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新年度を迎えて

院長笠井正晴

寒暖の変化が日により 異なりますが新芽が

吹き出す春が訪れましt:.0 昨年度(平成20年

度)は札幌北検病院もいろいろな変化があり

ました。

入院時にかかる費Jtjの入院診療報酬制度も

従来の出来高市IJとは異なり病気の種類や治療

IJ--

度になってからも患者-さんは不利益を被るこ

内界によ り一 日の診療費}が定ま っている� 

DPC [包括医療制度]となりました。この制

とな く従来 と同様かあるいはそれ以上の治療

を受けることができています。

また レスト ランにたとえますとミシュラン

の星マークの証となる病院機能許価機構の認

定を受けました。5年に一度の審査で10年前

に初めて受けてから今回は2度日の更新にな

ります。今回は病院の機構改善や患者さんへ

の安全サー ビスを以前にもまして取 り組みま

したu 近年は医療の形態がl人の忠者さん

に対 して l 人の主治医という7f~ではな く 通常

はチーム医療 という形態をとっております口

また当院は急性期型の病院で、ヤー均入院本院円

数も� 19円未満であり厚止労働省の基準認可に

合致した|室煉体系をとっており療養の必要な� 

}j"fこは療養型病院をご紹介しております。

そして、昨年12月より免疫細胞治療センタ

ーを設立し小笠原正浩医師がセンタ一長とし

て白 血病やさまざまな柑に対するワクチン棟

法と自分の細胞を取り出し活性化 した免疫細

胞を組み合わせた治療法を全国に先駆け開設

しました。抗がん計IJ療法、放射線療法、外科

手術療法などに加え免長細胞治療を病気の種

類や状態により 適応を決めて行えるようにな

りましたO 現在のところ免疫細胞瞭法は保険

の適応はなく自費診療となり予約;I}!Jで、行って

います。また、療養情報センタ ーは「医療連

携寧」の開設により 、組織と して医煉辿携室

に含まれ患者ーさんの相談に対応し ます。

今年度平成21作4月より麻酔科の沼津1虫絵

医師jが癌による痛みなどを緩和するペインク

リニック外来を始めました。現在は週l回水

曜日午前の予約制 となっております。

今年度も新たな試みを取り入れて患者さん

にと って少しでも快適に より良い治療を受け

るこ とができ ますよう職員� 1司努力して まい

ります。

札幌北検病院基本殻針・
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ズタートに寄せて 看護fIifi新人研修感想文より


吉田和代
外来 まだ、何も出来ない新人の私ですが、先輩� )J

(札幌市厚別出身) のその思し、を少しでも共有し、一日でも早く看

学生生活を卒業 し、 護師としての責任を持たなければいけないと忠

いよいよ看護師として いました。

スタートをすることに

なりました。 間もなく 、現場に出て看護� nmとして患者さん

はじめの一週間は私 と直接向き合う立:r}jjになります。「教えていた

たち新人看護師の為に だいたことをきちんと出来るのか、出来なかっ

教育プログラよが持lま

れ、看護技術の基礎的な部分から、作業手� )11買の

根拠まで峨々な講義をしてくださいました。

講義の指導者になってくださったのはこの病

院の先輩方です。先輩� J]の説明は丁寧でわかり

やすくプロの講師の様で、した。

そんな中、ふと「これだけわかりやすい講義

をするためにどれだけの準備や時間がかかった

のだろうJと思いました。

先輩方は私たちを大切に思い指導 してくださ

います。そんな先輩方の思いの先に自分たちと

同じように大切に看護して欲しいという思いが

こも っているのだと思いました。

たらどうしよう」と不安な気持ちで一杯です。

でも患者さんを第ーに考えることは忘れずに働

いていきたいで、すO

自分の行動が患者ーさんにと ってどうなのか、

安全なのだろうか、正確なのだろうか、患者ーさ

んの不安や痛みが少しでも手nらいでいただけた

のだろうかを常に考えて行動していきたいで

す。そして、迷ったり立ち |卜ーま ることがあった

ら先輩の皆さんにどんどんお聞き して教えてい

ただ、いたり、他職種や同期の背さんのブ� Jを111:り

なカfらカfんばって行きたいと思います。

野幌百年記念塔
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曾岡崎香 �  
ICU 

(稚内市出身)

