
特定医療法人社団特定医療法人社団特定医療法人社団特定医療法人社団 宏仁会宏仁会宏仁会宏仁会 寺岡整形外科病院寺岡整形外科病院寺岡整形外科病院寺岡整形外科病院 広報誌広報誌広報誌広報誌

＜＜＜＜病院病院病院病院のののの理念理念理念理念＞＞＞＞ 医の倫理を守り、親しまれ信頼される病院をめざします。

＜＜＜＜病院病院病院病院のののの基本方針基本方針基本方針基本方針＞＞＞＞

・救急医療から在宅医療までリハビリテーションを通じ地域医療に貢献します。

・患者様から信頼と安心を得られる良質な医療を提供します。

・患者様の喜び・悲しみ・苦しみを共感できる医療人を育成します。

・健全経営の確保に努めます。
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知お せら

インフルエンザの予防接種が開始になりました。

詳しい情報は隣のページにございますのでご覧ください。

インフルエンザ予防接種のお知らせ

整形外科外来におきまして、待ち時間短縮のために、再来患者様を

対象とした電話受付を行っています。

詳しくは受付カウンターまでお尋ねください。

整形外科外来 電話受付けについて

１１月１日より、心療内科 末丸啓二医師の診察日が

月曜日から火曜日に変更になります。

年末年始の休診日 H29年12月30日～H30年1月3日

診察開始はH30年1月4日からです。

年末年始のお知らせ

心療内科の曜日変更のお知らせ

発熱外来について

院内待合室でのｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染を防ぐために、発熱外来を開設しました。

発熱及び風邪症状のある患者様は発熱外来へご案内させていただい

ております。

ご来院の際は、入り口そばのｲﾝﾀｰﾎﾝを押してください。

係りの者がご案内いたします。



冬になるとよく耳にするのが【インフルエンザ】です。【インフルエンザ】はインフルエンザウイルスに
よっておこる感染症で原因となるウイルスはA型・B型・C型の3種類あり、特にA型とB型が流⾏します。
その感染⼒の強さから学校や職場で集団感染し、合併による幼児や⾼齢者の死亡例もあり、単に「かぜ」
と片付けられない注意すべき感染症です。

●インフルエンザとかぜの違い

1年を通じ発散的 発症時期 冬季に流行

上気道症状 主な症状 全身症状

緩除 症状の進行 急激

通常は微熱(37～38℃) 発熱 高熱(38℃以上)

●くしゃみ

●喉の痛み

●鼻水、鼻づまり等

主症状

(発熱以外)

●せき ●喉の痛み

●鼻水 ●全身捲怠感

●食欲不振●関節痛

●筋肉痛 ●頭痛等

ライノウイルス

コロナウイルス

アデノウイルス等

原因ウイルス インフルエンザウイルス

集特 冬の感染症に備えましょう

かぜ(通常感冒) インフルエンザ

●インフルエンザの予防法①《流⾏前》
【ワクチン接種】
予防の基本は手洗いとうがいですが、より
効果の期待ができる予防方法としてはワク
チン接種があげられます。ワクチン接種に
より免疫を⾼めることで、ウイルスの感染
を予防します。

●インフルエンザの予防法②《流⾏後》

【人ごみは避ける】
インフルエンザは人から人に感染するため
流⾏している時期は、満員電⾞やバスを避
け、大勢の人が集まるイベントなど人ごみ
への外出は控えた方が無難です
【マスクを着用する】
外出時はマスクをつけましょう。市販の不織
布製でよいですが、注意書きを読み正しく着
用してください。反対にインフルエンザに感
染した人が、周囲にウイルスの拡散を防ぐた
めにもマスクは有効です。

