


「多様性のなかに個が輝く　―私たちの医療を推進しますー」を
テーマに６０００人規模で開催　第７２回　国立病院総合医学会

臨床検査部長　玉川　進
　2018 年 11 月 9 日（金）と 10 日（土）の 2 日間、神戸市
　神戸国際展示場・神戸国際会議場において国立病院総合医
学会が開催されました。私はポスターセッションの発表者と
して参加しました。この医学会は医師から事務まで国立病院
機構のありとあらゆる職員が参加する、参加者 6000 人規模
のとても大きな会です。どこに行っても人がたくさんいます。
2 日間とも神戸市の最高気温は 20℃を越えており、道ばたに
は多くの花が咲いていました。旭川から持って行ったガウン
が不要であるばかりか、ちょっと歩くと上着も不要なほどで
した。

日程 時　間 発　表　者 演　　　　　題　　　　　名

１日目 16:30 ～ 17:05 脳神経内科医師 坂下　建人 物忘れ外来での治療可能な認知症の検討

１日目 17:00 ～ 17:30 看 護 師 野坂　拓哉 ＩＣＵ室における睡眠障害に着目して
―非薬理学的介入による睡眠改善を目指して―

１日目 17:05 ～ 17:55 臨 床 工 学 技 士 本手　　賢 病院全館停電作業時の臨床工学技士による業務支援

２日目 8:30 ～ 9:10 運 動 療 法 主 任 岩田　誠一 北海道上川地域（寒冷地1級）におけるCOPD患者の冬季および、冬季
以外の身体活動性について

２日目 8:30 ～ 9:20 初 期 研 修 医 武藤　　理 パーキンソン症候群でのFP-CITと臨床症状の関係について

２日目 8:30 ～ 9:30 脳神経内科医師 吉田　亘佑 パーキンソン症候群の診断における機械学習の活用について

２日目 8:55 ～ 9:30 臨 床 検 査 部 長 玉川　　進 Pleuroparenchymal fibroelasitits (PPFE, 網谷病）の一剖検例

２日目 9:10 ～ 9:40 呼吸器内科医師 鈴木　北斗 当院のACO症例におけるCOPD・喘息症例との予後・治療内容の比較
検討

２日目 13:40 ～ 14:20 副 看 護 師 長 渡辺　麻美 がん患者へのケア提供者間の協働を考える
～外来と病棟看護師へのインタビュー調査を通して～

第７２回　国立病院総合医学会発表演題一覧

呼吸器内科　鈴木北斗先生のポスター

会場入り口で西村院長と遭遇

工藤千恵看護部長、山崎泰宏臨床教育研修部長、筆者

発表中の理学療法士　岩田誠一
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被災地での看護師の役割とは？
災害支援ナースとして北海道胆振東部地震での活動

２病棟看護師　尾岸　雅美
　私は、9 月 28 日から 10 月 2 日まで災害支援ナースと
して厚真町の避難所で活動を行ってきました。
　災害支援ナースとは大規模自然災害発生時に災害支援
ナースとして派遣され災害時の看護活動を行うもので、
被災した医療機関、社会保健福祉施設、避難所に出向き
活動を行います。被災した看護師の心身の負担を軽減し
支えるよう努めるとともに、被災者が健康レベルを維持
できるように被災地で適切な医療・看護を提供する役割
を担う看護師で、災害時の看護活動は自己完結型を基本
としています。登録条件は、都道府県看護協会に登録し
実務経験 5 年以上、災害看護研修基礎編と災害支援ナー
ス養成研修を受け所属長の承認が必要となります。去年
研修を受け書類をそろえて登録しました。
　北海道胆振東部地震発生後、看護協会より派遣要請が
あり派遣に必要な物資、食べ物、飲み物を準備し研修資
料の見直しを行い集合場所の札幌市白石区の看護協会に
向かいました。災害支援活動は支援ナース 2 人で 1 チー
ム、活動時は基本 2 人で行います。1 人がリーダーとし

