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編集後記
　いつも「お元気ですか」を読んでいただき、ありがとうございます。前号の企画「バリウム物語」の感想を読者の方よりいただきました。素
敵なイラスト付きのお手紙に感激し、スタッフ一同心あたたまる思いをいたしました。今後もみなさまが読みやすく、楽しい広報誌を提供で
きるよう取り組んでまいります。引き続き「お元気ですか」をよろしくお願いいたします。

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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 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

ギブス・装具（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
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皮膚科

産婦人科

眼　科
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内　容

病院長 新年度ごあいさつ
医師紹介
訪問リハビリテーション事業所のご案内
少しの心遣いで床ずれ予防
病院からのお知らせ

（「お元気ですか」スタッフ一同、バリウム物語筆者）

久美愛厚生病院
ＪＡ岐阜厚生連　飛騨医療センター 久美愛厚生病院
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病院長

久美愛厚生病院

堀　明洋

病院長 新年度ご挨拶

　この冬は雪が少なく、暖かくて過ごしやすい気候でしたが、インフルエンザが大流行しま
した。今年は早めの飛騨の春です。入学式、新生活と華やいだ季節になりました。
　おかげさまで久美愛厚生病院も中切町に移転して7年目がスタートします。新たな気持
ちで、地域の方々の健康を維持発展させるよう活動していきたいと思います。
　さて、“地域医療構想”という言葉をご存知でしょうか？地域医療構想は、安心して地域
で暮らし、社会・経済活動を営めるよう、岐阜県では平成28年7月に制定されました。
高齢化社会に向け、地域の方々が将来にわたって持続的に適切な医療・介護を受けられ
るようにするためには、限りある地域の資源を効率的かつ効果的に活用していく必要があ
ります。地域医療構想は、将来あるべき医療提供体制をお示しし、医療機関関係者のみ
ならず、介護サービス事業所の皆様、医療を受ける住民の皆様も含め、多くの関係者が
この構想に基づいて行動していただくための指針となるものです。飛騨地域では、将来の
医療需要の減少を考慮し、「適正な役割分担」、「病床規模の適正化」、「経営基盤の効
率化」の３つの視点で検討することになっています。（岐阜県地域医療構想から）高山市内
の医療機関のあり方についての分科会も開催されています。
　現在、飛騨地域の医療は医師不足をはじめ医療資源の不足状態が続いております。
限られた資源を有効に活用し地域医療を継続するためには、医療機関・行政・地域の方々
が協力、工夫する必要があります。ご意見をいただきながら、医療活動を提供していける
よう努力してまいります。
　お互いのちょっとした心遣いで、笑顔になれます。これからもよろしくお願いいたします。

　事業所に勤務する多くの職員が、
地元の消防団員として活躍されて
いると、岐阜県知事より感謝状が
届けられました。

●消化器内科●
杉山　由晃
（3/31付）

●呼吸器内科●
堀　　翔
（3/31付）

●循環器内科●
榊原　慶祐
（3/31付）

●外　科●
加藤　健宏
（3/31付）

●眼　科●
波多野　岳志
（3/31付）

＊＊退職者＊＊　　大変お世話になりました

　名古屋から来ました、整形外科の上
見といいます。
　慣れないこともあり、ご迷惑をおかけ
することもあると思いますが、精一杯
頑張りますので何卒よろしくお願いし
ます。

トピック

上見　亮太●整形外科●

　２月より久美愛病院に赴任となりま
した。
　消化器内視鏡検査など市民のみなさ
んのお役に立てるよう、精一杯頑張り
ますのでよろしくお願い致します。

加藤 悠季子●健診センター●

　4月から久美愛厚生病院に赴任となりまし
た。専門は循環器内科で、狭心症や心筋梗
塞、不整脈、心不全などの治療を得意として
います。高山の美味しい食べ物やお酒、温泉
など、とても楽しみです。どうぞよろしくお願
い致します。

宮澤　宏幸●循環器内科●

　初めまして。4月より久美愛厚生病院にお
世話になることとなりました。
　眼に関して何か気になることがありました
ら遠慮なく相談してくださいね。この地域に
少しでも早くなじみたいので、街で見かけま
したら気兼ねなく声をかけてください。

宇佐美 欽通●眼　科●

　２月から久美愛厚生病院で働くこととなり
ました。高山には温泉が好きで毎年来てお
り、これからは毎週温泉に行けるのが楽しみ
です。
　専門は消化器内科です。高山の医療に貢
献できるよう頑張りますのでよろしくお願い
します。

