


菅野　明美（札幌市）
看護部長

ＪＣＨＯ札幌北辰病院より参りまし
た。
信頼される病院を目指し、尽力し
ていきます。

転任者紹介 名前（出身地）・所属・趣味・コメント

馬場　一秀（帯広市）
副薬剤部長

薬剤師歴はそれなりに長くなりま
したが、旭川での勤務は今回が初
めてです。
つながりを大事に信頼されるよう
努力したいと思います。

櫻庭　孝行（札幌市）
事務部長

趣味は特にありませんが、強いて言えば
楽しくお酒を飲むことです。当院での勤
務は６年ぶり３回目となりますが、三たび
働けることを大変光栄に感じています
ので、粉骨砕身して精一杯頑張ります！

村上　稔洋（苫前町）
管理課長

１０年ぶり３回目の旭川勤務です。
皆さんのお役に立てるよう頑張り
たいと思います。

中嶋　　綾（札幌市）
医療社会事業専門員

趣味は登山です。山に力をもらい
ながら元気に働きたいと思いま
す。
よろしくお願いします。

玉木　陽穂（旭川市）
消化器内科医師

旭川医大で肝臓を中心に診療し
ていました。よろしくお願いいた
します。

遠藤　哲史（東京都）
呼吸器内科医師

旭川厚生病院から参りました。ク
ラスターの際はお世話になり、あ
りがとうございました。
その分こちらで頑張ります。

定岡　弘哲（旭川市）
撮影透視主任

患者さんが安心して来院できる
よう、感染対策と安全な検査の遂
行に努めていきたいと思います。
よろしくお願いします。

連川　　恵（旭川市）
一般作業療法主任

４年ぶりに帰って来ました。見知っ
た顔も多く本当に安心しました。
これからも宜しくお願い致しま
す。

広瀬　　徹（旭川市）
副臨床検査技師長

１２、３年ぶりに旭川に着任となり
ました。病院もすべて新しくなっ
ており、私も初心に戻って頑張っ
て参ります。
よろしくお願いします。

小原　　登（福島県郡山市）
理学療法士長

温泉巡り、トレッキング、ランニン
グが大好きです。よろしくお願い
します。

山本　圭人（中富良野町）
作業療法士

福島病院から転入して参りまし
た。患者様、職員の皆様のお力に
なれるよう頑張ります。
これからよろしくお願いいたしま
す。

平石　勝信（旭川市）
算定・病歴係長

よろしくお願いします。

木内　陽子（旭川市）
看護師長

新しい部署で気持ちも新たに頑
張ります。
よろしくお願いします。(^^)/

松永　正美（雄武町）
看護師長

元気がとりえです。新しい環境で
の仕事と生活を楽しみたいと思っ
ています。
どうぞよろしくお願いします。

松下和香子（旭川市）
外科医師

旭川医大から来ました。精一杯が
んばりたいと思っています。よろ
しくお願いします。

新採用者紹介
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名前（出身地）・所属・趣味・コメント

岸本　悠里（千葉県）
初期研修医

初めてのことばかりで不慣れな
点が目立つかと思いますが、一生
懸命頑張りますので、宜しくお願
い致します。

梁田　　啓（東川町）
呼吸器内科医師

昨年度までは大学病院にて勤務
しておりました。患者さんにとっ
て最善の医療を提供できるよう、
日々邁進して参りますのでよろし
くお願いいたします。

竹光　美秀（旭川市）
初期研修医

分からないことばかりでご迷惑を
おかけすることもあるかと思いま
すが、信頼されるような医師にな
れるように頑張ります。

大塚　一輝（旭川市）
初期研修医

趣味は体を鍛える事と渓流釣りで
す。熱い職員の方々と共に働ける
事を楽しみにしております。
向上心を持って日々頑張りますの
で宜しくお願い致します。

鎌田　弥優（富良野市）
看護師

患者さんの思いに寄り添い、笑顔
で看護をします。

野田久美子（釧路市）
薬剤師

１日も早く皆様のお役に立てるよ
うになりたいと思います。
よろしくお願いします。

中田　絵梨（礼文島）
薬剤師

まだまだ未熟ですが、患者さんに
信頼される薬剤師になれるように
頑張ります。

中島　彩夏（当麻町）
看護師

趣味はスポーツです。
はやく患者さんや職員のみなさ
んに信頼されるように頑張りま
す。

藤本　そら（当麻町）
看護師

新社会人として不安でいっぱいで
すが、自分の目指す看護像に近づ
けるよう頑張ります。

木村穂乃花（旭川市）
看護師

社会人１年目で不安もたくさんあ
りますが、日々精進していきたい
と思います。
患者さんが安心して生活を送れ
るように頑張っていきたいです。

深見　涼斗（旭川市）
看護師

笑顔や気配りを忘れず、患者さん
を第一に考えられる看護師にな
れるよう日々精進していきたいと
思います。

小野寺菜花（旭川市）
看護師（非常勤）

思いやりの気持ちを大切にしなが
ら、皆さまから信頼される看護師
になれるよう頑張っていきたいと
思います。

山田　怜奈（旭川市）
看護師

