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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。

月 火 水 木 金
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制
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制
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制
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約
制

2022年4月１日現在

（午後）代務医師 （午前）代務医師

（第1・2・5週）横山有見子
（第3・4週）後藤 孝幸

（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）

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 西塔 誠幸加藤 真司 高木 健裕

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　午後

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

15：30～16：00
予約診

16：00～17：00

予防接種
15：00～15：30

予約診
15：30～17：00

予約診
15：00～17：00

予防接種
15：00～15：30

予約診
15：30～17：00

̶ ̶̶

横山有見子 後藤 孝幸 村田 欣洋

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 喜田 裕一 竹田　 尭横畑 幸司

安藤 寿博 安藤 寿博

浅井良太郎 浅井良太郎 浅井良太郎 浅井良太郎 浅井良太郎
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）

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
牧　稔人 国本 圭市 牧　稔人 国本 圭市 牧　稔人診察室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
̶ ̶ 喜田 裕一消化器内科（診察室43）

内　　　科（診察室34）

̶
̶
̶

̶ ̶ ̶ ̶垣内 大蔵

（久美愛厚生病院　広報委員）

久美愛厚生病院

●

●

●

●

●　新年度に入り、新生活を始められる方が多い季節となりました。広報委員会も新たなメンバーを迎えてのスタートとなります。地域の
皆様に楽しんでいける広報誌をお届け出来るよう努めてまいります。

ＪＡ岐阜厚生連　飛騨医療センター 久美愛厚生病院

（11：00～）
（第2休診）

（午後）代務医師 （午前）代務医師腎 臓内科（診察室44） ̶ ̶ ̶
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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　就任挨拶
短期集中連載 ISO9001について（最終回）
2人で行う安全と安心の看護の提供PNS看護方式って？？
新しく赴任された医師・退職者のお知らせ



̶　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。

PMRとは、院内の様々な業務の手順や職員間のルールを定めた文書です。 
　次のような文書のそれぞれの頭文字をとって当院では「PMR」と呼んでいます。

　当院の医療サービス方針には、「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。」とあります。
この方針を達成するためには同じ業務をこなすにしても、時間的に余裕ができ、より安全で確実な手順
やシステムを構築する必要があります。また業務を安全に行なうためには、業務の統一化・標準化・共通
の理解を図るために作られた文書が「PMR」です。　　　　　　　　　　　
　これらの文書は決められた手続き
で管理されています。すなわち業務
に変更があった場合は、変更前の
文書と変更後の文書とが病院内で
混在することがないように確実に
整理する必要があります。また、業務
手順が変更になり文書が変更され
る必要があるにも関わらず、放置
されるのを防ぐために、管理してい
るPMRに変更がないかを定期的に
チェックしています。院内のパソコン
から確認出来る様になっています。
　これまで、ＩＳＯについて連載をし
てまいりました。今後も地域の皆様
に安心して受診いただける様にこの
取り組みを継続していきます。

短期集中連載
ISO9001について（延長編）

PMR（ピー・エム・アール）

最終回じゃと？!

いつか、また会おう!

〈延長編〉最終回

　このたび2022年4月1日付けを持ちまして病院長に就任いたしました
山本昌幸と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　久美愛厚生病院は1939年10月に高山市大新町に誕生、2012年5月に
現在の中切町に新築移転し早10年が経とうとしています。この間、地域
の人たちから信頼される病院、社会に貢献できる病院を目指し職員一丸
となって頑張ってまいりました。
　飛騨地域はその広大な面積に比べ医療機関が少ないため、1つの医療
機関が医療から在宅・介護まで切れ目のないサービスを提供する必要が
あります。そのため当院が担う役割は2次救急病院としての急性期医療、
かかりつけ医としての慢性疾患管理、在宅医療との架け橋として地域包括
ケア病床・訪問看護ステーション事業、地域の特別な役割として緩和ケア
病床・感染症病床・健診事業、さらに地域災害拠点病院・岐阜DMAT
指定病院としての役割など多岐にわたります。またコロナ禍においては
31床の新型コロナウイルス感染症病床を編成し対応しております。
　医療を取り巻く情勢は混沌としておりますが、今後も当院の理念にも
掲げる「地域の方々と協働して飛騨地域の健康を守る」ため尽力したい
と考えております。
　今後ともどうぞ変わらぬご支援のほど宜しくお願いいたします。

