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【専門外来】（予約外来）・睡眠時無呼吸外来（毎週水曜日午後）・リンパ浮腫外来（毎週火曜日）・スキンケア外来（毎週木曜日午後）
　　　               　　　　・セカンドオピニオン外来(随時) 　　   ・乳がん検診(毎週火曜日・第１・３・４・５金曜日・第２・４木曜日)
　　　　　　　　　　　　＊予約外来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。
　　　　　　（一般受付）【循環器科】・心不全外来　・ペースメーカー外来（隔週）　【消化器内科】・便秘外来
　　　　　　　　　　　　＊乳がん検診につきましては第2火曜は午前7時（要予約）から、第2木曜は午後6時まで（要予約）実施しております。

《発行所》
独立行政法人 国立病院機構 函館病院

地域医療連携室　直通 TEL 0138-51-3876
　　　　　　　　直通 FAX 0120-750-766
　　　　　　　　連携室は直通電話をご利用ください。

〒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/

国立病院機構 函館病院 外来診療担当表 令和2年12月1日

【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

乳がん検診
（要予約）

乳がん検診
（要予約）

外科

午前 岩代　　望小室　一輝 大原　正範高橋　　亮
鈴置　真人
大原　正範

午後 乳がん検診
（15：00～）

第２・第４木曜日
乳がん検診
（14:00～）
スキンケア外来
小室　一輝

乳がん検診
（15:00～）

第1・3・4・5 小室　第2 岩代

大高　和人
（受付 13:00～15:00）

一

水沼　謙一(偶数週)
（受付 13:00～15:00）

溝田　知子(奇数週)
（受付 13:00～15:00）

午前

午後皮膚科
真鍋　　公
（往診日）

（往診日）
（往診日）

真鍋　　公
真鍋　　公

真鍋　　公
真鍋　　公

真鍋　　公
（手術日）

歯科口腔外科
午前
午後

白石　剛士
白石　剛士

白石　剛士
（手術日）

白石　剛士
白石　剛士

白石　剛士
白石　剛士

白石　剛士
白石　剛士

午後 一 第１・第３木曜日
伊藤　　匡一一 一緩和ケア科（予約のみ）

眼科
午後 本間　　哲

（受付 13:00～15:00）一 一一一

一一江藤　悠美子一江藤　悠美子午前

一
一

一午前

午後 一一 第２・第４木曜日
出張医一一婦人科外来

（予約のみ）

整形外科 一一一一
午前 一
午後 村松　郁夫

午後病理診断科 一一 一木村　伯子一

午後リハビリテーション科 一渡部　一郎 渡部　一郎一

放射線科

午前 林　　潤一林　　潤一 林　　潤一林　　潤一 林　　潤一

午後
新患は紹介予約患者のみの受付となります。

林　　潤一
斉藤　明男 林　　潤一林　　潤一林　　潤一林　　潤一

午前

午後
泌尿器科 

竹山　　康竹山　　康 竹山　　康
竹山　　康竹山　　康 竹山　　康

竹山　　康
（手術日）

竹山　　康
（手術日）

午前
午後心臓血管外科

窪田　武浩
一

窪田　武浩（手術日）
窪田　武浩

窪田　武浩
（手術日） （手術日）

午前
午後 一小室　一輝 一一一リンパ浮腫外来

（予約のみ）

循環器科

午前
米澤　一也米澤　一也 心不全外来

米澤　一也

胃もたれ・
腹部膨満感外来
水島　　健

安在　貞祐安在　貞祐

川上　　慧今川　正吾 安在　貞祐津田　正哉島津　　香

午後

午後診療は予約急患のみの受付となります。

午後診療は予約患者のみの受付となります。

金曜日は午前11時までの受付となります。

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。

一一 一 睡眠時無呼吸外来
米澤　一也

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来(隔週)
津田　正哉

便秘外来
水島　　健

消化器内科
便秘外来
津田　桃子
ピロリ菌専門外来
（完全予約制）
加藤　元嗣

一 一

一 一一

午後

午前 久保　公利

加藤　元嗣
米谷　則重

加藤　元嗣
松田　宗一郎

津田　桃子
水島　　健

津田　桃子
久保　公利

ピロリ菌専門外来
（完全予約制）
加藤　元嗣

