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来年度の臨床研修医マッチング
５年連続で定員フルマッチ！（新たに12名を採用予定）

新型コロナウイルス感染者減少により、分娩時の配偶者の方への付き添い
制限を短時間の立ち会い（分娩直前から新生児との対面まで）から、10月18日
より付き添い（LDR入室から分娩後２時間程度）へと緩和いたしました。

今後の感染状況によっては制限を再び強化する場合があります。詳細は産婦人科外来受診時にお問い合わせください。

N E W S

当院リハビリテーション玄関前で

　10月28日、来年度（2022年度）採用の医師臨床
研修マッチングの最終結果発表がありました。
　当院は12名の定員に対し、５年連続で定員充足（フ
ルマッチ）となりました。大学病院以外では、全道４位
の人数となっております。
　当院はJCEP（卒後臨床研修評価機構）認定病院と
して、引き続き、質の高い臨床研修を行っていきます。

ちょっと気になる病の話

2021年度に入職した初期臨床研修医
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分娩の付き添い制限を緩和しました産婦人科

糖尿病教室開催のお知らせオンラインで

付き添いが出来るのは
配偶者の方のみです

・発熱等の症状がない
・新型コロナウイルスの濃厚接触者ではない
・2週間以内の胆振管外への移動がない
・事前に付き添い希望を外来に申し出ている
・病院が行う新型コロナウイルスの検査にご協力いただける

付き添いの条件

里帰り分娩の方には他にもいくつか必要な事項がございます。
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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



便秘とは

慢性便秘症 ■内科学会認定総合内科専門医
■消化器病学会専門医
■内視鏡学会専門医
■がん治療認定医機構がん治療認定医
■カプセル内視鏡学会認定医

消化器内科（胃腸内科長）

安部　智之 医師
あ　　べ とも　ゆき

ちょっと気になる病の
話①

　2017年10月、日本で初めて「慢性便秘症診療ガイドライン」が発刊され、その中で便秘とは、「本来体外
に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態」と定義されています。実は便が出ていても「排便
回数や排便量が少ないために糞便が大腸内に滞った状態」も「直腸内にある糞便を快適に排出できない状
態」も便秘の状態なのです。

慢性便秘の分類
　便秘といっても様々な原因やそれぞれの症状、病態によって分けられます。
表１が慢性便秘症の分類表になります。
　例えば、便で排便困難・残便感がある場合は「機能性・排便困難型・硬便による排
便困難」の分類になりますし、経口摂取不足（食物繊維摂取不足）の場合は「機能性・
排便回数減少型・大腸通過正常型」となります。

診断
　具体的には、症状、病歴、服薬、排便様式、
排便に関する環境、警告症状、危険因子などを
聴取し、どのような便秘か判断します。警告症
状、危険因子などがある場合は、更に詳しい精
密検査をし診断します。
　症状を把握するのに、排便回数と便形状スケー
ルは有効ですので図1を活用しています。また、私
の診察ではConstipation Scoring Systemと
いう質問票も用いて便秘を点数化し、排便状態の
評価を行うこともあります。

治療
　慢性便秘症の治療には保存的治療（薬物療法など）と外科的治療（手術を要する治療）が用いられます。
基本となる生活習慣の改善（食事、運動、飲酒、睡眠など）、内服薬による病状の改善が認められず、便秘の
病態評価により適応がある場合は外科的治療が行われます。しかし、多くの方は薬物療法で便秘の改善を
望めます。

服用中のお薬をご確認ください
　新たに発刊されたガイドラインで特徴的なのが、これまでの便秘治療で使用されていた刺激性下剤が常用
ではなく、屯用または短期間の投与を提案する、と提示されたことです。
　2012年にこれまでと作用機序の違う上皮機能変容薬が30年ぶりに新規下剤として発売され以後、次々に
新薬が発売されております。浸透圧下剤、上皮機能変容薬の使用が根拠上のレベルAとなり、第一選択の治
療薬となりましたので、刺激性下剤から上皮機能変容薬への変更をお勧めいたします。何かお困りのことがあ
りましたら、お気軽にご相談ください。

