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蘭先進医療軍承認
管再建轟礫ユ惑確度施療医療起七膏摩盤蓉敵

担が少ないことで便弟ています。拉的ヨ年相
月エルム19号に詳しく紹介Lています。〕

忠臣に承認蕃艶札好意褒蘭煤陵医療模擬空し

医療保険での撰ll

r車楷此幹細胞細枠感性珊掛に塵番・血

閻匪構揺帯革硬喋費開剋師麿L痙Lた萄
こ軋は嫡覿によっ野草鑑札軋練磨囁抽粥
■■■、

宅な亀有・し或勺転売敵音盤帥亡嘩嘲純血瞥

陛聾碍方櫨陵畳ます瓜∋奇相戯静に束紺乱酔

高度先進医療に係る費用〔特別杵勧は、障
靡保険町村象にはなりません吐息背きんが自
費で負押することになります中

高摩先進陪酎二横昂億用以外ほ、健康保険

都鞄逝い肇粗野垂直揺注射Lで皿森野寵軒唐

の・一膳嘩保険診療と同様に扱わ組ます。

耽短露骨尊皇い寄韓療鉄琴音感

い毒薬蓉艶石鯛■虹転殻留守粍封‰羞薄志良亜

また、蒋別粗金部分は高額療塵費制度田村
象には壷け童せん。
婁払領収替は，税金の医療費控除を貴ける

囁軒数群十倍嘩薮鞋丑与野背二軋薄謝車「血

場糾こ必要となけますので未馴二保管してく

経緯細胞」と．い〟巧も碍密捧晦ま甘b草㌢し町そ

だきい。

耗督血醸幻触感覗そ蓉尊信＝しまり恕辛産廃

高度先進医療

卦賓敢竜巻揖二自血醸を増鮒伍一（遥下吐

島痕跡拘に融紆上蓋音曲骨轟直樹胞拇触鼻

′￣ヽ

全席麻酔を必要とLないこと、患者さん時貞

高度先進医療とは、現在■般の†葉陰診療で

骨開幕＿L甘L諾軍配血管嘩周囲に軒Lい血管

認塵ちれてい鼻医療水準を超えた先端障療技

新嘗吾て轟腎皿辟醜垂部牒轟都連局毎璃濁

術とl〆て寧駐労働大臣が承認Lた医療行為の

音草

ことです甘高度先進瞑費は、許可を骨けた病

こうな遊と、奇相酢酔に高専濫痛蕗、鮭浦
田諜焙詣ぎ碍症状が和蒔い守尊書唐音

Å工血管普藤軽骨晶ヱと掴呼垂釦唾畠野

先軸部酔由病気に有村牽せ。当院せ拝唱膏kl
轟こ爵諸法拙守甘常に高度箆遣陸嬢院展憩鼻
粗甘い革骨幣却毎碍韓郡傲拝聴と比武官軋

院のぁが行うことができます。什特定承認保

障瞑辟機関」という。）

（創

席握勝介シリーズ算出国

塵j訝j評

柄院の建物の管理をLているところが施設
課ですコ施設課の構椎は建物の端や最上のよ

【重油】：年間約ヰtOキロリットル便っていま

うに、皆様の日にあまり触れないところにあ

すら家庭に灯油を配達に乗るタンクローリー

りますコ

は8キロリソいレ人ります。この草で51台分

【病院の尭董卓】

になります凸あのタンクローリーで運ばれた

桶院は二つの建物が並んで埋っています。

重油が一週間で無くなってLまいます。

確状通りに面Lて外来診城郭門や玄関がある

【電気】：年間ヨ10万kwh使用していますコー

簡閲を東棟と呼んでいます。現状通りから見

日では馳t牡血lにな

て奥にある建物で食堂がある方を西棟と呼ん

り11）（拍ワットの電

でいます。

気スト一丁ユ仙台を

二つの建物の全ての床を一面にのばすと紳

→日中悼用Lてい

封00坪になります。円山球場で選手がプレー

る革になります。

するグランドは42邑ヨ坪ですからそ九よ拉も広

→般家庭の消費電

くなりますコ

力かちするとおお

【冷囁店請岬】

むねl

この広さの建物を管理する上で一面に心が

に相当Lます。こ

けていることはi晶」糞管理です。西棟には冷温

のエネルギーは右の写実・の東きさくらいの風

水発生器が3台あります。この薬草は宜は冷

力発電機一機分の発電量に相当Lます。

水を、冬には温水を作りこれを使って西棟全

【水割：年了万5・T・トンで一日あたり勘2恍1ト

体の玲暖房をLてt−ます。

ンです。皇抽の時に思い浮かべて頂いた家庭

東棟には蒸気ポイラ←が2￣台あり東棟の幌

に配達するタンクローリー車で一日で貴台卦

房をLています。他に病棟廊￣卜了にはエ7コン

になります。オリンピッケに電場するプール

を設置Lてありこれで冷暖房をLていますむ

が約10Hで一杯になります。

気象状況に替わせて5月中旬頃には冷房
に、JOJl中旬頃には喘房に切り替えています。
実は設備め悔龍を切り替えるこの時期は一番
気をつかいます。同じ室温に設定しでもその
時の体調や、病気町回複鼻弁で尊く感じたり
寒く感じたりするからです。また切り替えた

日から季節がすっかり変わってくれると良い
のですが、一小春日和とか三寒四温という甫嶺
があるように気象はいつも射ヒLます。この
ため毎日何度も院内の温度点検を行いこまめ

lガ哀1：一年懸垂方宜寿メートルとなり一

な詞掛二審めています。

日あた町施正方メ一軒距にな埠ま甘。こ抑ま

臓持管剖

一腹寮姪御密語脅甲億悶丑に相為します申

病院を快適な環境に管理Lてtlくためには
エネルギーが必要です。

【鹿壌l

礪檻施設が械龍巻発揮するた地位、寵耕地

′■ヽ
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旺鹿検査好も一助がきちんと管理き乱雑梓藩

危鳴物取散着

札なくてはなり蓋せん。当院では比下のよう

電覿⊥尊士

l名

脊榛盤壷布や甘い圭すれ

消備軍備士

l島

饉牡内藤婚管理に伴う点鹿−1年轟たり昭歯政

肪北村艶物点棟梁職者

l南・

コ名

消防殻骨鹿槙

ユ回

♯走化学撃作業主任者

避報酬鰊

皇国

電軋 ガス、水道、な．ど申静療に必要査も

費水結締掃

1国

萌せ当たり肝に供鎖す苺こと、ま茫湿度や濁

電宋設備で全館停電を陣う点検 1回

度などを一定に醜持すること．こ昭虻うに私

圧力容器で給湯を止胞せ行ヰ点検 掴

たち由仕事が栴院に勒帝す古池の聴展と一番

√他にもエアコンの7イルダー掃除奇説簡閲刺

ち蔚う所は、快適壷確構春当たり蕃削二感じ続

昭網戸萌黄換専も締りでい主す。

けてい恕栗雫∈とによって、柄席を蘇れる患者

l鵬醐

きん守悉療痕踊藷に気付かれないようにする

ことでせヴ、一顛幣ヴ垂冊痛があ埠まLたらすぐ

以丘命よ軒憩設態由雄持管理のために次の
′￣

−5名

架停を持ウ√た職員東和巧ます。

に対応鷺Lます鼻で融点にお知らせくだ巻い。

ポイ菅一抹土

施設部 山内 珊

手名

委員 会の ご紹介
軋暁北療病院刊ま、様相の番兵余香掛丸蛍壷でよ中山囁帝をご撮供出来るよう好めてい
ます広三申中から今酎は診療萄管理番貴会再詑申祖赦をご紺如lたし生すや

