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皆さんによる各務原市内の風物
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今号の表紙は「学びの森プロムナード（冬ソ
ナストリート）」です。
約300メートルにわたって続く、メタセコ
イヤとイチョウのこの並木道に、

と写真を広報誌の表紙としてご紹介

毎年12月上旬から翌年の1月末まで、点灯

したいと思います。次号の募集につ

されるイルミネーションは、

いては、1月下旬の予定です。た

すっかり各務原市の冬の風物詩として定着

くさんのご応募をお待ちして

並木道の木々を彩るイルミネーション。

しました。
その繊細な輝きによってつくりだされる

おります。

幻想的な空間。昨年見逃された方も、今年の
冬は、ぜひお越しください。
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「最高の誠意」
「最善の医療」
基本方針

①患者さま尊重の医療
②診察機能の向上
③健全経営の維持

ごきげんよう！ホームドクター
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各務原宗宮整形外科／八木澤整形外科／
馬場医院／ひまわり矯正・小児歯科／前田矯正歯科

公立共済やすらぎの宿
ホテル グランヴェール岐山／HOTEL ルブラ王山／プラザ洞津
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謹 賀新年
新年明けましておめでとうございます。本年の皆
様方のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
さて昨年は、派遣村など厳しい世相を反映して始まり、
そして政権交代の激流の中で、わが国も大きく揺れ
動く１年でした。またインフルエンザも引き続き注
意深い対応が必要となっています。皆様にとって、
病院長

渡邊

正

この1年はいかがでしたでしょうか。私たちも、 医
療崩壊

という言葉が日常語として使われる中での

1年でしたが、足元をしっかり固めることに努め、本年になりその成果が花開きつつありま
す。まず、看護師不足のため病棟の一部を閉鎖していましたが、新年早々に1病棟を開くこ
とができました。約2年間にわたり皆様に大変ご迷惑をお掛けしましたが、今回開棟するこ
とにより、がんによる痛みや、介護などでお困りの方々にもぜひ利用していただければと
願っています。つぎに病院の建て替えですが、すでに免震工事も終わり、23年3月の完成
に向けて着々と工事が進んでいます。建物の全面改築によって療養環境は一段と改善され
ますが、外観だけの改革に留まらず、私たちの提供する医療もそれに伴いしっかりと改善
していきたいと考えています。そこで、これも新年からですが、患者様・ご家族が、地域
全体で切れ目のない医療サービスが受けられるように、地域医療に関わる職員を増員して
地域医療連携室の充実を図り、地域医療支援センターとしてスタートいたします。これに
より、かかりつけ医の諸先生や、介護・保健施設の方々との連携がより一層密接になるこ
とを願っています。また当センターの役割として、市民講座や地域に出向いての講演会など、
市民の方々との交流の場を広げる活動を行うことにより、地域の健康や医療を守る取り組
みにも積極的に参加したいと考えています。さらに総合病院としての役割を果たすために、
充実した診療体制を確立し、安全で質の高い医療の提供に努めるとともに、やさしさと温
かみのある病院づくりを目指していきたいと思っています。
新しい病院の開設という大きな跳躍を前に、今最も大切なことは、しっかりとした踏み
台を作ることと思っています。本年も引き続きご支援のほどをよろしくお願い申し上げます。
あらためて新しい年が、皆様にとって幸多い年となりますよう心より願っております。
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東 海中央病院内勉強会プログラム
◆緩和ケア勉強会

皆様の参加を
お待ちしています

平成21年度

◆NST勉強会プログラム

第 ８回 平成21年12月16日（水）17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
『緩和ケアにおける
消化器症状（嘔気・嘔吐）のマネージメント』
講師：川端邦裕 臨床検査科部長

NSTチェアーマン 佐藤榮作
第９回 平成22年1月14日（木）
17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
『腎不全・高齢者の栄養管理』

第９回 平成22年 1 月中旬（水）17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
『講師未定』

第10回 平成22年2月18日（木）
17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
『PEGと半固形化栄養』

