


瀬川あやかさんのミニライブも！！
市民健康講座「COPD（慢性閉塞性肺疾患）」を通して考える健康

COPD センター　慢性呼吸器疾患看護認定看護師　前川　雅代
　COPD センターでは毎年市民の皆様を対象とした健康講座を開催して
います。今年度は「COPD」を通して考える健康と題しまして、アーティ
スト＆看護師の“二刀流”で活躍中のシンガーソングライター瀬川あやか
さんをお招きし、８月 25 日（日）にイオンホールで開催しました。当日
は天候に恵まれ暑い中、当初の予定を大幅に上回る 240 名ものたくさんの
方々にご来場いただきました。何度も会場にイスを追加することとなりス
タッフからは嬉しい悲鳴があがっていました。
　今回の市民健康講座は二部で構成され、前半の医療講演は当院 COPD セ
ンタースタッフが講師となりお話させてもらいました。まず、COPD センター長の山
崎泰宏医師より、「COPD は肺の生活習慣病と言われる実は身近な病気で、肺
だけではなく全身にも影響を及ぼすものであり、薬剤だけでなく禁煙、栄養、リハ
ビリも大切な治療である」とお話がありました。私の方からは、「喫煙することで
おこるご自身・ご家族への健康被害と、治療の第一歩であり大切な人をたばこの
煙から守るためにぜひ禁煙を広めてほしい」とお願いしました。また、新野智与
管理栄養士から体重管理が重要であるとし、ご自身の体格にあった栄養量の計
算や、食べてほしい食材、調理方法のポイントなどについて分かりやすくお話して
もらいました。そして、「息苦しさに負けない呼吸法やストレッチなどの呼吸リハビ
リテーションの必要性、無理せず続けることが大切である」という秋山新理学療
法士からの講演がありました。また、会場の皆さんと一緒に腹式呼吸やストレッチ
体操を行いリフレッシュしていただきました。

　後半の特別公演は、瀬川あやかさんのミニライブです。スタートはギター一本で弾き語りを披露してくださり、カ
バー曲では皆さんが一緒に口ずさんだりとぐっと引き込まれる楽しい時間が過ぎていきました。途中のトークでは、現
役の看護師でもある瀬川さんから、普段の仕事や実際の患者さんとのエピソード、音楽と看護にまつわるステキな
お話もたくさん聞くことが出来ました。ライブが進み、アップテンポな曲になると掛け声や手拍子でフロアーもステージ
上も熱気は最高潮に。最後まで会場が笑顔に包まれ、天性の歌声とパフォーマンスで魅了されたあっという間の１
時間でした。特別講演の後、限られた人数ではありますが呼吸機能検査の肺年齢測定を体験していただきました。
COPD は長年の喫煙習慣が主な原因の肺の生活習慣病です。
70 歳以上の６人に１人が COPDと言われるほど、よくある病気
なのですが、きちんと診断され治療にとりくんでいるのはごく一部
の方です。身近だけどなじみの少ない病気と言えます。早期診
断・早期治療が病気の進行を食い止めることになるので今回の
市民健康講座で COPD のことを少しでも知ってもらい、受診や
治療の機会になることを願ってやみません。COPDセンターでは、
スタッフの専門性を生かし皆さんが病気と向き合い上手にお付き
合い出来るよう毎月COPD 教室も開催しております。こちらもぜ
ひご参加ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

山崎 COPD センター長 新野　管理栄養士

前川慢性呼吸器疾患看護認定看護師 秋山 理学療法士
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糖尿病って？治療薬や日常生活は？試食・体験・相談
2019年　糖尿病健康セミナー

薬剤師　竹場 光笛
　毎年恒例となりました糖尿病健康セミナーが８月 24 日（土）に市民活動
交流センター CoCoDe にて開催されました。今年度はこれまでと異なった
場所での開催でしたが、50 名あまりの方に参加して頂けました。
　構成内容として、セミナーの前半では昨年度も好評だった管理栄養士によ

