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˒ȅ֥͈֗ޗȂࡄਘͬਰ̵̯̳͘
˓ȅ࠲ࠐͅאၣփ̱̀Ȃ̷͈ࠫͬض২̳̱ٛ͘ͅࡓۺ
ɡজ̹̻͉ۛ৪̯͈͘ࡀ၌ͬఄਹ̱̳͘
ˍȅഐ୨̈́֓ၷ̫ͬͥࡀ၌
ˎȅ֓ၷ̱̀ͅ۾ͥࡀ၌
ˏȅ֓ၷ࣐ևͬু́͐ࡀ၌
ːȅίρͼΨΏȜͬ༗બ̯ͦͥࡀ၌
ˑȅ૽ࡀͬఄਹ̯ͦͥࡀ၌
˒ȅΓϋΡάΣϋ̫ͬͥࡀ၌
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新たな地域連携の構築
〜地域におけるチーム医療を目指して〜
院長

牧野

憲一

՞লພ͉֭ौාၛ̥ͣ Ĳıı ා̞̠͂୯࿒͈ාً̱̱̹ͬ͘ȃࣽා͉૧̹̈́ Ĳıı ා͈
ΑΗȜΠρͼϋͅၛ̫̳̾ͩ́ȃ
ষ͈ Ĳıı ා̫͈࢜̀ͅల Ĳ ༜̱͂̀૧̹̈́౷֖ႲࠈͬΑΗȜΠ̵̯̭̱̱̹ͥ͂͘ͅȃ̷͉ͦȂ
౷֖̤̫ͥͅΙȜθ֓ၷ͈ଔૺ̳́ȃਲြ͈Ⴒࠈུ͈͉ۛܖ৪̯͈ͭતٚȆݙત̱̹ٚ́ȃ̭͈͢
̠̈́Ⴒࠈࠁఠ͉Ȃۛ৪̯͈ͭু̦͂͂͜͜ڰၛ̱̞̀̀২ٛڰ൲࣐̞̭̦ͬ̽̀ͥ͂ஜ̱̹́ȃ
౷֖͈ۚܖພ̦֭ۛ৪̯͈ͭત̫ٚͬȂऔ̱হ̱̀২ٛ̀̽ͅܦೀ̩Ȃ̷͈ࢃ͈֭হၷ̦ຈ
ါ̈́ાࣣͅࡓ͈֓ၷݙͅ۾ܥત̳̞̹ٚͥ͂̽Ⴒࠈ̱̹́ȃ̭̦͂ͧȂ಼ࣞႢا২͈ٛಎ́ুၛ̱
̞̞̀̈́ۛ৪̯̦ͭ௩̢̧̞̳̀̀͘ȃఉ̩͈ۛͬ༴̢Ȃພ֚̾ͬܨহ̱̹̱͂̀͜২ٛͅ໘ܦ
̧̞̭̦́̈́͂൚̹ͤஜ̧̞̳̈́̽̀̀͘ͅȃ̭͈̠̈́͢২ٛ́ۚܖພ͈̺̫֭֓́ۛ৪̯ͭ
͈ၷ̵̧͉́ͭ͘ȃۛ৪̯͈ͭఘ௨̦ͬͥ֓ຈါ̳́ȃۛ৪̴̷̯͈͈͙͈ͭۛ̈́ͣ
ఘഎȂୈ૰എȂ২ٛഎȂ౷֖എ̈́ࠊ͜ࣉၪ̱̀ၷ̱̀ೀ̫̳ͥ֓́ȃુഎۛͅ৪̯̦ͭ߫
ͤ༐̱̱֭Ȃఘۯၑ̷࣐̞̦͈̠ͬ̽̀ͥ֓̈́ͬ͢ڬ̞̳̽̀͘ȃজ̹̻͉̭͈̠̈́͢
֓ͬȶ̥̥̫ͤ̾֓ȷ͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃਲြ߿͈ȂતٚȆݙતٚͅࡠ̯̹ͦ౷֖Ⴒࠈ͉́ȶ̥
̥̫ͤ̾֓ȷͅຈါ̈́ૂ༭̵̦̹̱̞̯́ͭ̀ͦ͘ރȃ̷͉ͦȶ̥̥̫ͤ̾֓ȷ̥ͣત̫ٚͬ
̞̈́́ఈ͈֓ၷ̥ͣ۾ܥત̫̭̦ٚͬͥ͂ઁ̩̞̥̳̈́̈́ͣ́ȃ͞ش܉ীشȂෂ͈̓̈́شܕ
ႀ֖͈ၷ͈͒شત͈ٚఉ̷̸̩͉͈ͦͦͬشດᖬ̳̳ͥ́֓ުٳȃ̭͈ાࣣȂඤ̜ͥ́֓ش
ȶ̥̥̫ͤ̾֓ȷ͉͜ة̷̞͈ͣ̈́ۛ͘͘ͅ৪̦ව̱֭হၷ̦࣐ͩͦప̧̱̞̳֭̀͘ȃठ̷͍
͈ȶ̥̥̫ͤ̾֓ȷͬང̹ͦष͉ͅૂ͈ة༭̵̜ͤͭ͘͜ȃࣞႢ́ু͈ພે̱̥ͬ̽ͤ୰ྶ̧́
̞̈́ۛ৪ུ૽̦ව͈֭મळͬ୰ྶ̧̞̱̠́̈́́͡ȃ
՞লພ͉֭́૧̹̈́দ͙̱͂̀Ȃ
ȶ̥̥̫ͤ̾֓ȷͅව֭ͅૂ̳ͥ۾༭̭̠࣐͂ͬͅރ
̱̱̹͘ȃۛ৪̯̦ͭܢഎ̱֭̀ͅൎ̫̞ͬ̀ͥඤ͈֓ࠏشၷͬ۾ܥచય̱̳͂͘ȃ̷͈
֓ၷ͈̥ͣ۾ܥત͈ٚခྫ̴̥̥ͩͣͅව֭Ȇప͈֭ͬอ̱̳͘ȃ̹͘Ȃప֭ζςȜ͈
ັ࣐̞̳͘͜ȃഥో̵̱͉̹̞͂̀̾հ Ū ֓ၷΥΛΠ͈ιȜσܥෝͬ၌ဥ̳̭ͥ͂ͬே̱
̞̳̦̀͘Ȃྚحව͈֓ၷ͉ͅ۾ܥఈ͈Ⴒ၁༹༷͜൦̱̞̳̀͘ȃ̱̥̱ȂŇłř ൝͉́ࢋ
൝Γ΅νςΞͻȜષ͈࿚ఴ̦̜̳͈ͤ́͘Ȃخෝ̈́ࡠ̵̹̞ͤ̾հ Ū ֓ၷΥΛΠ͈͒حව̤ͬܐ
̞౿̱̳͘ȃ̹͘Ȃ̵̹̞̾հ Ū ֓ၷΥΛΠͅحවೀ̫̳͂͘ιȜσܥෝ̩͇ͤ̈́͢ͅ࠳ܨ൚֭
͈֓ͅႲ၁̧̭̳ͬ͂ͥ͂́͘͜ȃ
՞লພ͉֭́Ȃȶ̥̥̫ͤ̾֓ȷͬಎ̱̹͂૧̹̈́౷֖֓ၷȂ౷֖̤̫ͥͅΙȜθ֓ၷ
ͬૺ̹̞͛͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ૽ș̦հ̱̀༥̵ͣͥ౷֖̩͈̹̮̿ͤ͛ၑٜ̮͂ފႁ̤̞ͬܐ౿
̱̳͘ȃ
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新 診療部長挨拶
一緒に健康問題の解決の糸口がつかめるような
診療を行いたい
総合診療科

