


リウマチ体操、　関節と骨が元気になる食事って、　最新治療など
「市民公開講座 リウマチ健康セミナー」

作業療法士　佐藤　弘教 
　６月 22 日（土）にイオンホール旭川駅前店にて当院主催のリウマチ健康
セミナーが開催されました。毎年恒例となっている本セミナーには、当院を
受診されている皆様をはじめ、多くの方々にご参加頂いています。 今年も
約 100 名の参加者でリハビリ、栄養士、医師の 3 部門の講演となりました。
　初めに私より『今年もまたやってみよう～リウマチ体操』と題し、リウマ
チ体操の目的や注意点などの説明後に、会場の皆様と一緒に痛みのない範囲
で手足を動かすリウマチ体操を行いました。リウマチ体操は継続することで
効果を実感できるので、是非ご自宅でも実践して頂きたいです。 次に髙橋
管理栄養士より『関節と骨が元気になる食事って？』と題し、栄養バランス
を考えた食事の工夫やレシピの紹介など日々の食事に取り入れて頂きたい内
容でした。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
を克服するために』と題し、リウマチの歴史から

最新の治療についてのお話しがあり、会場からも多数の質問が出るなど大変
興味深い内容でした。 
　また会場では関節を保護する目的で使用する『便利グッズ』の展示も行い
ました。講演の休憩時間には実物を試して頂き日常生活でのちょっとした工
夫や道具の使用が関節保護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24日土曜）
を開催しております。今後も糖尿病リウマチセンターが患者様や市民の皆様
に貢献できるよう努めますので今後ともよろしくお願い致します。

120名の参加で情報交換や懇親を深める
症例報告会・地域医療連携の集い

地域医療連携室　清水　徹也
　６月 24 日（月）に第 316 回症例報告会・地域医療連携の集いをアー
トホテル旭川において開催しました。初めに１時間　「糖尿病症例に
潜在する肝疾患～ 肝癌発症のリスクが高い症例をどのように囲い込
むのか？」遺伝子研究室長 総合内科医長 横浜 吏郎と「肺癌の診療に

ついて」内科部長 呼吸器内科 藤田 結花の症例報告会を行い、その後、地域医療連携の集いを立食で行
いました。当院の職員を含め 120 名ほどの参加者で、市内や近隣市町村から参加された医療機関の様々
な職種の方と時間一杯までお話が尽きることな
く、情報交換や懇親を深める良い機会となりまし
た。次回は当院の外来管理診療棟が完成した後の
12 月に開催する予定です。新棟についてご紹介
する機会となりますので、次回もご参加をお待ち
しております。

髙橋早苗 管理栄養士

平野史倫 糖尿病・リウマチセンター長

「便利グッズ」の展示

横浜吏郎 医師 藤田結花 医師
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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

　第２期工事も終盤にさしかかってきました。
　外観工事の足場が徐々に撤去され、現在は病院の全体像が分かるようになってきました。
　各階では内装工事、外では駐車場工事が日夜進められています。

駐車場工事は 9 月 7 日まで実施予定です。患者さんを始め来院される皆様にはご不便をおかけします
が、何卒ご理解の程よろしくお願い致します。

当院では、７／２９より Twitter を始めました。

当院主催のイベント・診療のお知らせ、求人情報等の発信をしていきます

のでよろしくお願いします。

・Twitter URL   https://twitter.com/asahikawamc

Twitter を
始めました

@asahikawamc

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

第２期工事も終盤にさしかかってきました。

外観工事の足場が徐々に撤去され、現在は病院の全体像が分かるようになってきました。

各階では内装工事、外では駐車場工事が日夜進められています。

駐車場工事は9月7日まで実施予定です。患者さんを始め来院される皆様にはご不便をおかけしますが、

何卒ご理解の程よろしくお願いします。

工事スケジュール
R2
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　 ＜第２期工事＞ 　　　外構工事等