今年の春から札幌

北橋病院の職員とな

りました。ずっと夢

見てきた看護師とし

て{動 くことが出来、

今、期待と不安でいっぱいです。

私はICVの配属を希望 しました。晴れて希望

部署配属となり、今後自分はどのようなことを

学ぶことが出来るのか、どのような看護師に成

長 していくのかと不安もたくさんありますが、

やる気に満ちあふれでいると言った感じです。

まだ、何も分からない、何も出来ない看護師

のたまごですが、これから先輩や同期からた く

さんのことを吸収していきたいと思います。

そして、 学生時代に得たたくさんの大切なも

のを胸に、初心を忘れず、 自分の夢を実現して

いきたいと思います。

これからたくさんの半いことが待ち受けてい

るでしょう� O 一つ一つの問題に しっか りと向き

合い、乗り越えていき、 一つの経験として自分

のスキルアップにつなげていければいいなと思

います白

これからたくさんの楽しいことも待ち受けて

いるでしょう 。一つ一つの出来事に感謝 し、 フじ

気になられ)~院される忠者さん一人一人の笑顔

を宝物にしていければいいなと思います。

また、忙しい毎日の業務の中でも 、優しさを

忘れず、� j者さんの心が癒されるような、心にt

残る看設を同指して行きたいです。

誇りを持つ� '

て、連J持-11b

ブJを忘れず、

一生懸命{引き

たいと思いま

す。

恵庭公園

大橋佳代子�  
2病棟

(恵庭市出身)

学生時代の病院実

習では消化出浜忠の

患者さんを受け持た

せていただくことが

多く、就職したら消

化部内科での勤務を希望 しまし� t::.o新人研修の

一週間が済んで、明� Hから希望通り消化器内科

病棟に行くことになりほっとしたのですが、そ

れ以上の不安でいっぱいです。

社会人になると言うことは、 学生とは追い責

任を持って行動しなければいけないと考えてい

ます。このためには'市に 白覚していなければい

けないと思います。

でも看談附� jとして向覚するとはどういう事な

のか、まだはっき りわかりません。

在、は人と� |刻わることが好きで、人の役に立ち

たいと思い、この道を選びました� c だから、患

者さん一人一人に、思いやりと� f会しさを忘れず

こ関わっていきたいと思います。

それと、 忠者さんの安全安楽を第一に与えら

れるにはどうしたら良いのかを一つ一つ教わ

り、学んだことを実践していけるように努力し

ていきます。いつも忠者さんのことを第一に考

え、相手の立場に� ilって行動していけるように、

人の気持ちを1里解できるよ うな人になりたいと� 

jtlし、ます。

こうした事の積み重ねをしてし、けば、いつか

看護怖としての自覚はどういう事なのか、見え

てくるような気がしています。

毎Uの生活で‘は、患者ーさんに笑顔で挨捗で

きるように向分の体調管理に気をつけます。

知識やJ:!dil'はこれから覚えていかなければlf

いけないことばかりですが、 早くそれらを向

分のものにして病棟のん-達に負担をかけない

ように、がんばっていきたいと思います。� 
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医療連携窒(/8.療護倍野センターjニューズ
『知ってよかった介護保険~利川の仕厄とその内容寸

医療連携室では、患者さんの暮らしに関わる相談をお受けしています。その中で、今回は介

護保険についてご案内します。

介護保険制度は、病気や認知症になってしまった時にできる限り自立して暮らすこ とができ

るよ うに、 そしてもしも介.5菱が必要な状態になったときに、みんなの力で支えていこうという

しくみです口

介護保険の対象おは� 

①65歳以上の方� 

②40歳から64歳までの特定疾病(※注1)に

該当する方で、それぞれ、介護や支援が

必要な状態であると認定された方です。

お住まいの地域にも、 必ず介護や福祉制度

についての相談窓口があります。ぜひ、ご活

用 ください。

く相談窓口 :札幌市の場合は各区役所の保健

福祉課、またはお住まいの地区を担当する

「地域包括支援センターや介護予防センター」

になります。連絡先一覧は区役所でお尋ねく

ださし、。市外の方は、各市町村役場の福祉課

になります。〉

※注I:がん末期、関節リウマチ、筋萎縮性

側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨組しょう症、

初老期の認知症、パーキンソン病、脊髄小脳

変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮

症、糖尿病性神経障害 ・糖尿病性腎症及び糖

尿病性網膜症、脳血管疾忠、閉塞性動脈硬化

症、慢性閉塞性』市疾患、変形性関節症

具体的な例一1

コAさんが介護保険を利用すると…

【介護保険の申請]� 

65歳以上なので介護保険の申請ができま

す。ひとりで区役所へ行けない場合は、介護

支援専門員(ケアマネジャー)が代わ りに中

請の手伝いをすることもできます。かかりつ

けの病院の相談員や、地域包括支援センタ ー

にご相談くださし、

{身体介護1
介護士(ヘルパー)が、病院の受診や買い

物、外出のとき に付き添う ことができます。

{生活支援]

