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東 所 沢 病 院 広 報 誌 

医療機関に長期入院された場合、医療費が高額となります。 

高額療養費の申請をすれば、一定の金額（自己負担限度額）を超えた分が支給されます。 

今回は、高額療養費制度についてのお話です。 

高額療養費制度とは、一ヶ月間（1日から末日まで）で医療費が一定額を超えた場合に超えた金額 

を支給する制度です。 

※入院時の食事負担や日用品などの自費分は含めません。 

所得区分  一ヶ月の自己負担限度額（月額）  自己負担額割合  

外来（個人ごと） 入院・外来（世帯単位） 

現役並み所得者 

（標準報酬月額28万円以上

で窓口負担3割の方） 

3割 44,400円 80,100円＋（総医療費－267,000円）×

1% 

一般所得者 1割 12,000円 44,400円 

低所得者Ⅱ 

（Ⅰ以外の方） 

1割 8,000円 24,600円 

低所得者Ⅰ 

（年金収入のみの方の場合、

年金受給額80万円以下な

ど、総所得金額が0の方） 

1割 8,000円 15,000円 

自己負担限度額は、年齢や所得状況に応じて、支払う医療費の上限が定められています。 

※現役並み所得者（3割）の方、一般の方は申請の必要なく窓口の支払いが限度額までとなります。 

70歳以上の方 



高額療養費制度の申請は事後に手続きすることも出来ますが、事前に手続きすると便

利です。 

事後に手続きする場合、一旦医療機関で窓口負担分を支払い、後日申請が必要ですが、

事前に手続きすれば、限度額適用認定証が交付され、医療機関の窓口に認定証

を提示するだけで、窓口負担が自己限度額までとなります。 

所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額 多数該当※ 

年収約1,160万円～の方 

健保：標準報酬月額83万円以上 

国保：年間所得901万円超 

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％ 140,100円 

年収約770～約1,160万円の方 

健保：標準報酬月額53万円以上83万円未満の方 

国保：年間所得600万円超901万円以下の方 

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％ 93,000円 

年収約370～770万円の方 

健保：標準報酬月額28万円以上53万円未満の方 

国保：年間所得210万円超600万円以下の方 

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％ 44,400円 

～年収約370万円の方 

健保：標準報酬月額28万円未満の方 

国保：年間所得210万円以下の方 

57,600円 44,400円 

住民税非課税の方 35,400円 24,600円 

※過去1年間（直近12ヶ月）に自己負担額を3月（3回）以上支払った場合、4ヶ月（4回目）から自己負担

限度額がさらに引き下げられます。 

 

70歳未満の方 



 

    自己負担限度額 

   87，430円 

     内訳:80,100円＋（100万円－267,000円）×1％＝87,430円 

高額療養費の申請を行えば、実際支払った金額は変わりませんが、認定証を提示すれ

ば、窓口での支払いが212,570円も変わります！！ 

高額にお金の用意をしなくてもいいですし、その都度申請する必要がないのです！！ 

医療機関で医療費が高額になる場合には、高額療養費制度を活用しましょう。 

申請方法など詳しい情報は、社会保険の方は加入している保険組合へ、国民健康保険、後期高

齢者の方は市役所へ、お問合せください。 

70歳未満、年収約370万円～770万円の患者様 

医療費が100万円で、窓口の負担（3割）が30万円かかる場合… 

医療費 １００万円 

 

７割（７０万円） 

窓口負担 ３０万円 

高額療養費分（２１２，５７０円） 



 

