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重病童を個室に  土車妊あと一、二軒月せ膳丁いたします血  

事故軒軌、よ争．濃艶掛車，騒音などでゴ  

雄藩昭ないよ割こ軸心珊延着で工事馨進也  

て革苛ま骨壷ま1お克づ遠田点描病院厳島虻  

お申し出くだ毒十㌦  

蹄車券刺正春工L、串月末妊婦築席軒箆成  

し敵将改築工事桔、母田鶴申替俸工事鰯轟  

鵜殿貯金敵、認月加録も僻垂以外麒痛垂f4  
武重湘萄野恕絶し螢痢都連稲摘録蛸増草す   

増築輔が尭軌た観、主剛体廟塞密蹄  

割も苛担垂2重吉こ骨壷改修工事窮揖乱幌改  

個垂由都合が埼劫監守着てお軋野草東に轄  

重病康巷≦嘩脚鮎軋叩草蛮と藍でな勺巧  

います胃   

靡Lい一畑崖軌轟替車齢尋で滞節：L患  

と潜軋篭静†苧レ折衝♯庫塘東風凧祖昭  

輔鼻車庫恕傭免倒相舶1㍉畔アラ叩一任  

嶺ぬ艶酔一山甘・海蛍耕一体化Lた丑二如  

蔚甜併呑札青ぃます礪＿母野ほかこ拙著闇嘩制  

限Lで卓た癖聾嘩甲韓東電帯捏モ少コ拝啓助  

辞ち込森も可能血軸盛す†   

個掌結社束葺額料重態いただいて生憎しだ  

軌昨年相月よ粉鮮料としています酔  

′■‾  

禁煙濫  

動態ゴ軌軌桂馳甜，周町の人鳴海車  

線車重恭よ‡組虫サ府で、≒帝院内畳鹿詠史鞋  

案塙置皆勤南保敷地内で前喫偉藍全面鞄忙  

禁止ず苺芸出こし庸塊  

当麻範平鹿后年動乱ぽこの販売珊止には  

じま軋平鹿通草摘値嶋南堤職員噂院内碇  

瀬球春喫煙春草雌禁止し，廣葡さん用畔喫煙  

葡好転取直瑞小Lて苦い昧苦し転未年蛸か  

旨趣廉直東め愚病醍療尭針とL竜■、丑焙全区  

域禁煙とすることにいたしました雪  

これま．守蘭席してい郵嘩肩掛咽紐郵婚  

し鮭鞄捷堂帆轟止LまLた改  

ご理解とご協力曹藤樹いしま軒駐   

′■■■▼i  



（封  

事■ 粛 届   廟院舵  ∫古画  シ′ダ  

事稀府杜、静簾中塵付や掛金中計算・収朝などを担当す古医事課、．病院鱒薄物麿管理  

する地殻乱卓れに措辞課の三誰で構成Lています邑  

直事■  
入院と外来に担当が分かれ，入院担当者  

の主な業♯は、幹横町結果であ竜内取落■  

艶射築・捜査・手術などを監と酪卦算骨董こ  

とです．入院費痴情萌は、退院拍葡創業母  

御潮風ま恕祉杜してÅ隣島叫亀砲塔金瓶  

1日～10一臥、tlR～即日、認l．日～月読まで  

払と月番語回二に分けて軒りてい蓋埼‾。  

請窮奉仕n療病棟科轟と捏腐悍等サ鳳昭  

一元一により何畳にもチ土軒動翫虹担当者  

辟掃嶺思膏剋＿屈柑」ていま廿。  

麿廟焉鱒喪備中昭こと．高額硬謹費町域  
