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新外来管理診療棟が完成
令和２年１月６日より診療を開始します

　令和元年 11月5日（火）に第二期工事引き渡し式が新外来管理診療棟で開催されました。平成 30 年４月よ
り始まった第二期工事は完了し、これから医療機器・什器等の搬入と新電子カルテシステムの導入も併せて行い、
来年の診療開始に向けて着 と々準備が進められています。また外構工事を含めた第三期工事は令和２年９月に
終了する予定で、すべての工事が完了します。

内覧会を開催します
　診療開始に先がけて令和元年１２月２１日（土）に内覧会を開催いたします。ぜひこの機会にご見学ください。
皆様のお越しを心よりお待ちしております。

地域住民の方 医療・福祉関係者の方

13：30 受付開始
13：40 式典
14：00 ～ 15：30 見学
※�新棟（国道側より左の建物）にお越しください。

16：15 受付開始
16：30 ～ 17：50 見学
※�旧棟（現在の正面玄関）より２Ｆ大研修室に
お越し下さい

引き渡し式 ホスピタルモール

手術室 大会議室

救急処置室リハビリ機能回復訓練室
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旭川医療センター　感染対策室　感染管理認定看護師　木元　史子
　旭川もインフルエンザの流行時期に入りました。かからないためにしっかり予防をしましょう。また、

当院では、患者さんをインフルエンザから守るために、ウイルスを持ち込まないための対策を行ってお

ります。

1）インフルエンザの感染経路は？

◦飛沫+接触感染です。

◦ウイルスを含む飛沫を咳やくしゃみから受けた場合、ウイルスが付着している環境や物品に触れた後

に、目・鼻・口などの粘膜からウイルスが侵入して感染します。

2）インフルエンザの予防

◦手指衛生（手指消毒や石鹸を使用した手洗い）と咳エチケットです。

◦流行前のワクチン接種（ワクチンの効果は接種後 2週間から 5か月間持続します）

◦人混みに行くときはマスクをする　

◦栄養と睡眠を十分に摂る

◦適度な加湿の維持（湿度 50～ 60％）

3）かかったと思ったら速やかに医療機関を受診しましょう。

◦簡易キッドにより診断が可能です。インフルエンザと診断されたら、抗インフルエンザ

薬による治療を行います。人にうつす期間は、発症 1日前から発症後 5日間かつ解熱後 2

日間です。その期間は症状が緩和しても、他の人にうつしますので外出を控えましょう。

4）インフルエンザウイルスを持ち込まないための対策

市内におけるインフルエンザの流行状況に応じて対策を強化していきます。

インフルエンザが旭川で注意報レベルの場合

◦職員のサージカルマスク装着の推奨

◦以下の条件に該当する方の面会を原則お断りさせていただいております。

37・0℃以上の発熱の他、咳やのどの痛みなど風邪症状のある方

吐き気や嘔吐、腹痛など胃腸炎症状のある方

中学生以下の方

学校や職場でインフルエンザが流行している場合

インフルエンザやノロウイルスに感染している方と同居している方

・面会時には必ずナースステーションに寄っていただきます。

・面会の方は、マスクを装着して、部屋に入る前に手指消毒をお願いいたします。

インフルエンザが旭川で警報レベルの場合

◦上記の対策の他、原則、面会できるのは家族だけとなります。

※止むを得ない場合は、ナースステーションでご相談ください。

5）対策の周知について

◦当院のホームページの他、ポスターなどで周知しております。

◦ご不明な点がございましたら、職員にお声がけください。

インフルエンザの流行時期に入りました。予防・対策は？
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　11月８日（金）、９日（土）名古屋国際会議場で第 73回国立病院総合医学会が開催されました。当

院からは 10演題を発表し２演題でベストポスター賞を受賞することができましたのでご紹介します。

令和における国立医療の挑戦　～明日は変えられる～　をテーマに
第７３回国立病院総合医学会

リハビリテーション科　言語聴覚士　土田　歩

　当院では平成 21 年から COPD（慢
性閉塞性肺疾患）の教育入院を行って
おり、ずっと理学療法士がリハビリを
行ってきました。言語聴覚士は平成
30 年から関わることとなり、飲み込
みが悪くないか検査を行い、嚥下（飲
み込み）障害のある患者様に対してリ
ハビリを行っています。
　今回の研究発表では、COPD の患
者様の嚥下障害の特徴を詳しく検討す
るとともに、早期に発見できる検査の
抽出などを行いました。軽度の嚥下障
害だと自覚症状がなく本人も医療者も
見逃しやすいため、早期の介入や予防
的なリハビリが必要だということを今
回の研究を通して強く感じました。
　就航率 99.5％という脅威の数字を誇
る旭川空港ですが、出発日の11／ 7は
霧のために欠航。翌日千歳から出発す
るという波乱のスタートとなりました
が、無事に発表が終わりポスター賞を
いただくことができました。リハビリ
だけでなく医師からの質問や意見をい
ただくこともでき、貴重な時間をすご
すことができました。このような機会
を与えていただいたことに感謝します。
　これからも研鑽を重ねるとともに、
患者様のよりよい生活に貢献できるこ
とを一番の目標として、毎日を過ごし
ていきたいと思います。

