
（1．）  

エルム養生8号  

鷲 行ノ特建医療班九  

北臓分札幌北総廟個  

綱 払／広報番円ご‡  

門仕官／に 所   産  

億 ＝軌丹埴1甚隼1月且I＝   

鞋串増刊用方法密更について   

日動冊丼システムとなりました．∴駐車券を 0  

皐軋ずにおとりください。ご来院の臼的によ  

り以下のようになり重Lた。  

榊の場所とご利用時閉幕  

A 革手嶋：東棟の撒こ應愚薩畢婦   

道年 別時間ご利用1瓢ナます  

B j駐車場：西棟の積にあ各駐車場  

外賦垂締患患きん専用腱卓堵です。  

G 草書嘩こ白石肛門科■膿科南岸の声  

にあ劃駐車場   

月～金曜日：午両替時知計、■半裸耳時  

曜日 ：平和時珊トキ埴l時   

円祝休日は利用せ蕃謹娃ん甘   

〔 0 ＿外来患者さん  ♯料  

外来会計で廉廉奉鑑割引・噸荘重章Iチ、出  

庫のきい白叔精算観に由Å丸くだきも㌔  

○∴ 入院患者きんのお見舞い  

0 モの他、所用で来院された方  

望時間腫で1珊円  

臓拐増すごとに劫円づつ加井）  

東棟玄関ご利肘の甘は、l構外来に（鹿閉   

王嘩比陣は守衛卦、西棟宜酪を利川の方は、  

ヨ隈・4曙t5牌の各ナースステーションで駐  

車静に割引の認証を貴け、自動精算機にお人  

′、れください。  

0・一般客の方  1時間まで謀旧円  

（珊増すごとに100円づつ加算）   

出庫のさい自動精算醸に駐車券を入れ精算  

ください。  



（釦  

腎甜にりいて   病院紹介シ リーズニ苗打固  

経艶著監な晶轟件は、患者きん印夢二親筆  

〔親子卜兄弟、姉妹）までです。倍丑は巌蹄  

圃の移植も認拍ちれていますが、墟供印度息  

があり、強制的守な軒こと軒未一事愚衆件です。  

凝供者の串掛まと式に土胞はぁ埠ませんが、  

■ド限は如敵以上となっていますコ国学的に牡  

鹿でぁること、片寄甲簡嘩摩趣供Lても今ま  
でと変わらない生活を遇軋惑ことが条件で  

甘仕   

倭儲啓とLての尭件が満たさ軋た墳乱血 ‾ヽ  

聴牌畢租緯適合性検査なとぉ恥崎相性唐風  

遺構馨碑鋳れますu次いでト確供螢由嘩喪  

状態とくに腎臓帝劇きをよぐ謝ヰ議必層邸懐  

ります‘，韮白露など骨脱に廉常が酌Ⅴこと、  

がんや心碑病奉と畳L噴泉にかかっていない  

かピうかを検査L謹車喧簡捷札移植を貴け  

る方由健康状態守骨。   

常備を偉供．き粗品青ば全身麻酔を貴け、内  

視鏡を憶りて主に左の腎臓鮮嫡出されます中  

辛術時間は鞄ヰ時間で、起へそ政定日こ執6－  

祝由捏魔の陽が残ります（写真㌔  

司l  

外科部綻．止・殴 遠   

栄樹碍腎不全に対す有給療育乾とLて、血 

韓津軌腹膜適折由よび腎啓構耶慧があ・り  

まサ。腎藤輯には、ご家族の腎臓を昭た虎い  

甘播植する「‾生体腎移植」とぉ亡宅森射エな  

りた方鞍ご厚意かち提供者牡た腎畔を揮植す  

る「献腎藤睡」が島巧ます。   

現在、わ惑唱碍遮軒患者さんは胸裏ガ人で、  

掠牛1万人ずウ増ぇています与この中で．1万  

三千九ほど町方々が「献腎移植」を希望Lて  

も畏昔すd しかし、丁献腎移植1数は年間軌l朝  

礼加件であり、「丑倖腎移植」と酔せても年  

隙間伽醜件にすぎませんR党旗町野捷供印  

藩盟を表す「意思哀示軒⊥ド」：腫卓酎をお  

持ちにな岳万力・昏年々増加Lていますが、豪だ  

まだ少なや都撰托すや   

当院で庵「意思表示カ→ド」を常設LてIl  

ます碍で、重任窓口平癒褒情報センター措お  

気軒にお固い昏ぬせくだ尊い。  

「生体腎移植」   

腎臓はお腹の背中側にを右一っ軸、合わ  

せて壬つあります。そぬ件肯志操談サるのが  

生坪野移植です。・  

‘写真 抜糸直故  

人慌期間撞胡儲か1．日間です中側大草群  

島ります軒．通常空渦潮でいままでの盤括に、  

ヰ週開演には菰辟仕事に罷れます。   
重曹 畔辞韓堪岸畢家事カード  



刷  

憩蕗、生措常襲蕾囁措き耽てい品方嘩、托  

民梶野非醜陛帝甲方峠登録稗昭現操嘩申請  

離密謹直す亡   

羊耗告が完了きれた軌 u胡麻詰揮構皐ブ  

トワー掛野ユンピ皐Tタ一に配轟き苛tます。   

現瓜登録Lてから嘩樺粍期間が重要視峯  

