患者さんと病院をつなぐ広報誌
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健康フェスティバル
令 和 2 年 度入 職 式 開催
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、新型コロナウイルス感染拡大に
伴い、木沢記念病院と多治見市民病院を分けての開催とな
り、全職員マスク着用で臨みました。医師17名、歯科医師1
名、初期臨床研修医12名、看護師60名、助産師3名、薬剤師
3名、診療放射線技師5名、臨床検査技師8名、理学療法士5
名、作業療法士2名、臨床工学士2名、救急救命士2名、管理
栄養士2名、視能訓練士1名、公認心理士1名、保育士2名、事
務5名、ナースエイド1名、メディカルアシスタント1名、合計
新入職員代表挨拶をする関瑞穂さん

133名が新たに入職し、山田理事長より辞令交付を受けまし

た。新入職員を代表して看護部の関 瑞穂さんが挨拶をしました。入職式終了後、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103名、歯科医師2名、初期臨床研修医22名、看護職
員455名、臨床検査技師36名、診療放射線技師39名、薬剤師29名、その他495名、合計1181名、多治見市民病院
では、医師32名、初期臨床研修医3名、看護師164名、臨床検査技師14名、診療放射線技師11名、薬剤師6名、その
他142名、合計372名となり、厚生会全体では1,553名の職員となりました。
（4月1日現在）

今年採用された職員の皆さん

美濃加茂市と保健センターの設置に関する協定を結びました
予防医療の拠点を目指して

―美濃加茂市と調印―

2月10日、
社会医療法人厚生会と岐阜県美濃加茂市は、
中
部国際医療センターに美濃加茂市保健センターを設置する協
定を締結しました。
保健センターは、
中部国際医療センターと
渡り廊下でつながれた3階建ての附属施設に入居します。
1階
と2階の1,890平方メートルを占め、
子育て世代包括支援セン
ターも併設されます。
新病院では、
健康都市宣言の街づくりの一環として、
美濃加
茂市保健センターと連携して市民の疾病予防を推進してまい
ります。

左から山田理事長と伊藤誠一市長

中部国際医療センター 建築工事の様子
1月〜3月は土工事、排水 工事、擁壁工事、改 良杭 工事が行わ
れました。
新病院イメージ図

青いブルーシートで覆われた箇所が、病院のメインとなる入院
棟・外来棟が建設されるエリアです。
入院棟・外来棟は地震に強い免振構造を採用しています。建物
に地階はありませんが、免震装置を設置する階層分も土を掘っ
ています。

▲２月２４日時点の工事の様子です。 ▲３月２６日時点の工事の様子です。
引き続き免振装置の基礎工事を行っ 入院棟は基礎躯体工事を行ない、外来棟は掘削
工事を行っています。
ています。
▲改良杭工事の様子です。

入院棟や外来棟、放射線治療棟等からなる新病院は、土木工事、建設工事
ともに順調に工事を進めています。 建物工事は、入院棟の部分からすすめ
ており、建物の土台となる「基礎部
分」の工事を行っています。入院棟・
外来棟は地震に強い免振構造を採
用しており、この基礎部分の上に免
振装置が設置され、新病院は災害に
強く、安全で安心できる建物になります。
また、工事用機械は環境に配慮した「低騒音型・低振動型建設機械」を
選定して作業を行っています。

令和2年幹部研修会
1月25日、26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230名が参加
しました。研 修会では山田理事長、出口病院
長による講 演、木 沢記念病院、多治見市民病
院の各部門及び各診療科、あじさい看護福祉
専門学 校の2 019 年の成 果と2 0 2 0 年の目
標等を発表し、研鑽し合いました。

講演される山田理事長

令和元年度
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初期臨床研修修了式
T

3月27日、令和元年度初期臨床研修
修 了式が行われました。今 年度は新型
コロナウイルス感 染 拡 大に伴い、大 幅
に式を縮小しての開催となりました。石
原 知美医師、市 橋 真美医師、今村昌俊
医師、大橋洋祐医師、神谷佳亮医師、河
村知 孝医 師 、神戸崇 行医 師 、合田知弘
医師、中島廉医師、松浦有佑医師、森貴
之 医師の11名の研 修 医 が 研 修 修 了と
なり、出口病院 長 、高見初期 研 修 管 理
委員長からの祝辞があり、修 了証書と
記念品が授与されました。
今 回 修 了した11名の研 修 医のうち 、3

前列左より大橋医師、石原医師、神谷医師、松浦医師、河村医師
後列左より今村医師、合田医師、森医師、中島医師、神戸医師（市橋医師は欠席）

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10名の研修
医が入職し、2年間の研修が始まります。

施設基準管理士認定試験に合格しました
「第2回※施設基準管理士認定試験」が行われ、合格率が６割を
切る中、医事部の薫田章子さん、吉田麻里子さんが見事合格しまし
た。 2名の職員は今後も得た知識を業務等に役立て、日々研鑽し
ていくことを報告しました。

