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診療部長　近藤　仁

　経済不況、医療崩壊・・・あまり喜ばしくない話題が多い昨今。アメリカでは 47 歳の若きオ
バマ大統領が就任しました。この閉塞感、苦境を打破できるでしょうか。「変革（Change We Can 
Believe in）」に対する期待が高まり、支持者から “Yes, we can” を連呼される姿はまだ記憶に新しい。

　斗南病院も 4 月から新しく、大きく変わります。
　まず１つは、DPC（診断群分類別包括評価）制度の導入です（詳しくは、本冊子の「おしらせ」
をご覧下さい）。DPC とは平成 15 年から厚生労働省が推し進めている医療費の支払い制度のことで、
入院費を診断名に基づく一日当たりの包括評価として算定するシステムをいいます（外来は従来ど
おり）。すでに多くの大学病院、市中病院において DPC 制度が取り入れられており、「安全に早く標
準的な医療により、効率よく患者さんを治すこと」を目指しています。そのため、入院予定の患者
さんには、外来で大部分の検査を済ませ、治療スケジュールをきちんと決めてから入院していただ
くようになります。今までとは少し異なる入院手順に戸惑いを感じられるかもしれません。しかし、
私たちは「DPC 対象病院」になることが質の高い医療を続けて行くには必要であると考えて、その
導入に向けて取り組んでいます。ぜひ DPC 制度についてご理解いただき、お気付きの点がありまし
たらご遠慮なくご意見、ご質問をお寄せください。

　さらに、今年度も新たに 14 名の臨床研修医、14 名の看護師の他、薬剤師、放射線技師、臨床工
学士、事務職員をそれぞれ 1 名づつ迎えます。ますます病院が、活気づきパワーアップされるに違
いありません。特筆すべきは、斗南病院への研修医は、道内に止まらず、遠く徳島、山形、金沢、
弘前など全国から集まって来ることです。赤レンガの道庁の傍らに佇む古めかしい病院を見て、少
し躊躇する研修医もいるようですが、幾日もしないうちに病院に溶け込み、どんどん力をつけていま
す。多くの研修医や看護師に選ばれる病院であることは、魅力的な先端医療を行っている証であり
ましょう。このエネルギーを実地臨床にも向け、より良い医療を患者さんに提供してゆきたいと思っ
ています。

　そして、ちょっと目立たないけれど、院内の増改築。病棟の個室が増築され、さらに術後回復室
を新築中です。周りの患者さんと話をしながら療養したい患者さん、プライバシーを保ちゆっくりと
入院を希望する患者さんなど療養環境に対する希望はさまざまです。アメニティを改善し、多様化
するニーズに少しでも応えていきたいと思っています。回復室で術後患者さんを集中管理すること
により、道内で最大数行っている鏡視下手術などにも安全に対応することができます。こうした小
さな「改革」の積み重ねが、さらに充実した医療に必要だと信じてやみません。

　斗南病院の中身は次々と変わりつつあります。病院の外観は今までと代わり映えせず相変わらず
古いままですが、「安全な医療、納得の医療、やさしい医療」をしっかりと実践し、選ばれる病院を
目指して、できるところから「変革」を進めています。Yes, We Can. 叱咤激励をお願いいたします。

Change We Can Believe in.

巻
頭
言

このニューズウィーク日本語版は、残念ながら書店では購入できません。
変革を合言葉に真に患者さんから選ばれる病院を目指して、

病院長をはじめ斗南病院で働くすべての職員の内に秘めた座右の書なのです。
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血液・一般内科
特集 診療科紹介

　もともと、当科は一般内科と呼称されていたのですが、
担当医師が血液内科を専門にしており、入院患者の殆どが
血液疾患であったことから、2001 年に血液・一般内科と改
称いたしました。そのため、血液内科としてと一般内科と
しての２つの側面を持つ変則的な科となっています。
　血液内科としては悪性リンパ腫・多発性骨髄腫・白血病
などの血液悪性腫瘍を中心に扱う一方で、特発性血小板減
少性紫斑病や再生不良性貧血、その他の各種血球減少症
も診療の対象としています。　　　
　一般内科としては、内科系の他科（当院では呼吸器・循
環器・消化器・糖尿病内分泌・リウマチ膠原病・腫瘍内科）
のいづれにも当てはまらない内科患者を扱う科として機能
しています。実際には内科系他科との境界があいまいなと
ころもあり、明瞭な線引きはできていない面もあります。

