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 町民医学講座  その132 

 乳がん検診について 

                外科医師        横山 康弘 

 今日は簡単に、乳がん検診のポイントを３つご紹介します。 

一つ目は禁煙。 

二つ目は年に1～2回の自己検診。 

三つめは2～5年ごとの検診。 

これだけです。 

 では、その理由をご説明します。 

① 現在、乳がんの原因としてはっきりしているのは、体質とタバコで

す。ご親戚で若くして乳がんや卵巣がんになった方のいらっしゃる人

は、残念ながら遺伝子チェックを受けるか、こまめに検診を受ける必要があります。しかし、問題

は体質に問題がないのに、一生懸命発がん物質（タバコ）を自分や周囲に巻き散らしている大

多数の方です。特に乳がんはタバコとの関連が指摘されております。タバコを吸ってがん検診を

受ける矛盾、小学生からも指摘されそうな大人の矛盾です。いつまでも若くてきれいなお母さ

ん、あるいはお年を召されてもかくしゃくとしているご婦人、素敵ですよね。自分の一生の燃やし

方、タバコ以外にあってもいいんじゃないでしょうか？ 

  

② 乳がんは自分で発見出来ます。年に1～2回、自分の乳房を触ってチェックすれば、藪医者

に不快な思いをして触られるよりずっと効果的です。よく、「自分で触ってもわからないから触らな

い」、と言う人がいますが、わからないのが正常、わかったら異常、判断基準はこれで十分です。   

 ただし注意を一つ。一般に、女性の乳腺組織は下着のラインを越えて広がっていることが多く、

乳首の周囲だけを触っていても意味がありません。誕生日と出来ればもう1回、年に2回、出来る

だけ広く自分の乳房を触ってみてください。 

 

＊ 外科外来ではマンモグラフィーに加え、希望者にエコー検査を施行していますが、その際、

乳腺組織の広がり具合を実際に画面で確認していただき、自己検診に生かしていただいてお

ります。 

 

＊ 近年、高濃度乳房（デンスブレスト）といってマンモグラフィー検診の欠点が問題となっていま

す。すなわち、乳がんがあってもマンモグラフィーでは異常が指摘出来ない場合があり、検診

結果は「異常なし」とされてしまいます。この高濃度乳房は若い女性に多いのですが、日本人

の乳がんの最初のピークは40代後半にあり、この年代と全く重なってしまい、乳がん検診の重

大な課題となっています。 

   ではどうするか？それが禁煙と自己検診とエコー検査です。当科では高濃度乳房の方には

エコー検査をお勧めしております。 

 

③ 11人に1人の女性が一生に一度は乳がんを経験する、と言われていますが、乳がんによる死

亡者数は、大腸がん、肺がん、すい臓がん、胃がんに次いで第5位です。タバコを止め、自己

検診をきちんとやっていれば、あとは定期検診を受けるだけで十分。これらの他のがんより、余

計に検査をする必要はありません。 

 

 ＊昔の先輩の話。「胃がんでも何がんでも、どうしても早期で発見されたければ、半年ごとに検

査を受けなさい。そこそこ早期で見つけたければ2年ごと。助かる可能性を残したければ5年ご

と検査を受けなさい。」 

もちろん、早期がんでも進行がんでも助かる可能性は100％ではありません。しかし乳がん

は「自分で」半年ごとにチェック出来る＝これは早期発見レベルです。 
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 町民医学講座  その133 

 むくみ、特に足のむくみについて 

               総合診療科医師     酒井 英二 

 美幌町の皆様、こんにちは。 

 当院の内科系外来を何か症状があって受診される場合、主にお腹の

症状では内科外来を、また胸の症状などでは循環器内科や呼吸器内

科外来を受診される方が多いと思います。私がやっている総合診療科

には、お腹でも胸でもない症状である、「むくみ」、特に足のむくみで受

診される方が比較的多くいらっしゃいます。このむくみには特に心配の

ないもので、薬などの治療を必要としないものもありますし、何らかの病

気が隠れている事もあります。今回は、このむくみについて簡単に説明

したいと思います。 

 

1.むくみとは？ 

むくみは、血管の中を流れている血液の水分（血漿といいます）が毛細血管の壁の穴から組

織の間に漏れ出して溜まった状態をいいます。医学用語では「浮腫」といわれます。 

 
2.症状 

自覚症状としては、ズボンや靴が履きにくい、物が握りづらい、手足がだるい、まぶたが重いな

どの訴えがあります。他覚的には、体重増加やむくんだ部位を指で強めに圧迫すると、指の跡が

くっきりとくぼんで見えます（圧痕性浮腫＝pitting edema）。 

 

