
●

●

●

●

●

●

〒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
　明けましておめでとうございます。今年も皆さまにとって健やかで実りのある１年であることを祈念いたします。まだまだマスクの
欠かせない生活が続きます。なんとなく沈みがちですが、温かいもの、縁起の良いものを食べて心も体もポカポカにしましょう。また、
新しい年になったということで何か新しいことにチャレンジしてみるといいかもしれませんね。

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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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 山田 陽太郎 田口 勝啓 大出 幸史
山田 陽太郎（初診・予約診） 田口 勝啓 大出 幸史 山田 陽太郎 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 水谷 弘司 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
14：00～17：00

中村 光一 中村 光一 中村 光一 中村 光一 中村 光一
大池　東 大池　東 大池　東 大池　東 大池　東

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

̶

̶̶

（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

No.116
2021.1

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
ISO9001について【第3回】
高山市総合防災訓練に参加しました
折り紙アート・医療支援をしていただきました
発熱のある患者様へのお願い
病院からのお知らせ
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　当院が認証取得しているISO9001を身近に感じてもらえるよう、４回に渡って紹介して
います。今回は第３回目になります。

　ISO9001には、病院を管理するために必要な事項が記載されています。国際基準として
全世界で通用しますし、業務管理のために有効なツールでもあります。ISO9001は病院に
業務について継続的に改善するよう取り組むことを求めています。そのためのツールと
してISO9001の中で取り扱われているのが「PDCAサイクル」です。医療サービスを継続
的に改善し、患者満足度を向上していくために、この「PDCAサイクル」は非常に大切な
考え方になります。
　病院がマネジメントシステムを構築する際、最初に考えることは、病院が取り組むべき
課題（目標）を設定することです。課題を設定するためには、病院の内外にあるリスクを
洗い出し、そのリスクを管理する必要があります。
　まず、提供する医療サービスにおける問題点を列挙し、リスクの大きさに応じて優先
順位を決め、取り組むべき課題を設定します。
　次に、課題を解決するための「計画」を立て、それに基づいて「実施」します。さらに実施し
た結果が課題の解決に繋がったかどうかを「検証」し、必要に応じて課題の見直しや、実施
方法を変更する等の「改善」をして、次の活動に繋げていきます。
　このように、課題の設定に始まる「計画（Plan）→実施（Do）→検証（Check）→改善
（Act）」という改善活動のループを、「PDCAサイクル」と呼びます。ISO9001では、この
「PDCAサイクル」を繰り返す事、すなわち「継続的改善」を行っていくことが要求事項と
して定められています。

短期集中連載
ISO9001について（全4回）

第3回

PDCAサイクル

次回へ
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　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、本会事業につきまして格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げま
す。また、新型コロナウイルス感染症対策の最前線に立つ医療従事者・病院
に対しまして、多くの心温まる支援金並びに支援物資等のご援助を賜り感謝
申し上げます。
　さて、昨年度からの新型コロナウイルス感染症（COVID－19）は、終息
の兆しさえ見えず長期化している影響から、経済が停滞しており、今後は
ウィズコロナ、アフターコロナの時代に向けた対応や働き方改革の推進等、
取り組むべき課題が山積しています。
　国は、将来的な人口減少社会を見据えた地域別の医療提供体制の再構築を
図るとして、病院・病床再編による地域医療構想の実現を目指してきました
が平時における感染症対応は検討されていませんでした。今般のCOVID－
19の感染拡大を受け、再編統合による感染症対応の病床不足や医療従事者の
不足が懸念されるとして、新たに新興・再興感染症の対応を協議するとして
います。
　本会は、公的医療機関として国の施策や地域の実情を踏まえ、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行政機関・地域医師会等と協力
し、医療提供体制の確保に向け取り組んでいるところです。本年は、岐阜
医療圏では岐北厚生病院の耐震化施設整備、西濃医療圏では揖斐厚生病院と
西美濃厚生病院の病床再編に伴う大野町内での400床規模の新病院建設、
東濃医療圏では東濃厚生病院と土岐市立総合病院との統合に向けた新病院
計画策定を推し進めてまいります。
　医療を取り巻く環境はより厳しさが増すものと予測されますが、「地域の
皆さんから信頼され、必要とされる病院づくり」を目指し役職員一丸となっ
て取り組む所存です。
　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
心よりご祈念申し上げますとともに、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、年頭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
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　９月６日に高山市総合防災訓練があり、当院では5名参加
しました。毎年市内の各小中学校で開催されている訓練です
が、今年はコロナウイルス感染予防の為、３つの会場に分か
れwebを活用し、“高山を震源とする最大震度7の地震が
発生し西小学校に応急救護所が設営され、医療救護活動を
する”想定で、行なわれました。
　大地震が起これば多くの傷病者が発生します。通常時の
医療体制では多くの傷病者を助ける事は出来ません。災害
時の医療は１人でも多くの方を助ける為に治療の優先順位
を決めます。これをトリアージと言います。今回は傷病者の
中に新型コロナウイルス感染者がいるかもしれない想定で、
感染防護服を着用し、情報が記載されたカードを傷病者に
見立て、トリアージの訓練を行いました。トリアージされた
傷病者は赤（最優先治療群）・黄（待機的治療群）・緑（軽処置

