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特定医療法人北検会札幌

北橘病院は、昭和60年に時

代に先駆けた「高度医療」

を提供することを目的に川

村明夫現会長に より創立さ

などがあるにもかかわらず

皆様によりよい医療、アメ

ニティを提供するため、全

国でも例のない「全室無キl1同
室化」を実現しております。
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病院のマーク

病院長笠井正晴 れました。

札幌北検病院の名前の由

来は「智は北より来る  Ji北海道」をもか

ねた言葉である「北」の地に悠然とそびえ

人々に大きな緑の木陰を提供する「検J
(エルム)の木を想定させるものです。

病院のシンボルマークは、ギリシャ神話

の故事になぞらえ医神エルメス(有名馬具、

バッグメーカーとは関係ありません)が病

魔に鉄槌を下す図柄となっております。

さて、創立後22年が経過し、この間の医

療事情も大きく変化する中で病院の診療体

制、 患者さんの権利を尊重したインフォー

ムドコンセントに基づく治療の選択権など

新しい医療へと進化してきております。 し

かしながら、 医療は行政に より大きく左右

され、そのあり方や診療体制なども厚生労

働省の医療政策により変遷 しています。

札幌北検病院は「急性期型病院」として

の入院日数の制限や看護体制の厳しい制限

また、健康・に配慮 し、全館および当院敷

地内「禁煙」とさせていただいております。

さらに、昨年度より安全確保のため病院

の出入り時の「個人認証システム」を導入

しましたO

公正な医療の提供、権利の保証、安全な

環境下で安心して治療を受けれるよう、ま

た時代に先駆けた高度医療を提供できるこ

とを基本理念としております。病院の星マ

ークである「病院機能評価機構」の認定も

受けており、さらに皆様の立場を理解した

病院へ、また医療サイドも臨床研修体制の

充実や医療スタッフもプロとしての技品、

人間性の陶冶に努めていける病院としたい

と思います。

今後もよりよい医療を提供できるよう

「道半ばjではありますが、職員とともに努

力していきたいと考えておりますので、ご

協力のほどよろしくお願い申し上げます。

笠井正晴
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ズタートに寄ぜて� 看護服新人研修感想文より� 

病棟 伊 藤さやか5 病棟谷上杏奈6

患者さんは何か不調が

あって病院に来ています。

そのことで身体面だけで

はなく 、心理面からも社

会面からも不調になって

しまうことがあります O

こういった面を考えると

患者さんの言動を素直に

受け止めることは大切ですが、その背景には

何があるか考えることはもっと重要だと思い

ます。

患者さんが「眠られない」と訴えられた場

合、ただ医師に伝えて薬を飲めるように手配

するのではなく、なぜ眠られないのかという

ことを考えられることが大切だと思うのです。

こういう「なぜ?Jを積み重ねをすること

によって、はじめて患者さ んが安心して病院

生活を過ごせたり、私たちとの信頼関係を築

くことカfできると思います。

看護師として「なぜ」という疑問を得るた

めには、 患者さんをしっかり 看ることが必要

だと思います。今日と昨日の違いなどを身体

面、心理面から観察 して「なぜjを沢山見つ

け、これをもとにその患者さんにあった看護

を考え、提供していくことができるようにし

たいと思います。

患者さんの辛いことや苦 しいこと、悲しい

ことを共感し、それに合った接し方ができる

ような看護師になりたいです。(札幌北区出身)

あいの里駅前

Yf.

