


院長　西村　英夫

　今年は亥年ですが、当院も新しい外来管理診療棟２期工事の完成
を 11 月に控え、猪突猛進となるのか、はたまた迷える猪になるのか、
正念場であると認識しています。
　当院は、地域医療支援病院であるとともに、在宅療養後方支援病
院です。前者は開業医の先生、医療、介護の方たちとの連携を深め
研究会、講演会などの開催を年間通しておこない、断らない救急を

めざし、今年も診療を行ってまいります。後者は、在宅療養をしている方の入院必要時には、速やかに
対応するということで、在宅の方などはぜひともかかりつけの先生と相談の上、登録していただければ、
入院時の対応が非常にスムースに運びます。
　さて、今年は建物整備も大詰めです。昨年３月に出来た１期工事では、外来患者さんに関係するとこ
ろは、放射線治療のライナック部門です。この部門の放射線機器も新しくなり、今まで他施設にお願い
していた定位照射など、高度な放射線治療もできるようになりました。
　また、今年 11 月には皆様が実際の診療を受けられる、待望の外来の診察室、内視鏡室、放射線診断
部門、生理検査部門、リハビリ部門、手術部門が完成し機器拠入や引越しを行った後に運営開始となり
ます。CT、MRI もこれを機会に新しい機器に変更になります。外来は、特に救急外来部門と外来ブー
スの増設が大きな特徴です。現在は年間救急車受け入れ台数が八百数十台ですが、近隣の皆様のご要望
に応えるべく、一度に２台の救急車を受け入れるように広げました。外来ブースも現在の 18 から 29 へ
と数が増える予定です。今までのように、診療日ごとにあちこちの診察室を動き回るのではなく、ほぼ
固定された診察室になる予定です。また、科ごとにまとまりのある、アイランド方式になります。外来
患者さんの移動についてはリハビリを除き、すべて１階に集約しました。また、上下の階への移動はエ
スカレーターにすると車椅子の利用者さんや杖の人などは危険なので、エレベータにしました。もちろ
ん階段もあります。しかし、原則横移動で採血、生理検査、内視鏡、診察、会計まで、すべてできます。
建築費としては上に伸ばした方が杭打ちも少ないのですが、当院は横移動でするために１階にすべてま
とめました。内視鏡室もブースが増設され、X 線透視をする内視鏡も隣接してできます。リハビリは２
階の眺めの良い部分になります。この部分だけ２階ですが、窓の広い明るい部屋で病院正面の通りや行
きかう人を見ながらのリハビリになるかと思います。
　残念ながら、売店部門、玄関回りの完成は来年９月になりますが、新外来棟の主要な部門はほぼでき
るというイメージです。特に売店部門は玄関にも近く、より患者さん、ご家族の利用しやすいものにな
るようにしたいと考えています。
　最後に、今年は改元も控えており４－５月の 10 連休が想定されています。当院ではそのうちに診察
日を設けるように現在、鋭意検討中です。なるべく、患者さんの不便にならないように対応したいと考
えています。当、旭川医療センターは、本年も地域の病院として頑張りますので皆様よろしくお願いい
たします。

平成 31年　新年のご挨拶
11月に新しい外来棟が完成予定
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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

　１月になり、いよいよ寒さも本番となりました。
　内部作業は着々と進み、引続き耐火材の吹き付けや壁の組立てなどの作業がおこなわれています。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。

バンドの演奏などの余興で盛り上がり　旭川医療センター忘年会を開催

管理課給与係　隅木　一成
　昨年の12月14日(金)に旭川医療センター合同忘年会が開催されました。
私は忘年会の様子の写真撮影や受付業務などを行いましたが、各職場の幹
事のみなさんのご協力もあって総勢約 90 名の方々にご参加いただき無事
忘年会を終えることができました。西村院長をはじめとする先生方のご挨
拶では、今年度の振り返りと次年度に向けてのお話がありました。一昨年
度からはじまった外来棟建替え工事も今年の 11 月には完成予定で病院が

大きく変わる一年になると思われます。個人
的には外来診察室や、各職場が新しくなるの
が楽しみでもあるのですが、昨年に続き激動
の一年になると思うので、先生方のお話を聞
き一層気が引き締まりました。忘年会後半で
は、ビンゴ大会やＡＩＣＥバンドの素晴らし
い演奏、看護部や Men’s チームの余興があり、大変盛り上がりました。
　今回の忘年会に参加いただいた職員の方々、幹事の皆様、本当にあり
がとうございました。今年で入職して 3 年目になりますが、ますます日々
の業務に邁進して取り組んでいこうと思えた忘年会でした。

現在の工事状況です（平成３１年１月現在） 撮影室に鉛板を取り付けています。壁の組立てをおこなっています。
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AICEバンドの演奏

