


この秋、旭川医療センターの放射線治療が進化します。

放射線科　医長　宮野　卓
　外部照射装置（リニアック）・放射線治療計画用ＣＴ・放射線治療計画コン
ピューターシステムの更新にあわせて、当院放射線治療室が一新されます。
　リニアックはバリアン社製の True Beam に更新され、旭川市内の当院以外
で放射線治療を実施している病院に引けを取らない機器となります。従来当
院では対応できなかった定位放射線治療（ピンポイント治療）などの高精度
放射線治療も実施可能となります。臨床の上では、高精度放射線治療に頼ら
ずとも従来型の放射線治療で十分対応できる病態がたくさんあります。True 
Beam では、そのような従来型の放射線治療においてもこれまでよりもさらに綿

密な治療が可能となります。
　しかしながら、機械は勝手に動いてくれるものではありません。頭頚部の定位放射線治療は、保険診
療の上では照射中心の固定精度はプラスマイナス２mm 以内と規定されています。実際には、放射線治
療を行っている各病院はそれを限りなくゼロに近づけるべく精度の向上
を目指し切磋琢磨しています。機器が良くなっても、最終的に高品質の
放射線治療を実現するのは人の手によります。今回の機器更新にあわせ
て、診療放射線技師１名の増員がなされました。現在放射線治療を担当
する診療放射線技師は、３名が常勤にて在籍します。そのうち２名は放
射線治療専門放射線技師・放射線治療品質管理士の資格を併せ持ち、さ
らに１名は放射線治療専門放射線技師・放射線治療品質管理士・医学物理士の資格を併せ持ち、当院の
放射線治療にあたっています。これら３名が当院における放射線治療の品質を担保する主軸をなしてい
ます。機器と人が相まって初めて質の高い放射線治療が実現できます。
　リニアックを用いた放射線治療の多くは、何回も繰り返す治療法が用いられ、治療期間は２週間から
６・７週間程度必要となります。長い治療期間を乗り切るために、放射線治療の看護にあたる看護師に
よるケアが非常に大切です。残念ながら、現在放射線治療室専属の看護師は配置できていませんが、外
来通院中は外来看護師が、入院中は病棟看護師が放射線治療のケアにあたり不安をやわらげ、予定回数
の完遂を目指しサポートしています。そして、これらのまとめ役となる放射線治療専門医は、常勤にて
１名在籍しています。さらには、非常勤ではありますが旭川医科大学病院放射線科より放射線治療専門
医３名の応援を受けながら、日々の放射線治療にあたっています。
　新たなリニアックは、外来棟建て替え第１期工事で完成した放射線治療室に設置されました。放射線
治療室は、機器のみならず、建物も新しくなりまし
た。現在、新たなリニアックは実臨床での使用に向け
て最終調整中で、10 月下旬より稼働予定です。まずは、
当院で従来から実施している従来型の放射線治療から
開始します。その後、高精度放射線治療はひとつひと
つその質の検証を行いながら、徐々に守備範囲を拡大
していきます。
　旭川医療センターの放射線治療、今後ともなにとぞ
よろしくお願いいたします。 宮野放射線科医長（筆者）と放射線技師

新しい待合室
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100 名が来場　ミニコンサートや肺年齢測定も
　　　　「肺の日」記念市民講座を開催

慢性呼吸器疾患看護認定看護師　前川　雅代
　COPD センターでは毎年市民を対象に健康講座を開催していま
す。今年度は日本呼吸器学会北海道支部と共催で、「肺の日」記
念市民講座を８月４日 ( 日 ) にイオンモールで開催しました。当
日はとても天気が良く暑い中、たくさんの方々にご来場いただき、
大変嬉しく思っております。今回の講座は医療講演とミニコン
サート、肺年齢測定の三部構成でした。医療講演は当院 COPD
センター長の山崎医師から、肺の生活習慣病と言われる COPD（い
わゆる肺気腫）についての症状や治療、関係深いとされる喫煙、
タバコの害についてお話がありました。また、肺がんの最新治療
を旭川医大呼吸器センターの大崎教授より、詳しい研究データや
世界の動向を含めてご講演いただきました。第二部は、シンガー
ソングライターの吉田朋代さんが素晴らしい歌声、素敵な楽曲を

