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病院理念                          

『より質の高い 心あたたまる医療の実現』                

基本方針

1. 患者様の人権を尊重し、充分な説明と同意のもとに安全で良質な医療をめざします。

2. 地域の基幹病院として医療機関との連携を促進し、地域医療の向上に努め、

地域住民の健康維持に貢献します。

3. 救急医療と小児医療及び周産期医療の充実を図り、地域住民が安心できる医療を提供します。

4. 自治体病院として公共性を保ち、効率的な病院経営に努めます。

5. 職員は専門職としての誇りと目標を持ち、常に研鑚して知識と技術の向上に励み、

チーム医療を推進します。

6. 働きがいのある職場として環境を整備し、明るい病院づくりをめざします。

院内広報誌『ふれあい』

患者様ならびにご家族の方々に病院をよく知っていただき   千歳市北光 2 丁目 1 番 1号

職員と患者様の交流の場となる誌面をめざしています。    市立千歳市民病院

編集長 大田 光仁

事務局 総務課総務係

0123-24-3000(内線 310)



４月１日より着任した９名の医師を紹介いたします。

【１：氏名】 【２：出身校】 【３：卒業年度】 【４：学会等の認定医】 【５：今後の抱負】 について

教えていただきました！

小児科

【１】 小西祥平 （こにし しょうへい）

【２】 北里大学 【３】 １９９９年

【４】 日本小児科学会専門医、NCPR インストラクター

【５】 小児科医として１６年目になります。当院では主に乳児健診と入院されたお子さんの診療を

担当しております。以前までは新生児医療を中心に勉強しておりました。今後は当院で出生され

たお子さんの診療も含め千歳市の小児医療に貢献したいと思っております。

外科

【１】 谷 安弘 （たに やすひろ）

【２】 札幌医科大学 【３】 １９９９年 【４】 外科学会専門医

【５】 初めて千歳に住んでみてきれいな街だなと感じております。病院も明るく働き易く 勤務で

きたことを光栄に感じています。これから千歳の医療に少しでも貢献できるように頑張りたいと考

えております。何卒よろしくお願いします。

内科

【１】 汐崎 紗知子 （しおざき さちこ）

【２】 順天堂大学 【３】 ２００８年 【４】 日本内科学会認定医

【５】 東京から北海道に参りました。肺だけでなく、内科全般の領域で市民の方々の健康のお役

に立てるように努めていきます。よろしくお願いします。

循環器科

【１】 庄司 哲明 （しょうじ てつあき）

【２】 北海道大学 【３】 ２００８年

【５】 ほかの地域に比べて全体に患者さんの年齢層が若く、またお年を召した方も若々しくお元

気だという印象を持ちました。８０代の方も多く担当しておりますが、みなさんしっかりしておられ

て、驚いております。そのような千歳市民のみなさんの健康のために、微力ながら全力を尽くして

あたらせて頂きます！！

職 員 紹 介



整形外科

【１】 佐々木 浩一 （ささき こういち）

【２】 札幌医科大学 【３】 １９９９年

【４】 日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊髄病医

【６】 昨年度まで留萌市立病院にて留萌市の皆様にお役に立てるように診療をおこなってきまし

た。今年から当院に勤務させていただくことになりました。千歳市民の皆様のお役に立てるように

微力ながら頑張ります。どうぞよろしくお願いします。

【１】 宮川 健 （みやかわ つよし）  

【２】 札幌医科大学 【３】 ２００３年

【４】 日本整形外科学会専門医、日本整形外科学会脊髄病医

【５】 市民の皆様が質のよい生活を送るお手伝いをさせて頂きます。整形外科全般（首肩腰膝）

でお困りのことがありましたら、ご相談ください。最近、CM で見かける神経障害性疼痛もこちらで

診療いたします。

【１】 村橋 靖崇 （むらはし やすたか）

【２】 札幌医科大学 【３】 ２００７年

【５】 皆様が笑顔になれるように頑張ります。

皮膚科

【１】 高島 翔太 （たかしま しょうた）

【２】 北海道大学 【３】 ２０１２年

【５】 ４月より赴任しました。昨年度は北海道大学病院で勤務しておりました。市民の皆さんのお

役に立てるよう、尽力いたしますので宜しくお願い致します。

産婦人科

【１】 島畑 顕治 （しまはた けんじ）

【２】 北海道大学

【３】 ２０１０年

【５】 若い人の多い街でお産も多いのですがスタッフが足りず一部分娩を断っている状況です。

なんとか力になってみんな受け入れることができるようにしたいです。

よろしくお願いいたします！



今までは７０～７４歳の方は高齢受給者証を病院へ提示して頂ければ、医療費は１割負担でし

た。

しかし、社会保障制度改革の政府予算案見直しに伴い、平成２６年４月２日以降誕生日を迎え、