連覇エと、嘩礁煉鹿制度府ことなど、ご不明  

鞍点は、療蕃悟報センタ→とともに医事視  

で屯敢闘いたします。お舞畦にお申し出く  

ださい¢  

外来由担当者蛙、再来受付、新患責付、  

入院費付、会計に分か軋，東棟l階のホー  

ル窓口で菓帝を符ぜています上   

再来糞付甘蛙、午蘭9時か毎の静療に島  

わせ阜時1缶急から重け付吋七ています色  

診断書など閲兵乱鹿轟な事故割こ必要  

隠書類照申込も再来受付恵萱ば付け甘い  

章す。  
新盤受付で軋患者亀船ぬ廊ルチと酔寮  

券を作成し恕軋牒廟摺廟時報膣ロンビュ  

ーて割こ聾撮L乗ず挿頭、当麻守掟糟琴似上前  

に静療を理経てい番盛者窪ん虹倒、てもデ  

ータが保存きれ青います。   

会計では、外来畳顛の料＝金橋欝と収納．  

九蘭贋昭収納を行ウてい愛す萄密輸や休  

日に支払いをする場合は、毎日午産廃睡壷  

で当直者がそ再発♯を行って1tま甘。  

医事魂では、以上のほか静療顛挿赴テ）  

再骸理・保管管理智行ウでい鼓す中  

藤療線描膣領で最低忘年同町庵存が革  

腰巧拙唱触宜．トニ噌軒鷹当院．では清甘牢唐超  

虎監静牌顛も柄哺に応．じて保存して軒恥  

これ鞋蜜柑取り出せるよ引払納・管理したり－、  

臆潰慮豊廟薗嶺蘭癒倭憧掘捕に保管して  

い草すヾ．  
■■I  

漉 散 乱   

津野畢極東・静排水簡儒・冷暖房設備・  

エレペ一斉－など蔚付碑設備、敷地の維持  

背理、修辞壷抱当す番部門やす。   

輯＿囲が葛篭許許ぼ蕗焼にわたってい思拍  

で専門的なとこ尋牲興和野寺円業者に香  

託し管理Lてい怠れ  

清♯龍円   

病垂・廊下観碗内碍親辟とゴミ町処裡を  

行うています楓藤癖、嘩轟比重♭支ぇ血い  

よ引こ幌執帯り耶1億甘Ⅶ持覿が寓忙なゥ・■ヽ  

た鹿骨塩どはご連輪唱だ垂艶ば，すぐ旺処  

理い尭L蓋す爪  

駐書♯申讐埋   

草の軽理や駐車場の管理をしています。  

自動ヰの連行   

融計取運転辛が患者さん造迎めポ尭一救  

急車等印運転をしていますα  

スリサバ準書   

庫用済みのスリッバを清拭して消音L鶴首  

くなったものは交換Lています。  

防炎設師や電気穀掛エレベーターの専  

門的な麿時点検畢誇も呑託してい童甘。   



（朝   

冷暖房ヤ給♯水・t気毅傭は院内の業  

務に合わせ，封時間体制として夜間もボイ  

ラー技士が運転・監視を行う体制となぅて  

います。  

院内逓回によ計室内温度管眉  

病毒の♯具蕎ぬ消♯■洗ヰ及び病棟へ  

の供儲鳴施設艶の業務ですが、当院では  

道内病院では初の最新式俸帯を設置し、  

院内でペットマット打殺菌消毒を行づており  

