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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

7月に入り、これからが夏本番です。日増しに暑くなりましたが、皆様お変わりありませんか？熱中症や食中
毒等が発生しますので、水分補給、食中毒対策を行い体調管理には十分注意してください。

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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がん検診について

　わが国のがんによる死亡者数は年間30万人を超え、死亡原因の第１位を占めるようになりま
した。しかし、診断と治療の進歩により、一部のがんでは早期発見、そして早期治療が可能となって
きました。がん検診は、がんでの死亡率を減少させるために行われます。
　診察室で、患者さんから検診についてよく相談される事についてご説明します。

　がん検診は、健康と思われる無症状の人を対象に、がんを早期に発見するために行うもので
すので、症状がなくても受けるようにしましょう。症状があり、病気が疑われる人は、医療機関を
受診し、診療を受けましょう。

　胃がん検診で、毎回「精密検査が必要」と言われる方がいらっしゃいます。どんな
小さながんでも必ず一回で発見できるという検査法はありません。検査で発見でき
るためには、ある程度以上の大きさ、はっきりとした所見が必要です。また、がんと
区別することが難しい胃潰瘍（いかいよう）や胃のポリープ、変形などがある場合に
は、毎回「精密検査が必要」と判定されることがあります。毎年「精密検査が必要」と
され、胃内視鏡検査で「がんはない」とされても、その次の年も同じという保証はあり
ません。「精密検査が必要」と言われたら必ず精密検査を受けてください。

　こんな動作で尿もれした経験はありませんか？
　　★咳やくしゃみ、大笑いをしたとき　★重いものを持ち上げたとき
　　★走ったり、ジャンプをしたとき

　このようにお腹に力が入ったときに尿がもれてしまうのが「腹圧性尿失禁」
です。中高年の女性だけでなく、出産後の若い女性においても比較的多くみら
れ、女性の４割を超える２０００万人以上が悩まされているといわれています。し
かし、「恥ずかしい」「人には言えない」などの理由で、ひとりで悩んでいる方も
多いかと思います。
　腹圧性尿失禁の原因は出産や加齢による「骨盤底筋」の緩みです。骨盤底筋
とは、その名の通り骨盤の底で内臓を支えている筋肉の総称で、内臓を支える
だけでなく、排尿や排便機能にも大きく関わっています。この骨盤底筋が緩む
と、お腹に力が入ったときに尿道をしっかりと締めることができなくなり、尿がもれてしまいます。
　骨盤底筋の緩みに対して、最も効果的なのが「骨盤底筋体操」です。この体操は尿道・肛門・腟を意識的に動かす
だけの簡単な体操で、手術や薬と違い、合併症や副作用がないというメリットがあります。
　今回は自宅で簡単にできる骨盤底筋体操をご紹介します。

※この運動を１０回程度繰り返します（１日３セットから始めましょう）
※効果がでるのに３ヶ月程度は必要です。毎日コツコツと頑張りましょう。

●実際におしっこを途中で止める練習を行うと、残尿が増える可能
性があるので、絶対にやめましょう。

●しっかりと力を抜かないと、お尻や会陰部に痛みが出る可能性が
あるため注意しましょう。

●妊娠後期の方はあお向けで行うと、子宮の重みで下大静脈を圧迫
し、めまいやおう吐等の症状を引き起こす危険性があります。その
ような症状が出たら、すぐに左側を下にして横になってください。

リハビリテーション科

ひとりで悩んでいませんか？
腹圧性尿失禁

骨盤底筋

方 法

注意点

1 足を肩幅に開き、ゆっくりと深呼吸しましょう

2

3 数え終わったら完全に力を抜いて１０秒間休みます

おならを我慢したり、おしっこを途中で止める
ようなイメージで、吐く息に合わせて尿道・
肛門・腟をキューッと６～８秒間締めます

こんな姿勢でやってみましょう

あお向け

四つ這い

机に手をついてイスに座って

胃のバリウムの検診を受けると毎年ひっかかるから、
今年は受けなくてもよいですか？

　大腸がん検診で、便潜血が陽性なのに大腸内視鏡検査では、大腸がんやポリープ
（腺腫）が見つからないことが多々あります。ごくわずかな出血が誰にでもあること
は古くから知られており、これを生理的出血と呼びます。便潜血陽性でありながら、
精検で「異常なし」となる例の多くは生理的出血です。痔と便潜血検査にはあまり
関係がありません。痔の有無にかかわらず、便潜血陽性の場合には大腸がんの可能
性がありますので、必ず精密検査を受けてください。

痔が悪いので大腸がん検診は受けなくてもよいですか？

健 診 セ ン タ ー
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女性のから
だとココロの健康を応援します!

