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はぁとNEWS
日本糖尿病学会 
認定教育施設Ⅰに認定

彫刻家 北村哲朗さんのシリーズ作品が完結

新年のご挨拶
　　　　　　病院長　前田　征洋

　登別市在住の彫刻家北村哲朗さんから作品を寄贈していただき
ました。これまでの作品「蘂（しべ）」と今回の「脈動（みゃくどう）」を
合わせて「想苑（そうえん）」というシリーズ作品となっております。
小さな公園のように、通る方がふと立ち止まり、ひと休みしながら、
何かを感じたり想像したりする場となって欲しいという作者の思い
が込められております。作品は、がんセンター入口にございますので
ぜひご鑑賞下さい。

　患者さんの安全を守ることを目的に、11月25日(いい医療に向
かってGO)を含む1週間を医療安全啓発週間としています。今年度
は各部署が「確認～患者誤認ゼロ～」をテーマにポスターを作成
し昨年12月28日までラウンジに掲示しました。確認を確実に行
い、より安全な医療の提供を目指していきます。

　糖尿病学会認定教育施設Ⅰは、常勤の研
修指導医がいることや糖尿病の専門外来
の設置、患者さん向けの教育の実施など糖
尿病治療への積極的な関わりが求められ
ます。この度、当院のこれらの取り組みが
評価されたことに加え、髙田医師が糖尿病
指導医の資格を取得したことにより2021
年10月１日に認定教育施設Ⅰに認定されま
した。今後も糖尿病で悩まれている患者さ
んの力になれるよう努めてまいります。

医療安全推進週間
　啓発ポスターで意識向上
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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



　新年、明けましておめでとうございます。本年も、高度な急性期医療を中心に、さらなる診療体制の
充実に努め、地域から求められる、質の高い「真の急性期病院」をめざします。

　当院発熱外来では、これまで地域最多の2,000名を超える患者さんに対応してきました。抗原
/PCR検査体制をいち早く整備し、積極的な検査で、これまで59名の感染者を早期に確定診断、重
症度判定しています。迅速な結果のフィードバックにより、感染者の適切な早期治療だけでなく、感
染者周囲の感染拡大を未然に防ぐことにも大きく貢献しています。

　本年も、地域の皆様にとりまして幸多き１年となりますよう、心から祈念して、
　新年のご挨拶とさせていただきます。

病院長　前田 征洋
質の高い「真の急性期病院」をめざして！

新年のご挨拶

● 新型コロナウイルス対応では、先進的に地域貢献
～ 発熱外来は西胆振最多の2,000名以上、感染者に早期対応 ～

　室蘭市内三病院（市立・日鋼・製鉄）の再編に関する協議会は、コロナ禍のなかで休会が続いてお
り、第二次中間とりまとめ以降の進展はありませんが、当院は、これまでに既に合意されている「東
室蘭に整備する高度急性期・急性期の拠点病院」の受け皿となるべく、引き続き、医師確保などで中
核的な役割を果たしていきたいと考えています。当院は、この数年間、多数の診療科において、大学
関連教室からの医師の増員、専門性の高い医師の赴任が続いており、今春にも、さらに数名の医師増
員が確定しています。また、今春4月から採用予定の初期臨床研修医も、道内でトップクラスの12名が
マッチ（定員充足）しており、さらに若い力があふれる、活気ある病院をめざしていきます。

● 医師・研修医確保における、地域の中核として
～ 直近2年間で、医師13名増員（常勤医8名・研修医5名）～

　計６台の測定機器（7検体用と1検体用、各3台）で、1日平均50～70検体のPCR迅速検査を自院
内で実施しています。全入院患者のスクリーニングや職員の定期的検査なども当院が費用負担する
などして、地域でも先進的な取り組みを行い、これまで、西胆振最多の1万件以上の検査を実施して
います。手術前のスクリーニング検査で無症状の感染者を拾い上げた実例など、院内・地域の感染拡
大の未然防止に大きく貢献しています。

～ PCR検査は西胆振最多の１万件超え、感染拡大を未然防止 ～

　当院は、民間病院でありながらも、早期からコ
ロナ患者の入院受入を行っており、重点医療機関
として地域で重要な役割を果たしています。とく
に、西胆振で唯一の重症患者受入医療機関となっ
ており、人工呼吸器を装着する重症患者や、重症
に近い中等症(Ⅱ)を中心に、これまで、計31名の
入院患者に対応してきました。当院の確保病床数
自体は、最大合計で、8床と多くはありませんが、
地域最多の５名の呼吸器内科医が在籍するなど
充実した診療体制にあり、西胆振唯一のECMO
稼働施設として、地域において当院でしかできな
い、より高度な医療を中心に、引き続き、その役割
を担っていきます。

