
 

  

 

 

 北海道社会事業協会小樽病院は、平成 27 年 9 月 1 日に設立 90 周年を迎

えました。思い起こせば大正１４年昭和天皇（当時皇太子）ご来道時の寄付を

もとに北海道社会事業協会が設立され第一号が小樽病院としてこの地に設立

されました。初代から数代にわたって理事長は北海道知事が務めておりました。

その後新築、改築、病院機能の充実を経て 90 年も長きにわたり地域に根差し

た急性期病院として小樽市民に愛されてきました。また、これまでに初代院長

小川信一先生を始め、当病院で勤務された職員、関係者の方々の多大なるご努

力を思うに頭の下がる思いです。二代目院長馬久地松雄先生、三代目院長中山

謹治先生、四代目院長青木高志先生、五代目院長高木正光先生と続き平成８年に今の病院が新築されま

した。平成９年４月には熱田友義先生が六代目院長として赴任しています。平成１４年には川村健先生

が七代目院長となり平成２５年４月から柿木が院長となって現在に至っております。 

現在を振り帰ってみますと今年度は上半期も終わり医業収益が増加していますが、医業費用も増加し

ており何とか予算をクリアしている状況ですがまだまだ安定した経営状態に至っておりません。２０２

５年へ向けて病床機能報告制度、地域包括ケアシステム構築など医療制度も変化しており小樽病院もそ

の波に飲まれることなく準備していかなければなりません。そのためには地域完結型医療、市民から信

頼される医療を目指していきたいと思っております。平成２７年１０月には日本医療機能評価機構に認

定を受けました。 

諸先輩たちが築いてきた歴史、市民からの信頼感を継続し今後 100 周年に向けて病院職員のみならず

委託業者を含めた職員全員が一致団結してこの難局を乗り切るため日々努力していきたいと思います。 

ささやかですが１０月１日に記念品として職員、パート、委託業者などに紅白まんじゅうを用意しまし

た。皆様の健康があって患者さんにも医療を提供できますのでご自愛するとともにご笑納いただければ

幸いです。 
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事務部長 水野 仁 
 

 Ｈ27 年 10 月１日に着任した、水野 仁（みずの ひとし）と申します。 

簡単に私の職歴を紹介します。小樽協会病院前は、関東を中心とするＩＭＳ(イ

ムス)グループ（板橋中央総合病院）で勤務していました。私は元々、北海道函

館におよそ 20 年住んでいましたが、体調を崩し入院することになり、その時

に医療関係の仕事に興味を持ち平成元年４月１日付けでＩＭＳグループ（板橋

中央総合病院）職員採用になりました。平成 6 年６月から埼玉県や千葉県の病

院、介護老人保健施設を転勤し、平成 11 年に北海道の道南森ロイヤルケアセ

ンター、道南ロイヤル病院、琴似ロイヤル（旧）、手稲ロイヤル病院（旧）、琴

似ロイヤル病院（旧）を転々として、平成 25 年 3 月に東京に戻りました。その後、平成 27 年９月末

日でＩＭＳグループを退職し、北海道社会事業協会と縁があり、小樽協会病院の職員（事務部長）に採

用されましたので、これからは小樽協会病院の為に力を発揮していきたいと思います。また、歴史のあ

る小樽協会病院ですので院長と職員一丸になり頑張って参りますので、ご指導ご鞭撻賜りますよう今後

共、宜しくお願い申し上げます。 

趣味は、「へたなゴルフ、食べ歩き、ドライブ」が大好きです。暇なときは、あちこち行っていますが、

これからの時期（冬季）運転は危険ですので、汽車で近場の温泉でも行こうと思っています。良い場所

があれば教えて下さい。 

 

 

 

整形外科医長 大塩 至 
  

このたび平成 27 年 8 月 1 日整形外科医師として入職しました、大塩至と申し

ます。私は岐阜県生まれ、名古屋育ちですが、北海道の自然にあこがれて昭和

50 年に北海道に来ました。大学卒業後は、整形外科医師として、各地を移動

していましたが、平成 10 年に当時の市立小樽病院勤務となって以来、ずーっ

と小樽市に住んでいます。気が付けば小樽での生活が一番長くなっています。

整形外科での専門は、もともと“手の外科”でしたが、小樽に来てからは土地

柄もあり、一般整形と骨粗鬆症、大腿骨頚部骨折などの高齢者疾患を主に診療

しています。私生活では妻、子供２人、義父母との６人暮らしです。趣味はランニングです。以前はフ

ルマラソンも走っていたのですが、最近は運河ロードレースの 10 ㎞完走がやっとです。病院の足手ま

といにならないように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。 

就任挨拶 



 