る無料試食コーナー、看護師による
自己血糖測定体験・フットケア相談
コーナー・血圧測定体験、薬剤師に
よるインスリン注射模擬体験コー
ナー、理学・作業療法士による運動
療法相談コーナー等を開設し、多く
の方に参加して頂きました。各体験
コーナーに参加された方々からも多

くのご意見や好評を頂きました。セミナーの後半では、薬剤師の私による「糖尿病治療薬の最前線～飲
み薬なの？注射なの？」、滝沢糖尿病看護認定看護師からは「糖尿病と言われたら 糖尿病と言われない
ために」というテーマを元に講演を致しました。
　糖尿病治療薬の内容として、①各薬剤の作用や副作用②薬剤の特徴③薬剤を使用する上でのメリット
デメリット④使用していく上での注意事項を中心に、薬剤の使用目的や血糖コントロールの必要性、副
作用の発現予防等をお話しました。また、今年度はこれまでにもご要望のありました各講演の内容をま
とめた資料を予めご用意することで、講演後も治療の参考となるように工夫を行いました。参加して頂
いた方の中にはメモをとりながら熱心に聞いてらっしゃる方、講演終了後には多くの質問を下さる方も
おり、盛況のうちに幕を閉じることができました。
　糖尿病リウマチセンターでは地域の皆様を対象に、糖尿病
とリウマチのそれぞれ年１回の市民公開講座や、病院内では
月に２回の糖尿病教室を開催しております。今後も当センター
では疾病や治療、薬剤、栄養や運動に関する正しい情報の普
及・啓発活動を継続して行っていく予定をしておりますので、
宜しくお願い致します。

滝沢　糖尿病看護認定看護師

筆者　竹場薬剤師

無料試食コーナー

栄養相談

体験コーナー 運動療法相談
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なんと7回目　AICEバンド「食べマルシェ」のステージ

 去る９月 15 日（日）に開催された「食べマルシェ」の旭川駅構内ステージにて当院職員のバンド
（A

エ ー ス

ICE バンド）が出演しました。
　「食べマルシェ」は、旭川が全国に誇る一大グルメイベントで、今年で 10 回目を迎えます。旭川市中心部と市
街地（旭川駅前広場、平和通買物公園、七条緑道、常磐公園など）に市内の飲食店をはじめ近隣の自治体
や交流都市からの出店があり、毎年多くの人々が訪れて大変賑わっております。また、各会場に催し物のステー
ジが設置されており、イベントを引き立ております。今年は連休となる９月14、15、16日の３日間で開催されました。
　当院は平成 25 年の開催より出演させて頂いており、今回は通算９回目のステージとなります。リーダーの黒田
医師（フリューゲルホルン）をはじめ、総勢９名（サックス、バイオリン、キーボード、ギター、ベース、ファゴット、パーカッ
ション、ボーカル）のメンバーで演奏を行いました。30 分の持ち時間で多くの方になじみのある楽曲「となりのトトロ」
「見上げてごらん夜の星を」や、ジャズ・スタンダードナンバー「カンタロープアイランド」、最後に東京スカパラダ
イスオーケストラ「銀河と迷路」の全４曲、迫力のある演奏が披露されました。演奏中には会場から自然と手拍
子が起こり踊り出す方もいるなど大いに盛り上がり、皆勤務の合間を縫って一生懸命練習した成果を発揮できたと
思います。
　AICE バンドは、現在外来棟建替中の
ため院内の演奏活動は休止しておりま
すが、他の医療関連施設を訪れて演奏を
おこなうなど、幅広い活動を行ってい
ます。新外来棟完成の暁には、広くなっ
た１階ロビーにて早速院内の演奏会を
再開したいと考えておりますので、高い
吹き抜け天井がもたらす心地よい響き
を是非楽しみにしていてください。