黒島

研美

○出身大学

旭川医科大学（平成７年卒）

○資格・認定・指導医等

日本神経学会専門医・指導医
日本内科学会認定医
日本頭痛学会専門医・指導医
プライマリ・ケア認定医

̭͈ഽȂĳıĲķ ාːˍັࣣ́ၷش໐
ಿͬෲྵ̞̹̱̱̹͘ȃ
জ͉ ĲĺĺĶ ාͅ՞֓ఱͬު̱Ȃೄࢃͅཤ
٬ൽఱڠ֓ڠ໐૰ࠐඤͅشවޫ̱Ȃոࢃ͉૰ࠐ
ඤࡄ̱̀͂֓شᲤͬୟ̞̱̹ͭ́ͤ͘͘ȃ̷͈
ً͈ಎ͈́ࣽࡄܢਘ͈ఘଷ͉̩͂։̈́ͥ
শయͅȂനయཆဎయ૰ࠐඤޗش͈ࢄঐ൵͈
͂͜Ȃໝତ͈ພ࡛֭́ह͈ࡄܢਘͅ൚̳ͥ
শཻͅܢଜشȂ֓ݢݣၷ໐Ȃ૰ࠐ༶ৣشȂ
۪شܕȂકࡄ͈شܕاਘ̵̧̯̞̹̺̱ͬ̀͘
̹ȃ૰ࠐඤ͉֓֓ش̱͈ࣣ͂̀ႁͬ̾ͅ
̫̭̦ͥ͂ຈါ̜͈̤́ͥ͂ࣉ̢͈̜͂́̽͜
̹̲̤̳͂ۜ̀ͤ͘ȃ
̹͘Ȃ̭͈̱͈ͦ́֓͂̀͘ ĳı ා͈ۼ
ႉ࡛ા͈ಎ́Ȃ̭࣐̥̞̓̽̀ͩͣ̈́͜ͅȂ
औ̱ͬ̀͜࿚ఴ̞̞༷̦̈́͂ͩͦͥ૰ࠐඤش
̧̹̓ͤͅȂٜࠨ͈ঝ࢛ͬࡉ̵̞̺̹Ȃ̜ͥ
̞͉ȶ̩̥̞͈ͩͣ̈́́͢ȷ͂ࢄત̞̹̺̞ٚ
̹༷̦Ȃडਞഎͅ૰ࠐඤش͉̥̹ۛ́̈́̽͜
͈͈Ȃ౯̥ͣহၷ͍̞̹ࠫ̾ͅΉȜΑͬఉ̩
ࠐࡑ̱̤̳̀ͤ͘ȃ̷͈̠̈́͢൚͈شၷඤယ
͙ͬ̀ۻȂཪ֭ಿ̥͈ࣣͣၷش໐ಿ͈͒
ਖහါ̦૰ࠐඤ̜ͥ́֓شজ̜̹͈̽͂͜ͅ
ࣉ̢̞̭̳̀ͥ͂ͧ́ȃ
૰ࠐඤ͂شࣣၷ͈شඵ௷͈ᴌ͉̞̹ͬ
ે̤ͤ̀̽̈́͂ޙȂ̻̓ͣ͜༌̧̭ͥ́ͅۼ
͉̞̭͂́̈́͂ͬਹșઇ̱̤̳̦̀ͤ͘Ȃ౷

