地域の皆様と共に歩む
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領収書明細書の読み方
第14回病院見学ツアーを
開催しました
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公益財団法人筑波メディカルセンターへ
移行いたしました
ＩＣＴ健康サポート事業の参加者募集！
あんなバッジ・こんなマーク

マンモグラフィ装置紹介
病院の周りには花がいっぱい

空へ
ィア
ンテ
ラ
ボ
浩子
笹澤

つくば市北条地区の竜巻により、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。
東日本大震災の傷も癒えぬ間に、
再び経験したことのない天災に見舞われ、皆様のご心痛はいかがばかりかとお察しいたします。
当院は発災直後よりドクターカーでの現場出動、重症者の収容、治療、DMAT調整本部としての指令活動、及びその後の被災病
院への医療資機材貸与など、被災地の医療を支えるため尽力して参っております。今後も、
この災害から復旧し、皆様が安心して
医療を受けられるようになるまで、
精一杯努力する所存です。
復旧にはご苦労も多いとは存じますが、
一日も早く平穏な生活にもどられますことを、心よりお祈り申し上げます。
病院長 軸屋智昭

ドクター のリレー講座

んでした。学生でも医師でもない中途半端な立場

科・産婦人科といった当院にない

であったため反対運動がおこり、廃止されました。

診療科の領域については、近隣の

現在、医師の世界においてはインターンという制

診療所や協力病院において研修す

度はありません。今の「研修医」というのは、修行中

ることになっています。

の身ではあるものの、医師国家試験に合格し医師
免許を持っているれっきとした「医師」なのです。

臨床研修

Q&A

医師卒後臨床研修部会長
すずき

まさつね

鈴木 將玄

当院の臨床研修のビジョンについて

よっても異なりますが、おおむね

向き合える医師を養成する」
が当院の臨床研修のビ

「屋根瓦方式」といって、すぐ上の

ジョンです。
ビジョンというと何か堅苦しい印象を

学年の医師が直接指導するような

受けますが、
要するに筑波メディカルセンター病院

体制になっています。入院患者さんの診療におい

がどのような医師を育てたいのかということです。

ては、担当医となり毎日の診療を行いますが、治療

医師になると、
ER・外来・病棟・災害現場など様々な

方針などは主治医である上級医とディスカッショ

状況に遭遇します。そのような様々な状況におい

ンをしながらすすめていきます。救急外来などの

て、立ち往生せず、自分に出来ることを真摯に実行

外来診療においては、常に指導医が近くにいて相

出来る医師を育てたいと考えています。

談出来る環境が確保されていますので、診療の質

採用する研修医の定員は１学年８名ですが、筑

臨床研修制度について

研修する診療科の体制などに

「いかなる状況でも目の前の患者さんと真摯に

研修医は何人いるの？

はじめに

指導はどのようにして
行われているの？

が保たれるようになっています。
イベント紹介（ほんの一部です）

平成16年に医師法が改正され、診療に従事し

波大学附属病院からも研修協力病院として、救急・

研修医勉強会：毎週木曜日には、研修医自らが

ようとする医師は、医師国家試験合格後、２年以

外科・小児科などで多数の研修医を受け入れてい

企画立案した勉強会が行われています。押しつけ

上の臨床研修を受けることが義務化されました。

ますので、常時20名以上の研修医が日々研鑽を積

でなく、自分たちが本当に必要としているテーマ

現在の規定では、内科６ヶ月、救急３ヶ月、地域医

んでいます。

で勉強会が行われますので、効率よく学ぶことが

療１ヶ月が必修科目、加えて外科・麻酔科・小児

どんな勉強をしているの？

科・産婦人科・精神科から２領域を選択すること

筑波メディカルセンター病院との出会いはここから？
医学生向け説明会

できます。通常の講義形式だけでなく実技形式で

会です。開業の先生方で参加される方もおられ、

も盛んに行われており、実際のスキルアップが図

活発な議論が展開されます。研修医は臨床側、病

られています。

