患者さんと病院をつなぐ広報誌
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新年あけましておめでとうございます。
2017年が皆様にとって素晴らしい一年となります
よう心よりお祈り申し上げます。
年頭にあたり、皆様に一言ご挨拶申し上げます。
社会医療法人厚生会の理念は「病める人の立場に
立った医療、地域から求められる新しい医療サービ
スの提供」です。病める人の立場に立った良質の医療
を常に提供し続け、最先端の医療技術と新しい医療
設備を導入し、地域医療の向上を積極的に努めてい
ます。
「地方でも都会に引けを取らない医療」を提供
し続けていくことが我われ社会医療法人 厚生会の
使命であると考えています。
当厚生会の医療スタッフは、それぞれ連携し専門
性を活かし、治療やケアに全力で当たり、患者さんを中心に据えたチーム医療を実践しております。また最先
端高度医療機器を積極的に導入し、検査時間の短縮や内視鏡手術等で傷を最小限にしたり、あるいは切らな
いで的確に治療することで、社会復帰を早めQOL(生活の質)が向上するよう取り組んでいます。
世界一のスピードで超高齢化が進む日本には、医療と福祉が切れ目なくつながることが重要です。どちらか
が欠けても人間の命は守れません。医療と福祉の連携をしっかり構築して、より安全で質の高い医療サービス
を提供し続け、皆様が自分らしく安心して暮らせる街づくりを目指していきます。
私たちはこの地方の方のみならず、様々な地域や国籍の方々も最新かつ適切な医療が受けられる環境を整
え、疾病予防、健康維持と治療に全力を費やす覚悟でおります。そして、ご利用して頂く皆様の声に耳を傾け、
それを真摯に受け止め、病院運営に活かしていくことが使命であると考え、皆様の病院としてより良くなるため
に、多くの声をお寄せ頂きたいと存じます。
本年も社会医療法人厚生会は皆様のご指導を仰ぎながら、信頼される医療を実践してまいります。本年も
どうぞよろしくお願い申し上げます。

医療安全・感染対策合同研修会を開催
9月9日〜12日の計4回、全職員を対象とした医療安全・感染対
策合同研修会を開催しました。医療安全対策委員会と感染対策
委員会の合同で行い、
「医療安全・感染対策の基礎知識」という
テーマで行いました。病院は
安全な医療を提供するため
に、個人による意識の向上だ
けでなく、組織的な問題とし
てとらえ、医療事故を未然に
回避できる様、安全管理に関
する質を向上させることが重
要です。今回の研修では、ク

合同研修会の様子

イズ形式で行い、全20問出題され、答え合わせをしながら、一つひとつ説明・
確認をし、知識を深めました。また今回、
「 医療安全・感染対策ポスターコン
クール」も同時に開催し、各部署より多くの作品が出展され、全職員からの投
票により、検査技術部の作品「やりすぎたっていいじゃないか」が最優秀作品
に選ばれました。
これからも職員の知識を高め、患者さんにより安全な医療サービスを提供
できるよう、努めてまいります。

レゼン賞』を受賞
薬剤部 伊藤広樹さんが『ベストプ
10月30日、岐阜市において、日
本病院薬剤師会東海ブロック・日
本薬学会東海支部合同学術大会
2016、テーマ「次世代を担う薬剤
師の育成と薬学への期待」が開催
されました。愛知、岐阜、三重、静岡
の薬剤師を対象に、安全で適切な
薬物治療のため、薬剤師の知識及
び技能向上を目的に開催されてい
ます。当院薬剤部の伊藤広樹さん
が『クリンダマイシン適正使用を目
指した薬学的介入と有用性評価』
の演題名で発表を行いました。抗
伊藤さんから北島病院長へ受賞の報告

菌薬クリンダマイシン使用量を薬
剤師の立場から適正化した結果、

各菌種への効きやすさが大きく改善されたことを報告し、今回ベストプレゼン賞を受賞しました。
当院ICT（感染対策チーム）は、これからも抗菌薬が効果的かつ適正に使用されるよう取り組んでまいります。

３年 目 修
研
11月4日〜5日
に『3 年目研 修』
を実施しました。
３年 目 研 修 は 、
社会医療法人厚
生 会 へ 就 職をし
研修会の様子
て3年目となる全
職種を対象に毎年開催しています。今回看護師、薬剤
師、検査技師、事務職等60名の職員が参加しました。
研修会では北島病院長の講話や事務長、看護部長
による講演の他、グループワークでは、進行係や発表
係などの役割を決め、グループ毎に与えられたテーマ
に沿って、ディスカッションをし、発表を行いました。
その後懇親会も行い、この研修会を通して、今後の
業務に対する意識
付けや同期生との
コミュニケーショ
ンを深めることが
できました。