֖͈ٯအ͈࠲ࢫ࿚ఴ͈ٜࠨ࣓ͅࡃ഼̧̠́ͥ͢
ႁ̱̞̀ͥ͘ਫ਼ం̳́ȃ
ພఠ̧̦͉̱̞̽ͤ̈́̈́̓તٚ୶ͅྸ̠̠͢
༷̦̞̱̞̱̹̈́ͣ̽ͣ͘͝Ȃ̮ત̞̹̺ٚͬ
̫ͦ͊ࢨ̞̳́ȃ̴͉͘Ȃ࿒͈එ̩ํսȂ͈
එ̩ํս́শ̫̥̀ͬۼၷ̢࣐̠ͬͥ͢ͅ
͂Ȃત͈͙ٚȆۖထଷ͈́ၷͬٳই̞̹
̱̳͘ȃͬܛབ̯༷͉̮ͦͥͅະুဇ̤ͬ
̥̫̱̳̦͘Ȃ̷͈̩̤̽ͤ͂͠დͬॿ̞Ȃ
֚ͅ࠲ࢫ࿚ఴ͈ٜࠨ͈ঝ࢛̦̥̠̾͛ͥ̈́͢
ၷ࣐̞̹̞ͬ͂ࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
૰ࠐඤشന໗֭ಿ͈ၑٜ͂؊͈͂͜׳Ȃজ
͂൳အུͅίρͼζςΉͺႲࣣڠ͈ٛ֓
ͬڒခ̳ͥ૰ࠐඤ׆ش໐ಿȂ൚֭́ࡄܢਘ
ͬਞ̢Ȃࢃࡄܢਘ଼̱̳̳͈֓͂̀͘͘ಿͬܢ
ఞ̯ͦͥാന֓͂͂͜ͅȂܰ࿅͉̯̩̀͜
౷֖͈ٯအ͈ှͬං̠ͣͦͥ̈́͢ၷ࣐ͬ̽
̧̞̹̞̀͂ࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
࡛ह͜Ȃ̭̥ͦͣ͜জུ͈ު͉૰ࠐඤ́֓ش
̳ȃ૰ࠐඤش͈̤̞͉ۛ̀ͅȂুͬ
̹̽ၷ࣐̤̳̦ͬ̽̀ͤ͘Ȃࣣၷ͈͂ش
̱͉̀ࠐࡑ͜ཋ̱̩ȂႲࠈ֓ၷ୶͈۾ܥ༷ͅ
̢̞̫̥̺̹̞̈́ͣ̈́͊ͦ̈́̀ޗͅݙા࿂͜ఉ
̞̥͂ం̲̳͘ȃ՞লພࣣ֭ၷͬش
౷֖͈Ⴒࠈ֓ၷٯ͈۾ܥအ̞͂֗̀̀͜͜ͅͅ
̹̺̫ͦ͊ࢨ̞̳́ȃ̸̠̱̩̤̞̓ͧ͢ܐ૭
̱ષ̬̳͘ȃ

当院では平成 28 年 4 月 1 日より総合診療外来の診療を開始致しております。是非ご活用ください。
○診療日時
○対象疾病
○診療申込

毎週月・水・金曜日 午前９時から午前１０時まで
どの診療科へ紹介するか不明確な場合。
※担当医の判断により、各専門科での診療となる場合があります。
地域医療連携室経由の完全予約制となります。
専用の診療予約申込書にてお申込みください。
※診療予約申込書は以下からダウンロードできます。
旭川赤十字病院のホームページ→医療関係の方へ→地域医療連携室
→診療予約→専用用紙はこちら
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新 診療部長挨拶
「形成外科・創傷治癒センター」として
信頼される診療科を維持したい
形成外科

