


万全のコロナ対策と地域の為に

院長　西村　英夫

　新年あけましておめでとうございます。今年も新装となった旭川
医療センターをよろしくお願いします。
　さて、当院は新しい新外来棟の完成を昨年９月に終え、各診療科
は新外来棟での診療を行い１年が経ちます。昨年９月の正面玄関、
２階渡り廊下、コンビニ等の完成となり、ここ 10 数年待望のＡＴＭ
も設置になりました。各金融機関のキャッシュカードが使用できま
すので、ご利用ください（一部使用できないのもあります）。また、
正面玄関を入った風除室右側には寄付の樹があります。新外来棟の

建設に当たり、患者さん、および関係者様など皆様からの浄財をいただき、希望者のみご芳名を掲示さ
せていただいております。
　当院はご存じのように、昨年２月からの新型コロナウイルスの大きな波に襲われています。当院は、
市内の基幹病院として、感染した患者さんを受け入れると共に、外来での発熱者の対応にも当たってい
ます。幸い、新外来棟では陰圧の診察室を３室設けており、そちらでの対応と１時間で結果の出るＰＣ
Ｒ検査機器の導入により、スムースに院内での棲み分けが出来、現在までの所、当院では院内感染は発
生しておりません。また、病棟も、陰圧病床を 20 床準備して万全の体制で医療を行っています。
　これから、当院がどういう方向へ行くかというと、原則的には従来と変わらず、地域の住民にあって
よかったと思われる病院を目指します。手術室も新しく整備されたため外科系の手術の増加が見込まれ、
かつ、呼吸器、消化器系の手術を中心に積極的に行っていきます。また、最近は、コロナ感染の影響も
あるのか、在宅での療養を望む方が増えています。最後は自宅で迎えたいという方も増えています。当
院では在宅療養を専任の医師が行っていますが、依頼がだいぶ増えている状態です。しかしながら、訪
問看護ステーションを自前で持っていないので、他の施設に依頼している状態です。また、神経内科の
退院の方でも、自宅での訪問看護が必要な方がいます。将来的な地域住民の要望を考えると、それらに
対応する訪問看護ステーションを夏までには立ち上げたいと考えています。
　最後に、当院は陸軍の衛戍病院として、発足してから 119 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、病棟を立て直し、令和にて新外来棟の完成までようやくたどり着きまし
た。設備は新しくなりましたが、働く人は同じです。皆様の信頼を勝ち得る病院としてこの地でこれか
ら数十年やっていきたいと考えています。地域住民や開業の先生方、地域の施設の要望に幅広く応えて
いきたいと思います。今年一年も牛のごとく着実に歩みたいと考えていますので、どうぞ宜しくお願い
致します。

新年のご挨拶
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小中学校などから応援メッセージとご寄付
　昨年 12 月から今年１月にかけて、新型コロナウイルス感染症受け入れを行っている病院にとのこと
で、小中学校から応援メッセージと個人・団体・企業様より飲料・食品の寄付が届きました。メッセー
ジは職員用の通路に掲示させていただいております。温かいご寄付と励ましのメッセージどうもありが
とうございました。

旭川市立陵雲小学校、旭川市立春光
小学校、旭川市立近文第一小学校、
旭川市立近文第二小学校、旭川市
立永山小学校、旭川市立永山東小学
校、旭川市立永山南小学校、旭川市
立永山西小学校、東神楽町立東聖小
学校、旭川市立啓北中学校、旭川市
立広陵中学校、旭川市立東鷹栖中学
校、旭川市立永山中学校、旭川市立
永山南中学校、幌延町立幌延中学校

旭川商工会議所、㈱伊藤園、片
亀商店（和歌山県）、Ｓ・Ｓさん

（岩手県）、日本製紙㈱旭川工場、
日本たばこ産業㈱、南さつま市、
NPO 法人ゆい・ゆい

メッセージをいただいた小中学校　様

ご寄付をいただいた
個人・団体・企業　様

５病棟　副看護師長　高橋　絵里香
もう１年…

　まだまだ寒い日が続いていますが、みなさまいかがお過ごしでしょうか。毎年のことながら、
ここ旭川においては凍れる日や降雪の日が続き春の気配はまだ遠いようです。
　さて、ここ最近はどこにいてもこの話題ではありますが…未知のウイルス、新型
コロナ感染症が日本でも流行し始め、先日約１年経過したというニュースを目にし
ました。まだまだ我慢を強いられる生活や不安な日々が続いており、終わりの見え
ない状況に気分も沈みがちとなります。
　今ではマスク生活や手指衛生の習慣化が当たり前となっていますが、約１年前は消毒液

