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〈冬到来〉

① ロボット手術が
　 「結腸がん」にも保険適用
　　　副院長・消化器外科
　　　　　　　　　　　　仙丸　直人

ワクチン接種で備えましょう
　　　　　　小児科　　伊藤　拓郎

血管造影装置を更新

はぁとNEWS
病院機能評価の認定更新
来年度の新研修医は、13名
院内セミナーのお知らせ

　６月23日、24日に訪問審査を受けた日本医療機能評価機構による病院
機能評価の審査結果が届き、10月7日付で今後5年間の更新が認められま
した。
　病院機能評価は病院を第三者の視点で評価することで、病院のさらなる
改善活動を推進するためのものです。当院は2017年に認定されて以来、
初めての更新となりましたが、審査から得た気づきから改善を図り、今後も
患者さんが安全・安心して質の高い医療を受けられるよう努めていきます。

　10月27日、来年度（2023年度）の医師臨床
研修先を決める医学生と病院側によるマッチング
の最終結果発表がありました。　　
　当院の募集人数（定員）は2017年の７名から
年々増加し、来年度は過去最高の13名の定員充
足（フルマッチ）となりました。
　6年連続フルマッチとなり、大学病院以外では
全道４位の人数です。今後も研修医に質の高い教
育を実施し、未来を担う医師を育成することで地
域医療に貢献していきます。

※オンラインでの視聴も
実施する予定です。視聴
方法は院内に掲示する
ポスターをご覧ください。
　（１２月に掲示予定）

ちょっと気になる病の話

～ 院内セミナーのお知らせ ～
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② 寒い冬は特に注意「心筋梗塞」
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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



■外科学会、消化器外科学会専門医・
　指導医
■肝胆膵外科学会高度技能指導医
■ロボット外科学会専門医
■ロボット支援手術プロクター（直腸）

副院長・外科・消化器外科

仙丸 直人 医師
せんまる なおと

ちょっと気になる病の
話①

　2022年4月より『結腸がん』に対するロボット支援下手術が保険適用になり、当科でも4月より準
備を進め、このたび１０月より保険適用で本手術を開始しました。
　当科では、2019年より直腸がんの切除に手術支援ロボット「da Vinci（ダヴィンチ）サージカルシ
ステム」を用いたロボット支援下の直腸切除を開始しています。この手術は従来の腹腔鏡手術と比べ
3D画像、手振れ防止や、機械の先端に手術用の医療器具を装着し複雑に曲がるため、より正確で精
細な手術が可能となります。これまでに約80例の直腸切除を実施しました。
　結腸がん手術に対するロボット支援下手術に関する報告では、手術時間の延長はあるものの、腹腔
鏡手術と比べて開腹移行率の低下や術後の回復が早いことが示されています。

「大腸がん」は、罹患数がもっとも多いがん
　2019年に大腸がんに罹患した人は、男女合計
で155,625人であり、全ての『がん』疾患のなかで
罹患数が1位となっています。うち結腸がんが66％
を占めており、2020年では、大腸がんで亡くなっ
た方の人数が、男女合計で51,788人で2位になっ
ており、うち結腸がんの割合が70％となっていま
す。
　このように大腸がんになる方がもっとも多く、死
亡数も2位となっています。
　2009～2011年に大腸がんと診断された方の5
年相対生存率は72％です。

　大腸がんは検診を受けて早い時期に発見できれば、治る可能性が比較的高い「がん」です。
ぜひ定期的な検診を受けることをお勧めします。

大腸がんの外科的治療法
　がんの浸潤が粘膜下層の深部かそれよりも深く
に及ぶ場合は、周りのリンパ節の郭清を伴う大腸
の切除が必要となります。
　他の臓器に転移を伴うステージⅣの場合も大腸
と他の臓器の転移巣（転移した『がん』）がともに
切除可能である場合は大腸と転移巣を切除するこ
とで根治が得られる場合があります。

・結腸がんの手術
　結腸がんの手術では、がんから10㎝ほど離れた
部位で腸管を切って周りのリンパ節と一緒に『が
ん』部分を切除します。切除した後、腸管を吻合し
ます。

