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編集後記
新年度を迎えまして、温かく過ごしやすい気温になってきました。しかしながら未だ新型コロナウイルス感染症に悩まされる日々が続いています。
そんな中、今季号で紹介しましたシトラスリボンのように、地域の皆様から多くの声援を頂いており大変励みになっています。
皆様も体調には気をつけて日々をお過ごしください。

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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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
病院長　新年度ご挨拶
ISO9001について【第4回】
320列CT導入
ご支援をいただきました・シトラスリボン・メッセージカードをいただきました
新しく赴任された医師の紹介・退職者
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
いきます。今回が最終回になります。

　ISO9001では、病院としての目的を「医療サービス方針」として明確にすることが求めら
れています。この医療サービス方針は、当院のホームページにも掲げられています。当院
は、この方針に従って、ISO9001を運用し、PDCAサイクルを繰り返す事で、継続的改善を
図り、患者満足度の向上に努めています。

　久美愛厚生病院は、地域に密着した病院として、良質で安全な医療を提供します。地域住民に
安心して受診して頂けるように、信頼される病院を目指します。そして点（医療機関）から線（医療
機関連携）そして面（地域全体）へと視点を広げ、地域における我々の役割をしっかりと担ってい
きたいと考えております。これらの目的を達成するために、次項に具体的な目標を掲げ、今後の
活動を推進します。
①医療制度改革において示される地域医療構想に適切に対応し、診療体制と診療機能の整備
充実を図り、地域包括ケアシステムへ積極的に参画します。

②医師をはじめ人的医療資源の不足が顕著な職種に対しては、他職種が介入し補助できる部
分で協働していくことが大切です。また多職種協働による力を発揮して、患者さんにより良い
医療を提供すると同時に、スタッフにとって働きやすい環境をつくります。

③良質で安全な医療を提供するためには、医療過誤を防止する取り組みを、絶え間なく継続す
ることが重要です。医療行為の適切性を継続的に検証するとともに、患者さんとのコミュニ
ケーション、インフォームドコンセントをより確実にする取り組みを継続します。

④患者さんや地域住民（顧客）のニーズを明らかにし、病院運営に取り入れていくことが大切で
す。顧客ニーズを収集する取り組みを継続すると同時に、収集された情報をより深く読み解
き、医療サービス目標や職員の教育・研修など、具体的な活動に活用します。

改訂：平成31年3月8日

　ISO9001を通じてこれからも地域の病院や診療所、介護・福祉施設、
そしてご家族とともに協力・協働して、患者さんを支える医療を進めてい
きたいと存じます。

短期集中連載
ISO9001について（全4回）

第4回

医療サービス方針
　新しい年度を迎えます。新入生を迎える小学校、新しい仲間を迎える職場
も活気が出てきています。道端の草木も新緑の葉が芽吹き、青・紫・白・黄
色とそれぞれの花を咲かせています。昨年度から未知のウィルスCOVID-19
による新型コロナウィルス感染症の流行・蔓延が起こっています。このウィ
ルスは2つの方法で私達の命・生活・人生に攻撃をしてきました。
　1つは私達の体に感染し、肺を攻撃し、血管を攻撃して呼吸困難などの症
状を起こし、重症化すると命にかかわります。また、軽症の方々で感染症を
乗り越えても、味覚障害・脱毛などが続き、つらい思いをされています。　
もうひとつは、人と人の繋がりに対する攻撃です。私達は、家族や友人・仲
間と、楽しみ・喜び・悲しみを分かち合って人生を歩んできました。その日
常の基盤への攻撃です。「ソーシャルディスタンス」「三密」が日常の言葉
になりました。人と会わないように、人を避けるような生活習慣を余儀なく
されています。
　久美愛厚生病院では、新型コロナウィルス感染症の診療を行いつつ、生活
習慣病・がん治療などの日常診療を継続するように対応してまいりました。
「面会禁止」、病院入口での検温・手指消毒など、感染対応を行っていま
す。市民の皆様、患者様にはご不便をおかけしております。ワクチンの効果
などで新型コロナウィルス感染症が制御可能となるまで、継続していかなけ
ればならないと思います。
　小学生のみなさんから温かいお手紙をいただいたり、ビニールハウスの素
材でお手製の防護衣を作っていただいたりと、ご支援をいただきありがとう
ございます。
　新型コロナウィルス感染症の最新の知見を取り入れ、診療を頑張っていき
ます。市民の方々もマスク着用など、感染対策をお願いします。コロナに
負けない飛騨をみなさんと作っていきましょう。

