
ご あ い さ つ
国立病院機構函館病院

平成２7年6月

病　院　長 大 原　正 範
　平成２６年度は、独立行政法人となって１１年目に当たりましたが、

初めて黒字収支を計上することが出来ました。

　医療連携等で御協力頂いた道南の医療関係者の皆様に改めて感謝申

し上げます。平成２６年度は、国立病院機構の決算年度でもあり、目標達成したことにより過去債務が

なくなり新規投資の環境が整いました。一方、残念な報告があります。平成２５年の新規症例不足により、

がん診療連携拠点病院の更新許可がおりませんでした。平成２６年度は充足しているので、１年後に

復活することになっていますので、またよろしくお願いします。今年度の新規診療は、早朝マンモ検診・毎月

１回行うマンモサンデーや土・日・祝日もリハビリを継続することを４月から開始しました。秋から、歯科口腔

外科を開設します。また、消化器内科では消化器内視鏡・ピロリ除菌の国内第一人者が着任する予定です。

　今年もより一層地域医療に貢献できるよう職員一同努力していきたいと思っていますのでよろしく

お願いいたします。

国立病院広報誌 http://hnh-hosp.jp/国立病院広報誌 http://hnh-hosp.jp/
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循環器科医師

① 遺愛女子高等学校 　　　　平成１８年 ３月卒
② 弘前大学医学部 　　　　  平成２４年 ３月卒
③ 苫小牧市立病院
④ お菓子作り

髙橋　佑美

　４月より赴任しました髙橋 佑美と申します。北斗市出身なので函館で働くことが出来て嬉しいです。
函館およびその周辺地域の皆様のお役に立てるよう頑張ります。

初期臨床研修医

① 福島県立磐城高等学校　　平成２０年 ３月卒
② 福島県立医科大学医学部　平成２７年 ３月卒
③ 福島県立医科大学医学部
④ ピアノ・釣り・登山

金子　司

　４月から初期臨床研修医として勤務させて頂いている金子です。函館には祖父母がおり何度も
訪れていますが、実際に住むのは初めてです。少しでも早く皆様のお役に立てるよう、一生懸命
頑張りたいと思います。

看護の日２０１５イベント
「健康な日々を過ごすために」
　副看護師長会では、看護週間にあたり5月14日
にグルメシティ深掘、柏木店にて健康相談会を企
画開催致しました。地域住民の方と触れ合うこと
で健康への関心が高められることをねらいとして、
血圧測定・血糖測定・栄養相談・乳がん自己検診
の指導を行いました。天候にも恵まれ、両店舗で
１３９名の方にご来場いただきました。参加された
方には、普段気にはなっているが病院にかかる時間
のない方、普段から病院にかかっている方もいらっ
しゃいました。地域住民の方々が今後も健康に関
心を持てるような機会となったことを願います。
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看護部長 水澤　里美
　４月１日付で看護部長となりました水澤です。函館病院勤務は
４度目となります。仙台、花巻と東北で勤務し、久しぶりの地元と
なります。仙台で震災を経験し、すべての病院職員が団結して
事をなすことの強さと、人を思う気持ちの大切さを再認識しました。
これからはこの経験を活かして、函館病院の皆さまと共に、更なる信頼される病院を目指し努めて
いきたいと思います。よろしくお願い致します。

副看護部長 菅野　明美
　４月１日付で帯広病院より異動してまいりました副看護部長の
菅野です。西札幌病院附属看護学校卒業後、西札幌病院
（現：北海道医療センター）・北海道がんセンター・帯広病院と経て、
４施設目の勤務となります。健康まつりや各イベントを通し、地域に
根ざした病院に貢献できるよう努力していきますので、よろしくお願いいたします。

３西病棟看護師長 岡田　弥生
　４月１日付で北海道がんセンターより異動となり、３西病棟へ配置
となりました。函館病院へは附属看護学校卒業後入職し、１１年間
スタッフ、副看護師長として勤務させていただきました。昇任のため
東北へ異動後、看護学校５年間勤務させていただきました。
５年ぶりの函館病院ですが、職員の方 も々見知った方が多く、声をかけていただきとても嬉しく、今後の
励みと勇気をたくさんいただきました。微力ではありますが、函館病院への貢献に尽力して参りたい
と思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

