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限度額認定証について
医事課

病気や怪我などで医療費の負担が大きくなった時の為に、健康保険には「高額療養費制度」が用意さ

れています。しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合、申請作業が必要

なため自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。

対象者 自己負担限度額（月額） 多数該当

【区分ア】
252,600円＋(医療費-842,000円)×1％ 140,100円

年収1160万円以上

【区分イ】
167,400円＋(医療費-558,000円)×1％ 93,000円

年収約770万～1160万円

【区分ウ】
80,100円＋(医療費-267,000円)×1％

44,400円
年収約370万～770万円

【区分エ】
57,600円

年収約370万円以下

【区分オ】
35,400円 24,600円

住民税非課税

対象者
自己負担限度額（月額）

多数該当
世帯単位(入院・外来) 個人単位(外来)

【現役並所得Ⅲ】
252,600円＋(医療費-842,000円)×1％ 140,100円

年収約1,160万円以上

【現役並所得Ⅱ】
167,400円＋(医療費-558,000円)×1％ 93,000円

年収約770万円～1,160万円

【現役並所得Ⅰ】
80,100円＋(医療費-267,000円)×1％ 44,400円

年収約370万～770万円

【一般】
57,600円

18,000円
44,400円

年収約156万～370万円 (年間上限:144,000円)

【低所得Ⅱ】
24,600円 8,000円

住民税非課税

【低所得Ⅰ】
15,000円 8,000円

住民税非課税/所得が一定以下

自己負担限度額計算方法

― 自分や家族が入院したら、すぐに「限度額適用認定証」を入手しましょう ―

急な入院などで高額な医療費がかかることが分かっている場合には、

まず「限度額適用認定証」を取得しましょう

「限度額適用認定証」を病院の窓口に提示すれば、請求される医療費が

高額療養費制度の自己負担限度額までとなります

高額療養費制度を利用するなら「限度額適用認定証」が便利◎
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「限度額適用認定証」取得方法

限度額適用認定証は各健康保険の窓口に申請して発行してもらいます

「限度額適用認定証」適用されないもの

月に2つ以上の病院に同時にかかっていても、
病院ごとに計算する

同じ病院でも、歯科は別扱い

入院中の食事代や居住費、差額ベット料及び歯科、日用品は支給の対象外

対象外

国民健康保険 後期高齢者 協会けんぽ 社会保険

◆◆詳しくは申請先の役所、健康保険組合にお問い合わせください。◆◆

一般(70歳未満) 70歳以上 標準負担額(1食あたり)

一般(下記以外) 一般(下記以外)

460円

(例外1)指定難病患者・小児慢性特定疾病児童等
260円

(例外2)精神病床に1年超入院する患者(※1)

低所得者(住民税非課税) 低所得者Ⅱ(※2)
過去1年間の入院期間が90日以内 210円

過去1年間の入院期間が90日超 160円

該当なし 低所得者Ⅰ(※3) 100円

Ｐｉｃｋｕｐ 入院時の食事に係る標準負担額

※1 2015年4月1日以前から2016年4月1日まで継続して精神病床に入院している患者
※2 低所得者Ⅱ:①世帯全員が住民税非課税であって「低所得者Ⅰ」以外の者
※3 低所得者Ⅰ:①世帯全員が住民税非課税であって世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となるもの

