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斗南病院副院長の奥芝俊一です。2008年の夏は、喧噪たる警備のなかで行われた
洞爺湖サミットにはじまり、駒大岩見沢が活躍した熱い夏の甲子園、水泳北島が大活

躍した北京オリンピックと話題が満載でした。期待と希望あふれるイベントがおこな

われているなか、医療の現場は医療事故、医師不足、医療費の抑制、後期高齢者保険

制度の矛盾などマイナス要因ばかりが目につき、医療に携わる一人として医療崩壊の

なかに埋没しないよう気を奮いたたせるしかありません。幸い、斗南病院で働いてい

るメンバーは院長をはじめ、意気軒昂で医療崩壊の逆境を跳ね返すほどの活気があり

ます。医師不足といわれている環境のなかで、やる気のある元気な研修医をはじめ、

多くの医師が斗南病院に集まってくれることは大変ありがたいことです。

副院長　 奥 芝 俊 一
巻頭言
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現在の医療はチームによるアプローチが大切といわれま

す。斗南病院でも医師はもちろん看護師をはじめとする関係

者が中心になってクリニカルパスを作成し、医療者間のコミ

ュニケーションを密にし、患者さんへの情報提供をスムーズ

にするための努力がなされています。

今年度は入退院の件数が増え、ときおりベッド稼働率が

100％を越えるようになり、ますます仕事に追い立てられ、

目の回るようなあわただしい毎日です。忙しいときこそ、医

療の安全が重要であることを心にとめながら、なんとか大き

な事故もなく、毎日を送れていることに感謝しています。

昨今、国が推し進めている地域連携、それに伴う連携パ

スの必要性が謳われています。医療者間だけのパスではな

く、患者さんと一層連携を密にするようなパスの工夫が重要

と思いますが、実際、そのようなパスをどのように作ってい

くか課題も山積しています。このような地域連携のひとつの

試みとして当院では近隣の先生方と患者さんの画像を配信

できるシステムを構築しました。今後、当院で撮られた画像

は近くのかかりつけの先生の診療所でも見ることができるよ

うになり、画像配信の分野での連携がますます強化され、患

者さんの負担を軽減できるのではと期待しています。

私が担当する外科の事にも少し触れてみたいと思います。

北大から斗南病院に移り、足かけ５年になりますが、「から

だにやさしい鏡視下手術のできる外科チーム」、「北海道で

内視鏡外科手術が一番上手にできる病院」をめざしてきま

した。今では全国的にも有名になり、内視鏡外科手術が看

板の病院のひとつとして認知されるようになり、毎日のよう

に内視鏡外科手術が行われています。

たとえば、食道癌手術では肋骨を切って、大きな創を必

要とする開胸開腹手術が一般的ですが、当院は胸壁に5～

10mmの小さな傷だけで手術が行える数少ない施設です。

美容的にも優れ、術後の痛みが少なく、呼吸機能の低下も

軽いことを実証してきました。また、開腹が標準手術である

胃癌や大腸癌の手術も小さな傷でおこなう腹腔鏡下手術を

行っています。他の施設ではなかなか難しいとされる体腔内

での消化管吻合も標準化し、安全に行えます。このようにあ

らゆる内視鏡外科手術に対応できる施設は大学病院を含め

ても道内ではほとんどありません。当院には日本内視鏡外科

技術認定を有している常勤医が３名おり、道内各地から胸

腔鏡、腹腔鏡の手術を希望され、紹介されてくる患者さん

に安心して手術を受けていただいています。また、内視鏡

外科手術を学びに全国から多くの外科医が当院を訪れてい

ます。

この「からだにやさしい内視鏡外科手術」は全国的にも

右肩上がりで増え続けています。内視鏡外科手術は明るく

拡大した像をテレビモニターに映し、術者はもちろん助手、

麻酔医や看護師なども同じ画面をみて手術をおこなうので

医療者側からみると教育、研修の手段となります。一方、患

