
ご あ い さ つ
国立病院機構函館病院

平成２６年５月

病　院　長 大 原　正 範
　平成２６年４月１日より伊藤一輔前病院長の後任として、病院長を務めさ

せて頂くことになりました。若輩ですがよろしくお願いします。

　当院では、循環器疾患・呼吸器疾患・消化器疾患の内科・外科治療を中

心に各種がんに対する放射線治療・緩和治療・泌尿器治療等を引き続き行っていきます。道南の結核治

療の拠点としてやってきましたが、近年は患者も少なくなりかわりに「地域がん診療連携拠点病院」とし

てがん治療が中心となってきております。当院は中規模病院の特徴を活かし『がん難民をつくらない医

療』『再発患者にやさしい医療』を目指したいと思っています。

　また、３月より外科・消化器科で土曜日午前・午後外来を開始いたしました。緊急手術・内視鏡・ＣＴ検査

及びマンモ検診等も対応可能になりました。今後とも、道南においてより頼れる病院になるため努力する

所存です。どうぞよろしくお願いします。

国立病院広報誌 http://hnh-hosp.jp/国立病院広報誌 http://hnh-hosp.jp/

国立函館だより国立函館だより国立函館だより
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総合診療科部長

●今重要な病気は？

１）　片足立ちで靴下が履けない
２）　家の中で躓いたり滑ったりする
３）　階段を上るのに手すりが必要
４）　横断歩道を青信号で渡りきれない
５）　15分くらいでも連続して歩けない
６）　2㎏程の買い物で持ち帰りが困難
７）　掃除機や布団の上げ下ろしが困難

・医学博士
・日本医師会認定産業医
・日本医師会認定スポーツ医

中田　進

　総合診療科って何ですか、何を診てくれるのですかと聞かれます。
　総合診療科では、「一つの臓器の疾患を診る専門科」ではなく、「臓器を限らず」、また幾つも抱え込
んだ病気を「総合的に診る」事を目指しています。簡単に言えば何でも相談に乗る「科」です。対象疾
患も特に限っておりません。内科系は全般に、整形外科領域の疾患~症状や皮フ科、心療科なども受
診されれば診察致します。

　「ロコモ」です。正式にはロコモティブ シンドロームと言います。運動器（骨、関節、筋肉など）の病気
です。75歳以上の高齢者では寝たきりの21.5％はロコモが原因です。その代表的疾患である変形性
膝関節症と骨粗鬆症だけでも患者数は4700万人｛男2100万人、女2600万人｝になります。
　血圧や糖尿を治療することは重要な事ですが、その前に運動器こそが健康の根幹である事を思い
出して下さい。ヒトは運動器に支えられ生き、その健康を保つ事が他の色々な病気の対策にもなって
いるのです。以下に簡単な自己診断法〔女子医　村田〕を記載してみました。チェックしてみて下さい。

　この中で一つでも当てはまる場合はロコモの可能性があります。
重症になる前に診察を受けてみて下さい。

＝総合診療科では、月～金まで、午前、午後とも診療しています＝
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●病理診断って何？

・医学博士
・日本病理学会病理専門医
・日本臨床細胞学会指導医・専門医
・国際細胞学会評議員（FIAC）

臨床研究部病因病態研究室長 木村 伯子

　病気の種類や原因等を知るために患者さんのお身体の組織の一部を顕微鏡で調べることです。組
織（（肺、食道、胃、大腸、乳腺、膀胱、前立腺、等）を少しだけ切取って調べる生検や、手術で全部摘出さ
れた病巣の組織を詳細に調べる外科病理診断があります。通常の病理診断には3-7日間程の時間が
かかりますが、手術中に30分から1時間程で診断する迅速診断もあります。これは術中に癌かどうか？
手術で病巣が取り切れているかどうかを判定するものです。精度の高い手術には必須のものです。ま
た細胞を採取して調べる細胞診（胸水、腹水、膵液、胆汁、子宮頸部や内膜、肺、乳腺や甲状腺、等）も病
理診断の一つです。病理診断は特に「がん」の診断には必須の診断です。

●誰が調べるの？
　病理専門医という資格を持っている医師が診断をします。現在、我が国の病理専門医数は2232名
で、人口10万人当たりわずかに1.4人とアメリカの5分の1程です。多くの病理専門医は大学病院や市
中の大病院にしかおりません。ちなみに北海道には112人の病理専門医がおりますが、そのうち函館
市には当院の2名を加えて6人いるのみです。医師不足および地域偏在のもっとも顕著な科ですが、幸
い若い医師が徐々に増えてきております。