消化器内科（胃腸内科・胆膵内科）  
外来診療予定表

月　　火　　水　　木　　金

午前

午後

【受付時間】　8:30～11:00
【お問合せ】病院代表

☎0143ｰ44ｰ4650（15：００～16：30）

※「◎」は新患担当
【ピロリ菌外来】（予約制） 毎週火曜日16：00～

（参考）慢性便秘症ガイドライン2017表1　慢性便秘（症）の分類

●器質性…臓器に原因がある場合　　●機能性…臓器に異常なく自覚症状がある場合

グラフの通り便秘症の自覚症
状は女性が多く、高齢になる
と男女差はなくなり増加傾向
にあります。便秘の原因とし
て経口摂取不足や日常生活
動作低下が考えられます。

●器質性…臓器に原因がある場合　　●機能性…臓器に異常なく自覚症状がある場合

ブリストル便形状スケール

原因分類 症状分類 病態分類 原因となる病態・疾患

器質性
狭窄性 大腸癌、クローン病、虚血性大腸炎など
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症候性 : 代謝 ･内分泌疾患､ 精神 ･筋疾患など
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経口摂取不足（食物繊維摂取不足を含む）
大腸通過時間検査での偽陰性など
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骨盤底筋協調運動障害､ 腹圧低下､ 直腸感覚低下
直腸収縮力低下など

慢性便秘症の診断と治療、平成28年国民生活基礎調査よる 便秘の有訴者率より作成
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上皮機能変容薬

排便状態の急激な変化､予期せぬ
体重減少､血便､腹部腫瘤､腹部波
動､発熱､関節痛

50歳以上での発症、大腸器質的
疾患の既往歴、大腸器質的疾患
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■札幌医科大学医学部臨床准教授
■呼吸器学会呼吸器専門医
■内科学認定内科医･総合内科指導医
■インフェクションコントロールドクター（ICD）

呼吸器内科部長

田中　康正 医師
た　 なか やす　まさ

ちょっと気になる病の
話②

呼吸器内科とは
　文字通り「呼吸器」を専門に扱う診療科です。
　咳、痰、胸の苦しみ、呼吸困難感など呼吸の異変、肺の病気、気管
支の病気などの呼吸器系疾患を専門としています。特に肺がんの診療
には力を入れており、外科療法（手術）を必要としない症例や手術で
は取り切れない症例の薬物療法を行っています。

充実した診療体制
　10年前は医師2名体制で診療制限を設けながら行っておりましたが、徐々に医師数が増え、2020年4月に
は東胆振地域を合わせても当院が胆振地方最多の常勤医５名となり非常に充実した体制を構築することが
できました。

主に扱う疾患と治療

　PET-CT検査と放射線照射が可能となってか
らは、特に肺がん診療に力を入れています。化学
療法、放射線治療、呼吸器外科での手術療法の
すべての治療を当院で行うことが可能です。
　また、平成26年度より超音波内視鏡を導入し
超音波ガイド下経気管支針生検やガイドシース
併用気管支腔内超音波断層法が可能となり、診
断技術も確立しました。

診療科を超えた連携「ECMOチーム」
　新型コロナウイルスの流行により耳にする機会が増えた｢ECMO｣
（Extracorporeal membrane oxygenation）は、酸素吸入や人工呼吸器
では対応が困難な重症呼吸不全に対して適応があります。
　肺の機能が悪くなると血液中に酸素を与える事が出来なくなるため、足の
付け根の静脈に管を挿入し、そこから脱血しポンプで圧をかけ自己肺の代わ
りをする人工肺で酸素と二酸化炭素の交換を行い、足の付け根もしくは首の
静脈に挿入した管に返血します。「ECMO」が自己肺の代わりを行っている間
に、自己肺を休め、治療を行います。当院では、心臓血管外科医・呼吸器内科
医・循環器内科医・臨床工学技士・集中治療室（ICU）看護師による『ECMO
チーム』を編成し、治療に備えております。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応

