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巻頭言

　新しい年を迎えましたが、皆様の体調はいかがでしょうか。斗南病院は今年も体に不安を抱える

皆様のお役に立てるよう全力を尽くしてがんばります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
　本稿では、4 月より新しくスタートする斗南病院の診療体制をご紹介させていただきます。

　斗南病院は昨年 8 月、高橋知事より北海道で 5 番目にあたる地域医療支援病院の指定を受けま

した。周辺の診療所、病院はもとより広く道内各地の医療機関と連携するセンター病院としての役割
りを果たすよう命じられたものです（詳しくは 6 ～ 7 ページをご覧ください）。
　早速、それに必要な設備の充実を行いました。たとえば斗南病院で受けた血液検査結果、CT、
MRI などの画像、内視鏡像をはじめ手術の実際を短くまとめた動画、標本なども患者さんを紹介し

ていただいた先生方のパソコン上に送り届けることができるシステムの確立です。かかりつけ医の先
生が斗南病院での治療内容を即座にしかも十分に把握できますので、その後の治療あるいは経過
を見て行く上で大いに役立てていただけるものと確信しております。安心して任せられる高度な医療
の一端を担わせていただきます。

かかりつけ医と斗南病院が連携して作る安心で高度な医療

胃腸のかかりつけ医 心臓病のかかりつけ医

腰・膝・肩のかかりつけ医リウマチ、糖尿病のかかりつけ医

斗南病院

斗南病院の新しい出発

病院長　　加　藤　紘　之
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　治療内容についての各科の取り組みもめざましいものがあります。
　新しい内視鏡機器を導入した消化器内科、抗がん剤治療で世界の先端を行く腫瘍内科、胆のう

はもちろん、胃癌、大腸癌までもおへその 1ヶ所の傷から手術する技術を確立した外科、血管腫・
血管奇形の患者さんが日本中から集まる形成外科、咽頭・喉頭癌などの高度な手術に精通する耳
鼻咽喉科、スポーツ障害、特に肩の障害の治療でトップレベルの整形外科、内視鏡手術を大幅に

取り入れる一方、これまでの不妊治療をさらに充実させている婦人科、さらにはリウマチ・膠原病内
科はスタッフを一層充実させ北海道では数少ない拠点病院として、また糖尿病・内分泌内科は新た

に 4 名のスタッフで主に外来冶療に重点をおいて充実度を高めております。このほか血液内科、呼
吸器内科、精力的な医師グループを迎えた循環器内科（詳しくは 5 ページをご覧ください）、眼科、
皮膚科、泌尿器科がやさしく皆様をお迎えします。

　新設科は待望久しい放射線科です。リーダーとして現北海道大学保健科学研究院の清水 匡 教
授をお迎えします。清水教授は CT、MRI 診断はもとよりカテーテルを応用した血管造影とそれに

伴う肝癌、動脈破裂、血管腫などの治療の日本を代表する名手です。加えて長年研究を重ねてきた

凍結治療を東北・北海道唯一の治療施設として斗南病院で開始します。これによって困難とされた

肝癌、腎癌さらには肺癌などにも一段と有効な治療法が確立されます。これらは斗南病院が目指す、
高度医療の実践です。

　以上、斗南病院の新しい治療・看護体制をご紹介させていただきました。
　私共職員一同の理念は患者さんにやさしい医療、安全で安心な医療、最先端の高度医療の実践
です。この目標に向かって一層の努力を重ねて参ります。ご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

　次に よりやさしく安全な医療を行うために看護体制を拡充します。主に入院患者さんについてで

すが看護師を増員し、3 ～ 4 名の患者さんに１人の担当看護師がつき、きめ細かく看護させていた

だく制度の導入です。

より安全でやさしい医療

主　治　医 担当看護師
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　斗南病院では今年は年明け早々から「血管撮影装置（アンギオ）」の

更新や、画像、検査データ、処方、空床状況を閲覧できる新たな「地
域医療連携システム」の整備を行います。地域の先生方と協働しながら

更なる高度な医療の提供に努めてまいりますので、本年もよろしくお願
い申し上げます。

　斗南病院は質の高い医療を提供することを心掛けてきました。昨年は

多くの患者さんをご紹介いただきありがとうございました。卯年にちなん

で、今年こそホップ、ステップ、ジャンプと一気に病院新築の夢を実現さ

せたいと思います。外科チームとしてはあらゆる領域にさらに小さい、少
ない創で行う最新の内視鏡外科手術を提供していきますので、何卒ご

支援のほどよろしくお願い申し上げます。

　私たち看護部は、「７対１看護配置」の４月実施に向け準備中です。
今まで以上に患者さんに寄り添い手厚い看護を受けていただけるよう体
制を整えています。
　新しい年を迎え、地域の皆様にこれからも親しまれ、愛され、信頼さ

