


第 172回パーキンソン病市民公開教室を開催
３病棟　看護師　常楽　美晴

　平成 30 年 第 172 回パーキンソン病市民公開教室を 5 月 12 日（土）

にアートホテル旭川で開催しました。天気にも恵まれ、125 名の参加が

ありました。

　今年は、当院神経内科医である木村センター長、脳神経内科病棟常楽

看護師、高橋管理栄養士、鈴木理学療法士が講演しました。

　木村センター長からの「パーキンソン病治療の最近の話題」では、当院で行っているパーキンソン病

の現在の治療から、まもなく治験開始となる新しい治療まで、大変興味深い内容でわかりやすく説明し

て頂きました。今後も最新の情報をいち早く発信していきますので、是非パーキンソン病教室に足を運

んで頂きたいと思います。

　看護師からは「日常生活の工夫」といった内容で、歩行や起き

上がりなどの日常生活で使える動作の工夫を何点かご紹介させ

ていただきました。パーキンソン病の方・その介護者さんの日常

生活で少しでもお役に立てれば幸いです。

　高橋栄養士からは「パーキンソン病の方の食事～栄養を上手に

とるために～」といった内容で、食欲がないときの間食や分食の取り入れ方、補助栄養食品の取り方、

便秘に良い食品など、日々の生活で役立つ知識を提供して頂きました。便秘や食欲低下でお困りの方も

多くおり、生活の中で取り入れていただける内容でした。

　鈴木療法士からは「何が起こる？運動の効果とパーキンソン病」との題で、パーキンソン病患者の方

にとってのリハビリの重要性や効果、自宅でできる

リハビリについてわかりやすく説明していただきま

した。楽しく簡単に続けられるリハビリを紹介して

いただいたので、是非ご自宅でも実践して頂きたい

です。

　今後も当院パーキンソン病センターが、市民の皆

様や患者さんに貢献できますよう努めますので今後

ともよろしくお願い致します。

高校生ふれあい看護体験を行いました。
副看護師長　佐々木亜万里

　｢ふれあい看護体験｣ は、｢看護職｣ を知ってもらうため、病院や福

祉施設において見学や患者さんの手足を洗うなどの簡単な看護体験、

患者さんや看護師との交流などを行うイベントです。5 月 10 日、当

院でも「ふれあい看護体験」を行いました。旭川市内の４校より高校２・

３年生２０名の参加がありました。参加当日は、白衣に着替え、看護

部長からのあいさつの後、各病棟に入り看護体験を行ってもらいまし

た。看護体験では、患者さんの洗髪や手浴・足浴の実施、学生同士で血圧測定や車いすやストレッチャー

の乗車体験を行いました。初めての白衣の着用に嬉しそうに写真撮影を行なったりしている場面もあり

ました。
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　参加された学生から、「患者さんの髪を洗う場面で洗う強さを加

減するのが難しかった。」「関わった患者さんの笑顔が印象的だっ

た。」「たのしく体験ができ、早く看護師になりたいと思った。」な

どの感想が聞かれました。病棟での看護体験の後で、意見交換を行

いました。意見交換の中で、看護の仕事について様々な感想や、進

路についての迷いなど具体的な質問があり、病棟担当看護師からの

アドバイスがありました。 

　今回、将来看護師を目指す方や看護や介護に興味のある方がほとんどで

あり、参加された高校生のみなさんが、実際に病棟での看護場面を体験す

ることで、自分自身の将来につい

て考える機会として活用していた

だければ幸いです。

　薬剤部は薬剤師 12 名、事務助手 3 名、合
計 15 名のスタッフで業務を行っています。
業務内容は、調剤・注射薬の交付、抗がん剤
や中心静脈栄養などの注射薬の混合調製、医
薬品情報の管理、患者さまへの服薬指導、病
棟における各チーム医療への参画などを行っ
ています。
　さらに平成 25 年からは、病棟薬剤業務の
施設承認を取得しており、各病棟担当薬剤師
を配置して、持参薬確認や医師の回診へ参加
するなど入院患者さまの病状を理解すると共
に、お薬に関してのより良いサービスを提供して、医薬品の適正使用に取り組んでいます。
　また、外来においては、地域の保険薬局と連携して医薬分業を推進しています。複数の医療機関でお
薬の処方（交付）を受けた時に、かかりつけ薬局を決めて、いつも同じ薬局でお薬をもらうことにより、
同じような薬が重複していないか？お薬の飲み合わせに問題がないか？などの不安な部分にチェックが
かかります。そのためにも、是非、お薬手帳を活用して下さい。お薬手帳はお薬の名前や飲む量、回数
などの記録（薬歴）するための手帳です。この記録で医師や薬剤師が、どのようなお薬をどのくらいの
期間使っているのかが判断できます。診察券と一緒に忘れないようにお持ち下さい。
　お薬について何かご不明な点や心配な事がありましたら、薬剤部のお薬相談コーナー又は病棟担当薬
剤師へお気軽にご相談下さい。