主な診療内容

　当科では特に入院患者では血液悪性腫瘍が最も多いため、その診断・治療が診療の中心となります。血液疾患
に限らず、悪性腫瘍においては一部の例外を除き、手術療法・放射線療法・化学療法の３つがその主体となります。
しかし、血液悪性腫瘍においては手術療法は施行するとしても補助的な役割となることが多く、また、放射線療法
もそれのみで治療が完結できる疾患は限られています。一方、化学療法（抗癌薬治療）は血液悪性腫瘍では有効
性が高いものが多く、それにより治癒が期待できる症例も少なからずあるため、治療の主体となっています。その
ため、当科における治療の中心もやはり化学療法ということになります。
　化学療法を行うにあたっては、その疾患に応じた適切な抗癌薬の組み合わせで治療を行い治療効果を上げるこ
とが重要です。一般的な疾患の初回治療は標準的な治療というものが決まっていますので、それにそった治療を行
なっていくことになります。順調にその治療で改善していただける方も多いのですが、やはり中には治療が効きにく
かったり、再発したりする方もいらっしいます。その際は、治療法を変えた救済化学療法を行うことになります。そ
のように治療効果を高めていく一方、化学療法の副作用に対応し、安全性を高めることもまた重要となります。吐
き気や脱毛は化学療法においては有名な副作用ですが、その他、各種の臓器障害や血球減少などがあり、例えば、
血球のなかでも細菌などと戦う白血球が減少すると、感染を起こして熱を出したりなどがあります。このように、残
念ながら、化学療法は必ずしも安全な治療とはいえないのが現状ですが、上記の通り、血液悪性腫瘍においては化
学療法はその中心となる治療で、ほとんどの症例で避けては通れないため、副作用を最小限にコントロールしなが
ら治療を行っていかなくてはなりません。
 　また、骨髄移植を含む造血幹細胞移植は、当科では自分自身の造血幹細胞（血液細胞の元となる細胞）を自分
自身に移植する自家造血幹細胞移植に関しては施行しています。しかし他人（家族または骨髄バンク・臍帯血バン
ク等を利用）の造血幹細胞を移植する同種造血幹細胞移植に関しては今のところ、当科では取り扱っていません。
　自分の細胞を移植するというのはどういう治療なのかわかりづらい方もおられるかと思いますが、通常の化学療
法より抗癌薬の投与量を多くした超大量化学療法は確かにいくつかの血液悪性腫瘍においては再発率の減少につ
ながりますが、その分、副作用も強くなります。特に問題になるのが、正常の血球が減少しすぎることです。血球
減少が持続すると感染を起こしやすくなるのは上記の通りです。自家造血幹細胞移植とは超大量化学療法前に血液
細胞の元となる造血幹細胞を保存し、超大量化学療法後にそれを戻してあげることで、血球減少の期間を短縮する、
ひいてはそれにより超大量化学療法の危険性を低下させる方法といえます。
　その他、各種の血球減少症に対しては免疫抑制療法が有効なものも多く、それらの投与を行っております。

診療の実際

向かって左から、長谷山医師、熊野医師
血液・一般内科チーム
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外　　科

　創の小さな手術は、患者さんにとっての長年の希望でした。1987
年フランスで始めての腹腔鏡による胆のう摘出術が行われました。
当時この手術は、開腹手術に比べて危険が高いのではとの危惧がと
りざたされることもありました。しかしながら創の小ささと術後の回
復の早さから爆発的に全世界に普及しました。いまや胆のう摘出術
は、腹腔鏡手術がゴールデンスタンダードとなっています。
　現在行われている腹腔鏡手術は、おなかに 5mm から 1cm の孔を
4 箇所空けて炭酸ガスを送気します。直径が 5 ～ 10mm のカメラを
入れておなかの中を観察します。その映像をテレビモニターで観な
がら胆のうを切除します。最近では、胃がんや大腸がんなどにも応
用されて手術手技と手術成績が安定してきました。
　そんな中アメリカでは、さらに創の小さな手術が行われました。
2007 年フィラデルフィア、ドレクセル大学の Dr カーシロは、お臍に
1cm の穴をあけてそこから腹腔鏡を使って胆のうを取り出す手術に
成功しました。術後の創はお臍に隠れてしまいます。シングル・ポー
ト・アクセス（SPA）と呼ばれ、以降アメリカで広まりつつあります。
　当院では、フィラデルフィアでこの技術を習得し、2008 年 12 月、
日本で始めて SAP に成功しました。
　手術は全身麻酔で眠っている間に約 1 ～ 2 時間で終了します。手
術翌日には、自由に歩いたり食事が可能です。現在のところ適応は、
炎症の程度の少ない胆のう炎です。これまで行った手術では、特別
な合併症なく無事に手術を終えています。術後の創は、お臍の中に
隠れてしまい認知しがたいほどで患者さんに喜ばれております。早
速テレビ局の取材があり、北海道のみならず全国に放映されてその
関心の高さが窺われます。