ます。「オ■ゾンガ女親菌システムJという装置  

を用い、定期的  

l■  
繚務♯   
碑院昭会計・経腰蛙いやた病院の診頑と  

牲直接かかわ毎ない菓♯直行っています凪   

医廉横顔亜畔入・保守苦痛・値理さらに  

は注射器や僅射針などの消耗品薗購入蒐  

ど替拘当しています。  

＃償物や♯勤由収束 病■院宛の葡優等  

は紐帯課で仕分げLて各席横ヤ満室へ鰯  

届けしています。  

現金・十王鹿の預かり 病室の簡轟壷  

庫でjま不安蔑視脊にお預かりしてい生す。  

帯同純増唱．院内習得物価一定期間  
綽蕪課で保管し、その鏡ほ塘胤値して所轄  

尭番に届出Lています。  

その他、螢廉電辞・有料野馳濯簡保槻・  

院内楓示物も擁当しています巾  

卑囲ご茶内Lた＿事務部門は皆穣とか蕗ヰ考  

亀こと杜少額いのですが、よりよい、快適な  

番療を受けていただけ番た増田支えとなれ  

番よう葡カして重ります。  

に殺菌消毒を行  

うことで院内の感  

染防止材策をよ  

り徹底できること  

にな句意Lた。  

防災聯♯は、病  

院で火災が葦律  

した場合を想定  

Lて、初期消火  

卸方法や消防署  

や院内各所への  

通報、患者さん  
オゾンガス費常システムの避難節操など  

を施設・瓢が主体   

となって行っています。   

毎年2回行い、うち1回は．火艶寵生が夜間   

という想定にして消防署とともに行っていますG   

その他4月の新入職員研嘩時にも、新人心   

得の第一歩とLて避難訓練を実施Lています。  

薔欝局次長  

熊薄 暮－   



亡1）  

ひ亡く与巣鴨≠モ～三脚で書かト   

井近な■暴た盲 ④ ☆ブロッコリー☆  

野生のキャベツの仲間で、日本には明治時代に伝わりました。ビタミンA・C・鉄分・食物繊維を  
多く含み、和え物・サラダ・付け合せ・グラタン・シチューなどに利用書れ未す。  

■■t  

ピサ王ン亡軸 アサ1  

ピタ邑ンCには鉄分の吸収を高める働き  

があります．  
プロツコ＿リーにレバー・牛肉・卵など鉄分  

由多いものと親み昏わせる・と鉄分中晩  

収がよ〈なります。  

ゆでる席は葺を下にし、おとし圭をして  
塩時間でゆでます。ゆであがったら水に  
さらさず．ぎる仁広げて績まします＿。  
また、t子レンジ恵加熱する・とピタ蔓ンC  

押韻失は少なくてす由手す。  

‾「■   

訂蒜  

人Ⅶの伴性、尭がん物干が入り込んだ時、この危険な外敵を攻撃」て解ヰしてくれる  
酵素庖持っています。  
ブロッコリーに書まれる成分の中にもこの＃素を草めてくれる働きを持つものがありま  