閆家傑と申します。中国の内モ

ンゴルから参りました。料理が

趣味で休みの時にはいろんな料

理を作って友人に食べてもらう

ことがよくあります。仕事に関

することはまだまだですが、早

く慣れるよう頑張っていきたい

と思います。迷惑をかける事が

あると思いますが今後とも、ど

うかご指導のほどよろしくお願

い致します。 

３病棟に配属になりました。看

護師の山口奈穂です。患者さん

が毎日楽しく気持ち良く生活出

来るように、良いところに目を

向け、積極的に関わっていきた

いと思います。憧れの看護師に

なり、不安もたくさんあります

が、初心を忘れず先輩方から多

くのことを学び、成長できるよ

うに頑張ります。よろしくお願

い致します。 

この度、准看護学生として看護

部に勤務することになった芳賀

杏菜です。出身は福島県です。

音楽を聴くことが大好きで毎日

聴いています。患者様が穏やか

に過ごす事のできる安全な環境

を提供できるよう日々精進でき

るよう努めていきたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

今年度から東所沢病院のﾘﾊﾋﾞﾘ

ﾃｰｼｮﾝ科へ入職することになり

ました理学療法士の大滝将一と

申します。病気の後遺症などで

体が思うように動かせなくなっ

た人たちへリハビリを行って、

社会復帰を促すという大変重要

な仕事を任されることになりま

す。そのため、これから責任感

を強く持って働いていきたいと

思います。よろしくお願いしま

す。 

野球をやっていたこともあり礼

儀そして明るく元気なあいさつ

が出来る所が私のアピールポイ

ントです。明るいあいさつをす

る事で患者様に笑顔になって頂

き、またリハビリをしてもらい

たい。「リハビリの岩下さん」

と呼んで頂いて患者様から必要

とされる作業療法士になるのが

私の目標です。これからよろし

くお願い致します。 

中国から参りました孫三敬と申し

ます。日本に初めて参った場所は

京都です。旅行なんかが好きなの

で、京都も観光地ですから、いな

り神社、四条、鴨川、清水寺など

行きました。やっと入職しまし

た。心から嬉しいでした。でも、

仕事のことについて、全然自信が

なくて、不安しています。それに

日本語のことも大変です。今も将

来も頑張ります。 

平成29年度新入職員の工藤で

す。趣味は読書や料理です。 

私は全ての業務において苦手意

識が強いので業務を覚えるよう

に努め、自信を持って業務を行

える様に努力していきたいと思

います。 

今年度から看護学生としてお世

話になります。浜野滉大です。

出身は北海道の函館市で年齢は

19歳になります。私は小学校

から野球をやってました。です

ので声と元気には自信がありま

す。わからないこともたくさん

ありご迷惑をおかけすることも

あるかもしれませんが精一杯頑

張りますので宜しくお願いしま

す。 

初めまして、理学療法士として

働きます小室沙織と申します。 

趣味はショッピングで特技は卓

球です。好きな食べ物は餃子で

す。これから身体的・精神的に

も患者様をサポートできる理学

療法士を目指していきたいと

思っております。分からないこ

とも多いのですがご教示の程、

宜しくお願い致します。 

私のアピールできる所は笑顔で

過ごす事です。患者様とのコ

ミュニケーションや挨拶の時、

明るくなれるような笑顔で関

わっていきたいと思っていま

す。東所沢病院で新しい事をた

くさん学び、患者様により良い

生活を送って頂けるように支援

していきたいです。笑顔で頑

張っていきます。よろしくお願

いします。 



 

