
ご あ い さ つ
国立病院機構函館病院

・ 日本内科学会認定内科医・指導医
・ 日本循環器学会認定循環器専門医
・ 日本心血管インターベンション治療学会認定医・専門医・指導医

平成２６年9月

特命副院長 （循環器科）安 在　貞 祐

　いつも大変お世話になりまして、まことにありがとうございます。平成26年8月1日付で特命副院長に就

任いたしましたので、ごあいさつ申し上げます。

　平成2年6月当院循環器科に赴任して以来、主として循環器疾患の救急集中治療、心血管カテーテ

ル治療等に従事してまいりましたが、これからは実地診療を継続しつつ、微力ながら院長、副院長を補

佐していきたいと思っております。当院は、地域がん診療連携拠点病院、北海道地方循環器病センター

に認定されています。道南医療圏におけるがんおよび循環器疾患診療の中核病院として、地域の医療

機関の皆様方と密接に連携し、より良質な医療を提供できるよう一層努力する所存です。今後ともご指

導のほどよろしくお願い申し上げます。

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

第
平成26年9月発行

号45

1



消
化
器
外
科

外科医長

●腹腔鏡(補助)下手術とは

・ 外科専門医
・ 消化器外科専門医
・ 消化器がん外科治療認定医
・ がん治療認定医

高橋　亮

　当院では以前より行っている手術法ですが、お腹に穴を開けて、カメラと腹腔鏡用の手術
器具を用いてテレビモニタを見ながら行う手術法です。胆嚢摘出術で始まり、現在は各種癌
にも行われています。傷が小さくてすむため、体への負担や
痛みが少ない手術法です。癒着もしづらいため、腸閉塞にも
なりづらいと言われています。
　操作性が悪く、開腹手術より手術時間がやや長くなる傾向
がありますが、従来法では見えづらい場所もカメラなら入り
込むこともできますし、近づいて大きく写して細かく見ること
も可能で、これは大きな利点です。
　画像も綺麗(フルハイビジョン画像)になり、機器の進歩
で、止血も容易になりました。

●大腸癌と腹腔鏡下手術
　大腸癌は、新たな抗癌剤も開発されてきてはいますが、根治を目指せるものは、切って取
る内視鏡(大腸カメラ)下切除と手術のみです。癌は、まず近くのリンパ節に飛んで行く（転
移）と言われているので、その可能性があるものと大腸カメラで取れないものは手術になり
ます。腸とともに周りのリンパ節を取ってくるのが、癌の手術です。当院では進行癌も含め
て、腹腔鏡(補助)下手術で行っています。お臍と他2～４ヶ所に穴を開けて手術を行い、お臍
の傷を少し広げて腸を取り出します。お臍の傷は比較的目立たなくなりますので、美容的に
も優れています。
　お尻に近い大腸にできる直腸癌は、開腹術では見えづらかった腸の背中側や肛門に近い
位置も、腹腔鏡でよく見えるようになりました。放射線科とも連携し、放射線治療や抗癌剤
を、手術の前後に組み合わせた集学的治療も行っています。

詳しくは外科、消化器科外来にお問い合わせ下さい。
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緩
和
ケ
ア
科●緩和ケアって何？

・ 消化器病専門医
・ 消化器内視鏡専門医
・ 内科認定医

緩和ケア科医長 鈴木　晶子

　緩和ケアはがん患者・家族が何か困ったことが生じたとき必要な科です。それは、痛みだけではなく吐き気や
食欲不振、倦怠感などの症状や、どこに相談してよいのかわからない問題、例えば不安に感じている家族の悩み
や日常生活の問題など多枝にわたります。困ったときに相談できる医療者がいることで、安心できることもあるか
と思います。
　患者さんの苦痛や不安、悩みは様々であり、医師一人ではすべてに対応することは困難でチームで患者さん
を支えます。また、主治医と協力して苦痛症状をみていきます。当院の特徴として他院通院中のがん患者さんの
症状緩和（主に疼痛コントロール）も行っております。

　緩和ケアが日本で初めて紹介されたときの印象、即ちホスピスでの死に行く人へのケア（がん終末期患者のケ
ア）の印象が今でも根強く残っています。実は緩和ケアはがんと診断されたときから受ける事ができ、推奨されて
います。化学療法中の副作用で困ったこともあると思います。しか
し、緩和ケア＝がん終末期＝死を待つだけというイメージが払拭さ
れないため、緩和ケアを受診される方は少ない現状にあります。

