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2021年 年頭のご挨拶

医療法人仁友会 理事長 石田裕則

新年あけましておめでとうございます。

皆様には、日頃より当法人の運営に多大なるご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。

2020年は新型コロナウイルス感染症の拡大から始まり、今なお終息が見えない世界的に
も未曾有の事態となった1年でした。医療関係者に限らず全ての人において大きな影響を
及ぼし、旭川市内でもクラスターが発生しています。感染者となった方々、対応に当たら
れた医療機関の皆様におかれましては大変なご苦労があったと推察し、心よりお見舞いを
申し上げます。当院では、特に感染リスクの高い透析患者さんが多数通院されているとい
う特徴から、患者さんへの感染が非常に心配されました。患者さん並びにご家族の皆様か
らも、当院の対策はどうなっているのか心配される声が聞かれました。当院では、感染拡
大第二波があった頃より空調設備による全館の常時空気入れ替えを行い、外来待合のイス
配置間隔の工夫、サーモセンサー設置、関係業者の来院制限等の対策を実施するとともに、
患者さん並びにご家族の皆様には入院患者さんの面会禁止、マスク着用と手指消毒の徹底
をお願いしてきました。加えて医療福祉関係の皆様のご理解とご協力により、今日まで大
きな事故もなく日々の診療を行うことができています。改めて感謝申し上げます。本年も
気を緩めることなく感染対策を徹底し必要とされる医療を提供して参りますので、引き続
きご協力くださいますようお願い致します。

さて、今年の干支は「丑」ですが、十干と十二支からなる六十干支では、辛丑（かのと
うし）に当たるそうです。丑は何かをつかもうとして曲がった腕を伸ばすことを表すとさ
れ、何か事を始めんとする字義があるとも言われています。一方、辛は「しん」とも読み、
同音の「新」につながり、「新しい」という意も含んでいます。つまり、辛と丑の組み合
わせは、つらい状況でも皆で手を結び新たに事を始める年と言えそうです。当法人といた
しましては今年のスローガンを「立向う」に設定し、職員全員に発表致しました。コロナ
ウイルスを始めとした、これから起こるであろう様々な困難に対し、職員一人一人が解決
策を考え立向う年にしたいと考えております。また、当法人では5年毎に中長期ビジョン
を設定しており、今年は2025年に向けたビジョンを策定し行動を開始する年でもあります。
職員からも提案されるアイデアを盛り込んだ新たなビジョンを立案し、当法人一丸となっ
て取り組んでいきたいと考えております。

最後になりますが、今後も患者さん並びに利用者の皆様にとってより良いサービスを提
供し、地域・社会に貢献できるよう一層努めて参りますので、何卒ご協力くださいますよ
うお願い申し上げます。

皆様におかれましてもより良い一年になることを祈念致します。



大腸がんの検査も北彩都病院で

当院をご利用いただいている皆様、地域の医療機関の皆様のおかげをもちまして

消化器内科開設1周年を迎えることができました。
今後ともスタッフ一同精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。

ご紹介・ご相談は北彩都病院受付までお問い合わせください

消化器内科医師

小澤 賢一郎
日本内科学会 総合内科専門医
日本消化器内視鏡学会 専門医
日本消化器病学会 専門医

消化器外科医師

海老澤 良昭
日本外科学会 専門医・指導医
日本消化器外科学会 専門医・指導医
日本大腸肛門病学会 専門医・指導医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医ほか

肛門疾患の他、直腸脱やヘルニア（脱腸）、
大腸がんの全身化学療法も施行しております。

上部・下部内視鏡検査、ポリペクトミー、
胃瘻の造設、交換も行っています。

月～金曜日 午前9：00～12：30 午後13：30～17：00
（※ただし、曜日により手術・検査実施あり、詳細はHP参照）

消化器内科・消化器外科

便潜血の検査は
どなたでも

500円から受けられます

肛門疾患

胃

消化器内科では胃内視鏡も行って
います。経口、経鼻腔のどらも
実施していますので、
患者さんがつらくない方法を
お選びいただけます。

デジタル肛門鏡を使用し、
病変を診断いたします。
投薬・手術のほか、切らずに治す
ジオン注射（ALTA療法）も
施行しております。

大腸

全大腸内視鏡検査が可能です。
内視鏡治療が可能なポリープ等が
ございましたら当院で処置いたします。
また、転移性大腸がんの全身化学療法
（入院・外来）も行っております。

