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観光列車ながら
長良川鉄道が運行する「観光列車ながら」は、
ロイヤルレッドの車体が長良川沿線の豊かな
自然の中を走る観光列車です。プランはランチ、
スイーツ、
ビューの3つからお好みのプラン
をセレクトすることできます。自然を満喫しながら地元食材を使ったお料理などを楽しむ旅
は、
特別なひとときとなることでしょう。

INDEX
表紙写真募集のお知らせ
皆さんによる各務原市をはじめとした岐阜県内各地の
風物の写真を広報誌の表紙としてご紹介しています。
次号の募集については、
令和3年8月上旬までの予定で
す。たくさんのご応募をお待ちしております。
東海中央病院のホームページもぜひ
ご覧ください。

https://www.tokaihp.jp
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病院長就任の挨拶
病院長

松井 春雄

令和3年4月より、
東海中央病院病院長に就任いたしました松井春雄と申します。私は、
平成11年7
月より20年以上当院に循環器内科医として勤務しておりましたが、
このたび院長を拝命いたしました
ので、
よろしくお願い申し上げます。
当院は、
昭和30年4月に公立学校共済組合の職員の健康管理を目的として設立されました。その
後、
診療科の増設、
病床の増加を重ね、
各務原市とその周辺の地域住民の健康を守る市民病院的な役
割を担うようになり、
現在に至っています。
当院は急性期病院であり、
『 救急車を断らない』
ことをモットーとして急性疾患、
専門的治療が必要な
重篤な疾患、
手術が必要な疾患を中心に診療を行っています。当院の理念である「最高の誠意、
最善の
医療」の実践を通して、
病気の治療ばかりではなく、
治療に伴う不安や悩みが少しでもやわらぐように、
職員一同がチームとして丁寧な説明と、
ぬくもりのある接遇を心がけています。
当院での治療後は、
患者支援係が中心となって患者さん、
ご家族に満足いただける療養生活を提案
しています。緩和ケアについても、
岐阜県の中では早い時期から取り組んできており、
入院治療のみな
らず在宅医療と協力しながら、
急変時の対応を含め、
終末期をできるだけ穏やかに過ごしていただける
ように努力しております。
また、
地域医療支援病院として、
医療の機能分担をおこなっています。普段の健康管理や初期治療
はかかりつけ医の先生にお願いし、
当院は大型医療機器が必要な精密検査や入院治療を主として行っ
ています。昨年度、
各務原市のご協力もありMRIが2台の体制となりましたので、
より効率的な検査、
治
療が可能になりました。
健康管理科は、
従来、
公立学校共済組合の職員の人間ドックを主として行ってまいりましたが、
今後
は一般の方の人間ドックにも力を入れてまいります。さらに、
要望の多い脳ドックも充実させていきたい
と考えております。
新型コロナウイルス感染症の蔓延、
人口の少子高齢化など、
医療を取り巻く環境は日々大きく変化
をしています。こうした背景を十分に認識したうえで柔軟に対応し、
病院の機能を充実させるよう努力
をいたします。平成23年3月に新病院が開設されてから10年が経ちました。まだまだ改善の余地があ
るとは存じますが、
今後も地域の医療・介護・福祉のお役に立てる、
より良い病院を目指し、
職員一丸と
なって力を合わせてまいりますので、
よろしくお願い申し上げます。
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患者アンケート調査のご報告（外来）
当院では、
より患者さんにご満足いただける病院となるため、
アンケートを実施しています。
いただいたご回答は、
今後の病院運営のための資料とさせていただきます。ご協力いただいた皆さま
にお礼を申し上げます。
◆実施期間

令和２年１０月１２日（月）〜１０月１６日（金）

◆回答者数 ２９７名

今回の調査結果を受けて、
改善すべき課題については真摯に取り組み、
より充実した医療サービスや
院内環境づくりを提供できるよう日々努力してまいります。

・3/6・
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新任医師紹介
高見 徳人

久納 光皓

内科医長（腎臓内科）

内科医員（内分泌・糖尿病内科）
2021年4月から赴任しました。2022年3月まで当院で診療
を行う予定です。糖尿病、高脂血症といった生活習慣病や、甲状腺
機能亢進症などの内分泌疾患を担当します。
患者さんに寄り添った診療ができるよう、心がけて参ります。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

はじめまして。高見徳人と申します。
令和3年4月より東海中央病院にて勤務させていただくこ
とになりました。皆様のお力になれるように頑張りたいと思い
ますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

