


パーキンソン病を理解するためには？　薬・日常生活？
  第183回　パーキンソン病市民公開教室を開催

３病棟　看護師　森田　美穂
　令和元年　第 183 回パーキンソン病市民公開教室を５月11日（土）に
大雪クリスタルホールで開催しました。天気にも恵まれ、113 名の参加があ
りました。今年は、当院パーキンソン病副センター長の鈴木康博医師、佐藤
祐佳薬剤師、斉藤祐介作業療法士が講演を行いました。
　初めに鈴木医師からの｢パーキンソン病を理解するためには｣といった内
容でパーキンソン病の病態や主な症状とその経過、またパーキンソン病とピ
ロリ菌が関係している研究結果についてとても分かりやすく説明して頂きました。パーキンソン病という疾患について
さらに知識を深める事ができるお話しでした。次に佐藤薬剤師からの｢パーキンソン病に対する治療薬について｣と
して現在当院で使用されている薬剤から今後使用される薬剤の効果や副作用について、また薬剤経腸投与につ
いて説明して頂きました。薬物治療を行っている患者さんに対してとても知識を深めることができるお話しでした。最
後に斉藤作業療法士からの｢パーキンソン病の日常生活の工夫｣といった内容でパーキンソン病患者にとって日常
生活を送りやすくするための工夫についてイラスト付きの資料を使用し説明して頂きました。パーキンソン病の方や
その介護者の方の日常生活で少しでもお役に立てれば
幸いです。
　毎月行っているパーキンソン病教室でも最新の治療や
お役に立つ情報を発信していきますので、足を運んで頂
けると幸いです。今後も当院パーキンソン病センターが市
民の皆様や患者様に貢献できますよう努めますので今後
とも宜しくお願い致します。

外来棟建替資金・医療機器整備資金のご寄附のお願い
　当院は、建築後 46 年と老朽化し、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。

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。

【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・寄附金の税制上の扱い／下記にご連絡いただきますと、当

方より「寄附申込書」等を郵送いたします。
【３】寄附金の税制上の扱い／税制上の優遇措置が受けられます。詳しくは申込

時にご案内いたします。
【４】寄附者銘板の設置／新棟に寄附者銘板を設置し、１万円以上の寄附をされ

た方のうち、ご承諾いただいた方のご芳名を顕彰させていただきます。
【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、感謝状

を贈呈します。
【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4048番地
　電　話：0166-51-3161
　時　間：平日8時30分から17時15分
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地域医療連携室　副看護師長　間野　未沙都

看護師を目指す高校生と
ふれあい看護体験がありました

　５月17日（金）当院で令和になってはじめてのふれあい看護体験を開催しました。
　旭川市内の高校３校から、将来看護師、病院関係のお仕事を目指す生徒さ
ん計 20 名が参加し、１日看護師の体験をしました。
　各病棟 3 ～ 4 名にわかれ、院内見学、病棟では足浴、血圧測定、車椅子の
移動・操作体験、ストレッチャーの移動体験、食事介助見学、とろみ水の試飲体
験、薬の準備見学、患者様とコミュニケーションをとりながら、精一杯、患者さんと
“ふれあい”をしていました。
　生き生きした生徒さんの目に職員も頑張らなくては思う一日となりました！！
～　ふれあい看護体験とは…　～

　高校生が病院や福祉施設で看護体験を行うイベントです。

　イギリスの看護師、看護教育学者で近代看護教育の母と言われているフ

ローレンスナイチンゲールの誕生日が 5 月 12 日であることにちなんで、

毎年この時期に看護の日のイベントで高校生の看護体験を実施しています。患者さんとふれあい、看護の

現場を肌で感じてもらう貴重な機会となっています。

　　感　想（抜粋）
★忙しい中笑顔を絶やさず患者さんに接していてすごいなと感じた。
★看護師以外にも医師、リハビリ、薬剤師、栄養士と様 な々職種の方々がチームとなって患者様のために働い

ていることを知りました。
★看護師さんの患者さんに対する表情や言葉遣い、声のトーン等の接し方がとても丁寧で印象強いです。
★受験を前に看護体験ができてより具体的に将来のイメージを持つことができました。