（写真1） 
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3.原因（メカニズム） 

浮腫の原因は、そのメカニズムによって下の３つに大きく分けられます。 

 
 

4.疾患 

それぞれを引き起こす病態や疾患は、 

毛細血管上水圧の上昇による浮腫 

循環血漿量の増加：腎不全、腎炎、心不全、薬物（非ステロイド系抗炎症薬、降圧剤、経口  

             避妊薬など） 

静脈還流の障害：肝硬変、心不全、静脈閉塞、外傷、腫瘍、高度肥満など 

   

 膠質浸透圧の低下（低蛋白血症）による浮腫 

腎、消化管からの蛋白漏出：ネフローゼ症候群、蛋白漏出性腸症など 

蛋白合成低下：肝硬変 

蛋白質の摂取不良：摂食障害、過度なダイエット、アルコール依存症、高齢者など 

 

 毛細血管透過性亢進による浮腫 

炎症、敗血症、熱傷、アレルギーなど 

 

その他の浮腫 

 リンパ管の障害：癌のリンパ節転移、悪性リンパ腫、手術によるリンパ管の障害など 

 皮下に粘液状の物質（ムコポリサッカライド）の沈着：甲状腺機能低下症（non- pitting edema 

                                 で、写真1のような圧痕は残りません） 

 

 

一日中むくんでいたり、他のむくみ以外の症状がある場合は、上記の様な治療を要する疾患

が原因かもしれません。 

ただ、健康な人でも長時間立ちっぱなしだと、足にむくみが見られることがあります。一過性の

ものや、朝起きた時には消えている様なむくみは病的ではない場合が多いようです。特に高齢

者の足のむくみでよく見られるのは、座りっぱなしなど、足の筋肉を使わな

いことによることが非常に多いと思います。体の血液を送り出すポンプの役

割をしているのは心臓だけでなく、筋肉の収縮によっても行われており、特

にふくらはぎの筋肉は重力によって下に溜まりやすい血液を、重力に逆

らって押し上げる働きをしています。歩く機会が減ったり、車椅子を利用し

て座っている時間が長くなると、どうしても足の筋肉を使うことが少なくなり、

むくみ易くなりがちです。この場合は周りの方が足の背屈や底屈の運動を

してあげたり、マッサージをすることも効果があります。 

また最近ではよくテレビなどで、夏場に塩分と水分をたくさん取るように勧めていますが、涼し

い部屋にいるにもかかわらず、一生懸命に塩分と水分を取って、むくんでいる方もいらっしゃい

ますので、これからの季節には注意が必要です。 
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いずれにしても足がむくんでいる患者さんでは、その原因が足にあるのか、全身の病気による

ものなのか、それとも病気ではないのかを考えることは非常に大切だと思います。むくみが気に

なる方は、まずは血液・尿検査やレントゲン、エコーなど一般的な検査で判ることも多いので、お

近くのかかりつけ医や当院外来にご相談ください。 

 

 

 町民医学講座  その134 

 骨粗鬆症 

                整形外科医師      又吉 章政 

 骨粗鬆症は、骨の中からカルシウムが抜け出てしまい、骨の強度（密

度）が弱くなる病気です。誰しもが思いがけず、よろけたり、転んだりする

ことがありますが、骨粗鬆症になると、ちょっとよろけただけで、骨折する

かもしれません。大腿骨近位部（太ももの付け根の関節）の骨折を起こ

してしまい、寝たきりになったという話はめずらしい事ではありません。骨

自身が弱くなっているため、少しの衝撃でも骨折してしまうのが骨粗鬆

症の特徴です。 

 以前は、骨粗鬆症のために腰が曲がり背が低くなった人は、歳のせい

だといわれ、治療せずに放っておかれたこともあります。現在では、骨密度が簡単に検査でき、

骨粗鬆症の程度がわかります。骨折の予防として良い薬も開発されています。もちろん毎日の食

事や運動も大切です。 

 骨粗鬆症の治療は、いつ起こるかもしれない重篤な骨折を予防し、寝たきりや認知症を予防

し、いつまでも活動的で幸せな人生をサポートする、予防医学の考えに立っています。 

 