第10回 平成22年2月中旬（水）17：45〜18：45
東海中央病院大会議室
『講師未定』

◆地域医療連携交流学習会
第２回 平成22年2月20日（土）
14：00〜（予定）
東海中央病院大会議室
詳細が決まり次第、ホームページ上に公開

NSTとは栄養サポートチーム(Nutrition Support Team)の略語で
あり、栄養療法を浸透させ、基本的医療を病院内に確立させるた
めのチーム医療を指します。栄養管理はすべての疾患治療に共通
する最も基本的な医療です。

看護師募集

病院ボランティア募集!!
◆活動場所：東海中央病院内
◆活動内容
・趣味を活かした活動

潜在看護師
職場復帰セミナーの
受講者募集(第5回)

・受診手続きの手助け
・診療科へのご案内
・聴力、視覚障害者への援助・車椅子の介助等
・患者さんの話し相手
・小児患者さんへの読み聞かせ、遊び相手
・付き添いの方への協力

日 時

平成22年2月4日（木）
・
5日（金）

定 員

◆活動時間：要相談

9：00〜15：00
1回定員6名

費 用

・リネン整理等

参加費無料
託児所要相談

〜ボランティア活動にご興味のある方は、
お気軽にご相談ください〜
問合せ先：地域医療支援センター 布施

TEL（058）382−3101

問合せ先：看護部 二反田
詳しくは以下の連絡先
（看護部）
までご連絡ください。

TEL（058）382−3101
FAX（058）382−1762

お知らせ

平成22年１月1日より地域医療連携室が
リニューアルし、
『地域医療支援センター』
になります。
今後も地域医療発展のため

に貢献していきたいと考えております。
詳細については次号に掲載予定です。
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7
厚

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。

生労働省は「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門
医療は病院で行なう」という医療機関の機能分担推

進を掲げています。当院は、かかりつけ医と地域の病院がスムー
ズな連携を取りながら、地域の皆様に安心できる医療を提供す

具合が悪いなぁ
かかりつけのお医者さんに
行こう

かかりつけの先生が
診察

詳しく診てもらったほうがいいね。
紹介状を書くから東海中央病
院にかかってください。

る地域医療連携システムをめざしています。

ふ

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき

当院と連携を

るかかりつけ医に診察をしていただき、診療により専門

とられている

的な検査や治療が必要となれば、当院がかかりつけ医と患者さ

登録医の先生方を

まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、無駄な待

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

随時ご紹介します。
紹介状持参
東海中央病院にて
診察

ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。

科
外
形
整
宮
宗
各務原
登録医名 宗宮 広尚

4 382-9699
6 382-9698

住所 〒504-0838 那加不動丘1-28-1

診療科 整形外科・リウマチ科
リハビリテーション科
診療日 午前9：00〜12：00
午後4：00〜 7：00
休診日 木・土曜日午後
日曜日、祝祭日
駐車場 50台

健康長寿の延伸に運動器（骨、
関節、筋肉など）の健康は欠かせ
ません。それぞれの痛み、生活環
境などを考えてベストな治療法を
考えていきたいと思います。また靴やまき爪でお悩みの方ご相談ください。

URLhttp://www.kakamigahara.gifu.med.or.jp/member/23ka_soumiya.html

科
外
形
整
澤
木
八
登録医名

八木澤

芳生

4 370-9600
6 370-7296

住所 〒509-0106 各務西町3-31-1

診療科 整形外科・リウマチ科
リハビリテーション科
診療日 午前9：00〜12：00
午後4：00〜 7：00
休診日 木・土曜日午後
日曜日、祝祭日
駐車場 43台

当地に開業して、15年になりま
す。整形外科の主な疾患・外傷
である腰痛、関節痛、関節リウ
マチ、骨折、捻挫などの診察を
できるだけ丁寧に説明をし、治療をさせていただいてます。

