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エルム第37号

発行/特定 医療 法人

I，1j11札帆北総北総会� 涜

財団法人日本医療機能評価機構から認

定基準� (Ver5.0)に達していると認め

られ病院機能評価認定� (一般病院)を

受領しました。

病院機能評価とは、第三者機関である

(財)日本医療機能評価機構が、

①病院組織の運営と地域における役割

②患者の権利と安全確保の体制

①療養環境と患者サービス

④医療提供の組織と運営

⑤医療の質と安全のためのケアプロセス

⑥病院運常管理の合理性の各領域

について審査を行い、 医療の質が一定水準

以上を満たしていると判断された病院に認

定証が交付されました。

今後とも皆様から信頼され親 しまれる病

院となるよう努力してまいります。

認定証

料品集/広報委は 会

民任者/烹� i百 透

発行日/、1;'Jt<:21"F:m 18円

がん免疫療法センターを開設しました。

私たちの身体にもともと備わっている免

疫の力を上手に利用し、さまざまな方法で

その力を最大限に引き出して 自分の身体が、

がん細胞と闘し、やすくする治療方法が、が

ん免疫療法です。

この度札幌北検病院では、 日本で初めて

の白血病に対するがん樹状細胞療法を開始

しました。 固形がんに対ーする、樹状細胞療

法も実施していきます。

次号で詳しく紹介する予7主です。

放射線科の装置が新しくなりました。

・更新された装置は・

CT装置� (16)i!JマルチスライスCT)

今までより� 16情の速さで出影できますの� 

X線TV透視装置:槻影画像が鮮明です C

.，・体鋼l<itJiI¥i':ftI，H側4 い，
..&4陶'，

装置の高さが変えられ安全で安心ですり

他にガンマカメラ、一般撮影装置、乳房

撮影装置なども新しく なりました。

MRI装置は解析ソフトを入れ替え撮影Hヰ:

問が短 くなりました。

一

，"IA，..-.lhl.JiHI刷噌，，.UrH"唱1

、ますの� 

札幌北橋病院基本方針� 

1 :忠者さんに公正な医療を提供しまホ巴� 

2:患者さんの権利を尊重 し、分かり常すい医療を行L

3:患者さんQ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n 

4 :高度医療を積極的に推し進めます
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腹腔鋸了子大s!J切隊の実際
病院紹介シリーズ第3oIiJ/

空鏡手桁は、 腹部にラJj月支 --lSmm程度の小さ このH皇陛鏡子付jの進歩を歴史的にみます

な穴を数箇所開けますっ 次にお腹のヰlを炭骸

ガスで膨らませ空間を作ります。

そこ に腹腔錆� (棒状のカメラ。 写真一� 1) 

を挿入し、その映像をモニターで見ながら、

細長い種々の専用の器具� (写真一2) を使っ

て行う千術のことです。

と、� 1987i:1乙にフラ ンスのリヨ ンの産婦人科医

である Mouretが、 IH:界でネ~Jめて卵巣摘出術の

際に行し� 3ましf二。

以米、 1989年にアメリカでN日嚢tj~jl中Ir 1ïFJの実

施が報背されると全米で爆党I~I0 に流行し、す

ぐに 日本にも単年の1990年に導入きれまし� 

t~ o 

TLいこと

から急速に普及していきました口

当院で も 円91年か ら !但右症に付するiJn~摘

出Wjや、 生休腎移植の|祭に腎Il蔵提供者からの

片腎摘出術、� I加ι反攻~管、のうち偶rlJ蔵によってIflL

Xfよ小板が俄壊きれる病気の|努の脚jJIsIdlHWiを!J1t

作鏡手術にて行ってき まし円。� 

199S:ic:-4月に習や)防の切徐などにも保険適

応、カ汗広大 されてからは、良性 ・Ul ijわず7生をFr

あらゆる疾患へと手術適応が拡大きれ、長近

現)、では多 くの泊訟で胞行きれるようにな十

在までに数万人の思計きんが手術を受けてい

ますの

当院においても最近になヲて、� )<fl号の手1，I;j:

の!祭に、従米の開腹手術のようなIJ支部を大き

く切開するような手柿jかち、手術創が小さ く、

術後の痛みが少ない腹腔銑下ブ<Jl号手桁を If~ 内

入れるようになりました。� 

1)腹腔鏡下大腸手術の方法(図ー1)