　初めは緊張した表情であった高校生も、患者さんとのふ
れあい先輩看護師との会話を通して次第に笑がみられて
きたことが印象的でした。貴重な感想をいただき、私たちの
仕事の励みにしていきたいと思います。
　また、将来看護師を目指している方、まだ進路をまよわれ
ている方へ少しでも役に立ててもらえたらと思います。

　退院調整看護師として
　4 月から退院調整看護師として勤務させて頂いております。間野と申します。
　これまで４階病棟の地域包括ケア病棟で勤務しておりました。
　退院調整看護師は自宅―病院―自宅へと、医師、病棟看護師、ソーシャルワーカー、
リハビリスタッフ、栄養士、地域のケアマネージャー、訪問看護師等、さまざまな
職種と連携をとり患者さんのスムーズな入退院をお手伝いさせていただく仕事と
なっております。不慣れな点もあり患者様・ご家族様にご迷惑をおかけすることも
あると思いますがよろしくお願いいたします。

自 己 紹 介

間野　未沙都
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早坂　良敎（札幌市）
事務部長
買い物

初めての旭川勤務となりますが、
早く慣れて皆さんと楽しく仕事を
していきたいと思っています。

転任者紹介 名前（出身地）・所属・趣味・コメント

小山　智道（旭川市）
企画課　専門職
テニス、自転車

約３０年ぶりに地元に戻りました。
思い入れのある地で頑張ります！

口野　広志（札幌市）
管理課長

食う・寝る・遊ぶ
旭川勤務は初めて、また、管理課
業務はほとんど未経験ですが、１
日でも早く貢献できるよう頑張り
ます。

鈴木　喜智（遠軽町）
企画課　業務班長

旅行
皆さんのお役に立てるよう頑張り
たいと思います。

窪田　明子（函館市）
副看護部長
温泉巡り

初めての転勤が旭川でした。１１
年ぶりに戻ってきました。元気に
笑顔をモットーに頑張りたいと思
います。

正木あゆみ（札幌市）
6病棟 看護師長
ホットヨガ、野球観戦

病院が違うとこんなに違うのか
と驚きの連続で戸惑ってますが、
色々と勉強しながら頑張りたいと
思います。

髙野麻衣子（北見市）
2病棟 看護師長
映画鑑賞

新しい環境で、不安もあります
が、精一杯頑張ります。

田巻乃里子（深川市）
5病棟 看護師長
旅行、温泉めぐり

初めての職務に不安もあります
が、早く慣れていきたいと思いま
す。

仲　　徹麿（札幌市）
管理課　職員係長
食べ歩き、観光

旭川勤務は初めてになります。早
く職員を覚え、また、覚えていた
だき皆さんの力になれるよう頑張
ります！

大谷　亮二（旭川市）
臨床検査技師
ドライブ

北海道医療センターより異動となり、生まれ育った
旭川に戻ってきました、旭川での勤務は初めてです
ので、最初は不慣れで色々とご迷惑をお掛けするこ
とがあると思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

工藤　雅史（北広島市）
薬剤部　調剤主任
スポーツ観戦

患者さん職員の皆さんとのつな
がりを大事にしていこうと思って
ます。

福井　保夫（伊達市）
放射線科　副診療放射線技師長

旅行
患者さん、職員の皆様に信頼され
るように、頑張ります。

橋本　野愛（旭川市）
臨床検査技師
運動

早く皆様のお力になれるように頑
張ります。

秋山　　新（札幌市）
理学療法士
ポケモン

仙台西多賀病院で４年間働き、今年
で理学療法士として、５年目に入り
ます。新たな気持ちでたくさん勉強
させていただきたいと思います。

阿部　　透（山形市）
理学療法士長

サッカー、ロードバイク、マラソン
患者様に信頼される医療を提供
できるよう努めてまいります。

中川　裕介（札幌市）
理学療法士
ダーツ、楽器

楽しく、明るく患者さんとリハビリ
できるように頑張ります。
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名前（出身地）・所属・趣味・コメント