者さん側からみると複数の医療者が確認の上、手術がおこ

なわれるので安全が保証され、術後の痛みが少なく、傷も

小さく、早期に社会復帰できるなど多くの利点を有している

方法です。

また、当院は消化器内科が担当する道内でトップの実績

を誇る傷のない内視鏡的粘膜剥離術（ESD）と傷の小さな内

視鏡外科手術の両方が施行できるので、胃癌で受診された

患者さんのうち、分化型で潰瘍のない早期胃癌には病変の

大きさを問わず、内視鏡的粘膜剥離術（ESD）を行い、病理

診断の結果、手術をした方がよいと判断された場合は、胃

全摘を含めたあらゆる手術を開腹することなく、腹腔鏡を

用いた内視鏡外科手術を行っています。当院では内科、外

科の壁を取り払った総合的診断・治療が行なわれています。

そのため、あらゆる病期に対応した特徴ある治療をおこなう

ことで胃癌、大腸癌全体の治療件数も増えています。

食道癌においても胸腔鏡、腹腔鏡下食道癌根治術は増

えており、当院の食道癌の5年生存率は I 期 100%、II 期

67％、全体で52%と全国的にみても優れた成績です。近い

将来、ほとんど全ての手術が胸腔鏡、腹腔鏡下に行われ “標

準術式 ”となることが予想されますが、すでに当院はあらゆ

る消化器疾患に最新の手術治療を提供できる施設になりま

した。今後も、「からだにやさしい手術ー内視鏡外科手術」

をより多くの道民の皆様に提供していきたいと思っていま

す。

早い時期に新病院への建て替えを実現するために今後と

も皆さまの強い後押し、応援をよろしくお願い申し上げます。

最後に皆さまのご健勝とますますのご活躍を祈念し、巻頭

言とさせていただきます。

斗南病院における胃手術症例の推移
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　「手足の関節の痛み、腫れが続く」-こういった症状には整形外科的
な原因だけでなく、関節リウマチ・膠原病など、内科的な早期診断と
治療が必要な場合が少なからず含まれています。また、感染症などと
して一般的な検査・治療を一定期間行っても解決をみない、いわゆる
「不明熱」においても、膠原病やその類縁の疾患が原因になっている例
をしばしば経験します。当科では、こうした病状の診断と治療を専門に
行っています。
　特に札幌市中心部にある総合病院という立地を生かし、当院の専門
各科と連携した集学的診療と、市内の先生方の後方病床としての役割
を使命の軸として、専門外来と入院診療を行っています。

　図は米国リウマチ学会で 2002年に提唱されたガイドラ
インが示す、関節リウマチ治療の流れのあらましで、我々
本邦のリウマチ専門医間でも広く普及しつつあります。抗
リウマチ薬、特にMTXの積極使用と、これで不十分な場
合の生物学的製剤の位置づけがポイントで、特に後者はリ
ウマチをしばしば寛解状態に導くこともできる新しい治療
薬です。インフリキシマブ、エタネルセプトに加え、平成
20年からはトシリズマブ、アダリムマブが関節リウマチに
健康保険適応となり、病状や生活スタイルにあわせた選択
で、より多くの患者さんが大きな改善を手にしやすくなりま
した。
　反面、抗リウマチ薬や生物学的製剤の固有の副作用に対
する充分な注意が必要です。またリウマチ・膠原病自体でも、
経過中に肺、腎臓、消化器、皮膚などに合併症が起きるこ
とがあるため、迅速・適切な対応が求められます。当院は
総合病院として内科系・外科系の充実した布陣を擁し、ま
た院内だけでなく北海道大学病院第二内科をはじめ市内・
市外の専門医療機関あるいは一般病院・医院とも緊密な連
携を行っています。こうした環境を多くの患者さんのため
にお役立てすることも私どもの責務と考えております。膠
原病あるいは不明熱で専門外来あるいは入院が必要な患者
さんに、ご紹介施設と連絡をとり対応させて頂くことはも
ちろん、本年より画像配信システムを利用した新たなオン
ライン病診連携も軌道に乗りつつあります。
　このように一層充実した診療を患者さんに、地域にフィ
ードバックしていきたいと、微力ながら日々祈念しておりま
す。