目白大学出身の山田紗瑛と申し

ます。私は双子で妹はＰＴで

す。中学、高校とソフトテニス

部で培ってきた粘り強さを活か

して、患者様と関わる上でどん

な困難があっても、粘り強く接

していけるような作業療法士を

目指します。また、患者様の生

活の質が向上するよう身体面と

精神面の両方から患者様に寄り

添えるように頑張ります。 

こんにちは。焼肉が大好きな言

語聴覚士の米田夏未です。岩手

県出身なので、関東の交通の便

の良さに感動しています。まだ

分からないことが沢山あります

が、立派な言語聴覚士になれる

よう、日々努力していきたいと

思います。皆様には何かとお世

話になるかと思いますが、精一

杯頑張りますので、よろしくお

願いいたします。 

初めまして、武蔵野調理師専門

学校出身の小林彩奈です。仕事

では学校で習ってきたことを生

かし早く仕事を覚え一生懸命頑

張りたいです。そして先輩方に

顔と名前を覚えていただけるよ

う、元気な性格を生かしそして

笑顔を忘れず挨拶など積極的に

していきたいです。これからよ

ろしくお願い致します。 

私の性格は真面目なところで

す。この性格を活かせる事務の

仕事ができて嬉しく思っており

ます。社会人として歩み始めた

今、ＴＭＧという組織でコミュ

ニケーション能力を伸ばし、力

になれていければと思います。

よろしくお願いします。 

はじめまして。トマトが大好き

な言語聴覚士の佐藤万耶と申し

ます。特徴は赤メガネで、配属

は１病棟です。摂食嚥下領域に

興味があり、まだまだ未熟な私

ですが、これから臨床を通して

嚥下に強いＳＴになれるように

精進致します。まずは少しでも

早く皆様のお名前とお顔を覚え

られるよう頑張ります。どうぞ

よろしくお願い致します。 

４月から栄養科に管理栄養士と

してお世話になります。清水優

です。中学校ではバレーボー

ル、高校と大学ではバドミント

ンをやっていました。休みの日

は外に遊びにいく事が好きでよ

く美味しいものを食べに出掛け

ます。早く名前と顔を一致さ

せ、いろんな方と仲良くなりた

いです。これからよろしくお願

い致します。 

社会人になって学生とは違う環

境などに不安でいっぱいです

が、早く慣れて先輩方に少しで

も近づけるよう日々学んでいこ

うと思います。まずは、どんな

人にも笑顔で元気に挨拶し、先

輩方に早く名前を覚えてもらえ

るように努力しようと思いま

す。 

私の趣味は、犬の散歩です。一

人で散歩するのも楽しいです

が、家族で一緒に散歩するのも

とても楽しいです。最近は、

ドックショーをよく見にいって

ます。 

皆さんとご一緒させていただく

のを楽しみにしています。これ

からよろしくお願いします。 



 

病院から東所沢駅・所沢駅まで送迎車輌を運行しています。（無料） 

予約は必要ありませんので、外来受診時、お見舞い時にご利用下さい。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月曜日から金曜日運行します（祝祭日年末年始を除く） 

車輌発着場所等、詳細は病院ホームページ、受付等でご確認下さい 

運行スケジュールが変更になる場合があります 

運行ルート 東所沢病院 ⇒ 東所沢駅 ⇒ 所沢駅 ⇒ 東所沢駅 ⇒ 東所沢病院 

停車場所 東所沢病院 東所沢駅 所沢駅 東所沢駅 東所沢病院 

発車時間  

12：00 発 12：10 発 12：30 発 12：50 発 - 
 

13：00 発 13：10 発 13：30 発 13：50 発 
      

14：00 発 14：10 発 14：30 発 14：50 発  
 

15：00 発 15：10 発 15：30 発 15：50 発 
      

16：00 発 16：10 発 16：30 発 16：50 発    

17：00 発 17：10 発 17：30 発 17：50 発  

病院からのお知らせ１ 

運行経路と発車時刻 

病院ホームページにて各病棟ごとの行事の内容を案内しております。 

ご面会時にぜひ、ご活躍ください。※予定表内容は変更する場合も御座いますので予めご了承ください。 

①看護部のことをクリック ②イベント予定表をクリック ③翌月の予定表が出てきます 



自動体外式除細動器（AED）を設置しています  

 