呼吸器科 午前 髙橋　　歩 髙橋　　歩大橋　洋介 千葉　　葵 千葉　　葵
大橋　洋介

診療科目 時間 月 火 水 木 金 土 日

形成外科 午前
登　　有紀 登　　有紀 登　　有紀登　　有紀一

ご あ い さ つ
国立病院機構函館病院  病院長 加 藤　元 嗣

　全国的に新型コロナウイルスの感染者が増加してきており、2月以降は比較的
感染が落ち着いていた函館でも急に感染者が増えてきています。第一波の時点
よりはCOVID-19についての知見が増えていますので、単に恐れるだけではなく
正しい予防法を守って、一人一人が新型コロナに立ち向かうしかありません。
　さて、本年8月18日に国立八雲病院から重症心身障がい者（筋ジストロフィー
患者を含む）55名が当院の新しい重症心身障がい者病棟に移ってきました。新型コロナ禍の中でしたが、細心の注意
を払って無事に患者搬送が終了しました。移転を延期すべきとの意見もありましたが、結果的には北海道の感染者が
落ち着いていた時期に移転できて良かったと思います。
　重症心身障がい者と筋ジストロフィー患者の国立八雲病院から北海道医療センターと当院への機能移転について
は、平成27年6月に基本構想が公表されています。移転計画は10年以上前から患者団体などの要望から検討されて
きており、将来の新たな展開として、患者の高齢化に伴う生活習慣病等への対応、療養環境の改善などが考慮されて
きました。その結果、当院は急性期から慢性期まで対応できる地域の拠点となる医療機関に改めて位置づけられた
ことになります。
　今回の機能移転に伴い、国立八雲病院から新たな40名の職員を迎え入れています。看護師24名、事務1名、
営繕手1名、療養介助員11名、児童指導員1名、保育士1名、洗濯夫1名（非常勤）です。当院は道南地区のセイフ
ティーネットとしての新たな役割を担うこととなりましたので、これまで以上に地域医療への貢献度が高まることとなり
ます。職員が一丸となって、地域医療を支えて行く覚悟ですので、新たな国立函館病院にどうぞご期待下さい。

令和2年12月

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
令和2年12月発行

号52



92

｢公立病院を取り巻く最近の動向｣　

令和2年9月25日（金）　参加人数　27名
講師：全国自治体病院協議会　会長
　　　小熊　豊　先生

第163回

｢心筋症診療の最前線｣

令和2年10月2日（金）　参加人数　26名
講師：北海道大学大学院医学研究院
　　　循環病態内科学　准教授
　　　永井　利幸　准教授

第164回

｢今日のウィルス肝炎診療：
　　with Corona対策を含めて｣
令和2年10月14日（水）　参加人数　38名
講師：北海道大学大学院医学研究院
　　　内科学講座消化器内科学分野　教授
　　　坂本　直哉　教授

第165回

｢自己免疫性胃炎の組織学的特徴と
　　　　　　　　　Hｐ胃炎との違い｣　
令和2年10月27日（火）　参加人数　28名
講師：新潟大学　名誉教授
　　　渡辺　英伸　名誉教授

第166回
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①
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務
地

① 苫小牧東高校
② 北海道大学医学部
③ 高橋病院（老健施設 ゆとりろ）
④ 軽いスポーツ（ゴルフ、スキー、卓球など）

　この6月に検査科長を拝命しました。北大を卒業後
定年退職するまで、札幌や岡山の大学で細菌の研究
をしてきました。退職後２年間は、岡山で民間の医療

学園の理事・校長をしその後、温泉と美味しい海産物等を楽しもうと函館に来ま
した。市役所や警察署の産業医の他、老健施設に勤務しましたが、今後はこれら
の経験を活かし、本病院の発展に貢献したいと思っていますので、どうぞ宜しく
お願い致します。

小熊　惠二臨床検査科長

① 兵庫県立神戸高校
② 岡山大学医学部
③ 国立病院機構神戸医療センター
④ リコーダーアンサンブル・読書

　この度、当院検査科長の小熊先生のご紹介で、兵庫
県神戸市の国立病院機構病院から転勤してまいりま
した。前任地では、高齢者の手術や重症心身症を含

む症候性疾患の側弯症手術の麻酔を主にかけておりました。函館で働けることに
感謝しながら、各科の先生方、各職種の方々と連携し、より安全な周術期医療に
むけて微力を尽くしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

