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乳がん検診・子宮がん検診のご案内
　当院では、乳がん検診、子宮がん検診を受診できます。木曜日の子宮がん検診は予約が必要で
すが、それ以外は予約不要となっています。お問い合せ・お申し込みは内科総合受付にて受け付
けております。お電話でのお問い合せ・お申し込みは０１３８－５１－６２８１までお掛けください。

平成25年11月発行
号42第

９月２９日に当院にて健康まつり２０１３が開催されました。たくさんのご来場ありがとうございました。
（詳細は６頁）

９月２９日に当院にて健康まつり２０１３が開催されました。たくさんのご来場ありがとうございました。
（詳細は６頁）

月 火 水 木 金

午前 乳がん検診
乳がん検診

乳がん検診 ― 乳がん検診子宮がん検診 
（第２・４火曜）

午後 ― 乳がん検診 ―
乳がん検診 

（第２・４木曜） 乳がん検診子宮がん検診
（第２・４木曜 / 要予約）

健康まつり２０１３　　スタッフ集合！

国立函館だより
国立函館病院広報誌 http://hnh-hosp.jp/



（写真１）血管内超音波法

（写真２）冠血流予備量比
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　動脈硬化による狭心症、心筋梗塞などの虚血性心疾患、末梢動脈疾患、心不全、不整脈など、
多種多様な心血管病に対応できる専門医、メディカルスタッフがチームとして高度な専門診療を
行っています。全身の動脈硬化性疾患に対する最近の取り組みをご紹介します。

　患者さんに負担の少ないスクリーニング検査として、心臓、頸動脈、腎動脈、下肢動脈などを
対象に、体表面からの心血管超音波検査（エコー）を積極的に行っています。近年注目されてい
る腎動脈狭窄症は、高血圧、腎不全、心不全リスクとなるため早期診断が重要ですが、エコーが
とても有益です。エコーの血流パターンから腎動脈狭窄が疑われた場合、MRI あるいは CT で確
認します。治療が必要と判断されれば血管造影を行い、引き続き腎動脈ステント留置術を施行し
ます。この際に病変性状、形態、血管サイズを血管内超音波法（IVUS）で詳細に観察し、安全か
つ確実な治療を心がけています。体表面エコーは繰り返し施行できるため、治療後の経過観察に
も有用です。

　冠動脈硬化による狭心症、心筋梗塞のカテーテル治療
は、新世代の薬剤溶出性ステント（DES）留置が長期の治
療効果、安全性の面から主流となっています。治療後の安
静が不要で、患者さんの苦痛軽減に役立つ橈骨動脈（手首
の血管）からのアプローチ（TRI）を主に採用しています。
冠動脈造影で中等度の狭窄病変がみつかった場合は冠血流
予備量比（FFR）測定を行い、実際に心筋への血流不足が
生じているかを確認します。FFR が 0.8 以上であれば薬
物治療が望ましいとされており、不必要なステント治療を
回避できます。
　一例を提示します。左冠動脈に比較的長い中等度狭窄が
ある患者さんで FFR が 0.61 と陽性だったため長い DES
を１本留置し、IVUS で良好な病変の拡張を確認していま
す（写真１、２）。

各種診断ツールを駆使して心血管
カテーテル治療の最適化を目指す

循
環
器
科

循環器科　
内科系診療部長 

安　在　貞　祐
あんざい　ていすけ

　本当に治療が必要な病気を早期に発見し、
様々な診断・治療機器を活用して負担の少な
く安全で良質な医療が提供できるように努力
しています。
　お困りのこと、ご心配のことがありました
ら、お気軽にご相談ください。



窪田心臓血管外科部長（中央）と病棟スタッフ
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心臓血管外科部長　 窪　田　武　浩
くぼた　たけひろ

　当院で最初に人工心肺を用いた手術が行われたのは1979年（昭和54年）でそれ以来現在ま
でに650例を超える人工心肺を用いた手術がされております。当科は函館市内でも歴史を重ね
た施設と言えます

　私は昨年４月当院に着任しました。現在当科は、循環器科の豊富な症例数を背景に、様々な手
術を行っております。北海道大学循環器外科・呼吸器外科の協力を得ながら、最善の治療を行っ
ております。