石田　哲也●消化器内科●

　4月から呼吸器内科配属となりました
櫻井孟です。
　不慣れで何かとご迷惑をおかけする
かもしれませんが、皆さまのお役に立
てるように頑張りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

櫻井　孟●呼吸器内科●

　高山市国府町出身です。23年ぶりに
故郷に戻って参りました。外科医として
のみならず、予防・緩和・在宅・へき地医
療など飛騨医療圏の課題に愚直に取り
組んでいきたいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。

駒屋　憲一●外　科●

新しく赴任された

医師を紹介
します
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　当院の訪問リハビリテーション事業所では、リハビリの専門スタッフ（理学療法士、作業
療法士等）が、通院が困難な方のご自宅へ訪問し、リハビリテーションを行います。
　退院後などの在宅生活に不安を感じている患者様やご家族に対して、安心・安全な
在宅生活が送れるようサポートさせていただきます。

当院の医療介護センター、もしくは担当のケアマネージャー様へお申し込みください。

・ リハビリをしたいが、通院が困難な方。
・ 体力や筋力、バランス能力などの低下が気になる方。
・ 以前のような生活動作ができず、在宅生活に不安がある方、など

対象になる方

ご利用までの流れ

お申し込み

事業の概要

リハビリテーションの内容

1. 体力をつける

訪問リハビリテーション事業所のご案内

『身体各部の機能改善』
　・柔軟性の改善
　・筋力強化
　・痛みの軽減
　　など

3. 生活を取り戻す
『日常生活動作の改善』
　・トイレ動作
　・更衣動作
　・食事動作
　・家事動作
　　など

4. 自立生活のサポート
『住宅改修や福祉用具の相談』
　・手すりの設置
　・段差の解消
　・福祉用具のレンタル
　・車椅子
　　など

5. ご家族の
　　　　リハビリ支援

『介助方法や運動の指導』
　・介助方法　・物品の配置
　・運動方法
　・自主トレ
　　など

2. 動きを取り戻す
『基本的動作の改善』
　・寝返り
　・起き上がり
　・立ち上がり
　・歩行
　　など

高山市、飛騨市訪問地域

ご利用料金

平日のみ、午前9:00～午後5:00
基本的に、40分（1回）のリハビリを週1～2回の頻度で提供させていただいており
ます。（最大で週3回まで可能）
※土日・祝祭日、ゴールデンウィーク、年末年始は基本的に休業（一部営業）。

訪問時間

◎介護保険の場合【基本料（592円） × 訪問回数】
別途月1回、リハビリテーションマネージメント加算（230円）が掛かります。
また、退院・退所後の方や要介護認定を受けたばかりの方は、短期集中リハビリテー
ション実施加算（1回当り200円）が掛かる場合がございます。
※上記料金は、介護保険の利用者負担の割合が1割の方の場合です。利用者負担割
合により料金が異なります。また、主治医が当院の医師でない場合は、基本料が552
円となります。
◎医療保険の場合【基本料（600円） × 訪問回数】
※上記料金は、医療費の自己負担割合が1割の方の場合です。自己負担割合により
料金が異なります。

理学療法士 3名、作業療法士 1名訪問スタッフ

医療介護センター内　なんでも相談窓口　（正面受付横）
電話番号：（0577）32-3265（直通）
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ先

（訪問リハビリテーションが開始）利用開始

担当者より当訪問リハビリテーション事業所へ依頼があり、ご希望される訪問日時や
回数等を相談させていただきます。依　　頼

医師の指示 当院の医師が、指示書を作成します。（かかりつけ医が主治医の場合は、当院指定書
式の診療情報提供書を事前に提出していただきます。）

ご相談により決定した日時に、リハビリの専門スタッフが伺います。

初回は、利用者様の身体状況、日常生活動作、ご自宅の環境等を確認させていただき、
今後のリハビリテーションについての説明等を行います。

契約・訪問
▼
▼
▼

▼

▼

▼
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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

4/10（水）　5/ 8（水）　6/ 12（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

『なんでも相談』
  のご案内

　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？医療介護センターでは、みなさまのいろいろなご相談や
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。
　ご相談者等の個人情報やプライバシーに十分配慮し、
対応致します。