　当科は様々な臓器に対して内視鏡手術を積極的に導入していま
す。食道がんは日本屈指の症例数を誇ります。他胃がん、大腸がん
などに対してもこの腹腔鏡手術は、道内最大数の手術症例がありま
す。
　おかげさまで全道各地からのご紹介をいただいています。これか
らもスタッフ一同患者さんのご希望にこたえるよう努力していきたい
と思います。お困りの点等ございましたらお気軽にご相談いただけ
れば幸いです。

創の無い手術への挑戦　〜国内初の臍部単一孔式腹腔鏡下胆のう摘出術〜

国内初の臍部単一孔式腹腔鏡下胆のう摘出術の様
子です。この日は、取材を受けました。

手術風景写真 2

臍部単一孔式腹腔鏡下胆のう摘出術の術後の写
真です。創はお臍にかくれ、ほとんどわかりま
せん。

創の無い手術の「創」写真 1

内視鏡手術は、QOL、美容面などにおいて患者さんに
とってとても優れた手術ですが、外科医にとっては高
度な技術が要求され、どこの施設でもできるというわ
けではありません。
当科においては、日本内視鏡外科学会による技術認定
制度（消化器・一般外科領域）の認定を受けている外
科医（奥芝俊一、北城秀司、川原田陽、海老原裕磨）
によって全例、安全に行われています。

上向かって左から、佐々木医師、新田医師、小梁川医師、宮坂医師、森川医師
下向かって左から、川原田医師、北城医師、加藤病院長、奥芝副院長、海老原医師

外科チーム
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婦人科・生殖内分泌科

　生殖内分泌科は不妊症、不育症、内視鏡下手術を対象
とする診療科です。平成元年 5 月より斗南病院に体外受精
が導入され、札幌で初めて体外受精児を誕生させた長い歴
史があります。平成 20 年に採卵室がリニューアルされ、快
適な環境で治療を受ける事ができるようになりました。
　日本生殖医学会に認定された２名の生殖医療指導医と１
名の婦人科医師と１名の胚培養士で連携して生殖内分泌科
の診療を行なっています。

主な診療内容

診療の実際
　不妊に対する治療法としては、タイミング法、排卵誘発、
人工授精などの一般不妊治療に加えて、必要に応じて高度
生殖医療（体外受精、顕微授精、凍結胚移植）を行なっ
ています。
　無精子症の男性不妊の患者さんに対しては、泌尿器科医
師と連携して薬物療法や精巣内精子採取法（精巣穿刺採
取法や手術用顕微鏡下選択的精細管採取法）、精子の凍結
保存を行なっています。
　また、治療方針などについて外来診療時間外にご夫婦で
面談もしていますのでお問い合わせください。

　また、当院では一般検査として内膜ポリープなどの子宮内腔病変の詳細を明らかにするために不妊症の患者さ
ん全員に子宮鏡検査を行なっています。いろいろな検査をしてもなかなか妊娠しない患者さんの中には超音波検
査や子宮卵管造影検査では診断できない程、小さな子宮内腔病変があることがあります。
　手術についても妊娠の可能性を損なわないように細心の注意をはらっておりますが、不妊症以外の患者さんに
も体に優しく、侵襲の少ない内視鏡下手術を行なっています。