杉本 拓也

星野 浩己

整形外科医員（整形外科）

外科医員（外科）

患者様のお力になれるよう、日々知識や技術の向上に努め
てまいります。
お困りのことは何でもご相談ください。精一杯お手伝いさ
せていただきますので、
よろしくお願いいたします。

昨年後半は他病院に勤務し、今年度から再び当院に戻って
参りました。
消化器外科を担当させていただきます。
よろしくお願いします。

2021年度臨床研修医7名が入職しました
4月1日、東海中央病
院に7名の初期臨床研
修医が入職しました。
感染対策に十分注意
しつつ2日間のオリエン
テーションを終え、現在
は指導医や2年目研修
医の指導やサポートを
受けながら、各診療科で
研修を行っています。

渡邊 寛崇

内科医員（循環器内科）
循環器内科の渡邊寛崇と申します。急性冠症候群を含めた急
性期治療はもちろん、慢性期の治療、外来診療においても患者様
に寄り添った医療を心がけていきたいと思っております。
各務原市の医療を担う一員として頑張って参りますので、今後
とも宜しくお願いします。

新型コロナウイルス

ワクチン接種について

当院は国から示された順番に従い、
新型コロナウイルスのワクチン接
種を実施しています。
ワクチン接種を受けるためには、
事前予約が必要です。予約方法等は、
ホームページおよび院内掲示にて随時お知らせいたします。
（TOPページ
「新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ」から閲覧してください）
集団接種や個別接種実施医療機関の情報、
今後の一般接種に関する情報等につき
ましては、
各務原市ウェブサイトでご確認ください。
予診票の質問事項「予防接種を受けてよいか」については、
お電話での回答は行っておりません。主治医の診
察の際、
あるいは改めて診察を受けていただきお尋ねください。
・5/6・
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夏は
夏は
夏は
やっぱり
やっぱり
やっぱり
生ビール!!
生ビール!!
生ビール!!

生ビール、焼酎
生ビール、焼酎
生ビール、焼酎
ワイン、ハイボール
ワイン、ハイボール
ワイン、ハイボール
各種リキュール
各種リキュール
ソフトドリンクと
各種リキュール
ソフトドリンクと
美味しい料理
ソフトドリンクと
美味しい料理
ご用意しております♪
美味しい料理
ご用意しております♪
ご用意しております♪

2021.6/23(水)～8/27(金) 水・木・金のみ
2021.6/23
水・木・金のみ
2021.6/23(水)
(水)～8/27(金) 水・木・金のみ

18:00～21:00 120 分制
18:00～21:00
分制
18:00～21:00
120
分制
大人
人6,000
6,000 円
円 小学生
小学生 2,500
2,500 円
円 幼
大
幼 児
児 700
700 円
円 ３歳未満
３歳未満 無料
無料
大 人 6,000 円 小学生 2,500 円 幼 児 700 円 ３歳未満 無料

※人数の変更は22日前までにお願いいたします。当日のご変更はキャンセル料をいただきます。料金はすべて税サ込です。
日前までにお願いいたします。当日のご変更はキャンセル料をいただきます。料金はすべて税サ込です。
※人数の変更は
※人数の変更は 2 日前までにお願いいたします。当日のご変更はキャンセル料をいただきます。料金はすべて税サ込です。

《 ご宿泊
ご宿泊 》
》 シングル
シングル ・
・ ツイン
ツイン ・
・ 和室
和室 素泊り
《
素泊り 5,500
5,500 円～ご用意しております。
円～ご用意しております。
《 ご宿泊 》 シングル ・ ツイン ・ 和室 素泊り 5,500 円～ご用意しております。
TEL
052-762-3151
URL
h
t
t
p
TEL 052-762-3151
URL h t t pss: :////w
wwwww. r. ruubbuur raa. o. or rgg
まごころをこめたおもてなし
まごころをこめたおもてなし
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通
TEL
052-762-3151
URL h t t p s :8-18
/8-18
/www.rubura.org
〒464-0841
名古屋市千種区覚王山通
まごころをこめたおもてなし
地下鉄東山線名古屋市千種区覚王山通
池下駅②番出口より徒歩 8-18
3分
〒464-0841

HOTEL ルブラ王山
ルブラ王山
HOTEL
HOTEL ルブラ王山

地下鉄東山線 池下駅②番出口より徒歩 3 分
※駐車場に限りがございますので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください
地下鉄東山線
池下駅②番出口より徒歩 3 分
※駐車場に限りがございますので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください
※駐車場に限りがございますので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください
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初診・再診受付時間 8：30〜11：30／お休み：土・日・祝日・年末・年始
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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