●当院の病理診断科の特色
病理外来：病理診断書は通常、病理医から主治医に送られ、主治医から患者さんが病気の説明を受け
ますが、ご自身の病気を詳しく知りたいと希望する患者さんには、病理医が直接病気の説明を行いま
す。希望する方は「病理外来を受診したい」と主治医にお申込み下さい。費用は当院で生検や手術を受
けられた方は再診料のみです。他院で病理診断を受けられた方はセカンドオピニオンとして受け付け
ております。詳細は当院ホームページ http://hnh-hosp.jp/ をご覧下さい。

内分泌腫瘍の診断：内分泌腫瘍はホルモン産生腫瘍で、様々な病像を呈し、良性か悪性かの判定を含
めて病理診断が困難なものの一つです。当科では特に副腎腫瘍である褐色細胞腫・パラガングリオー
マのセカンドオピニオンの依頼が全国から多数あります。また、この腫瘍は家族性（遺伝性）や転移の頻
度も低くなく、治療が困難な場合があります。そのため、国内では専門医がネットワークを形成して症例
の相談を行っております。本年9月には「国際褐色細胞腫シンポジウム」が京都で開催されます。この腫
瘍の世界中の専門家が集まって診断や治療についての講演や発表が行われます。この10年間程で驚
くほど進歩した分野です。「函館から世界へ、世界から函館へ」が当科のモットーです。
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呼吸器科医師 二 宮　隆 介

　仙台西多賀病院より転勤してまいりました。仙台へは３年前、３．１１の震災直後に札幌から赴任しましたが、引越手

段が限られる中、マイカーに食器や布団など日常生活で使用するものを積み込み、苫小牧港からフェリーで秋田港

に入り陸路で仙台に入りました。病院は震災の被害が比較的少なく安堵した思い出があります。仙台西多賀病院で

は、病院運営において幹部間の意思の疎通が図られ、職員は病院運営に協力的であり充実した３年間を送ることが出来ました。

　さて、平成１６年に国立病院が独立行政法人化して１０年が経過しました。厚生労働大臣から今年３月に示された平成２６年から３１年ま

での中期目標では、患者さんの目線にたった安心・安全で質の高い医療を提供することと、地域医療への貢献が求められています。今まで

の経験を生かし、国立函館病院が更に地域から信頼される病院となるよう努力してまいりますので、よろしくお願いします。

新任ドクター紹介

新任挨拶

①出身高校・大学　②前勤務地　
③趣味　④ごあいさつ

① 長野県立松本深志高校 平成１１年卒・北海道大学医学部 平成２１年３月卒
② 苫小牧市立病院　　③ ゴルフ　
④ 4月から呼吸器に赴任しました。初めての函館を楽しみながら、
　 少しでも皆様のお役に立てるようにがんばります。よろしくお願いします。

循環器科医師

事務部長　前 田　好 徳

島 津　香
① 遺愛女子高校 平成１５年３月卒・旭川医科大学 平成２１年３月卒
② 当院初期臨床研修医　　③ バスケットボール観戦
④ 循環器科で引き続き後期研修を行うことになりました。
 　今後とも宜しくお願いいたします。

紹介
事項

NEW 

　FACE

　この度、国立病院機構八雲病院より４月１日付けで函館病院中材・手術室看護師長として赴任しました。八雲病院

では副看護師長として務めさせていただき、函館病院では看護師長という役目を担い気の引き締まる思いです。師

長としての１年目の経験をこの函館病院で勤務できることを光栄に思っています。手術室への勤務は十数年ぶりで

あり、まだまだ戸惑ってばかりでは有りますが一日も早く職場に慣れるよう頑張りたいと思います。この１ヶ月間、手術室のスタッフと共に働き

感じた事は、函館病院の手術室スタッフは知識・技術・判断能力があり、何よりチームワークの良さを実感しています。スタッフが良い環境で

働けるという事は、手術・治療を受ける患者様が安心して身を任せられる環境である事へも直接関係します、この良い環境を維持し働きや

すい職場環境づくりに貢献していきたいと思っておりますので、宜しくお願いいたします。

中材・手術室看護師長　市 瀬　裕 治

　この度、国立病院機構弘前病院から異動となりました。北海道での勤務は初めてですので、赴任前はかなり緊張

しておりました。出身は八戸ですので、前赴任地の弘前では夏の蒸し暑さと雪の多さに戸惑いながらの勤務でした。

ここ函館は地元と同じ太平洋側であり、冬は寒さが厳しいようですが太陽の光を感じることができると聞き安堵して

おります。昨今医療を取り巻く環境は、高齢化や疾患の重症化に伴い年々厳しさ増すとともに、今後は地域との連携を意識したチームワー

ク医療が求められています。函館病院の役割と目標をしっかり理解・把握し病院や看護部の方針に従い、自分の役割とは何かを考え、地域

に連携した、チーム医療を考えた看護の提供を意識しながら、微力ながらでも貢献できるよう励んでいきたいと思っております。まだまだ分

からないことばかりで皆様へご迷惑をおかけするかと思いますが、ご指導のほどよろしくお願いいたします。

２階西病棟看護師長　向 谷 地　裕 美
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当院では心不全患者さんの治療のための