食事の準備について、一緒に調理をしたり 、

栄養バラ ンスのよいメニューを考えるなど、

ヘルパーがお手伝いじます。

11が不信Eわ。

食事奄作るぬ毛抗つくろに

砂っ"C~e し・・・
子供l歩進<1こ佳ん苦いZ

毎回前世話に砂れ砂いし、

毒事んか心細い感じカIt~ る・・・ 

~ 

Aさん76議(糖尿病、高血圧症)

最近、ひとりで偏院に行く白� 

‘

.-

【通所介護� (デイサービス)1 
施設に通って、入浴や趣味活動などのレ ク

リエーションに参加し、孤立やひきこもりな

どの予防をします。
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具体的な例-2

コBさんが介護保険を利用すると…

[介護保険の申請] 

40歳から64歳までの万は、初老期認知症や

脳血管疾患などの老化が原因とされる病気

(※注1)に限り介護保険の利用が認められま

す。この場合Bさんは脳梗塞の既往があるの

で申請ができます。

[福祉用具貸与}

歩行器や手すり、スロープなどの補助用具

をレンタルする ことができます。また、 事前

のl宇lし出にもとづき、段差の解消や住宅改修

のための給 、ffも受けることができます。

[通所リハビリテーション (デイケア)1 
老人保健施設や病院などに通い、リハビリ

を中心にした運動を行い、心身の機能の維持

凹復を凶ります。

高院を退院しel多古川l官、
足元自It~1事っか好い母壱
ひとりi震に残しZいるぬ

か心配。

日中、誰志介護寄る人力1


い好いし、

吋れビリ:己毛う少し官S
 
E局いいぬだけど・・・
 

Bさん63歳(脳梗塞後)の同居の

[施設サービス]

必要に応じて、介護老人保健施設に一定期

間入屑し、リ ハビリテーショ ンに重点をおい

たケアを受け、機能訓練を行います。

く〉以上の内谷はあくまで参考例です。実際の

利用には、介護保険の認定結果や利用できる

時期、サービス計画によって個別に内容が変

わりますのでご了承ください。また、今回ご

紹介した以外にも、介護保険を利用したサー

ビスの内容や、介護保険以外の保健福祉サー

ビスもありますので、 詳しくはご相談のうえ

ご活用ください。

く〉療養情報センターは五月から医療連携室と

いう名称、に変わり、新たにスタートいたしま

した。

これまで通り 医療相談の窓口となっており

ますのでよろしくお願い致します。

(医療連携室 MSW 五井)

よ与� Lぐお願い� Lます。水野亜紀

この度、 医療連携室でソーシャルワーカー

として働く 事になりました、水野亜紀です。

患者さんが不安に思っている事や、 困って

いる事の解決のお手伝いをさせていただき、

安心して医療を受けていただけるよう努めて

参ります。感謝の気持ちを持って様々な人と

接し、成長していきたいと思っております。

勤務してまだ日が浅く、 毎日が緊張の連続

です。

忙しい中でも 、笑

顔を忘れず、に勤務し

ていら っしゃる職員

の方々と共に、私も

笑顔で忠者さん、職

民の方々と関わっていきたいと思っていま

す。“患者さんにと って最適な医療を行う"

事に貢献できるよう頑張っていきたいです。� 
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血液のお話

