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国立病院マシモグラフィーツシデーを実施し歌す'1

2012年 1月 29日、2月 19日
署2けら摯ます

国立函館病院では、普段、家事や仕事で検診を受けられない方

のために、定期的に日曜日の乳がん検診を実施しています。

本年度は、 1月 29日 と2月 19日の 2回実施を予定しています。

なお、市・町から発行されている
｀
無料クーポン券

″
の有効期限

ますので、是非この機会に乳がん検診を受けましょう :

こ希望の方は事前予約が必要になりますので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)

(2月 29日 まで)も迫つてい

新 年 を 迎 え て ～地域医療を支える～

院 長 伊藤 一輔

新年明けましておめでとうございます。

今年の新年は、皆さんも今までと違って今年こそは笑い溢れる年になっ

てほしいと願ったのではないでしょうか。昨年は、311東日本大震災があ
り、日本にとって終戦後最もその生き方を考えさせられた年になりました。

そして昨年の漢字に「絆」が選ばれました。

私たちにとり最も大切なことは、いつものように家族が正月には集まり、
こと、何気ない日常を過故郷では友とも再会し、そしてまた職場などのいつもの生活に戻っていく

ごすことだと気が付いた表れが「絆Jが選ばれた一つの理由と思います。

皆さんが地域で幸せに暮らすためには、人と人との「絆」そして健康が大切です。私は札幌から

函館に来て 7年 目を迎えました。その健康を守るのが病院の役割ですが、函館においても地方の医
療、なかでも病院が大変な危機に陥り益々悪くなっているのを実感しています。その要因は、臨床
研修医制度により若い医師が大学病院に残らなくなり、地方病院への医師派遣が極端に少なくなっ
たためです。そんな厳しい状況のなかで、国立病院では医師・看護師を確保して職員が一体となっ

て、皆さんの健康を守るために今年も頑張っていきます。もしも、皆さんのお知 り合いの医師や看

護師さんで、函館に勤めてみたいと考えている方がいましたら、ご紹介をお願いします。皆さんに

もこの大変な状況を乗 り切るためのご協力を必要としています。

国立病院は、地域の皆さんと一緒にこれからも幸せに生きるための地域医療を支えるために日々

努力しますので、よろしくお願い致します。

最後に、厳しい年頭の挨拶になりましたが、大変な時だからこそ誰もが笑いの力のひとつ「にも

かかわらずの笑い」を忘れないで下さい。

今年は辰年ですので、地方が元気を取 り戻し昇 り調子になることを祈っています。



最新の超冒波内視鏡が導入されました !

今年度の予算で胆のう・膵臓の診断、そして治療に現在では欠かす事の出来ない超

音波内視鏡が2台、当院に導入されました。今までも診断のための超音波内視鏡はあ

りましたが、今回はより画像が鮮明となった最新の機種となり、穿刺や治療に使用可

能なコンベックスタイプと呼ばれる超音波内視鏡の導入もされました。このため、食

道、胃、十二指腸からその周囲の臓器への安全なアプローチが可能となり、以下の手

技が可能となりました。

●膵臓 胆嚢・胆管の腫瘍などの生検診断

●癌性疼痛に対する腹腔神経叢に対するブロック

●急性膵炎後の仮性嚢胞に対するドレナージ

`)閉

塞性黄疸に対する十二指腸からの新しいドレナージ

●膵管の減圧のための胃からのドレナージ
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消化器科部長

岩尾 年康

これら機器は高額なため、なか

なか導入されない中、当院は函館

地区では早い導入となりました。

がん診療連携拠点病院である当院

の歴史の 1ページになる機器の導

入になります。

「胆のう。膵臓の診断・治療なら

超音波内視鏡下膵嚢胞 ドレナージ

(コ ンベックス型 )

国立函館病院」と言われるようにスタッフ含めて一丸となって取り組んでいきたいと思います。
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検査の名前 検査でわかること 検査時間 金額(3害」負担時)

ABI 脚の血管の詰まりなどの動脈硬化 約5分 300
下肢血管エコー 脚の血管の詰まりなどの動脈硬化 約5分 1.050-1650
頸動脈エコー 首の血管の詰まりなどの動脈硬化 約30分 1050-1650

