患者さんと病院をつなぐ広報誌
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2021年12月開院予定

新病院イメージ図

12 月15日に建設予定地（蜂屋町上蜂屋）にて新病院の起
工式が執り行われました。起工式は神事、直会に分けて行わ
れ、山田實紘理事長、病院関係者をはじめ、古田肇知事、国会
議員、近隣市町、大学、医師会など関係者約150名が出席し
ました。神官の祝詞奏上に続き、施主の山田理事長、設計・施
工の代表者による地鎮之儀、玉串奉奠が行われ、工事の無事
を祈願致しました。山田理事長は式典の中で、新病院に導入
予定の最新設備に触れ、
「センターはがん治療の画期的な中
心地になる。十年後には、治療のために海外から美濃加茂に
神事で建設工事の安全を祈願する山田理事長

人がやって来る時代になる」と挨拶しました。
今月より着工し完成は2021年9月、12月開院を予定してい
ます。新病院は地域のみなさんに親しまれる病院を目指して
建築を進めていく所存です。工事期間中は近隣住民の方々
に、ご協力をお願いすることがあると思いますが何卒ご理解
とご協力をお願いいたします。今後も随時ホームーページ等
で新病院についての最新情報や工事の進捗状況を発信してま
いりますので、どうぞご期待ください。

年頭のご挨拶
令和初めての新年を迎えました。
2020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。
年頭にあたり、
一言ご挨拶申し上げます。
社会医療法人厚生会は、
開院以来中濃地域の拠点病院として地域医療の充実に努めてま
いりました。
さらに多様化する医療のニーズに応えるため、
2021年、
当院は現病院から北西
に約1.8kmの美濃加茂市蜂屋町に新築移転します。
12万5千㎡の敷地に、
地上10階建て
502床の
「中部国際医療センター」
として生まれ変わります。
さらに病院の北側には、
薬局や
フィットネスセンター、
美濃加茂市保健センター等が入る付属施設を設置し、
市民の疾病予
防や健康づくりも推進してまいります。
昨年12月15日
（日）
、
中部国際医療センターの起工式が厳かに執り行われました。
式には

社会医療法人厚生会
理事長 山田實紘

古田肇岐阜県知事をはじめ、
国会議員、
岐阜県議会議員、
地域市町村長、
医師会や大学の先生方、
地元自治体の皆さま
等、
約150名の方々にもご臨席賜り、
工事の安全を祈願しました。
「人生１００年時代」
と言われる超高齢化社会に突入し、
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
いわれています。
当院では慶應義塾大学腫瘍センターと連携し、
2017年11月に
「中部がんゲノム医療研究センター」
を
開設し、
がんゲノム診断に基づいた次世代のがん治療を提供しております。
また、
新病院では、
新時代の2つの革新的が
ん治療装置、
陽子線治療装置とホウ素中性子捕捉療法BNCT装置を導入する予定です。
日本政府は医療費削減の方針を強く打ち出し、
診療報酬の引き下げが決定されました。
こ
れを受け、
いかに一人一人の患者さんに最適な医療を提供できるかが我々に課せられた課
題だと考えております。
常に最先端の医療技術と新しい医療設備を導入し、
地域社会から
国際社会に至るまで、
常に新しい医療を提供できるよう可能性を拓いてまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

病院機能評価 5回目の認定を受けました
(財)日本医療機能
評価機構による※病

「外国人患者受入れ医療機関認証制度」
（JMIP）を更新しました
一般財団法人日本医療教育財団が実施する

院機能評価更新審

「外国人患者受入れ医療機関認定制度Ver.1.1」

査（3rdG:Ver2.0）

（Japan Medical Service ccreditation for

を受審し、
11月1日付

International Patients）
をこの度更新しました。

で5回目の認定とな

この認証制度は、
通訳だけでなく、
多言語による

りました。
「 救急医
療」
「
、放射線治療」
、

左から佐合事務長、出口病院長、
山田救急部門長、遠山看護部長

診療案内や書類の整備、
食事など異文化・宗教
に配慮した対応など、
様々な国の外国人の方が、

「地域への教育活動」
の三項目が特に高い評価を受けました。

安心・安全に医療サービスを受けることが出来

5回目の認定は県内初となります。
当院は、
今後とも
「理念｣

る体制であるかを評価し、
基準を満たしている

「基本方針｣に則り、
今回の認定証取得に満足することなく、

施設に認証されます。
当院は10月9〜10日の2日

地域社会と連携し、
良質な医療の提供に努め、
安心、
満足、
信

間にわたり訪問調査を受審しました。
木沢記念

頼を得られる病院として、
地域医療に貢献していきます。

病院は2017年に岐阜県内で初めて、
全国では

※病院機能評価とは、
病院が組織的に医療を提供するため

19番目に認証医療機関として認められました。

の基本的な活動 (機能) が、
適切に実施されているかどうかを

今後も日本の患者様のみならず、
様々な国籍の

（財）
日本医療機能評価機構が第三者機関として中立的な立

方々に対しても、
安心して医療を受けられるよう

場評価する仕組みです。

に、
体制作りに努めます。
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第３５回岐阜県病院協会医学会において優秀演題賞を受賞しました
T
10月27日、岐阜県内の病院を対象と
した、第35回岐阜県病院協会医学会が
大垣市のソフトピアジャパンセンターで
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「地域医療から変わる未来の医療体
制」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16名
の研究成果の発表があり、今回、池井戸
麻友美さん（看護部）、柴田佳純さん（放
射線技術部）、小関真梨子さん（検査技術

