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新病院にむけて

新病院に関する情報をお知らせしています
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　新病院の建設に向けて、これまでの課題を
克服し、理想とする医療をめざして期待感が
高まっていると思います。振り返れば、50 年
以上経過した現病院は老朽化が進み、北海
道で一番古い病院になり、最適な医療を提供
するにはかなり厳しい環境となっている状況の
なかで、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て安心して
診療を受けていただいていることにあらためて
感謝しています。
　ハード面は最新の体制が備えられますが、
ソフトの面も新病院完成に向けて、一層のチー
ム医療の充実を計り、患者さんを中心とした
良質でやさしい医療をめざしています。具体
的には現在、指定を受けている地域医療支援
病院、北海道がん連携指定病院として北海道
の医療の質を高め、地域の連携の中核にふさ
わしい病院をめざしています。

　また、医師、看護師はもちろん薬剤師、臨
床放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、
理学療法士、栄養士、事務職員などのメディ
カルスタッフを含めた次世代のリーダーを養成、
輩出できる教育研修病院を目指します。このよ
うな職員が働きやすく、やりがいある環境を
整え、リーダーとなるべき人材の確保・育成を
進めていきたいと思います。
　「患者さんに良質でやさしい医療をめざしま
す」という斗南病院の理念は新病院になって
も変わりません。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、斗南病院の理念
が実践できるよう今一度、基本方針である「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」
ことを職員一同銘記して「患者さんに良質でや
さしい医療」が提供できるよう努力していきた
いと思います。

新病院に関する情報を
 お知らせしています

　前号では、昨年12月17日に行わ
れた地鎮祭の様子をご報告しました。
その後、工事も始まり、雪解けととも
にペースも上がり着 と々進んでいます。
　竣工までの間、工事の進捗状況に
ついて院内掲示、斗南病院新築ニュー
ス、専用ウェブサイトなどで発信して
いきますので、ご覧いただけると幸い
です。今後は新病院の建築コンセプト
や院内のご案内などをしていきます。

新病院にむけて 病院長　奥芝　俊一

　建築委員会発行の公式新築ニュース
です。新築にむけた院内での取り組み
や、各部門の新病院に対する方針など、
様 な々角度からせまっていく予定です。
　1 階受付はじめ、外来窓口など院内
各所で配布しておりますので、ぜひお
手にとってご覧ください。

斗 南 病 院 新 築 ニ ュ ー ス

　1階エントランス、8階患者食堂、
EV前で工事の進捗状況をご覧いただけます。

院 内 掲 示 板

　新病院の専用ウェブサイトを開設し、
情報発信していきます。斗南病院トップ
ページからお進みください。
　院内掲示や、新築ニュースで取り上げ
られなかった情報なども掲載していきま
すので、こちらもよろしくお願いします。

新 築 ウ ェ ブ サ イ ト

http://www.tonan.gr.jp/newtonan
平成28年新病院完成予想図
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　非常勤勤務の2年間、腫瘍内科と緩和ケアチームで沢山の学びをいただき感謝しております。
今年度からは、常勤として院内・院外の多職種の皆さんと連携し、患者さん・ご家族により良い
　時間を提供できるよう更に努力したいと思います。ご指導の程よろしくお願い申し上げます。

　今年から、腫瘍内科の所属になった近藤知大です。
初期臨床研修は当院でさせていただき、沢山のことを学ばせていただきました。最近は仕事
をしていると、いろいろな方に助けていただき、チーム医療をしていると実感します。至らな
　い点が多々あるかと存じますが、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

　4月1日より斗南病院形成外科に新しく赴任いたしました、表千草と申します。
旭川、函館の病院で学び、札幌に1年半ぶりに戻ってまいりました。札幌市の医療に貢献で
きるように一生懸命頑張りますので、宜しくお願いいたします。

　4月より糖尿病内分泌内科に赴任しました檀浦みどりと申します。
出身大学は札幌医科大学です。至らない点もありますが、できる範囲に頑張っていきたいと
　思います。よろしくお願い致します。

　北海道大学を卒業後、帯広、名寄と勤務し、昨年までは現場から一歩離れて北海道大学
の大学院で膵臓癌の研究をしていました。患者さんの気持ちに立った医療を心掛けて頑張
りますので、よろしくお願いします。

　4月より血液内科医長として着任しました武田紫と申します。
当科の診療体制が2名から3名となりました。新病院への移転も控え、さらなる診療内容の充
実を図れるよう、尽力させていただく所存です。よろしくお願い致します。

　風の杜歯科は、平成２０年４月に開院しました。かかりつけ医として、「患者さんの
訴えに耳を傾けて口腔内の変化に誠実に対応していく」ことを心がけて診療にあたっ
ております。当院ではむし歯・歯周病・顎関節症といった口腔の３大疾患や、お子
様のムシ歯の治療・予防に対して、スタッフを含めて真摯な態度で誠実に対応します。
特に「歯を守る」ために歯周病の治療を避けられない、と患者さんに日々訴えています。
また、入れ歯でお困りの患者さんには、新しく作ることはもちろんのこと、極力修理
で改善しております。現在は一般歯科外来の他、下記の専門外来も行っております。

