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地域のみな様と共に 

通院・入院人工透析治療 

療養（医療型）病床 

救急告示病院 



 市立函館恵山病院は、昭和36年「尻岸内村立国保病院」として創設し、平成14年に現在地に

新築移転、同16年には1市4町村(旧函館市・恵山町・南茅部町・戸井町・椴法華村)の合併によ

り「市立函館恵山病院」となりました。 
 

 現在は、療養病床60床（運用病床４０床での令和元年度病床利用率：約９６%）、外来4科

（内科、外科、小児科、リハビリテーション科）を有し、1日当たりの外来患者数は、約５５

名、人工透析におきましても約２０名(入院透析を含む)の治療に当たっております。 
 

 また、体調の悪い時には、いつでもご来院頂けるよう、救急告示病院として365日24時間体

制で患者様を受け入れ、職員一丸となって対応させて頂いております。 
 

 なお、現在の医師不足の状況下では、すべての診療科を常勤医だけで対応するのは困難なた

め、眼科は月１回、整形外科については月２回の診療を診療応援により行っております。関係の

先生方には、この場を借りまして、厚く御礼を申し上げます。 
 

 今後、当院のような地域密着型の病院には、医療だけでなく介護などの福祉分野も含めた包括

的な対応が求められることから、地域の各関係機関と連携をとりながら訪問診療をすすめ、地域

住民の皆様に信頼され、愛される病院を築くよう、努力して参りたいと考えていますので、よろ

しくお願いいたします。 

病院長 石川 聡 

院長からのごあいさつ 

名称等 市立函館恵山病院 

 〒041-0525 北海道函館市日ノ浜町15番地1 
 TEL ( 0138 ) 85 - 2001  FAX ( 0138 ) 85 - 2501 

施 設 鉄筋コンクリート造 地上３階  

敷地面積 14,693㎡ 延床面積 4,928㎡ 

標榜診療科目 内科、外科、小児科、リハビリテーション科 

職員数 
（嘱託・臨時職員含） 

医師 ２名 看護師 ２７名 看護助手 ８名 医療技術職 ６名 

事務員 ８名 管理栄養士 １名   計 ５２名 （R4.7.1 現在） 

設 備 透析装置（１２床）、患者監視用モニター、特別入浴装置 

電子内視鏡、除細動装置、マルチスライスＣＴ（１６列）、心電図 

デジタル画像処理装置、超音波診断装置、デジタル透視診断装置 

スパイロメーター、脈波測定装置、骨密度測定装置（DXA）  等 

認 可 ・救急告示病院 ・労災保険指定医療機関 ・生活保護法指定医療機関 

・指定自立支援医療機関（厚生医療・精神通院医療） 

・身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関   他 

その他 カード式ＴＶ・冷蔵庫、洗濯機・乾燥機（各２台） 

管理者 院長 石川 聡 

病床数 療養病床（医療型）６０床（運用４０床） 人工透析 １２床 

診療応援 整形外科（２回/月） 眼科（１回/月） 循環器（１回/月） 

病院概要 



外来診療について 

◆ 診療科目     内科・外科・小児科・リハビリテーション科 

◆ 診療時間    午前 ８：４５ ～ 午後 ５：００ まで 

       土・日・祝祭日・年末年始（12/２９～1/３） 休診 

◆ 診療受付時間 

        平日  午前 ８:１５～１２:００  午後 １:３０～４:４５ 
      ※ 急患に関しては、随時受付をしております。 
 

※ 外来担当医師及び整形外科・眼科診療日は、急遽変更となる場合がございますので、あらか

じめご了承下さい。外来受付カウンターに、当月の診療予定表を置いておりますので 

    詳細については、そちらをご覧下さい。 

◆ 診療応援について：詳しい診察日は、診療予定表をご覧ください 

      整形外科診療応援   ２回/月 函館おおむら整形外科病院（函館市） 

    眼科診療応援   １回/月 本間眼科医院（函館市） 

    診療時間 午後 ２:００～４:００   受付時間 午後 １:３０～4:００ 

  循環器      １回/月 第2木曜日午後 市立函館病院 

◆ 訪問診療について 

   当院では、通院が困難な状態にある患者様へ、医師が定期的にご自宅へお

伺いして、計画的な診療を提供する事ができる、訪問診療を行っておりま

す。対象となるのは、当院から半径16Km以内にお住まいの方となります。

詳しくは、当院外来までお問い合わせ下さい。 

  当院は、土足禁止となっておりますので、正面玄関内、右手奥の

下駄箱に備え付けてありますスリッパをご利用下さい。 
 

また、自家用車でお越しの際は、患者様専用駐車場（無料）をご利

用下さい。患者様の乗車・降車以外での正面入り口への駐停車は、

ご遠慮下さい。 

◆ 夜間・休日救急診療について 

 当院は、救急告示病院の指定を受けておりますので、平日

の診療時間外及び土・日・祝祭日でも、救急の患者様につき

ましては、随時診療をお受けしております。 

 その際は、必ずお電話にてご一報下さいますようお願いい

たします。  

◆ 送迎バスのご案内  
当院では、恵山地区内に限り、送迎バスを運行しておりま

す。 

バスご利用の方は、最寄のバス停留所にてお待ち下さい。  

