
フォア－キャッスル部を作る。

Make forecastle part.

クオーターデッキビーム、ハンギングニー、甲板を取り
付け、甲板の木釘跡を作る。

Make quarter deck beam, hanging knee and decks.  
Make nail mark representation too.

フォア－キャッスルのキャプスタン、クリート、ビット
等の取り付け。

Put the capstan, cleat, bits, etc. on forecastle.

2分割したのでオ―ロップデッキの作業
がしやすくなり、右舷側は斜めの補強材
が見えるよう、そのまま残し、左舷側の
構造物を作る。船尾側に食料品の倉庫類
が並び、カーペンタールーム、ドクター
ルーム等が有り、中央部にはマスト部の
囲い、砲弾倉庫が有る。
また、4本見える鉄の棒は、船体上部を
持ち上げる為の昇降装置のものである。

As hull was divided two parts orlop deck area construction gets easier.  Leave starboard side visible diagonal 
reinforcing liner and make structure on port side.  There are foodstuff and grocery warehouse, carpenter room, 
doctor room, etc. in stern.  In midship there are mast protector and armory.  Further, four iron bars that are part of an 
lifting device for hull top.
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 Le Fleuron mesurait 145 pieds 8 pouces (47,20m) de long, 39 pieds 4 pouces (12,73m) de large et 18 pieds 2 pouces (5,88m) du creux. En temps de paix, il était armé de 60 canons : 
24 canons en fer de 24 livres sur le premier pont, 26 canons en fer de 12 livres sur le deuxième pont et 10 canons en fer de 6 livres sur les deux gaillards, d’avant et d’arrière. Comme 
l’armement changea au fil du temps, il est légèrement différent sur mon modèle. L’équipage du navire pouvait compter entre 450 et 500 hommes, selon les opérations.

Le Fleuron servira la Marine Française jusqu’en 1745, date où il brûla dans la rade de Brest. Il aura ainsi participé à plusieurs différentes missions, notamment, en Amérique du 
Nord, en Guinée, et trois fois en Mer Baltique.
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Portfolio

平成16年～　イステム病院となる

平成16年～　イステム病院となる

昭和58年頃　病室にて

墨田区の人口の推移

平平成16年　看護学校を設立

ナースステーションを機能的に改築。築。

医療法人社東京イステム会　イステム総合病院　80周年記念誌

印刷会社印刷会社だからだから！！企画から企画から納品までトータルで納品までトータルでサポートサポート

株式会社 イステムジャパン
TEL 03－3611－3715〒131－0032 東京都墨田区東向島6－10－16

sales@istem.com　　http://www.istem.com

担当：石川・鈴木

記念誌を制作したい年報を発行したい 記念アルバムを作りたい

記念誌記念誌やや年報年報などのなどの
冊子制作冊子制作もおまかせくださいもおまかせください

ブックケース付きも！
大切な記念誌をきれいに保存できます。
もちろん、ケースもオリジナルデザイン
が可能です。

デザインもおまかせ！
お客さまのご要望を重視して、数パター
ンの誌面デザインをご提示します。
もちろん、お客さまのデザインをそのま
ま活かすこともできます。

お気軽にご相談ください！

平成28年度ジャグラ作品展※において、弊社制作の「Le Fleuron（ル・フルーロン）」が、宣伝印刷物部門の経済産業大臣賞を受賞しました。

※ ジャグラ作品展は、一般社団法人日本グラフィック
サービス工業会が昭和41年より開催する、歴史ある
コンクールです。

8　医療法人東京イステム会「創立80周年記念誌」

医療法人東京イステム会10年間の歩み
2002年（平成14年）～2012年（平成24年）

年月日 医療法人東京イステム会10年間の歩み 社会の動向

●平成14年（2002年）

1月 石川美雅理事長就任 （1月）
ユーロ紙幣とユーロ硬貨の流通開始
（2月）
ソルトレイクシティ五輪開催

（4月）
DV防止法が全面施行
ゆとり教育がスタート

（5月）
東ティモールが主権国家として独立。21世
紀初の独立国誕生
日本経済団体連合会が発足
FIFAW杯（日韓共催）開催（～6/30）
（8月）
住民基本台帳ネットワーク開始
（9月）
初の日朝首脳会談
（10月）
小柴昌俊東京大学名誉教授がノーベル物
理学賞、田中耕一島津製作所社員がノーベ
ル化学賞を受賞
（11月）
北朝鮮拉致被害者5人が帰国

新年会開催（日本閣）

3月 看護部門職名変更（総婦長→看護部長、婦長→看護科長）

4月 創立70周年記念式典開催（ホテルすみだ）

医療相談室を「医療福祉相談室」と名称変更

5月 第53回通常総代会

6月 救急室及び救急受付改修工事

8月 救急医療研修医採用

9月 抒情コンサート開催

10月 総代懇談会開催

６階職員休養室、談話室設置

11月 Ｘ線撮影装置デジタル映像化（ＣＲ）

12月 日本医療機能評価機構病院機能評価認定

（平成14年12月16日から平成19年12月15日まで）

●平成15年（2003年）

1月 新年会開催（日本閣） （1月）
朝青龍が第68代横綱に昇進（モンゴル人
初の横綱誕生）
（2月）
コロンビア号空中分解事故
（3月）
イラク戦争開戦
「千と千尋の神隠し」が米アカデミー賞で
長編アニメ賞受賞
（4月）
SARSが新感染症に指定され、7月の終息
宣言までに32ヶ国で患者774人が死亡
六本木ヒルズがグランドオープン

（10月）
東海道新幹線、品川駅が開業
（11月）
イラク日本人外交官射殺事件

2月 面会者バッヂ廃止、面会者シール導入

3月 結核患者緊急一時入院病室設置

4月 「患者さん医療相談窓口」設置

5月 第54回通常総代会

7月 イステム総合病院分院開院

イステム総合病院麻酔科新設

9月 抒情コンサート開催

外来待ち時間及び患者満足度調査実施

脳神経外科外来１階へ移転

10月 総代懇談会開催

11月 精神神経科外来２階へ移転

医療法人 東京イステム会

すみだイステム病院
創立80周年記念誌

8088

•創立から10年

•あゆみとその時代

•90年に向けて

「Le Fleuron」は18世紀の木造帆船Le Fleuronの模型制作過程と、制作者の他の作品を集めた写真集です。
仕様：上製本・かかり綴じ、布クロス、金箔押し、銅板プレートエッジング加工、表紙＋本文62頁、オンデマンド印刷

アナログでしか表現出来ない印刷物を
この作品は、布地に金箔押し、銅板プレートにエッジング、（オフセット印刷
では表現しづらい４色の）全面黒ベタ白抜きなどのオンデマンド印刷が評価さ
れました。
イステムジャパンは、これらのアイデアや技法を活かしたオリジナルの１冊を
ご提案をします。