陰圧病室とは

　2020年春よりCOVID-19への対応が業務に加わりました。
　当地域では感染症内科医や救急救命医が充足している施設は存在しま
せん。したがって呼吸器内科常勤医が胆振地方最多５名在籍している当
院では、重症例を主に担当しております。
他施設の軽症や中等症の患者さんが治療にもかかわらず悪化した場合

に転院で受け入れている場合もあります。酸素投与のみでは救命できな
い場合には、呼吸器内科の専門性を生かし人工呼吸器を使用します。人
工呼吸器でも呼吸がもたない症例については、心臓血管外科と循環器内
科のサポートにより、同時に最大２台まで体外式膜型人工肺（ＥＣＭＯ）
の稼働が可能です。感染専用病室（陰圧病室）は当初２室でしたが、感染
の拡大に伴い現在では７室を確保しています。
　臨時外来・救急外来では、発熱等に対応し、院内でPCR検査ができる
よう体制を整備、職員への教育は感染管理認定看護師を中心に実施する
など、病院全体でのバックアップも充実しています。

　気圧を低くすることでウイルス等で汚染された可能性の
ある空気を室外に逃さないようにし感染症の拡大を防止
します。同時に､大量換気で室内に汚染物質が滞留しない
ようにもしています。屋外への換気は、ウイルスもキャッチ
する高性能のHEPAフィルターでキレイにした空気を排出
する感染症専用病室です。 

こんな時は・・・
　呼吸は生命の維持に必要な酸素を体内に取り込み、同時に二酸化炭素を外に排出する機構です。
　呼吸器系は細菌やウイルス、大気汚染、喫煙など直接的に外界からの侵襲を受けやすい器官のため、さま
ざまな障害が起こります。
　咳､痰､痰に血が混じる、呼吸が苦しい、息切れが激しい、ゼーゼーする、深呼吸すると胸や背中が痛むなど
症状があるときは、受診してください。
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　近藤
◎長尾

　永山
◎田中

　長尾
◎近藤

長尾
永山 古川 近藤 田中

◎古川

※「◎」は新患担当
※紹介患者さんの場合は、事前に地域連携課にて
　診療日時を調整します。

【受付時間】　8:30～11:00
【お問合せ】病院代表
　　☎0143ｰ44ｰ4650（15：００～16：30）予約のみ

肺がん

　診断機器が整っており簡便に診断ができます。
吸入療法などの治療を行い安定した患者さんは
地域の医療機関に紹介しています。

気管支喘息

　吸入療法を中止に行いますが、それでも息切
れなどの強い症状や低酸素の場合には短期入院
での呼吸リハビリや在宅酸素療法導入を行って
います。

慢性閉塞性肺疾患

　高齢化が進み、誤嚥性肺炎は不顕性誤飲が主
因であり完全予防は不可能ですが、日常的に受け
入れ、生活の質の向上にも努めております。

肺炎などの感染症

　全国的にも先進施設である札幌医科大学のノ
ウハウに従い診療を行っております。

間質性肺炎

呼吸器内科  外来診療予定表



■札幌医科大学医学部臨床准教授
■呼吸器学会呼吸器専門医
■内科学認定内科医･総合内科指導医
■インフェクションコントロールドクター（ICD）

呼吸器内科部長

田中　康正 医師
た　 なか やす　まさ

ちょっと気になる病の
話②
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「がんの放射線治療」を知ろう！
薬薬連携への取り組み安心して治療を受けるために

がんの放射線治療とは
　がんに放射線を照射することにより、がん細胞のDNAに損傷を与える
治療法です。当院での放射線はX線と電子線を使用しています。照射中に、
痛い・熱いなど苦痛を感じる事はありませんが、10分程度動かずに横に
なってもらう事が必要です。