久美愛厚生病院
病院長

堀　明洋

病院長 新年度ご挨拶

医療サービス方針
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　当院では今年2月より新世代320列
CTを導入いたしました。
　320列CT装置は検出器が広範囲を
一度に撮影できます。

　心臓や頭などの臓器を短時間で撮影でき、ブレの少ない高精度な画像が得られます。
また、息止め時間が短い、被ばくが少ないなど患者さんにやさしい仕様となっています。

※当院では従来の64列CTとあわせCT２台体制となり、CT検査の待ち時間が大幅に改善されました。

320列CT　Aquilion　ONE
（キャノンメディカルシステムズ社製）

飛騨地域

1回転で最大16㎝の範囲を撮影可能

320列CT導入初!

ワイド・ボアの採用によって検査における圧迫感の減少
や患者さんへのアクセス性を向上します。

780mmたった一回転で

心臓が診える 全脳が診える

心 臓 頭部血管 肺血管

　皆様よりのご支援が力となり、日々頑張れています。感謝の気持ちを込めて、病院長より感謝状
をお渡ししました。
　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。

ご支援を
　　いただきました
　1月14日(木)【医療従事者支援の贈呈式】が行なわれました。
JAひだ様より『飛騨の旨豚カリー』をいただきました。

早速つけ
てお

りま
す
★

をいただき有難うございます。
シトラスリボン・メッセージカード

新宮小学校の
児童より

あかりんぐ様
より

シトラスリボンプロジェクト
コロナ禍で生まれた差別、偏見を耳にした愛媛の有志がつくったプロジェクトです。愛媛特産の柑橘にちなみ、
シトラス色のリボンや専用ロゴを身につけて、「ただいま」「おかえり」の気持ちを表す活動を広めています。
リボンやロゴで表現する３つの輪は、地域と家庭と職場（もしくは学校）です。

ポケットに

つけています☆

院内Aブロック
前に提示

しています!

JAひだ女性部様山びこの会様より
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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。

4/14（水）　5/12（水）　6/9（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

病院からのお知らせ

●呼吸器内科● 櫻井　 孟
 2019年4月より2年間大変お世話になりました。特に2020年は新型コロナウイルス感染症の蔓延により飛
騨地域の皆様も苦労をされたかと思います。自分が飛騨地域の皆様へ十分な事ができたかはわかりません
が、久美愛厚生病院での経験を活かし今後も励んで行きたいと思います。
　短い間でしたがありがとうございました。

＊＊＊＊＊＊  退職者  ＊＊＊＊＊＊　大変お世話になりました

（3/31付）

●整形外科● 山田 陽太郎
　久美愛厚生病院で整形外科医として1年間勤務させていただきました。以前勤務していた3次救急病院と
は雰囲気が全く異なり、一部では開業医診療もしており、地元の患者様との関わりが強い印象でした。近隣に
大規模な専門施設が無く、人手や設備も限られており、自分の整形外科医としての未熟さを痛感しました。医
師になって5年目の私ですが、手術や診療など自主的にやらせていただき、とても楽しい1年間でした。自分
にとっては全く無縁の飛騨高山地方での勤務でしたが、病院の関係者、患者さまを含む多くの人々に支えら
れました。高山を去った後も常に志を高く持ち、外傷診療のエキスパートを目指して日々精進していきます。