脳MRI 脳梗塞・脳動脈瘤 約15～ 30分 5,700-10.000
血管CT 大動脈瘤 下肢動脈の狭窄 約 15分 4,410～ 9,000

メタボ腹部CT メタボリックシンドロームに有用な内臓脂肪 :皮下脂肪比 約 15分 4,410～ 9,000
実査の名前 え査でわかること 検査時間 金額(3害」負担日
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心電図 不整脈・狭心症 約2分 390
′ぃ臓エコー 心臓の動き・逆流 約 15分 2640

24時間心電図 普段の生活をしているときの心電図(狭心症 不整脈) 24時間 4,500
負荷心電図 運動中の心電図 (狭心症 不整脈 ) 約30分 960
冠動脈CT 狭心症などの冠動脈狭窄 約 15分 6.210-11,000

心臓MR MRA 心臓の動き、冠動脈や心筋の性状 約60～90分 5,700-10,000
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検査の名前 検査でわかること 検査時間 金額(3言J負担時)

腹部エコー がん・胆石  月旨肪月干 約 15分 1,590-2,190
乳月泉エコー 子Lがん 約 10分 1,050^-1,650
胸音БCT 胸部レントゲン写真で異常を指摘された方の精査 約5分 4,410～ 9,000
胃カメラ 食道がん 冑がん 胃漬瘍 約10分 4,500-9,000

大腸カメラ 大腸がん 大腸ポリープ 約20分 5,100-9,000
マンモグラフィー 乳がムυ 約 10分 770-‐ 1,680
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検査の名前 検査でわかること 検査時間 金額 (3割負担時)

肺機能検査 肺活量・COPD   タバコを吸う方にお勧め★ 約5分 390
簡易終夜ポリグラフィー検査 無呼吸症候群    いびきがひどい方にお勧め☆ 4～8時間 2,160
終夜ポリグラフィー検査 無呼吸の程度 睡眠の深さ 昼間眠いという方にお勧め☆ 1泊入院 9,900

24時間血圧計 血圧の高い・低い時間帯 血圧が気になる方にお勧め★ 約 15分 600
24時間食道PH検査 逆流性食道炎   胸やけが気になる方にお勧め☆ 1泊入院 3,000～4,600

食道内圧検査 食道の運動異常  つかえ感が気になる方にお勧め★ 約20分 1,950

※検査をこ希望の方は、主治医にこ相談下さい。 ※金額は目安です。検査方法等により実際の金額と異なる場合が
あります。また、じ自入院の検査については、入院費は別途となります。診察料 Iま含んでおりません。
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看護師さluを募集していまヨ !|

現在、当院では7対 1入院基本料を取得するため、看護師さんを募集しています。皆さんのお知り合

いに当院で (病棟)勤務が出来る看護師さんはいらっしゃいませんか。

当院では、職員が一致団結して病院運営に協力してくれたおかげで、経営成績は年々改善されてきま

した。一方、人員を増やすことなく今まで通りのマンパワーで改善を図つてきたことから、看護師の業

務が急激に忙しくなりました。

業務の負担を軽減し、余裕を持つてより安全で質の高い看護を提供するには看護師の増員が必要です。

そのため、フ対 1入院基本料の取得を病院目標として掲げて募集活動をしていますが、看護師確保が思

うように進んでいません。

そこで、皆さんのお知り合いで、病棟勤務できる看護師さんがいましたら、是非紹介してください。

看護体制の更なる充実を図つて地域医療の質の向上に努めますので、どうぞよろしくお願いいたします。

【問合先 紹介先】国立病院函館病院 0138-51-6281 看護部長 (内線203)