例えば…白血球は身体の組織に侵入した細胞や異物を取り込み分解するという働きをし

ています。 健康なときの血液中の白血球の数はだし1たい決まっています。

そこに細菌が侵入してきたり炎症が発生すると、私たちの身体はそれと戦うために白血

球を増やします。

そこで、血液中の白血球の数を調べれば、今、身体のどこかに細菌が侵入しているとか

炎症が起きているとかが分かるのです。

私たちの生命を維持する上で必要不可欠で身体の瞬々を駆け巡っている 『血液J。
科学の進歩により、現在検査可能な

項目は2000余りもあります。

高血圧や糖原病などの生活習慣病や、


ア卜ピー・し� 5かば花粉などのアレル


ギ‘一反応について、また、がん、工イ


ズ、貧血、白血病などの病気はもちろ


んのこと、動脈硬化などの血管の状態


までも血液で知ることが出来るように


なりました。


血液は身体の状態を示す情報源なの


です。


外来診察担当一覧

桜ぬ花ぴ局が濡れZ
きEぜ1
曹が廉'e1t.1e捗� 1

)ヲ 火 水 木

午前 午{去 午前 午後 午前 午後 ノr" 'JIi 午{麦

小笠原 小林G[) ミぺ::tマ 井 中 田 小林(，剖 とー/お ヂ|ユ 3:ぺ~‘ 井 !っJ¥笠原

内科�  λ; [日 111 d7b、 月七 島 小笠原 粧 ノj、林(111]] 、l'・野�  

(li[ifW qff) 木� 111 藤� )1二 日午� H菜� )1一� nl 松� JII 
ノ、、 ヂf: 肝，� LI/ 

消化指示|
工 !依 長引?古� i.t~ 仁|JII 村� T J{:事� JII キ、I じ 日東 露 仁!

高 野� I f(，事 長{土j=l，
ト一 一一ー
免疫療法制 今:;Il 小笠原 太 田 小笠原

ノ/志、 cll" 
同議内科� i1$l キナ ì~1 村� 
f¥:謝賠尿病

一
術脱出科� 111 l崎 償� 1I1 1Jを 問l
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~S 柿
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安田�  4、林(良) }.~ 木 安 田� (I(ILYI役外米)
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イネ稔、室

