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※必要に応じ専門分野のスタッフがお受けしますが、
場合によっては後日のご対応となることもあります。｠
※お受けした相談については秘密を厳守致します。
※相談について費用面でのご負担は必要ありません
ので安心してご相談ください。

【ご相談受付時間】
　平日：8時30分～17時00分

ー「患者支援センター」とは何をする所？

　病気やけがで通院・入院すると、身体面の不安だ

けでなく、今後の生活についてさまざまな不安や心

配事が生じるかと思います。

　患者支援センターでは、看護師、薬剤師、ソーシャ

ルワーカー、事務職員といった多職種が在籍してお

り、それぞれが職種の特性を活かしながら多種多様

な悩みを抱える患者さんやご家族の問題にきめ細や

かに対応しています。

　「その人らしい生き方を支え、住み慣れた地域で

の生活に戻っていただけるよう切れ目のない支援を

行う」ことが当センターの目標です。日々患者さんや

ご家族の皆さんのお悩み事やお困りごとに対応でき

るよう、当院の関連施設だけでなく近隣の回復期リ

ハビリ病院や療養型の病院など地域の医療・介護職

の方 と々も積極的な連携を図っています。

ー どのような悩みを相談できるの？

　下記のような、介護、保険制度、医療費に関する

ご相談から、がんなどの病気に関するお悩み、後遺

症からの生活不安、経済的な不安など入院中、外来

受診中を問わずご相談を承っています。

　ご相談の際は、医師、看護師など院内スタッフ、ま

たは、直接、患者支援センターにてお申し出くださ

い。

【ご相談内容の例】

・お風呂やトイレがひとりで難しくなってきた

・病気の後遺症があり生活に不安がある

・介護についての相談がしたい

・医療費について相談したい

・物忘れや認知症の相談がしたい

・がんと診断され症状の相談、今後の不安がある

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

ー 患者支援センターはどこにあるの？

　患者支援センターは当院2階にあります。エスカ

レーター、エレベーター、階段などをご利用ください。

【2階フロアマップ（一部）】

特集
－Feature－ 患者支援センター

入院前から退院後までを支える

患者支援センターのご紹介

　今年4月、入退院センターの名称を患者支援セン

ターに変更しました。入退院のご案内だけではなく、

患者さんが安心して治療を受けられるよう外来通院

中、入院中を問わず、総合的に支援する部署として、

専門職種が連携し様々な支援を行っています。
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ー 患者支援センターの役割

ー 予定入院患者さんの流れ（一例）

担当医師

事務員

患者支援センター
看護師

薬剤師

患者さん

①
各
科
外
来
診
療

栄養士

手術室看護師

・入院の手続きおよび
　入院に必要な書類一式
　をお渡しします。

・入院にあたって必要な
　ことを患者さんに伺い
　ます。
・入院までのスケジュー
　ルと必要物品の説明、
　生活説明を行います。

・薬のアレルギーチェッ
　ク、中止薬など内服薬
　の確認などを行います。

・必要に応じて、手術室
　看護師や栄養士が介入
　します。

・書類一式を持って帰宅
　となります。

・医師が入院が必要か
　どうか決定します。

（ ）手術入院
検査入院
治療入院　など

事務員

・入院当日はまず患者支
　援センターにて入院の
　手続きを行います。

・入院中に、医師、病棟
　看護師、ソーシャル
　ワーカー、リハビリス
　タッフなど院内多職種
　が情報共有につとめ、
　ケアマジャーなど地域
　の関係職種との連携も
　はかります。

・治療が一段落した後、
　在宅生活のサポートが
　必要な患者さんと地域
　の医療、介護をつなぐ
　カンファレンス（情報
　共有）を行います。
・必要時、リハビリ病院
　などの転院調整を行い
　ます。