がんイと学療法委員会の活動′ごつ
`、

て
薬剤科 廣正 拓也

がんの治療には、手術療法・放射線療法 薬物療法などがあります。抗がん剤を用いた薬物療法を

「がん化学療法」といいます。がん化学療法は、がんの種類毎に使用する抗がん剤や副作用の発現を回

避するための薬剤がレジメン (化学療法の実施計画)と して規定されています。

近年、新しい抗がん剤の登場や治療法の開発により、その投与方法は複雑化してきています。抗がん

剤を適正に使用するためには、レジメンにおいて抗がん剤の種類と投与量、前投薬、輸液、併用薬剤、

投与順序、投与経路、投与期間、休薬期間を整理 して管理することが

重要となります。

当委員会は各診療科医師、薬剤師、看護師、栄養士などのメンバー

から構成され、定期的に開催されています。がん化学療法を安全に実

施するための体制を作り、科学的根拠に基づいてレジメンを審査する

ことで、現在利用できる最良の治療を患者さんが安心して受けられる

病院となることを目指して活動しています。

ジュニアインターンシッづのご報告
―高校生による職業体験を実施―

平成23年 10月 27、 28日の2日間、函館商業高校の2年生5名が、ジュニアインターンシップ (職

業体験)を行いました。

初めて白衣に袖を通したという5名は、緊張

しながらも、患者さんとコミュニケーションを

図つたり、髪や足を洗わせていただいたりしま

した。

高校生たちは、「患者さんから
｀
ありがとう。

頑張つて看護師さんになつてね。
″
と言われ、と

てもうれしかった。」と笑顔で話していました。

また、「看護師は思つていたより八― ドな仕事

だつたけれど、看護師になりたいと思つた。」と

決意を新たにする高校生もいました。

今度の体験をしたことで、高校生たちが将来看護師になってくれることを願つております。

ジュニアインターンシップ担当

看護師長 松岡 恭子
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!4感染管理認定着護師

みなさんは「感染管理認定看護師」をむ存じでしょうか?

「感染管理認定看護師」の役害」は、病院内で感染症が発生しないように、外来や病棟、そ
の他の部署を巡回し、職員へ「正しい手洗い」の指導や「防護用具(ディスポ手袋やディ
スポエプロン)」 などを正しく使用しているかをチェックしています。また、地域で流

行している感染症の動向を院内ニュースとして発行し、職員へ注意喚起をしています。

病院内の医療従事者が安心して働くことができる環境や患者さん。こ家族が安心して療養できる環境を整え

ることが私の仕事です。これからも、院内における感染予防・拡大の防止に積極的に取り組んでまいります。

冬の感染症について

寒くなると「感染性胃腸炎」や「インフルエンザ」などの感染症が流行します。
冬は、低温、低湿度が大好きなウイルスたちがとでも元気になる季節です。そして気温が下がる事で人の免

疫力が下がること、空気が乾燥することでウイルスが飛びやすくなるため、感染しやすくなるのです。

そこで感染しないためには、どうしたらよいでしょう
'

普段からの習慣として「外から帰つたら手を洗う」「うがいをする」ことが大切です。また、咳・くしゃみ

が出る時は「マスクをする」「八ンカチなどで口を押さえる」ことを「咳エチケット」といい、インフルエン

ザ感染予防対策にはとても重要です。

そして、バランスのよい食事としつかり休養をとり、体の免疫力を高めましょう。

むずかしいことではありません。ぜひ、こ家庭でも心がけていただき、ウィルスに負けず健康にこの冬を過
こしていただきたいと思います。

セL白L翻埋:y,:詈曇‖」雪警しまい!～    副薬剤科長 美濃 興三

お薬の錠斉」やカプセル剤は、有効成分を守るため、PTPシート包装がされています。実は、このPTP
シートを包装のまま誤つて飲み込んでしまう事例が起きています。包装のまま飲むと、シートの角が尖がつ

ているため食道や胃などに傷をつけ、発見が遅れてしまうと大変な事態になることがあります。「お薬を包装
シートこと飲んでしまうなんて、まさか !」 とみなさん思われるでしょうが、実際には、中高年齢層 (70歳