れる病院を目指して努力してまいりますので、本年もよろしくお願い致し

ます。

　この時期札幌では、” 第 30 回さっぽろホワイトイル
ミネーション ” が開催中です。残念ながら今は雪まつり
の準備のため大通り会場は終了していますが、南一条
通り会場、駅前通り会場は、2 月 13 日まで楽しめます。
電球 1048 個から始まったこのイベントも、今では約
450 万個もの電球が輝き、雪の街を幻想的に彩ります。
　そして " 第 62 回さっぽろ雪まつり " は、2 月 7 日開
幕です。
　大通り会場は、斗南病院からすぐ近くです。お帰りの
際、防寒対策を十分にして、お出かけしてみてはいかが
でしょう。転倒には、くれぐれもご注意を！！

平成２３年を迎えて 〜副院長、事務部長、看護部長よりひとこと〜

冬のさっぽろ

副院長　　奥　芝　俊　一

事務部長　　川　上　順　裕

看護部長　　鈴　木　く　み　子

←ホワイトイルミネーションの大通り会場の様子。
　どちらも撮影は阿部雅一　（腫瘍内科）
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特 　 集

循環器内科
病気 の おはなし

　心臓は生まれてから（実際には生まれる前から）死ぬまで 1日 24 時間 365 日休まず全身に血液を送リ出
すポンプで、1日に約 10 万回、生涯約 30 億回動くといわれております。循環器内科は主に、この心臓と心
臓から送り出された血液が通る血管を扱う科です。対象疾患は、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、虚血性
心疾患（狭心症や心筋梗塞など）、心臓弁膜症、不整脈、心筋症、感染性心内膜炎、心筋炎、心不全、
大動脈瘤、末梢動脈疾患、各種腎臓疾患、静脈血栓症、肺梗塞など多岐に渡ります。
　当科ではこれらの疾患の中でも、動脈硬化を基盤にして起こる虚血性心疾患、末梢動脈疾患に特に力を
入れております。動脈硬化症は高齢化や食生活の欧米化などで近年増加しており、心疾患、脳血管疾患に
よる死亡は癌に次いでそれぞれ日本の死因の第 2 位、第 3 位を占めます。またこれらの疾患は全死因の約
30％に及ぶことから、動脈硬化症の予防、治療の重要性が理解できると思います。

 

  

昨年４月、循環器内科に西野康宏医師
が着任しました。専門は循環器血管内
治療で治療範囲は冠動脈、腎動脈、下
肢動脈などほぼ全身の血管が対象です。
前病院では年間 200 件以上の治療を
行ってきました。現在は当院でもカテー
テル治療を本格的に行っています。

＜診断・治療の実際＞
　循環器内科では、各科と協力し動脈硬化の促進
因子である高血圧、脂質異常症、糖尿病などの診
断・治療を行うのみではなく、動脈硬化の予防・早
期発見にも心がけております。早期発見には血管
年齢を算出できる ABI 検査や首の動脈をエコーで
観察する頸動脈エコー、CT による冠動脈（心臓の
血管）、下肢の血管造影など痛みを伴わない検査
で行っています。またその治療には数泊の入院で済
むよう血管内治療を積極的に行い、苦痛を出来る
だけ少なくなるように努めています。
　スタッフは井上恵（科長）、西野康宏（医長）の
2 名で日々の診療にあたっております。上記疾患な
どでお困りの方はお気軽に循環器内科外来へお越
しください。明るいスタッフがお待ちしております。

写真は、血管造影室でのカ
テーテル治療の様子です。治
療は看護師の他、診療放射
線技師、臨床検査技師らが
いっしょ進めていきます。

写真 1　冠動脈の狭窄（冠動脈 CT）

写真２　当科で施行された血管内治療の例

治療前 治療後
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　斗南病院は、この 8 月 30 日に「地域医療支援病院」の承認を受けることができました。ご支
援、ご協力くださった多くの方々に御礼を申し上げるとともに、地域の医療機関との連携を確か
なものにして、私たちの理念である「良質でやさしい医療」をいっそう推し進めていきたいと思
います。
　医療が進歩し専門化するにつれ、患者さんが病状に応じて最適な治療を受けるためには、複
数の医療機関がそれぞれの特徴を生かして機能分担し、対応する時代になってきました。その
ために私たち急性期病院は、他の病院、診療所、在宅医療などの様々な施設間で医療情報を共
有することが求められます。当院はスムーズな医療連携を行うために、新たに PACS（医用保管・
配信システム）を導入し、CT、MRI、内視鏡などの画像データを、院内だけでなく、地域の医
療施設でも簡単に閲覧できるように準備を進めています。PACS により、フィルムの運搬や保管
に伴う手間やコストが削減できるとともに、患者さんの医療情報を一元化することができ、地域
の医療機関と緊密な継続性のある連携ができると考えています。