左から西村幹代さん、小関真梨子さん、柴田佳純さん、池井戸麻友美さん

部）、西村幹代さん（臨床工学課）の4名が優秀演題に選ばれました。
4名の職員は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いくことを報告しました。

第25回日本心臓リハビリテーション学会学術集会において優秀演題賞を受賞しました
7月13日、
14日に大阪国際会議場で
「第25回日本心臓リハビリテーション学会学術集会」
が行われました。
当院の総合リハビリ部の理学療法士の伊藤綾乃さんが、
「心肺運動負荷試験実施困難症
例における二重積屈曲点
（DPBP）
法での運動処方の経験」
という演題で優秀演題賞を受賞
しました。
伊藤さんは、
「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ます」
と
気持ちを新たにしています。

伊藤綾乃さん

ＥＰＡ（経済連携協定）
看護師候補生2名が着任しました
12月10日、
Bembo Jonas Felizar Vinuya
（ベンボ ジョナス
フェリザル

ヴィヌヤ）通称ジョナスさんと、Santos Lea Ben

Ablaza
（サントス レア ベン アブラザ）
通称レアさんが看護助手と
して着任しました。
山田理事長から辞令の後、
日本語で立派に挨拶し
ました。
今後、
ジョナスさん、
レアさんは木沢記念病院で勤務をしなが
ら夫婦二人三脚で看護師国家試験合格を目指します。

左からレアさん、ジョナスさん夫妻

当院では社会貢献の一環として2008年からＥＰＡに基づく看護師候補生の受け入れを開始し、今年春まで
に5名が日本における看護師国家資格を取得し、現在3名が木沢記念病院に残り勤務しています。
※EPA（経済連携協定）とは、他国との貿易の自由化に加え、投資，人の移動，知的財産の保護や競争政策におけ
るルール作り，様々な分野での協力の要素等を含む，幅広い経済関係の強化を目的とする協定で、外国人看護
師候補者は日本に入国し、関西等で日本語教育を6か月間受け施設に配属されます。

ジョンさん

看護師国家試験に合格

社会医療法人厚生会3年目研修

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
12月10日〜11日に
「3年目研修」
を行いました。
3年目研修は、
社会 同12
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、
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
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
ています。
今回は2017年入職の68名の職員が参加しました。
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
研修会では、
山田理事長や出口病院長による講演の他、
グループ毎
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
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
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

山田理事長から看護師の辞令を受け取るジョンさん
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
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
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
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

のコミュニケーションを深めることができました。
を上げ、優しい看護師になりたい」と意欲を語っています。

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運動
②テニス、スポーツ観戦
8月1日付
③東京オリンピックの観戦
入職
④適度な運動
⑤我思う、故に我在り
⑥テニスで鍛えたガッツでしっかり働いていきます!

グループワークの様子

木沢記念病院・中部療護センター合同消防訓練
11月22日、
木沢記念病
院にて消防訓練を実施し
ました。
消防計画に基づい
たマニュアルに従い、
夜間
に発生した地震及び、北

戸田 昌良
（腎臓内科・医師）

棟3階フロアより発生した
火災を想定とした訓練を

①ナッツを食べる
②堤防釣り、辛いものを食べる
8月1日付
入職
③川釣り ④大阪のニフレル
⑤幸せ
⑥学びを重ねながら誠心誠意がんばります。
よろしくお願いいたします。

行いました。夜間の職員

避難訓練の様子

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
小原 由依
（耳鼻咽喉科・医師）

①適度な運動
②英語論文を読む
10月1日付
③瞑想 ④三行日記
入職
⑤習慣が変われば人格が変わる。
人格が変われば運命が変わる。
⑥半年間精一杯頑張りますので、よろしくお願
い致します。

火活動、
患者さんの誘導、
水消火器を使った消火訓練も行いまし
た。
消火器具の使用方法を学び、
実際に使用することができたの
は職員にとって非常に有意義なものとなりました。
今後もこのような訓練を通じて、
日ごろから防災意識を高め、
災
害に備えていきたいと思います。

説田 浩希
（内分泌代謝内科・医師）

①睡眠時間の確保
12月1日付
②カラオケ、ボウリング
入職
③沖縄へ旅行
（大阪より西は行ったことがありません）
④紀南は観光地がたくさんあって楽しいです
⑥偶に
「黙っていると怖い」
と言われますが、
そんなことありません。
宜しくお願いします！
①歩くこと
1月1日付
②音楽（演奏、鑑賞）
入職
③旅行
⑤真摯
⑥肝胆膵領域を専門でやっております。
よろしくお願いいたします。
①歩ける距離ならできるだけ歩く
②YouTube視聴
1月1日付
入職
③VRゲーム
④鬼滅の刃
⑤不撓不屈
⑥放射線科に新しい風を入れられるように
がんばります。

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
船橋 一真
（健康管理センター・医師）

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
仁田 豊生
（外科・医師 部長）

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
櫻井 幸太
（放射線科・医師 部長代行）
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