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新年を迎えて

新年おめでとうございます。2010年は寅年

(とらどし)です。虎は動物の分類種目で害� 

甫乳網ネコ目ネコ科ヒ ョウ属に属します11うと

が可愛らしい縁起物の手まねき猫などとはま

るで異なり持猛な威風堂々とした風格があり

「虎の威を借りるJとか「張り子の虎」など

と言・って使われます。

札幌北検病院は昭和60年に開設されまし

た。野球ファンなら思い出す大きな出来事が

プロ野球で起きました。その年は珍しくセ ・

リーグの阪神タイガースカ守卦布、パース、� |吋

回、真弓の強打者をそろえ俊勝し日本ーにな

り、タイガースファンのドクターが大存びし

ました。日本ーになった後は時代が変わり生

粋の阪神 タイガースファンもこの間で転|旬

し、今や日本ハムファイターズのファンにな

っている ようです。わたくしも読売ジャイア

ンツから日本ハムファ イターズファンへと変

遷してきています。

ゴルフファンならいま問題の 「タイガーウ� 

yズjから人生訓を学び、甘-のプロレス ファ

ンなら「タイガーマスクjなどを思い浮かべ

ると思います。� 

FE!との好きな人な ら加藤清正の虎選治� (韓

国への侵略出兵時の出来事で、す)ですが、現

在は朝鮮、極東にいたアムール虎は絶滅に瀕

した種になっています。� 

->休さんのユーモアの「とんちの虎」も思

い出されます。また、虎でまず思い出すのは

学生時代のお世話になった「虎の巻Jであり

巾国の兵法の奥義を記載した蓄に由来すると

されています。iti校時代に教科蓄の問題の字f 

F.JtJI虎の巻Jは売られていましたが、教師

用の教えるポイントの「虎の巻」があるのに

はびっくりしました。今でいう指導マニュア

ルでしょうか。

また、最近は医療者が患者さんに|剖かれて

符える病気のこともインターネ ットからすー派

な回答が得られ患者さんにと って今や「イン

ターネ ットjが「虎の巻Jにもなってきてい

ます。私の好きなことわざの一つに「虎穴に

入らずんば虎子を得ず」というのがあります。

危険を賭して物事に当たり新たな事実や発見

を得るように心がけています。

札幌北橘病院も I~目 |涜以米2S年が経過しまし

たが医療の様々な局面で「虎穴に入り」新た

なものを得て医療に還元できるよう 心がけて

きました。来rr年にあたり勇気を持ってヰれこ当

たる年とし、笑顔の寅年としましょう� o

院長笠井正l情� 

2 :忠者さんの権利を 尊重 し、分かりやすい医療を行L、ます。� 

3 :忠者さんの安全を保障し、快適で安心して治療に専念できる場を提供します。� 

4:高度医療を積極的に般し進めます
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医療道援窒ニューズ


医療費・介護費の自己負担が軽減される「高額医療 ・高額介護合算蝶養費制度� Jの初年度の

申請受付が平成� 21年8月l口からスタートしました。

まだこや存知ない方もいら っしゃるかもしれませんのでご紹介させていただきます� D

〈目的は?>

今まで医療保険も介護保険も毎月の支払額

に限度額を設け自己負担を軽くする制度(高

額療養費制度など)があり、それぞれ別々に

計算されていました。

医療費と介護費は両方とも健康な生活を取

り戻すための費用という考えから、これらを

ひとまとめにし、合計の支払が基準より多か

った場合は自己負担額を軽減し ようという制

度ができました。

それが高額医療 ・高額介護合算療養費とい


う制度です。


〈対象となる人は?>

同じ世帯の中に医療費と介護費の両方を支

払った人がいる方です。

費用の年傾を計算する� l年間の期間は、何

年8)i1日~翌年� 7月31日までで、 支給の申請� '

は翌年� 8)=11円からおこなうことができます。

〈支払われる金額は?>

計算方法はとても複雑でこの紙面で分かり

やすくお伝えするのはとても難しいです。

具体的な計算方法や、対象となる例など詳

しいことは東棟2階医療連携室でお尋ねくだ

さし、。

なお、 全国健康保険協会や各市町村窓口、

政府広報なとご関係機関のホームページでも紹

介しています。

政府広報オンライン� 

h叩://www.gov-online.go・.jp/usefu1/article

たとえば1: 