H30 　　　R1

内装仕上工事

現在

基礎躯体・鉄筋工事

現在の外観です（令和元年７月現在）

１，２階部分では各室の内装工事が着々と進んでいます。 ３、４階部分では引続き床、壁の工事を行っています。

１階ロビーの様子です。大分出来上がってきました。

現在の外観です（令和元年７月現在） １階ロビーの様子です。大分出来上がってきました。

１、２階部分では各室の内装工事が着 と々進んでいます。 ３、４階部分では引続き床、壁の工事を行っています。
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　食中毒は一年中発生していますが、夏は細菌の活動が活発になるため、食中毒に気を付けたい

季節です。食中毒を防ぐ 3つの原則と 6つのポイントについてお伝えします。

食中毒を防ぐ６つのポイント

食中毒菌をつけない
食中毒の原因菌を食べ物に
つけないよう、調理前や食
事の前には必ず手を洗いま
しょう。また、食卓・台所
は清潔を心掛け、調理器具
は使用の都度
きれいに洗い
ましょう。

ポイント①　食品の購入
　・・・消費期限等を確認する。肉や魚などの生鮮食品は最後に買う。

ポイント②　家庭での保存
　・・・持ち帰ったらすぐに冷蔵庫にしまう。冷蔵庫や冷凍庫に食品を詰めすぎない。

ポイント③　下準備
　・・・こまめに手を洗う。包丁・まな板・ふきんは洗って消毒する。

ポイント④　調理
　・・・肉や魚は十分に加熱する。中心部を 75℃で 1分間以上の加熱が目安。

ポイント⑤　食事
　・・・食べる前に石鹸で手を洗う。作った料理は、長時間、室温に放置しない。

ポイント⑥　残った食品
　・・・清潔な容器に保存する。時間が経ちすぎたら思い切って捨てる。

食中毒菌を増やさない
食べ物に付着した菌を増や
さないためには、低温で保
存することが重要です。食
品の購入後はできるだけ早
く冷蔵庫に入れましょう。
また、調理後の料理をすぐ
に食べない時は、常温に放
置せず冷蔵しま
しょう。

やっつける
食品は十分加熱を行い調理
しましょう。特に肉料理は
中心部までよく加熱するこ
とが大事です。また、調理
器具類（包丁、まな板、布
巾など）は洗剤で良く洗っ
てから熱湯や消毒液で消毒
をしましょう。

食中毒予防の３原則

夏のレジャーの際もご注意を…
　夏になるとキャンプ、バーベキュー、ビアガーデンなど、屋外での食事を楽しむ方が増えるのではないでしょ

うか。楽しいレジャーの時にも、食中毒にぜひ注意していただきたいと思います。

　屋外に食材を持っていくときはクーラーボックス等を使いましょう。また、食材

を長い時間常温に置いておかないようにしましょう。

　焼肉やジンギスカンの際は、生の食材を扱う調理器具と食べるお箸は分けるよう

にしましょう。もちろん中までしっかり加熱して下さいね。

　食中毒に気をつけて、暑い夏を満喫してください！

　食中毒に注意しましょう !! 栄養管理室
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1 病棟　副看護師長　中尾　奈美
患者さんが楽しみにしているイベント食

　１病棟副看護師長の中尾と申します。今年３月から１病棟で勤務させて頂いています。１病棟で勤務
させて頂き４ヶ月になりますが、当院に勤務してからは一般病棟で、治療や処置の援助が中心でしたの
で、１病棟での勤務は患者さん一人ひとりの日常生活のリズムや習慣が分からずに大変な５ヶ月でした
が、徐々に患者さんとのコミュニケーションが取れるようになり、勤務にも慣れてきました。
　１病棟は療養病棟で、患者さんにとって生活の場となっています。毎日病院で同じ生活を送る患者さ
んに楽しんで頂くため、療養病棟ならではの季節ごとのイベントが沢山あります。その一つにイベント
食があります。今回は、７月に当病棟でイベント食が開かれたのでご紹介したいと思います。医師、担