理側それぞれの担当となり、事例について深く学

が義務づけられ（選択必修）、それ以外は選択科目

当院では臨床研修制度が始まって以来、内科・

ということになっています。以前は選択必修科目

外科・救急・小児科・産婦人科・精神科・地域医療全

臨床・病理検討会（CPC）
：残念ながら亡くなら

はすべて必修だったのですが、制度が変更されま

てを必修の科目としています。その分選択科目の

れた患者さんで病理解剖をご承諾いただいた事例

研修医学術集会：自分が担当した症例を発表

した。

期間が減ることになりますが、当院の強みである

について、それまでの臨床経過と解剖所見をそれ

したり、あるテーマについてのまとめを行った

救急外来にはあらゆる分野の患者さんが受診さ

ぞれの立場から検討していくスタイルの症例検討

り、実際の学会発表さながらに年１回行われる学

インターンって？

んでいきます。

れますし、あらゆる状況で立ち往生しない医師を

術集会です。本当の学会発表の練習のためにと始

かつては、医学部を卒業したのちにインター

育てるのには必要と考えるからです。内科系は循

められた学術集会ですが、回を重ねるごとにレベ

ンを終了しないと、医師国家試験を受験出来ませ

環器内科・呼吸器内科・総合診療科を２ヶ月ずつ回

ルアップ。ここでの発表をそのまま学会発表する
ことも珍しくなくなってきました。

ります。外科は消化器外科・呼
吸器外科・心臓血管外科から

おわりに

ひとつを選択します。これら
に加え、整形外科・放射線科・

初期研修（２年）終了の卒業式

2

さて、
「 研修医」について解説していきました

脳神経外科・消化器内科（院外

が、いかがでしたでしょうか？

実習）など、各個人の将来の希

さんのお役に立てるような医師を育てるべく病

望などにより選択科目を研修

院一丸となって指導して参りますので、ご協力よ

します。なお、地域医療や精神

ろしくお願いいたします。

一日も早くみな

つくば研修医学術集会

3

領収書明細書の読み方

保険点数と請求金額について
診療行為には国によって点数が定められており、1点＝10円で計算します。
例えば100点の場合、
費用は1,000円に
なります。
そして請求金額は患者さんの負担割合により決まります。例えばかかった費用が1,000円の場合、
３割負
担であれば300円、１割であれば100円が実際の請求金額になります。

患者さんへの情報提供の促進、医療の透明化の観点から、平成18年度より
「医療費の内
容の分かる領収書」が義務づけられました。
そして平成22年度から、
「個別の診療報酬の

領収書と明細書

算定項目の分かる明細書」の無料での発行も始まっています。今回は改めて、みなさんに

領収書は、初・再診料や医学管理料といった、
区分ごとの合計点数、
負担割合に応じた請求金額を載せています。
明細書は、領収書で示した区分ごとの点数の内訳を項目名、点数、回数で載せています。

お渡ししている領収書・明細書の読み方を説明させていただきます。
では区分ごとにどういったものが書いてあるのかを見てみましょう。
１ 初・再診料（診察料）
初診料とは、病気やケガで初
めて医師の診察を受けた時に
かかる費用です。外来診療料
（いわゆる再診料）
とは、同じ
病気やケガで２回目以降の診
察を受けた時にかかる費用で
す。以前に当院にかかられた
ことがあっても、治療を継続し
ていない場合は初診に該当し
ます。
10 病理診断料

検査や手術などで採取し
た組織、細胞から標本を
作り、顕微鏡で観察して
診断を行った場合の費用
です。

２ 医学管理料

３ 在宅医療料

国が定めた特定
の病気の患者さ
んに必要な指導
を行った場合にか
かる費用です。

患者さんがご自宅
で酸素療法や自己
注 射 などをされる
場合の指導管理
や、お渡しする医療
材料にかかる費用
です。

（指導料）

11 画像診断料
レントゲンやCT、MRI
などの画像検査の費
用です。画像を撮影す
る料金と、
その画像を
診断する料金からな
ります。

４ 投薬料
院外調剤薬局への処方
箋を発行した場合に処
方せん料がかかります。
夜間の受診など、病院で
薬をお 渡しする場 合 は
薬代の薬剤料のほかに、
処方料、調剤料、調剤技
術基本料が含まれます。
（医療機関によってお薬
の渡し方は様々です。）