・在宅支援、転院、施設
　利用など患者さんがそ
　の人らしい生活が送れ
　る支援を行い、退院と
　なります。

②
入
院
前
来
院
・
患
者
支
援
セ
ン
タ
ー

③
帰
宅

④
入
院
・
患
者
支
援
セ
ン
タ
ー

⑥
手
術
・
検
査
・
治
療

⑦
患
者
支
援
セ
ン
タ
ー

⑧
退
院

看護師

リハビリ

医師

ソーシャル
ワーカー

連携

　 【地域の医療・介護】

・回復期病院、療養病院等

・かかりつけ医

・地域包括ケアセンター

・特養、有料老人ホーム等

・訪問介護、デイサービス、

　ショートステイ等

・居住介護支援事業者

・ケアマネージャー

・訪問看護　　　　　など

済生会滋賀県病院
患者支援センター

患者支援センター看護師
・入院、検査説明
・他部門との連携
・病歴聴取
・病棟看護師への情報提供

薬剤師
・服薬指導
・持参薬確認
・中止薬確認

ソーシャルワーカー
・退院、在宅支援
・各種制度申請手続き
・療養場所の相談

事務員
・入院手続き
・各種受診手続き

手術室看護師
・手術のオリエンテーション

栄養士
・栄養指導

※入院内容、病状などにより、流れが異なる場合があります。
※診療や検査などのために入院当日までに2回訪問していただく可能性があります。
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医療費の自己負担額が軽減される

患者さんに同意を頂ければ病院がオンライン資格確認により
限度額適用認定証の情報を取得できます。
この場合、患者さんは保険者へ高額療養費制度の手続きなしで、
窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめることができます（※）。

高額療養費制度 をご存じですか?

■ 高額療養費制度とは？

　医療機関や薬局の窓口で支払った金額が、同一月（1日から月末まで）で上限

額（自己負担限度額）を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

事前に保険者へ手続きをして限度額適用認定証の交付を受け窓口で上限

額（自己負担限度額）を支払う方法と窓口で自己負担額（3割など）を支払った

あと、保険者へ手続きをして後日払い戻しを受ける方法があります。

※上限額は、年齢や所得によって異なります。詳細は保険者へお問い合わせください。

※入院時の食事代や居住費・差額ベッド代、先進医療等は高額療養費制度の対象外です。

■ ご利用方法について

　入院される方や高額な外来診療を受ける方については窓口負担額を上限額に抑えることができる「事前手

続き（以下の①②）」をお勧めします。

　そのうち、「①病院が限度額適用認定証を確認する方法」では患者さんから保険者への限度額適用認定証

申請手続きが不要となり大変便利です。ぜひご利用下さい。

※オンライン資格確認に同意を頂けない場合は、今まで通り保険者への手続き（②もしくは③）が必要です。

※オンライン資格確認に対応している施設のみ対応が可能です。転院先の施設では対応していない場合があります。その場合

も保険者への手続きが必要です。

※照会できないケースもあります。その場合も保険者への手続きをご案内しています。

簡単に利用できる方法があります！

病院が限度額適用認定証を確認する方法（事前手続き）❶ 申請手続き

不要

自己負担
限度額まで

窓口負担軽減

❹自己負担限度額までのお支払い ❸限度額適用認定証
情報を取得 

（オンライン）

❷病院が保険者に照会
　（オンライン）

保険者

証

❶病院が限度額適用
　認定証情報を
　取得することに
　同意します。
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❸限度額適用認定証を提示する
❹自己負担限度額までのお支払い

❶限度額適用認定証の申請をする
❷限度額認定証が交付される

保険者

証

証 申

入院する前などに保険者へ手続きを行い限度額適用
認定証の交付を受け、病院窓口へ提示すると、窓口
での支払いを自己負担限度額までにとどめることが
できます。
申請方法や申請に必要なものは、各保険者へお問い
合わせ下さい。