当看護師、介助委員、栄養士間で協力のもと、このイベント食が実施さ
れています。イベント食は年に数回あり、７月は冷やし中華でした。疾
患により嚥下機能が低下している患者さんが多いため、普段は私たちの
介助でおかずを細かく刻んだり、ペースト食や水分ゼリーなどの食事を
摂取されています。そのため、イベント食では季節に合わせた食事が摂
取でき、見た目にも楽しめるため皆さん心待ちにしています。実際、イ
ベント食を摂取された患者さんは「うっまぁ！！」「これが楽しみなんだ」
などの声が多く聞かれ、おかわりする患者さんもいます。その患者さん
の様子を見ていると、患者さん達は、本当に季節毎のイベントを楽しみ
にしているんだなと感じさせられました。
　私もまだ不慣な所もあり至らないことばかりで、学ばせていただくこ
とが多い状況ではありますが、このようなイベントを患者さんと一緒に
楽しみながら、お手伝いをさせて頂ければと思います。

　今年度から 3 病棟で副看護師長として就任いたしました、四釜武史と申します。
　中学、高校と陸上部に所属し、昔から勉強よりも体を動かすことでしか物事を考
えられなかった自分が医療センターの広報誌に載る日が来るとは夢にも思っていま
せんでした。
　その学生時代に勉強をしなかったツケは大人になってから回ってくるものだな…
と感じる今日この頃です。
　私は新卒で看護助手をしながら看護学校に通い、そのまま精神科で 10 年、旭川医
療センターでは 1 病棟で約 5 年間勤務させていただきました。八雲病院に 9 か月併任し、ここ 2 年間は主に実
習指導や新人指導などに携わらせていただきました。
　この度、新しい病棟で副看護師長として就任させていただきましたが、経験したことのない業務や患者看護
を通して、自らの経験不足や未熟さと向き合い、副看護師長としての決断力、問題解決能力など、今の自分に
は足りないこと実感することがあまりにも多く、多重課題と奮闘する日々を送っております。
　看護師としても、副看護師長としてもまだまだこれからですが、患者さんとの関り、スタッフの皆様と共に
業務を行なっていく過程や、経験を自分の糧として、患者さん、スタッフと心の通じ合える、信頼できる副看
護師長として成長出来るようこれからも頑張っていきます。
　3 病棟をはじめ病棟スタッフの皆様、師長、副師長の皆様、先生方、他部門の皆様方にはご迷惑をおかけす
る場面が多々あるかとは思いますが、これからもよろしくお願いいたします。

3 病棟　副看護師長　四釜　武史
看護師として、副看護師長として。

今回は新たに副看護師長となった２人より
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　４病棟は平成 30 年 3 月より在宅復帰に向け医療
や支援を行うため、「地域包括ケア病棟」として新
設となった病棟です。
　地域包括ケア病棟とは、症状が安定した患者さん
に対して在宅復帰を目指した治療やリハビリを行う
ための病棟です。医師・看護師、薬剤師、リハビリ
スタッフ、ソーシャルワーカー等の多職種が連携し、
在宅復帰に向けて支援させて頂き看護師長・副看護
師長を含めた看護スタッフ全員で、患者さんの視点
に立ち、やさしさと思いやりを大切にして入院生活
のお世話をさせて頂いております。
　また、患者さんが１日でも早く退院できるよう医
師・薬剤師・栄養士・ソーシャルワーカーと協力し
てチーム医療の推進に取り組み、専門的な知識を高
め、日々笑顔で安心・安全な医療サービスの提供が
できますようスタッフ一同協力しています。

4 病棟　看護師長　的場　貴子
職場紹介　4病棟

『がん患者さんが使える制度のあれこれ』

がん相談支援センター　がん化学療法看護認定看護師　渡邊　麻美
　５月 24 日に開催されたがんサロン縁佳話では、当院の菅原医療ソーシャルワーカーによる『がん患
者さんが使える制度のあれこれ』というレクチャーがありました。
　高額医療費支給制度や、介護保険の申請や利用手続きについて、アスベストが原因による中皮腫患者の救
済制度についてなど、治療や療養にかかるお金をやりくりするための社会保障制度について、患者さんとともに
勉強しました。参加された患者さんも興味津々であり、途中質問にもわかり易くご回答致しました。みんなでがん