（在宅料）

12 リハビリテーション

13 放射線治療料

５ 注射料

点滴や注射を打つ
技術料と使用する
薬剤料が含まれて
います。

放射線を用いた治
療を行った 場 合 に
かかる費用です。

７ 手術料
手 術 に か かる 費
用。手術の内容に
よって料金は異な
り、使用した手術
材料や薬剤、輸血
などの費用も含ま
れます。

８ 麻酔料
麻 酔 に か かる 費
用。痛みをやわら
げる治療を目的と
した神経ブロック
などがここに含ま
れます。

総合診療科

14 精神科専門療法

15 入院料等

（精神）

16 食事・生活療養

入院基本料、入院基
本料等加算が記載
されます。

心身医学療法などが
ここに含まれます。

（標準負担額）
入院中の食事に
かかる費用など。

17 その他

（一般・点数）

紹介状（診療情報
提供書）や傷病手
当 など保 険 医 療
の 対 象 に なる 文
書などがこの項目
に含まれます。
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07

＊初診料

270

１

２

指導料

＊特定薬剤治療管理料（テオフィリン） 470

１

３

在宅料

＊在宅自己注射指導管理料
（１以外の場合）

820

１

68

１

95
15

１
１

４ 院外処方料 ＊処方せん料（その他）
＊点滴注射（１日につき）
ソルラクト輸液 500ｍｌ

５

注射料

６

処置料

＊創傷処置（100cm２未満）

45

１

７

手術料

＊関節脱臼非観血的整復術
（小児肘内障）

800

１

８

麻酔料

340
6

１
１

９

検査料

＊星状神経節ブロック
キシロカイン注ポリアンプ１％
５ｍｌ １A
＊超音波検査（胸腹部）

530

１

10 病理診断 ＊組織診断料

400

１

11 画像診断料 ＊胸部単純（デジタル撮影）

210

１

165

１

18

１袋

電子画像管理加算（単純撮影）

12. 7. 7

20

4

165
495

４

07

19

19 Ｃ：保険外併用療養費

診 断 書 や 証 明 書 料 、差 額 ベッド
代、予防接種などの保険証を使わ
ない自費負担の料金が記載され
ます。

820
2,460

３

総合診療科

診察料

18 Ｂ：ＤＰＣ包括入院料（DPC）

患者さんごとに、傷病名や年齢、意
識レベル、手術、処置の有無などの
治療行為の組み合わせで決まった、
１日当たりの包括評価点数、包括評
価負担金の総額が記載されます。

07

１

2012年７月７日

タロウ

07

家族

協会
タロウ

平成24

筑波 太郎
外来

平成24

筑波 太郎

Adjustment visit receipt

976543210

外来

000340

976543210

自動精算機・外来領収書
ツクバ

９ 検査料
血液や生理機能検査（心電図や超音波など）、内
視鏡検査などの費用です。各検査の実施料と、検
査の結果を判断した判断料がかかります。

ツクバ

（放射線）

理学療法士や作業療法
士、言語聴覚士によりリハ
ビリテーション訓練を受け
た場合にかかる費用。病気
の種類や実施した時間に
よって費用は異なります。

６ 処置料
や けど や 傷 の 手
当、ギプス固定や
酸素吸入などさま
ざまな処置を行っ
たときにかかる費
用です。

16,300

21

20 Ａ＋Ｂ

21 Ｃ

22 公費一部負担金

保険診療の合計
金額です。

保険外併用療養費の
合計金額です。

丸福や特定疾患受給者証などの
公費を使用した自己負担金額。

0

22

23

23 合計請求金額

16,300

24

0

24 過不足金

今回の請求金額です。 これまでの診療費の未精
算金額が表示されます。

「前回と同じ内容のはずなのに請求金額が違う」
という時、前回
の領収書明細書と見比べていただければ何が違うのかが分かり
ます。
ご不明な点やお気づきのことなどございましたら、
月曜日
〜金曜日9：00〜16：30会計窓口、
受付にお問い合わせください。