治療を受ける前に知っておきたいこと

　放射線はできるだけ目的の部位にのみ照射されるため、治療が原因で発がんする可能性は極めて低いと考
えられます。副作用は治療する部位や内容で異なり、治療中起きるものから半年以上たって起きるものまで
様々です。放射線は照射された部位にしか影響がないので、例えば頭に照射していないのに髪の毛が抜ける
ことはありません。重篤な副作用が起きるのは100人中2～3人程度です。副作用が起きた場合は、症状に応
じた投薬などで対処します。治療前の診察時に放射線治療医から詳しい説明があります。

照射する部位によって異なる目的
当院の照射部位別の実績は多い順に骨、肺・縦郭、脳、前立腺、
乳房となっておりますが、それぞれ治療の目的は異なります。

積極的に行っている２つの連携

運営の7つの目的

　がん薬物療法は日々進歩し、複雑化しています。外来
で治療を行っている患者さんに対し治療内容の説明、
副作用情報の把握等を行い適宜、薬の提案などを医師
に行っています。その情報は､お薬手帳などを利用し､調
剤薬局や他の医療機関と情報共有をしています。
　調剤薬局では､その情報を基に追加説明
を行い、新しく得た情報は病院薬剤師や必
要に応じて医師にもフィードバックされます。

　デバイス（吸入器）は大きく分けて10
種類ほどあります。正しい操作方法で吸
入できないと薬の効果が十分に得られ
ません。また正しく使用していても効果
が乏しい場合もあり、その為､薬の効果
を最大限引き出すために調剤薬局が評
価し、必要に応じて病院薬剤師、
医師と連携しています。

　病院薬剤師と薬局薬剤師が、患者さんのお薬の処方歴、そのお薬の作用、副
作用歴などの情報を共有して連携をとることで、重篤な副作用の回避、早期発
見につなげています。また、患者さんが相談できる窓口の拡大をはかり、地域の
医療の中で切れ目のない医療の提供に努めております。

　また、定期的に地域の薬局薬剤師と勉強会を開催し情報交換を行っています。
　今年の4月には日本臨床腫瘍薬学会のがん診療病院連携研修病院に認定され西胆振では唯一の施設であ
り､調剤薬局からの薬剤師の研修施設として地域薬剤師の指導的な役割も担っています。

　昨年２月より新型コロナウイルスの影響で長らく休止しておりましたが、今夏からオンラインで開催すること
を決め、8月25日に再開しました。今のところは少人数での語らいを目的として、定員制で月１回程度開催する
予定としています。興味のある方は、まず、がん相談支援センター浅野までお問い合わせ下さい。

放射線科
主任　清水 正洋

薬剤部
主任　杉浦　央

体への影響

抗 が ん 剤

　部位や内容で異なります。おおよその治療期間は骨で1～2週間、肺で6週間、前立
腺で7週間かかります。平日は毎日治療する事になりますが、来院してから帰るまでは1
時間程度です。治療の予約時間は出来るだけ希望に添えるように調整しており、仕事を
しながら治療をされている患者さんも多くいます。

治療期間

　放射線治療を行う際はスタッフ一同、患者さんが不安や疑問に思っている事をできる
だけ解消して、安心していただけるように努めています。お気軽にご相談ください。

　2021年10月1日付で日本放射線治療専門放射線技師認定機構の放射線治療専門放
射線技師の認定を受けました。放射線治療領域における十分な知識・経験を持ち、患
者さんから信頼される標準的な放射線治療技術を提供できる診療放射線技師である
ことを示すものです。放射線が患者さんの体に当たるまでに様々な品質管理を行い、
安心安全な医療を提供します。

当院の放射線照射部位割合（2020年度）

骨
28％

肺・縦隔
25％

前立腺 8％

乳房 7％

リンパ節 5％
子宮 4％
その他 7％

脳
16％

乳房温存手術後の再発予防乳房
前立腺がんの根治治療前立腺
がんの転移に対する緩和的な治療脳
手術ができない肺がんに対する治療肺・縦郭
がんの転移に対する痛みの緩和や骨折予防骨