骨密度のピーク 

 女性では思春期での骨密度の増加

はめざましく、16歳ごろにピークに達

します。このピークが一生持続すれば

よいのですが、女性ホルモンの減少

が更年期に始まり、骨密度も急激に

減少します。男性の場合は、思春期

の骨密度の増加は女性より１～２年遅

れ、ピークになるのも遅くなります。

ピーク値は女性より1～2割高くなり、

歳をとっても急激には減少しないの

で、男性は骨粗鬆症になりくいので

す。 

 

無謀なダイエットや食事制限は骨まで

弱くなります 

 ダイエットにより体重が減少すると、

脂肪減少だけではなく、筋肉や骨の

減少も起こしています。筋肉が減少す

ると、身体のバランス感が衰え、転び

やすく、骨折の危険性が高まります。

免疫機能も低下し、風邪をひきやす

く、感染症に弱くなります。おまけに

基礎代謝が減少し、太りやすい体質

になります。予防としては、ダイエット
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時にカルシウムやビタミンＤの多い食事をとることです。カルシウムの吸収率が高く量も多く取れ

る牛乳（低脂肪）を、ダイエット期間中（間食や脂肪、炭水化物の多い食品を減らしながら）に必

ず摂取した群と摂取しない群を比較すると、牛乳を摂取した群では体脂肪の減少がみられ、筋

肉量は増加していたという報告もあります。 

 

骨に大きな影響を与えるのは 

 ホルモン、食事、運動です。無謀なダイエット、過度のストレス、睡眠不足、喫煙はホルモンの

バランスを乱し、骨の形成を遅らせます。食事からのカルシウムやビタミンＤがとても重要です

が、骨の土台となるタンパク質やビタミンＫ，その他のビタミン、ミネラル類などの多くの食品成分

が骨の形成にかかわっています。 

 カルシウムの多い食品は限られているので、注意が必要です。ビタミンＤは魚に多いですが、

日光に当たることで、皮膚で合成されます。屋内にばかりいたり、日焼け止めクリームなど、紫外

線を遮断すると、ビタミンＤ不足が起こる可能性あります。 

 骨に物理的な刺激を与える運動も大切な因子です。動かないでいると、骨からカルシウムがど

んどん抜けていってしまいます。歩く、ジャンプする、しゃがむ、立ち上がる、片脚で立つ、階段

を上がったり降りたりする、などが骨密度の増加に効果的です。 

 

１日に必要なカルシウムとビタミンＤ量 

 カルシウムは筋肉、神経、ホルモン分泌、血液凝固、免疫など、いろいろな細胞になくてはなら

ない必須のミネラルです。カルシウムが食事から不足すると、骨のカルシウムを溶かし、必要な細

胞へと補給されます。 

 骨粗鬆症の予防を目的としたカルシウムは700～800mg/日、ビタミンDは10～20㎍/日の摂取

が推奨されています。ちなみに牛乳200ml（1本）で約230㎎です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本人に不足しているカルシウムとビタミンＤ 

 食事からどれくらいの栄養素が摂取できているのか、毎年全国規模で食事調査が行われてい

ます。カルシウム摂取量は平均510mg/日ぐらいで、最近減少傾向にあります。推奨量である650

～700mg/日と比べて低く、日本人が不足している栄養素と言えます。魚や日光からビタミンＤを

豊富に取って運動すれば、カルシウムが効率良く吸収され、骨に蓄積されます。 

 

カルシウムとビタミンＤを上手に取るために 

 小魚にはカルシウムが多く含まれますが、このカルシウムは水溶性になりにくく、思っているほ

ど吸収されません。野菜類にはカルシウムは多くは含まれていません。ほうれん草に含まれるカ
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ルシウムはほうれん草のシュウ酸により、吸収が邪魔されます。同じようにゴマの食物繊維もカル

シウムの吸収を邪魔します。 

 不足しているカルシウムを上手に取るためには 

①カルシウムの豊富な食品を小まめに摂取すること 

②カルシウムの吸収率の高い食品を選ぶこと 

③カルシウムの吸収を邪魔する食物繊維、シュウ酸、リン酸（インスタント食品、加工食品の添 

 化物として含まれる）、塩分（ナトリウム）、胃薬（制酸剤）などに注意すること。 

 

 カルシウムの吸収を助けるのは、乳製品などの良質のタンパク質やビタミンＤ，運動、良好なホ

ルモンバランスです。 

 ビタミンＤを上手に取るためには 

①魚を食べること 

②魚が嫌いな人は日光（間接光で可）に30分以上当たることで、皮膚でビタミンＤが合成されま

す。 

 

