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健康フェスティバル 開催
6月2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5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975名の来場者がありました。大ホールでは特別講 演（市民公開
講座）、専門医による講演会、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。

専門医による講演会

会場の様子

講演会では、10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。
特別講演「がんゲノム治療の展開」
〜がん治療のよりどころ〜

①「胃食道逆流症(GERD)について」
副院長

兼

消化器内科部長

杉山

宏

副院長 兼 がんゲノム診断・診療センター長

先生

②「高齢化社会と糖尿病」
糖尿病センター長

兼

内分泌代謝内科部長

③「ちゃんとチェックしていますか？
循環器病センター長

兼

髙見

和久

先生

石原 哲 先生

−狭心症と弁膜症−」

循環器内科部長

青山

琢磨

先生

④「今どきの心臓血管外科手術」
〜ハイリスク・ハイリターンからローリスク・ハイリターンへ〜
心臓血管外科統括部長

恒川

智宏

先生

⑤「最新レーザーを用いた内視鏡手術」
前立腺疾患センター長

横井

繁明

先生

⑥「膝の痛み 〜人工関節手術や今話題の骨切り術について〜」
整形外科医長

金森

茂雄

先生

⑦「脳卒中に対する当院の取り組み（予防から治療について）」
脳神経外科部長

横山

和俊

先生

⑧「可茂地域の救急医療」 救急部門長

山田

実貴人

先生

⑨「まぶたで健康革命」 形成外科部長

髙木

美香子

先生
特別講演をする副院長 石原哲医師

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
による目の 健 康 チェッ
ク 、口 腔 外 科 医 師 によ
る口 腔 がん 検 診 、保 健
師による健 康相談 や禁
煙 相 談 等 を 行 い まし
た。
放射線技師による骨粗鬆症チェック

看護師による血糖測定

歯科口腔外科医師による口腔がん検診

看護師による血管年齢チェック

視能訓練士による視野検査測定

体験・展示コーナー
体験コーナーでは、総合リハビリ部による運動指導、
健康増進施設クラブMによるストレッチ体験、手洗いチェッカーを
使った手の汚染状況チェック、展示コーナーでは、新病院建設コーナー、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BLSなどを紹介しました。

新病院建築コーナー

防災マップ紹介

クラブMスタッフによる自宅でできるストレッチ体験

信州大学と協定締結を結びました
この度、当院は信州大学との連携大学院教育に
関する協定を結びました。同病院の医師が臨床に
従事しながら研究を行い、医局に所属せずに医学
博士の取得が可能となります。信州大学が長野県
外の機関と連携大学院の協定を締結するのは初
めてです。
左から青山循環器病センター長、出口病院長、山田理事長、信州大学 濱田学長、
信州大学医学部 中山医学部長、信州大学医学部 生理学教室 沢村教授
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5月10日、
東京ドームホテルにて
「第67回日本化学療法学会総会」
が行
われ、
病院長の出口隆医師が男性尿道炎の原因菌に応じた治療法の確立
などに貢献したことが評価され、
県内二人目となる※
「志賀潔・秦佐八郎
記念賞」
を受賞しました。
泌尿器科が専門の出口病院長は前任地の岐阜大医学部で三十年前から、
尿道炎を起こす淋菌やマイコプラズマ・ジェニタリウムなどの細菌の薬物
耐性を研究を続け、
2006年に始めた全国調査などを通じて、
従来の抗菌
薬が効かない細菌が増えている現状や原因を明らかにし、
耐性菌を広げ
ない治療の進展につなげました。
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。

2019年5月10日第67回日本化学療法学会総会
（東京ドームホテル）
の授賞式にて
左から日本化学療法学会 清田 浩 理事長、
出口 病院長、北里研究所 小林 弘祐 理事長

※感染症に対する化学療法の優れた研究業績をたたえるもので、
日本化学療法学会が赤痢菌を発見した志賀潔と、
梅毒の治療薬サル
バルサンを発見した秦佐八郎にちなんで1990年に創設し、
毎年一人に贈っている。

