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北島名誉病院長 出口病院長 横井前立腺疾患センター長
ベストドクターズに認定！

左から横井前立腺疾患センター長、
北島名誉病院長、
出口病院長

北島康雄 名誉病院長（皮膚科）、
出口隆 病院長（泌尿器科）、横井繁
明 前立腺 疾患センター長（泌尿器
科 ）が「 T h e B e s t D o c to r s i n
Japan 2018〜2019」に認定され
ました。北島名誉病院長は2010〜
2011年から5回連続、出口病院長は
2012〜2013年から4回連続、横井
前立 腺 疾 患センター 長は 2 014〜
2015年から3回連続の栄誉となりま
した。
The Best Doctors とは、アメリ
カのマサチューセッツ州ボストンに
本社があるベストドクターズ社が、各
分野の優れた医師について毎年調査
を行い、その結果に基づき1年おきに
The Best Doctorsを選出していま

す。現在この調査によって選出されている医師は、全世界で53,000名、日本では約6,500名（2018年5月現在）が
認定されています。医師の選出方法は、膨大な数の医師を対象に「もし自分や家族、大切な人が自分の専門分野の
病気にかかった時、自分以外の誰に診察、治療をお願いしますか」という観点で行うピアレビュー調査（医師同士の
相互評価）を行い、その中で治療能
力、研究結果、最新医療情報への精
通度などを考慮した結果において、
一定以上の評価を得た限られた医
師のみをBest Doctors in Japan
に認定しています。
「これからも患者さんの期待に
応えられるよう、より一層努力した
いと」話し、この地域のみならず、全
国から患者さんの治療や医師の育
成などにおいて、益々の活躍を期待
しております。

健康フェスティバル 開催
4月15日日曜日、可児市文化創造センター・アーラにおいて、健康フェ
スティバル〜最 新の診断と治療より地 域の皆様の健 康を願って〜を開
催しました。今年で4回目の開催となり、開場前から長蛇の列ができ、過
去最高の955名の来場者がありました。大ホールでは専門医による講
演会と健 康トークショー、イベント会場では健 康チェックや各種相談、
運動体験、パネル展示による情報提供等を行いました。
来年も可児市文化創造センター アーラにて行う予定にしております。
是非お越し下さい！

会場の様子

専門医による講演会と健康トークショー
講 演 会では 、① 西日本 初のがんゲノム医 療 外来につい
て、② 糖尿病とがん その危険な関係、③下部消化 管出血
の診断と治療、④ 狭心症・心筋梗塞の最新 治療、⑤くびの
骨・神経の病気とその症状、⑥頭痛の症状と対処法、⑦前
立 腺 肥大 症の新しい手 術療 法、⑧可 茂 地 域の救 急・災害
医療における当院の役割について、8名の専門医がそれぞ
れ講演しました。どの講演会も多くの方が聴講され、
「 新し
講演中の立川らく朝さん

い話も多く、良い情 報が得られた」
「 詳しく分かりやすく、
非常に勉強になった」等のご意見を頂きました。
健康トークショーでは医学博士で落語家の立川らく朝さ
んをお招きし、
「 ヘルシートーク＆健康落語〜一笑健康 笑
えば治る〜」と題して行いました。医師としての知識と経験
に落 語 家としての 笑いを織り交 ぜ 、笑うことが 健 康にい
い、血圧低下やボケ防止につながることなど、会場から笑
いの絶えないトークと落語で、楽しく学ぶことが出来まし
た。

講演会の様子

健康チェックと健康相談
健康チェックと相談コーナーでは、血圧測定、血液さらさらチェック、血
糖測定等の看護師による健康チェック、視能訓練士による視力・眼圧の目
の健康チェック、4月から開設した歯科口腔外科によるお口の健康チェッ
ク、専門・認定看護師による糖尿病、慢性腎臓病、脳卒中の相談会、保 健
師による健康相談や禁煙相談、医師による呼吸器疾患の相談等を行いま
した。

血液さらさらチェック

体験・展示コーナー

手洗いチェック

体 験コーナーでは 、総合リハビリ部によるロコチェック 、運 動 指
導、健 康増進 施 設クラブMによる体力測定会、手洗いチェッカーに
よる手の汚染 状 況チェック、展示コーナーでは、最新医 療 機器の画
像診断検査の紹介、栄養課による特殊食品のサンプル、レシピの提
供、災害対策コーナーでは地 域の防災マップや簡易マスクの作り方
などを紹介しました。

山浦 誠 医師 KCJL2018において最優秀演題に受賞！

山浦誠医師

4月12〜14日、大阪 府のナレッジキャピタルコングレコンベンションセン
ターで「近畿心血管治療ジョイントライブ2018（KCJL2018）」が行われま
した。今回で16回を迎えるこの学会は、全国の循環器分野の医師らが心疾患
のカテーテル治療、心臓血管外科治療等の血管内治療
について、最新の医療技術の発表や情報提 供の場とし
て開催されています。
循環器内科 山浦 誠 医師がポスターセッションにおい
て「止血デバイスに関する合併症の一例」という演題を
発表し、最優秀演題を受賞しました。
今後も当院は高度な医 療を提 供するために、知識と医
療技術の研鑽に努めてまいります。