聴かせてくださり、会場に穏やかな時間が流れました。癒しの空間を参加者の皆さんと楽しむことがで
き、大変好評でした。最後は限られた人数ではありますが呼吸機能検査の肺年齢測定を体験していただ
きました。COPD は肺の生活習慣病です。長年の喫煙習慣から肺に炎症が起こり、息が吐き出しにく
くなる進行性の病気です。日本では 40 歳以上の約 530 万人以上の患者がいるとされていますが、治療
に取り組んでいるのは１割に満ちておりません。今回の市民講座で COPD のことを少しでも知っても
らい、受診や治療の機会になることを願ってやみません。COPD センターでは、スタッフの専門性を
生かし皆さんが病気と向き合い上手にお付き合い出来るよう毎月第３火曜日に COPD 教室も開催して
おります。こちらもぜひご参加ください。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

七夕に冷たいお茶でおもてなし
副看護部長　横山　聡子

　今年の夏も３０℃を越
える日が続きました。そ
んな暑い日に『当院に
来て頂く方々に、冷た
いお茶を飲んで頂こう！』
の西村院長のやさしい

言葉を受け、８月７日（火）に正面玄関前で冷茶配りを行
いました。
　受診前・受診後の患者様、通院の援助をする方、タクシー
の運転手さんなどにお茶を差し出すと「ちょうど喉が渇いていたので美味しい」「七夕の行事なの？いいね」など、冷た
いお茶で暖かい言葉を掛けて頂きました。七夕の日にちなみ、喉だけでなく心も潤って頂こうと織り姫や彦
星、手作りの星や花などで飾り付けも行いました。願いことの書かれた短冊も飾り、いつも殺風景な通り
道がこの日だけは色とりどりの鮮やかな空間となりました。看護部長を始め管理課長、高校生ボランティ
アなどで行った、ほんの一日だけの、ささやかなおもてなしでしたが、いかがだったでしょうか？

山崎医師の講演

肺年齢測定
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無料試食、自己血糖・血圧測定、フットケア・運動療法相談コーナーを開設
2018年　糖尿病健康セミナー

理学療法士　髙橋　博則
　2018 年糖尿病健康セミナーが８月 25 日（土）にアート
ホテルズ旭川にて開催されました。台風の影響が心配され
る中、今年度は 60 名あまりの方に参加して頂きました。
非常に足元の悪い中、ご参加頂きました皆様にお礼を申し
上げます。
　セミナーの構成内容は、講演前の１時間は昨年度も好評
だった管理栄養士による無料試食コーナー、看護師・薬剤
師による体験コーナーとして自己血糖測定体験・フットケ
ア相談コーナー・血圧測定体験、理学・作業療法士による
運動療法相談コーナー等を設置し、たくさんの方に参加し
て頂きました。参加された方々からも高評価を頂きました。
　講演では滝沢糖尿病看護認定看護師から「糖尿病になっ
たら気を付ける事」、理学療法士の私から「運動したらど
れくらいやせられるの？～肥満と運動療法について～」、
糖尿病リウマチセンター長の平野医師から「糖尿病の最
新治療ってどんな治療？」の内容で講演をさせて頂きま
した。運動療法のお話では、①有酸素運動と無酸素運動
を上手く組み合わせる②食後１～２時間後に運動を実施
する③１週間に 150 分以上の運動を心掛ける④半年で３

～５％の体重減を数値目標として運動を実施する。これらの継続により肥満の解消はもちろん、糖尿病
の予防及び、インスリン抵抗性の改善に有効であるというお話をさせて頂きました。講演の中では会場
の皆様と運動を実際に行い、体感して頂くことで自宅でも
気軽に運動を開始・実行できる工夫をしました。
　糖尿病リウマチセンターでは地域の皆様を対象に、糖尿
病とリウマチに関する年１回の市民公開講座や、病院内で
は月に２回の糖尿病教室を開催しております。今後も疾病
や治療、薬剤、栄養や運動に関する正しい情報の普及・啓
発活動を行う予定ですので、どうぞよろしくお願いいたし
ます。

体験相談コーナー

滝沢 糖尿病看護認定看護師

髙橋理学療法士（筆者）　運動しながら講演中平野センター長

無料試食
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安心して入院医療を受けていただく為、取り組みを強化
　　　　　　　「入院前センター」

看護師　亀屋　初江
　入院前センターは、初めて入院予約をした患者さん
に対して、自宅での生活状況を聞き相談を受ける場所
として始まりましたが、平成 30 年 4 月からは、安心し
て入院医療を受けていただくため、入院生活に関する
説明と、医療と暮らし（介護）が連携できるよう入院
前センターの取り組みを強化しました。
　看護師は、入院前の生活環境、介護サービス等の利用
状況を確認させて頂き、退院後どのような生活環境を希望さ
れているかをお聞きします。また、入院中の検査や治療のス
ケジュールを説明させて頂き、不安や疑問が軽減でき、安心
して入院できるよう相談説明を行います。
　薬剤師は、現在服用している薬の確認、アレルギーや副
作用、サプリメントなどを確認して服薬支援を行います。
　医療相談員（MSW）は、各種申請、経済的な問題、
社会資源などの相談に応じています。MSW が入院前か
ら関わりが必要なときは、入院前センターでお話を伺
います。
　心配なこと、聞いてみたいことなどあった時は、お
近くの職員に気軽に声をかけて下さい。