リウマチ・膠原病内科は、関節リウマチ・膠原病などの早期診断と治療を専門に行う内科です。

リウマチ・膠原病内科
特　集

　私どもの科のもうひとつの特徴として、これは当院全体
にも言えることですが、若手研修医の教育に力を入れてい
ることがあります。近頃は全国的に医師不足が叫ばれ、中
でも内科はニーズが高い重要な分野ですが、リウマチ・膠原
病科は専門に加え内科の幅広い知識を求められる領域で、内科
研修の登竜門としても適しています。当院は日本リウマチ学会の教育認定施設
に加え、私事ですが小生平成 16 年に現在の卒後臨床研修制度が始まって間も
なく研修医指導委員長などという役を拝命してしまい（こりゃ忙しくてかなわん
なぁ、が当時のホンネ）、奮励するうち気が付くと沢山の若者を送り出していま
した。
　そうした中でトレーニングを受けた清水裕香先生が、今春から当科の紅一点
として新たに加わりました。清水先生はたいへん勉強熱心なことに加え、患者
さんにも優しくベッドサイドにまめまめしく足を運び、診察に加え何くれとなく
相談に乗る姿勢が患者さんに好評です。私どももこれは本当に良い若手を仲間
にできたとおおいに喜んでいます。

主な診療内容

　代表的な膠原病である全身性エリテマトーデス（SLE）、関節リウマチ、強皮症、多発性筋炎／皮膚筋炎、結節性多発動脈
炎のほか、各種の血管炎症候群、混合性結合組織病（MCTD）、シェーグレン症候群などが診療の主な対象です。これらはそ
の病因から「自己免疫病」とも呼ばれ、対症療法のみではなかなか改善せず、ステロイド剤を含む強い治療がしばしば必要に
なります。ステロイド剤は大きな治療効果の反面、様々な副作用も伴いやすいため、病状に応じた減量や補助療法、他の免疫
調節薬の併用などのノウハウが必要になります。こうした治療薬の進歩により、寛解に達して普通の方とほぼ変わらない QOL
レベルを維持できる患者さんも多くなりました。
　この中で関節リウマチは、全身の進行性の関節炎を主症状とする、膠原病の中でも比較的頻度の高い疾患です。放置すると
関節破壊が進み身体機能が大きく損なわれるため、早期診断と治療が大切です。関節リウマチは、近年その診断と治療に大き
な変革・進歩が起きている分野で、診断面では抗 CCP抗体や関節MRIなどの精度の高い臨床検査、治療ではメトトレキサー
ト（MTX）に代表される抗リウマチ薬の使用法の確立と、新たなカテゴリーである「生物学的製剤」の登場・普及が大きな要
因です。

診療の実際

リウマチ治療のガイドライン（アメリカ・リウマチ学会）図

診療科紹介
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消化器内科

　私たちが担当するのは、食道、胃、十二指腸、小腸、結腸、直
腸とつづく消化管と、肝臓、胆嚢、胆管、膵臓の疾患全般で多岐
にわたっています。その中で代表的な診療内容を列挙します。

　早期胃癌の内視鏡治療の１例の写真を用意しました。
上段左の写真の中で赤く写っている部が早期胃癌で、上
段中央ではその範囲を白くマークしています。
　上段右の写真は、ナイフを使って癌をまさに切り取っ
ている途中で、下段の左の写真のように、きれいに癌が
胃から切り取られています。3ヶ月経ちますと、下段右
の写真のように、引きつれは残るものの完全に傷は塞がっ
ています。注意すべきなのは、早期胃癌の全ての方が、
こうやって治療できるとは限らないことです。この治療が
可能か否かは、前述の様に、癌の顔つきと胃の壁への食
い込み方によりますので、詳細については消化器内科の
外来にてご相談いただきたいと思います。

