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●生命を安心して預けられる病院
●健康と生活を守る病院

●「年中無休・24時間オープン」で、救急医療を提供します。
●病気の治療だけでなく、健康増進と病気予防を推進します。
●安全管理の徹底に努め、安心できる医療の提供を目指します。
●医療技術・診療態度の向上に絶えず努力します。

広報誌
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禁煙 当院は健康増進法第25条に基づき、

「館内・敷地内全面禁煙」です。ご協力をお願いいたします。
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　2023年が始まりました。私は1年前のご挨拶で、

1世紀前のスペイン風邪（インフルエンザ世界的流

行）が約3年で終息したことを引き合いにし、新型コ

ロナウイルス感染症の流行は2022年で終息するの

ではないかと申し上げました。しかし残念なことにまだ

そこには至っておりません。ただし、第8波は私たちの

医療現場においては相変わらず厳しい戦いは続いて

いるものの、世間の行動制限がないなかでの状況で

あることから今後、徐々に終息に向けて期待が持て

るのではと考えています。

　さて、今年はどんな1年になるでしょうか。医療につ

いての話題は、医療DXをあげたいと思います。

　DXとは「デジタルトランスフォーメーション」と呼び

ます。病院や薬局、訪問看護ステーションといった医

療機関が、最新のデジタルテクノロジーを活用して業

務や医療サービスを変革し、患者さまやその家族、さ

らに医療従事者に福音をもたらすことが期待されて

います。いちばん身近になりうるのが「マイナンバー

カード」です。皆さますでにお持ちでしょうか？

　あまり良い印象をお持ちでないかたもいらっしゃる

と聞きますが、すでに全国民の6割が取得しています。

マイナポイントがもらえるという魅力だけで、よく内容を

知らないうちに取得したかたもいらっしゃるのかもしれ

ませんが、医療については役立つ内容がたくさん含ま

れた大事なカードです。ぜひ取得してご活用ください。

　もうひとつの話題は、医療者、とくに医師の働き方

改革です。医師は他職業と比較してかなりの長時間

労働の実態にあり、一部は医師の自己犠牲的な長

時間労働により支えられている状況にあります。当院

の医師には月の労働時間が150時間を越える医師

もいるのです。これを改善することが医療の質と安全

性の確保に通じ、地域の医療提供体制を守ることに

つながります。厚生労働省は2024年から本格的な

規制を敷くことにしていますが、これによって、患者・

家族の皆さまへの影響もあることが予想されます。例

えば、いままで主治医中心だった回診がチーム制で

交代制となる、病状説明などの予約時間が日中のみ

など時間の制約がかかる、病院からの病状説明が

WEBや電話になる、などが推し進められます。

　こうした新時代の医療変革が今年は飛躍的に発

展する年であると確信しています。ただ医療は効率

化ばかり進めても良いわけではなく、最後は人と人と

のコミュニケーションであり、そのためには私たち医療

者と患者さま相互にはいつも『愛』が必要です。心が

DXになることはありません。

　今年は癸卯（みずのと・う）年です。干支の意味に

照らすと「これまでの努力が花開き、実り始める」意

味があるとされています。努力が実りまずは3年間の

コロナ禍が終息し、皆さまにとって健やかな1年となり

ますよう心から祈念いたします。

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

病院長より新年のごあいさつ

病院長　太田　智之

謹んで新年の
お慶びを申し上げます。



　この賞は、開設期間10年以上、継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供し、給食

の管理運営が優秀で他の模範となる給食施設が選考の対象となり、毎年1施設表彰されます。

　各学会など対外的な活動や栄養指導を通じて地域への情報発信を行っていること、食品ロス削減の

取り組み、多くの患者さまへの栄養管理への評価を頂きました。

　栄養科松井室長は、『今後も安全で満足していただける食事の提供と患者さまの栄養状態の改善・

維持に努めて参ります』と現状に満足することなく、さらにより良い食事の提供ができるよう、模索してい

る姿がとても印象的でした。

　当院全体でもこの取り組みに協力し、患者さまが安心してご利用いただけるよう努めて参ります。

北海道知事賞（優良給食施設）を
受賞しました！

北海道知事賞（優良給食施設）を
受賞しました！

　当院・栄養科では《安全で満足していただける食事の提供・より良い栄養管理の実践》の
理念のもとに、スタッフ一同「人の体のための栄養科」を目指し、日々取り組んでおりますが、
この度北海道知事表彰北海道知事賞（優良給食施設）を受賞しました。