埋苛貞装

病院を瀬台にLたドラマで医師拉扮した俳

r■

着さん全て嘩牙碁盤癖確と兼寿な倉庫が必着

髄が患者昏んを前にして着港師重んに「カル

です。使い方，酷轟奔放保管相方法、など静

テ！」という場面が拙て＝垂ま甘白

廃線に隣す藩閥庵鹿家見っけ改替L官Vlくこ

看護師昏んが密師に漣L脚卦粒テで別
名診療録です．この酵嘩嘩には患者尊ん個人
個人の経過や辞楯Lた岡啓、使った茄など病

とを目的とL母野郡静措蹄管理零見合です中

睡師他人癖も由ぜはなく壷りまLた。当院

状に関する全て幻ことがか癖軋ています。ま

申ように診療科目がた〈きんあると静寮春

た診療軌ま記載Lて鼻息親だけでなく静断に

慶けた静鮒全て町記蹄とLて共有昔九て

傭用Lたレントゲン7イルムや、心電固の記

し増す斡濡た降棍碗係昔だけが見名物でも

隷壷ど関構甘鳥聾耕や付随するものもふくま

な竜．壷机患者きんも音曲てそれ杏見て、

和ま甘卓

拍席ガ軒を兢めていく遭L岳ペに屯なっ官

こ蘇ら嘩記熟ま韓陣で保存期間甲艶歌中内

啓な拗笹由ちれでいます。
卑串良月かち樹九情報保護法鞄龍和艦伴tl

ずっと育と襲い今ゃ娃静粛蹄は担当す蜃

軋まLた。．見やすぢ、ねかり甲す宣、そし
て，垂ちんと管理室姓た敏感韓を目指しで
工夫亜見ねて参りますせ

そ碍管理にばいっ・そう碍注意が必着になりま

L草色患者呑ん一九舟だけで・も選科を鮭野る

と相当な主になります。当院に来嘩着払奄思

静鞘菅優章月虫垂員長
久木田 和丘

仰

ひ亡く号柴幸≠モ〜亡細別lト

王室

身垢な■♯た古・⑯ ☆オクラ☆

一年中みかけ手すが夏場に甘緑が濃い路地軸咄回ります。日本で廿壊舶嘩っ憶ど難
産が出来る ということからこ東名が付いたと言われています。
⑳注目の崇毒価◎
オウラに青まれ

ペクチン＆ムチエ ■

オクラ特有のネバネ′くは、ペクチンという食物繊維とムチンという
たんば〈質分解酷素が含まれているから。
・ペクチン〜膿の触きをよ〈して、便秘を解消する効果がある
・ムチン
ー胃壁を保轟して、肉や魚の消化を助tナ疲労回復に埋
立つ。

