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ホームページ

http://www.kikuchi-
clinic.com/

携 帯 版 も 共 通 で す。

（softbankは最後に v/ をつけ

て下さい）

メールマガジン（ＰＣ版、携

帯版）を発行しています。

登録は、上記ホームページからできます。

休診等の最新情報は、ホームページ等でご確

認下さい。

現在、携帯版メルマガの情報が最新です。

メルマガについてのお問い合わせは次のアドレ

スへどうぞ。mailmag@kikuchi-clinic.com

予約優先制です。予約電話予約優先制です。予約電話予約優先制です。予約電話 ９９０－５８２０９９０－５８２０９９０－５８２０

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。

医療制度改悪の行方は？

突然の安倍前首相の辞任から、福田新首相の決定まで、あわただしい九月でした。国会開催中

は、たとえ休会していても１日約３億円の経費がかかるそうで、時間もお金も何とも無駄な１か

月間でした。

国民の大多数が支持した「小泉改革」のため、来年４月から前期高齢者（７０～７４才）の自

己負担は１割から２割へ倍増される予定でしたが、それを福田さんは凍結すると言っています。

国民にとっては、負担が少ない方がいいのは決まっていますが、それが可能というのなら、今ま

での改革とやらは何だったのでしょうか。

また、後期高齢者（７５才以上）は、別の医療制度を作ることになっています、保険料負担が

増えますが（それも年金からの天引き）、これも福田さんは軽減すると言っています。そもそも

医療費のかかる高齢者を切り離して、医療費を減らす（ように見せ

る）というのは、介護保険導入と同じような発想です。費用のかか

る人だけ別枠にするのでは、保険として機能しないと思います。一

体、どうなっていくのでしょうか。

さて、今年は亥年ということで、イ

ノシシに縁のある「足腰の神様」和気

清麻呂を何度かご紹介しました。先

日、学会で東京へ行った時に銅像（写

真左）を見てきました。場所は、皇居

の堀端、気象庁の近くです。（東京駅

からなら北西へ徒歩１５分）

写真右は、途中で見つけた「日本野

球発祥の地」の碑です。東京大学の前

身、開成学校へ招聘された米国人教師

が野球を指導した記念に作られました

学会参加のための休診等のご案内

１０月２０日（土） 休診

例年９，１０月は学会シーズンで、ご迷惑

をおかけして申し訳ありません。

ご迷惑をおかけしますが、月曜日の夕診は午

後６時で終了させていただきます。

１０月は、１１日（木）と３０日（火）も午

後６時までとなります。

なお、予約やお問い合わせのお電話は、診療

時間内にお願いいたします。

年末年始の休診のご案内

年末の診療は、１２月２９日（土）で終了

年始の診療は、１月５日（土）から開始します
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当院で可能な検査 ④心電図検査

八尾市基本健康診査には、心電図検査がありますので、たくさんの方に

受けていただいています。

心臓は筋肉でできたポンプで、電気信号で動いています。その電気信号

を記録するのが心電図検査です。わかる病気は、不整脈や、虚血性変化

（狭心症や心筋梗塞）、心肥大などです。これで異常が見つかったら、専

門医（循環器科）で心エコー、負荷心電図、その他の精密検査が必要になることがあります。

写真①は本体です。両手足首に４個、胸に６

個の電極をつけて、１２方向の電気の流れを記

録します。

写真②は、その一部です。写真③の様に、検

査所見まで自動で出ますが、時には私と意見が

異なることがあります。

写真④は、携帯型の心電計です。携帯電話よ

り少し大きい程度です。（当院のはオムロン製

ですが、約３万円で市販されています）。

心臓の発作があった時に自分で記録すること

ができます。結果は、パソコンにつなぐと写真

⑤のように印刷することができます。

写真の番号

①

－－－－－－－

② ｜ ③

－－－－－－－

④ ｜ ⑤
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「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８：００～８：４４