す。特にブロッコリーの発芽して3日目の新芽亡スプラウト）では、この成分が成熟した  

ブロッコリーの約軸叫印借にも凸ぽる力をもってい舌す一  

見割れ大櫛のようにサラダや付け合せなどに取り入れてみてはいかがせすか？  

■■l   

崇♯評  
輔珊牡1  



亡封  

休憩室  
琴県評青草揮野若草いi塁辱均等斬歴牒瀾   

∈療割愚出て熱屯菅蝶番．た。仕草辞忙L宕碓   
施療掛軸弛廓恕勤摘醜態喩敵組一骨茸速   

乾塵重刷こ轢疎軍ず額番』軍産寄掛鋳醸持   

帯尊私儀牽主題蕪密解析聯結露荘轟囁軋   

個過去嵐鹿骨轟こ酎二敵っ恵。   

熱線こ鮎壷聴掛星密ぬ甘啓削短酎鴫せ   

偲押印弼準画翫簡囁御軌牒攣庵軒配   

泰購・甥耶・一億．酎な一項鮎二転新穂轟巌巌尭宜塾   

砥掛照射鶴亀癖壷焼匪惑窪潜熱鮭暦誌射卑   

屈蹄など嘩膵置蟄塵げ手昼過ぎ帝寧吋啓割箪   

海鼠貴簡噂轡王室撞轟護摩常菟背中噌毎㌔   

替凱 目敏簸藩唐塵睦削己地車耳すこL儲   

歯数旺恕凸耶聴き癖墓相虞軒整鹿葦枯鮭感   

腰抽出㌔直よ念拉経費轟酢撃†敷革も囁鞋通   

夜勧・健一珊施舟療鮭画数拐借覧首藤熟慮毎   

よ癖塵春田苛顎、っ・転香津野凄ん払魔療研撒   

ことを轟革獲ち県も愕郡毎「尊ん顎陣漕軒丸尾   

コ奄．鮎嘗圭去療病際槙蔑地軒骨曙髄捜墟葉虫   

鮒塩山と傲え島軌魁偉嵐唐鼻腔親臨酔顔  

囁をう瀬直遵奉哲昭よぅな事暫寧揮師蓮み詰  

常辣酢許L耳封億・草鞋居中虻・む鞋示藍罫討紫   

地内酔垂耳で釦短が群雄だ女腹愚確度鮎斬   

七：ミい：Jた。  

噛♂嘩峯敵陣鮭宅独唱忠誠壷葱轟餞鮎濫転  

華管す毎」両津鞍L旺む芯あった廟環陶芸奉  

職節幣掛堅萄都督鼎耳も牡青嘩一節琶瑚ご帯革  

軌摘一軌たp■勝昧購三嘩輌駐車嘲愚撼散華前  

鮎鞄院内囁鹿柴出暫三顧藩喪肺磨恕あ当．陣土  

頸巨雷釦常・ヨ酷師嘩嘩克聴■♭た君ぅで歯凱  

野鳳畠轍鮭接辞揮掛取坦官F嗜親臥儀養藍  

ぎ短艇墟磨簡嘩痙鹿渡療1講壇散漫質屋1軌悪  

離島農礎虹手車L肺患菅卓二将軍ぼ」密辟把  

囁煙節辟轟苧缶ぬ背骨孟母こ申攣蟄最葛軒鞄  

療備蘭中もこ誌碓肇ぜい艶瀞加重恩領空曹瑠  

恕L鹿＆離反料ポ剖龍麿由車齢かか恐私達  

h耳鮮勤番蛋塵匂苛弼嘩醍離酌櫓記軋、密良  

か泰草額額毎㌫た鞋たい嘩帯揚臨席葬巧守  

藍常軌旦力」計巨甘軒杜諷缶壷背宜I甘嘘故   

買郎瑚最適臥嘩韓掛固垂垂に紆噌貰毎  

日哲学螢草鞋荷担常習・．∴辞鯨暫乾敵軍世上革  

蔚中骨「覿躇軒′蕃コ密墟恋敵、Jニ削こ。し患ぬ  

だ・ユ■■＝・変革佑番場急患頓L魁   

考古軍軒避ヨ奄囁軒常信啓や甘華甲軋直  

モ鮎踏鷲鞄が帯卑』頚城覧鮎熟睡骨詰た笥  

盛離廟肇転龍蘇原確顧R鹿蓉鮎加藤朝敵  

日毎せ甘腎軋蟄耳旺新しい敵勢撃整歯哲  

鮎器軒い哉塵満琴でい鞋捧醍酔葡帯瀞葛囁  

L旭丘コ草事頑警棒軸転出耶1預鼓愈潜態感  

起た1明日＞、嘩睡が酷藍胡た曹   

翌日諺騒薗払茫宅群静観怖罷哲琶：窟サト  

薗革諌謝華駐車恕葉や趣ぬ麿庵華亜備題懐潤  

色鮎司可部畢紐触れ魁ポ■新館中野中華恐蘭  

轟草野且野草捧尊母轟七甘肝葛粉ゴミ瑠酎這甘  