古酵素は測に
弱いので空で
食べ古と劫葦
的．他でる時牒
さつと熱濡．直通
す程度に…

■■；■■故事巳￠削げ寸仁一魯 架■覆

創康薗串担当一恵

脚冊娃ザ離軌と軒よ苫一重中泉す，

味他室

153
師は知持合い鼻L吏、衛骨胱を読むと耳鼻ぼ
きと神佑Lてく鼎た。評Lい検査溜行わ托病

子供の軋親に買ヰ軍もち肇た電車碍酔秤
爵蓉骨馨見たら胡き番潜ったやせれ拙凍Lば

酎痛け払壁錘自血確守聴く武榔蝿まり

毎く再開何に暦も噂剋な蕃骨を亭に見れ轟こ

無粋で羞恵卦・甘たが￣白血病とkl与言葉だ棟が

とに熱をÅ絶た。

耳虻観誓・た中

題園地帝棒勒韓甲見場者厚か卑畢軍は商店
簡釦巨拉十離㌔医師摘埴骨嫡証動咤

子勝手に思早こん更矩−ただけで尊重で碍研究

滞りた。近所田屈−㌔謹一軍一軒ダトでrま魁

開成畢で治療威顆私軒なり長くなってい尋こ

奄くど来店者申3お人削とか討覿た軒一卜

と 冊かった中衛に我が解離ウたぎイブ野内

新政畳審軌たと垂私用も凱哺に河鹿寓尊

血掛こは丘く親電賓軸晶エーと＿屯牙かゃ鶴

酌巧守琵をう毎範L岬に軌範た毒
親風子供糾償い碍徳田では藍郵相憧

密書畠よ官厘番号は芋に丸ら殻か瑠た∋

東武虻泰盛藍費う中づ恵こだ由削主観丑に

泊顔中たび鞄克促せ何度藩礪日蓮し数ヶ月
後にはすqかり鹿宜なった論

君闘病鞍噸密葬鞋兼軸た＝畑−ドには
氏軋生年月臥性凱の他に簡裁ご割こ番号

が記藤巻親でいて、レントヂ諌撮影中樺査再

眉耗てい誓たが、平にLたチケ・声卜韓替署を

時など必ず持碁Lて開運いが車重なbl㌧￡う1三

恵ん直なく．確認する「くせ」■だげ蛙殖や丑気

確認す愚弄昧を卦す甲摘怯

先白魔部を引い女らL持田骨子偶節嘩蹄鴫

r、

華密告飽転柁Å院L、帥一癖酎無塵療
藩政恵皆野細督受持患うも、自血備に望御

き尊号だと七1剖膏難が轟藩と母こに田かけだ

顔儲店に出か婚宅も噌、自浄串艶酔上菅潮来
r

名馨掛ヂら甑た已ゼ謡コ・ぷ腐イ据串押すツ

ん院中ず懐ヒ持垣轟射ぜ、すこしま雫が癖

ずっと静ても転誓でい番所院声、恕出卦持宜い

甘叔た王n卦←ドを僻現甘退院府手練畳をし

撃た。ずっと青田凱こ碍医院骨措轟密葬蕾

に應ロに行った句轟らた穐でLみじ軋とカー

「轟七巧且痴礪」にL腎敵敵だけ酢古揖て轟

ド馨見たち柑榊御薗忙、ほん碍ぁずかず粗

尊た￠1鼻年はど蘭コンビユー軒蓉丸れ品時・に

甘い赦日義酷日病院に礫番田が散骨適嶺た島

諒解執こ沓苛憶層購濾ニヒにな勺た忠

ちょ弓ピl励弛摘龍恵那鈷璃個常軌 L

常構鞋だった敢は産院草麿斬に頼ん菅野暫
壷番号を桝田私ら匂たことが轟愚事
す尊かり贅冊電が白く鞋填てLま菅た医師

かL晶乱ほど馨苛にこだわってせ1た将にIu万
感日碍患者にを丸な煎っ・たこと伍不堪譲奄∈

ちい軸に恩赦な惑1った舟k噌、私由病覿が

と蕃乱缶革慎宙頃の融草し役が毎甜蓉填け

