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齋田久美子さん
岐阜県で3人目の

乳がん看護
認定看護師
に認定

【齋田さんの仕事】
南5階病棟に勤務している看護師齋田久美子さん
が、
「 乳がん看護認定看護師」に認定されました。
齋田さんは岐阜県で3人目、中濃地域では初めて
の認定です。乳がん看護認定看護師は、日本看護
協会が行っている認定制度の一つで、乳がんにつ
いての知識や看護技術のあるスペシャリストとし
て認められています。日頃の看護ケアの中で、乳が
んの専門的な知識を生かして患者さんとそのご家
族と向き合 い

▲認定看護師認定証を手にする齋田久美子さん

ながら、治療方法や日々の生活の情報提供やアドバイスだけでなく、治療に伴う心
理面のサポートなどを行っています。
【認定看護師になるには】
認定看護師の資格を得るには、
看護師として5年以上
（うち乳がん看護3年以上）
の実
務経験の後に、
指定の教育機関で615時間以上の教育課程を修了し審査に合格する
ことが必要です。
齋田さんは、
2015年7月から6か月間、
千葉大学看護学研究科付属看
護実践研究指導センターで研修し、
2016年5月の認定試験に見事合格しました。
【齋田さんのことば】
この度の認定で、患者さんのために行き届いた乳がん治療・ケアへの取り組みが期待
される立場となった齋田さんは「多くの乳がん患者さんとご家族の支えになっていき
たい」と抱負を語っています。
◀認定看護師認定証
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北 島 病 院 長 が「 ベ ス トド ク タ ーズ・イ ン・ジ ャ パ ン
2016-2017」に認定されました。この調査は米国の「ベストドク
ターズ社」が毎年行っており、医療の第一線で活躍している経験
のある医師が、現在全世界で50,000名以上、日本で6,000人
以 上認定されております。名
医選出方法は、多数の医師に
対して「もし、あなたやご家族
が、あなたの専門分野の病気
にかかってしまった場合、自分
以外の誰に治療をお願いしま
すか？」というアンケートの結
果、多くの先生方から推薦・評
価された医師がベストドクターズに選出されます。
北島病院長は今回でベストドクターズ・イン・ジャパン2010-2011か
ら4回連続での選出となりました。
「これからも多くの患者さんの力にな
りたい」と話し、全国から来院される患者さんの診察や治療の他、海外
医師の育成にも努めてまいります。

岐阜県で初めて「外国人患者受入れ拠点病院」に認定
木沢記念病院は、厚生労働省 平成28年度補助金事業『医療機関
における外国人患者受入れ環境整備事業』
医療通訳拠点病院の公募
結果について、全国の２４病
院に選定されました。
※東海地域では、藤田保健
衛生大学病院(愛知県)と木
山田理事長と医療通訳スタッフ

沢記念病院の2つの病院が
認定されています。

日本では、産業、教育、文化あらゆる分野での国際化は着実に進展して
おり、現在大勢の外国人が日本に往来し居住しています。国際化社会を
迎えた今日、日本に往来、居住する外国人の増加によって、医療機関を
受診する外国人も増加し、医療機関においては外国人患者への対応や
受入れ体制が求められるようになりました。
こうした中で「外国人患者受入れ医療機関認証制度」は、安全な医療の
提供とともに、わが国の医療に対する諸外国からの信頼に応えるもの
と思います。
■当院では、
英語、
中国語、
韓国語、
ポルトガル語、
スペイン語、
タガログ語の
６ヶ国語について、
対応が可能です。

ふれあい看護体験 and リハビリ体験
高校生を対象とした
『ふれあい看護体験』
が
7月27日と8月3日に行
われ、
また、
『理学療法・
作業療法・言語聴覚療
法一日体験』が8月2〜
リハビリ体験
4日に行われました。
中濃・可児・加茂地区等の高校生が体験に参加しました。
体験の様子・
・
・
看護体験では、実際に白衣を身にまとって病棟を訪れ、看護師
さんの仕事を見学し、看護師さん
の指導のもとに患者さんとふれあ
うといった体験をしました。リハビ
リ体験では、患者さんの訓練の見
学のほか、車いすや歩行器具等を
実際に使って患者さんの立場を理
解するといった体験も行いました。
今回の体験を通して、医療職に就
きたいと願う若者たちに看護師や
療法士といった仕事の理解が深ま ふれあい看護体験
れば嬉しい限りです。
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新任医師のご