（再放送）翌週 午後１：０５～１：２０ テキストが市販されています。

月 火 水 木 金

１ ２ ３ ４ ５

サインを見逃さない うつ病の対策 Ｑ＆Ａ

こんな症状で始まる
ストレスに注意

働き盛りのうつ

産後・更年期に注意

女性のうつ
高齢者のうつ うつ病

８ ９ １０ １１ １２

関節リウマチ 最新情報
在宅療養を快適に

患者・家族の心構え

気をつけよう

まれでも重い

薬の副作用

Ｑ＆Ａ

正しい理解で

悪化を防ぐ
進む薬物治療 リウマチ

１５ １６ １７ １８ １９

自分で管理 ぜんそく発作を防ぐ 痛みを我慢しない

ペインクリニック

最新情報

Ｑ＆Ａ

発作の原因は？
薬を使った

コントロール
日常生活の注意 ぜんそく

２２ ２３ ２４ ２５ ２６

ひとりで悩まないで 女性の尿もれ
最近の話題から

（テーマは未定）

Ｑ＆Ａ

力が入るともれる

腹圧性尿失禁

突然起こる尿意

切迫性尿失禁

高齢者に多い

ぼうこう瘤

女性の

尿もれ

２９ ３０ ３１ １１／１ １１／２

（アンコール放送）

知っておきたい

乳幼児の救急処置

Ｑ＆Ａ

なぜ起きる

症状と診断

耳鳴り・難聴を

伴うとき

突然起こる

強いめまい
休止

（アンコール放送）もう悩まない！ めまいの新対策

ピロリ菌の除菌療法について（先月号の補足）

ピロリ菌の検査や治療をご希望の患者さんが多いのですが、現在のところ、検査・治療に健康

保険が適用されるのは「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」の患者さんだけです。

したがって、当院あるいは他院（人間ドックも含む）での胃カメラあるいは胃透視検査なし

で、ピロリ菌の検査だけを受けたい方には、保険外で検査をさせていただきます。

検査は、内視鏡検査時に行う検査（組織を採取して行う検査）と体外で行う検査（呼気、血

液、便）があります。確実性では後者の方が勝っていると思いますが、それなら胃カメラや胃透

視（バリウム）検査は不要なのでしょうか。肝心なのは、癌がないことです。確かにピロリ菌

は、胃癌の原因の一つですが、ピロリ菌に気をとられて癌を見逃したのでは本末転倒ですので、

ご理解下さい。

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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４０才以上の４０才以上の４０才以上の八尾市民の方は、基本健康診査（採血・検尿・心電図）が年１回八尾市民の方は、基本健康診査（採血・検尿・心電図）が年１回八尾市民の方は、基本健康診査（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）・肝炎ウイルス検診も行っています大腸がん検診（便潜血２回法）・肝炎ウイルス検診も行っています大腸がん検診（便潜血２回法）・肝炎ウイルス検診も行っています。。。

インフルエンザの予防接種の予約を始めました

昨シーズンは、インフルエンザの特効薬である、タミフルの副作用が

問題になりました。したがって今シーズンは、インフルエンザの予防接

種の希望者がかなり増えるのではないかと考えています。

当院は、予防接種は、完全予約制（日時指定）とさせて頂いておりま

すので、よろしくお願い申し上げます。

毎年、数百人の方に接種しますので、１０月中旬から１２月末まで

は、かなり混雑します。

慢性疾患で月１回など定期的に来院される患者さんは、できる限り定

期受診の際に予防接種を受けて頂けますよう、お願いいたします。

接種期間は、１０月１５日（月）からです。接種料金は下記の通りで

すが、６５才以上の八尾市民の方は、市から助成がありますので、窓口

での支払いは１０００円です（要申請手続）。

接種回数は、２回（４週間あけて）をお勧めしています。

例年、かかりつけの患

者さんには、下記の条件

を一つでも満たす場合

は、優遇料金とさせてい

ただいております。

（対象期間は、平成１８

年１０月～１９年９月）

①慢性疾患で、４か月以

上受診された方。

②慢性疾患以外で、６か

月以上受診された方。

③八尾市基本健康診査を

受けられた方。

④内視鏡検査、超音波検

査を受けられた方。

⑤八尾市外から来院され

る、６５才以上の方で、

上記①②④の条件を一つ

でも満たす方。

副反応（接種部位の腫

れなど）が少ない、保存

料が含まれていないワク

チンを、今年も少しだけ

ご用意します。できるだ

け早めにご予約下さい。

八尾市の助成期間は、

１０月１５日から、来年

１月末までです。

６５才以上の生活保

護、市民税非課税世帯の

方、公害認定患者さんは

無料です（要手続）。

６０～６４才で、心

臓・腎臓・呼吸器機能障

害で、身体障害１級の方

も無料です（要手続）。

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

午前９～１２ ○ ○ 検査 ○ ○ ○ ×

午後４～ ～６ ～７ × ～７ ～７ × ×

インフルエンザ予防接種料金（１回につき）

（初診の場合、１回目は＋５００円）

八尾市民 八尾市民以外

Ａ：６５才以上 の方

（公費負担の対象期間以外は、

ＢまたはＣの料金）

１０００円
Ｂに該当する方は、

１０００円

Ｂ：６４才以下の方で、

右記の条件を満たす方。
１６８０円

Ｃ：上記以外の方 １８８０円

インフルエンザ予防接種料金（チメロサール非含有）

接種料金（１回につき）

（初診の場合、１回目は＋５００円）
２４８０円


