患者さんと病院をつなぐ広報誌
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2018年4月より木沢記念病院に歯科口腔外科が開設しました
〇歯科口腔外科での診療内容は
歯科口腔外科では親知らずの抜歯を始め、
顎が痛いなどの顎関節症、
口の中
のできものや口内炎が治らないなどの口腔内の粘膜疾患・腫瘍・嚢胞疾患、
顔面外傷や歯の脱臼、
睡眠時無呼吸症候群のマウスピース作成、
原因不明の
顔面、
舌の痛みなどの口腔外科疾患を広く扱います。
また、
基礎疾患や障害
などにより通常の歯科医院での対応が困難な患者さんに対しても、
一般歯
科治療、
外科処置をおこないます。
〇入院時の口腔管理やがん治療の際の口腔管理に力を入れています
当科ではがんや脳血管疾患、
心臓疾患、
人工関節手術等の全身麻酔での手
術を行う患者さんの口腔機能管理を実施することにより、
手術中の歯の脱
落などのお口のトラブルや術後の誤嚥性肺炎・創部感染症の予防を図ってい
ます。
また、
がん治療において化学療法・放射線治療を行う場合の口腔粘膜
炎や口腔内感染の発生の予防、
早期治療を行い、
治療に伴う苦痛などの予防
をおこない治療の向上を心がけています。
また、
入院中入れ歯が合わない、
歯
が痛いなどで経口摂取が進まない方については入れ歯の調整や虫歯の治療
も行います。
地域の歯科医院とも連携して、
退院後に必要な歯科治療や継続
した管理が必要な場合はかかりつけ歯科へ紹介状を作成し、
退院後も安心
して治療が行える体制を整えております。
〇当科の特徴
当科は土曜日診療をしております。
平日は仕事で休みが取りにくい方でも、
土日で同時に親知らずの抜歯を終えることが
できます。
抜歯に対しての不安、
苦痛軽減のため、
静脈内鎮静を併用した短期入院
（１泊２日または
２泊３日）
での複数の歯を同時に抜歯することに
も対応しています。
抜歯の間も精神的ストレスを軽
減することは患者さんにとって大きなメリットで
す。

当院歯科口腔外科は、地域の歯科
医 院・医 療 機 関 と 連 携 をし な が
ら 、口腔 領 域の 疾 患に対して 、安
心・安全な治療と口腔管理の提供
をしてまいります。
小原医師と歯科口腔外科のスタッフ

出口 隆 医師

病院長に就任

2018 年 4月1日付けにて木 沢記念病院の院 長
に着任致しました。木沢記念病院は、1913年に開
設 されたて以 来10 0 年 以 上の歴 史を有し 、この
間、常に新しい医 療を取り入れ、地 域医 療の充実
に努めてきました。現在では、47の診療科と13の
センターを有し、全科診療科に渡る幅広い一般診
療とともにより専門性の高い特殊な診療にも対応
しています 。さらに 、地 域医 療 支 援 病院として病
病・病診連携により地域完結型の医療圏を構築し
て、この地域における医療の中核的な役割を果た
しています。特に、病院基本理念である「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」に沿って、山田實紘 理事 長
と北島康 雄 前院 長により診断と治療のための最
新の医療装置が積極的に導入されています。例え

出口 隆 新病院長

ば、鼓動する心臓もズレ無く鮮明に写し出すこと
のできる320列CT、脳血流の状態、心筋梗塞範囲、がんの骨転移などを明瞭な断層画像で捉えるこ
とのできるSPECT-CTなどの診断のための装置や患部のみに的確に放射線照射ができて治療効果
を高めると同時に放射線による副作用を軽減できる強度変調放射線治療が可能なトモセラピー、3D
の立体画像で繊細な手術操作ができる内視鏡下手術支援ロボットであるダ・ヴィンチなどの治療のた
めの装置が岐阜県下で最初に導入され稼働しています。同時に、このような最新の装置を扱い高度の
専門的診療を実施するにあたり、実施者には院内に独自の病院診療資格認定制度を設け、最新の医
療装置の機能を最大限に発揮させることにより、より質の高い診療が実現するように努めています。
さらに、昨年には県下初となるがんゲノム診断・治療センターが設置され、個々のがん患者さんの治療
に有効な抗がん剤の選択に役立つ遺伝子解析が可能となっています。一方、
「 ホスピタリティー」の面
では、患者さんにとって木沢記念病院での診療が、患者さん本意で、快適な癒しのある環境で提供さ
れるように設備だけでなくスタッフ全員が努めています。
今後も今まで通りの病院の運営方針を維持し、さらに、新たな地域の医療ニーズにも迅速に対応し
ていきたいと考えています。そしてこの地域の方々の生命と健康を守るためによりいっそうの努力を
重ねてまいりますので、引き続きのご支援のほど宜しくお願い致します。

