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地域の皆さんと一緒に～国立函館病院健康まつり2011

院 長 伊藤 一輔

「地域の皆様と健康を楽しく学ぶ」をテーマに始まった「国立函館病院健康まつ り」
は、今年は5年 目を迎え9月 4日 に開催しました。前日までは大型台風の接近で激
しい嵐模様でしたが、当日は奇跡的 ?に素晴らしい天気に恵まれ、朝早 くから多く
の皆さんが並ばれて「今年も楽しみに来ました」と声をかけられ、終了後アンケー

卜では「とても良かったです。また来年が楽しみです」との声を聞いて、当院の健康まつ りが地域
の行事に育ったと嬉しく思いました。

国立病院機構の目指すキーポイントは、 1、 国民の目線にたった医療、 2、 ネットワークを利用
した臨床研究、 3、 教育研修推進の 3点です。「国民の目線にたった医療」とは、どうようなこと
でしょうか ?以前はともすれば偉そうにしている医師や怖い看護師が多 く、敷居が高い病院の印象
がありました。そこで地域の皆さんに当院がどうような思いで診療や医療を行っているかを見て
知ってもらいとの思いで、職員一丸となって健康まつ りが始まったのです。今回も医療の講演に加
えて、市民ボランテイアのいか踊 りや笑いヨガの楽しいプログラム、また日吉が丘小学校合唱団の

若々しい歌声がなによりの安らぎの時間になりました。医師、看護師、薬剤師、栄養士などの相談
コーナー、手術室 。放射線科の体験コーナー :今年は将来医師を目指す高校生が多数参加し模擬手
術などを体験。計測コーナーでは、人気がある動脈硬化超音波検査やメタボ検診、糖尿病検診など、
また地域の皆さんの作品も多数展示されました。職員による「よさこい踊 り」では私も年を考えず ?

参加して心地よい汗を流しました。今では裏方の一部を市民団体「函舘ナルク」の皆さんが担当。こ

れからも健康まつ りが地域の楽しい行事になるように職員一同で努力致しますので楽しみに待って

下さい。

他にも、当院では診療に加えて、地域での予防や啓蒙活動に積極的に取 り組んでいます。地域の

皆さんに医療の知識を知って頂 く場として月1回の「合同教育講座」の開催。心肺蘇生講習を幼稚園
や大学で開催。そして、乳がん検診やマンモグラフイーサンデー (次回は10月 16日 )や患者さんグ
ループとの交流会、奥尻町、八雲町など各地での医療講演会です。私も時間の許す限り地域での会

合で講演をしています。

今後も地域住民の皆さんのための病院を目指して、職員一人一人が皆さんの相談に気軽に応じ信
頼されるように日々努力しますので、これからも国立函館病院をよろしくお願い致します。
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担当医 廣 田  則 彦 先生 (函館市日 雨会病院 内分泌科 第 1科長)

診療日 毎月第 2火曜日 (受付時間 8:30～ 11:30、 13:00～ 15:30)

糖尿病の増加に伴つて地域医療支援の一貫として来て頂きました



あ な た の 街 の が 詢 相 談 圏 回 相談支援室 淋 浄

ヽ
 ヽ  _ 

‐  ́~ 
、  __ `  ~ 

｀
  、  _ / ~ 

｀  ヽ   _ ・
 ~ ヽ

 _ ´  
´  ~ 

、、  _ `  
―  ヽぃ

  、  _ 
´′  

‐~ 
ヽ

当院には、皆様からのこ相談をお受けする「相談支援室」という窓□がこざいます。相談支援室では、社

会福祉士という資格を持つた、医療ソーシャルワーカーが相談の対応をしております。

医療ソーシャルワーカーは、病気や障害のある方が、その人が希望するその人らしい生活が営めるよう、

一緒に考えながら問題を解決できるお手伝いをする仕事をしています。

また、当院が平成23年4月 に厚生労働省から「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けたことに伴い、

