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登別東町４丁目広場の桜

病院長より新年度のごあいさつ　 就任のごあいさつ：内科医長　
新年度採用者のご紹介　 就任のごあいさつ：健康管理センター長　
子宮がん検診のご案内　 外来診療のご案内　 編集後記

今月号の内容



　令和4年度（2022年度）が始まりJCHO登
別病院職員一同、はりきって仕事に専念してお
ります。新年度からは、整形外科医4名体制を
維持したままで、内科常勤医師が2名増（消化
器科、健診センター）で4名、麻酔科医1名の
計9名の常勤医師となっております。非常勤で
の脳神経内科、泌尿器科外来はそのままで、更
にJCHO北海道病院の協力を得て、糖尿病専門
外来も新たに始まりました。看護師、理学療法
士、社会福祉士、事務職員にも新人が加わり充
実した体制のもとでの病院運営を開始しており
ます。
　コロナとの闘いも3年目に入り、ウィルスが
蔓延する中で当院でも通常業務に支障をきたす
事態がしばしば起きてきました。そうした際に
も全職員が即座に集合し「情報共有と意思統
一」をはかり素早く対応、病院利用者様に出来
るだけ御迷惑をおかけしないようにしてきてお
ります。
　「先義後利（せんぎこうり）」という言葉があ
ります。道義を第一に考えて行動すれば、利益
は後からついて来るという孟子の言葉です。地
域で必要とされる医療とは何か？ここに病院が

あることの意義は何か？我々医療者の果たすべ
き責務は何か？　と常に思いめぐらせ、職員み
んなで頑張っております。おかげさまで経営面
でも昨年度は黒字決算で終えることが出来まし
た。
　これからも地域の皆様と共にJCHO登別病院
がこの地にしっかり根付いていけたらと思って
おります。御支援、御鞭撻の程よろしくお願い
いたします。

（看護師、看護助手が不足しております。お知り
合いの方などおられましたらお声がけください。）

院 長　石　川　典　俊

「先義後利（せんぎこうり）～新年度を迎えて～」
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　今年4月からJCHO登別病院の職員となりま
した代田と申します。今年3月までは7年間日
鋼記念病院で消化器内科医師として勤務してお
りました。昨年度は当院に内視鏡検査のお手
伝いで2週に1回アルバイトで来ておりました。
キレイな建物と、元気な職員に感化され、当院
の職員となりました。　
　振り返るともう医師になって20数年の超ベ
テランとなり、バカ、アホ、マヌケと上司に
毎日怒鳴られていた時代も遠い昔となりました。
（今ならパワハラと訴えられるでしょう）髪の
毛も薄くなり、髭まで白くなる年齢となりまし
た。最近は早朝に尿意で覚醒するようになり、
睡眠時間が本当に短くなり、勉強できる時間が
たくさん確保できるようになりました。（この
文章を書いている現在、朝4時です）ようやく
イライラせずに、余裕を持って患者さんと接す
る事ができるようになりました。
　若かりし頃は透析の病院で一人で透析担当を
していたり、循環器の専門医の下で心不全ばか
りを見ていた時期もあり、消化器内科医になる

10年以上前には色々な経験をしており、皆様
には消化器疾患はもちろん、その他の内科疾患
に関しても総合内科医としてご相談にのれると
自負しております。（もちろん昔と時代が違い
ますので、処置が必要な場合は、その道の専門
家に紹介する事もあります）
　登別・白老の在住の方々が安心してすこやか
に生活できるよう、当院で精一杯がんばります。
　「明るく、にこやかに」が最近の私のテーマ
です。よろしくお願いいたします。

内科医長　
代　田　　　充

就任のご挨拶

①�整形外科医師
②�福岡県
③�競馬、ゲーム
④�1年ぶりに登別に戻ってきました。よろしくお願いい
たします。

江　﨑　克　樹

新しく登別病院の職員になりました
スタッフをご紹介致します。

①職　種　　　③趣　味
②出身地　　　④一言コメント
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①�整形外科医師
②�福岡県
③�ドライブ、映画
④�地域の皆さんが安心できる診療を心がけます。

長 谷 川  晃  大

①�整形外科医師
②�長崎県
③�おいしい御飯を食べに行くこと
④�がんばります。

山　下　道　永

①�管理栄養士
②�室蘭生まれ　苫小牧育ち
③�美味しいもの探し、日本の城郭探訪
④�JCHO北海道病院より赴任して参りました。治療を栄
養面から精一杯サポートして参ります。どうぞよろし
くお願いします。

瀧　川　博　子

①�契約係長
②�江別市
③�野球、スノーボード、テニス、競馬
④�JCHO札幌北辰病院から転勤してきました瀧川です。
　�病院経営に貢献できるようがんばります。

瀧　川　純　輝
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①�看護師
②�岩見沢市
③�嵐、キャンプ
④�3月からJCHO北海道病院より異動して来ました。登
別に来たばかりで、あまり所縁がないので色々と教え
て頂けると嬉しいです。少しでも早く力になれるよう
頑張ります。よろしくお願いします。