色素散布像　　　　　　　  マーキング　　　　　　　  粘膜下層剥離

粘膜下層剥離後　　　　　　    切除標本　　　　　　　　術後 3 ヶ月後

主な診療内容

診療の実際

消化器内科は、消化器病センターの一角を担い、外科や腫瘍内科をはじめとした他診療科の
先生との密な連携を保ちつつ、日々、患者さんの診療に邁進しています。

早期胃癌の内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の実際

胃体下部小弯 早期胃癌に対する内視鏡治療写真

　このように私たちがお付き合いする患者さんの病気は多岐にわたりますが、以下にそのうち 2点につき触れたいと思います。
１　消化管早期癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD : Endoscopic Submucosal Dissection）
　当院の消化器病センターでは、内科と外科が常に連携し、食道、胃、大腸にできた早期癌にチームとして診療に臨んでいます。
　消化管早期癌と一口に言っても、実は、その消化管の壁へ食い込んでいる程度、癌細胞の顔つきには、いくつかの種類・分
類があり、どのような性状の癌かによって治療法が多岐にわたります。
　その中で粘膜層と呼ばれる消化管表層だけに癌があって、癌細胞であっても悪性度があまり高くない顔つきの癌は健康診断
で通常皆さんが受けられる食道・胃・大腸の内視鏡を使ってお腹を開かずに痛みなく、癌を引き剥がして除去する治療法が確
立され、内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）と呼ばれており、当院でこの治療法を積極的に施行しています。多い日ですと、１日
に３～４名の方がこの治療を手術室ではなく内視鏡室で受けていただいています。
　もちろん、癌によってはこのような治療法では完治が望めない場合もあり、その際は外科の先生に腹腔鏡を使って小さな傷で
癌を切除してもらうことや、開腹をお願いすることもあります。
　当院では、早期癌の治療情報を外科の先生と共有しながら最良の治療を常に模索しながら診療にあたっています。
２　肝炎ウイルス感染
　当院では、最先端の CT装置とMRI装置を備え、肝臓にできる塊の診療に取り組んでいます。
　輸血製剤の不適切な供給許可を背景とした医原病としての B型肝炎、C型肝炎が話題となっていますが、この 2種の肝炎ウ
イルスは慢性肝炎から、肝硬変、さらに肝細胞癌を引き起こします。肝炎から肝細胞癌までの患者さんに対して、当院では様々
な治療を施行してきました。慢性肝炎にはインターフェロンを代表とする治療を多く施行しており、肝硬変の肝庇護治療も大部
分外来で治療しています。さらに肝細胞癌を発症した方々に対して、ラジオ波凝固療法、腫瘍塞栓療法、動注化学療法をその
進展度に合わせて施行しています。もちろん手術可能な場合には、前述の消化管早期癌と同じように消化器病センターの内科
部門として、外科の先生との連携を通じて手術の適応について一緒に検討しています。

・最近話題になっている逆流性食道炎
・消化管にできた早期癌に対する内視鏡治療
・大腸ポリープの内視鏡切除
・消化管出血の内視鏡止血治療
・ピロリ菌感染の除菌療法
・胃潰瘍、十二指腸潰瘍の治療
・炎症性腸疾患の診断治療
・胆石発作、総胆管結石の内視鏡的除去
・閉塞性黄疸の内視鏡的減黄術
・肝癌へのラジオ波凝固療法、腫瘍塞栓療法
・進行消化器癌への抗がん剤治療
・慢性肝炎へのインターフェロン療法
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腫瘍内科

腫瘍内科入院患者内訳（2007 年）

主な診療内容

当科の特徴

　従来わが国では、消化器がんは消化器科または外科、婦人科がん
は婦人科など臓器別にがん治療が行われてきました。しかし、がん
薬物療法には抗がん剤や鎮痛剤などに対する高度な専門的知識が必
要で、診療科毎にそれらに精通した医師を確保することは大学病院
やがんセンター以外では困難でした。一方欧米では、がん薬物療法
は腫瘍内科で行われることが一般的で、米国では専門医の数も循環
器、消化器に次いで 3番目に多く約 10,000名います。近年、わが国
のがん患者数は社会の高齢化に伴って年々増加しており、がん治療
の標準化、均てん化が国の重要な課題となっています。そのような
状況の下で、日本臨床腫瘍学会ではがん薬物療法の専門医の育成に
着手し、2008年現在全国で 205名の専門医を認定しました。

