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 東京臨海病院は、平成１４年４月１日に開院いたしました。設立者は

「日本私立学校振興・共済事業団（以下、私学事業団）」です。 

私学事業団は、私立学校の教育の充実および向上、ならびにその経営

の安定を図るための支援や、これらの学校に勤務する教職員やその家族、

私学共済年金受給者の方々（以下、加入者等）に対する年金・健康保険

の給付や、宿泊施設・医療施設の運営をはじめとする福祉事業を行なっ

ております。当病院はその福祉事業の一環として開設いたしました。し

たがって、病院としては民間病院に属します。 

当病院の基本理念は、“患者さま中心の病院として、病院と患者さまの

相互信頼に基づく医療を展開する。また、加入者等の努力を前提に病院

も健康増進・疾病予防に努力し、しかも地域に開かれた温かく、親しみ

あふれる医療を提供する。”とあります。 

 現在の日本における医療事情は非常に厳しく、日本経済の悪化等によ

り本年４月からは一部の老人の方を除き、患者さまの医療費について健

康保険の３割負担が実施されます。医療を提供する側も患者さまにとっ

ても大きな負担となります。今後は、医療側も新しい考え方を導入し、

患者さまにとって最短・最速・最良の医療を提供する努力をしなければ

なりません。 

一方、患者さまの方も生活習慣病にならないために、日頃から健康に

留意し、身体を健康に保つ努力をしていただきたいと思います。患者さ

まが健康になり、ご家族も安心して生活ができる医療を提供できるよう

病院側も一生懸命努力します。 

 今回、患者さま向けの広報誌を発行したことは、病院として患者さま

により正確な情報をお伝えし、皆さまに病院のことや医師をはじめ職員

のことをよく理解していただくためです。今後はスタッフの紹介を含め、

多くの情報をお伝えする予定です。どうぞよろしくお願いいたします。 
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みみななささままかかららののごご意意見見

 ご協力ください 

携帯電話(メール)･ＰＨＳ

の使用はご遠慮願います 
※病院職員が使用しているＰＨ

Ｓは、ナースコールなどを受け

るための医療用ＰＨＳですの

で、ご理解くださいますようお

願いいたします。 

付き添い者さまより 

銀行ＡＴＭを設置してはどうか。とっさの外来の支払い、入院費用

の支払いなど助かる場合は多くある。 

回答者：事務部長 

ご意見いただきありがとうございます。銀行ＡＴＭの設置につきま

しては、患者さまからのご要望も数多く寄せられております。 

現段階では、平成１５年度中に設置できるよう検討しておりますの

で、ご理解くださいますようお願いいたします。 
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病院長 小屋 二六

こ や  に ろ く

病病院院長長ああいいささつつ 
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東京臨海病院 広報誌

医医療療保保険険改改定定ににつついいてて  
 平成１５年４月１日より健康保険法の一部が改正

となり、会計窓口にてお支払いいただく負担金額が、

３月までの金額と変わる場合がありますので、ご説

明いたします。 
健康保険組合・政府管掌保険・共済組合等を一般

的に社会保険（以下､社保）と言いますが、４月１日

より社保に加入されているご本人（社保本人）の自

己負担金が、２割負担から３割負担へと変更になり

ました。 
 ただし、３月までお支払いいただいた薬剤一部負

担金（下表）が廃止となり、その分のお支払いはな

くなりました。 

３月までの窓口負担 
社保・本人の方（一部負担） 

２割負担 

社保（本人、家族）・国保等の 
薬剤一部負担金 

内服薬（１日分当たり） 
０～１種類     ０円 

２～３種類   ３０円 

４～５種類   ６０円 

６種類以上  １００円 

 
外用薬（３種類分まで） 

１種類ごと   ５０円 

 
頓服薬 

１種類ごと   ５０円 

４月からの窓口負担 

３割負担 

すべて廃止 
これまでの薬剤一部負担金 

お支払い分はなくなります 

 また、社会保険に加入されているご家族や国民健康

保険（以下､国保）の方など、３割負担の患者さまに

つきましては、３割負担は変わらず薬剤一部負担金が

廃止となり、今までよりも負担金額が安くなる場合が

多くなると思われます。 
 なお、今回の医療保険改定で７０歳以上の方の窓口

負担変更はありません。 
ご不明な点などありましたら、何なりと会計窓口ま

でご確認ください。 

 
東東京京臨臨海海病病院院広広報報誌誌タタイイトトルル募募集集 
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今回創刊いたしました病院広報誌のタイトルは、「病院からの情報」という意味で「メディカルインフォメ