■後天性心疾患に対する手術：
　当院循環器科に紹介される症例を循環器科とのカンファレンスを定期的に行い最善の治療を個
別に考えております。虚血性心疾患（心筋梗塞・狭心症）に対する大動脈‐冠動脈バイパス手術、
僧帽弁・大動脈弁の弁置換手術または形成術などです。弁性疾患に対しわれわれは可能な限り、
ご本人の弁を温存・修復する形成術を目指しております。
■先天性心奇形に対する手術：
　現在のところ当院には小児科がないため、新生児をはじめ、小児の症例はありませんが、心房
中隔欠損症、大動脈縮窄症、動脈管開存症など成人してから見つかり手術をしてお元気になられ
る方もいらっしゃいます。このような方は主に心不全で当院循環器科にかかられ、そこで病名が
確定し、わたくしどもに紹介されて来られます。最近、多く見られるのは、大動脈２尖弁による
大動脈弁閉鎖不全症・狭窄症と上行大動脈の拡張病変を併せ持つ状況です。これらも個々の症状
に合わせて手術術式の選択をしております。
■末梢血管に対する手術：
　突然足が痛みをともない冷たくなり、色も暗紫色に悪化する急性動脈閉塞症。歩行時にふくら
はぎの痛みのため、徐々に歩ける距離が短くなり、生活範囲が狭まっていく、閉塞性動脈硬化症。
足の静脈がボコボコといびつに拡大し、床に就いた後にこむら返りを起こすような下肢静脈瘤な
どこれらの症例にも外来で丁寧に診察したうえ、外科治療の必要がある場合、ご説明させていた
だいております。
■そのほかの手術：
　ペースメーカーの埋め込み、透析用シャントの作成など、地域の先生からの依頼にも応じてお
ります。

丁寧な手術と診療を実施
－安心できる医療を提供します－

外
科

　お困りのこと、ご心配などございましたら
お気軽にご相談ください。丁寧に対応させて
いただきます。
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⑴ 北海道大学　平成１６年卒

⑵ 帯広厚生病院

⑶ 日本外科学会専門医

⑷ 走る。飲む。クルマ。

⑸１０月から外科に赴任しました。初めての函館勤務です

が少しずつ函館が好きになってきました。早く皆様のお

役にたてるようがんばります。よろしくお願いします。外科医師　黒田　　晶
　　　　　　 （くろだ　あき）

　だんだん寒くなり空気が乾燥してくる冬は、低温や乾燥に強いウイルスや細菌が元気になります。
　冬になるとよく聞く感染症に「インフルエンザ」があります。
　「インフルエンザ」は、ウイルスが鼻・のどに感染し、症状は悪寒、突然の発熱や関節痛、頭痛などがあり
ます。高齢者や幼い子供は、肺炎や脳炎を起こすこともあります。
　できれば、「インフルエンザ」にはかからずに過ごしたいものです。「自分がかからない」「他人にうつさ
ないため」にも、ぜひ以下のことに気をつけていただきたいと思います。

・外出時は、マスクをする～ウイルスや細菌を吸い込むことを防ぎます。
　（正しいマスクの付け方をご参照ください。）
・外出から帰ってきたら、手洗い・うがいをする～手やのどに付いたウイルスや細菌を洗い流します。
・体を冷やさないように温かくして、部屋の湿度を保つ～乾燥するとのどの粘膜が弱くなるため、
　湿度を保つことが効果的です。
・水分や栄養、睡眠を十分にとる～ウイルスや細菌に負けない体づくりをして免疫力を高めます。

　またインフルエンザの「予防接種」は、接種し
たからといってインフルエンザにかからないとい
うものではありません。しかし、インフルエンザ
にかかる可能性を減らし、かかっても重い症状に
なることを防ぐ効果があります。特に高齢者の方
は、流行前にワクチンの接種をすることをおすす
めします。

インフルエンザ予防接種のご案内
実施日 平日の午前中（予約不要）

一般の方 3,040円
函館市　65歳以上の方 1,000円※

函館市　60歳～64歳で心臓、腎臓、呼吸器の
機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機
能に障害を有する身体障害者手帳１級相当の方

1,000円※

函館市　市民税非課税世帯（生活保護受給世帯
を除く）に属する方 無 　料※◆

医事①患者受付窓口へお申し出下さい。

※平成２５年１２月３１日
　までの接種に限ります。
◆提出いただく書類があ
　ります。

正しいマスクの付け方

料　金

～インフルエンザの予防について～

⑴出身大学
⑵前勤務先
⑶認定医・専門医・学位
⑷趣味
⑸ご挨拶
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患者受付窓口… 来院された患者さんの受付や案内などをしています。