薬剤部長　美濃　興三
職場紹介　薬剤部
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転任・新採用者紹介

武部　幸恵（札幌市） 
外来 看護師長

食べ歩き
旭川は初めてなので楽しみです。
まだ慣れなくてご迷惑をお掛けし
ますが、頑張ります。

名前（出身地）・所属・趣味・コメント

工藤　千恵（士別市）
看護部長

八雲病院より配置換えとなり２年ぶりの勤務とな
ります。看護部が元気よく患者さんに対し笑顔で
いられるよう努力していきたいと思っています。

佐藤　純也（札幌市） 
事務 企画課長

ドライブ
大きな事業である、外来管理診療
棟の建替えが円滑に進むよう努
めて参ります。

山﨑　恭詩（札幌市） 
検査技師長

スポーツをすることと観る事・映画鑑賞・ウヰスキー蒸留所めぐり
2年間帯広で修業を積み、戻ってまいりました！採血室と検査室
がものすごく遠くなり、ご迷惑をおかけしますが、結果が遅延
することのないよう頑張りますので温かく見守っていただけ
たら…助かります。今後ともどうぞよろしくお願い致します。

白井　壮弥（旭川市） 
薬剤師

映画鑑賞
まだまだ未熟ですが、先輩方や患者
さんから学ばさせていただき、早く一
人前になれるよう努力致します。

大田　貴弘（旭川市） 
専修医

フットサル
地域の皆様のお役に立てるよう、
努力して参ります。

森　　千惠（大阪） 
専修医

音楽鑑賞
患者さんのことを第一に考え、良
い医療を行えるように頑張ってい
きます。

小杉　英史（札幌市） 
初期研修医

ドライブ・弓道
研修医と未熟な身ではありますが、
充実した研修の中で多くの経験を積
み、信頼される医師を目指します。

池上　龍児（深川市） 
事務 経理係長

ジョギング
旭川での勤務は初めてです。ここ
での仕事を早く覚えられるように
頑張ります。

中川　　朗（函館市） 
３病棟 看護師長

スノーボード
看護師経験の中でも初めて勤める科になりますの
で、不安もありますが、色々と勉強していき、患者
さんやスタッフから信頼されるように頑張ります。

的場　貴子（帯広市） 
４病棟 看護師長

ジョギング
初めての旭川市での勤務です。不
安な事も沢山ありますが、頑張り
たいと思います。

早坂　圭太（滝川市） 
６病棟 副看護師長

散策
新しい環境の中、不安で一杯ではあ
りますが、周りから信頼されるよう頑
張っていきたいと思います。

成田　芳行（道南） 
リハビリテーション科 運動療法主任

サッカー観戦
初めての旭川での生活で分からない事ばかりで、お
世話になる事が多いと思いますが患者さん、職員の
皆さんとつながりを大事にしていこうと思います。

藤井　俊介（札幌市） 
事務 算定・病歴係長

映画鑑賞
帯広病院から赴任しました。患者
さんや病院の役に立てるよう一
生懸命頑張りたいと思います。

富岡　准平（仙台市） 
薬剤部 治験主任
野球・食べ歩き

治験、臨床研究　活性化のために
頑張ります。

長内　秀憲（札幌市） 
放射線科 特殊撮影主任

釣り
病院建替えという大きなイベントがあり
ますが、この正念場を乗り越えられるよう
一生懸命病院に貢献して行きたいです。

田村　　澪（旭川市） 
事務　算定・病歴係

ショッピング
初めての仕事なので緊張してい
ますが、一生懸命頑張ります。

柏原　美保（旭川市） 
１病棟 看護師

旅行
八雲から転入して参りました。１日
も早く患者さんのお役に立つこと
が出来る様に頑張ります。

鈴木　捺見（旭川市） 
６病棟 看護師

おでかけ・ドライブ
笑顔を大切に、信頼される関係づ
くりを目指していきたいと思いま
す。

小野　七海（富良野） 
３病棟 看護師

食べること
１日でも早く病棟に慣れ、笑顔を
忘れずに勤務していきたいです。
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名前（出身地）・所属・趣味・コメント