新たに７０歳になる方は２割負担となります。

平成２６年４月１日に７０歳になった方は同年４月から２割負担、４月２日以降に７０歳になった

方は誕生月の翌月から２割負担となります。

２割負担の有効期限は７５歳の誕生日を迎える前日までです。

（７５歳からは後期高齢者医療制度）

※ 平成２６年３月までにすでに７０歳を超えている方に関しては、特例措置で１割負担が

継続となります。また、これから７０歳を超える方でも現役並み所得のある方は３割負担となり

ますので注意！

７５歳以上の方に関しては今まで通り、後期高齢者医療被保険者証を提示で１割負担（ただし

現役並み所得の方は３割）となります。

小学生～６９歳の方
３割負担

（今までと変更なし）

これから

７０歳になる方

２割負担

※すでに７０～７４歳の

方は７５歳になるまで

１割負担継続

※高所得者は３割負担

７５歳以上の方

１割負担

（今までと変更なし）

※高所得者は３割負担

また、７０～７４歳の方の高額療養費制度に関しては２割負担でも１割負担でも、今までと変わ

らず入院44,000円、外来 12,000円（一般世帯の方）の限度額となります。

※ 道・市民税が非課税の世帯の方、高所得者の方は入院・外来の限度額が

それぞれ変更となります。

詳しい限度額や高所得者・非課税世帯の基準に関しては市役所や各健康保険組合の窓口にお

問い合わせください。

文責：地域医療連携課 小林 範史



＊病院のホームページが新しくなりました！

診療科の医師、休診日など随時更新しておりますので、ご覧ください。

URL ： http://chitose-shimin-hospital.jp/

＊６月～８月の市民健康講座予定

     平成２６年６月２１日（土） 整形外科 「骨粗しょう症」

     平成２６年７月１２日（土） 地域連携課 「医療費について」

     平成２６年８月２３日（土） 耳鼻科 議題未定

※ 日程や内容については変更することがありますので、

広報ちとせでご確認いただくか、下記までお問い合わせください。

                    ≪問い合わせ先≫

                     市立千歳市民病院

                     地域連携課

                     ２４-３０００(内線 138)

編集後記

季節柄、運動会・レクレーションなどで戸外へ出ることが多くなってきますね。

日焼けや脱水にならないよう、自分だけでなく家族にも注意をはらって過ごしましょう。

                                   4 東 和田



  患者様の権利と責任
                                        

当院では、患者様の人権を尊重し、患者様と医療従事者が信頼と協力のもと、より質の高い心

あたたまる医療を実現するため、『患者様の権利と責任』を定めています。

１ 医療を受ける権利

どなたでも公平に、安全で適切な医療を継続して受けることができます。

２ 知る権利

   ご自分の病状や検査、治療について、理解し納得できるまで十分な説明を受けるこ

とができます。また、ご自分の診療録(カルテ)の開示を求めることができます。

３ 自分で決定する権利

   十分な情報提供を受けたうえで、ご自分の意思により検査や治療に対する同意や選

択、拒否を決定することができます。

また、他院の医師の意見(セカンド・オピニオン)を求めることができます。

４ プライバシーの権利

   診療の過程で得られた個人情報や病院内での私的なプライバシーが保護されます。

５ 参加と協力の責任

   これらの権利を守るため、患者様には医療従事者とともに医療に参加し、協力する

ことが求められます。

① 現在の病状や過去の治療歴について、できるだけ正確に教えてください。

② 検査や治療は、必要性と安全性を十分理解したうえで受けてください。

③ 他の患者様の権利を尊重し、職員の業務に支障をきたさないよう、病院内のルール・

マナーを守ってください。

④ 医療費の請求を受けた時は、速やかにお支払いください。

⑤ 臨床研究や医療従事者の教育にご理解のうえ、ご協力をお願いします。                   

             

                                  

                 平 成 2 2 年 4 月 1 日

市立千歳市民病院 院 長

     『患者様の権利と責任』について、何かご意見がありましたら承りますので、ご遠慮なく医師、看護

     師、その他の職員もしくは【患者様相談窓口：１階医事カウンター①番窓口】までお知らせください。     

    患者様からいただきましたご意見を尊重し、日常の診療の改善に役立てたいと考えておりますので、  

     どうぞよろしくお願いします。