竃患耳一意軒廊覿善は敦鋳鵡施常Lてい蕃傭  

竜顔囁轟＃酎宗韓親政斜塵腐蝕軸毎蜘札三匪密  

r  

狙撃弼粗潮慄掛醐㊦断喘酎埴  

竜奄敏郎転曲三起蕾常盈凱包よ暴圧軒感  

r  

餌起電鹿耳担軋菅敵背鮎華由乱鼠】薦だ  

陸廓だ徳竜目唐草融鮎ぼ軒意鮭醜鋸と二破折雷  

L蔑‾卦触ら島離増鮭i  

蒸腰巻日凱秤括穀鮮掛三確呵鮎世し躍  

鮮魚寄魁敦盛取払1．軒東軍包誌鳥剋轟豪藩庭  

塵儲魁≡車克轟蓮如短麒圃折鮎㌔旭阻  

旺森田l号、阿哲仁茅躍な帝陵拝謁慌し耳巨寄留  

患癖如法尊宅づ耳填惇Lた瓢牌勝助伸輔が  

恕見舞い庄廃語宅嵐鹿∴麻篭感知庵画蘭由感  

謝堅L鞋出た釦髄悶昏駐が画題拓磯野・・萄掟  

傍観者哲ち粒哲撃茫で畢昭罪イ鮮菅壁掛  

態薗両面性剋撼苛蜜唐月毎億偲彗膏東鹿越端  

銭愚鮎軸一ぬ・鞄上紅顔轟窮一頭畢恕㌔密  

口・・措宅潜皐「才一」卿雛巧認範  

喜ん瑠k人塘i一瓢匿慄卑  

嘩繭滞葡嘩噂帯常備軍  

塾真岡注解患骨二劫鮎  

私党盾健康も泰忙良知  

た革蟄摩帯畢鞋堰常備  

Lか聖た。鳶輔観が酢  

・さ靖買春鹿転な惑廟髄恵  

二草野訝藍卸毎確ゼ・鮮  

二勧善護内緒咤㌫て駕  

埼嶺密葬′駕コ薫香殖産  

愚粕患殖準・い乳塵匡  

萄貰潜増断簡葺苛も囁菅  

［敏尭］   



㈱  

廟着席葡せ  ニクーニュ ーノ耳  

顔中明結束bでお拇で長与ゴぎ小壷嘩ゝ皆洋紅幽軌封L苦建薪牢番邸軌計引こ鰯諷雷  

し甘L皐昏感ち単年軒皆接近虫類で良い牢埼あ群書すよう＃軒許♭てい毒牙貸  

卑固暇せ封＃一三諌一瓢惜  

・職歴痍藩医轟褒療車塵の癖溝宰瞭薗旺つ五咋  

欄陵蕗掛金・博断番組料叡替軽世故用札摘講庫軽用軌．檻先製品使用料祈時やぃ   

甘藷転息蜘患■Lます鞄  

♯施療農民♯莞肘鞋の耕把ついて   

特定疾患屠蘇受給者証をお持ち町方軋  

毎年望月叫眉月に更新手練きを行っ苦いただ  

い環壊弛まLた。   

今年もその時親にな町ました軌望月～ごき月  

に軍新手耗蕃を行う必盛はあ埠ません亡   

現在、国においで、平成1毎年相月l巨を目  

逓に息昔一一部負担即見直L専が焼酎垂れて  

お軋特定疾患胎席研究事業喪施賽碑由一  

酢改正が蓮められております。・特定疾患席席  

鼻緒者証田平痩1写牢鹿勒例年通り鞄要所手  

練蕃（平鹿15年五月叫缶月‡に引き続拳固年10  

月の制席改正に伴う更新専・繚音を相扱いで  

行うこむほ、患者さん旺静夫な免租を盤い竜こ  

と旺な愚ため、現在お特もの平成】4年度の特  

定疾患直球受胎者証は今年に限軋有効期  

限が憎月掛酌までに延長になります。  

・有効期限ポ「平成1百年蔓月別日」となって   

金柑壊すが－幅舟朗唱」生せ使用すること卵   

で呑ま甘。  

・受給者証にある有靡腰瀾昭訂正はありま   

せんが†病院では阜申立ま使用で呑ます。  

・例年3月に行りている継続申請にづいては、   

改塵て保健センターから轟繭があるま骨必   

要ぁりません。  

保論外料金把つ中て  

母上文事代モ消費税別）  

身体障字音診断書 1遷  5000円  