丹代

功

○出身大学

札幌医科大学（平成９年卒）

○資格・認定・指導医等

日本形成外科学会認定専門医
日本熱傷学会認定熱傷専門医
皮膚腫瘍外科指導専門医
ＩＣＤ（インフェクションコントロールドクター）

ȡ̜͙͠ȡ
ĳıĲķ ාːͤ͢ࠁ଼شٸ໐ಿ̞̠͂ͬ
ྩ̵̧̯̞̹̺̳͛̀͘ȃ
জ͉ ĲĺĺĹ ා̥ͣ՞লພ֭ͅྩ̱Ȃ
ࣽා́ྩ Ĳĺ ා࿒̳̈́ͤ͘ͅȃজ̦හ̱̹
൳ාȂढ़ི֓شఱ࣒شٸ଼ࠁͅڠजͬٳ୭̱Ȃ
੩ޗ̱͂̀ढ़֓ఱࠁ଼ͬشٸ̧̹̽̀Ւ
໐ୄਜ୶̹͘͜൚֭ͅහ̧̱̱̹̀͘ȃ̷
͈ࢃȂՒ໐୶͈ࡓͅఱͅڠႦ̞ͣ̈́အș̈́
͈ۛۛ৪အ̦ൽཤڎ౷̥ͣਬͤ͘Ȃজ͉ତා
̹ͩͤͅՒ໐୶͈ࡕ̱̩̈́͜ࢄঐ൵ͬ
̫Ȃఉ̩͈ͬࠐࡑ̱ࣽͅঢ̳ͤ͘ȃ
ȡࡧ߳൰͈̞͘ȡ
൚֓ુࡓ͉شː૽̱̹̦́Ȃා̈́͞ުٳ
͈̓ప́ĳıĲĵාྎͤ͢ુ͉֓জˍ૽̳́ȃ
̱̥̱Ȃਲြ͈ͤၷͅ་̩ͩͤ̈́Ȃఉઁྫ
ၑ̱ͬ̀͜ତ̱̞̳ͬ̀͘ȃ̶̈́̈́ͣ
՞ঌ͚ͬ܄ൽཤ͉ͅȂݝۼͅਹછۛݢݣ
৪̫ͬවͦͥࠁ଼̜͈ͥشٸພ͉֭൚̱̥֭
ྫ̞̥̳ͣ́ȃ՞֓شఱྫ̦شٸ଼ࠁ͜ͅڠ
̩Ȃ൚̦ش̢̻̭̹̭̦ͥ͂ြ̫̈́ͦ͊Ȃ
ൽཤ͈ࠁ଼۾شٸႲ͈হၷ̦త̳ͤ͘ȃਲ̽̀
Ĳ ૽ఘଷ́ۛ͜ݢݣ৪͉خෝ̈́ࡠ̫ͤවͦୟ
ޭഎ̞࣐ͬͅݢȂ̵̩̭͉̱ͬ֨͂͘
ͭȃ̯͘ͅȶࡧ߳൰ȷ́Ȃ͈ࣣͅۼম
̠̩̞̠͂͜͢͞ș͉̜̳́ͤ͘ȃ̱̥̱̭
͈ޭࡠેఠ͈́ၷ͉Ȃ׳ુ֓͞
ٸြȂພȂΑΗΛέ͈ࢄފႁ͈̤̥̬
̜́ͤȂ૬̩ࢄႛͬ૭̱ષ̬̳͘ȃ
ȡ൚͈شၷȡ
۾Ⴒ̱͉ۛ͂̀Ȃඳহន͞មȂٟកȂ
ࢩํսੱȂໂȆ໐ழ͈՛Ȇၻਆន
͂ࢃठ࠺Ȃ܉៥حႢ་͂اવٺȪ܉៥ئȂ
ඤ̈́̓ȫ
Ȃ௷͈୶ഛࠁܗȂͥ͢ͅੱٸ໐
ழఅੱȂ࿂ࣸࣸ୬̈́̓အș̳́ȃ̯ͣͅࢯ
حႢဥτȜΎȜ͈̈́̓૧̹̈́൵ව̜̳ͤ͘͜ȃ
̭ͦͣఉ̩͈ତ͞ၷུ́ࠁ଼ڠشٸ
ٛঔ୭Ȃ͍ݞུੱڠٛࡄਘঔ୭ͬ
̱̤̳̀ͤ͘ȃ

ਲ̽̀Ȃࣽࢃ൚̳ͥྩͅش৹ུ̞͉֓
ࠁ଼ڠشٸٛ֓Ȃໂਆនشٸঐ൵
֓Ȃུੱڠ͈̦ٛ֓̈́̓৾ڒංخෝ
̳́ȃ
ȡྚြ͈͒ࢹேȡ
൚ུ͉֭֚ࢩ̞ํսͬခ̱̹Ρ·ΗȜ
ΰς͈ݶതພ̱֭͂̀Ȃཤ͉౽ඤঌ͞၌Ȇႛ
ോȂୌ͉ၣཀঌֵི͞Ȃධ͉ີၻ༷࿂͢
ͤݢݣ͈̓̈́ੱٸเۛ͞৪ત̦̜̳ٚͤ͘ȃ
අͅࢩํսੱ͈হၷخෝ̈́ੱ֓ુह͈
ུੱڠٛࡄਘঔ୭͉ൽཤ֚́൚̺֭
̫̜́ͤȂࠁ଼شٸႀ֖͈ཤ༷͈ါ̱͈͂̀
ͬڬ̞̳̽̀͘ȃਲ̽̀ȂੱٸȆੱহၷͅ
̤̫ͥൽཤ౷֖͈́൚͈شಎഎ̥ͣڬȶࠁ
଼شٸȆੱহΓϋΗȜȷ͂ྴઠ་ࢵ̱̹̞
͂ࡢ૽എͅࣉ̢̤̳̀ͤ͘ȃ
ࣽࢃ͉৹ࠁ଼֓شٸͬ௩̱͞Ȃఈພ֭͂
͈Ⴒࠈͬਰ̵̯Ȃ̯͉ͣͅ՞ঌඤ͈ତઁ̈́
̞ࠁ଼·شٸςΣΛ·͈͂ࢹͬ߸۾ಃ̢̱̹̠
́Ȃൽཤ౷༷͈৽̹ͥȶࠁ଼شٸȆੱহΓ
ϋΗȜȷ̱͂̀ှ̯ͦͥၷͬش̱̹̞
͂ࣉ̢̞̳̀͘ȃ̸̠̱̩̤̞̓ͧ͢ܐ૭̱ષ
̬̳͘ȃ
★こちらもご覧ください★
病院ホームページでは、各診療科についての紹介ページ
を設けてあります。形成外科のページでは形成外科に関
する Q&A や対象とする疾患、当院の実績、診察案内な
どが掲載されております。是非ご覧ください。
・旭川赤十字病院ホームページ
http://www.asahikawa.jrc.or.jp

