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編集後記

　最近は暑さも和らぎ過ごしやすい季節になりましたが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか？再来年には東京オリンピックも開
催されることから「スポーツの秋だし、体を動かすぞ！」と、今年こそジョギングでも始めようかと思いつつ、ついつい食欲の秋に向かっ
て走ってしまうこのごろ４０歳の私・・・皆さんも健康に気をつけて様々な秋を楽しみましょう！

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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　「これまで以上に看護師になりたいと
強く思うようになった」との嬉しい感想もありました。
目標に向かって一歩ずつ進んで行かれることを期待しています。

　今年も久美愛スキルアップセミナーに全国の大学から医学生の参加がありました。

　看護師・薬剤師・医師のそれぞれ3つの職種を希望する高校１・２年生の学生
さんが、2日間の日程に分かれて研修を行いました。

　最初は皆さんとても緊張した面持ちでしたが、心肺蘇生の実習時には、身体をたくさん
動かして和気あいあいと実習ができました。
　「今後どのような進路を進めば希望の職種に就けるのか」とか、人に対する「思いやりが最も大切」
であること等を、直接それぞれの現場の職員から学ぶことができました。

　看護師・薬剤師・医師のそれぞれ3つの職種を希望する高校１・２年生の学生
さんが、2日間の日程に分かれて研修を行いました。

　最初は皆さんとても緊張した面持ちでしたが、心肺蘇生の実習時には、身体をたくさん
動かして和気あいあいと実習ができました。
　「今後どのような進路を進めば希望の職種に就けるのか」とか、人に対する「思いやりが最も大切」
であること等を、直接それぞれの現場の職員から学ぶことができました。

　病院はこの３つの職種だけではなく、他にも様々な
職種の人が協力し合って病院を運営していることも
知って頂くことができました。
　今回の体験が、みなさんの進路選択に大いに役立つ
ことを願っています。

　どのセミナーも学生の皆さんに
興味を持って頂けたようでとても
嬉しかったです。来年もこのような
セミナーを開催する予定でおりま
すので、ぜひご参加ください。
　今回のセミナーが、国家試験を
突破するための皆さんの励みにな
ると嬉しいです。また、1人でも多く
当院での臨床研修を希望される方
が出てくることを期待しています。

看護師になるためにはどうしたら良いか、日頃の心がけや、進路の
話も聞きました。

朝日診療所では、
とても興味深い話を
聴かせて頂きました。

胃部内視鏡

飛騨牛の腸管縫合

DMAT

腹部エコー

中学生看護体験実習 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

研修前には髪をまとめます。

参加の学生全員で心肺蘇生を体験しました。オペ見学

感染症の予防の
ために手洗いは
念入りに

夏の病院  体験学習

エコーで
仲間の心臓を
見ました。

AED
Automatic External Defibrillator

手指消毒はすぐに
できるように
携帯します

■情報誌「お元気ですか」第107号　181001　C
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DMAT・災害拠点病院について
DMAT（ディーマット）とは？
　災害派遣医療チームのことで、Disaster Medical Assistance Teamの頭文字をとっています。　
　大規模災害や多数の傷病者の発生が見込まれる事故・自然災害の現場で、発生後すぐに活動できる
機動性を持ち、専門的な訓練を受けた医療チームです。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）の計4～5名で1チームを構成します。
　平成29年3月末現在で、全国1,571チーム、約1万1,500名（うち当院は2チーム10名）が隊員登録
しています。

災害拠点病院とは？
　地震、火災、津波、テロなど大規模災害発生時に各地域の初期救急の中心になる病院のことです。
平成7年の阪神・淡路大震災時の反省をもとに、翌 平成8年の厚生労働省令で定められました。
　原則として、24時間対応できる設備、ヘリコプター発着場、医薬品の備蓄、水や電気などライフライ
ンの確保、耐震化構造などが必要条件になっています。
　災害拠点病院は都道府県が指定します。当院も平成26年度に指定を受けました。平成29年度時点
で、全国716病院（うち岐阜県は12病院）が指定されています。

　記憶に忘れられない戦後最大の火山災害「御嶽山の噴火」がありました。御嶽山の他に飛騨地域には乗鞍、
焼岳、白山のような活火山があり今後も火山災害に見舞われる恐れがあります。
　平成26年9月の御嶽山噴火災害を教訓に、岐阜県医師会をメンバーとしたJMAT（日本医師会災害医療
チーム）の火山噴火災害医療研修に参加させていただきました。乗鞍岳にて火山噴火が起こったことを想定
して、多数傷病者を想定したトリアージ訓練、火山ガスの専用マスクを着用しての火山ガスの対応、傷病者の
搬送訓練など火山噴火が起きた際の対応について医師会ドクター、山岳ガイドと意見交換を交えながら訓練
を行いました。
　最近火山噴火があちらこちらで起こって
います。活火山が身近にある地域として自然
災害にも対応できる訓練を行っています。