・直腸がんの手術
　直腸がんの手術では、お腹から直腸の周りをはがしていき、肛門側は『がん』から2-3㎝離れた部
位で直腸を切り、専用の器械を使って吻合します。　　さらに『がん』の場所が低い場合は肛門の筋
肉を一部切除して肛門を温存する手術（括約筋間直腸切除術）があります。『がん』がさらに肛門近く
にある場合、肛門を含めて『がん』を切除する必要が出てきます。その場合は永久人工肛門が作成さ
れます。

　当科では以前から、これらの手術は腹腔鏡で行い、より体に負担の少ない治療をめざしてきました。
　今後は腹腔鏡手術とロボット支援手術も並行して、より安全で体に負担が少ない治療を提供してい
きたいと考えております。医療機関で大腸や小腸などの消化器官の手術が必要な場合でお困りの際
は、受診をご検討下さい。

大腸壁の解剖図
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【受付時間】　8：30～11：00
【診療時間】　9：30～
【お問合せ】　病院代表　☎0143-44-4650
　　　　　　　（15：００～16：30）
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大腸の構造

大腸がんのステージ別5年生存率

2013～2014年診断例、がん診療連携拠点病院等院内癌登録より
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　がん診療連携拠点病院等院内癌登録による2013
～2014年診断例の5年生存率集計は以下の通りです。

出典　国立がん研究センターがん情報サービス
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寒い冬は、とくに注意
■内科学会認定内科医

循環器内科医長

長谷川 諒 医師
はせがわ りょう

ちょっと気になる病の
話②

　急性心筋梗塞とは、心臓の血管（冠動脈）が、高度に狭窄もしくは完全に閉塞し心臓の筋肉が壊死
する病気のことをいいます。

胸に痛みを感じたら
　症状としては、「胸を圧迫されるような痛み」と「嘔吐」が特徴です。
　発症後、病院に到着してからすぐに治療を開始できれば、治療を受けられた人の９割程度は、助か
るといわれています。しかし、死亡する多くの人は「病院に到着することなく」死亡したり、不整脈、心
穿孔（壊死した心臓の筋肉に穴が空く）､心不全などが原因となります。
　つまり、突然、胸痛などの症状が出現し30分以上続く場合には「突然死する可能性がある」ため
夜間でも「すぐに」「救急車で」来院することがとても大切です。

急性心筋梗塞
腎がんなどにも保険適用拡大
「ラジオ波」で負担の少ない「がん治療」

外来診療予定　循環器内科

■放射線学会診断専門医
■IVR学会専門医
■腹部救急医学会認定医
■核医学会PET核医学認定医

放射線科長

湯浅 憲章 医師
ゆあさ のりあき

ちょっと気になる病の
話③

　当院では、日本インターベンショナルラジオロジー（以下､IVR）学会IVR専門医およびインターベ
ンションエキスパートナース（INE）が常勤で在籍し、IVR学会の専門修練施設にも認定（いずれも
西胆振地域では当院のみ）されており、IVRを積極的に施行しております。
　IVRは画像下治療の意味でX線透視、CT、超音波などの画像をリアルタイムに確認しながら、ボー
ルペン先程度の細いカテーテルや針などを体内に挿入し検査や治療を行います。そのため傷は極め
て小さく、傷痕も殆ど残らず、入院期間も短いなどがあり、局所麻酔下で治療が可能なため体への負
担が少ない利点があります。そのIVRのうちラジオ波焼灼術（以下、RFA）の保険適用範囲が2022
年9月に拡大となりました。

外科手術と成績が同等
　RFAは、超音波やCTで確認しながら局所麻酔下で細い電極針（1.8ｍｍ程度）を皮膚から肝臓の
腫瘍へ刺し、10分間で約100度の熱で3ｃｍ程度を焼灼する方法です。最近では2ｃｍ以下の肝がん
では、外科手術とRFAの成績が同等とも報告されています。