カルシウムとビタミンＤの多い食品 

 カルシウムが多い食品を吸収率順にみてみます。 

①牛乳・乳製品：良質なタンパク質が含まれ、ミネラルのバランスが良い 

②豆腐類：最近ではカルシウムを使わなくなった豆腐があり、カルシウムの少ない豆腐もありま

す。注意が必要。 

③小魚類：骨は消化酵素で分解されにくく、カルシウムの吸収はあまり期待できませんが、オメガ

3の脂肪酸を含むため、良い効果が骨にも期待できます。 

④野菜類：カルシウムの多いものが少なく、吸収も良くないのですが、小松菜は優れもので、多く

のカルシウムが期待できる野菜です。緑葉野菜には、ビタミンＡやＣ，Ｋも多く、骨の代謝に

必要です。 

  

 ビタミンＤが多い魚は、鮭、さんま、うなぎ、ひらめ、サバと続きます。 

 魚を食べる習慣のない欧米では、牛乳や乳製品にビタミンＤが添加され、ビタミンＤ不足を予

防しています。 

 骨粗鬆症を心配して、カルシウムやサプリメントを多量に摂取していると、心筋梗塞を増やすか

もしれないという、最近のデータがあります。食事から摂取した場合には決して起こらなかった予

想外のことが、多量のサプリメント使用により起こるかもしれません。必要な栄養を毎日の食事か

ら摂取することが重要となります。 
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 町民医学講座  その135 

 外来診療の流れについて 

             外来看護師長       小林 真理子 

 当院の外来では、平成28年3月に電子カルテを導入後、診療予約

を運用開始しているのは、内科・総合診療科・循環器内科・呼吸器内

科・脳神経外科・泌尿器・腎臓内科・整形外科で、対面診療後に次回

の診療予約票を発行しています。 

 また、電話での予約申し込みや変更は受けておりません。予約日に

来院できなくても、都合の付いた日に来院頂ければ受診できます。た

だしその場合、予約枠内の患者数が既に埋まっていると、待ち時間が

発生してしまいます事をご了承下さい。 

  

 その他、外来で待ち時間が発生する理由としては、 

・医師が救急車で搬送されて来た患者様の対応をしている 

・患者様の病状により診療順番が変わることがある 

・医師が病棟患者の対応をしている 

・医師が自衛隊診療（午後１時診療開始）に行っている 

などが挙げられます。 

 

 患者様の外来受診にあたり、当院での決まり事を一例挙げます。 

 

・病院の受付時間は 

  窓口      ８：４５～１１：００  １２：３０～１６：００ 

  再来受付機 ８：００～１１：００  １２：３０～１６：００ 

 （当院に受診していて、最後の受診から3ヶ月以内の科のみが表示されます） 
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・再来受付機から発行される「受付票」の番号は、あくまで再来受付機で受付された順番であり、  

  診察順番ではありませんのでご理解をいただきたいと思います。 

・予約診療、予約検査、いずれの場合も必ず受付をしてください。 

・予約より早く来院される方もいらっしゃいますが、予約時間が優先となりますので，待ち時間が  

 発生してしまいます。 

・受付後、看護師は電子カルテの受付一覧と「受診票」で確認し、問診等を行います。 

 看護師の問診は受け付けた時間順で行っていますが、診察は予約優先で行っています。 

・受付後30分しても看護師の問診などが無い場合、看護師にお声かけください。 

・受診する前に、以下のことをまとめておくと、スムーズに問診を終えることが出来ます。 

   いつから・どこが・どんな症状なのか？ 

   既往歴やアレルギーの有無 

   薬手帳があれば持参してください 

・定期受診時でも、いつもと違う症状がある場合は、問診時に看護師へ伝えてください。 

・感染症が疑われる場合、待機場所を移動していただくことがあります。発熱などがある方は、あ  

 らかじめお知らせ下さい 

 

 ここで内科受診を例にした流れを紹介します。 

※問診時の内容によっては、希望の診療科ではない科に変更する場合もあります。 

 （症状にあった科や、患者様の混み具合などを加味してご提案しますが、必ず了解を得た上で
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変更します） 

※どの科にかかったら良いか悩んだ時は、受付窓口でご相談ください。 

※通院困難・在宅での心配等々がある場合は、必要な部署等と連携します。ご相談ください。 

  