被保険者・被扶養者ともに� 70歳未満

で一般的な所得の場� A

一年の聞に、 一人は医療保険で� 53万

円を支払いました。もう -人は介護保

険で44万円支払いました。年間の負担

額は合計97万円になりました。

そこで療養費の支給を巾請しますと基

準額(この

場合は67万

円) を超え

た全額の� 30

万円が支給

されました。

たとえば2: 

夫婦ともに70，友以上で、二人暮らしで

す。市町村氏税は課税されていません。

年の聞に、犬は医療保険で30万円を

支払いましたη 支tは介護保険で30万円

支払いました。年間の負担額は合計� 60 

h円になりました口

そこで療養費の之給をl!J罰しました

ら基準額(こ

の場合は31万

円)をJ包えた

金額の29万円

が支給されま

した。

www.gov-online.go・.j
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この制度は、 医療費の負担と介護費の両方

の負担があることによって、家計の負担が重

くなっている場合に、その負担を軽減するた

め、平成20年4月から設けられた制度です。

船員保険(船員)、共済組合(公務員、在、ム

学校教職員)にご加入の方も対象となります。

〈自己負担限度額は人によって違う� 1>

所得や年齢によって違います。� 

I.lt帯員の年齢や所得によってとても細かく

設定されています。

年額を計算する� i年間の期間は、 毎年8月l

日~翌年7月311:-1までで、支給の申請は当年8

月l日からおこなうことができます。

〈申請から支給までの流れは� 1>

① 介護保険に中請する O

~介護保険者(市|夫町村)に中請をおこな

います。

市区町村では、 巾請受付後、「介護自己

負担額証明書Jをトド泊者に交付します。

②医療保険に申請する。

「介護白 己 負担額証明書」を添付し

て、医療保険者に申請します。� 

④医療保険・介護保険それぞれから支給を

受ける~医療保険、介設保険それぞれから、

支給額が支払われます。

※市町村・が運営する国民健康保険または長

寿医療tlJlj度に加入している方については、

① と②をlか所の窓uでまとめておこなう

ことができる場合があります。

詳しく は市区町村の窓口へご確認くださし、

初年度の申請受付が平成21年8月l日からス

タートしました

平成21年8月l日から、初年度分の高知医

療-高額介護合算療養費制度の申請受付が始

まります。

初年度分の申請については、原則として、

平成20年4月l日~平成21年7月31日までの� 16

1-か)分の期間で支給計算を行し、ます。その場

合、 自己負担限度額は通常の額の3分の4にな

ります。

ただし、� 16か月分で算出した支給額よりも、

平成20年8月以後の12か月(I年)のみ (白己

負担限度額は通常の額)で:算出した支給額が

大きくなる場合には、通常の額によって支給

額が算出されることになっています。

J-①支給額が決定される ~ I矧京保険者への申 申請期間は、� q請開始日から2

請受付後、医療保険と介護保険からの支給 っています。� 

年以内とな

額が算定されます。 11医療連携室� JII III~J J 
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外来診察担当一覧 (‘ド!JJ<;22'12!IIl lJJl hl 

円 火 水 木� d】亀叱h :=1::. 

一
午前 午後 午前 午後 午前 午i五、 午前 午後 午前 午後 子Ijil

小笠� !日1 4咋本(直)ュA'ザLヤ� )1 ぺl 凹� IJ、林(直)� .h.. )1: 八」、工，~. )-1ニ 平 里子� ~J; 太 凹松野ノ
太� ITI LI::I心7、� j1: Ihs 小笠原 十~: ノj、林(ircl 45i }II ノN )1ー里子 口交代|刷Ii|材 料 ノ� 