12

リハビリ ＊運動器リハビリテーション料
（2）1単位

13

放射線

＊体外照射（高エネルギー放射線治療） 840
（1回目）
（１門照射を行った場合）

１

14

精神

＊心身医学療法（入院外）
（1回につき） 110
（初診時）

１

250

１

17 一般・点数 ＊診療情報提供料（１）

5

院内の患者さんの安全に対

参加者から
「手術から入院の一連の流れを知ることがで

第14回

する取り組みを紹介するととも

きて、
もしもの時には安心して入院できると感じた」
と感想

病院見学
ツアー

に、
安全な医療を実践するには

が寄せられ、“知る“ことが”安心“につながるということを私

スタッフと患者さんとの協働が

たちもあらためて認識しました。
今後も見学ツアーを継続し

を開催しました

不可欠であることをご理解いた

ていきたいと思います。

！
探険 発見！

患者家族相談支援センター探検

No.6

病院ツアーズ

外来の１階と２階に設置されている患者家族相談支援
センターに行ってきました。 院内でどのような役割を
担っているのかを訊いてみました。

だくために、年に２回「病院見学
ツアー」
を開催しています。

さて、ここから
探険です

14回目になる今回は、心臓血管外科と
ICUや手術室の看護師、理学療法士が中心となり冠動脈バ

Q 今までの主な相談内容を教えてください。
A. 平成23年度の相談者は3255名でした。

イパス手術について案内しました。高校生から74歳までの
際の手術さながらに 髪の毛より細い糸で縫合する心臓血
管外科医の手技に続き、手術後のICUでの看護の様子やリ
ハビリテーションの実演を見学していただきました。

手術後にICU入院中の 手術室見学のようす
患者さんは、たくさんの つくばのケーブルテレビ（ACCS）の
点滴や器械に囲まれて 取材がありました。
大変そうです。

当院のマンモグラフィ装置は富士フィルム社製のAMULET
（アミュレット）
という装置です。
この装置は従来の装置に比較して、
とても小さなサイズ

月曜日〜金曜日
（土日、祝祭日休み）
１階 9時30分〜11時30分 14時〜16時
２階 9時30分〜16時30分
TEL 029-858-5377(直通）

病院の周りには

花が
いっぱい

Q どのようなスタッフが関わっていますか？
A. 看護師と医療ソーシャルワーカーが相談員とし

紡ぎの庭
病院を利用される方にはすっか

小児外来の庭
小児科外来奥に小児科の医師

りおなじみになった「紡ぎの庭」。

や看護師が手入れをしている小

５月にはパーゴラに巻きついた

さな花壇があります。花壇の隅

スタージャスミンが満開になり、

には可愛らしい小人がいて、診

甘い香りを漂わせていました。７
月３日には摘み頃になったラベ
ンダーを使って、“ラベンダース
ティック”を作る催しがあり、患者
さんや病院利用者の方が参加し
ました。
これからは、太陽が大好
きなサンパチェンスの出番です。

はじまりの庭
リハビリテーションに向かう右側の小さ
な空き地にあります。筑波大学芸術系
（環境デザイン）の鈴木雅和先生が制作

て、常時窓口で対応しています。
がん相談員研修会など相談支援にかかわる研
修を受け、
スキルアップを図っています。

患者家族相談支援センター窓口

察を待つ子供たちに笑いかけて
いるようです。
オレンジや黄色の

217

200
0
（人）

303
176
その他の相談︑問い合わせ︑
ご意見

師が担当しております。

384

治療上の心配ごと︑
病気の伝え方などの心配事

えており、
安心して検査をお受けいただけます。
また、
撮影は女性の技

395

400

介護・在宅医療・
社会復帰などの相談

ころだと思います。
この装置は過剰な被曝を防ぐ自動設定機能を備

きる窓口」をコンセプトに設置された、患者さんや
ご家族のあらゆる相談に対応する相談窓口です。
症状が出たときの心配事などの医療上の相談
や医療費、介護といった生活上の相談、病院への
ご意見、緩和ケア相談、セカンドオピニオンなどい
ろいろな相談をお受けしています。
相談は無料です。
カウンターや面談室での直接
相談のほか、電話での相談もお受けしています。