詳しくは次ページ

ワンコイン検診（予約不要）を

ご覧ください。
人間ドック・消化器オプションも
ご好評いただいております。

便潜血検査で陽性の反応が出た場合や肉眼で分かる出血があった場合、
消化器内科にて大腸内視鏡による検査、

また消化器外科にて直腸・肛門からの出血の原因の診断、治療を行います。



500 1000便潜血（2日法）
＊大腸がんスクリーニング検査

ヘリコバクターピロリ菌
肝機能
血糖値
コレステロール
前立腺がん
腎機能
痛風
尿検査
貧血

胃ABC検診＊胃がんリスク検査

甲状腺機能
骨密度
動脈硬化

月～金曜日 午前9：00～12：30 午後13：30～17：00
糖尿病内科
診療時間

ワンコイン検診の受診は

直接 受付までおこしください。
詳細はホームページでも
ご確認いただけます。

糖尿病連携手帳、自己管理ノートを
お持ちの方はご持参ください

ほとんどの糖尿病患者さんは自覚症状がありません。血
糖が高いまま放置していると

腎機能障害や心臓病など、様々な合併症が現れます。

血縁者に糖尿病の方がいる方や、
気になる症状がある方は、検診をおすすめします。

当院ではワンコイン検診として500円から

血糖値の測定を受けられます。

こんな方がおりましたらご相談ください
□尿の量が多い
□いつものどが渇く
□食事をきちんと摂っているのにやせてきた
□疲れやすい、だるい

医師、看護師、栄養士が連携して糖尿病の治療に取り組んでいます。
糖尿病療養指導士の資格をもった看護師も在籍しています。

栄養指導

管理栄養士による栄養指導を行っていま
す。患者さんの状態に応じた食事内容を
個別にご指導いたします。糖尿病のほか、
慢性腎不全等の食事療法、透析予防指導
も行っています。

教育入院

糖尿病テキストにそって、食事療法や
血糖自己測定の方法、インスリン療法の
必要な方にはインスリン自己注射の指導
等を行います。

北彩都病院 診療科紹介 糖尿病内科



当 院 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 の 取 り 組 み

ＣＯＵＮＴＥＲＭＥＡＳＵＲＥ ＲＥＰＯＲＴ
新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 の 拡 大 を 防 ぐ た め に

ニュース等でご存知の通り、全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大しています。当院では、透析患者さんが多く、ご高齢
の方が半数以上を占めており、重症化のリスクがあります。透析治療は基本的に週3回の定期的な通院が必要となるため、

感染リスクが高いことから、透析室をはじめ院内全体で取り組んでおります。患者さんの安全を第一に考え、そして職員が安
心して働けるよう感染症対策を進めております。現時点で（2020.12.15現在）行っている当院での取り組みの一部をお伝え致
します。