相談支援室は「がん相談支援センター」として相談をお受けしています。「がん相談支援センター」とは、

がん診療連携拠点病院に必ず設置されている相談窓口で、がんに関するあらゆる相談に対応しております。

停
ゝ
¨ゞ

鶴
ヽ

がん相談支援センターの特徴
。がん患者さんや、そのこ家族の方、さらにはがんに関する

相談のある方どなたでも相談することができます。
。当院へ通院・入院していない方でも相談することができます。

次のような相談をお受けしております。

・治療のことについて相談したい
。セカンドオピニオンを受けたい
。家族ががんの告矢口を受けて、どのように振る舞えばいいか

″           ●      /   fl

酒本相談員 米谷相談員 廣瀬相談員

乳がん撲減月間に合

わせピンクに染まつ

た五稜郭タワー
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。緩和ケアについて矢口りたい
。患者会や家族会について教えてほしい

こ紹介したのはほんの一部ですので、どこに相談すればよいかわからない内容もあると思います。

そんな時は、がん相談支援センターにこ相談いただければ、少しでもお力になれるようお手伝い致し

ます。

【受付時間】 月～金 (祝日を除く)8:30～ 17:15
【連 絡 先】 0138-51-02290目談支援室直通)

こ相談は、窓口でのこ相談、電話でのこ相談をお受けしております。

こ相談の際は、事前にこ連絡いただけると時間の調整が取れやすくなります。

マンモグラフイーサンデーを実施します ノ J‖ .5

2011年 10月 16日 (日曜日)一乳がんマンモグラフィー検査を受けられる日曜日です一

「ジャバンマンモグラフィーサンデー」はNPO法人J.POSH(日 本乳がん

ピンクリボン運動)が、普段、子育て 。介護・仕事 。家事などで忙しく、平日に

病院に行けない女性の皆様が、休日の日曜日に「7Lがん検診」を受けられるよう、

全国の医療機関に呼びかけた「10月第3日曜日に全国どこでもマンモグラフィー

検査が受診できる環境づくり」への取組みです。

当院では昨年よりこの運動に参カロし、その後も当院独自のマンモグラフイーサ

ンデーを実施してきました。今年も10月 16日 (日 曜日)に乳がん検診を実施い

たします。

受診をこ希望される方は下記へこ連絡下さい

国立病院機構函館病院 0138-51-6281 担当 :外来係長 (内線317)
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平成23年 8月 より循環器科診療全般を担当

①防衛医科大学・平成21年 3月 卒

②防衛医科大学校病院初任実務研修プログラム修了   ③コーヒー

④ 8月 より循環器内科に勤務させていただくこととなり訣した吉本大祐です。これま

では埼玉県の防衛医科大学校病院で勤務しておりました。自衛隊函館駐屯地医務室

と兼務しており、医務室での一般内科診療と循環器病棟、CC∪での専門的診療のどち

らも日々勉強ですが、念願の北海道生活であり、充実した毎日にしていきたいと思つ

ております。至らぬ点も多くござい志すが、よろしくお願い致し志す。

9口いう

昨年 9月 に開設されたリンパ浮腫外来ですが、主に乳がんの手術後に起きる腕のリンパ

浮腫の治療を中心に行つてきました。のべ受診者数は140人を超え、外来治療から入院集

中治療まで患者さんの生活に合わせたケアを提供できるように心がけています。

外来開設から 1年がたち、9月 からはかねてより問い合わせの多かつた足のリンパ浮腫

患者さんの治療も開始しました。対象となる患者さんは婦人科系がん、泌尿器系がん、大

腸などの消化器がんの手術後で足が腫れてしまつている方です。

ズボンや靴を思うように履くことができず悩んでいる方や、自分の足がリンパ浮腫なの

か診てほしい方がいらつしゃいましたら、一人で悩まずにどうぞ受診してみてください。

こ家族からの相談でもかまいません。

初回は無料相談となつておりますので、お気軽にこ相談ください |

リンパ浮腫外来看護師

藤尾 彩子

皆様はリンパ浮腫指導技能者

という資格をこ存知でしょうか ?

