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地域の皆さまの健康をサポートいたします
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札幌清田病院 だより
診断から治療まで一貫して関わる

3 人の専門医による
血液疾患治療

社会医療法人
札幌清田病院

理念

良質な専門医療を提供して地域社会に貢献する。
個別性と継続性を尊重した思いやりのある医療をめざす。
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公表し、注目を集めています。白血病などの「血液のが

悪性リンパ腫

ん」は、
ほかのがんと比べて患者数は多くありませんが、
高齢化を背景に発生率は年々増加傾向に。しかし新薬が
次々と登場し、治癒を目指せるようになってきました。
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【専門分野】

がん薬物療法は日進月
歩。今後も最善の治療
を提供できるよう努め
ます。

血液内科、腫瘍内科
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日本内科学会総合内科専門医

日本消化器病学会専門医
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日本造血細胞移植学会造血細胞移植認定医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医・暫定教育医

日本消化器病学会専門医

骨髄移植推進財団調整医師

日本消化器病学会専門医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本ヘリコバクター学会ピロリ菌感染症認定医

骨髄移植推進財団調整医師

骨髄移植推進財団調整医師

高齢者に多い血液のがん
当院の血液内科では、造血器悪性腫瘍である「血液のが
ん」や「貧血」などを診ています。

れば適切な判断や治療ができない領域です。
当院には 3 人の血液内科専門医がおり、血液内科で診る
全ての疾患の治療に対応しています。診断から治療まで一
貫して関わる責任ある医療を提供しています。

血液の三大がんと呼ばれているのが「白血病」「悪性リ
ンパ腫」
「多発性骨髄腫」です。
70 歳以上に多く、症状の出方もさまざまなので、高齢
による体調不良との勘違いから発見が遅れてしまうケース

副作用を抑える薬で通院治療も可能に
血液がんの診断には骨髄液を調べる顕微鏡検査が欠かせ

も少なくありません。
遺伝子のエラーが原因とされており、

ませんが、院内で実施しているため診断から治療開始まで

誰にでも発症する可能性があります。

迅速に行うことができます。
通院による治療にも対応しており、静脈内注射投与か内

治癒の可能性が高い治療法を選択
血液のがんの治療には、これまでの抗がん剤のほか、分

服投与かなども患者さんのライフスタイルや希望に合わせ
て決めていきます。入院治療を行う場合でも、抗がん剤に
よる免疫力の低下や強い吐き気などの副作用を抑える予防

子標的薬や免疫チェックポイント阻害剤といった新たな選

薬を使うことで、入院期間を短縮できるようになりました。

択肢もあります。また、当院の無菌室では自家末梢血幹細

治療は早めに開始した方が予後が良いため、原因の分か

胞移植も行っています。

らない発熱や動悸、息切れなどがあったときには、必ず血

同じ疾患でも、年齢や全身状態、合併症の有無など、個
別性に対応しながら進める必要があるため、専門医でなけ

液検査を受けましょう。高齢になっても定期的な検診をお
勧めしています。
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免疫細胞

正常細胞

がん細胞だけでなく、正常

がん細胞だけを攻撃します

細胞にもダメージがあります

造血幹細胞移植

活性した免疫細胞が
がんを攻撃します

4 階病棟
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同種造血
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自家末梢血
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ドナーの造血幹細胞を

患者さん自身の造血幹

行っています。無菌に近いクラス 1,000 が 2 床、空

移植します

細胞を移植します

気清浄度が高いクラス 10,000 が 3 床あります。

大学病院に依頼し
治療します

がん細胞

正常白血球

空気清浄度が高い無菌室では、急性白血病の治療や自
家末梢血幹細胞移植が必要な患者さんの入院治療を

当院の無菌室で
治療します

造血幹細胞移植
生着
洗面台、トイレ、シャワー室付きの個室です

抗がん剤投与で
がん細胞を根絶

札幌清田病院では、地域の各医療機関と連携・協力しながら
地域の皆さまに適切な医療を提供できる体制を整えています

つながる
支える
連携医療機関

医療法人社団

美しが丘いとう内科
札幌市清田区美しが丘 3 条 2 丁目 3‐20
☎ 011‐889‐5588
内科、消化器科、循環器科

苦しくない検査で健康管理をお手伝い
安楽で安全な内視鏡検査

専門医との迅速な連携で待たせない治療を

伊東修一院長は消化器内視鏡の専門医です。
「胃や大腸

主な患者さんは近隣にお住まいの働き盛り世代や高齢者

の内視鏡検査は苦しいと敬遠されがちですが、病気の発見

の方です。発熱や腹痛などの症状を訴えて受診される方が

には大変に有効ですから、継続して受けていただきたい」

多いそうですが、気になる症状がある場合はエコー検査や

と、苦しくない内視鏡検査を安全に提供されています。

血液検査を行っています。
「発熱で受診された患者さんの

内視鏡検査時には、少量の短時間作用型鎮静剤を使い、

血液を検査したら、白血球数が異常に多く血液疾患が疑わ

呼ぶと目を開けることができながらも、まどろんでいる状

れましたので、すぐに血液内科の専門医がいる札幌清田病

態をつくり出してから検査を行います。患者さんは苦しさ

院にお願いしました。肝機能が悪い患者さんについても重

を感じることがないだけでなく、安全に検査を実施するこ

い疾患が疑われたので、すぐに精密検査をお願いしました。

とができます。
「検査や治療のメリッ

札幌清田病院は患者さんの自宅からも近いので通院や入院

トとデメリットを常に考え患者さんに

も便利です」。

提案しています」と責任ある医療に取
り組まれています。

携することで、必要

健康維持のために、睡眠時間の確保と
伊東修一 院長

専門医と迅速に連

読書や猫の世話など好き

な治療を迅速に患者
さんに提供してくだ
さっています。

なことをして過ごす時間
を大切にしています

札幌清田病院への交通アクセス

外来診療時間のご案内

●中央バス
JR 札幌駅 発

診療科目

「清田団地入口」停
下車

（平 50）平岸線

地下鉄東豊線
福住駅 発

（福 80）月寒本線
（福 85・86）清田団地線
（福 87）有明線
（福 88）真栄団地線
（福 96・97）柏葉台団地線
（福 113）大曲光線

地下鉄東西線
大谷地駅 発

（大 87）有明線
（大 88）真栄団地線

Quality of Life

社会医療法人

呼吸器内科

12：00

月～金
土

循環器内科

（97）千歳線・広島線
中央バス
（96）柏葉台団地線
札幌ターミナル 発
（113）大曲光線
地下鉄南北線
平岸駅 発

9：00

内科・消化器内科・
腫瘍内科・血液内科・
リウマチ科

（80）月寒本線
（85）（86）清田団地線
（88）真栄団地線

※受付は 30 分前から

火・水・金
第 1・第 3 水
第 1・第 3 土

外科・消化器外科・
肛門外科・内視鏡外科

月～土

※緩和ケア内科については、お問い合わせください

【休診日】日曜日・祝日

※夜間・休日・時間外の急患は
当直医師により随時診療
【売店営業時間】
平日 8：45 ～ 17：30
土曜日 8：45 ～ 15：00

「真栄」停
下車

札幌清田病院

〒 004‐0831 札幌市清田区真栄 1 条 1 丁目 1 番 1 号

ホームページ

http://kiyota-hp.or.jp/

TEL：011‐883‐6111

FAX：011‐882‐7477

17：00