トップページ左【診療科紹介】
よりご覧になれます。
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新 診療部長挨拶
３月よりＴＵＥＢを開始。より質の高い医療
の提供を目指す
第２泌尿器科

清水

崇

○出身大学

札幌医科大学（平成 11 年卒）

○資格・認定・指導医等

医学博士
日本泌尿器科学会認定専門医・指導医
日本がん治療認定機構がん治療認定医
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器腹腔鏡技術認定医

̭͈ഽȂĳıĲķ ාːˍັ̫́లˎෂܕ
ش໐ಿͬྩ̭̱̹͛ͥ͂͂̈́ͤ͘ୄକଢ͂૭
̱̳͘ȃĲĺĺĺ ාढ़ི֓شఱڠު́ȂĳııĶ
ා͜ͅ Ĳ ාۼ՞লພ֭́ྩ̱̞̹̭̀
̦̜̳͂ͤ͘ȃौාːȂ Ĳı ා͐ͤͅ՞
লພ֭́ठ͍ྩ̳ͥܥٛͬడ̧̱̹͘ȃ
ఱ͉֭́ڠȂᦏ܈อͅ۾ဓ̳ͥζͼ·υ
œŏł ͈ιΙσ̞࣐ͬݪࡄ͈̞̀̾ͅاȂڠպ
ͬ৾ං̱̤̳̀ͤ͘ȃ
൚͉́شȂஜၛஏ܈Ȃᦏ܈Ȃଅ܈Ȃଅួෂ
̓̈́܈ۯෂႹ՛ਆនછ႕ͬఉତȂඅͅ߃ႋ͈
୶͈֓ުٳ༷̥͈ͣત̧̱̞̹̺ٚ̀Ȃহၷ
̱̤̳̀ͤ͘ȃ˰ˎո͈ئଅࡔ͉̞̀̾ͅ܈௱
ໜ̳̤̱࣌ͤ̀͂͘ૻ༷̠࣐ͬޢȃ̹͘Ȃ
ࠂଅͅ܈చ̱͉̀Ȃࢃ͈ଅܥෝأంͬ࿒ঐ
̱̀Ȃୟޭഎͅଅ໐୨ੰ࣐̤ͬ̽̀ͤȂخ
ෝ̈́છ႕͉ໜ࣌ئޢଅ໐୨ੰ࣐̠̭ͬ͂ͅ
ͤ͢೩ਥͬ࿒ঐ̱̞̳̀͘ȃ༷֚Ȃૺ࣐
̱̹ᦏ͞܈ଅួෂͅ܈ۯచ̱͉̀Ȃୟޭഎͅ
ஜڠاၷ༹ͬঔ࣐̱̤̀ͤȂহၷ଼ୡ͈٨
ͬܢఞ̱̞̳̀͘ȃ̹͘Ȃ൚͉֭ݢݣྵݣΓϋ

ΗȜͬ୭̱̞̹̀ͥ͛Ȃঌඤ̤͍͢߃ႋ͈ঌ
ఆ̴͈͙̈́ͣḀ༷̑ࠫͣ͜ଅួଅછ
႕ͬત̯ٚͦͥܥ̦ٛઁ̵̩̜̈́ͤͭ͘ȃࠫ
ଅួଅ͉෴ࠬછΏοΛ·̭̈́ͥ͂͜ͅઁ
̩̞̹̈́̈́͛Ȃཻଜ֓ش͂ފႁ̱̀ ŉńŖ ̈́
̓́ۯၑ࣐̤̳ͬ̽̀ͤ͘ȃ
൚͉́شौා́͘Ȃஜၛஏఱછͅచ̳ͥ
ၷ༹̱͂̀Ȃࠐෂൽഎஜၛஏ୨ੰȪŕŖœ
Ƚ őȫ࣐̤̱̹̦ͬ̽̀ͤ͘Ȃࣽාˏ̥͉ͣȂ
ͤ͢೩ਥ̥̾आহഎ̈́ஜၛஏఱછͬ࿒
ঐ̱̀Ȃࠐෂൽഎஜၛஏ ̜ͥ́ړŕŖņŃ ͬ
ٳই̱̤̳̀ͤ͘ȃŕŖņŃ ͉́Ȃಎ̤͍͢
ࢃ͈̦ࠬઁ̩̈́Ȃఱ̧̈́ஜၛஏఱ́͜հ
ͅخෝ̳́ȃ
൚࡛͉شहȂཱനဉෂ৽شܕහ໐ಿȂࣽා
ː̥ͣහ̱̹ნᙎක֓͂জ͈ˏ૽ఘଷ́
ၷ࣐̤̳ͬ̽̀ͤ͘ȃौාȂ൚͉́شȂˍා
 ́ۼĶĶı ոષ͈࣐̞̱̹ͬ͘ȃࣽࢃ͜
ͤ͢ৗ͈̞ࣞ֓ၷ̧̠ͬͥ́͢ރ഼ႁ̱̀४
̳͈ͤ́͘Ȃ̱̩̤̳̱̹̞̞ͧ͘͢ܐȃ