臨床検査技師長 三嶋　秀幸
　４月１日付で北海道がんセンターより参りました臨床検査技師長
の三嶋です。この度の赴任で函館病院にお世話になるのは３度目
となり、また私が社会人としてスタートした愛着のある病院でも
あります。この４月には検体検査機器の総入れ替えが行われ、
これまで以上に検査結果が正確かつ迅速に報告できるようになりました。微力ではありますが、今までの
経験を生かして患者さんから信頼される臨床検査科、病院となるよう努力して行きたいと思います
のでよろしくお願い致します。
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栄養管理室長 大場　由貴

　４月１日付で帯広病院より赴任してまいりました、栄養管理室長
の大場です。旭川で5年、帯広で2年勤務し、今回の異動は函館
ということで、道南に住むのは初めてです。函館の街を楽しみ
ながら、過ごしたいと思います。函館病院の栄養管理室では、

多くのイベントが企画されていることで大変驚きました。これからも出来る限り継続していきたいと思
います。まだわからないことだらけで右往左往している状況ですが、職員の方々や患者様から色 な々
学びを得ながら成長していきたいと思っております。努力して参りますのでどうぞよろしくお願い致します。

企画課長 大間　透

　４月１日付けで国立病院機構弘前病院より異動して参りました
大間です。函館病院は経営企画室長・管理課長・企画課長として
７年間お世話になり、２年ぶり２回目の勤務です。当時の最大
約９億円の経常収支マイナスであった病院を平成２６年度黒字化

させた職員の皆様の努力に敬意を表したい。こうなると欲は広がり、３東病棟の開棟、老朽化した
病棟・外来治療棟の建て替えなど大風呂敷を広げたくなります。そのために健全経営に向けて
力添えができればと思っております。よろしくお願いいたします。

経営企画室長 上林　知之

　４月１日付けで北海道医療センターから参りました上林です。
４年ぶりの函館病院の勤務となります。前回は平成１７年から平成
２２年の６年間お世話になりました。当時は病棟改修工事の真っ只中
で１年間に２階病棟から４階病棟まで約３ヶ月のサイクルで病棟

引っ越しを繰り返しながらの工事でした。また、地域に当院を知って頂こうというイベント｢健康まつり｣
もその当時にスタートしました。着任してまだ１月足らずですが、以前より一段とパワーアップして、
職員が一丸となっていると感じているところです。
　２７年度の病院目標である、「健全経営の継続」達成に微力ではございますが精一杯がんばります
ので、みなさんよろしくお願いいたします。

4



国立函館病院
マンモグラフィー
  サタデー（土曜日）＆サンデー（日曜日）
土・日曜日及び平日早朝に当院で乳がん検診が受けられます

【お問い合せ・申し込み】
国立病院機構函館病院  函館市川原町１８番１６号  0１３８（５１）６２８１

マンモグラフィー検査は最新の機械にて、
女性技師が担当します。
●事前予約が必要です（定員になり次第締切）
●ご希望の方は下記へご連絡下さい
●当日は上半身が脱ぎやすい服装でお越し下さい
（ワンピース等は避けるようお願いします）

【検診内容】専門医による視触診＋マンモグラフィー

◆通常料金 ： ６，０００円
◆各市町村の無料クーポン券（２7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、かつ西暦で奇数年生まれの方は、 １，８００円  で受けられます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２７年度中） 
◆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。

実　施　日
毎週 土曜日&
　毎月 第３日曜日
毎週 火・金曜日は
　早朝（７時より）

料金について

5
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＊所定の願書がありますので、詳細についてはご連絡ください
  事前の病院見学も随時可能です
＊既卒者、現在休業中の方も応募下さい!!（必要時技術トレーニングいたします。）
＊詳細については下記までご連絡下さい。