諭やた硝題庸庸甥づ冊屠砺謝絶掘摘出判断包

でいた匂麻酔許を轟で首苺嵐た顎や経費触わ

帯門滞館野治療功罪耐ヂだ偏番苛措滞変わら

軋．ロ嘩申壷静て歯茎から覇触捌＝拉みを確

ず区切甘嘩塵苛酎ま行かなかゃたが、串抽稗

報Lた慮た叶廓転にこやかだ嶺尭庭師蒋席が￣

東再治療はび蔦た打と＿当甘は凄ったような転

サニL巌L丈な肇た話そLて患再た抱血嫡痛

がLた岱

棒壷賛す愚といぅことになりたb考ぇて轟晶
とい唐藍で蕗癖昏た風解嘩症状に比璃すこL
違う熱がL転
換日簡宜結果碍諒闇巷間酎に行宜ヒヰ闇牒
「血液蹄病気」喝壊いが奉唱近・く碍専門病院
代行く立うに弄われた町

恕訪島廟￣医院癖隈師虹、奇癖専門嫡慌癖医

［敢盛］

㈲

一原著借辞せンクーニュース−
サ固は介護保障l．こ岱押てご説明Lます亡

高齢化牡鹿を迎え、葎た着りや静観症により舟護が必
要な方が増ぇています。弁護が遭零になヰても潤さ胤た
能力壷活かしてや重量隈申日立した寄らL畳Lたいと願
う卿壷当然です騨

また、介護す阜ご豪族も帯締モあヨたり、働告女性掛
埼加毎どに．より、豪族弁護が困難であ苺畦帝が番くなっ
ているのポ現状ぜす。舟誅性除は順番社会化L，国民

で広く蓋えあう保険です。
当院に掛、でも九曜硬筆生活相中で、酎J低下により
新開咽軌こなりた掛在宅で垣療帝政が出て重た噂と、
Å敵前と同じ生活が苛きなくなゥ守Lま毎度寿が歩くい
ちっL軒打ます。湛たち匪軒リーシサルロー中一昧患者
きん・豪族にとり耳一昔よい密葬生活を−一滴に考え机一基たいと思ウて磨りますす
囁介襟優駿申サービ哀を利用官尊番方

革帯臥ヒ約志朗削骨確揮嘩著と呼び1となたでも舟護頭定卓琶け、車支絵皿上申認麿で
あ九ば、サービス刊辟ができます。

側溝から尉恵まセの方を欺増傭糠者と呼び妻すぅヱ九毎の1引去、初老期巾露知症、脳血
管障害などの老化歩廊因とされる15種轟の軽度を持りた方が介護虻奮貴け、畢生捷以上拍

老衰でぁれば、サービ為朝用がで轟ます。
薗ケアマネージャーとば

ご本人、家族に代ぬ巧屯華弁護並足町中括・車新手躁菖蕃Lてもちえます。
軒下マネージャ＝〔介匪支援専門部軌軒下プラン告専門家冊立囁か毎春九・家族と

相敵サービ廣抵当昔と嘩連絡・調整思Lて舟饉滞−ビ耳計画偶作席を行います碩ただL、
自牙℡ケアプラン車重て息こともで畠孟す爪

当院梓ケアマネージャーがいな叫串軋他昭居宅志操草葉所木備顆Lて、席な遠藤をと
るよう心脚†ています￠
◎保険料

軌草枕保険者は年金から天引畠または、日産振替・柵付軒こよ古納付藍なってます。
常時・抵触横着は加入Lでいる匪帝保検印保痍科に上乗せLて徴収昔軋ます廿

保陰樹め由晩制匪がありますb惜廟強要減免■狂者減免・所梓舶蜘鹿・瑚櫛軌銅、群
しい鑑萌・ご晶宴相方は区蔑間喋廟年金酔、蓋冊い合ゎせく尭重い．
介護悍噴射親サーピ真には訪問サービ諷・連帯畢埴期見所L甘受け届サービス一審宅軸菅