※施設基準管理士
病院が行う施設基準の届出を総合的に管理・運用する
専門知識とスキルを獲得するための、日本で唯一の資格制度

左から薫田章子さん、出口病院長、吉田麻里子さん

こ ん に ち は

ご紹介
新任医師の
4月1日付入職

5月1日付入職
①ゴルフ ②ゴルフ。お酒でストレス発散
③トレーニングジム通い
⑤ 2番出汁の心 2番煎じではなく、コクと風味を加え
た新たな世界。決して1番出汁を忘れない。
⑥患者さん、コメディカルスタッフとのコミュニケー
ションを大切にして、今まで培ってきた経験を活かした
い。消化器がん（とくに胃がん）の外科診療抗がん剤治
療を専門にしていました。よろしくお願いします。

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

山口 和也
（外科 副病院長）

①早寝早起 こまめにストレッチ体操をすることです
②ジムで体を鍛えること ③色々な分野の読書がしたいです ④納豆卵かけご
はん NHKラジオ 英会話楽習
⑤アクセプト 論文がアクセプト
（受理）
されるとうれしいですね。
自分が他人に
受けいれられる
（アクセプトされる）
とうれしいと同様に、
他人のこともアクセプト
することを心がけていきたいです。
⑥性格は温和でまじめな方だと思います。
学生時代は軟式テニス部に所属して
いました。
ゴルフも好きでやっていましたが、
ひざを痛めて止めました。
ゴルフ番
組は好きです。
脳外科では脳腫瘍と機能外科を専門にしていますが患者さんの
声には丁寧に耳を傾けるように努めたいと思います。

矢野 大仁
（中部療護センター
脳神経外科 部長）

1月1日付入職
①歩くこと
②音楽（演奏、鑑賞）
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。

4月1日付入職（五十音順）
①バレーボールをすること
②バレーボール
③ロードバイクに乗ってみたい
④気晴らしにドライブすること
⑤継続は力なり
⑥色々なことをコツコツ粘り強く続けていけます。
①よく睡眠をとって美味しいものを食べること
②旅行、カフェ巡り
③ギリシャ旅行に行きたい
④どうぶつの森
⑤一期一会
⑥元気に頑張ります！
①疲れたら好きなモノを食べて寝ること
②旅行 ③屋外散策
④特になし
⑤Learn from yesterday, live for today,
hope for tomorrow.
⑥一生懸命頑張ります。
①朝食にヨーグルト、徒歩通勤（雨の日以外）
②地図を見て常に最短ルートで移動する・画像
所見と手術所見の一致を楽しむ
③バンジージャンプ ④朝にヨーグルト
⑤オペ 適 応 かよく考 えよう ⑥ 色んな 人に
ちょっと変わっていると言われます。でも話をす
れば多分大丈夫です。
①運動してよく寝ること
②サッカー・読書・旅行・音楽です。
③旅行したいです。 ④純米せんべい
⑤準備
⑥良い医療を提供できるよう頑張ります。よろし
くお願いします。
①１日１回、デンタルフロスの使用
②剣道、
アート ③ボルダリング
④YouTubeチャンネルの「B-life」。筋トレにおす
すめです。
⑤誠心誠意
⑥地域医療に貢献できるよう、頑張ります。

仁田 豊生
（外科 部長）

赤塚 將
（整形外科）

和泉 有希乃
（麻酔科）

河田 耕太郎
（麻酔科）

①歩ける距離ならできるだけ歩く
②YouTube視聴 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。

①ストレッチ
②旅行
③海外旅行
④金沢観光
⑤涓滴岩を穿つ
⑥私がここにいられるのは皆様の御陰です。責
任感をもって診療に従事して参ります。
①しっかり睡眠をとること
②読書 ③ダイビング
④ローソンのショートケーキおいしいです
⑤一期一会
⑥耳、鼻、のどで気になることがあれば気軽に受
診してください。

櫻井 幸太
（放射線科 部長代行）

安藤 祐
（循環器内科）

加藤 里菜
（耳鼻咽喉科）

①低糖質高タンパク長時間睡眠
②野球 ③ポルトガル語をマスター
④台北、タピオカ旅。
（一生分飲めます）
⑤自己研鑽
⑥2年ぶりに帰ってきました。
少しは成長している
かと思います。

後藤 滉平
（小児科）

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
西村 俊哉
（産婦人科）

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
松居 志洋
（皮膚科）

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
松田 紗由美
（歯科口腔外科）

ご覧頂けます▶▶▶