　当院では辻靖（がん薬物療法専門医）現化学療法センター長が 2004年
4月に腫瘍内科を開設し、現在は小野寺義光副診療部長、阿部雅一腫瘍内
科科長、古川孝広医師、菅原真樹医師の 5名でチームを編成し、診療に従
事しています。2007年度の腫瘍内科入院患者は 193名（約 1000件）でし
た。その内訳は食道がん 7名、胃がん 43名、大腸がん 63名、肝胆膵がん
5名で消化器系がんが全体の約 6割を占め、その他、乳がん 26名、泌尿器
系がん 16名、婦人科系がん 14名、肺がん 13名、 原発不明がん 4名、悪性
黒色腫 1名、悪性リンパ腫 1名でした（図 1）。このように多様な臓器のが
ん治療をチームで取り組んでいる診療科は全国的にもまだ珍しく、先進的
な取り組みと考えています。
　また、当科では患者の QOLの向上、医療費の削減の見地から、抗がん
剤治療の外来移行を推進しています。抗がん剤は毒性の強い薬剤なので、
投与可否の決定ばかりでなく、投与中、投与後の管理には細心の注意が必
要です。当院の外来治療センターには神尾薫副看護師長を筆頭に計 5名の
看護師が専属で配置されており、専門的な看護によって安全、確実、安寧
な外来化学療法を実現しています。その結果、抗がん注射剤を用いた外来
化学療法件数は年々増加しており、2006年からは入院化学療法件数を上回
るようになりました（図 2）。なお、外来治療件数の約 7割を腫瘍内科が担っ
ています。
　がん治療において緩和医療は抗がん剤治療以上に重要なものであり、が
んと診断された早い段階からの積極的な介入が必要とされています。当院
では阿部雅一腫瘍内科科長、井野明子副看護師長（緩和医療認定看護師）
を中心として緩和ケアチームを編成し、専門的な見地から院内における緩
和医療の充実に向けて努力しています。
　がん治療には不確実な要素が多いため、よりよい治療の開発のためには
臨床試験が必要となります。今日のがん治療成績の進歩は、過去に試験に
協力していただいた患者さんたちの意志が結実したものです。当科および
消化器病センターは JCOG（日本臨床腫瘍研究グループ）、およびWJOG（西
日本がん研究機構）に属し、よりよい治療の開発のための臨床研究に取り
組んでいます。また、未承認薬の治験にも参加しており、有効性が期待さ
れる新薬の検証を行っています。

図１

注射剤を用いた化学療法件数の推移図２

腫瘍内科とは消化器がん、肺がん、乳がん、卵巣がんなど固形がん全般の薬物療法を専門とす
る診療科です。

　以上述べたように、当科はがんの薬物療法を専門とした診療科です。2007年度はがん治療を目的として 109名の患者さんを、
セカンドオピニオンを目的として 51名の患者さんをご紹介いただきました。当院には放射線治療装置や緩和ケア病棟がありま
せんが、病病連携、病診連携で補いつつ、今後も良いがん医療の提供に努めたいと考えています。
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　当院における麻酔科管理はほとんどが全身麻酔でまれに脊椎麻酔のみの場合があります。全身麻酔とそれ以外
との違いは手術中意識があるかないかで、全身麻酔の場合は意識はありません。また、手術中に目が醒めたり記
憶に残っているということもありません。

　患者さんの一番の関心事である術後疼痛については、医療の進歩に伴い年々進化しています。例えば硬膜外
麻酔といって脊椎麻酔と似たようなブロックですが、手術後も使えるようにカテーテルという細い管を背骨の隙
間に入れます。これにより鎮痛薬を持続的に投与したり、必要に応じて適宜投与することが可能になりました。
この麻酔は首から下の手術に対してほとんど対応できます。さらに道具や技術の進歩により、確実で安全に行え
る手技になりました。一方、硬膜外麻酔を利用できない症例でもここ 2～ 3年の薬の開発により、疼痛管理が充
実してきました。

麻　酔　科

堂﨑信一　（副診療部長・麻酔科科長）

手術中の麻酔科医のおもな仕事は、呼吸状態の管理、血圧や
心拍数の管理などです。手術が安全に行われるように、患者
さんの状態に常に気を配っています。

麻酔科医

掛端　仁 　（麻酔科医長） 橘かおり（麻酔科医長）

全身麻酔下で行われる内視鏡手術風景写真

麻酔科スタッフ写真

　麻酔科管理のほぼ全例に手術前面談というもの
を行っていますが、これにより患者さんの麻酔に
対する認識を深め不安を軽減させています。また、
麻酔科医と患者さんとの信頼関係を築くためにも
欠かせないことです。

