
1

診療は午前９時からとなります。新患は午前中のみ、午後は予約患者のみの受付となります。     

ご あ い さ つ
国立病院機構函館病院 病院長 岩 代　 望

　令和4年4月1日付で院長に就任いたしました。

　私は1986年に北海道大学医学部を卒業後、旧第二外科（現在の消化器外科Ⅱ、

循環器外科および呼吸器外科）に入局し外科学を幅広く学んだのち、1994年に

当院に赴任しました。呼吸器外科を専門としていますが、加えて特にこの1年は

特命副院長（感染制御担当）として新型コロナウイルス感染症診療チームにも加わり、診断から入院治療まで

あたってきました。

　また、このパンデミックのなか、国立函館病院職員はコロナワクチンの安全性調査や追加接種（3回目接種）の

免疫持続性調査にも参加しつつ、函館市民の皆様に58,000回を超えるワクチン接種を行ってきています。

　このようなコロナ感染症対策の間も当院は可能な限り一般患者さんの診療に努めてまいりました。今後も循環

器病、消化器・呼吸器がん予防・がん治療などの成人医療と重症心身障害診療、救急医療を継続していきます。

　当院は、病める人とそこにかかわるすべての人々の幸福に貢献することを使命としています。そのために、職員

一同は研修、臨床研究などを通じて常に医療の質および安全性の向上を追求し意識を高めていき、働きやすい

職場に変えていくことで、患者さんのニーズに答えていきたいと思います。引き続き地域医療に貢献できるよう努力

していきますのでご支援を宜しくお願いいたします。
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松本　孝俊
放射線技師長

　4月1日付で、宮城病院から異動に
なりました、放射線科の松本です。
平成2年に国立札幌病院（現：北海道
がんセンター）に赴任し、西札幌病院
（現：北海道医療センター）、旭川
医療センター、宮城病院、今回の函館
病院で5施設目となります。前任地の
宮城病院では3年間在職していました
が、10年に1度あるかないかの震度6強
の地震を２年連続経験しました、函館

は地震が少ないようなので少し“ホッ”としていますが、日常から
の防災意識は大事だと実感しました。一日も早く職場に慣れ、
放射線科みんなで協力しあい、函館病院、地域の方々に貢献で
きるように頑張りますので、よろしくお願い致します。

安藤　香織
副看護部長

① 北嶺高校
② 京都大学
③ iPS細胞研究所 齊藤博英研究室
④ 数理統計学の勉強、ギター

桑原　　傑
臨床研修医

　4月より初期臨床研修医として勤務
しております、桑原傑（くわばらた
ける）と申します。網走生まれ札幌
育ちです。大学ではアルバイトで
RNAを用いた人工遺伝子回路や細胞
制御について研究していました。

将来は腫瘍関連の基礎研究をするつもりです。右も左もわか
らずご迷惑をおかけすることも多いかと思いますが、わずか
でも患者さんやそのご家族、また病院の皆様のお役に立てる
よう努力していく所存です。よろしくお願い申し上げます。

① 聖学院高校
② 琉球大学
③ 大学生をやっていました
④ ダイビング

魚住　尚宏
臨床研修医

　4月より初期研修医として函館病院
でお世話になっております。沖縄と
北海道、全く異なる環境ですが日々
多くの方に支えられ、非常に充実
した初期研修を送れることに感謝
いたします。どうぞ今後ともよろ

しくお願いいたします。

① 北見北斗高校
② 北海道大学
③ 北海道大学病院
④ 旅行

早坂　秀平
消化器科医師

　4月より消化器科で勤務させていた
だくこととなりました、早坂秀平と
申します。以前に市立函館病院の
消化器内科で勤務していた経験も
あり、慣れ親しんだ函館で再び勤務
する機会をいただけたことを大変

嬉しく思っております。地域の皆様に貢献できるように日々
精進いたします。

① 帯広柏葉高校
② 北海道大学
③ 北海道大学病院
④ ランニング、読書

田中　一光
消化器科医師

　4月より消化器科医師として勤務さ
せて頂いております。函館では以前
に他病院（市立函館病院）で勤務した
ことがあり、出身は十勝ですがゆか
りのある函館で再度勤務することが
でき嬉しく思います。消化器科診療、

