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呼吸器・乳腺外科
特集 診療科紹介

　呼吸器・乳腺外科は、２００９年４月に新設されました。呼吸
器外科手術は、当院では従来は外科手術の一部として外科で担当
しておりましたが、対象となる疾患の増加に伴って独立した科とし
て開設されました。また乳腺外科に関しては以前より診療を行っ
ておりましたが、このたびの呼吸器外科の開設にあわせて、呼吸器・
乳腺外科として一つのチームで診療にあたることとなりました。
　呼吸器外科では、主に肺の手術が対象となります。頻度の高い
疾患としては、近年増加している肺がん、肺の一部に穴が開き呼
吸のたびに空気がもれてしまう気胸などがあります。また肺を囲む
胸郭（肋骨、横隔膜など）や縦隔の手術も扱っています。
　乳腺外科では、これもまた近年増加の一途をたどる乳がんの治
療が中心となっています。乳がんのないことを確認し安心してい
ただくための検診も担当しています。

主な診療内容

診療の実際　呼吸器外科

　呼吸器外科では、古くから肋骨と肋骨の間を大きく切り開く開胸手術が行われてきましたが、現在では胸腔鏡と
いうカメラを使った内視鏡外科手術が主流となっています。当院でも今年度の呼吸器外科手術のうち約 9 割が内
視鏡外科手術となっております。胸腔鏡の手術の場合には、約 3cm の傷が 2 カ所で済みますので、美容的に優れ、
術後の痛みも少なく、入院期間も短い、まさに「からだにやさしい手術」と言えます。当院のモットーの一つであ
りますこの「からだにやさしい手術」は、すでに全国的に評価されている当院の消化器外科等の内視鏡手術で実践
されておりますが、外科チームと合同で手術を行うことで呼吸器外科の分野にもそのノウハウを存分に活かし、ス
ムーズに導入することができています。
　また当院には、呼吸器内科、腫瘍内科をはじめとする多くの科がありますので、呼吸器疾患においても診断から
手術、さらに手術以外の治療法まで共同で対応することが可能です。

診療の実際　乳腺外科

　乳腺外科では、近年早期乳がんに対しては、乳房を全部取らない温存手術が主流となっています。当院でも可
能な限りは温存手術を第一にお薦めしています。また従来はわきのリンパ節を全て取る必要があり、術後の腕の痛
みやむくみが多く見られていましたが、最近ではセンチネルリンパ節という考え方に基づき、このリンパ節への転
移がない場合にはリンパ節を全て取らないことが可能になっています。これらもまた「からだにやさしい手術」の
一つと言えます。この方法は来年度より一般的な方法として国から認められる予定ですが、当院ではこれに先がけ
てすでに経験を蓄積しています。さらに今年度より CT を使った検査を追加することで、より精度の高いセンチネ
ルリンパ節検査を行うことができるようになりました。
　今後は乳腺外科の分野にも内視鏡手術を取り入れ、さらに「からだにやさしい手術」を目指します。
　乳がん診療においては、手術のみならずその後の治療も重要になってきますが、全国的にも評価の高い腫瘍内科
と合同で治療にあたっています。また当院は、女性の検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師がおります。マ
ンモグラフィ検診施設画像認定施設にも認定されています。検診目的でも安心して受診していただけます。