九ています。｝一員拘】畔以上持株与れてい息方  

に移植を壁け碁故垂が襲いのが現状です。  

L＿■  
一■■■■  

也  

風韻鑑   

従来、腎移植が出帝ないとき加ていた血硬  

龍華道食倒、巣j胞轟球体硬化症や膠原病など  
再ネフローゼ症肝、尭蹄間冊塔絶ゃ再嘩碑  

も町髄になけまLた奮LかL、希望番組てⅥ  

晶方々のだれにでも出発晶ゎけで轟I】ません  

由思、剋当展ダγ7にご棚番くだきIl。  

移構奉告柑愚息昔蕃ふは、億博昭血液政敵  

壷隈野師町確報韓蜜以外に宵骨牌耽の検査も  

尊け卦重層が轟ねます伯また．免癌抑制剤の  

副据掛剰棒針出離こ、臼や歯の榛礁も尊け、  

間離犠苗場軸ま移植前に治療Lでおくこと  

箇囁要守華廿樺植手術は．右下腕組に朝里卜  

1呈轍ほ醇爵皮膚馨切親しで揮います脂‖。  

駒4時間車終わ軋術篠田管理は塵坤治療蕪  

宰相い諾甘¢∵軽過は患者きんによって轟なり  

ます軌遡敵調削ヶ月で可能です一入院中  

は免疫抑制剤の嘩切なせ鞋訣軌轟の制作糊  

なち酬二鮎砲虹拓軒肺鮭など串合併症が軽重  

憩い・よ引二毒まぎまな梼賛を行います偶  

′■ヽ  

育垂の亜嚇  

Ⅶ弛反応とは？」   

拒絶反応とは、自浄の件の中に異稗が人づ  

てきたときにこれ巷排除Lようとする免硬直  

応でサト細菌中ウイルスなどの連Åを紡ぐた  

めには藍軍ですが、捧植き軋た腎臓が排除き  

札たち田中ます。そこで、この拒絶反応骨牌ぐ  

ために免療抑制剤を用いた拍痛が行われます。   

拒絶反応には膵植後コケ月山内に堪こ島忠  

性拒絶妓応とそ軋比降に起こ息慣性拒地底応  

群轟町ますぅ山ず革軋平間碑櫛七母親鞘癖が  

必帯です七  

′■  

「献腎絆拙」   

「献常宿個」を尊けたtlとご蒋望碍墟昏、  

その常緑方法は、逓軒垂や療啓開七㌢ダー  

で乗っでいますdまた、移植に剖1竿帯＿い1  

お誠を帥きたい方、僅蕗に剖r雷検討睾丸甘  

いる＃は、当院の柘植コーデイ皐－一着－が相  

応いたLます。   

医学側に藤砲が可能と判漸垂れた堵昏、豊  

島月月掛二記人していただきます。骨の際」、一勝  

根底から移植につ■いての説明がありまてす由  

で、蜜問や疑問・が串・れ墓揮っ＿Lやつでキだ苫  

い。登録鋒割コロl山の中披を搾取暮せていた  

だくことと検査軸空相円および替線科・（平畢  

l了年末でユ万円）が必葬です。  

「骨格榛捷巾盛観   

感熱症とは、細菌、ウイルス、カピ（鼻面）  

など四散生物が体内にÅり、肺炎などいろい  

亭な障害を引封趣こすも碍です。健康な状態  

では、免捷の力で微生物を排除Lます凸LかL、  

免疫力郵税下Lている患者きんでは蛙染症にか  

かりヤすく。また重症化L甲すいので注意が  

必要です。辞植礫早期は人直島馨きけ、帰宅  

後は手を洗い、うがいを十凱二行いまLよう。   



（ヰ）  

ひ亡く専業暮≠モ ～ご醇軸モー加？～  

■卦出川壮与題・☆長ねぎ☆  転  
寒い苧♯、鍋働や麺亨即＝欠か耳ない長ねぎですが、日本に入ってきたのは奈良時代ごろす「日  
本書記」や「万葉♯」にもその記述があり．古〈から食されてき蕃した。   

¢注目の葉■書tO   

t化アリル  

■長廟辛み上削の床分  
玉柏ぎやにんにくにも含まれる  

・胃液由分泌香住し消化をよくする  

・ビタミン日†の吸収を高助る  

・翠薗作用  

・血行を良くL捧喜温める  

■化下l〃‖諷加  

島書■仁王われ  

七し書弓什亡．甘  

書虞廿にかゎ手  
相ち∴■払計網  

t廿■■に静架  
かせ響いさIl  

≠1   

摩周切手摩⊥予辟■一  

味噌汁に件をあたた曲る長ねぎを剖んで 
たっぷり加えて飲みましょう。コンソメ申中  

書スープにLても義味しし・です。  

よねぎ酔青い舟分  

野い部分よりβ－カロテン・ビタミン亡・  

カルシウムなどが豊富です。  

書い部・分も活用しましよう廿  

■竃：■駄牡 牛日幻おかf何にすろ 常＃許  

舛廉革寝担当「筆  
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休憩室  
酔顔畠凱療酎単式同語し腎暁L叛  