特に内視鏡治療や機能性消化管疾患に関して貢献できればと考
えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

① 札幌東高校
② 札幌医科大学
③ 苫小牧市立病院
④ ドライブ

大塚　健太
循環器科医師

　4月からより循環器科医師として
勤務することになりました大塚健太
と申します。患者様の気持ちに寄り
添い、函館の医療に貢献して参り
ますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

① 札幌南高校
② 札幌医科大学
③ 北海道大学病院
④ ドライブ、音楽鑑賞

千葉　泰之
循環器科医長

　4月より循環器科にて勤務させて頂
いております千葉泰之と申します。
大学院を卒業して、またこちらに勤務
する機会を頂き大変嬉しく思います。
スタッフの皆様のお力をお借りしな
がらですが、道南地域の循環器診療

に少しでも貢献できるよう努力して参ります。どうぞ宜しく
お願い申し上げます。
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新任ドクターの紹介

新任役職者の紹介

　4月1日付で旭川医療センターより
参りました。地域に密着した病院
としてしっかりと根付いている当院
は新型コロナウイルスへの対策も
しっかりと取られているため安心
してご来院いただけると思います。
安心・安全な医療・看護の提供の
ために少しでも尽力できればと考え
ております。どうぞよろしくお願い
致します。
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佐藤　純也
事務部長

　4月1日付で事務部長に着任いたし
ました佐藤です。国立病院には約30年
勤務しておりますが、函館病院での
勤務は初めてとなります。当院は、
循環器疾患、がん、健診事業をはじ
めとした地域医療を行うとともに、
一昨年からの新型コロナウイルス発生
以降は、感染した方々への入院治療
やワクチン接種など、新型コロナの
感染拡大防止にもご協力させていた

だいております。新型コロナの収束はまだ見通せない状況にあり
ますが、このような中においても医療提供と病院運営が安定して
行えるよう、事務部として尽力していきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

松坂　　薫
3東病棟師長

　この度八戸病院より異動してまい
りました松坂薫です。出身は青森市
ですが、結婚を機に八戸市に転勤し
津軽弁と南部弁が混在しております。
消化器病棟では急性期から慢性期の
患者さんから検査まであらゆる疾患
の患者さんが入院されており、入退
院も多いのが特徴です。忙しい時も
ありますが患者さんやご家族に必要
な看護を提供し、安心して入院生活

が送れるようにスタッフと共に頑張っていきます。皆さんよろ
しくお願いします。

猪狩　泰子
外来師長

　4月1日より異動して参りました、
猪狩と申します。国立函館病院付属
看護学校の卒業生として育てていた
だいた函館病院で働かせていただけ
ること、とても嬉しく思います。これ
からは、外来スタッフと共に患者さま
が安心して地域で暮らせるような看
護を提供していきたいと思います。
皆様にはご迷惑をおかけすることが
多々あると思いますが、よろしくお願

い致します。

長崎　雄司
循環器・ICU病棟師長

　4月１日付けで盛岡医療センター
より異動してまいりました長崎です。
2年ぶりに函館に戻ってきました。看護
師長としてまだまだ未熟なことは
多く、ご迷惑をかけることは多いと
思います。皆様と協力し、病院と
地域の皆様に貢献できるように頑
張っていきたいと思いますのでよろ
しくお願いいたします。 池畠　美香

2東病棟師長

　4月1日付で北海道医療センター
より異動して参りました池畠と申し
ます。看護師長1年目・初めての異動
で不安と緊張の毎日ですが、一つ
一つ着実に丁寧に学びながら地域・
病院・病棟に貢献できるよう頑張り
たいと思っております。よろしく
お願いいたします。