呼吸器・乳腺外科　川田将也医師

今月の写真

写真と文：腫瘍内科 阿部雅一

さざなみ一つたたない秋のオンネトー
神秘的なエメラルド色に輝く様は、まさに鏡のよう

青い空と雌阿寒岳と阿寒富士、山肌には真っ赤な紅葉
湖面は全てを逆さまに映していた

オンネトーは大自然が真の己の姿を映すための鏡
心が洗われる

他人から見られる「自分」、他人に対する「自分」
鏡や硝子、写真に映った「自分」
本当の「自分」って…

己の姿を映し出す「心の鏡」を使って
「本当の自分」、「自分らしい生き方」を探しに
大自然の中でリフレッシュしませんか

「鏡面のオンネトー」
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　総合病院に付設されたセンターですので、検査およびその判定は、それぞれの専門医によってなされます。結果の
説明は一般健診、ドックとも健診センター有末太郎医師が行います。月・水・金曜日は内科：石井徹医師と二人体制
で一人につきおよそ 10 ～ 15 分程度をかけて丁寧な説明をモットーにしています。
　結果判定後、精密検査・再検査が必要な人には説明後、看護師が直ちにその予約をとり事前の説明をしています。
健診と精密検査、治療を一貫して行える総合病院ならではの体制となっています。このような方式が支持されている
のか図 1 のように、ここ数年、毎年 300 人位ずつドック受診者が増加しています。
　平成 20 年度にドックを受けた人と特定健診（メタボ健診）を受けた人のうち、メタボ該当者の割合は表 1 に示しま
したように、男性で 15.1％、女性では 1.4％と比較的低率でした。しかし、血糖値異常または治療中の人の割合は男性
43.3％、女性 19.6％、脂質異常または治療中は男性 33.9％、女性 13.1％、血圧異常または治療中は男性 44.3％、女性
30.2％とかなりの頻度になっています。この方々は将来動脈硬化が加速され、結果として心筋梗塞、脳梗塞に罹る危
険が高くなります。夕食を半減するなど体重減少に努める必要があります。
　平成 18 年度から 3 年間のドック受診者の胃および大腸がん検診成績をまとめました。表 2 に示しましたが、胃がん
検診受診者数は 8,143 人、発見胃がんは食道がんを含め 12 例、内、早期がんは 11 例です。大腸がん検診は受診者
7,782 人で大腸がんは 8 例発見され、内、早期がんは 7 例でした。発見されたがんの患者さんは、当院で内視鏡で切
除されるか、腹腔鏡を用いた切除術を施行され、皆様ご健在です。年に 1 度はがん検診を積極的に受けていただきた
いと思っています。

部門紹介　健診センター

主な健診内容
「ドック」（＊印は特定健診の項目）
＊身体計測：身長・体重・体格指数（ＢＭＩ）・腹囲、＊血圧測定、
心電図検査、＊尿検査（糖・蛋白・潜血）、血液一般検査（白血球・
赤血球）、眼科検査：視力測定・眼底検査、免疫・血清学的検査、
＊肝機能検査、肝炎ウイルス検査、膵機能検査、＊脂質検査、＊糖
代謝検査（血糖値・HbA1c）、便潜血検査、腫瘍マーカー（ＣＥＡ）、
聴力検査、腹部超音波検査、胃（Ｘ線検査・内視鏡検査）、胸部Ｘ
線検査
オプションとして
骨密度検査、動脈硬化検査、前立腺検査（ＰＳＡ）、喀痰細胞診検査、
子宮がん検診・乳がん検診
他に「脳ドック」も受診できます。

健診センタースタッフ
前列向かって左から 2人目、有末太郎科長、
1番左、石井徹副診療部長

表 2　胃がん、大腸がん検診の成績

◎胃がん	 平成 18 年度	 平成 19 年度	 平成 20 年度	 合　計
発見がん数 /受診者	 2	/2,473		 4	/2,718	 6	/2,952	 12	/8,143
がん発見率	 0.08%	 0.15%	 0.07%	 0.15%
うち早期がん	 2	 4	 5	 11

◎大腸がん	 平成 18 年度	 平成 19 年度	 平成 20 年度	 合　計
発見がん数 /受診者	 4	/2,314		 2	/2,647	 2	/2,821	 8	/7,782
がん発見率	 0.17%	 0.08%	 0.07%	 0.10%
うち早期がん	 3	 2	 2	 7