瞳凍結健態軋甘抽悉弥彦臆鞋射亘漣■酎軋準  

楽府鞄鹿帝塾轟噸変態確零菅埴竜三啓一軒帖  

暫時用．イ訪尊宅ちキー噂頓苛軸苛円班革儲侶潤鳩  
青島．L、操稚親廟車十群＋勘出廟癌円苺軒塩草  

卑せ療巌相野鮭晶腎粗輯払堕せれ腫東漸面平面  

車村営鞄価喘腰七盈専一ポー野棟数麿庸層輔撒  

千円奇襲患息伊香用韓起首せ官蘭盛用便恵転壷  

溝川査雛毒。計軋賓髄帝帯廟草野逓増帥、苛  

±控ナ前車詳隠蕗蟄轍楷敵前酷掛耳管折檻軋  

嘩→射一酌ま葬＝－蛙撫静薩寮す丑．牢・弼鮎咤．・拝啓  

愚静子悶昆とだi   

蔵L寺三尊三許「東レピ勒鮎削こ脊諷蔚亮覿端草  

に軸苦替底起鋤簾レヨ酌・：御津替盈敷島女鹿L  

癖適軸画由轟申漣暁事鶴   

己轡逓増敷牒路程草野措で奄彗、栄吉壮挙軒錐  

は毛息患廟癖鮭缶勧丸骨壷魂蕗城武並恵鮎  

「蜜瑠Lで」嘩閂皐臣「葬匪痢碍・近刊瑚川酔な  

頼御厨剛■こ作中華中億劫華南・蔓諌甥苦L善本増 

者」憩∴軸鮎虹適一兎周虻番鮎覿  

隋酎こ軟かわ苺欝庫や構軒を聴浦L号中甚儲堪  

敦盛蕃痴愚贈尊官蛸瞞地産蒋御感億親藩密  

蘇る痺替蕃嘩輔紅顔各日．触翻韓捗桝概観  

璧轟軋背輩怯1F簡捷に左た叫．昌遊歴と愚鮎   

腰畠L尭毎。医療鮭唐廟由息軽轟藍拝領首肯越  

蛮杜碍劉鼎碍ヨ・お哲郎措下痢無塵嘩す詰軋併  

軒下駐瀬蟄・喘鑑措葡敢な匝L、母、L貰製品鞋怒号  
落盤旺睦艶恵鼻盛工尭蓉L鮎喪軋ば塵鳥凱叫甜  

琴鮎鮎   

儲軌横軸熟  

慮甘蒔品：：恵射J韓王・碑H称汁官惑鎧増鮭淘塵  

んだ持密凱  

寮亡東宝真：ご厳っ義経蕗㌔鑑措恋敵二柴媚態佃く転  

L鳩旺丘軸融鴨ませ五重嵐由良ヨ塩  

基芦観み：．肝腎母音丸亀衛帆・療・毎苛輯た菅1 

親‡女王ヨ：東端鹿茸廉■！静成増思七度逓増議捌旺  

軒漆鞠密闇墟墟嵐に埼敵拍研鮎岬  

プ■毎轟針：兜腰繭書軸訊？鞋芋聞寮避囁！  

耕抹詔1朝敵鮮紅荘郎£華囁填ごL2如埴よ甘   

丁囲革辞県桔臓・計掛甜奇数車軋があ慮鞄呼儲  

先輝軸近刊ま触咤曙を摩耶環密計引   

放下誌も㌔す且智軌三束苺丘潜ず芯鱒慕う逸帯唐頼  

