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久美愛厚生病院

3階南病棟のご紹介

変形性膝関節症の予防とリハビリ

第3回 災害医療訓練を実施しました

楽ラク介護教室のご案内

久美愛厚生病院のFacebook（フェイスブック）ページを開設！

病院からのお知らせ

　【春の陽気】

月 火 水 木 金

〒506-8502 高山市中切町1番地1

（久美愛厚生病院　広報委員）編集後記 　4月になり、高山もようやく暖かくなり、春を感じるようになってきました。4月は始まりの季節です。
健康に気をつけて、心機一転がんばりましょう。

病院からのお知らせは、ホームページ http://dome.ruru.ne.jp/kumiai/ でもご覧頂けます。 検 索久美愛厚生病院
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受付時間  8：30～11：00外来診療担当医一覧表
平成27年4月１日現在

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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変形性膝関節症の予防とリハビリ
　変形性膝関節症とは、膝の軟骨や骨が変性、破壊
することによって起こる疾患で、ほとんどの方が老化
現象に機械的な要因（肥満や外傷、職業による負荷）
が加わって起こります。患者数は2000万人にも及
び、更年期以降の肥満した女性に多いと言われてい
ます。

　３階南病棟は、内科、眼科、産婦人科の混合病棟です。私たち看護師は、『安全
で快適な看護の提供』、『報・連・相（報告・連絡・相談）が実践できる』を目標に、気
配り目配りをして、きめ細やかなケアを心がけています。
　内科は、糖尿病の初回入院や教育入院があり、糖尿病療養指導士といわれる糖
尿病のスペシャリストとともに指導に携わっています。また、誤嚥性肺炎や尿路感
染症の高齢者や認知症の方が多く、患者様に向き合ってケアを行うよう心がけて
います。退院後の生活に不安を感じている患者様やご家族に対しては、受け持ち
看護師を中心に、ケアマネージャーや医療介護センターと連携を図り、不安なく退
院後の生活が送れるよう、退院調整に取り組んでいます。
　眼科は、毎週木曜日に1～5件の白内障の手術があります。患者様にとって入院
当日が手術となるため不安も大きいと思いますが、少しでも安心して手術をスムー
ズに行われるよう、外来との連携を図っています。手術後は、薬剤師と共に点眼指
導もしています。
　平成26年12月より産科が再開となり、月に10～15件の分娩があります。赤ちゃ
んの顔を見ると皆が自然に笑顔になり、幸せな気分になります。スタッフは力を合わ
せ、安全なお産ができるよう取り組んでいます。
　なお、産科エリアを含めた病棟の一定区域を女性専用病棟として運用していま
すので、ご理解の程、よろしくお願い致します。

　また、関節症の各症状がある場合、これ以上の悪化を防止するためには、太らない、膝によくない諸動
作（和式トイレの使用、正座、重い荷物を持つ等）はなるべく避ける、歩行時に痛ければ杖を使用するな
ど、日常の生活動作の注意が必要です。
　末長く健康な身体を維持するためにも、日ごろから運動の習慣をつけることをおすすめします。無理
のない範囲ではじめてみてはいかがでしょうか？

　治療法は薬物療法（内服薬、貼り薬、関節注射）や物理療法（温熱療法、電気治療）、サポーター等の装
具療法などがあり、最も重症の方には手術治療（人工関節置換術）を行うこともあります。しかし予防と
リハビリテーションの観点からは「運動を中心とした自主トレーニング」と「日常生活の中での注意」が大
切です。
　効果的な運動は、下肢を中心とした筋力強化運動、ウォーキングや自転車こぎなどのエクササイズ（痛
みの強い場合は控えてください）、関節可動域運動などで、特に膝の曲げ伸ばしや歩行の安定にもつな
がる筋力強化運動を行っていただくことが重要です。