0

1000

2000

3000

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

0

200

400

600

平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度

ドック

一般健診

すこやか（特定）健診

胃・大腸がん健診

図１　健診センター受診者数の年次推移

表 1　ドックおよび特定健診受診者成績（平成 18 〜 20 年）
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　友人や知り合いと話をしていると、「仕事何してるの？」と聞かれ「放射線技師だよ」と答えると「それって何す
る仕事？」と聞かれることが、残念ながら少なくありません。
　初めのころはあんなことしたり、こんなことしたりするんだよ、と話をしても相手の理解を得られず、「で、結局何
してるの？」と聞かれることが多く、最近では面倒なので「あー、ほら、レントゲン撮る人」と説明すると、大体の
人が「あー、あの人か」とわかってくれます。
　自分も実際にこの仕事に就くまで何をするのか詳しく知りませんでしたし、一般の方が何をする人なのかわからな
いのも理解できます。また、実際に臨床の現場でエックス線写真を撮影するときなど、「放射線を浴びて被ばくしな
いの？」などと質問されることがあります。
　そこで、少しでも放射線と放射線技師について知ってもらえたらいいなぁ、という気持ちでお話していきたいと思
います。

放射線技師ってなぁに？
　よく「レントゲン技師さん」と言われますが、それは
昔の呼称であり、現在では「診療放射線技師」という名
前が正式な呼び名です。
　診療放射線技師は医療分野における人体に対する放
射線検査・治療を行うことができる唯一の専門技術者で
す。
　斗南病院で働く私たちの仕事にはエックス線撮影・造
影検査・CT・MRI などがあります。病院をはじめとする
医療機関ではこの他に核医学検査・放射線治療・超音波
検査などの検査も担当します。　

医療で使われる放射線と被ばく
　｢放射線｣ と一言で言ってもその種類はいろいろあり、
医療現場で主に用いられているものにエックス線、電子
線、ガンマ線、陽電子線などがあり、詳しい説明は省き
ますがそれぞれが異なった特性を持つ放射線です。ここ
ではエックス線についてお話します。
　放射線が人体に照射されることを特に「被ばく」とい
い、どんなに少量の放射線を浴びても被ばくといいます。
この「被ばく」の度合いを表した値を「線量当量」とい
い「シーベルト（Sv）」という単位で表します。
　この「Sv」を用いて実際の被ばくの量を表してみます。
　私たちは日々通常に生活をしていても「自然放射線」
というものにさらされています。これは普通に生活して
いては防ぐことのできないもので、宇宙線と呼ばれるも

のや、自然界の中には自ら放射線を放つ鉱物も天然に存
在しており、岩石や植物などからも微弱の放射線を浴び
て生きています。これらすべてを合わせると日本人は１
年間で平均 2.4mSv（ミリシーベルト：１Sv ＝ 1000mSv）
の量を被ばくしているといわれています。この自然放射
線の量は地域によってとても差があり、地球上で一番自
然放射線が多いとされている地域では 1 年間に約 10mSv
の被ばくがあるといわれています。
　放射線とか被ばくというと、いろいろな健康被害を及
ぼす「悪いモノ」としての認識が世間に浸透しているよ
うに思いますが、では実際、どの程度被ばくすると健康
被害が現れるのでしょうか。
　放射線が人体に及ぼす影響については未だに議論され
ている分野であり、これから新たな知見がでてくるかもし
れませんが、現在のところ 200mSv 以下の急性被ばく（瞬
間的な被ばく）に関して健康被害が出たという報告はな
いようです。また体のなかでも特に放射線の影響を受け
やすい組織や臓器（脊髄や生殖器など）でも、500mSv
以下の急性被ばくに関して、放射線による病気の発現は
ありません。
　では医療現場で行われているエックス線を用いた検査
の被ばく量はいったいどの程度でしょうか？
　結論から言うと、患者さんの体格により変わりますが、
胸部のエックス線写真では 0.1mSv、腹部のエックス線写
真では 2 ～ 3mSv、ＣＴ検査では＞ 4 ～ 10mSv 程度の被
ばく量があります。