診療技術部長・薬剤科長 渡邊秀一 

平成 27 年 10 月 3 日（土曜日）午後 2 時より、小樽ウイングベイ五番街 3 階に

あるヲタル座において、3 回目となる小樽協会病院『ふれあい健康教室』が開催され

ました。当初、不安視されていた天候ですが、幸いなことに爆弾低気圧の影響もなく、

柿木滋夫院長から開会の挨拶をいただき『ふれあい健康教室』がスタートしました。 

 

【第 1 部】～『これからの肺がん検診と肺の手術』 

 小樽市内でまだ実施されていない、低線量 CT による肺がん検診ですが、呼吸器病センター長 丁子

卓先生と呼吸器外科医長 石川慶大先生が、専門医の立場から『これからの肺がん検診と肺の手術』と

いう演題で、約 1 時間にわたり、その内容を丁寧に、そして分かりやすく説明をしていただきました。

その後、会場からの質問もあり活発な「ふれあい健康教室」となりました。第 1 部の締めくくりとして、

日戸画像診断科長から『医療被ばく低減に向けての最近の話題』という演題で話を致しました。後日回

収したアンケート結果を見ると、音響など若干の問題はありましたが「話はとても分かりやすい内容だ

った」と好評でした。 

 

 

 

 

 

 

 

【第 2 部】～『医療相談コーナー』 

今回、初めての試みとして、患者さまやそのご家族の方が普段言えない悩みや相談のできる場所を提

供し、患者さまの安全、信頼を高め医療サービスの向上を図ることを目的として、コメディカルによる

医療相談コーナーを実施しました。下記はその相談をお受けした内容です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真にもあるように、医師を始めとする協会病院のスタッフが一丸となって行っていたのを感じて頂け

るものと思います。 

会場の様子 

第 3 回小樽協会病院 ふれあい健康教室開催報告 

丁子卓先生 

呼吸器病センター

長 

石川慶大先生 

呼吸器外科医

長 

 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の検査 ～ 臨床検査技師 

 健康相談(禁煙テストも含む) ～ 看護師 

 睡眠時無呼吸をなおそう ～ 臨床工学技士 

 栄養相談 ～ 管理栄養士 

 医療被ばく相談 ～ 放射線技師 

 お薬相談 ～ 薬剤師 

 リハビリテーション相談 ～ 理学療法士 

 医療費相談窓口 ～ 医療ソーシャルワーカー 

 

ふれあい健康教室の様子 

市民の相談を 

受ける石川先生 

 

健康相談の

様子 

画像診断科 

日戸宏治科長 



【最後に】 

最後になりますが、第 3 回 小樽協会病院ふれあい健康教室を実行するに当たり、多くの職員が力を

合わせ、ボランティアとして企画の段階から参加して、このような市民向けの『ふれあい健康教室』を

開催することが出来ました。当院は今年で 90 周年を迎え、理念である『患者さまに寄り添い 良質で

心のかよった優しい医療』を目指しております。次回の「第 4 回 小樽協会病院ふれあい健康教室」で

も、医師・看護部・事務部・診療技術部が一体となって、市民の皆様のご健康に役立てるような情報を

発信し、そして患者さまに寄り添い 良質で心のかよった優しい医療を提供できるよう努めたいと思い

ます。終わりに「低線量 CT による肺がん検診のお知らせ」ですが、小樽市内で初めて実施されますの

で、併せてご紹介させて頂き「第 3 回 小樽協会病院ふれあい健康教室」の開催報告と致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 11 月 7 日（土）に職員による病院周囲のゴミ拾いを行いました。参加人数も 30 人を超え、協会病

院の取り組みとしては大きなものになってきました。当日はお天気には恵まれましたが、かなり風が冷

たく身の縮む思いでしたが、今年は協会病院の名前の入った上着を用意し周りへのアピールも忘れずに

ゴミ拾いをしてきました。集めたゴミの中にはたばこの吸いがらも多くみられ、マナーの悪さとともに

火事にならなくてよかったなと本気で感じました。今後も少しでもきれいで安全な環境をつくっていけ

るように職員みんなでこの活動を続けていきたいと思います。 

ゴミ拾いのボランティア活動 

 



 

