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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
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コロナ禍によって「オンラインで打ち合わせ」を行うことは、もはや一般的なようです。私自身も最近は、オンラインによる会議や勉強会も普通に経験するように
なりました。慣れないうちは、声が聞きづらい、画像が見えにくいなどの不都合なこともありましたが、だんだんその快適さや便利さを実感しています。 
ただ、直接会って話すことで伝わるニュアンスもあるように感じることもあり、やっぱり・・・などと考えることもあります。

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） ̶ ̶ ̶ 笑顔と温かい心で、支えます
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血管造影装置が新しくなりました! 
ヤング・リーダーズ・プログラムの皆様をお迎えしました
『飛騨高山ブラックブルズ岐阜』を応援しています
マイナンバーカード顔認証付きカードリーダーの導入について
病院からのお知らせ
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あなたの健康生活をやさしく応援する情報紙
This information paper to cheer gently your health life.

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　午後
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の皆様をお迎えしました
　7月4日～7月6日の3日間、名古屋大学大学院医学系研究科 Young Leader’s Program（ＹＬＰ）の学生の

皆様が、地域医療について学ぶため来院されました。

　今期の学生9名は、『マレーシア・タイ・ラオス・ミャンマー・カンボジア・モンゴル・ウズベキスタン・アフガニス
タン』からの留学生です。
　研修内容は、当院内での講義及び、健診施設・検診車の見学、朝日

診療所・白川村の住民健診を見学されました。学生の皆さんは大変

熱心な様子で講義を受け、見学中にはたくさんの質問がありまし

た。中でも当院の研修医・研修中の医学生とも英語での会話が弾ん

でいました。

　また、研修の合間には、白川郷散策と浴衣に着替えて高山市内を散策するなど、観光も楽しんでいただけ

ました。 

　今回の飛騨地域での研修は、日本の地域医療現場を実際に学ぶ貴重な経験であり、この経験が、今後の

アジア諸国での医療の発展に繋がることを期待しております。 

　当院ではこのたび、最新『血管造影装置』を導入いた

しました。 

これまでの装置に比べて、患者さんが受ける放射線量

が大変少なくなり、さらに画質が鮮明なため、小さな

病変も発見しやすくなりました！！ 

Young Leaders Program ヤング・リーダーズ・プログラム

アジア諸国等の指導者として活躍が期待される行政官、経済人等の若手
指導者を、我が国の大学院等に招へいし、1年程度の短期間で学位を
授与する新たな留学プログラムです。

YLP
とは？！

お久しぶり～

血管造影装置が
新しくなりました！

　室内は淡い色調のため、穏やかな気持ちで

検査・治療を受けることができます。 

　血管造影装置は、血管内にカテーテルを入れ、

造影剤を使用して撮影する装置です。 

　心疾患の検査や、冠動脈ステント留置術など

の、狭心症等の血管内治療、脳動脈の検査や脳動

脈瘤の治療、肝腫瘍の治療などに使われます。 

　最新の設備と患者さんが安心できるストレス

の少ない環境を整えて、岐阜ハートセンターや

名古屋大学・岐阜大学関連病院の医師の協力を

得ながら、最高の技術で検査治療を行っておりま

すので、どうぞよろしくお願いします。

PCI被ばく線量　比較
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病院からのお知らせ

『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
ご意見をお伺いし、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）