Ufill(XI材料)木� UI藤� n平 日早 )i1.~ :JI二 ITI '*1.11 金 詮「� 
dh/ 升ー 1早 |寸 小 杉 松 |向� 

ii'iftfri柄引
仁 藤� )11 中;]" 日id長|英 プー� fi主� I 11事� }II 判� ...l l際� }11 やl国l 型f 

Ji'回当1 野 長佐古

版組組H ，づ!'>. リ十 小笠原 太 悶 小笠原 小笠原� 
(完全予約制) d7A j十

腎1]1民内科� i ';~ キナ t、J'uiz， 十I J、Hγy;， 村� 
f¥:謝賠原病

循環器内科� 1.11 出荷 横� IJJ 儀 |間

ゴi ;~尽"t |二| ~[1 米� J11 久本:旧� 目 山IJ1.、、オぇ� }.c./ ，llzJdLlta 日l久本�  IH 王 ~口'Jt 

*F ' 
外科 坂� ITI J制 江 版111/上橋 小型y~'Í: 交代rJCl':ni

(隔選交代)
一-

官積移植州 二三 浦

整形外科
東 東� h「-E『l 4可 東� | IUJ 柿

高 梢

ノト児科 安旧 小林(良) 小林(:):1;) 安田 ※小林(良) 安� LI::I安 川 交代医I':jli
小 林(邦 ノl、林UI¥) ~ム1'1 オミ 小林(邦) (1血液外米) ※小林(J'J)

スリープ外来 中尾�  j 一 中)[: 一
〈インクリニヅウ

(弘主l'泊目1)

(羽不i 福 山 福島

沼� /5&

福島
ー

桁� t11afiIFl当 福 島

です。，11:/ローアソプ外来、セカンドオピニオン外米のため完全附句4令問日は長期フ臣日は血液外米 -※小児科:木|

・ß~\l1iの都合により変更となる I場合がございますので予めど了承く ださ い

〈外来予約電話受付〉平日のみ午前� 9時00分--12時00分
午後� 13時30分--16時00分

外来予約・変更専用電話� TEL 011-865・0201 

.予約の際に受診科、氏名、生年月 I~I をお知 らせく だ さし\) 

.日曜日、祝日は診療をしていませんc

.十ー曜日は予約診療を行っていません。

.予約がなくても診察を受ける ことができます。

.診療の際に、前後の患者さんの状態で、多少|時刻が変わることがありますc 
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イネ惣、室
本/、は東京にある大学で、教鞭をとっている。研究