やハンドソープ、マスクが品薄となり大変でした。今はどこでもそれらを見かけることがで
きますが、当時は手作りした方も多いのではないでしょうか。様々な柄の手作りマスクを
着用している方を多く見かけたものです。私もその１人で、一時期手作りマスクの作成に
ハマり、家族分作成しました。しかし現在は様 な々色・デザインのマスクが販売されてお
り、いつしか私の手作りマスクは家族のだれ一人としてつけていません…。
　そんなマスクですが、私は周りで見かける多種多様な色・デザインを密かに眺めるだけでも、ちょっと楽しくなりま
す。そんな方、実は多くいらっしゃるのではないでしょうか。本当に些細なことではありますが、この状況の中でも日常
の中で小さな楽しみを見つけ過ごすこと、意外と大事であると思います。
　感染対策を実行しつつ、以前のようにとはいかなくても少しでも日常が戻ってきますよう、お互いに頑張っていきましょう。

西村院長・工藤看護部長
励ましのメッセージと
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　臨床工学室は令和２年１月に外来新棟に移転しました。移転前は
医療機器中央管理室という名称でしたが、移転を機会に名称変更し
ました。臨床工学室には臨床工学技士２名が所属しています。臨床
工学技士とは、医療機器に関する専門的な知識を持ち、医師の指示
のもとに人工呼吸器や透析装置など生命維持管理装置の操作や保守
点検を行なう専門職であり、臨床工学技士法という国の法律に基づ
く国家資格です。
　院内には様々な医療機器がありますが、臨床工学室ではＡＥＤ・
透析装置・人工呼吸器や、薬液を持続で正確に送液する輸液ポンプなど主に病棟で使用される約３００
台の機器を管理しています。業務内容としては、機器の使用後点検・定期点検や、バッテリー等消耗部
品を交換する保守を行っています。また、人工呼吸器が使用されているときは動作に異常が無いか、病

本手　賢
職場紹介　臨床工学室

国立病院学会　ＷＥＢ形式で開催
13演題の発表

第 74 回　国立病院総合医学会
テーマ　「先進的イノベーションと支える医療の融合
　　　　　　求められる国立医療の構築～ 2020 ときを越えて～」

演題一覧
セッション セッションタイトル 発　表　者

口演28 看護1 看護師 鹿野　亜希 A病棟看護師における癌性疼痛評価に対する意識調査

口演63 呼吸器疾患3 呼吸器内科医師 黒田　　光 過去2年間当院でNHF（ネーザルハイフロー）を使用し
た患者の検討

口演64 呼吸器疾患4 言語聴覚士 土田　　歩 当院COPDセンターにおける言語聴覚士の関わり

口演65 呼吸器疾患5 呼吸器内科医師 中村　慧一 70才以上高齢者進行非小細胞肺癌における化学療
法に対する脆弱性予測に関する検討

口演74 消化器、肝・胆・膵疾患7 消化器内科医師 横浜　吏郎 糖尿病に合併する肝癌高リスク症例の抽出とサーベイラン
ス～糖尿病診療医との連携を目的としたアンケート調査～

口演87 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）症例報告4 専攻医 仙波　佳祐 Multistep process modelを用いたパーキンソン病発
病因子数の推定

口演87 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）症例報告4 研修医 安藤　　玲 Parkinson病に全身性アミロイドーシスを合併した一例