目　的部　位

清水放射線技師が専門資格を取得

地域の中で切れ目のないお薬の提供を

がんサロン「はぁと」を再開
　2014年から月１回開催し、がん患者さんやそのご家族、が
ん治療を終えた方々などが直面する問題や不安などを共有
し語り合う場を提供しています。

吸 入 薬

医療福祉相談室長
浅野　広樹

オンラインでの

1　がん患者・家族の交流
2　情報交換
3　生活の質の向上
4　いつでも気軽に立ち寄れる場所
5　自由な語り合いの場
6　参加者自らが生きる力（活力）・療養生活の知恵を得る場
7　安らぎの場所 2021年8月25日　オンラインでの再開の様子

お問い合わせ　０１４３ｰ４７ｰ４３３７　がん相談支援センター
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で治療を行っている患者さんに対し治療内容の説明、
副作用情報の把握等を行い適宜、薬の提案などを医師
に行っています。その情報は､お薬手帳などを利用し､調
剤薬局や他の医療機関と情報共有をしています。
　調剤薬局では､その情報を基に追加説明
を行い、新しく得た情報は病院薬剤師や必
要に応じて医師にもフィードバックされます。

　デバイス（吸入器）は大きく分けて10
種類ほどあります。正しい操作方法で吸
入できないと薬の効果が十分に得られ
ません。また正しく使用していても効果
が乏しい場合もあり、その為､薬の効果
を最大限引き出すために調剤薬局が評
価し、必要に応じて病院薬剤師、
医師と連携しています。

　病院薬剤師と薬局薬剤師が、患者さんのお薬の処方歴、そのお薬の作用、副
作用歴などの情報を共有して連携をとることで、重篤な副作用の回避、早期発
見につなげています。また、患者さんが相談できる窓口の拡大をはかり、地域の
医療の中で切れ目のない医療の提供に努めております。

　また、定期的に地域の薬局薬剤師と勉強会を開催し情報交換を行っています。
　今年の4月には日本臨床腫瘍薬学会のがん診療病院連携研修病院に認定され西胆振では唯一の施設であ
り､調剤薬局からの薬剤師の研修施設として地域薬剤師の指導的な役割も担っています。

　昨年２月より新型コロナウイルスの影響で長らく休止しておりましたが、今夏からオンラインで開催すること
を決め、8月25日に再開しました。今のところは少人数での語らいを目的として、定員制で月１回程度開催する
予定としています。興味のある方は、まず、がん相談支援センター浅野までお問い合わせ下さい。

放射線科
主任　清水 正洋

薬剤部
主任　杉浦　央

体への影響

抗 が ん 剤

　部位や内容で異なります。おおよその治療期間は骨で1～2週間、肺で6週間、前立
腺で7週間かかります。平日は毎日治療する事になりますが、来院してから帰るまでは1
時間程度です。治療の予約時間は出来るだけ希望に添えるように調整しており、仕事を
しながら治療をされている患者さんも多くいます。

治療期間

　放射線治療を行う際はスタッフ一同、患者さんが不安や疑問に思っている事をできる
だけ解消して、安心していただけるように努めています。お気軽にご相談ください。

　2021年10月1日付で日本放射線治療専門放射線技師認定機構の放射線治療専門放
射線技師の認定を受けました。放射線治療領域における十分な知識・経験を持ち、患
者さんから信頼される標準的な放射線治療技術を提供できる診療放射線技師である
ことを示すものです。放射線が患者さんの体に当たるまでに様々な品質管理を行い、
安心安全な医療を提供します。

当院の放射線照射部位割合（2020年度）

骨
28％

肺・縦隔
25％

前立腺 8％

乳房 7％

リンパ節 5％
子宮 4％
その他 7％

脳
16％

乳房温存手術後の再発予防乳房
前立腺がんの根治治療前立腺
がんの転移に対する緩和的な治療脳
手術ができない肺がんに対する治療肺・縦郭
がんの転移に対する痛みの緩和や骨折予防骨