部門紹介　放射線科

放射線科スタッフ
前列向かって左から 2人目、鈴木放射線科技師長

検査室
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　この量について、多少の感じ方は人それぞれだと思い
ますが、個人的には、先に述べたように 200mSv 以下の
急性被ばくに関しての健康被害が今のところ報告されて
いない現状を踏まえると、有意に少ない量だと思います。
　また患者さんの体格により変わる、と書きましたが、
これは診療に適する画質にするために必要な放射線の量
は患者さんの体の大きさに依存しており、体が大きい人
ほど多くの放射線の量が必要となるためです。よって、
子供と大人、小柄な人と大柄な人では被ばくの量が変
わってしまいますが、今の診療で用いられている放射線
発生機器の多くには、診療に適するような画質を得るた
めに必要なエックス線量を自動的に制御してくれる機能
がついていますので、不必要に多くの被ばくをすること
はありません。
　このように、昨今の医療機器の発達や関係者らにより、
エックス線検査（エックス線写真やＣＴ検査など）は必
要最低限のエックス線量で行われており、健康被害の可
能性を少しでも減らそうと努力しています。（「行為の最
適化」）
　PET 検査や放射線治療に関しては、放射線を使うので
すが、エックス線を用いて行う検査ではなく、また放射
線量も大きく変わるので、ここでお話したことは当てはま
りませんのでご注意を。
　また MRI は磁場による検査で、一切の被ばくはありま
せん。

どういうときに放射線を用いた検査を行うのか？
　被ばくというデメリットがあるのにも関わらず、なぜ放
射線が医療の現場で使われ続けているのでしょうか？
　それは、皮膚を切らずに体の中を観察できるという大
事なツールだからです。
　先に述べたように、医療現場で使われる放射線の量は
必要最低限に抑えられていますし、健康被害が現れる可
能性も極めて低いです。
　この放射線による健康被害のリスクと、放射線を使っ
た検査をして得られる情報の有益性とを比較して、検査

の有益性が上回るときにのみ、放射線を用いた検査をし
ます。これを「行為の正当化」といい、医療現場におい
て放射線を用いた検査をする際に最重要事項となるもの
です。放射線を用いた検査によって得られる有益性が健
康被害のリスクを下回る場合には、検査をしてはいけない
のです。この判断は医師がするものです。
　医療現場における放射線利用の 3 原則として、
　①　行為の正当化
　②　行為の最適化
　③　線量制限
があり、①＞②＞③の順に優先順位が決められています。
すなわち、放射線検査が必要かどうかを判断し（①）、そ
の検査で使われる放射線量は必要最低限に抑えられて

（②）いなければいけないわけです。③の線量制限に関し
ては、先ほども述べたようにエックス線検査や PET 検査、
放射線治療で使われる放射線量を比較したとき、その患
者さんの状態や、検査・治療の目的も異なり、必要とさ
れる線量も線質（放射線の種類）も大きく異なるので、こ
れについては明確な制限は設けられていません。

　以上、エックス線検査についてお話してきましたが、少
しは理解していただけたでしょうか。
　このように医療現場における放射線検査は、放射線利
用の３原則に基づいて行われています。また診療放射線
技師は、臨床現場における放射線検査のみならず、放射
線発生装置の日常管理や放射線量測定など、放射線に関
するさまざまな業務を行うことができます。
　最近の医療機器の発展によって、さまざまな検査がで
きるようになり、その機器のポテンシャルを発揮し、診療
や治療に有益な医療情報を提供することも、放射線技師
の責務であると感じています。
　斗南病院中央放射線科では、放射線利用の３原則に基
づいて検査が行われ、患者さんによりよい医療を提供す
べく、スタッフ一同、他職種の方々と連携を取り日々がん
ばっています＾^

骨密度測定装置導入のお知らせ骨密度測定には X 線や超音波等を用い
た様々な測定法がありますが、当院の
骨密度測定には最も精度の高い X 線
を 用 い た DEXA 法（Dual	Energy	X-ray	
Absorptiometry）を採用したHologic 社製
DISCOVERY-Di を使用します。