佐々木　孝夫
理学療法士長

　4月1日から北海道医療センターから
異動して参りました佐々木です。3年
ぶりの函館病院勤務となります。3年
前と比べてスタッフの人数も増えて、
今年も2名が新たに加わり、現在16
名でリハビリ診療を行っています。
各部門と協力して患者様の機能回復、
早期退院に貢献できるように頑張り
ます。どうぞ宜しくお願い致します。 髙橋　早苗

主任栄養士

　4月1日付で帯広病院より異動して
まいりました主任栄養士の髙橋早苗
です。転勤は4度目となりますが函館
病院での勤務は初めてであり、新しい
環境や業務に緊張しつつも１か月が
経過し少しずつ慣れてきたように感
じております。1日も早く業務を覚え
函館病院に貢献できるよう、管理栄
養士として私自身ができることを考
え、微力ながら努力して参りたいと

思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

新
任
役
職
者
の
紹
介

新任役職者の紹介

名畑　雅人
経営企画室長

　4月1日付で帯広病院から異動した
名畑と申します。函館病院は4年ぶり、
2度目の勤務となります。経営企画や
病院広告を中心とした業務ですが、
函館病院を地域住民から今以上に愛
されるようアピールしていきたいと
思います。また、皆様には最初はご迷
惑をお掛けするかもしれませんが、
早く業務に慣れるように頑張ります
ので、よろしくお願いいたします。

所　　尚輝
管理課長

　4月1日付で北海道東北グループより
異動して参りました所と申します。
職員一眼となって働きやすい環境を
整え、皆様と共により良い病院を
目指して努力して参ります。どうぞ
よろしくお願いいたします。
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　当院は17科ありますが、今回の国立函館だより54号では、4科の紹介を掲載します。他科は次号で
順次掲載します。

各診療科の紹介

消化器科の紹介

消化器科部長

　加藤元嗣院長を中心とした診療体制の構築により「国立
函館病院消化器科」が道南において認知されるようになり、
受診ならびに紹介患者数は増加しております。ご紹介していた
だいた近隣の先生方に、この場を借りて御礼申し上げます。
今年度からは久保公利を中心とする新体制に移行し3名の
常勤医による診療業務を行っています。診療援助による「ピロ

リ専門外来」ならびに「便秘外来」はこれまで通りに継続します。また地域医療において病病連携
は重要であるとの認識から稜北病院、八雲総合病院、函館新都市病院への医師派遣を行って
います。道南地域における消化器診療の貢献と発展のために努力していきますので、今後ともよろ
しくお願い致します。

呼吸器科の紹介

平岡　圭臨床研究部長

　当院では、令和４年４月１日より「呼吸器内科」と「呼吸器
外科」を統合し「呼吸器科」として診療を開始いたしました。
肺癌・縦隔腫瘍などの腫瘍性疾患、気胸などの肺嚢胞性
疾患、および膿胸などの感染性疾患を主な対象として、呼吸
器外科専門医２名と日本胸部外科学会指導医１名、気管支鏡
専門医（非常勤）１名を含む５名の医師で診療を行っています。

これに伴い、外来は月曜日から金曜日まで受診可能となりました。肺癌では、放射線科など院内の
関連する診療科と連携し、診断から外科手術・薬物治療・放射線治療まで一貫して行います。
　今後も当科では、道南全域の医療機関や介護機関と幅広く連携しながら、地域一体となった
医療体制の中で役割を果たせるよう努めてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

久保　公利
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外科の紹介

第一外科部長

　当科では消化器疾患、乳腺疾患、急性腹症などの救急
疾患、その他の一般外科疾患まで幅広い分野を対象に手術
治療を中心とした診療を行っています。悪性疾患に対しては
手術治療だけではなく、抗がん剤・分子標的治療薬による
化学療法、放射線科と協力した放射線治療など集学的治療
を促進しています。手術治療では患者さんの体への負担を

軽減するため、食道がん、胃がん、大腸がんなどの悪性疾患に対しても鏡視下手術を積極的に
行っており、本年からは肝がん、膵腫瘍に対しても鏡視下手術を導入しました。また、函館市2次
救急当番病院として、緊急手術を必要とする救急疾患にも迅速に対応しています。道南地域に
おける外科診療へ貢献できるよう努力をしていきますので、今後ともよろしくお願い申し上げ
ます。

