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入院患者さんとの面会は、オンラインで
 当院では、入院患者さんとのご面会は、タブレット端末を用いたオンラインで、お願いしています。院内
の専用ブースにおいて、事務スタッフが端末操作など、お手伝いしますので安心して、ご利用ください。

　当院における新型コロナウイルスPCR検査が、計3,000件を超えました（4月23日現在、
計 3,296件）。当院では、全身麻酔手術を受けられる患者さんや、他施設へ転院される入院
患者さんに対して、検査費用を病院負担として、積極的にPCR検査を実施してきました
（3月末で、術前PCR検査 1,208件、転院前PCR検査 467件）。
　また、早期から自院内に迅速PCR検査機器を導入し、感染を疑う入院・外来患者さんだけ
でなく、職員にも積極的に自院内PCR検査を実施し、潜在的な感染者の早期発見などに活用
してきました（3月末で、自院内PCR検査 1,002件）。
　当院は、積極的にPCR検査を実施し、感染拡大の未然防止に取り組んでいきます。

　道内6施設、西胆振では初の臨床腫瘍薬学会の研修病院に認定されました。地域がん医療に
おいて、患者さん・ご家族をトータルでサポートすることを目的とし、がん薬物療法に対応でき
る調剤薬局等の薬剤師を養成していきます。

新任医師・職員紹介
　4診療科で常勤医増員！

Topics
　産科病棟の「おもてなし」
　LDR2室が完成！

はぁとNEWS
　オンライン面会のご利用を

ちょっと気になる病の話

対応時間：１３：００ ～ １５：００（平日のみ）
場　　所：１階ラウンジ（Ｗeb面会専用ブース)
面会時間：１０～１５分程度で、お願いします
　＊ 電話による完全予約制です。☎0143ｰ44ｰ4650（病院代表）
　　「オンライン面会ご希望」の旨を、お伝えください。

～ 積極的検査で、院内・地域の感染拡大を未然に防止 ～
当院のPCR検査が、3,000件超に！

～ がん薬物療法に精通した薬剤師を養成 ～
道内6施設の、日本臨床腫瘍薬学会『連携研修病院』に

② 過活動膀胱の新治療
　　　泌尿器科・部長　　立木　仁

① 認知症とその予防
　　　脳神経外科・科長　林　征志
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます



認知症の症状と
　　　　　その予防 ■日本脳神経外科学会専門医

■日本脳卒中学会専門医
■日本医師会認定産業医
■認知症サポート医

脳神経外科　科長

林　征志 医師
はやし せいじ

ちょっと気になる病の
話①

　認知症とは「記憶や思考などの認知機能が、脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や仕事
に支障をきたすようになった状態」のことです。2012年の調査では65歳以上の高齢者の約15％
（462万人）が認知症であるといわれ、今後も増え続けると予想されています。

認知症の症状は？ 「もの忘れ」と何が違うの？
大きく以下の二つに分けられます。

心配な時は、脳神経外科に

中核症状（主に記憶障害）
判断力や問題解決能力の低下、
物事の段取りができないなど
の症状があります。

周辺症状 （行動・心理症状）
物取られ妄想、暴言、暴力、徘
徊、不安や抑うつ、幻覚などの
症状があります。 進行する

厚労省ホームページから引用（改変）

極めて徐々に症状の進行

支障ある支障ない日常生活への支障

誰かが盗ったなどと、
他人のせいにするこ
とがある

自分で努力して
見つけようとする探し物に対して

自覚がない自覚がある

認知症は、ご本人だけではなく、ご家族の生活にも大きく
関係してくる病気です。
早期に発見し、治療や対応を行うことにより、進行を遅ら
せることができる場合もあります。
脳の画像診断（MRI検査など）や物忘れ検査は、脳神経
外科外来で行っていますので、ご心配な時には、ぜひお気
軽にご相談ください。

認知症の確実な予防方法は、まだ見つかっていませ
んが、日常生活に取り入れることができる予防の効果
について明らかになってきましたので、ご紹介します。

● 生活習慣病の予防とコントロール
高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満などは危険因子です。
喫煙や過度の飲酒も控えましょう。
● 適度な運動習慣
ウオーキングなどの有酸素運動や
運動に頭の体操を組み合わせた
「コグニサイズ」も効果的です。

● バランスのよい食事
DHA、EPA、ポリフェノール、ビタミンEなどが有効
と言われており、多様な食品
をバランスよく摂取すること
が重要です。
● 社会活動への参加
人とコミュニケーションをとり、ボランティアなどを通
じて社会活動に参加しましょう。
● 脳を刺激する
新聞を読む、読書をする、自分の興味のある分野を勉
強するなど、日常的に脳を使う機会を増やしましょう。

泌尿器科　外来診療
月　　火　　水　　木　　金

午
前

午
後

福多福多 立木立木

立木 福多

小笠原

－ －－
【受付時間】8：30～11：00（診療時間は9：30から）
※午後は予約のみ
※月曜日は受付10時まで
【お問合せ】　☎0143ｰ44ｰ4650（病院代表）
　　　　　　（15：００～16：30）

