


2020年10月1日　新外来管理診療棟等完成

　2017 年４月より工事を行っていた新外来管理診療棟等が完成し、10 月１日より正面玄関もオープンしました。
９月 29 日（火）行われた引き渡し式では、事故もなく無事に完了したことが報告され、熊谷組 北海道支店長
より院長 西村英夫 に引渡証が手渡されました。正面玄関は平日７：00 ～ 18：00 開いておりますが、夜間（平
日 16：55～翌日８：30）及び土日・休日に受診の方は病院左側の夜間・休日玄関をご利用下さい。工事中はご
不便をお掛けしましたが、コンビニエンスストアも正面玄関近くにでき、中にはＡＴＭも設置されています。また、
外来ホールでは無料 WiFi が利用できますのでぜひご利用ください。

コンビニが新しく出来ました。ATMもあります。 正面玄関に寄付をいただいた方のお名前のプレートが掲示されています。

外来ホール 救急玄関・夜間休日玄関は正面左にあります。

引き渡し式　院長と熊谷組北海道支店長 正面玄関
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コロナ対策　正面玄関で検温を行っています

企画課　専門職　金児　孝幸
　当院における新型コロナウイルス感染症対策に係る新たな取組みとして、検温アラームシステムの導
入と外来アシスタントの配置についてご紹介いたします。

①　検温アラームシステムの導入について

　10 月中旬より正面玄関及び救急玄関に検温アラー
ムシステムを導入し、設置しております。
　検温アラームシステムは、カメラを利用したサーモ
グラフィー画像により体温を瞬時に測定することが可
能となっており、発熱者を迅速に検知し、速やかに発
熱外来へとご案内いたします。
　発熱者と一般患者の動線を分けることで、感染リス
クを大幅に低減させ、院内感染を防止いたします。

②　外来アシスタントの配置について

　10 月中旬より正面玄関にて外来アシスタントにより手指消毒、
体温測定実施への声かけを行わせていただいております。
　これまでも手指消毒の徹底にはご協力いただいておりますが、
日々の取組みの積み重ねが最大の感染予防となりますので、引き続
きこまめな手指消毒へのご理解とご協力をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症をめぐる先の見えない不安のなかで、
病院受診を控える動きがあり、一方で、受診控えにより持病が悪化
するリスクもあります。
　当院が地域の病院として、地域の医療を守っていくため、必要な
ときに必要な治療が受けられるように一人一人が安心して受診して
いただける体制を目指しています。

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
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　中材、手術室は令和２年１月に新棟
へ移転し、新しく広い手術室２室と中
央材料室になりました。スタッフは外
科医５名、麻酔科医１名、看護師８名、
看護助手１名です。呼吸器疾患、消化
器疾患、その他（乳がん等）におい
て、年間約３００例の手術を行ってい
ます。
　手術室では、手術、麻酔等に関する
学びを深め、安全な手術が提供できる
よう努めています。また、だれもが不
安な手術を少しでも安心して受けて頂
けるよう、手術を担当する看護師が術前・術後の訪問を行い親身になってお話しさせて頂きます。手術
室内ではＢＧＭを流し、患者様がリラックスできるよう配慮しております。
　中央材料室では、院内の医療機材の洗浄、滅菌を行っています。滅菌した機材は、判定を確認してか
ら払い出しを行い、安全を保証しています。また、ディスポ製品の払い出し、在庫管理も行っています。
コロナ感染拡大の影響で品薄製品もあり、在庫管理には日々苦労しておりますが、できる限り業務に影
響がでないよう努力しています。