保険適用の範囲が拡大
　従来は、肝がんに対してのみ可能でしたが、低侵襲性、速効性、根治性などの利点から2022年9
月より、腎臓、肺、骨軟部、骨盤内の悪性腫瘍へもRFAの保険適用が認められました。
　治療に用いる画像診断装置としては、肝がんでは主に超音波で行いますが、腎、肺、骨などへはCT
を用いての報告が多く、当院でも最新の320列CT（2021年3月更新）を用いて既に腫瘍生検など
を多く施行しており対応可能な体制を整えております。
　他院通院中の方もお気軽にご相談いただければ幸いです。

きょうさく

しん

せん  こう

ほとんどの症例は、カテーテル治療が可能
　治療は、カテーテル治療と冠動脈バイパス術（手術）の２つが基本的な治療ですが、ほとんどの症
例は、カテーテルでの治療が可能です。
　心臓の血管の奥まで血流が十分に流れるよう、閉塞している部分にワイヤー（針金のようなもの）
を通過させ、風船で病変を拡張もしくは血栓を回収し、金属の筒（ステント）を留置します。
　治療後も不整脈の出現など急変するリスクはありますので、入院し徐々に心臓リハビリを行い、問
題がなければ2週間程度で退院が可能になることが多いです。

リスク因子や寒い冬に注意
　リスク因子は多く考えられますが特に、「糖尿病」
「脂質異常症」「高血圧症」「喫煙」などといわれて
います。これらの共通点は、自覚症状に乏しいこと
です。塩分や糖質の多い食事は控え、定期的な健
康診断などで、自分がこれらの病気を発症していな
いかを確認し、治療することが予防に繋がります。
　また寒い冬は、心疾患が増える季節になりますの
で、胸部症状が続く場合は、急性心筋梗塞の可能
性がありますので、すぐに来院をお願いします。当
院は西胆振で唯一の24時間365日、急性心筋梗
塞に対応できる施設です。

え　し

しょうしゃくじゅつ

ほとんきずあと

心電図を病院に転送

　当院では救急車内から心電図を転送
する12誘導心電図転送システムを導入
し、速やかに急性心筋梗塞の診断をし、
対応できる体制を整えています。

⬆：閉塞部位
⬆：血流が改善している部位

月　　火　　水　　木　　金

午前

午後
予約のみ

8：30～11：00
9：15～
毎週木　　　　担当：髙田医師
予約制 第2水  担当：中村医師
予約制 第3水  担当：出張医
予約制 第4水  担当：出張医

【受付時間】
【診療時間】
【糖尿病内科】
【失神外来】
【腎臓外来】
【不整脈外来】

実際の治療画像
（右冠動脈完全閉塞症例）

CT

超音波（エコー）

腫瘍壊死、消失焼灼電極針を穿刺腫瘍画像検査で病変を確認

ラジオ波焼灼術（RFA）

・小径腎がん：高齢者で併存疾患があり腎機能が低下などで切除が困難な方
・肺　が　ん：標準治療（切除、放射線治療、化学療法）が困難な方
　　　　　　　薬剤の副作用で継続困難な方
・骨軟部腫瘍：有痛性の骨転移において鎮痛剤や放射線治療などが無効な方
　　　　　 　　（速やかな除痛効果も報告されております）
・骨盤内腫瘍：直腸がんや子宮がんなどの術後再発で上記の標準治療が無効な方

根治目的以外に症状緩和も期待できます

1 2 3 4



寒い冬は、とくに注意
■内科学会認定内科医

循環器内科医長

長谷川 諒 医師
はせがわ りょう

ちょっと気になる病の
話②

　急性心筋梗塞とは、心臓の血管（冠動脈）が、高度に狭窄もしくは完全に閉塞し心臓の筋肉が壊死
する病気のことをいいます。

胸に痛みを感じたら
　症状としては、「胸を圧迫されるような痛み」と「嘔吐」が特徴です。
　発症後、病院に到着してからすぐに治療を開始できれば、治療を受けられた人の９割程度は、助か
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夜間でも「すぐに」「救急車で」来院することがとても大切です。