　医療連携を進める実務を担当するのが医療連携室です。
　当院の医療連携室は 2001 年（平成 13 年）4 月に開設され、急性期病院の窓口として、診
察、検査予約や緊急依頼などの業務を中心に活動してきました。当初は 200 件 / 年足らずであっ
た連携室経由のご依頼も、多くの医療機関との連携が進み、現在では年間 4900 件のご紹介と
7900 件の逆紹介に対応しています。しかし、いかに IT 化が進み電子情報が行き交っても、大
切なことは医療者同士の信頼関係です。人のつながりが無くしては、真の連携は難しい。勉強
会や症例検討会などの交流の場を設けてご案内致しますので、どうぞお気軽にご参加下さいま
すようお願い致します。「迅速かつ適切な対応」をモットーに連携室を運営しておりますが、お
気づきになられた点ありましたら、ぜひご意見をお寄せください。

　ご存知でしょうか。斗南病院の医師 55名は13名の研修医とともに一緒の医局で勉強しており、
院内チームワーク、風通しのよさは、どこにも引けをとりません。ぜひ、院内チーム医療の上に、
連携の輪を重ねて地域医療の向上に役立てていただきたいと思います。これからも、ご指導の
ほど宜しくお願い申し上げます。

人の和から連携の輪へ －地域医療支援病院の承認を受けて－
医療連携室長　近藤　仁（診療部長・消化器内科）

地域医療支援病院   として承認されました
斗南病院は
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　地域医療支援病院としての機能は、
　１． 他の病院や診療所からの紹介患者に対する医療の提供
　２． 病院施設、設備等の共同利用の実施
　３． 救急医療の提供
　４． 地域の医療従事者の資質向上を図るための研修の実施
等が挙げられます。
　紹介患者に対する医療および救急医療の提供という点は、従来に増してより地域の医療機関に
密着した医療が出来るよう、努力していきたいと考えています。
　また、地域の医療従事者の質の向上の一環として、当院で実施している研修および症例カンファ
レンスを充実させ、地域の医療機関の皆様にご案内していく予定です。
　地域医療支援病院としての機能アップ・利用しやすいシステム作りとして、現在、紹介してい
ただいた患者さんのレントゲン・CT・MRI 画像の他に内視鏡画像・病理報告書・検査データ等を、
パソコンを通じて閲覧可能となる画像配信システムへのレベルアップを進めています。レベルアッ
プする事で、ご紹介いただいた患者さんの当院における治療経過を、お手元のパソコンでいつで
もご覧になることが出来るようになります。治療経過の他に、入院ベッドの空床状況もわかるよう
表示していく予定です。こちらのシステムにつきましては、詳細が決まり次第、皆様にお知らせす
る予定にしています。
　急な外来受診・入院等のご依頼・ご相談も、医療連携室スタッフが対応させていただきますので、
お気軽にご連絡ください。今後ともよろしくお願いします。

「地域医療支援病院」の役割

地域医療支援病院   として承認されました

かかりつけ医・斗南病院間での連携医療の一例
画像は10分以内に配信

斗南病院で検査 かかりつけ医で診断、投薬等

患者さん患者さん
ご自宅

患者さんは、かかりつけの病院に行く前に、斗南病院に寄り CT 等の検査を受けます。その後、かかりつ

けの病院を受診します。画像は 10 分以内に配信されますので、かかりつけ医から説明、投薬を受けます。

医療連携室課長　本庄睦子（副看護部長）

（北海道内で 5 番目、札幌市内では 3 番目の承認です）
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斗南病院からのおしらせ
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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

次号は、平成 23 年 2 月下旬発行予定です。

　冬真っ盛り、寒い日が続いています。みなさん、体調はいかがですか。
　インフルエンザの流行は、道内でもすでに始まっています。
ワクチンの接種はもうおすみでしょうか？　まだ季節性インフルエンザワクチンを接種してい
ない方は、これからでも接種は可能です。ワクチン接種の専門外来は終了しましたが、詳しく
は当院までお問い合わせください。
　冬の間も健康的に過ごすためにも、ぜひワクチンの接種をおすすめします。
　（ワクチンには限りがあるためお早めに。万が一の場合は、ご了承ください。）

インフルエンザを予防するには…
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。

季節性インフルエンザワクチン接種のおすすめ


