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笑顔と温かい心で、支えます
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〒506-8502 高山市中切町1番地1ＪＡ岐阜厚生連　飛騨医療センター

編集後記 今年も夏がやって来ました。海やキャンプなど楽しい時期ですが、熱中症や事故には十分気を付けて
過ごしましょう！！

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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 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
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※予約のみ診察
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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
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予約診
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予約診
15：00～17：00
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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
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村田 欣洋
櫻井　孟 横山 敏之 横山 敏之 櫻井　孟̶
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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

診察室51
診察室52
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診察室82

診察室21
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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
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内　容

大腸がん検診の重要性　～本当にそれは痔ですか？～
禁煙デー
ふれあい看護体験、消防訓練を実施しました
夏バテ予防レシピ
レディースデーのおしらせ
ウルトラマラソンボランティア、松原研修医紹介、糖尿病教室等のお知らせ

（久美愛厚生病院　広報委員）

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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血便やティッシュに血がついても痔だろうと自己判断されていませんか？ 
大腸がんは食生活の欧米化などの影響を受けて年々増加しています。一生のうち男性のおよそ11人に1人、
女性のおよそ14人に1人が大腸がんと診断されるといわれており、男女あわせると患者数が2番目に多いがん
です。がんの種類別による死亡数をみると、大腸がんで死亡する人は、男性で第3位、女性では第1位となって
おり、2013年のデータでは男女あわせて4万7,654人の方が大腸がんで亡くなっていると報告されています。

大腸がん 検診の重要性
～本当にそれは痔ですか？～

約10%の人が大腸がんを発症する時代！！

市町村などの自治体や職場が主体となって行う大腸が
ん検診（便潜血検査）があります。40歳以上の方が対象
で1年に1回受診することが勧められています。
皆さんも毎年受けていますか？日本医師会が公表して
いる全国的な統計では大体30-40%程度です（図１）。
食事制限もいらず便をこするだけの簡単な検査ですが
受診率が低いのが現状です。

大腸がんにかかるともう治らないと思ってしまう人も
いるかもしれませんが、そうではありません。大腸が
んは、がんの中でも早期発見・早期治療によって治り
やすいがんのひとつなので、がんが広がっていない初
期の段階で見つかれば治る確率が95％以上になるこ
とが分かっています（図２）。

図1　大腸がん検診受診率〈引用 日本医師会〉

（%）

（歳）

100

60

40

20

0
20～29 30～39 40～49 50～59 60～69 70～79 80以上

男性　　　　　女性

３人に１人しか大腸がん検診を
受けていない！！

早期に見つかれば怖くない
治りやすいがん！！

症例対照研究によって、検診を毎年受けていると大腸
がんによる死亡が60%減少すると報告されておりま
す。便潜血陽性だった方に大腸検査を行うと3人に1人
は大腸ポリープなど異常が見
つかります。大腸ポリープは
何年も放置しているとやがて
大腸がんになってしまうと言
われており内視鏡による切
除が推奨されています。

便潜血陽性なら必ず内視鏡検査を！！ 
3人に1人は大腸ポリープが見つかる！！

〈引用 国立がん研究センターがん対策情報センター〉
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結腸がん 直腸・肛門がん

限局（転移なし）：がんが大腸だけで増殖している段階
領域：がんが周りの臓器やリンパ節に広がっている段階
遠隔：がんが遠く離れた臓器まで広がっている段階

図2　大腸がんの５年生存率

　5/31は、WHOが定める世界禁煙デーで
す。毎年各地で煙のない社会を目指して様々な
イベントが行われます。　当院では、5/29に
「オリンピックまで422日、煙のない社会でおも
てなし」をテーマに、イベントを開催致しました。
　肺年齢測定や、有害物質である一酸化炭素
が体内にどれだけ取り込んであるかを調べる
「呼気CO2測定」、禁煙相談、喫煙の影響に関
するポスター掲示を行いました。肺年齢測定
は、70名の方が受けられました。実年齢との差に驚き、禁煙を決意された方もみえました。様々なポス
ターを掲示したことで、多くの方が足を止めて見てくださいました。
　今年度は、堀ちえみさんが手術をしたことで話題となった口腔がんについて取り上げました。喫煙に
よる口腔がんの発生リスクについて、多くの方が関心を持たれた様子でした。このイベントを通して、多
くの方々に喫煙が様々な疾病と関連があることを知って頂いた事で、禁煙へと繋がればと思います。

世界禁煙デー イベント

禁煙外来が
保険適応と
なります!