久美愛厚生病院
病院長

山本 昌幸

病院長 就任挨拶

P（プロセス） ………… 一連の業務の流れをまとめたもの。
M（マニュアル） ……… 各々の業務の手順を定めたもの。
R（ルール）…………… 職員間のルールを定めたもの。

PMR例

■情報誌「お元気ですか」第121号　20220325　chhi



̶　3　̶ ̶　4　̶

　臨床研修医として2年間大変お世話になり、
ありがとうございました。一番印象に残ってい
るのは、やはり救急外来です。実際に診療する
事で、教科書を読むことの何倍以上にも勉強に
なりました。2年間で培った経験を活かして、こ
れからも精進して参りたいと思います。皆様の
ご多幸とご健勝を心よりお祈り申し上げます。

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。

4/13（水）　5/11（水）　6/8（水）
9時30分～13時40分

糖尿病教室のご案内

喜田　裕一●消化器内科●
きだ　ゆういち

　名古屋大学より赴任した喜田裕一(きだゆうい
ち)と申します。出身は東京都(西多摩郡日の出町
…)で、秋田大学を卒業しました。東北での経験が
あるので、雪にも強い(はず)です。
　高山は妻の地元であり、縁のある地です。目の
前の患者さんだけでなく、地域のみなさんの健康
を守れるような仕事をしていきたいと思います。
　今後ともよろしくお願いします。

新しく赴任された医師を紹介します
で行う安全と安心の看護の提供 

PNS看護方式って
2人 ？？

　ＰＮＳ（パートナーシップナーシングシステム）とは、2人の看護師がペアとなり、
質の高い看護を提供することを目的とし、日々の看護業務を共有する看護体制で
す。従来の看護は、看護師が1人で行う、「自己完結型」で、看護師の経験によって患
者さんの観察や状況判断などに差が生じることがありました。
　ＰＮＳでは 2人ペアの看護師で複数の患者さんを受け持つのが大きな特徴です。
ペアの看護師は対等な立場でお互いの特性、能力を活かしながら協力して看護業
務を行います。新人看護師は先輩看護師と一緒に患者さんを担当することができ、
知識や技術の向上につながります。また、先輩看護師も後輩看護師を指導する事
で、自分の成長に繋がります。

　看護師同士が、コミュニケー
ションをとり、協力する事で、患者
さんにとっても安心安全なケアを
受ける事ができる、より良い看護
の提供に努めています。

当院はPNSを導入して9年目になりました。 

担当が2人になることで
患者さんの安心感が高まります。

点滴、薬、医師の指示等の
確認を2人で行うため

安全な医療提供に繋がります。 

患者さんの情報をペアで
共有しています。 

●研修医●

長屋 州宣
ながや　くにのぶ

　この度、3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。2年間、地域の方々や病
院スタッフの皆様に支えられて、とても充実した
日々を送ることができました。 
　今後も久美愛厚生病院で学んだ知識と経験
を生かして、医療に携わっていきたいと思いま
す。飛騨高山の地域と病院の益々のご発展をお
祈り申し上げます。ありがとうございました。

●研修医●

月田 玲央
つきだ　れお

　2020年4月より2年間、大変お世話になりました。私が久美
愛厚生病院に赴任した時期はちょうどコロナ感染が蔓延し始
めたタイミングであり、飛騨地域の皆様も苦労されたかと存じ
ます。コロナのため、感染予防でお手数をおかけしたり、面会
もできなかったりと地域の皆様はもちろん、私たちもやるせな
い思いでいっぱいでした。飛騨地域の人々の温かさに支えら
れながら、このような環境で診療を行えたのは私の宝物と感じ
ております。久美愛厚生病院で学んだことを糧に新しい病院で
もより一層精進して参ります。 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