小樽協会病院では、後志地区の地域住民の健康管理等のために無料巡回診

療を年 2 回程度実施しています。（無料巡回診療とは、社会福祉法に基づき、

地域に訪問して診療などを行なうものです。） 

今年度の第 1 回目は 10 月 31 日（土）に循環器科の長井医師を中心に看

護部、検査科、臨床工学室、事務部、連携室の総勢 8 名で仁木町尾根内会館

にて実施しました。また円滑な実施の為に、仁木町役場の保健師さんには半

年前から日程や場所の選定、町民の皆様への案内等や会場設営、当日の問診

や町民の皆様とのやりとり等、毎年たくさんのご協力をいただいております。 

 

今回の尾根内地区はトマト農家さんが農繁期の最中ということや、昨年

までの実施地区を 2 か所に分けたこともあり、参加された方は 7 名でし

たが、初めて参加された方も何名かおり、「近くになってよかった」との

声が聞かれました。「来年は農繁期の終わった後に」とのご希望も伺え、

次年度からは希望に沿うように日程調整をしていきたいと思います。人数

は少なかったですが、その分、長井医師と患者さんの診察時間をしっかり

取ることもでき、診療後は、みなさん満足された様子でした。今回より初

めて行った骨密度検査が特に好評でした。その場で結果がわかるので、実

際の年齢より若い判定が出ると素敵な笑顔がみられました。 

地域住民の方の声を聞くと、尾根内地区でも住民の減少がみられる事、

バスは 1 日 3～4 本しか走っていない事、通院をする場合は病院までの片

道の交通費だけで、医療費より高くなる等の声も聞かれました。高齢にな

り、自家用車を運転しなくなると、外出だけではなく、日々の病院への受

診にも行きづらくなる様子がわかりました。 

急激な高齢化に向け、厚生労働省では 2025 年度をめどに地域包括ケ

アの推進を構築しています。住み慣れた地域で、地域の人々に見守られな

がら、できる限り働き続け、健康寿命を延ばしながら生活をしていける社

会のためにも、地域のニーズに沿いながら、無料巡回診療の実施を継続し

ていく必要性を改めて感じました。 

 

第 2 回目は 12 月 5 日（土）に 

仁木町銀山生活改善センターでの実施予定です。 

 

2015 年度巡回診療報告 

会場の仁木町尾根内会館 



 

地域医療福祉連携室長 長井 和彦 

平成 27 年 10 月 20 日当院講堂にて第 24 回小樽協会病院地域連携シンポジウム

が開催されました。市内近郊の開業医の先生方をはじめ、慢性期病院の先生方、老健

施設の施設長、多数の先生の御出席を賜りました。また今回は、田辺三菱製薬株式会

社の共催にて行われ、準備段階からご協力いただきました。 

 

シンポジウムはⅠ部、Ⅱ部に分かれ、Ⅰ部は、当院糖尿病科の山田安寿香先生より、

「当院における高齢者糖尿病の治療」のテーマで、高齢者の治療の注意点や、調剤薬

局による訪問薬剤管理の活用について紹介する内容でした。インスリン投与患者さん

の老健施設での管理に対する質問もあり、活発な討議がなされました。 

 

Ⅱ部では、当院 OB である直江クリニック院長である直江和彦院長を座長にお迎え

し、会の進行をお願いしました。外科系診療科（外科、形成外科、整形外科）による

各診療科の紹介と症例提示という内容で、当院外科の菊地健先生、形成外科の皆川知

広先生、整形外科の橋本功二先生にご講演いただきました。 

最初に外科の菊地先生から、当院外科の体制（消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科）

の紹介、各症例数など細かいデータが提示されました。特に呼吸器外科は、後志管内

唯一の施設であり、全道でも症例が多い病院である実績が示され、また昨年１２月か

ら呼吸器病センターを開設し、呼吸器内科や循環器科との連携を図り、困難症例でも

対応可能となっています。お困りの症例がありましたらご相談いただければ幸いです。 

次に形成外科の皆川先生の講演では、眼瞼下垂の様々な手術法、顔面骨折の整復、皮膚腫瘍の手術な

ど対応可能な疾患の広さと素晴らしいスライドには座長の先生も感心されていました。 

最後の整形外科の橋本先生からは、今年８月より常勤 2 名体制となり、受け入れ体制の充実を図り、

在院日数の短縮と早期の日常生活復帰を目指し、対応する旨のお話しがありました。 

 