　手術当日は、患者さんにリラックスしてもらうた
めに、麻酔導入と覚醒の時に音楽を流しています。
これも出来る限り患者さんのリクエストに応えるよ
うに勤めています。

　以上が斗南病院麻酔科についてですが、総じて
麻酔は怖くないということです。

麻酔科といっても、なじみのない方が大部分ではないでしょうか。しかし、手術を受ける方
の不安を少しでも和らげるために私たち麻酔科の果たす役割は、とても大きいのです。

麻酔指導医
ペインクリニック認定医
　173cm、○○ kg　メタボ軍団団員
　趣味：犬と散歩、膝に負担のかか　
　　らないスポーツ、音楽鑑賞
　特技：どこでも眠れる、バーゲン　
　　情報に鼻がきく

麻酔指導医
ペインクリニック認定医

麻酔専門医
　週 1 回大学で実験中、一児の母
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　「人間の食欲コントロールは難しい」といいますが、ダイ
エットはさらに難しいのです。太ることは生物の DNAに書
かれている願いでもある。“楽をして簡単にやせる方法はな
い、人間は食事から得たエネルギーを生活の中で消費する、
エネルギーがあまれば体脂肪となって太る。例外はない？”
　ところが、テレビに毎日のように出演しているギャル曽根
さんのように、「食べても太らない人」は確かに存在します。
しかし、「太っている人は必ず食べている」のです。ダイエッ
トは、活発に動き、摂取エネルギーのコントロールをする
こと、「食事」と「運動」の両立しかないのです。ともあれ
食事も運動も習慣にすることが一番大切です。「食事は少
なめ」「運動は多め」にと毎日の生活の中で意識することか
ら始めてみましょう。
　人間は弱いもの。誰でもつい食べ過ぎて後悔する日々が
あります。しかし、後悔しても血糖値が下がるわけではあ
りません。食べ過ぎたと思ったら、翌日の食事を控えること、
体をよく動かすこと、この行動こそがダイエットの基本。“継
続は力なり”です。
　日本肥満学会によると、内臓脂肪型肥満では、体重を
5％減らすだけでさまざまな生活習慣病に関するリスクが
下がることがわかっています。目標を「体重を 5％減らす
こと」に絞ってみましょう。たとえば、体重 70kgの人は、
3.5kgの減量が目標になります。体重（体脂肪）１kgは約
7200kcalにあたりますから、月に１kg減らすには、今の摂
取エネルギーから 1日 240kcal減らせばよいことになりま
す。そうすると3～4ヶ月で 5％減量が可能となる計算です。

減量は食事と運動の両方で減らすことが大切ですが、毎日
の食習慣を少し変えてみるだけで充分に実現可能な数字で
す。
　近年日本では、無秩序で無責任な食情報がテレビ、イン
ターネット、雑誌等でたれ流し状態になっています。「健康
によい○○を食べれば・・・」「△△さえ食べれば治る」な
ど一つの食品を取り上げてその良否を論じる傾向が強くあ
ります。本来食事とは、各種の食品の組み合わせですが、
どのように食べればよいかという食知識が大事なのです。
たとえば、食事以外のお菓子類のエネルギーは一食の食事
より多い場合もあり、食品の見直しによるカロリーダウンに
より目標の 240kcal（1食 80kcal）が可能になってきます。
エネルギーを減らす例として下の表を参考にしてください。
毎日の食生活ではバランスが大切と皆さんはわかっている
と思いますが、実際の量は案外わからない人が多いようで
す。栄養バランスを考えた 1800kcalの量で示すと、1食で
ご飯 200g（茶碗 2杯）と鮭 1切れと野菜 120g位です。そ
の他１日に牛乳コップ１杯、バナナ 1本、油大さじ 2杯、
みそ汁 1杯といった量でお菓子、酒類は含みません。ご飯
と野菜以外は案外と少なく感じると思います。
　現代人は満足するまで食べる傾向が強いと言われていま
す。昔から養生の基本とされてきた「腹八分目」こそ生活
習慣病にならないコツなのかもしれません。
　食事に関する相談がありましたら、ぜひ栄養士の私とパー
トナー片岡にお話しください。お待ちしております。