AEDとは突然死の原因とされる心室細動（心臓がブルブルと細かく震え

る）を起こした人に、一時的に電気ショックを与えて心臓の動きを取り戻

す機器です。AEDは、音声が案内してくれるため、操作は誰でも出来ま

す。AEDを患者に装着すると、AEDによる電気ショックが必要ない患者に

対しては作動しません。そのため、医学的知識のない方でも安心して使用

できます。 

お見舞いメール・お祝いメールサービス  
 

入院されている患者様宛に、インターネットを通じてお見舞いメール、

お祝いメールを送ることができるサービスです。お送りいただいたメッ

セージは印刷し、患者様のお手元にお届けします。遠方に住んでいる、

時間の都合がつかない・・・など、お見舞いに行きたくても行けない方

はぜひご利用下さい。 

■お見舞いメール・お祝いメールのご利用は無料です。 

■当院のホームページよりご利用下さい。 

売店のご案内  

当院では下記のように売店を開設しています。 

患者様・ご家族の皆様に満足していただけるサービスを提供してまいります。 

また、売店ではプリペイドカードも導入しております。患者様の現金管理の煩わしさもな

く便利ですので、是非ご利用ください。 

 売店営業日 

   平日  １０：００から１７：３０ 

   土曜日 １０：００から１４：００ 

   ※日曜・祝日はお休みします。 

 売店営業場所 

   療養棟１階 レントゲン室 前 

 

病院からのお知らせ２ 

http://2.bp.blogspot.com/-2Gu2_SyVSw0/VOsXD5fY3UI/AAAAAAAAr0I/PATQsRnkGKk/s800/obentou_conbini.png
http://1.bp.blogspot.com/-8A5ACZzxzIc/VSufmA9-XMI/AAAAAAAAs-w/KHJbK1TW9s4/s800/food_konbini_onigiri.png


外 来 診 療 担 当 医 

診療科目  

月  火  水  木  金   土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内  科 田中 田中 田村 馬島 田村 山野辺 
高崎 
深澤 

高崎 
深澤 林 林 馬島 

平 日：９：００～１２：００ １４：００～１７：００ 

   （診察開始時間 ９：１５～） 

土曜日：９：００～１２：００ 

   （診察開始時間 ９：１５～） 

日・祝祭日は休診です 

社 会 福 祉 相 談 室 の ご 案 内 

当院への入院相談及びお問合せは、「社会福祉相談室」が担当しております。 

入院前の疑問や不安、入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安心して療養に専念していただけるように、

専門的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是非ご利用ください。 

ご相談は無料です、内容は秘密をお守りします。あらかじめご予約の上、お気軽にお越しください。電話でのご相談も承ります。 

相談時間 

○平日：９：００～１７：００（１２：３０～１３：３０を除く） 

○土曜：９：００～１２：３０ 

東所沢病院の理念・基本方針・患者様の権利・職員倫理 

理 念 

高齢者医療に心やすらぐサービスの実践 

基 本 方 針 

●患者様の権利を尊重し、笑顔と対話による医療・看護

を実践する 

●自立に向けたリハビリテーションを展開できるよう支

援する 

●療養環境を整備し、安全を確保する 

●退院後に安心して地域で暮らせるように、福祉との連

携をとる 

●自ら学び医療人として節度を持ち、全員で働きやすい

職場環境を作る 

 

患 者 様 の 権 利 

●平等かつ公平に医療を受ける権利 

●個人として尊重される権利 

●十分な説明と情報提供を受ける権利 

●自分、または代理人による意思で選択・決定する権利 

●自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利 

 （プライバシー保護） 

職 員 倫 理 

1.私たちは、人間愛の精神を基本とし、医療者として常に専門的な

知識と技術の習得に努めます。 

2.私たちは、すべての医療行為において、患者様の権利を尊重し、

互いに協力して適切な医療を提供します。 

3.私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、法に従

い、社会秩序の保持に努めます。 

■発行■ 東所沢病院（日本医療機能評価機構認定病院） 

     〒３５９－００１３埼玉県所沢市城４３５－１ 

     TEL（０４）２９４４－２３９０ FAX（０４）２９４４－５２３６ 
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