


地域包括ケア病棟を開設致しました。
統括診療部長　木村　隆

　3 月 1 日より当院に地域包括ケア病棟を開設しました。地域包括ケア

病棟は、亜急性期病棟として、急性期病床からの受け入れや在宅などに

いる患者さんの緊急時の受け入れ、在宅への復帰支援といった 3 つの

機能があり、地域の医療施設として重要な役割を担っています。これま

で、当院ではおもに急性期機能を中心に行ってきましたが、地域のニー

ズを果たすためにこの病棟を開設しました。大きな特色は、病状がある

程度安定してきた患者さんが、スムーズに在宅へ復帰出来るように支援

することです。近年の急性期病棟では在院日数の短縮化に伴って、病気

の治療を行うことで精一杯となり、在宅復帰に向けた準備や社会資本の

整備と言ったことが必ずしも十分にはしづらくなってきています。病気

の治療をすることはもちろん重要なことですが、最終的な目的は退院し

てもとの社会生活に復帰することです。地域包括ケア病棟はそのような

目的のために患者さんの支援を行うことが最も重要な仕事となります。

当院では、開設に向けて昨年の 9 月から準備会を発足し、患者さんの支

援のために必要な準備を行ってきました。病棟入院前から素早く必要な

情報を集め、在宅復帰に必要な支援を整理し、医師や看護師、医療ソーシャルワーカー等が共同して支

援計画の作成を行います。患者さんやご家族とご相談をしながら、在宅復帰のための準備を行っていき

ます。当院は、このような取り組みを通して、地域医療に貢献し、地域包括ケアシステムの構築に参加

していきたいと思います。これから、旭川医療センター地域包括ケア病棟をよろしくお願いいたします。

　一般外来では、呼吸器疾患（かぜ症候群〜肺炎）、消化器疾患（ロタ、
ノロウイルスを含む胃腸炎）、感染症（はしか、風しん、おたふくかぜ、
みずぼうそう、インフルエンザなどのウイルス、溶連菌その他の細菌）を
中心とした急性疾患の診療、および結核の拠点病院として小児の結核につ
いての健診、診断、治療を行っています。また各種予防接種（ワクチン接
種）も行っています（予防接種は予約制）。
　ワクチンで防げる病気（VPD）は感染症の中のごく一部ですが、深刻な合併症や後遺症をおこしたり、
命を落としたりする危険性のある病気が含まれます。ワクチンを接種できる多くの人たちがワクチンを
受けることにより、地域社会で VPD の流行を防ぐことができ、免疫力の弱い人たち（接種前の赤ちゃん、
妊婦さん、高齢者など）も、VPD から守られます。
　専門外来では、小児神経専門医による発達神経外来を行っています（完全予約制　診療日は火曜・木
曜：午前・午後、水曜：午後のみ）。
　発達神経外来では、言語発達遅滞や知的障害、多動や衝動性などを示す多動 / 注意欠陥障害（ADHD）、
対人関係障害などの広汎性発達障害、読み・書き・計算障害のある学習障害、さらに、脳性麻痺児など
の運動障害、てんかん、小児神経症（心身症を含む）など発達や脳機能に課題のある子ども達に対し、
医療、福祉、家族支援の観点から外来診療を行っています。さらに、小児期だけでなく、18 歳を超え
た移行期、成人期の方々へのサポートも行っているのが当外来の特徴です。

小児科部長　吉河　道人
小児科のご紹介
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QC 活動発表会が開かれました
臨床検査部長　玉川　進

　2 月 21 日（水）、22 日（木）の二日間、QC 活動発表会が開か

れました。QC とは Quality control（品質管理）のことで、日本

では小さなグループが品質や業務の改善を行い、その結果を持ち

寄って発表することが広く行われています。今年は 12 チームが参

加し、外来・臨床検査科合同チームが優勝、メディカルクラークチー

ムが準優勝でした。この 2 チームは本年 11 月に北九州市で行われ

る「医療の改善活動全国大会」に派遣され発表することになってい

ます。

病院ボランティア募集ランティア募集

■ 病院ボランティアとは…？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　初めて病院を訪れたとき、戸惑ったことはありませんか？

