患者さんと病院をつなぐ広報誌

あじさい

第64号
発行日
2019年5月

平 成 31年 度 入 職 式
4月1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16名、初期臨床
研修医13名、看護師49名、助産師2名、准看護師1名、薬剤師3名、診療放射線技師1名、臨床検査技師6名、
理学療法士7名、作業療法士3名、言語聴覚士1名、臨床工学士2名、救急救命士2名、歯科衛生士1名、視能訓
練士1名、事務7名、メディカルアシスタント2名、合計117名が新たに入職し、山田理事長より一人ひとり辞令
交付を受けました。新入職員を代表して助産師の畑穂奈美さんが「医療に携わることの責任と熱意を胸に患
者さんやご家族の思いを大切して精一杯勤めたい」と力強く挨拶をしました。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 、B LS 、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105名、初期臨床研修医
24名、看護師等523名、臨床検査技師33
名、診療放射線技師36名、薬剤師27名、そ
の 他 3 82名、合計113 0 名、多治見市民病
院では、医師31名、看護師183名を含めて
合計364名となり、両病院合計で1494名
の職員となりました。
（ 4月1日現在）

新入職員代表挨拶をする畑穂奈美さん

今年採用された職員の皆さん

平成30年度

初期臨床研修修了式

3月29日、平成30年度初期臨床研修修了式が行われました。今年度は、大城夢乃医師、奥田亮太医師、金
山佳史医師、塩谷匠医師、芝原太郎医師、杉山貴彬医師、長瀬大医師、丹羽堅太郎医師、渡辺奈保樹医師の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、出口病院長、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、5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13名の研修医が入職し、2
年間の研修が始まります。

JIH推奨病院に認証されました！
3月1日に※1 一般社団法人Medical Excellence JAPAN（MEJ)より※2 JIH推奨病院として第三者認証を
受けました。これは海外から日本への医療サービスの渡航受診促進を図るため、渡航受診者の受入体制のある
病院として認定するもので、岐阜県内で初めての認定施設となります。
※1 Medical Excellence JAPAN
日本の成長戦略の柱の一つ、健康・医療の国際展開の推進という政府の方針のもとに、これを実践する中
核的な組織として、設立された一般社団法人で、政府、医療界、医療産業界等と相互協力のもと、国際医療
協力を推進する組織。また、日本の優れた医療技術、医療機器、人材育成、その他の医療サービス等を必
要とする国々の要請に応える形で、必要な事業展開のプラットフォームを提供している。
※2 JIHの対象となる病院
日本国民への医療提供体制の維持と向上を前提として、渡航受診者受入の組織的な意欲と取組みがあ
り、受入実績を有する病院が対象。原則、年間10人以上の渡航受診者の受入実績を有するものとし、な
お、専門的な医療を提供するなどの理由により、受入実績が年間10人に満たない場合は個別に評価。渡
航受診者に提供する医療は、保険診療および保険診療と併用できる先進医療、健診・検診の範囲となる。

医療従事者公開研修会 外国語講座
３月１６日に、当院の医療通訳・武藤隆生さん（英語）と田中梨紗子さん（ポルトガル
語）を講師に「医療現場で役立つ外国語講座」をテーマに研修会を開催しました。今回
で３回目の開催で、当日は地域の医療従事者が３０人ほど参加しました。講義はホワイ
トボードを使用したり、実際に英語やポルトガル語を発生したりと、参加型の講義とな
りました。今後も定期的に開催していき、国際化社会に向けて地域医療従事者の助け
となっていけたらと思います。
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①早寝早起き
②自転車