リンパ浮腫指導技能者とは、癌で手術をしてリンパ節を取り手術後にリンパ浮腫を発症し

てしまつた方を治療できる資格です。

私は、今年の5月 に九州で3週間に渡る研修で、135時間の講義と実習を受け、試験に合

Ъ‐ヽ

格 して8月 から週 1回のリンパ浮腫外来で仕事をしていま リンパ浮腫外来看護師

す。開始当時は、道南ではリンパ浮腫外来がなく、リンパ   Jヒ島 祐季

浮腫の患者さんは東京や札幌などに診察に通つていたので

とても喜ばれています。

九州での研修は有名な大学病院の教授が講義に来てくれたり、実習では学生同

士で弾性包帯を巻きあいリンパ ドレナージをしたり充実していましたがとても大

変な毎日でした。

これからも勉強を続け、気持ちを引き締めて頑張つていきたいと思つています

のでどうぞよろしくお願いします。

リンバ浮腫研修会を経えて
8月 20日ホテル法華クラブ函館にて、リンパ浮腫研修会が行われました。

講師は、リンパ浮腫指導技能者養成講座の大塚俊介先生と佐藤知子先生で「二次性リン

パ浮腫の発生と治療戦略」について講演していただきました。参カロ者は約 100人、大半が

医療関係者でしたが、リンパ浮腫を抱えている一般の方の参

カロもありました。研修に参カロして、下肢のリンパ浮腫への対応

や治療について再確認することができました。今後、道南のリ

ンパ浮腫患者さんに役立てることが出来るようにこれからも

日々頑張つていこうと思います。
A
佐藤矢口子先生

リンパ浮腫外来看護師

布施 美江

璽.31」 〕バ浮腫指導技能

大塚俊介先生



日立函館病院健康まつり2011
経営企画係長 伊東 芳浩

9月 4日 (日 )、 健康まつり2011を開催しました。今年で5回目となる
｀
まつり

″
。前日までの悪天候は何だつ

たの ?というくらいの晴天に恵まれました。当日は市内・近郊でいろいろな催しがありましたが、約500名以上
のこ来場者があり、当院の

｀
まつり

″
は地域行事の一つになつていると感じています。多数の皆様のこ来場、本当

にありがとうこざいました。

「放射線つてなあに?～病院での放射線のおはなし～」

戸根谷放射線技師長
「生き生き健康教室～笑いヨガ 。いか踊り体操～」

佐藤 英代さん、水谷 興貴子さん、船登 教子さん

「あなたの町のがん相談窓口」

国立函館病院相談支援室

「今日から始めよう |!健康的な食事」

木幡栄養管理室長

「合唱コンサー ト」

函館市立日吉が丘小学校合唱団 日吉が丘小学校合唱団のみなさん

医師による健康相談/薬剤師によるお薬相談/

管理栄養士による栄養相談 /看護師 。相談

支援室・緩和ケアによる看護相談

血管年齢測定/動脈硬化チェック/骨

密度測定/E市年齢測定/メ タボチェッ

ク/乳がん自己検診

今回は函館ラ・サール高校生24名を対象に

「手術室体験 。放射線科見学」コースを設定

して、 もう一つ質の高い
｀
まつり

″
を目指

しました。

手術室体験 。放射線科見学/きれいな手の洗

い方講習/一時救命措置

今回から始めましたが予想以上の大盛況 !

頼むぞ !未来の医師や看護師たち !

地域の皆様より、多くの写真や

絵画等の作品をこ提供頂きました。

本当にありがとうこざいました |

笑い∃ガも

パワーアッフ l

(← )

健康相談

(→ )

栄養相談

抽選会には今年も多くの方に

エン トリー頂きました。

はずれた方、本当にごめんな

さい 1

一般来場者様向けも、今年はなんと l昼には満員御ネしに

当院を見て、矢□つて頂けたことに職員一同、大感謝です

田
ロ
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大入 りです |



鑢朦爾鸞鉤呟 霧膨 価 ツ儡 り 』 ～活動報告～

栄養管理室長 木幡 恵子

糖尿病集団栄養指導「クロッカス」は毎月定例で開催され、毎回大勢の方に参加 していただき、食事療法が

治療の一環であることを理解して貰つています。

また患者さん同士のコミュニケーションの「場」としても充実されてきました。

今年度上半期のクロッカス活動を報告いたします。

【5月 1クロッカスレターの発刊が開始されました。勉強会での内容やQ&A、 メンバーからの川柳などレ
ターを通して交流出来ればと思つています。

クロッカスレター

札幌の病院からは見学者もき
また定例のランチバイキングも実施されました。

【9月 】健康祭りでは演劇「糖尿病食を分かりやすく知りましょう」
をテーマで糖尿病サポートチームのメンバーが糖尿病食の効果を寸劇
で披露 tノ 大盛況でした。

【10月】レクリエーシ∃ンを予定。すでに申し込みも多く喜んでいただける内容になるように企画しています。
いつもと違う勉強の方法で楽しみながらクロッカスのメンバーと交流を深めたいと思います。

