
皆さんこんにちは。平成２４年４月１日から倶知安厚生病院の院長に就任した、九

津見圭司です。専門は整形外科です。まず初めに少しだけ自己紹介をさせていただき

ます。 

私は札幌出身で、なんと小学校のときのあだ名は“くつみ”の“く”をとって、

“くっちゃん”でした。大学を卒業し北大整形外科に入局した後は、他の医師ととも

に大学で働いたり色々な病院に派遣されて常勤医として働いたりしてきました。そし

て１４年前に倶知安厚生病院に常勤医として家族ともども赴任してきました。当初大

学では約３年間の固定を考えていたようですが、自然あふれるすばらしい環境や、な

により私たちを温かく迎えてくれた周囲の人たちのおかげですっかりこの土地が好き

になり、現在までここで働かせてもらっています。今では町内に家を建てて住んでい

ます。 

当院は他の多くの病院と同じように、大学病院からの定期的な医師派遣を常勤医確保の手段としていました。

しかし、平成１６年度から始まった新臨床研修制度により大学病院に医師が集まらなくなり、大学病院から当院

への継続的な常勤医の派遣が、いくつかの科で切られてしまいました。（現在、大学医局から常勤医派遣を受け

ている科は、産婦人科、小児科、整形外科、精神神経科、泌尿器科、麻酔科です。）最近いわれている地域医療

の崩壊とは、このような状況をさしています。今のところは病院機能を維持するために常勤医不足を出張医で補

わざるをえない状況です。それに伴い救急体制の一部変更や待ち時間の延長、さらには財政支援など、皆様には

大変ご迷惑をおかけしておりますことを心からお詫び申し上げます。また、救急体制の変更に関しては皆様のご

理解が得られ、大きな混乱もなく移行できたことを感謝させていただきます。 

しかし、残念ながら今後しばらくは不安定な状態が続くことが予想されます。そのような状況の中で、皆さん

が思い描くような地域医療を担うセンター病院とは違った形になってきていることは職員みんなが自覚してお

り、何とかしなければいけないと考えています。 

この状況を改善するには、常勤医の確保が一番の課題です。大学医局の医師不足が続く限り、以前のように大

学を頼りにするのは不可能です。行政の協力も受けつつ、当院や厚生連本部での募集活動を継続、強化し、さら

にその医師が長く定着するような環境整理が必要です。他の病院や診療所との連携を強化し、普段は近くの医療

機関で治療を受け、何かあったときには当院へ安心して受診していただけるような体制や、逆に当院では手に負

えない場合に遅滞なく他の専門医療機関へ受診していただけるような体制作りも大事であると考えています。 

今後は当院に対して必要な機能を住民のみなさんと考えながら、その期待に応えられるような開かれた病院を

目指して進んでゆきたいと思います。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 
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編集後記 
  ５月になり、ようやく春らしい暖かさになってまいりました。昨年１２月から降
り続いて積もった雪も、しだいに融け始めているようです。 
 さて、当院は病院長が４月１日より前任の高橋院長から九津見院長へバトンタッチ
されました。今後は九津見新院長体制の下、地域住民の皆様が健康で安心して暮らせ
る地域づくりに貢献し、最も信頼され選ばれる病院を目指すよう、さらに職員一丸と
なって取り組む所存でございますので、どうか新体制となった倶知安厚生病院を今後
ともよろしくお願い申し上げます。（Ｓ．Ｙ） 

春 第４号第４号第４号第４号    
曜日 月 火 水 木 金 受付時間

田　村 杉　浦 高　橋 田　村 杉　浦

杉　浦 吉　永 木　佐
井　上

【隔週の為、診察日につい
てはお問い合わせ下さい】

木　佐

森 井川（予約のみ）

初診(担当医) 初診(担当医) 初診(担当医) 初診(担当医) 初診(担当医)

血液　9：00～11：00

呼吸器8：00～11：00
（第2・第4 / 予約のみ）

田　村
（予約のみ）

田村：13：00～16：00
佐々木：１３：００～１５：００

佐々木
（血液）

金曜日（井川）
13：15～16：00（予約のみ）

出張医(9時～)

出張医

検査 月　曜　13：00～16：00

出張医 火　曜　13：00～16：00
 

  