医療講演スケジュールは、当院ホームページ

（https://www.higashi-tokushukai.or.jp/other/chair.html）または

下のQRコードより、ご確認ください。

※当院の医療講演活動は、令和4年度札幌市（保健福祉局）の後援を受けております

・メタボ、大丈夫ですか？

・骨をじょうぶにする食事

～関連テーマ～

札幌東徳洲会病院　医療公開講座
パソコンや
スマートフォン等で
検索！

栄養科では、地域への情報発信のひとつとして『医療講演』を定期的に実施しています

食事から皆さまの
健康をサポート
いたします！



つなげる地域の輪
医療 TOPICS

当院では地域の医療機関および介護・福祉施設と連携し、退院後も適切な
医療・福祉サービスを受けられるよう地域との連携構築に取り組んでいます。

地域連携施設のご紹介

あさぶハート・内科クリニック
医療法人 新楓和会

医療法人 新楓和会　あさぶハート・内科クリニック医療法人 新楓和会　あさぶハート・内科クリニック医療法人 新楓和会　あさぶハート・内科クリニック医療法人 新楓和会　あさぶハート・内科クリニック

診 療 時 間 月 　火 　 水 　 木 　 金 　 土 　 日

休

※

休

休休休

休09:00～12:00

14:00～18:00

内視鏡検査
※土曜の診療は9:00～12:30まで　土曜の午後・日曜・祝日は休診です。

　当院は兄弟で診療しており、兄が循環器、弟が消化器を専

門とし心臓病から消化器疾患、一般内科まで幅広く対応して

います。院長は北大病院での重症心不全に対する診療経験

を活かし、心不全stageCはもとよりstageA(高血圧、糖尿病

など)、stageB（心肥大、心筋梗塞後など）から心不全への進

展予防を目指して治療介入します。

　常勤の超音波検査技師により心機能の正確な評価、甲状

腺、腹部、頸動脈・下肢血管に至るスクリーニングとフォローを

行っています。SASの簡易検査やオンライン診療による

CPAP管理、5台あるホルター心電図は即日解析が可能で

す。呼気ガス分析機能付き心肺運動負荷検査装置は虚血評

価、運動処方に活用しています。心不全療養指導士に看護

師6名が認定され、管理栄養士とともにクリニックであっても多

職種による療養指導を実践しています。

　消化器では全例鎮静下での上下部内視鏡検査、大腸ポリ

ペクトミーに対応しています。

　発熱外来として、院内2台あるPCR装置と抗原検査キット

で新型コロナのトリアージを積極的に実施しています。

不明熱や内視鏡検査で見つかった癌病変、急性

腹症などをご紹介しいつも迅速にご対応頂いて大

変助かっています。当法人は、来年4月に外来心臓

リハビリを専門とする分院「あさぶハート・心リハクリ

ニック」を開院予定ですので、今後も急性期治療を

貴院へご依頼し、維持期に心臓リハビリが必要な

患者さまは当院で投薬も含め管理するような病診

連携を構築して参りたいと考えます。

〒001-0040 札幌市北区北40条西4丁目1番1号
ASABU LAND1階メディカルモール内
TEL : 011-374-7667　FAX : 011-374-7702

北海道大学医学部卒

北大循環病態内科学へ入局

同大学医学博士

カナダ・アルバータ大学留学

北海道大学病院助教を経て

平成31年クリニック開設

趣味はゴルフ
院長 / 福島　新
（ふくしま あらた）

循環器内科･消化器内科･一般内科

https://asabu-heart .com/

生活習慣病、消化器疾患から心不全まで質の高い外来診療を目指しています生活習慣病、消化器疾患から心不全まで質の高い外来診療を目指しています

札幌東徳洲会病院との病診連携と今後の展望
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ちょっと気になる？ 看護師がどんなお仕事をしているかインタビュー♪
今回は  5B病棟 村田 若菜 さんです。

　仕事とプライベートを割り切り、休みの日は目一
杯休日を楽しむことでリフレッシュをしています。
　友達と車でドライブをしたり、お家時間を充実さ
せるため、自分の好きな雑貨に囲まれた空間作りを
したりしています。
　あとは、一日でも早く、気兼ねすることなく旅行に
行ける日が来るのを願うばかりです。

　四肢の骨折や、切断肢の患者さまが入院する
外傷整形外科と、気管支喘息や腸炎など0歳児
から入院する小児科を担当しています。

1.主にどんな診療科を対応されていますか?