て災害本部や他部署の連絡調整を行い、メンバーが避
難者の健康管理、相談を行います。活動は 9 時から
21 時と決まっていましたが、24 時間待機となってい
ます。食事前に感染予防対策として速乾性手指消毒剤
を持って食事を取りに来られる被災者さんに消毒を促
し、食後に体温計と血圧計を持って避難所内のラウン
ドを行いました。保健師さんは日中のみの活動のため
情報交換した避難者さん達、日中や前日に救護所に来
られた方に声掛けし状況の確認、避難所内に置いてあ
る手指消毒剤の残量チェックも行いました。前のチー
ムから申し送りがありましたが、情報収集、現状把握
し被災者の方に対して必要な援助を考える力、変化し
ていくニーズへの対応、判断力がとても重要と感じ、
病棟ではなかなか体験出来ない貴重な時間を過ごすこ
とができました。

避難所になっていた厚真町総合ケアセンターゆくり

　活動のメインとなる救護室

長椅子に寝袋を敷いて寝ていました
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いざという時の心構えを　救急救命士に教わるBLS/AED研修
　　　　　

医療安全管理係長　看護師長　大塚　央子　
地域医療連携室　副看護師長　佐々木亜万里　

　10 月3日～ 26日に救急救命士の方々が、生涯教育実習に来られました。
　当院では今年も全職員を対象とし、日々 現場で活躍されている救命救急士
の方から、BLS「一次救命処置」の順序や、AED に触れて実際使用して
みる研修を行いました。
　意識のない人が目の前に倒れていたら、頭では何となく救命のイメージがで
きていても、実際自分が行うと緊張して上手く行動できないものです。
　「AED は持って来たけど、蓋を開けて　
シールはどの場所に貼るといいのか」「もし、
子供だったら」「吐いている人の顔は､ 横
に向けるといいのですね」など質問が色々

出ましたが、救急救命士の皆さんは丁寧に答えてくれて、受講した職員は日
頃感じていたことが解決し、いざという時の心構えができた研修でした。

医療機関の皆様と情報交換や交流
　症例報告会・地域医療連携の集いを開催

地域医療連携室　医療ソーシャルワーカー　齋藤　英里奈
　11 月 26 日（月）18：30 ～ 20：30　第 310 回症例報告会・地域医療
連携携の集いをアートホテル旭川において開催しました。症例報告会
は「パーキンソン病と腰曲がり」脳神経内科　野村　健太医師と「乳癌
診療の基礎知識と最近の話題」外科　青木　裕之医師が講演を行い、そ
の後地域医療連携の集いを立食で行いました。今回は当院の職員を含
め 110 名ほどの参加者でした。年末近くでもあったため地域の医療機関
の皆様との忘年会も兼ね
ての交流の場となりまし
た。次回は来年度の開催
を予定しております。次
回も情報交換や交流の場
としてぜひご利用下さ

い。皆様の参加をお待ちしております。

　もし旅行先で救命をする現場に自分がいて、通報しても場所が分からない。そんな
時は、自動販売機や電柱に番号が記載されていて、その番号を伝えると場所が特定さ
れ、救急車が向かってくれるそうです。皆さん頭の片隅に記憶しておきましょう。

ミニ
知識

お食事をしながら情報交換

脳神経内科　野村健太

外科　青木裕之

事務や看護学生さんも行いました
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　１病棟は脳神経内科の療養・介護の病棟であり、入
院患者の多くは、看護師・療養介助員の援助が日常生
活を送るには必要な方々です。そのため、病棟をあげ
て患者さんに安全と安心をお届けできるよう日々奮闘
しております。加えて外出や外泊など外に出る機会が
少ない患者さんに、少しでも楽しい時間を過ごしても