松浦有佑医師が「日本内科学会ことはじめ 2019 名古屋」において優秀討論者賞を受賞！
4月27日、
名古屋のポートメッセなごやで
「日本内科学会 ことはじめ 2019名古屋」
が行われまし
た。
（米国内科学会）
日本支部企画グループディスカッション
初期臨床研修医 松浦 有佑 医師がACP
〜米国臨床研修経験者によるスペシャルレクチャー〜あなたが海を渡っ
たらこんな世界が待っている！−先人が語る米国臨床研修とは−におい
て優秀討論者賞題を受賞しました。
本セッションは内科を目指す学生・
研修医の先生がベッドサイドで経験した貴重な症例等を持ち寄って互
いにディスカッションすることで、
若い時期から内科に興味を持ってもらい、
また内科医と
しての実力を研鑽する場所を提供していく事を目指し開催されています。
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。

左から松浦 有祐医師、山田理事長

中部がんゲノム医療研究センターが CAP サーベイに認証されました
中部がんゲノム医療研究センターが、CAP（College of
American Pathologists：米国病理医協会）
サーベイにおけ
る、次世代シークエンシング
（NGS）
固形腫瘍検査の技能試験
プログラムに参加し、
認証されました。
本サーベイは、
世界108か国22,000か所以上の検査施設が参
加する、
世界最大規模かつ高水準の病理診断関連の外部精度
評価プログラムです。
対応する検査項目は非常に多く2,000項目を超えます。
これは
CAPの特徴とも言えるもので、
検査技術の進歩に素早く対応し
ており、次世代シークエンサー
（NGS）
などの最先端の検査の
技能試験
（PT: Proﬁciency Testing）
も提供されています。
がん遺伝子検査分野では、
現時点で唯一の外部サーベイであり、
当センターの遺伝子検査・解析技術は世界レベルに
あることが証明されました。

ジョンさん

看護師国家試験に合格

フィリピン人のフェレール・フランセス・ジョナ・フェルナンデスさん（通
称ジョンさん）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29年6月に来日し大阪での日本語研修後、同12
月より当院で看護助手をしながら、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、2度目の挑
戦で見事合格をしました。今年の看護師国家試験におけるEPA受験者の
合格率16.3％で、県内では唯一の合格でした。当院でのEPA関係の合格

山田理事長から看護師の辞令を受け取るジョンさん

者は、受入開始から5人目となりました。ジョンさんは「うれしい。家族もフィリピンで喜んでいる。日本語をもっと学び、看護のスキル
を上げ、優しい看護師になりたい」と意欲を語っています。

CDEJ（日本糖尿病療養指導士）に認定されました

認定理学療法士に認定
総合リハビリ部

伊藤 純一さん（循環器）、石塚 雅隆さん

薬剤部の加賀 優

（運動器）、蒲 佳佑さん（呼吸器）、河島 旭さん（脳卒中）の４名

紀子さん、看護部の

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

川瀬 里奈さん、総合

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

リハビリ部 の 田 中

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

祐輔さんがこの度Ｃ

理学療法の発展と人材育成を目的とした資格です。

ＤＥＪ（日本糖尿病

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

療養指導士）に認定

自己研鑽に努めてまいります。

されました。CDEJ

左から加賀 優紀子さん、
川瀬 里奈さん、
田中 祐輔さん

に 認 定 され ること
は、糖尿病の臨床に

おける生活指導のエキスパートであることを意味し、高度でか
つ幅広い専門知識を活かし、患者の糖尿病セルフケアを支援
します。当院はこれからも良質な医療の提供と自己研鑽に努
めてまいります。
左から伊藤 純一さん、石塚 雅隆さん、蒲 佳佑さん、河島 旭さん

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

こ ん に ち は

紹介
新任医師のご

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よく食べる
②歌舞伎、映画、音楽鑑賞

〒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
http://kizawa-memorial-hospital.jp/

③落語をきく、古典芸能色々、
日本舞踊

木沢記念病院

④歌舞伎
⑥自分にやれることを精一杯頑張ります。

木沢記念病院
木沢記念病院ホームページ

7月1日付
入職

⑤日々精進

社会医療法人厚生会

大鷲

悦子

（脳神経外科・医師）

携帯電話・スマートフォンからも
ご覧頂けます▶▶▶