代)に多く、うっかリミスでも起きることが報告されています。その原因は、①外出のため慌てて服用した。

②会話をしながら服用した。③テレビを見ながら服用した。④暗い場所で服用した。などです。薬の服用時

は、他のことをしながらではなく、時間的なゆとりを持つて、明るいところで確認しながら月晨用することを

心掛けましょう。

このような誤飲防止の観点から、PTPシー トを八サミで小さ

く切るのは止めましょう。切り回はより鋭く危険になります。必

ずPTPシー トのままお薬を保管して、そのつど必要な数を取り

出して服用するようにしましょう。

携帯しやすいように、あるいは1回服用分をまとめるためなど

の理由から、 1錠ずつに小さく切つて保管されている方もいらっ

しゃるようです。この場合、 1錠ずつにすることによつて、誤つ

てそのまま飲んでしまう危険性は増 します。やむをえず 1錠ずつ

にする場合は、誤飲に対して十分に注意してください。できるだ

けその都度お薬だけを取り出すことをおすすめします。

また、一回に服用する薬の量が多い場合は、家族や周りの人の

協力が非常に重要です。一包化調剤 (一回服用分ことに薬を分包

する調剤方法)を活用する方法もありますので、調剤してもらう

薬局で相談してみてください。

感染管理認定看護師

香取 弘子

お重は、包装シートから取り出して

お飲み下さい   、 ,

‐
t´ バ

~

誤飲の注意表記
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糖尿病勉強会「 ワ ロ ツカ ス 』 ～活動報告

栄養管理室長

当院クロッカス (糖尿病集団指導)では、昨年 10月 13日 に「レクリエーション」を企

画し、楽しみながら糖尿病について、51名が参加し学びました。その様子を紹介します。

普段は座学が多いのですが、この日は糖尿病川柳カルタや糖尿食でのランチ、職員が演

じた寸劇で楽しみながらの勉強会です。

当日はお天気に恵まれ、クロッカスメンバーは病院前に集合し雪解け一番に咲く、

カスの球根を植えてから勉強会場へ移動しました。

クロツ継 41酷 )

木幡 恵子

クリスマス
(オ ードプル クーキ)

""′
電場

当日のタイムテーブル

1 11時30分～クロッカス球根

212時00分～糖尿食ランチ

皆さんと

言墨言レバランス良く食物繊維たつぶりの

メニューでお食事会です。

行事食に添えられる
カー ドの一例

冬三 (い とこ莉

行事食の一例 羨́ド
'

にぎり寿司
大晦日に

提供されました。

ノンアル コール

食欠沐斗
「御神酒気分が味わ
えた」と好.Tで した。

「糖尿病との闘いのため団結せよ」というキャッチフレーズと国連や空を表す「ブルー」と

団結を表す「輪」を使用したシンボルマークを採用。 糖尿病実態調査によると、日本には

約820万の「糖尿病が強く疑われる人」約 1,050万人の「糖尿病の可能性を否定できない

人」合計で総人口の100/oを超える約1.870万人の糖尿病患者がいると推定されています。
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当院では、入院中の患者さんに季

節を感じていただければと通年行事

食やカー ドの作成をしています。年

末年始の食事について患者さんやこ

家族からは、「年末に病院にいて自宅

同様の年越 し料理が食べられてよ

かつた。握りすし美味しかつた。」、
「おせち料理おいしかつた。」、「正月

料理は豪華でよかつた。特に海老

が。」、「目先が変わり食欲が出た」、
「かまばこがお正月らしくてよかつ

た」等の感想を頂きました。

― 行事食・カードの提供 ―

em
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0書⊃―ナーの貸凛〔2つ いこ
12月 1日 より、当院1階図書コーナーにおいて「がん関連図書の貸出」を開

……龍嵯― 睫… 鳴 写i湊中からどれを選んでよいのか判らないなど、その関心の高さと

い本なのではないかと思います。そこで、 1階図書コーナーに

ん」に関するものに限り、当院を利用されている患者さん。こ家族への貸し出しを行うことにしました。

皆さんにとつてより落ち着いた環境で、人の目を気にせずに本を読めることにより、少しでもより良い情

報提供の一助になれば幸いです。どうぞお気軽にお声掛けください。

【貸出期間】原則2週間
【貸出・返却受付窓口】1階相談支援室 (入院受付窓口にお声掛けください)

【お問い合わせ先】国立病院機構 函館病院 相談支援室TEL:0138-51-0229(本目談室直通)