重症患者管理の面で地域医療に貢献を
第 2 救急科

飛世

史則

○出身大学

札幌医科大学（平成 11 年卒）

○資格・認定・指導医等

麻酔科標榜医
日本麻酔科学会指導医
日本集中治療学会専門医
日本心臓血管麻酔学会経食道心エコー認定医

̭͈ː̥ͣ՞লພ֭ͅහ̞̹̱͘
̱̹ଲঃ௱͂૭̱̳͘ȃཻଜȂਬಎহၷȂݣ
̈́৽ͬݢ̱̤̳͂̀ͤ͘ȃˏ́͘ঌ
ၛ՞ພ֭ͅྩ̱̤̱̹̦̀ͤ͘Ȃ̭͈̹͍
˒ාˏ̥͐ͤͅ՞লພ֭ͅ࿗̞̽̀͘
̱̹ͤ͘ȃˏ̩̱ݛষ࡛͈ݢݣા̥̥̰ͣ̽
̤̱̹̦̀ͤ͘Ȃˍ்̩ͤ৾ͬ͜ې࿗̱ݢݣȆ

౷֖֓ၷ࣓ͅࡃ̱̹̞͂এ̤̳̽̀ͤ͘ȃཻଜ
͉ͬ́ش̫ͣͦͥۛ৪အͅచ̱Ȃၻৗ̈́
ཻଜ̧̠ͬͥ́͢ރș഼ႁ̫̤ͬ̀ͤ͘
̳ȃཻ̹͘ଜ࡛͈ݢݣྵݣ͉شા͞ਬಎহၷͅ
̤̫ͥۯၑͬංփ̱̤̳͈͂̀ͤ́͘Ȃਹ
છۛ৪ۯၑ͈࿂́౷֖֓ၷ࣓ͅࡃ̧́ͦ͊͂এ
̤̳̽̀ͤ͘ȃ̱̩̤̞ͧ͢ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ
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病 理課
医療技術部紹介
ࣽȂພၑ౯ུ͉૽͈ঘཌࡔ֦లˍպ̜́ͥ՛
ਆន͉̲̳ͬ͛͂ͥఉ̩͈͈ۛ౯̵̥̞ࠧ̈́ͅ
͈̜́ͤ͜ȂহၷࠐًͬκΣΗςϋΈ̳ͥષ́͜ਹါ
͈̳̈́́͜ȃজ̹̻ພၑ͉هȂພၑ౯̢ͬͥܿ
໐̜́ͤȂພၑ౯͈شພၑ֓ˎྴ͈͂͜Ȃႉ
औܿˑྴȪ̠̻ळ༾औআːྴȫȂैު֥ˍྴ
́șުྩ࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ
͉ࣽٝȂ̷͈ພၑྩު͈هඤယ̮ͬત̱̳ٚ͘ȃ

1．病理組織検査
ࡐ́ޢ͞
শͅഊ̯ͦ
̹௫͈ܕழ౯
࣐̠̹͈ͬ͛ດུ
ͬैୋ̱̳͘ȃ͘
̴Ȃۛ৪̯̥ͣ͘
न̯̹৾ͦழ͉
̹̺̻ͅγσζς
ϋࡥ̯̳ͦ͘ȃ
ࡥ  ̯ ͦ ̹ ழ  η·υΠȜθ́ழͬถ̩୨ͤକͅ
̥͓ͥैު
͉Ȃພၑ̦֓౯
ͅຈါ̈́໐պͬ୨̱ͤȂഐ୨̈́ఱ̧̯ͅΠςηϋΈ
̱̹ͬȂΩρέͻῧ̞̠͈ࡔၳ͈͂̈́ͥ́͜
ࡥ̳͛͘ȃΑρͼΡດུ̳͉ͥͅͅȂழͬુˎȡ
ˑЂ Ů ̞̠͂ถ̯́୨̞̩̽̀ຈါ̦̜̹ͥ͛ȂΩ
ρέͻΰઁ̱ޑഽ̵̹ͬ୨̳̩̱̳ͤ͘͞ȃ̷̱
̀Ȃη·υΠȜθ̞̠͂౾ͬঀ̽̀ถ̩୨̹̽ழ
ͬΑρͼΡ΄ρᾼഡͤັ̫̀ۋ̵̯̳͘ȃडࢃͅȂ
ΰζΠ΅ΏςϋȆΐϋஅ̞̠͂அ༹́Ȃࡐ
́ޢ۷ख़̱̳̞̠͢͞அ̱̳͘ȃ
न̯̹৾ͦழ͉̭̠̱̹̞̩̥͈̾ࢥͬࠐ̀
ດུ̈́ͤͅȂພၑ֓ͤ͢ͅ౯̦࣐̳ͩͦ͘ȃ̯ͣ
ͅȂຈါͅ؊̲̀Ȃ౯༞੩̱͂̀ڎਅඅਂஅ͞ࢯ
ࡔࢯఘ؊ͬ၌ဥ̱̹྾עழڠاஅȂ͍̈́ͣͅړ
ॸ͈ΧͼήςΘͼΔȜΏοϋͬ၌ဥ̱̹ ŊŔŉȪŪůġ ŴŪŵŶġ
ũźţųŪťŪŻŢŵŪŰůȫ࣐̞̳̈́̓͘͜ȃ൚ ͉́هĲıı ਅ႒
ոષ͈ࢯఘͬఁ̢̤̀ͤȂఉ̩͈ழ౯ͅၛ̽̀
̞̳͘ȃ
̷͈ఈȂݝȆশͬٸۼ࿚̴ͩಎଇ௸ພၑ౯͜
࣐̤̽̀ͤȂழఘ̥ͣ ĲĶ ഽ́ழ౯

