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良質でやさしい

斗南病院だより NO.202

院 長 奥芝　俊一

　平成₂₆年４月１日付けで₁₀年間院長を務められ
た加藤紘之前院長を引き継ぎ、病院長に就任いた
しましたので、ご挨拶を申し上げます。
　当院は₁₉₅₁年４月、札幌共済病院として開設、
₁₉₆₁年中央区北１条西６丁目の現在地に移転し、
斗南病院と改称し、約₆₀年余りの歴史のある病院
です。この間、多くの方々の熱意と努力に支えら
れ、いまなお多くの患者さんに信頼され診療を受
けていただいていることに感謝いたします。
　良質で患者さんにやさしい医療をめざし、各科、
各領域の壁なく、医師、看護師、薬剤師、放射線
技師、検査技師、臨床工学技士、理学療法士、栄
養士、事務職員などの多くのスタッフが人の和を
合言葉にチーム医療を実践しています。
　たとえば、消化器病センターでは各科の壁なく
内科、外科、放射線科が一堂に集まり、がんの診
断、治療の適応を議論し、内視鏡的切除、小さな
キズのみで行う腹腔鏡、胸腔鏡下手術などを積極

的に導入し、今では全手術症例の７割に低侵襲手
術が行われています。また、進行癌に対しては腫
瘍内科が主体となり最新の化学療法を提供し、外
科チームと一体となって術前後の化学療法を担当
し、さらにがん化学療法認定看護師やがんリハビ
リを担当する理学療法士など関係するメディカル
スタッフの協力により充実したチーム医療として
提供しています。
　これまで急性期病院として必要な各領域をセン
ター化し、高度で先進的な医療を提供できる体制
を整えてきましたが、２年後には道庁の西北、植
物園近くに₁₁階建ての病院が新築され、がん治療
を進めるうえで悲願であった放射線治療、ロボッ
ト手術などの導入を予定しています。このように、
さらに高い専門性と総合力を兼ね備えた医療を患
者さんに提供できる施設も現実のものになると思
います。
　現在、北海道の地域医療支援病院、北海道がん
診療連携指定病院として役割を果たすほか、次世
代を担う臨床医を育てるために、臨床研修指定病
院として卒後教育・研修にも力を入れています。
　これからも患者さんに「良質でやさしい医療を
めざす」斗南病院の理念は変わりません。
　社会的にも医療を取り巻く環境は激変しつつあ
りますが、以上の理念が実践できるよう今一度、

「高い専門性と総合力を兼ね備えた医療をめざし、
患者さんの権利を尊重する医療を実践し、医療安
全に努め、医療関連感染対策を徹底する」という
基本方針に立ち返って患者さんに「良質でやさし
い医療」を提供できるよう努力していきたいと思
います。
　また、職員にとっては「やりがいのある働きや
すい病院」となるように、日本をリードする各領
域のリーダーを北海道から育成できるように一層
の充実と発展に努めますので、皆様のご支援・ご
鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

新院長あいさつ
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医療をめざす
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　このたび副院長を拝命致しました。これまで同
様に「良質でやさしい医療をめざす」という理念
のもと斗南病院の皆と一丸となって頑張りますの
でご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
　さて折角の機会ですので、鬼に笑われることを
承知で、２年後の斗南病院の姿、変貌に思いを馳
せてみたいと思います。

① 北４条西７丁目（厚生病院跡地）に11階建の
近代的なビルとなって、ドーンと新築移転して
いる、はずである。新病院になり、老朽化やア
メニティに関する問題は一挙に解決し、患者さ
んは快適な個室で最先端のチーム医療を受けて
います。現在、新病院の図面を引いている真っ
最中ですが、消費増税、東京オリンピック、震
災復興などによる建築費用の高騰、診療報酬改
定による影響など新築への道のりも決して平坦
ではありません。絵に描いた…にならぬよう気
を引き締めるとともに、皆様の更なるご支援を
お願いする次第です。