らえるよう、四季
を感じられるよう
な飾りつけをした
り、レクリエーションを企画・実施し、その時の光景を写真に撮っ
て掲示し、思い出を共有するといった取り組みも行っています。こ
れからもスタッフ一丸となって患者さんに良い看護・介護を提供で
きるよう日々努力していきます。

１病棟　看護師長　安藤　香織
職場紹介　１病棟

身寄りのないがん患者さんの支援を考える
 ～平成 30 年度緩和ケア研修会を開催～

医療ソーシャルワーカー　菅原　夏実
　がん相談支援センターでは、年に一度地域の医療・福祉関係者向けに
緩和ケア研修会を行っています。今年は「身寄りのないがん患者を看取
る～私たちにできることは何か～」というテーマで 11 月２日（金）に行い、
院内院外合わせて 81 名の方に参加して頂きました。研修会では、まず
私と中島病院の大澤史明医療ソーシャルワーカーより「身寄りのない肺

がん患者の１事例」という題で事例報告をさせて頂き、身寄りのない方への支援の難しさと多職種連携
の大切さ、病院側でも困ったことやその対応などについて報告させて頂きました。その後、こまつ司法
書士事務所の小松美貴子先生より「身寄りのない方の財産管理と後見制度の運用」という題でお話をし
て頂きました。後見制度についてはなかなか利用が難しい場合もあり、金銭管理以外で困るところにつ
いて例えば医療同意や亡くなった後のことについてなどはどうしたらいいのか、まだまだ課題があるこ
とも見えました。この研修会を通して、身寄りのない方が増
えてくる社会に備え、地域全体で考えていく必要があると感
じました。今後もがん相談支援センターでは、がん患者さん
を地域で支えていくため、このような研修会の開催を続けて
いくとともに、毎月第４金曜（祝日の場合などは変更するこ
ともあります）にがん患者さんやそのご家族向けにがん患者
サロン「縁佳話」も開催していますので、ぜひご参加下さい。

がん相談支援センターより

ナースステーション前

レクリエーションの様子

たくさんの参加でした

こまつ司法書士事務所の小松美貴子先生
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第２期工事　３分の１　終了
外来管理診療棟等建替工事　進捗レポート

経営企画係長　森川　直彦
　寒さが一段と身に染みる季節がやってまいりました。現在、工事中の建物は、外側がシートで覆われ
て外観がほぼ出来上がったように見えていますが、これは冬季工事のために覆っているものです。第２
期工事全体としては３分の１が終了したところですので、外観が全てできあがるのは来年の７月頃の予
定です。現在は低層階で、耐火材の吹き付けや壁の組立てなど内部作業が行われています。工事の騒音、
車両通行等でご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いします。

外来管理診療棟等建替工事　　進捗レポート 経営企画係長　森川　直彦

 　１１月に入り、秋も一段と深まってきました。建物の外側がシートで覆われて外観が出来上がったように見え

これは冬季工事のために覆ったものです。第２期工事全体としては３分の１が終了したところですので、外観が

るのは来年の７月頃の予定です。現在は低層階で、耐火材の吹き付けや壁の組立てなど内部で作業がおこな

工事の騒音、車両通行等でご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解の程よろしくお願いします。

工事スケジュール
H32

4･5 6･7 8･9 10･11 12･1 2･3 4･5 6･7 8･9 10･11 12･1 　　2…
　 ＜第２期工事＞ 　外構工事等

現在の工事状況です（平成３０年１１月現在）緑色部分が第二期工事部分になります
（オレンジ色部分は第一期工事完成部分）

壁の組立て、鉄骨へ耐火材を吹き付けています。 天井に耐火材を吹き付けています。

H30 H31

  内装仕上工事

現在

基礎躯体・鉄筋工事

現在の工事状況です（平成３０年１１月現在）

壁の組立てや、鉄骨へ耐火材を吹き付けています 天井に耐火材を吹き付けています
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■ 糖尿病教室　15:00 ～ 16:00　当院　２Ｆ大研修室
申し込みが必要です、主治医、看護師にお伝え下さい。集団食事指導料が必要になります。