乳児検診13時～13時半 13：00～15：30

予防接種15時～16時　 （月・金曜日）

午後 休診 第５木曜日は休診
高　橋 数　馬 数　馬 高　橋(予約のみ)  8：00～11：00

出張医 出張医
ストーマ外来 ｽﾄｰﾏ外来は第2、第4のみ

検査 13:00～15:30

九津見 田　辺 九津見 九津見 田　辺  8：00～11：00

田　辺 永　井 須藤(脊柱) 遠山(膝) 永　井 火曜日午前の出張医は

永　井 出張医 田　辺 永　井 第１・第３・第５のみ

13：00～15：00

原則新患のみの受付

婦人科 島　畑 島　畑 島　畑 島　畑  ８：００～11：00

産科 杉　山 杉　山 杉　山 杉　山
　　　※婦人科（月～木）
　　　　　９：３０～１１：００

午前 休　診 出張医 出張医  8：00～11：00

午後 出張医 出張医 13：00～15：00

藤　井
１０:００～

出張医(第２のみ)
藤　井

１０:００～

午後 検　査 手　術 検　査 藤　井
１４：００～１６：００

手　術
１３：５０～１５：３０

※木曜のみ

午前

午後 休　診 出張医 出張医 休　診 出張医 13：00～15：30

土　田 豊　島 土　田 土　田 豊　島

宇　土 宇　土 豊　島 宇　土

午前 萩　原 手　術 小　塚 手　術 萩　原  8：00～11：00

午後 手  術  火・木の診療はお問い合わせ下さい

＊総合診療科　  　　 初診外来の担当医については毎日変更いたします
＊心臓血管外科　　　木曜日の「心臓血管外科」外来は、総合診療科外来での診察となります
＊精神神経科　　　　①施設外来 … 毎週火曜日 午後（予約のみ）
＊精神神経科　　　　②新患予約 … 月・火・水（隔週のみ）・金　－ 14:00～15:00（1日2名まで、完全予約制となります）
＊整形外科　　　　　①毎日 午前 股関節検診　②須藤(脊柱)Dｒ → 第１・第３・第５水曜日のみ
＊呼吸器科　　　　　診療日時は内科及び受付窓口横の掲示板をご覧下さい   　　
＊泌尿器科　　　　　腎臓内科は第２水曜日（出張医）となります（予約のみ）

各診療科外来担当医師のご案内(平成(平成(平成(平成２４２４２４２４年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～)～)～)～)
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長　井
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長　井
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休　　　　　診呼吸器科 午前
出張医　※第１のみ

（完全予約制）

循
環
器
科

午前 出張医(10時～)

休　　　　　診

神経内科 午後 休　　　　　　診 出張医
（完全予約制）

休　診
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(井上　9：30～11：00)
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09：00～11：00（予約のみ）
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13：00 ～ 14：00（ 火・木 ）
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出張医　　９：３０～１１：００
木原　　　８：００～１１：００

午後 出張医 休　　診 木　原
出張医　１２：３０～１３：３０
木原　　１３：００～１６：００

午前 出張医 休　　診 木　原

 9：00～11：00(第2.4週)

外
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豊島・宇土（新患・隔週） 宇土（新患） 14：00～15：00（新患のみ）

麻
酔
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高　木  8：00～11：00
※出張医は予約のみ

(診察室は内科外来となります)
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精
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ストーマ（人工肛門・人工膀胱）を造られる患者さんに対して、術前から術後のケアを

病棟看護師とともに行っています。また、退院後の日常生活が快適に過ごせますよう、

ストーマ外来で患者さんのご相談をお受けしています。 

ストーマ外来  

★曜日：第 2・第 4 金曜日 

★時間：13 時 30 分～   ＊1 人 30 分 完全予約制 

★場所：外科外来 

★★★★活動活動活動活動そのそのそのその２２２２★★★★    

看護スタッフとともに、患者様に質の高い看護を提供できるよ

うに活動しています。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 

主に入院中の患者さんに、尿・便失禁により生じた皮膚障害に対するスキンケアを行っ

ています。 
 

★★★★活動活動活動活動そのそのそのその３３３３★★★★    

新新新新    任任任任    医医医医    師師師師    紹紹紹紹    介介介介    
 

４月１日より当院に異動となりました、新任の常勤医師をご紹介い

たします。 

 