② 都市型好立地を活かし、多くの医療機関と協力
しつつ先進的医療を提供している、はずである。
当院はがん医療の均てん化を推進する「北海道
がん診療連携指定病院」として、胃・大腸がん
に対する内視鏡的切除、腹腔鏡手術などの低侵
襲治療や外来がん化学療法は道内屈指です。新
病院では放射線治療装置が設置されてがん治療
はパワーアップし、けがや救急災害に対する受
け入れ態勢もさらに充実させる計画が進んでい
ます。こうした施設機能を活かすために、かか
りつけ医とは「地域医療支援病院」として連携
を密にとり、患者さんのニーズに合った医療を
提供して行くことが大切であると考えています。

③ 多目的カンファレンス室、ハイブリッド手術も
行える７つの手術室、最新鋭の機器を揃えた内
視鏡室、外来化学療法センターなどが完備した

新病院には、津々浦々から熱い志をもった研修
医が大勢集まっている、はずである。臨床研修
指定病院である当院には26年度に初期研修医
13名、後期研修医８名、十数名の短期留学生
が充実した指導体制、医療安全管理のもと切磋
琢磨しています。熟練したスタッフと新進気鋭
のレジデントが協力し合えば鬼に金棒です。

④ そしてどこにも負けない総合力。多くの診療部、
看護部、事務部の団結力は、開院60余年の誇
れる斗南の宝です。この宝を継承しつつ２年後
に出来上がる新病院には鬼も目を廻している、
はずである。

　どうぞよろしくお願いいたします。

副院長 近藤　仁

新副院長あいさつ新副院長あいさつ
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医療連携室長

由崎　直人

　さてこのたび縁あって、近藤先生から医療連携室長の任を引き継ぐことになりました。これまで通り、ご開
業の先生方との病診連携を強化していくとともに、諸先生方のご意見を伺いながら、患者さんへより良質な医
療を提供することを目指して頑張っていきたいと存じます。一方、医療を取り巻く環境が刻々と変化する時代
でもあり、医療連携のあり方や形態も変化に合わせて調節が必要になることもあろうかと思われます。その折
には、近隣の諸先生方並びに斗南病院職員に意見をいただきながら、適切な対処を心がけていきます。
今後ともご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願いいたします。

　今年は雪解けが遅く、４月に入ってからも季節外れの積雪もありましたが、ここに
きてようやく札幌市内の積雪ゼロが宣言され、すっかり春めいてまいりました。
　斗南病院はこの春、10年間にわたって院長をされてこられた加藤先生から、奥芝
先生に院長が交代となりました。
　今年度から新たに奥芝新院長を中心として、私たち職員には一層の努力、邁進して
いくことが求められており、気が引き締まる思いがいたします。
　これまで斗南病院は近藤医療連携室長（現副院長）と本庄医療連携室次長（現看護
部長）が中心となって、近隣の先生方と緊密な連携を構築すべく様々な試みをしてま
いりました。ご紹介いただいた患者さんのスムーズな受け入れ、ご依頼いただいた画
像検査までの行程の簡略化、放射線科医による読影結果の素早いご報告、さらにご希
望の先生方の病院で当院での画像をそのままご覧いただける端末の設置など、様々な
工夫を凝らし、ご紹介いただく先生方に患者さんの状態を素早く正確にフィードバッ
クすべく努力を重ねてまいりました。

看護部長

本庄　睦子

　この度４月１日付で看護部長に就任となりました。斗南病院に新卒で就職した時
には、まさか自分が看護部長になるとは思ってもみませんでした。
　斗南病院の長い歴史の中、随分長いこと働いてきましたが、今まで沢山の患者さ
んやスタッフとの出会い、別れもありました。現在に至るまで決して楽しい想い出
だけではありません。経営不振時には自分の所属していた病棟が閉棟になるという
辛く悲しい経験もしてきました。そんな経験を経て、精神的に逞しくなったような
（もともと強かったのが更に逞しくなりました）気がします。過ぎてみれば、あの
時の辛く悲しい思いがあり、「斗南を立て直す」という職員全員が同じ目的をもっ
ていたからこそ、今があるように思います。
　平成28年度、遂に全職員念願の新病院が竣工する予定です。この４月には、病
院長を始め多くの管理職が代わり、新たな気持ちで新病院建設に向け活動し始めて
います。私自身も微力ではありますが、病院長を支えていきたいと思います。また
看護部においても沢山の新しい看護職員を迎え、毎日指導に追われています。新し