石川　麻子麻酔科部長

① 京都教育大学附属高等学校
② 旭川医科大学
③ 宇治徳洲会病院
④ ピアノ

　7月より形成外科および麻酔科で勤務させていただ
いております登有紀と申します。大学卒業後は京都
の病院で初期研修・専修医を終え、縁あって函館へ

やってきました。研修医時代に学んだ救急診療の重要性を忘れないよう自己研鑽
のために外傷初期診療や小児救急初療のインストラクターもしています。形成外
科は新設なのでまだ認知度も定着していませんが、皆様のお役に立てるよう努め
て参りますので宜しくお願い致します。

登　　有紀形成外科医師
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「私の臨床応用研究～ボツリヌス菌、
　　ピロリ菌、ロタウイルス等に関して～｣
令和2年6月19日（金）　参加人数　50名
講師：国立病院機構函館病院
　　　臨床検査科長
　　　小熊　惠二　先生

第159回

｢都心の病院（慶應病院）における
　　　　　　　コロナ感染症への対応｣
令和2年6月26日（金）　　参加人数　57名
講師：慶應義塾大学医学部
　　　外科学（呼吸器）教授
　　　浅村　尚生　教授

第160回

｢ヘリコバクターピロリ除菌時代の
　　　　　　　　胃癌スクリーニング｣
令和2年8月28日（金）　参加人数　38名
講師：北海道大学病院
　　　消化器内科　講師
　　　小野　尚子　先生

第161回

｢最新のガイドラインに基づいた
　　　　　　　心不全診療のポイント｣
令和2年9月15日（火）　参加人数　38名
講師：北海道大学大学院医学研究院
　　　循環病態内科学分野　教授
　　　安斉　俊久　教授

第162回
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① 札幌旭丘高校
② 岩手医科大学
③ NTT東日本札幌病院
④ サッカー

　10月より消化器内科に勤務をさせて頂いております
水島と申します。15年以上、早期消化管がんに対し
て内視鏡手術を行ってきましたが、今回は加藤院長

のもとで、機能性消化管疾患を学びたく函館病院を希望させて頂きました。地域
医療にも貢献していきたいと思っております。宜しくお願いします。

水島　　健消化器科医師

① 福島県立安積女子高等学校 
② 山形大学
③ 湘南厚木病院
④ 音楽鑑賞、カラオケ、スポーツ観戦（野球）

　この度、当院にて初期研修をさせていただくこと
となりました相馬美月と申します。北海道、特に函
館は以前から私にとってとても魅力的な地でした。

函館に来て、この病院で働かせていただけることをとても光栄に思っております。
上級医の先生から教えていただいた知識や手技、考え方など一つ一つを大切に
し、自分のものにできるように精一杯努力して参りたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。

相馬　美月初期臨床研修医
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　平成30年5月より病棟新築及び既存等改修工事が着手となり、この度
令和2年6月30日に完成、8月18日患者移転、9月1日機能移転となりまし
たので経緯・概要を報告いたします。

　新築された重症心身障がい児（者）病棟は、2階建てで旧看護学校
跡地に建築しましたが、旧看護学校跡地は既存建物より低地であり高低
差があるため、既存建物である病院1階と新病棟の2階が渡り廊下で
つながる構造となりました。

　八雲病院から移転された機能は重症心身障がい病床の一部60床で、
函館病院の病床数は365床となりました。

　病棟には4床の併設型短期入所室、特別支援学校の訪問教育に対応
する訪問教室が設けられ、2階管理部門には会議室、更衣室、仮眠室が
整備されました。
　これまで北海道の道南地域には重症心身障がい児（者）が利用できる
療養介護施設や医療的ケアが必要な方の短期入所施設はなかったこと
から、在宅患者家族からも期待を寄せられています。

○ 機能移転後の函館病院概要
　  病床規模 365床（一般300床、結核5床、重症心身障がい60床）
　 短期入所（併設型） 4床
　 診療科 27療科
　 　内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科
　 　外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科
　 　呼吸器外科、心臓血管外科、泌尿器科、産婦人科、眼科
　 　放射線科、リハビリテーション科、腫瘍内科、緩和ケア科
　 　麻酔科、病理診断科、放射線治療科、皮膚科、歯科口腔外科
　 　臨床検査科、総合診療科