10月クロッカスのこ案内

【日  時】10月 13日 (木)12:00～
【内  容】お食事・川柳カルタ・演劇 (糖尿病をわかりやすく)

【申込み先】国立函館病院栄養管理室 0138-51-6288(栄養管理室 :238)

これからもクロッカスは花言葉 【信頼】をテーマにお互いを信頼し糖尿病の治療の一環を担つて行きたい
と思います。

経営企画室長

曽我  理

8月 27日 (土)に当院の「乳がん患者会」と函館の乳がん予防の啓発を行う市民団
体、ピンクリボン in函館実行委員会「チーム・ビンク !」 との交流会を実施しまし
た。交流会はランチバイキング形式の食事会を開き、30人が交流しながらがんの再発
予防を考慮した栄養バランスを考えた食事を「チーム・ピンク !」 のみなさまと楽し
みました。バラエティに富んだおでんやラーメンサラダ、食物繊維を多く含んだ麦飯、
ライ麦バンや野菜が豊富にとれるメニューを味わいながら話に花を咲かせていました。
バイキング後は、乳腺チーム (通称 :小室―座)の乳がんについての講演会を行い、
参カロ者は乳がん予防から術後のケアまでを学び知識を深めました。

次回の「おしゃべり会」は10月 19日 (水)に乳がん術後患者さんだけでの湯の浜
ホテルでのランチ付き貸し切り露天風呂、湯の川温泉ツアーを計画しています。

【6月】
ました。
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7月 7日 に函館藤幼稚園のこ父母の皆様を対象に心肺蘇生法講習会を開催し、当院