̦خෝ̳́ȃ

2．細胞診検査
৽ͅ՛ळ༾͈ခྫ
͓̳ͬ͘ȃळ༾औ
আ͈ͬڒ̾औܿ
ͤ͢ͅȂෂȆቅណಎ
͈̈́̓ۛ৪̯̥ͣ͘ু
டͅญၗ̧̱̹̀ळ༾
͞Ȃঊࠛݠ໐Ȇඤ྄̈́
ࡐ̹ࡉ́ޢळ༾௨
̓ड़ًन̵̯̞̹৾̀
̺̞̹ळ༾Ȃশ͉ͅࢿેஏȆςϋΩ୯ஊঁ̈́̓ෝ൲എ
ͅन̵̯̞̹̺̞̹৾̀ळ༾́ດུͬै଼̱Ȃ۷ख़ȪΑ
·ςȜΣϋΈȫ࣐̞̳ͬ͘ȃິ૽شո͈֮ٸછ႕͂
̷͈ఈုછ႕͉ພၑ͈֓ΙͿΛ·̫̹ͬࢃͅ
༭̯̳࣬ͦ͘ȃິ૽֮شછ႕͉༆͈ळ༾औআ͈Θ
ήσΙͿΛ·ࢃȂ̦֮ͅࢃ̹̯ͦږ༭̯̳࣬ͦ͘ȃ

3．病理解剖
ະࢨ̱̤̀ͅཌ̩̹༷͈̈́ͤ̈́ͣͦͅঘ֦͞হၷ࢘
ض൝͈࿒എ࣐̞̳́͘ȃĳĵ শۼఘଷ࣐̤́̽̀
ͤȂພၑͅ৽͉هٜཎ͈ٚ੩࣐̞̳ͬ͘ȃ
̭͈̠͢ͅພၑ͉ྩު͈هఱ̧̩ˏ̫̾ͣͦ͘ͅ
̳ȃພၑ͈֓ພၑ౯̽̀ۛ͢ͅ৪̯͈͘౯̦ږ
̱Ȃ͈ຈါ͞ൎဓ̳ͥस఼͈̈́̓হၷ༷ૻ
̦ࠨ̧̞̳̽̀͘͘ȃ̷͈ୃ̈́ږພၑ౯͉ͅഐ୨̈́
ດུै଼͞ఘੜၑ͈েȆ̦ܿະ̜ͤ́ࠧخȂ
ϋΠυȜσȜαͼ൝Ȃٸ໐ୈഽۯၑ͜ͅୟޭഎͅ४
̷͈̱حȆ࢜ષ഼̞̳͛̀͘ͅȃ̯ͣͅȂ൚͉ه
ĳıĲĶ ාˍͤ͢Ȃऺၳͬ৽̱̹͂ພၑழ౯
͈ు࣐̤ͬ̽̀ͤȂႲࠈঔ୭͈ٯအ͉ͅȂଇ௸̥̾
ှ͈̞ࣞ౯̧̠ͬͥ́͢ރఘଷͬା̢̤̀ͤ
̳͘ȃમळ͉՞লພ͈֭γȜθβȜΐͅࠇश̱
̤̳̀ͤ͘ȃࣽࢃ͜Ȃພၑ֚ه൳Ȃ౷֖֓ၷ࣓ͅࡃ́
഼̧̠ͥ͢ႁ̧̱̞̹̞̀͂এ̞̳͈́͘Ȃ̱̩ͧ͢
̤̳̱̹̞̞͘ܐȃ
ಕȇġພၑ͉ܿه͂ैު֥ȃພၑ౯͉֓شˎྴ́
ࢹ଼̯̞̳ͦ̀͘ȃ
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質問
項目

（平成 28 年４月付）

①診療科
②取得指導医・専門医等
③卒業年度
④地域医療機関の先生方へ一言！

①麻酔科副部長
②医学博士、日本麻酔科学会指導医・
専門医、日本心臓血管麻酔学会専門医
③平成 13 年度
④麻酔、救急、集中治療の分野で貢献
できればと存じます。御指導の程どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

蔵前 太郎

①外科
②日本外科学会専門医
③平成８年度
④外科一般をやっています。専門は特
にありませんが、ここしばらくは消化
管を中心に行って参りました。当院で
は主に腹腔鏡手術を中心に行ってい
きたいと思います。