ーション」とさせていただきましたが、この広報誌は病院からの一方的な情報の提供ではなく、患者様やそ

のご家族と東京臨海病院との懸け橋となればとの思いがあります。皆様に末永く読んでいただけるためにも

皆様から病院広報誌のタイトルを募集したいと思います。 
応募方法は、所定の応募用紙に必要事項をご記入のうえ、病院エントランス１階ご意見箱へ投函ください。

採用されたタイトルは、次回「病院広報誌第２号」で採用者のお名前と合わせて発表させていただきます。 
たくさんのご応募お待ちしております。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

黄斑部
お う は ん ぶ

変性症
へんせいしょう

について
眼科部長 鈴木 水音

す ず き  み ず と
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◆はじめに 

 加齢黄斑変性は、黄斑部の加齢に伴う変化によっ

て中心視力に影響を及ぼす疾患で、高齢者の失明原

因のひとつです。近年新しい検査法や治療法の開発

により、治療成績が向上してきました。 

◆加齢黄斑変性の原因 

 黄斑部の加齢による老化現象が主な原因と考えら

れています。脈絡膜新生血管が発生し、出血や網膜

剥離・網膜色素上皮剥離などが引き起こされ、視力

が低下します。近年、高齢者人口の増加に伴い患者

数が増加しています。全身疾患、喫煙、栄養状態、

遺伝などの関与も指摘されています。 

◆症 状 

 網膜の中心部（黄斑部）が悪くなるので、視野の

中心のよく見ようとするところが見にくくなりま

す。変視症（ゆがむ）、中心暗点、視力低下などの自

覚症状がみられます。 

◆加齢黄斑変性の検査（蛍光眼底造影検査）

①フルオレセイン蛍光眼底造影 
 フルオレセインという造影色素を静脈注射して、

眼底・網膜血管を造影します。 

②インドシアニングリーン(ICG)赤外線蛍光眼底造影 

 加齢黄斑変性の原因は、脈絡膜血管から発生した

脈絡膜新生疾患です。従来のフルオレセイン造影で

は、ほとんど脈絡膜新生血管を検出することが出来

ませんでした。しかし、ICG 造影は、網膜の下に隠

れた脈絡膜血管を検出することの出来る新しい検査

法です。これによって、脈絡膜新生血管に対する治

療が可能となりました。 

◆加齢黄斑変性の治療 
①レーザー光凝固治療 
 新性血管をレーザー光で凝固する治療法です。原

因となる脈絡膜新生血管が黄斑部の中心（中心窩）

の外にあれば、レーザー光凝固が第一選択の治療法

です。しかし、大量の出血や硝子体出血によって光

凝固が出来ない場合もあります。また、脈絡膜新性

血管が中心窩に存在する場合、中心の良い網膜を一

緒に凝固することになり、かえって視力を落とすこ

とになり治療が出来ませんでした。 
②新しい治療法 
 近年、手術機器や技術の進歩によって大量の出血

や硝子体出血に対しては、これらを除去する手術（硝

子体手術）が出来るようになりました。さらに、中

心窩に存在する脈絡膜新性血管であっても、黄斑部

の網膜細胞を傷つけず、原因となる脈絡膜新生血管

のみ退縮させる治療法（経瞳孔温熱療法、低線量放

射線療法など）も試みられています。 

◆おわりに 

 治療後の視力は、症状の進行度によってさまざま

です。中心窩に障害が及んでいる場合、視力の低下

は著明です。しかし、今まで治療不可能であった患

者さまにも、新たな治療の可能性がでてきました。

強度近視に伴う新生血管黄斑症や特発性中心性滲出

性網脈絡膜症など若い人にも発症するタイプの黄斑

部変性症もみられます。 
 当院では、ICG 赤外螢光眼底造影撮影装置や径瞳

孔温熱療法のための半導体レーザー凝固装置や硝子

体手術装置など最新式の検査・治療器械を導入し、

診療にあたっております。早期発見・早期治療のた

め、ぜひご利用・ご相談ください。 
私学事業団広報誌「レター」より転載



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東 京 臨 海 病 院
東京都江戸川区臨海町１－４－２ 

   電話  ０３（５６０５）８８１１（代表） 

   Fax  ０３（５６０５）８１１３ 

電話番号のおかけ間違いには十分ご注意願います。

病院ホームページもご覧ください。

http://www.tokyorinkai.jp/ 
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ちちょょっっとと気気ににななるる  ここんんなな制制度度  そそのの１１  
・・・ 高 額 療 養 費 制 度 ・・・