【時  間】平日 (祝 日を除く)8:30～ 17:15

トイレの改催について
企画課業務班長 山内 幹朗

また、洋式 トイレであってもウォ当院には、今現在、和式 トイレが約30カ所あり、

シュレットが付いていない箇所も複数あります。

今までは、病院の経営状況等諸々の事情により、なかなか改修を行うことが出来て

おりせんでしたが、このたび、当院の経営改善が評価されて国立病院機構より報償金

が出ることになつたことから、使い道を院内で検討した結果、患者さんの利用するト

イレを洋式 トイレ (ウ ォシュレット付)に改修する工事費用に充てることといたしま

した。これにより、患者さんにとつて少しでも快適性の向上に繋がればと考えております。

改修時期につきましては、 1月 初めから3月末を目途に行つてまいります。

改修整備中は、業者が院内に出入りいたしますし、騒音、振動も発生しますが、皆様のこ理解、こ協力を

よろしくお願いいたします。

第65回日立病院総含医学会で43題発表 !:

経営企画室長 曽我  理

平成23年 10月 7日 (金 )・ 8日 (土)の両日、岡山市にて「第65回国立病院総合医学会～明日の医療の

ためにチャレンジそしてチェンジ～」が開催され、当院から43題 (シ ンポジウム 1題、口演5題、ポス

ター 37題)を発表しました。

職種ことでは、医師 17題、看護師 13題、臨床検査技師4題、診療放射線技±2題、管理栄養±3題、事

務3題、調理師 1題で、そのうちベストロ演賞 1題、ベストポスター賞4題の受賞がありました。

この発表が職員個々のスキルアップに繋がり、さらに病院の発展に大きく

貢献していただけると確信しております。

【ベストロ演賞受賞者】

副臨床検査技師長 志保 裕行

『多点検線量における関数式の適正化と適応性に関する検証』

【ベス トボスター賞受賞者】

外科医長 小室 ―輝

『乳がんの総合的サポー トヘの取り組み』

2西病棟副看護師長 (がん性疼痛認定看護師)山村 二三江

『医療用麻薬使用患者に対する排便コントロール』

2西病棟看護師 (リ ンパ浮腫指導技能者)布施 美江

『当院における乳がん啓発活動の取り組み』

調理師 安田 雄―
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『栄養不足患者の嗜好に合つた食事提供 (栄養管理室 調理師からの報告)』



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64回 「抗がん剤治療と副作用マネジメントについて」
平成23年 9月 29日 (木 )開催

国立函館病院 がん薬物療法認定薬斉」師

第65回 「放射線治療と副作用」
平成23年 10月 20日 (木 )開催

札幌医科大学放射線医学講座教授 晴山

第66回 「食養生の基本と北京の食習慣」
平成23年 10月 27日 (木 )開催

国立函館病院 皮膚科

第67回 「新しい糖尿病治療の話題」
平成23年 11月 8日 (木 )開催

函館市医師会病院内分泌科医療部長 廣田

第68回  「胆・膵疾患の最近の動向 ～診断・治療としてのEU
平成23年 12月 8日 (木 )開催

国立函館病院 消化器科

日 日寺

第69回
平成24年 1月 19日 (木 )

午後 6時 00分～
「胆道・膵の細胞診と組織像」

参加者46名

廣正 拓也

参加者54名

雅人 先生

参加者37名

畑野 浩幸

参加者59名

則彦 先生

S～」
参加者56名

岩尾 年康

講 師

弘前大学大学院医学研究科病理生命科学講座教授

鬼島  宏 先生

「みんなで治そう難治癌 1ヒ海道大学大学院医学研究科消化器外科学分野コ教1受

平野  聡 先生
北海道大学大学院医学研究科循環器呼吸器夕1科学分野教授

松居 喜郎 先生

～1奉臓癌編～」

「最近の心臓血管手術」

「見えなくなつてからでは遅い 医療法人社団 本間眼科医院 院長

目の病気」        1       本間  哲 先生

第70回

第71回

平成24年 2月 13日 (月 )