新
任
役
職
者
の
紹
介

地域連携室師長

　8月18日付で八雲病院から異動して参りました柳町と申します。
　八雲病院の機能移転では、皆様にご協力頂きまして本当に
ありがとうございました。
　看護学校を卒業後、平成17年より13年間看護師として育て
ていただいた函館病院でまた働くことができまして大変嬉
しく思っています。看護師長は2年目であり未熟ではあります
が、育てていただいた函館病院と地域の皆様のお役に立てる
ように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い致し
ます。

柳町　友里

３東病棟師長

　10月１日付けで宮城病院から異動して参りました看護師長
大橋です。
　私の出身は福島県であり、北海道での勤務は環境が大きく
変化し戸惑いながらも１ヶ月経過しようとしております。
今回転勤は２度目となりますが、宮城病院では重症心身障
がい児病棟、仙台医療センターでは消化器科・泌尿器科・
神経内科・血液内科での勤務があり、今までの経験を活か
し、函館病院に貢献できるよう頑張りたいと思っており
ます。どうぞよろしくお願い致します。

大橋　絵美

重症心身障がい者病棟師長

　8月より、国立八雲病院から移転とともに異動して参りま
した。6年ぶりの函館病院ですが、電カル導入やシステム変更
などで戸惑うことも多く、皆様にご迷惑をおかけすることが
あると思います。
　また、重症心身障がい者病棟は、八雲病院の３つの病棟
から患者さんが集まり、6つの病棟から職員が集まっている
ため、まだまだ体制が整っておりません。今後も皆様の力を
お借りしながら、より良い病棟づくりに努めて参りますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤　とし子

 中材・手術室師長

　10月1日より中材・手術室師長になりました伊藤です。
　この手術室は新卒で配属となった場所であり、その後病棟
を経験し、13年ぶりに戻ってきました。患者さまに安心で
安全な周手術期看護を提供できるよう先生方やスタッフと
共に協力していきたいと思います。また、乳がん看護認定
看護師としての活動も継続しています。これから管理者と
して一つひとつ学んで行きたいと思いますのでよろしく
お願いします。

伊藤　みずえ
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八雲病院の機能移転が完了しました

　今回の機能移転に当たって、まずは、八雲病院への入院患者の皆様の
北海道医療センター、函館病院及び帯広病院への移送について、北海道
警察、近隣医療機関他の皆様の多大なる御協力をいただき、安全に実施
することが出来ましたことに厚く御礼申し上げます。また、機能移転に
係るその他の調整等におきましても、患者団体や地元自治体等の皆様に
御理解及び御協力をいただき、心から感謝を申し上げます。
　これまで、八雲病院は、筋ジストロフィーや重症心身障がいといった
他では必ずしも実施されていないセーフティネット分野の医療に貢献
してまいりました。機能移転後の函館病院においても、従前の地域医療
への貢献に加えて、引き続き、関係自治体等とも協力しつつ、これら
セーフティネット分野の医療に貢献できるよう努めてまいります。

　平成27年5月に国立病院機構八雲病院の機能を北海道医療センターと
函館病院に移転する基本構想が決定し、平成30年5月に函館病院の医療
機能である「循環器病、がん、呼吸器疾患等」に、新たに「重症心身
障がい」を加え、急性期から慢性期、セーフティネット分野にわたる
専門的な医療を担うこととする基本計画が公表され、本部・北海道東北
グループ等と連携し諸作業が進められていました。　