　５病棟は、呼吸器内科 50 床の病棟です。肺がんや肺
炎、呼吸不全の患者さんが入院されており、確定診断の
ための精密検査や化学療法、放射線療法を行っています。
　スタッフは、医師 9 名・看護師長・副看護師長を含め
看護師 27 名と看護助手 2 名です。診断直後から病気に
関する十分な情報提供を行い、不安の軽減、心身の症
状緩和、社会的経済的問題に対し、病棟担当薬剤師や
ソーシャルワーカーなどの他職種と協働して、患者さんの
QOLを最優先に考えた看護の提供を目指しています。
　また、病棟には有料個室が 18 室あり、プライバシーに配慮した入院生活を送ることができるよう環境を整えて
います。病棟には若いスタッフが多く、明るい笑顔と専門性のある丁寧なケアで患者さんの入院生活を支援して
います。どうぞお気軽に声をかけてください。

5 病棟看護師長　田巻　乃里子
職場紹介　５病棟
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【外来棟完成後イメージ】

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「寄付申込書」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分の間で
　　　　 お願いいたします

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期工事もいよいよ大詰めです。
新外来棟の外観、内装ともにほぼ仕上がってきました。現在は、各階の設備運転や建物検査に向けた試験が行われて
います。今後は 11月５日に第２期工事完成引き渡し、年末年始に引越を行い１月６日にはオープンが予定されています。
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。

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期工事もいよいよ大詰めです。

新外来棟の外観、内装ともにほぼ仕上がってきました。現在は、各階の設備運転や建物検査

に向けた試験が行われています。今後は１１月の第２期工事完成引き渡し、１２月後半には引越が

予定されています。

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

4･5 6･7 8･9 10･11 12･1 2･3 4･5 6･7 8･9 10･11 12･1 　　2…
　 ＜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９月現在）

２階リハビリ部門の様子 明るく広い室内です。

１階ロビーの様子です

１階外来部門の様子 利便性の高い配置にしました。

▼２階リハビリ部門の様子
　明るく広い室内です

▲現在の外観です
（令和元年９月現在）

◀１階ロビーの様子です

１階外来部門の様子　
利便性の高い配置にしました▶
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４病棟副看護師長　千葉　育美
看護師になって８年目です

　４月から４病棟副師長に就任しました千葉育美と申します。看護師になって８年目になります。新人で当院に
就職し５病棟、３病棟と経験して４病棟に来ました。元々旭川で生まれましたが、小学校の頃隣町へ引っ越し、
20 年近く過ごした後に最近また旭川に戻り住んでおります。田舎に住んでいたため、雪を捨てる場所は田ん
ぼに入れていましたが、旭川に来た時に一番困ったのは雪を捨てる場所がないことでした。最近気温も寒く
なってきており冬が来るのを考えると、今年の雪かきはどうしようかと悩
んでいます。副師長としての異動のため、前回の異動よりも様 な々こと
に緊張して日々過ごさせていただいています。地域包括ケア病棟という
ことで、他病棟とは違うシステムであり、新任の私にはわからないこと
も多く、病棟のスタッフや師長さん、他病棟の副師長さんにいつも助け
ていただいています。時折当病棟へ移動してくる患者さんの中には、前
病棟でお話しさせていただいていた方と会う機会もあり、「覚えているよ」
などと声をかけてくださり、いつも元気をいただいております。
　まだまだ未熟な私で、患者さんやスタッフの皆様に迷惑をかけること
も多いですが、一つでも多くお役に立てるように努力いたしますのでよ
ろしくお願いします。

　５病棟の副看護師長の大月寛美と申します。私は看護学校
を卒業後、旭川医療センターに勤務し 17 年目となります。主
に外科や脳神経内科病棟で働いていましたが、この度、副看
護師長として呼吸器内科病棟で働くことになりました。
　私は今まで、「患者さん側に立った看護」という事を意識し、
少しでも患者さんやご家族に寄り添えるよう関わらせていただ
いていました。しかし今は、私個人の意識だけではなく、病