伝票返却窓口・外来会計窓口… 診察が終わったら、ファイルをこちらの窓口までお持ち下さい。
料金を計算して、お呼びいたします。

入 院 受 付・退院会計窓口… 入院される方はまずはこの窓口で手続をしてください。入院費
のお支払いもこちらの窓口で承っております。お見舞いの方の
ご案内もこちらにてしております。

がん相談窓口… 治療や生活への不安、経済的不安、転院退院時の不安についての相談を相談員がお
　　　　　　　　　受けしています。相談員へご用の方は、こちらの窓口にお申し出下さい。相談員が
　　　　　　　　　個別に対応します。

医療安全窓口… 医療安全に関する相談などを受け付けております。

医事ってなんだろう？

　医事には多くのスタッフがおり、色々な業務をしております。何か不安なこと、受付の
仕方や、料金のことなどわからないことがありましたら、お気軽にお尋ね下さい。

～事務部企画課医事の紹介～

　「医事」という言葉はご存じでしょうか。医事とは、病院の窓口にて受
付などを行うとともに、診療費の計算や、診療データに基づき請求書（レ
セプト）を作成し、社会保険や国民健康保険に請求するなどの仕事を主に
行っている部門のことです。
　病気や怪我で来院された患者さんは、まず受付をしていただくことにな
ります。医事では、患者さんが安心して、かつ、スムーズに受付ができる
よう、丁寧でわかりやすい接遇を心掛けています。
　また、診療費の計算・請求に関しては、正確に素早い会計をするよう心掛けています。病院の料金体系は非常
に複雑です。診療内容をチェックして、項目毎に国が定めた診療点数に基づき、その日にかかった料金を計算し
ます。会計の際には、診療行為を記した診療明細書をお渡ししておりますが、それがその患者さんがかかった保
険点数の詳細となります。
　その他、入院申込やお支払いに際しても、患者さんに安心していただけるよう丁寧な説明を心掛けています。

それぞれの窓口についてご紹介します。
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地域医療連携室からのお知らせ

第88回　「放射線治療の基礎と最近の進歩」
　　　　　　札幌医科大学医学部放射線医学講座　教授　坂田　耕一　先生
　　　　　　［平成２５年９月６日（金）開催　参加者 45 名］

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開催しております。

国立函館病院合同教育講座今後のお知らせ
日　　時 テーマ 講　　師

第90回 平成２５年１１月２８日（木）
午後６時００分～

「化学療法について
－抗がん剤治療の基礎と薬剤科の役割－」

国立病院機構函館病院
がん薬物療法認定薬剤師　廣正　拓也

場所は当院　臨床研究棟　視聴覚情報室です。どなたでも無料で参加できますので、
お気軽にご参加下さい。 

お問い合せ先は、地域医療連携室（TEL５１－３８７６）までお願いします。

第89回　「2011.3.11災害への対応と復興への道筋
　　　　　　　　　　　　　　　－大学の視点から－」
　　　　　　福島県立医科大学付属病院　病院長　棟方　　充　先生

国立函館病院合同教育講座の報告

今、あなたの力が必要です。

　　　スタッフ全員でサポートします。

平成２６年４月採用職員募集中（２次募集）
詳細につきましては、下記お問い合せ先
までご連絡ください。

【お問い合せ先】　国立病院機構函館病院　☎０１３８－５１－６２８１　看護部
　　　　　　　　　ホームページアドレス　http://hnh-hosp.jp/

平成25年度新採用者（とスタッフ）

　　　　「超高齢化社会に向けて－呼吸器科医の視点から－」
　　　　　　北海道大学大学院医学研究科　呼吸器内科学分野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教授　西村　正治　先生
　　　　　　［平成２５年１０月４日（金）開催　参加者 45 名］

講　 演　 会　 の　 報　 告
「緩和ケア、ホスピスって何だろう～当院緩和ケアチームにおける医師・看護師・
　管理栄養士・MSW・理学療法士の役割～」
　国立函館病院緩和ケアチーム・鈴木晶子（緩和ケア科医長）、高井みゆき（緩和ケア認定
　看護師）、木幡恵子（栄養管理室室長）、佐々木孝夫（理学療法士）、酒本清一（MSW）
　［平成２５年１０月７日（月）開催　参加者 40 名］