和温療法室が設置されています。
温度療法とは、元鹿児島大学教授（現和温療法研究所 所長）
の鄭 忠和先生が、心不全患者さんへの新しい治療法として開

発した療法です。当初は温熱療法と呼ばれていましたが、心身ともに和
（なご）み温（ぬく）もりのある療法であるとの意味で和温療法と名付け
られています。

　国立函館病院では、平成２６年３月より、土曜日も外科・消化器科の外来診療をはじめております。症状はある
が、平日になかなか通院できない方、土曜日に具合悪くなった方の診療を行います。
　腹痛・下痢・便秘・嘔吐・吐血・下血（便に血が混ざる）の症状がある方、また、食欲低下・倦怠感・脱水の症状の
ある方や、風邪以外の発熱の方も診察いたします。
　平日、検査に来ることができない方のために、胃カメラも実施します。なお、胃カメラは予約が必要です。

外科・消化器外来 土曜診療開始のお知らせ外科・消化器外来 土曜診療開始のお知らせ外科・消化器外来 土曜診療開始のお知らせ

・外科、消化器科のみ実施します。

・再診のご予約（受付時間 １４：００～１６：００）は。これまでどおり原則平日にてお願いします。

・症状はあるが、平日になかなか通院できない方、土曜日に具合悪くなった方の診療を行います。

・外傷につきましては、整形外科や二次当番病院等を受診下さい。

・薬の処方のみ希望の方は対応できません。

・マンモグラフィー検査（要予約）も実施します（２６年４月より）

毎週土曜日 ９：００-１７：００（外科・消化器科）
（１２：００-１３：００昼休み、受付は１６：３０まで）
予約不要（ただし、胃カメラについては予約が必要です）

■お問い合せ：国立函館病院 内科総合受付 TEL.０１３８（５１）６２８１（内線３５０）

診療
時間

和

の療法がより広く保険適応として行えるよう申請するのに先
立ち、現在は限られた施設で先進医療として治療の準備が進

められています。当院でも対象となる患者様の治療にむけて和温療法
室が設置されています。

こ

法は、温度が均等に調整された幹式低温サウナボックスに15
分ほど入り、その後30分ほどベッド上で安静にして保温しま

す。ほとんど身体への負荷はありませんので、極めて活動性の低い患
者さんでも治療を受けることができます。心不全患者さんが入浴をし
て良いのかについては十分な定説がありませんでしたが、和温療法に
関してはこれまでに多数の研究データにより安全かつ心不全の治療
効果にも優れていることが示されています。

方
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地域医療連携室からのお知らせ地域医療連携室からのお知らせ