URLhttp://www.kakamigahara.gifu.med.or.jp/member/75yagisawa.html
・4/6・

歯科医院の
紹介です!
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馬場医院

370-6563
370-6563

登録医名 馬場 光男
住所 〒509-0141 鵜沼各務原町4-88
診療科
診療日
休診日
駐車場

矯正歯科・一般歯科
午前9：00〜12：00
午後2：00〜 6：30
木・日曜日
10台

歯科矯正学教室助手として在籍中に修得した知識や技術を
成人の歯科治療にも生かして幅の広い仕事を行っています。
歯科は、2代目。高齢の患者さんも多く訪問診療でも力を入
れてます。

URLhttp://www.kakamigahara-dent.gr.jp/unuma/baba/index.htm

ひまわり矯正・小児歯科
登録医名 三根 治
住所 〒504-0907 那加住吉町2-12-2

4
6

382-9955
382-9955

当院は虫歯予防のために歯の大切さを伝え
ていくことが大事だと考えております。
乳幼児から診させていただくことで虫歯を

診療科
診療日
休診日
駐車場

矯正歯科・小児歯科
午前9：30〜12：00
午後2：00〜7：00
月・木曜日
11台

作らないように心がけ、良い歯ならびに誘
導して一生虫歯のないお口の中を目指して
いきます。
また、患者さんとのコミュニケー
ションを大切に考え『わくわくハ
ッピー歯科』を目指して診療して
おります。

URLhttp://www.himawari9955.com/

前田矯正歯科

4
6

382-9522
382-9523

登録医名 前田 忠利
住所 〒504-0825 蘇原柿沢町3-5-20
診療科
診療日

休診日
駐車場

矯正歯科
午前10:00〜12:30 午後 4:00〜7:00
土曜（午前10:00〜12:30）
（午後 2:00〜 6:00）
木・日曜日（月1回は診察しています）
9台
URLhttp://www.kakamigahara-dent.gr.jp/sohara/maeda/index.htm
・5/6・

きれいな歯
をきれいにな
らべます。
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ご宴席

ご婚礼

Mini Bridal Fear
期日
`09 12/20(日)
`1 0 1 /3 1(日)
Time: 10:00-20:00

融合会席料理 ¥5,800〜
融合パーティー料理
¥4,800〜
（上記料金 税・ｻ込）

Bridal Fest in 2010
期日 ２月28日（日）
Time: 10:00-20:00
年に２回の大きな
ブライダルイベント

＊融合：和洋中の料理が融合し
た新感覚料理。
（通常の会席料理も
ございます）

〒500−8875 岐阜市柳ヶ瀬通6丁目14番地
ＴＥＬ．058-263-7111 FAX．058-263-5517
URL：http：/
/grandvert.com E-mail:info@grandvert.com

名古屋駅から地下鉄約13分の便利さ！
！ 東山線池下駅徒歩3分

『くつろぎプラン』
お一人様1泊2食付

10,000円〜（税・サ込）

■ご予約・お問い合わせは
公立学校共済組合名古屋宿泊所

心地よい空間が
もたらすやすらぎの時

『ビジネスプラン』

●全室インターネット接続無料
●全室液晶テレビ
●全室冷蔵庫完備
●ルームシアター（有料）

7,200円（税・サ込）

Tel 052-762-3151

TEL052-762-3105(宿泊予約直通)
〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通8-18

地下鉄東山線「池下駅」下車、2番出口より徒歩3分
東名高速道路名古屋インターチェンジより西に約20分

URL http://www.rubura.org
ルブラ王山

とうかい

検 索

ご利用の一ヶ月前からのご予約
お一人様１泊朝食付

N
池下北
錦通
地下鉄東山線
池下駅
千
サンクレア 種
池下
署

至栄

池下

千種
区役所

地下鉄
2番出口

ルブラ
王山
千種警察署南

名古屋
銀行

覚王山西

三菱東京
UFJ銀行

至東山公園
名古屋I.C
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発 行／〒504-8601 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2
公立学校共済組合

東海中央病院

3(058)382-3101 5(058)382-1762
URL http://www.tokaihp.jp
発行人／病院長 渡邊 正

初診・再診受付時間 8：30〜11：30／毎週土・日曜日祭日全科休診
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。
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