（3/31付）

●研修医● 松原　眞人
　2019年4月から2年間、研修医として沢山の人に支えていただきました。また飛騨の方々の優しい人柄に
も助けられ、日々学びを深めることが出来ました。
　昨年度は飛騨地域の診療所や保健所、健診業務など外部の医療機関に伺う機会もありました。外に出るこ
とで、飛騨の地域医療を深く感じる事が出来ました。
　今年の4月から岐阜市の病院で耳鼻咽喉科医として勤務します。久美愛厚生病院で学んだ2年間の経験を
活かして新たな場所でも日々の学びを大事にして過ごそうと思います。ありがとうございました。

（3/31付）

●消化器内科● 石田　哲也
　このたび、3月をもって久美愛厚生病院を退職する事になりました。2年間の勤務でしたが、大変充実して
おり日々学ぶことも多く、まさに光陰矢の如しでした。久美愛厚生病院で学んだ事を糧に新しい病院でも
精進する覚悟です。
　皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。大変お世話になりました。

（3/31付）

●外科●

　今回は名古屋からの異動でありま
すが、この岐阜県は大学時代を過ご
し、お世話になった土地であります
ので、恩返しできるよう、地域の方々に
寄り添った医療を実践していきたいと
考えております。宜しくお願いします。

加藤  真司 かとう　しんじ

●外科●

　高山で初期研修させていただき、
再び高山の地で外科診療に当たらせ
ていただくことになりました。
　地域の医療に貢献できるよう頑張
りますので、よろしくお願い申し上げ
ます。

前田　孝 まえだ　たかし
●呼吸器内科●

　大学を卒業して６年ぶりに岐阜へ
帰ってきました。昔から高山には縁が
あり思い出深い地でもあります。
 地域の皆様に寄り添った医療を行っ
ていきたいと考えています。

佐藤  圭樹 さとう　よしき

●整形外科●

　近年医療の進歩に伴い健康寿命と
いう言葉が生まれております。その健
康寿命を最善の医療を提供し維持
していくのが我々整形外科のつとめ
であり、皆様に予防・治療を提供でき
るように努力していきます。

渡邉  雅之 わたなべ　まさゆき

●脳神経外科●

　この度、久美愛厚生病院で勤務する
ことになりました脳神経外科の髙柳海
と申します。
　高山の医療に貢献できるように頑
張ります。

髙柳　海 たかやなぎ　かい
●外科●

　地域の皆様のお力になるように
精進いたします。
　よろしくお願いします。

坂野  福奈 ばんの　ひろな

新しく赴任された　医師を紹介します

糖尿病教室のご案内

毎週木曜日　13時～15時
久美愛厚生病院 2階　健診センター横 指導室
無 料
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

開催日
会　場
会　費
対　象

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



〒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
新年度を迎えまして、温かく過ごしやすい気温になってきました。しかしながら未だ新型コロナウイルス感染症に悩まされる日々が続いています。
そんな中、今季号で紹介しましたシトラスリボンのように、地域の皆様から多くの声援を頂いており大変励みになっています。
皆様も体調には気をつけて日々をお過ごしください。

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

2021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

（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） ̶

̶
̶ ̶

前田　孝 小林　聡 堀　明洋 小林　聡 関村　敦

代務医師 代務医師 代務医師 代務医師

̶ 代務医師 山内 悠司
加藤 真司

坂野 福奈 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 渡邉 雅之 田口 勝啓 大出 幸史
渡邉 雅之（初診・予約診） 田口 勝啓 大出 幸史 渡邉 雅之 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

山田 勝己山田 勝己

村田 欣洋
佐藤 圭樹 横山 敏之 横山 敏之 佐藤 圭樹̶
竹田　尭 加藤悠季子 竹田　尭横畑 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

三浦 夏紀 三浦 夏紀 三浦 夏紀 三浦 夏紀 三浦 夏紀
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

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
髙栁　 海 国本 圭市 髙栁　 海 国本 圭市 髙栁　 海診察室63

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

●

●

●

●
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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
病院長　新年度ご挨拶
ISO9001について【第4回】
320列CT導入
ご支援をいただきました・シトラスリボン・メッセージカードをいただきました
新しく赴任された医師の紹介・退職者
病院からのお知らせ