発表演題一覧
日程 時間 発表者 演題名

11月8日

11:00～ 12:30 総合内科医長 横浜　吏郎 当院で診療中の 2型糖尿病症例に潜在する肝疾患

16:00～ 16:45 看護師長 大塚　央子 当院における入院中に骨折した症例についての検討

16:00～ 16:45 治験主任 富岡　准平 疾患センターとの協働によるＥＢＭ研究支援の取り組み

16:00～ 16:45 専攻医 仙波　佳祐 オマリズマブからベンラリズマブへの生物学的製剤変更により喘息症状が改善
した気管支肺アスペルギルス症の一例

16:45～ 17:30 呼吸器内科医長 黒田　　光 ネーザルハイフロー（NHF）使用により救命し得た重症COPD急性増悪の 2例

慢性閉塞性肺疾患（COPD）
患者の嚥下機能障害の検討
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日内変動のあるパーキンソン病患者に症状日誌を用いた関わり
～患者・看護師間でADLの目標を共有して～

３病棟　看護師　高橋あゆみ
　当病棟ではパーキンソン病の患者様に症状日誌を記載していただき、お薬の調整や生活指導に役立てています。
症状日誌を使用して、１日の症状変化を把握していますが、看護に有効活用できていない現状がありました。今回、
『日内変動のあるパーキン
ソン病患者に症状日誌を用
いた関わり～患者・看護師
間でADLの目標を共有し
て～』というテーマで入院
中の目標を患者様と決定す
る看護研究を行いました。
入院中の目標、症状の基
準を患者様と看護師で決
定して関わることで、リハビ
リに意欲的に参加し、入
院時の目標を達成すること
が出来ました。
　その成果を11月に名古屋
で行われた国立病院総合医
学会で発表してきました。
　研究に参加して頂いた
患者様、多くのスタッフ
にご協力いただいた結果、
ベストポスター賞をいた
だくことが出来ました。
　２日間の学会では他施
設での取り組みや、様々な
工夫を凝らしたケア、新し
い機器や治療法、看護など
たくさんのことを学ぶこ
とが出来ました。今回の研
究や学会で学んだことを
活かして、患者様によりよ
い入院生活を過ごしてい
ただくことができますよ
う、今後も取り組んでいき
たいと思います。

発表演題一覧
日程 時間 発表者 演題名

11月9日

11:30～ 12:15 言語聴覚士 土田　　歩 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者の嚥下機能障害の検討

11:30～ 12:15 看護師 清野　雅美 筋強直性ジストロフィー患者の腰ベルトの必要性の検討

14:45～ 15:30 臨床工学技士 本手　　賢 北海道胆振東部地震における当院臨床工学技士の対応

15:30～ 16:15 看護師 高橋あゆみ 日内変動のあるパーキンソン病患者に症状日誌を用いた関わり－患者・看護師
間でADLの目標を共有して－

15:30～ 16:15 脳神経内科医師 大田　貴弘 当院でのALS終末期ケアの現状

5hanasaki



患者さんやご家族同士での情報交換　がん患者・家族サロン

がん化学療法看護認定看護師　渡邊　麻美
　９月度のがん患者・家族サロンは『中皮腫サポートキャラバン隊』の皆様にお越しくださり、石綿被害について
のお話、悪性中皮腫に罹患した患者さん、そのご家族によるキャラバン隊
での活動のお話を聞きました。当院がん患者家族サロンではこのようなピア
サポート（※）の場を設定するのは初めての試みでした。他の疾患を抱える
患者さんや、他院でピアサポートを経験している方も参加されました。病を
抱えながらの生活と向き合う患者さんやそのご家族同士での情報交換がで
き、参加者はいきいきとした様子であっという間に時間が過ぎていきました。
医療者からの情報提供も良いですが、患者さんやそのご家族から得られ
る情報交換も有意義であると改めて感じました。またこのような機会を設け
られるようにしたいと思います。
１０月度は『メイクアップ講座』として、スキンケアの方法やアドバイスを受
けるという内容でした。治療の中には日々 のスキンケアに気をつけなければ
ならないものもあるため、参加者は熱心にアドバイスをうけていました。
2020 年１月からは、新外来棟『患者・家族サロン』での開催となります。
（※）同じ課題や境遇を持つ人が、互いに支え合い、助け合うこと。