中材・手術室師長　宮原　由紀
職場紹介　中央材料・手術室

骨粗鬆症の無料看護相談外来行ってます。
外来看護師　骨粗鬆症マネージャー　魚住　果瑠摩

　みなさん、骨粗鬆症をご存じでしょうか。骨量の減少と骨組織の微
細構造異常の結果、骨がもろくなる病気です。骨の量が減ってスカス
カになり、骨の質が悪くなると強度が低下し、骨はもろくなり、軽い
力が加わるたけで骨折しやすくなります。骨の量が減っていても症状
はなく、骨粗鬆症であることを気付かずに過ごしている方は多いと言
われています。事故ではなく転んで骨折した・ぶつけて骨折した・咳
をして骨折した こうした日常生活の出来事が原因で骨折した経験がある方は、すでに骨粗鬆症かもしれま
せん。骨粗鬆症は１度起こすと２度３度と骨折を起こしやすくなることがわかっており、現在寝たきりの
原因の第４位が骨折・転倒となっています。健康寿命さらには生命予後を短縮してしまう可能性がある病
気です。寝たきりになると医療費も多大に増加し介護も要するため、本人も周りも辛くなってしまいます。
昔は年だから仕方ないとされていた骨粗鬆症ですが、現在では治療薬も開発されており、治療可能の疾患
です。骨粗鬆症の啓発・予防・診断・治療のための骨粗鬆症リエゾンマネージャーという資格が、日本骨
粗鬆症学会で策定され、現在当院では骨粗鬆症認定医師１名、看護師５名で活動を行っています。簡単に
身長・体重から骨粗鬆症のリスクを計算できるものや生活習慣や家族歴から骨折リスクを判定する FRAX
という計算式を使ってリスクを判定し、骨量減少を促す食事や運動など日常生活の指導を行っています。
　まずは無料で看護相談外来を行っておりますので、相談してみたい方は電話で問い合わせの上ご相談ください。
コロナ渦ですので、受診希望の際には体調と発生状況をご確認の上、気をつけてお越しください。

2018年10月 長崎の日本骨粗鬆症学会に参加
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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

　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。そのため令和
２年度のがん患者・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個別に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。皆様におかれ
ましてはくれぐれもお体ご自愛下さいますようお願い
致します。

リウマチケア看護師７名います、ご相談下さい。
外来リウマチケア看護師　佐々　あき

　当院には、日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師が７名います。
　専門的な知識を持ち医師や薬剤師、理学・作業療法士と連携・協働
して、関節リウマチやリウマチ性疾患の患者ケアに携わることを目的と
して、全国各地で行われる講習会等で所定の単位を取得、症例報告を
した者に対して、日本リウマチ財団が認定している資格です。
　私はリウマチケア看護師としては主に、リウマチ性疾患治療薬の治

験をしている患者さんの関節に腫脹や圧痛がないかを診る関節評価を実施し活動しています。
　外来看護師としては専門的知識を持って関節リウマチやリウマチ性疾患の治療のひとつである生物学的製
剤の自己注射指導も行っています。今は多くの自己注射薬があり、それぞれ使い方についても特徴があります。
また、点滴治療もありますので、外来化学療法室での点滴管理も行っています。
　日々進化する新薬や新しい知見などの情報も得られるよう、院内外の研修や講演会等へも参加し、スタッ
フへの情報共有なども心がけています。今はコロナ禍で研修などの機会が減っており、当院の主催で患者さん
向けに毎年開催しているリウマチ健康セミナーも今年度は中止せざるを得ず、なかなか活動ができない状況で
はありますが、何か生活や治療のことでお困りのことがあれば、どうぞお気軽にお声かけください。
　特に、リウマチの治療をされている患者さんは昨今、感染への心配を抱えて過ごしているかと思われます。その
ような不安から治療を自己中断することはかえって体調が悪くなることにつながりますので、しっかりと感染予防をし
て、治療を続けることが大切です。新しい生活様式としても言われている、マスク着用、手洗いや消毒、３密の回避、
ソーシャルディスタンスの確保などをしながら、体調管理をしていただくこと、体調不良時には適切な判断で休薬を
するなど、自己管理ができると安心して過ごせるかなと思います。これから寒くなってくる時期でもありますので、リウ
マチの基礎療法である、安静と適度な運動、保温、規則正しい食事や十分な睡眠を取ってお過ごしください。

2020年度内のミニレクチャーは中止と
なりました。
がん相談支援は随時受け付けております。
地域医療連携室へお越しいただくか、
電話での対応も可能です。

Sn Sun

%
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

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

がん患者・家族サロンをご利用ください

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

左から
筆者・糖尿病リウマチセンター長 平野医師・立井看護師
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認知症看護認定看護師の紹介
（今年度取得予定）