　心理的ストレスや脳内の情報伝達異常が原因となって、顎関節症、歯を抜いたのに歯が痛い、歯の痛みが長
引いている、口内炎や舌の痛み、かみ合わせの異常を訴えて来院される患者さんが増えており、「口腔顔面痛学」
という考え方のもと、内科・耳鼻咽喉科・心療内科・神経内科・脳神経外科・精神科・ペインクリニック・心
理療法士等と連携をとり治療にあたっております。米国口腔顔面痛学会のガイドラインに沿った治療を心がけてお
り、顎関節症については留学先と同じプロトコールで診断治療にあたっています。

　口腔外科専門医・指導医の先生と共に、難しい抜歯や口腔外科小手術、インプラントに対応しております。
口腔ガンの疑いがある患者さんは斗南病院の耳鼻咽喉科・頭頚部腫瘍外来にお願いして診ていただいておりま
す。歯が原因の重篤な感染症や金属アレルギーの検査、さらには睡眠時無呼吸症候群についても同様に斗南病
院の専門家の先生にお願いして連携を図らせていただいています。当院の患者さんにとって違う医療機関に行くこ
とは時として不安の種になりかねません。しかし斗南病院・地域医療連携室の方々が、親切かつ主体的に心の
通う連携を提案してくれるため安心して患者さんを送り出せることはありがたい限りです。

　より専門的な歯科治療や診断を受けたいが平日は時間がないという方に対して、土曜日に大学病院歯学部の大
学教授が診査・診断と助言を行うことを目的とする外来です。場合により斗南病院やその他大学病院など高次
医療機関での治療を希望する患者さんには紹介状を書きます。放射線治療や化学療法中の患者さんの歯科治療
についても専門的助言を行っています。

　斗南病院との医療連携については、患者さんのためにもっとできることがあると感じています。今後ともご指導の
ほどよろしくお願い致します。

住　所　札幌市中央区北１条西７丁目３おおわだビル２階
電話番号　011-281-1182
診療科目　一般歯科・小児歯科・口腔外科
　　　　口腔顔面痛外来・歯科特殊診断外来
診療時間　月火木金 9：00～ 13：30、15：00～ 20：00
　　　　　水土 　　9：00～ 12：00、13：00～ 17：00
休診日　　日曜・祝日　　　　　　　　　　　　　　　　
ホームページ　http://www.kazenomorishika.com/
「風の杜歯科」で検索。
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風の杜歯科　院長

飯沼　英人

腫瘍内科 近藤　知大 こんどう　ともひろ

外科 佐藤　大介 さとう　だいすけ

血液内科　医長 武田　紫 たけだ　ゆかり

糖・内分泌科 檀浦 みどり だんのうら　みどり

形成外科 表　千草 おもて　ちぐさ

腫瘍内科 杉山　絢子 すぎやま　じゅんこ

～かかりつけ歯科医院を目指します～

１．口腔顔面疼痛：「なかなか治らない歯・口・あごの痛みや違和感」

２．口腔外科

３．セカンドオピニオン・特殊診断

新 任 ド ク タ ー
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学教授が診査・診断と助言を行うことを目的とする外来です。場合により斗南病院やその他大学病院など高次
医療機関での治療を希望する患者さんには紹介状を書きます。放射線治療や化学療法中の患者さんの歯科治療
についても専門的助言を行っています。

　斗南病院との医療連携については、患者さんのためにもっとできることがあると感じています。今後ともご指導の
ほどよろしくお願い致します。

住　所　札幌市中央区北１条西７丁目３おおわだビル２階
電話番号　011-281-1182
診療科目　一般歯科・小児歯科・口腔外科
　　　　口腔顔面痛外来・歯科特殊診断外来
診療時間　月火木金 9：00～ 13：30、15：00～ 20：00
　　　　　水土 　　9：00～ 12：00、13：00～ 17：00
休診日　　日曜・祝日　　　　　　　　　　　　　　　　
ホームページ　http://www.kazenomorishika.com/
「風の杜歯科」で検索。
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西8丁目中央区役所前 西4丁目

大通西11丁目

市電

地下鉄東西線

大通公園

北1条通

地
下
鉄
南
北
線

石
山
通

道警
北海道庁植物園

STV

南1

北1

札幌トヨタP
NTT

コムウェア

札幌
トヨタ

大通公園

北1条通

駐車場入口
一方
通
行

地下鉄大通駅から
徒歩で約7分

P 駐車場有り
おおわだビル2階

風の杜歯科　院長

飯沼　英人

腫瘍内科 近藤　知大 こんどう　ともひろ

外科 佐藤　大介 さとう　だいすけ

血液内科　医長 武田　紫 たけだ　ゆかり

糖・内分泌科 檀浦 みどり だんのうら　みどり

形成外科 表　千草 おもて　ちぐさ

腫瘍内科 杉山　絢子 すぎやま　じゅんこ

～かかりつけ歯科医院を目指します～

１．口腔顔面疼痛：「なかなか治らない歯・口・あごの痛みや違和感」

２．口腔外科

３．セカンドオピニオン・特殊診断

新 任 ド ク タ ー
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初期臨床研修医 紹介

友善　麻冬
　はじめまして、札幌医科大学出身の友善麻冬と申します。初期研修医として2年間、斗南病院でお世話になります。趣味はチェロ、ドイツ語、スキーです。至らないところばかりですが、早く職場に慣れて、2年間で多くのことを勉強させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