急性心筋梗塞
腎がんなどにも保険適用拡大
「ラジオ波」で負担の少ない「がん治療」

外来診療予定　循環器内科

■放射線学会診断専門医
■IVR学会専門医
■腹部救急医学会認定医
■核医学会PET核医学認定医

放射線科長

湯浅 憲章 医師
ゆあさ のりあき

ちょっと気になる病の
話③
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きょうさく

しん

せん  こう
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を通過させ、風船で病変を拡張もしくは血栓を回収し、金属の筒（ステント）を留置します。
　治療後も不整脈の出現など急変するリスクはありますので、入院し徐々に心臓リハビリを行い、問
題がなければ2週間程度で退院が可能になることが多いです。

リスク因子や寒い冬に注意
　リスク因子は多く考えられますが特に、「糖尿病」
「脂質異常症」「高血圧症」「喫煙」などといわれて
います。これらの共通点は、自覚症状に乏しいこと
です。塩分や糖質の多い食事は控え、定期的な健
康診断などで、自分がこれらの病気を発症していな
いかを確認し、治療することが予防に繋がります。
　また寒い冬は、心疾患が増える季節になりますの
で、胸部症状が続く場合は、急性心筋梗塞の可能
性がありますので、すぐに来院をお願いします。当
院は西胆振で唯一の24時間365日、急性心筋梗
塞に対応できる施設です。

え　し

しょうしゃくじゅつ

ほとんきずあと

心電図を病院に転送

　当院では救急車内から心電図を転送
する12誘導心電図転送システムを導入
し、速やかに急性心筋梗塞の診断をし、
対応できる体制を整えています。

⬆：閉塞部位
⬆：血流が改善している部位
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午前

午後
予約のみ

8：30～11：00
9：15～
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予約制 第4水  担当：出張医

【受付時間】
【診療時間】
【糖尿病内科】
【失神外来】
【腎臓外来】
【不整脈外来】

実際の治療画像
（右冠動脈完全閉塞症例）
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超音波（エコー）

腫瘍壊死、消失焼灼電極針を穿刺腫瘍画像検査で病変を確認

ラジオ波焼灼術（RFA）

・小径腎がん：高齢者で併存疾患があり腎機能が低下などで切除が困難な方
・肺　が　ん：標準治療（切除、放射線治療、化学療法）が困難な方
　　　　　　　薬剤の副作用で継続困難な方
・骨軟部腫瘍：有痛性の骨転移において鎮痛剤や放射線治療などが無効な方
　　　　　 　　（速やかな除痛効果も報告されております）
・骨盤内腫瘍：直腸がんや子宮がんなどの術後再発で上記の標準治療が無効な方

根治目的以外に症状緩和も期待できます
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放射線画像診断室
放射線技師

高橋 秀人
たかはし しゅうと

　10月に血管造影装置を最新の高性能機種であるド
イツ・シーメンス社「Artis zee i FA」に更新しました。
導入機種は従来機種に比べ解像度の向上や画像再構
成時間の短縮、X線被曝の低減、手技時間の短縮、造
影剤の減量などが期待できます。　
　血管造影装置は主に血管造影検査で使われます。
細い管（カテーテル）を使って造影剤というお薬を血
管に流し込み血管の疾患を調べ、必要に応じて治療を
行います。X線透視やCTなどの画像ガイド下にカテー
テルや針を使用して行う治療（IVR：Interventional 
Radiology）を行う検査です。
　IVRは局所麻酔下で行えるため身体への負担が少
なく、高齢の患者さんも安心して治療を受けられる上
に、外科手術と同程度の治療効果が得られることが
特長です。
　検査は装置の寝台の上で横になって行い、所要時間は30分から数時間ほどになります。撮影部位
によっては撮影時に十数秒呼吸を止めてもらうことがありますが、その際は職員から合図をしますの
で、緊張せずにリラックスした状態で検査を受けることができます。

　心臓血管外科では四肢領域での閉塞性動脈硬化症に対する血
管拡張術や透析に使用するシャント血管での狭窄や閉塞した血管
に対して、装置を使いながらバルーンやステントといった器具を使
用して血管を拡張させる治療を行います。
　また放射線科では腫瘍に栄養を送っている血管（腫瘍栄養血
管）に対し、血管を塞栓させる治療や肝臓がん治療のためカテーテ
ルを使って抗がん剤を注入する治療や、出血に対する救命措置とし
ての治療などにも活用しています。　