認知症対策チーム 担当副看護師長

藤信 真吾

【認知症看護認定看護師とは】

全国で活躍する認知症看護認定看護師は１５８１名
（2019年７月）、北海道内では、１００名以上の認知
症看護認定看護師が各地で活動しています。

私は昨年度、認定教育機関を修了し今年認定審査
予定です。

認知症看護認定看護師に期待される能力

１ 認知症者の意思を尊重し、権利を擁護する

ことができる

２ 認知症の発症から終末期まで、認知症者の

状態像を統合的にアセスメントし、各期に応じた

ケアの実践、ケア体制づくり、家族のサポートを

行うことができる

３ 認知症の行動・心理症状（BPSD）を悪化させる

要因・誘因に働きかけ、予防・緩和することが

できる

４ 認知症者にとって安心かつ安全な生活・療養

環境を調整することができる

５ 他疾患合併による影響をアセスメントし、治療

的援助を含む健康管理を行うことができる

６ 認知症に関わる保健・医療・福祉制度に精通し、

地域にある社会資源を活用しながらケアマネ

ジメントできる

７ 認知症看護の実践を通して役割モデルを示し、

看護職に対する具体的な指導・相談対応が

できる

８ 多職種と協働し、認知症に関わる知識の普及と

ケアサービスを推進の役割を担うことができる

【当院での活動】

１ 認知症対策チームのメンバーとして週1回、
各病棟をラウンドして病棟看護師と認知症患者
さんのケアについて話し合いをしています

２ 病棟看護師より認知症患者さんへの対応など
相談を受けています

３ 認知症看護の質向上を目指して職員向け研修
会を企画・実施しています
４ 病棟看護師として患者さんのケアも行っています

認知症

地域の皆様へ認知症のセミナーを
開催したいと思っています。
現在、当院では新型コロナウイルスの影響で
地域住民向け研修をすべて中止しておりますが、
状況が改善した際には実施したいと考えております。

認知症は決して珍しい病気ではありません。
2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発
症すると予想されています。
認知症の方やそのご家族が安心して暮らせる地
域作りを目指し、今後とも取り組んでいきたいと思
います。

【今後の目標】 宜しく御願い
致します

ご家族の方へ

認知症の方は何度も同じ話
をしたり同じ失敗をしたりし
やすいです。

わかっていてもイライラする
こともありますよね。

でも認知症で一番困ってい
るのはご本人です。

大変なことですが、ぜひ、ゆ
ったりとした気持ちでご本人
のお話しを聞いてください。

辛い気持ちを聞いてもらうと
ご本人も心が穏やかになり
ます。

介護するほうも気持ちが楽
になります。
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　当院では、無症状の方・濃厚接触者ではない方を対象として、自費診療によるＰＣＲ検査（唾液）を
行っております。
　　　留意事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

対 象 者：無症状者、かつ、２週間以内に新型コロナウイルス感染症患者との接触や海外渡航、国内流
行地への滞在、３密への出入り等の無い方
　詳細については、ホームページ https://asahikawa.hosp.go.jp/information/pcr.html にあ
る問診票をご参照下さい。該当項目にチェックが付く場合、自費診療によるＰＣＲ検査を行
うことはできませんので予めご了承下さい。

実 施 日：完全予約制　月～金曜日（祝日除く）
９：00 ～ 11：30　１日６名まで

予約方法：電話予約（０１６６－５１－３１６１）
受付時間：（９：00 ～ 16：00）

電話の際に「自費診療によるＰＣＲ検査の予約をした
い」とお伝え下さい。
申込日より１週間以降の予約を原則としていますが、
急ぎで必要な場合はご相談下さい。

検査費用：当院書式　22,000 円（税込）
当院書式以外　25,300 円（税込）

検査方法：唾液による検体採取

受診当日の流れ

　予約時間に１階の医事窓口７番にお越し下さい。（保険証をお持
ち下さい）
　問診票を記載・提出していただき、別室にて検体採取を行います。
　検体採取前には可能な限り飲食や歯磨き、うがいを行わずに採
取してください。
　（目安として最低 10 分、可能であれば 30 分ほど空けて下さい）
　検査結果は翌日交付となり、当日は検体を提出して終了となり
ますので所要時間は 20 ～ 30 分となります。