～ 西胆振唯一の重症受入病院として、計31名の入院に対応 ～

コロナ専用PCR検査室の新設・整備当院　発熱外来受診者数　月次推移
（2021/12/20現在　累計2,101名）

当院　PCR/抗原検査数　月次推移
（2021/12/20現在　PCR検査 10,022件　抗原検査 7,599件）

当院　医師数　年次推移 2022年度採用　初期臨床研修医マッチング

PCR検査体制の整備と積極的運用

＊陰圧室　7室（8床）　　＊産科専用　1床
＊ECMO　2台運用体制

（中等症Ⅱ） （重症）

● 北海道におけるフェーズ3　計8床確保（重症2床）

● 北海道におけるフェーズ1・2　計6床確保（重症2床）

（重症と中等症Ⅱを担当）
当院コロナ病床は、最大8床確保
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自覚症状は

関 節 炎 ■日本整形外科学会専門医（機構専門医）
■日本整形外科学会指導医
専門分野：下肢､股関節､スポーツ外傷

整形外科部長

安藤　亮 医師
あん　どう りょう

ちょっと気になる病の
話①

　関節症の多くは比較的にゆっくりと症状
が進行するため、「加齢」という理由で見
過ごされてしまうこともあります。その結果、
疾患が進行してしまうと関節に強い痛みや
動きの制限が起こります。さらに、歩く・座
る・立つといった基本的な動作が制限され
てしまうことになり、筋力が衰えてしまい
ます。加齢とともに有訴者数も増加してい
ます。

治療方法は
　ある程度進行した関節症は自分の関節を温存できな
いため、手術（骨切り手術・人工関節置換術）が必要にな
ります。
当院での人工股関節置換手術は札幌圏の病院と同等

の低侵襲手術で行います。骨切り手術に比べ入院期間が
短く筋肉を傷つけず、傷は6～8ｃｍ程度になります。手
術時間は股関節で１時間～１時間１５分、膝関節で１時間
３０分～２時間程度です。術後すぐに痛みが軽減し歩行
することができる方もいます。術後の入院期間は個人差
はありますが、早い方で２週間以内、平均３週間です。退
院後は通院し経過観察を行います。

手術をお悩みの方へ
　手術を受けることをためらう方の多くが「怖い」と
いう精神面のお話をされます。
　疾患そのものに対する不安､身体的苦痛､治療方
法､社会的役割を果たせなくなるかもしれないという
経済的な不安など､さまざまな不安から恐怖を感じて
しまいます。
　外来ではその怖いというイメージをなくすため、手
術内容､リハビリの目安､合併症の説明､不安な点､心
配事などお話を伺い説明しています。
　手術で痛みが除かれれば歩行時の痛みが軽くな
り、筋力がつき、結果的に健康寿命を延ばすことが
できます。
　もし関節痛でお悩みでしたら、是非ご相談ください。

整形外科　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）

【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）

※出張医

出張医
（脊椎）
12:30

～

15：00

安藤
長汐

長汐
出張医
（股関節）

安藤
出張医
※（膝）
出張医
※（上肢）

長汐
出張医
（上肢）
出張医
※（下肢）

安藤
出張医
※（上肢）
出張医
※（股関節）

出張医
（脊椎）
12:30

～

15：30

－ － －
予約のみ

定期的な健診・検診を

糖尿病の予防 ■内科学会総合内科専門医
■循環器学会循環器専門医
■糖尿病学会専門医
■心血管インターベンション治療学会
　心血管カテーテル治療専門医

糖尿病内科長

髙田　明典 医師
たか  　だ あき　ふみ

ちょっと気になる病の
話②

　最近がんの診断数が減少していることが報道されました。新型コロナウイルスの影響による、検診の受診
控えが背景にありそうです。
　糖尿病は失明や透析、心筋梗塞等、血管障害の原因となる疾患です。しかし初期には自覚症状が乏しく、健
康診断で高血糖や尿糖を指摘されて受診される方が多いです。糖尿病の合併症を予防するためにも、早期に
診断し、治療を開始することが重要です。定期的に健康診断や検診を受診し、早期発見に努めてください。