　受診の仕方、外来や検査室の場所、車椅子で移動が必要なときの方法など、戸惑うこともたくさん

あるのではないでしょうか。そんな時、ボランティアの方にお手伝いをしていただければ、どんなに

安心することでしょう。

　病院ボランティアとは、医師・看護師・その他の職員と協力して、患者さんにとってよりよい環境

の中で安心して医療を受けることができるよう、自発的に病院を利用する人々に対しサービスを提供

する方のことです。みなさんも参加してみませんか？

■ 活動内容　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
外来総合案内（診療申込書の代筆・車椅子移動の援助等）／入院患者さんに使用するタオル等の洗濯

物の整理（タオルたたみ等）／病院環境整備（花壇の整備等）等

■ 参加条件　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
高校生以上（ただし、高校生の方は親の同意が必要となります。）／心身ともに健康な方／患者さん

のプライバシーを守れる方

■ 活動時間　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
平日　午前 8 時 30 分〜午後 5 時 15 分

※ この時間帯の中で、都合の良い時間帯を選んでいただ

くことになります。

お問い合わせ先及びお申し込みの受付

　　　事務部管理課　管理課長

　　　TEL：0166-51-3161　内線 371

放射線科の発表

優勝した外来・臨床検査科合同
チームの発表

合同チームは小道具を用いて成
果を示しました 西村英夫院長からの質問

現在、ボランティアをしていただいている
皆さん（前列３名）と意見交換会を行いま
した。
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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

　建替工事開始から早いもので１年が経過しようとしています。

　３月１２日第１期工事が完了し引渡式が行われ、検体検査部門、栄養管理室、ボイラー室が引越を行

い３月１９日より使用開始しました。

　４月からは、いよいよ外来棟の本体部分となる第２期工事が始まります。

　工期は平成３１年１０月までと長いため、患者さんにはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解いただ

きますよう、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

 　　建替工事開始から早い１年が経過しようとしています。

　３月１２日には、第１期工事が終了し引渡式が行われ、検体検査部門と栄養管理室が引越を行い３月１９日

工事スケジュール
H31

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

＜第2期工事＞

H29 H30

  基礎躯体・鉄筋工事 

 内装仕上工事 

 既存建物解体工事 

現在 

第１期工事 引渡式の模様 

今回完成部分　外観 第２期工事予定部分（オレンジ枠） 栄養管理室（調理場）

検査室 ボイラー室 放射線治療室

第１期工事　引渡式
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検査室が新しくなりました
臨床検査部長　玉川　進

　3 月 19 日（月）から検査科が新棟での業務を開始しました。きれいになった検査室を紹介します。

001 ／広くなった検査室。ここは赤血球や白血球の数を計る機械

を置いています

002 ／心不全の目安となる BNP（脳性ナトリウム利尿ペプチド）

を計る機械

003 ／隠し部屋発見！　技師長室になるらしい。因みに検査科部

長室はありません。

004 ／ここは外部の検査会社が使う席です。今までは通路の脇で

貧相な机が当てがわれていました

005 ／白血病などで出てくる形の血液を調べているところ

006 ／生化学検査のコーナー。肝臓や腎臓の機能がわかります。

007 ／病理のコーナー。内視鏡で採取した大腸ポリープなどを顕

微鏡で観察できるように薄く切っているところです。

008／病理のコーナー。新しい機械も入って、作業効率がグンとアッ

プしました。

009 ／細菌検査のコーナー。悪い菌を外にばら撒かないように、

検査はガラスの向こうで行います。

010 ／休憩室。広くなりました。

002

001

004

003

006005

009

007

010008
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　看護の日とはナイチンゲールの誕生日（５月１２日）にちなみ制定され、5 月 12 日を含む 1 週間を
「看護週間」として全国各地でイベントや催しが開催されています。当院でも毎年、看護師や医療職を
目指す高校生が職場体験を行っています。今年は５月１０日（木）に市内の高校に通う２０名前後の高
校生が当院で職場体験を行う予定です。毎年のことですが高校の制服から白衣に着替えた高校生の皆さ
んの緊張と照れくささの混ざった、はにかんだ笑顔がとても新鮮です。我々副看護師長にもこんな初々
しいときがあったなぁ…（あったかな？）と懐かしくなります。実際の看護体験は病棟スタッフの指導
の下に病棟見学、血圧・脈拍測定、患者さんとのコミュニケーションなど様々な経験ができるよう準
備しています。将来、看護師を目指す学生の
皆さんの参加を心よりお待ちしています。ま
た、外来患者さん向けに「看護の日　スライ
ドショー」も準備しています。５月に入って
から外来待合の病院案内のモニターに看護の
日とは何か、当院の看護師の活動や取組など
のスライドを上映します。ぜひご覧ください。

