


新型コロナウィルス寄付に感謝して

　院長　西村　英夫

　今回の新型コロナウイルス感染症には、市内の５基幹病院が一致して立ち向かいました。毎週会議が
開かれていた時期もあります。その中で、医療機関で働いている方への感謝の念として企業の方々より
たくさんの寄付の品々をいただきました。大変うれしく思うと共に皆様の当院および医療機関に対する
思いもしっかり受け止めました。これからも、当院は感染症を含めた疾病に立ち向かっていく覚悟です。
本当にありがとうございました。

石屋製菓（株）
（株）伊藤園
カルビー（株）

（株）きゃろっと
シダックスフードサービス（株）

（株）壺屋総本店
日本マクドナルド（株） 
北海道コカ・コーラボトリング（株）

（株）ユニクロ

西村院長と工藤看護部長　ご寄付いただいた一部です

～・～　ご寄付いただいた皆様　～・～

リフレッシュできましたか　「新人３か月研修」
看護部教育担当師長　武部　幸恵

　令和 2 年度は新人看護師が 12 名入職しました。各病棟に２名ずつ、ほぼ希望通りの配置となりました。今年は
新型コロナ感染症の流行で、この新人さんたちは看護学校や大学の卒業式や謝恩会、卒業旅行も自粛となってしまっ
たという、前例のない経験をしてきた人達です。
　看護部では看護学校からの継続教育として、新人からレベル別に教育プログラムを組んで研修を企画・実施して
おります。新人教育では、入職１か月、３か月、６か月、12 か月と３カ月毎の研修の他、急変時の対応や静脈注射
研修全９回を取り入れて、１年間で必要な看護技術を身につけ、看護師としての基礎をしっかりと学んでいきます。
今回は新人３か月研修を行いました。入職して３か月頃になると、職場には少しは慣れてきますが、初めての夜勤が
始まり、責任の重さを実感したり、生活リズムの変化や人間関係で体調を崩したり、出来ない自分にイライラしたりで
気持ちが落ち込みやすい時期となります。そこで、仕事から離れて、リフレッシュしてもらい明日も頑張ろう！という前向
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きな気持ちになれるようにと研修を行いました。屋上での解放感を期待していましたが、当日は悪天候のため大会議
室に変更し広いスペースと換気に気を付けながらの研修でした。スタートは新人さん達皆がリラックスできるようにコミュ
ニケーションゲームを行い、次にこれから役に立つかもしれない高齢者向けレクリエーションゲームを行いました。若者
に高齢者向けのゲーム？と思われる方も多いかと思いますが、意外に難しく舐めてかかると苦戦が強いられます。ゲー
ムは２チームに分かれ対戦とし、勝ったチームに点数が入るようにました。まず、２リットルのペットボトルに割りばしを６０
膳入れていっぱいにし、それを逆さにして振って中の割りばしを出し切るという単純なゲームです。１人１５秒でリレー
形式としましたが、割りばしが中々出てこなくて苦戦でした。地面と垂直に振っていたら全然出てこないのです、やっ
てみなければ分からないものですね。これを３回行いました。
　二つ目はペットボトルボーリングです。ペットボトルに水を入れてボーリ
ングのピンにしますが、水の量はランダムとし、ピンにはかわいいイラスト
を貼りつけて三角に並べます。倒した本数で競うのではなく、ピンのイ
ラストには点数があり、倒したピンのイラストの点数で競います。ボール
を投げる人は椅子に座って、振りかぶることなくアンダースローで子供用
のゴムボールを転がします。１人１回きりで練習無し、これを２クール行
いました。これも単純で簡単と思っていたら、意外に難しかったようで、
力の入れ具合が分からず変な所に飛ばす人、ピンに当たっても勢いが
なくピンが倒れない人、当たっても１本だった人などと思うような結果に
はならなかったようです。これらゲームや報酬のお菓子をもらい、笑顔
がみられ、リラックスできた様子でした。
　お菓子を食べながら円陣になっての座談会では、同期でしか分かり
合えないことや、自分だけが悩んでいるのではなく皆同じことで悩んで
いるなど、溜まっていたことなど吐き出すいい機会になりました。
　普段は外出自粛のため、外での買い物や外食、気分転換ができな
い日が続いていた中で、人と接して笑い合える機会が持て、貴重な時
間を過ごせたと思います。仕事を忘れて楽しめたようでいいリフレクショ
ンになったようです。
　新人看護師たちはまだ３か月を過ぎたところですが、入職時と比べる
と確実にたくましくなってきています。これも本人たちの努力と周りの先
輩達の手厚い指導や患者さんから得られる大切な経験があってのこと
だと思います。これからの更なる成長を願って陰ながら支えていきたい
と思います。