　赤谷伸也さんが2022年10月1日付けで放射線治療専門放射線技師の認定
を受けました。当資格は日本放射線治療専門放射線技師認定機構が、放射線
治療に対する専門性を統一的に評価するものであり、専門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。５年の実務経験が必要で、
診療・研修実績と試験によって、放射線治療に対する高い専門性が評価された
者が認定を受けることが出来ます。当院では２人目の認定となりました。
　引き続き患者さんが安心して良質な医療を受けられるよう努めていきます。

血管の拡張や塞栓治療で機能を発揮

　解像度の飛躍的な向上により複雑な血管も把握しやす
くなりました。カテーテルで腫瘍へアプローチするための
ルートを特定し表示する機能、さらに短時間で腫瘍栄養
血管を解析することで、より短時間で患者さんへの負担の
少ない検査・治療が可能になりました。

検査時間の短縮で、患者さんの負担を軽減

血管造影装置を更新
TOPICS

②

小児科医長

伊藤 拓郎 医師
いとう たくろう

　今年はインフルエンザが本格的に流行する可能性が高いと言われています。なぜなら、北半球より
も半年季節を先取りしているオーストラリアで、コロナ禍に入ってから初めてインフルエンザの流行が
みられたことが報告されたからです。実際、秋口頃から室蘭近郊でも小規模なインフルエンザの集団
発生が見られていました。国際的な人の往来が復活してきたことや、コロナ禍以降インフルエンザが
ほぼいなくなり、インフルエンザに対する免疫力が低下していることなどから、2022年度の冬はイン
フルエンザが本格的に流行する可能性が高いと考えます。なお、コロナ・インフルエンザ・ノロなどの
重複感染もあり得る状況であり、コロナワクチン以外にもインフルエンザワクチンの接種で感染に備
えておくことが重要ではないでしょうか。

ワクチン接種で
備えましょう

小児科

重複感染
に注意

1～10％ 下痢、発熱、関節痛、嘔吐　など

外来診療予定　小児科
月　　火　　水　　木　　金

午前

午後
予防接種
※ＢＣＧ除く

予約必要
１ヶ月
健診

ＢＣＧ接種
予約制

【受付時間】　8：30～11：00　13：00～15：00
【診療時間】　9：００～
【予防接種外来】　火曜日　１３：3０～１５：００
　　　　　　　　木曜日　１４：００～１５：００

（2022年10月28日首相官邸ホームページ）

　高齢者に比べ小児の接種率は、まだまだ低く、
副反応や、高齢者など感染に対して弱い状況にあ
る方が身近にいるかなども考慮し、接種するかど
うか判断してください。新型コロナワクチン３回目
接種予約は各自治体にご確認ください。

小児のコロナワクチン接種率

接種率（小児）

1回目以上接種者

2回目接種完了者

3回目接種完了者

22．6％

21．6％

1．8％

92．6％

92．4％

90．7％

接種率（高齢者）

小児新型コロナワクチン3回目接種について
　9月6日から新型コロナワクチンの３回目接種が始まりました。
2回目を接種してから3カ月以上経過した5歳から11歳が対象です。

メリット ・自分自身がコロナに感染して重症になることを防げる
・周りの人に感染を拡げない
・学校などで安心して過ごすことができる　など
・出現率は1・2回目と同程度、症状も概ね同様副反応

他のワクチンとは
・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン接種の同時接種は可能です。
　ただしインフルエンザワクチン以外（３種混合、不活化ワクチン、ＨＰＶ
　など）のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互い
　にワクチン接種後から２週間の間隔をあけてください。