入院病棟面会禁止中
皆様のご理解とご協力、何卒よろしくお願い致します。

その他取り組み

・患者さん、職員共に院内マスク着用の徹底
・手指衛生剤の設置数を増やす
・院内の換気、除菌作業を増やす

01.
受付

02.
待合椅子

03.
相談室

04.
職員食堂

受付にはサーモセンサー、アクリル板を設置しております。
また、雑誌類の設置を取りやめております。１階エレベー
ター前にもサーモセンサーを設置しております。

間隔を空けて座っていただくよう、待合椅子を配置してお
ります。

写真では分かりにくいのですが、相談室にもアクリル板を
設置しております。面談の都度、テーブルやアクリル板な
どの消毒を行っております。

職員食堂の配置を職員同士向かい合わせにならないよ
うスクール形式に変更しております。3人掛けから2人掛
けにし、間隔を空けて座るよう配置しております。

・他地域からの臨時透析の受け入れを中止
・患者さん対象の勉強会やセミナー、健康クラブ、
糖尿病教室や腎臓病教室の休止 等々



新任のご挨拶

永山指定居宅介護支援事業所 辻野 佳代

①出身地 ②資格 ③趣味

この度、当法人におきまして、介護支援専門員と医療ソーシャルワーカー、支援相談員が新任と
なりましたので、謹んでお知らせ申し上げます。
今後も医療・介護サービスの充実に一層力を注いで参ります。今後とも変わらぬご高配を賜りま
すようお願い申し上げます。

北彩都指定居宅介護支援事業所 田中 玉青

北彩都病院 地域医療連携室 千葉 夕佳

2020年1月に永山指定居宅介護支援事業所に入社いたしました、辻野佳代と申します。居
宅の介護支援専門員として、日々たくさんの方々と関わらせて頂いております。
支援を希望されている方々が、何を望まれているのか、困っていることがあるのかなど、
丁寧に伺えるようにと思っています。

2020年2月より地域医療連携室の医療ソーシャルワーカーとして勤務しております。これ
まで勤務していた病院や児童相談所での経験を活かし、他職種・各機関との連携を図れる
よう努めてまいります。来院される方の不安を少しでも安心に変えられるようサポートし、
向き合っていきたいと思います。
まだまだ不慣れな点も多々ございますが、よろしくお願い致します。

2020年3月より、北彩都指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員として勤務させて頂い
ています。30歳代から介護の現場で働かせて頂き、たくさんの経験をさせて頂きました。
50歳になり、初めて介護支援専門員という仕事に就かせて頂き、毎日が勉強の日々です。
当事業所には、神田所長をはじめ5人の介護支援専門員が所属しています。新しく入った
職員に対しても、誰一人嫌な顔一つせず、親切丁寧に指導して下さいます。本当に心の温
かい職場です。経験がなくても安心して働くことができる環境を作って下さっていること
に日々感謝の気持ちでいっぱいです。
ご利用者様そのご家族様、各事業所様等、沢山の方に助けて頂きながら働かせて頂いてい
ることに感謝し、これからも精進していきたいと思います。

①鷹栖町 ②介護支援専門員・介護福祉士 ③ジョギング

①旭川市 ②社会福祉士 ③旅行

①旭川市 ②介護支援専門員・介護福祉士 ③旅行・きれいな物集め

介護老人保健施設みやびの森 鈴木 健太郎

この度、ご縁がありまして老健みやびの森で支援相談員として勤務させて頂くことになり
ました。前職は介護職として利用者様の介護をさせて頂いておりました。
よって、支援相談員としては新人です。日々、力不足を痛感しております。まだまだ未熟
者ですが、感謝の気持ちを忘れずに、自分自身を裏切らないように精進して参りたいと思
います。これから宜しくお願い申し上げます。

①遠軽町丸瀬布 ②介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉主事 ③料理



　 泌尿器科
月 火 水 木 金

午前 大山哲平 増井則昭 石田裕則 石田裕則（第2・4週） 増井則昭
山口　聡 徳光正行 山口　聡 大山哲平（第1･3･5週） 徳光正行(第1週は予約診療のみ)