ラ1[;に述べた方法にて大j陽を1x.[V)附して、病

巣を切 り取るなめ、 最小限の皮膚切聞を迫}J[I

しますり

腸の切徐方法、l吻合法� (腸同� Lのつな く方

法)は従来の問JJ主手術と 同機です ノ

手術の傷が小 さく、術後のlfi!復がl

写真一1

写真一2
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ノヘ¥小切開部分� 

• 5mmの小さな穴

•• 
/' 


図-1i

2)腹腔鏡下大腸手術の適応

良性腸疾患(大JJ号良性Jj重傷、� s;1犬結Jj号制|捻

転症、憩室炎、虚血'I'~þ.大 IJ易炎、潰場性大腸炎、

クローン病、 家族性大腸ポリポー シス、 直腸

脱など)や大脇・銑内視鏡治療にて切徐困難ま

たは切徐後の病理組織の結呆から、 大)]場切徐

が必要であると判断された早期大腸痛が腹腔

鏡下手術の適応です。

これは、 早期大腸婦は一般的にリンパ節転

移が少なく、 病巣といっしょ に、リ ンパ節を

広範囲に切徐する必要がないからです。

一方、進行大腸:胞の場合には、 開腹手術同

機に広範囲にわたる リンパ節の切徐が必要で

あり、腹腔鏡下においても施行可能ではあり

ますが、 癌の再発や予後に関 しては、十分に

検討した上で適応症例を選択する必要があり

ます。

病変部位によ って難易度は異なりますが、

信戸f-術後の回復が早く、歩行や食事の開始、

退院も 早くできる。

①手術後の傷が目立たない。

④お腹の中の癒着が少なく 、術後の腸|羽業

が少なし、。

が挙げ巳れます。� 

4)腹腔鏡下大腸手術の欠点

①従来の開腹手術に比べて、直接手で触れ

ることができず、モニターを見ながらの手

術のため時間がかかり、心、肺、 腎への負

担が大きし、。

②腸の癒着が強い場合(以前に開腹干術を

受けている場合)、術中の予期しない山血、

腸管の損傷なとごがあれば腹腔鏡下で、の手術l

ができません。この場合には、従来の開腹

手術に切り替えますD 

G戸子術で起こり得る合併症としては、開腹手

術と同様に、山血、!EE染、� 1官房、JJ場管損

傷、腸管i吻合不全(つないだ腸から内脊が� 

j属れること)などがあります。

腹1123党下千術の場合、お腹の中に炭酸ガ

スを注入してT-柿lをするために、ごくまれ

に皮膚の下に炭椴ガスがたまることがあり

ます。� 

5)おわりに

:療機掛が進歩した最近の消化綜外科治療

は、開腹手術からtJ主1153党下手術へ替わりつつ

ありますが、それと共に、従来-の手中Plによヒべ

高度な技術が必要になっており ます。

、を忠忠の適応応、茨l:1鏡下手手34空脱巨出JJ涜で、は腹院ι1土虫盲腸から|直腸までの金大腸で施行可能です。 卜-」分児イ十柿術ホ和� 

極め、安4全雪でで、確実なT 
3)腹腔競下大腸手術の利点 HJj3反釦矧空幹鏡克下手手L キ制相やごj術に関するご質到|問問甘制� H談がご

さざ守、し、ましたら当|見夕外ト干平利科:1ヰ|ト9

先に述べましたが、� 

CD手術創が小さくできるために手術後の痛み 外科医師上橋誠一郎� 

30王しが司� 

までごご、i絡各卜さし、、連車t O 
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一療養信裁をンターニュースー 