千葉　静華（旭川市） 
１病棟 看護師
映画を観ること

とにかく仕事を精一杯覚えていき
たいです。

太田　和幸（山形県） 
放射線技師

登山
北海道の寒さに負けないよう頑
張っていきたいです。

原田　拓実（北見市） 
検査技師
映画鑑賞

なれない地での初めての仕事なので、
不安もありますが、信頼されるように
色々と勉強して行きたいと思います。

上山　白華（岩見沢市） 
リハビリテーション科 作業療法士

旅行・映画鑑賞
一人でも多くの患者さんを笑顔
にできるよう、日々努力していき
たいと思います。

千葉　郁摩（岩手県） 
６病棟 看護師
ご飯やさん巡り

不安もたくさんありますが、何事
にも前向きに取り組んでいきたい
と思います。

駒林　麻美（上富良野町） 
６病棟 看護師

美容
フレッシュな新人さん達と一緒に
気持ち新たにフレッシュに頑張り
ます。

梅北　実佳（宮崎県） 
６病棟 看護師

映画・旅行
患者さんへ安全、安心な看護提供
できるように頑張ります。

大西　彩香（旭川市） 
６病棟 看護師

書道
患者さんや職員の方々と関わり
ながら日々勉強して、明るい看護
師を目指して頑張ります。

倉兼　　灯（旭川市） 
２病棟 看護師
音楽を聴くこと

不安もありますが、明るく信頼さ
れる看護師になれるように頑張り
ます。

浅野沙也香（旭川市） 
１病棟 看護師

旅行
思いやりの気持ちを大切にしなが
ら、信頼される看護師を目指し一
生懸命頑張ります。

奥村　　奏（鷹栖町） 
２病棟 看護師
ギター・読書

いつでも明るく、患者さんに頼っ
ていただけるような看護を心が
けます。

粟飯原大祐（旭川市） 
２病棟 看護師

ツーリング
いつも親切、丁寧な看護を心がけ
ています。

東川　絢香（士別市） 
３病棟 看護師

旅行
患者さん、職員の皆さんから信頼
していただけるよう笑顔を絶やさ
ず頑張ります。

佐藤　萌香（鷹栖町） 
２病棟 看護師

イラストを描くこと
患者さんに寄り添うことのできる
看護師になれるように、頑張りま
す。

澤木　卓矢（士別市） 
３病棟 看護師

旅行
患者さんが安全・安楽に入院生活
を過ごせるよう看護を提供し信
頼されるよう頑張ります。

森田　美穂（旭川市） 
３病棟 看護師

テニス
一人一人と真剣に向き合うことを
大切にし、笑顔を絶やさず頑張り
ます。

酒井　陽菜（旭川市） 
５病棟 看護師

グルメ巡り、ドライブ
患者さんや職員のみなさんに信
頼される看護師を目指し、日々勉
強し頑張ります。

楠　　結愛（旭川市） 
４病棟 看護師
音楽を聴くこと

患者さんの思いを汲み取り信頼される
看護師になるために、常に学び確かな知
識を身につけて看護したいと思います。

大澤　那奈（鷹栖町） 
４病棟 看護師

スキー・スノーボード
患者さんの気持ちに寄り添うこと
のできる看護師になれるよう頑張
ります。

太田ちあき（旭川市） 
５病棟 看護師
ハンドメイド

いつも笑顔で患者さんが安心で
きるような看護師をめざしていこ
うと思います。
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　統括診療部　診療看護師　の花山　美帆です。診療看護師とは、医師と連携を図りながら患者等の