■自己負担限度額（月額）について

【表1．70歳未満の方の自己負担限度額】

【表2．70歳以上の方の自己負担限度額】

資料：厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ（平成30年8月診療分から）」をもとに作成

適用区分

適用区分

現役並みⅢ
（患者負担割合3割）

年収約1,160万円以上
課税所得690万円以上 

現役並みⅡ
（患者負担割合3割）

年収約770万～約1,160万円
課税所得380万円以上 

現役並みⅠ
（患者負担割合3割）

年収約370万～約770万円
課税所得145万円以上 

一般 年収156万～約370万円
課税所得145万円未満

18,000円
（年間上限：144,000円）

年収約1,160万円以上
健保：標準報酬月額83万円以上
国保：所得901万円超

ひと月の限度額（入院・外来）

ひと月の限度額

入院 外来

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％

57,600円

24,600円

15,000円

8,000円

8,000円

低所得者Ⅱ
低所得者Ⅰ

住民税非課税

住民税非課税

ア

年収約770万～約1,160万円
健保：標準報酬月額53万～79万円
国保：所得600万～901万円

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％イ

年収約370万～約770万円
健保：標準報酬月額28万～50万円
国保：所得210万～600万円

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ウ

年収約370万円以下
健保：標準報酬月額26万円以下
国保：所得210万円以下

57,600円エ

低所得者（住民税非課税） 35,400円オ

❶一時的に医療費を支払う

❷高額療養費の支給申請をする
❸高額療養費が払い戻される
（申請してから3ヶ月以上かかる）

保険者

申

限度額適用認定証を利用する方法
　（事前手続き）❷

病院窓口での支払い後、保険者へ申請すると自己負

担限度額を超えて支払った額が払い戻しされます。

申請方法や申請に必要なものは、各保険者へお問い

合わせ下さい。

高額療養費を支給申請する方法
（事後手続き）❸
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22.7%

脳血管疾患
18.5%

認知症
15.8%

高齢による衰弱
13.4%

心疾患 4.5%

その他
25.1%

骨折・転倒
関節疾患

120度

骨粗鬆症が
関連します

リハビリ通信

　骨粗鬆症という病名は一般的になってきました。骨がも

ろくなり骨折しやすくなる病気です。転倒し骨折してしまう

と、歩けなくなったり、寝たきりになる危険性があり、介護

が必要になる原因の22.7％を占めています（図1）。

　骨折の連鎖（ドミノ骨折）とは、一度骨折するとドミノ倒

しのように次々と骨折する危険性が高まることです。

　一度、椎体骨折（背骨の骨折）をすると、次の椎体骨折を

起こす危険性が5倍、大腿骨近位部骨折（脚の付け根の骨

折）の危険性が2.5倍になると言われています（図2）。

　この連鎖を止めるためには、すぐに骨粗鬆症の治療をす

ることが重要です。治療には、薬、食事、

適度な運動、日光浴などがありますが、

今回は運動についてお伝えします。

　運動をすることで筋力をつけ、転倒

しにくい身体を作りましょう！

　当院では、骨粗鬆症外来があります。また、大腿骨近位部骨折後の患者さんには回復期リハビリテーショ
ン病院に転院後も治療が継続できるよう連携しております。
　骨折の連鎖を防ぐためには、継続することが大事です。丈夫な骨を手にして、健康で長生きできるように
心がけましょう。

　全身運動で、筋力だけでなく心肺機能も高まります。どれくらい歩けばいいのかは人により異なり
ますが、少ししんどいくらいの強度を設定します。
　歩く時間（距離）、速さ、回数（毎日、1日おき、1日に何度か分けてもOK）を今できる強度で決めま
す。継続することが大切です。そして、可能であれば少しずつ時間や回数を増やしてみましょう。安全
に行えるよう、杖を使っても問題ありません。歩けない方は、スクワットやつま先立ちを行いましょう。

リハビリテーション技術科　理学療法士　吉﨑　真由美

図2.過去の骨折の有無による骨折発生率の違い

図1.介護が必要になった原因

厚生労働省：平成25年国民生活基礎調査より作図

骨折の連鎖（ドミノ骨折）

【ウォーキング】

①お尻上げ
横になって膝を立て、お
尻を上げましょう。背中
が反りすぎないように
注意してください。痛み
がある方は、痛みのない
ところまで上げましょう。
ゆっくりと10回上げ下
ろしをしましょう。

②背筋トレーニング
椅子に座り姿勢を正します。
両手を120度に上げて10
秒静止します。余裕がある
方は、ペットボトルなどを
持ちましょう。少ししんど
いくらいで、回数を増やし
たり減らしたりして調整し
てください。

【背筋を鍛える】
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Information
10月1日から初診・再診選定療養費が変更になります

　近年、国は医療機関の機能分担と相互連携を推進するため、「初診・再診時の選定療養制度」を定め

ています。この制度は、「初期診療は医院や診療所などのかかりつけ医で行い、高度・専門医療は病

院（200床以上）で行う」ことを推進するためのものです（図）。

　当院は一般病床数200床以上の地域医療支援病院であり、患者さんが他の医療機関から紹介状なく

当院に受診された場合等、医療費とは別に費用をご負担いただくことが義務付けられています。

　2022年4月にこの選定療養制度が強化されたことを受け、2022年10月1日から選定療養費を以下

の通り変更いたします。

　皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

医院・診療所
（かかりつけ医）

図）医療機関の機能分担と相互連携

○初診時選定療養費

※ただし、緊急その他やむを得ない事情により、来院した場合はこの限りではありません。

※以前に受診していても、医師が医学的に治癒と判断した場合や、患者さんが任意に治療を中止し、
   再度受診した場合には初診となります。また、医科と歯科はそれぞれにご負担いただきます。

紹介状なしでの受診　※選定療養費がかかります

紹介
専門的な治療が

必要な場合

逆紹介
軽症や症状が
安定した場合

・外来医療
・主治医機能
・長期継続ケア 等

病院
（当院など200床以上ある病院）

・救急医療
・専門手術
・検査、入院 等

患者さん

病気かな?

