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木沢記念病院創立100周年記念 健康フェスティバル 開催

4月24日（日）、可児市文化創造センター・アーラにて、木沢記念病院創立100周年記
念健康フェスティバルを開催しました。昨年の開催に続き2回目となり、
「最新の診断と
治療」というテーマで行われました。昨年の会場は、美濃加茂市文化会館で行いました
が、参加者がとても多く会場が手狭となり、今回はより広い可児市文化創造センター・
アーラで行いました。
当日は、
開場時間の12時前から長蛇の列ができ、
医療に対する関心の高さがうかがえました。
第一部の講演会では、
当院の7名の専門医により、
ピロリ菌感染者の治療、
乳房PETエルマンモの実力、
糖尿病と加齢、
前立
腺がんの治療、
人工関節置換術、
物忘れ、
循環器病について、
最新の診断や治療法について講演しました。
第二部では漫才師
宮川花子さんをお招きし、
「愛を見つけた〜健康トーク〜私のしあわせ・私の家族」
と題して、
健康について、
宮川夫妻のエピソードや介護体験を基にした講演が行
われました。
イベント会場では、
骨密度や血糖測定等の健康チェック、
視力や涙量測定等の
目の健康チェック、
体力測定、
健康・進路・介護・美容の各種相談コーナー、
手洗い
チェック、
BLS体験等を行い、
どのブースも多くの方で賑わいました。
来場者の皆様からは、
専門医の講演が分かりやすく勉強になった、
健康チェック
ができて良かった等、
多くのご意見を頂きました。
※来年も可児市文化創造センターアーラで開催予定です。

全国の頼りになるいいドクター
2016に掲載！
学 研より5月17日に発行されましたヒットムックシリーズ「最新
版

患者と家族が選ぶ

全国の頼りになるいいドクター2016」に

山田理事長、北島病院長が掲載されました。この本は、自分や家族
が病気になった時、信頼できる病院やドクターに出会い、安心・安
全な治療を受けるために、全国の病院の紹介 や、最 新の治療内容
等の情報をまとめた本です。
岐阜県下最大の中核病院として機能するために、最先端機器の
導入や様々な指定病院として体制を整 備し、各診療 科の充実に力
をいれてきた山田理事長が、これからめざす医療について、名医イ
ンタビューのコーナーに紹介されています。
北島病院長は、気になる病気の最新治療・知っておきたい予防法

名医に聞く！皮膚疾患に、
「 治りにくい

口内炎の陰に潜んでいる難病」と「アトピー性皮膚炎を正しく理 解して治療する」が紹介されています。更
に、手術支援ロボット「ダヴィンチ」や乳房専用PET装置「エルマンモ」などの先端医療機器の導入、夜間救
急のCTやMRI画像を国内外からコンサルティングでサポートするシステムの紹介と、今後当院が目指す病
院についても掲載されています。

熊本地震 災害時派遣医療チーム
DMAT
（ディーマット）派遣
4月14日21時26分、熊本県熊本 地方を震央とするM6.5の前震
が発生、28時間後の4月16日1時25分にM7.3に本震が発生し、九
州地方に大きな被害をもたらしました。4月17日、厚生労働省医 政
局DMAT事務局を通じて、DMAT派遣要請があり、岐阜県からは当
院を含め、５つの病院が出動しました。DMAT（Disaster Medical
Assistance Team）とは、災害発 生時に迅 速に現 地入りし、医 療
支援活動を行う、専門的な訓練を受けた災害派遣医療チームの事で
す。4月18日、山田実 貴 人医
師の他4名の隊員が熊 本へ向けて出発し、活動拠 点の熊 本赤 十字
病院に向かいました。全国のDMATチームと連携し、倒壊した病院
からの患者移送、病院支援で医 療活動、救 護 所・避難所の巡回、情
報収 集等の活動を4月20日まで行い、4月21日派遣されたスタッフ
は怪我もなく帰還することが出来ました。当院は今後も医療人とし
て出来ることを支援していきたいと考えております。今回の地震で
被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

循環器内科 山浦誠医師が最優秀演題を受賞

心血管患者に対す
る有効かつ安全なカ
テーテル治療の開発
と発 展 、臨 床 研 究の
推 進と成 果の普及を
目的とする日本 心血
管 インター ベ ン ショ
ン 治 療 学 会（ CV I T ）
の第35回東海 北陸
地 方 会 に お いて 、循
環 器内科 の山浦 誠 医
師が発表した演題「外科的血栓塞栓除去術困難と
された 超 高齢 者 のA L Iに対
しfog ar t y like m etho d
による血栓除去とCDTを用
いた E V T で 救 肢し 得た 一
例 」が 最 優 秀 演 題として 表
彰されました。

こ ん に ち は

カタンドゥアネスさん
看護師国家試験に合格

フィリピン人のカタンドゥアネス・ジュリウス・セ
ピロさんは2013年6月に経済連携協定（EPA）で
来日し、手術室を担当しながら日本の看護師免許
所得を目指し、3度目の挑戦で看護師国家試験に見
事合格しました。今年のEPAの合格率は10.9％の
難関で、岐阜県内唯一の合格者となり、当院での
EPA関係の合格者は、受入開始から3人目となりま
した。
カタンドゥアネスさんは「これからは看護師とし
て難しい事もあるが、日本語の勉強を続けてがんば
りたい」と意欲をみせています。

紹介
新任医師のご

①診療科
②私の健康法
③好きなこと

①外科

①放射線科

②寝ること

②野菜をたくさん食べる
早起き

④今、
やってみたいこと
⑤私のおすすめ
⑥好きな言葉 ⑦自己PR

③自転車
③旅行
自分の子供（5ヶ月）を
笑わせること

④旅
⑤水素水
⑥一意専心

小久保
（こくぼ

健太郎
けんたろう）

⑦初めまして。
6月1日より外科で働かせて頂いて
いる小久保です。適切で丁寧な治療・手術を
心掛け、地域の医療に貢献できる様に
努力していきます。

④スカイダイビング
筋力UP

安 藤

（あんどう

知 広

ともひろ）

⑤マカオタワーからの
バンジージャンプ
水まんじゅう（大垣市出身ですので）
⑥Keep looking. Don t settle.
⑦地域医療に貢献できるよう、日々自己研鑽を
積んでいきたいと思います。
よろしくお願いします。

タイ タマサート大学 大学院生 皮膚科で研修
2015年当院は、
タイ国立タマサート大学の皮膚科専
門医を目指す研修医の受け入れの協定を結びました。
こ
れは、
北島病院長がJICA
（国際協力機構）
のプログラム
の一環として、タイ国立皮膚科学研究所の医師に指導
に当たっている縁で受け入れることになりました。
今回、
皮膚科医で大学院生のアティア・ルンジャンさんを初め
ての研修生として受け入れ、１ヶ月間の研修期間を終
え、
北島病院長から修了証書が授与されました。
研修中
は、
外来診療や皮膚がん手術の
見学等の研修を行いました。
当
院は、
今後も多くの研修生を受
け入れ、タイの医学発展に貢献
したいと考えています。

乳がん検診を受けましょう
乳がんは１年間
で約7万人が発症
し、日本人の12人
に1人 が 患うがん
で す 。罹 患 率 は
年々増 加し、特に
4 0 代 に なるとか
かる危険性が非常
乳がん罹患率年次推移
に高くなります。そ
の一方で、早期に発見し、早期治療を行うことで治る可能
性の高い病気でもあります。早期発見のために定期的な
乳がん検診を心掛けましょう。

市民のための健康講座
テーマ 〜もしも高血圧になってしまったら〜

みるみる下がる！効果的な治療法

ホームページをリニューアルしました！
木沢記念病院のホーム
ページを全面リニューアル
しました。
新しいホームペー
ジでは、デザインを一新す
るとともに、スマートフォン
やタブレット端末でも快適にご覧いただけるようになり
ました。
また日本語の他に、
英語、
中国語、
韓国語にも対
応しております。
今後とも皆さんのお役に立てるような
最新の情報を随時更新しご提供できるよう取り組んでま
いります。
是非ご覧ください！
URL http://kizawa- memorial-hospital.jp又は
「木沢記念病院」で検索！

レディースがん総合コース
当院ではレディースがん総合
コースにエルマンモを導入して
います。エルマンモとは、女性
の為の乳房専用PET装置で、
ベッド状の機器にうつぶせになって検査を行う最新の機
器です。
マンモグラフィの様に機器に挟んだりする必要が
ない為、
検査時の痛みはなく、
全身用PETより高解像度の
画像を得る事が出来ます。
このエルマンモに、
がんの早期発見に威力を発揮する
PET-CTやMRI
（骨盤）
、
マンモグラフィ、
乳房エコー、
血液
検査などを組合わせた検査を行います。
健診費用：175,000円（税別）
ご予約・
お問い合わせ

木沢記念病院 健康管理センター
直通電話：0574-27-1777

地域医療支援病院／地域がん診療連携拠点病院／臨床研修病院

社会医療法人厚生会

木沢記念病院
〒505-8503 岐阜県美濃加茂市古井町下古井590番地

講

師：循環器病センター センター長 青山 琢磨先生

日

時：平成28年8月23日（火）19：00〜20：00

TEL. 0574-25-2181 FAX. 0574-26-2181

場

所：美濃加茂市

木沢記念病院ホームページ

生涯学習センター201号室

参加費無料 申込不要
どなたでも受講できますので、
お気軽にご参加ください。
（定員100名）
詳細は、美濃加茂市健康課（0574-25-2111）までお問合せ下さい。

http://kizawa-memorial-hospital.jp/
木沢記念病院

携帯電話・スマートフォンからも
ご覧頂けます▶▶▶