 1 月 28 日（月）糖尿病検査ってどんなことをしているの？～検査の色々と患者さんに気をつけてほしいこと～ 斉藤 
検査技師 / 糖尿病食品交換表について～応用編～ 管理栄養士

 2 月 25 日（月）風邪をひいていませんか？　～シックデイの対処法～ 滝沢 看護師 / 糖尿病食と外食、間食につい
て　管理栄養士

 3 月 11 日（月）糖尿病関連の治療薬について 竹場　薬剤師 / 糖尿病食と塩分について 管理栄養士

 3 月 25 日（月）春に向けて運動習慣を身につけましょう　嶋田　理学療法士 / 糖尿病食事療法の基本について 管理
栄養士

■ 地域住民セミナー　10:30 ～ 11:30　当院　２Ｆ大研修室　●参加自由
 1 月 26 日（土）地域住民セミナー 「認知症－そうならないための工夫－」脳神経内科部長　黒田　健司
■ ＣＯＰＤ ( 慢性閉塞性肺疾患 ) 教室　11:00 ～ 11:30　２Ｆ大研修室　●参加自由
 1 月 15 日（火）COPD のお食事について～疲労感の少ない食事を摂るために～　新野 管理栄養士
 2 月 20 日（水）COPD 患者さんが利用できる社会福祉制度　菅原　医療ソーシャルワーカー
 3 月 22 日（金）COPD と上手におつきあい　前川　慢性呼吸器疾患看護認定看護師
■ パーキンソン病教室　15:00 ～ 16:30　当院　２Ｆ大研修室　●患者さん・ご家族・支援者
 12 月 21 日（金）講演 1 油川医長 / 講演 2 病気との付き合い方　リハビリ
 1 月 18 日（金）講演 1 吉田医師 / 講演 2 薬の効果・副作用　薬剤師
 2 月 15 日（金）講演 1 岸 医師 / 講演 2 福祉制度について　長尾 医療ソーシャルワーカー
 3 月 15 日（金）講演 1 野村医師 / 講演 2 病気との付き合い方　病棟看護師
■ がん患者・家族サロン　えんがわ「縁佳話」　13:30 ～ 15:00　当院　２Ｆ小研修室　●がん患者さんとそのご家族
 12 月 21 日（金）こわくない放射線治療　草彅 放射線技師・池沢 看護師
 1 月 25 日（金）がん患者さんのフットケア　滝沢 副看護師長
 2 月 22 日（金）乳がんについて　青木 外科部長
 3 月 22 日（金）座ってできるリハビリテーション　斉藤 作業療法士

1 病棟　副看護師長　藤信　真吾

患者さんに喜んでもらう為に。
ハロウィンのイベント

　年の瀬も近づき、慌ただしくなってきましたが皆様いかがお過ご
しでしょうか。
　私の所属する 1 病棟では色々な季節のイベントを開催し患者さん
に喜んで頂いています。今回は 10 月のハロウィンを紹介します。
　ハロウィンとは元々外国のイベントで、仮装した子供たちが家々
を回り、「お菓子くれなきゃイタズラしちゃうぞ」と言ってお菓子
をもらうという微笑ましい行事だそうです。日本でも「ローソクも
らい」とか似たような行事がありますね。今回、当病棟のイベント
係スタッフ達が工夫を重ねて飾り付けをしてくれました。10 月 31
日ハロウィン当日は患者さんと一緒に仮装して写真撮影、ボーリン
グ大会などイベントを楽しみました。
　これからの季節はクリスマス・節分・ひな祭りなどイベントが目
白押しです。（私の苦手な大掃除はこの際、忘れてしまいましょう）
　これからも１病棟スタッフ一同、患者さんに少しでも季節の変化
や日々の生活を楽しんでいただけるようイベントや日常生活援助を
頑張っていきます。