等

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適度な筋トレと自転車

1月

②子供達とサッカーをして遊ぶ事

入職

2月

入職

③庭いじり

③家族で富士登山

④ぐんまちゃん、楠みちはる

④静岡限定店舗さわやかのハンバーグ

⑤今日という一日を大切にする

⑤一所懸命

⑥初期研修でお世話になった木沢記念
病院に戻ってきました。何卒、よろしくお
願いします。

山口

尊弘

（放射線治療科・医師）

⑥当地区の循環器診療を支える力になれ
ればと思います。よろしくお願いします。

河合

①睡眠時間を充分にとる事
②読書、音楽を聴く事
③運動不足なので運動したい
④ラジオ
⑤安全
⑥がんばります

4月入職

憲一

（心臓血管外科・医師 部長）

田口

大輔

加藤

皓己

（消化器内科 医師）

①週に数日は2〜3kmぐらいの軽いジョギングをしています。
②昔から卓球を続けています。
③ここ数年で何回かドライブでの長距離旅行をやってます。
④ラーメン店を廻るのが好きです。
⑤泰然自若
⑥自身の責務はできる限り丁寧に着実にこなすよう心掛けて
います。

①よく食べよく寝る
②子供と遊ぶこと
③マラソン
④奥飛騨温泉郷
⑥この地域の医療に少しでも貢献できるよう努力
して参ります。どうぞよろしくお願い致します。

鈴木

良平

①食生活に気をつける
②ドライブ
③登山
④登山
⑤一期一会
⑥岐阜県の医療に貢献できるようがんばります。

（内分泌代謝内科 医師）

亀山

紘司

（整形外科 医師）

①節度ある飲酒
②おいしいものを食べること
③ジム通い
④ハンドボール
⑤一隅を照らす
⑥一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

①マラソン
②スポーツ観戦
⑥患者さんに寄り添った診療を心掛けています。
よろしくお願いします。
奥田

宇野女

弘

亜香里

（耳鼻咽喉科 医師）

①十分な睡眠

①週1〜2回筋トレする。
よく歩く。

②テニス
（働き始めてからはやる機会が減りましたが）
、
おいしい
ケーキやパンのお店を探すこと

②温泉に入ること
③岐阜を楽しむ！

③ゴルフ

④玄海灘の海の幸

④スタバの新作を試す！美濃加茂にも新しくスタバができたので
ヘビーユーザーになりそうです
（笑）
⑥新しい職場で楽しみ半分緊張半分･･･。
分からないことも多々
ありますが、
よろしくお願いします！

央

①よく寝る
②読書
③ダイビング
④屋久島
⑥よろしくお願いします。
（耳鼻咽喉科 医師）

⑤人間だもの。

二宮

（小児科 医師）

（泌尿器科 医師）

竹中

志穂

（麻酔科 医師）

⑤ありがとう 日々成長 ⑥はじめまして。
地域の皆様に、
「活動の医学」
の視点から、
貢献できるよう尽力してまいりま
す。
福岡市出身で、
岐阜県は初めてなので、
ぜひ岐阜のよさを
教えて下さい。
よろしくお願いします。

溝越

恵里子

（リハビリテーション科 医師）

平成 31年 幹 部 研 修 会
1月19日、20日に「幹部研修会」を開催しました。社会医療法人厚生会及びあじ
さい看護福祉専門学校の幹部職員約200名が参加しました。研修会では出口病
院長、今井病院長による講演、木沢記念病院、多治見市民病院の各診療部及び各
部門、あじさい看護福祉専門学校の2018年の成果と2019年の目標等を発表し、
研鑽し合いました。

東濃実業高等学校インターンシップ

テーマ 〜高血圧〜

2月4日から8日までの5日間、
岐阜県立

高血圧が
招く不幸な
合併症とは

東濃実業高等学校の生活文化科2年生10
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

参加費無料
申込不要

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。
総合リハビリテーション部では、
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。

今年も

場

時：2019年6月2日
（日）
12：00〜17：00

所：可児市文化創造センター

当院８名の専門医による

アーラ

をテーマに
「身近な健康の話題について」
健康チェック、健康相談コーナーあり

どなたでも参加できますので、お気軽にご来場ください。
参加無料
申込不要

青山 琢磨 先生

講 師：循環器病センター長・
循環器内科部長
青山 琢磨 先生
日 時：2019年6月18日
（火）
19：00〜20：00
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。

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

健康フェスティバルを開催します！
日

市 民のための健康講座

先着500名様粗品進呈

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▶▶▶