 4月から婦人科も診療開始となり、幾つかの診療を掛け持ちで受診される方も増えるのではな

いかと思います。外来スタッフ一同、待ち時間の少ない診療を目標としていますが、前述のような

理由で診療が停滞し、ご迷惑を掛けることもあると思います。 

 要望・質問等ありましたら外来看護師長にお伝えください。出来る範囲にはなりますが、対応・

改善策を検討し、私たちも成長して行きたいと思います。 

 

 

 町民医学講座  その136 

 変形性膝関節症とそのリハビリについて 

               理学療法士          前田 悠輔 

1）はじめに 

 私たち理学療法士の役割は、病気やケガなどにより運動機能が

低下した患者様に対して、運動機能の回復を目指してリハビリ

テーションを実施し、日常生活活動などの改善を図ることです。  

 今回はその中でも、変形性膝関節症の病態およびリハビリテー

ションについて説明していきたいと思います。 

2）変形性膝関節症ってなに？ 

 変形性膝関節症（膝OA）は膝関節の関節軟骨といわれる部位が退行変化することで、

徐々に関節の破壊・変形をきたし、また骨の増殖性変化や滑膜の炎症を生じ、起こって

しまう病気です。レントゲン（図1）では関節の隙間がなくり（関節裂隙の狭小化）、関

節面の不整や骨棘と言われる骨にトゲのような出っ張りなどがみられます。 

（図1）変形性膝関節症 

3）どういう人が起こりやすいのか 

 変形性膝関節症の病因には一次性と二次性とがありますが、現在のところ明らかな原

疾患のない一次性のものが大半を占めており、中高年（50歳以上）の女性に好発してい

ます。女性は男性に比べて筋力が乏しくなると言われているため、膝の不調が多発する

と考えられているようです。一次性は原疾患が明らかでないため、加齢によるもの、ま

た肥満にも関連していると報告されています。体重の増加は膝への負担が大きくなって

しまうため、膝関節の劣化に直結してくると言われています。二次性の場合は外傷（半

月板損傷・骨折）などの原疾患があるもののことを言います。日本での変形性膝関節症

の患者数は2.500万人以上と推定されています。 
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4）変形性膝関節症にはどのような症状がみられるのか 

 初期には膝のこわばりや、立ち上がり時や歩き始めに痛みを訴え、膝関節の可動域

（曲げ伸ばし）が徐々に制限されてきます。これが進行することで動作時に痛みが強く

なり、歩くことや正座、階段の昇り降りが困難になってしまいます。また見た目にも変

化が見られ、内反膝（O脚）と言われる変形が出現してきます。 

5）どのような治療方法があるの？ 

保存療法と手術療法があり、保存療法では鎮痛薬や関節内注射などの薬物療法があ

り、痛みの改善を目的としています。リハビリテーションによる筋力増強訓練などの運

動療法を実施することも効果的で、膝関節周囲の筋力強化を図り、膝の安定性を高める

ことができます。また日常生活指導（減量や正座などの回避）を実施することで、膝関

節への負担を減らすこともできます。保存療法が難しい場合では手術療法が適応され、

主に膝関節をすべて人工物で置き換える人工膝関節全置換術〈TKA〉（図2）と、関節の

一部のみを人工関節に置き換える人工膝関節単置換術〈UKA〉などが施行されます。 

（図2）TKA 

6）リハビリテーションと日常生活について 

 リハビリテーションを行う目的として先ほども述べましたが、運動療法により膝の安

定性を高めたり、痛みや変形により筋力が発揮できずに生じる筋力低下を予防するこ

と、日常生活指導により膝への負担を軽減させ、変形を遅らせるなどといったことがあ

ります。一部ではありますが、いくつかの運動と日常生活についてご紹介していきたい

と思います。 

 

〈太ももの筋肉を鍛える運動〉 

①膝を伸ばす筋の強化            ②太ももの内側の筋の強化   

         
 

③太ももの外側の筋の強化         ④脚全体の強化（スクワット） 
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①仰向けになり図のように膝の裏にタオルを準備し、そのタオルを押しつぶす運動を行

