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「Iida Medical Hills」ってな～に？「Iida Medical Hills」ってな～に？
理事長補佐　原　　修

皆さんは時には天竜舟下りを楽しむことは
ありますでしょうか？意外にスリルもあって、
遠方から来客があった場合には連れて行くと
喜んでくれます。その舟下りの最中に、天竜
川で最も川面から高い橋である南原橋の手前
の崖の上に、一見大きな豪華客船のように見
えるリゾートホテル様の建築物に気づくと思
います。

これが、私ども輝山会記念病院の本体です。
ここを本拠地とし、「保健・医療・福祉」を三
位一体とした医療福祉サービスを提供してい
るのが、広域医療法人「輝山会」と社会福祉
法人「悠水会」です。これを全て総合して

Iida Medical Hills と呼称しています。

輝山会記念病院は今年で創立４7 年になりま
すが、黎明期は地域住民の皆様に請われ、こ

の地域初の透析病院としてスタートしました。
当初は有床診療所からのスタートでしたが、
救急医療を中心に「患者を断らない、何でも
見る」病院をモットーに、各科にとらわれず、
どのような疾患でも初診・初療は行える、地
域に根差したプライマリーケアを中心に発展
してきた経緯がございます。

現在では199床の病床と、総合健診センター、
介護老人保健施設、社会福祉法人悠水会の特
別養護老人ホームなどが同所に存在し、ほか
には飯田市中部デイサービス、上久堅・下久堅・
下條各診療所など擁し、名古屋には健診セン
ターの老舗である名古屋東栄クリニックも傘
下にあります（図参照）。
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ここまで発展してきたのは、やはり原点が透
析医療であったことが大きいと思われます。透
析患者さん特有な病態はあるものの、健常人と
同様にあらゆる疾患に悩まされることがありま
す。従って、腎臓病の知識だけでは対応は困難
で、各科を超えた診療技能が必要になります。
そこから、どんな患者でも診療していくために、
総合診療科を創設した経緯があります。このた
め、当院には外科病棟、内科病棟といった科別
の病棟は一切なく、重症度で病棟を分類してお
ります。その中で、急性期を離脱した患者さん
が、社会復帰するためにはどうしてもリハビリ
が必要になる場合が多いものです。

リハビリ患者も透析患者と似たような群であ
り、リハビリが必要になった元の疾患は様々で
あり、病状を理解するためには総合的な知識を
必要とします。

このように、総合診療的に重症度や社会事情
に合わせて、地域の要望に応えてきた過程が、
現在のＩＭＨグループを形成してきた結果に結
びついているのではないかと思っています。

少子高齢化に拍車がかかり、日本の医療福祉
の分野も大きく変遷していかなくてはなりませ
ん。また、この飯伊地域はリニア新幹線・三遠
南信道などの建設工事を経て、都会や他地域と
の関わりがますます重要になってくる地域でも
あります。私共も将来を見据えて、地域の人々
が「笑顔」で暮らせる社会になるよう、より良
いサービスが提供できますよう努力していく所
存であります。

また、職員には働きやすい職場になるよう産
業保健にも力をいれております。賛同される皆
様がありましたら、是非 Iida Medical Hills の仲
間になって活躍することを期待しております。
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看　護　師

看　護　師

一般病棟　 平沢  保奈美

回復期北病棟　 佐々木  愛美

看護師は、患者さんの体調を知り、日常生活をお手
伝いすることが主な仕事です。お食事や、排泄、入浴
や歩行の介助等をします。患者さんの体調を知るため
にはお話をしたり、体温や血圧等を測定したります。
私は高校 3年生の進路決定まで看護師になろうと決
めていましたが、命を預かることに不安や責任を感じ、
一度諦めました。しかし、看護補助者として病院で働
く内に看護師になりたい思いが強くなり、働きながら
資格を取り、准看護師から正看護師になりました。
働きながらの学生生活は大変でしたが、社会人を経て
からの学校はとても楽しく、様々な年代の友人ができま
した。看護師免許を取るまで５年かかりましたが、この
道を選択してよかったと思っています。社会人になって
からも学び、資格を取れます。進路に悩んだ時、いろい
ろな選択がある事を知ってもらえたら嬉しいです。