職員 13名が出向き、 110名の方が受講しました。

大人は子供を危険から遠ざけることが大切です。もしも子供が倒れた場合、生命の

危機を素早く認識し心肺蘇生法を開始することが重要です。講習会では「人を呼ぶと

同時に胸の中央を強く圧迫する」「人工呼吸が難しければ胸骨圧迫のみでも実施する」

を繰り返し伝えました。また「小学生と教頭先生が (※ )心臓振とうを発症した子供

t ti を救助できる」寸劇も披露してきました。

院内BLS
インス トラクター

山口 道代

受講者から「子供は呼吸性の心停止が多いとわかつた」「また受講したい」と意

見がありました。救命への関心の高さが確認でき、よかつたと思います。参加さ

れた皆様に感謝いたします。

※心臓振とう (しんぞうしんとう):胸 に衝撃を受けることで、心室細動がおこ

ること。最悪、死に至ることもあります。

院内暴カシミュレーション研修を終えて

私は、今年の4月 から医療安全管理係長として医療安全管理室で仕事をしています。

患者さんにより良い医療を提供するためには「患者さんに安心・安全な療養環境の提

供と職員が安心して働ける環境の整備」はとても重要だと考えています。

さて、「モンスターペイシェン ト」と言う言葉をこ存じでしょうか ?モンスターペ

イシェン トとは医療従事者や医療機関に対して自己中心的で理不尽な要求をしたり、

果ては暴言 。暴力を繰り返す患者さんのことを言います。新聞等でも報道されている

とおり、こく一部ではありますが、残念ながら、全国的にはそういったことが発生し

ているというのが事実です。当院としては、他の一般の患者さんの安全を確保するた

めにも、こういつた事例に適切に対応する必要があるということで、医療

安全推進月間に合わせた7月 7日 (木 )、 全職員を対象に「院内暴カシミュ

レーシ∃ン研修」を実施しました。実際に、当院の医療安全推進部会のメ

ンバーが「会計窓口での患者の暴言・暴行」「電話での暴言」に対する寸

劇を熱演して、他の職員と共に対処方法を学びました。

今後もこのような医療安全研修を組み入れながら、全職員挙げて、患者

さんに安全 。安心を届けられるような医療を提供していきたいと考えてい

ます。

今年も財]i」Jづ
=周

年記憲Jttl」まつりここ参加
庶務係長 高橋

昨年に引き続き、8月 3日 (水)開港 152周年記念函館港まつり恒例の「いか踊り」に参加しました。

当日の天候は以前からの予報で快晴、総勢約60名のお祭り大好きな職員有志が集結しました。

当日は集合時刻めがけて徐々に当院の トレー ドマーク「赤い法被」を身にまとつた参加者が集い、まずはおに

ぎりで腹こしらえ、下地作りに冷えた缶ビールをグイッと飲み干し景気付け、颯爽

と踊りに参カロしました。

コースは例年と同じく堀川・五稜郭コースの約 2キロ、病院の「のぼり」を振り、

沿道の見物客の視線を集めながらコースを踊り、練り歩きました。

人数の多い参加団体にはやはり迫力では劣る感はありましたが、参加者皆、楽し

く踊り、盛大にお祭りを盛り上げるとともに、当院をアピールすることができたと

思います。

医療安全管理係長
佐藤とし子

７

ｏ

一

７

ｏ
陽
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参カロ者による迫力の演技



～地域医療連携室からのお知らせ

地域医療連携室・看護部・臨床研究部・臨床研修プログラム委員会の合同教育講座を毎月開催 しております。

第59回 「患者さんのための循環器内科受診ガイド～気を付けたい症状～」
平成23年 5月 26日 (木 )開催 参加者48名

北海道大学大学院医学研究科循環病態内科学教授  筒井 裕之 先生

第60回 「東日本大震災における災害派遣医療チーム活動報告」
平成23年 6月 16日 (木 )開催

統括診療部長

第61回 「道南医療圏における地域がん診療連携拠点病院の役割」
平成23年 7月 14日 (木 )開催

北海道保健福祉部健康安全局 健康グループ

参加者39名

岩代  望

参加者39名

岡本 牧司

第62回 「ここまできた肺がんの診断と治療の進歩」
平成23年 8月 4日 (木 )開催 参加者55名

順天堂大学大学院 医学研究科呼吸器内科学講座教授 高橋 和久 先生

日立函館病

ちゅうりん か ざん

第63回 「虫林花山先生による甲状腺の病気と世界の蝶たち」
平成23年 9月 15日 (木 )開催 参加者53名

山梨大学医学部人体病理学教授 加藤 良平 先生

場所は当院 臨床研究棟 視聴覚情報室です。

どなたでも参カロできますのでお気軽にこ参カロ下さい。

お問い合せ先は地域医療連携室 (丁EL 0138-51-3876)までお願いします。

同教育請

日 時 テーマ 講 師

第64回
平成23年 9月 29日 (木 )

午後 6時00分～
「抗がん斉」治療と
副作用マネジメントについて」

国立函館病院 がん薬物療法認定薬斉]師
廣正 拓也

第65回
平成23年 10月 20日 (木 )

午後 6時00分～
「放射線治療と副作用」

札幌医科大学放射線医学講座教授

晴山 雅人 先生

第66回
平成23年10月 27日 (木 )

午後 6時00分～
「食養生の基本と

北京の食習慣」
国立函館病院 皮膚科

畑野 浩幸

第67回
平成23年 11月 8日 (火 )

午後 6時00分～
「最新の糖尿病治療 (仮題)」

函館市医師会病院内分泌科第 1科長

廣田 則彦 先生
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診療科目 日寺間 月 火 水 木 金

呼吸器科 午前

若林 修 荒谷 義和 本間 紀之 若林 修

荒谷 義和本間 紀之 佐藤 未来
第 2・ 4水曜日

吉田 史彰
佐藤 未来

消化器科 午前 大原 正範 岩尾 年康 岩尾 年康 大原 正範 大原 正範

循環器科

午前

野口 圭士 米澤 一也 野口 圭士
心不全外来
米澤 ―也

広瀬 尚徳

小室 薫 野口 圭士 安在 貞祐 小室 薫 安在 貞祐
伊藤 一輔 第1.3.4 伊藤 ―輔 米澤 一也

糖尿病内分泌外来
第2廣田 則彦

午後

伊藤 一輔 広瀬 尚徳 伊藤 ―輔 小室 薫 安在 貞祐

糖尿病内分泌夕1来
第2廣田 則彦

睡眠時無呼吸夕1来
米澤 ―ザ1

A・ ス̈メ…カー外来(隔週)