歯科口腔外科の紹介

白石　剛士歯科口腔外科医長

　国立病院機構函館病院歯科口腔外科は、現在歯科医師
２名、歯科衛生士２名、受付１名の計５名で診療を行っており
ます。当科は抜歯や口腔内のできものを切除する外科的な
処置や、入院患者さんの口腔ケアを主に対象としております。
全身麻酔の手術を受けられる患者さん、化学療法や放射線
療法を受ける患者さんは、口腔内に多くの問題が生じてしまう

ことがあります。歯科口腔外科では患者さんの口腔ケアを通じて、治療のサポートをさせていた
だいております。また専門外来として口内炎外来、口の痛み・違和感外来を毎週金曜日に行って
おります。口内炎外来では口腔内の粘膜疾患を対象に、口の痛み・違和感外来では舌痛症・口腔
乾燥症などの疾患を対象としております。
　当科では患者さんからの様 な々ニーズに対し、迅速にお応えできるような治療体制を構築して
おります。何かお口の中でお困りのことがありましたら、遠慮なくご相談ください。

鈴置　真人
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「ＡＩおよび5Ｇネットワークを用いた医療支援」

第１69回

令和3年7月14日（水）
参加人数　２９名
講師：公立はこだて未来大学

システム情報科学部
情報アーキテクチャ学科
佐藤 生馬 准教授

「肝硬変症のトータルケア：
　　　　　２０２０年ガイドラインを踏まえて」

第１７０回

令和3年８月５日（木）
参加人数　２９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
坂本 直哉 教授

「急性呼吸不全の治療と管理」

第１７１回

令和3年９月２２日（水）
参加人数　６３名
講師：弘前大学大学院

医学研究科
呼吸器内科学
田坂 定智 教授

「ピロリ菌感染診断の近況」

第１７２回

令和3年９月２２日（水）
参加人数　３３名
講師：公益財団法人

青森県総合健診センター
所長
下山 克 先生

「肺癌の根治手術：肺葉切除と
　　　区域切除の比較研究からわかったこと」

第１７３回

令和3年１０月８日（金）
参加人数　２６名
講師：慶應義塾大学

医学部
淺村 尚生 教授

「ヒト胃に感染するピロリ菌以外の
　　　　　　　ヘリコバクター属菌について」

第１７４回

令和3年１１月２日（火）
参加人数　２９名
講師：国立感染症研究所

細菌第二部主任研究官
林原 絵美子 先生

「心不全診療の進歩と地域連携
　　　　　　　　　～北大病院の取り組み～」

第１７５回

令和3年１１月３０日（火）
参加人数　３４名
講師：北海道大学大学院

医学研究院
循環病態内科学
永井 利幸 准教授

「大腸癌の最適な治療を目指して-内視鏡治療・
  手術の後に評価すべき新しい組織学的治療指導」

第１７６回

令和3年１２月２４日（金）
参加人数　３７名
講師：防衛医科大学

外科学講座
上野 秀樹 教授

　当院では合同教育講座を実施しておりＲ3.7月～Ｒ4.6月まで１３回実施しました。現在新型コロナ対策で
院内職員に限って行っていますが、感染状況が改善した際には、地域の医療関係者の方々にも、ご案内して
いきたいと考えております。
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外来の診療体制について

　令和４年４月１日より、「呼吸器内科」と「呼吸器外科」を統合し、「呼吸器科」として診療を
開始いたします。主な対象は、肺がん・縦隔腫瘍・気胸・膿胸などになります。これに伴い、外来
診療も月曜日から金曜日まで受診可能となりますので、引き続きよろしくお願いいたします。
　令和４年５月１８日より、眼科水曜日外来を再開しておりますので、よろしくお願いいたし
ます。
　国立函館病院は、地域の医療機関や介護機関との密接な連携を推進し、良質な医療を提供
出来るように努めて参ります。