私は介護職として入職しました。患者さんに寄り添
い、急変時にも素早く適切に対応する看護師を見て看
護師の仕事に憧れを持ちました。当時の上司から当院
の奨学金制度を利用し、准看護学校に通うことができ
ると聞き、自分も看護師になりたいという気持ちから
進学を決意しました。正看護師を目指して更に進学し、
周りにいるたくさんの方々に助けられ、この春看護師
免許を取得することができました。
私は今、回復期リハビリ病棟に勤務しています。慣

れない事ばかりで反省や勉強の日々ですが、笑顔で退
院されていく患者さんを見ていると喜びを感じます。
忙しく大変だと感じる時もありますが、それ以上に患
者さんの言葉で救われ、やりがいを感じることができ
る仕事だと思います。患者さん一人ひとりに寄り添っ
た看護ができるよう、努力していきたいと思います。
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診療放射線技師

臨床工学技士

放 射 線 科　 原　嘉一

　腎・透析センター　 米山  美穂

診療放射線技師は放射線を扱って検査をすることが
できる限られた職種の 1つで、Ｘ線検査、ＣＴ、ＭＲ
Ｉなどの医療機器を用いて病気や怪我の診断、治療に
役立つ画像を撮影することが主な仕事です。
放射線は目には見えない怖いものだというイメージ
があるかもしれません。しかし正しい知識を学んだう
えで扱えば身体に害の出る心配はなく、身体の様々な
情報を得ることができます。
技師の仕事はただ機械を操作するだけではありませ
ん。少しでも患者さんの負担が少なく、安心して検査
を受けてもらえるようにコミュニケーションをとるこ
とも大切になります。
１０月から放射線技師が主人公のドラマ “ラジエー
ションハウス” の続編が始まります。興味のある方は
ご覧になってみてはいかがでしょうか？

臨床工学技士とは、透析・人工呼吸器や人工心肺装
置などの生命維持管理装置を操作したり、院内にある
医療機器が安全に正しく使用できるように保守点検を
行ったりする仕事です。
現在は透析（腎臓の働きを代替する治療法）業務を

メインとして働いています。入職して 7年目ですが、
日々技術が向上していく医療やケアから様々なことを
学ぶことができます。また、一生付き合っていく治療
となるため患者様の心のケアも大切にすることを心掛
けています。様々な年齢の人が働いている職場ですが、
お互いの意見が言いやすく、コミュニケーションがと
りやすい雰囲気となっています。
知名度はまだまだ低い資格ですが、日々性能が高度

になっていく機器や安全な医療を提供するためにも重
要な資格の一つだと思います。興味のある方は是非前
向きに検討してみて下さい。
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管理栄養士

作業療法士

栄　養　科　  中島  早紀

総合リハビリテーションセンター　小山　翔子

現在栄養科には、11名の管理栄養士が所属していま
す。管理栄養士は食事提供に関する業務の他、保健分
野では人間ドックや特定健診での生活指導や特定保健
指導、医療の分野では入院・外来患者様の栄養指導や
病棟での多職種と連携した栄養管理、福祉の分野では
特養・老健の栄養ケアマネジメント等、様々な業務を
行っています。
私は特養で主に、入居者様が栄養状態を良好に保ち
美味しく食事が食べられるよう、多職種で連携して一
人一人のニーズに対応した栄養ケアマネジメントを
行っています。100 歳以上の方もいらっしゃり、体調
が不安定だったり、かむ力や飲み込む力が低下してく
る方も多いですが、食事を工夫することで、「美味しい。
ありがとう。」と言ってもらい、食べる楽しみをサポー
トできることにやりがいを感じています。