　患者さまの検温や身の周りのお手伝いをしてい
ます。
　また、手術を受けられる患者さまの手術前後の
全身管理を行っています。
　当病棟は、怪我をされて入院する患者さまがほと
んどなので、傷口の観察や処置、痛みのコントロー
ルをしています。
　また、外傷整形外科の患者さまは手術後のリハ
ビリがとても重要となります。
　少しでも患者さま・ご家族さまの希望される退院
先へ退院できるよう、リハビリスタッフと協力し、患
者さまの持っている日常動作の力を最大限に引き
出す、お手伝いをしています。

2.主な仕事を教えてください。

3.お仕事とプライベートはどのように両立されていますか？

　手術前後には一人では動けなかった患者さまが、
痛みを我慢しながらリハビリを経て少しずつ動ける
ようになる姿には、私も頑張らなきゃと励まされます。
　リハビリをクリアして元気に退院していく患者さま
に「ありがとう。皆さんのおかげでこんなに動けるよ
うになりました。」という言葉をいただけることや、
退院した患者さまがさらに動けるようになった姿を、
病棟に見せにきてくれることに嬉しく思い、やりがいを
感じます。
　また、小さな体で入院生活や治療を頑張っている
子供達には元気と癒やしをもらっています。

4.仕事を通してうれしかったことや、やりがいを教えてください。

　東徳洲会病院は、365日24時間患者さまを受
け入れています。
　思いがけない怪我をしてしまった時、不安でいっ
ぱいだと思います。手術前後の管理や術後のリハ
ビリ、当院退院後の生活の相談などスタッフ一同
全力でサポートさせていただきます。

5.最後に読者・患者さまへ一言お願いします。

頼れる職場のパートナー 

看 護 師 の お 仕 事

医療 TOPICS
ナース
nurse



　徳洲会グループである「徳洲苑なえぼ」は、地域の皆様に支えられながら平成11年の開設から24年目を
迎えようとしています。
　介護老人保健施設は「在宅復帰・在宅療養支援のための拠点となる施設」「リハビリテーションを提供
する機能維持・改善の役割を担う施設」として位置付けられております。
　入所者様はもとよりショートステイや通所リハビリテーションは、対象者である方の在宅生活を支える役
割を担っております。そこでは、介護職員を始めとして看護職員、リハビリ職員、栄養士、相談員等、医師、
等 ・々・・様々な職種が日夜奮闘しております。

