患者さんと病院をつなぐ広報誌
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臨床科学研究センター開設記念式典
10月28日、
当院にて
「臨床科学研究センター開設記念式典」
が行われ、
県内外から医療関係者ら約90名が参加しまし
た。
当日は、
「がんゲノム診断・診療センター」
外来開始以前から連携を密に続けてきた慶應義塾大学病院腫瘍センター特
任教授の西原広史先生による記念講演会を行い、
続いて本センターへ移動し、
テープカットや内覧などを行いました。
本センターでは、
日常の診療から生じるさまざまな疑問や問題点に対する解決手法として、
分子細胞生物学などの
基礎医学をもとにした最新の科学技術を駆使することで、
患者さん個々の病気の原因解明と、
より効果の高い最適な
治療方法の立案をめざします。
そのひとつとして、
手術後の腫瘍組織を用いたがん関連遺伝子異常の解析と培養細胞に対する抗がん剤の感受性を調
べることで、
患者さん個々に応じたがん薬物療法が提供できるようサポートします。
将来的には、
ゲノムの転写産物である
タンパク質の構造・機能に対する網羅的解析
（プロテオミクス※1）
を行うことで、
体内で発現している現象をより具体的
に解明し、
さらに効果的な治療法の開発に役立てます。
加えて、
がん以外の疾患の検査・研究も行っていきます。
また、
本センターは、
ISO15189 認定を目指しており、
国際基準の品質管理体制でのクリニカルシークエンス※2を実施
していきます。
近隣のクリニックをはじめ、
県内県外を問わず各医療機関と連携し、
この分野についての検査・研究施設と
して大きな貢献が期待されています。
※1タンパク質の構造や機能、
タンパク質どうしの相互作用などを総合的に解析する技術です。
新たな医薬品の開発や病気のメカニズムの解明に役立てられます。
※2遺伝子解析から得られた結果を医薬品の開発や診断治療などの日常診療につなげることをいいます。
患者さん個々に最適な抗がん剤を調べる手法の一つとして、
近年注目
されています。

写真奥より慶応大西原先生、
伊藤市長
（美濃加茂市）
、
古川市長
（多治見市）
、
健康福祉部長森岡氏、山田理事長、
出口病院長、
北島名誉病院長、
石原副院長

年 頭 のご挨 拶
社会医療法人厚生会

理事長

山田實紘

謹んで新春のお慶びを申し上げます。2019年が皆様にとっ
て素晴らしい一年となります様、心よりお祈り申し上げます。
木沢記念病院では今年も病院の基本理念を「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」として定め、地域医療に邁進していく所存です。
さて、日本でも2018年4月から、全国11の中核拠点病院と
100の連携病院からなるがんゲノム医療の実施体制が始動
し、当院は厚生労働省よりがんゲノム医療連携病院に指定さ
れました。これに先駆けて、2017年11月から、
「 がんゲノム診
断・診療センター」が本格的に活動を開始し、
「 プレシジョン
検査」を中心としたがんゲノム医療を実施し、着実に実績を重
ねております。2018年10月には「臨床科学研究センター」を
開設し、次世代シークエンサーによる網羅的遺伝子解析によ
り、ゲノム医療の臨床実装に向けた研究開発を推進しており
ます。
現在日本人は、一生のうちに、2人に1人は何らかのがんにかかるといわれており、全ての人にとって身近な
病気になっています。がんは様々な遺伝子の異常が積み重なることで発症し、その遺伝子の異常は個々の患
者さんごとに異なることが近年の研究により判ってきました。
患者個人の遺伝子情報に基づき、最適な治療に繋げる「がんゲノム医療」は、今や世界の大きな潮流となって
います。
「がんゲノム医療」とは、一人ひとりのがんの個性（原因）を明らかにし、患者さんにより適した治療薬の
情報を提供する次世代のがん治療です。遺伝子レベルでご自身のがんを知ることは、治療薬などの治療方針
の選択に役立ち、副作用の軽減や病状の緩和などが期待できます。
常に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々社会医療法人 厚生会の使命だと考えています。
社会医療法人厚生会の理念である「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」を礎に、皆様のご指導を仰ぎながら安心で質の高い医療、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。

秋の叙勲を受賞しました！
当院の医療技術部統括部長の井戸靖司さんが秋の叙勲「※瑞宝
双光章」を受賞しました。井戸さんが日本診療放射線技師会副会長
だった２０１１年３月東日本大震災が発生。原発事故で避難した住
民らの汚染検査を支援するため、東京の事務所に通い詰めて現地
の情報を整理して、全国から募った会員有志二百人以上の派遣に
奔走しました。岐阜医療科学大学教授を６年務めたあと、昨年９月
に木沢記念病院に復帰し、現在は技術スタッフのまとめ役として励
んでいます。
※日本の勲章の一つで、瑞宝章６つのなかで５番目に位置。公共的
な職務の複雑度、困難度、責任の程度などを評価し、職務をはたし
成績をあげた人に対して授与される。

