


院長　西村　英夫

　新年あけましておめでとうございます。今年も旭川医療センター
をよろしくお願いします。
　さて、当院は新しい外来棟２期工事の完成を昨年 10 月に終え、新
外来管理診療棟への引っ越しも無事に終わりました。本年９月の正
面玄関、２階渡り廊下、売店等の新設を待つのみとなりました。旧
外来棟は現在フェンスでおおわれていますが、撤去しこの部分に３
期工事が始まります。それまでは、患者さんの皆さんは夜間、休日

玄関からの入場となり、ご迷惑をおかけしますが、もう少しの辛抱ですのでお待ちください。また、昨
年 12 月 21 日に行われた新外来棟の内覧会には地域の住民を中心に、400 人以上の方々にお集まりいた
だき、誠にありがとうございます。地域の当院に対する期待をしっかりと受け止めました。さらに、新
外来棟のための寄付金も順調に集まり、400 万円を超えております。９月までは募集中ですので、よろ
しくお願い致します。皆さまの思いに答える使い方をしたいと考えております。
　新たなこととして、１月から泌尿器科が増設されて診療を開始しており、旭川医科大学の腎泌尿器外
科講座のスタッフの方々に来ていただいております。まだ、週一回だけの開設ですが、さらに診療日の
増加に努力する所存であります。高齢化社会になり、これから泌尿器科系のトラブルはますます増える
ものかと思われます。そのようなときは是非、当院泌尿器科を受診してください。最新の機器での診療
を行います。現在当院他科に受診中の方は担当医にご相談ください。院内での泌尿器科紹介の手続きを
致します。また、４月からは内視鏡外科が、開設される予定です。泌尿器科、内視鏡外科ともに、新し
い手術室での活躍が期待されます。新しい外来棟では CT、MRI の機器も最新式のものに入れ替えしま
した。さらには病院内のことですが、電子カルテシステムも入れ替えしました。年末年始の休日は病院
内では引っ越しと入れ替えで大わらわでしたが、従来からの要望の多かった Wi-Fi もメインの外来ホー
ルに導入しましたので、ぜひご利用ください。
　いろいろありましたがどうにか、無事に引っ越しまで終わりました。しかしながら、新しい設備、建
物は時として使い始めると、不都合が発生するものです。新外来棟も使い始めて、こんなはずではとい
うものが出てくるかと思います。是非とも患者さんの使用者目線でご意見をください、われわれが、わ
からない点も多々あると思いますので、近くの病院スタッフおよび、ご意見箱にお寄せください。それ
が地域の住民と共に病院を作り上げていくということなのです。
　最後に、当院は陸軍の衛

えい

戍
じゅ

病院として、発足してから 118 年になろうとしています。戦後の結核療養
所の時期を経て、平成になり、病棟を建て直し、新外来棟の完成までようやくたどり着きました。まさ
に令和の新しい時代に、この花咲の地で未来、数十年間医療を「きちんとやっていくぞ」との覚悟で新
外来棟を建てました。市内の公的病院でも、急性期、回復期、慢性期の病棟運営をして、さらには在宅
診療をしている病院はありません。当院は、これからも地域の皆様の病院として生きていく覚悟です。
開業の先生、住民の皆さまと共に花咲のこの地にすっくと立ち、地域住民のよりどころとして、旭川医
療センターがあってよかったと思われる病院になるように努めます。

新外来管理診療棟で診療開始
新診療科・最新CT、MRI も導入新年の

ご挨拶
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毎週火曜日午後　泌尿器科外来開始
　毎週火曜日 13：30 ～ 16：00 出張医による泌尿器科外来を開始しました。最新の医療機器を導入して
おり、医療機関からの FAX 予約も受け付けております。泌尿器科疾患のことでお悩みがあれば受診く
ださい。また、当院通院中の方は担当の医師にご相談ください。

バンドの演奏などで盛り上がる
旭川医療センター忘年会

管理課職員係長　仲　徹麿
　旭川医療センター忘年会が 12 月 13 日（金）開催されました。当日は 70 名あまりの方々にご参加い
ただきました。開会にあたっては西村院長、締めのお言葉には木村副院長から、それぞれ昨年度の総括
や次年度に向けてのお話がありました。昨年度に引き続き今年度は新外来棟の診療開始、Ⅲ期工事の開
始など、当院にとって激動の最中の年であるということを職員一同で再認識し、来年の新外来管理診療
棟完成に向けて一致団結したのではないでしょうか。忘年会の後半では AICE バンドの演奏やビンゴ
大会が開催されました。特に AICE バンドはメンバーの一新で大いに盛り上がり、ビンゴ大会ではサ
プライズ賞を幹事が奪い合うまさかの展開となりました。
　今回の忘年会は新外来棟の引越を目前に控えた大変忙しい中での開催でした。ご参加いただいた皆様、
本当にありがとうございました。これからますます忙しく
なりますが、職員全員で協力し、新しい旭川医療センター
を盛り上げて行きたいと思います。

泌尿器科外来の診察室
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新外来管理診療棟がオープン！！
令和２年９月で工事終了