問い合わせ先 ０１３８-５１-６２８１(代) 看護部長  水澤

平成２８年度採用看護師募集

採用試験日：平成２７年８月８日（土）
願書受付期間：平成２７年７月１日～７月３１日必着

土曜日診療のお知らせ
診 療 科 ：外科・消化器科
診療時間：9:00～17:00
症　   状：腹痛・下痢・嘔吐、食欲低下・倦怠感や
          　 風邪以外で発熱がある方等を診察します。
・ＣＴ検査(※入院/外来とも実施)
・胃カメラ
・乳がん検診（いずれも予約制）
　ただし、処方（お薬）のみの診療は行いません。

土曜日 ９：００-１７：００外来の診療時間 まで
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　相談支援室（がん相談支援センター）では、乳がん
患者さんを対象としたサポートグループ「おしゃべり
会」の開催に関するお手伝いをしております。平成22
年10月に発足し、今年の4月まで43回の定例会を開
催することができました。同じ経験をした患者さん方
が集まり、それぞれの経験を語り合い、生きる力を高めることを目的としております。
　今年度も、毎月第3水曜日に定例会を開催いたします。当院スタッフのミニ勉強会と語らいの時間
を軸に、年数回のイベントも計画しております。昨年度は春のお花見、さらには温泉ホテルご協力の
下、貸切温泉とランチの企画を開催することができました。今後も、少しでも患者さんの生活に役立
てていただけるよう、様々な内容を企画したいと考えております。お近くに参加希望の方がいらっしゃ
いましたら、お気軽にご相談下さい。他の病院へ通院している方も大歓迎です。

お問い合わせ先：０１３８－５１－０２２９（直通）
国立病院機構函館病院　相談支援室（がん相談支援センター）

活動報告

皮膚・排泄ケア認定看護師 大粒来　繭

「床ずれ」について
ご存じですか？

　みなさんは「床ずれ」という言葉を耳にしたこと
がありますか？「床ずれ」は、専門用語で「褥瘡
(じょくそう)」といいます。褥瘡は、寝る・座るなど
同じ姿勢で長く過ごす中で、自分の体重やからだ

が動くことで衣服や寝具などに肌がこすれ、肌がダメージを受けて赤くなったり傷ついたりすることです。
　ダメージを受けやすい肌には、乾燥肌、汗をかいて湿っている肌やおむつなどでむれてふやけている
肌などがあります。このような肌で、普段より寝返りを打つことや座りなおすことができない方などに
できやすいといわれています。
　褥瘡にならないようにするためには、日頃から肌の観察やお手入れ、自分で姿勢をかえられない方の
寝返りや座りなおしの手助けなどが必要となります。私たちは、みなさんが褥瘡にならないように、また今
褥瘡があってもこれから良くなるようアドバイスを行っています。
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はじめまして。私たちの会の名前は「おしゃべり会」です。

　おしゃべり会は、女性特有のがん（乳がん）の経験者が集まり、自らの経験談を語り合うことを通して、
生きる力を高めていけることを目的に設立されたサポートグループです。

おしゃべり会の目的

　私たちは、女性のシンボルのがんを患い、時に辛い経験をしてきました。体験者との交流や正しい
情報が、人生をよりよく生きるためのきっかけとなることを経験してきました。この経験を皆さんと
分かち合っていきたいと考えています。

参加者のメッセージ

おしゃべり会への参加者のご案内

女性特有のがん（乳がん）の経験者であれば、どなたでも参加できます。
他の病院で治療を受けている方も参加することができます。

１.おしゃべり会への参加を希望される方へ

当院で治療を受けている方は、医師、看護師、病院のスタッフに声を掛けてください。
また、電話でのご連絡、お問い合せもお受けしています。（0138-51-0229）
相談支援室の相談員が、おしゃべり会についてご説明いたします。
当日直接会場に来ていただいて参加することもできます。

２.参加方法

安心して参加していただくために…
○参加者のプライバシーは保護されており、内容が他人に漏洩されることはありません。
○食品・薬品・医療器具などの営業行為、宗教勧誘をされる方の参加は固くお断りしています。
○医療相談はお受けできません。