療養情報センター(医療福祉相談室)では介護保険や自立支援法によるサービス以外にも、

患者さんの戸に耳を傾け、問題の解決を図れるよう一緒に考えながら、さまざまなサービスに

ついてご案内しております。

たとえば介護保険を申請したけれど自立と認定された方、まだ介護保険の申請は考えていな

いけれど生活に心配がある方、自宅での生活に心配がある方など、病気によって患者さんやご

家族の方は株々な心配や気がかりなこ とが生じてくると思います。

そのような状況を解決できるように私達は一緒に考え、支援させていただきます。

そこで今回は、 普段ご案内しているサービスのいくつかをご紹介し王たします。

① 配食サービス

食事の支度をすることが難しくなってきた

などの場合に、お食事を宅配してくれる什ー

ピスですの一人暮らしの方などの安再確認の

役割も担っています。一食� 550円から� 830円く

らいの料金で利用することができます。

② 緊急通報

一・人暮 らしの� 6S歳以上の方で、発作など日

常生活に注意を要する方などが利用できま

す。体につけたペンダントを押すと 自動的に

消防局に連絡が入ります口また、 条件に当て

はまらない場合でも、� NTIでも同様なサービ

スを利用することができます。取り付けの工

事料や契約料などがかかります。

③福祉タクシー� 

3m院や転院のとき、お買い物や旅行など、

車椅子やストレソチャーに乗ったまま利用す

ることができます。付き添いの方も 同乗する

ことが可能で、 車椅子の貸し出しも行ってい

ます。

④ ホームヘルプサービス� 

NPO法人やシルバ一人材センタ一、有償ボ

ランテイア、企業などが独自でおこなってい

るものです。利用料金はそれぞれ異なり ます

が、 家事、身体介護、除雪、 買い物、� jm院 ・

外出の介助など支援してくれます。

⑤ 各種宿泊施設

遠方から来られている入� ICElllのご家族の万

などが病院の近くに宿泊で、きる ように、 宿泊

施設のご案内をしています� c 近くのファミリ
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ーハウスやビジネスホテルなど、ご希望があ

る際にご紹介しています。

⑥訪問マッサージ

自宅へマッサージ師が訪問します。健康保

険を利用することが可能です。対象者はそれ

ぞれの事業所によって異なります。

①ウィッグ ・かつら購入

治療の副作用などにより脱毛を気にされて

いる方もいらっしゃるかと思います。年齢や

料金に合ったカタログをご用意、ご案内して

います。

③理美容サービス� 

65歳以上の寝たきりの方が対象で、年� 4回

理美容師が訪問してくれます。

⑨運動能力向上トレーニング

介護予防や日常生活自立のための体操や運

動を行うことができます。利用には年齢に条

件があり、また介護予防のために運動が必要

な方が対象となっています。各区にある老人

福祉センターでおこなっています。

⑩福祉用具レンタル、購入

一般レンタルや購入を考える場合、相談室

にはカタログを多数用意 しております。工ド:椅

子や杖、歩行器、入浴補助具、 点滴スタンド、

ポー タブルトイレなどさまざまなご希望に対

応していきます。

詳 しい内容については、東椀� 21:;皆療養情報

センターへお問合せ下さしh

本お知らせ*

乳幼児医療助成について

札幌市はこれま で未就学児童の通院� -入院

の医療費を原則無料(初診時一時負担金あり)

としていましたが、平成21年l月l日より小学

生の入院費用にも拡大することになりまし

た。(通院は現行通りです)

小学生の入院の白己負担額は、 主 として生

計を維持するものの住民税の課税状況によっ

て異なります。� 

-住民税が非課税の方→初診13寺の一部負担金がかかります。� 

- 住民税を課税されている方→原~!lj[去療費の一割の 白己負担があります。 (限度額があります)