午後 5時 20分 ～

平成24年 3月 14日 (水 )

午後 6時 00分～

国立函館病院相談支援室 廣瀬 量平

室蘭市に「ホット ノkン ドむろらん(代表 :久保いづみさん)」 という、抗がん剤治療で髪が抜

けた人のために手縫いのタオル製の帽子を製作・寄贈活動を続けるボランティア活動があります。

当院では、昨年、同会よリタオル帽子を寄贈していただきました。手作りのタオル帽子は肌

触りや吸湿性が良く、男性用、女性用、子ども用とカラーバリエーションも豊富で選ぶ楽しみ

もあります。

タオル帽子は当院の外来や各病棟に展示しています。「病気になっても陰から励ましても

らつている」「ケア帽子という勇気のくれ方が良いと思う」「病気と闘い負けないようにしたい」
「種類が豊富なので選ぶのが楽しいし、被つても気持ちが華やぐ」など感謝の言葉が寄せられました。

タオル帽子の材料となるのは未使用のタオルです。家庭内で使用していないタオルがありま

したら提供をお願いします。

【お問い合せ・連絡先】国立函館病院相談支援室 0138-51-0229

「
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診療科目 日寺間 月 メ 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 1 3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 ―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 ―也

糖尿病内分泌外来
第2廣田 則彦

午後

広瀬 尚徳 伊藤 ―輔 小室 薫 安在 貞祐

糖尿病内分泌外来
第2廣田 員J彦

睡眠時無呼吸外来
米澤 ―也

■ テ,コ タ1来「 円週)

小室 薫

新患は午前中のみ、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 ―輝

石坂 昌則
道免 寛充

大原 正範 岩代 望
第2 第4火曜日
乳腺 甲状llT外来
荻田 征美

午後

(嬬翁 )

小室 ―輝 石坂 昌則
第2 第4本曜日
乳がムJ本実言ク

乳l宇夕ヽ来130～ 300
第1■三 第2岩 lt

第3石坂 第4道i
第5小呈

リンパ浮腫外来
(予約のみ)

午前
小室 ―輝

午後

心臓血管外科 午前 佐藤 ―義 (手術日) 佐藤 ―義 佐藤 ―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135 斉藤 明男
第24 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 浩幸

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
第2 第4木曜日
小葉松 洋子

眼科 (受付 1:00～ 3100) 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。

国立病院機構

〈受付時間〉午前8:30～ 11:30
〈診療時間〉午前8:30～ 12:OO 平成24年 1月 ]日

新年明けましておめでとうございます。

今年は辰年です。そ してスポーツの祭典、オリン

ピックイヤーです。

辰年、スポーツというと、ファイターズファンの私

としては、ハンカチ世代の選手を思い浮かべます。我が斎藤佑

樹投手を初めとして、田中将大投手、前田健大投手、澤村拓―

投手、大嶺祐大投手、坂本勇人内野手、伊志嶺lll大外野手、な

どなど蒼々たる顔ぶれの辰年生まれです。これからのプロ野球

界は間違いなく彼らが引っ張っていくことでしょう。

当院にも卓越 した人間力、技術力を有 した人財が沢山います。
でも、個人の力に委ねることなく、職員―丸となったチームプ

レイで皆様に当院の使命を果たしていきます。ご期待ください。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

事務部長 池上 和孝

後
後

午
午

函 館 病 院 外来診療担当表
:OCl‐-3:30
:OO^ン5:15

道路をはさんで向かい側から見た病院の

写真です。まもなく病院ができて34年 と

なり、4月 からは35年 目を迎えます。昨年

4月 からがん診療拠点病院となり、この医

師不足の厳 しい時代に病院全体に活気があ

り、各科診療科も頑張っています。認定看護師の資格を持つ看護

師も増えてきて、 リンパ浮腫外来以外にもいろいろな事ができる

ようになってきました。緩和ケアチームも充実 してきています。

雪の中の青い壁の病院は青空の中に映え、まだまだしっかりして

います。
この厳 しい時代を何 とか乗り越えて、地域医療に貢献 していけ

ればと思っています。
         名誉院長 石坂 昌則
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