静和会

石井病院

院内報

VOL.12 Ｍａｒｃｈ ,

2012

こ だ ま

あの日を忘れない・・・
撮影：石井病院

清水 弘二（宮城県石巻市／震災後の様子）
東日本大震災で被災された方々へ
謹んでお見舞い申し上げます。
一日も早い復興をお祈りします。
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東日本大震災から一年・・・
放射線被曝について
居宅介護支援事業所日誌
ジェネリック医薬品
お知らせ

静和会石井病院 病院理念
○ 医療の本質を追求し、科学的、創造的かつ主体性のある医療を目指します。
○ 「思いやり」「いたわり」「優しさ」を常に忘れず、豊かな人間性で患者さんの主体性を尊重した医療を実践します。
○ 保健、医療、福祉との連携を密にし、地域住民に愛され信頼される医療チームを構築します。
○ ノーマライゼーションの視点に立ち、社会のニーズに応じた医療を提供します。
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診療放射線技師

福島原発の事故以来、国民の放射
で決められています。

ジェネリック医薬品

この二月、残念ながら愛犬も亡くなり、Ｙさんからは

線被曝への関心が高まっています。
一方医療被曝について安全基準
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らしで、糖尿病を患い、入院前には低血糖で自宅内で倒
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曝に分けられ、原発の事故の場合は

とのかかわりが始まりました。約半年間の入院、一人暮

とはいえ放射線被曝について不

間の検査（Ｘ線やＣＴ）の場合は複

Ｙさんは、H22 年秋に当院 2 病棟から退院。当事業所

実 施し てい ます。 調剤 報酬 改定 で、

全身被曝になり、医療機関で受ける

宅での生活を継続している利用者を紹介します。

あと、他の製薬会社から発売される

数回受けたとしても、人体への影響

の一人暮らしにはあまりの課題が大きく、食事確保と本

放射線検査・治療の場合は部分被曝

ねても共通の願いだと思います。そんな願いを叶え、自

安や疑問に思うことがありました

人の安全確保のため、毎日の訪問介護、週二回のデイサ

放
( 射線を 当て る範囲 が最 大で ３０
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人体への影響は同じ被曝量でも全

自宅でいつまでも生活したいという思いは、年齢を重

現物給付化とは、医療費の負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1 か月（暦
月：1 日から末日まで）単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を助成する「高額療養費制度」のことです。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、
「認定証」などの提示により、窓口での支
払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いっ
たんその額をお支払いいただいておりました。
平成 24 年 4 月 1 日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓
口で支払う必要はなくなります。
この制度を受けるには、事前に「認定証」を取得していただく必要があります。認定証の交付手続きについて
は、ご加入の市町村（国民健康保険・後期高齢者医療制度）、または健康保険組合、協会けんぽ、などにお問い合
わせください。
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もの忘れ外来

石井

いち早く掲げた石井病院発の「絆」。
んでいきます。

TEL(0146)42－3031

FAX(0146)43－3389

ホームページ：http://www.ishii-hp.jp/

編集委員長 中村美鈴
医療法人
静 和 会

石井病院

編集後記

日高郡新ひだか町静内高砂町 3 丁目 3－1
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気が 付けばも う三月と なりま し

医療法人社団 静和会 石井病院 編集委員会
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平成 24 年 3 月 15 日発刊
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続きそうですね。
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編集委員
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イン フルエン ザも流行 ってい る

内科外来

ため、気を抜かず手洗い・うが い

予約制です

を心がけてください。

隆司

にもなりました。
大切な人や地域と共に「絆」を大切に歩

毎週月曜日

午後 1：30～3：00

「絆」という言葉が昨年を代表する漢字