健康寿命を延ばしましょう
　糖尿病で通院中の方を含め、皆さん「がん検診」を受
けていますか？がんは日本人の死因の第１位ですが、糖
尿病患者さんにおいても同様です。きちんと通院してい
るからと安心はできません。糖尿病の普段の診療で初
期のがんを見つけることは極めて困難です。そのため、
糖尿病の通院とは別に、積極的にがん検診を受診する
ことが大切です。

　感染症の流行を受け約２年間、市民講演会を
控えておりましたが12月22日に対面では人数制
限を設け、オンラインと並行で糖尿病教室を開
催いたしました。
　講演では、循環器内科の柴田智医師が糖尿病
の治療・予防に関する正しい情報を呼びかけまし
た。栄養科からは、管理栄養士の石井元気さんが、
年末年始の食事について注意点を紹介しました。
今後も感染対策に配
慮し、少しずつ市民講
座を開催いたしますの
で、興味のある方は、
ぜひご参加ください。

膝　　　水曜日（第2･4週のみ）
上肢　　水曜日（第2.4週のみ）
　　　　金曜日（第1・3・5週のみ）
下肢　　木曜日（第2･4週のみ）
股関節　金曜日（第3週のみ）

歩行時の痛みをあきらめてませんか？

術後術前
人工股関節置換術

加齢と共に軟骨が減り、骨と骨の摩擦の痛みを
除くため股関節を人工物で置き換える

１．肺炎 11.6%
２．肺がん 7.0%
３．心不全 6.6%
４．肝がん 6.0%
５．膵がん 5.7%

内科・循環器内科・糖尿病内科
外来診療予定表

月　　火　　水　　木　　金

午前

午後 （予約のみ）

自分のカラダを知りましょう

詳細につきましては、各市町村の担当部署にお伺いください。

日本人
糖尿病患者の死因
2001～2010年

※BMI（身長・体重） 胸囲 血圧 血液検査 尿検査

室蘭市の特定健康診査の主な検査項目

糖尿病内科：毎週木曜日
腎 臓 外 来：第３水曜日（予約制）
不整脈外来：第４水曜日（予約制）

「手足の関節が痛むと回答した千人あたりの有訴者数（年齢別）」
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自覚症状は

関 節 炎 ■日本整形外科学会専門医（機構専門医）
■日本整形外科学会指導医
専門分野：下肢､股関節､スポーツ外傷

整形外科部長

安藤　亮 医師
あん　どう りょう

ちょっと気になる病の
話①

　関節症の多くは比較的にゆっくりと症状
が進行するため、「加齢」という理由で見
過ごされてしまうこともあります。その結果、
疾患が進行してしまうと関節に強い痛みや
動きの制限が起こります。さらに、歩く・座
る・立つといった基本的な動作が制限され
てしまうことになり、筋力が衰えてしまい
ます。加齢とともに有訴者数も増加してい
ます。

治療方法は
　ある程度進行した関節症は自分の関節を温存できな
いため、手術（骨切り手術・人工関節置換術）が必要にな
ります。
当院での人工股関節置換手術は札幌圏の病院と同等

の低侵襲手術で行います。骨切り手術に比べ入院期間が
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手術をお悩みの方へ
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■糖尿病学会専門医
■心血管インターベンション治療学会
　心血管カテーテル治療専門医

糖尿病内科長

髙田　明典 医師
たか  　だ あき　ふみ

ちょっと気になる病の
話②
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当院の『が『が『 んがんが 検診』診』診 一覧

