県DMAT隊の方に褒めていただき、6回目ともなると各職員の知識、技術も高まってきていると感じました。
　飛騨地域で災害が発生した際には当院が地域の拠点となり、被災者の受け入れや治療だけではなく、各医療機関や行政
機関との連携も必要となってきます。災害はいつ起こるかわかりません。訓練を重ねることで、迅速な対応ができるように
なっていくと思います。
　これからも様々な想定で訓練を行っていきます。機会がありましたら、見学でも構いませんので是非ご参加ください。
※トリアージ：重症度や治療の緊急性などに基づいて、治療の優先順位を決定し、搬送・治療にあたること。
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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

1/10（水）・ 24（水）　　2/ 14（水）・ 28（水）　　3/ 14（水）・ 28（水）
のご案内糖尿病教室

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

がんサロン『きずな』のご案内がんサロン『きずな』のご案内

お問い合わせ

胃腸も元気にスタートしましょう
　新年を迎え、気持ちも新たになります。皆さん、年末年始の食生活で、体に負担を

かけていませんか？大みそかの年取りで食べる“ごっつお”、お正月のおせち料理、親

戚みんなで集まって飲むお酒、年明けはこういった食生活が数日間続きやすく、それ

により、内臓を酷使することになってしまいます。

　当院のボランティア委員会では、療養中の入院患者さんや、
そのご家族の方へ気分転換や励ましの思いを込めて、生の
音楽を聴いて頂きたいと思い、11月11日に「やすらぎコン
サート」を開催しました。患者さん・ご家族含め、55名の方に
参加して頂き、「楽しかった」「普段外に出られないので、いい
気分転換になった」などのお言葉を頂きました。

　日本に七草が伝わった当時は、吸い物として食べられていました。その後、七草は胃腸の消化を助ける

薬草でもあることから、室町時代より粥に入れる食べ方が定着していったと言われています。栄養学の

発達していない時代にあって、最も調和の取れた健康食であったと思われます。七草は緑黄色野菜の

一種だと考えられており、ビタミンA、B1、B２、C、カルシウム、鉄などが多く含まれ、これらの栄養素は、

体の調子を整え、食べたものが体の中で利用されやすいように働きます。また、便秘や風邪予防、利尿

作用、高血圧予防など様 な々効果もあると言われています。七草が手に入らない時は、大根葉や小松菜

などの緑黄色野菜でも同じような効果が得られます。これらを茹でて刻み、お粥に加えてもよいでしょう。

　お馴染みの、白い七草粥以外に、中華だしで中華風、コンソメを加えて洋風と、目先を変えたお粥も

家族皆さんで楽しめます。ぜひ作ってみてください。

新年

◎カロリー、糖分、塩分のとり過ぎ
◎野菜不足（特に緑黄色野菜）

年末年始に考えられる食生活

〈栄養科〉

そこで・・・七草粥を食べて胃腸をリセット

せり

なずな

ごぎょう

はこべら

ほとけのざ
すずな

すずしろ

★分量の水の半分を、豆乳か牛乳に代え、
　中華だしの代わりにコンソメで味付けをすると、
　洋風になります。
　好みで粉チーズなどを加えると、コクが出ます。

★七草粥に餅を入れると腹持ちもよくなります。

中華風の七草粥 （２～３人分）
1人分の栄養量／エネルギー：134Kcal・塩分：0.8ｇ

米 1/2カップ、水 ３カップ、七草 適量
豚こま切れ肉 35ｇ、人参 20ｇ、顆粒中華だし 5ｇ
ごま油 小さじ1/2

● 作り方 ●

● 材 料 ●

ワンポイントアドバイス

できあがり♥

❶七草と人参は食べやすい大きさに刻む。
❷洗った米と分量の水、人参を鍋に入れ中火で
煮る。
❸人参が軟らかくなったら、中華だしを加え、豚肉
もほぐして入れる。
❹仕上げに七草を加えてひと煮たちさせ、ごま油
をたらす。

コンサートややすすららぎぎ

　1月から半田市民病院より赴
任することとなりました整形外科
の大出と申します。
　初めての岐阜、初めての高山
で勤務となります。不安な部分も
ありますが、いち早く地域の皆様
のお力になれるよう邁進してい
く所存ですので、どうかよろしく
お願い申し上げます。

●整形外科●

新しく赴任された医師を紹介します

大出 幸史
おおで　　　ゆきひと

＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊
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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

明けましておめでとうございます。皆さんは新年をいかがお過ごしでしょうか。今年は戌年ですね。戌年の「犬」といえば、たくさんの
赤ちゃんを産むことから、安産祈願については「戌の日」が良いといわれています。今年も皆さんにたくさんの出会いや喜びが生ま
れること、ご健康であられることをお祈りしています。本年も、よろしくお願い申し上げます。

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30年1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） 大出 幸史 齊木　康 田口 勝啓 ̶
齊木　康（初診・予約診） 田口 勝啓 大出 幸史 齊木　康 大出 幸史

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

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

伊藤 寛高 伊藤 寛高 伊藤 寛高 伊藤 寛高 伊藤 寛高
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）

診察室71
診察室72（初診）

̶ ̶ 五藤　弘 16：00まで ̶ 五藤　弘 15：00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）

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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● 会長年頭挨拶
● レディースデイ
● 平成29年度 中部ブロックDMAT実動訓練
● 第6回 災害医療訓練
● 新年、胃腸も元気にスタートしましょう
● やすらぎコンサート
● 病院からのお知らせ

------------------------- 内　容 -------------------------