①膝の痛み……………… 症状の初期では動き始めの痛み、関節の内側の痛みが主となる
②関節水腫 …………… 水が溜まり腫れて熱を持ち、時に痛みを伴うことがある
③可動域の制限………… 膝の曲げ伸ばし、どちらも制限されることが多い
④変形 ………………… Ｏ脚に変形する
⑤動揺・不安定性 ……… 前後や横方向にぐらつく

①座ってひざ伸ばし ②下肢伸展挙上運動 ③スクワット運動

変形性膝関節症の主な症状

治療について

ご家庭でもできる筋力強化運動 ※朝・夕に2回、左右20回ずつを目安に

リハビリテーション科
主任理学療法士
小鳥川 彰浩

3階南病棟のご紹介

̶　2　̶ ̶　3　̶

お元気ですか お元気ですか



変形性膝関節症の予防とリハビリ
　変形性膝関節症とは、膝の軟骨や骨が変性、破壊
することによって起こる疾患で、ほとんどの方が老化
現象に機械的な要因（肥満や外傷、職業による負荷）
が加わって起こります。患者数は2000万人にも及
び、更年期以降の肥満した女性に多いと言われてい
ます。

　３階南病棟は、内科、眼科、産婦人科の混合病棟です。私たち看護師は、『安全
で快適な看護の提供』、『報・連・相（報告・連絡・相談）が実践できる』を目標に、気
配り目配りをして、きめ細やかなケアを心がけています。
　内科は、糖尿病の初回入院や教育入院があり、糖尿病療養指導士といわれる糖
尿病のスペシャリストとともに指導に携わっています。また、誤嚥性肺炎や尿路感
染症の高齢者や認知症の方が多く、患者様に向き合ってケアを行うよう心がけて
います。退院後の生活に不安を感じている患者様やご家族に対しては、受け持ち
看護師を中心に、ケアマネージャーや医療介護センターと連携を図り、不安なく退
院後の生活が送れるよう、退院調整に取り組んでいます。
　眼科は、毎週木曜日に1～5件の白内障の手術があります。患者様にとって入院
当日が手術となるため不安も大きいと思いますが、少しでも安心して手術をスムー
ズに行われるよう、外来との連携を図っています。手術後は、薬剤師と共に点眼指
導もしています。
　平成26年12月より産科が再開となり、月に10～15件の分娩があります。赤ちゃ
んの顔を見ると皆が自然に笑顔になり、幸せな気分になります。スタッフは力を合わ
せ、安全なお産ができるよう取り組んでいます。
　なお、産科エリアを含めた病棟の一定区域を女性専用病棟として運用していま
すので、ご理解の程、よろしくお願い致します。

　また、関節症の各症状がある場合、これ以上の悪化を防止するためには、太らない、膝によくない諸動
作（和式トイレの使用、正座、重い荷物を持つ等）はなるべく避ける、歩行時に痛ければ杖を使用するな
ど、日常の生活動作の注意が必要です。
　末長く健康な身体を維持するためにも、日ごろから運動の習慣をつけることをおすすめします。無理
のない範囲ではじめてみてはいかがでしょうか？

　治療法は薬物療法（内服薬、貼り薬、関節注射）や物理療法（温熱療法、電気治療）、サポーター等の装
具療法などがあり、最も重症の方には手術治療（人工関節置換術）を行うこともあります。しかし予防と
リハビリテーションの観点からは「運動を中心とした自主トレーニング」と「日常生活の中での注意」が大
切です。
　効果的な運動は、下肢を中心とした筋力強化運動、ウォーキングや自転車こぎなどのエクササイズ（痛
みの強い場合は控えてください）、関節可動域運動などで、特に膝の曲げ伸ばしや歩行の安定にもつな
がる筋力強化運動を行っていただくことが重要です。