宮原　由妃（釧路市）
中材・手術 看護師長

映画鑑賞
函館病院より赴任してきました、
旭川医療センターは初めての勤
務です。色々とわからないことも
あますが、頑張ります。

藤元　美沙（旭川市）
看護師
旅行

患者様に寄り添い信頼されるよう
明るく元気に頑張ります。

岡﨑さゆり（旭川市）
看護師
ドライブ

１日でも早く病棟になれるように
頑張りたいと思います。

合田　亜紀（名寄市）
看護師
ホットヨガ

八雲病院から異動となりました。
頑張りますので、よろしくお願い
します。

福田有里子（札幌市）
企画課
ボーリング

業務に１日でも早くなれて、精一
杯励みたいと思っています。

神谷　美咲（名護市）
臨床検査技師

早く仕事に慣れるように頑張りま
す。

山添　慎司（北見市）
管理課　庶務係
ドラム

初めてのことばかりでご迷惑をお
かけしてしまうと思いますが、元
気に頑張っていきます！！

但馬　久貴（中富良野町）
栄養士
ランニング

患者さんや職員の皆さんから、多
くのことを学び、成長していきた
いと思います。

佐藤さやか（石狩市）
臨床検査技師
旅行

1日でも早く仕事に慣れ戦力にな
れるよう、そして笑顔を大切に頑
張っていきたいです。

伊藤　瑞姫（旭川市）
看護師
旅行

誠実に丁寧さを忘れずに、知識、
技術を身に付けたいです。

加藤　紘希（倶知安町）
理学療法士

スキー、サイクリング
社会人としての自覚を持ちつつ
医療技術者として、積極的な姿勢
で取り組み私の長所も活かして
いきたいと考えています。

小甲　笙太（函館市）
言語聴覚士

釣り、スノーボード、ゲーム
明るく元気に患者様と接し信頼を
得られるように頑張ります。

竜川　美里（旭川市）
医師
旅行

初期研修ではお世話になりまし
た、色々とご迷惑おかけしていま
しますが、頑張りますので、またよ
ろしくお願いします。

粟飯原里菜（旭川市）
看護師
旅行

どんな事にも一生懸命に取り組ん
でいきたいです。分からないこと
が多く不安もありますが、宜しく
お願いします。

安藤　　玲（旭川市）
初期研修医
音楽鑑賞

ご迷惑をお掛けすることも多々
あると思いますが、日々勉強に励
み、精進いたします。

金子　未波（旭川市）
初期研修医
旅行

高校時代登下校で前を通っていたこの病院
で働くのは不思議な気持ちです。未熟な点
ばかりですが一人前の医師に近づく事がで
きるように努力していきたいと思います。

新採用者紹介 名前（出身地）・所属・趣味・コメント
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大懸　仁菜（旭川市）
看護師
映画鑑賞