竹田　朋弘
　はじめまして、石川県生まれ、札幌育ち、北里大学出身の竹田朋弘と申します。これからみなさんにたくさんご迷惑をおかけすると思いますが、何卒御指導の程宜しくお願いします。今後ともどうぞ宜しくお願いします。

小野山 直輝
　札幌医科大学出身の研修医1年目、小野山直輝と申します。札幌医科大学協力型で1年間お世話になります。右も左もわからない

状況ではありますが、一日も早く患者様のお役

に立てるよう努力していきます。何卒よろしくお

願いいたします。

中村 夢志
郎

　はじめま
して。

初期臨床
研修医１年

目の

中村夢志郎
(なかむらゆ

め

じろう)と申
します。中

学ま

で伊達で
育ち、高校

は札

幌北卒、大
学は栃木県

にある獨協
医科大学卒

です。これ
からよろし

くお願い致
します。

眞井　洋輔

　初期研修医1年目の
眞井

洋輔と申します。出身
は札

幌で、北海道大学を
卒業し

ました。北大の卒後
臨床

研修プログラムによ
り、一

年間斗南病院でお世
話になります。よろし

くお

願いします。

樫原　孝典
　研修医1年目の樫原孝典と申します。徳島大学協力型で今年１年お世話になります。未熟者故にご迷惑をお掛けすることも多々あるかと思いますが、一人前になれるよう精一杯努力しますので宜しくお願い致します。

佐々原 正幸
　今年度より斗南病院にて勤務する研修医の佐々原正幸と申します。まだまだ経験不足な面がありますので、指導医の先生方や

病棟スタッフの方々にはご迷惑をお掛けするこ

とかと思いますが、何卒よろしくお願いいたしま

す。

佐藤　里奈
　はじめまして。札幌医科大学出身 佐藤里奈と申します。協力型のため1年間と短い間ではありますが、日々全力で精進していきたいと思います。未熟者ではありますが、ご指導ご鞭撻の程どうぞ宜しくお願い致します。

宮永　怜

　札幌医科大学出
身、協

力型研修医1年目の宮
永怜

と申します。大学では
合唱

部と室内楽合奏団に
所属

していました。まだま
だ至

らないところばかりで
すが、毎日一生懸命

頑張

ります。ご指導よろし
くお願い致します。

斎藤　里佳
　本年度より斗南病院で初期研修をさせていただくことになりました研修医2年目の斎藤里佳と申します。昨年は北大病院で研修しました。勉強不足で至らないことも多々あると思いますが、よろしくお願いします。

福田　純
己

　札幌医科
大学出身の

研

修医1年目
福田純己で

す。

学生時代
の部活は

サッ

カー部です
。慣れない

仕事

でご迷惑を
おかけする

こと

もあると思
いますが、

やる気だけ
は人一倍あ

りま

す。どうかご
指導のほど

よろしくお
願い申し上

げ

ます。

船越　基裕

　4月より初期研修
医とし

て当院で2年間の臨
床研

修を行わせていただ
くこと

になった岐阜大学出
身の

船越基裕と申します
。臨床

研修では少しでも多く
のことを学んで、患者

さん

の役に立てるような
医師になれたら良い

と思っ

ております。ご指導の
ほどよろしくお願い申

し上

げます。
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斗南病院KKR 札幌医療センター

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

〒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

初めて受診される方
再診される方
紹介状をお持ちの方

（011）231-2137
（011）231-2555
（011）231-2182

10：00～16：00
8：30～17：00
9：00～16：00

電話予約受付時間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。
●胃カメラを希望される方の予約も受け付けております（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。

スマート
フォンから

JR札幌駅

北海道庁

北1条通り

北2条通り
STV ガーデン

パレス
HBC

札幌グランド
ホテル 北1条

西6丁目 NTT

アーバン
ネットビル

移転予定地★

斗南病院

地下鉄
さっぽろ

大通公園
地下鉄
大通

「宗谷丘陵」
宗谷丘陵に存在する白い道。
ホタテの貝殻が敷き詰められて白い道になっています。
戸田恵梨香さん出演のCMが撮影された場所としても有名になりました。

　　写真・南　ひさこ

　当院では院内に｢ご意見箱｣を設置しています。みなさまからいただいたご意見は、関係各部

署や委員会で詳しく調査し、フィードバックが必要なものはその都度院内に掲示しています。

　現在の老朽化した施設、設備に対するご不満、

ご要望は以前から多数寄せられていました。今

回の新築にあたり、みなさまからのこれらのご

意見、ご要望は可能な限り取り入れていきたい

との思いで、建築委員会および関係する部署な

どで検討を重ねています。

　ご意見、ご要望は、院内に設置（本館１、

２階外来、３～６階各病棟）しているご意見箱

にぜひお寄せください。

新病院に対するご意見をお寄せください