①膝の痛み……………… 症状の初期では動き始めの痛み、関節の内側の痛みが主となる
②関節水腫 …………… 水が溜まり腫れて熱を持ち、時に痛みを伴うことがある
③可動域の制限………… 膝の曲げ伸ばし、どちらも制限されることが多い
④変形 ………………… Ｏ脚に変形する
⑤動揺・不安定性 ……… 前後や横方向にぐらつく

①座ってひざ伸ばし ②下肢伸展挙上運動 ③スクワット運動

変形性膝関節症の主な症状

治療について

ご家庭でもできる筋力強化運動 ※朝・夕に2回、左右20回ずつを目安に

リハビリテーション科
主任理学療法士
小鳥川 彰浩

3階南病棟のご紹介

̶　2　̶ ̶　3　̶

お元気ですか お元気ですか



お元気ですか お元気ですか

̶　4　̶̶　4　̶ ̶　5　̶̶　5　̶

災害医療訓練を実施しました災害医療訓練を実施しました第3回
平成27年
2/7㈯

AM
7:30

発災
AM
8:00

AM
8:15

AM
8:30

AM
11:00

PM
12:00

受け入れ準備

災害食試食
診療責任者を中心に医療活動
が行われます。
災害においては、臨機応変な
対応が要求されます。平時から
災害時を意識して行動するこ
とが大切になります。

反省会医療活動

模擬患者役を、ＪＡ岐阜厚生連
看護専門学校の学生さん方に
お願いしました。
熱演の効果もあり、臨場感ある
訓練となりました。

災害時は限られた人員での活動が要求される中、ＤＭＡＴ（災害派遣医療
チーム）や厚生連救護班の応援により診療を継続することができました。

リハビリスタッフのチームワークが
災害時には大きな力となります！

トランスポーター（患者搬送係）は、
被災者や家族にやさしく声をかけ、
不安を取り除いていました。

トリアージタッグへの記載に戸
惑いながらも、必死に情報を収
集しました。

薬剤部が各診療場所に配置さ
れたことで、すぐに薬を受け取
ることができます。

職員参集

災害対策本部が設置され、本
部の指揮命令に従い行動しま
す。参集した職員は、傷病者の
受け入れ準備を始めています。
診療場所のレイアウト、物品の
準備、搬送におけるルールな
ど、何度も話し合ってきました。

反省会では改善点が具体的になりました。この内容を検
証していくことで、災害医療体制の強化を図りたいと思い
ます。
これからも訓練を重ねながら、災害に対応できる病院を
目指していきます！

★炊き出し訓練では、外の寒さに耐えながら400食の豚
丼を作ってくれました。美味しくいただきました。

今回の災害訓練では、各診療部門との連携不足があり、患者の状態が悪化
したり、黒エリア（救命困難群）の活動が上手くいかなかったりと、様々な課
題が出ました。こういった反省から今後の対応を考え、災害拠点病院として
地域への役割を果たしていきます。
来年度は更なるミッションを盛り込みながら、訓練を実施していきたいと思
います。

《午前8:00》震度6強の地震発
生、当直医師は仮災害対策本
部を設置します。
災害発生時の当院職員の行動
基準は、『震度５強以上の地震
等大規模災害で自主参集』と
なっています。
「自分及び家族の安全対策を
講じ、支障がない限り病院へ集
合してください。」
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合してください。」



お元気ですか

病 院 か ら の お 知 ら せ病 院 か ら の お 知 ら せ

糖尿病教室のご案内糖尿病教室のご案内糖尿病教室のご案内

●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月 10日（金）・ 24日（金）　5月 8日（金）・ 22日（金）　6月 12日（金）・ 26日（金）