　令和２年１月６日、待ちに待った新外来棟での診療が開始されました。老朽化した施設・設備を一新
し、高度化、多様化する医療ニーズへの対応や患者さんのアメニティ向上のため平成 29 年度から工事
を進めてきました。診療の要である外来診察室は機能別にＡ～Ｄの４ブロックと、画像診断部門の放射
線治療室で構成され、各診療科の医師・看護師等のスタッフが連携してより充実した医療を提供します。
なお、今回の新外来棟オープン後も、既存建物の解体、正面玄関・売店当の新築、外溝工事が令和２年
９月まで続きます。ご不便をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

外来待合

コミュニティーホール

救急処置室

ホスピタルモール

点滴室

ＭＲＩ検査室

4 hanasaki



外来受診方法のご案内
外来受診どうするの？受診方法のご案内 

 新患の方  

初診申込書をご記入の上、総合受付の①外来受付窓口までご提出ください。紹介状をお持ちの方は初診申込

書と併せてご提出ください。紹介状をお持ち出ない場合、保険外併用療養費の対象となり、３，３００円

（税込）負担していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 再来の方  

外来ホールにある受付機で受付を行っています。右が予約患者さん、左が予約外の患者さんの受付機となりま

す。予約外の受付機は３ヶ月以内に受診した診療科のみご利用できます。 

 

 

 

１.『診察カード』入口に診察券をお入れください。 

予約外の方はパネルの案内に沿って受診科・受診内

容をお選びになり、確認ボタンに触れてください『受

付票』が発行されます。 

２．機械横の外来ファイル入れ（透明ファイル）に

『受付票』を入れて、『受付票』に記載されている各

科受付窓口へお出しください。『受付票』は本人確認

のため使用しますので、会計が終わるまでお持ちく

ださい。 

各科受付窓口 

      

 診察終了後  

１．診察終了後は、診察が終了した診療科の各科受付窓口の前でお待ちください。 

２．ファイルをお渡ししますので、総合受付の②料金計算窓口までご提出ください。 

予約の方 予約外の方 

玄関～外来ロビー配置図 
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新外来管理診療棟内覧会に４００名参加
症例報告会・地域医療連携の集いも開催

医療ソーシャルワーカー　土岐　勇司
　12 月 21 日（土）13：30 ～ 17：50 新外来管理診療棟内覧
会を開催しました。13：30 からテープカット等の式典を行っ
た後、地域住民の方に自由に見学していただき、400 名ほど
の方々に参加していただきました。いつも診察に来られてい
る方も参加され、「受診前に一度迷わないよう見学しておき
かった」との声も聞かれました。その後 16：30 からは医療・
介護施設の方向けに 60 名ほどに参加していただき内覧会を
行い、引き続き 18：30 からは症例報告会・地域医療連携の
集いをベルクラシック旭川で開催しました。症例報告会は 
宮野　卓　放射線科医長より「放射線治療室の今」として昨
年度新しくなったリニアック（放射線治療装置）について機
器の説明や当院の受け入れ体制等の講演を行い、その後地域
医療連携の集いを行いました。会の途中で木村副院長より新
外来管理診療棟の動画を見ながら、旧棟と比較して改善され
た点の説明などを行い、みなさんの会話が膨らんでいる様子
でした。次回は６月頃開催予定ですので、医療関係機関、皆
様の参加をお待ちしております。

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9月30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

内覧会テープカットの様子

木村副院長より　新棟の紹介

宮野 放射線科医長
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がん患者さんにリハビリ・フットケアのお話をします

がん化学療法看護認定看護師　渡邊　麻美
　令和２年１月６日から、外来棟が新棟に移転となり、患者・家族サロンという場所ができました。が
ん患者・家族サロン『縁佳話』は新しい場所での開催となります。
　２月 28 日（金）は当院リハビリ師によ
る「リハビリの話」、３月 27 日（金）は当
院外来副師長による「フットケアの話」を
予定しています。
　令和２年度には、患者さんとご家族同士
が情報交換や情報収集ができるような場所
として、サロン開放日を増やしていく予定
としています。ミニレクチャーも開催を計
画しておりますので、皆様のご活用を心よ
りお待ちしております。

がん相談支援センターより

統括診療部　診療看護師　淺田　道幸

診療看護師とは？

　診療看護師とは看護師の資格を軸に、診療に関するより深い医学的知識も
兼ね備えて臨床業務を行います。現在、全国には在宅から急性期、救急など
幅広い分野で 400 名以上の診療看護師が活動しています。特徴として医師と
共に患者さんの診断や検査、治療方針を決定していきます。必要に応じて動
脈血採血やドレーンの抜去など特定医行為も行います。安全な医療の提供を
心掛け、患者さんの身近な存在として、また医師と看護師をはじめとした多
職種間の架け橋的存在になれるように日々精進して参ります。

　医療者としての責任が大きく緊張感も感じる毎日ですが、やりがいや喜びがあり、看護師としての可
能性をより広げられるようにと思っております。診療看護師は医師と共に診療をし、看護の視点から日
常のケアや退院後のサポートを検討するなど活動の幅が広いことも強みです。医師の治療計画における
思考プロセスを理解し、看護師としての患者さんに寄り添った視点も持ち合わせています。業務の枠に
とらわれず、状況に応じて柔軟にタイムリーに対応し、患者さんに対してより深く全人的な看護を提供
できるよう努めて参ります。

ご興味のある方はHPを御覧ください。

日本NP学会　https://www.js-np.jp/abouts/

新しい患者・家族サロン
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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 出張医

※受付時間は、午後１時30分～午後４時です。
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