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加　藤　正　仁診療部次長・脳神経外科部長

診療部次長就任のご挨拶
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連携医の皆様には、日ごろから格別のお引き立て

をいただき厚く御礼申し上げます。

平成30年 4月に、診療部次長を拝命いたしました

加藤正仁でございます。私は、昭和 63 年に北海道大

学を卒業し、脳神経外科医として診療に従事してまい

りました。様々な現場で臨床経験を積み、平成 26 年

4月に当院に赴任いたしました。

私は 4 月から、電子カルテを含む新しい診療情報

システムの当院への導入に関わって参りました。お陰

様で、8月18日、新システムが稼働いたしました。当

院では、まず幌南病院から札幌医療センターとなる前

年の平成 17年 10月にオーダーリングシステム及び

CT、MRI 等の画像のシステムが電子化されており、

これで診療システムの電子化がほぼ完成した形です。

カルテのほぼ完全な電子化を達成し、院内各科の

横のつながりが強化され、フットワークは軽くなりま

した。今後も、連携医の皆様との連絡をより密にし、地

域医療に貢献すべく職員一同精進して参ります。

また、今回の震災（平成30年 9月 5日：21号台風、

翌 6 日：北海道胆振東部地震）で被災された方には

心からお見舞い申し上げます。

台風で強い風が吹いた翌日に大地震に見舞われ、

さらに北海道全域の電力供給が失われるという未曽

有の大災害でした。

当院も電力の供給が止まったため、当初非常電源

下で入院患者の診療のみ行える状況でした。しかし、

公共機関、病院等に優先的に回復した電力を配分する

北電の方針の下、当日夕方には電力の供給を受けるこ

とができ、救急車を積極的に受け入れました。翌日か

らは、人工透析機器を稼働できなかった他院の患者も

受け入れました。

今後も連携医の皆様、地域住民の方々と日ごろか

ら手を取り合い、災害時には皆様と協力し、医療施設

として地域の核となるべく、診療と医療機器の充実に

努めてまいります。

よろしくお願い申し上げます。

役職等 脳神経外科部長

資格等 医学博士（北海道大学）
日本脳神経外科学会専門医･同指導医
日本脳卒中学会専門医
がん治療認定医
北海道大学医学部脳神経外科 非常勤講師

専門領域 脳神経外科領域全般
（特に脳腫瘍､三叉神経痛､顔面痙攣）

所属学会
及び研究会

日本脳神経外科学会
日本脳腫瘍の外科学会
日本脳神経減圧術学会
日本脳腫瘍病理学会
日本神経病理学会
日本脳卒中学会
北海道脳腫瘍病理検討会 代表世話人
北海道脳腫瘍治療研究会 幹事
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糖尿病教室のご案内