第1回  平成27年7月7日（火） 13時30分～15時00分
第2回  平成27年9月3日（木） 13時30分～15時00分

9時～14時30分

特定疾患の制度
　『難病の患者に対する医療等に関する法律』（難
病法）により、平成27年1月1日から、指定難病の
患者の方に対する新たな医療費助成制度が始ま
りました。
　旧制度（特定疾患治療研究事業）では、医療機関
ごとに自己負担金額が算定されていましたが、新
制度では、その月に治療等を受けた複数の医療機
関（保険調剤薬局、訪問看護を含む）の合算額に変
更されました。
　今後は、『自己負担上限管理票』で、各医療機関
の支払を管理することになりましたので、受診さ
れる前に管理票を受付に提示してください。それ
までの医療費の確認と、久美愛厚生病院での治療
にかかった金額を記入いたします。ご協力をお願
いします。

　こんにちは。私たちは久美愛厚生病院看護部の生活支援検討会です。
　平成23年度から年2回、これまで計8回の楽ラク介護教室を行ってきま
した。
　「介護される人・介護する人にも負担の少ないからだの動かし方」をテー
マに、在宅介護で必要な技術や知識をみなさんに知ってもらい、実際に体
験していただいています。例えば、体を横向きにする方法、寝ている体を起
こす方法、おむつの交換方法、移動方法、介護用品「移座えもん」の使用方
法などです。その他、希望に応じて個別指導も行っています。　
　介護に不安や悩みを抱えている方や介護に興味があるという方、楽ラク
介護教室に参加してみませんか。地域のみなさんと一緒に体験し、日頃の
悩みや思いをお話してみましょう。

　昨年12月、当院のFacebook（フェイスブック）ページを作りました。Facebookとは、世
界最大のソーシャルネットワーキングサービス(以下、
SNS)です。SNSとは、インターネットを活用し、「個人同
士」や「社会（企業など）と個人」の交流を促進するもの
で、国内外問わず多くの政治家や有名人、企業や学校や
商店などが、Facebookを使って情報を発信していま
す。現在、世界中で13億人以上が利用しています。
 これから、当院も地域の方や患者様に役立つ情報をど
んどん発信します。Facebookはインターネットが使え
るパソコンや携帯電話などがあればどなたでも無料で
登録・利用することができます。
ぜひ当院のFacebookページをご覧ください！

　「　　 いいね！」もお待ちしております。

楽ラク
介護教室
楽ラク
介護教室
のご案内

日 時

久美愛厚生病院 久美愛ホール場 所

電話または来院時に「楽ラク介護 参加希望」と申し込んでください。
　①電話の場合／TEL：0577-32-1115（総務課）
　②直接お申し込みの場合／医療介護センター

申込
方法

お待ちしています！

久美愛厚生病院の　  　　　　　　　　ページを開設！Facebook
（フェイスブック）

が変わりました。

新しく赴任された
医師を紹介します

外 科

加藤　健宏

　4月に名古屋大学医学部付属
病院から赴任しました加藤健宏
（かとうたけひろ）です。
　小中高は青森、大学は北海道
と雪国を渡り歩き、その後は雪
の少ない東海地方で過ごしまし
た。久々の雪国、この飛騨地域
に密着した医療に貢献できるよ
う頑張りたいと思います。 大変お世話に

なりました

退職者

●外　科●
玉井 宏明
（3/31付）

●研修医●
平瀬　翔
（3/31付）

「久美愛厚生病院 フェイスブック」で検索！ こんなページです!

̶　6　̶ ̶　7　̶

お元気ですか
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3階南病棟のご紹介

変形性膝関節症の予防とリハビリ

第3回 災害医療訓練を実施しました

楽ラク介護教室のご案内

久美愛厚生病院のFacebook（フェイスブック）ページを開設！

病院からのお知らせ

　【春の陽気】

月 火 水 木 金

〒506-8502 高山市中切町1番地1

（久美愛厚生病院　広報委員）編集後記 　4月になり、高山もようやく暖かくなり、春を感じるようになってきました。4月は始まりの季節です。
健康に気をつけて、心機一転がんばりましょう。