います。このとき足首を上に反らしながら運動を行います。変形性膝関節症ではこの膝

を伸ばす筋が低下しやすいとの報告が多数あるため、筋力強化は重要になってきます。 

②仰向けになり太ももの間に枕やボールなどを挟み、押しつぶします。 

③仰向けになり太ももを外側に開く運動を行います。②同様に股関節周りの筋力を強化

することも重要であり、変形性膝関節症による痛みなどによって筋力が発揮しにくい状

態となっていることもあるため、筋力を発揮させて強化することも必要です。 

④この運動は立って行うため、何か掴まるところがあれば掴まって運動しても大丈夫で

す。運動のポイントとしては膝が足のつま先より前に出ないように注意して運動しま

しょう。太もも・お尻・ふくらはぎといった脚全体を鍛えることができます。 

〈有酸素運動〉 

有酸素運動は酸素を体内に入れながらする運動のことで、ウォーキング（散歩）や自

転車エルゴメータ、水中（プール）運動などがあります。運動はゆっくりと行い、膝に

負担をかけずに実施しましょう。変形性膝関節症に有酸素運動は効果的との報告が多数

あり、また減量にも繋がるため、膝への負担が軽減します。 

〈自宅で気を付ける日常生活について〉 

・階段編 

膝の痛みが強くなると、階段の昇り降りが大変になってくることがあると思います。

どうしても階段を使用しなければならない時には、昇る際は痛くない方の脚から昇って

みてください。そして降りる際は痛い方の脚から降りてください。リハビリでは基本的

に手術した人にも、痛くない方から昇って、痛い方から降りてください、と説明してい

ます。そうすることで安定して階段昇降を実施することができるからです。 

・トイレ編 

膝への負担を減らすためには、和式生活よりも洋式生活を勧めております。そうする

ことで膝の曲げ伸ばしも少なくなり、膝への負担が軽減するからです。 

・寝室編 

寝室も同様に和式生活（敷布団）よりも洋式生活（ベッド）での生活を勧めておりま

す。床に座ることは膝への負担も大きく、曲げ伸ばしも大変になってきます。 

7）さいごに 

 当院のリハビリでは術前、術後どちらのリハビリも実施しております。術後について

はここで説明していませんが、担当理学療法士が膝の曲げ伸ばし運動や術後合併症予防

の運動、歩行などの動作練習を実施し、患者様に対してより良いリハビリを実施できる

ように日々努めております。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

  

新人自己紹介 

婦人科医師   小松 孝之 

 ４月に婦人科医として赴任した小松孝之です。大学卒業後は京都大

学婦人科学産科学教室に入局し、その後、関西や静岡の関連病院で

産婦人科診療に従事して参りました。総合診療科の酒井先生は大学の

同期で、その縁もありこのたび美幌町立国民健康保険病院で働かせて

いただくことになりました。婦人科医１人のため、診療内容も限られ微力

ではありますが、今まで培ってきた知識と技術を存分に発揮し、美幌町

の女性のヘルスケアに努めていく所存ですので、どうぞよろしくお願い

いたします。 

 北海道は学生時代から夏休みなどでたびたび訪れていて、その雄大

な景色やおいしい食べ物に魅了され、虜になっているのですが、実は冬の北海道は一度しか来

たことがありません。６年間の大学生活を送った青森よりはるかに厳しい北海道の天候を考える
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と、非常に心配ではありますが、逆に北海道の冬を楽しむのだという心意気で、美幌での生活を

送りたいと思います。何より、骨折して病院のお世話になることがないように注意いたします。 

 女性の生涯の中には、初経、妊娠、出産、閉経などのイベントがあり、思春期、成熟期、更年

期、老年期とそれぞれの時期にいろいろな体調の変化がみられます。何か気になる症状があり

ましたら、是非、婦人科に相談に来てください。 

 

看護師   宝沢 綾乃 

 初めまして。昨年４月より院内研修を経て外来に配属になりました宝沢

綾乃と申します。准看護師１年目ということもあり、初めて勤めさせていた

だく病院となります。 

 至らない点は多々ありますが、師長をはじめ先輩看護師の方々から、

人として看護師として学び、努力し、地域の皆様が安心・安全に医療を

受けられるよう、サポートして参りたいと思います。よろしくお願い致しま

す。 

              

看護師   森野 美智子 

 昨年８月より外来で勤務させて頂いております森野美智子です。以前

は大阪でパティシエの仕事をしており、昨年准看護師免許を取得しまし

た。新人研修として各科で勉強させて頂き、その一員として働けることを

嬉しく思っています。わからない事も多く、ご迷惑をおかけする事もあり

ますが、先輩スタッフに支えられ毎日過ごしています。初心と笑顔を忘

れず、患者様やご家族の気持ちに寄り添える看護師を目指していきた

いと思っていますので、今度ともよろしくお願いいたします。 

 