棟としてどうスタッフを意識付けしていくのか、忙しい業務の中で、一人一人の患者さんやご家族とどう向き合っ
ていくのか、業務調整なども行わなければならず、戸惑いを感じることもありますが、日々頑張っています。
　５病棟は明るくて常に患者さんやご家族のことを１番に考える事ができるスタッフばかりです。さらに病棟全
体を高められるよう、患者さんやご家族が安心して入院生活を送れるよう、看護師長・スタッフと共に頑張っ
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

５病棟副看護師長　大月　寛美
副看護師長として

今年度新たに副看護師長となった２人よりご挨拶

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を始めました

@asahikawamc
※情報発信専用につき、質問・問い合わせしていただいても、お答えできません

のでご了承ください。

・Twitter URL   https://twitter.com/asahikawamc
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がん患者サロン「縁佳話」ではいろいろ体験できます !!

がん化学療法看護認定看護師　渡邊　麻美
　がん患者サロン縁佳話では、７月は『医療用麻薬に
ついて』薬剤師よりお話ししました。医療用麻薬の事
について普段の生活では、詳しく知る事が難しそうな
テーマでもあったこと、医療者の参加もあり、皆様熱
心に講義を聞いていました。
　８月は『おしゃれ大会』というテーマで、かつらの試着
やハンドマッサージ、マニキュアなどを体験してもらいました。
テーマから女性の参加が多くみられ、参加者は良いリラク
ゼーションとなったり、気分転換できた様子で、終始ニコニ
コと笑顔が絶えないサロンの時間となりました。皆様の興味
や関心の高いテーマでもありますので、来年度も開催できる
よう調整していきたいと思います。その際にはぜひ女性ば
かりではなく男性もご参加もお待ちしています。
　暑かった夏も終わり山々では紅葉もみられる季節へ
と移り変わってきました。ご自身のご病気や体調と上
手にお付き合いしながら良い気分転換ができますよ
う、ぜひ今後ともがん患者サロン縁佳話をご利用ください。10 月 25 日（金）は『スキンケアとカバー
メイク』について、11 月 22 日（金）は『秋の音楽療法』を予定しています。

がん相談支援センターより

令和元年度　第 1回褥
じょくそう

瘡対策チーム学習会について
　７月5日（金）に当院大会議室にて
令和元年度第１回旭川医療センター褥
瘡対策チーム学習会を開催いたしまし
た。今回の学習会は褥瘡ケアの基本
～お悩み相談～をテーマに前半を当院
松本学也医師による褥瘡ケアの基本に
ついて、後半を褥瘡チーム看護師らに
よる褥瘡の処置について、二つのプログラムで行われました。前半の講
義では創部のみかた・予防について講義していただきました。後半の実
技ではデモ機で実際に創部洗浄し、軟膏やドレッシング剤の選択方法、フィ
ルムの使い方について講義しました。今回は昨年度に続き、実技を踏ま
えた実践方式でした。参加者も院内外から41 名と多くの方が参加され、
開催時のアンケートでもわかりやすかった、楽しい勉強会だった、正しいド
レッシングの剥がし方が学べたという意見が多く好評な学習会でした。褥

瘡対策チームでは，12 月に第２回学習会も計画しております。皆様の参加をお待ちしております。

褥瘡対策チームnews vol.1

10月のがん患者サロンのご案内

『スキンケアとカバーメイクについ

て』
お肌のお手入れの仕方や、シミなどを隠

11月のがん患者サロンのご案内
『秋の音楽療法♪』

秋の音楽を歌ったり、

楽器で奏でたりして楽しみましょう。

【日時と場所】

令和元年11月22日（金）13：30～15：00

小研修室

【日時と場所】

令和元年10月25日（金）13：30～15：00

場所：小研修室

褥瘡対策委員会ニュース係
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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９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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