介護老人保健施設とは

病院 介護老人施設 自宅

入所

通所リハビリ

訪問リハビリ

入所・ショートステイ

在宅復帰

　「徳洲苑なえぼ」ではグループ病院である「札幌東徳洲会病院」と医療面での
連携を常に図りサービス提供をしています。

　介護保険の要支援・要介護認定申請において、要支援1・2または要介護1～5で認定された方が対象になりま

す。身体機能の維持、向上を目標に在宅生活が継続できるよう支援いたします。

　理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーションや日常生活動作の支援（入浴、排泄、食事

等）趣味活動や各種行事を行っております。

無料体験受付中通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

体験利用時間／平日10:30～14:30

●昼食無料 ●個別送迎あり ●入浴要相談
お問い合わせ・お申し込み

　『通所リハビリテーションってどんなところ？』、『一人での入浴が不安なので安心して入りたい』、『最近身体の

衰えを感じているのでリハビリをして元気に過ごしたい』、『外出機会が少なくなってきたので、ハリのある生活を

したい』、『心配事を相談できる所はないかしら』、『趣味を活かして自分らしく楽しい時間を過ごしたい』、『家族の

負担を少なくしたい』等 ・々・・是非、体験利用で不安を解消してみてはいかがでしょうか？

札幌市東区北7条東18丁目2-30
徳洲苑なえぼ

ご不明な点は、お気軽に
お問い合わせください011-753-0011

徳洲苑なえぼ/支援相談員まで

医療 TOPICS

グループ施設からのお便り～
介護老人保健施設

徳洲苑なえぼ



補聴器外来のご紹介FocusFocus

　聴力はコミュニケーションをとる上でとても重要であり、聴力の低下は日常生活に大きな支障をきたし

ます。聴力の低下を感じた場合、まずは耳鼻咽喉科を受診してください。聴力の低下がどの程度なのか、

どのような病気が原因で起こっているのかをチェックする必要があるからです。その結果、補聴器の使用

が望ましい方、希望される方は補聴器外来を受診していただきます。

　当院の補聴器外来では、必要な検査を行った後に、最適な補聴器の選択・調整・装用指導などを行

います。また既に補聴器を持っておられる方で、上手く合わず使っていない、使いづらいという方、また両

耳装用してみたいという方のご相談も受け付けております。聞こえに関して、何かご心配なことがある時は、

気軽にご相談下さい。

聞こえが悪くなってきても
年のせいと諦めていませんか？

最近周囲の人から
聞こえが悪いと言われませんか？

補聴器外来 診療時間のご紹介

※予約患者のみとなります（担当医は交替制です）

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜受付時間

13:00～16:00

診療開始

13:30 ※

補聴器に関するよくある質問

以前補聴器を使っていましたが、ちゃんと聞こえません。
自分には合わないのですか？

Q

自分に合う補聴器を選ぶには、きちんとした診断・検査・補聴器の調整が必要です。またメガ
ネと違い、補聴器は、かけてもすぐに正常に聞こえるわけではありません。何度も調整し、
ずっと使い続けて徐々に耳に慣らしていきます。（リハビリのイメージです）

A

はじめは補聴器を貸し出します。いろいろな補聴器を十分に試して、自分に合うことを確認し
てから買うことが出来ます。

補聴器外来を受診したら、補聴器を買わなければならないのですか？Q

A

補聴器はいつから始めたら良いのですか？

いつからという決まりはありません。聞こえが悪くて困った時が始める時です。A

Q



冬に負けない体力づくりとヒートショック予防健康
運動

自宅でできる簡単な体操

冬場のヒートショックに注意！

冬は寒くてついつい家の中にこもりがちになってしまう方も多いのではないでしょうか。
そこで、動かない時間を減らすため、自宅でできる簡単な体操をいくつかご紹介します。

公益社団法人日本理学療法士協会　
理学療法ハンドブックシリーズ⑭在宅での危険予防／シリーズ①健康寿命

【参考元】

理学療法士　寒河江　悠加／言語聴覚士　葛見　有里

●部屋と部屋の温度差が大きくならないようにしましょう

●浴室や脱衣所、トイレの温度は22℃以下にならないようにしましょう

→あらかじめ浴室を温めておいたり、小型の暖房器具などを置いておくなど

　工夫しましょう。室温計を設置することもオススメです。

予防策

　ヒートショックとは、寒さや急な温度差により、血圧変動が生じ
身体に大きな負担がかかった状態をいいます。
　特に寒い脱衣所からの入浴、暖かい居間から寒い玄関への
移動などで起こりやすく、心筋梗塞や脳梗塞の引き金となることも！

各10回3セットを１日3回

ひざを立てた姿勢から
お尻を持ち上げます。

壁に手をあてながら
かかとを上げてつま先で立ちます。

 ブリッジ運動 かかと上げ運動

ひざを胸に近づけるように
持ち上げます。

ふともも上げ運動

お尻に力を入れて！



　かぶの旬は、3～5月、10～12月と年に2回あります。秋から冬にかけての

かぶは甘みが強く、春のかぶは柔らかい肉質が特徴です。

　かぶの根は消化酵素のアミラーゼが豊富に含まれており、胃もたれや胸

やけの予防・改善に効果があります。そのため、お正月で食べ過ぎてしまった

方には優しい野菜です。また、かぶの葉は栄養が豊富で、皮膚の健康を保

ち、免疫を高める効果のあるβ-カロテンやストレスから体を守るビタミンCが

含まれています。また、日本人に不足しがちなカルシウムも多く含んでおり、

カルシウムは骨や歯を作る以外にも筋肉を動かす効果もあります。

　根も葉も丸ごと食べられるかぶだからこそ、栄養を摂りながら様々な食べ方

を楽しむことができます。 管理栄養士　山本　優芽

かぶかぶ の豆知識消化酵素が
胃の働きを助ける！

Recipe

健康
レシピ
健康
レシピ

・かぶ - 160g（小さめ2つ）
・鶏ひき肉 - 100g
・しょうが（すりおろし） - 5g
・酒 - 小さじ1
・醤油 - 大さじ2/3
・ごま油 - 小さじ1
・水 - 120ml
・酒 - 大さじ2/3
・みりん - 小さじ1
・砂糖 - 小さじ1
・水溶き片栗粉
 （水 - 大さじ2/3、 片栗粉 - 小さじ2/3）

・かぶの葉- 4g

★材料★材料

かぶは皮を剥き、4等分に切る。かぶの葉は1ｃｍほどの大きさに切ってお

く。ポリ袋に鶏ひき肉と（A）を入れて、下味をつける。

フライパンにごま油をひき、下味をつけた鶏ひき肉を入れ、中火で炒める。

ひき肉の色が変わったら、かぶを加えて一緒に炒めたら弱火にし、3分ほ

ど加熱する。

(B）を加えてひと煮立ちさせたら醤油を加え、かぶが柔らかくなるまで煮る。

水溶き片栗粉を加え、とろみをつけたら盛り付け、かぶの葉を散らして完成。

1

2

3

4

5

★作りかた

(2人分)