にまつわるお金の事について思うことを意見交換す
ることができました。当院では、地域医療連携室と
いう部署で、医療ソーシャルワーカーが常駐してお
ります。がんにまつわるお金の事や福祉サービスな
どについて困りごとがありましたらいつでもご相談く
ださい。

がん相談支援センターより

医療ソーシャルワーカーとがん相談支援センター渡邊
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■ 市民公開講座　 糖尿病健康セミナー　14:00 ～ 16:00　旭川市市民活動交流センター CoCoDe
	 8 月	24 日（土）※下記ご参照ください
■ 市民公開講座　「ＣＯＰＤ」を通して考える健康　14:00 ～ 16:00　イオンモール旭川駅前　イオンホール
	 8 月	25 日（日）※下記ご参照ください
■ 健診サンデー　9:00 ～ 12:00　当院
	10 月	20 日（日）※下記ご参照ください
■ 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	20 日（金）講演 1: 吉田	医師	/	講演 2: 薬の効果・副作用	薬剤師
	10 月	18 日（金）講演 1: 岸	医師	/	講演 2: 福祉制度について	長尾	医療ソーシャルワーカー
	11 月	15 日（金）講演 1: 野村医師	/	講演 2: 病気との付き合い方	看護師
■ 糖尿病教室　15:00 ～ 16:00　当院　２Ｆ大研修室
糖尿病で入院中、外来受診中の患者さんが対象。外来患者さんは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	 5 日（月）低血糖について知っていますか	滝沢看護師	/	間食・外食のポイント～家でも外でも気をつけたいこと～	管理栄養士

	 8 月	26 日（月）糖尿病とはどんな病気？	平野	医師	/	塩分は摂りすぎていませんか？～糖尿病食と塩分について～	管理栄養士

	 9 月	 9 日（月）副作用に注意が必要な糖尿病薬	竹場	薬剤師	/	合併症を予防しよう～コレステロールと食物繊維のお話～	管理栄養士

	10 月	 7 日（月）暑さも一段落、運動の秋、はじめましょう！講師：理学療法士	/	食品交換表ってどんなもの？～食品を分類することから初めよう～	管理栄養士

	10 月	28 日（月）シックデイについて知っていますか～シックデイの対処方法～	滝沢	看護師	/	食品交換表を使ってみよう～ご飯はどのくらい食べていいの？	管理栄養士

	11 月	11 日（月）糖尿病合併症のお話し～臨床検査技師の立場から～	検査技師	/	間食・外食のポイント～家でも外でも気をつけたいこと～	管理栄養士

	11 月	25 日（月）糖尿病治療薬～インクレチン関連薬について～	竹場	薬剤師	/	塩分は摂りすぎていませんか？～糖尿病食と塩分について～	管理栄養士
■ ＣＯＰＤ ( 慢性閉塞性肺疾患 ) 教室　11:00 ～ 11:30　２階大研修室　●参加自由
	 9 月	20 日（金）ＣＯＰＤと喘息のお話　黒田	副ＣＯＰＤセンター長
	10 月	17 日（木）嚥下について　土田	言語聴覚士
	11 月	20 日（水）ＣＯＰＤと上手におつきあい　前川慢性呼吸器疾患看護認定看護師
■ 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	23 日（金）おしゃれ大会　（株）アデランス他
	 9 月	27 日（金）がんとアスベストのはなし～患者会の方より～　中皮種サポートキャラバン隊
	10 月	25 日（金）メイクアップ講座　（株）アルソア	竹村美里さん	
	11 月	22 日（金）秋の音楽療法　内島	音楽療法士（看護師）

＜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

令和元年 8 月～令和元年11月  講演会・各教室のお知らせ
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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。
令和元年８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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