活動内容

◎会場：函館病院２階 談話室
◎開催日：毎月第３水曜日
※イベントについては、その都度日時をご案内します。
◎スケジュール：１４時スタート、１５時３０分終了（１時間３０分）
◎内容：勉強会（３０分）・例会（ミーティング）

①定例会（ミーティング）：年９回

乳がん認定看護師、薬剤師、リンパ浮腫看護師、管理栄養士、
医療ソーシャルワーカーによる勉強会を行っています。

②勉強会：年６回

五稜郭公園でのお花見、貸し切り温泉入浴ランチ会、クリスマス会
③イベント
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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

講師：恵佑会札幌病院　歯科口腔外科　上田　倫弘　主任部長
開催日時：平成２7年2月20日（金）　　　  　【参加人数 48名】

「口腔がんの診断・治療　－医科、歯科の連携－」第98回

講師：北海道大学病院　光学医療診療部　加藤　元嗣　准教授
開催日時：平成２7年2月23日（月）　　　  　【参加人数 ６３名】

「わが国で進む胃癌予防」第99回

講師：相模原中央病院副院長・外科部長　戸倉　夏木　先生
開催日時：平成２7年3月5日（木）　　　  　  【参加人数 ４２名】

「がん疼痛治療法の進歩 －最近１０年間の変遷－」第100回

講師：北海道大学医学研究科 消化器外科学分野Ⅱ 平野 聡 教授
開催日時：平成２7年3月9日（月）　　  　  　【参加人数 ４７名】

「膵がん よもやま話 ＩＴ時代の情報戦略」第101回

講師：札幌医科大学 医学部放射線医学講座　坂田  耕一　教授
開催日時：平成２7年3月13日（金）　　  　　【参加人数 ５０名】

「高齢者の癌治療や緩和目的での放射線治療」第102回

講師：北海道大学医学研究科 呼吸器内科学分野 西村 正治 教授

「息切れとはひとつの感覚だろうか」第103回

講師：福島県立医科大学　呼吸器内科学講座　棟方　充　教授
開催日時：平成２7年4月24日（金）　　  　  【参加人数 ４５名】

「私の考える「病気」、私の考える「医学と医療」」
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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27年6月1日

　４月下旬から５月初旬にかけて全国的に気温が高めに推移し、暖かい日が続きました。桜も例年に比べ
て開花が早く、函館の桜もゴールデンウィーク前に満開日を迎えたようです。私は知らなかったのですが、
五稜郭公園には屋台は出ないけれど、函館公園には屋台が出るとの話を耳にし、見に行きましたら本当で
した。
　さて、４月は人事異動の時期で、本号でもご紹介したとおり各職場で職員の交替がありました。また、紙
面では新規採用職員のご紹介は出来ませんでしたが、今年は看護師や理学療法士など病院全体では３０
名ほど採用しています。新人職員は緊張の面持ちのなか、しっかりと仕事に取り組んでいます。今年度も
職員一丸となり病院運営に当たりますので、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

若林　　修長谷川　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

身体症状の緩和
（鈴木　晶子）

身体症状の緩和
（鈴木　晶子）一

一
精神症状の緩和

（伊藤　 匡・鈴木　晶子）

身体症状の緩和
（鈴木　晶子） 身体症状の緩和

（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木曜日
小葉松　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

身体症状の緩和
（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

中田　　進中田　　進 中田　　進中田　　進

松村　尚哉

一一一一

一一

中田　　進

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）

※予約外来(睡眠時無呼吸外来・リンパ浮腫外来・スキンケア外来・禁煙外来・セカンドオピニオン外来・緩和ケア科【身体症状の緩和、精神症状の緩和】)
　につきましては医事外来係へお問い合わせ願います。※病理診断科につきましては主治医をとおしての受付となります。
※乳がん検診につきましては午前７時からも実施しております（火曜・金曜のみ  要予約）

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

毎月第３・
日曜日

乳がん検診
（要予約）

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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