乳幼児医療の助成に関しては市町村組!自の制度があります。札幌市以外の方はお住まいの� TIJ-

町村役場へお問い合わせくださし、。� 
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血液のお話

私たちの身体には血液が流れています。でも血液ってどのようなもので、どのような役

目を担っているのでしょうか?そんな疑問にわかりやすく紹介するシリーズです。

第一回血液の役目つてなあに

実は驚くほど役目があります。� 

O生きていくのに必要な酸素を体中に運び、使わ

れた酸素すなわち二酸化炭素を運搬しています。� 

O体中の全ての細胞に、細胞が働くのに欠かせな

い糖、脂質、アミノ酸、タンパク質などのエネ

ルギーの基(栄養分)を運搬をしています。� 

O各種ホルモンを運織しています。ホルモンは全

身の情報 ・指令伝達にかかわっています。� 

0体温を保つために熱を運搬しています。� 

O体中で使われた代謝産物 (老廃物)を肺、腎臓などの排j世器に運搬しています。

このように身体の隅々に細胞が活動するのに必要なものを届け、不要な物を体の出口に

運ぶ運搬という役目が大部分です。その他にも免疫機能を保ったり、 体内にある受容器と

いうところに刺激を与えたり、体液の浸透圧、� pHを調節したりもしています。

液体というよりもその働きは重要な臓器のーっと考えて良いでしょう。

次回は「どうして血液を調べるだけで病気が分かるの?J…です。

外来診察担当一覧� 

fl 火� * 木 金

午前 メF-f走 午前� ι1二fを 午前 午後 午liif 午後 午前 午後 午liil

木 111 小林(直)笠 )-1 1~L1 I小林u山 と〉、
件� τバノ7、- チ十 小牧原木 111 k EH 松野つ

内科 小笠原 エfL リ!]:11事� JI小笠臥 型予 1-1 ノl、H、(111)
野� I松今� 

n野� LI 
太 IJI メ5、� J1ー |刀 同� (( 1鳥)Ifll波l)iFf つ

目指 jード A 11 1 IW -Jド� UHk) 
乙寸》、� y!予� [ 交代 ;i~J 1 

m化出科� 
T J膝 長{宅古� i13 r-Ii. Jl'.礎 よ 11事 111 ~: ，j T i陸� ~m lゴ� 111 やll同� j a:f 
高肝�  111 村 長Vi:‘占

暗rJ~~ IJq呼 j事 村� J幸 村 ，H 
It謝描以前

循即日日平1，� 1LI Ii)(，f 偵� JJJ f主主 問

ホ世 日 県� l)fく; 111 久木旧� 口 主巴 水� μ 玉 置 万frt I上久木町|T 
外不/.i:1:反 |王| Jj;ti tL 小野、午� ~~ 肝l 

Ir交It;/)IJ: [踊週買代l

作了柿� ll苛 楠
盤Jf1外科

東� * 東� 
I匹nヨJ ーl\~~

小児や|
小 林UIS) 小林(用 小林(jln 小林U~)

小問);10 I 安� 1-[1 
安 田 小林山)長令 木� 1x 同� u血液専門外米)

一
閣不}

スリーi外来� 

福島 福島

rl' 尾� 

福島�  ; 似 品 出 向

'1' 1[; 
ソ}ヘインヴ1)FニユJク

(1駄再付 一 円万 i'~' : 
( H I ~I I - ) 。

※一般内利 ・血液内科外来の診察担当が一部変更になる場合がありますので、ご� (7向舶います ν� 



体惣、室
今円は クリ スマスイブです。看護fれliの仕事 は

予定通的にすすみません。� 

iEい帰り道、途'1'のスーパーで、売れ残ったお

総菜を数点買いアパートに戻り ました。すると

寒いはずの部屋がl暖かくなっていま した。

居間の明かりをつけました。ソファーに、今

年の春東京の大学に進学 した息チが寝ていまし

た。 卜分な仕送りはしていないのに、仏壇には

東京のお柴子がそなえてありました。

疲れているのでしょう� 少し口をあけてぐっO

すりと寝ているようですc

何の夢を見ているのか、目尻には少し涙が見

出しました。し、えました。それを見て昔のことを思

忠息、子は生まれて2訂イ|ド三ほと� 

(7) 