演者の種類・内密把より費用は異な事ます。  

窃設備使用代・電気代哺兼税別1  

入院嘩時に、テレビ■掛蔵庫・病寂の債属僚  

希望患れ恵方は   

テレ嘲耕   1日   140円   

冷ヰ＃使用丼   1日   1DO円   
崗癒債用窮  1日  40円  

です。入院に際LまLて、ワープロ・パソコン・  

テレビゲーム・電気カミソリ・カセぎトラジオ・  

電気線審牽嘩器など冊捷用が可能セす払電  

気製品を持ち込みぎれる場合、何台樺ち込  

ん・でもt気使用料として一日50円です。（電  

気ポット・電気毛布・ストープ・サイロン・コー  

ヒーメー卦－などは使用できませ血。）  

′ヽ  

境内触醜重昭ご♯昔   

時年11月26・白〔火）、当■膜硝化単科、斉藤  
雅雄匪師による適者・さんとご家族寮対車とした  

院内勉強会「潰虜性大腸炎佃島昔軌とご音  

族のため由病尭虹っい嘩ぷ金」研いまLた。  

弛射場著さん26岳、ご家族亭名）の方にご蓼  

加いただきました旦剋換金では斉廟雅雄庭師  

がスライドを使って、潰瘍性大勝艶旺ついて、  

その癖束助成り立ちや静廓壊忙巧いて、中で  

も治療法胡甘とつで鮎萄L轟ヤップに頂射て詳  

Lく嵩明しまL缶仕草憩よりたくきん曲者掟ご参  

加いただき、出席垂れた皆梼措熱心に耳を傾  

けてくださいました。  

勉強轟掛蕗丁簡、このよさなここ右粗に対する   

一ヽ   

入院証明書  1温  石00ロ円  

胎齢曹・証明書   1通 1引和円  
年金診断■  1通  百叩0円  



川・  

ご触垂範感動魂せ高槻封咄、  

赦津風軽薄声腎ヲ観て辟宰望鮎出し轄折忠  

恕章寮辱鞄豆埴若者軋ご翠畢に噌い常時  

脊簡虎嘩嬢‡醐韓恵も思惑ぜ潜り甜攣  
搬蕃龍ぎ慧蔑：、轟旺あ懐が立うござい・誌L転三  

琴嘩卓痩地醸轟軸咤あl頂い鶴舞尭畔  

蝉嘩御願敵嘩封唾嘩斬  

捌  

昨年壬瑚牌埠辟廉鹿横軸菅謝辞†珊貞  

が癖隼軋紳輔叫瓦醜・盤轟陸別斗耳簸臣  

訟やた＃脅帯藍血ぜ、ノ宙蟄聞知せ膏債鬼、1寵  
革瞥苦甘。こ畔ご意拙提藍■酎艶麗振舞禁  

盤轟卓ぉく弛ます華翫敢背鞋密顔色嘩オ府  

で辞貴君よ毎L鵡端師摘汰療軋  

ヰ■♯惰榔臣ついモゝ  

当l院苛臨重森榛醸鞄地象行っ富海中計れ 

入院患者呑ん杜各病♯科轟に外来患者さん  

は外来科長駐お尋ねください。  

以上ご不胴な・点は舘農情報センター（東棟  

望階ヨ乗でお問い合わせくだ卓い。  

′ヽ   

外来診察担当一覧  

月  火  水  奉  金  土  

午碑  午牌  ！ll酔 ！†三権   γ前  半枚  ′l■・前  草薙l宇．前   午後  午前   

Jヒ萄  

内 ・科  
小笠原   今♯  小笠悼   比熱  史代 

本山   ホ山  

古田   

斉藤  
消化器科   井口   

裡＝出   桂田   中井  

呼吸語和  本 田  本 出  豪・出  本 田  市 田  

循環器科  山 m  掛 山  舟 山  

墟 m  R 果  米 川  久木田  目・願   ・水中   玉置軸江  
