


院長就任のご挨拶
院長　木村　隆

　昨年 10 月 1 日付で、旭川医療センター院長を拝命しました、木村
隆です。前任の西村先生から引き継ぎ、旭川医療センターが皆さま
にとってさらに役に立つ病院となるよう職員一同と歩んでいきたい
と思います。2020 年 1 月から始まった新型コロナウイルス感染症の
パンデミック以降、感染症対策や救急を含めた病院機能の維持に全
ての力を注がざるを得ず、地域の皆さまとの交流が途切れてしまっ
ていることは大変残念であり、今年こそこれまで培ってきた地域の
病院としての活動を再開していきたいと思います。
　私は、昭和 62 年に当時の国立療養所道北病院へ初めて赴任しまし
た。それから、延べ 31 年にわたり当院でお世話になりました。まさ

に療養所時代ののんびりとした時代から急性期医療を中心とした病院の変遷を自分自身で経験してきま
した。その間、坂井先生、佐藤先生、飛世先生、清水先生、箭原先生そして西村先生と６人の院長先生
からご指導をいただいてきましたが、まさか自分がそのような立場になるとは想像もできないことでし
た。とはいえ、長く勤務してきたからこそ、当院の良いところや改善の余地のあるところについてはあ
る程度理解できていると思います。
　現在の医療機関は激動の時代と言われています。社会保障費が国の予算を圧迫し、なんとか社会保障
費を削減したいという国の施策があります。さらに、少子化に伴い人口減少が不可避なことから地域医
療構想という入院ベッドの適正配置、すなわちベッドの削減も特に公的医療機関に課せられた大きな
課題となっています。昨今、SDGs(Sustainable Development Goals) という言葉が世を席巻しています。
これは言うまでもなく持続可能な開発目標であり、世界を将来にわたって存続できるような取り組みに
対して用いられた目標群を表しています。この言葉はまさしく医療機関にも当てはまる言葉であろうと
思います。当院も持続可能であるために何が必要なのかを考えていく必要があります。その中で、当院
として何が重要なのかということを考えると、やはり利用者にとって役に立つ病院であり、職員にとっ
ても働きやすい職場を作ることが一番大切だろうと思います。利用者というのは、もちろん患者さんで
あり、さらに地域の医療機関や福祉施設、地域住民の方々全てを含んでいます。それぞれの利用者にとっ
てさまざまなニーズが当院に対してあると思います。全てのニーズに対応できることが理想ではありま
すが、難しいことがあるのもやむを得ません。しかしながら、工夫によって少しでも解決していく姿勢
を続けることが、地域に対する信頼感を得るために必要なことと思います。まずは、当院の利用者の方々
にいろんな意見を伺って、少しでも改善の方向に向かっていければと思いますので、お褒めの言葉はも
ちろん不満に思う点についても是非当院にお寄せいただければ、今後の当院のために貴重なご意見とな
ると思いますので、よろしくお願いいたします。
　2020 年 10 月に新外来棟が、グランドオープンしました。これで 2010 年に完成した病棟と合わせ、
旭川医療センターがリニューアルしました。地域の方々や職員の皆さんと、完成の喜びを分かち合いた
いと思っていましたが、コロナ禍もありそれも叶いませんでした。これからは、職員一同気持ちを新た
にしてより良い病院を作っていきたいと思います。皆さまに「良い病院になったね」と言っていただけ
るよう、これからも努めてまいりたいと思います。
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新規採用者紹介 名前（出身地）・所属・趣味・コメント

髙橋　愛美（旭川市）
看護師

不安はありますが笑顔を忘れず
患者さんが安心して生活を送れ
るように精一杯頑張ります。

石田　結愛（旭川市）
看護師

患者さんや先輩、同期の皆さんの
力になれるよう頑張ります。初め
てのお仕事で不安だらけですが
楽しく勉強していきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