患者さんへ明るく接し、信頼、安
心してもらえるような看護師にな
れるよう頑張ります。

菅野　織瑛（札幌市）
企画課契約係

明るく元気に頑張ります。
よろしくお願いします。
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旭Ill医 セン - .... ―---—ユ ース
令籾3年6月 N0.17 

院内の紹介や日閃の出来事なと、 旭川医療センターの情報をお伝えしていきます

「新型コロナウイルスワクチン接種が始まりました」

旭川市での65歳以上の方の新型コロナウイルスワクチン接種の開始にあわせ、 当院でも
5月2 4日からワクチン接種が始まりました。
現在、 接種会場は4階の会議室となっております。 院内の案内看板に従いエレベータ ー

をご利用いただき、 直接会場で受付をお願いいたします。

【予約方法】
旭川市などから接種券が届いている当院かかりつけの患者さん
0166-51-3910 にて予約願います。
（電話のみ、 受付時間 平日 8 : 3 0~ 1 5 : 0 0) 
※電話のつながりにくい状況が続いておりますが、 比較的13 : 0 0~ 1 5 : 0 0は
つながりやすくなっております。

当院かかりつけではない方
旭川市新型コロナワクチンコールセンタ ー

0166-25-3501 にお問い合わせいただくか、
インタ ーネット（旭川市のワクチン予約システム）でも予約できます。

【接種体制】
現在は平日 13 : 0 0~1 5 : 0 0 （第4火曜は13:00�14:30) と

なっておりますが、 6月17日からは火・木曜日は夕方17:00----19: 00 
（第 4火曜は11:30.......,19:00) も追加いたします。 (※ 9 月末までの予定）

く問診の様子＞ く接種の様子＞
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　皆さん、地域医療連携室についてご存
知でしょうか？
　患者さんをはじめ病院を利用する地域
の方々の相談窓口であり、地域の医療機
関や在宅医療、介護、福祉の関係機関の
相談窓口として、診療に関わる調整業務、
医療福祉相談、情報発信、広報活動、市
民公開講座等の企画運営など多岐にわた
る仕事を行っています。
　そのため、医師、看護師、医療ソーシャ
ルワーカー、事務職員と多職種のスタッ
フで構成され、それぞれの専門性を生かし業務に携わっております。
　患者さんやそのご家族が適切に医療を受けられ、安心して療養ができるよう、様々な相談に応じ、地
域の医療機関や在宅医療、福祉施設等へと丁寧につなぐことを大切にしています。
　コロナ禍の中、例年開催してきた市民公開講座、出前講座等、対面の企画が実施できないことが残念
ですが、地域のニーズを掘り起こし、新たな取り組みも模索していきたいと考えています。
　また、当室は令和２年１月、新外来棟の完成とともに、正面玄関から近い場所へと移動しました。
何かお気づきの点やお困りのことがございましたら、気軽にご相談いただければ幸いです。

医療社会事業専門職　長尾　明香
職場紹介　地域医療連携室
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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 遠藤　哲史 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）
堂下　和志
診察室⑰

（センター長）
黒田　　光
診察室⑫

（センター長）
黒田　　光
診察室⑫

（副センター長）
堂下　和志
診察室⑰

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

Ａ２ 診察室⑧ （再来）
山本安里紗

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）
玉木　陽穂

（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

（再来）
西村　英夫

（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 藤井　　聡 野呂　忠孝 石田　紀子 野呂　忠孝

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。

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 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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