外  科  槻督工   交代  増子   交代   

恥粥粥  

兎  
盤形外科   武備  

東  武田  東  轟 構  

高哺  

小畢郵   雫 田  畢 出  牡   安 田  密 皿 安 田  菅 田   

月見 ：利  0   Cき   

頼  稗   今 井 中 井   今 林  ー   今 非   今 ♯   今 井   

ペイン  
白 幡  凸 鱒  

クリニッタ  

刑イ外来  中 ■尾  －  中 島  －  

日印：北大か白の派遣臨が軍部・tたLます亡   



（8）  

帯揚丁曹た．と曹、とても．勤  

酎申駐印ゝ精進守と車どいヰL恵。．唖  

勒廓丑1卦卦軋画虻と東棟更階鮮観藩ゝ姓っ  

てい惑助新原卸こ思嵐計軋  

♯痍椎辞春や印す解研斡韓  

田■撃てい紙  

両方取掛恕鈷乱せい各席下痢爵息牌■拍坪群  

萄削阻引こ甘呑と、、酉裡御車閣牒塵階と  

聡車苦し患い不白線密軋  

こ軋瞳嫡触車ゆ・敵襲か亜懐斜地底礫毎堰尉  

官西棟と東棟背ちょきぎ＝→脾分地面．輔車  

新湊照覧準です。申し蹄印画緑野き  
鹿離静から軽か専たと割ま聴敷こお鼻恕宅  

だ削㌔  

■－－  ・l一一l－1二  

若草紅・J・蓮                        こ■  

轍籠配：華喋苛葺年－1計争拝察趣胡嘩櫛  

背振虹呈噸掛ヂち剋割lまL軋．軋餞市内  

酪病癖畢妊壷だ少数締菅新鋭辟牢瑚尭に  

住む槻折柄先にな．野鼻舞叫亡市った鞋王  
与太連勝結様態ん老齢敷堆内草津挺  

甜ことでし鮎北海勤ま比敵地嗅嵯葡群轟  

い上備栴嘩基うで丸工船品線聴牌皇とも  

橿滞毎丁串り苦ず寧記事に衛甘華芸者鼻卓こ  

姦恕痢磨で取り上ぼ背徳正中接い撃たご祷  

宰、せどしどLお聞かせください．附こ4  

国軍軒ご恕蔑粁Lでけ嘉す   樽沢1準用  

垂重■車と奄って、卑奉加巧  

♯別個塵鹿・と転なくな鴇色と善  

せまし患i据別科鹿封ま阿哲Lよ軸㌔  

個室など一定水準以上の痛主  

柱医療井や通♯の入院料に上  

乗せして匡♯暮を取ることが出来ますが、  

当院ではそのような「差額ペット料」せい  

ただかないことにいたしました亡   

表紙の記事にあり．ますよ引こ全室洗面所、  

風呂などの設備があり珪すが、これらの使 

用料金など設嘩■に開Lて特別に料金をいた  

だきません。他の冷蔵庫やテレビなどの使  

用料金は6～7官の療養情鞭センタニュー  

スをご菓ください【  

入院治療昔かかわらない部分の設備の冷蔵  

庫、テレビ、桔その使用代とLて、また持  

ち込み電気製品の電気代などは尭費をお安  

払いいただき生す。  

甘起直♯法人北書垂 札幌牝檎＃院   

静粛科白：外陣・内科・細血書科・呼環蓼調  

書■蕃禍・小児♯・■海外科・醸科  

♯．♯科・戯劇■嘱・■輔  

佐 商：  

札■市白石匡丈軋瞳母島8TF石♯1甘  

丁虹．ニセ11（8粥川I11  

FA夏川11（8t柑）p■拍ヰ  

変 遷；地下鉄白石れ5書出口から  

■状護り祉叫華歩5分  

ホー皐ペ←ヂ：http：／／■■▼．如沌叫川一往Oth．0rE   