私は全てが完鐘に出来

なくても要領が悪 くても、

いつも何事にも 一生懸命

な自分でいたいと思って

いますD

私の好きな言葉は 「努

力は人を裏切らないjで

す。これから初めて勤務

をします。きっとす ぐに自分の要領の悪さや

出来なさに涙を流すことになると思います。

けれども努力したことはその場で結果になら

なくても、いつか良かったと思える瞬間があ

ると信 じていたいです。その瞬間のため、患

者さんのためにも、そして自分のために諦め

たくありません。

私は外科病棟を希望 し、� 6病棟に配属になり

ました。実は外科は学生の頃に最も苦手な分

野でした。実習でも 「もっとこうすればよか

ったjと心残 りに思うことがたくさんあ った

のです。でも、好きなことを好きなまま頑張

るより 苦手なことや心残り な事を頑張って乗

り越えて成果が山たときの方が喜びも大きい

だろうと考えました。自分の苦手な分野に取

り組むことは不安も恐怖心も大きいです。け

れど自分に負けることだけはしたくありませ

んO 新米の私にとって、 患者さんは最高の教

師です� 感謝の気持O

ちを� ち、 誠心誠意

看護 を行 ってまいり

ます。(秋 IE県出身):J

きりたんぽまつり
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7病棟村上あいみ

幼い頃、祖父や

祖母が常に入院生

活をしており、私

の休みの記憶と言

えば病院であっ

た。担当の看護師

は常に笑顔で祖母に微笑みかけてコミュニケ

ーションをとっており、祖母も毎日笑顔であ

った。「人が笑顔になれる仕事は素晴らしい」

「少しでも人の力になりたいJという思いが芽

生え、 看護師になろうと決意した。

この1週間の研修では、接遇、 実技演習、な

ぜ看護師になりたいのか、自分の思い描く 看

護師像を グループで考えるなどの機会があっ

た。私だけではない、他者からの意見や考え

を聞くことができ、「看護」をいろんな視点か

ら考え、 見つめ直すこともできた。皆が看護

師になりたいと思っていた理由は様々であっ

たが、共通しているのは「人のためになりた

い」という気持ちだ、った。

私を含め、この気持ちをいつまでも忘れず

にいなくてはいけないと思った。原点カfあっ

てからこそ、意欲的になることや、患者さん

に良い看護を提供しようという気持ちになれ

るのではないかと思うからである。

毎 日、今日の自分の看護は患者さんにとっ

て良かったのか、もっと(也にできることはな

かったのか振り返りながら考え、 看護につな

げていける看護師になりたい。

最後に、幼い頃思い描いていた看護師像を

忘れず、なぜ看護師になりたかったのかとい

う気持ちを大切にしていきたい。

(札|幌市清田区出身)

2病棟横山麻里

新人研修でのお話

で、 看註科長が「患者

さんは病院に来たくて

来ているわけではな

い。入院だって本当は

したくはない。そうい

う患者さんの視点で考

えるとサービスの種類� 

は患者さんごとに大きく異なるのです」と話

されていました。教科書にはない患者さんか

らの言葉の重さを改めて考え直すことができ

ました。

自分向 身の患者さんとの関わりとして、入

院生活を送る患者さんの心境や今何が必要な

のカ、というアセスメントをじっくりたてるこ

とで生.活しやすい環境を提供していく大切さ

を学習する良い機会となりました。

また、働くようにな ってからの講義で、先

輩方や他の医療技術者の方に積極的に質問や

声かけをし、 疑問に感じる気持ちを大切にし

て、何事 も先へ延ばさないようにしようと思

いましたo

私は、疑問に感じて質問しても、「何故こん

なことカfわからないのか」などと思われるので

はないかと考えてしまい、疑問を残してしまう

傾向があります。しかし、今回の講義で積極的

に学習することは自分白身の向上にもつながる

が、何よりも患者ーさんのために良いつながりと

なることを学ばせていただきました� O

今回の学びと、初心の決意を忘れる事なく

これからの看護に活かし、 理想像に近づける

よう 精一杯頑張っていきます。

(北広島市山身)