①診療科 ②私の健康法
③好きなこと
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

前立腺友の会

7月2日
「前立腺友の会」
を美濃加茂市文化会館で開催
しました。
友の会の開催は、
今回で9回目となり、
当日は199名の
患者さん及び家族の方が参加されました。
前立腺友の会とは・
・
・
前立腺友の会は、当院で放射線治療装置「トモセラ
ピー」、内視鏡下手術支援ロボット「ダ・ヴィンチ」や密封
小線源放射線療法を行った前立腺疾患の患者さん達が
情報交換を行う年1回の集いです。
当日の講演は・・・
講演では、放射線治療の仕組みと効果について、また、前立腺疾
患治療後の生活習慣の見直しポイントについての話題や当院に
おける前立腺腫瘍の治療成績について情報提供を行いました。

院外処方せんＦＡＸ送信機を設置しました

①内分泌代謝内科
②散歩

③犬の散歩

④海外旅行

⑤柴犬

⑥有言実行
⑦患者さんの為に
一生懸命頑張ります。

①腎臓内科
③ドライブ

堀 田

亮 輔

（ほりた りょうすけ）

ご利用
手順

②ウォーキング
④燻製

⑤イタリア旅行
⑥実るほど頭を垂れる稲穂かな
⑦不慣れなことも
多いと思いますが
よろしくお願いします。

松 岡

直 也

（まつおか なおや）

処方せん
セット

薬局
選択

時間の
選択

薬局へ
行く

かかりつけ薬局へのFAX送信機「箋太郎（せんたろ
う）
」
を受付横に設置しました。
事前に処方せんをかかりつけ薬局にＦＡＸ送信をしてお
くことで、
薬局での待ち時間を短縮することが出来ます。
使い方は、
タッチパネルの案内に従って、
登録されて
いる薬局を選択し、
処方せんを送信して下さい。
「かか
りつけ薬局カード」
を使用することもできます。
使い方がご不明な場合は、受付の職員がご説明致
します。お気軽にお尋ねください。

ジャパン・マンモグラフィー・サンデー
■日曜日に乳がん検診を・
・
・
子育て・仕事・介護・家事などの理由で平日に検診を受けられない方の為に、
日曜日に乳がん検診を行います。
乳がん検診を受けたことが無い方、
最近受診していない方など、
乳がんの早期発見に是非ご利用ください。
■ジャパン・マンモグラフィー・サンデー
ジャパン・マンモグラフィー・サンデーとは、
NPO法人J.POSH(日本乳がんピンクリボン運動)と全国の医療機関が連携して、
毎年
「10月第3日曜日」
を
「ジャパン・マンモグラフィー・サンデー」
と称して、
乳がん検診マンモグラフィー検査を受診できる環
境づくりに取り組んでいます。
※木沢記念病院と多治見市民病院は、
賛同医療機関です。

今年は10月16日
（日）
に行います。
詳しくは各健康管理センターへお問い合わせ下さい。
①マンモグラフィー+乳房エコー：8,640円（税込）
②マンモグラフィー：4,320円（税込）
③乳房エコー：4,320円（税込）
■実施時間／9：00〜12：00

木沢記念病院

全て女性の診療放射線技師が対応致します
人数：マンモグラフィー：①②合計で30名様先着受付です。
乳房エコー：①③合計で25名様先着受付です。

■お問い合わせ／健康管理センター

☎0574-27-1777
要予約

岐阜県美濃加茂市古井町下古井590

①マンモグラフィー+乳房エコー+触診：8,640円（税込） 全て女性の診療放射線技師が対応致します
②乳房エコー+触診：6,700円（税込）
人数：①②合計で25名様先着受付です。
■実施時間／8：30〜12：00

多治見市民病院
乳房専用ＰＥＴ装置
「エルマンモ」

☎0572-22-5211
要予約

岐阜県多治見市前畑町3-43

木沢記念病院では、全世界で初めて乳房専用ＰＥＴ装置「エルマンモ」導入していま
す。エルマンモは、検査時の痛みもなく、全身PET/CT検査では難しかった小さな乳
がんの検診が可能になりました。全身PET検査と同日使用で保険適用となります。
当院の健康管理センターでは、このエルマンモを利用したレディースがん総合コース
を設けています。乳がんの早期発見、早期治療に、是非ご利用下さい。

市民のための健康講座
テーマ

■お問い合わせ／健康管理センター

参加費
無料
申込不要

講

師：小児科

長瀬

朋子

先生

日

時：平成28年12月3日（土）14：00〜15：00

場

所：美濃加茂市 生涯学習センター201号室

どなたでも受講できますので、お気軽に

〜うちの子、アレルギーかなと思ったら〜 ご参加ください。
（定員100名）

知っておきたい診断法と治療法

詳細は、美濃加茂市健康課（0574-25-2111）まで
お問合せ下さい。

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

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

木沢記念病院ホームページ

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▶▶▶