ＰＣＲ検査証明書の発行

　検査結果証明書は検査日の翌日交付されますので、９：00 ～
16：00 の時間帯に１階医事窓口７番にお越し下さい。
　検査証明書は窓口交付となりますので、郵送を希望される場合は返信用封筒をご用意のうえ、予め申
出下さい。
　検査結果については、検体採取時点の検査結果であり、将来にわたって証明するものではありません。
　ＰＣＲ検査で陽性と判明した場合、患者様へのご連絡とともに保健所へ新型コロナウイルス感染症患
者として届出を行います。

自費診療によるPCR検査について

空欄に必要事項を記載し、該当項目に☑してください。

質問１　接触歴について □ 1～5いずれも該当なし

質問２　渡航歴・流行地への滞在歴について □ １～２いずれも該当なし

フリガナ 記入日 　            年　　月　　日

男 ・ 女 当院受診歴 　無し　・　有り（ID：　　　　　　　　　　）
生年月日 　            年　　月　　日

□
1) 過去14日以内に、患者本人が
　「新型コロナウイルス感染症濃厚接触者」と保健所から指定された。

名　　前
性　　別

住　　所
〒　　　－

電話番号
自宅　（　　　　　）－（　　　　　）－（　　　　　）
携帯　（　　　　　）－（　　　　　）－（　　　　　）

当日の体温

□
1) 過去14日以内に、患者本人に海外渡航歴もしくは国内流行地（緊急事態宣言発令地
域、患者発生数の増加傾向の都府県・道内市町村）への往来・滞在歴がある。

2) 過去14日以内に、（患者本人の）同居家族/同居知人、もしくは（患者本人と）席の
近い/⾧時間仕事を共にする職場同僚に海外渡航歴もしくは国内流行地（緊急事態宣言
発令地域、患者発生数の増加傾向の都府県・道内市町村）への往来・滞在歴がある。

□

2) 過去14日以内に、（患者本人の）同居家族/同居知人が
　「新型コロナウイルス感染症濃厚接触者」と保健所から指定された。

3) 過去14日以内に、（患者本人と）席の近い/⾧時間仕事を共にする職場同僚が
　「新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者」と保健所から指定された。

□

□

□

□

4) 過去14日以内に、患者本人が新型コロナウイルス感染症陽性の人と接触した。

5) 過去14日以内に、（患者本人の）同居家族/同居知人、（患者本人と）席の近い/⾧
時間仕事を共にする職場同僚が新型コロナウイルス感染症陽性の人と接触した。

旭川医療センター初診申込書兼問診票

質問３　３密への出入りについて □ 該当なし

質問４　臨床症状について 14日以内に、患者本人の症状が該当する場合は☑する。

□
　過去14日以内に、（患者本人が）3密（密閉・密集・密接）に該当する空間で飲食を
伴う集会・会合に出席した。もしくは疑わしい空間に滞在した。

□

□

□

なし

原因不明の37.5℃以上の発熱が急に出現し、1日1回以上出る。

期間中に急に出現した37.5℃以上の発熱が1日1回以上あった。
熱は下がったが、下がってから（解熱日を含め）4日以内である。

□

発熱

□
□

□
咳

□
□
□
□
□

なし
これまでに感じたことのない倦怠感（だるさ）がある。
なし
筋肉痛（節々の痛み）がある。

なし
急に呼吸が苦しくなったり、息切れが強くなったりしている。
14日前以前から息切れ・呼吸苦はあるが、特に悪化していない。
正常
急に匂い、味を感じなくなった。
以前からある症状。原因となりえる他の病気（副鼻腔炎等）がある。

乾いた咳が急に出現し、持続もしくは次第に悪化している。

上記に該当しない咳。原因となり得る他の病気（気管支喘息等）がある。

呼吸苦
息切れ

嗅覚／
味覚
異常

倦怠感

その他 □

期間中に急に出現した37.5℃以上の発熱が1日1回以上あったが、熱が下がっ
てから（解熱日を含め）すでに5日以上である。

なし

自由記載：

なし
咽頭痛（喉の痛み）がある。

□
□
□
□
□
□

筋肉痛

咽頭痛

□
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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

（再来）
大田　貴弘

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

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（新患・再来）
平野　史倫

リウマチ（新患・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

(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

ペースメーカー外来
（第１木曜日午後）

石田　紀子
診察室⑭

※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。
※ペースメーカー外来は、令和2年11月より第1火曜日から第1木曜日午後に変更しております。

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

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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