い環境で慌ただしいですが、いつも笑顔を忘れず、患者さんやご家族の立場に立って考えることができる看護
師を育てていきたいと思います。
　一方、４月から医療連携室室長の交代もあり、医療連携業務もしばらくの間、継続させていただく予定です。
これからは患者さんの療養の場も、病院から在宅療養へ移行していくと言われており、2025年には４人に1人
が75歳以上という超高齢者社会が到来します。これからの社会情勢や医療の在り方を考えながら、在宅医療
を担う医療機関や訪問看護ステーション・介護福祉施設の方々との連携強化をしていきたいと考えています。
また今年度から、ヘルスプロモーションとして市民講座も月1回程度のペースで開催していきます。日時、内
容などにつきましては、ホームページでもご案内していく予定ですので、是非みなさんにご参加していただけ
ればと思います。

看護部長・医療連携室長あいさつ
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　本年度より外科医員となりました荻野真理子と申します。初期研修に引き続き、こ
の斗南病院で働けることを大変うれしく思っております。新たな気持ちでより一層努
力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

外科 荻野　真理子 おぎの まりこ

　前任地の広域紋別病院より2年ぶりに斗南病院の外科に復帰致しました、才川大介
と申します。患者さんとの一期一会を大切に、常に最善の治療を目指して診療に取り
組ませて頂きたいと存じます。いつでも気軽に声をかけて頂けたらと幸いです。それ
ではよろしくお願いいたします。

外科 才川　大介 さいかわ だいすけ

　４月より勤務させていただいております。斗南病院形成外科では、今まで診療する
機会の少なかった疾患の患者さんが多いので、勉強しなければならないことも多いで
すが、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

形成外科 野崎　愛 のざき あい

　本年度より外科医員として勤務する事になりました佐藤理と申します。昨年の初期
研修に引き続き後期研修も斗南病院でお世話になる事となり、少しでも皆さんのお役
に立てるように一層の努力をしていきたいと思っております。至らぬ点は多々あるか
　と思いますが、今後ともよろしくお願いいたします。

外科 佐藤　理 さとう おさむ

　本年度より外科医員として勤務となりました、田中宏典と申します。自治医大卒後
６年目で、稚内、利尻島、羽幌町での卒後僻地勤務を経て、この４月より当院外科に
て２年間の後期研修をさせていただくこととなりました。まだまだわからないことば
　かりですが、精一杯精進いたしますのでどうぞよろしくお願いいたします。

外科 田中　宏典 たなか ひろのり

　滋賀県にあります大津市民病院救急診療科から来ました藤原と申します。私は札幌
医大を卒業後、東京で麻酔の研修を行ない、前病院で３年間 ER・ICU に従事しました。
　お役に立てるよう頑張ります。

麻酔科 藤原　大輔 ふじわら だいすけ

新 任 ド ク タ ー
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を学んでいきたいと思っております。今後ともよ
ろしくお願いします。

　はじめまして。札幌医科大学出身の袖山洋平と申します。　分からないことだらけですが、精一杯努力して多くのこと

袖山　洋平

　この２年間で多くの事を学び、吸収し、日々笑

顔で一生懸命頑張りたいと思います。ご迷惑をお

掛けすることも多いと思いますが、どうぞよろし

くお願いいたします。

　はじめまして、岩手医科大学

出身の坂田果穂です。大学では

６年間バスケ部で、体を動かす

ことが好きです。

坂田　果穂

部に所属していました。これから度々ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、先生方の一挙一動をしっかりと目にやきつけ日々精進していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