深　代　奈　聖

①�看護師
②�登別市
③�読書
④�わからないことばかりですが先輩方のように立派な看
護師になれるよう頑張ります！

鈴　木　里　菜

①�看護師
②�登別市
③�スノーボード、ドライブ
④�新人で分からないことばかりですが、日々の学習を怠
らず日々精進し早く先輩方に追いつけるように精一杯
頑張ります。

大　廣　芹　菜

①�理学療法士
②�登別市
③�水泳、飛行機(乗ること、見ること)、野球観戦
④�わからないことばかりですが、毎日多くの技術や知識
を学んで、患者さんに安心したリハビリを提供できる
ように頑張っていきたいです。

髙　野　和　貴
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①�理学療法士
②�江別市
③�バスケ、ゲーム、お酒
④�登別市について詳しく知らないので、いいお店を紹介
してください。精一杯頑張ります。よろしくお願いし
ます。

國　井　祐　良

①�社会福祉士
②�登別市
③�山登り
④�親しみのあるこの地域において医療・福祉への貢献を
目指し、日々の業務に努めます。どうぞ宜しくお願い
致します。

岡　田　志　穂

①�社会福祉士
②�函館市
③�読書、スポーツ
④�これから多くの事を学び、たくさんの事を吸収したい
と思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。

髙　橋　麻　衣

①�事務職
②�札幌市
③�観光、御朱印集め
④�1日でも早く業務を覚え、病院の皆様に貢献できるよ
う頑張りますのでよろしくお願いします。

片  沼  七 奈 子
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健康管理センター長　伊　藤　美　夫

　4月に健康管理センターに赴任してきました。
　皆様の健康を守るためには病気を治すと同様に、異常所見を早期
に発見することで病気の発症を防ぎ、また早期治療が可能になる健
診業務は今後ますます重要になるものと考えます。高齢化が進む中、
高齢者の健康寿命を延ばすためにも貢献出来ているものと思ってお
ります。
　当センターでは人間ドック、生活習慣病健診、簡易健診、脳ドッ
ク、若年健診の他に、胃がん、乳がん、子宮がん、前立腺がんなど
各種がん検診、その他のオプション（腹部超音波、動脈硬化、骨密
度、腫瘍マーカーなど）も行っております。健診の結果、さらに精密検査、治療が必要な
場合には当院の外来で対応いたしますのでご相談ください。
　地域の皆様方には是非当センターをご利用頂ければと存じます。今後ともどうぞよろし
くお願い申し上げます。

　子宮がん検診の実施日時が決定しました。

　一部の方は検診料金が補助されます。また、同時に経腟エコーやその他がん検診も実施
しています。
　なお、検診を受ける場合は事前に予約が必要です。例年、年度末にかけて混み合ってく
るため、早めの予約をお勧めします。
　検診料金や予約等の詳細は、健康管理センターにお尋ねください。

電話番号：健康管理センター（直通）0143-80-1137
　検診は健康確認および病気の早期発見に繋がる大切なことです。
　定期的な検診で快適な生活を！！

健康管理センターからのお知らせ

子宮がん検診のご案内

●実施日：月1回（木曜日）
　  5月26日、  6月23日、  7月28日、  8月25日、  9月29日、
　10月27日、11月17日、12月22日
●時　間：午前10時から
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〈各交通機関〉
 ■ JR登別駅下車（特急列車停車）（徒歩10分）
 ■ 札幌－室蘭高速バス登別下車（徒歩5分）
 ■ 道央自動車道：登別東インターより3分

〒059-0598　登別市登別東町3丁目10番地22
TEL（0143）80-1115  FAX（0143）80-2250

URL : https://noboribetsu.jcho.go.jp
Mail : main@noboribetsu.jcho.go.jp
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厳しい寒さも終わり新年度を迎えました。新しい環境や季節の変わり目は心身共
に調子を崩しやすい季節でもあります。新型コロナウイルス感染症拡大による自

粛生活の長期化から、健康二次被害という新たな問題も生まれています。体調の変化に注意し、新年度
を気持ち新たに過ごしてまいりましょう。

編集後記

月 火 水 木 金

整 形 外 科 午前

小澤　慶一 小澤　慶一 江﨑　克樹 小澤　慶一
（予約10時迄） 江﨑　克樹

長谷川晃大 江﨑　克樹 長谷川晃大 山下　道永 長谷川晃大

山下　道永 山下　道永

内　　　科 午前
石川　典俊 代田　　充

石川　典俊
最終水曜

糖尿病専門医
國崎　　哲

石川　典俊
又は

代田　　充
石川　典俊

代田　　充 横山　豊治

脳神経内科 午前 出　張　医

泌 尿 器 科 午前 出　張　医

外来診療のご案内
診療受付時間　8時30分～11時30分
診療開始時間　9時（脳神経内科9時30分）～

●●外来診療担当医

●診療体制が変更となる場合があります。その際は院内告知やホームページ上でお知らせします。
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