看護師   千葉 あゆみ 

 昨年の９月から外来で勤務している千葉あゆみです。美幌町に来る

前は、旭川の病院の病棟で働いていました。看護師として今年で９年目

となりますが、外来で働くのは初めてなので、新しいことをどんどん勉強

していきたいと思います。美幌町に引っ越してきてもうすぐ１年になりま

すが、新しい環境、病院で不慣れなこともあり、ご迷惑をかけることもあり

ますが、一生懸命頑張りたいと思うのでよろしくお願いします。  

 

           

 

看護師   伊藤 かおり 

 昨年の10月より、内科外来に配属となり勤務させて頂いています。 

長い間看護師として勤務してきましたが、その殆どが病棟勤務で、考え

てみると外来での勤務は初めてでした。早いもので半年が過ぎました

が、まだまだ不慣れでとまどうことも多く、先生方に指導していただき、ス

タッフのみなさんにお世話になりながら勉強の日々です。外来での看護

の難しさや、流れの大切さを実感している毎日ですが、これからも「一期

一会」を大切にがんばっていきたいと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 
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看護師   音無 悦子 

 今年1月より2階病棟で勤務させて頂いています。美幌町に来る前は

帯広市の病院で勤務していました。美幌国保病院は私にとって初めて

経験する診療科が多く、不安や緊張で一杯ですが、日々病棟スタッフ

の方々に助けてもらいながら看護させ頂いています。まだまだ不慣れで

頼りないですが、一日も早く患者様のお力になれるよう頑張ります。 

 斜里町出身で北見市での勤務経験もあるので、道東方面については

何となく分かるのですが、美幌町周辺は今まで素通りしてしまうことが多

く、町のことはほとんど分からないため、もう少し余裕ができたら色々な

所に出掛け、美幌町の生活も楽しめたらと期待しています。 

 

看護師   井上 佳苗 

 ４月から２階病棟で勤務させて頂いています看護師の井上佳苗です。 

 前の病院では外科・泌尿器科の病棟で勤務していましたが、整形外科

との関りは初めてのため、わからないことが多く、日々勉強の毎日を過ご

しています。また今年で看護師４年目と経験が浅いため、ご迷惑をおか

けすることが多いと思いますが、少しでも早く仕事に慣れていきたいと思

います。宜しくお願いします。 

 

 

看護師   上野 妙子 

 ４月より、３階病棟に勤務させて頂いています。以前勤務していた病院

は単科でしたので、国保病院に来て診療科の多さに戸惑っています。

今まで経験したことのない診療科もあり、病棟の皆さんに御指導頂き、

感謝しています。１日でも早く病院のシステムを覚え、仕事ができるよう

に頑張っていきたいと思いますので宜しくお願いします。 

 自己紹介ですが、特に趣味はありません。仕事に慣れ、時間と心にゆ

とりができたときには、以前からやりたかった「ヨガ」に挑戦したいと思っ

ています。 

 

看護師   中村 麻友 

 今年４月より、透析室で勤務させていただいております中村麻友です。 

 以前働いていた病院では病棟に勤務しており、透析室で働くのは初め

てです。新たな環境で働くことに不安もありましたが、患者様の笑顔に毎

日癒されています。まだまだわからない事ばかりで、皆様にはご迷惑を

おかけすると思いますが、スタッフの方々にご指導いただきながらたくさ

んのことを吸収し、日々学んで行きたいと思います。今後ともどうぞよろし

くお願いします。 

 

 

 看護師   脇本 藍  

 ４月から外来に勤務させて頂いています。担当は内視鏡室・手術室で、

検査や手術が無事に終わるように看護させて頂いております。以前は７

年間病棟勤務で、外来や内視鏡・手術室は10年振りで、初めて経験する

事や不安もあります。不慣れな部分もあり、思うように仕事が進まず、悩

みもありました。そんな中、スタッフの皆様から親切に指導をして頂き、

日々葛藤しながらも勤務しております。ここでの経験は看護の幅を広げ、

成長していけると思います。早く職場や仕事に慣れ、皆様の力になれる   
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               ように頑張りますので、宜しくお願い致します。 

 

臨床工学技士   田村 健博   

 今年１月より透析室で勤務させていただいています。 

 以前は網走の病院で３年勤務していました。手術業務など経験したこ

とがない業務もたくさんあり、不安もありますが、先輩方から学んで１日で

も早く仕事に慣れ、スムーズに業務を行えるよう日々精進していきたいと

思います。ご迷惑をかけることもあると思いますが、よろしくお願いしま

す。 

 

