


市民公開講座　リウマチ健康セミナー
　　  ～100 名を超える参加者～

理学療法士　嶋田　祥平
　6 月 30 日（土）に大雪クリスタルホールにてリウマチ健康セミナー
が開催されました。毎年恒例となっております本セミナーには当院を受
診されている皆様をはじめ、多くの方々に足を延ばして頂き 100 名を超
える参加者で今年も無事開催することができました。ご参加して頂きあ
りがとうございました。
　今年度はリハビリ部門、看護部門、医師の 3 部門の講演となりました。
初めに理学療法士の嶋田から『今年もやってみよう～リウマチ体操』と
題し、リウマチ体操の目的やポイント、日常生活動作の注意点などをお
話させていただきました。また、後半には実際に会場の皆様と一緒に軽
く汗をかく程度のストレッチ・筋力訓練等の運動を行い、自宅でも継続
可能なホームプログラムの紹介を行いました。
　2 つ目の講演は佐々看護師より『リウマチと言われたら～日常生活で
気をつけること』、最後に糖尿病リウマチセンター長の平野医師より『関
節リウマチの最新治療について』の講演がありました。　講演の休憩時
間には関節を保護する目的で使用する自助具の展示も行い、皆様に実際
に手にとって頂き日常生活でのちょっとした工夫が関節痛予防につな
がることをお伝えすることが出来ました。
　糖尿病リウマチセンターでは今回のセミナーの他にも、院内にて月 2
回の糖尿病教室や市民公開講座として糖尿病健康セミナー（今年は 8 月
25 日）を開催しております。今後も皆様のご参加をお待ちしております。

佐々　看護師

筆者

糖尿病リウマチセンター長　平野医師

補助具の展示
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“お神
み

輿
こし

がねり歩き”　「どんぐり保育園の夏まつり」

園長　尾村　智子
　７月 20 日（金）はどんぐり保育園の夏まつりでした。
年中・年長児がくだもの神輿を担ぎ、他のクラスはくだも
のの面や帽子をかぶり、「わっしょい！わっしょい！」と
ねり歩きました。病棟裏の広場では遊戯や歌、人文字を披
露しましたが、病棟の窓からは患者さんからたくさんの拍
手や声援をいただきました。ありがとうございました。午
後からは園庭で、大小のお菓子を引き当てる「宝引き」、
うちわがもらえる「ボールキック」、オモチャが当たる「く
じ引き」、好きな果物を引き上げる「くだものヨーヨー」
などの手作り縁日を楽しみました。

症例報告会・地域医療連携の集いを開催

地域医療連携係　清水　徹也
 　６月 18 日（月）18:30 ～ 20:30　第 306 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「非結核性抗酸菌症の診断と治療」（呼吸器内科　高橋　政明）と

「高齢者の胆管炎について」（消化器内科　高添　愛）を行い、その後地域医療連携の集いを立食で行い
ました。今回は初めて参加していただいた方も多く、当院の職員を含め 120 名ほどの参加者でした。今
年度は診療報酬の改定もあり地域の医療機関の皆様と様々な情報交換が行われ、１時間では少々時間が
足りなかった印象でした。当院では年２回の地域医療連携の集いを行っており、次回は 11 月 19 日（月）
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。
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中国から研修に５名来院
＜旭川大学・中国　武漢大学健康学院　国際交流研修会＞

４病棟　副看護師長　渡邊　麻美
　６月 27 日（水）、旭川大学と中国武漢大学健康学院と
の国際交流研修会の一環として５名が来院されました。
　日本では高齢化が急速に進みつつある中、当院にお
いても急性期治療後の在宅復帰に向けた医療や支援を
行うために、平成 30 年３月から地域包括ケア病棟が
開設されました。
　武漢大学では中国での高齢化社会への懸念に対して
の取り組みおよび準備として本邦の老年期のケアとし
ての地域包括ケア病棟の実際を見学、立ち上げから現
在までの歩みや今後の課題について学びたいという要

望があり、佐々木亜万理退院調整専従看護師とともにスライドにてレクチャーを行い、地域包括ケア病
棟（４病棟）の施設見学と毎日実施している退院調整
カンファレンス見学を行っていきました。
　武漢大学の方々には非常に興味を持って頂き、熱心
に施設やカンファレンスの見学に臨まれていました。
日本と中国での病院施設設備やケアの違いについて質
問等から知る事ができ、お互い学びが多かった一日と
なりました。

病棟見学中

レクチャー中

記念品にUSBメモ
リーをいただきました

記念撮影
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地域包括支援センターの役割を学ぶ共同勉強会を開催