第32回 岐阜県病院協会医学会

優秀演題受賞

10月30日岐阜県内の病院を対象とした、第32回
岐阜県病院協会医学会が飛騨・世界生活文化セン
ターで開催されました。県内の医療の質を高める目的
に、毎年行われており、今回のテーマは「ふるさとを
守る医療〜人材確保をめざして〜」でした。
社会医療法人厚生会からは診療部、看護部、薬剤部、
技術部、事務部より各部門における研究成果の発表
があり、今回の発表において、坂入菜月さん（放射線
技術部）、森川咲子さん（放射線技術部）、井村彩未さ
ん（医事課）の3名が優秀演題に選ばれました。
表彰された3名は、治療や検査、業務等に役立て、
患者さんにより良い医療を提供できるよう、日々研
鑽して い き た
い と 語 って い
ました。
左から
森川咲子さん、
井村彩未さん、
坂入菜月さん

グループワークの様子

多治見市民病院 健康フェスタ開催

こ ん に ち は
紹介

10月1日多治見市
バロー文化 ホールに
て、多治見市民病院、
多治見市保 健セン
ター 、全 国 健 康 保 険
運動体験の様子
協会岐阜支部の三者
共同による「元気の祭典 健康フェスタ」を開催し、一
般市民約1,000人の方の来場がありました。岡本病
院長等による講座の他、イベント会場では、血糖や体
内成分測定、肌水分チェック等の健康チェックコー
ナー、ロコモチェックやエクササイズの運動体験、管
理栄養士監修のヘルシー弁当の販売と管理栄養士
による講義、ストレスチェック、医療相談、超音波画像
診断装置を使ったクイズ等、どのブースも多くの方で
賑わいました。
今後も市民の方が
参 加してくださるよ
うなイベントを開催
していきたいと思い
ます。
健康チェックコーナーの様子

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

①消化器内科
②スポーツ
③剣道
④家族でバーベキュー
⑤関市の爆王（ラーメン）

大 島 靖 広
⑥したいことをするな、
嫌なことをしろ。
（武田信玄）（おおしま やすひろ）
温かい目で見て下さい。
⑦地道に仕事をするタイプです。
①産婦人科
①腎臓内科

②ウォーキング

②温泉に入ること
③ドライブ ④燻製
③スポーツ・読書
⑤イタリア旅行
④なばなの里のイルミネーションを
⑥実るほど頭を垂れる稲穂かな
みてみたいです
⑤福井の越前がにとおろしそば
⑦不慣れなことも
（ぜひ福井に行った際には食べてみて下さい）
多いと思いますが
松髙岡橋 直望也
⑥堅忍不抜
（たかはし のぞむ）
（まつおか なおや）
よろしくお願いします。
⑦院内で見かけたら、いつでも声をかけて下さい！

木 沢記念病院・中部療護センター合同防災訓練
11月11日、木沢記念病院と中部療護センター合同の防災訓練を実
施しました。消防 計画に基づいたマニュアルに従い、夜間に発 生した
大地震及び北 棟3階フロアより発生した火災を想定とした訓練です。
夜間の職員数が限られた中で、被災状況確認、院内放送、消防署への
通報、消火活動、患者さん
の誘 導 等 様々な対応を、
迅 速に対応 できる様に訓
災害時患者搬送訓練

練することが出来ました。

また、北 棟3階にある垂直式 救助袋の使 用方法の説明及び 避難体 験
と水消火器を使った消火訓練も行いました。
担当者は、このような訓練を通じて、日ごろから防災意識を高め、大
規模な災害が起きても冷静に病院内の人が避難できる様、定期的に訓
消火器による消火訓練

練していきたいと述べ、講評しました。

災 害物資設営訓練

市 民のための健康講座

11月12日、災害物資設営訓練を行いました。大規
模な地震や原子力施設の事故、生物・化学物質によ
るテロ等のNBC災害等が発 生し、多数の傷病者が
出た時に応急救護所として使用するエアーテント設
営と、テント内に簡易ベッドやエアーストレッチャー
等の災害物資を設置する訓練です。今回は、防護 服
に付着した化学物質などを洗い流し除 染する除 染
シャワーの設営訓練も行いました。
万が一の災害に備え、迅 速に対応できるよう、今
後も様々な訓練
を継続し、防災 対
策に関する知 識
と意識の向上をし
ていきたいと思い
ます。
非常用ベッドを組み立てる職員

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

テーマ

知って得する！！

便秘と大腸がんについてのお話
講

師：消化器内科
足達

日

広和

先生

時：平成29年2月21日（火）
19：00〜20：00

場

所：美濃加茂市
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。

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▶▶▶