5点以上で
ニコチン依存症
と診断

　便潜血陽性はもちろん、便通異常など
大腸がんを心配される方は大腸カメラを受
けられた方がいいでしょう。大腸カメラは
以前のイメージとは違い、楽に受けられる
ようになりました。
　当院には内視鏡に熟練したスタッフ・
設備も整っており、希望があれば鎮静剤を
使用し眠って行うことも可能で、スタッフ
一同苦痛なく安全に検査でき
るよう努めております。
　お気軽に受診してください。

■情報誌「お元気ですか」第110号　190524　C
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　5月12日（土）にふれあい看護体験を開催しました。今年度は飛騨地域の高校
から58名の高校生が参加してくれました。
　午前中は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、車椅子の体験、電動ベッドの体験、患者

様とのふれあい体験等を行いました。とても有意義であっ
たとの感想が多く聞かれました。昼食には栄養科で作った特

製のお弁当を食べ、美味しかったとのお声を頂きました。午後からは
看護師を交えての座談会を行い、「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ので、皆
さんぜひご参加ください。

　３月４日、高山消防署の火災予防週間活動に伴っ
て、高山消防署と合同で消防訓練を行いました。訓
練は５階北病棟 汚物処理室の機械より出火したと
いう想定で、消火器による消火活動やはしご車で
の救護が行われました。
　高山消防署との連携方法や内容を確認でき、い
ざというときにどういう行動をとればいいか考え
直す、いいきっかけになったと思います。

ふれあい看護体験

消防訓練を実施しました消防訓練を実施しました

食生活

豚肉とナスの香味だれ（4人分）

暑さに
負けない

＊
 豚肉とナスの香味だれ  

＊

　「疲れがとれない」「食欲がない」「眠れない」と
いった症状はありませんか？夏の暑さに体が対応で
きなくなり、なんとなく体がだるかったり、食欲不振にな
る、などの夏に起こる体の不調を総称して夏バテと呼びま
す。近年では冷房設備が普及し、室内の空調による冷えや、室内と
屋外の温度差による自律神経の乱れも夏バテの原因となっています。
　暑い夏は食欲が湧かず、食べる量も減ってしまいがちで、あっさりした料理や、喉越しのよいものに偏りやす
くなります。しかし十分な栄養がとれていないと、疲労回復が遅れるだけでなく、免疫機能が低下し、夏風邪な
どのさらなる不調につながります。また、冷たいものばかりとるのも禁物。胃腸の働きが弱まり、食欲不振に陥
ります。バランスのとれた食事を基本とし、以下のポイントを取り入れて夏バテを予防しましょう。

豚肉やウナギ、玄米に多く含ま
れるビタミンＢ1や、カレイや納
豆に多く含まれるビタミンＢ2は
疲労回復に効果的。また、にんにく、ねぎ、に
らなどに含まれるアリシンはビタミンＢ1の
働きを助けてくれます。

❶ナスは皮を縞目にむいて乱切りに、長ネギは輪切りにする。豚肉
は食べやすい大きさに切り、酒と塩をふって軽くもんでおく。
❷大きめの耐熱皿にナスを入れて、上に豚肉を並べる。ラップをし
て600Wの電子レンジで3分加熱する。

❸電子レンジから取り出してナスと豚肉を軽く混ぜ合わせ、再度電
子レンジで2～3分加熱する。
❹加熱したナスと豚肉を皿に盛り、長ネギとAを混ぜ合わせて作っ
たタレをかける。 