発現割合 症　　　状
50％以上 接触部位の痛み、疲労
10～50％ 頭痛、注射した部位の発赤や腫れ

筋肉痛、悪寒

機能充実により患者さんの負担軽減へ

更新した血管造影装置

血管造影装置によって
撮影したCT画像

腫瘍栄養動脈を解析

➡
放射線治療専門放射線技師に認定

赤谷 伸也

TOPICS①

診療放射線技師



放射線画像診断室
放射線技師

高橋 秀人
たかはし しゅうと

　10月に血管造影装置を最新の高性能機種であるド
イツ・シーメンス社「Artis zee i FA」に更新しました。
導入機種は従来機種に比べ解像度の向上や画像再構
成時間の短縮、X線被曝の低減、手技時間の短縮、造
影剤の減量などが期待できます。　
　血管造影装置は主に血管造影検査で使われます。
細い管（カテーテル）を使って造影剤というお薬を血
管に流し込み血管の疾患を調べ、必要に応じて治療を
行います。X線透視やCTなどの画像ガイド下にカテー
テルや針を使用して行う治療（IVR：Interventional 
Radiology）を行う検査です。
　IVRは局所麻酔下で行えるため身体への負担が少
なく、高齢の患者さんも安心して治療を受けられる上
に、外科手術と同程度の治療効果が得られることが
特長です。
　検査は装置の寝台の上で横になって行い、所要時間は30分から数時間ほどになります。撮影部位
によっては撮影時に十数秒呼吸を止めてもらうことがありますが、その際は職員から合図をしますの
で、緊張せずにリラックスした状態で検査を受けることができます。

　心臓血管外科では四肢領域での閉塞性動脈硬化症に対する血
管拡張術や透析に使用するシャント血管での狭窄や閉塞した血管
に対して、装置を使いながらバルーンやステントといった器具を使
用して血管を拡張させる治療を行います。
　また放射線科では腫瘍に栄養を送っている血管（腫瘍栄養血
管）に対し、血管を塞栓させる治療や肝臓がん治療のためカテーテ
ルを使って抗がん剤を注入する治療や、出血に対する救命措置とし
ての治療などにも活用しています。　

　赤谷伸也さんが2022年10月1日付けで放射線治療専門放射線技師の認定
を受けました。当資格は日本放射線治療専門放射線技師認定機構が、放射線
治療に対する専門性を統一的に評価するものであり、専門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。５年の実務経験が必要で、
診療・研修実績と試験によって、放射線治療に対する高い専門性が評価された
者が認定を受けることが出来ます。当院では２人目の認定となりました。
　引き続き患者さんが安心して良質な医療を受けられるよう努めていきます。

血管の拡張や塞栓治療で機能を発揮

　解像度の飛躍的な向上により複雑な血管も把握しやす
くなりました。カテーテルで腫瘍へアプローチするための
ルートを特定し表示する機能、さらに短時間で腫瘍栄養
血管を解析することで、より短時間で患者さんへの負担の
少ない検査・治療が可能になりました。

検査時間の短縮で、患者さんの負担を軽減

血管造影装置を更新
TOPICS

②

小児科医長

伊藤 拓郎 医師
いとう たくろう

　今年はインフルエンザが本格的に流行する可能性が高いと言われています。なぜなら、北半球より
も半年季節を先取りしているオーストラリアで、コロナ禍に入ってから初めてインフルエンザの流行が
みられたことが報告されたからです。実際、秋口頃から室蘭近郊でも小規模なインフルエンザの集団
発生が見られていました。国際的な人の往来が復活してきたことや、コロナ禍以降インフルエンザが
ほぼいなくなり、インフルエンザに対する免疫力が低下していることなどから、2022年度の冬はイン
フルエンザが本格的に流行する可能性が高いと考えます。なお、コロナ・インフルエンザ・ノロなどの
重複感染もあり得る状況であり、コロナワクチン以外にもインフルエンザワクチンの接種で感染に備
えておくことが重要ではないでしょうか。

ワクチン接種で
備えましょう

小児科

重複感染
に注意

1～10％ 下痢、発熱、関節痛、嘔吐　など

外来診療予定　小児科
月　　火　　水　　木　　金

午前

午後
予防接種
※ＢＣＧ除く

予約必要
１ヶ月
健診

ＢＣＧ接種
予約制

【受付時間】　8：30～11：00　13：00～15：00
【診療時間】　9：００～
【予防接種外来】　火曜日　１３：3０～１５：００
　　　　　　　　木曜日　１４：００～１５：００

