
tl）  

酉♯増築は8月未に埴工  梁上で放射帝都円は全て＃棟地下1陪にな軌  

蓋L瓦井亡許し引ま揖ページ病碗潤柳サⅧ一周  

をご覧くだ削巧  轟軽石月捉者エL丑．監査柄垂を麻劃－とす副  

病醸蔚増車王寺軌幌耐桔邁弥、酉♯僻増欒  

工事ほ各月兼に壕工鞄温込諒となりました．  

増毛のi敵性ピロティー史L魅＃場、引障輯  

せ理療、眉ヰ歴陛疲壷轟他室の病室」48室  

とな軒まず脅転籍醸菅極圏が4貢に島凋ます】  

′、  

粛皇望回日米アサ井レシ見学会  

学術大会  

一8‾¢町衆重曹加・庫鼻祖虹♯丁一   

当暁JIT紆由来色事長廟虫垂轟藩轟鵡た、巣  

宜雪国日韓罪フ工レ軒弟苧葺学術来会軌北  

海違憲華尊前境蘭壊亜壕轟いて、名月14日  
～l竃日に肝催さ九畠Lた。   

犬舎牲卜発表簡覇せ蜜6嘩L亭加Å教瑠4  

3毎と非常に基数の方々が奉加され、聾者裡  

に終了いた，しまLた．   

当院がお世酎愚生園規樟閲学会イ研究療  

性二田授も続音、今年は10月宜日～ヰ骨曲  

日尭且工撫＃学費（大会長‖村明尭無事暴き  

とⅠ日月毎日叩丁タセ見耕牢義旗重責魚津  

駐和丘提＿ロ亡セ㌢ぎー長7・が、来年桔眉帯霞  

工軍治療華妻守恕勤重器胴元樹酷酎、月末  

気胸撃蟄昧垂直森田哲史呼吸爺科部長1～  

日華低温医学蓑告未車黄 玉膏遠研究所封所  

長卜腐敗腹鼓虹封覿   

守華嘩醍翠玉書  
増築病毒辟使用可鮭となゥ忠換、既存病棟  

轟順枚疎遠Lます．主軸工事桂．  

①4人線虫盈之分割L甘個塵牒・皇と】車  

る．  

⑳＃♯のナーススデー甘ヨ少崩穏殻  

⑳全凛主にユ言ぎい弓弟・トイレ囁融輩  

等です。  

エ薔期間中軋遇常通・中丸焼地蔵番行う亮鞄。  
′、 全て㊥尭成臆尭春蚤でと恕思予僅で宮．  

放射．離乳改造工事  
植民Ⅰ背助構鮨東新旺．ともない、撮影室等  

町費軒韓尊王事蓉滞っていました汎 丁月表  

で動乱彗患Lま√し恵。  

東棟l慨慣一姫撮影壷（レントゲン畠1は轟  



脚  

励辞  磨範軽舟jンダー．御   

MRI葉♯   
人体に御用軒沌与え呑と体蔚中取水素元  

素から電波が螢生」ますpモ再専横を附こま  

いたぎンテナで受信し、画像骨横感す番鮪t  

です吐   

当院にあった旧型の装鷹は液体へ甘サム盈  

使乍盲ヰ伝導状態を得、高い磁力恕保草青ぃ  

まLた．しかし機械打檎進上の限替や物理的  

制約和也、検査する方は長ぐ甘細小トンネル  

のよう壮薪忙Åらなければな咤乾せんでした。   

こんどの載せ蛙永久鹿看で藤力を禍ていま  

す静左右が解放蕃紐ているので以瀬田ような  

圧迫感はあや恵せ机磁石の力は以前呼声分  

の3L都鳥腎ませんがヾモれ駄外囲チャ苫ナ  

など周辺嘩韓の牡鹿向上旺よ短、血管内痢血  

液偉埼、肝蝉や阻■内横手なぎ、より♯明で  

賂断に♯勅な画地を撮影常春ことが出来巷．よ  

現乱進行中の席焼改装工事の一環とし甘、  

放射特科倍増儲潤一卸せ東新いたLまし喪中  

どのよう礫礫能を持った新型精確が九った申  

か、計虹色軋臓軌附こど叩ように役立つのか  

ご案内いたL蕃す。  

抹じめ柾ノミヂ密封ル壮   

新もい常置酢卑華や申櫛器と大計宅聾卓と  

こ阜僧職辞の「チタタ加化Jと膏うとこ呑で  

す。争乱耳葉上貫います璧感光材料を光昭  

撫掛こ反応させ、イヒ学齢虻処理して画像を降  

ります巨感尭材軒麿構成す各位由一つ一っが  

化学的射ヒをおこし、モ巾集合で写真が出来  

てい奇のせす。   

前列拍堰撤は、小吉恕画素亡画撫を構成  

サ最早杜）で出来で廿卦軋 それ卓れ印画喪  