１病棟　副看護師長　藤信　真吾

がん性疼痛看護認定看護師　大坪　聡織
　陽も長くなり春めいてきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。がん相談支援センターのある地
域医療連携室も 3 月に入り引っ越しをしました。引っ越しと言っても、元の地域医療連携室の隣の部屋で
はありますが、これまでよりも部屋が小さくなったため十分な相談スペースが取れず皆さんには少しご迷
惑をおかけすることもあるかもしれません。しかし、相談対応はこれまでと変わりありませんので、ぜひ
お立ち寄りください。
　さて、2 月のがん患者・家族サロン「縁佳話」 では、とある患者
さんとご縁があり9 日の開放日に「アンデス音楽楽器演奏会」を行っ
ていただきました。ステージネーム（？）カルロスオッチャンがケー
ナとチャランゴというアンデス楽器を演奏してくださり、普段は耳に
するすることのない音色でとても癒されました。カルロスさん自身も
がん患者さんなのですが、カルロスさんから「どこか演奏する場は
ないのかい？」と声をかけてくださったおかげで、今回の演奏会を開
催することができました。そして、23 日の「冬の音楽療法」 では、
いつものように内島看護師の演奏に合わせて冬の曲を中心に、みん
なで口ずさみながら楽しみました。23 日のサプライズは 9 日に演奏
してくださったカルロスオッチャンと内島さんとの「コンドルは飛ん
でいく」のコラボレーションで、ケーナと電子ピアノのふたつの音色
が合わさることで「まさに音楽会！」という雰囲気となりました。今回、
このような機会をいただきましたカルロスさんにはとても感謝しております。カルロスさんの演奏を見た
り、聴いたりした患者さんや家族の方だけではなく、私たち職員にも元気を分けてくださったと思います。
4 月からのがんサロンは場所の関係で毎月第 4 金曜日のみの開催になってしまいますが、できるだけこれ
まで通りのミニ講座も設けていこうと企画を練っておりますので、次年度もぜひご参加ください。音楽療
法も継続します！（次回のサロンは 4 月 28 日です）

がん相談支援センターより

看護の日　高校生ふれあい看護体験のご紹介

昨年の様子

アンデス音楽楽器演奏会

冬の音楽療法
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■ パーキンソン病市民公開教室　14:00 〜 16:00　アートホテル旭川　●参加自由
 5 月 12 日（土）左下のちらしをご覧下さい。
■ 地域住民セミナー　10:30 〜 11:30　当院　２Ｆ大研修室　●参加自由
 5 月 19 日（土）神経内科の病気について　講師 : 脳神経内科　部長　鈴木　康博
■ 市民公開講座　リウマチ健康セミナー　14:30 〜 16:30　大雪クリスタルホール　●参加自由
 6 月 30 日（土）右下ちらしをご覧下さい。
■ ＣＯＰＤ（慢性閉塞性肺疾患）教室　14:00 〜 14:30　5 病棟カンファレンス室　●参加自由
 4 月 17 日（火）山崎　COPD センター長　テーマ未定
 5 月 15 日（火）内容未定　院内の掲示をご覧下さい。
 6 月 19 日（火）内容未定　院内の掲示をご覧下さい。
 7 月 17 日（火）内容未定　院内の掲示をご覧下さい。
■ 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。
 4 月 9 日（月）糖尿病とはどんな病気？　講師 : 平野 医師  / 糖尿病食品交換表について〜応用編〜 講師：管理栄養士
 4 月 23 日（月）内容未定　講師：高橋 理学療法士 / 糖尿病食と外食 , 間食について　講師：管理栄養士
 5 月 14 日（月）内容未定　講師：松原 検査技師 / 糖尿病食と塩分について　講師：管理栄養士
 5 月 28 日（月）副作用に注意が必要な糖尿病治療薬〜内服治療について〜　講師：竹場 薬剤師 / 糖尿病食とコレステロール、食物繊維について　講師：管理栄養士
 6 月 11 日（月）内容未定　講師：理学療法士 / 糖尿病食事療法の基本について　講師：管理栄養士
 6 月 25 日（月）糖尿病の合併症〜腎症について〜　講師：柏谷 医師 / 糖尿病食品交換表について〜基礎編〜　講師：管理栄養士
 7 月 9 日（月）副作用に注意が必要な糖尿病〜インスリン治療について〜　講師：竹場　薬剤師 / 糖尿病食品交換表について〜応用編〜　講師：管理栄養士
 7 月 23 日（月）低血糖になっていませんか〜低血糖の対処法〜　講師：滝沢 看護師 / 糖尿病食と外食 , 間食について　講師：管理栄養士
■ 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
 4 月 20 日（金）リハビリからみた工夫 講師：吉田 医師 / リハビリ
 6 月 15 日（金）薬の服薬法 講師 : 岸 医師 / 薬剤師
 7 月 20 日（金）福祉制度について 講師 : 野村 医師 / 長尾 ＭＳＷ
■ 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
 4 月 27 日（金）がんと付き合うためのお金の工夫　講師 : 菅原 MSW
 5 月 25 日（金）体の痛みだけじゃない！がんの痛みとは？　講師 : 大坪 看護師
 6 月 22 日（金）食欲がないときは〜食べてみよう！アレンジしてみよう！栄養補助食品〜　講師 : 新野 管理栄養士
 7 月 27 日（金）夏の音楽療法♪　講師 : 内島 看護師