場　所 １階　医療介護センター
お問い合わせ なんでも相談窓口

０５７７－３２－３２６５（直通）

日　時

申込み方法

　介護はなかなか大変ですが、介護する方もされる方も、
少しでも楽にできるように体の移動方法、寝返りの介助、
介護用具の使用方法などを体験して実感していただく
ことを目的に、今年も「楽ラク介護体験」を開催します。
　自宅で介護されている方や介護職の方、今後のために
参加してみたい方など、どうぞお気軽にご参加ください。
年齢問いません。参加される方々それぞれの困ってみえ
ることなどに対応していきたいと思っています。

　ご自宅でご家族の介護を行うことは、当然のことながら身体的な負担がかかります。それに加え、床ずれ（褥瘡）
があって、毎日の処置が必要になってくると、ますます身体的負担は大きくなります。もし、少しの工夫で床ずれ
が予防できれば、介護する側も介護される側も心身の安寧が得られ、負担の軽減につながるのではないで
しょうか。
　そこで今回は、「少しの心遣いで床ずれ予防」と題し、床ずれ予防のための4つの視点から紹介したいと思い
ます。すべてを行うことは難しくても、できることから始めてみませんか。

ローションを皮膚の皺に沿って置く感じでやさしく塗布
する。

楽 ラ ク 介 護 体 験
について

7月２日（火）・9月３日（火）
午後1時30分から3時

「楽ラク介護体験」参加希望とお伝えください。

〈電話の場合〉TEL 32－3265
〈直接申込みの場合〉医療介護センター(正面受付横)

久美愛厚生病院看護部 生活支援技術検討会

少しの心遣いで床ずれ（褥瘡）予防

お肌の手入れ（スキンケア）
ポイント 1

背もたれを上げる前に大転子部とベッドのフレームの
位置を合わせる

体の位置（姿勢）
ポイント 1

背もたれを上げる前に大腿部の付け根に柔らかい座布
団やバスタオルを挟んでから背もたれを上げる

ポイント 2

おむつの中は高温多湿!!皮膚がふやけないように油分が
多いものを使う

⇒皮膚は絶えず呼吸をしながら、余分な水分を体の外に
放出しています。おむつはパンツとは違い通気性が悪く
蒸れやすくなっていますので、皮膚がふやけないよう油
分を含んだものを使いましょう。

ポイント 2

食事はバランスよく。量より質を心掛ける。
お祝い事にはウナギなどの栄養価の高いものを。

栄養のバランス
ポイント

おむつを替える時や体の位置を変えるタイミングで
関節を動かしましょう。

おむつを替えるときに
ヒップアップ

おむつを変えた後に
外転運動

運動（リハビリテーション）
ポイント 

想定エネルギー量
2,200kcal±200kcal（基本形）

1円玉くらいの量が約0.5ｇ 大人の両手のひら程度
の面積に塗布する場合
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編集後記
　いつも「お元気ですか」を読んでいただき、ありがとうございます。前号の企画「バリウム物語」の感想を読者の方よりいただきました。素
敵なイラスト付きのお手紙に感激し、スタッフ一同心あたたまる思いをいたしました。今後もみなさまが読みやすく、楽しい広報誌を提供で
きるよう取り組んでまいります。引き続き「お元気ですか」をよろしくお願いいたします。

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

2019年4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

̶ 駒屋 憲一 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

ギブス・装具（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～

田中 耕平（再診） 大出 幸史 上見 亮太 田口 勝啓 大出 幸史
上見 亮太（初診・予約診） 田口 勝啓 大出 幸史 上見 亮太 田中 耕平

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 宮澤 宏幸 村田 欣洋 横山有見子

竹田　尭 ̶
山田 勝己山田 勝己

村田 欣洋
櫻井　孟 横山 敏之 横山 敏之 櫻井　孟̶
竹田　尭 石田 哲也 石田 哲也横畑 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

山田 和久 山田 和久 山田 和久 山田 和久 山田 和久
宇佐美 欽通 宇佐美 欽通 宇佐美 欽通 宇佐美 欽通 宇佐美 欽通

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（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）

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
15：30～16：30 ̶ ̶ 15：30～16：30 ̶小児耳鼻科外来

小児科

外　科

腎 臓 内 科（診察室44）

横畑 幸司

̶ ̶̶

̶̶

内　容

病院長 新年度ごあいさつ
医師紹介
訪問リハビリテーション事業所のご案内
少しの心遣いで床ずれ予防
病院からのお知らせ

（「お元気ですか」スタッフ一同、バリウム物語筆者）

久美愛厚生病院
ＪＡ岐阜厚生連　飛騨医療センター 久美愛厚生病院