秋はついつい食べ過ぎてしまうのが悩みという人も多いのではないでしょうか。
食べ過ぎると体重が増えます。そのような人のためにダイエットについて考えてみましょう。

料理・食品	 工　　夫	　　　　　カットできるおよそのエネルギー

ご飯大盛り１杯 ３口減らす 100kcal
メロンパン 1 個 角食 2 枚 130kcal
乾麺類 1 束（100g） 茹でうどん 1 玉 200kcal
豚ばら肉 120g 豚もも肉 320kcal
鶏皮付きもも 100g 皮をとる 70kcal
ウインナー 3 本 60g ボンレスハム 60g 80kcal
さんま中 1 本 真カレイ 1 枚 160kcal
ぶり 1 切れ タラ 1 切れ 190kcal
豆大福中 1 個 串だんご 1 本（あん） 165kcal
ショートケーキ 1 個 チーズケーキ 1 個 110kcal
ビール 350kcal ダイエットビール 70kcal
カレーライス 和定食 200kcal
カツ丼 玉子丼 240kcal
五目ラーメン 月見そば 200kcal
焼肉（ジンギスカン）3 人前 生寿司 1 人前 300kcal

エネルギーを減らす工夫

右）小屋畑栄養科科長
左）片岡栄養士

「食欲の秋」ダイエットの季節？

医療情報
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インフルエンザワクチン接種について

初めて受診される方	 (011)	231-2137	 10:00 ～ 16:00

再診される方	 (011)	231-2555	 8:30 ～ 17:00

紹介状をお持ちの方	 (011)	231-2182	 9:00 ～ 16:00

外来診療の予約ができます

・		予約受付は、平日のみとなっております。
・		詳細は、ホームページでご覧いただけます。
・		当日受診後、胃カメラを希望される方も予約を受け付けております。

斗南病院からのおしらせ

これから冬に向かいだんだん寒くなっていきます。体調管理がますます大事になる季節です。
当院ではインフルエンザの予防接種を行っています。流行する前に接種をすませておくこと
をおすすめします。

日　　時
場　　所

費　　用

10 月 20 日（月）〜　平日のみ
内科外来
　＊初めて受診される方は、内科の新患受付が必要です。（高校生以上対象）
　＊受診当日、2 階の内科受付にお申し出ください。
　＊接種前にインフルエンザ問診票をご記入いただき体温測定をします。
　＊医師の診察を受けてから接種となります。
　＊ 1 月からはワクチン接種の予約が必要です。（在庫が少なくなるため）

予約受付時間

一　般	 	 	 3,150 円
団　体（15名以上）	 2,520 円　詳しくは 1 階新患受付窓口でおたずねください
高齢者	 	 	 1,000 円　以下の１，２に該当する方

１　札幌市内にお住まいで、接種日現在で 65 歳以上の方
 ＊持参するもの：身分証明書（健康保険証等の年齢・住所を確認できる書類）
２　接種日現在で 60 ～ 65 歳未満の方で以下の機能に障害を持つ方
 ・心臓、腎臓、呼吸器系の機能
 ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
 ・障害等級 1 級またはそれに準じる方
 ＊持参するもの：身分証明書（健康保険証等の年齢・住所を確認できる書類）
 　　　　　　　　身体障害者手帳（1 級）または医師の診断書（診断書料金 
   　は自己負担）
 高齢者の方でさらに以下の書類をお持ちの方は料金の免除が受けられます
 　　介護保険料納入通知書（介護保険料特別徴収通知）  
 　　生活保護受給証明書または保護決定 ( 変更）通知（直近のもの）等

インフルエンザワクチン接種専用外来の予約について

10月 20 日 ( 月 ) 〜 12 月 26 日 ( 金 )　土曜・日曜・祝日を除く平日
15 時 30 分〜 16 時
　　ご予約は予約センターまで　　(011) 231-2137（新患の方）
　　　　　　　　　　　　　　　　(011) 231-2555（再診の方）

以下の期間は専用外来を設けていますので、待ち時間が少なく接種いただけます。
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