病院からのお知らせは、ホームページ http://dome.ruru.ne.jp/kumiai/ でもご覧頂けます。 検 索久美愛厚生病院
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受付時間  8：30～11：00外来診療担当医一覧表
平成27年4月１日現在

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。

診察室32 （循）村田 欣洋

（消）横畑 幸司
（消）長瀬 裕平
（呼）野村 由佳

（午後）川畑 和也 （午前）川畑 和也 （午後）陸　雄一 （午前）陸　雄一

（循）横山有見子
（呼）河田 好弘
（消）杉山 和久

（消）丹羽 慶樹
（腎）山田 勝己

（循）田近　徹
（呼）横山 敏之
（消）杉山 和久
（消）小川 和昭
（呼）野村 由佳

（循）村田 欣洋
（呼）横山 敏之
（消）横畑 幸司
（消）長瀬 裕平

（循）横山有見子
（呼）河田 好弘

（消）小川 和昭
（消）丹羽 慶樹

（循）…循環器内科　 （呼）…呼吸器内科　 （消）…消化器内科　 （腎）…腎臓内科

診察室34
診察室42
診察室43
診察室44
診察室45

神経内科（診察室47） ̶

̶

腎臓内科（診察室45）
内分泌内科（診察室33） ̶

̶

̶ ̶ ̶ ̶
̶

̶

̶ （第4  代務医師） （第2  代務医師） ̶
H OT外来 横山 敏之　〈第2・第4火曜日〉　13：30～14：30
禁煙外来 火曜日　14：00～15：30
血液内科 代務医師　〈第1・第3金曜日〉　11：30～15：00
糖尿病外来 長瀬 裕平　〈火曜日〉　12：30～16：00

診察室14 ̶ ̶ ̶ ̶

̶

診察室51 森岡　淳 松葉 秀基 堀　明洋 森岡　淳 堀　明洋
診察室52 諸藤 教彰 加藤 健宏 渡邊　学 ̶ 河合 清貴

血管外科
乳腺外来

形成外科

（診察室53）
（診察室52）

（診察室51） 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〉

菱田　 明　〈第4月曜日 午前〉

金曜日　13：30～15：00
代務医師　〈第1・第3・第5金曜日〉　10：30～15：00

シャント外来（診察室53） 代務医師　〈第2水曜日・第4火曜日〉　10：30～

診察室71（再診） 田口 勝啓 上田 秀樹 五藤　弘 田口 勝啓 五藤　弘
診察室72 五藤　弘 田口 勝啓 上田 秀樹 上田 秀樹 田口 勝啓
診察室62 山本 昌幸 山本 昌幸 国本 圭市 山本 昌幸 国本 圭市
診察室64 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里 荒木 麻里

午後診 ̶ ̶

̶ ̶ ̶

̶15：30～16：30
学童対象

15：30～16：30
学童対象

診察室82 山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大 山本 貴大
岩佐　剛 岩佐　剛 岩佐　剛 岩佐　剛 岩佐　剛診察室77

代務医師
10：00～11：30

診察室26 ̶ ̶ ̶ 代務医師 ̶

予
約
制

予
約
制

代務医師
予防接種

15：00～16：00
予約診

16：00～17：00

代務医師11：00～14：30
※婦人科診療のみ

代務医師
13：00～15：00

代務医師
第2週・4週のみ診察

予防接種
15：00～16：00
予約診

16：00～17：00

代務医師
予防接種

15：00～16：00
予約診

16：00～17：00

代務医師
予防接種

15：00～16：00
予約診

16：00～17：00

午後診
小児科

外　科

整形外科

脳神経外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

安藤 寿博 安藤 寿博 安藤 寿博2階
診察室1

安藤 寿博
15：00～17：00

安藤 寿博
15：00～17：00心療内科

耳鼻咽喉科

内　科

（在宅酸素療法）

（　　 ）初診
予約診

診察室23眼　科 日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭 日比 展昭
日比 展昭
代務医師

予
約
制
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