講義の準備、論文の執筆、昔は整理しても片づ

けても机の上は本とメモ紙でUIのようになってし

たc 今は職場でも自宅でも机の真ん中はパソコン

が内毎(している。

その分出してくる本の抵も資料の書類、も消費す

る紙の歪も半分くらいに減ったようだ。そして睡

眠時間を除くとパソコンを眺めている時間が一番

多いという状態になった。

枚になり経!換したことがないようなだるさが続

いたO 夏パテはしないほうなのに食欲もなくなり

体重 も iJt~ った。早辿パソコンを使いインターネッ

トで 「倦怠感/体重減少/病気」と入力するの

膨大な量の{古車liが表示されたc 疑問が解決する

より不安が力11わっただけとなった。とりあえず職

場ーの診療室で診察を受けた。

症状を話したら血液を抹られた。結果が山るま

での数日間、� IJ llの言葉をパソコIi診に使われた医r:i

ンでまた制べるo rlflL液検査/lる病気の椅類/血lJ

液の帥き」不安が不安をJRき仕事がl-(こ付かなく

なっt.:.o

案の定大きな病院でぷ察を受けるように折小さ

れた。 ，fLは制í~ しい病気にかかっているようだ。

紹介された病院で医師から病名を告げられた。

医師の説明はゆっくり丁寧だったが、それにし

てもわからないことだらけだ。説明を|剖くという

よりとりあえずメモをJ.I 自宅に帰ってまたパY.る O

ソコンにしがみつく 。「リンパの{引き/化学療法/

竹髄移仙/病気の内容/治療方法/くすりの組

類/副作m/ifi船長続/関連する検査の項� H/核

査機器の種類」調べれば調べるほど、疑問jが疑問

を昨び、ただ不安だけがj脅してし、く の

パソコンのデスクトップに新規作成したフォル

ダーはすぐに病気の情械で一杯にな っていったO

土|それとともに| 分が孫ち込んでいくのがわかる� O

調べたら、 すぐにこ この病院だって分かりました
そんな11手札111. 1=1にとま った。晃の病院が� 

在、の故郷は北j毎迫のキし| その札幌にlL幌市D f1液の

病気治療に実績がある病院を見つけたのだ。

ネットの巾の「札l院jを検索する。r;巣折山/テ

レビ搭/豊平川/大通り /r時計台jそして 「ほ校

の高校/中学/小学校/友人の勤めている地冗の

会社/実家から病院までの周辺地|足IJなども 調べ

ていた。

次第に気分が落ち着いていったυ

斑で病気を治すことにしよう」そうきめて戸に11「札� 

出して言ってみた。途端に「なるようになるさj

と思うようになっていった。

羽目その事を医師に伝えると幸いに担当の医師

は札幌の病院の医師と生11り合い らし くすぐに紹介

状を書いてくれた。飛行機の窓から北海道が見え

た。東京にはない有機的な風厚、が布、を励ましてく

れている主Lカτした。

病院はすべて個雫で規lJIJを守ればパソコンを使

切持ち込まなかった。

仕事には全く関係のない歴史小説を読み、好き

な背来を聴く、趣味の本も品ち込んだ。医師や布

設師と接しているH寺以外は努めて州討の事は考え

ずのんびりとj且ごした。体制は忠かったが気分は

穏やかになっていた。

考えてみると広が初めてパソコンと接したその� 

Hからパソコンに触れなかった� LIはなかった気が

する� それは円分がrl{fにパソコンを使っていた

1えることも分かったが、そういった� 買のものは

f:

C

のではなく、パソコンに他われ常にネット社会に

浸かっていたのではないかと思った。

治療は順調に進んでいるらしい。体調もすこしづ

っ良 くなり病院内の散広や外出も山米るようにな

っ た。 窓辺に4ドの I~I 走しを!荏じ始めた凶。 突然、在、

が担当 しているゼミの学~Lが大半してやって来た。

学牛~A : r先牛.がiωl唱に帰って治療している ってflij

いました。だから折、今午のスノーボードは北海

道へ行こう ってことになりましたj 

生B: r先生、スノーボードのついでにお見舞い

に来たのではなくて、お見舞いのついでにスノー

ボ←ドに行くのですからね」久しぶりの学牛ーとの

会話に私の心カ守単む。� 

44: 「でも� …どうしてここに入院している ってわ

かったの ?J

学生c: r血液の病気/札幌/病院、 ってネ� y 卜で

よJその言柴に思わず‘大きく笑ってし まった私を

学生たちが不思議そうに眺めていた。

私は、笑いながら間もなく病気が治りまたパソ

コンの世界に戻っていくのを感じていた。� 1敏必j 
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プライズゲストがやって来るよJ子供たちにはそれ� 

I~tが来るんだろう? JI何があるんだろう」ワクワクしな

本ノ川、マスコットB.Bが現われたのです。会場は歓声と笑顔で大盛� 

B.Bは白E紹介のあと 、すぐにピアノ演奏をしてくれました。次にゴムボールを使っ

たパッティ シグ練習をしてくれました。そして子供たち一人一人にカード、キーホルダ一、

ポスターのケレゼン トをしてくれ記念写兵も撮ってくれました。

後にq-Bの演奏で「となりのトトロJIきよしこの夜」をみんなで合H品しました。� 

B.Bはプレイルームに来れなかった� 

プレゼントしてくれました。

クリスマスイブにとても素敵なプレゼン トをくれたB.Bへ…あ りがとう� O 

供たちの部原にも訪問してくれて、サイン色紙をf---



(7) 