整え晶サーピ品l施療サー、ピ耳鼻いったものが轟巾ます。各サービ式の辞L一億闇や弁護保険
嘩見直しの措異にりいて蹄今律師且膿ム．でご朝掛、た．Lます躊軌ご質問専ございまLたら療

華情朝七夕軒−まで海気韓に声恵かはてくだ割㌔。

け）

〈特定疾患医療費給者旺申更新手痛草の由知与せ〉

現在お韓ちの受給者証は9月ユ0日までが有

勒問間と・なっております。丁月〜9月に更新手
続き．町案内が自宅に郵遺きれます∋長期安静
昏れていない方中、疾患によっては検査が必
要な方がおりますので、確認L、速やかに更

新手経きを行ってください。乱丁月以降に
新渦中講された方の有効期間は翌年の9月二知

日と￣なっております。

◎介護保険制度を利用するには▲‥
′■

草

亡＝コ ⊂＝コ

（削

札l尉ヒ輸病院の救急当番

けが・親藩救急当番は、旗印とおりです。
lr
1．■■■

血話−

日

阜

月

外科丑び整形外科

ホ月
1．■．■ ■ ． 1

・8月盟■日

者聞いた申せす即師イ埠■ン㌢資七恒

・9月1ユ日

奪鞄群重量卓うで甘。帥コ嵐轟・鞄でLよぅ軌

・9月別口（金1

車L可車軸は絆甘も軒鴫軋屠・の骨L占う．鶴

・l巾月u日（壷I

︷

働亜屯且屈軋てい恵患者膏血軸庵適

・lq月別h 一月I

囲

鹿瀬転敵一軒掴≡拡一周轟抄まず。

・11月4日（金1

轟ち．前に感廟操車路面鞋現せ酷遇

・Il月旭日（金I

巨竜お加島増し義範こ蝕ま通常のお食事■

転趣向敷硬義尭勉励畢敵背屯も叩私由鮮と
L首藤習も上意草餅担ただけま甘。

軋軌．華和郎咋中軸酌薄。
弼覇済叫奇相

駐月f相

鉄由嘩港晴拍痔ぜ■ 1細胞日
11月q）バ1 キ㌢q

ll月l了日

夕リスマスバイキンダl珊暦日

固

蕪免鉛治療面脚際落莫・け青い

ま十。でもバイキンダ食を食べて

みたいのです軒…・

食草制限が畠っでも痛風癌パイキ

匡I

㌢ダ貴官、、しかも一回く与い苛毎

拍療に未皐て影響有ま趨ん。＿主治医また睦車
轟軒にご相談ヰだ巻いG

当院守は諺密情報の開示、提供を行って
額轍己：新しい一軸竃龍行さ机苺と、エルム

い嘉す∴親展妾で庖尋尭下きい∩

をおいであ岳棚かちの織り方がとても知に

なります卓外来待合軋西棟め透析寵乱

特竃医嘩法人北葡萄 札幌北嶺葡院

飼南棟のデイルームnところどこ・毎に摘院

に対する皆確からの昔善賠毒をいた

蕗凛軒円：一軸割・両村・消化器科一呼吸鯨斡簡噂静
掛㌧小児科・掛取舛斡・眼科腕前刹‥放

意見箱が酔直しであ力走す9広報誌エ・ルム

計線科‥餉風

に柑Lて「こんな情報を捷供Lで執L■中」

位 析：軋樅市什石匡＃札幌占皐岳J■日5昔1号

「あんな企画引．」などい射場な意見脅

ⅧL：qllモ鞘封mlいFÅ測IH馳51湘ヱ4
隠 避：地下鉄 1石軌5番組□から

お静吐くだ酌㌔エルム■は皆韓申こ簡見で

作られでtlます。

概容・浦田

環状通り二紀の方｛ヽ徒歩5競走手
ホームページ：hl畔伽1相加k岬u▲抑虹伽掌