★ビタミンＢ群で疲労を回復★ビタミンＢ群で疲労を回復

<1人分の栄養量>　エネルギー 292kcal / 塩分1.5ｇ<1人分の栄養量>　エネルギー 292kcal / 塩分1.5ｇ

ナス…………………… 3本（300ｇ）
豚バラ肉（薄切り）…………（250ｇ）
酒 …………………大さじ1（15g）
塩 ……………………………少々
長ネギ……………… 60ｇ（1/2本）

唐辛子やニンニク、カレー粉、生姜、わさび、
みょうがなどの香辛料や香味野菜は、胃液
の分泌を促進し、食欲増進に効果がありま
す。酢やかんきつ類も良いでしょう。

★香辛料や香味野菜を利用★香辛料や香味野菜を利用

今回は火を使わずに作れる、旬のナスを使った夏バテ予防レシピを紹介します。

白ゴマ……………小さじ1（3ｇ）
しょうゆ ……… 大さじ2（36ｇ）
酢 …………… 大さじ1（15ｇ）
ゴマ油…………大さじ1/2（6g）
ラー油…………………… 適量

A

→ 豚肉は加熱ムラがないよう、なるべく重ならないように並べます。
　 赤い部分がなくなるまでしっかり加熱してください。

→ ラー油はお好みで調整して下さい。
　 辛いものが苦手な方はいれなくてもOK。

■情報誌「お元気ですか」第110号　190524　C



レディースデーイベント開催のお知
らせ

̶　5　̶ ̶　6　̶

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

7/10（水）　8/ 14（水）　9/ 11（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）

　第8回飛騨高山ウルトラマラソンが6月9日、市内で開催されました。
　当院のボランティアチームは毎年、ビッグアリーナのゴール地点で
救護ボランティアをさせ

ていただいています。今年の参加ランナーは約3,500人、
100kmの部と71kmの部に分かれ、早朝5時にスタートし、
完走率は約80％でした。小雨の降る
天気だったため、低体温症の方やス
リップによる擦過傷、靴擦れの方が多
かったようです。大きな事故もなく無
事に帰っていただけることが私たち
の喜びです。また来年も参加したいと
思います。

日　時 令和元年10月3日㈭
10：00～12：00／13：00～15：00

場　所 久美愛厚生病院 2階久美愛ホール

担　当

カフェコーナー
お悩み相談
育児相談
展示コーナー

分娩室の見学も行っています。
お気軽にお声掛けください。

久美愛厚生病院 産婦人科
代　表 0577ｰ32ｰ1115

ベビーマッサージ
寝転んでアート
写真撮影

レディース体操
ハンドマッサージ

～ 女性のからだとココロの健康を応援します！～

4月より初期研修医としてお世話になっている松原眞人です。出身は岐阜県
関市で、子供の頃は飛騨ほおのき平スキー場で家族とよくスキーをしました。
温泉巡りや旅行が好きなので、2年の研修期間を通して高山のことを更に知
りたいと思っています。医師、社会人共に1年目で至らない点は多々あります
が、指導医の先生方やスタッフの方と協力し、患者様に寄り添った医療を提供
できるように励んでいきます。宜しくお願い致します。

松原　眞人●研修医●新しく赴任された

医師を紹介
します

ウルトラマラソンのボランティアに
参加しました！

■情報誌「お元気ですか」第110号　190524　C
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〒506-8502 高山市中切町1番地1ＪＡ岐阜厚生連　飛騨医療センター

編集後記 今年も夏がやって来ました。海やキャンプなど楽しい時期ですが、熱中症や事故には十分気を付けて
過ごしましょう！！

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

予
約
制

予
約
制

予
約
制

予
約
制

2019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

̶ 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

多田 　愛 多田 　愛 多田 　愛 多田 　愛 多田 　愛
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

大腸がん検診の重要性　～本当にそれは痔ですか？～
禁煙デー
ふれあい看護体験、消防訓練を実施しました
夏バテ予防レシピ
レディースデーのおしらせ
ウルトラマラソンボランティア、松原研修医紹介、糖尿病教室等のお知らせ

（久美愛厚生病院　広報委員）

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