受診

他の医療機関からの紹介状を持参せずに受診された場合

2022年9月30日まで

医科 5,500円（税込）

　2022年10月1日から

7,700円（税込）

歯科 3,300円（税込） 5,500円（税込）

○再診時選定療養費

状態が落ち着き、当院担当医が他の医療機関への
紹介を申し出た後も当院での診察を希望し、受診される場合等

2022年9月30日まで

医科 2,750円（税込）

　2022年10月1日から

3,300円（税込）

歯科 1,650円（税込） 2,090円（税込）
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まちの診療所紹介

火 水 木 金 土

●

●

●

午　前

予約検査

午　後

●

●

●

●

●

●

／

／

／

●

●

●

●

／

／

診療時間 月

【治療のご案内】
• けがや病気などで通院が困難な患者様には訪問診療で定期

的にご自宅に訪問して診療します。
• 健康診断のほか大腸がん検診、特定健診等も行っています。

　蒲生郡日野町にある日野記念病院で、副院長・消化器センター長ま
た病理診断医として長年勤務してまいりましたが、このたび風光明媚な
近江富士（三上山）が望める、野洲市市三宅の地で開業する運びとなり
ました。
　一般内科特に消化器内科を専門としておりますが、一般的でない病
理診断科も行っています。前勤務病院では一般診療、内科救急対応、発
熱外来(コロナ感染症対応)も担っておりました。
　今までの経験を生かし、当クリニックが地域並びに近隣住民の皆様
の拠り所となれるよう、日々の診療を行いたいと思います。
　よろしくお願いします。

野洲市 かつじクリニック
院長　岡田　勝治 先生

　守山市で長年、地域のかかりつけ医として診療されてきた安田隆三郎先生か
ら、安田医院を引き継いだ院長の足立和也と申します。安田先生の意志を引き
継ぎ、総合内科医として地域の皆様から信頼される“かかりつけ医”を目指しま
す。
　一人ひとりしっかりと患者様のお話をお聞きし、的確な診断とわかりやすい説
明で納得して治療を受けていただけるように丁寧な診察を心掛けます。ちょっと
した体調不良や気になる症状があるが、何科を受診したらよいか分からない場
合もお気軽にご相談ください。　

守山市 安田医院
院長　足立　和也 先生

滋賀県野洲市市三宅2373
TEL.077-514-8611

【診療科目】
　一般内科・消化器内科・病理診断科

【診療時間】
　〈午　　前〉8：00～12：00
　〈予約検査〉1：30～2：30
　〈午　　後〉3：30～6：30

【休診日】
　木曜日、土曜日午後、日曜日、祝日

滋賀県守山市吉身1丁目1-9
ＴＥＬ.077-582-8282
【診療科目】
　内科、循環器科、呼吸器科、外科

【診療時間】
　〈午前〉9：00～12：00　
　〈午後〉4：30～7：00

【休診日】
　火曜日・木曜日・土曜日午後、日曜日、祝日

「かかりつけ医」は患者さんやご家族が、身近に日常的な治療及び健康管理について相談できるお医者さんです。
体調の変化で気になることを気軽に相談できる関係性を築くことで、病気の早期発見や予防につながります。
自宅や職場の近くにかかりつけ医をもっていただくことをお勧めします。

かかりつけ医をもちましょう
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▲HPはこちらから

発行元　社会福祉法人 恩賜
財団 済生会滋賀県病院

〒520-3046　滋賀県栗東市大橋二丁目4番1号
TEL （077）552-1221（代）　URL https://www.saiseikai-shiga.jp/

かけはしNo.203　2022年9月病院理念
私たちは、済生会の「救療済生」の精神に基づき、安全で質の高い医療
の提供と、心温まるサービスを実践し、地域の皆様の安心と幸せな未来
へ貢献します。


