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編集後記

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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（久美愛厚生病院　広報委員）
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●今回号の表紙の写真は、幾つかの候補の内から委員皆が迷わず日の出の写真を選びました。今年こそは明るい日が照らすような年に
なって欲しいとの思いの表れだと感じました。皆様にとって2022年がよい年になることお祈りいたします。

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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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
短期集中連載 ISO9001について（延長編）
災害医療訓練を行いました
世界糖尿病デー・医療支援をしていただきました
退職者のお知らせ
病院からのお知らせ
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̶　1　̶ ̶　2　̶

　ISO9001の特徴について、当院の仕組みを通じて紹介する延長編です。

　当院の大きなチェックの仕組みに内部監査があります。これは職員が院内の仕組み
や互いの業務内容に問題がないかをチェックし、問題があれば改善につなげる活動
です。
　問題がなくても改善点を提案することもあります。逆に他の部門で参考になるよう
な良かった点について、報告することもあります。内部監査は原則年２回実施されます
（6月と12月）。
　内部監査の実施は、ISO9001の特徴の一つと言っていいかと思います。しかしなが
ら、一言で「内部監査」と言いましても、その進め方にはいろいろあります。

　当院では、内部監査を業務改善のツールの一つとして、また職員のレベルアップの
ツールとして活用するために②のように比較的多くの内部監査員を任命して実施して
います。内部監査員研修を受講し試験に合格した内部監査員が現在43名任命されて
います。

内部監査員には、内部監査を行う能力と資質を持った人を任命することをISO9001
は要求しています。内部監査を有効に実施するためにはISO9001に書かれている
規格の要求事項を理解し、内部監査の実際の進め方について理解している必要が
あります。この知識と力量を得るための研修が内部監査員研修です。

短期集中連載
ISO9001について（延長編）

内部監査

またまた出番じ
ゃ

〈延長編〉第3回

　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に対応している病院並びに職員に対しまして、多く
の心温まるご声援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、国は質の高い医療提供体制の構築に向け、地域医療構想の実現、働き方改
革、医師の偏在対策を「三位一体」で総合的に進める必要があることを示しました。
岐阜県においても、地域医療構想に基づき、医療資源の集約化や病院の機能分化
など、医療提供体制の適正化を進めています。
　国・県の示す方向性を踏まえ、本会は、公的医療機関として地域の行政機関・
医師会等と協力し地域に必要とされる医療を継続的かつ安定的に提供できる体制
の確保に取り組んでいます。
　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を行い、揖斐郡大
野町内において新病院（名称：西濃厚生病院、病床数：400床）の建築工事に着手
し、令和５年１０月の開院に向けて事業を進めています。
　東濃医療圏では、東濃厚生病院と土岐市立総合病院を一病院化し、令和７年
４月の新病院開設を目指し、基本構想・基本計画の策定を進めています。
　飛騨医療圏では、介護療養型医療施設に関する経過措置の期限が令和６年３月
末とされていることから、高山厚生病院の今後の方向性について行政機関と検討を
進めています。
　新型コロナウイルス感染症が約２年に渡り拡大と縮小を繰り返す状況のなか、
人々の生活様式や価値観に大きな変化をもたらしました。その影響は、本会病院の
運営にも大きく波及しています。本会は、今後も感染防止対策を徹底し、従来から
行ってきた地域の医療提供体制の維持・充実を図ると共に、感染性医療に対して
柔軟に対応できる体制を確保いたします。また、３回目のワクチン接種に対して万全
の体制を構築していきます。
　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

1人または少数の監査員リー
ダーを任命して、少人数でチー
ムを作り複数の部門を監査す
る方法

❶ 多数の内部監査員を任命して
部門相互に監査する方法

❷ 関係する外部の人員に内部監
査を依頼して監査する方法

❸

内部監査員研修とは
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　世界の糖尿病人口は4億6300万人といわれています。11月14日は世界糖尿病デー
とされており、糖尿病の予防、治療、療養に関する啓発活動を推進することを目的とし
て、世界各地でイベントが開催されています。当院でも「糖尿病・CKD委員会」が中心と
なり今年度は「糖尿病と感染症」というテーマでポスター
の掲示を行い、多くの方に関心を持っていただきました。
　糖尿病を早期に発見し治療を開始することで、糖尿病
の合併症を防ぐことができ、多くの健康被害を予防する
ことができます。私たちは糖尿病の予防や治療の継続を
支援することを目標に活動しています。お困りの際は、
いつでもご相談ください。

　11月27日(土）第９回災害医療訓練を行いました。 
　昨年はCOVID-19感染対策のため訓練を中止しましたが、「コロナ禍でも災害は起こる」
との考えから、今年度は発熱者専用のエリアを設けて対応する訓練を行いました。 
　患者役の看護学生と職員237名が参加し、「高山市国府断層帯でマグニチュード6.9の内
陸地震発生」の想定で、37名の傷病者を受け入れました。

　実際に訓練してみると、いくつかの課題も明らか
になりました。この課題を早期にクリアして、災害拠
点病院として、地域の皆さんが安心できる準備をし
ていきたいと思います。

　多数傷病者の受け入れの場合、多くの命を救うため
に治療の優先度を「トリアージ」分類して対応します
が、今回はまず初めに、発熱や呼吸症状の確認と酸素
濃度を測定し、感染症疑いの方を他の受診者と交わら
ないように対応しました。

病院からのお知らせ

●脳神経外科●

高柳　海

　このたび、10月をもって久美愛
厚生病院を退職することになりま
した。約半年間の短い勤務でした
が、紹介頂く患者様も多く、大変勉
強になりました。久美愛厚生病院
での経験を活かし今後も励んでい
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。

たかやなぎ　かい

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。

1/12（水）　2/9（水）　3/9（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
糖尿病教室のご案内

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

退職者 大変お世話になりました10月27日（水）

飛騨信用組合様より
医療支援をして
　　　　いただきました

災害医療訓練を行いました
世界糖尿病デー

お心遣いに深く感謝申し上げます。
大切に活用させていただきます。
有難う御座いました。

world diabetes day 14 November

10/31付

▼

災害時に、電子カルテが使えない場合
　紙の伝票を使用して検査を行います。

発熱エリアでの診療 ▼

通路でも治療できるように　
酸素等の取り出し口が　
設置されています。 ▼

▼

病院のDMAT隊 

▼

トリアージ
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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

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

2022年1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）

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 ̶加藤 真司 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

小牧健太郎（再診） 田口 勝啓 渡邉 雅之 田口 勝啓 小牧健太郎
渡邉 雅之（初診・予約診） 小牧健太郎 田口 勝啓 渡邉 雅之 小牧健太郎

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

̶ ̶̶

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

大岩 寛人 大岩 寛人 大岩 寛人 大岩 寛人 大岩 寛人
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）

田中 耕平
（初診・予約診)(不定期） ̶ 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
橋田 美紀 国本 圭市 橋田 美紀 国本 圭市 橋田 美紀診察室61

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

●

●

●

●

●今回号の表紙の写真は、幾つかの候補の内から委員皆が迷わず日の出の写真を選びました。今年こそは明るい日が照らすような年に
なって欲しいとの思いの表れだと感じました。皆様にとって2022年がよい年になることお祈りいたします。

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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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
短期集中連載 ISO9001について（延長編）
災害医療訓練を行いました
世界糖尿病デー・医療支援をしていただきました
退職者のお知らせ
病院からのお知らせ
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