当院形成外科の取り組み

形成外科医師　登　有紀
　

　“形成外科”という言葉に、みなさんは
どのようなイメージを持たれているでしょ
うか。何をする科なのかよくわからない
という方も多いかもしれません。今回この
ような機会をいただきましたので、形成外
科診療に関して少しお話したいと思います。
　形成外科とは、身体のあらゆる部位の形
態異常に対して機能性および整容性の改善
を目指して治療を行う外科系診療科です。
具体的には、やけど、骨折を含む顔面外傷、難治性潰瘍、瘢痕やケロイド、皮膚・皮下腫
瘍、眼瞼下垂、口唇裂等の先天異常、など対象疾患は多岐にわたります。他診療科とオー
バーラップする部分もあるので地域や施設により多少守備範囲は変わってきますが、基本
的に体表面に気になるところがあればご相談いただいてかまいません。形成外科での治療
は手術療法が主体となります。熱傷や外傷、悪性腫瘍のように手術が絶対適応である場合
もあれば、より早くよりきれいに治療するために手術が望ましいこともあります。もち
ろん外用薬などでの局所治療も重要ですので、状況に応じてこれらを組み合わせて患者様
の希望やライフスタイルに合わせた治療を行います。健やかに美しく生きるためのお手
伝いをするのが我々の仕事です。
　治療手段として今年新たに当院で導入されたのが高気圧酸素療法です。これは高濃度の
酸素を体内に取り込ませる治療法で、末梢の循環を改善する効果があります。形成外科
領域では難治性潰瘍や褥瘡、切断指などの治療に高い効果を発揮します。特に指尖部切断
の治療には非常に有効であり、外傷症例の多かった前任地では切断指再接着後の全例に
施行していました。既存の治療に加えて高気圧酸素療法を併用することで治療成績の向上
が見込めます。
　当科では、しみ・しわ・たるみといったお悩みにも対応致します。この度、自費診療と
してPelleve（ペレベ）を導入致しました。痛みを伴わずダウンタイムもない施術で、
小じわや皮膚のたるみに効果があります。今後もニーズに応じて施術法は増やしていく
予定です。
　みなさんの健康を守るために病院には様々な診療科があり、様々な治療法があります。
医療が高度になり専門化や細分化が進む昨今、単一の診療科では治療が完結しないこと
も少なくありません。当院でも、より良い医療を提供するために各科が協力して診療を
行っています。形成外科もその一つとしてお役に立てるよう努めておりますので、どうぞ
お見知りおき下さい。
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　平成30年5月より病棟新築及び既存等改修工事が着手となり、この度
令和2年6月30日に完成、8月18日患者移転、9月1日機能移転となりまし
たので経緯・概要を報告いたします。

　新築された重症心身障がい児（者）病棟は、2階建てで旧看護学校
跡地に建築しましたが、旧看護学校跡地は既存建物より低地であり高低
差があるため、既存建物である病院1階と新病棟の2階が渡り廊下で
つながる構造となりました。

　八雲病院から移転された機能は重症心身障がい病床の一部60床で、
函館病院の病床数は365床となりました。

　病棟には4床の併設型短期入所室、特別支援学校の訪問教育に対応
する訪問教室が設けられ、2階管理部門には会議室、更衣室、仮眠室が
整備されました。
　これまで北海道の道南地域には重症心身障がい児（者）が利用できる
療養介護施設や医療的ケアが必要な方の短期入所施設はなかったこと
から、在宅患者家族からも期待を寄せられています。

○ 機能移転後の函館病院概要
　  病床規模 365床（一般300床、結核5床、重症心身障がい60床）
　 短期入所（併設型） 4床
　 診療科 27療科
　 　内科、精神科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、小児科
　 　外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、形成外科
　 　呼吸器外科、心臓血管外科、泌尿器科、産婦人科、眼科
　 　放射線科、リハビリテーション科、腫瘍内科、緩和ケア科
　 　麻酔科、病理診断科、放射線治療科、皮膚科、歯科口腔外科
　 　臨床検査科、総合診療科

新
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介

地域連携室師長

　8月18日付で八雲病院から異動して参りました柳町と申します。
　八雲病院の機能移転では、皆様にご協力頂きまして本当に
ありがとうございました。
　看護学校を卒業後、平成17年より13年間看護師として育て
ていただいた函館病院でまた働くことができまして大変嬉
しく思っています。看護師長は2年目であり未熟ではあります
が、育てていただいた函館病院と地域の皆様のお役に立てる
ように頑張りたいと思います。どうぞよろしくお願い致し
ます。

柳町　友里

３東病棟師長

　10月１日付けで宮城病院から異動して参りました看護師長
大橋です。
　私の出身は福島県であり、北海道での勤務は環境が大きく
変化し戸惑いながらも１ヶ月経過しようとしております。
今回転勤は２度目となりますが、宮城病院では重症心身障
がい児病棟、仙台医療センターでは消化器科・泌尿器科・
神経内科・血液内科での勤務があり、今までの経験を活か
し、函館病院に貢献できるよう頑張りたいと思っており
ます。どうぞよろしくお願い致します。