看護部のパフォーマンス歌う院長

Men’sチーム
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【１　募集期間】
　　2019 年 1 月４日から 2020 年８月 31 日まで
【２　寄附申込方法】
＜現金で寄附される場合＞
　○ 　下記の問い合わせ先に連絡いただきますと、当方より「寄附申込書」を郵送いたします。また、ホームページからダウンロー

ドすることも出来ます。
　○　必要事項を入力・記入のうえ、寄附金と一緒にご持参又は郵送ください。「寄附受領書」をお渡しいたします。
＜振り込みで寄附される場合＞
　○　寄附申込書に必要事項を入力・記入のうえ、下記の問い合わせ先にご持参又は郵送ください。
　○　記載内容等を確認した後に振込先口座名を記載した「依頼書」を送付いたします。
　○　「依頼書」が届きましたら、当該口座に寄附金をお振り込みください。
　○　ご入金の確認が取れましたら「寄附受領書」を送付いたします。
【３　寄附金の税制上の扱い】
　○ 　当センター（国立病院機構）は「特定公益増進法人」として定められており、ご寄附なされた個人または法人は、税制上

の優遇措置が受けられます。
　○ 　個人の場合は、所得税法等の規程により寄附金控除の取扱いができます。所轄税務署にて確定申告を行ってください。所

得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。年末調整で申告することはできませんのでご注意く
ださい。

　○ 　法人の場合は、法人税法等の規程により、一般の寄附金の損金算入限度額とは別枠で特別損金算入限度額まで「損金」に
算入することができます。

　○　「寄附受領書」は、税制上の優遇措置のお手続きに必要となりますので、大切に保管してください。
　※ 優遇措置の詳細については、国税庁にお問い合わせ頂くか、国税庁のホームページでご確認ください。
【４　寄附者銘板の設置】
　新棟に寄付者銘板を設置し、１万円以上の寄附をされた方のうち、ご承諾をいただいた方のご芳名を顕彰させていただきます。
ご芳名は、漢字・ローマ字・イニシャルのいずれかを選択できます。
＜寄付者銘板イメージ＞

【５　感謝状の贈呈】
　個人・法人・団体ともに 10 万円以上の寄附に対し、旭川医療センター院
長から感謝状を贈呈します。（各表彰の伝達は、新病院にて実施させていた
だきます）
【６　お問い合わせ先】
担　当：旭川医療センター 事務部企画課
住　所：〒 070-8644　北海道旭川市花咲町７丁目 4048 番地
電　話：0166-51-3161
その他：平日 8 時 30 分から 17 時 15 分の間でお願いいたします

　当医療センターは、明治34年、
旧陸軍第七師団の衛戍（えいじゅ）
病院として創設され、現在まで、
旭川市内の石狩川より北の地域で
の唯一公的医療機関として地域医
療を担当するとともに、国立病院
機構の使命である、結核、筋ジス
トロフィー、神経難病といったセ
イフティーネット系医療（政策医
療）を担当してまいりました。
　しかし、現在の外来棟は、建築
後46年と老朽化し、現在の医療ニーズに対応することが難しくなってきたことから、より良質な医療が提供
できるよう、2017年から建替工事を進め、2020年 9月の全面完成を目指しております。
　つきましては、この建築・設備資金の一部として、皆様のご理解をいただき、特段のご支援を賜わりますよ
うよろしくお願いいたします。

外来棟建替資金・医療機器整備資金のご寄附のお願い

正面玄関ホールに、木のオブジェを設置し、ご寄附をいただいた方のご芳名を、木の葉プレートに刻む予定です。「木」は旭
川の北地域に根差し、地域の医療に貢献する意を表しています。

【外来棟完成イメージ】
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感染管理認定看護師　木元　史子
インフルエンザ対策における面会制限のお知らせ

　旭川を含む道内のほぼ全域でインフルエンザ警報が発令されております。
　全国でもインフルエンザが猛威を振るう様子が報道されていますが、皆様はお
元気でお過ごしでしょうか？
　当院では、入院患者さんをインフルエンザの感染から守る対策として、ウイル
スを院内に持ち込まないための面会制限をしております。

【面会制限について】
●ご家族以外の方の面会はご遠慮ください。
　ご家族でも以下に該当する方はご遠慮ください。
　 　37.0℃以上の熱のある方
　 　咳や鼻水、のどの痛みのある方
　 　17歳以下の方
　 　学校や職場で、インフルエンザが流行している方
　 　同居者にインフルエンザの方がいる場合
　 　吐き気や嘔吐のある方（ノロウイルス胃腸炎も流行しやすいため）
※止むを得ない場合は、マスク装着のうえナースステーションにご相談ください。