「世界に挑戦する内視鏡AI」

第１７７回

令和４年３月２３日（水）
参加人数　２８名
講師：医療法人ただともひろ

胃腸科肛門科 理事長
株式会社AI
メディカルサービス
代表取締役CEO
多田 智裕 先生

「子宮頸がんワクチン勧奨再開で変わること、
　　　　　　　　　　　　　変わらないこと」

第１７８回

令和４年４月２１日（火）
参加人数　２８名
講師：フリージャーナリスト

村中 璃子 先生

「肺癌根治手術における肺の至適切除範囲は？
　 肺葉切除対区域切除の臨床試験の結果
　　　　　　　　 --難しい試験結果の解釈--」

第１８１回

令和４年６月３日（金）
参加人数　２７名
講師：慶應義塾大学医学部

淺村 尚生 教授

「重症患者に対する栄養投与について」

第１７９回

令和４年５月１３日（金）
参加人数　５１名
講師：北海道大学病院

七戸 俊明 診療教授

「肝細胞癌に対する外科治療と
　　　　　　　　　  薬物療法時代の幕開け」

第１８０回

令和４年５月２０日（金）
参加人数　２８名
講師：医療法人社団静和会

静和記念病院
神山 俊哉 院長

次回の予定
令和４年８月２６日（金）
防衛医科大学外科学講座
上野 秀樹教授の特別講座を予定しております。
決定次第ホームページ等でお知らせいたします。
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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 https://hnh-hosp.jp/

国立病院機構 函館病院 外来診療担当表 令和4年5月1日現在

【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
（予約制）

乳がん検診
（予約制）

外科

午前 岩代　　望小室　一輝 大原　正範高橋　　亮
一一 一一鈴置　真人

大原　正範

午後 乳がん検診(予約制)
（15：00～）

第１ ・ ３ ・ ４ ・ ５週
乳がん検診(予約制)
（15：00～）

第２ ・ ４週
乳がん検診(予約制)
（14:00～）
スキンケア外来
小室　一輝

一
水沼　謙一(偶数週)
和田　秀之(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）真鍋　　公 真鍋　　公

真鍋　　公
（手術日）

午後診療は予約患者のみの受付となります。

歯科口腔外科
午前

午後

口内炎(口腔粘膜)外来
白石　剛士

口の痛み・違和感外来
三河　洋平
白石　剛士
三河　洋平

白石　剛士
三河　洋平

白石　剛士
三河　洋平

白石　剛士
三河　洋平

白石　剛士
三河　洋平

午後 一 第１ ・ ３週
伊藤　　匡一一 一緩和ケア科（予約制）

眼科
午後 本間　　哲

（受付 13:00～15:00）一 一

一 一

一一

一江藤　悠美子江藤　悠美子午前

午後 一一 第２ ・ ４週
出張医一一婦人科（予約制）

整形外科 一一一一午後 村松　郁夫

脳神経外科 一一第２ ・ ４週
出張医一午後 －

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 一

放射線科

午前 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
齋藤　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

（手術日）
竹山　　康
（手術日）

午後診療は予約患者のみの受付となります。

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
（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

（予約制）

午前
米澤　一也米澤　一也 心不全外来

米澤　一也安在　貞祐安在　貞祐

米澤　一也米澤　一也 米澤　一也睡眠時無呼吸外来
米澤　一也島津　　香

大塚　健太今川　正吾 安在　貞祐千葉　泰之島津　　香

午後

診療は午前９時からとなります。新患は午前中のみ、午後は予約患者のみの受付となります。     

一 一一 一ペースメーカー外来
（予約制）

循環器科

消化器内科
ピロリ菌専門外来
（予約制）
加藤　元嗣

一

便秘外来
津田　桃子 早坂　秀平一

一午後

午前
久保　公利

一

一 一

早坂　秀平 田中　一光田中　一光久保　公利
ピロリ菌専門外来
（予約制）
加藤　元嗣

呼吸器科 午前 平岡　　圭 岩代　　望平岡　　圭 岩代　　望 大原　正範

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

金曜日は午前11時までの受付となります。