望月 宏樹

①麻酔科
③平成 17 年度
④出身大学は旭川医科大学であり、4 年
前にも当院で働いており 2 回目の勤務
となります。当院麻酔科は救命センタ
ーや道北ドクターヘリなどで近郊の
医療機関の先生方にはたくさん協力
をお願いすることと思います。何卒よ
ろしくお願いいたします。

児玉

萌

①麻酔科
②日本麻酔科学会認定医、麻酔科標榜
医
③平成 22 年度
④不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけ
することもあるかと思いますが、精一
杯頑張りますのでよろしくお願いい
たします。

井垣 勇祐

①腎臓内科
③平成 23 年度
④至らぬ所が多く、御迷惑をおかけす
ることもあるかと思いますが、よろし
くお願い致します。

岡本 迪成

①脳神経外科
③平成 23 年度
④若輩では御座いますが、全力で診療
にあたらせていただきます。どうぞよ
ろしくお願いします。

齋藤

敦

①消化器内科
③平成 23 年度
④まだまだ未熟で、皆さんにご迷惑を
おかけすることもあるかとは思いま
すが、ご指導よろしくお願い致しま
す。

佐藤 智香

①神経内科
②日本内科学会認定内科医
③平成 23 年度
④脳卒中後や変性疾患の患者さんなど
のことで、たくさんお世話になると思
います。何とぞ、よろしくお願い申し
上げます。

鰐渕

敦

①泌尿器科
③平成 23 年度
④旭川は初めての赴任になります。丁
寧な診療を心掛けたいと思います。宜
しくお願いします。

伊藤 佳永

①心臓血管外科
③平成 24 年度
④専門研 修を始めたばかりです。大学
病院にはない症例を経験しながら、１
歩ずつ前へ進んでいきたいと思いま
す。ご指導宜しくお願い申し上げます。

長南 新太

①循環器内科
③平成 24 年度
④札幌医大出身の長南と申します。旭
川・地域の患者様に少しでも貢献でき
るよう努力して参ります。何卒、宜し
くおねがい申し上げます。

萱場 幸太郎

①整形外科
③平成 25 年度
④先生方には多大な御迷惑をおかけす
ることとは思いますが、懲りずに御指
導御鞭撻頂けましたら幸いです。宜し
く御願い申し上げます。

土田 拓見

①神経内科・総合診療科
③平成 25 年度
④患者様の御紹介お待ちいたしており
ます。また、紹介させていただく際に
はよろしくお願い申し上げます。

宮坂 友紀

①呼吸器内科
③平成 25 年度
④まだまだ未熟ですが、一歩ずつでも
前に進めるよう日々の診療から学び、
誠心誠意取り組みたいと思っており
ます。よろしくお願い致します！

宮下

龍

ĸ
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小野 賢人

①臨床研修医
③平成 27 年度
④将来は色々な地域で働きたいと考え
ています。お会いした方はぜひご指導
のほどよろしくお願いいたします。

小泉

富基

①臨床研修医
③平成 27 年度
④今年度から初期研修医として研修し
ております。地域の医療機関の先生方
にも色々とお世話になることがある
と思いますので、どうかよろしくお願
いします。

神

未央奈

①臨床研修医
③平成 27 年度
④将来地域でお世話になる際にはご指
導のほどよろしくお願いします。

竹中 淳規

①臨床研修医
③平成 27 年度
④北海道大学出身の竹中淳規と申しま
す。精一杯頑張りますので、ご指導ご
鞭撻の程宜しくお願い致します。

田中 大貴

①臨床研修医
③平成 27 年度
④北海道大学医学部卒の田中大貴と申
します。２年間の研修を通して多くの
ことを学び、少しでも皆様のお役にた
てればと思います。よろしくお願いい
たします。

東嶋 宏泰

①臨床研修医
③平成 27 年度
④医師１年目で右も左も分からぬ若輩
者ですが、感謝・謙虚・積極性を持っ
て日々研鑽して参りますので、御指導
の程よろしくお願い申し上げます。

増田

拳

①臨床研修医
③平成 27 年度
④地域医療に携わりたいという気持ち
で頑張っていきます。よろしくお願い
します。

松田 亜依

①臨床研修医
③平成 27 年度
④旭川赤十字病院のような、地域に根
付いた素敵な病院で働けることを大
変嬉しく思っています。１日も早く、
患者様や地域の医療者の皆様の役に
立てる日が来るよう、頑張っていきた
いと思いますので、ご指導ご鞭撻のほ
どよろしくお願い致します。

水島 慶一

①臨床研修医
③平成 27 年度
④旭川は本当に寒い場所であると身を
もって実感する日々ですが、負けずに
１年間頑張ります。よろしくお願いし
ます。

安田 肇宏

①臨床研修医
③平成 27 年度
④地域医療に関わる皆様のお役に立て
るよう努力致しますので、よろしくお
願い申し上げます。

退職医師のお知らせ
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訂正とお詫び

連携室だより第 26 号 8 ページの「平成 27 年度に開催した研修会、検討会をご紹介します」内の第 16 回
医療機関職員研修会の演題１ 誤嚥を予防するポジショニングの実際の演者のお名前を「蟹谷 和子」と
記載しましたが、正しくは「田中 亮一」です。訂正してお詫びいたします。
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