安全で安心な介護を提供するこ
とができるよう努力していいきま
す。

佐々木梨那（旭川市）
看護師
旅行

不安はありますが、患者さんと関
わりを大切にしていきたいと思い
ます。

小井手くる魅（青森県黒石市）
看護師
カラオケ

患者さんの希望にそった看護を
提供していけるように、看護師と
しての知識や技術の獲得を頑張
りたいと思います。

齊藤　知里（士別市）
看護師
温泉巡り

患者さんが安全で安心できるよ
うな看護を提供できるように頑張
ります。

佐藤加奈子（旭川市）
看護師
岩盤浴

不安はたくさんありますが、患者
さんやご家族に気持ちを考えら
れる看護師になれるように努力し
ていきたいです。

髙橋　花奈（東神楽町）
看護師
買い物

初めての仕事なので、不安と緊張
でいっぱいですが笑顔で明るい
看護師を目指してがんばります。

柴田　京香（旭川市）
看護師
旅行

笑顔と挨拶を忘れずに、一人前に
なれるよう努力していきます。

髙嶋　絵美（滝川市）
看護師
買い物

患者さんや職員の皆さんに信頼
される看護師を目指し笑顔を絶
やさず頑張ります。

千代窪朱花（旭川市）
看護師
寝る

初めての仕事なので不安もあり
ますが、色々と勉強していきたい
と思っています。

成田　里佳（旭川市）
看護師

スポーツ観戦
知識や技術はまだまだ未熟です
が、患者さん、ご家族の心に寄り添
い、その人らしい生活ができる看
護を目指していこうと思います。

戸梶　美久（旭川市）
看護師

スポーツ観戦
患者さん一人ひとりに寄り添い、
信頼されるように頑張りたいと
思っています。

中野　怜奈（札幌市）
看護師

バトミントン
1つ１つ実直に学んでいきます。

西畑季代野（旭川市）
看護師
イラスト

患者さんの思いに寄り添い、信頼
されるよう一生懸命頑張ります。

浜井　　咲（旭川市）
看護師
旅行

患者さん一人ひとりの目線に立
ち、信頼されるように頑張ります。

美馬　遥香（旭川市）
看護師
岩盤浴

「かゆい所に手が届く」看護師を
目指し多くのことを習得していき
たいと思います。

新採用者紹介 名前（出身地）・所属・趣味・コメント
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がん化学療法を受けられる方、がん相談の方へ

がん相談支援センター副看護師長　渡邊　麻美
　４月よりがん相談支援センターの専従の看護師となりました。がん化学療法
看護認定看護師としての活動もしております。がん化学療法の副作用の対策
や日常生活での工夫など、その人に合った方法を一緒に探していき、安全安
楽にがん化学療法を受けられるようなシステムと環境作りを進めていきます。
　また、がん相談支援として、各医療従事者の専門的知識や技術もお借りしながら、がんという病気と上手に付き合
いながら、その人らしい生活が送れるように、困りごとに寄り添
い、より良い過ごし方を考えていけるように相談対応させてい
ただきます。
　がん患者サロン『縁佳話』では毎月1 回ミニレクチャー
を開催しています。4 月は当院の看護師で音楽療法士でも
ある内島みのりによる『春の音楽療法』がありました。ま
だ小雪がちらつくような寒い中、院内外から10 名程度の
参加があり、春にちなんだ歌を歌ったり、楽器を演奏したり
と楽しく和やかに過ごすことができました。
　6 月28日（金）は『足のケアについて』というテーマで滝沢
看護師によるレクチャーがありますので、ご興味のある方々
はぜひご参加ください。

がん相談支援センターより

       ＜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  2019年 8 月24日（土）  

    14:00 ～15:00 無料体験/無料試食 
    15:00 ～16:00 講演 

 場所 旭川市市民活動交流センター CoCoDe (ココデ) 1階ホール 

      住所：旭川市宮前1条3丁目、電話：74-4151 
 

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. 糖尿病治療の最前線〜飲み薬なの？注射なの？  15:00～ 
    旭川医療センター 薬剤師   

                 竹場 光笛 
2. 糖尿病と言われたら/糖尿病と言われないために 15:30～ 
  旭川医療センター 糖尿病看護認定看護師，日本糖尿病療養指導士   

                 滝沢 亜由美 
 

 
                    □ 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、 
後  援：旭川薬剤師会、旭川病院薬剤師会、北海道看護協会上川南支部 

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 

お越しの際は･･･ 
●バスの方「合同庁舎前」下車 
●お車の方 駐車場38台 

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. 今年もまたやってみよう〜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 作業療法士   

                  佐藤 弘教 
2. 関節と骨が元気になる食事って？            

                                      15:00～ 
     旭川医療センター 管理栄養士 

                   髙橋 早苗 
3. 関節リウマチを克服するために      

                             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？ 

    主  催：独立行政法人国立病院機構 旭川医療センター  
    共  催：旭川市医師会、北海道栄養士会 
    後  援：旭川薬剤師会、旭川病院薬剤師会、北海道看護協会上川南支部 

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「旭川駅前」下車 
●お車の方 駐車場900台 (有料) 

終了

お知らせ

内島みのり音楽療法士による音楽療法
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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。
令和元年６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）

大田　貴弘
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①

吉河　道人
診察室②

午後 吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室① 　 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

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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