がん相談支援センターより

６病棟　副看護師長　早坂　圭太

認知症の患者さん・ご家族を支援するた
めに認知症ケア研修に参加

　本格的な冬の到来となり、厳しい寒さと降雪に苦労する時期がやって
まいりました。私は大雪の後の雪掻きが憂鬱ですが、皆さんはいかがお過
ごしでしょうか。
　さて、話は変わりまして、少し前の過ごしやすかった時期の話ではありま
すが、9月25～ 26日に仙台市で開催されました、独立行政法人国立
病院機構認知症ケア研修に参加してきました。
　この研修は、認知症患者の理解を深め、患者さん・ご家族を支援するために必要な看護実践能力の向上や地域
を含めた患者・家族の介入に携わる多職種のチームと協働・連携し中心的役割を果たせる能力を養うことを目的と
して開催されています。研修の中では、医師による認知症患者の病態・治療、認知症看護認定看護師による認知
症患者の看護の実際、アセスメントや老人看護専門看護師による認知症患者の退院支援と退院調整についての講
義や事例検討を行ってきました。
　あらためて、認知症についての知識を増やし、その付き合い方を学ぶことがみなさんと出来ました。これらの学びを
生かし、看護の質を高めていくことが出来るよう日々 の業務に邁進していきたいと考えています。
　私は学生時代、仙台で暮らしていました。その夜、学生時代の同期と盛り上がったのは・・・ご想像にお任せします。

中皮種サポートキャラバンの
ミギえもんさんと田中奏実さん

夜の仙台駅
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■ 地域住民セミナー　10:30 ～ 11:30　当院　４Ｆ大会議室　●どなたでも参加できます。
	 1 月	25 日（土）認知症予防のために　講師：脳神経内科部長　黒田健司
■ 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
	12 月	20 日（金）講演 1: 木村センター長	/	講演 2: 補助食品について	管理栄養士
■ パーキンソン病教室　15:00 ～ 16:30　当院　４Ｆ中会議室　●患者さん・ご家族・支援者
	 1 月	17 日（金）講演 1: 鈴木	副センター長	/	講演 2: パーキンソン病の治験ついて	治験管理室
	 2 月	21 日（金）講演 1: 黒田　部長	/	講演 2: リハビリからみた工夫　リハビリ
	 3 月	13 日（金）講演 1: 油川　医長	/	講演 2: 薬の服用法　薬剤師
■ 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。

	12 月	 9 日（月）糖尿病治療内服薬について講師：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～　講師：管理栄養士

	12 月	23 日（月）寒い冬こそ運動だ！～冬場の運動の注意点～　講師：高橋　理学療法士　/　糖尿病の食事の３つのポイントって？　講師：管理栄養士
■ 糖尿病教室　15:00 ～ 16:00　当院　４Ｆ中会議室
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。

	 1 月	20 日（月）低血糖について知っていますか　～低血糖の対処方法～講師：滝沢　看護師　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～	講師：管理栄養士

	 2 月	 3 日（月）糖尿病の骨ってさびているの？　～骨折しやすい糖尿病の骨～　講師：平野　医師　/　間食・外食のポイント～家でも外でも気をつけたいこと～　講師：管理栄養士

	 2 月	17 日（月）糖尿病合併症のお話し～臨床検査技師の立場から～　講師：斉藤検査技師　/　塩分は摂りすぎていませんか？～糖尿病食と塩分について　講師：管理栄養士

	 3 月	 9 日（月）糖尿病と運動療法講師：小松　理学療法士　/　合併症を予防しよう～コレステロールと食物繊維のお話～　講師：管理栄養士

	 3 月	23 日（月）寒い冬シックデイについて知っていますか～シックデイの対処法～講師：滝沢　看護師　/　糖尿病の食事の３つのポイントって？　講師：管理栄養士
■ ＣＯＰＤ ( 慢性閉塞性肺疾患 ) 教室　11:00 ～ 11:30　当院　４Ｆ中会議室　●どなたでも参加できます。
	 1 月	17 日（金）吸って！吐いて！呼吸機能検査でわかること　講師：大谷　検査技師
	 2 月	17 日（月）COPDの患者さんが利用できる社会福祉制度　講師：土岐　医療ソーシャルワーカー
	 3 月	17 日（火）COPDのお薬ってどんなお薬？～吸入器～　講師：金岡　薬剤師
■ がん患者・家族サロン　えんがわ「縁佳話」　13:30 ～ 15:00　当院　１Ｆ　がん患者サロン　●がん患者さんとそのご家族
	 1 月	31 日（金）栄養について　講師：管理栄養士
	 2 月	28 日（金）リハビリと運動　講師：理学療法士
	 3 月	27 日（金）がん患者さんのフットケア　講師：滝沢　看護師