詳晶朝雄池應。磨虹恕薗静森組惑捧辛酎如盲。東  

紆横幕乗盈ぜ審ば措塑品ど轡永野翠静蟄切甘軍矩彗  

鼻敵背皆線量惑鞄虹掛・難聴軸1乱   

酔し新盤転塾島廟軋蒋撫・辞電蔚軸一瓢腐一  

労「群止塞覇♭享環監制．胡澗帯革準備酢牒  

炉飽記依梨経済一骨什に聞耳増！毎せ殻逝こ番1牌  

恕温重患▼日本恵偲衷だに滞葡萄酷藤野園守  

h拇一誌メ‘－肇ナ虚字止惑壷た亡とは一鮮鮎凝環、別  

府檻固守鞄卜壱ザ弥鞄∃軸昭島惑碇替ヰ増・う．藍   

墟痩地聾轟制裁正赴に加産雷・琶守暫出芽柑  

ン横森皆野舞茸練習泡璃H満席一郎瑠間断醸  

患お番軋辟藤島と出専断藍も瑚「熟√誹一藷一番儲  

馨草悪事軒癒唐息畠轟故障車愚かも払血壷も咄鳴  

翫帯締通観常任醐弼牽L阻蛙軍費軍営漕手簡  

酎蹄恕簸せ寵誌、単車患者藩鮎転担輿靡腐潮梅親  

韓密集度脚悲姦智警   

医療相哺鳶職囁蹄腐嘲泰盛く酔藍、．医療嘩  

撫鮎軸用諷恕転H摘症嶺新熟一寄島晶轍鮮藤  

島席鮎噛加島鮎噛韓淑勘尊ぜ堪琴酌鹿  

骨。酎劉茫轟申車常置野寄睦帯嘲管す壁潤  
筆龍酷添撃軒諒齢酷掛師酎鞘   

瞳草、よた正に悪感僅恕軋酌嶋津連銀加圧囲  

蹄史琶囁経常笹韓督細雪、藍叫こぜ嘩患う苛帯笹  

薮忍ぼL骨常嘩恕都塵嘲遷奥底軒端如埴煎増額糟  

粕匪酎醇弧晦軸碑嘩軒摘L，奇鹿  
に瞳雲姥塊7首領喪曹喚顛L胃痛番卵塊「漑た  

鼻緒庶転師頂焉雷瑠た克蜘：疇棄権膿轟針卦恵良  

よ上何檻忽珊華咤無痛監軸が菅軸拍∴飢1底止呑J  

′整調早産貰蔓弘  

r、  

【  

軌跡軍備謁照簡儲  

如卜彗尭確執羞封L  

帯革嘩軍票払即時  

菰野に蘭背骨蕃敷辟翳  

工轟顧耗神都酔ほ膣  

素敵も唯美な鴫   ■   

躯鞘嘩「牒J埠よ  

ヰ訪庭番靡薩捧藤蔚  

上部晶確固．野村潤一  

車掌車屈坤巧打雫宅申  

愚直應尋・丑捏漁草盟肇  

中纏す：顧痴  
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一一腰蕃僻却センターニュース一   
号臥ま介護保換を利用して、在宅生活の環境を整えるサービス由ご案内と、確定申告の医療  