600

セカンドオピニオン・その他
受診についての問い合わせ

マンモグラフィ検査はX線を使用するので、被曝が気にかかると

Q どのような意図で設置されていますか？
A.「患者さんやご家族が、どんなことでも相談で

緩和ケア相談

紹介

像が診察室の高精度モニタに送られ、
すぐに確認が可能です。

821

800

医療費・生活費の相談

できます。
さらに、
デジタルデータであるため、短時間で撮影した画

1000

主な相談内容

959

治療・検査・症状などの相談

での画像の読み取りが行えます。
これにより緻密で鮮明な画像が撮影

マンモグラフィ
装置

23年度

スタート

25人の方が参加しました。
拍動する心臓の模型を用いて、
実

Q どんな時に活用したらよいですか？
A.
受診したいが、何科にかかったらよいかわから
ない。
家で具合が悪くなってしまったが、次の診察ま
で日にちがある。
どうしたらよいか。
今度の治療は高額になると聞いた。高額療養
費の制度について聞きたい。
傷病手当金、障害年金、身体障害者手帳の制
度って何？
介護サービスのことを知りたい。
なんだか、いろいろ心配でどこから何を考えて
よいかわからない･･･。
外来や入院での職員の対応や接遇へご意見
がある時。
このような心配・疑問・気がかりがある
ようでしたら、遠慮なくご相談ください。

マリーゴールドが元気いっぱい
咲いています。

した杉のコンテナにはキャスターが付い
ていて、
花木の表情に合わせて患者さん
に見えるよう移動ができます。
ただ今、
ブ

医療ソーシャルワーカー
大久保 広子

看護師 山口 凉子

ゴール

ドウのつるがグングン伸びています。

6

7

公益財団法人筑波メディカルセンター

へ移行いたしました

財団法人筑波メディカルセンターは2012年5月に設立30周年を迎えますが、丁度その記念すべき年の4月1日
をもって、新制度下の公益財団法人へと移行することになりました。病院にあっても、公益財団法人の使命である
「公益性」
を追求した運営を、
より意識してゆかなければなりません。
「公益」
とは、"人々に求められている公の利益であり、人々に受益の機会が開かれている" ことだと思います。
こ
の考えに沿って、新たな法人の理念を

「多くの人たちの健康保持と増進を図るため、
その人たちの価値観を尊重し、
プロフェッショナルとして最善を尽くします」
と定め、
これにふさわしい医療、
保健サービスを提供してゆく所存です。
病院職員一同、財団法人の一員として、
より公益性の高い病院をめざし、
日夜、
努力してまいります。
これまで以上のご支援を心からお願いいたします。
公益財団法人

業務執行理事

の参加者募集！
ＩＣＴ健康サポート事業 社地域連携事業）

筑波メディカルセンター病院長

軸屋

智昭

つくば総合健診センター 健康増進センターＡＣＴ
が運動教室施設として協力します
（つくば市受託事業）

インテル
、
（つくば市、筑波大学

◆健康増進センターＡＣＴ教室の概要（９月４日開講）
◆募集内容
毎週火曜日13時と15時の２コース
運動教室期間 ９月１日
（土）〜平成25年２月28日
（木）
運動教室内容 ストレッチ・有酸素運動・筋力運動等を60分、
健康チェックを30分 内容 リズム体操やヨガ・骨盤矯正など
対象者
①20歳以上65歳未満のつくば市に住民登録のある方
②医師から運動を止められていない方
③インターネットを使うことができる方
④血圧計、歩数計を準備できる方
募集人数 各運動教室（市内４か所）のコース毎に20名程度
申込締切 7月20日
（金）
※費用・申込方法等の委細については、つくば市ホームページにてご確認下さい。

其の 其の 其の 其の 其の 其の 其の

１ ２ ３ １ ５ ５ ６ 其の７ 其の８其の９

クローバーのマーク

障害者のための国際シンボルマーク

（身体障害者マーク）

障害者が利用できる建物、施設
であることを明確に表すための
世界共通のシンボルマークで
す。
駐車場などでこのマークを見
かけた場合には、障害者の利用
への配慮をお願いいたします。

普通自動車を運転するこ
とができる免許を受けた人
で、肢体不自由であることを
理由に当該免許に条件を
付されている人です。

※このマークは「すべての障害者
を対象」
としたものです。
特に車椅
子を利用する障害者を限定し、使
用されるものではありません。

じくや

発行人 病院長
〒305-8558

つくば市天久保１－３－１

TEL０２９－８５１－３５１１

ともあき

軸屋 智昭

E-mailアドレス：h p @t m c h . o r . j p
ホームページ：h t t p : / / w w w . t m c h . o r . j p /

当院では個人情報保護法の施行に伴い、患者さんの個人情報については利用目的を明確にし、その取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。