旭川医療センター
公式YouTubeチャンネル開設のお知らせ

旭川医療センターの YouTube チャンネルを開設しました。
病院の案内や旭川医療センターのバンド AICE バンドの動画などを

公開していますので、ぜひご覧ください。

　　https://www.youtube.com/

（https://www.youtube.com/channel/UCIb3G-J_ _lECPMRyx0eL4eA）

旭川医療センター

座談会

割りばしゲーム中

ボーリング

3hanasaki



食中毒予防の３原則とポイントについて
栄養管理室

　今年も、食中毒に気を付けたい季節となりました。実は、季節を問わず一年中、食中毒は発生しています。また、
食中毒というと飲食店等での食事が原因と思われることが多いのですが、毎日食べている家庭の食事でも発
生しています。そこで今回は、食中毒予防の 3 原則とポイントについて記載いたします。
　
　初めに、食中毒予防の３原則は、食中毒菌を

「つけない・ふやさない・やっつける」です。

この３原則を守る為のポイントは、

　最近は、調理済みの料理を購入し、家などで食べる機会が増加しています。購入後の料理を長時間室
温に放置した際など、食中毒のリスクを非常に高めてしまう場合があります。皆さん、食中毒を予防し
ながら、北海道の夏を満喫しましょう‼
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　6 病棟は､消化器内科 36 床､結核 20 床の病棟です｡消化器内科
病床では､消化器がん炎症性疾患 ･ 肝臓､胆嚢系疾患 ･ 糖尿病 ･
リウマチの患者さんが療養しています｡
　医師･看護師・薬剤師・リハビリ･栄養士･MSWが連携を図り､それ
ぞれの専門性を活かし治療と早期退院に向けて援助しています｡
結核病床では､道北管内唯一のユニット機能を有する病棟として､上
川管内だけではなく､稚内 ･ 北見 ･ 留萌 ･ 釧路など広範囲の地域
から患者さんが来られ､治療を受けています｡結核に対する知識 ･ 理解を深め､自ら内服治療に参加できますよう
DOTS（対面服薬指導）を行い､保健所とも連携を密にして､退院後の治療完遂を目指しています｡
　スタッフは消化器内科医師が 5 名､呼吸器内科医師が 8 名､看護師 24 名､准看護師 1 名､看護助手 3 名で
す｡患者さんや家族の方が安全で、安心、丁寧な看護が受けられますよう､話が聴ける･ 気付ける･ 寄り添える看
護師を目指し努力しています｡

副看護師長　早坂　圭太
職場紹介　6病棟

消化器内視鏡技師の仕事とは？
消化器内視鏡技師　村上　由香（看護師）

　７月となり、本格的な夏を迎えました。新型コロナウイル
ス感染症対策のための新しい生活様式にも慣れてきた頃で
しょうか。
　皆さま消化器内視鏡技師をご存じでしょうか？日本消化器
内視鏡学会が認定する資格を有した技師と定義されていま
す。患者看護、安全管理、感染対策、検査の介助、機器管理
など様々な業務があります。私は、看護師として消化器内視

鏡技師を取得し丸６年が経ちました。現在は上記の業務に加え、新
しいスタッフの教育活動も行っています。
　内視鏡室での関わりは、検査説明の時と検査を受けに来ていただいた
短い時間です。私が日々 心がけていることは、気持ちに寄り添った看護
が行える様出来る限り患者さんとお話をし、患者さんを知ることです。
　内視鏡検査は「つらい・苦しい・痛い」というイメージを持つ方
が多いのではないかと思います。検査の際には、苦痛や不安が出来
る限り少なくなるよう様、声かけ・タッチング・体位の工夫をして
います。病気の早期発見・治療には定期的な検査を継続することが
大切です。患者さんが定期的に検査を受けられる様、胃カメラを受
けて頂いた方、大腸ポリー
プ切除を行った方には検査

のご案内も郵送しています。「この病院で検査・治療を受けて
よかった、なにかの際にはまたこの病院を受診しよう」と思っ
ていただける様、今後も患者さんの立場に立った看護の提供に
努めてまいりたいと思います。

内視鏡検査室

処置室

広くなった内視鏡待合室

右から筆者と内視鏡室長 斉藤医師とスタッフ
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がん患者・家族サロン
『縁佳話』は

お休みしていました
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より

2 病棟　副看護師長　佐藤　雄宇
マスク着用の暑い夏

　今年はコロナの影響で、マスク着用で外出する人が増えています。皆さん、夏も本番と
なり、熱中症対策は行っていますか？
　連日、ＴＶでも特集があるようにマスクを着用すると、熱中症や脱水のリスクが増加する可
能性が指摘されています。医療スタッフも・患者さんも熱中症や脱水の危険性が高まったと
言えます。小まめな飲水や室内の換気などが、大切な事はご存じだと思います。予防行動と
して朝食をしっかり取るというものがあるそうです。夜間、入眠中に 300 ～ 400㎖程度の水分

が失われ、朝食を食べないで働くと脱水に陥りやすく、しっかり朝食を食べることが推奨されています。
　私は、朝食は食べないことが多く、あまり健康的な生活を送っているとは言い難い状
況です。目まいや意識の混濁などは感じたことはありませんが、看護師として正しい生
活を送ることは大切であると感じます。朝・昼・夕の 3 食をしっかり食べて元気に働き、
患者さんやスタッフにも元気を与えられるような看護師になれたらと、思っていますので、
熱中症や脱水が流行る、この夏を、皆さんと一緒に元気に乗り越えましょう。