肺がんがんが 40歳以上
胸部レントゲン

※喀痰検査（必要時）

胃がんがんが
40歳以上 胃部レントゲン撮影

50歳以上 内視鏡検査

大腸がんがんが 40歳以上 便潜血反応検査

肝炎ウィルス 40歳以上 血液検査（B型､C型肝炎）

ピロリ菌検査 40歳～65歳 尿中抗体検査（尿検査）

前立腺がんがんが 50歳以上の男性 血液検査

子宮がんがんが 20歳以上の女性 子宮頚部の細胞診

乳がんがんが 40歳以上の女性 マンモグラフィ

膵臓ドック 問わない MRI検査･超音波検査･血液検査

PET-T-T CT検査 問わない PET-T-T CT検査

糖尿病教室を再開
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ラジエーションハウス/放射線画像診断室
　診療放射線技師の仕事で大切にしていることは、医師が診断するために「いか
に説得力のある画像を示すことができるか」ということです。当院はさまざまな診
療科から検査依頼が入るため、広い知識が求められます。まれに撮影範囲に思わ
ぬ病気が隠れているということがあるため、日々気を配って業務をしなくてはなり
ません。患者さんの病態に合わせ工夫して撮影することが、診療放射線技師の腕
の見せどころです。
　今回、画像診断技術の発展と医療への貢献を目的としたキャノンメディカルシス
テムズ主催の臨床画像のコンテストで優秀賞を受賞しました。
　内容としては「撮影目的とは少し違うところに病気が隠れていて、それに気付き、
わかりやすい画像を工夫して追加撮影した」ということが評価されました。さまざ
まな症例撮影や資格取得のための勉強、日々の業務で培った撮影技術や知識など
が今回の結果につながり、大変うれしく光栄です。

診療放射線技師をテーマにした、テレビドラマが放送され
たりと、我々の仕事が世間に注目されています。なじみの薄
い職業かもしれませんが、これからも注目してもらえる職
業になれるよう頑張っていきます。

放射線
画像診断室
竹中　一馬全国の臨床画像コンテストで賞を獲得

製鉄記念室蘭病院

今年は全国から400以上の
医療機関が応募

『製鉄記念室蘭病院』をより身近に
公式LINEお友だち登録募集中！

　当院をより身近に知っていただくため、2021年11月11日に公式LINEを開設しました。知りたい情報がワン
タッチで閲覧できます。お知らせしたいメッセージも順次、配信していきます。お友だち追加募集中です。

膵臓ドックリスクを見落とさない！

膵がんは症状が出にくく早期発見が重要です
　膵がんは小さくても進行していると言われています。進行すると腹痛、食欲不振、黄疸などの症状がありま
すが、進行しないうちに見つけることが非常に重要です。そのため膵がんのリスク要因を知り、ご自身が該当す
る場合は膵臓ドックで早期発見につなげることが大切です。

昨年度から胆膵内科を開設し、膵臓ドックを開始するなど、当
院では胆膵領域にも力を入れています。ドックで異常が指摘さ
れた場合は胆膵内科で精査させていただくことも可能です。常
に最先端のがん治療を取り入れ、他科と連携をとりながら診
療をしております。

✓ 膵臓がんのリスク要因
喫煙、飲酒、糖尿病、肥満、慢性膵炎、膵がんの家族歴、膵管内乳頭粘液性腫瘍、膵のう胞

早期発見へ

検査内容

膵臓ドックのご案内

①問診
患者さんのリスク要因を確認します。

②採血
微細な腫瘍は画像で認識しにくいことが
あるため診断の一助として、腫瘍マーカー４種、一般血液
検査５項目、生化学検査１７項目を血液から調べます。

③腹部超音波検査
おなかに超音波を出す機械を当てて、
おなかの中を確認する検査です。
最も患者さんに負担が少ない画像検査
のひとつで、ほとんど合併症はなく安全に手軽に行えます。
また、他の画像検査よりも動いているもの（例えば胆石や
腸液など）を観察することに優れています。最適な条件が
そろえば、非常に微細な観察が可能です。日本超音波医
学会認定の超音波検査士が検査を行います。

④ MRI 検査
特に液体がある部位の描出に優れてい
るため、膵液が流れる膵管の微細な変
化をとらえやすいです。膵がんのリスク
である膵管内乳頭粘液性腫瘍や膵のう
胞を見つけるために非常に有用です。MR（認定磁気共
鳴）専門技術者が撮像を担当し、放射線学会診断専門医
が画像の読影を担当いたします。

費　用

39,600円（税込）
※人間ドックのオプションの場合は33,000円

検査日

毎週水・金曜日（祝日を除く）
午前10時～
お問い合わせ

0143‐44‐4650
製鉄記念室蘭病院 医事課 膵臓ドック担当係
予約受付時間：月～金　午前９時～午後５時

＜ 検査が出来ない方 ＞
膵臓ドックの検査にはMRI検査が含まれるため
以下の方は受けることができません。

・心臓ペースメーカーを埋め込まれている方
・人工内耳や神経刺激装置の埋め込み手術を
　受けたことがある方
・妊娠またはその可能性がある方

その他に手術経験や不安なことがございました
ら事前にご相談ください

優秀賞

■お問い合わせ
代表　0143-44-4650（担当：経営企画課）

Topics

第29回
画論コンテスト

12月19日に結果発表

お友だち追加方法
・LINEアプリ内での名前検索
『製鉄記念室蘭病院』
・ID検索『＠350pdzgf』

・QRコード

あるため診断の一助として、腫瘍マーカー４種、一般血液

消化器内科（胆膵内科長）

小野　道洋 医師
お　　の みち　ひろ

公式ホームページ 外来診療予定表 お知らせ

セミナー 産科
公式ホームページ

つばさ号
無料循環バスのご案内
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そろえば、非常に微細な観察が可能です。日本超音波医
学会認定の超音波検査士が検査を行います。

