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ホームページ   
http://www.kikuchi-clinic.com/ 

携帯も共通です。 

 ＱＲコードでホームページに接続

できます。休診等の 新情報は、ホームページ

でご確認下さい。 
   予約優先制です。診療時間内に電話でご予約下予約優先制です。診療時間内に電話でご予約下予約優先制です。診療時間内に電話でご予約下

さいさいさい(((９９０－５８２０９９０－５８２０９９０－５８２０)))。水曜日は検査日です。。水曜日は検査日です。。水曜日は検査日です。   

毎月初回の受診時には、必ず「保険証」や「医療証」をご持参下さい。毎月初回の受診時には、必ず「保険証」や「医療証」をご持参下さい。毎月初回の受診時には、必ず「保険証」や「医療証」をご持参下さい。   

 当院の夏休みが下記の通り決まりました。ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い申し上げ

ます。なお、お盆は平常通り診療・検査をいたします。 

８月２３日（水）から２６日（土）まで４日間 

７０才以上の方、よろしいでしょうか？ 
 
 医療改革関連法案の成立により、今年１０月から、７０才以上で現役

のみの所得がある方は、現在の２割負担が３割負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以前、負担割合が増えた直後に、病気が見つかり、「もう少し早く発

見できていたら負担が軽かったのに・・・」と後悔された方がおられま

した。特に、入院・手術が必要になる「ガン」の場合は大変です。 

 

 ガン検診や人間ドックなど、この際に早めに受けておかれてはどうで

しょうか。 

 経済的負担だけではなく、どんな病気でも、早期発見・早期治療をす

れば、体への負担も楽です。 

 運良く、内視鏡検査でポリープやガンが発見されて、開腹手術をせず

に治療ができた方も大勢おられます。 

 

 手術をしない内科的な病気でも、早期発見・早期治療すれば、合併症

の危険が少なくなります。検査をこわがらずにお受け下さい。 

 

 
 
現役なみの所得とは、夫

婦世帯で年収５２０万円

以上、単身世帯で年収３

２０万円以上です。 

 

「現役なみの所得」の基

準が変更になります。

（年金等の控除額の変更

のため） 

 したがって、現在１割

負担の方が、３割負担に

なる可能性があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今から検査を受けて、

病気が発見された場合、

入院手術まで考えるとも

うギリギリの日数だと思

います。 

 

 

 

 早期のガンであれば、

通院で内視鏡治療をし

て、治療終了ということ

も可能です。 

（当院でも可能です） 

７０才未満 ７０才以上  

３割 
２割 現役なみ所得者 

１割 一般 

現 行  

７０才未満 ７０才以上  

３割 
３割 現役なみ所得者 

１割 一般 

０６年（平成１８年）１０月から  
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ジェネリック医薬品について 

 当院では、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の処方を積極的にお

こなっています。ご希望の患者さんはお申し出下さい。 
 

 かんじゃさんの薬箱（日本ジェネリック研究会）のホームページ 

http://www.generic.gr.jp/ （後発品の検索ができます） 

 いくつかご質問をいただきましたので、ここでもお答えしておきま

す。 

Ｑ１．効果が少なかったり、副作用がきついことはありませんか？ 

Ａ１．私の手応えとしては、効果や副作用の点で、特に問題はないよ

うです。 

 

Ｑ２．ジェネリックを希望したら、ご迷惑はかかりませんか？ 

Ａ２．当院は電子カルテですので、あとから変更がわかっても、手間

はほとんどかかりませんので、お気になさらないで下さい。 

 

Ｑ３．ジェネリックを希望したら、薬局に迷惑はかかりませんか？ 

Ａ３．値段（薬価）が安いから、儲けが減って、嫌がられるのではな

いかと心配される優しい患者さんもおられますが、安いのと儲けが薄

いのは関係ありません。 

 あまり具体的には言えませんが、１錠６０円の先発品で薬価差益が

１円、同成分のジェネリックが、１錠３０円で薬価差益が１０円とい

うこともあります。その点、ご心配なさらないように。 

 

 

 

 ただし、当院は院外処

方をおこなっております

ので、処方箋に「変更可

能」と記載しても、調剤

薬局がジェネリック医薬

品を置いていなければ、

実質的に変更は不可能で

す。（薬局の経営方針に

もよります） 

 

 

 かかりつけ薬局をつく

り、なじみ客になってお

かれると、少しは無理を

聞いてもらえるかもしれ

ませんよ。 

 

 

 

 

 

 

  

  

 大阪府の福祉医療制度（下記）の患者さんは、１医療機関あたり、

１日につき 大５００円（月２回限度）を支払っていただいています

が、平成１８年７月診療分より、負担軽減措置が実施されます。 

 

  一部負担金相当額等一部助成証明書 

  障害者医療証 

  ひとり親家庭医療証 

  乳幼児医療証          をお持ちの方は、 

 

 助成対象者一人あたりの負担限度額が、１か月あたり２５００円と

なります。 

 市区町村窓口での申請が必要です。 

 申請には、医療機関発行の領収書が必要です。 

 負担増ばかりのご時世

に、（対象者は一部です

が）珍しく優しい措置で

す。 

 

 

 

 

 

 