は我慢で乗車れてい壊す寺そ由戟柾の大草壇  

で写ま再講談鹿表Lたり文親の囁収の辞骨  

′ヽ  

いを表した粗しています．   

草で表示管奮ると昔うこと耽茸町艶催  

を使わて巾加減尭辟増，ど帝数学的処理．をす  

古土とが出来ますbニ軋により卑蚤モより  

少なL個射線の土で嬢査麒出尭、普通取写  

よ‾酎ま重なって見えなくなりてLまゥた静  

軒に殻強雪傾坤虻傭報が、現抱て常軌軒申h   

画像が赦憶七構成虐れ甘い思申で通信髄簡  

再発連で、劣化することなく保管脅転送が可  
能になります，画憬詔櫛昭二れかちの方向が  

デジタル化な把で窓。  

卑、MRlを憶ヰて檜帯卓群私署研究が卓れ  

て匝ます。．磁石の力が弱．いという辛はト遵に  

検査室の内師に様中座治療ぬための機器数式  

れることが可能に樫甘ますヰ磁璃儲儲肘側聞   

Ⅰ菓置を嶺用Lたのも、そ跡蹄捏将来瀬  

一  喜亡  
墾恕梓慢て射場からですr  

デジタル書t、主の写真の一♯を拡大す古  

と右のようなモザイク町九薗で出来ている   

永久礎石型、オープンMRI静l折♯t   



㈱  

DR嚢t・CR♯t  
デジタルヲ甲オオチアイー（DR）コン  

ビュ身－ダヲフィー（CRI。   

今までレントゲン写実とか、賞揚遠視装置  

などと呼ばれ、．．脾の茸誤写煮や胃再バリウム  

検査などでおなじみ再撫棲です。こ九らの装  

置比後でいくら苛も画埠苺地理が可能で、一  

回の牌の草案や肺、■胸骨、坤骨、など、静断  

目的に合わせて画像の再構成が可能です。   

未来、装置のデジタル化が■進ヰぱフイルム  

が不雫になp、 

出来、他由病院から依頼された検査もt両回  

線で緬単に転送できます。より密度の削、宙  

断が一今より廉価に提供で寺る技術・の＝はずで  

す。そう言りた形でもこ申ような技術が反映  

さ九ていくとよいと思っています。  

D畠A＿楽士  

（デジタルサブトヲタシ古ンアンギオ）   

画像頑デジタ叫ヒによって、飛躍的に畢畢  

Lた装値です。下の写真は腹部の血管町画像  

ですb今までは左側のように血管以外の甘や、  

様々な組織の像も一緒に写っていました。  

従って、もっと細かいところまで観察したい  

とき、たまたま他の組織と重なってい古と見  

えづらくなってLまいまLた．   

モニで、あらかじめ血管を杜っ着り．写す轟  

剤を注射する前の・画像を掛艶L－ておき、鰻か  

らその画像草志田画像  

かち引き算Lてやれ  

ば、右のような血管だ  

けの写真がで普あがり  

ます立  

見やすい方向に角度を  

付けたり、装庫重体盈  

回転阜せて立体的に描  

出したり．たくさんの  

細かい機能も持ってい  

生すヰ  

DR童   

顔射線利聴師一同・情義曹 溝田   

下は肝畔に腫潟が出来た嘩例です。サブトラ  

クション画像により腫瘍由部分がより♯明に  

抽出Lでいるのが分かります．  

右の写真中央♯よくなってい乱打分が■♯  
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山上Lr   

」 
一▲L－  ひ亡くち崇甘≠モ～亡榊で柑7～  

1■＿■  

■荘な■書た与 ⑧ ☆トマト☆   

トマトは世界で一書．酒豪量の多い野菜です。  
「トマトが赤くなると、匡壱が書く屯尋止いうヨーロッパのことわぎにあるとおり、太陽をいっl・乱1に  

あぴたトマトはビタミン、ミネラルなど生tです．  J■ヽ  

⑳モ中轟の＃tt⑳  ¢鐘貞の榊甘⑳ 

■■l   

■■■  

札幌北犠病院完成‾予想匝■（古曲の棟の事前が増＃細分】  



（酎  

休憩室   
黒いダイヤル電缶Lかなかった囁、「耳跡不白  

虫杜我都子と畢話で会席したいJとい別解いを  

持った母親がいた。当時再電荷はメールで文字  

や画改ま守輩加古卑田ものと違って、音節無い  

世界では構龍を全く生かせなかりたす 

母中層いをなんとか叶えよう．と医学をはじめ工  

畢、青語学など関係する科学者たちが立ち上   

がったn   

麿情を光で知らせたり、愛育静からの声拍振動  

を増博させ点字氾原理で揖先で青葉密組峰出来  

るよ引こしたり機片な工夫が行われたbそLていよ  

いよ実験即日、耳の不卓由な子供畠んが竜革糠  

吟前に寵りた。母から中電話が来たことを丑の  

点感で知≠‘領儲撼掩とり電器拙から倍音で掘  

射す春機槻に摘を軌軋た豆   

略しもし軸母重んセすよ。」モせ坤叫■こ手性革ん碓   

井が不自由なため抑たどたどLk、声で、しかL  

しっかりと「如半睡㈹寸時摘伽寂嘲・自由   

えう肥田でずプ。Jと自分拍薪肝で応克た醒お  

母産んは甘酢我が子と載せ患者び哲、草鞋震   

わせて何度も何度もFもプLもLお鮭垂晶骨オよ中J   

と呼びかけ、子供持葦胡座に一所懸鞄・r措い、   

ぽくロロモすヰ」と応克てい鞋胃   

周軒別剥無勢に撫ね申出科学者同士がい廟苧   

をしあい．喜び菅ヰでいた。   

コンビユタ【も携帯電茸招い4畔ほど菅野付   

HR巾TV番組の内港職軋 当時車租踏出て   

いた耳の不自由な草地さんと、陶じ苦らいの牢  

だった私は庫専を寒服しで行く人間萌芽知と科   

学申す仕らしさ鞋日由当た引こしてとても感動L   

たのを卑ぜも仕っ書野党克ている．  

恕軒た時‾．モして世碍鞋私人坪た郵貯陛空車  

層学的弗見印税脚勤番jとしぜ岩軋漕い垂。  

健康由時膣癖醜勘揉掬商運適意薩出勤且  

遭で病癖葡萄噸盤輔部恥電‘「号う青息ばぁ相  

克蕃軸津葡堆輯陳檻管鞋嘩t・・・Jと萄増竜  

宅触、守曲乱 せし宮島替朝藩毛根葛と抽乾せ  

嫡盛垂鹿す蕾庫暫棟数が嘩無配塊壷恥琵  

・い囁、杭帯相好哲雄戦野轡こ担鞋執でいな  

も囁据月 風樹も敷物静紳輔恕癖薦射ち．－輌瞳  
な潮が建部海野儲ま触㌧永森な蔑見か  

説報強姦軋掛琳藤牧研究菅でト己解ら碍藷  

積韓弥短観詫中勒弼監   

載底意薩摩白癒産着恵且庭す血塗いぎ蕃自  

赦嘩陛下げでしまう争お壷を掛軸払が面容が  

牌輩‡チ鞄番軌l都下げ軍い古田であ軋  

菌焼直塾動こ由恵良隷再触廣藩向嶺適せ七龍L  

い加増一っ舟＝とであ苺蛙ずなの旺‥t．   

牽醇ば医学嘲筆耕竹た科学を学び、  

私発酵価喪を操つために卑現在も研究や軒錐  

亜重泡てく紐剖1盾、とい引乱川醸畏敬の念湛  

巧ながゥ守い番助だ．  

肩幅一束氏の真によ古とイン如ン由避見守  

世界中碍何傭人も由井現場出れでい岳とい  

鮎 歴史前車酎購ん暫屯、今まで不培哺と  

音ね抱た散々抑帝東部鞍毛先別壬なっ鞋．卑、  
観潮出庵治昔W埴聴牒理個揺す病先も、垂海塵  

重い将来一膏→贈解釈軒別噂．だろ包．来者将  

器見埼僻葡庭限む軋．些細時宜塵守屯科学鮒  
親展紅塵専制醜駄密臆酷が醸個巾鹿搬出一  

歩苛も肝に出甘い啓事恕考ぇ昔lヽ魯．そ晶な科  

学者に静電転軸催いも酵記塾頭じ乱  

筆腐  

′ヽ  

′ヽ  

‾t   

lll■■  

卑牢抑4月頃日付け所日新町中コラム、「私の  

視点」で軋盛況東学付属病院院長河埼一  

重虎廓鮭冊彊時痛連覇せていた，  

r医学生軋．医事を準んだ君に同列匪草生  

観誠腰曝郎学び菅は駄目で、よく学びよく竿  

頭Lか恋い。奉仕と犠牲舟措神はあるのか！と  

軽在崩尊壁旺対して伯昔育の儲h：文は「医学  

を学粘だ昔郎書びとLて二っあり、－一利ま自分  

幻医療旺よっ苦韓梼畳回復した患者さん町歓び  



拍）  

廉芽膚皇国せ・ン′クーニ享．昌 一ヌ  

今年の夏は例年になく台風の影響を受けてぐずっいた天気が続きましたが、みなさまい  

かがお過ごしでLょうか？これから暑い貢が到来して、冷房の効いた室内と外へ出たとき  

との温度．の差がはげしくなりますので、体訴には十分気を付けてくださいね。  

今回は第11回金団移植者スポ←ツ大会と、2002年10月からの医療制度政幸軸違  

法案の内容についてお伝えLます。  

く♯■11匝垂卑雑書スポーツ大会亨   

第は回卓醇植着席ポータ東金が烏月2凱知日旺溝内で鵬程睾耗ます。  

こ拍犬童臥鹿轟撮艶馨費畔た藤植者酔元気昧カ→都塵叩」拠点撃を一偏肺癌咄見ても毎  

うことに．よ掛藤嶋匪席ぬ素晴らL謹嘲宙濡掛膏もらい、そしてこ申撼藩通じて臓帯  

恕握蝕し宜せ貌東平ナーや家族巧者々lこ梓橋青から脚気持ち酎恒良酷い患いう思いが  

こ始ら軌てⅧl或尋‾。  

■■ヽ  

日時t金串：8月如日（金）  厚別パークボールt札幌市厚別区）  

：8月宝4日（土）   連立野境線骨運動公園（江別市）  

農技＃月：陸上水臥卓療、バトミントン、ローンボールス、テニス、ボウリング  

垂加資格：臓器■角膜・骨髄鳳掛植普及び希望昔  

家族及び一般の方（年♯制問なし）  

垂加♯：大人 ヱ．000円（弁当・Tシャツつき）高軽重以下lパ川○円  

但し23日のボウリング競技の旦参加の方は＿、1，000円（Tシャツつ専）  

参加費付：郵巷、－アアックス、J三才ールにて受け付け草す。  

聞合わせ先：ⅣP（）日本♯拙者スポーツ協会  

大阪市北区貞欄持一3－Ⅰ3 東和ビル丑舶  

TEL（It卜悶TT－4040 F且‡（帽一朗TT－011昔  

ホームページ もttp：／〆細▼．jtr．nや．jpノ  

E一血all j砧＠top出．0亡n．n8．jp  

＊現在今大会でぉ手伝いをしてくれ古ボランティアの方も募集しております。また、今回は   

帯2回アジア・オセアニア移植者親善スポーツ大金も兼ねて行われるため、語学ボランティ   

アの方も同時に募集して蚕ります。ボランティアで再参加ご希望わ方がいらっLゃいまLた   

ら、療♯情報センターまでご連絡くだ轟い。  

■■ヽ   

∃0中豊畢lO月から申匿薫軸虞故事■羊蹄＃中内■  
サラリー官許森本再直赫自己免租軸骨を、蛮重陽謎牢4月に皇割か毎す制に引責上げ量こと  

奇瞳と甘市債軒制度改革熊襲韓轟練今年鞄10．月掛ら頼政稟墟されますa  
群御にやいて性次長のとお和です．  



潤  

医襟粛頑牒己倉掛阻謄斬ぐ月額）  

（現行）  

アQ歳以上の高齢者商魂告  

（改正鎮）30Uご年10月～  一・・号  

丸．束   入  

布野弾着   ・坤，三相百■＝円  埠剖坤円   

一＝・樫   l餌‾脚∴円 

薩諦隷書  

t佳酷税非  

課掛 ロ  如軸内  ほ両頭肖   

70韓未満犯現役世代苗場合  

外来は月乱望朋円か丘．≡旧0円麒負担上囁  

診津南憶一回連射円で月5回目から無料の  

定額負担制がある。  

高所得者妹亜二人世♯で年収咄師部氾万円  

以上、単身世帯で誅鮒万円凱上）は2執っ外  

来励上限制度、定額負担制牲港止とな甘ます。   

1矧弘 一定額〔席・上位所得離乳朝射弘 一船所得量1私刑柑 円〕を越えた医療贋由1・鴨〕   

高所轟音は、単身世帯で軸約封掛方円以上、夫婦世帯で年収配相方円以上   