令和元年12 月～令和２年３月  講演会・各教室のお知らせ

令和元年度　第 2回褥
じょくそう

瘡対策チーム学習会について
令和元年 11月1日に当院大会議室にて令和元年度第 2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　“マットの選択と効果について”　をテーマに　株式会社モ
ルテン様より講義が行われました．講義内容は体験型の学習会で、
実際にベッドに寝てもらった状態で体圧
分散計を使用して、マットの違いによる
圧力のかかり方と対応について確認する
ことができました。参加者も院内から45

名、院外から17 名と多くの方が参加され、開催時のアンケートでも体圧分散が目に見
えてわかった、エアマットのリースなど費用を抑えてよい製品を使えることを知ったなど
の感想があり大変好評でした。褥瘡は発生させない予防はもちろん、早期発見・早
期治療がとても重要です。褥瘡対策チームでは、週に1度褥瘡回診も行っています。
お気づきの点がございましたらご連絡ください。

褥瘡対策チームnews vol.2 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。

新外来棟　2020 年１月６日からの外来担当医表

☎ 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。

診療科別 診察室番号等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

呼吸器内科

Ｂ１�診察室⑪ 鈴木　北斗 山崎　泰宏 鈴木　北斗 山崎　泰宏
Ｂ１�診察室⑫ 中村　慧一 黒田　　光 黒田　　光
Ｂ２�診察室⑯ 藤田　結花 辻　　忠克 藤田　結花 辻　　忠克
Ｂ２�診察室⑰ 髙橋　政明 藤兼　俊明 藤兼　俊明 髙橋　政明
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⑫

（�センター長�）
山崎　泰宏
診察室⑪

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

普通
Ａ１�診察室①

（新患）
木村　　隆

（新患）
鈴木　康博

（新患）
油川　陽子

（新患・再来）
黒田　健司

（新患）
吉田　亘佑

Ａ１�診察室② 物忘れ外来
（予約制）

（再来）
野村　健太

（新患）
新患担当医

（再来）
岸　秀昭

Ａ２�診察室⑥ （再来）
黒田　健司

（再来）
木村　　隆

（再来）
木村　　隆

（再来）
鈴木　康博

Ａ２�診察室⑦ （再来）
油川　陽子

（再来）
吉田　亘佑

（再来）
黒田　健司

午後診療
（予約診療のみ）

（再来）
大田　貴弘
診察室②

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①

消化器内科

Ａ１�診察室④ （新患・再来）
横浜　吏郎

（再来）
横浜　吏郎

（再来）
横浜　吏郎

（再来）
横浜　吏郎

Ａ１�診察室⑤ （新患・再来）
西村　英夫

（再来）
出張医

（再来）
西村　英夫

Ａ２�診察室⑨ リウマチ（新患・再来）
平野　史倫

リウマチ（新患・再来）
平野　史倫

リウマチ（再来）
平野　史倫

Ａ２�診察室⑩ （再来）
斉藤　裕樹

（再来）
高添　愛

（新患・再来）
斉藤　裕樹

（新患・再来）
高添　愛

特殊外来
（甲状腺）
平野　史倫
診察室⑨

（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⑨

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室⑨

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室⑨

循環器内科 Ｂ１�診察室⑭ 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 診察室番号等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児科
一般外来

Ｄ�診察室②
午前 吉河　道人 吉河　道人 吉河　道人 吉河　道人 吉河　道人

Ｄ�診察室②
午後 吉河　道人 吉河　道人 吉河　道人

※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 診察室番号等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児科
発達神経外来

Ｄ�診察室①
午前 長　　和彦

Ｄ�診察室①
午後 黒田　真実 佐々木　彰 長　和彦

※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 診察室番号等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

外　科
Ｃ�診察室㉑ 青木　裕之 （完全予約制）

永瀨　　厚 前田　敦

Ｃ�診察室㉒ 渡邊　一敎
Ｊ�２階透析室 透析 透析 透析

※外科は、火・水・木曜日は手術日です。

診療科別 診察室番号等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
放射線治療科 Ｇ�放射線診察室 宮野　卓 宮野　卓

診療科別 診察室番号等 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
泌尿器科 Ｂ２�診察室⑲ 旭川医大より
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