子の高校合怖と私の看護師の国家試験合格が重

なったとき 、それは今までで・番嬉 しいボにな

ったのでした口

ソファーで寝ている息子の寝顔を見て、そん

なことが走馬灯のよう に思い附されました。

今は健やかで安心、 して 111~ っている機に見えま

す口「ありがとう、元気になってくれてありがと

うJ寝顔に戸をかけ冷蔵庫に買っ てきたお総菜

をしまい、代わりに肉と ジャガイモを取り出し

ました。

息子の大好きなカレーライスの呑りで部屋の

::¥'1中が満たされた頃「甘さん、ただいま」と背� 

で声がしました。

「うん、お帰り、 早・かったね」 気持ちとは逆に普

通の言葉 しか出てきません。

「あの時、僕を担当 してくれたお医者さんがね、

「出←一|

にけいれんを起こし、あわてて病院"J22急急、急急ました口� 

に連れて行きました。診察をしてくれたお医者 れたんだ。J
さんはと てもi世れた様子ですぐに処置をしてく 元気にカ レーをほおばる息子の顔をじっと 見

れました。その夜は心配で夫と三人です、っと息 ていました J

子を見ていました。その時、少し口を開けて | 「学校は楽しいカかミしい、寸?友遼はl

今年中に定期検査をしまし ょうてって手紙を く

は土足4 耳涼京主主司:(でで、と，人んど7りているのカか、い?束尻から少し涙を流していました。 ，なことがあ

息子が小学4年生のと き、 夫が仕事中の事故で

他界 しました。突然の事で何も出来す、全て夫

の会社の人達が手配してくれましたD

泣いたり 、悲しんだり、ずっと泣いていた息

寸-が、 実は体調をくずしていたと気づいたのは

葬儀もなにも全てが終わってからの事で した。

病院へ行ってみると� lIlL液の病気でした。� 

たのかイ可でも良いからどんなこと でも良いから

沢山話してね」 心の中ではそう 叫んでいま した。

「とうしたの� ?I止さん」 気がづいた息子がき ょとε

んとして聞いてきま した。

「何でもないよ。なんとなくね、サンタ クロース

っているんだなって思っていただけだよ」

遠くでク リスマスの音楽が聞こえた気がしましたD

jJ、下が父の死や 自分の病気に直商 している こ

とを思い、私は努めて|明るく 振る舞いましたの� トしているからね。お金少しだけどあるよ」と息子

「そうだ、母さんケーキを買いに行こうよ� ハイO

EIrJUilt，芥Jjの点滴が始まり、骨髄移摘をする3 NIi 「馬鹿だね。 母さんだ、って看護師さんしているん� 

から全身に放射根も当てます。副作用で吐いて 7竺から心配しなくて良いよ。」と私

とても汗しそうでした。 近くのコン ピニまで歩きま した。

こうした治政にもし っかりと耐 え、やっと病 二人で買い物なんて何i下ぶ的だろうと思いまし

気からの出口が見えた頃でしたロあの時も今と

同じように少し� I 1をあけて卜|尻から少し涙を流

c主ていました� ;1して� 

私は 「何が悲しいの� ?Jと寝ている息子に声を

かけま した。自分白身のその言葉に恥の緊張が すよ ろに頬をったっ� 

一気にほどけ、声を上げて泣いてし まいましたν

これからは自分で息子を病気から守ろう と考

えました。その 日から勉強を始め、� 2年後に看護

になる学校へ入学する ことができまし売。息、|市
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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。

嗣 病院の応酬の料金…て教�  

l唱=-1えてくださし ¥0

函 東棟の問来会計窓口に棟

の方は各病棟の窓口で駐車券をご

提示ください。これにより、

無料:外来診察の患者さん、入院費をお支払

いに見えられた時、入退院するときの

送り迎えにきた時Q 

2時間はlα)円、以後30分毎50円:

お見寛いで来た方。� 

1時間3∞円、以後30分毎l∞円:

言己以外の方

園 同抗してますが病院 内

の洋式トイレの便座に洗浄クリー

ナーをおいてほしいのですが。い

ろんな患者さんが使用してるので衛生面の配

慮をお願いします。

函 現在検討山、ま日 急に

対応いたします。

、山寺に診断書をお跡11退院園� 

のですが、窓口はどこでしょうか。

編集後記:

今年の冬は優しくて、いつの問にか日差 し

が|暖かくなりました。 イ本が季節を!惑じその)1\~

に浸る前に次の季節がやってくる気がします。

広報誌エルムは季節ごとの発行です。その時

の季節をお周けできるように努めてまいります。

ご意見、投稿をお待ちしています。 出旧

特定|実療法人北総会 札幌北轍病院

百主 :LI1-瞭平� 外科・ |人l 宇l ・ dift~:mー II'J' I政出川| 
困 退問 |ー を慨 吋 i!ifi: 1 字 M形外科・ fI1.小児科・ 宅-時出干 ・|� 

合、病棟のメデイカルパートナー IfUiHI- 1-・放射似科・ 的手

が対応します。 佐 所 í 出干す ~ 日 5 番:札I~Jt d I 米札幌 6 象れ r 1 -5 

EL:011(865)0111.FAXOIIU~65 ) 9634 
文書の受け取りは外来受付となっております。 3記 述 : 地下鉄白布駅 5 帯 tU円か ら ~1状泊 り

その他の文書の依頼の受け付けはすべて外来 」ヒの11へ従止75分/王手

ホームページ� :
受付で、行っています。� 

ノtソコン� http://www.holo..uyu- _a()thorg 

7円以内に発行いたします。お急ぎの場合は Nアn'コモ� http://www.bokuyu-aOLh.org/i 

hokllYlIaolh.org/eλ
できる限り対応いたしますのでお申し出くだ

e1II hllp://www_ -

ソフ トノずンク� 11Ilp://www.hokuyu-aOlh.org/v 
さし、。

http://www.bokuyu-aOLh.org/i
http:/www.holo..uyu