脳神経外科　外来診療
月　　火　　水　　木　　金

午
前

午
後 －－
【受付時間】  8：30～11：00
　　　　　13：30～15：00（※再診は16時まで）

【お問合せ】　☎0143ｰ44ｰ4650（病院代表）
　　　　　　（15：００～16：30）

認知症に、予防効果のあることは？

喫煙や過度の飲酒も控えましょう。

加齢による
「もの忘れ」 認知症

体験したことの
忘れ方

一部を忘れる

例）朝ごはんの
　　メニュー

すべてを忘れている

例）朝ごはんを
　　食べたこと自体

もの忘れの自覚

ボツリヌス毒素注入療法
■日本泌尿器科学会専門医
■泌尿器内視鏡学会泌尿器
　腹腔鏡技術認定医

泌尿器科　部長

立木　仁 医師
たちき ひとし

ちょっと気になる病の
話②

過活動膀胱とは？

～ 過活動膀胱の新しい治療 ～

尿もれや頻尿で、困っていませんか？

過活動膀胱とは、膀胱に尿が十分に溜まっていないのに膀胱が
自分の意思とは関係なく勝手に収縮する病気で、急に尿がした
くなって我慢ができず、トイレに何回も行くなどの頻尿の症状が
あり、時には尿が間に合わず、もれてしまう場合もあります。日本
では、800万人以上の方々が罹患していると推定されており、
加齢による老化現象として発症する場合もありますが、原因が
不明のケースも少なくありません。

難治性になると…
過活動膀胱の治療は行動療法や抗コリン薬、
β３作動薬などを用いた薬物治療が中心とな
りますが、これらの行動療法や薬物治療を少
なくとも12週間継続しても改善がみられない、
または副作用などで治療の継続が困難である
場合に、難治性過活動膀胱と定義されます。

ご相談は、泌尿器科に
治療に際しては、泌尿器科外来にて、慎重にそ
の適応を検討し、治療を受ける患者さんと十
分な話し合いを行った上で、治療を行っており
ます。気になる症状などがありましたらお気軽
にご相談ください。 

新しい治療法が可能に

膀胱鏡という内視鏡で、尿道から膀胱の中を観察し、
膀胱壁内にボツリヌス毒素20～30か所に分けて注
射する治療です。

2020年4月から保険適用となり、当院では本年3月
から治療を開始しました。胆振地域では当院のみが、
本治療を行っています。

ボツリヌス毒素を注入する
ことで排尿筋の収縮を弱め、
難治性の尿意切迫感や切
迫性尿失禁などの症状の
改善が期待できます。

過活動膀胱の場合、膀胱内の尿が少量でも
尿意が起こってしまいます

ボツリヌス毒素注入療法

通常

膀胱

過活動膀胱

○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○
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１年次・基幹型 12名

2年次・大学協力型 2名

ふじ た

あり はら よう へい り くは　　 せ　 　べ

ふる かわ あや となが やま だい き

たか おか のり ひろ おお つか しょう へい

く どう よし まさお がさ わら たく と

成田　翔
なり た しょう

廣上　翔
ひろ かみ しょう

金　美星
きむ み そん

細川　皓史
ほそ かわ こう じ

南　怜毅
みなみ れ き

横山　涼太
よこ やま りょう た

西山　大翔
にし やま だい と

馬場　美奈
ば ば み な

早坂　亮哉
はや さか りょう や

工藤　知紀
く どう とも のり

桑山　かれん
くわ やま

小林　大河
こ ばやし たい が

芦名　彩斗
あし な あや と

上山　凌央
かみ やま りょう

4つの診療科で、常勤医を増員！

～ 新入医師 12名 ～

循環器内科・血液腫瘍内科・呼吸器外科・産婦人科で、
それぞれ常勤医が各1名ずつ増員となり、さらに診療体制が充実します。

医長

長谷川　諒

循環器内科

は　せ　が　わ りょう

医長

長尾　喬生

呼吸器内科

医員

永山　大貴

呼吸器内科

医員

古川　絢登

呼吸器内科

なが お たか ゆき

医長

在原　洋平

消化器内科

医員

長谷部　理矩

血液腫瘍内科

医員

髙岡　憲敬
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小児科

ほり たかきよ

新たな研修医は、
活気あふれる14名！
今年度は、2年間の初期研修を当院で行う
基幹型の12名と、大学の研修プログラムの
なかで、1年間だけ当院で研修を行う協力型
の2名、併せて計14名の初期研修医が、当
院で新たに初期研修を開始しました。

前年度から継続して研修している基幹型の
2年次研修医11名と合わせて、計25名体制
と過去最高の人数となり、全道的にもトップ
クラスの臨床研修病院です。

  今年度の初期臨床研修医は、
 過去最高の計25名体制！
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2年次・大学協力型 2名
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4つの診療科で、常勤医を増員！

～ 新入医師 12名 ～

循環器内科・血液腫瘍内科・呼吸器外科・産婦人科で、
それぞれ常勤医が各1名ずつ増員となり、さらに診療体制が充実します。
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お祝い膳 日替わりパ
ン