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

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。

10/12（水）　11/9（水）　12/14（水）
9時30分～13時40分糖尿病教室のご案内

　皆さんこんにちは！飛騨高山ブラックブルズ岐阜です！ 

　私たちブラックブルズは、2013年から日本ハンドボールリーグに頑張って参戦している創部10年目のクラ

ブチームです。ハンドボールは1965年の岐阜団体を契機に高山市に根付き、2012年の岐阜国体強化チームの

ＨＣ高山がもととなってブラックブルズが設立されました。ハンドボールを通じて活性化を目指し、本拠地で

ある飛騨高山地区を中心に、岐阜県の支援の元、日々活動しています。 

　私たちは特定の運営企業を持たず、県・市からの補助金と地域の皆さんからの賛助金を主として活動して

います。選手は、高山市内の各企業や市役所の職員として仕事をし、就業後に平日は18：00頃から21：00まで、

土日は３時間の練習を行っています。仕事が終わる時間も職場によって異なるので、練習開始時間に全員が

揃うことがまずありません。また、限られた時間の中、常に個人・チームの成長を考え、選手一人一人が目的を

もって練習に取り組んでいます。 

　７月上旬の開幕戦に始まり翌年３月までのレギュラーシーズンを、女子は11チーム２回戦総当たりのリー

ダー戦で順位を争います。まだまだリーグ戦は続きますが、応援してくれている人達がいること、ハンドボール

が出来ることが当たり前ではないことを忘れずに、チーム一丸となって戦っていきます。

　これからも、飛騨高山ブラックブルズ岐阜の応援をよろしくお願いします。  

『飛騨高山ブラックブルズ岐阜』を応援しています

ポジション：ピボット（PV/ポスト） 縁の下の力持ちで知られています。 
ポストは、オフェンス相手のディフェンスの間に立ち、味方との連携攻撃でディフェンスをブロックし、シュートをすること
で相手が警告を受けやすくなり、自分自身も味方プレイヤーにとっても得点のチャンスが増えるポジションです。

　久美愛厚生病院 医事課勤務 吉野笑梨です。（コートネーム：ラフ） 
　私は福島県出身ですが、飛騨高山にご縁があり久美愛厚生病院に
勤務しながら『飛騨高山ブラックブルズ岐阜』に所属しています。
　日々の練習や、遠征時には休暇をいただき職場のみなさんにご迷惑
をお掛けすることが多々ありますが、みなさん快く受け入れてくれます。 
　こうした職場環境に恵まれていること、地域のみなさまからの応援
に心から感謝し、力強いプレーを続けたいと思います！
　これからも応援よろしくお願いします！ 

よしのえみり

マイナンバーカード顔認証付き
カードリーダーの導入について

　当院では令和4年3月1日より、初診受付・夜間受付にてマイナンバーカード顔認証付きカード
リーダーを導入しました。この機会にマイナンバーカードを読み込ませることで、『健康保険証』や
『限度額適用認定証』の確認ができるようになりました。 
　ただし、公費医療券「特定医療費（指定難病）受給者証、子ども医療証、ひとり親家庭等医療
証、障害者医療証等」をお持ちの方は、窓口での確認が別途必要です。 
　また、マイナンバーカードによる『健康保険証』や『限度額適用認定
証』の確認に利用される場合は、事前の申し込みが必要となります。
申し込みは、パソコン、スマートフォンなどでできます。 
　マイナンバーカードの利用方法等詳細については、厚生労働省の
ホームページなどを御覧ください。
　わからないことがありましたら、お気軽にお問合わせください。 

初
診
受
付
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　私たちは特定の運営企業を持たず、県・市からの補助金と地域の皆さんからの賛助金を主として活動して

います。選手は、高山市内の各企業や市役所の職員として仕事をし、就業後に平日は18：00頃から21：00まで、

土日は３時間の練習を行っています。仕事が終わる時間も職場によって異なるので、練習開始時間に全員が

揃うことがまずありません。また、限られた時間の中、常に個人・チームの成長を考え、選手一人一人が目的を

もって練習に取り組んでいます。 

　７月上旬の開幕戦に始まり翌年３月までのレギュラーシーズンを、女子は11チーム２回戦総当たりのリー

ダー戦で順位を争います。まだまだリーグ戦は続きますが、応援してくれている人達がいること、ハンドボール

が出来ることが当たり前ではないことを忘れずに、チーム一丸となって戦っていきます。

　これからも、飛騨高山ブラックブルズ岐阜の応援をよろしくお願いします。  

『飛騨高山ブラックブルズ岐阜』を応援しています

ポジション：ピボット（PV/ポスト） 縁の下の力持ちで知られています。 
ポストは、オフェンス相手のディフェンスの間に立ち、味方との連携攻撃でディフェンスをブロックし、シュートをすること
で相手が警告を受けやすくなり、自分自身も味方プレイヤーにとっても得点のチャンスが増えるポジションです。