イベント開催のお知らせ
レディースデー

日時／9月27日㈭
時間／10：00～12：00
　　　13：00～15：00
場所／久美愛ホール

9月25日～28日の期間は、玄関ホールに
展示物の掲載も行います。

分娩室の見学も行っています。お気軽にお声かけください。

カフェコーナーにて
お悩み相談
育児相談
展示コーナー

ベビーマッサージ
寝ころんでアート

ママと一緒に写真撮影
対象：0歳児

レディース体操
ハンドマッサージ

イベント内容

産婦人科病棟 外来の紹介 離乳食

更年期障害
不妊症

小児の予防接種

ふれあい看護体験
5月12日㈯

　5月12日土曜日に「ふれあい看護体験」を開催しまし
た。今年度も58名の高校生の申し込みがありまし
た。益田清風高校、神岡高校、吉城高校、飛騨高山
高校、斐太高校、高山西高校から大勢の方に参加
していただきました。
　午前中は久美愛ホールで老人体験、松葉杖の
使い方、包帯の巻き方、ベビー人形を使っての抱っ

こやオムツ交換の体験、血圧測定、聴診器の使い方の
体験、車椅子の体験、病棟では電動ベットの体験、手足浴

の体験、患者様とのふれあい体験を行いました。とても有意義であったとの
感想が多くきかれました。
　昼食には、当院栄養科の特製弁当を食べていただき、「美味しかった」とい
う声もいただきました。

　午後からは、看護師を交えての座談会を行いました。「進路についての質
問ができてよかった」、「男性看護師、助産師、保健師と直接話しができてよ
かった」などの意見がありました。次年度も５月第2土曜日に開催予定です。

̶　3　̶ ̶　4　̶
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使い方、包帯の巻き方、ベビー人形を使っての抱っ

こやオムツ交換の体験、血圧測定、聴診器の使い方の
体験、車椅子の体験、病棟では電動ベットの体験、手足浴

の体験、患者様とのふれあい体験を行いました。とても有意義であったとの
感想が多くきかれました。
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̶　5　̶ ̶　6　̶

　毎年5月31日～6月6日はWHOが定める世界禁煙デーです。
　当院では「タバコのけむりから肺や心臓を守ろう！」をテーマに少し早めにイベントを行いま
した。
　血圧測定や呼気一酸化炭素測定、肺年齢の測定、禁煙に関する手作りポスターの掲示やクイ
ズ、リハビリテーション科による体操を行いました。
　ご希望の方には、保健師から禁煙に関するお話をさせていただきました。
　普段知ることの出来ないご自分の肺年齢を知っていただくよい機会になったかと思います。
現在タバコを吸っている方は、ご自身の為に、健康を願うご家族の為に、ご家族の健康を願うご
自身の為に、禁煙を考えてみませんか?
　当院では禁煙外来を行っています。やめてみようかなぁ・・・と少しでも思われた方、一度ご相談
ください。

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

7/11（水）・ 25（水）　　8/ 8（水）・ 22（水）　　9/ 12（水）・ 26（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
●消化器内科●

杉山 和久

大変お世話に
　　　なりました

（6/30付）

世界禁煙デー 5月30日に世界禁煙デーの
イベントを開催しました!

当院職員にも愛煙家がおります。
少しずつ禁煙の輪が広がりつつあります。

積極的に
禁煙に

取り組んでいる
会社もあります！

久美愛厚生病院は院内・敷地内の
駐車場・駐車場に止まっている
車中も禁煙です。

久美愛厚生病院は院内・敷地内の
駐車場・駐車場に止まっている
車中も禁煙です。

＊＊退職者＊＊

平成30年度 高山市図書館　煥章館セミナー
市民の健康講座シリーズ

【テーマ①】がん薬物療法の最前線

■主 催／高山市図書館 指定管理者 ㈱図書館流通センター　　■共 催／高山市医師会　　■後 援／高山市
〈高山市図書館「煥章館」〉

講師：小林　聡 氏（久美愛厚生病院 外科 手術室部長）
●最新の薬物療法についてわかりやすく解説します。
　また、手術と組み合わせた治療もご紹介します。

【テーマ②】甲状腺 ～その機能と疾患～
講師：堀　明洋 氏（久美愛厚生病院 病院長）
●内分泌臓器である甲状腺の機能と疾患についてのお話です。

★ ところ ★　高山市図書館「煥章館」1階 生涯学習ホール
　　　　〒506-0838　高山市馬場町2丁目115番地　電話 0577-32-3096　FAX 0577-32-3098

★ 時  間 ★　午後7時～8時50分

ホームページ http://www.library.takayama.gifu.jp/
 http://twitter.com/TakayamaCityLib
 https://www.facebook.com/TakayamaCityLib

第4回 平成30年8月20日（月）

※機種によっては正しく表
示されない場合があり
ます。ご了承ください。

入場無料
申込不要
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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

7月に入り、これからが夏本番です。日増しに暑くなりましたが、皆様お変わりありませんか？熱中症や食中
毒等が発生しますので、水分補給、食中毒対策を行い体調管理には十分注意してください。

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7月１日現在

̶ ̶̶

（午後）代務医師 （午前）代務医師

（第1・3・5週）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）
糖尿病外来（診察室43）

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

高畠　隆 高畠　隆 高畠　隆 代務医師 高畠　隆

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 榊原 慶祐 村田 欣洋 横山有見子

竹田　尭 ̶
山田 勝己山田 勝己

村田 欣洋
堀　翔 横山 敏之 横山 敏之 堀　翔̶
竹田　尭 杉山 由晃 杉山 由晃横畑 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 裕紀 伊藤 裕紀 伊藤 裕紀 伊藤 裕紀 伊藤 裕紀
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）

横畑 幸司

̶ ̶̶

̶̶

内　容

がん検診について
ひとりで悩んでいませんか？腹圧性尿失禁
レディースデーイベント開催のお知らせ
ふれあい看護体験
病院からのお知らせ