　近年、骨折の原因となる骨粗鬆症への関心が高まってきてい
ます。当院ではこのたびその骨粗鬆症の診断のため、高精度な
DXA 法骨密度測定装置 Hologic  Discovery  Ci を導入しました。
　骨密度測定とは、骨の中にあるカルシウム、マグネシウムな
どのミネラル成分がどのくらいの量あるのかを計測するもので
す。このミネラル成分が不足してくると、骨がもろくなり、骨
折しやすくなります。
　測定時間は、腰椎、もしくは股関節で 30 秒程度で終了します。
また、測定値は、専用のコンピュータに入力されている年齢に
応じた正常値と比較して、骨密度がどのくらい減少しているの
かを判定します。
　これらの測定、解析作業をすべて含めて約 10 分程度ですみ
ますので、その日のうちに結果をお話しすることができます。
　骨密度測定検査について詳しいお話しを聞いてみたい方は、
各診療科の医師、放射線科窓口などでご相談ください。
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　待望の集中治療室（ICU）が 7 月より稼動しました。もともと限られた敷地内に新しい部署を新設す
るのですからいろいろと苦労がありましたが、前に中央材料室があった本館 2 階の手術室に直結した場
所に 4 床のベッドを有した ICU を設置することができました。人工呼吸器や人工透析器をはじめとして
十分な医療機器、機材を取りそろえており、高度で精密な医療を提供することが可能です。スタッフは
師長、副師長を含め 17 名が交代で勤務しており、各病棟、各病院で十分な経験を積んできた精鋭部隊
が揃っています。あらゆる事態に対応できるよう日々研修を重ねています。

１）　重症患者の管理
　ICU ができたことにより、今まで一般病棟で管理してきた院内発症の重患や、外来に直接来られた重
症な患者さんに、さらに高度ですみずみまで行き届いた医療を提供できるようになりました。一般病棟
では、特に夜間などに少数の看護師が他の多くの患者さんをケアしながら、一方で重症な患者さんも管
理しなければならないことがありましたが、ICU では日中は患者 1 人に対して看護師 1 人以上，夜間で
も患者さん 2 人に対して 1 人の看護師が常に担当するため、患者さんの状態を常に監視することが可能
であり、何か異常な兆候が生じたり、患者さんの訴えがあった時には即刻対応できるようになっています。
また人工呼吸器、人工透析器、各種ドレーン類、精密持続点滴などの管理も十分なスペースのもとで、
余裕をもって安全に行うことが可能となりました。

２）　手術患者の術後管理室としての機能
　比較的大きな手術を受けた患者さんは、術後 ICU で 1 日から数日観察して、十分に回復した上でも
との病室に戻ることができます。手術後に ICU に入室するというと、かなり重症な状態であると思われ
がちですが、必ずしもそうではなく、麻酔の覚醒や術後の不安定な呼吸循環動態を厳重に監視し、不安
を抱えた患者さんの訴えにはすぐ対応できる術後観察室として機能するという一面があります。当院の
ICU では手術患者さんに対して術前から ICU の担当看護師が面談を行い、術中も担当患者さんの手術
補助として参加し、術後も同じ看護師が ICU で引き続き担当患者さんのケアを行うという体制をとって
います。このシステムにより、ひとりひとりの患者さんの病態と治療経過を十分に把握し、さらには手術
を受ける患者さん個人をよく知ったスタッフが周術期を通して担当することになり、確実で質の高い医療
看護を提供できると考えられます。また患者さんにとっても、術前から術後までの同じスタッフによるケ
アが受けられることにより不安な時期を少しでも安心して過ごしていただくことができるよう配慮されて
います。

部門紹介　集中治療室（ICU)

 手術室・ICUスタッフ
前列向かって右から 3人目、川原田陽 ICU科長、
4人目、小野富貴子手術室・ICU師長

ICU内

念願の ICU 新設！
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インフルエンザを予防しましょう！
外出するときは、マスクを着用！