平岡公園 北広島駅前� 
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一療養倍野センターニューズー 

高齢の方を対象とする施設や住居をシリーズでご案内しています。今回は「グループホ

ーム」についてご紹介します。� 

1.グループホームとは

主に認知症の方を対象とし、 5~9人ほど

の共同住居の形で、家庭的な雰囲気の中で

生活をおくる場です。� 

2. 入所できるJjの条件

介護保険において要介護認定を受けてお

り、認知症の状態にある方。

共同生活をおくることに支障がなく、他の

人に怪我をさせる行為をしたりしない方。� 

3.サービスの内容

食事の支度や掃除、洗濯などのほか、レク

レーションなどを皆で一緒におこないます。

この家庭的な雰囲気の穏やかな生活を職� J

が補助し支えます。居室は一人部屋で、す� D 

4.利用料金

介護保険の要介護度や居室の大きさなど、

施設によって様々です。

*目安*

家賃34000円 ~50000円 食費� 42000円~�  

45∞O~-j 共益費 15000円 ~18∞o円

このほか、介護保険l割負担や、 身の回り

の目別品代など購入費、寒くなると暖房費

程

一

躍

一
時
二

睦

施設の設備例

がかかります。このように料金は施設や生

活の状態で変わりますので、 詳 しいことは

各施設または療養情報センターへお問い合

わせ下さし )0  

5.申し込み方法

直接施設へ連絡を取られるか、 当院療養

情報センターへご連絡ください。

入所の申し込みの前に見学していただき

ます。次に病状などの情報を施設へ提供し、

入所の検討をしてもらいます。もし、お部

屋に空きがない場合は順番を待つことにな

ります。

グループホームは白石区内に約� 20箇所あ

ります。ご不明な点や詳 しい内容につきま

しては、 東棟� 2階にあ ります療養情報センタ

ーにお問い合わせく ださい。また各グルー

プホームにも相談員がいます。そこでも問

い合わすことができます。

次回の高齢の方を対象とする施設や住居

は「高齢者共同住居」 についてご紹介いた

します。
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小児慢性特定疾患治療研究事業のご案内

高額の医療費がかかると「高額療養制度� Jや加入している健康保険の制度で決められた

金額以上は支払わなくて良いことになっています。� 18才未満の場合はこれに加えて「小児慢

性特定疾患治療研究事業� Jといっ制度があり大人に比べて戻る割合が多くなります。

当院は今年四月から小児科病棟を新設いたしました。これにともないこの小児慢性特定

疾患治療研究事業についてご案内いたします。

1.小児慢性特定疾患治療研究事業とは

慢性の疾患により長期の療養を必要とし、

さらに医療費の負担が大きい疾患を対象に、

医療費の軽減をおこなうとともに治療の研

究を推進する制度です。� 

2.対象

下記の病気で治療をする方。該当する場

合は医師または看護師がお知らせします。

なお、� 18歳に到達した時点で引き続き治療

が必要な場合には20歳未満まで延長するこ

とができます。

対象疾患

・悪性新生物-慢性腎疾患・慢性呼吸器疾

患・慢性心疾患・内分泌疾患-豚原病・糖尿

病・先天性代謝異常・血友病等血液疾患-免

疫疾患・慢性消化器疾患-神経、筋疾患� 

3. 申請方法� 

I 交付申請書� 

E 世帯調書(国民健康保険加入世帯のみ)

適応となる場合、医師から連絡を受け

た当院療養情報センター職員がお渡し

いたします。

田 小児慢性特定疾患医療意見官


医師が作成します� D
 

W 	同意書� 

4でも紹介するように、この事業は治

療の結果などをもとに研究をおこなう

基礎資料になります。これに対しての

同意書です� O 

V 健康保険証の写 し

お持ちの保険証のコピーです。� 

M 所得税または市町村民税額証明書類

※所得税課税額が� 0円の場合は、市・道

民税証明書を併せて提出してください。

所得に応じて補助金額が変わります。� 

4.同意書の内容

(文、抜粋)

申請書に添付された医療意見書は、この

事業の対象 となるかどうかの判定に用いら

れると同時に、 当該疾患の研究のための基

礎資料として使用されます。

また、札幌市で実施する先天性代謝異常、

内分泌疾患、悪性新生物、慢性消化器疾患の

集団検査の有効性を検証する研究のための基

礎資料として使用される場合があります。

なお、 医療意見書の使用に当たっては、プ

ライバシーの保護に十分配慮 し、研究以外の

目的には一切使用されることはありません。

申請後は 1~2ヶ月ほどで小児慢性特定疾

患医療受診券が交付になり窓口で支払う 医

療費が減額されます。交付後は病院窓口ま

たは療養情報センターまでご提出いただく

ようお願いいたします。

札幌市では乳幼児の医療費は初診料だけ

の負担です。当院ではこれら各制度の適応

を見極め一番負担が少なくなるようにして

います。� 
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体徳、室
私は青森県にある小さな町で育ちました。祖母