大橋　絵美

重症心身障がい者病棟師長

　8月より、国立八雲病院から移転とともに異動して参りま
した。6年ぶりの函館病院ですが、電カル導入やシステム変更
などで戸惑うことも多く、皆様にご迷惑をおかけすることが
あると思います。
　また、重症心身障がい者病棟は、八雲病院の３つの病棟
から患者さんが集まり、6つの病棟から職員が集まっている
ため、まだまだ体制が整っておりません。今後も皆様の力を
お借りしながら、より良い病棟づくりに努めて参りますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

佐藤　とし子

 中材・手術室師長

　10月1日より中材・手術室師長になりました伊藤です。
　この手術室は新卒で配属となった場所であり、その後病棟
を経験し、13年ぶりに戻ってきました。患者さまに安心で
安全な周手術期看護を提供できるよう先生方やスタッフと
共に協力していきたいと思います。また、乳がん看護認定
看護師としての活動も継続しています。これから管理者と
して一つひとつ学んで行きたいと思いますのでよろしく
お願いします。

伊藤　みずえ
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「私の臨床応用研究～ボツリヌス菌、
　　ピロリ菌、ロタウイルス等に関して～｣
令和2年6月19日（金）　参加人数　50名
講師：国立病院機構函館病院
　　　臨床検査科長
　　　小熊　惠二　先生

第159回

｢都心の病院（慶應病院）における
　　　　　　　コロナ感染症への対応｣
令和2年6月26日（金）　　参加人数　57名
講師：慶應義塾大学医学部
　　　外科学（呼吸器）教授
　　　浅村　尚生　教授

第160回

｢ヘリコバクターピロリ除菌時代の
　　　　　　　　胃癌スクリーニング｣
令和2年8月28日（金）　参加人数　38名
講師：北海道大学病院
　　　消化器内科　講師
　　　小野　尚子　先生

第161回

｢最新のガイドラインに基づいた
　　　　　　　心不全診療のポイント｣
令和2年9月15日（火）　参加人数　38名
講師：北海道大学大学院医学研究院
　　　循環病態内科学分野　教授
　　　安斉　俊久　教授

第162回
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校
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① 札幌旭丘高校
② 岩手医科大学
③ NTT東日本札幌病院
④ サッカー

　10月より消化器内科に勤務をさせて頂いております
水島と申します。15年以上、早期消化管がんに対し
て内視鏡手術を行ってきましたが、今回は加藤院長

のもとで、機能性消化管疾患を学びたく函館病院を希望させて頂きました。地域
医療にも貢献していきたいと思っております。宜しくお願いします。

水島　　健消化器科医師

① 福島県立安積女子高等学校 
② 山形大学
③ 湘南厚木病院
④ 音楽鑑賞、カラオケ、スポーツ観戦（野球）

　この度、当院にて初期研修をさせていただくこと
となりました相馬美月と申します。北海道、特に函
館は以前から私にとってとても魅力的な地でした。

函館に来て、この病院で働かせていただけることをとても光栄に思っております。
上級医の先生から教えていただいた知識や手技、考え方など一つ一つを大切に
し、自分のものにできるように精一杯努力して参りたいと思っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。

相馬　美月初期臨床研修医
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｢公立病院を取り巻く最近の動向｣　

令和2年9月25日（金）　参加人数　27名
講師：全国自治体病院協議会　会長
　　　小熊　豊　先生

第163回

｢心筋症診療の最前線｣

令和2年10月2日（金）　参加人数　26名
講師：北海道大学大学院医学研究院
　　　循環病態内科学　准教授
　　　永井　利幸　准教授

第164回

｢今日のウィルス肝炎診療：
　　with Corona対策を含めて｣
令和2年10月14日（水）　参加人数　38名
講師：北海道大学大学院医学研究院
　　　内科学講座消化器内科学分野　教授
　　　坂本　直哉　教授