中西輝汰郎（旭川市）
看護師

元気に楽しく職員の皆さんと働い
ていきたいと思います。よろしく
お願いします。

瀬戸口　遙（東神楽町）
看護師

患者さんのために自分が出来る
ことを少しずつでも増やしていき
たいと思います。よろしくお願い
します。

脇坂　千尋（旭川市）
看護師

選ばれる看護師になりたいと思い
ます。宜しくお願いします。

稲田　友紀（旭川市）
看護師

患者さんへ誠実に、おもいやりを
持ち信頼されるような看護師を
目指し頑張っていきたいです。よ
ろしくお願いします。

土田　寧 （々旭川市）
看護師

患者さんの想いを尊重し、信頼し
てもらえる看護師になれるよう頑
張ります。未熟ではありますが沢
山勉強していきたいと思います。
よろしくお願いします。

野口　蒼未（旭川市）
看護師

笑顔で明るく患者さんに信頼さ
れる看護師になれるよう頑張りま
す。不安なことも沢山ありますが
勉強してステップアップしていき
たいです。

大沼　涼香（上富良野町）
看護師

患者さん職員の皆さんとの関わ
りを通して様々な事を学び頼られ
る看護師になれるように頑張りま
す。よろしくお願いします。

末永しずく（旭川市）
看護師

優しい看護師、信頼できる看護師
になれるよう頑張ります。

渡部実羅乃（北見市）
看護師

明るく元気に患者さんと関わって
いきたいと思います。不慣れなこ
とばかりですが日々学び何事も真
摯に取り組んでいきますのでよろ
しくお願いします。

清水　浩太（釧路市）
看護師

笑顔を大切にし患者さんが信頼
できる看護師になれるよう頑張り
ます。

垂水　昌子（旭川市）
診療放射線技師

より一層日々の業務に励みたいと
思います。どうぞよろしくお願い
致します。

伊藤　瑠奈（美幌町）
理学療法士

初めての仕事なので不安もあり
ますが、精一杯頑張ります。よろし
くお願いします。

鈴木　美羽（八雲町）
理学療法士

初めての仕事なので不安もあり
ますが、質の高いリハビリを提供
出来るように勉強して行きたいと
思います。

小幡　百香（札幌市）
経営企画係

一日でも早く皆さんのお役に立
てることができるように、頑張り
ます。

由井　美佳（旭川市）
消化器内科医師

患者さん、職員の皆さんとコミュ
ニケーションを取りながら頑張り
たいと思います。よろしくお願い
します。

鳴海　圭倫（青森県弘前市）
呼吸器内科医師

患者さん第一で、静かに確実に働
いていきたいです。よろしくお願
い申し上げます。

福井今日子（江別市）
厚生係

病院で勤務させていただくのは
初めてなので、早く仕事を覚えて
患者さん、職員の皆さんのお力に
なれるよう頑張ります。

阿部　良奎（帯広市）
脳神経内科医師

患者さんの困りごとを一緒に解決
していけるよう努めて参ります。

横山　陽大（兵庫県）
研修医

至らない点もあるかとは思います
が地域の皆様に貢献できるよう
に頑張りたいと思います。

二木　　希（旭川市）
研修医

患者さんや職員の皆さんに信頼
される医師になれるよう頑張りま
す。よろしくお願い致します。

東　　　空（新十津川町）
研修医

初めての仕事なので不安もあり
ますが、精一杯頑張りたいと思い
ます。よろしくお願いします。
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異動者紹介 名前（出身地）・所属・趣味・コメント

黒島　雄大（函館市）
専門職

４年ぶりの旭川勤務となります。
前回は遊んでばかりでしたので、
今回はしっかり仕事します。

齋藤　優一（宮城県仙台市）
特殊撮影主任

患者さんへ安全で質の高い医療
を提供できるよう、頑張ります。

石田　憲英（札幌市）
臨床検査技師長

４年振りの旭川です。新米技師長
ですが、宜しくお願いいたしま
す。

大坂美和子（夕張市）
副看護部長

チームワークを大切にして、お互い
の力を合わせ１＋１が３以上の力を発
揮できるように努めていきたいと思
います。甘い物が好きなので、おす
すめがありましたら教えて下さい。