費控除に？いて由伝えしますG  

喀堺ロ丁す珊叩叶けにエ♯がもー嶋軌鴫咄  

静狩串  

麺歩行神助杖  

顧研個感知倍額嫡療嘘唾ぜ軸ポ酎  

癖観相拍ト   

【細島申購入l   

直観に触乱で健府サ惑允許車酔他界中崎 ｛l  

品帝「帝脚割と昔七でい蓋す菖こ視  

ちを隙哀す晶七畳は、い雪モ席償周碗喧滴権  

藤先払も牛ただ垂、経で地域の韓軒煎ら媚相  

中私帰属L鞋唾津名ことが守轟まず。摘旨果  

敢にはl削醸利用者負担とな苺駅背部宜醇  

の限度観は毎年蛸瀞ち刷年阻で岬布円で  

す甘聴Å対象品印吉尾F巧5品目守す．  

碍膝掛け髄  

1．在宅升＃lこ封す古サービス   

在宅弁護を抒与囁駄弁再保険骨・耐用す岳  

とい別l卑なせ一組見を僅・ほち戟蓋■す詩  

牌牡風見酔＃■し出しl   

以下野崎律嘩甲碍祉日払を、鹿骨料金の軌  

周囲価格で情甥ること‾吉レン即レ1郵相轟  

ます。  

背L出L仲ンごり可吋泉晶Il  

窃車－きす   

拍埴鳳、柵胤曹連型蘭療車い刊  

砲車いす府付属品   

てタブション、電動舐助雑など）  

偲特殊杏罵ツー   

〔背綿密蕾御能管垂轟庵碍鴫相席古春  

雨盤できるものなと－1  

磋特殊ペげトの付属品   

抒サト、静軸珊由′専一、サイドレ一郎  

盛時嘩準備相見   

持場持豆卜酎増  

囁価位華蝶番  

荘辞すり〔取り付けにエ串がもlらなぃも叫  

囁特殊屁辞  

駄弁柵曲射具   

〔九浴用いす、瀞楯杓いす、．硝貴簡  

閻樹易倍増  

愈療動脚コマ一命つ欄金具  

■■ヽ   

【住宅の故犠】   

在宅盤括蕾よ牲良くす量ため  

に住宅の改嘩軒狩った壊乱い  

規正豪華用鞄壇儲憧琶避甘㌔確  

守地塀申穂所軒師部酎魂虹偏  

L密尊け鳥ことが菅鼻ます¢l帝  

袈腑は止l剖は利用者負担去年島  

訳です〕  

克掛阻静観は舟帯俸暁尊貴蛸ち  

斡でいる方一九ぁた虹加万Pほ  

でで車。ただL、要件請腫軒当  

初に比べ苫位階必上皇く由うた  



桝  

ヤ出産一時金，生癖構構雫掛三業り苦私わ軋  

包囲療保障金野大味錆付塵等比補てん馨れま  

す轡帝人と生計奇病にに甘急転病者や子供、  

奇由他宙部族酎篭乱撃恕厘席費由盛観が対象  

ですこ．  

ーり、転皆■Lた執缶拝、揮脚方円鹿骨利鞘背  

垂ま甘。  ′ヽ  

・僅圃感謝革走愚息鵜殿  

怨畢脊モ聖戦取刊・骨相＝  

由軸血附帯御地軸嘩轟臨  対豪儀頗望  

む座臥、歯科駐肺に恵乱誓た歯療費や治療葡  

藤括擾、滞華中た蜘確謹晶相隣Å禦  

綱田九常賛  
嘆廟院するための梵適賛  

箇マ㌢サージ、針、衆由費用  

鮎軋菌∴義手卜義足一校葉杜、補聴■鰐など   

の牌人禁  

圧酷間者乱付垂焼い家政婦の費用  

嘩福祉制度を利用Lでの医療費中神装具、医   

療附帯具の購入費中食栗料  

重出直のための儀用（母子手帳を牽けてかち   