　７月下旬の暑い日に緩和ケアチーム管理栄養士の提案で、食事
量が減少している患者さんにかき氷イベントを開催しました。その
風景が右の写真です。

●緩和ケアの認知度

ホスピス緩和ケア週間のご案内

平成26年10月6日（月）から10日（金）

　今は2人に1人ががんとなり、３人に1人ががんで亡くなる時代です。苦痛を我慢して過ごす時間も苦痛を和ら
げて日常生活を楽に過ごす時間もどちらも同じ大切な時間です。緩和ケア科へ紹介される多くの方は、かなり苦
痛を我慢されてからしぶしぶ受診されます。望んだ受診ではなく、緩和ケアに対する誤解などから不満もあり、信
頼関係を築くことが難しく症状コントロールも悪くなります。緩和ケアの認知度は低く、一般市民を対象としたア
ンケートの報告では緩和ケアという言葉のみを知っている方は33.7％で、緩和ケアの言葉・内容とも知っている
方は19.9％という結果のようです（orange balloon project report）。
　はやく緩和ケアが人々に正しく認識され、多くのがん患者さんができる限り苦痛なく過ごすことができるように
なることを望んでいます。

上記期間中の午後２時から午後３時まで、相談コーナーを設置し緩和ケア相談を行います。
がん患者さんやそのご家族などお困りなことがございましたら、相談にいらしてください。

夏のかき氷イベントの風景
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国立函館病院

健康まつり2014
国立函館病院

健康まつり2014
国立函館病院

～ 地域の皆様と健康を楽しく学ぶ ～
健康まつり2014
日 時

講話･アトラクションコーナー

9月21日(日)
09：20

10：00

総合案内開始
健康チェックコーナー、お茶の力抽選

☆講話１ 「和温療法について」～乾式低温サウナ療法
による安全で快適な心・血管系の治療～

☆講話2 「座ってできるリハビリ体操」

☆講話3 「乳がんについて」
☆ミニコンサート 金管五重奏
（出演：Orchestre D'Harmonie 函館ドルフィンズ）

健康チェックコーナー
◎血管年齢測定
◎動脈硬化チェック
◎骨密度測定
◎肺年齢測定

◎メタボチェック

（午前15名、午後15名）
（午前50名、午後50名）
（午前50名、午後50名）
（午前15名、午後15名）

上記は抽選により定員になり次第、〆切とします。
抽選時間（午前の部9:20～、午後の部12:20～）

12：20 体験コーナーチケット配布開始
健康チェックコーナー、お茶の力抽選

13：00 講話3
14：00 ミニコンサート 金管五重奏
14：30 各コーナー受付終了
15：00 閉会式

開会式
各コーナーイベント開始

10：30 講話１

11：30 講話2

糖尿病コーナー

体験コーナー

血糖自己測定、フットケア、
看護師の生活相談

◎レントゲン機器見学（３０名程度）
　12:00より総合受付にてチケット配布開始、先着順。
◎ＢＬＳ体験
　～心肺蘇生とＡＥＤ取扱いの体験～

パンの店オリーブ出店 正面玄関

入院患者さんの増加のため看護師募集中

主催/国立病院機構函館病院
　 地域がん診療連携拠点病院北海道地方循環器病センター
お問合せ/TEL:0138-51-6281 内線230・246(担当：髙崎、小林)

主催/国立病院機構函館病院
　 地域がん診療連携拠点病院北海道地方循環器病センター
お問合せ/TEL:0138-51-6281 内線230・246(担当：髙崎、小林)

※プログラムは今後、変更することがあります。予めご了承ください。※プログラムは今後、変更することがあります。予めご了承ください。

（障がい者就労支援事業所）

相談コーナー
◎医師による「健康相談」
◎薬剤師による「おくすり相談」
◎管理栄養士による「栄養相談」

お茶の力
抹茶の成分、体に良いと知ってはいるがどんな働きが！
抹茶を飲みながら聞いていただきます。

午前の部 １１：００～／午後の部 １３：４５～

パネルコーナー ◎各種病気や医学の話題

展示コーナー
◎国立ギャラリー（地域の皆様、職員の作品展示）
◎パンフレット各種
◎健康食品等の展示、試供品配布

認定看護師コーナー
家庭でできるスキンケア

～皮膚トラブルはなぜ起こるのか？～

抽選時間（午前の部9:20～、午後の部12:20～）
正面玄関抽選会場にて抽選（午前9名、午後9名）

ちびっこ写真館
みんなで看護師になろう！ 
白衣で写真撮影できるよ！
（身長120cmくらいまでのお子様が対象）
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国立函館病院マンモグラフィーサンデーのお知らせ国立函館病院マンモグラフィーサンデーのお知らせ