かれました1>1>1>1>ミニコンサート
昨年10月15 1J (木)院内講堂にて、オペラ

歌手とピアノ奏者を迎え「秋のひととき歌の

ミニコンサー卜」を開催しました。� 

j寅奏して下さった4 :gの方々は、 当院に入1

院中の患者さんからのご紹介で、 今回のイベ

ントを快く引き受けていただきました。

会場には患者さんやご家族、病院職員も含

めがJ80~1が集まり、「アヴエ・マリア j や

「アメイジング・グレイスjなど、 素敵な歌

声に心癒されました。

ご来場くださった患者さんやl隊員も一緒に

合唱した 「ちいさい秋みつけた� jや「赤とん

ぼ」など秋の歌メドレーでは、会場が一体と

なりたくさんの笑顔がこぼれ、「ふるさとj

では思わず口頭を押さえている方もいらっし

ゃいました。

安らぎと感動に包まれた秋のひとときをす

ごしま� LJこO

ム回、当院でこうしたイベントを聞くのは

初めてのことでしたが、今後も季節ごとに開

催していけたらと考えています。

鑑賞希望や、演奏・パフォーマンスでの参

加希望など、お問い合わせは� 01ト865-0111

(代表)総務課 ・松浦までご連絡くださし� h

フロフィール

ソプラノ奇大手

で津橋萌子 (ミツハシ モヨコ)氏

北星学園女子高等学校音楽科声楽コース、

大阪芸術大学演奏学科声楽コース卒業、現

在北海道二期会準会員で声楽教室を主宰

ソプラノ歌手

大野あゆみ(オオノ アユミ)氏

北星学園女子高等学校音楽科声楽コース、

デンマーク王立音楽院大学院声楽科卒業

ピアノ演奏

片庭佳奈子(カタニワ カナコ)氏

札幌大谷高等学校音楽コース、札幌大谷短

期大学音楽科卒業、現在は鈴木節了ーピア ノ

教室、ライズ音楽院の講師をし、またハイ

メスアーテイスト会貝、音楽グループあみ

ゆぜのメンバーとして活躍

ピアノ演奏

今佳奈美 (コン カナミ� )氏

北星学園女寸こ高等学校音米科ピアノコース

卒業、札幌大谷短期大学にてピアノを学んだ� 
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園 峨附食飢はぷ山で噸頼蜘似め似削ば酌ま

か?料金はいくらですか?

嗣 東刺 l l脚脚叩叩+棟削附問東如附帥附仰階胤一� 

園 入院 吋附 記載 して 欲し

いのですが、どこへ行けば良いで

しょうか?

入院r[1の場合は各ナースステーシ

ヨンでお申し込み下さし、。

退院されている場合は外来受小Iで

申し込み していただき ます。

圏 外来診療の予約を…です

が、どのようにすれば良いのでし

間町

1.，...‘lこちらでお申しし� さし、、。a A干下込み� 

一一一 申し込み伝崇は会計窓口にござい

ます。付添食の料金(税込)は、

朝� 310円、 昼480円、 夜� 480円と なっています。

また、 一度中し込まれますと、途Ijlでキャン，� 

セルされた場合でも払い戻しは出来ませんので

ご了承 下さい。

〈入院中の諸費用を変更しました 〉

平成22年l月l日よ り次のよう になりました。

目IJ 後� 

TV代� 147門� 150円

冷蔵庫代� 
ト一一

電気器具使用代
『ト.� 

105円� 

52円� 

100円

50円

病衣� 42円� | 50円

函 併|診察時に出� … 談下

さい。又、お電話でも新規予約・ 予

約変更を受け付けております。

ーぅ約専用ダイヤル� (011-865-0201)へお電話

下さし、 すべて税込です。

、"院では診療情報の開示、提供を行ってい

ます。ご希望の方、開示の方法など職員ま

でお尋ね下さし、。

引'iじ医療法人Jヒ僚会 札幌北撒病院

m化部内利 ・ノト ~'Gf l ・ Wi環日日 |人l 科 ・ f手形外fI

・ ベ イ ン クリ ニ y ク ・ 欣射料!朴・ I ~:i 科

干|ー・I J1.外利 ・:11診療利� 'rJ減IflL|・人!干.腎臓移柏タ付、� 

編集後記� : {左 rvI':札IP!tih山石1J5..束十Lr限(j条 6fl15需� lけ� 

ヰ)963ラFAX:011(861.11針。(86TEL:011月に少し食べすぎたようです。前なら)肢を若て、」正お
辿:地卜 土� 駅� 5-aJ:Ii!|イ初、| I'，1寸から球状通 り交

パヅクを持っている時に指していた体電計の値が、
北の� hへ徒歩� 5分/に� T

今はお風呂に人る� l時にその値になってしま いまし ホームページ ・

g:hokuYlI-a()lh.orIwww.:/ htLPソコ ンtノ
こと|日埠り 、ママさんダンプで雪を運ぶー|雪が|cた� 

NTIドコモ� http://www.hokuYll-aoth.org/i 

に、あの日 に食べた黒豆が消費された、あの日のカ a II htlp:llwww.hokllYlト品。1h.org/c7 

松?j'11ズノ コが消えた、と思うよう になり ました。 ソフトハンク� hup://www.hof..llYU-岬� th. vorgJ

http://www.hokuYll-aoth.org/i