第165回

｢自己免疫性胃炎の組織学的特徴と
　　　　　　　　　Hｐ胃炎との違い｣　
令和2年10月27日（火）　参加人数　28名
講師：新潟大学　名誉教授
　　　渡辺　英伸　名誉教授

第166回
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① 苫小牧東高校
② 北海道大学医学部
③ 高橋病院（老健施設 ゆとりろ）
④ 軽いスポーツ（ゴルフ、スキー、卓球など）

　この6月に検査科長を拝命しました。北大を卒業後
定年退職するまで、札幌や岡山の大学で細菌の研究
をしてきました。退職後２年間は、岡山で民間の医療

学園の理事・校長をしその後、温泉と美味しい海産物等を楽しもうと函館に来ま
した。市役所や警察署の産業医の他、老健施設に勤務しましたが、今後はこれら
の経験を活かし、本病院の発展に貢献したいと思っていますので、どうぞ宜しく
お願い致します。

小熊　惠二臨床検査科長

① 兵庫県立神戸高校
② 岡山大学医学部
③ 国立病院機構神戸医療センター
④ リコーダーアンサンブル・読書

　この度、当院検査科長の小熊先生のご紹介で、兵庫
県神戸市の国立病院機構病院から転勤してまいりま
した。前任地では、高齢者の手術や重症心身症を含

む症候性疾患の側弯症手術の麻酔を主にかけておりました。函館で働けることに
感謝しながら、各科の先生方、各職種の方々と連携し、より安全な周術期医療に
むけて微力を尽くしたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

石川　麻子麻酔科部長

① 京都教育大学附属高等学校
② 旭川医科大学
③ 宇治徳洲会病院
④ ピアノ

　7月より形成外科および麻酔科で勤務させていただ
いております登有紀と申します。大学卒業後は京都
の病院で初期研修・専修医を終え、縁あって函館へ

やってきました。研修医時代に学んだ救急診療の重要性を忘れないよう自己研鑽
のために外傷初期診療や小児救急初療のインストラクターもしています。形成外
科は新設なのでまだ認知度も定着していませんが、皆様のお役に立てるよう努め
て参りますので宜しくお願い致します。

登　　有紀形成外科医師
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【専門外来】（予約外来）・睡眠時無呼吸外来（毎週水曜日午後）・リンパ浮腫外来（毎週火曜日）・スキンケア外来（毎週木曜日午後）
　　　               　　　　・セカンドオピニオン外来(随時) 　　   ・乳がん検診(毎週火曜日・第１・３・４・５金曜日・第２・４木曜日)
　　　　　　　　　　　　＊予約外来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。
　　　　　　（一般受付）【循環器科】・心不全外来　・ペースメーカー外来（隔週）　【消化器内科】・便秘外来
　　　　　　　　　　　　＊乳がん検診につきましては第2火曜は午前7時（要予約）から、第2木曜は午後6時まで（要予約）実施しております。

《発行所》
独立行政法人 国立病院機構 函館病院

地域医療連携室　直通 TEL 0138-51-3876
　　　　　　　　直通 FAX 0120-750-766
　　　　　　　　連携室は直通電話をご利用ください。