【面会時の注意とお願い】
○面会前には、必ずナースステーションにお立ち寄りください。
○マスクの装着と入室前の手指消毒をしてから、ご面会をお願いいたします。
※マスクは、正面玄関 5番受付横の自動販売機、または売店でお買い求めください。

【面会制限の必要性について】
　インフルエンザの感染経路は、飛沫感染+接触感染です。
　感染している人の 1ｍ以内にいる場合、咳やくしゃみを受けることにより、
ウイルスが鼻や口に侵入して感染、または、ウイルスで汚染された物品に触
れた後に、自分の鼻や口などの粘膜に触れることで感染します。
　入院患者さんは、免疫機能の低下している方もいるため感染しやすいこと
から、発症時の面会禁止はもちろんのこと、症状のない潜伏期間中の面会にも注意が必要です。
　インフルエンザは、発熱などの症状が出現する前の日から、感染力があります（他の人にうつす）。
インフルエンザにかかっている方と接触した場合に、症状がなくても感染している可能性がありま
す（潜伏期間）。
　ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

※マスクは、正面玄関 5番受付横の自動販売機、または売店でお買い求めください。

5hanasaki



　２病棟は外科、放射線科、循環器科、呼吸器
内科の混合病棟です。外科は呼吸器疾患、消
化器疾患の手術が行われ、放射線科は遠方よ
り紹介された照射目的の患者さんが入院され
ています。循環器科は慢性心不全の方が多く、
呼吸器内科は慢性閉塞性肺疾患のリハビリや
肺癌患者さんの化学療法を中心に行っており
ます。スタッフは周術期の急性期看護から退
院支援、終末期看護と多岐にわたる看護に日々
奮闘、努力しています。今後とも患者さんに
安心、安全な入院生活を送っていただけるよ
う努力していきます。

２病棟　看護師長　川端　香
職場紹介　２病棟

５病棟　副看護師長　滝沢　亜由美

専門的な知識を持った副看護師長がおり
ますのでご相談下さい

　当院には専門的な知識をもった副看護師長がいますので皆様に紹介したいと思います
　当院の認定看護師（注）には、
　・病院で感染予防するための活動をする感染管理認定看護師
　・化学療法に対する副作用の対応などをするがん化学療法認定看護師
　・痛みがある人に対する痛み止めなど調整するがん性疼痛看護認定看護師
　・糖尿病患者に対する指導やフットケアをする糖尿病看護認定看護師
　また他に
　・入院している患者さんの退院後のことを見据えた介入を行う退院調整専従看護師
　がいます。副看護師長は様々なことを日々学んで皆さんのお役に立てるように活動しています。分か
らないことや、聞きたいことがありましたらお近くの看護師に声をかけてください。
　そして、次年度は新しい副看護師長も仲間入りする予定です。新しい副看護師長からの「ふくふく」
も楽しみにしていてください。

（注）日本看護協会認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を有することが認められた者

退院調整
専従看護師

佐々木　亜万里

糖尿病看護
認定看護師

滝沢　亜由美
がん化学療法看護
認定看護師
渡辺　麻美感染管理

認定看護師
木元　史子

がん性疼痛看護
認定看護師
大坪　聡織
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がん患者さんにもフットケア？
がん性疼痛看護認定看護師　大坪　聡織

　インフルエンザが流行していますが、がん患者・家族サロン「縁佳話」でもマスクや手指消毒剤など
を用意し、感染予防に心がけながら開催しております。
　さて、1 月のがんサロンのミニ講座は当院のがんサロンでは初となる「がん患者さんのフットケア」と
いうミニ講座を行いました。講師は糖尿病看護認定看護師の滝沢副看護師長にお願いしました。「なぜ、
糖尿病の認定看護師さんに？」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、がん患者さんは抗がん
剤治療などの影響で、足のしびれやむくみ、肌荒れ、深爪などトラブルを抱える方が少なくありません。
そのため、日頃から足のトラブルを抱えた糖尿病患者さんのケアを行っている滝沢副看護師長に、足の
ケアのポイントなどを説明してもらい、チェック表を一緒につけながら自分の足にトラブルがないかを
確認していきました。
　足が不自由だと歩くことができない、体を支えることができ
ない、それが活動の制限にもつながり生活の質が落ちてしまい
ます。たかが深爪などと思わず、日頃から自分の足を観察し、
皆さんにも足を大事にしていただきたいと思いました。
　次回、2 月 22 日のがんサロンは「乳がんについて」というテー
マで青木外科部長からミニ講座を予定しております。近年増え
ている乳がんですが、直接わからないことを医師に聞くチャン
スですので、興味のある方はぜひご参加ください。

がん相談支援センターよりがん相談支援センターよりがん相談支援センターより

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 31 年１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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