１　子宮鏡手術について
　子宮鏡下手術は子宮の中に直径約 7 mm 内視鏡を挿入し、子宮腔内に液体を灌流しながら視野を確保して鉗子
を操作し、治療する手術です。
１）子宮鏡下粘膜下筋腫核出術

子宮の内腔に向って発育した粘膜下筋腫の大部分は開腹せずに子宮鏡下に切除が可能です。開腹手術と比較
して術後の腹腔内および子宮内腔の癒着発生の可能性が低く、経膣分娩も可能です。術式の工夫により以前
は不可能であった子宮内にあまり突出していない粘膜下筋腫も核出が可能になりました。

２）子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術
子宮鏡で観察しながら、ポリープのみをピンポイントで切除することで、子宮内の癒着や子宮内膜が薄くなる
などの偶発症がおこる可能性を少なくする工夫をしています。

３）子宮鏡下子宮内腔癒着剥離術・子宮中隔切除術
手術中に子宮腔に造影剤を注入して、剥離あるいは切除の程度をリアルタイムにＸ線で透視観察できる装置を
使用して、十分な癒着剥離、子宮中隔の切除を可能にしています。術中の子宮穿孔の有無を確認する目的に
腹腔鏡を併用して行うことがあります。

新しくなった採卵室写真 1

上向かって左から、東口医師、逸見医師、齊藤医師、斉藤看護師

下向かって左から、早弓看護師、米陀看護師、小林看護師、金沢胚培養士、大槻事務員

婦人科・生殖内分泌科チームとスタッフ

　　　　　　　　　  平成 18 年　　 平成 19 年
採卵総数 137 例 118 例
胚移植総数 196 例 194 例
採卵あたりの妊娠率
　40 歳未満 28.2% 42.4%
　40 歳以上 20.0% 11.5%

当科における体外受精の妊娠率



斗南病院だより　NO.86

　斗南病院では、化学療法を受けられる患者さんに “ 心の癒し、生き
る力を ” との思いから、このミニ・アートギャラリーを設けました。
　おかげさまで開設以来、みなさまからご好評をいただき、多くの方々
にご来場いただいています。もちろん、腫瘍内科の患者さんに限らず
どなたでもご覧いただけます。
　これまで、北海道出身の画家、金井英明氏の作品展、当院医師の写
真展、札幌市立北白石中学校の中学 3 年生によるステンドグラスの作
品展をご覧いただきました。
　現在は、プロカメラマン、岡本和行氏による「花美 (hanabi)」を開
催中です。
　今後も順次アート展を予定していますので、ぜひ一度足をお運びく
ださい。

２　腹腔鏡手術について
　腹腔鏡下手術は、麻酔下に臍の縁にそって約１cm 切開してカメラを挿入してから、病巣の位置に合わせて下腹
部に２～３本程度の器具を挿入して、おなかの中を観察しながら、病巣を切除する手術です。この方法の利点は開
腹手術に比べて傷が目立たず、侵襲が少なく短期間で退院できることです。不妊症に対しても術後の腹腔内の癒着
が少ないため有用です。

婦人科・生殖内分泌科

３）腹腔鏡下子宮筋腫核出術
正常な子宮を残して筋腫のみを切除する手術です。開腹手術に比べて美容の面では優れていますが、視野が
悪い場所の筋腫や直接術者の指で触診してみないとわからない筋腫は切除できないことがあります。恥骨上に
約３cm の切開を加える事もあります。

４）腹腔鏡下膣式子宮全摘出術
これまで膣式に子宮全摘出を施行することが困難であった腹腔内に癒着が予想される場合などに腹腔鏡を併用
して腹腔内を観察しながら手術を行うことで、より安全に手術を行うことができます。

５）腹腔鏡下子宮外妊娠手術
治療法には卵管を切除してしまう卵管摘出術と、卵管を温存して子宮外妊娠の病巣のみを摘出する卵管線上切
開術があります。

１）腹腔鏡下卵管形成術
卵管周囲の癒着あるいは、卵管内腔の閉塞があると不妊
の原因になりますが、腹腔鏡下に卵管の周囲の癒着剥離
を行なう事ができます。卵管内腔の癒着が原因の場合は
卵管鏡を用いて卵管鏡下卵管形成術を行います。卵管内
腔をカテーテル状の細い風船を用いて優しく広げていく
方法です。