糖尿病教室 週間予定表
開催場所：2 階多目的指導室（産婦人科外来の左側）
開催日時：原則隔週の開催となります。日程の詳細はスタッフからお知らせします。

※テキスト「もうこわくない糖尿病」を教室に持参してください。
※「糖尿病について」「食事療法について」は受講料がかかります。

当院では、「患者が糖尿病について深く理解し、積極的に自己管理ができるようになるための動機づけとな

ること」を目的に糖尿病教室を開催しています。

担当者は、医師・臨床検査技師・管理栄養士・理学療法士・薬剤師・看護師であり、それぞれの職種が連携

して専門性を活かして教室を行っています。糖尿病の方であればどなたでも参加可能でありますが、事前に予

約が必要となります。是非当院以外の糖尿病患者さんにも参加していただき、患者の日々の生活や、糖尿病に

対する取り組みに活かしていただけたらと思います。また、参加するに至っては糖尿病テキスト「もうこわく

ない糖尿病」650 円を 1 階の売店で購入していただいての参加になります。また、一部有料の講義もあります

ので、予約や詳しい内容は地域連携室にご連絡ください。

＊スケジュールは下記をご参照下さい

当院の患者サポートセンターは、地域の医療機関や様々な保健・福祉サービス機関との連携の窓口として、

患者さんに切れ目のない医療・看護・介護サービスが提供できるよう支援・調整を行っています。その中にあ

る地域連携室は、前方支援業務（病病・病診連携）を行っています。患者さんの受診、入院の調整以外に検査

の依頼も受けています。CT・MRI・RI をはじめ、各種エコー検査、内視鏡、睡眠時無呼吸症候群（SAS）、骨

密度など行っています。事前に診療情報提供書を FAX で頂き予約をお取りします。検査後、CT・MRI・RI は

読影レポートと画像をお渡し致します。検査のお申込み、ご不明な点は地域連携室にお問い合わせ下さい。

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

午前

休　　講

食事療法について
・食品交換表
・1日の必要
　エネルギー量

担当者：管理栄養士

検査について
・診断のための検査
・合併症を調べる検査
・コントロール状態を知る

担当者：検査技師

糖尿病について
・原因
・症状

担当者：藤原医師

糖尿病について
・合併症
・治療の目標

担当者：本多医師

日常生活について
・足病変
・病気になった時の対策
・受診、嗜好品、旅行

担当者：看護師

運動療法について
・運動の時間、量、頻度
・運動の種類

担当者：理学療法士

薬物療法について
・経口薬
・インスリン注射
・低血糖

担当者：薬剤師

11:00～ 11:45

13:00～ 13:45 13:00～ 13:30 13:00～ 13:30 13:00～ 13:45

11:00～ 11:45 11:00～ 11:45
講
　
義
　
内
　
容

講
　
義
　
内
　
容

地域連携室より検査のご依頼を受けています



常日頃連携医の先生方には大変お世話になっております。

最近「患者サポートセンター」と言う言葉を聞かれることが多くなりました。当院も昨年より「地域連携・

がん相談支援センター」を「患者サポートセンター」に名称変更致しました。スタッフの人数も増え活動して

おります。そこで、当院の患者サポートセンターのお仕事をご紹介したいと思います。　　　　　　　　

患者サポートセンターは、地域連携の窓口となる地域連携室、あらゆる相談に対応する医療社会事業相談

室、入院から退院までを支援する入退院支援室、在宅療養を支援する在宅看護室（訪問看護）そしてがん相談

などの業務を行っております。医師、看護師、社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）、医療事務員など多職

種でチームを作り、地域の医療機関や施設と連携を図り、患者さんやそのご家族の支援をしています。急性期

病院は入院から退院までの期間が短く、患者さんやご家族が不安のないように入院前から退院後の生活を見据

え、継続した関わりが必要です。当部署はそれを目指し日々頑張っています。

地域連携室
【人員】医師１名・看護師４名・事務員４名

【業務紹介】地域の医療機関や施設からの依頼を受け、外来診療の事前手続きや放

射線科・内視鏡室・臨床検査科等の検査予約、入院の調整を行っています。院内外

のパイプ役として、その調整に毎日奮闘しています。

KKR札幌医療センター
KKR Sapporo Medical Center

患者サポートセンターの紹介

患者サポートセンターチーム紹介

入退院支援室
【人員】看護師５名

【業務紹介】入院予定の患者さんに対し、患者情報を事前にとり入院の説明を行い、

患者さん・ご家族が安心して入院できるよう関わり、外来・病棟と連携を図ってい

ます。

在宅看護室
【人員】看護師３名

【業務紹介】患者さんのご家庭を訪問し、病気や障害のために支援を必要とされる

方がその人らしく在宅療養生活がおくれるよう看護（ケア）を行っています。主治

医の治療方針やケア・プランに沿って、他のサービスと連携しながら看護を行い、

安心して在宅療養が続けられるようお手伝いしています。長谷川 平田 池長谷川

守屋

濱田

辻村

山口

守屋

濱田

湯瀬

大石西浦 折舘伊藤片山

島田 藤島湯瀬

大石西浦 折舘伊藤片山

島田 藤島 鈴木鈴木

辻村

松代松代

山口

平田 池

－3－

白井　副センター長

本多　センター長

平山　副センター長
　　　がん看護専門看護師
（写真左から）
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７月より患者サポートセンターに配属になりました伊藤嘉洋と申します。平成 29 年
3 月までＫＫＲホテル札幌で勤務しておりましたが翌月の 4 月にＫＫＲ札幌医療セン
ターに転属となりました。転属後 1 年半が過ぎようとしておりますが、地域医療の充
実と発展に少しでも貢献できるよう努力してまいりたいと思っております。どうぞ宜
しくお願い申し上げます。

患者サポートセンター　新メンバー紹介
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医療社会事業相談室
【人員】医療ソーシャルワーカー３名

【業務紹介】患者さんの病気に関連して起こる様々な心配ごとについて、お話を伺

い患者さん・ご家族と一緒に考えながら、少しでもその方らしい生活が送れるよう

にお手伝いしています。がんに関する相談、医療費や生活費など経済的な問題に関

する相談、退院や転院に関する相談、介護保険制度・障害者に関する制度について

の相談など幅広く対応しています。

がん相談
【人員】がん看護専門看護師１名　医療ソーシャルワーカー３名（兼務）

【業務紹介】がん患者さんの身体的・精神的な苦痛を理解し、患者さんやそのご家

族に対して QOL（生活の質）の視点に立った看護を提供し、患者さん・ご家族を

サポートしています。緩和ケア科のご相談もお受けしています。

木村 松田 桃内木村 松田 桃内

伊　藤　嘉　洋（いとう　よしひろ）

８月から患者サポートセンターに配属になりました鈴木由貴と申します。元々は母
子女性ｾﾝﾀｰで勤務しておりました。病棟では出会えない患者さんをはじめとした様々
な方の出会いを大変嬉しく思っております。患者さん、ご家族が安心できるよう努め
ていきたいと思いますのでよろしくお願い致します。

鈴　木　由　貴（すずき　ゆき）

産休、育休をいただきまして、８月より患者サポートセンターに配属になりました
松代小春と申します。以前は循環器センターに７年程勤務しておりました。病棟勤務
において検査や治療に対して不安を抱えて入院をされる患者さんが多くいる事を感じ
ていました。入院前の丁寧な説明の実施、また、不安な事を伺い病棟と共有する事に
より患者さんが少しでも安心して入院生活を送れる様、お役に立てたらと思っており
ます。至らない点が多々あると思いますが、頑張りますのでよろしくお願いします。

松　代　小　春（まつしろ　こはる）
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