左から出口病院長、井戸統括部長、山田理事長

第 34 回

岐阜県病院協会医学会

優秀演題受賞

10月21日、岐阜県内の病院を対象とした、第34回岐阜県病院協会医学会が岐阜市の長良川国際会議場で開催さ
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「高齢化社会に向けての処方箋は何
か」でした。
当院からは診療部、看護部、薬剤部、技術部、事務部より各部門において計18名の研究成果の発表があり、今回、大
橋洋祐さん（診療部）、中村明日香さん（薬剤部）、棚橋佑治郎さん（リハビリ部）、古川雅之さん（診療情報管理課）の
4名が優秀演題に選ばれました。
今後も多くの演題を学会に発表することにより、日ごろの成
果を公表し、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まいります。
写真左から大橋洋祐さん、中村明日香さん、出口病院長、棚橋
佑治郎さん、古川雅之さん

日本不整脈心電学会
山田雄大先生が
マイスターを受賞！
この度、日本不整脈心電学会
が主催している※心電図検定に
て1級2級3級の合格者のうち、1
級の中でもさらに心電図の極め
て高度な判読力を有する者が取
得できる「マイスター」を、当院
循環器内科山田雄 大医師が受
賞されました。
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。

日本内視鏡学会
大橋 洋祐医師が
若手研究者奨励賞を受賞！
この度、初期研修医 大橋 洋祐医師が第61回日
本消化器内視鏡学会東海支部例会において若手
研究者奨励賞を受賞されました。
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。

※心 電 図（ E l e c t r o c a r d i o g r a m：
ECG）とは、1903年にオランダのアイ
ントーベンによって開発された、心臓の
電気的な活動の様子をグラフ状に記録
したものです。

こ ん に ち は

紹介
新任医師のご

①時に走るようにしてます。あとは、ストレスをため
ないよう気をつけています。
②旅行、読書、テニス、ドライブなど。小説が好きで
山崎豊子作品のファンです。
③学会発表や講演をなるべくやりたいです。小心の
割に、人前で話すのが好きみたいです。
④山崎豊子作品の個人的なベストスリーは1位「不
三輪 和弘
毛地帯」2位「沈まぬ太陽」3位「大地の子」でしょ （脳神経外科・医師 副部長）
うか。
「白い巨塔」など、他も名作ぞろいです。
⑤「光陰矢の如し」1日1日を大切に、悔いなく生きたいと思います。
⑥5年程前まで木沢記念病院に勤務していました。Homeに戻ってこれたよ
うな感覚で、非常に嬉しく思っています。職務に誠実に、そして情熱を
持って取り組んで参ります。よろしくお願いいたします。

①私の健康法 ②好きなこと ③今、やってみたいこと
④私のおすすめ ⑤好きな言葉 ⑥自己PR
①柔軟体操
②美味しいご飯を食べること、旅行
③ゴルフを再開したい
④疲れた時には抹茶パックでリラックスできます
⑤努力は裏切らない!!
⑥10/1より歯科口腔外科に入職致しました。ご迷惑をおか
けすると思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

岩井

香央梨

（歯科口腔外科・歯科医師）

①ジムに行く
②旅行
③ヨガ
④鈴木大拙館
⑥よろしくお願いします。
寺町

光代

（放射線科・医師）

新卒者３年目研修

リハビリ勤労体験学習 1日体験

11月２日、３日に「3年目研修」を行いました。3年目研修
は、社会医療法人厚生会に就職をして3年目となる全職種を
対象に毎年開催しています。今回は2016年入職の看護師、
薬剤師、
検査技師、
事務職等52名の職員が参加しました。
研修会では、山田理事長、出口病院長、幹部職員による講
演の他、グループ毎に与えられたテーマに沿ってグループ
ワークを行い、進行係や発表係などの役割を決め、ディス
カッションをし、
発表を行いました。
グループワークや懇親会
等を通して、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。
10月16日、
17日の2日間、
「勤労体験学習」
で美濃加茂市立西
中学校より学生2名が参加しました。
1日体験を通して、
理学療法
士、
作業療法士、
言語聴覚士という仕事を知ってもらい、
将来の
職業を考えるうえで参考にして頂く為、
毎年受け入れを行ってい
ます。
参加した中学生は、
患者さんのリハビリの見学や、
車いすの体
験や足に装具を着用しての歩行体験、
箸を使用したリハビリなど
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
ような体験を通じて、
将来医療スタッフとして活躍してもらうこ
とを期待しています。

木沢記念病院・中部療護センター合同防災訓練
11月16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中棟3階フロアより発生した火災
を想定とした訓練を行いました。
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、
患者さんの避難誘導等様々な対応を、
迅速に対応できる様に
訓練することが出来ました。
また、
担架を使用した搬送方法や、
水消火器を使った消火訓練
も行いました。
このような訓練を通じて、
日ごろから防災意識を高め、
大規模な災害の発生に備えて、
病
院内のすべての人が避難できる様、
定期的に訓練していきたいと思います。

市 民のための健康講座
「更年期症状」と
それに似た
病気について

〒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

師：産婦人科 部長代行 藤原 清香 先生
時：平成31年2月23日（土）14：00〜15：00
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。

社会医療法人厚生会

木沢記念病院

テーマ 〜女性の病気〜

講
日
場

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

参加費無料
申込不要

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▶▶▶