２）腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術
手術前の検査により良性腫瘍の可能性が高い場合に行
います。カメラで観察しながら卵巣腫瘍の内溶液を吸引
して、腫瘍を小さくしてから腫瘍を腹腔外に摘出します。
卵巣腫瘍を正常卵巣から剥離する際には、可能な限り正
常部分を残して卵巣機能を温存できるようにしています。
また、最新の血管凝固機器を用いて附属器（卵管と卵巣
の総称）切除術を行なう事も可能です。

腹腔鏡下手術風景写真 2

ミニ・アートギャラリーのご案内
外来化学療法センター前
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「メタボ、メタボ」ってよく聞くけれど ...
　メタボ健診のメタボとは、「メタボリックシンドローム」という言葉の略で、2006 年のユーキャン新語・流行語大賞候
補語として「新語・流行語大賞トップテン」にも選ばれました。メタボリックシンドロームとは内臓脂肪症候群といい、
肥満に加え、高脂血症、高血圧、高血糖のうち 2 つ以上あてはまる状態のことをさします。また、肥満でかつ高脂血症、
高血圧、高血糖のうち 1 項目あてはまる場合をメタボリックシンドローム予備軍とされています。
　メタボ健診では、腹囲、血圧、血糖値、コレステロール値の 4 項目について、検査します。
　このメタボ健診は、厚生労働省により義務化され施行されているものですが、その背景には、食事の欧米化や運動不
足による肥満体質、あるいは隠れ肥満の人が急激に増えてきたことがあげられます。
　肥満は生活習慣病の元になると言われており、その生活習慣病が原因で引き起こされる糖尿病や心筋梗塞、高血圧な
どといった重大な病気になる前に、予防または治療することが目的とされています。
　生活習慣病とは、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に関与する疾患群」のことで、
以前、成人病と呼ばれていたものです。かつては、30 ～ 40 歳代以上の世代に多く発生した成人病ですが、生活習慣の
乱れにより、子供の発症も数多く報告され、1996 年に生活習慣病と改められました。
　メタボリックシンドロームが生活習慣病や重大な病気の原因になるといわれていても、実際には、あまり積極的に治療
しようとしている人は少ないのが現状です。国内はもとより、海外でも注目されている健康の指標のひとつなのですが、
その定義は国によってそれぞれ異なります。

2008 年 4 月から、新しい健康診断（通称；メタボ健診）が始まりました。
メタボ健診とは、正確には「特定健康検査・特定保健指導」といい、40 〜 74 歳
の保険加入者は必ず受ける必要があり、企業の健康保険組合や国民健康保険を運
営する市区町村などで受けることができます。

特定健康検査・特定保健指導とは？

私は「メタボ」？
　日本の場合は、2005 年 4 月に、メタボリックシンドロームの診断基準が設
けられました。
　第一条件として肥満であることがあげられます。
　診断基準としては、まずは内臓脂肪肥満であるか、ウエストを計ってみます。
このとき、腰の一番細いところではなく、へそまわりを測ります。腹囲が、男
性は 85cm 以上、女性は 90cm 以上の場合、内臓脂肪が蓄積されているとみ
なされ、肥満であると診断されます。
　肥満であると診断された場合は、以下の項目について、２つ以上該当する
か調べます。
　□高脂血症 トリグリセライド ( 中性脂肪 ) 値  150mg/dl 以上
  かつ / または、善玉（HDL）コレステロール値  40mg/dl 未満
　□高血圧 収縮期 ( 最大 ) 血圧  130mmHg 以上
  または、拡張期（最小）血圧  85mmHg 以上
　□高血糖 空腹時の血糖値  110mg/dl 以上

　あてはまる項目は、ありましたか？

内臓脂肪を見てみよう！

あなたも「メタボ」！？
　2004 年に厚生労働省が初めて実施したメタボリックシンドロームの実態調査では、40 ～ 74 歳のメタボリックシンドロ
ームと強く疑われる人の割合は、男性では 25.7％、女性では 10.0％、また、メタボリックシンドロームの予備軍とされる
人の割合は、男性では 26.0％、女性では 9.6％という結果となったそうです。
　体型は個性のひとつであるとして、それを一元的に管理することに反発する人も少なからずいるようですが、健康のた
めにはぜひ健診を受けたいものです。　（検査科）