ホスピス緩和ケア週間のお知らせホスピス緩和ケア週間のお知らせ
どなたでも参加できます。 参加申込・費用は不要です。

緩和ケアってなあに？
ポスター掲示

緩和ケアってなあに？
ポスター掲示

看護師による相談コーナー看護師による相談コーナー

～緩和ケアってこんなことをしています～

（14：00～15：00）
緩和ケアに関する質問や相談などに対応いたします。
（医師、薬剤師、管理栄養士、医療相談員への質問も受け付けております）医師・看護師・薬剤師・管理栄養士

医療相談員・理学療法士がわかりやすく解説 ＊時間帯に不都合がございましたら、事前にご相談下さい。

２０１４年１０月１９日（日）

ご希望の方は事前予約が必要になりますので下記へご連絡下さい。
国立病院機構函館病院 ０１３８-５１-６２８１ 担当：外来係長（内線３１７）

　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。特に平日は時間がとれなくてなかなか乳がん検診を受けられない方は、是非こ
の機会に乳がん検診を受けましょう！（定員になり次第締切ります。早めのご予約をお願いいたします。）
　また、今年度は平成２７年２月２２日にもマンモグラフィーサンデーを実施する予定です。ぜひご利用
下さい。

　１０月５日から１１日は「ホスピス緩和ケア週間」です。当院の緩和ケアチームでは、緩和ケアにつ
いてより多くの方に知ってもらおうと様々な活動を行っており、今年で３回目となります。
今年度も下記のように企画致しました。緩和ケアに関するパンフレット等も多数用意しておりますの
で緩和ケアのシンボルであるオレンジバルーンを目印に気軽にお立ち寄りください。

日時 ： 平成２６年１０月６日（月）～１０日（金）１４：００～１５：００

場所 ： 国立病院機構函館病院　１階外来ドーム（緩和ケア相談コーナー）

お問い合わせ先 ： 国立病院機構函館病院 地域医療連携室　０１３８-５１-３８７６

◆通常料金 ： ６，０００円

◆各市町村の無料クーポン券（２６年度分）をご利用いただけます。

◆函館市にお住まいで、受診時点で満４０歳以上、かつ西暦で偶数年生まれの方は、 １，８００円  で受けられます。
◆函館市のほか、北斗市・七飯町・福島町・松前町・奥尻町・江差町・乙部町にお住まいの方も年齢により助成制度の
　適用がありますので、詳しくは、各市町村にお問い合せ下さい。
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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）」
司会 ： 中村 圭一 先生（木古内町国民健康保険病院）

【参加人数 34名】

第２回 函館・東北病理カンファレンス第９５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

平成２７年４月採用
看護師２次募集

詳細については下記までご連絡下さい。

既卒者、現在休業中の方も応募下さい!!

０１３８-５１-６２８１ 看護部長

試験日：９月２９日（月）
（必要時技術トレーニングいたします。）
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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【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9月16日

　本号でご紹介しましたが、８回目となる「国立函館病院健康まつり」を９月２１日（日）に開催しま
す。様々な催し物を計画しています。お気軽にご参加下さい。お待ちしています。
　さて、皆様はご自身の健康のために何か取り組んでいることはありますでしょうか。私はランニ
ングです。でも、ここ数年参加している北海道マラソンは８月末に行われ、走り終わった後は体重が
減少し、筋肉痛に悩まされるのですが、果たしてこれは健康に良いと言えるのかと思ったりもして
います。それはさておき、９月に入り日一日と日暮れが早まり、気温も下がってきています。時節柄、
くれぐれもご自愛下さい。

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

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

一一 一一

松村　尚哉

一一一一

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「身体状態の緩和」、伊藤匠が「精神状態の緩和」を担当します。
※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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