入院予定の患者様へ
　入院の予定が決まった患者様に対して、安
心して入院医療を受けていただくため、入院
前センターで入院生活に関する説明を行って
います。

薬剤師
・服薬中の薬剤の確認をします

医療相談員
・入院から退院後の生活に向けて不安や相
談に応じます

看護師
・入院前の生活の状況をお聞きします
・利用しているサービスの利用状況を確認
します

・入院生活の説明をします

旭川医療センター　入院前センター
０１６６－５１－３１６１

「お知らせ」

服薬の確認をします

入院前センター薬剤師

入院前に生活状況を伺ったり、入
院生活の説明をします

入院前センターのメンバー

脳ドックは
予約終了
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感染管理認定看護師　木元　史子
インフルエンザを予防しましょう

　冬の気配を感じる季節となり、インフルエンザ、ノロウイルス胃腸炎の流行時期も近付いて参りまし
た。今年は本州方面で、9 月でもインフルエンザの流行というニュースが報道され、驚いた方もいらっ
しゃるかと思います。熱帯・亜熱帯地域や南半球などインフルエンザが流行している海外からの渡航者
の影響などもあるようですね。
　インフルエンザの感染経路は、飛沫感染と接触感染です。感染者のくしゃみや咳などによりウイルス
が鼻や喉・眼などの粘膜に入る、ウイルスに汚染された物品などに触れ、手指を介して粘膜にウイルス
が付着することで感染すると言われております。予防には、以下の対策があります。

【インフルエンザの予防・治療について】
※厚生労働省ホームページ　平成 29年度インフルエンザＱ&Ａより抜粋
Ｑ：インフルエンザにかからないためにはどうすればよいですか？
　1）流行前のワクチン接種
　2）飛沫対策としての咳エチケット
　3）外出後の手洗い等
　4）適度な湿度の保持
　5）十分な休養とバランスの取れた栄養摂取
　6）人込みや繁華街への外出を控える

　ワクチンの効果は接種後約２週間で効果を発揮し、5 か月間持続します。12 月からの流行期に備えて
早めに接種することをお勧めいたします。当院でもワクチン接種は可能です。
　なお手洗いやマスク装着による予防はもちろんのこと、乾燥しやすい室内では加湿器などを使って湿
度 50 ～ 60％に保つと良いそうです。

　当院では、旭川市内及び近郊の企業・団体・学校・地域住民向けにインフルエンザとノロウ
イルス胃腸炎感染防止対策の出前講座（出張）を行っております。興味のある方がいらっしゃ
いましたら、旭川医療センター地域医療連携室までお問い合わせ下さい。それでは、厳しい冬
を元気に乗り切りましょう。
出前講座のご案内 http://www.asahikawa-mc.jp/other/index11.html

ハンドマッサージ、ポイントメイクなどを体験
　　　　　　－がん患者サロン－

2 病棟看護師　伊藤　綾花
　8 月24日（金）に、当院のがん患者・家族サロン ｢縁佳話（え
んがわ）｣ で ｢おしゃれ大会｣ を開催しました。今回、アデランスさ
んやアスピア化粧品さんにもご協力いただき、入院患者さんや外来か
ら来られた患者さん方とお話ししながら体験していただきました。
　各ブースに分かれて、ハンドマッサージやポイントメイク体
験、ウィッグや帽子・下着や肌着の試着、ネイル体験などを行
いましたが、女性の参加者は、アデランスさんに現在使用して

がん相談支援センターより

感染防止対策出前講座のご案内
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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

　平成 29 年４月の工事開始から、早いものでこの９月で１年半経過しました。
　第２期工事に入り今年４月時点で整地を行っていた部分も、現在は低層階の鉄筋工事まで進んでいます。

建物完成は平成 31 年 11 月を予定しています。工事の騒音、車両通行等でご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理
解の程よろしくお願いします。