　２年間斗南病院でお世話になります、川口智之と申します。出身は徳島県で徳島大学出身です。大学では６年間軟式テニス

川口　智之
ます。将来の希望は消化器内科で、特に消化器内

視鏡診断と治療に関わりたいと考えています。何

事にも興味を持ち、一所懸命勉学に励む所存です。

よろしくお願いいたします。

　研修医２年目の吉田将大で

す。北海道大学病院、市立函館

病院での１年目研修を経て今年

度より斗南病院でお世話になり

吉田　将大

研修医のみなさん



　１年目で、至らない部分が多くあると思います

が、早く職場に慣れ、１年間で１つでも多くのこ

とを吸収できるよう頑張ります。よろしくお願い

いたします。

　はじめまして、札幌医科大学

出身の西村康平と申します。大

学ではバレー部に所属しており

ました。

西村　康
平
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　趣味は英語、マラソン、茶道です。至らないところばかりですが、何卒よろしくお願いします。一生懸命がんばります！

　はじめまして、北広島出身、
旭川医大卒の寺井佳苗です。初
期研修医として２年間、斗南病
院でお世話になります。

寺井　佳苗

一杯頑張りますので、どうかよろしくお願いしま

す。

　初めまして、北里大学出身、

研修１年目の金川です。北大病

院研修のプログラムで１年間斗

南病院でお世話になります。精

金川　明功

お世話になります。一生懸命頑張りますので、ご
指導よろしくお願いします。

　はじめまして、岩手医科大学出身の得地祐匡です。中高はラグビー、大学は硬式テニスをしていました。一年間斗南病院で

得地　祐匡

りでご迷惑をおかけすることも多いかと思います
が、精一杯頑張らせていただきます。　１年間という短い間ですがご指導ご鞭撻の程よ

ろしくお願い申し上げます。

　札医大病院の協力型プログラムで１年間お世話になります平井和奈です。
　まだまだ至らないところばか

平井　和奈

で研修を始めることができて光栄に思っておりま

す。
　ご迷惑をお掛けすると思いますが、精一杯頑張

りますので、ご指導のほどよろしくお願いします。

　はじめまして、札幌医大プロ

グラム協力型で１年間お世話に

なります坂野浩也です。

　１年間のみですが、斗南病院

坂野　浩也

 Spring  2014



斗南ガーデン誕生！

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 電話予約受付時間

KKR 札幌医療センター 斗 南 病 院 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、放射線診断科、麻酔科、
健康診断科、病理診断科、リハビリテーション科

スマートフォンから・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。
・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、アーバンネットビル駐車場の１時間無料券が
ご利用いただけます。

表
紙
の
写
真

宗谷丘陵

　宗谷岬の裏手にあるなだらかな丘陵地帯であり、氷河時代に形成された
周氷河地形は2004年に北海道遺産として認定されています。
　また、この丘陵には57基の風力発電施設もあります。

写真・南　ひさこ（薬剤部）

　迷惑駐輪防止を目的とした環境整備事業の一環として、４月から病院

周辺の歩道にプランターを設置しまし

た。「せっかく整備するのなら、通行

される方や患者さんにも喜んでいた

だけるような素敵なものを！」と集まっ

た職員有志（全員土いじり初体験で

す。）が、ガーデンデザイナーの先生

に配色、土づくりなど基礎から学び作業しています。

　きれいに整備された歩道からは

迷惑駐輪の姿が全く無くなり、今

の季節はパンジーやチューリップ

が満開です。６月には夏秋に向け

ての花の植替えも予定していま

す。小さなプランターの世界を通

して少しでもみなさんに心和んで

いただけるよう、これからも心を

こめて育てていきたいと思います。お近くをお通りの際は、お

花見がてら是非足を止めてみて下さい。

Before

After

地域医療支援病院／北海道がん診療連携指定
病院／日本医療機能評価機構認定病院

移転予定地

斗南病院