西原咲矢香
看護師長

みなさんに信頼と安心感を持って
いただけるよう頑張ります。よろ
しくお願いします。

江森　睦（栃木県）
看護師長

北海道がんセンターより転勤して
きました。患者さんへ明るく目配
り、気配りができ、信頼されるよう
に頑張ります。

先崎　正夫（室蘭市）
企画課長

また北海道の施設に貢献出来る
機会を得て喜びを感じ努力しま
す。

椋本　啓介（八雲町）
製剤主任

旭川は初めての土地なので、新し
いことを学びながら頑張りたいと
思います。

池田　　剛（茨城県）
副診療放射線技師長

趣味はテニスと登山です。患者さ
んのための治療を目指します。よ
ろしくお願いします。

花輪　正行（札幌市）
病理主任

旭川医療センターに戻って来る事
ができて皆様に感謝致します。

松本　直美（帯広市）
看護師長

明るく患者さん家族へ信頼され
るよう頑張ります。

井上　佳倫（旭川市）
副看護師長

知識や技術を日々身につけなが
ら、患者様へ安心感を得て頂ける
看護ができるように努めていま
す。宜しくお願いします。

尾岸　雅美（旭川市）
看護師

帯広病院から異動してきました、
尾岸です。旭川の勤務は３年ぶり
になります。よろしくお願いしま
す。

大木　美海（旭川市）
看護師

常に探究心を忘れず、より良い看
護を提供できる様、頑張りたいで
す。
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【教育担当師長】
　患者さんの意思を尊重し、心のこもった丁寧な看護を提供できる看護師の育成を目指しています。そ
のために院内研修では、専門職業人として主体的に行動できるよう「自ら気付き考え行動していける力」
を育む内容となるように工夫しています。研修での学びから自己課題を見出し、現場でのより良い看護
実践につなげられるよう教育していきますので、どうぞよろしくお願いします。

【感染管理認定看護師　松永　正美、木元　史子 】
　患者さんや職員、病院に訪れる全ての方を感染から守るために、感染対策チーム・感染リンクナース
チームと連携して活動しています。清潔で安全な環境を目指し、院内ラウンドや指導を行います。また、
新型コロナ感染症を含む院内感染を予防するために、医療関連感染調査を行い早期発見・対応に努めて
います。手洗いや個人防護具装着などの標準予防策や感染防止手技の職員教育も行います。地域の皆さ
んには、ノロウィルス胃腸炎など感染予防策の出前講座も行っています。

【診療看護師（JNP）】
　診療看護師（JNP）は看護学を基盤として大学院で医学的知識を学び、特定の医行為を行う事ができ
る看護師です。医師やコメディカルと協働し、患者さんに寄り添いながら安全で質の高い医療を、看護
と医療両方からの視点で提供することを目標に活動しています。
　チーム医療の中では、職種にとらわれず多様な役割に臨機応変に対応できる柔軟性をもったマルチプ
レイヤー的な役割を担っています。患者さんの身近な存在として、タイムリーに必要な医療が提供でき
るよう組織横断的に活動を行っています。見かけたら是非声をおかけください。よろしくお願いします。

【がん性疼痛看護認定看護師　大坪　聡織 / 緩和ケア認定看護師　石崎　美穂】
　がん性疼痛看護認定看護師の大坪聡織（写真右）と緩和ケア
認定看護師の石﨑美穂（写真左）です。認定看護師の名称とし
ては別ではありますが、二人とも当院の緩和ケアチームのメン
バーです。緩和ケアチームでは医師や薬剤師など多職種で相談
しながら、患者さんのつらい症状を和らげられるよう関わって
います。身体の痛みだけではなく、気持ちのつらさ、社会生活
の困難さを抱えていらっしゃる方の相談にも応じさせていただ
いております。病気と上手に付き合えるよう私たちも一緒にお
手伝いさせていただきますので、気になることがありましたらぜひご相談ください。

【がん化学療法看護認定看護師　渡辺　麻美】
　がん化学療法看護認定看護師として、がんという病気と上手に付き
合いながら、その人らしい生活が送れるように、困りごとに寄り添い、
より良い過ごし方を考えていくことを目標としています。がん化学療
法の副作用の対策や日常生活での工夫など、その人に合った方法を一
緒に探していきます。

専任・認定看護師の紹介
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　また安全安楽にがん化学療法を受けられるようなシステムと環境作りを進めていきます。 当院は北
海道がん診療連携指定病院として機能していくこととなり、がん相談支援員としても外来から病棟と行
き来しており、緩和ケアチームの一員としても活動しています。チームで協働し、早期からより良いケ
アを提供できるようにしていきたいと考えております。 

【認知症看護認定看護師　藤信　真吾】
　認知症になると生活全般に困りごとが増え、大変つらい気持ちにな
ります。ですが、認知症になっても、今持っている力をいかして、少
しでも穏やかに安心して不安のない生活を送ることはできます。
　その方法をご本人、ご家族、それを支える私たち医療スタッフが一
緒に考えていくことが大切です。認知症看護認定看護師として、認知
症患者さんの生活上の様々なお悩みに対して病棟看護師にケアの提案
を行っています。
　ご質問やご相談がありましたらお気軽にお声かけ下さい。

【慢性呼吸器疾患看護認定看護師　前川　雅代】
　慢性の呼吸器の病気を抱えながら療養するには体調管理や日常生活の工夫が必要です。息切れが起こ
りにくい動作やお薬の管理、酸素の取り扱いなど病気と上手にお付き合いしながらその人らしい生活が
送れるよう支援させていただくことが私の役割です。患者さん、ご家族と一緒に良い方法を見つけてい
きます。また、スタッフ教育にも力を入れ呼吸ケアの向上が図れるよう頑張っています。お困りのこと
がありましたらお気軽にご相談下さい。
 

