


呼吸機能・超音波検査　新しい機器で
　臨床検査科　主任　大谷　亮二

　臨床検査科・生理検査室は心電計２台、超音波検査装置２台、呼吸機能検査装置２台、呼吸抵抗測定
装置１台、脳波計１台、誘発電位検査装置１台、血圧脈波検査装置１台、オージオメータ１台、無散瞳
眼底カメラ１台、ホルター心電図解析装置１台など多数の検査機器を有していますが、新外来管理診療
棟がオープンするに伴い、機器更新３台と機器増設１台が運用開始となっています。
　今回、機器更新・増設された①呼吸機能検査装置２台、②超音波検査装置２台について簡単にご紹介
いたします。

CT・MRI新機種導入！
～　安心・安全・検査時間短縮・高画質を目指して　～

　診療放射線科　副診療放射線技師長　福井　保夫
　令和２年１月６日に、当院の新しい外来管理診療棟が開棟いたしました。「患者様の目線に立ち、信
頼される病院」を理念に掲げ、地域に役立つ医療を提供するとともに、「より的確な診断・診療」を目
指して日々医療技術の向上を図っています。
　診療放射線科の画像診断部門には２種類の最先端医療機器が新規導入され、高画質な画像を迅速に提
供することが可能になりました。
64 列マルチスライス CT

　Ⅹ線のエネルギー検出装置に人工ガーネットが
採用され、従来のＣＴと比べ約 100 倍の超高感度
となり（DualEnergy）、情報密度は 2.5 倍になり
ました。さらに、高・低エネルギーに分光された
Ｘ線を２層検出器で捉えることにより、様々なス
ペクトラル画像も得られるようになりました。
　これらの新技術により、撮影時間の短縮、ノイズの
少ない高画質な画像を提供できるほか、被ばく線量
や造影剤使用量の低減が可能となりました。
1.5 テスラ MRI 　

　フルデジタル化により、アナログＭＲ信号の減
衰が改善されました。従来機種と比べ、信号対
雑音比が最大 40% 増大され画質が向上。また開
口径が従来よりも広くなり（70cm ワイドボア）、
検査時の圧迫感が軽減されます。さらに簡便なポ
ジショニングで広範囲を検査できるため、全身検
査（DWIBS 等）、各部位の検査所要時間の短縮
にもつながります。
　これら最新型機種の導入により、診療各科や地域医療機関からの期待に応えるとともに、地域の皆様
に安心して検査を受けていただけるよう、スタッフ一同取り組んでまいります。
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「泌尿器科診療の最前線」　柿崎秀宏　教授をお招きし　講演会開催
毎週火曜日13:30～16:00　泌尿器科外来開始

地域医療連携室　医療ソーシャルワーカー　齋藤　英里奈
　３月 17 日（火）18 時より大会議室にて旭川医科大学医学部
　腎泌尿器外科　柿崎秀宏　教授をお招きし、院内職員を対象
とした講演会を開催しました。当院では今年１月より泌尿器科
外来を開始しています。初めて開設する診療科ということもあ
り、職員の泌尿器科への理解を深める為に、講演をご依頼する
ことになりました。講演会は医師、看護師をはじめ職種を問わ
ず多くの職員が参加し、「子供から大人まで、症状の軽いもの
から、ガンまで幅広く診療していることが理解できた」「ロボッ
ト手術の進歩に驚いた」等の感想が聞かれました。
　当院の泌尿器科外来は毎週火曜日 13:30 ～ 16:00 の時間で行っており、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。

　呼吸機能検査装置：全てチェスト社製の呼吸機能検査装置に更新されました。１台は総合呼吸機能検
査装置で、一般的な肺活量測定から肺拡散能力などの精密検査まで使用します。もう１台は、電子スパ
イロメーターと呼ばれる検査装置で肺活量／努力性肺活量測定で使用します。ともにモニターが巨大化
し見やすくなり、イラストによる検査内容が表示され分かりやすい検査説明が可能となりました。
　超音波検査装置：１台が機器更新され、１台が増設されて３台体制となりました。１台は PHILIPS
社製 超音波検査装置で、主に心臓超音波検査に使用しており道内グループ施設では初めての導入とな
る、「心臓リアルタイム直行断面表示」が可能となりました。上川管内でもまだ数少ない３Ｄ仕様のプロー
ブを用い、より質の高い心臓超音波検査が出来ようになりました。もう１台は、Canon 社製 超音波検
査装置で、主に腹部・体表・血管の超音波検査に使用しております。浅部から深部まで高い空間分解能
およびコントラスト分解能を実現、従来は検出が出来なかった微細で低流速の血流を描出可能とした新
しいイメージング技術“Superb Micro-vascular Imaging （SMI）”が搭載されております。今まで以上
にがんや腫瘍などの早期診断や治療方針の決定などに貢献することが出来ます。
　当生理検査室では臨床検査技師５名（うち超音波検査士１名・血管診療技師１名）がこれら最新の装
置を操作し質の高い技術で検査を行っております。