平成 30 年12 月～平成 31年 3 月  お知らせ
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予約変更、問い合せについて
予約変更、予約内容の問い合せは午後２時～午後４時30分の
間にお願いします。

外　来　担　当　医　表

☎ 0166-51-3161

※この予定表は都合により変更となる場合がございますので、ご了承願います。
受付時間　午前８時 30 分から午前 11 時 30 分まで 再来受付機は午前８時。

※当院の再来受付は予約制（小児科を除く）となっています。
平成 30 年 11 月 1 日現在

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

呼吸器内科

診察室⑤ 髙橋　政明 黒田　　光 山崎　泰宏 鈴木　北斗 山崎　泰宏
診察室⑥ 藤田　結花 鈴木　北斗 黒田　　光 藤田　結花 髙橋　政明
診察室⑦ 中村　慧一 辻　　忠克 藤兼　俊明 藤兼　俊明 辻　　忠克

疾患センター外来
ＣＯＰＤ

（慢性閉塞性肺疾患）

副センター長
黒田　　光
診察室⑤

センター長
山崎　泰宏
診察室⑤

午後診療
13:00～14:00 

（予約診療のみ）

（新患）
禁煙外来

（予約制）

脳神経内科

診察室③ （再来）
黒田　健司

（新患）
鈴木　康博

（新患）
新患担当医

（新患）
黒田　健司

（再来）
鈴木　康博

診察室④ （新患）
木村　　隆

（再来）
木村　　隆

（新患）
油川　陽子

（再来）
木村　　隆

（新患）
吉田　亘佑

診察室⑫ （再来）
油川　陽子

（再来）
吉田　亘佑

診察室⑨ 物忘れ外来
（予約制）

午後診療 
（予約診療のみ）

（再来）
野村　健太
診察室③

（再来）
岸　秀昭
診察室③

（再来）
黒田　健司
診察室③
（再来）

坂下　建人
診察室⑤

疾患センター外来
パーキンソン病

センター長
木村　　隆
診察室④

消化器内科

診察室① （再来）
斉藤　裕樹

（再来）
高添　　愛

（再来）
横浜　吏郎

（新患・再来）
斉藤　裕樹

（新患・再来）
高添　　愛

診察室② リウマチ（新・再）
平野　史倫

リウマチ（新・再）
平野　史倫

（新患・再来）
西村　英夫

（再来）
出張医

（再来）
西村　英夫

診察室⑨ （新患・再来）
横浜　吏郎

（再来）
横浜　吏郎

診察室⑫ （新患・再来）
横浜　吏郎

リウマチ（再来）
平野　史倫

特殊外来
（甲状腺）
平野　史倫
診察室②

（リウマチ・骨粗鬆症）
平野　史倫
診察室⑨

疾患センター外来
糖尿病・リウマチ

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室②

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室②

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室⑫

循環器内科 診察室⑧ 石田　紀子 藤井　　聡 石田　紀子 石田　紀子 出 張 医
※月曜日の物忘れ外来は予約診療となり、脳神経内科の医師が輪番で行います。

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児科

一般外来

午前 吉河　道人
診察室①

吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室①

吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室①

午後 吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室② 　 吉河　道人

診察室②
※小児科一般外来午後の受付時間は、午後１時30分から午後４時となっております。

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児科

発達神経外来

午前 （長　　和彦）
診察室①

（長　　和彦）
診察室①

午後 黒田　真実
診察室①

（長　　和彦）
診察室①

佐々木　彰
診察室①

（長　　和彦）
診察室①

※小児科発達神経外来は初診・再診とも完全予約制となっております。

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

外　科
診察室① 渡邊　一敎 永瀬　　厚

（完全予約制） 　

診察室② 青木　裕之 　 　 前田　　敦
透析 透析 　 透析 　 透析

※外科は火、水、木曜日は手術日です。

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
放射線科（治療） 放射線科診察室 宮野　　卓 宮野　　卓
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