 複数の医療機関にか

かっている場合、すべて

の合計金額が２５００円

までとなります。 

   当院では、デビットカード・クレジットカードをご利用頂けます。当院では、デビットカード・クレジットカードをご利用頂けます。当院では、デビットカード・クレジットカードをご利用頂けます。   
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尾道へ行ってきました 

 といっても、３月の話です。今の足ではとても行けません。 

４月号に掲載予定でしたが、こんなに遅れてしまいました。申し訳あ

りません。 

 映画「男たちの大和／ＹＡＭＡＴＯ」の撮影セットにも行ってきま

したが、ゴールデンウイークで公開は終了しています。（すでに解体

されました） 

 原寸大！の戦艦大和の撮影セットです。艦橋と後ろ三分の一はあり

ません。 

 

 

 新大阪駅から新尾道駅

まで新幹線で１時間半か

ら２時間弱。 

 

 

 

 

 尾道水道をはさんで、

対岸は向 島
むかいしま

。 

 写真の中央に、日立造

船のドックがあり、戦艦

大和のロケセットが見え

ます。 
（千光寺山山頂から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実際、甲板に立つと、

よくもこんな大きな船を

造ったものだと感動しま

す。 

 撃沈された大和と運命

を共にした多数の方のご

冥福をお祈りいたしま

す。 
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  おのみち映画資料館。 

 尾道は映画の街。 

尾道ゆかりの映画作品を

はじめ、懐かしい（私の

年代には古すぎる）日本

映画の資料が豊富です。 

 

 

 

 

 

 

 尾道の映画といえば、

大林宣彦
のぶひこ

監督。 

 大林監督の尾道三部作

の 第 一 作、「転 校 生」

（８２年）の舞台のひと

つ、御袖
み そ で

天満宮の石段。 

 一美（小林聡美）と一

夫（尾美としのり）が抱

き合って５５段の石段を

転がり落ちる間に、二人

の中身が入れ替わってし

まいます。 

 

 ちなみに、第二作は、 

「時をかける少女」 

（８３年、原田知世） 

第三作は、 

「さびしんぼう」 

（８５年、富田靖子） 

 

 

 

 以前ご紹介しました、

平山郁夫画伯の生地、

生口
い く ち

島（瀬戸田町）にあ

る、平山郁夫美術館。 

（尾道市内から車で４０

分くらい） 

 

 

 

「しまなみ海道（西瀬戸

自動車道）」をさらに四

国に向かい、愛媛県今治

市大島にある、村上水軍

博物館。 

 甲冑の試着も可能で

す。 
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 尾道は、文学の街でもあります。

左は、林芙美子の像 

（ＪＲ尾道駅から徒歩３分） 

 市内には、著名人の足形プレート

が設置されています。 

 下の写真は、その一部で、 

（左上から右下へ、敬称略） 

俳優 高橋英樹 

詩人 谷川俊太郎 

作家 渡辺淳一 

映画監督 大林宣彦 

漫画家 かわぐちかいじ 

エッセイスト 阿川佐和子 
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月 火 水 木 金  

早く見つけて！ 血液の病気 Ｑ＆Ａ  

３ ４ ５ ６ ７ 

侮れない貧血 
白血病の 

気になるサイン 
白血病の 新治療 増える悪性リンパ腫  

気になる皮膚トラブル 
専門医がすすめる 

健康体操 
Ｑ＆Ａ  

１０ １１ １２ １３ １４ 

じんましん ふけ かぶれ 頭痛を解消しよう 

 

月経がサイン 子宮の病気 Ｑ＆Ａ  

１７ １８ １９ ２０ ２１ 

自分の月経を 

チェック 
激しい痛み 

子宮内膜症 
量が多い 

子宮筋腫 

月経以外にも出血 

子宮がん 
 

Ｑ＆Ａ  

２４ ２５ ２６ ２７ ２８ 

水中ウォークで 

ひざ痛解消 

腰痛解消 

エクササイズ 

肩こり解消 

エクササイズ 

お風呂で手軽に 

シェイプアップ 
 

からだイキイキ！ 水中運動 

最近の話題から     

３１     

（テーマは未定）     

「きょうの健康」ＮＨＫ教育テレビ http://www.nhk.or.jp/kenko/ 

（月）～（木）午後８：３０～８：４５ （金）午後８：００～８：４５ 

  （再放送）翌週 午後１：０５～１：２０    テキストが市販されています。 

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝 

午前９～１２ ○ ○ 検査 ○ ○ ○ × 

午後４～７ ○ ○ × ○ ○ × × 

・診察や検査の予約のお電話は、必ず診療時間内にお願いいたします。 

・月～土曜日でも、祝日の場合は休診です！ 

   ４０才以上の八尾市民の方は、健診（採血・検尿・心電図）が年１回４０才以上の八尾市民の方は、健診（採血・検尿・心電図）が年１回４０才以上の八尾市民の方は、健診（採血・検尿・心電図）が年１回

無料で受けられます。無料で受けられます。無料で受けられます。   

   大腸がん検診（便潜血２回法）・肝炎ウイルス健診（今年度で終了で大腸がん検診（便潜血２回法）・肝炎ウイルス健診（今年度で終了で大腸がん検診（便潜血２回法）・肝炎ウイルス健診（今年度で終了で

す）も行っています。す）も行っています。す）も行っています。   