④ MRI 検査
特に液体がある部位の描出に優れてい
るため、膵液が流れる膵管の微細な変
化をとらえやすいです。膵がんのリスク
である膵管内乳頭粘液性腫瘍や膵のう
胞を見つけるために非常に有用です。MR（認定磁気共
鳴）専門技術者が撮像を担当し、放射線学会診断専門医
が画像の読影を担当いたします。

費　用

39,600円（税込）
※人間ドックのオプションの場合は33,000円

検査日

毎週水・金曜日（祝日を除く）
午前10時～
お問い合わせ

0143‐44‐4650
製鉄記念室蘭病院 医事課 膵臓ドック担当係
予約受付時間：月～金　午前９時～午後５時

＜ 検査が出来ない方 ＞
膵臓ドックの検査にはMRI検査が含まれるため
以下の方は受けることができません。

・心臓ペースメーカーを埋め込まれている方
・人工内耳や神経刺激装置の埋め込み手術を
　受けたことがある方
・妊娠またはその可能性がある方

その他に手術経験や不安なことがございました
ら事前にご相談ください

優秀賞

■お問い合わせ
代表　0143-44-4650（担当：経営企画課）

Topics

第29回
画論コンテスト

12月19日に結果発表

お友だち追加方法
・LINEアプリ内での名前検索
『製鉄記念室蘭病院』
・ID検索『＠350pdzgf』

・QRコード

消化器内科（胆膵内科長）

小野　道洋 医師
お　　の みち　ひろ

公式ホームページ 外来診療予定表 お知らせ

セミナー 産科
公式ホームページ

つばさ号
無料循環バスのご案内



日本糖尿病学会 認定教育施設Ⅰ に認定
～より専門的な糖尿病治療を目指します～

N E W S

〈白鳥大橋と日の出〉

ちょっと気になる病の話

Topics
膵がんはドックで早期発見
放射線画像診断室ご紹介
病院公式LINEを開設① 関節炎

　　　整形外科部長　安藤　亮

② 糖尿病の予防
　　　糖尿病内科長　髙田　明典

はぁとNEWS
日本糖尿病学会 
認定教育施設Ⅰに認定

彫刻家 北村哲朗さんのシリーズ作品が完結

新年のご挨拶
　　　　　　病院長　前田　征洋

　登別市在住の彫刻家北村哲朗さんから作品を寄贈していただき
ました。これまでの作品「蘂（しべ）」と今回の「脈動（みゃくどう）」を
合わせて「想苑（そうえん）」というシリーズ作品となっております。
小さな公園のように、通る方がふと立ち止まり、ひと休みしながら、
何かを感じたり想像したりする場となって欲しいという作者の思い
が込められております。作品は、がんセンター入口にございますので
ぜひご鑑賞下さい。

　患者さんの安全を守ることを目的に、11月25日(いい医療に向
かってGO)を含む1週間を医療安全啓発週間としています。今年度
は各部署が「確認～患者誤認ゼロ～」をテーマにポスターを作成
し昨年12月28日までラウンジに掲示しました。確認を確実に行
い、より安全な医療の提供を目指していきます。

　糖尿病学会認定教育施設Ⅰは、常勤の研
修指導医がいることや糖尿病の専門外来
の設置、患者さん向けの教育の実施など糖
尿病治療への積極的な関わりが求められ
ます。この度、当院のこれらの取り組みが
評価されたことに加え、髙田医師が糖尿病
指導医の資格を取得したことにより2021
年10月１日に認定教育施設Ⅰに認定されま
した。今後も糖尿病で悩まれている患者さ
んの力になれるよう努めてまいります。

医療安全推進週間
　啓発ポスターで意識向上

患者さん、地域、病院、みんながつながる情報誌

第63号
2022.1

発行責任者
編集・制作
問い合わせ

発行部数

病院長　前田 征洋
事務部経営企画課
TEL.0143ｰ44ｰ4650（病院代表）
FAX.0143ｰ47ｰ4354
1,300部（隔月発行）

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
第63号

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