菊地大樹 金川匡一(予約診療のみ) 菊地大樹 徳光正行 山口　聡（第1週）

午後 増井則昭 大山哲平

徳光正行(予約診療のみ) 菊地大樹（第1･3･5週）

　 腎移植科
月 火 水 木 金

午前 金川匡一
午後 金川匡一

※腎移植科は予約診療のみとなります。予めご了承くださいませ。

　 内科
月 火 水 木 金

午前 平山智也 豊島經康 和田篤志 和田篤志 植竹　護
植竹　護 橋本裕之 山田一紀 橋本裕之 平山智也（第1235週）

佐々木幸恵（第4週のみ）

午後 和田篤志
植竹　護

　 糖尿病内科
月 火 水 木 金

午前 野村雅宏 野村雅宏 野村雅宏 野村雅宏 旭医第2内科
午後 野村雅宏 野村雅宏 野村雅宏 野村雅宏 野村雅宏

　 消化器内科

月 火 水 木 金
午前 小澤賢一郎 検査 小澤賢一郎 小澤賢一郎 検査/診察
午後 小澤賢一郎 小澤賢一郎 検査 検査 小澤賢一郎

　 外科（消化器・肛門）
月 火 水 木 金

午前 海老澤良昭 検査/診察 手術日 手術日 海老澤良昭
午後 手術日 手術日 海老澤良昭 海老澤良昭 手術日

　 血管外科
月 火 水 木 金

午前 田中和幸 田中和幸
※外科診療は毎週（月）（木）１１：００～１２：００の１時間のみの診療となります。

　 整形外科
月 火 水 木 金

午後 板谷純幸（第1･3･5週）

小林徹也（第2・4週）

※手術・出張などで変更となる場合があります。ご了承くださいませ。
※受付時間：８：１５　～　１６：００（１２時以降に受付した方は、午後診察になります。）
　診察時間：午前の部　　９：００～１２：３０　　午後の部　１３：３０～１７：００

山田一紀 豊島經康

　　　北彩都病院　 診療科別　外来担当表　　　　

山口　聡 徳光正行 石田裕則

橋本裕之 豊島經康



私たちは、医療と介護サービスを通し、地域の皆様と共に歩み続けます。

北彩都病院
院長：石田 裕則    病床数：116 床、透析ベッド数：115 床
〒 070-0030  旭川市宮下通 9丁目 2番 1号  TEL:0166-26-6411
https://kitasaito.jinyukai.jp/

診療内容 泌尿器科、内科、血管外科、人工透析内科、腎臓内科、
糖尿病内科、消化器内科、消化器外科、肛門外科、整形外科

北彩都 指定居宅介護支援事業所
北彩都病院内  6F  TEL:0166-21-5611

永山腎泌尿器科クリニック
院長：水永 光博    透析ベッド数：47 床
〒 079-8412  旭川市永山 2条 7丁目 60 番  TEL:0166-46-5500
https://nagayama.jinyukai.jp/

診療内容 泌尿器科、人工透析内科

永山 指定居宅介護支援事業所
永山腎泌尿器科クリニック内  TEL:0166-49-6885

春光腎
クリニック

〒 070-0874  旭川市春光 4条 7丁目 3番 15 号
TEL:0166-74-7470
https://shunko.jinyukai.jp/

院長：金川  匡一
透析ベッド数：41 床

診療内容 人工透析内科

豊岡内科整形外科
クリニック

〒 078-8233  旭川市豊岡 3条 6丁目 176-107
TEL:0166-35-0561
https://toyooka.jinyukai.jp/

院長：秋田  信之
病床数：19 床

診療内容 内科、循環器内科、リウマチ科、
整形外科、リハビリテーション科
※訪問診療も行っております。

介護老人保健施設
みやびの森

〒 078-8208 旭川市東旭川町下兵村 320-18
TEL：0166-36-6520
https://miyabi.jinyukai.jp/

サービス付き高齢者住宅
みやびの森

〒 078-8251 旭川市東旭川北 1条 4丁目 2番 5号
TEL：0166-36-8811
https://zaitaku.jinyukai.jp/skj

訪問看護ステーション 北彩都 〒 078-8251 旭川市東旭川北 1条 4丁目 89 番地 121

介護相談センター みやびの森 〒 078-8251 旭川市東旭川北 1条 4丁目 89 番地 121 

永山地域包括支援センター 〒 079-8413 旭川市永山 3条 19 丁目 4番 15 号
( 永山市民交流センター内 )

併設
ヘルパーステーション みやびの森

医療

介護・住まい・在宅支援

TEL:0166-73-8788

TEL:0166-85-7502

TEL:0166-40-2323