災害に備えて様々な訓練が開催されています。当院のDMATが参加した訓練を少しご紹介します。

2017.9.24　火山災害対応訓練

　高山市内で多数の負傷者が発生した場合に備えて、高山市消防本部との合同訓練も行なっています。
　大型バスとトラックの衝突事故が発生したという想定で、高山自動車学校教習コースで行ないました。当院
以外に高山消防署、高山赤十字病院、高山警察署、濃飛乗合自動車から計46名が参加し、消防車、救急車、パト
カー、大型バスなど計15台が出動する大規模な訓練でした。
　多数傷病者発生時の医療は、1人の傷病者の治療に専念できる通常時の医療とは異なります。できるだけ多く
の傷病者を救うため、トリアージ（治療の優先度を決めること）を実施し、安定化処置を行ない、医療機関へ搬送
します。

2017.10.30　多数傷病者事故対応訓練

　南海トラフ地震は、駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界を震源域として概ね100~150年間隔で繰り返し
発生してきた大規模地震です。前回発生してから70年以上が経過した現在では、次の地震発生の切迫性が高まってい
ます。南海トラフ巨大地震がひとたび発生すると、静岡県から宮崎県にかけての一部では震度7となる可能性、それに隣
接する周辺の広い地域で震度6の強い揺れが想定されています。そして、関東地域から九州地方にかけての太平洋沿
岸の広い地域に10Mを超える大津波の襲来が想定されています。（気象庁ホームページより）
　2018.8.4に内閣府を中心とした大規模地震災害訓練が実施されました。「携帯電話、固定電話などの使用が不可」
や「高速道路の通行制限」など予想される被災を想定して、通信機器の立ち上げや想定被災地内の病院での支援、被災
地外への傷病者の搬送など全国の病院DMATや関係機関が参加しての訓練でした。
　久美愛厚生病院も「災害拠点病院」として災害時は中心となり地域の安全を確保する役割を担っています。院内
での災害訓練も毎年実施しており、有事の際には速やかに医療活動が提供できるよう日頃から準備を整えています。

2018.8.4　南海トラフ地震　大規模地震時医療活動訓練

■情報誌「お元気ですか」第107号　181001　C
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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

10/10（水）・ 24（水）　11/ 14（水）・ 28（水）　12/ 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
●整形外科●

齊木　康

大変お世話に
　　　なりました

（9/30付）

＊＊退職者＊＊

今年も糖尿病デーイベントを開催します。
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。
当院でもイベントを開催します。

　当院の堀 明洋病院長が、地域医療
体制の構築に尽力し、地域の保健・医療・
福祉の向上などの功績により表彰されま
した。
　今後も病院長はじめ職員一同地域医
療の為にまい進して参ります。

　今年度当院でのテーマは、「40歳以上、
4人に1人が糖尿病!あなたは大丈夫？」で
す。少しでも生活習慣を改善していただ
けるよう、食事やお薬の相談の他、太極拳
体験も企画しています。
　多数のご参加お待ちしております。

日　時 場　所11月13日  火曜日　8：30～14：00 当院玄関ホール

当院
糖尿病デー
キャラクター

昨年の糖尿病デーの様子

world diabetes day
14 November

　
｠

　「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？40歳以上になると、仕事等で食事が不規則になりがち
で、他に運動不足や喫煙・飲酒・ストレスなどがもとで、糖尿病をはじめと
する生活習慣病が問題となってきます。
　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、家庭で取り組んでいただけ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
室担当者一同、お手伝いさせていただきます。
　是非ご参加ください。

糖尿病教室のご案内

開催日／毎月第 2・4水曜日　9:30～13:40まで
場　所／栄養相談室
今後の予定／11月14日・28日、12月12日・26日
 1月9日・23日、2月13日・27日
 3月13日・27日

公衆衛生事業功労者表彰
受　賞

■情報誌「お元気ですか」第107号　181001　C



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.107
2018.10

●

●

●

●

〒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

　最近は暑さも和らぎ過ごしやすい季節になりましたが、皆さんどのようにお過ごしでしょうか？再来年には東京オリンピックも開
催されることから「スポーツの秋だし、体を動かすぞ！」と、今年こそジョギングでも始めようかと思いつつ、ついつい食欲の秋に向かっ
て走ってしまうこのごろ４０歳の私・・・皆さんも健康に気をつけて様々な秋を楽しみましょう！

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30年10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 ̶ 田口 勝啓 大出 幸史
大出 幸史 代務医師 代務医師 新患のみ 新患のみ

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 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

野坂 光司 野坂 光司 野坂 光司 野坂 光司 野坂 光司
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）

̶ 田口 勝啓 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

夏の病院体験実習
DMAT・災害拠点病院について
糖尿病教室のご案内
病院からのお知らせ