新生児捨静までが対象）   

いず軋も生活骨品上背硬裳藩国苛思申史蛮  

′  
和郎い軸配な虎嘲密事増した   

ちヰ柵勝取療華嘩軒鮎丹一に由寓鞄二  

声をかけてください。  

正風毎野㌍制購耶こ瑚F愕ぼ喜網引廟酢酸併   

必需野鶴f髄密度拝峯せ鰯醜陰線輯鞋   

脊節が饗仲春弛革朝鮮駐屯吐五臓ム軸軌  

部骨蓉訂乾宅腔藩醜  

衛唯昔など町脊報告描．えて、税務署または  

確所へ申許Lてくださ・い。   2．課税対象静からの医療■控除  

こ軋ら由サー皆割こつ～－て助ご索敵車轟華  

についての不安、心配事などがありましたら、  

東地階掟端申ます樹齢輪郭拍－ま等串  

軸雛滴勧輔陀下軌㌔   

1年聞〔平鹿l了牢1月1日■㌧平成17年ほ月別  

U）に茹払甘剋醇穀静軒1昭ぎ円以上あゥた場  

合は叩万円を虚えた卦iまた性l研円以上に  

ならなくて番台斬新拝金軒の5悔配超ぇる場  

合皐田加筆対象となります。臥高来療養費  



㈱  

■■職階即鱒粧瑚譜頼長由皐阜  

耶輯如h画軸鵬頓服畑  画   
重曹朋峨毎＃蛸痙感屯事顎嵐  

画 
外出・外泊は医師の判断で決ま  

ります中草のた拇希盤古れ恩方は．  

・凰  
嘩畦声嘩藍・  

許可及摘出用鹿が必要なねけです且静観二  

重障をき出きない堵缶に認められます。  
顧盲相宿車恥   

組＝草辞  

♯破顔頭女吏i、闇華一義静銀頚臣極細際車  

由触娘蜃撼．．l．琶痛痩せ確  仙酷lヒ抽輌院の救急当稚  

けが・剋専政患当番は、次のとおりです。   

外科丑廿♯形外科   

1月芝l・日（月1   

鯛丑日麻・郡毎旧・塊1   

3月丁同 一火I・3月激白l月）  

畔純粋莞適趣捕  周覧應蝶粥   

番惑も■き墓遮罷亜噂萄1ご義和嘩♯  

・壷鮎騎副詞職血軒斬熟  

′■ヽ  

苧奉魔塵軸．垣嘩卿師準  

拠車k嘘弥塵番懐掃閻塾組、 軸勝者凱苛鞄迅奔露地：  
蘭蔚Lかi醐儲荘重曜も喪心輩b尭瞥．  
應相聞押野軸  

Jrヽ   

＿●・－・一亡＿．＿■▲  

当院では診療情報の開示、経供を行って  

います塵職員までお尋ね下さい。  
特定埠嘩故人北輝缶札幌北緯帝儲   

静樺削」：外科・；何軒・酬加柵・時政辞和楯帝静  

朴→祁児軒・鹿掛軸・眼科嘲節制・鞋  

射幅垂卜轟併  

任 鹿：＿冊師冊堰劇珊鮎印J■115二軍l腎  

丁軌 

埜 撼：地下郵l打駅与番胡□加ヰ  

環状堕≠坤の〟へ徒歩五分先手  

ホームぺ－崇：血p伽仰．b膿廿脚此叩  

棺集旗記：初雪の遅い年は税雪が早いそうで  

す。今年の各はその過りで昨年の年末寒波が  

その蕃愚続いています。昨秋に出ていた曙各  

の長期予想は外れてしまゥたようです∋今度  

は番号だと思っただけでなぜ卦うきうきLで  

きます。エルムは牛4匝悸節ご・と卯発行です。  

本草もよろL〈お願い敦Lます。観客・溝田  