　新型コロナウイルス流行にて、外部か
らの感染リスクを減らす目的にて 4 月度
からがん患者・家族サロン『縁佳話』は
お休みしていました。まだしばらく収束
までには時間がかかることと思います。
そのため 8 月 9 月のがん患者・家族サロ
ン『縁佳話』もお休みとなりました。楽
しみにお待ちしてくださっていた皆様に
は大変申し訳ございませんでした。
　がん相談支援センターとしての相談対
応は随時申し受けておりますので、何卒
よろしくお願いします。

がん相談支援センターの案内図 
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旭川市花咲町７丁目４０４８番地 

独立行政法人 国立病院機構 

旭川医療センター がん相談支援センター 

TEL （０１６６） ５１ － ３１６１（代） 

FAX （０１６６） ５３ － ９１８４ 

正面玄関

外来診察室

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

食堂

旧リハビリ棟

化学療法室

新外来管理棟・栄養課
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  独立行政法人国立病院機構 

 旭川医療センター 

がん相談 

支援センター 

のご案内 

お問い合わせ 

 

 

 

ご縁
．
のある場所にして頂きたいという思い

と、聞く者の心が暖まるような話という意味の

佳話
．．

を合わせこの名称にしました。 

患者さんやご家族の交流や情報交換、 

情報収集の場としてお気軽にご利用下さい。 

 

利用時間  1３：３０～１５：００ 

場所 １階 患者・家族サロン縁佳話 

開 催 日  月 2 回   第 2 ・ 4 金 曜 日 

13：30 から３０分程度のミニ講座開催の日も

あります。 

参加費無料・事前申し込み不要です。 

 

不明な点などありましたらがん相談支援セン

ターにお問い合わせ下さい。 

 

がん患者・家族サロン 

えんがわ（縁佳話） 

 

 

   

 

 

 

看護師又は医療ソーシャルワーカーが、患者さんやご家族、地域の皆様 

からのがんに関する様々なご相談をお受けいたします。   

 

たとえば・・・ 

＊がんのこと、治療について知りたい 

＊がんと告知され、これからのことが不安 

＊治療や手術にかかる費用が心配 

＊家族や仕事のことで悩んでいる 

 ＊在宅でケアを受けたいがどうしたらいい？ 

＊セカンドオピニオンを受けたい 

＊緩和ケアやホスピスについて知りたい    など   

 

 

    ご利用方法 

    相談時間：９：００～１７：００（土日祝日は休み） 

    相談場所：がん相談支援センター（地域医療連携室内）  

対面相談だけでなく電話相談ＴＥＬ（０１６６）５１－３１６１(代)もお受けしています。相談料は無料です。 

がん相談支援センターのご案内 
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■ 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
	10 月	23 日（金）講演 1: 吉田	医師	/	講演 2: 福祉制度について	医療ソーシャルワーカー

	11 月	20 日（金）講演 1: 岸	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　４Ｆ中会議室
	 8 月	24 日（月）

	 9 月	14 日（月）

	 9 月	28 日（月）

	10 月	12 日（月）　　内容未定

	10 月	26 日（月）

	11 月	 9 日（月）

	11 月	30 日（月）

2020 年 8 月～ 2020 年11月  各教室のお知らせ

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

　2017 年４月よりおこなってきました建替工事もいよいよ大詰めです。正面駐車場の整備も半分以上ほ
ぼ終わり、現在は正面入口の工事・外来棟と病棟をつなげる工事が９月の完成引渡しに向けて急ピッチ
で行われています。あと少しですので、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。

「旭川医療センター」らしさを感じられる病院です
　大雪山連峰の広く雄大なイメージをほどこし、外来部門は白と木目調を基調とした安らぎのデザインを
採用しました。ラウンジスペースを設置し、憩いの場を設けました。

ゆとりある空間にしました
　従来の外来棟に比べて、新外来棟は診療科ごとにブロックを分けて広いスペースを確保しています。ま
た窓を大きく設計し、自然光を豊かに取り込める空間としました。外来診療セクションを 1 階、検査リハ
ビリセクションを２階に集約し、エレベーターで結んでいます。待ち
合いスペースも広くなりました。

災害に強く、環境にやさしい
　免震構造を採用し、災害時にも医療行為を行うことができるよう
整備しました。環境負荷を減らすため、LED 照明や寒冷地ならでは
の高密度・高断熱建築などを導入しています。

地域に役立つ病院を目指して
旭川医療センターの新たなステージが始まります

１階玄関の様子

１階外来玄関の様子（正面から） 屋上からの様子（外来玄関正面側）屋上からの様子（外来救急玄関側）
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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　　千惠 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 堂下　和志 藤兼　俊明 藤兼　俊明 堂下　和志

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 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 Ｂ２ 診察室⑲ 出張医

※泌尿器科の受付時間は、午後１時30分から午後４時となっております。
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