　久美愛厚生病院 医事課勤務 吉野笑梨です。（コートネーム：ラフ） 
　私は福島県出身ですが、飛騨高山にご縁があり久美愛厚生病院に
勤務しながら『飛騨高山ブラックブルズ岐阜』に所属しています。
　日々の練習や、遠征時には休暇をいただき職場のみなさんにご迷惑
をお掛けすることが多々ありますが、みなさん快く受け入れてくれます。 
　こうした職場環境に恵まれていること、地域のみなさまからの応援
に心から感謝し、力強いプレーを続けたいと思います！
　これからも応援よろしくお願いします！ 

よしのえみり

マイナンバーカード顔認証付き
カードリーダーの導入について

　当院では令和4年3月1日より、初診受付・夜間受付にてマイナンバーカード顔認証付きカード
リーダーを導入しました。この機会にマイナンバーカードを読み込ませることで、『健康保険証』や
『限度額適用認定証』の確認ができるようになりました。 
　ただし、公費医療券「特定医療費（指定難病）受給者証、子ども医療証、ひとり親家庭等医療
証、障害者医療証等」をお持ちの方は、窓口での確認が別途必要です。 
　また、マイナンバーカードによる『健康保険証』や『限度額適用認定
証』の確認に利用される場合は、事前の申し込みが必要となります。
申し込みは、パソコン、スマートフォンなどでできます。 
　マイナンバーカードの利用方法等詳細については、厚生労働省の
ホームページなどを御覧ください。
　わからないことがありましたら、お気軽にお問合わせください。 

初
診
受
付



〒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
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制

予
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制

予
約
制

予
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2022年10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 ̶
内分泌内科（診察室43）
血 液 内 科（診察室43）

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） ̶

垣内 大蔵 ̶ ̶
̶ ̶

垣内 大蔵 ̶

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

̶ 三品 拓也 日比野 佑弥加藤 真司 高木 健裕

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 上田哲太郎 田口 勝啓 小牧健太郎
上田哲太郎（初診・予約診） 小牧健太郎 田口 勝啓 上田哲太郎 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 圭樹̶
喜田 裕一 喜田 裕一 喜田 裕一横畑 幸司

安藤 寿博 安藤 寿博

木村 優希 木村 優希 木村 優希 木村 優希 木村 優希
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）
̶ 加藤 俊夫 ̶ ̶̶呼吸器内科（診察室33）

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）

国本 圭市 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）
内 　 　 科（診察室33）

横畑 幸司
̶

（久美愛厚生病院　広報委員）

久美愛厚生病院

●

●

●

●

●
コロナ禍によって「オンラインで打ち合わせ」を行うことは、もはや一般的なようです。私自身も最近は、オンラインによる会議や勉強会も普通に経験するように
なりました。慣れないうちは、声が聞きづらい、画像が見えにくいなどの不都合なこともありましたが、だんだんその快適さや便利さを実感しています。 
ただ、直接会って話すことで伝わるニュアンスもあるように感じることもあり、やっぱり・・・などと考えることもあります。

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） ̶ ̶ ̶ 笑顔と温かい心で、支えます

内　容

●

●

●

●

●

血管造影装置が新しくなりました! 
ヤング・リーダーズ・プログラムの皆様をお迎えしました
『飛騨高山ブラックブルズ岐阜』を応援しています
マイナンバーカード顔認証付きカードリーダーの導入について
病院からのお知らせ
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あなたの健康生活をやさしく応援する情報紙
This information paper to cheer gently your health life.

 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　午後