夜間救急入り口→ 

患者様送迎用バス→ 

正面入り口→ 



人工透析について 

当院は、透析用病床(12床)を有し、通院・入院による人工透析治療をお受けいただけます。常

勤医師と専属スタッフが、安心して治療をお受け頂けるように、細心の注意を払いながら患者様

をサポートさせて頂いております。透析患者様の病状管理の為に、定期的な検査や食事指導など

も行っております。近隣の方で、透析治療において通院手段が無い方については、ご相談下さ

い。 

当院では、人工透析治療中の患者様で函館市や北海道へのご旅行等を検討されている方々の為

に、臨時の透析治療をお受けすることができます。詳しくは、当院外来看護師長までご相談くだ

さい。 

ご相談受付時間 AM 8：15～17：00まで  TEL（0138）85-2001 
 

◆ 透析実施日  午前 月～土曜日 午後 月・水・金曜日  

透析室の様子 透析装置 

 透析室は、１階正面玄関右手にあります。御用のある方は、外来看護師へ声をおかけ下さい。 

 

当院には、臨床工学技士が１名配

置されており、透析装置はもちろ

ん、院内における医療機器の安全

管理を行っております。 

 

 また、計画停電や不意の停電に

も十分対応できるように、大容量

の自家発電装置を備えております

ので、電力不足の状況においても

安心して人工透析治療をお受けい

ただく事が出来ます。 



入院病棟について 

 当院の入院病床（60床）は、全て療養（医療型）病床となっております。 

病棟は建物２階にあり、中央の吹き抜け部には、患者様のご家族がくつろいで頂けるようにフ

リースペースが配置され、テレビや飲料水をご用意しております。 

 病室は、海側と山側に配置されており、海側では晴れた日に「尻屋崎」（青森県下北半島）を

望む事ができます。また、イカ釣り漁の時期には「いさり火」がご覧いただけます。 
 

 看護スタッフは、患者様が穏やかに日々の入院生活をお送りいただけるよう、知識の向上と心

のこもった看護・介護に努めておりますので、安心してお任せ下さい。 

◆ ナースステーション 

 各病棟での面会時間は、以下の通りです。 

   午前 10時 ～ 午後 8時 まで 

※ 感染症予防の為、乳幼児同伴での面会は、

ご遠慮下さい。 

 スタッフへのお心遣いは、固くお断り致しま

す。 

◆ 病棟の廊下 

 建物の構造に合わせて緩やかなカーブを描い

ており、中央にトイレや洗面所が配置されてお

ります。 

 正面入り口のエレベーターを降りた所に、ス

タッフステーションがあります。 

◆ 病室内部 
 各病室には、次のものが設置されております。 

  ・床頭台 ・カード式テレビ / 冷蔵庫 

 （ご使用になるカードは、各自お求め下さい） 

※ 当院は、病衣の貸し出しを行っておりません。 

 入院時の持ち物については、「入院のしおり」

（別紙）をご覧下さい。 

◆ フリースペース 
 ご面会やご家族の休憩所としてお使い頂けま

す。病室で使用するテレビ・冷蔵庫のカード販

売機がございます。 

 この対面（山側）に、入院患者様専用の洗濯

機・乾燥機を設置しております。 

※ 業者へのクリーニングについては、病棟ス

タッフへお問合せ下さい 
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病院施設のご紹介 

透析更衣室 

 透析患者様の為の更衣室が、旧売店を利用して

設置されております。 

会計待合 

正面入り口待合ホール 

外来待合スペース 

外来診察室 

救急処置室 

 写真右奥には、津軽海峡を見渡せるテラスがあ

ります。奥に外来診察室及びレントゲン室・リハ

ビリテーション室があり、写真手前に薬剤室、透

析室があります。 



マルチスライスＣＴ（１６列） 骨密度測定装置（DXA） 

電子内視鏡（主に胃） 超音波診断装置（腹部・心臓・表在） 

リハビリテーション室 透視診断装置（胃バリウム等） 

検査設備のご紹介 

 当院では、各種検査装置を設置し、救急医療や疾患の早期発見、病状の経過観察などに対応し

ております。また、各種健康診断等にも対応できる設備をご用意しております。 

 ◆ その他の検査機器 
  心電図装置、ホルター心電図、脈波測定装置、スパイロメーター、血液一般検査装置 

  各種救急検査キット 等 



病院所在地情報 

◆ ＪＲ又は、飛行機でお越しの場合  
  函館駅から     車で約   １時間  国道２７８号線（恵山国道）  

  函館空港から    車で約   ５０分  国道２７８号線（恵山国道）  

  路線バス（恵山病院前下車）約２時間 （運行時間は、函館バスへお問合せ下さい）  
 

◆ 札幌方面から車でお越しの場合  

  道央自動道森インターチェンジから  

    国道２７８号線（恵山国道）をご利用の場合  

      鹿部－南茅部－椴法華を経由  約１時間３０分  

    国道５号線をご利用の場合  

      七飯町－北斗市－函館市街地を経由 約２時間  
 

◆ 周辺の目標               道の駅「なとわ恵山」 

メ モ 
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