QOL（Quality of life）向上に必要とされる医療的介入も自律的に行うことができる看護師と定義され

ています。チーム医療を推進し、看護師が役割をさらに発揮するため、2015 年 10 月より「特定行為

に係る看護師の研修制度」が創設されました。国立病院機構では、いち早くその動きに取り組み、大学

院で診療看護師（JNP）を養成、サポートしています。私は 2 年間大学院にて医学教育を受け、2015

年 4 月より当院で勤務し、丸 3 年が経ちました。現在は、患者さんの

状態や今後の治療方針等の情報をもとに担当看護師やそのチームと情報

を共有し日々の看護ケアへとつなげられるよう心がけています。また、

医師の「診る」と看護師の「看る」の 2 つ視点から、患者さんの受け

る医療がタイムリーかつ安心・安全で質の高い医療を提供できる診療看

護師を目標にしています。今年から副看護師長という役割を担うことに

なりました。知らない事も多いと思いますが、諸先輩方に教えて頂きな

がら役割を学んでいきたいと思っています。ちなみに趣味は、最近めっ

きりご無沙汰ですがスキューバダイビングです。また南国へのんびり潜

りに行きたいと計画しています。よろしくお願いします。

診療看護師　副看護師長　花山　美帆

新任　副看護師長よりご挨拶

　皆さん、はじめまして。４月から帯広病院より異動してまいりました、早坂圭太といいます。旭川での

生活は初めてとなります。新卒として就職してから、3 月までは比較的雪の少ない帯広に住んでいました

が、出身は滝川市のため、冬の豪雪は大丈夫ではないかと思っています。最近は、周囲の環境に慣れる

ため、時間のある時には石狩川河川敷をサイクリングしたり、子供たちを連れ散歩をしたりしています。

　6 病棟に来て思ったことは、大きな窓から見える景色が素晴らしいということです。真面目に働けと

いう声がかかるかもしれませんが、病室やデイルームから見える景色には、その度に感動させてもらっ

ています。写真も病棟から撮ったものを選ばせていただきました。

　今回、昇任と同時の異動であったため、初めての結核・消化器内科病棟、初めての副師長業務と新し

い環境の中、戸惑いつつも師長や周りのスタッフに支えられながら働いています。早く慣れていけるよ

う頑張っていきます。よろしくお願いします。

6 病棟　副看護師長　早坂　圭太
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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

　平成２９年４月から工事を開始し、この４月から第三期ある工期のうちの第二期目に入りました。建物が全て完成
するのがこの第二期工事で平成３１年１１月、外構を含めて全体が完成するのが平成３２年９月となっております。
　第二期工事では外来診察室、手術室、管理部門などの建替が行われます。第一期工事の完成部分に隣接してよ
り大きな範囲で工事が進められ（床面積２倍、４階建）、完成時には第一期工事部分、第二期工事部分が接続さ
れて一つの大きな建物となる予定です。

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）

がん性疼痛看護認定看護師　大坪　聡織

　この 4 月より、がん患者・家族サロンの会場が変わりました。地域住民セミナー

なども行われている管理棟の 2 階にある小研修室で行っています。サロン当日

は院内に小研修室までの案内板を出していますが「ちょっとわかりづらいね」と

ご指摘をいただくこともありました。皆さんのご意見をお聞きしながらスムーズ

にサロンに来ていただけるよう、案内板も修正していきますので、気になる点が

ありましたらぜひお知らせください。

　さて、今後のサロンのスケジュールは 6 月 22 日に管理栄養士から

「食欲がないときは」 のミニ講座、栄養補助食品の試食会を予定し

ています。7 月 27 日は好評をいただいております「音楽療法」 の

予定です。会場が手狭になるため、楽器の配置などをどう工夫して

いけばよいか頭を悩ませておりますが、これまでと同じように皆さん

に楽しんでいただける音楽療法にしていきたいと思っています。今後ともよろしくお願いいたします。

がん相談支援センターより
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建物が全て完成するのがこの第二期工事で平成３１年１１月、外構を含めて全体が完成するのが平成３２年９

となっております。

　第二期工事では外来診察室、手術室、管理部門などの建替が行われます。第一期工事の完成部分に隣接

より大きな範囲で工事が進められ（床面積２倍、４階建）、完成時には第一期工事部分、第二期工事部分が接

されて一つの大きな建物となる予定です。

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＞

緑色部分が第二期工事部分になります。 現在基礎工事が進んでおります。
（オレンジ色部分は第一期工事完成部分）

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 

現在基礎工事が進んでおります。
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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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