この４月から医療制度が改正され、サラリーマンが

加入している社会保険も、国民健康保険に加入してい

る方と同様に、医療費の自己負担が３割に変更となり

ました。もし１ヶ月入院すれば、決して馬鹿にできな

いほどの金額がかかることになります。そんな時に、

医療費の自己負担分が還付されることをご存知でしょ

うか？ 

70 歳未満の方の「高額療養費の還付」とは、同じ人

が同じ月内に、同一の医療機関に支払った医療費の自

己負担が、一定の金額を超えて高額になった場合に、

申請手続きをすれば後日戻ってくるという制度です。 

 世帯の収入によって３つの区分があり、一般世帯の

場合、医療費の自己負担額を 72,300 円以上支払った

場合に制度の対象となります。 

 例えば、医療費自己負担額が 9 万円の支払い時には

約 17,000 円、18 万円の支払いでは約 104,000 円

が、それぞれ数ヶ月後に還付されることになります。 

ただし、かき集めた領収書の金額が 72,300 円を越え

ていても、様々な条件により還付の対象にならなかっ

たり、反対に同一世帯や同一保険で複数の医療費がか

かる場合などは、1 人あたりの額が少なくても対象に

なることもあります。 

 また、保険を使った「医療費」が還付の対象になっ

ていますので、室料差額（部屋代）や食事療養費など

の保険外負担額は計算の対象になりません。 

 還付の手続き窓口はそれぞれの健康保険によって異

なります。還付のお知らせが自動的に自宅へ届くもの

もあれば（例えば江戸川区国民健康保険）、必ず自発的

に申請しなければ一切戻らない保険もありますので、

十分ご注意ください。 

 医療費の問題は、治療に専念する上で避けて通れな

い課題です。医療福祉相談室では制度の概要説明から、

患者さまの状況に応じた申請や活用のお手伝いをして

いますので、是非ご相談ください。 

快快食食健健美美  ～～  栄栄養養科科：：春春のの野野菜菜「「たたけけののここ」」～～  
わかめと一緒に煮る「若竹煮」や、「木の芽和え」は

春の訪れを告げる料理です。先端のやわらかい部分は

「たけのこご飯」にすると美味しいです。 
やわらかい皮（姫皮）は、お吸い物などに使います。

保存方法はゆで汁ごと密封容器に入れて冷蔵庫に入れ

ます。また、たけのこの皮には防腐効果があるので、

おむすびなどを包むのに適しています。 
 

姫 皮…たけのこの先端の部分 
お吸い物に 

穂 先…たけのこの上部 
煮物・和え物・汁物に 

中心部…たけのこの中部 
煮物・汁物・ご飯・炒め物などに 

根 先…たけこのの下部 
揚げ物・炒め物などに 

 

創立一周年を迎え、この広報誌を発行いたしました。今後は『医療・病気に関する疑問・不安などを少しでも和らげる広報誌』を目標として発行して

まいります。ご意見用紙は病院エントランスにご用意しておりますので、皆さまからのご意見・ご感想をお聞かせください。お待ちしております。 

次回のドクターメールは「小児アレルギーについて」を予定しております。 

編編集集後後記記・・次次回回予予告告  

 春を感じさせてくれる“たけのこ”は、春が深まる

ごとに美味しさが増してくる野菜です。たけのこを食

用としているのは中国と日本で、一般に売られている

たけのこのほとんどが孟宗竹です。 
栄養的にはビタミンＣ・Ｂ1 とカリウムをわずかに

含みます。カリウムは体内の余分なナトリウムを排泄

してくれますから、高血圧に効果があります。また、

食物繊維が多く、便秘や大腸がんの予防ができます。

コレステロールを抑えるのにも有効ですが、えぐみの

元になるシュウ酸は、結石症の方には良くないため、

控えた方が良いでしょう。 
たけのこの鮮度は、皮に光沢と適度な湿り気があり、

ずんぐりしていて太めで短く重く、切り口が水々しく、

根本に赤い斑点のない物を選びましょう。 
ゆでる時には、ぬかか赤とうがらしを入れると旨味

はそのままで、えぐみが取れます。 