特に、人混みに出るときや病院を受診するときは必
ず着用しましょう。

帰宅したら「うがい」、「手洗い」を忘れずに！
さらに「洗顔」も効果大！

うがい、手洗いに加え、顔を洗うことも感染を防ぐ
上でとても効果があるので実践しましょう。

十分な「栄養」と「休養」を！
免疫力が低下すると、インフルエンザウィルスに感
染しやすくなります。体力維持を心がけましょう。

室内の空気を乾燥させない！
乾燥した空気中では、インフルエンザウィルスは活
発に活動します。部屋の湿度の管理に気を配りま
しょう。

　インフルエンザは、1 ～ 2 日の潜伏期後に 38 度以上の発熱で突然発症し、頭痛・咽頭痛・全身倦怠感・関節痛・筋
肉痛などの強い全身症状を特長とします。
　インフルエンザは普通感冒に比べ、65 歳以上の高齢者、乳幼児、妊婦、呼吸器系や循環器系の慢性基礎疾患・糖尿
病などの慢性代謝性疾患・慢性腎不全・免疫低下状態の人は、入院を必要とする肺炎・気管支炎などの重篤な合併症を
併発し、更には死亡する危険性が数百倍にも増加します。これらの人々はハイリスク（高危険）群と呼ばれます。世界各
国ではハイリスク群に対してワクチン接種を積極的に薦めています。
　感染経験の少ない学童生徒が集団生活をする学校から社会へと広がっていくという考えがあります。しかし、1994 年
の予防接種法の改正で、インフルエンザなどの感染症は本人の責任で防止に努めるべきであるという個人防衛の考え方
が導入され、インフルエンザワクチンは任意接種になったため接種率が急激に低下しました。新型インフルエンザ大流行
への対策を検討する上でも大きな問題となっています。
　さてインフルエンザワクチンはインフルエンザウィルスにしか効果を示しませんが、「かぜ」の原因となるウィルスは
100 種類以上もあります。ほとんどの人は冬季には「かぜ」に罹患しますので、インフルエンザワクチンは効果が無いと
誤解されます。実際、インフルエンザワクチンの効果は 100％ではありませんが、高齢者を中心としたハイリスク群にお
いて、肺炎などの合併症の発生や入院、死亡といった重篤な健康被害を明らかに減少させる効果が示されています。イ
ンフルエンザワクチンは死亡する危険を 80％減少させることが出来ると考えられています。
　現行のインフルエンザワクチンは、安全性は高くなったと評価されていますが、卵由来の成分が残存しているために、
発赤やじん麻疹などの局所反応やアナフィラキシー・ショックが出現する可能性があります。卵アレルギーの人はワクチ
ン接種を避けるか、注意して接種する必要があります。インフルエンザワクチンによる有効な防御免疫の持続期間は 3 ヶ
月程度と短いので、毎年シーズン前に接種を繰り返す必要があります。接種時期は 11 月頃が薦められています。皆さん
積極的にワクチン接種を受けましょう。　　　　　　　　　　　　　高岡和夫（感染対策委員会委員長・呼吸器内科）

インフルエンザワクチン接種のおすすめ
医療情報
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斗南病院からのおしらせ
季節性インフルエンザの予防接種について
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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。
・ご予約は、前日までにおすませください。
・ 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）。
・受診される方がお車でお越しの場合、北１条地下駐車場または HBC

駐車場の１時間無料券がご利用いただけます。

電話予約受付時間

KKR 札幌医療センター 斗 南 病 院

060-0001 札幌市中央区北 1 条西 6 丁目　電話 (011) 231 - 2121（代表）　FAX (011) 261-8692

消化器内科、腫瘍内科、呼吸器内科、リウマチ・膠原病内科、糖尿病・内分泌内科、循環器内科、血液内科、内科、消化器外科、呼吸器外科、
内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、生殖内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、放射線科、麻酔科

本年は新型インフルエンザの流行により、ワクチン接種希望者が例年にくらべ大幅に増えることが予
想されます。在庫にも限りがあり、締切前でもなくなり次第終了となりますので、お早目にご予約く
ださい。

日　　時

費　　用

10 月 5日（月）〜　平日のみ
　＊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「ワクチン接種希望」とお申し出ください。
　＊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。

一般　3150 円、団体（15 名以上）　2520 円
　＊詳しくは 1階窓口でおたずねください。
　＊高齢者の方はさらにお安くなる場合がありますので、詳しくは院内掲示、1階窓口
　　でおたずねください。

季節性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 5日 ( 月 ) 〜 11 月 27 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。

新型インフルエンザの予防接種について
新型インフルエンザワクチンについては、対象者、供給日とも未定です。詳細が決まり次第院内掲
示等でお知らせする予定です。季節性インフルエンザワクチン接種後でも、一定期間（未定）をお
けば、新型インフルエンザワクチンの接種が可能です。
新型インフルエンザワクチン接種の前に、季節性インフルエンザワクチンの接種をすませておくこ
とをおすすめします。