小室 薫

新患 | ま午前中のみ、午後は紹介・急患のみの受付となります。

外科
呼吸器外科

午前 中西 喜嗣

小室 一輝

石坂
道免

則
充

昌
寛 大原 正範 岩代 望

第2・ 第4大選日
乳腺・甲状]泉 夕ヽ来
荻田 征美

午後

(嬬戟 )

小室 一輝
石坂 昌則
道免 寛充

乳がムυ本貪言今

乳腺外来130～ 3100

第1」 室ヽ 第2岩代
第3石坂 第4道免
■5 JI=

リンパ浮腫外来
(予約のみ)

午前
小室 一輝

午後

心臓血管外科 午前 佐藤 ―義 (手術日) 佐藤 一義 佐藤 一義 |(手 術日)

泌尿器科
午前 竹山 康

竹山 康 竹山 康
竹山 康

竹山 康
午後 (手術日) (手術日)

放射線科
午前

第l.3.5 斉藤 明男
第2・4 大内 敦 大内 敦 斉藤 明男   斉藤 明男 大内 敦

午後 大内 敦 大内 敦

皮膚科
午前

畑野 浩幸
畑野 浩華

畑野 浩幸 畑野 浩幸 畑野 浩幸
午後 (検査日)

病理診断科 午後 木村 伯子

整形外科
午前 大村病院診療援助医師

午後 村松 郁夫

女性総合外来
(予約のみ)

午後
1本時日

=量
二■1

眼科 (受付 1:00～ 3:00) 本間 哲

緩和ケア科
(予約のみ )

午前 身体症状の緩和 身体症状の緩和 身体症状の緩和 身体症状の緩和 身体症状の緩和

午後 精神症状の緩和

※睡眠時無呼吸外来・禁煙外来は医事外来係へお問い合せ願います。

８
８

一則
一則

午
午

間
間

土
寸
寺

付
療

受
診

／くヽ
，′くヽ

国立病院機構
30～ 1]:30 午後
30～ 12:00 午後

函 館 病 院 外来診療担当表
]:00-3:30
1 :00^V5:]5

9月 10日 蝦夷松 山に登 って来 ま した。標高
667mの 山で陣川温 泉の奥 にあ ります。 2時
間30分 ほどで登れます。頂上手前に岩登 りもあ

り、結構楽 しい山で、小学 2年生の男の子も登り

ました。I頁上からはKGゴルフ場、函館山が一望で

き眺めも良 くあまり知 られていませんが函館近郊
にもいい山があります。

帰リタマゴダケを見つけました。出始めは、本当に白い卵のよ

うで殻を破って出てきます。だんだん真っ赤になり、食べられそ

うもない感じですが、食べられます。スープなどに入れて食べる

と美味です。

名誉院長 石坂 昌則
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平成23年 9月 ]日

強い雨 と風 を伴 った大型の台風12号 は四国から日本
列島 を突っ切 り、紀伊半島 をはじめ各地で甚大な被害
を発生 させま した。亡 くなられた方、被害に遭われた
方が多数い らっしゃいます。心からのお悔やみとお見
舞いを申 し上 げます。

さて、「国立函館病院健康 まつ り2011」 が 9月 4日 (日 )に
終了 しま した。直前 まで覚悟 していた台風の影響 は殆 ど受けず、
そ して、多数の方のご来場 をいただきま した。誠にありがとう
ございま した。
今年で 5回 目を迎 える当院の健康 まつ りは、サブタイ トルと

して「地域の皆様 と健康 を楽 しく学ぶ」 を掲 げていますこ試行
錯誤、反省 を重ねなが ら、徐々に地域の皆 さんに浸透 してきた
かなと感 じてぃます。
健康 まつ りは来年 も開催 します。マンネ リ化 しないよう、新

しい企画 を練 って皆 さんをお待 ち します。 ご期待 くださいこ

事務部長 池上 和孝