作業療法士の仕事は、身の回りの動作、家事や趣味
活動などの作業を通して、「心と身体の回復」、「生活の
質の向上」を目指す仕事です。また、その人らしい生
活を送る事ができるようお手伝いもしています。
リハビリを通して患者様が自信をつけ、退院後の生

活に向けてお手伝いをする中で「できる」ことを１つ
でも多く増やし、「できなかったことができるように
なった」瞬間を共有できること、リハビリをするご本
人やご家族の笑顔を見ることが何よりの喜びです。
また、リハビリをする中で患者様の新たな発見があっ

たり、患者様との関わりから学ぶことがあったりと、
一緒に成長できることにやりがいも感じます。
日々悩むこともありますが、この職場では楽しい先

輩や、親身になって相談にのって下さる先輩も多く心
強いです。
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社会福祉士

介護補助者

医療福祉相談室　  光澤  由佳

介護老人保健施設 万年青苑  松延  拓海

医療ソーシャルワーカー（以下MSW）という職業
をご存知ですか？ 私は大学で社会福祉士の資格を取得
しました。社会福祉士の活躍の場は様々ですが、MSW
として病院に勤務する者もいます。
MSWは医療チームの一員として、患者様とそのご

家族の相談に社会福祉に関する専門職の立場から、医
療費、生活費、社会復帰、福祉、介護保険制度等の問
題解決に向けて相談援助を行う仕事です。患者様やご
家族からの感謝の言葉や笑顔が、日々働く原動力となっ
ています。
今年で入職して 2年目となりますが、同職種・多職

種の方々に支えられながら務めることができています。
未熟ではありますが、皆様にご指導ご鞭撻を頂きなが
ら成長できるように頑張っていきたいと思います。

私は昨年、定時制高校を卒業しこの病院に就職しま
した。卒業した高校は普通科の学校だったため、無資
格でのスタートとなりました。配属された「万年青苑」
という介護老人保健施設での仕事は、入所者様の食事・
入浴・排泄のお手伝いといった繊細で忙しいものです
が、私は “介護の基本が詰まったところ” と教わりま
した。
一日でも早く戦力になれるよう毎日がむしゃらでし
たが、「焦らなくていいよ」「やっている内にスピード
はついてくるから」と声を掛けてくれる先輩職員の存
在に助けられ、安心して仕事に励んできました。
そんな私も 1年が経ち、昨年と比べできることも増
えました。看護・介護補助者として就職を考えている
方、資格はないけれど医療・福祉の仕事に興味のある方、
私たちと一緒に働いてみませんか？
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令和 4 年度採用　新卒第 1 次募集のご案内

◆ 募 集 職 種
①薬剤師
診療放射線技師　
臨床検査技師　保健師
看護師　　　　准看護師
理学療法士　　作業療法士
言語聴覚士
臨床工学技士　臨床心理士
社会福祉士　　介護福祉士
管理栄養士　　保育士
基本情報技術者

令和４年３月に専門学校・短期大

学・大学等を卒業予定の者で、上記

の資格を取得する見込みの者

②看護・介護補助者、事務職

令和４年３月に専門学校・短期大

学・大学等を卒業予定の者で、上記

の職種を希望する者

◆ 応 募 方 法
①履歴書（本人自筆）

②卒業見込み証明書

③成績証明書

※上記書類を応募期限までに提出し

て下さい

◆ 応 募 期 限
令和３年８月３１日（火）必着

◆ 選 考 方 法
①書類審査　②筆記試験 ※

③作文　　　④面接

※理学・作業・言語療法士は小論文

及び症例問題、看護・介護補助者、

事務職は一般常識

◆ 選考予定日
令和３年９月中旬～９月末

◆ 合否の連絡
令和３年１０月１日より順次通知

◆ 採用予定日
令和４年４月１日（金）

◆申込み及び問い合わせ先◆
広域医療法人輝山会 総務課

TEL （0265）26–8111
FAX （0265）26–9690

E-mail  info@kizankai.or.jp