インフルエンザ予防接種のお知らせ知告

福山市⾼齢者予防接種について

接種が不適当な方・・
①37.5℃以上の発熱を呈している方
②重篤な急性疾患にかかっている方
③予防接種の接種液の成分によって

アナフィラキシーを呈したことが明らかな方
④インフルエンザ予防接種で２日以内に発熱の

⾒られた方及び全⾝性発疹等のアレルギーを疑う
症状を呈した方

⑤その他、予防接種が不適当と医師が判断した方

一般インフルエンザ予防接種

接種料⾦1回4,000円

幼児インフルエンザ予防接種(1歳〜⼩学6年⽣)

接種料⾦1回3,200円(800円の助成あり)

福山市⾼齢者インフルエンザ予防接種
2回皮下接種

【実施機関】H29年10月1日〜H30年1月31日
【接種対象者】 65歳以上の方
【接種料⾦】 1,600円
【個人負担免除者】

※詳しくは医事課までお尋ねください

①⽣活保護の方
②市⺠税非課税世帯

※上記対象の方は証明書を当日ご持参ください
⾼齢者予防接種用証明書

又は
後期⾼齢者医療限度額適用・標準負担額認定証



集70 歳 以 上 まさの 皆 へ

【医療保険制度の⾒直しが⾏われました】

この10年間で、70歳以上の⾼齢者の数は1.3倍
になり、国⺠医療費も1.3倍になりました。
団塊世代が全員75歳以上になる2025年には国⺠
医療費の総額は、61.8兆円にもなる⾒込みです。

1995 2005 2015 2025 （年）

27.0兆円

33.1兆円

42.3兆円

61.8兆円
（⾒込み）10年間で1.3倍

国⺠医療の推移

全ての方が安⼼して医療を受けられる社会を維持する
ために、⾼齢者と若者の間での世代間の公平が図られ
るよう、負担能⼒の応じたご負担をいただく必要があ
ります。そのため、平成29年8月から70歳以上の皆様
の⾼額療養費の上限額が変わります。皆様のご理解を
お願い致します。

【⾼額療養費制度とは】
ひと月に⽀払った医療費が⾼額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお⽀払いいた
だいた分を払い戻す制度です。上限額は、個人もしくは世帯の所得の応じて決まっています。
平成29年8月から70歳以上の方の上限額が下表のように変わります。

※70歳以上の方の上限額（月ごと）
ご⾃⾝がどの適用区分に該当するかは、被保険者証または限度額認定証でご確認いただけます。

適用区分 外来
（個人ごと）

外来+入院（世帯ごと）

現
役
並
み

一
般

低
所
得
者

課税所得

145万円以上の方

課税所得
145万円未満の方

Ⅱ住⺠税非課税世帯

Ⅰ住⺠税非課税世帯
（年⾦収入80万以下など）

44,400円

12,000円

8,000円

80,100円

+(医療費－267,000円）×1%

(多数回44,400円)

44,400円

24,600円

15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万未満(１人世帯の場合は383万円未満）の場合や、「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12か月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

外来
（個人ごと）

57,600円

14,000円

8,000円

外来+入院（世帯ごと）

80,100円

+(医療費－267,000円）×1%

(多数回44,400円)

57,600円

24,600円

15,000円

(※1)

年間上限
14万4,000円 〈多数回44,400円〉(※2)

(※2)

平成平成平成平成29年年年年7月まで月まで月まで月まで 平成平成平成平成29年年年年8月から月から月から月から



内院 事⾏

ふれあい⾒学会

第７回 ふれあい⾒学会を開催致しました。
お父さんお⺟さんがどんな仕事をしているのか、
また、病院ではどんなことをしているのかを
実際の器具を使用して体験しました。
お昼は⾒晴らしのいい６階講堂で
食事をしました。

Wow!