上　メタボリックシンドロームの人
下　正常の人

メタボリックシンドロームの人の CT
は、正常の人よりお腹が出ていて、脂
肪（黒い部分）が多いのがわかります。



斗南病院だより　NO.88

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

お電話で外来受診の予約ができます

・  予約受付は、平日のみとなっております。
・  詳細は、ウェブサイト (http://www.tonan.gr.jp) でご覧いた

だけます。
・  胃カメラを希望される方の予約も受付けております（検査前

に診察があります）。

斗南病院からのおしらせ

電話予約受付時間

よくあるご質問

JR 札幌駅より徒歩 5 分
地下鉄さっぽろ駅、大通駅より徒歩 5 分

Ｑ１．全ての患者さんが DPC の対象になるの？
いいえ。対象になるのは入院患者さんのみです。外来患者さんは、従来どおり出来高制になります。また、
入院患者さんでも対象外になる疾患もありますので、詳しくはお尋ねください。

Ｑ２．DPC で医療費は高くなるの？安くなるの？
病気の種類（病名）と診療内容によって 1日あたりの医療費が決まるため、従来の出来高支払い方式
と比べて高くなることもあれば、安くなることもあります。また、病院ごとに厚生労働省の定めた係数が
あるため、同一の診断名や治療でも病院によって医療費が若干異なる仕組みになっています。

Ｑ３．同じ病気で同じ入院日数なら支払額は同じですか？
病名が同じでも、治療の違いにより差が出てきます。
特に手術やリハビリは出来高算定となるため個人差があり、診療費の違いとなります。

Ｑ４. 高額療養費の扱いはどうなるの？
高額療養費制度の取り扱いは、従来どおり変わりません。
当院では、入院前に「限度額適用認定書」制度の利用をお勧めいたします。

まだまだ、知りたいこと分かりにくいことがあるかと思いますが、詳しい内容を当院ホームページにも紹介して
おりますのでご覧ください。
また、ホームページ以外でも当院医事課入院係まで、お気軽にお問い合わせください。

　このたび斗南病院では、厚生労働省の指導のもと入院診療については従来の出来高制に代わって包括支払
い制度（DPC; Diagnosis Procedure Combination）を取り入れることになりました。この制度は「一回の入院

については一つの診断名による定額支払い」を原則としています。この目的は国民医療費の膨張を抑えるこ

とにあり、全国で半数以上の病院ですでに取り入れられています。
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今月の写真

　新しい制度の導入のためご迷惑をおかけする場合があろ

うかと存じますが、当院としては今後とも国の方策に沿った

診療体制をとって行きたいと思います。

　どうか皆さまには、この主旨をご理解くださいますようお

願い申し上げます。

　医療制度がどう変わろうとも、日々の診療につきましては

もちろん、これまでどおり私どもの基本理念「患者さんにや

さしい医療」を実践してまいりますのでご安心下さい。

従来の計算制度と新しい支払い制度の違い

斗南病院では 4 月 1 日より包括支払い (DPC) 制度を導入します

指導料
手術・麻酔・輸血

内視鏡検査
病理検査
リハビリ

投薬・注射
処置

画像検査
検体検査・生体検査

入院基本料
食事代

従来の計算制度　　　　　　　　  新しい支払い制度
  出来高支払い　　　　　　　  　  包括支払い（DPC）

指導料
手術・麻酔・輸血

内視鏡検査
病理検査
リハビリ

1 日あたりの
入院点数

×
入院日数

食事代

合
計
金
額
（
医
療
費
）

合
計
金
額
（
医
療
費
）

薬・検査など実施するごとに
積み上げて計算していく方法

一連の診療行為をまとめて
1 日あたりの包括金額を基
本に医療費を合計する方法

北の大地の春は、一気にやって来ま
す。年に一度の晴れ舞台、桜の季節。
長く厳しい冬に蓄えた大地のエネ
ルギーを力強く噴出します。

日本に育った私たちの心の奥に染
み渡り、何かを語りかけてくる桜。
人生の節目節目の出来事をいつも
彩ってくれます。

あなたの「こころの風景」に残る桜
は、いつ、どこで、どなたと一緒に
見た桜ですか？
　　　　　   　（写真は五稜郭公園）

写真と文：腫瘍内科 阿部雅一