総合呼吸機能検査装置 電子スパイロメーター PHILIPS社製 超音波検査装置 Canon社製 超音波検査装置

講演中の柿崎教授
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川口　啓之（函館市）
薬剤部長

趣味は「釣り」です、休日は水
辺に現れます。多職種との連
携がとれる薬剤部を目指しま
す。

転任者紹介 名前（出身地）・職名・コメント

橋本　和樹（旭川市）
リハビリテーション科一般作業療法主任
新しい環境で、不慣れな事が
沢山ありますが、少しでも早
く患者さんや職員の皆様から
信頼される様、頑張りたいと
思います。

岩井　光宏（旭川市）
診療放射線技師長

新しい病院で働けるので、と
てもうれしいです。

鈴木　秀峰（埼玉県）
薬剤部　製剤主任

4年ぶりに函館から戻ってまい
りました。気持ちを新たに頑張
ります。お久しぶりの方も、は
じめましての方もどうぞよろし
くお願いします。

多田　拓人（札幌市）
リハビリテーション科運動療法主任
趣味：サッカー　患者さんか
ら信頼されるような、医療を
提供できるように努めていき
ます。

佐藤　実麻（旭川市）
２病棟　看護師

１年目は帯広病院で勤務して
いました。信頼される看護師
になれるよう頑張ります。

奈良　明子（札幌市）
副看護部長

お互いの存在を認めあい協
力し、人を大切にすることを
モットーにしています。

佐藤　朱美（旭川市）
地域医療連携係長（看護師長）
１２年振りで、地元旭川に戻って
来ました、地域医療連携係長と
して着任しました。明るく、活
気のある連携室を作っていき
たいと思っています。

伊藤こずえ（上富良野）
３F病棟看護師長

国立病院機構帯広病院から
異動してきました。不慣れで
ご迷惑を多々お掛けしていま
すが、一生懸命頑張ります。

竹中　邑奈（旭川市）
３病棟　看護師

１年目は帯広病院で勤務して
いました。慣れ親しんだ土地
で働くのが今から楽しみで
す。

山本安里紗（旭川市）
脳神経内科医師

初期研修の２年間こちらでお
世話になり、その後１年間旭川
医大に居ました。今年度再び旭
川医療センターに戻る事がで
き嬉しいです。

山内　幹朗（比布町）
企画課長

初の単身赴任で色々不安は
ありますが皆さんと楽しく仕
事をしていきたいと思いま
す。

金児　孝幸（秋田市）
企画課専門職

出身は東北ですが、札幌で４
年勤務し、この度旭川へは初
めて赴任となります。全力で
頑張っていきたいと思いま
す。

山上　英樹（旭川市）
消化器外科部長

この地域の患者さんに少しで
もお役に立ちます様、尽力し
ていきたいと思います。

大村　弘輝（大阪府）
初期臨床研修医

患者さんや職員の皆さんか
ら信頼されるように、頑張り
たいと思います。

鈴木　奈 （々旭川市）
初期臨床研修医

分からないことばかりで不安
ですが、早く一人前の医師に
なれるように頑張ります。

髙橋　　洸（旭川市）
初期臨床研修医

高知大学出身です。地元の旭
川で医師として活躍できるよ
うに頑張ります。

沢谷　里江（岩見沢市）
主任栄養士

旭川医療センターの勤務は
初めてです。患者さん、職員
の皆さんに早く覚えていただ
ける様、頑張ります。

新採用者紹介 名前（出身地）・職名・コメント
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名前（出身地）・職名・コメント