座長の直江先生からは、外科としての専門の視点から質問があり、またスムーズな会の進行が行われ

ました。全体で 80 名を超える参加があり、大変盛況で、かつ内容の濃いシンポジウムになったものと

思います。座長の労をとっていただきました直江

先生をはじめ、お越しいただきました各医療機関、

老健施設の先生方にお礼を申し上げます。今後も、

皆様の興味のもたれる内容になるように考えてい

きたいと思います。次回は来年 3 月を予定してい

ますので、是非御参加していただきますようお願

い申し上げます。 

第 24 回小樽協会病院地域連携シンポジウム 



第 24 回小樽協会病院地域連携シンポジウム 

～プログラム～ 

日 時：27 年 10 月 20 日（火） 18：20 開始 

場 所：小樽協会病院 2Ｆ講堂 

[情報提供] 18：20～18：30 

 『SGLT2 阻害薬カナグル錠 100 ㎎について』田辺三菱製薬株式会社 
 

[Ⅰ部]  18：30～18：50 

 座長 小樽協会病院 循環器科部長 長井 和彦 

  『当院における高齢者糖尿病患者の治療方針』 

小樽協会病院 糖尿病内科 山田 安寿香  
 

 [Ⅱ部]  18：50～20：00 

座長 直江クリニック 院長 直江 和彦先生 

 外科系診療科（外科、形成外科、整形外科）による各診療科の紹介と症例提示 

１） 外科   外科診療部長 菊地 健 

２） 形成外科 形成外科部長 皆川 知広 

３） 整形外科 整形外科医長 橋本 功二 

共催：田辺三菱製薬株式会社 北海道社会事業協会小樽病院 

 

 

 

 

臨床工学技士 川田 大介 

 今回 9 月 26、27 日の 2 日間 BLS ヘルスプロバイダーコースの講習会が

小樽協会病院講堂にて行われたので参加してきました。私は 27 日のコース

を受講し朝 8 時 30 分から 16 時頃まで講習を行いました。講習内容はビデ

オを見ながら実技講習がメインで 3 人 1 グループになり成人、小児のマネキ

ンを使い胸骨圧迫、人工呼吸、AED の使い方、気道内異物の除去方法を学び

ました。1 グループに 1 人講師がついてくれる為、質問などもしやすく知識

と技術を深めやすい講習会でした。その為、講習会の終了時には自信を持て

るようになっていました。 

今回、BLS 講習は様々な職種が参加していました。病院という施設ではどこ

で患者さんが危険な状態に陥るかわからないので職種に関係なく患者さんを救

えるよう努力する必要性を感じました。また、日常生活でも遭遇したら医療従事

者として率先して行動していきたいと思います。 

 

 

 

 

BLS 講習会を受講して 



小樽協会病院４階病棟 

担当 榊原(さかきばら) 

電話番号 0134-23-6234 

FAX 番号 0134-33-7752 

 

当院は、公益財団法人日本医療機能評価機構の病院機能評価における「病

院機能評価」審査(既往種別版「3rdG:Ver1.1」)の結果、機構が定める認

定基準を達していることが認められ、2015 年 10 月 2 日付けで認定証が

交付されました。 

 

 

 

 

 

産後ケア入院って知ってますか？ 

出産後のおかあさんと赤ちゃんが、休養したり授乳指導を受けたり

できる「産後ケア入院」をはじめました。  

産後のお母さんが育児や母乳に自信を持ってもらえるように助産師が

ゆっくりと関わるデイケアプラン、退院した後、思うように育児ができ

なくて不安、母乳が出ているか不安、産後の疲れがとれなくてつらい、

もう一度沐浴の方法が知りたい、ゆっくり眠りたい、ゆっくり食事がし

たい、このようなかたにおすすめの2泊3日のショートステイプラン（入

院時にご希望を聞きながら、その人にあったプランを立てます）、産後お

手伝いに誰も来てくれなくて不安な方におすすめのロングステイプラン

など、ご希望に沿ったケアを行っていきます。産後１か月以内の方を中

心にお受けしております。詳細については当院ホームページをご参照く

ださい。 

なお、この産後ケア入院は予約制となっております。希望される方、

相談したい方は、右記担当までご連絡ください。 

 

 

 

産後ケア入院のお知らせ 

 

病院機能評価について 

編集後記 

すっかり寒くなり、また雪に悩まされる季節がやってきました。家

の周りの空き地にも家が建ち、いよいよ雪を捨てる場所がなくなっ

てきました。こうなれば雪を高く積むしかない！しかし腰の悪い自

分には無理だ。ならば除雪機買わなければ。しかし中型バイク一台

分の値段がする。はてはて、どうしようか。悩む季節です。(渡辺) 
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