スープカレ
ー

オムライス朝食おにぎ
り

ワッフル

間食用

コラボ　　　
　 レーション

360度カメラで撮影

トイレも
ピカピカ

※一部イメージです。

L abor（陣痛）
D elivery（分娩）　

　　R ecovery（回復）
すべてを1つのお部屋で過ごせます。

移動が少なく身体への負担が軽減されます。
完全個室のため、家族と一緒に過ごせます。
よりリラックスでき、感染予防にもなります。

※状況に応じて、制限させて頂く場合があります。

沐浴室もリニューアル！！

産後食リニューアル
《産科医と管理栄養士がコラボ》

見ても食べても美味しい
　　　産後食が出来ました！

医師のお話をもとに、入院食にはない
オムライスやワッフルを取り入れまし
た。色彩、味にもこだわり、いろいろな
食材を少しずつ取り入れ栄養バラン
ス･カロリーに配慮した献立に致しま
した。食器も強化磁器や明るいものを
採用しました。栄養課

下國課長

産科医
山崎科長

ココがメ
リット!!

産婦人科　外来診療
月　　火　　水　　木　　金

午
前

午
後 長尾有元 山崎

高田高田

高田高田

堀有元山崎

【診療時間】　９：００～（午後は予約のみ）
【受付時間】　8：30～11：００
　　　　　　※火曜日・金曜日は10時まで
【午後外来予約】　平日１５：００～１６：３０
【お問合せ】　☎0143ｰ44ｰ4650（病院代表）

浴槽が２つから３つに増え、
１人当たりの時間も指導も、よりゆったり
と使えるようになりました。

room

bath

meal

新しくLDRが２室完成！
妊婦さんだけでなく、ご家族もより安心・安全・快適に
明るいお部屋と美味しいお食事ができました！
産科病棟の

女性医師　男性医師

妊娠・出産は病気ではありません｡
通常の入院食とは別メニューで「楽しみ
となるような食事」「頑張ったママへの
ご褒美タイム」を目指し、お祝い膳だけ
ではなく、毎食が楽しみになるお食事の
提供をして下さい。

LDRとは
…

専用ホームページ Instagram Twitter

お・も・て・な・し

3病棟

6病棟

看護部 手術室・中央材料室

4病棟

7病棟

放射線画像診断室／臨床工学室 薬剤部

5病棟

看護部 放射線科

病理・臨床検査室

医事課／医療福祉相談室看護部 ICU・救急室

新入職員の紹介

今年度は、新規採用の医療職が各種国家試験に全員合格し、
看護師38名、各種技師や事務など、合計54名が入職しました。

リハビリテーション部
訪問リハビリテーションセンター
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N E W S

〈源平桃〉

入院患者さんとの面会は、オンラインで
 当院では、入院患者さんとのご面会は、タブレット端末を用いたオンラインで、お願いしています。院内
の専用ブースにおいて、事務スタッフが端末操作など、お手伝いしますので安心して、ご利用ください。

　当院における新型コロナウイルスPCR検査が、計3,000件を超えました（4月23日現在、
計 3,296件）。当院では、全身麻酔手術を受けられる患者さんや、他施設へ転院される入院
患者さんに対して、検査費用を病院負担として、積極的にPCR検査を実施してきました
（3月末で、術前PCR検査 1,208件、転院前PCR検査 467件）。
　また、早期から自院内に迅速PCR検査機器を導入し、感染を疑う入院・外来患者さんだけ
でなく、職員にも積極的に自院内PCR検査を実施し、潜在的な感染者の早期発見などに活用
してきました（3月末で、自院内PCR検査 1,002件）。
　当院は、積極的にPCR検査を実施し、感染拡大の未然防止に取り組んでいきます。

　道内6施設、西胆振では初の臨床腫瘍薬学会の研修病院に認定されました。地域がん医療に
おいて、患者さん・ご家族をトータルでサポートすることを目的とし、がん薬物療法に対応でき
る調剤薬局等の薬剤師を養成していきます。

新任医師・職員紹介
　4診療科で常勤医増員！

Topics
　産科病棟の「おもてなし」
　LDR2室が完成！

はぁとNEWS
　オンライン面会のご利用を

ちょっと気になる病の話

対応時間：１３：００ ～ １５：００（平日のみ）
場　　所：１階ラウンジ（Ｗeb面会専用ブース)
面会時間：１０～１５分程度で、お願いします
　＊ 電話による完全予約制です。☎0143ｰ44ｰ4650（病院代表）
　　「オンライン面会ご希望」の旨を、お伝えください。

～ 積極的検査で、院内・地域の感染拡大を未然に防止 ～
当院のPCR検査が、3,000件超に！

～ がん薬物療法に精通した薬剤師を養成 ～
道内6施設の、日本臨床腫瘍薬学会『連携研修病院』に

② 過活動膀胱の新治療
　　　泌尿器科・部長　　立木　仁

① 認知症とその予防
　　　脳神経外科・科長　林　征志

患者さん、地域、病院、みんながつながる情報誌
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます


