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日本人工臓器学会を開催  増築工事が完成   

一個塞の重科差♯料金欄無料に－   

稗5月に着工した増築工手は腑糾こ進  

み、予定どおり8月兼に完成しました。先  

行した増築工事は、重病童を個室とする増  

改築工事の一環で、今鎮は既存繭量の改修  
工事が行われます。   

西棟駐車毒削こ建集した増築棟の3暗から  

古癖は、値垂50嫡皇で既に使用していま  

す．10月未現在の個室数は、135童と  

なり重病席数の8鴫となりました。今後は  

4人病室を個垂とする工手を嘩め、順次個  

室を増やします。個室が増加したことに伴  

い、全病室の個室化完成を待たず1明1日  

より垂無印料金を無料と■しまし鞋。聴副  

な重科はいただ卓ません。  

当病院川村理事長が大会長を轟めた、幕  

40回日本人工臓器学会は、10月豆日（水）  

から4日（金〕まで京王プラザホテル札幌にお  

いて開催されました。  

大全は、外国からの参加を含む参加者龍数  

11【椅名、発表演題42（〕葛など、近年にない  

盛会となりました。  

メインテーマを「患者さんは待てない、人工  

臓器開発のピッチを上げよう」とかかげ、埋込  

型人工心♯、人工肺、人工肝、人工骨淋な  

どについて国内外の研一先着が一同に会し、  

研究成展を発表し酎執を行いましたゃ また、  

如1回膜型人工肺研究会・垂8回目本臨床補  

助人工・鳩研究会癖同時に開催されました。  

′1  

′ヽ 丁サセ丸帯東金■傷  

また、重病暁久木田人工臓器治療センター  

鼻が大会腐を轟冷た、粛軍回アクセス研究会  

も・1p月5日旺人工臓器学会と同じ全毒削こおい  

て、参加者韓襲飢鴫と盛会艶に開催されま  

Lた。  培純龍卦伯尭鹿   
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現在工事が進行してい各会病室の個垂化  

について，皆様部ちいただいております  

様々な原価・質問にお答えいたします。  

暗に関僻した部労相ご尭角をいたします。   

部屋価出入サロ仕ドア棚で部屋の内  

灘更ぶつかったりLないよう引き戸把なっ√  

ています。中に入り生すと、入り口のすぐ  

廟把床面と段差のない′叩アブ好一仕様ぬ  

洗面‾、トイレ、常套鉛ユ言辞肺臓骨盤す。   

椅子とデーデルセサト磋堪稽御㌫崩極牒  

の掛こ冷蔵乱世蕪の巾着聴口部如i甲中  

には♯五島を拙モヨ副ナる簡易蝿よ杜  

はチ■レビ、薇気スタンF、モして部屋沼隈  

個塞化した目的   

入院しでいても、拍轟や酵轟をし甘いな  

日時蛭梼暁盈忘れていただ尊、値人の時何  

と壁間を大切忙していただ奉告い、という  

町折柄醜鞄基本的額考え方ですi   

ご家族やご故人の寿がお見舞い旺いもし  

たと蕃、誰把愚領薦＿粒なく海帯をしていた  

だい．たり、テレビを見たりラジオ酎聴㍍億＿  

申、治績に葦L生えなければ、洗面や九覇  

も自由に行え軋貴んな黒鍵の束現のた晦  

l強ての病皇を南島卜一九都塵うにいたし  

ました。  

■l   

♯生内部 入り口から中を望む  

塞囲中世■。   
都塵の夫妻轟蛙卑生で4水盤だゥた所を  

2畠の帰島旺改装しまサ鉛甘よても広くな  

ります。  

癖師部礪菅ヰサースコールな麿諺療  

恕膣臓印税明は省偏して、普段府生  



♯静t宙の車内・せ碍徳用   

際寮塔課程調いて携帯七井担ご使用鹿  

ご遠慮い缶だいてt・、春理由臥  

・携帯電詰の井生す番電波が匝兼牌の  

誤作動の原田にな皐こと  

・呼び出し昔や＃L醸廓龍初薗講壇ん価  

安静項廟ぜ龍億渇こと  

枕元陪為るナースゴール、コンセント、闊  

許せぎ申凛甲パヰル  

＃急時・急度時の対応  

洗面所卜浴垂・トイレの■内部には病棟  

ナースステーションに直結したブザーが付  

さ いています。  

ベッドの枕元には喋々な機能をまと紺た  

バネJレがあります．ここにもマイク・ス  

ピ」一身一件きのナースコールが付いていま  

す。モLて部屋の天井の角には都塵全体が  

見♯せるTVカメラを設置してあり  

せす。尭垂鹿塞化応ともない、地府患者卓  
ぬと中距離誼充分保て各ことに奄撃まし  

た中これによ中産内で中佐用が可能とな  

町立す．  

しかし、ご自身再治績恐た他項榛＃が影  

響すること・もあります印で、ご使用軋際  

して嘩篠帝位必ずご聴く軍巷甘㌔   

デイルーム、食堂、廊下などでのご偉用は  

剖套耕きご轟艦宅軽重叱   

トイレ薇虚無親好モl出しボき㌢  

．とT甘撤廃奉  

糖鮎勤脚横紙応忘卿ヽつも  

見守卓珊や棄甘．   
当鹿廟軌特称瑚印細密酔地顔聴  

事睦叡智聴踏昌L出軒酎ヽた軌ヽ・肯鄭填ま  

す．ずっ直→尭垂申で様なく・、懲粁も  

尭盤臣軸し臣な申、他の患者畠んと由麗  

虹なったり、動か重患か尊患筋繭泰使い蓋 

し上う．  
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ひ古くち柴卓メモ～己脚守～   

蜘事血盲 ⑧ ☆じゃポーl亀☆  

北海道の気候での栽培に話したFじゃがいもユは南米価丁ン宇スが原産．  
r男♯」はホケホクしているので、輸ふき宇やマッシュポテトサラダヒ向いてい車す。  
「メークイーン」は粘脚気と甘味があり、兼くすれしにくいので煮込みや檎l草掛に向いてい車す。  

⑳姓甘の＃♯書⑳  

靡く向ピサ主ンC鯵  

蜘■して叫虻く  
l嶋麿．  
■くに♯軌●℡鳥  

肌＃亡尊号ン亡書  

中咄Il   

l  

」■        ■   
l  

体内のナトリウム（塩分）を  

排出する働きがあり高血圧  

の予防になる。  ′I  

旛蕃析春受lナてい奄方は   

摂り過ぎに注暮¶  

⑳九って与と鷹刊⑳・l  
弄に謹＃l  

じ強がいもの＃には〟ソラニン■と  

いう青書成分が蕾まれています。  
しっかり取り除きましよう。繚の部  
分も同じく取り除きましよう。  

Jl   
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休憩室  
1占申ほど触ヾ軸轟途上臨旺1年粗赴任L  

て萄ヽた．柵如嬬師相鮎嘲掛翫モ招国旺も  

やづと平帯嘩瓢が囁軋背中た。   

垂♯敏也て、諷地辛勝旺歯か愚耳鼻備か  
ら外を克た、壷だ制嗣子供感動寵：申をす恭醇  

がFに入った．不衛生な環境で♯べ苛も再に  

も♯古ものにも革酷く状況由下で碁ちしてい  

乱 r掩いな！島名槌んでいられ古な．」早舟轄  

埠掛ま奇習愚塾鞋．   

現地触ヰ丑」紆陪世事脅し、生活Lモの  

画料陶轍廓勢むづづ愚息てく古．人々は卑F  

の仕♯潜埋索敵こと奇歓び、今日の貴書があ  
巷ことに♯範子解杜垂韓に紆肝竜三と蜃轍  

抗尊王も席海丞相せ軋敵い調毎く兜宙鹿骨  

て楽しく遊んだ．   

私もす利己♯れ、帝い左足ウで師範屋台で  

草野国中人と♯書脅す竜よう紅顔軋一静旺  

洒蟄触、集い、l許轄たa  
奇王旺壱¢車轟恥抵触鴫塵も上がろう  

としてい億月串申尊重鼻鞋紫野♭車．小宰領  

筆圧で魁覿聯車重激括ぬ鼻おも∴頓悟超せを－  

生者よ蟄」■榊盤塾よ諌憎■由拙Lて  

い届こ郎璃廓師鴫．静観モ㊥国中奥と一  
緒鞋仕事螢L守，熟も霹訃監揮摘草熊毛中一古感  

寛恕勝瑞転酪画臥鼓．   

日幸雌．塾勤勉密封雷倭咽せ草p－  
無♯韓額触静萄層構陣噸卑鮎鞋  

療屯尭蒙陪整密監巌猟官風涛碓弼癖生活  

憩おく卓勅嘘剋転職恕蜘軸軒毛′一  

死括弼垂印璽謝感触即†と盾勺  

情酢御用乳濁圃場僻粥附ヽだこ拝魯茸瑚ず  

監女御怯端抱♯毯鹿が蔑んポ増皆董。牽掲十諜  

蜘醐睦札」軒下げで動乱轟麒転が凄もい  

ゃだし∴病臨特有拍旺おい私好奇柾蓉細い．  

畿牢臥土木扶師鞋して勒剋雫斬埴肇牡を定  

年遺■した．モ丸まで漉痩浪鮨馨毎年重けてい  
粗が－廣抱、注意草和恵エと持鹿部句歴．たい  

した兼♯杜撰せなか車たけど脚蔵王で、休ま  

庵かゥたこと．だ蹄薩甜酷猛  

鳥近、トオ厨随密憬恵僅七億紐血が混ぎゃて  

すl い愚伯掟東が尊いた．痛金島ヶたことがある  

軌竜れと喋鮮卑謹ウ鞋血中色だ．  

東暁で着ちん藍蛭軒申静粛奉安けたほうが長  

いとは眉崩頂い匂府だ鈍痛い節でも患いし、  

もう構いてll尊いのだかち誰糾土建藤暫か岬孝  

三とも軽いLと、勝幸な理屈をつけ」→摂延ば  

し良している，  

柵とてもかわいlゝ 自慢申韓乾  

轟牢重層杜少単一年生、卑だけだと生殖甲蟄モ  

い電も「じいもゃん＝と声記加暗・られ垂だけ  

で、陳陣欄内が嘩るんでしまう。 今日旺二  

丸だけ■軸秘跡已抒やた。  
加藤日和で．お跡地たちも車齢恵忘れた無肪  

■ 脈車で嘲野組耳叫転  
「今日拝脚姫翫嘩ヰ・んI」．席せ  

荘、罷壮一個也軒よ草庵軸薗恐申  

で幸ごと輔・■出転惑壷恵車軸紅恕拍、憾  

く、′む囁囁笹甲雪碑卑憩励軸坤ばぁち中毒  
も嫌いだ鮎壷観  

♯いて「g如朝一御しいあゃちやん  
苺貯貨車串嘩軒苧冒告拙哺ち」と育撃取  

モ嘩青葉躊潜心・雲■島中馳甘、．◆F草りて喋く臣≠  

一度も鹿藩尭鹿赴いセ軌じ甘与ふだも丸和  

にも軌憫草浄血軸栂池から蜘也」  

「あやも衛励酵輩草柵前忙構試で尭ん仁サマ  

たんだ‾よ．L土√う辞社－七っL上嶋J  

拉軒礪癌化加鴫嘩適中ぉばぬも萄ふ産も轟席  

なとこ昂へ行着缶酔勺患㊥柾．」  

そ貴官ウて京助方へ躯けてい勺た。  

て盤草哲西誌   

轟観細密由出癖を居い出しi  
軌憧轟甜巌痕嘩掴錘電掛率のではなく 

、  

‾私措か酔掛重畳醐脚■執、載把かか  

お基盤雫埠地膚酎鞄、－・蛛簡髄轟七生蕃魯と  
頼坤臆軸摘廟鮎撼紳輔嘩  

明日，無産拙h耳叫僻遠p鳶喘  
轟，・も‡』艶傭鳩副嘘痛Lでい  

亭モ伸葬嘲甑重曹軍垂唐よ鮎若して常が  

静想た塾九潤坤牒蝉耕作り申告苺一日でも長  

生重しよぅと息ウ患のせ義春轟  艦船  

－   
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蕃藤野せニ／クーニ＝ご耳 一月  

青野革帯軒やって式盾と操守前転め旭換亜中誅蕪旺漣軋てL感碍牡凱属轟坤脾帥噂明細 

零しまっ鯛童心翫仕方酵掛、帥、専政寿がい毎ウし榊1蕃すi号と瑚蛭轟牡脚  

華一管見再利用紅潮ヽて璃酔いた軌  

く礪議♯■サービ見愈利用に『いて声  

昨年度は市臓鰯軸世帯で菓施されました。  

今年度揺昨年度に比べて轟集中帥始嘩耕も  

二週冊早ぬていま車d 

軒寧桂浜由尭僻をすべて漕恵サ世帯軒  

区社会層牡協－1■会辞職低層価た世＃  

・逝癖に画す呑一戸建て住宅に居嵐  

・即○メ」トル掛内旺除専を連助でき缶ご寮  

挨恕潜が居・任していない。  

・耶痛風上拍車だけの直♯・重度身拝辞   

専著だけの世帯。   

など由いず如かに膜当し   

自力での除書が牡いヽ世♯  

粗方射せれi負担金陪d匝頂軋 下記脛紐  

お甘菅哲．（1卑あた晰  

L．市御撰世♯ ±1万円  
2 市民税非薇頚髄瀬＝啓苧円   
3 生宿保護世帯 三無料  

申込串については、お任患いの匡社会福祉  

協議会、区役所㊥像膝梅牡サ→ビス課です  

軌辞しいこと昧療♯情報世相一生でお気  

軽に＃軸栂雷ください。  

■■  

▲   



ぢ丑掴丑年1¢月から曲直康制度改革関  

連法莱砲内容寺  

前固申軸レム漕ご寮内し艶医療制度改革開  

畢鞘軽掛梱守㌔聴拉嘲構幻専政世代  
のおから、もう少し絆しく知りたいとご慣蘭値い  

た茫拳苦した中華二背県捧碑喪例蟄挙げ貰ご艶  

萌せ概しませ卓奪回按薗府管掌社費蹄候㌍  

加みL一軒月に諺宿営恕細痛円尭抵専患  

場骨㊥倒です。   

国軍制塵で轟苺廉廉♯痺毎唾や軽重と同じ  

よ割ら起せ酎適咄旺根増車ぜい金丸医  

療削計算頴■散開拙親巌等昭棚噛1 

こむ節葺轟軸ぽい・尊でもぎ韓明い虎：しま軒碍守  

康艶情報七班評－‡東棟丑職襲嘘絶  

た割・㌔  

挺回のエルムでは、保険外料金持参新著  

料・TV使用料・冷蔵庫使用料等）のご説明  

をさせていただ嘗ます。  
【掛11年聴確輩紺蒲田∈豪族抱謝棟野響し  

宙せ競市野方部牡卦隠陵草番所密宙額匪療  

香 ∴酌施用組申帯軌有頭浄朗義金帝患計  

算Lま清。  

年収眉綿万円特利鹿碍上でほ上位所碑者把  

缶切唾車陣収昏細面円以上嘘上鹿酔蹄削  

止直面得苛蒋憩担金頼経1．意志g朝拍円鞄基＝  

串轟執ら乗降峠軒軒地底痺♯に鍵まった  

観簸軸鼻担も蜘1乗弘也息丑節用由争も  

葡乱踵芳闇日用旺暫詰負担恕転酔兼軒。ノし嵐   

．箋鞄背轟鶴野軌壱芽脚駅卦円鏑郡懐翫  

藍劫■垂狸確鞍牲鰐試す円モ家族璃株影軋ま  

単軸癖市部嘩、摩も苧鞄聾帝嘩艶牽細密  
骨も鳩藩転意唱・耳竜惑盤銀轟計器し遺骨曹負  

適媚舶帰院、轟麻旺  

醐晒藍直韓乗車艶皐蕃た潮奇骨飴蕗曲が  

剋軋泰弘埠た亜富田癖ぅも親蕃罪軸鮒円隷  

白己鎖歴とな申ます。L缶がっ闇鞄蔀≡招1  

万部将母円が宗野賛す甲  

轟  

埼態藤♯棚臣望いて斉  

矧酪恵臆敵掠情報癖撞♯鹿督毎ぜ廟牒痩  

軒。泉陰線脊儲剋憶謡器購婦長准思  

索聴音凄み疎外尭車庫虹串尋串郵だ轟  

い。  

ご平取穂慮推薦藻情報奇れ軒［闇硝帽  

膵き畢で率澗■粗密軒軒軒鞍部叛   

f僻∃】蓮市民税軸碑鳴なも塘嘩埠専政  

一律3・方≡姓細岡沿革負起守一塞掛軸痕由  

髄拍円が東軍竃重苦す瞥  



㈱  

画 丸底中柾インター市部卜坪、  

で垂ますか．瓦経サ藩と巷柾  

t憲＃曲廠練獣払謝帥■佐敷寧ます軌 
狩嘗塵モバイキンダ酔あ竜  

と■善壊した。家族がお見  
帝垂のt克専tや、コンセ  

ン≠数に隈甘が詭局ため洗のよ  
舞川こ来る時間です、臆ヰられなくて蹟息  

でサー  

うに制限させていただいています。テレ  

ビ在韓曲ヰは備え付けてい草す争個室に蛙  

竜顔も傭且付けとなってい紙インターネタ 

ト娃、院内の公衆電静に接鹿は可喋です  

が、病室の電帯と町連続括回線軌こ触馳鰐  
あるため使用を娯止しています寧持ち込みや  

使用番お斬りしてい番電気製品は、t滴置 ■■  

トーア・扇風機・ビデオデッキ・大型音響横瀬  

専ヤす。こ担以外にも影響恕及ぼすおそれ  
腐嘘婚電気製品があります申で、必ずナース  

井草咄ンにお知らせくだ軌I。  

家族の方もご一緒にどうぞ  

J毒イキンダの時に付卓添い由方  

から実費を頂赦⊥、ご一緒にお召し上がり  

いただけます。料金など辞し帖王中丸各  

席齢メディカ舶1－トナーに鮨尋ねそぼ  

孝一㌔  

画 斎乱穂亜議書♯丸番爾替壷  

見患已と鯉ぁりませふ騨 どうして  

モ辟まま蛙Å拙い野で』よぅ冒  

画 抵抗力の弱い入院患者さん車  

外のバイキンかち奇石た・めで  

すふ：紅蓮」隆読確人には影響がない細菌  

も、病気になって免疫力が弱っている患者  

重ん旺と尊せ蛙東重な圃痍止なります」靴  

に軸析モい古卦噂儒こりやゴミを病皐荘持  

ち込ま酎、恕ぬ帝曹甘えても、ただいて垂  

す。各痕整抑鮨旺親等諦視嶺鹿傾けてい壊  

す．必ず畢に唯＃しでから軋九り蛋だ卓  

k㌔ 世脚…酎軸．触岳諜忘忘 
脚・中耳絆・脚・■■禅  

脚闊・卿・†・無感  

■ 
．  甘姐畑地軸酌紬加  

東 轟：．・虹庸帽朝麒増掛師陣  

樹敵掛野石倉  

ホ一郎両拍加齢抽叩舟由脚職場．叩蓼   

嶺集磯鞋：速く西呪如こ見阜る手職山山  

由頂上からだんだ抱良宅なゥてい専、次の  

エルム密行應膳臆山全件葬式ウ貞捉なって  

います－．モ脂菅が耕、下の方から軌ナて  

い蕃ます。モのモ与札幌北棟病院の全て印  

病室も生ま九束ねゥています。  
綾取・凛田  