●国立函館病院合同教育講座今後のお知らせ

●国立函館病院合同教育講座の報告

開催日時：平成２６年５月３１日（土）  １部 午後１５時００分から / ２部 午後１６時００分から　

「スライドセミナー（細胞診症例検討）」
開催場所は当院
臨床研究棟
視聴覚室です
病気に関する色々な

テーマをご用意しております。
どなたでも無料で
参加できますので

お気軽にご参加ください。

司会 ： 中村 圭一 先生（木古内町国民健康保険病院）

防衛医科大学校 第１内科循環器学講座　足立 健 教授
【平成２６年３月１４日（金）開催　参加人数４４名】

第２回 函館・東北病理カンファレンス第９５回

「肺血栓寒栓症（エコノミークラス症候群）の診断と治療」第９2回

北海道大学大学院医学研究科　生殖内分泌・腫瘍学分野　櫻木 範明 教授
【平成２６年３月２７日（木）開催　参加人数４５名】

「子宮体がんの最新の臨床と研究　Between Bedside and Bench」第９3回

国立病院機構函館病院緩和ケア認定看護師　高井 みゆき
【平成２６年４月２４日（木）開催　参加人数４６名】

「診療報酬改定に伴うSTAS-Jの導入について」

看護の日イベント
5月15日

看護の日イベント
5月15日

看護の日イベント
5月15日

第９4回

「神経内分泌腫瘍について」

「軟部腫瘍について」

座長 ： 池田    健 先生（函館五稜郭病院パソロジーセンター長）
演者 ： 笠島 敦子 先生（東北大学病院病理部助教）

座長 ： 木村 伯子 先生（国立病院機構函館病院病因病態研究室長）
演者 ： 渡辺 みか 先生（東北大学病院病理部副部長・准教授）

１
部

２
部 

教
育
講
座

　グルメシティ柏木店、深堀店で「健康相談」を実施し、血圧、血糖測
定と管理栄養士による栄養相談に約100名の方が参加されました。
参加者からは「日頃自分の体の悩みをゆっくりと話せる機会がなかっ
たからよかったわ」という声も聞かれました。来年も実施する予定で
すので是非ご参加下さい。
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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

平成26年5月19日

　寒い日が続きいつ春は来るのかと思っていたら、いつの間にか函館山の雪も溶け、五稜郭公園
の桜も咲き今年もちゃんと春がやってきました。３年ぶりに北海道へ戻ってきました。函館は８年ぶ
りの勤務となります。函館に転勤となる前は仙台に住んでいましたが、仙台では封印していた釣り
を函館で再開しようかと思っています。また、ちょっと休んでいた函館ハーフマラソンにも再挑戦し
ようかと思案しています。
　４月から本誌の編集に携わることになりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

診療科目

呼吸器科 午前
若林　　修 荒谷　義和

荒谷　義和
土曜日外来
外科・消化器
9：00～17：00
※予約不要

乳がん検診・
胃カメラは
要予約

※入院対応も
します

大原　正範

二宮　隆介

若林　　修

二宮　隆介

長谷川　大

中田　　進 大原　正範鈴木　晶子

第1 吉田　史彰
第3 本間　紀之長谷川　大

大原　正範

中田　　進中田　　進 中田　　進中田　　進中田　　進

中田　　進中田　　進 中田　　進中田　　進中田　　進

窪田　武浩
一

岩代　　望小室　一輝 大原　正範髙橋　　亮

窪田　武浩

山吹　　匠

林　　潤一林　　潤一 林　　潤一
林　　潤一
斉藤　明男林　　潤一

一木村　伯子 一一一

本間　　哲一 一一

鈴木　晶子鈴木　晶子一

一
伊藤　　匠
鈴木　晶子鈴木　晶子

一

一第2・第4火曜日
藤本　俊郎 一一一

一一
第2・第4火曜日
小葉末　洋子一一

林　　潤一林　　潤一 林　　潤一林　　潤一

担当医担当医 担当医担当医

林　　潤一

鈴木　晶子鈴木　晶子

担当医
村松　郁夫

竹山　　康竹山　　康

一

竹山　　康

小室　一輝

（手術日）

一一

一
窪田　武浩
（手術日）

竹山　　康
（手術日）

竹山　　康
（手術日）

（手術日）
窪田　武浩

一

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　　　　　

小室　一輝

第2・第4木曜日
乳がん検診
スキンケア外来
小室　一輝

一
（手術日）
紹介・急患は
対応します

松村　尚哉広瀬　尚徳

糖尿病内分泌外来
第2 廣田　則彦

広瀬　尚徳小室　　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。

午後は新患・予約患者のみの受付となります。

月曜日午後の診療以外につきましては、総合診療科にて対応いたします。

小室　　薫

一一 一一松村　尚哉

一一一一

一一

米澤　一也米澤　一也 心不全外来
米澤　一也

睡眠時無呼吸外来
米澤　一也

糖尿病内分泌外来
第2 廣田　則彦

ペースメーカー外来（隔週）
小室　　薫

安在　貞祐安在　貞祐

午前

午前

午前

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後
午前
午後
午前
午後

午前

午前

午前

午後

午後

午後

午後

午後

消化器科

循環器科

総合診療科

心臓血管外科

泌尿器科

放射線科

病理診断科

整形外科

婦人科

眼科（受付1：00～3：00）

※睡眠無呼吸外来・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「身体状態の緩和」、伊藤匠が「精神状態の緩和」を担当します。

外科
呼吸器外科

リンパ浮腫外科
（予約のみ）

女性総合外来
（予約のみ）

緩和ケア科
（予約のみ）

時間 月 火 水 木 金 土

編 集 後 記

事務部長　前田　好徳

〒041-8512

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

《発行所》
独立行政法人 国立病院機構 函館病院

函館市川原町18番16号
TEL 0138-51-6281
FAX 0138-51-6288
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