【糖尿病看護認定看護師・糖尿病療養指導士　滝沢　亜由美】
　糖尿病看護認定看護師として糖尿病という慢性疾患と共に生きる人々やその
ご家族がその人らしい生活を送ることができるように、個別性に応じた血糖値
コントロール、フットケアなどの疾患の管理や療養生活指導などのセルフケア
支援を行っています。
　生活で困っていること不安に思っていることや、足のお手入れ、病状や治療
について相談したいことがありましたら、当院はフットケア外来も行っていま
すので、一緒に解決方法を考えていきたいと思います。いつでも声をおかけく
ださい。

【治験コーディネーター　中川　典子】
　治験コーディネーター（または臨床研究コーディネーター）とは、治験に参加する患者さん（被験者）
の人権や安全性を守り、科学性、信頼性の高い治験を円滑に進められるように管理・調整するスタッフ
のことです。CRC（Clinical research coordinator）とも呼ばれ、患者さんに安心して治験に参加して頂
けるよう、病院内での調整役を担っています。治験に関してわからないことや悩んでいることがあれば、
CRC にお気軽にご相談ください。
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【NST 専従看護師　明石　弥生】
　NST（Nutrition Support Team, 栄養サポートチーム）とは、患者さんに最適の栄養管理を提供する
ために、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、言語聴覚士などで構成され
た医療チームのことです。NST 専従看護師の役割は、患者さんの栄養状態を把握し、NST 介入が必要
かどうかの検討を行い、必要な栄養療法を主治医に提案することです。たとえ短期の入院であっても、
その際にその患者さんに最適な食事や栄養補給方法を提供することは、退院後の食生活や栄養管理の改
善にもつながります。栄養状態が改善され１日も早い回復へと向かうようサポートさせて頂いています。
 

【骨粗鬆症ケアマネージャー】
　骨粗鬆症マネージャーとは骨密度の低下が気になる方や、医師から骨粗
しょう症の診断・リスクがあると判断された方に骨粗鬆症リエゾンマネー
ジャーの資格を持つ看護師が無料で相談に当たります。
　当院では平成 25 年から骨粗鬆症看護外来を設けており、病態生理、食事、運動、日光浴の必要性、
薬の服薬指導・副作用、薬剤副作用に対する顎骨壊死予防のための歯科紹介をし、再発予防をしながら
その人らしい生活の支援を行っております。骨折は１度起こすと２度３度と起きやすく、寝たきりの原
因となり、生活の質の低下を招きかねません。骨密度に不安がある方は是非ご相談ください。

【消化器内視鏡技師】
　消化器内視鏡技師の役割は、患者看護、安全管理、感染対策、検査の介助、機器管理、スタッフの教育
活動などです。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
いますが、検査中の声かけ・タッチング・体位の工夫をすることで、苦痛や不安が出来る限り少なく検査
を受けていただくことを目標としています。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。内視鏡検査についてお困りのことがありましたらご相談ください。
 

【日本難病学会認定看護師】
　難病とは治療が難しく、慢性の経過をたどる疾病のことを言います。長い年月を病気と共に生活をし
ていかなければならないところが、他の病気と異なる点です。当院には日本難病看護学会、認定難病看
護師が３名おり、神経内科３病棟に在籍、パーキンソン病教室の運営、看護学校などで難病看護につい
ての講義等を行っています。私たち難病看護師は、患者さんに新しい情報を伝え、生活の中のお困りの
ことなど看護師の立場としてお答えしていけたらと思います。お気軽にご相談ください。

【日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師】
　日本リウマチ財団登録リウマチケア看護師の当院での活動は、主にリウマチ性疾患治療薬の治験を
行っている患者さんに対して、関節の腫脹や圧痛がないかを診る関節評価を行っています。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。これには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。また、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かけています。生活や治療のことでお困りのことがあれば、ど
うぞお気軽にお声をかけてください。

7hanasaki



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 梁田　　啓 鳴海　圭倫 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）

（センター長）
堂下　和志
診察室⑰

（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）
由井　美佳

（新患・再来）
玉木　陽穂

（新患・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 野呂　忠孝 野呂　忠孝 石田　紀子 野呂　忠孝

Ｂ１ 診察室⑬ 石田　紀子
（予約制）

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
（予約制） 松下和香子 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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