目　的部　位

清水放射線技師が専門資格を取得

地域の中で切れ目のないお薬の提供を

がんサロン「はぁと」を再開
　2014年から月１回開催し、がん患者さんやそのご家族、が
ん治療を終えた方々などが直面する問題や不安などを共有
し語り合う場を提供しています。

吸 入 薬
積極的に行っている２つの連携

医療福祉相談室長
浅野　広樹

オンラインでの

1　がん患者・家族の交流
2　情報交換
3　生活の質の向上
4　いつでも気軽に立ち寄れる場所
5　自由な語り合いの場
6　参加者自らが生きる力（活力）・療養生活の知恵を得る場
7　安らぎの場所 2021年8月25日　オンラインでの再開の様子

お問い合わせ　０１４３ｰ４７ｰ４３３７　がん相談支援センター



詳細は後日ホームページでお知らせいたします

事前申し込みと
アプリのダウンロードが必要です

12月22日（水） 14：00～

栄　養　科 石井 元気 管理栄養士
糖尿病内科 柴田 　智 医師講 演 者

配 信 日 時

来年度の臨床研修医マッチング
５年連続で定員フルマッチ！（新たに12名を採用予定）

新型コロナウイルス感染者減少により、分娩時の配偶者の方への付き添い
制限を短時間の立ち会い（分娩直前から新生児との対面まで）から、10月18日
より付き添い（LDR入室から分娩後２時間程度）へと緩和いたしました。

今後の感染状況によっては制限を再び強化する場合があります。詳細は産婦人科外来受診時にお問い合わせください。

N E W S

当院リハビリテーション玄関前で

　10月28日、来年度（2022年度）採用の医師臨床
研修マッチングの最終結果発表がありました。
　当院は12名の定員に対し、５年連続で定員充足（フ
ルマッチ）となりました。大学病院以外では、全道４位
の人数となっております。
　当院はJCEP（卒後臨床研修評価機構）認定病院と
して、引き続き、質の高い臨床研修を行っていきます。

ちょっと気になる病の話

2021年度に入職した初期臨床研修医

Topics
「がんの放射線治療」を知ろう！
薬薬連携への取り組み
がんサロン、オンラインで再開

② 呼吸器内科と
　 COVID-19対応
　　　呼吸器内科部長　田中 康正

① 慢性便秘症
　　　　　胃腸内科長　安部 智之

はぁとNEWS
来年度の臨床研修医マッチングは、
５年連続で定員充足（12名）

分娩の付き添い制限を緩和しました産婦人科

糖尿病教室開催のお知らせオンラインで

付き添いが出来るのは
配偶者の方のみです

・発熱等の症状がない
・新型コロナウイルスの濃厚接触者ではない
・2週間以内の胆振管外への移動がない
・事前に付き添い希望を外来に申し出ている
・病院が行う新型コロナウイルスの検査にご協力いただける

10月18日

付き添いの条件

アプリのダウンロードが必要です

里帰り分娩の方には他にもいくつか必要な事項がございます。

患者さん、地域、病院、みんながつながる情報誌
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病院長　前田 征洋
事務部経営企画課
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社会医療法人  

介護老人保健施設  憩
室蘭市地域包括支援センター  憩
居宅介護相談センター  憩
訪問リハビリテーションセンター
サテライトクリニック知利別
 （泌尿器科・人工透析内科）

〒050ｰ0076  室蘭市知利別町1丁目45番地
TEL.0143ｰ44ｰ4650
TEL.0143ｰ41ｰ1511
TEL.0143ｰ41ｰ3076
TEL.0143ｰ41ｰ3078
TEL.0143ｰ41ｰ3075

〒050ｰ0076 室蘭市知利別町1丁目8番1号
TEL.0143ｰ47ｰ3500

製鉄記念室蘭病院
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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