 

当院では、褥瘡対策委員や各部署から選ばれた褥瘡ケアリーダーを中心に、看護スタッフと協力し、褥

瘡（床ずれ）ができないための予防的なケアに、院内全体で積極的に取り組んでいます。 

 

 

講義風景です！ 

『ドキドキ』 

緊張します・・ 

★学習会テーマは、各ケアリーダー

が決めています！！ 

毎月の学習会風景！ 

 
★活動その１★★活動その１★★活動その１★★活動その１★    

倶知安厚生病院倶知安厚生病院倶知安厚生病院倶知安厚生病院    
ホームページのホームページのホームページのホームページの    
ごごごご案内案内案内案内    
 
昨年６月よりリニ
ューアルいたしま
した。各診療科担
当医のご紹介な
ど、患者様・ご家
族の方にわかりや
すい内容となって
おります。是非ア
クセスしてみてく
ださい。 
 
http://www.dou-
kouseiren.com/by
ouin/kutchan/ 

皮膚・排泄ケア認定看護師 

米山愛 

 

 

認定看護師の活動について認定看護師の活動について認定看護師の活動について認定看護師の活動について    

 

実技指導風景です！ 

みんな、真剣ですね！ 

永井永井永井永井    正弘正弘正弘正弘    医師医師医師医師（（（（整形外科主任部長整形外科主任部長整形外科主任部長整形外科主任部長））））    

【皆様に一言】 

札幌社会保険総合病院から来ました永井で

す。専門は手の外科です。よろしくお願いい

たします。 

木佐木佐木佐木佐    健悟健悟健悟健悟    医師医師医師医師（（（（総合診療科主任医長総合診療科主任医長総合診療科主任医長総合診療科主任医長））））    

【皆様に一言】 

北海道大学から来ました木佐と申します。

医療を取り巻く環境は厳しいですが、地域に

合った医療を提供したいと考えています。 

島畑島畑島畑島畑    顕治顕治顕治顕治    医師医師医師医師（（（（産婦人科医長産婦人科医長産婦人科医長産婦人科医長））））    

【皆様に一言】 

 砂川市立病院から来ました島畑顕治です。

専門は産婦人科です。今後ともよろしくお願

いいたします。 

（（（（産婦人科常勤医産婦人科常勤医産婦人科常勤医産婦人科常勤医がががが２２２２名名名名になりましたになりましたになりましたになりました））））    

島島島島    正樹正樹正樹正樹    医師医師医師医師（（（（泌尿器科医長泌尿器科医長泌尿器科医長泌尿器科医長））））    

【皆様に一言】 

帯広協会病院から来ました島 正樹です。 

専門は泌尿器科です。よろしくお願いいたし

ます。 

産婦人科分娩体産婦人科分娩体産婦人科分娩体産婦人科分娩体制について制について制について制について    
 

 当科は近隣の医療機関と連携し、地域の患者様に良質な産婦人科医療

サービスを提供することを目的に産婦人科診療に取り組んでおります。 

 ここ数年、医師不足に伴い分娩制限を行わざるを得ない状況が続き、

近隣住民の皆様には大変ご迷惑をおかけしましたが、平成平成平成平成２３２３２３２３年年年年４４４４月よ月よ月よ月よ

りりりり診療診療診療診療体制が整った体制が整った体制が整った体制が整ったためためためため、より多くの分娩を実施することが可能となり、より多くの分娩を実施することが可能となり、より多くの分娩を実施することが可能となり、より多くの分娩を実施することが可能となり

ましたましたましたましたのでご案内致します。公的な医療機関の使命としてできるだけ多

くの分娩を取り扱えるよう、これまで以上に産婦人科の医療の質並びに

出産時の安全を図り、診療体制の充実・強化に努めて参ります。 

私は、2008 年に認定資格を取得し、皮膚・排泄ケア認定看護師として、

院内で活動しております。 

皮膚・排泄ケア認定看護師とは、創傷（床ずれや手術の傷など）、スト

ーマ（人工肛門や人工膀胱）、失禁（便や尿が漏れるなど）の方を対象

に、専門的なケアを提供する看護師のことをいいます。 

ここでは、認定看護師活動の一部をご紹介します。 