内院 事⾏

二上りおどり

MAZDAスタジアム
カープ観戦

毎年恒例となりましたカープ観戦へ⾏ってきました。
エルドレッドの２本のホームランで大勝しました︕

今年で5回目の参加となりました。
新入職員共々、仕事の合間に練習を重ね
楽しく踊りました。



内院 事⾏

餅つき大会

10月1日に寺岡整形外科病院創⽴記念日
恒例の餅つき大会を開催しました。
今年もたくさんの方が参加し大いに盛り
上がりました。

職員旅⾏

今年の職員旅⾏は北海道へ⾏きました。
2班に分かれ北海道の名所をまわりなが
ら楽しく過ごしました。
天候にも恵まれてとても楽しい旅⾏にな
りました。
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※手術・救患・学会などにより担当医師が予告なく変更になることがあります。ご了承ください。
※救急の患者さまは24時間受付けておりますので、病院受付℡084-923-0516までご連絡ください。

総合案内 TEL 084-923-0516 FAX 084-932-1178

地域連携 TEL 084-920-1020 FAX 084-920-1113
診療時間 午前 9:00〜12:00 午後 2:00〜6:00
病床数 122床 診療科 （13診療科）

一般病棟
地域包括ケア病棟
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘ病棟

５０床
３６床
３６床

整形外科・脳神経外科・形成外科
耳鼻咽喉科・胃腸内科・循環器内科
⼼療内科・神経内科・リウマチ科
リハビリテーション科・美容外科
麻酔科(ﾍﾟｲﾝｸﾘﾆｯｸ）・放射線科

病院行き 福山駅行き

駅裏発 病院着 病院発 駅裏着

① 9:00 9:15 10:30 10:45

② 10:00 10:15 11:30 11:45

③ 11:00 11:15 12:00 12:15

④ 14:00 14:15 13:30 13:45

⑤ 15:00 15:15 14:45 15:00

⑥ 16:00 16:15 15:30 15:45

⑦ 17:00 17:15 16:30 16:45

⑧ 17:30 17:45

無料送迎バス時刻表

診察科 日 月 火 水 木 金 土

整形外科

午前
寺岡
原

池田 池田 寺岡 寺岡 池田
午
後
診
療

・
・
・

休
診

午
前
診
療

・
・
・

予
約
制

午後
寺岡
池田

池田 辻 原
池田
名誉院長

池田

形成外科 午前午後 衛藤 衛藤 衛藤 衛藤 衛藤 小野

脳神経外科

午前

藤田 藤田
午後

細本
又は

河内

耳鼻咽喉科 午前午後 田口

循環器内科 午前 品川 品川

心療内科 午前午後 末丸 西岡
(15:00まで)

神経内科 午前 三原

麻酔科
（ペインクリニック）

午前 坂本 坂本

関連施設

地域の医療に貢献する宏仁会（こうじんかい） 関連施設

居宅介護支援事業所

宏喜苑

介護老人保健施設

グリーンハウス宏喜苑

福山市

地域包括支援ｾﾝﾀｰ南本庄

介護老人福祉施設

幸楽園

要介護状態と認定された方に対し、ケアマ
ネジャーが、本人の状態や家族の意見を踏
まえて、それに応じた適切なサービスを利
用できるよう、介護保険施設等と連絡調整
を行います。

要介護状態と認定された方に対し、
その能力に応じ自立した日常生活が
営まれるようご自宅における生活へ
の復帰のため、リハビリを中心とし
た支援・介護を提供いたしておりま
す。

地域で暮らす高齢者やその家族のために介

護、健康、医療などさまざまな面から総合

的に支える中核機関とした事業を実施して

おります。

生活機能の回復と維持を目的に、食
事・入浴・排泄等の日常生活における
介護と支援を提供いたしております。
入園を希望される方には、相談員・ケ
アマネジャーとの相談を行っておりま
す。

福山市南本庄3-1-52

寺岡整形外科病院 管理棟１F

TEL 084-920-8143

福山市南本庄3-8-17

TEL 084-920-8111

福山市南本庄3-1-52

寺岡整形外科病院 管理棟１F

TEL 084-920-8161

福山市蔵王町 159-14

TEL 084-947-3111