は看護師で町の診療所で働いていました。私には

優しく仕事でどんなに遅 くなっても夜寝るときは

いつも本を読んでくれました。

その影響で小学校に行くようになると楽しみは

町の図書館で本を読むことになりました。ある日

「ナイチンゲールjの伝記を読み、祖母の仕事の尊

さを知り、その頃から「看護婦さんjになること

が夢になりました。

少し離れた大きな町の高校に通うようになった

ころ、祖母が病気になりました。 重い病気で高校

がある町の病院に転院しました。

毎日放課後にお見舞いに行きました。そこで看

護師さんの献身的な姿を見て、いっそう看護師さ

んにあこがれを抱き ました。病気が落ち着いたあ

る日「わぁも、おばあちゃんとおんなじ看護婦さ

んさになりてえなあ」と言うと、祖母はどうして

看護師になったのか、 看護帥はどういう仕事なの

かを話 してくれました。そして話の終わりに「看

護師さなる まで、うれしいこと3回あったあ、 学校� 

よりも看護師として働ける能力を維持することは

もっと大変だと思いました。婚 しいことは学校の

合格と載|問式の2回だけ、 看護師として忙しく働い

ているうちに祖母から言われたことはすっかり忘

れていました。

就職してl年が経ちました。少しまわりが見える

ようになった頃、ある患者さんが入院してきまし

た。私の話しかけにもあまり 答えてくれません。

学校で習った患者さんとの接し方について全ての

ことが役に立ちません。病気になったこ とによる

環境の変化で身体的な面ばかりではなく心理的な

面で戸惑っているように思いました。私は努めて

笑顔で接し、看註師として何ができるのか真剣に

考え、患者さんと一緒に病気を克服しようと考え

ました。

少しずつうち解けてくれた患者さんは様々な検

査や大きな手術を乗 り越え1ヶ月ほどで全快する事

カfできました。

退院の日、家族と一緒に部庵にいる患者さんが

いました。入院した日とは見通えるように違って

若々しい顔をしています。在、を見ると歩み寄って

私の手をとり「あなたのおかげで病気を治そうと

いう勇気をいただきました。ありがとう。お札を自I11さ合格したどきだべ、賊� 式(看護帽をかぶせて

もらい、 看護師としての決意を新たにする儀式)

のときだべ、それさ…最後は秘密、 したばってそ

れがーッ番うれしいなあ」と言いました。

進路は札幌の看護学校に決め、そのときから猛

勉強を始めました。受験した看護学校は高い競争

宅で合格したときは祖母の言うとおりとても嬉し

かったです。

その年の秋、ろうそくの明かりの下、 先輩看護

師に帽了ーをかぶせてもらいナイチンゲール精神を

唱えた時は、うれしさより 看護師としての一歩を

踏み出したという緊張で足がふるえました。

本格的な臨床実習が始まると小さな頃の夢とは

遠い大変な毎日が続きましたO レポート、勉強、

テスト、やってもやっても次から次へと覚えなく

てはならないことが押し寄せます。机に向かって

いたら知らない聞に朝になっていたこともしばし

ばでした。

卒業や、 国家試験、 合格発表、就職、こういっ

た出来事は忙しい合同に過ぎていき、働き初めて

からも 目の回るような毎日でした。勉強は学生の

時だけ、と思っていたのに本当の勉強は仕事に就

いてからだと分かつたのです。 看護師になること

言いたくて待っていたのjと言ってくれましたO

その日おばあちゃんに電話しました。「今日、 嬉

しいことあったんず。忠者さんからありがとう っ

て言われだんずj一気に話す私に黙って向いてい

てくれた祖母が「三回目の嬉 しいことだな。いが

ったね。 看護師さんさ今Hなれたんだね。ばあち

ゃんはそれが熔しくた まらんねくて、だはんで看

護師、辞められねんずや。 いがったねえj と言い

ました。

電話だから見えないはずないのに、在、は何度も

何度も大きくうなずきました。� [敏克]
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嗣 退院時明書をお願い山�  

1¥::1&1のですが、窓口はどこでしょうか。

，--一、 退院するときに文書をご請求の� 

IAI場合、病棟のメデイカルパートナ

ーー ーが承ります。できあがった文書

は外来受付でお渡しいたします。 退院時以外

でご請求の文書はすべて外来受付で不りま

す。� 7日以内に出来るように手配し3たします

が、お早めにご請求くださいますようお願い

いたします。

嗣l ‘忌~‘ l の頃予防接種をしていますO それ
ーーー でも麻疹になってしまうことがあ

ると聞きました。麻疹の免疫はどのように確

認したらよいですか。� 

r一 「 過去に麻疹ワクチンを一度接種� 

IAIしたこと山場合は、麻疹抗体

』ーー'価血液検査を行います。

検査料は初診の場合は5，300円、再診の場

合は3，3∞円となっております。

固 い?ff;附は山うになっ て�  

r一一、 外来患者さんは、無料となって

IAIおります。また、お見舞岬 で病

、ーー 院にご用の方は、最初の2時間1∞円、

以後30分毎501-Yです。東棟の方は外来会計、

西棟の方は各病棟窓口で認証をお受け下さ

い。認証のない場合は、最初の1時間300円、

以後30分毎1∞円となります。

外来診察担当一覧

月 火 水 木� 1tr:、h t 
午前 午後 午前 午後 午前 午後 ノr.前 午後 午前 午後 午前

内科
小笠原 小林(直) 笠 井 中 回 小林(酎 笠 井 笠 井 平野 小笠原 太 田 松 野

平野 和 田 平 野 里子 口 小笠原 安本�  d、林(直) 野 口 今井 平日 田� [交代制]
血液内科 太旧 今井�  b.. j干 安 本一7

中� 13] 