津軽出身の父はl点等小学校を出て、すぐに関

東にある工場の旋撒工になった。間もなく 守I-I放

で、数本の折を失った。おかげで終戦の間際まで

招集されなかった。戦地に赴いたらすぐに終戦

となり、円本に戻ると働いていた工場が空襲で

無くなっていた。仕方なく地元に帰り 、津軽線

の敷設現場で働いた。

母の母は越後の「ごぜ」だ、った。

自の不白甘!な祖りのHの代わりとなり 、二人で

津軽まで来たときに父と出会った。

どのような山会いで、その時どのように思った

のか知らないが父と母はそこで結ばれた。

当時の写真を見ると、母はとても美 しく父は

無骨に見えた。でも、どの写真を見ても町は父

の肩にもたれかかっていた。

成を渡るトンネ11津軽線の工事が終わる頃、海� 

ル工中の話もあったが、安定した仕事を求め北

海道の炭坑に転職した。

その頃から炭坑は衰退していったが、両親が

私たち子供へ注いでくれた愛情は邑ても強く、

私たちは楽しくてとても革でせだ、つ� t.:.o

やがて子供達は皆札幌へ就職し、父が定年を

むかえた数年後に炭坑は閉山した。

両親は子供達の制jめを|祈り、寂れていくその

町で祖母と3人で暮らしていた。� 1mもなく祖母が

と懇願Jを少しでも長くできる治療方法を|削時

した。

術をすることになった。

病室から手術室へ行くとき父は布、に「元気にな

ったら連れていって欲しいところがある」と需

った。

父はわずか2週間で退院し、 一ヶ月後には普通

の食事を摂り、季節が一つ変わる頃には前とほ

とんど同じ生活が山来るようになった。

父の望みは津軽への旅だ‘った。

でもぼんやりと111侠を渡るフェリーの11母は海� 

出の方を眺めているだけだ。

津軽に着き、宿を取り、夜、近くの酒場-に入る。

そこは、観光客向けと言うより、昔からつづく

地元の常連客の応とし、う雰問気だった。

父はもうほとんど飲めないのにお酒を頼んだ。

夜、も冷や酒を頼み料理に箸をのばす。津軽の

味が口の中に広がるたびに子供の頃の景色が浮

かんでは消えていった。

先ほどまでお11lLを運んでいた女将さんらしき

人が三味線を持って酒場の端に座り津軽弁で話

りはじめたu はっきりと聞き取れるのだが全 く

理解できない。しかし、父にも酒場の人々にも

分かるらしく笑ったりうなずいたりしている白

私にと っては唐突に話がとぎれ、数秒の静寂

があった。それがその屈の自然の流れなのか、

iJ:他界すると、ほとんどII時にはが認知症になっ

てしまった。 私は両親の事など忘れて小さなラ イブに|制き

父は周聞の者が驚 くほど献身的に看病 し常に 入っていった白時折入る「おりゃJ、「そりゃj、

一味線が聞き覚えのある旋律を奏でだした。

{愛しく接していた。母は瞬く問に老婆のように nll」などのかけ戸も小気味良し、。ふやあり「� 

なったが、父は介護で老けることを忘れてしま 「あいや節Jから 「おはら節Jにな り、「じょん

EIが

ったようにいつまでも壮年のように見えた。� 

1:上は夫である父も私たち子供も分からなくな

ったのか、あまり!惑'育を出さなくなっていった。1

何に喜びを感じ、何をしたいのか私には分から

ないが、父にはそれが分かるらしく母が不満な

態度を示したり� WJj帽を起こしたりすることはな

かった。

数年前、子供述の説何に応じてやっと札幌の

私の家にやってきた。

父の心配の通りに母は都会主主ら しには馴染めな

いらしく 一明家に閉じこ もる様になっていった。

父の胃にJJ重揚がe見つかった。

活々しく見えると言っても来年は米寿を迎え

る。父は医師に「弱って畏生きするより元気な� 

j.がら節」 となった。徐々にあのIlJ

くような津軽三味線独特の古色となって桝場内

に響き渡っていうた。

この景色をずーとずーとー片に見たようなそん

な気がした。目を閉じその比色を鮮明に思い山

そう とした。

突長、 背中をとんとんとつつかれた。 振り返

ると家内が日を赤く服らして両親の方を指きし

ている。ふるえる声で「来て良かったわねjと

いう 象|付の指の先に、父の肩にも たれかかり父

の干を握っている母がし、たっ思い出そうと した

景色が見えた気がしたo I敏克j 

ぶような、� l時



(8) 


向 山の料に「川 地 し� 

IIOW‘lますと、その進行度 によって通常

園

免疫細胞療法センターについて教えてくださ� L、。

.診療

[外来日]

一一一 「外科的手術J r 放射線照抗がん剤J r
射」を組み合わせて治療します。

これらの治療により、 早期に発見された「が

ん|は治る病気と認識されるようになりました。

残念ながら、「がん」の酎買によ っては、ま

だまだ治般が難しい「がん」があるのも現実で

す。� 

l在・近、 医学の1ijf究によって人間の身体自身が

持っている病気を治そうという能力、すなわち

「免疫j力を利用して「がんjを克服しようと

号う阻則的な治療方法が確立いたしましたO

しかし、「免疫」力を最大限に引き出すため

には、 高度の技術とそれを行う施設が必要です。

それが「免疫細胞療法セ ンタ� -Jです。

.問い合わせ

札幌北検病院免疫細胞療法センター� 

(.]:R.当 :外来診察室と医療連携室)

[番号] 0120ー� 755ー� 706

(フリーダイアル) 

[Mail] e.n句� awa@hokuyu-aoth.o句

当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

でお尋ね下さい。

編集後記� :

調べてみると桜の種類はとても多いようです。

月Hf;1日 ~金|曜1=1


午後� (13:30~16 :30) 


[担当医師]

小笠原正浩医師

太Ifl秀一医師

今井|場俊医師

[時間]

ご相談は一時|間以内で予約制です。

※免疫療法は医療保|墳の適用にはなっておりま

せん。医瞭相談の料金は10，5∞IIJ

(消費税込み)です。

治療を開始されるj劫合には、 全額自費診療

となります。

※お電話 ・メールでは、個々の症例に関 して

の免疫細胞味法の相談はお答えしかねま

す。

判定医療法人北総会札幌北撒病院

診療利� 11・外利・� |付すI.lfjli伐内利・消化器科 ・小川科

術J正出利・ 整形外利 -ペ インクリ ニ� y ク

肱身、H吹利・ 的手| 

ft 19i:札帆市 1 ' I 1'ï lx 束十L I~;~ (j条(jfll5併� 1iJ 

TEし:OII(S65)OIII.FAX:OII(R65)9634 
松前の桜は品種改良を重ね、 早咲きから遅咲きま

，1-1から環状泊り"'1許，5肌-1イ{':，j~J，、也|通:J

で2ヶ月くらい楽しめるそうです。 北の方へ徒歩� 5分/，5
ホ一ムぺ一ジ� :

中には春のEZりの季節でもつぼみを固く閉ざし
ノコン� 叩� 一� tlノt、ソ h】tIp:/.ρ'/w¥Vw.hokuyuト1 ‘lωot川山h.org 

ていて、 他が葉桜になった頃に華麗な花をつける NlTドコモ htl叩� w.hokuYll-aot山訓oω)，汀rg/i‘主.<ρh¥Vp:!/ρ'/w

物もあります。今春職員となった方もそれぞれの a 1I 寸-ht日tp:!/www.ho氷kuy叩1Ia

ソフト ノ1ンク� 加1tIゆゾwν，w.hokllyu-aoth.org/hp: 、¥V/ρ/、� v 
花を立派に咲かせることをお祈りします。� 1責出