（2022年10月28日首相官邸ホームページ）

　高齢者に比べ小児の接種率は、まだまだ低く、
副反応や、高齢者など感染に対して弱い状況にあ
る方が身近にいるかなども考慮し、接種するかど
うか判断してください。新型コロナワクチン３回目
接種予約は各自治体にご確認ください。

小児のコロナワクチン接種率

接種率（小児）

1回目以上接種者

2回目接種完了者

3回目接種完了者

22．6％

21．6％

1．8％

92．6％

92．4％

90．7％

接種率（高齢者）

小児新型コロナワクチン3回目接種について
　9月6日から新型コロナワクチンの３回目接種が始まりました。
2回目を接種してから3カ月以上経過した5歳から11歳が対象です。

メリット ・自分自身がコロナに感染して重症になることを防げる
・周りの人に感染を拡げない
・学校などで安心して過ごすことができる　など
・出現率は1・2回目と同程度、症状も概ね同様副反応

他のワクチンとは
・新型コロナワクチンとインフルエンザワクチン接種の同時接種は可能です。
　ただしインフルエンザワクチン以外（３種混合、不活化ワクチン、ＨＰＶ
　など）のワクチンは、新型コロナワクチンと同時に接種できません。互い
　にワクチン接種後から２週間の間隔をあけてください。

発現割合 症　　　状
50％以上 接触部位の痛み、疲労
10～50％ 頭痛、注射した部位の発赤や腫れ

筋肉痛、悪寒

機能充実により患者さんの負担軽減へ

更新した血管造影装置

血管造影装置によって
撮影したCT画像

腫瘍栄養動脈を解析

➡
放射線治療専門放射線技師に認定

赤谷 伸也

TOPICS①

診療放射線技師



N E W S

〈冬到来〉

① ロボット手術が
　 「結腸がん」にも保険適用
　　　副院長・消化器外科
　　　　　　　　　　　　仙丸　直人

ワクチン接種で備えましょう
　　　　　　小児科　　伊藤　拓郎

血管造影装置を更新

はぁとNEWS
病院機能評価の認定更新
来年度の新研修医は、13名
院内セミナーのお知らせ

　６月23日、24日に訪問審査を受けた日本医療機能評価機構による病院
機能評価の審査結果が届き、10月7日付で今後5年間の更新が認められま
した。
　病院機能評価は病院を第三者の視点で評価することで、病院のさらなる
改善活動を推進するためのものです。当院は2017年に認定されて以来、
初めての更新となりましたが、審査から得た気づきから改善を図り、今後も
患者さんが安全・安心して質の高い医療を受けられるよう努めていきます。

　10月27日、来年度（2023年度）の医師臨床
研修先を決める医学生と病院側によるマッチング
の最終結果発表がありました。　　
　当院の募集人数（定員）は2017年の７名から
年々増加し、来年度は過去最高の13名の定員充
足（フルマッチ）となりました。
　6年連続フルマッチとなり、大学病院以外では
全道４位の人数です。今後も研修医に質の高い教
育を実施し、未来を担う医師を育成することで地
域医療に貢献していきます。

※オンラインでの視聴も
実施する予定です。視聴
方法は院内に掲示する
ポスターをご覧ください。
　（１２月に掲示予定）

ちょっと気になる病の話

～ 院内セミナーのお知らせ ～

③ 「ラジオ波」で
　 負担の少ない「がん治療」
　　　　　　放射線科　　湯浅　憲章

② 寒い冬は特に注意「心筋梗塞」
　　　　　循環器内科　　長谷川　諒

Topics

病院の質を高める取り組み ～病院機能評価の認定更新～

時間／15：00～16：00　
場所／当院　がんセンター３階　大講堂
講師／糖尿病内科　髙田明典 医師
　　　栄　養　科　石井元気 管理栄養士

定員充足（フルマッチ）は６年連続

2022年度入職の初期臨床研修医

来年度の初期臨床研修医１３名が内定

１２月２２日（木）

参加・視聴
無料

過去最多

糖尿病教室

製鉄記念室蘭病院
社会医療法人

患者さん、地域、病院、みんながつながる情報誌

第68号
2022.11

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68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