地域医療連携室　副看護師長　佐々木亜万里
　７月４日（水）春光・春光台地域包括支援センターの方と勉強会を行いました。この勉強会は、当院
の退院支援チーム会議の中で企画し開催しました。地域包括支援センターの主任介護支援専門員から、

『あさひかわ安心つながり手帳』についてと『介護保険』についての説明や社会福祉士から、『地域包括
支援センターの役割』について講義していただき、意見交換会を行いました。退院支援チーム会議の
メンバーからは「旭川市の取り組みについて知ることができた」「地域包括支援センターのしくみや役
割が聞けてこれからの仕事に役立てると思う」

「地域の方との勉強会が増えると、私たち（看
護師）ができる事、すべき事が明確になると
思う」「地域の方と直接お話しすることで現場
どうしでの意見交換もでき、またできたらい
いと思う」等の意見がありました。今後も機
会を設けて地域の方と一緒に勉強会を開催し、
地域との連携を図れるように努めていきたい
と思います。

　リハビリテーション科は理学療法部
門 10 名、作業療法部門 5 名、言語聴
覚療法部門 3 名の計 18 名のスタッフ
で構成され、病気やけがで日常生活に
何らかの支障をきたした方たちの自宅
や社会への復帰のお手伝いをしていま
す。
　リハビリの３部門について違いなど
が分からない方もいらっしゃると思い
ますので簡単に紹介します。理学療法
は運動療法や物理療法（電気・温熱等）、
呼吸訓練、動作訓練を行います。作業
療法は食事や服の着替え等の日常生活動作の練習、福祉用具の適合、認知機能の評価・訓練を行います。
言語聴覚療法は食事の飲み込みや発声初語、コミュニケーションの訓練を行います。この 3 部門が互い
に協力しながら患者様のリハビリをすすめています。
　リハビリ室は現在、仮住まいでご不便をおかけしております。2019 年夏には新棟に移る予定です。
スタッフは最新の知識や技術の習得のため研修会などにも積極的に参加し、患者様により良いリハビリ
を提供できるように日々取り組んでいます。

理学療法士長　吉田　正幸
職場紹介　リハビリテーション科
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　本格的な夏が到来し、全国的にも毎日記録的な猛暑が続いていま
す。みなさま、体調などは崩していませんか。こう暑さが続くとついつい
冷たい物が進んでしまいますね。また、この時期、最も気をつけなけれ
ばいけないのが、「熱中症」です。連日ニュースなどで取り上げられて
いますが、自分の体調を知り予防・対策をしっかりしましょう。
　話は変わって、私は３病棟の神経内科病棟に所属しておりま
す。神経内科では毎月第３金曜日に「パーキンソン病教室」を
開催しています。今回は教室で行われている、音楽療法などの
写真を載せさせて頂きます。対象は、パーキンソン病患者さん、
そのご家族、支援者の方となっております。ご興味のある方は
是非お越し下さい。（８月はお休みです。）
　今年も残暑厳しいと囁かれておりますゆえ、お体に気をつけ
てお過ごし下さい。

３病棟副看護師長　髙橋絵里香
パーキンソン病教室にお越し下さい。

 音楽療法で楽しい時間を過ごして
がん性疼痛看護認定看護師　大坪　聡織

　７月 27 日（金）に当院のがんサロンでは定番となっている「夏
の音楽療法」を開催しました。今回は当院職員で音楽療法士の
内島看護師と、音楽療法の世界でご活躍されている佐治順子（さ
じのぶこ）先生にもお手伝いいただき、15 名の参加者の方たち
と楽しいひとときを過ごさせていただきました。
　ただこの日はとても暑い日で、扇風機を回しながら（エア

コンが故障）、皆さんには随時水分補給をしていただきな
がらの１時間となりました。
　佐治先生は「四季の歌」のときには皆さんに「好きな季節はい
つですか？」、「ふるさと」のときには「あなたはどちらでお生まれに
なったのですか？」と尋ねながら回り、皆さんのふとした一面を上
手に引き出してくださいました。やはりこういう点が、ただの「音楽
会」ではなく「音楽療法」なのだと改めて感じました。今回は「涙
そうそう」を歌っているときには涙を流している方もいましたが、音
楽はいろんな情景や人を思い出させてくれる力があります。がん
サロンという環境なので体調も万全ではなく、今後に不安を感じている参加者もいらっしゃると思いますが、ほんの短
い時間でも音楽を通して楽しい時間を過ごしていただければと思います。
　今後も内島看護師の協力を得ながら音楽療法の場を提供させていただきたいと考えておりますので、
ぜひご参加ください。