福山　穂佳（青森市）
企画課契約係

趣味は「サッカー観戦」です。
１日でも早く業務に慣れ、信
頼されるように頑張ります。

廣川　竜行（埼玉県）
初期臨床研修医

チームワークを大切に仕事に
励んでいきたいと思います。

沖本　恵里（札幌市）
薬剤師

趣味は読書です。患者さん職
員の皆さんに信頼される薬
剤師になれるよう努力してい
きたいと思います。

前川はるか（稚内市）
１病棟　准看護師

たくさんの方から信頼される
ように、毎日笑顔を忘れずに
頑張ります。

中元　源大（札幌市）
栄養士

酪農学園大学から来ました。分
からないことだらけで、多くの
方々にお世話になると思いま
すが、一日でも早く力になれる
よう頑張ります。

菊池真結乃（岩手県）
リハビリテーション科作業療法士
患者さんの気持ちに寄り添う
ことを大切にし、多くのこと
を学べるよう頑張ります。

野瀬　祥吾（札幌市）
リハビリテーション科理学療法士
野球観戦が趣味です。様々な
ことを勉強しながら、患者さ
んの為に頑張ります。

吉田　　樹（旭川市）
１病棟　看護師

笑顔を忘れず、皆さんとのつ
ながりを大事にしていきま
す。

間崎　里奈（旭川市）
３病棟　看護師

沢山の勉強をし、患者さんか
ら信頼されるように頑張りま
す。

金子　礼奈（鷹栖町）
２病棟　看護師

患者さんや家族の心を支え
られる看護師を目指し頑張っ
ていきます。

森　夏菜美（旭川市）
２病棟　看護師

患者さんが安心して入院生
活、地域での療養生活を送れ
るように頑張ります。

前澤　朝香（旭川市）
３病棟　看護師

社会人１年生で、わからないこ
とも多くありましが、１日でも
早く仕事に慣れ、看護について
学んでいきたいと思っていま
す。

田村　茉子（旭川市）
４病棟　看護師

不安もありますが、日々勉強
し信頼される看護師になれる
よう頑張ります。

小池　未来（旭川市）
６病棟　看護師

思いやりを持ち、患者さんか
ら信頼される看護師を目指し
て頑張ります。

山本　　怜（滝川市）
４病棟　看護師

患者さんの心の支えになれる
よう、笑顔で頑張っていきま
す。

木村　友江（芦別市）
５病棟　看護師

明るく気配りができるような
看護師を目指し、精一杯頑張
ります。

益塚亜梨沙（旭川市）
５病棟　看護師

患者さんに信頼される看護
師になれるように頑張りま
す。

松實　優依（旭川市）
６病棟　看護師

患者さんの思いに寄り添い、
信頼される看護師になれるよ
うに頑張ります。
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がん相談支援センター　副看護師長　渡邊　麻美

抗がん剤のケアや投与管理
がん化学療法看護認定看護師の仕事

　新たな生活に向けての旅立ちのシーズンである４月となりました。
　世間では新型コロナウィルスの流行に関してのニュースが連日報道さ
れており、ご予定を変更してご自宅でお過ごしになっていた方も多くい
らっしゃったのではないでしょうか？
　私は、がん化学療法看護認定看護師の資格をもって、午前中は主に外
来化学療法室にて患者さんのケアや、抗がん剤の投与管理についてス
タッフ指導やシステム、環境整備などを行っております。それに関連す
る「がん看護学会」２月 22・23 日東京国際フォーラムに参加してきま
したが、学会での発表の中でも、投与管理や医療者の曝露対策をはじめ
としたスタッフ教育に関する内容が多くありました。学会期間中、出入
り時の記名やマスクを必ず着用すること、手指消毒の徹底などかなり厳
重な体制での開催でしたが、久しぶりにいろいろな知識を得ることや仲

間との意見交換ができ良いリフレッシュとなりました。早く新型コロナウィルスの流行が収束し、暖か
いシーズンになり皆様が不要な心配を抱えずに外出などが出来ますよう願っています。

　　  講演会の会場が広く見やすく
地域住民セミナー「認知症予防のために」

地域医療連携係　清水　徹也
 　１月 25 日（土）10:30 ～ 11:30 新外来管理診療棟になって初めての地域
住民セミナーを４Ｆ大会議室で開催しました。黒田健司　脳神経内科部長
による講演で、関心の高い認知症に関するものだったこともあり、多くの
方に来場していただきまし
た。会場は以前より広くな
り、中間左右にはモニター

を設置して、後方の方にもスライドが見やすくなりまし
た。また、講演終了後には外来ホールで当院のＡＩＣＥ
バンドによるコンサートも行われました、外来ホールも
天井が高く開放的になり、くつろいで演奏を聞いていた
だけたのではと思います。
　残念ですが現在、新型コロナウイスルの影響で、講演
会等は中止しております。再開された際には今まで他の
会場を借りて行っていた講演会も、当院で行うものが増
える予定です。しばらくお待ちいただくことになります
が、再開された際にはぜひご来場ください。

※現在新型コロナウィルスの影響で
　講演会等は中止しております。

外来化学療法室

相談室

AICE バンド　外来ホールでコンサート.