看護職員募集
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診療科目 時間 月 火 水 木 金

呼吸器科 午前
若林　　修 荒谷　義和 長谷川　大 若林　　修

荒谷　義和
長谷川　大 寺山　敬介 第１　吉田　史彰

第３　本間　紀之 寺山　敬介

消化器科 午前 大原　正範 中田　　進 鈴木　晶子 大原　正範 大原　正範

循環器科

午前

安在　貞祐 米澤　一也 小室　　薫 心不全外来
米澤　一也 米澤　一也

小室　　薫 広瀬　尚徳 安在　貞祐 広瀬　尚徳 松村　尚哉

－ 糖尿病内分泌外来
第２　廣田　則彦 － － －

午後
松村　尚哉 伊藤　一輔 伊藤　一輔 － －

－ 糖尿病内分泌外来
第２　廣田　則彦

睡眠時無呼吸外来
米澤　一也 － ペースメーカー外来（隔週）

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。

総合診療科
午前 中田　　進 中田　　進 中田　　進 中田　　進 中田　　進

午後 中田　　進 中田　　進 中田　　進 中田　　進 中田　　進

外科
呼吸器外科 

午前 山吹　　 匠 小室　一輝 高橋　　亮 大原　正範            岩代　　望

午後
（手術日）

紹介・急患は
対応します

小室　一輝 －
第２・第４木曜日

乳がん検診
乳腺外来 1:30～3:00
第１小室 第２岩代
第３小室 第４小室
第５小室 　　　　

スキンケア外来
小室　一輝

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 窪田　武浩 （手術日） 窪田　武浩 窪田　武浩 （手術日）午後 － －

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 林　　潤一 林　　潤一 林　　潤一

斉藤　明男 林　　潤一 林　　潤一

午後 林　　潤一 林　　潤一 林　　潤一 林　　潤一 林　　潤一
午後は新患・予約患者のみの受付となります。

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（予約のみ）

原則として新患は午前中のみ、午後は紹介・急患・再診のみの受付となります。
病理診断科
（予約のみ） 午後 － 木村　伯子 － － －

整形外科
午前 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医午後 村松　郁夫

月曜日午後の診察以外につきましては、総合診療科にて対応いたします。

婦人科 午前 － 第２・第４火曜日
藤本　俊郎 － － －

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 1:00～3:00） － － － － 本間　　哲

緩和ケア科
（予約のみ）

午前
鈴木　晶子

－ － 鈴木　晶子 鈴木　晶子

午後 鈴木　晶子 鈴木　晶子 伊藤　　匡
鈴木　晶子 －

国立病院機構  函館病院  外来診療担当表
〈受付時間〉午前８：３０～１１：３０　午後１：００～３：３０
〈診療時間〉午前８：３０～１２：００　午後１：００～５：１５

　季節の移り変わりは早く、少し前まで「暑い、暑い」と言っていたのがウソのように函館では積
雪を観測しました。あと一月もすればクリスマスや正月など年末年始のイベントが続き、何かと慌
ただしい時期になりますが、歳を重ねるのに比例して１年が短く感じられる今日この頃です。
　さて、本編でご紹介しましたとおり、去る９月２９日（日）に恒例の「国立函館病院健康まつり
２０１３」を開催いたしました。今回は健康相談や体験コーナー、健康チェックコーナーなど医療
機関でなければ出来ない催し物を中心に実施し、沢山の皆さんにお越しいただきました。皆様
から頂きましたご意見は、次回開催の参考にさせていきたいと思っております。今後もご支援を
お願いいたします。

事務部長　髙松日出樹　

《発行所》

独立行政法人 国立病院機構 函館病院
〒041－8512　函館市川原町１８番１６号
　　　　　　TEL ０１３８－５１－６２８１
　　　　　　FAX ０１３８－５１－６２８８
ホームページアドレス　http://hnh-hosp.jp/

地域医療連携室
直通 TEL ０１３８－５１－３８７６
直通 FAX ０１２０－７５０－７６６

平成25年10月1日

編 集 後 記

※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。
※緩和ケア科は鈴木晶子が「身体症状の緩和」、伊藤匡が「精神症状の緩和」を担当します。