※写真はイメージです。

B

A

当院の専門外来

【毎週月曜日】
【毎月第1.3.5水曜日】

受付/07:00～11:30    診察/09:00～   担当医/谷 友之
受付/07:00～11:30   診察/09:00～   担当医/谷 友之

不整脈外来予約制弁膜症外来
【毎週月曜日】
【毎週水曜日】

受付/14:00～16:00   診察/14:０0～   担当医/棒田 浩基
受付/1３:00～1５:00   診察/1３:０0～   担当医/山﨑 和正

予約制

禁煙外来
受付/14:00～16:00   診察/14:30～   担当医/山崎 誠治【隔週火曜日】

予約制 いびき・無呼吸外来
【毎週月・金曜日】
【毎週土曜日】

受付/13:30～15:00   診察/14:00～   担当医/後平 泰信
受付/07:00～11:30   診察/09:00～   担当医/後平 泰信

予約制

鼠径ヘルニア外来
【毎週水曜日】 受付/07:00～11:30   診察/09:00～   担当医/深堀 晋

補聴器外来
【毎週火曜日】 受付/13:00～15:30   診察/13:30～   担当医/外来担当医

予約制

脳血管内治療外来
【毎月第2.4水曜日】 受付/13:00～15:00   診察/13:00～   担当医/嵯峨 健広

肝臓外来
【毎週金曜日】 受付/13:00～15:30   診察/13:00～   担当医/荻原 正弘

予約制 予約制

かぶとひき肉のあんかけ煮

かぶ（すずな）は
春の七草です

エネルギー

たんぱく質

脂質

糖質

食物繊維

食塩相当量

131kcal

9.8g

6.1g

7.3g

1.2g

1.0g



受付/07:00～11:00

診療/09:30～

放射線診断科

整形外科外傷センター

受付/07:00～11:30
受付/12:00～15:00
受付/16:00～19:00

診療/09:00～
診療/13:00～
診療/17:00～

炎症性腸疾患センター(IBDセンター)
診療/13:30～

放射線治療科

www.higashi-tokushukai.or.jp

JCI とは、患者さまの安全性の担保、高品質な医療の提供、院内
に継続した改善活動が行われる仕組みを有すかを評価する認証
機関です。世界中で最も厳しい基準をもつ医療施設評価機構と
されており、3年毎に行われる審査はその都度内容が厳しくなり
ます。当院は、自分達の視点だけで病院運営を評価するだけで
はなく、世界で最も厳しい基準を持つ認証機構の評価を受ける
事により、患者さまやご家族の方々へ、安心、安全で質の高い
最善の医療が提供できることを今後も目指してまいります。

当院では、患者さまへ安全かつ高度な医療を提供するため、継
続的に改善する取り組みの一環としてこの「病院機能評価」の
認証を利用しています。病院機能評価とは日本の病院を対象に、
組織全体運営管理および提供される医療について、日本医療機
能評価機構が中立的、科学・専門的な見地から評価を行うツール
で、患者中心の医療の推進、良質な医療の実践、理念達成に向
けた組織運営から構成される評価項目を用いて評価され、一定
の水準を満たした病院は認定病院となります。日本医療機能評価機構

認定第1647号

日本医療機能評価

※JCI ホームページ：ja.jointcommissioninternational.org ※日本病院機能評価機構ホームページ：jcghc.or.jp

国際医療施設認証（JCI）

急病の方はいつでも受け付けております。

受付/13:00～15:00 診療/14:00～

受付/16:00～19:00 診療/17:00～

※都合により診療時間・担当医の変更や休診となる場合がございます。ご了承ください。  
※健康診断・人間ドックにつきましては、「完全予約制」をとっております。お電話にてお問い合わせください。

診療/16:30～
第１・第 3・第 5 のみ

受付/07:00～11:30
受付/13:00～14:30
受付/16:00～18:00

診療/09:00～
診療/13:30～
診療/17:00～

形成外科

※1 午後診療は第１・第 3・第 5 のみ、※2 夕方診療は第１・第 3 のみ

※1

※2

札幌東徳洲会病院の最新情報を配信中 !
LINE友だち募集 !
友だち登録は右のQRコードから♪ >>>

呼吸器外科
受付/12:30～15:30 診療/13:00～