平成 30 年 4 月～ 7 月  お知らせ

日時：平成３０年５月１２日（土） 
   １４:００～１６:００ 
場所：アートホテル旭川 
        （旭川市7条通6丁目 tel:0166-25-8811） 
 

 

14:00～14:20 1．「日常生活動作の工夫」  

              常楽 美晴 看護師 

14:20～14:40 2．「何が起こる？運動の効果と 

         パーキンソン病」 

              鈴木 優太郎 理学療法士 

15:00～15:20 3．「パーキンソン病の食事 

         ～栄養を上手にとるために～」 

              高橋 早苗 管理栄養士 

15:20～15:40 4．「パーキンソン病治療の最近の話題」 

              木村 隆 医師 

 

入場は無料です。事前のご予約は必要ありません。 

尚、会場の駐車場料金は有料となります。 

お問い合わせは旭川医療センター企画課専門職まで。 

（tel:0166-51-3161） 

内容は変更することがございます。ご了承下さい。 

 

 

 

 

平成３０年度第１７２回 
パーキンソン病市民公開教室 

国立病院機構旭川医療センター  
パーキンソン病センター主催 

講演 

参加無料 
☆申込み不要☆ 

会場に直接 
お越し下さい 

------------ 内容  ------------- 
司会：旭川医療センター糖尿病リウマチセンター長 

                    平野 史倫   
 

1. 今年もやってみよう〜リウマチ体操                          

                                     14:30～ 
  旭川医療センター リハビリテーション科 理学療法士   

                  嶋田 祥平 
2. リウマチと言われたら〜日常生活で気をつけること            

                                      15:00～ 
     旭川医療センター リウマチケア看護師 

                 佐々 あき 
 

3. 関節リウマチの最新治療について      15:30～ 
     旭川医療センター 糖尿病リウマチセンター長 リウマチ指導医 

                           平野 史倫 

リウマチについて知っていますか？ 

旭川医療センター地域医療連携室 

TEL 0166-51-3161 FAX 0166-53-9184 
お問い合わせ先 

□ Q＆Aリウマチ相談コーナーで疑問解決 （16:00～16:30） 

  当院医療スタッフが集結し、日頃のあなたの疑問にお答えします！ 

 

             〜どんなご質問にもお答えします！ 

お越しの際は･･･ 
●バスの方「神楽４条７丁目」下車 
●お車の方 駐車場400台有 
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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 4 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

糖尿病（新・再）
柏谷　　朋

（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

（再来）
西村　英夫

糖尿病（再来）
柏谷　　朋

（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

（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

副センター長（糖尿病）
柏谷　　朋
診察室①

副センター長（糖尿病）
柏谷　　朋
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①

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 長　　和彦
診察室①

長　　和彦
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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