低所得者¶は、単身世帯で牢収約2耶方円以下   

低所得者Ⅰは、単身世帯で年収親暗君円以下  

尉腋書的自己柴草割合  

ア0歳以上の高齢者相場督   
′■ヽ  

割  

外来ほ一月乱別柑円か岳．射拍円が負担上限  

額療所桂一回地軸円で月5回日から無料㊥定  

額製担側部あ呑。  

高所称看亡尭賭二人世帯で年収推知組0万円以  

上、単身世＃で各軸万円以上〕は望軋外来田  

上騨制度、定額負担制は廃止となります。   

アD歳衷情酎環役世代的場合  

政府確麗操車密ゼ寵・跨除鉦   市町挿画園   

けチャーす＝ン・・壷醸且琴・印   保嘩康嘩嘩 

蜜 勧   専 朝   岳■ 

本丸   屠捧〔外来｝ 本丸   

坤．来・・i＝み  套 ＝勧   索敵とも  

臨主・・もI   

畢辞払暁）  



（削  

外来融♯塞椙偏いの正面にあ  

古．兼をごらんください．  

画計凋細幽軌  
工手密脚碑庭中事やすがこ脆かちもあり達す  

か？ま直線tす亙ユとはありますかも  

【入堅坤草ん抑御如塙1   

全静♯科、曙Fご掛野担当医、革  

休み由予定轟蜘一＃尭を祝せ炉丑Lまし鞋。  

ゴ不調な駐酵Lくは外尭事務地点旺お黒血  

くだ番い色  

現在行中ている坤改築工事に   

伴い、今棲もやむを♯ない断  

水・（鵠）作業掛必饗にな憎ます。  

ただその悍は入院中の患者さんに出来るだけ  

ま醒がないように時間帯など十分考慮いたし  

生す由でご理解をおねがいいたLます｝   

また今回の工事にぉいて停官作業は早産さ  

恥ていませんが．落雷など不測仲春態に上る  

停電がないと転看えません。ただL、モの碍  

合においても病院に設置さ九ている自棄蕗憲  

装置により必要最低闇の電力が使用ヤきます  

のでご安心ください．  

く■簾蘭書書♯昼ついて＞  

当院では静凍仲頼め提供を行ウております。  

蜜柑窓口は療養備朝センターとなっています  

が入焼鳥薯jん壮各貯♯■よに外素血  

書さん・拝外兼柵真にお■ねくださ・い。  

ご不明な点は東棟二階舞♯情報センターまで  

お問い合わせください．  

稲葉後記：病院の前、虎時速りにあるな  

なかまどの木は、一番大きく見えるはず  

の今田畢節が一番唱立たないようです。  

ぁっという間に露が過ぎていく北海道で  

す。エルムは車齢毎4固′年に発行Lて  

います。ご意見投稿など壷お待ちしてい  

ます再  騰択・蒲田  

甘♯申駐♯■債欄膚してい草  

す解、艦♯出稟古♯の■蛛蕾  

までより♯・古．のでナか．  

1外来患者重んから】   

粧ヰ台数は、ほ‡種わりません。  

増築一階の覿鎗は駐車で吾呑ように  

ピロティー（垂のない空間）になっ  

匡I  

柵酎紺他人♯■曇 札♯北橘蕎陰   

鬱汝科日：外科・内科・掛化蓼科・呼蘭層桐  

欄＃♯科・／ト児科・轟形動欄・覿♯  

揮酔靖・坤射翳胴・■科  

任 所：   

札蠣市島有区1札幌－d轟8丁目6ヰ1サ  

TモL：011抽細川111  

F▲Ⅹ：011tモ相即≦柑き4  

交 通：地下♯白市鵬ら書出口から  

需・牡通り北へ徒歩昂分  

ホームページ：htt・p：／／m．h止uru一揖th．肝耳   

ています廿これまで冬季間には除郵こよる雪  

山で駐車できる・台数が掘ることがありまL  

た。この度ロードヒ一千イン軒町敷設を予定  

Lています田で、年季初の駐車台簸は増加す  

ることにな牒ます。  

いっも書てもらっている先生  

吸モ走墾知轡患いのです軌  

f外来鼻音きんから】  