いるウィッグの悩みを相談されていたり、新しいウィッグを求めて説明を受けている方もいらっしゃい
ました。また、男性の方も、ハンドマッサージを受けていたり、帽子を見るなどして過ごされていまし
た。参加者の方が１か所でさまざまな体験やサンプルを試したり、悩み相談を受けることができ、この
会をきっかけに、肌着やウィッグなどどのようなものを使用していけばよいのかわからなかった方も、
直接見て話を聞くことで、疑問を解決できていたのではないかと思いました。また、いろいろ体験をし
た後は皆さん笑顔もみられ、短い時間ではありましたが、気分転換にもなったのではないかと感じまし
た。私も、ハンドマッサージ体験など受けて、疲れが癒え楽しい時間を過ごすことができました。
　今回、女性の参加者が多かったのですが、男性の方にもたく
さんご参加いただけるよう工夫していきたいと思っています。
ご参加いただき誠にありがとうございました。
　今回ご参加できなかった方や少し興味を持っていただけた方
のご参加もお待ちしております。旭川は少しずつ肌寒い季節に
変わってきています。皆さま、お身体に気を付けてお過ごしく
ださい。

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

 　平成２９年４月の工事開始から、早いものでこの９月で１年半経過しました。

第２期工事に入り今年４月時点で整地を行っていた部分も、現在は低層階の鉄筋工事まで進んでいます。

建物完成は平成３１年１１月を予定しています。工事の騒音、車両通行等でご迷惑をお掛けしますが、

何卒ご理解の程よろしくお願いします。

工事スケジュール
H32

4･5 6･7 8･9 10･11 12･1 2･3 4･5 6･7 8･9 10･11 12･1 　　2…
　 ＜第２期工事＞ 　　　外構工事等

緑色部分が第二期工事部分になります。 現在の工事状況です（平成３０年９月現在）
（オレンジ色部分は第一期工事完成部分）

H30 H31

  内装仕上工事 

現在 

        基礎躯体・鉄筋工事 

現在の工事状況です（平成３０年９月現在）
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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。
平成 30 年 10 月 1 日現在

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

呼吸器内科

診察室⑤ 髙橋　政明 黒田　　光 山崎　泰宏 鈴木　北斗 山崎　泰宏
診察室⑥ 藤田　結花 鈴木　北斗 黒田　　光 藤田　結花 髙橋　政明
診察室⑦ 中村　慧一 辻　　忠克 藤兼　俊明 藤兼　俊明 辻　　忠克

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⑤

センター長
山崎　泰宏
診察室⑤

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

診察室③ （再来）
黒田　健司

（新患）
鈴木　康博

（新患）
新患担当医

（新患）
黒田　健司

（再来）
鈴木　康博

診察室④ （新患）
木村　　隆

（再来）
木村　　隆

（新患）
油川　陽子

（再来）
木村　　隆

（新患）
吉田　亘佑

診察室⑫ （再来）
油川　陽子

（再来）
吉田　亘佑

診察室⑨ 物忘れ外来
（予約制）

午後診療 
（予約診療のみ）

（再来）
野村　健太
診察室③

（再来）
岸　秀昭
診察室③

（再来）
黒田　健司
診察室③
（再来）

坂下　建人
診察室⑤

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④

消化器内科

診察室① （再来）
斉藤　裕樹

（再来）
高添　　愛

（再来）
横浜　吏郎

（新患・再来）
斉藤　裕樹

（新患・再来）
高添　　愛

診察室② リウマチ（新・再）
平野　史倫

リウマチ（新・再）
平野　史倫

（新患・再来）
西村　英夫

（再来）
出張医

（再来）
西村　英夫

診察室⑨ （新患・再来）
横浜　吏郎

（再来）
横浜　吏郎

診察室⑫ （新患・再来）
横浜　吏郎

リウマチ（再来）
平野　史倫

特殊外来
（甲状腺）
平野　史倫
診察室②

（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②

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室②

センター長（リウマチ）
平野　史倫
診察室⑫

循環器内科 診察室⑧ 石田　紀子 藤井　　聡 石田　紀子 石田　紀子 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 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児科

一般外来

午前 吉河　道人
診察室①

吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室①

吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室①

午後 吉河　道人
診察室②

吉河　道人
診察室② 　 吉河　道人

診察室②
※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 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

小児科

発達神経外来

午前 （長　　和彦）
診察室①

（長　　和彦）
診察室①

午後 黒田　真実
診察室①

（長　　和彦）
診察室①

佐々木　彰
診察室①

（長　　和彦）
診察室①

※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 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

外　科
診察室① 渡邊　一敎 永瀬　　厚

（完全予約制） 　

診察室② 青木　裕之 　 　 前田　　敦
透析 透析 　 透析 　 透析

※外科は火、水、木曜日は手術日です。

診　療　科　別 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
放射線科（治療） 放射線科診察室 宮野　　卓 宮野　　卓
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