●循環器内科●

水谷 弘司
みずたに　こうじ

　この度、3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。 
　半年間の短い勤務ではありました
が、多くのことを学び、充実した日々
を過ごすことができました。ここで
の経験を活かして今後も励んで参り
たいと思います。
　短い間でしたが、大変お世話にな
りました。 ありがとうございました。

●脳神経外科●

橋田 美紀
はしだ　みき

垣内　大蔵●呼吸器内科●
かいとう　だいぞう

　高校卒業までの18年間を過ごした故郷高山市に
錦を飾り、この久美愛厚生病院に勤務する事になり
ました。専門は呼吸器内科で初期研修終了後は岐
阜大学医学部附属病院にてCOPDや肺癌、緩和医
療などに力を入れてきました。コロナに関してもこ
の2年間、専門病棟に関わって診療を行ってきまし

た。これまでの経験を活かしこれからは地域医療を支えるスタッフの一
員として精進していきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。

西塔　誠幸●外科●
さいとう　まさゆき

　はじめまして。愛知医科大学病院から参りました
西塔誠幸（さいとうまさゆき）と申します。皆様に
信頼していただけますよう、一生懸命頑張ります。
　よろしくお願いいたします。

牧　稔人●脳神経外科●
まき　としひと

　名古屋大学医学部付属病院より赴任しました、脳神
経外科の牧稔人（まきとしひと）と申します。
　飛騨地域の医療に少しでも貢献できるよう、頑張り
たいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

後藤　孝幸●循環器内科●
ごとう　たかゆき

　この度久美愛厚生病院に勤務させていただくこ
ととなりました循環器内科の後藤と申します。
　少しでも地域の方の健康に貢献できるよう頑張
りますのでよろしくお願い致します。

■情報誌「お元気ですか」第120号　20211108　chhi



〒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4月１日現在

（午後）代務医師 （午前）代務医師

（第1・2・5週）横山有見子
（第3・4週）後藤 孝幸

（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）

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 西塔 誠幸加藤 真司 高木 健裕

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　午後

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

15：30～16：00
予約診

16：00～17：00

予防接種
15：00～15：30

予約診
15：30～17：00

予約診
15：00～17：00

予防接種
15：00～15：30

予約診
15：30～17：00

̶ ̶̶

横山有見子 後藤 孝幸 村田 欣洋

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 喜田 裕一 竹田　 尭横畑 幸司

安藤 寿博 安藤 寿博

浅井良太郎 浅井良太郎 浅井良太郎 浅井良太郎 浅井良太郎
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）

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
牧　稔人 国本 圭市 牧　稔人 国本 圭市 牧　稔人診察室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
̶ ̶ 喜田 裕一消化器内科（診察室43）

内　　　科（診察室34）

̶
̶
̶

̶ ̶ ̶ ̶垣内 大蔵

（久美愛厚生病院　広報委員）

久美愛厚生病院

●

●

●

●

●　新年度に入り、新生活を始められる方が多い季節となりました。広報委員会も新たなメンバーを迎えてのスタートとなります。地域の
皆様に楽しんでいける広報誌をお届け出来るよう努めてまいります。

ＪＡ岐阜厚生連　飛騨医療センター 久美愛厚生病院

（11：00～）
（第2休診）

（午後）代務医師 （午前）代務医師腎 臓内科（診察室44） ̶ ̶ ̶

No.121
2022.4

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　就任挨拶
短期集中連載 ISO9001について（最終回）
2人で行う安全と安心の看護の提供PNS看護方式って？？
新しく赴任された医師・退職者のお知らせ