あるいは②老年福祉年金受給権者



梅雨も明け、これから本格的に夏を迎えますが皆様いかがお過ごしでしょうか。レクリエーションの中で、

季節のものを盛り込んだ内容を取り入れることができれば、患者様にとって季節を感じて頂く貴重な時間

にもなります。この度、３病棟において、「スイカ割り大会」を行い、患者様に楽しい時間を過ごして頂

きました。毎年、本物のスイカを使ってスイカ割りを行っていましたが、今年は、感染予防対策により、

安全を考えビーチボールを使用しました。一人ずつ音を立てながらボールを叩いてもらうことで大変盛り

上がりました。これからも感染予防に努めながら外出する機会の少ない患者様のために季節の雰囲気を感

じて頂くレクリエーションを計画していければと思います。

33

病棟 の行事のご紹介
看護部

今回は、病棟で行っている行事や病棟装飾をご紹介します。病棟では四季に合わせて様々な行事や装飾作り

を行っています。現在は、新型コロナウイルス感染症予防対策の為、各行事（誕生日会、秋まつりなど）は

中止しております。今後の予定は決まり次第お知らせいたします。

七月は七夕。毎年、病棟ごと七夕の飾りつけをしています。本物の笹からトイレットペーパー

を笹に見立てた壁アートまで個性があふれています。

スタッフと共に、患者様に短冊にお願い事を書いていただいています。

「世界平和」「家族やご自身の健康」「美味しい物が食べたい」など様々です。

皆様の願い事が叶うといいですね。

七夕会

すいか割り

夏
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嗜好調査 栄養科

実 施 日 ： 2020年6月8日（月）～2020年6月12日（金）

対 象 者 ： １病棟～４病棟の全形、一口大、きざみ対象

調 査 方 法 ： 管理栄養士による直接聞き取り調査

有効回答率 ： 77％（33名／43名）

副食の軟らかさについて「丁度良い」の回答が84％、「少し硬い」

「硬い」の回答が13％、「少し軟らかい」の回答が3％でした。

「硬い」と回答された3％(1名)は、現在入れ歯を調整中で噛みづらいた

め硬く感じるとのことでした。「少し硬い」と回答された10％ (3名)は

、具体的には人参と椎茸をあげていました。形態はきざみ食を召 し上が

られている方であり、人参は頻繁に使用されています。対策として、検食

で硬さや味付けをよく確認することを継続し、患者様にも日々話を伺いな

がら、食形態の変更なども主治医と相談しながら検討して いきたいと思

います。 以前、金平に入っているごぼうやレンコンが硬いという意見が

複数 聞かれたため調理師と話し合い、食材を薄く切る対策を行いました

。今回の調査期間前日に金平が提供されていたため、合せて聞いてみると

硬いと感じる方はおらず、改善が出来ていました。

副食の軟らかさはいかがですか？

3%
10%

84%

3%

硬い

少し硬い

丁度良い

少し軟らかい

軟らかい

副食の味付けはいかがですか？

副食の味付けについて、「丁度良い」の回答が63％、 「薄い」

「少し薄い」の回答が31％、「少し濃い」の回答が6％でした。

「薄い」「少し薄い」と回答された31％のうち60％が心臓・高血圧食

を召し上がられていることが分かりました。

美味しく食べられるように、香辛料を上手く活用することや適温で提

供していくなどの可能な対策を行っていきます。

12%

19%

63%

6%
薄い

少し薄い

丁度良い

少し濃い

濃い

取り入れて欲しいメニューはありますか？

焼きそば刺身は既にメニューに取り入れていますが、季節限定のメニューであるため、提供回数を増やすことも検

討していきたいと思います。また、提供したことがないメニューのリクエストも上がっているため、今後の献立に

取り入れられるよう検討し、満足度の高い食事提供が行えるよう努めていきます。



外

内

エレベーター

カンファレンス・入院相談等受付 待合ロビー
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新型コロナウイルス感染症の対応について
看護部

新型コロナウイルス感染の拡大をうけて、患者様を守るため、院内の感染対策を強化しています。

大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

感染予防対策～当院での取組～

防護服・マスク着用

患者様とご家族様が少しでも安心できますように、7月20日よりタブレット
面会を開始いたしました。当院１階にタブレット面会スペースを用意し、
患者様と画面越しでお話ができます。「元気そうな顔を見られてよかった」
「話が出来てよかった」など、ご家族様からお声をいただき、大変好評いた
だいております。ご希望の方は予約が必要となります。受付又は電話でお問
い合わせください。

検温のお願い マスク着用のお願い 面会禁止

37.0℃以上の発熱のある方は
来院をお断りいただきます。

受付横にマスク販売機もござ
いますのでご利用ください

3月より、入院患者様の面会、外出・外泊を制限さ
せていただいております。
※着替えの受け渡し・入院会計は１階受付（正面窓
口）で対応させていただきます。
解除する場合こちらから連絡させていただきます。

当院では感染予防対策のため、様々な取り組みをしております。今回はその一部をご紹介いたします。



約20分

東所沢病院

志木駅 東所沢
病院

志木駅循環コース 清瀬駅循環コース

東所沢病院(発) 志木駅(発) 東所沢病院(発) 清瀬駅(発)

12:00 12:30 13:00 13:20

14:00 14:30 15:00 15:20

16:00 16:30 17:00 17:20

約20分 清瀬駅

2020年2020年 6月1日（月）より6月1日（月）より

埼玉県所沢市城435-1 ℡：04-2944-2390

当日の交通状況により、時間が前後する場合がございます。
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患 者 様 の 権 利

1平等かつ公平に医療を受ける権利
２個人として尊重される権利
３十分な説明と情報提供を受ける権利
４自分、または代理人による意思で選択・決定する権利
５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

.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。

.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。

.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。

東所沢病院
〒359-0013 埼玉県所沢市城435-1
TEL:04-2944-2390
FAX:04-2944-5236
http://www.h-tokoro.jp/
発行 東所沢病院
編集 広報委員会

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。内容や秘密をお守りしま
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（１２：００～１３：００を除く）
土曜：９：００～１２：３０

理 念

高齢者医療に心やすらぐサービスの実践

基 本 方 針

１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
。
２自立・在宅復帰に向けたリハビリテーションを展開する。
３患者様が穏やかに過ごす事の出来る、安全な環境を提供する。
４住み慣れた地域に安心して暮らせるよう福祉と連携した支援をす
る。
５すべての職員が健康でいきいきと活躍できる職場づくりの推進。

■診療科目

内科・リハビリテーション科・精神科

■診療時間

■休診日

日曜・祝日・年末年始

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 馬島 田村 田村 豊田
高崎

波岡

高崎

波岡
林 豊田 馬島

平 日 9:15 ～ 12：00

14:00 ～ 17：00

土曜日 9:15 ～ 12：00