ポスター26 退院支援から地域包括ケアへ 看護師 小玉美由紀 地域包括ケア病棟の現状と今後の課題 
－ベッド周囲から行動範囲を広げて－

ポスター36 栄養・NST・褥瘡　給食管理 栄養士 但馬　久貴 旭川医療センターにおける特別食加算率増加への取り組み

ポスター95 リハビリテーション14　言語聴覚療法 言語聴覚士 横山　篤志 筋強直性ジストロフィー1型患者における表情認知能力
と自閉傾向に関する検討

ポスター103 呼吸器疾患1 研修医 大村　弘輝 末梢型肺空洞形成病変を呈したIgG4　関連症候群
の一例

ポスター108 消化器、肝・胆・膵疾患1 研修医 金子　未波 目的が達成できなかった経皮内視鏡的胃瘻造設術の
検討

ポスター134 神経・筋疾患（筋ジストロフィー）多職種の
QOL向上の取り組み1 脳神経内科医師 大田　貴弘 パーキンソン病の初発運動症状の種類と、診断に至る

までの期間に関する検討

　今回の国立病院学会は新潟市での開催予定でしたが、コロナウイ
ルス感染対策のため、2020 年 10 月 17 日（土）～ 11 月 14 日（土）
の期間で WEB 形式での開催となりました、当院からは 13 演題の
発表を行い「当院 COPD センターにおける言語聴覚士の関わり」　
言語聴覚士　土田　歩　がベスト口演賞を受賞しました。

臨床工学技士の２人（左 筆者・右 中濱靖展）
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がん相談支援センターより
新型コロナ　がん治療の患者さんを受け入れて

がん化学療法看護認定看護師　渡邊　麻美

　新型コロナウイルス感染症（以下ＣＯＶＩＤ -19）感染への脅威の中で、 が
ん患者とその家族の皆さまにおかれましては、感染症やがん治療の遅れ、病
状の進行や死に対する不安にさらされていることとお察しいたします。旭川
市内でも報道の通りＣＯＶＩＤ -19 感染症の流行と拡大があり、かかりつけ
の病院でがん化学療法などのがん治療を予定通り受けられなくなるのではな
いかという懸念があり、そういった患者さんを当院でも受け入れる運びとな
りました。その期間中は、かかりつけ医とは診察や検査の手順が違うことに
戸惑ったり、診察がスムーズに進まないことや待ち時間が普段よりもかかっ
てしまったり、また外来化学療法室も混雑することとなりまして、ご紹介の
患者さんおよび従来から当院にかかりつけとなっている患者さんとそのご家
族の皆さまにはご不便をおかけ致しましたことを心よりお詫び申し上げます。
感染症発症リスクの高いがん患者の皆さんが、COVID-19 に対する感染対策

（手洗い、身体的距離をとること、自宅で過ごすこと、栄養と睡眠の確保など）
を通して、感染予防を図るとともに、がん治療を継続していただけることを
心より願っております。

　当院では、電話交換の混雑回避や利便性を考慮し、令和３年２月１日に、予約
変更受付に直通番号を設置いたしました。予約変更を行う際には、下記番号まで
ご連絡いただくようお願いいたします。
受付時間：平日午後２時～４時３０分
直通番号：０１６６－５９－７００１（予約票に番号記載）
※予約日当日のキャンセル等、お急ぎの場合は、代表番号 0166-51-3161 まで

ご連絡ください。

予約変更
直通番号の設置
について

棟をまわって確認・点検を実施しています。これらの保守管
理業務以外にも、人工呼吸器装着時の立会・機器操作、血漿
交換・透析など血液浄化治療に関わる機器や、肝腫瘍の治療
に使用されるラジオ波焼灼療法などの機器を、医師の指示の
もとに操作する臨床業務も行っています。内視鏡業務にも介
入しており、内視鏡スコープ等機器のセッティングや使用後
の洗浄を行っています。
　さらに、輸液ポンプやシリンジポンプなど病棟で稼働する
機器が安全に正しく使用されるよう、その操作方法や注意点
についての取扱い説明を病棟スタッフに対して実施している
ほか、操作方法やトラブル時の対処方法について記載した簡
易取扱説明書を作成して機器に備え付けるなどして、臨床現
場で機器が安全に使用されるよう環境整備も行っています。
現場だけで対処できないようなトラブルに関しては臨床工学
技士がメーカーと連携して対処します。このように医療機器
が安全に使用され、運用されるよう医療安全の確保に努めて
います。

様々の機器を管理しています

透析も行っています

がん化学療法室のリクライニングチェア
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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

☎ 0166-59-7001

※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

（糖尿病）
出張医

診察室⑤

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。

※予約日当日のキャンセル等お急ぎの場合は、代表番号 0166-51-3161 までご連絡下さい。
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