黒田 脳神経内科部長

見やすくなりました

6 hanasaki



様々なご相談に対応いたします

がん化学療法看護認定看護師　渡邊　麻美
　がん相談支援センターで活動していますがん化学療法看護認定看護師の渡邊　麻美（わたなべ　ま
み）です。がん相談支援員として午前中は、外来化学療法室で、午後は、各病棟で患者さんのケアや相
談、スタッフ指導などにあたっています。がん相談支援員はほかにも、医療ソーシャルワーカー（MSW）
がいます。
がん相談支援センターでは、

がん相談支援センターより

　初診時の『選定療養費』については、外来医療の機能分化を推進する観点から、厚生労働省により制
定された制度です。令和２年４月の診療報酬改定に伴い、２００床以上の地域医療支援病院は、選定療
養費を５，０００円以上とすることが義務付けられました。 
　当院においても令和２年４月１日より５，０００円（税込）に変更させていただきます。ご理解ご了
承のほどお願い申し上げます。 
 

　　　　　　　令和２年３月３１日まで　　令和２年４月１日から
選定療養費　　 　３，３００円（税込）　　　５，０００円（税込）

　…などなど、内容に応じて各相談員がお話を伺います
　またがん性疼痛看護認定看護師（２病棟副看護師長　大坪聡織）への相談対応も可能です。時間等調
整しますのでお気軽にお申し出ください。そして、がん患者・家族サロン『縁佳話』では各種リーフレッ
トやかつらの見本などご用意しておりますのでお気軽に足を運んでください。

・がんの診断についてのご相談	 ・治療や病院の選択についてのご相談	 ・療養生活についてのご相談
・治療の転換期を迎えたときのご相談	 ・不安なとき、困ったときのご相談	 ・患者さんのご家族からのご相談

初診時に紹介状の無い場合5,000円（税込）負担となります。
診療報酬改定に伴う選定療養費の変更

がん患者・家族サロン縁佳話

令和2年度ミニレクチャー
スケジュール

5月２２日

7月17日
２５日

ミニレクチャーは隔月1回20～30分程度です。
終了後はサロン開放時間となります。

事前申し込み不要 参加費・駐車場無料

TEL 0166-51-3161
国立病院機構旭川医療センター
がん相談支援センター
旭川市花咲町7丁目4048番地

11月１３日

食堂

旧リハビリ棟

化学療法室

新外来管理棟・栄養課
売店

患者・
家族
サロン

相談室　理容院

正面玄関

外来診察室

旧待合ホール

病棟
エレベーター

ホール

がん相談支援
センター・
地域連携室

新外来棟へ

おしゃれ大会 株）アデランス

4月～11月のミニレクチャー予定

春の音楽療法 内島音楽療法看護師

春にちなんだ歌をみんなで楽しみましょう

秋の音楽療法 内島音楽療法看護師

秋にちなんだ歌をみんなで楽しみましょう

ヴィッグの試着・ネイルケアなどを楽しみましょう

5月8日

医療用麻薬について 佐藤薬剤師

痛みをとる薬について理解を深めましょう

Sn Sun

春物新作

%
OFF

お問い合わせ先

独）国立病院機構旭川医療センターがん相談支援センター

旭川市 花咲町7丁目4048番地

0166-51-3161Tel.

事前申し込み不要 参加費・駐車場無料

がん患者・家族サロン

４月 １０日 ２４日
５月 ８日

ミニレクチャー
２２日
ミニレクチャー

６月 １２日 ２６日
７月 １０日 １７日

ミニレクチャー

８月 １４日 ２８日
９月 １１日 ２５日

毎月第2・４金曜日は
サロン開放日です患者さんやご家族の

皆様の情報収集や
情報交換の場として
ご利用ください

サロン
スケジュール

食堂

旧リハビリ棟

化学療法室

新外来管理棟・栄養課
売店

患者・
家族
サロン

相談室　理容院

正面玄関

外来診察室

旧待合ホール

病棟
エレベーター

ホール

がん相談支援
センター・
地域連携室

新外来棟へ

えんがわ

ミニレクチャーの内容はミニレクチャー
スケジュール表をご参照ください

中止

中止

中止
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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。

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 森　　千恵 山崎　泰宏 山崎　泰宏
Ｂ１ 診察室⑫ 中村　慧一 黒田　　光 黒田　　光 中村　慧一
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

Ａ１ 診察室① （新患）
木村　　隆

（新患）
鈴木　康博

（新患）
出張医

（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）
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 石田　紀子 石田　紀子 藤井　聡 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 前田　敦

Ｃ 診察室㉒ 渡邊　一敎 （完全予約制）
永瀨　　厚 山上　英樹

Ｊ２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（注） Ｂ２ 診察室⑲ 出張医

（注）受付時間は、午後１時30分～午後４時です。
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