認定理学療法士に認定
総合リハビリ部 森直 之さん（代 謝）、白木 大悟さん（呼吸）、伊藤 彩乃さん（循環）、森 美香さん（脳卒
中）、澤村彰吾さん（脳卒中）の5名がそれぞれの領域で認定理学療法士に認定されました。認定理学療法
士とは、脳卒中や循環器など全23種類の領域があり、患者さんに対して専門性の高い良質なリハビリの提
供と理学療 法の発展と人材育成を目的とした資格
で、2017年12月現在、全国で4,4 40名、岐阜県内
には41名が認定されています。今回森直 之さんが
取得された代謝領域では、岐阜県で初の取得となり
ました。
総合リハビリ部は、これからも安 全で良質なリハ
ビリの提供と自己研鑽に努めてまいります。
左から白木大吾さん、森直之さん、澤村彰吾さん、伊藤彩乃さん、森美香さん

手術数でわかるいい病院 2018 掲載！
木沢記念病院が、週刊朝日
MOOK「手術数でわかる い
い病院2018」に掲載されまし
た。
この本は全国6,655病院を
独自調査した手術数のランキン
グや病院選びの基礎知識、最
新の治療法など、
様々な情報を
纏めた一冊となっています。
今回、手術数でわかるいい病
2018の全国＆地方別病院ランキングおいて、
木沢記
念病院の「前立腺がん治療」の治療実績が、東海地区
4位、
岐阜県1位にランクインしました。
更に、
がんゲノム
医療の特集記事において、
「臨床で網羅的がん遺伝子
検査を実施している」
病院リストに当院が掲載されて
います。また、最新医療2018のコーナーにおいて山
田理事長、北島名誉病院長、石原副院長が紹介され、
がんゲノム診断・診療センターに関する記事が掲載さ
れています。
是非ご覧ください！

第 11 回 前立腺友の会を開催
6月30日土曜日、
美濃加
茂市文化会館において、
前
立腺友の会を行いました。
この会は、
当院において放
射線治療装置「トモセラ
ピー」
、
内視鏡下手術支援
講演中の石原副院長
ロボット「ダ・ヴィンチ」な
どで治療を行った前立腺疾患の患者さんとそのご家
族に対して毎年行っており、
今回で11回目の開催となり
ました。
講演会では、
泌尿器科の石原哲副院長より
「前立腺が
んに対する治療成績2018」
、
放射線治療科の小川心一
医師より
「前立腺癌放射線治療」
、
がん看護専門看護師
の伊佐治哲也看護師より
「ホルモン療法と療養生活に
ついて」
と題した前立腺治療に関する情報や治療実績
の報告をしました。
参加者からは
「内容が充実しており
大変勉強になった」
など意見を頂き、
これからも前立腺
疾患に関する様々な最新情報を提供してまいります。

特急ひだ外来 開設

5月10日より、飛騨地方の循環器疾患の患者さんのために、日帰りの心臓検査を行う「特急ひだ外来」を開設しま
した。この外来は完全予約制で、循環器専門医師の診察と、疾患に最適な検査を日帰りのスケジュールで施行し、
迅速な診断・病状評価、そして最適な治療方法に結びつく対応をします。対象となる患者さんは、特急ひだ沿線で
ある高山市を中心とする下呂市以北の飛騨地区にお住いの当院循環器内科初診の方に限る特別外来です。
詳しくは、木沢記念病院ホームページまたは地域連携部へお問い合わせ下さい。
診療内容

非侵襲検査：心臓CT、心臓エコー、心筋シンチ、心臓MRI、運動負荷心電図など
侵 襲 検 査：日帰り心臓カテーテル検査（治療は1泊2日になります）
診療日時

毎週木曜日 11時〜14時（完全予約制）
第1・3・5木曜日 青山 循環器病センター長
第2・4木曜日
髙橋 循環器内科部長
ご予約方法

ご希望の検査日程の2週間前までに、可能な限りかかりつけ医からの紹介にて
ご予約して下さい
ご予約・お問い合わせ

木沢記念病院
TEL

地域連携部

0574-24-1455

FAX

0574-24-1475

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・サンデーは2009年より開始し、
子育て・仕事・介護・家事など平日が多忙な為、
検診や病
院に行けない女性の方に、
日曜日に乳がん検診を受けて頂けるよう、
認定MPO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をし、
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」
の日として、
乳がん
ンサロン開設
検診を受診できる環境つくりへの取り組みです。
社会医療法人厚生会 木沢記念病院と多治見市民病院は、
賛同医療機関として
登録しております。
今までに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下さい。
検査は女性技師が対応致します。
ご
予約・お問い合わせは各健康管理センターまでご連絡下さい。

ガ
東濃実業高等学校インターンシップ
木沢記念病院

実 施 日 平成30年10月14日 日曜日
実施時間 9：00 〜 12：00
検査内容 ①マンモグラフィー 4,320円
4,320円
②乳房エコー
③マンモグラフィー＋乳房エコー 8,640円
人
数 マンモグラフィー30名
乳房エコー30名
ご予約・お問合せ ☎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

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

多治見市民病院

実 施 日 平成30年10月21日 日曜日
インターンシップ中の様子
実施時間 8：30 〜 12：00
検査内容 ①マンモグラフィー 6,070円
人
数 マンモグラフィー30名
ご予約・お問合せ ☎0575-22-5211

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▶▶▶