がん相談支援センターより

佐治先生と（中央）
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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。
	 8 月	13 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	/	糖尿病食と塩分について	講師：管理栄養士
	 8 月	27 日（月）運動の秋！さあ始めよう運動療法！講師：嶋田	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
	 9 月	10 日（月）糖尿病の合併症	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
	10 月	15 日（月）糖尿病治療内服薬の注意点	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

	10 月	29 日（月）糖尿病検査ってどんなことをしているの？	～検査の色々と患者様に気をつけてほしいこと～	講師：斉藤	検査技師	/	糖尿病食と外食 , 間食について	講師：管理栄養士
	11 月	12 日（月）糖尿病とはどんな病気？講師：平野　医師	/	糖尿病食と塩分について	講師：管理栄養士
	11 月	26 日（月）糖尿病の腎臓の病気！	～糖尿腎症について～	講師：高橋	看護師	/	糖尿病食事療法の基本について	講師：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
	 9 月	15 日（土）右下のちらしをご覧下さい。
■ 市民公開講座　糖尿病健康セミナー　14:00 ～ 16:00　アートホテル旭川　●参加自由
	 8 月	25 日（土）左下の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 病棟学生控室　●参加自由
	 9 月	18 日（火）COPDと喘息のお話　講師：黒田	副 COPDセンター長
	10 月	16 日（火）吸入器の使い方　講師：渡瀬	薬剤師
	11 月	20 日（火）吸って！吐いて！呼吸機能検査でわかること　講師：村中	検査主任
■ 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
	 9 月	21 日（金）講演 1	講師：木村センター長	/	講演 2	日常生活の工夫　講師：病棟看護師
	10 月	19 日（金）講演 1	講師：鈴木副センター長	/	講演 2	栄養と食事の工夫　講師：管理栄養士
	11 月	16 日（金）講演 1	講師：黒田部長	/	講演 2	パーキンソン病の治験について　講師：治験管理室
■ 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
	 8 月	24 日（金）おしゃれ大会　講師：アデランスなど
	 9 月	28 日（金）医療用麻薬って何？　講師：佐藤　薬剤師
	10 月	26 日（金）内容未定
	11 月	30 日（金）　	〃

平成 30 年 8 月～11月  お知らせ

      ＜旭川医療センター市民公開講座＞  
  糖尿病健康セミナー 
 とき  平成30年 8 月25日（土） 14:00 ～16:00 
 場所 アートホテル旭川 TEL25-8811 
      ３階 ボールルームⅠ ＜住所：旭川市７条通６丁目＞ 
 

参加無料 
☆申込み不要☆ 
直接会場にお越し

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. 糖尿病になったら気を付けること    15:00～ 
    旭川医療センター 糖尿病認定看護師，日本糖尿病療養指導士   

                 滝沢 亜由美 
 

2. 運動したらどれくらいやせられるの？ 15:20～ 
    旭川医療センター 理学療法士    高橋 博則 
                    

3. 糖尿病の最新治療ってどんな治療？  15:40～ 
     旭川医療センター 糖尿病リウマチ副センター長 

                        柏谷 朋  

□ 無料試食コーナー（14:00～15:00） 

 □  低カロリーおやつを食べてみよう！ 

□ 無料体験コーナー（14:00～15:00） 
  □  フットケア相談ーあなたの足大丈夫？診断も受けられます♪ 

  □  インスリン注射模擬体験！こんなに簡単になりました♪ 

  □  自己血糖測定体験！あなたの血糖値は大丈夫？ 

  □  血圧測定体験！血圧が高いって言われたけどどうしたらいいの？ 

  □  運動療法、運動で消費するカロリーってどれくらい？ 

  □  栄養相談、糖尿病の食事のコツ聞いてみませんか？ 

糖尿病について知っていますか？ 

共催：旭川市医師会、北海道栄養士会、北海道看護協会上川南支部 
後援：旭川薬剤師会、旭川病院薬剤師会 

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 

第 25 回地域住民セミナー 
テーマ  

「脳卒中、倒れないために、倒れたときに」 
脳卒中について、わかりやすくお話させて頂きます。 

入場は無料です。どなたもお気軽にお越しください。 

       

講師：吉田 亘佑（脳神経内科医師） 
日時：平成 30年 9月 15日（土）午前 10時 30分より 
場所：旭川医療センター大研修室  

写真 脳神経内科 吉田亘佑 
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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 6 月 27 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

午後 黒田　真実
診察室①

佐々木　彰
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

8 hanasaki