〒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/

国立病院機構 函館病院 外来診療担当表 令和2年12月1日

【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

乳がん検診
（要予約）

乳がん検診
（要予約）

外科

午前 岩代　　望小室　一輝 大原　正範高橋　　亮
鈴置　真人
大原　正範

午後 乳がん検診
（15：00～）

第２・第４木曜日
乳がん検診
（14:00～）
スキンケア外来
小室　一輝

乳がん検診
（15:00～）

第1・3・4・5 小室　第2 岩代

大高　和人
（受付 13:00～15:00）

一

水沼　謙一(偶数週)
（受付 13:00～15:00）

溝田　知子(奇数週)
（受付 13:00～15:00）

午前

午後皮膚科
真鍋　　公
（往診日）

（往診日）
（往診日）

真鍋　　公
真鍋　　公

真鍋　　公
真鍋　　公

真鍋　　公
（手術日）

歯科口腔外科
午前
午後

白石　剛士
白石　剛士

白石　剛士
（手術日）

白石　剛士
白石　剛士

白石　剛士
白石　剛士

白石　剛士
白石　剛士

午後 一 第１・第３木曜日
伊藤　　匡一一 一緩和ケア科（予約のみ）

眼科
午後 本間　　哲

（受付 13:00～15:00）一 一一一

一一江藤　悠美子一江藤　悠美子午前

一
一

一午前

午後 一一 第２・第４木曜日
出張医一一婦人科外来

（予約のみ）

整形外科 一一一一
午前 一
午後 村松　郁夫

午後病理診断科 一一 一木村　伯子一

午後リハビリテーション科 一渡部　一郎 渡部　一郎一

放射線科

午前 林　　潤一林　　潤一 林　　潤一林　　潤一 林　　潤一

午後
新患は紹介予約患者のみの受付となります。

林　　潤一
斉藤　明男 林　　潤一林　　潤一林　　潤一林　　潤一

午前

午後
泌尿器科 

竹山　　康竹山　　康 竹山　　康
竹山　　康竹山　　康 竹山　　康

竹山　　康
（手術日）

竹山　　康
（手術日）

午前
午後心臓血管外科

窪田　武浩
一

窪田　武浩（手術日）
窪田　武浩

窪田　武浩
（手術日） （手術日）

午前
午後 一小室　一輝 一一一リンパ浮腫外来

（予約のみ）

循環器科

午前
米澤　一也米澤　一也 心不全外来

米澤　一也

胃もたれ・
腹部膨満感外来
水島　　健

安在　貞祐安在　貞祐

川上　　慧今川　正吾 安在　貞祐津田　正哉島津　　香

午後

午後診療は予約急患のみの受付となります。

午後診療は予約患者のみの受付となります。

金曜日は午前11時までの受付となります。

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。

一一 一 睡眠時無呼吸外来
米澤　一也

ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ外来(隔週)
津田　正哉

便秘外来
水島　　健

消化器内科
便秘外来
津田　桃子
ピロリ菌専門外来
（完全予約制）
加藤　元嗣

一 一

一 一一

午後

午前 久保　公利

加藤　元嗣
米谷　則重

加藤　元嗣
松田　宗一郎

津田　桃子
水島　　健

津田　桃子
久保　公利

ピロリ菌専門外来
（完全予約制）
加藤　元嗣

呼吸器科 午前 髙橋　　歩 髙橋　　歩大橋　洋介 千葉　　葵 千葉　　葵
大橋　洋介

診療科目 時間 月 火 水 木 金 土 日

形成外科 午前
登　　有紀 登　　有紀 登　　有紀登　　有紀一

ご あ い さ つ
国立病院機構函館病院  病院長 加 藤　元 嗣

　全国的に新型コロナウイルスの感染者が増加してきており、2月以降は比較的
感染が落ち着いていた函館でも急に感染者が増えてきています。第一波の時点
よりはCOVID-19についての知見が増えていますので、単に恐れるだけではなく
正しい予防法を守って、一人一人が新型コロナに立ち向かうしかありません。
　さて、本年8月18日に国立八雲病院から重症心身障がい者（筋ジストロフィー
患者を含む）55名が当院の新しい重症心身障がい者病棟に移ってきました。新型コロナ禍の中でしたが、細心の注意
を払って無事に患者搬送が終了しました。移転を延期すべきとの意見もありましたが、結果的には北海道の感染者が
落ち着いていた時期に移転できて良かったと思います。
　重症心身障がい者と筋ジストロフィー患者の国立八雲病院から北海道医療センターと当院への機能移転について
は、平成27年6月に基本構想が公表されています。移転計画は10年以上前から患者団体などの要望から検討されて
きており、将来の新たな展開として、患者の高齢化に伴う生活習慣病等への対応、療養環境の改善などが考慮されて
きました。その結果、当院は急性期から慢性期まで対応できる地域の拠点となる医療機関に改めて位置づけられた
ことになります。
　今回の機能移転に伴い、国立八雲病院から新たな40名の職員を迎え入れています。看護師24名、事務1名、
営繕手1名、療養介助員11名、児童指導員1名、保育士1名、洗濯夫1名（非常勤）です。当院は道南地区のセイフ
ティーネットとしての新たな役割を担うこととなりましたので、これまで以上に地域医療への貢献度が高まることとなり
ます。職員が一丸となって、地域医療を支えて行く覚悟ですので、新たな国立函館病院にどうぞご期待下さい。

令和2年12月

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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