前立腺疾患センター開設 横井繁明医師がセンター長に就任

横井繁明医師

3月1日より、前立腺疾患センターを開設し、横井繁明医師がセンター長に就任し
ました。前立腺疾患センターでは、前立腺肥大症や前立腺がんというような高齢の
男性によくみられる前立腺疾患の治療を行っています。前立腺がんに対しては、岐阜
県下で最大数の放射線治療を行っており、更に、内視鏡下手術支援ロボット「ダ・
ヴィンチ」を用いたロボット支援前立腺全摘手術も行っています。前立腺肥大症に
ついては2種類のレーザーを用いた経尿道的なレーザー治療が出来ます。特に接触
式レーザー前立腺蒸散術（CVP）は東海地方では当院のみ可能な手術方法です。抗
凝固薬を内服中など、ハイリスクな症例にも対応できます。
当センターは、この地域の前立腺疾患治療に貢献し、医療連携においても中心的
な役割を果てしていきたいと思います。

平成 29 年度

初期臨床研修修了式

3月30日、
平成29年度初期臨床研修修了式が行われました。
今年度は、
赤川舞医師、
安藤祐医師、
岡龍彦医師、
加賀徹郎医師、篠田優医師、髙井由紀子医師、中島祐佳医師、二宮央医師、藤井鷹矢医師の9名の研修医が研修
修了となり、山田理事長より修了証書と記念品が授与されました。修了式では、山田理事長、北島名誉病院長、高
見初期研修管理委員長からの祝辞
に続き、研修医一人ひとりから「研
修医の主張〜この2年とこれからの
私〜」というテーマで初期研修の2
年間で学んだ事や医師としての今
後などについてスピーチを行いまし
た。
今回修了した9名の研修医のうち、
2名が当院 の 後 期 臨 床 研 修 に進
み、日々の診療にあたることになり
ます。そして、4月より新たに12名の
山田理事長、北島名誉病院長、高見初期研修管理委員長、
研修医が入職し、2年間の研修が始
山田（実）研修教育長と9名の研修医
まります。

イアンさん看護師国家試験に合格

山田理事長へ合格の報告をするイアンさん

フィリピン人のパスクアル・イアン・セセさんは、平成20年より行われ
ているフィリピンとの経済連携協定（EPA）に基づき、平成27年6月に
来日し、12月より当院で手術室を担当しながら、看護師国家試験合格を
目指して学習をしてきました。協定では、3年間の滞在期間中に看護師
の資格を取得すると、その後も日本での滞在と就労が認められており、
今回、3度目の挑戦で見事合格をしました。平成30年の看護師国家試験
におけるEPA受験者数は441名、合格者78名（合格率17.7％）でした。
当院でのEPA関係の合格者は、受入開始から4人目となりました。
イアンさんは「信じられないほどうれしい。仕事は大変になるけど、諦め
ずに頑張る」と抱負を語り、看護師やタガログ語の通訳等としてこれか
らの活躍に期待します。

4月2日、社会医療法人
厚生会の入職式を木沢記
念病院にて開催しました。
今年度は、
医師21名、
歯科
医師1名、初期臨床研修医
12名、
看護師58名、
助産師
1名、
薬剤師1名、
診療放射
線技師4名、
臨床検査技師
新入職員代表挨拶をする渡辺愛梨さん
2名、
理学療法士4名、
作業療法士1名、
言語聴覚士2名、
臨床工学士
3名、
管理栄養士2名、
救急救命士1名、
歯科衛生士2名、
介護福祉士2名、
ナースエイド2名、
事務7名、
メディカルアシスタ
ント1名、
保育士2名、
合計129名が新たに入職し、
山田理事長より一人ひとり辞令を受け取りました。
新入職員を代表して
看護師の渡辺愛梨さんが挨拶をしました。
入職式終了後、
3日間にわたりオリエンテーションが行なわれ、
山田理事長、
出
口病院長の講演の他、
病院の概要、
医療安全や感染対策、
接遇マナー、
BLS
（一次救命処置）
、
防災訓練等の研修をし、
医
療の現場で働く為の基礎となる知識や心構えを学び、
医療従事者としての一歩を踏み出しました。
今年度の入職者を合わせて、
木沢記念病院の職員数は、
医師101名、
初期臨床研修医21名、
看護師等522名、
臨床検査
技師30名、
診療放射線技師36名、
薬剤師26名、
その他362名、
合計1,098名、
多治見市民病院は、
医師29名、
看護師
178名、
臨床検査技師10名、
診療放射線技師10名、
薬剤師6名、
その他119名、
合計352名となり、
厚生会全体の職員数
は1,450名となりました。
（4月1日現在）

平成30年度

入職式

今年度採用された職員の皆さん

ガンサロン開設
東濃実業高等学校インターンシップ

2月5日から9日までの5日間、岐阜県立東濃実業高等学校の生活文化科
2年生5名がインターンシップ（就業体験）で来院しました。将来看護師や理
学療法士、作 業 療法士など医 療 業 界での就 職を希望している生徒が各職
場で様々な体験学習をしました。病棟では看護師さんの指導のもと実際に
患者さんとふれあいながら看護体験をしたり、看護の業務について学習し
ました。リハビリでは、患者さんのリハビリの見学や車いす体験などを行い
ました。また医事課や薬剤部、放射線科などの業務の見学も行いました。
この就業体験を通して、医療業界の仕事のやりがいや楽しさを感じても
らい、将来の進路選択の参考にして頂きたいと思います。

インターンシップ中の様子

東濃実業高等学校の皆さん

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
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