工� J躍� J11 キt E量 口 て 藤工藤�  J11 村 工藤 露 口 J11 キす 高野

消化器科� l河 野 長令 木 幸吉 木 夏井坂 鈴 木 夏井坂 主令 木� 
(15:00~) (1 5:00~) (11 :00~) 

腎l廟内科� I翠 村 津 村� I事 村 津 村
代謝結尿病� (11:00~) 

循環器科 山 出荷 横� LlJ {謡 |司

玉置 目 黒 米川 久木田 日 黒� *戸 玉 商 堀江 久木仕| 士E 邑! 水 戸

外 科 市 井 堀江 小野寺 津 肝|� l史代市J]
[隔週安 j~ J

←一一� 
}jr 東 ，'E:J 骨時量 武 東� (I:b楠

整形外科
回

トーーー
高橋 (予約)

小児科 小林(邦) 小林伊1)) 小林(邦) 小林(邦) ノト 林(良) 安 田 安 代
安 田 小林(良) 佐 藤 安田

眼科�  O O O 

歯 科 旧村 田村 田村�  i 田村 問村 凹村

中 尾� i 中尾�  j 一
:北大からの派遣医が担当いたします。眼科は予約制となっております。� 11じ0 



でお尋ね下さし、

(8) 


病気ω予防・治療と食事� ~メタポ'1・vヴシンドロ-b⑨~

2006年の流行語にも選ばれたメタボリツクシンド、ロームについて、シリーズ、で解説いたします。動

脈硬化を引きおこす様々な因子が重なり危険性が高い状態を「メタボリツクシンド、ローム(内臓脂肪

症候群)Jといいます。

おへそ周りの脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があります。まず内臓脂肪がたまり、おへその周りが

男性で"85cm女性で~90cm以上になるとメタボリツクシンドロームの予備軍になります。

これに下の表のなかから2項目以上あてはまるとメタボリツクシンドロームと診断されます。� 

40歳""'74歳の日本人は男性の2人に1人、女性は5人lこ1人がメタボリツクシンド、ロームを強く疑

われるかまたは予備軍と考えられています。当てはまる方は、何よりも過剰な内臓脂肪の解消が

大切で適当な運動と食生活の改善が必要です。

メタボリツクシンドローム診断基準� 
-8学会策定新基準(2005年4月)一

男性孟85cm

女性孟90cm

(内臓指肪面積男女とも孟 100cm2に相当)

腹腔内脂肪蓄積

ウエスト周囲径 メ
タ
ポ
リ
ツ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム

不健康な生活置慣
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高トリゲリセリド血症 と150mg/dL 

かつ/または

低HDLコレステロール血症<� 40mg/dし

代謝の異常

アディポサイトカイン分泌異常

糖尿病合併症� (人工透析・失明)等
脳卒中、心疾患(心筋梗塞等)

収縮期(最大)血圧 ミ130mmHg

かつ/または

拡張期(最小)血圧 と� 85mmHg

|空腹時高血糖 と110mg/dL
※書考資斜 今後の生活冨慣備の対賓の惟� i畠について(中間とりまとめ)

平成17年9月15日厚生将学審隆会値廠噛進栄妻都会

次回は『メタボリツクシンドロームの予防・解消の具体的な方法』です。栄養課

当院では診療情報の開示、提供を行ってい
特定医療法人北検会 札幌北橘病院

ます。ご希望の方、開示の方法など職員ま

診療科目 :外科・内科・消化器科・呼吸器不| 

f盾:i~1 ~{f科・ 小児科・ 42形外科・眼科

麻酔科 ・放射線科・ 歯科

編集後記 :オホーツ ク海から北海道に風が吹

き、リラ冷えが文字通りの札幌です。

今年も真新しい制服に身を包んだ新人職貝

が仲間入りしました。天気と は関係なく北

総病院は「いつも暖かく」を心がけます。

エルムは季節ごとの発行です。ご意見、投

回'(賓稿をお待ちしています。

、工
よ 
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TEL: 011 (865)0111・FAXOll(865) 9634 

交 通� :地下鉄白石駅� 5帯出口から環状� jillり

北の方へ徒歩� 5分左手

ホームページ� :

)¥ソコン http://www. orghokuYll-aOlh.


NTIドコ モ� http://www . - i
hokuYlIaolh .org/


a u http://www. - el
hokuYlIaolh.org/. 


ソフトノ可ンク� http://www.hokuyu-aoth.org/v


所 :札幌市白石区東札幌� 6条� 6 r目5番� I号� 

http://www.hokuyu-aoth.org/v
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