 

臨床工学技士   藤原 吉崇  

 今年１月から臨床工学技士として、透析室で働かせて頂いております

藤原吉崇です。 

 以前も透析室で働いていましたが、ここでは新たに覚える業務があり、

日々先輩方に支えられながら業務を行っています。こちらの環境に一日

も早く慣れ、患者様やスタッフに信頼される臨床工学技士になれるよう

に、日々努力していきたいと思います。今度とも宜しくお願いします。 

 

 

 

理学療法士   前田 悠輔 

 こんにちは、昨年７月よりリハビリテーション科で理学療法士として働い

ている前田悠輔と申します。僕は美幌町出身なので、ずっと地元の医療

に貢献したい、という思いがありました。１年目の新人理学療法士で、分

からないところも沢山ありますが、先輩方からアドバイスを頂き、色々と学

び、また日々の勉強でどんどん知識を身につけ、より良いリハビリを実施

できるように努力していきたいと思っております。これからも宜しくお願い

いたします。 

 

 

 

 

 編集後記 

                  総合診療科医師     酒井 英二 

 美幌町の皆さん、こんにちは。 

 今年は春の訪れが例年よりやや早かったものの、ゴールデンウイークを過ぎてもまだまだ肌寒

い日々が続いていますが、いかがお過ごしですか？ 

 国保病院は新人自己紹介にもありましたように、たくさんの新しい職員も入り、新年度がスタート

しました。特に小松孝之先生が静岡から常勤医師として赴任され、平成16年の休診から14年ぶ

りに婦人科外来が再開されました。診療開始後、まだ一ヶ月を過ぎたばかりですが、今のところ

受診者は一日10人未満で、まだまだ多いとは言えない状況です。何より国保病院に婦人科が出

来たことを、まだご存じない方も多いのではないでしょうか？病院・町でも更なる広報活動が必要

だと思います。 

 あらゆる世代の女性の方々で、女性特有の体調不良や不安などがありましたら、是非気軽にご

相談いただきたいと思います。次頁に診療体制について掲載致しましたので、ご参照ください。 

  

  



１８ 

    

  外来診療案内 
受付時間 受付窓口 再来受付機（再来の方のみ） 

午 前  8：45～11：00  8：00～11：00 

午 後 12：30～16：00 12：30～16：00 

手術等により診察時間の変更や休診となる場合がありますので、詳しくは当院までお問い合わせください。

※ 土日・祝日は休診です   

※受診の際は、下記の診療

体制をご確認の上ご来院願

います。

電話：0152-73-4111 

診療科 時間 月 火 水 木 金 

総合診療科 
午前 酒井英二   酒井英二   酒井英二 

午後   酒井英二   酒井英二   

内科 午前   松井寛輔   松井寛輔   

循環器内科 午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

内科 午前     安井浩樹 安井浩樹 安井浩樹  

呼吸器内科 午後 安井浩樹 安井浩樹      

  月曜日の午後の診療は総合診療科のお部屋(6番）となります。 

内科    午前 西村光太郎 西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 小林秋人 

消化器内科 午後 小林秋人   西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 

  火曜日の午後は内視鏡治療のため休診となります。 

禁煙外来 
呼吸器内科の安井医師、消化器内科の小林医師の診療時間に受診してくだ

さい。 

                                                                

外科  

午前  横山康弘 横山康弘 横山康弘 横山康弘  

午後       

午後及び金曜日は手術等により休診となります。 

整形外科 
午前 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 

午後   
午後は手術等のため休診となります。                
（急患の方の診療はお問い合わせ願います） 

  午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

泌尿器科 午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

  金曜日は、手術により休診となります。 

  午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

腎臓内科 午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

  金曜日は、手術により休診となります。 

                    

婦人科 
午前     小松孝之  小松孝之 小松孝之 

午後 小松孝之 小松孝之       

                                                                

脳神経外科 

午前 宮澤隆仁    

第２、第４ 
        

午後 

第２・第４月曜日が祝日の場合や、飛行機が欠航となった場合は翌週の月曜日が診

療日となります。 

                                                                

小児科 
午前 

古賀正啓 古賀正啓 
古賀正啓 

古賀正啓 古賀正啓 
午後 15:00～診察 

                                                                

眼科 
午前 

旭川医大出張医 
旭川医大出張医 

予約検査 予約検査 
午後 予約検査 