高山市総合防災訓練

web訓練の様子

トリアージ

エリアごとの傷病者一覧と治療優先順位付け
感染防護服の着用

群）・黒（救命困難群）に分けられます。災害時の医療はトリアージだけでなく、
傷病者が必要な治療を受けられるように他の医療施設に搬送する事も大切
です。それは応急救護所でも同じで、トリアージと治療をしているだけでは傷病
者が溢れて救護所が機能しなくなります。当院のスタッフは黄エリアの医療
救護を担当し訓練を行いましたが、黄エリアの中でも傷病者の治療優先順位を
決めて誰から搬送するのかを決めました。
　災害はいつ起こるか解らないので備えが大切です。どんな事態であっても
災害は待ってはくれません。今回の訓練は初めてwebを活用して行われました
が、参加者にとって貴重な体験となったのではないかと思います。今後も継続
して訓練に参加し、多くのスタッフが災害医療の知識を身につけていく事が
必要と思います。

に参加しました。 救命困難群

最優先治療群

待機的治療群

軽処置群
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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。

1/13（水）　2/10（水）　3/10（水）

『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）

9時30分～13時40分
糖尿病教室のご案内

病院からのお知らせ

　例年ボランティア委員会では秋に患者様およびご家族様、病院スタッフの心の癒しのため
に「やすらぎコンサート」を開催してきました。しかし、今年は新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、コンサート開催を見合わせることになりました。そこで、病院スタッフ総勢約400名に
折紙を配布し、花や葉っぱ、くま、うさぎ、ちょうちょなどを折ってもらいました。集めた折り紙を
ボランティア委員会でガーランド、リースなどに仕上げて、各階デイルーム、正面玄関、リハ
ビリ室、腎センターに10月20日～11月17日の間展示しました。

折り紙アート

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　【飛騨地区コロナ対策医療支援基金官民共
同プロジェクト】代表のNPO法人まちづくり
スポット様より支援金を贈呈していただきま
した。

医療支援
をしていただきました

発熱のある患者様へのお願い

10月8日（木）
　飛騨信用組合様よりマスクを贈呈していた
だきました。

10月20日（火）

①まずはかかりつけ医にご相談をお願いします。
②当院がかかりつけの患者様は、
　あらかじめ電話でのご連絡をお願いします。

皆様よりの、ご支援・お心遣いに深く感謝申し上げます。
今後も職員一丸となり、より良い医療が提供が出来るよう努めてまいります。

※当院は感染予防のため、発熱のある患者様と
そうでない患者様とを分けて診察しています。
　ご理解、ご協力をお願いします。
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田中 耕平（再診） 大出 幸史 山田 陽太郎 田口 勝啓 大出 幸史
山田 陽太郎（初診・予約診） 田口 勝啓 大出 幸史 山田 陽太郎 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 水谷 弘司 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
14：00～17：00

中村 光一 中村 光一 中村 光一 中村 光一 中村 光一
大池　東 大池　東 大池　東 大池　東 大池　東

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

̶

̶̶

（久美愛厚生病院　広報委員）
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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.

内　容
会長年頭挨拶
ISO9001について【第3回】
高山市総合防災訓練に参加しました
折り紙アート・医療支援をしていただきました
発熱のある患者様へのお願い
病院からのお知らせ


