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　~日々明るく、迅速な対応を心掛けて~医療事務部です！　　

佐々木健志　主任

皆さま、こんにちは。医事部主任・佐々木です。

昨年 8月より医療法人医敬会の一員になりました、医療事務
部の佐々木です。もうすぐ 1年が経ちますが，毎日の患者さま
の多さに驚きながら、日々業務に取り組んでおります。皆さま
に迅速かつ適切な対応をしていけるよう精一杯がんばります。
今後ともよろしくお願いいたします。

　
新人紹介

　　井田　未玖

今年の 4月から医療事務員として入職しまし
た井田と申します。社会人 1年目で新しいこと
の連続ですが、患者さまとコミュニケーション
を少しずつとれるように頑張っていきます。こ
れからもよろしくお願いいたします。

西山　優子

昨年 7月から医療事務部に入職しました西山
です。一番最初に患者さんと関わる受付として、
心遣いのできる対応で、安心して診察を受けて
ただけるよう、笑顔を忘れずにがんばっていき
たいと思います。よろしくお願いいたします。



外来担当

　　天野　飛鳥

私たち医療事務部は、患者さまに対して外来受付から診察、お会計
まで快くスムーズに行えるよう、日々努力をしています。毎日たくさ
んの患者さまと接していますが、一人ひとりに合った対応をこれから
も行っていきたく思っています。
まだまだ未熟ものですが、日々精進していく所存でございます。

入院担当

井川　勝美

入院担当の井川です。担当者になってまだ日が浅く不慣れなことが
たくさんありますが、入院に関して何か質問等ございましたら、お声
がけください。迅速かつ適切にお応えできるよう幅広い知識を身につ
けられるよう、日々努力していきますのでよろしくお願いいたします。

介護担当

小関　弥穂子

入職 2年目の小関です。今年、介護事務士資格認定を取得し、4
月より通所リハビリ、訪問リハビリ、訪問介護、訪問看護等の介護事
務も携わらせていただくこととなりました。先輩の指導の下、実務を
積み、医療事務・介護事務共に頑張りたいと思いますのでよろしくお
願いいたします。

　
スタッフのご挨拶

　介護事務ってどんな仕事？　
当院では居宅介護支援、訪問介護、通所リハビリ、訪問リハビリ、訪問看護の介護

事業部門があります。利用者様がこれらの介護サービスを円滑にご利用いただけるよ
うに、各担当部署との連携を強化し業務に励んでいます。メインの業務は、国保連合会
に対する介護報酬の請求や利用者様への利用料の請求等です。
介護保険の集計は 1か月単位

で、月末から翌月 10日(国が
定めた締切 )頃までの期間に国
保連合会へレセプト（請求書）
を提出し、その後、ご利用者様
に利用請求書を郵送します。請
求金額はご指定の口座から毎月
27日に自動振替されますので、
ご協力のほどお願いいたします。



患者様・利用者様へのご案内と 1日の仕事の流れ　~　　　『縁の下の力持ち』医療事務のお仕事大解剖！

　医療事務の仕事は、医院の顔となる窓口での受付業務をはじめ、専門
的な知識を有する診療報酬請求業務、他にも様々な業務があります。大
量の事務処理を短時間で正確にこなす、テキパキとした事務処理能力、
コミュニケーション能力、接客マナー等実務経験を積むことでスキルを
上げ、皆様に安心・信頼していただけると考えています。
　当院だからできる地域に根付いた医療・介護サービスを多岐にわたっ
てサポートできるように、自分だったらどうされたいのかを考え行動に
移す的確な判断力をつけれるよう、日々努力しています。

各保険証等と診察券をご
提示ください。
初診の方、再診の方で記
入いただく用紙が違いま
す。お声がけください。

カルテ作成・検索等
素早く準備し、診察室へ

ご案内
医師・看護師・医療事
務部のチームプレイ

受付
初めての方、6ヶ月以上
来院のない方は「初診用
紙」、再診の方は「再診用
紙」に記入いただきます。

各診察室、リハビリ、検
査へ案内のお声掛けをい
たします。

入力・お薬の準備
会計入力、処方の準備を
します。

診療内容により順番が前
後することがございます。
ご理解・ご協力、よろし
くお願いいたします。
精算・お薬の説明をいた
します。次回の来院日も
ご確認ください。

お会計
お薬、書類等の説明・お
渡し・会計をします。

ご案内 仕事の流れ

お困りの点、ご質問など
お気軽にお問い合わせく
ださい。

ご帰宅後に気づかれた点、
ご質問など、お電話でお
問い合わせだくさい。

　　　　　診察
案内　　　検査
　　　　　リハビリ
　　　　　点滴

ご案内

お大事に。
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患者様・利用者様へのご案内と 1日の仕事の流れ　~　　　『縁の下の力持ち』医療事務のお仕事大解剖！
　医療事務部によくあるご質問
Q.ジェネリックについて Q.院外処方箋をもらったら

　患者氏名、受診日、薬の名前、
分量、何日分、処方した医師と
医療機関名が記載させていま
す。受け取ったら、4 日以内
に近隣の薬局の窓口に提出し
てください。ご不明な点は当
院受付に、お尋ねください。

Q.子供予防接種について

Q.肺炎ワクチンについて
　65 歳以上で 5 年以内
に接種していない方対象。

※接種券を持参された
　方は 3000 円、2 回
　目以降など任意の方
　は 8640 円で受ける
　ことができます。

Q.会計時のお薬・湿布等の
追加について

　再度医師に確認後、お薬・
湿布の用意と会計入力が必要
となり通常よりお時
間がかかります。
必要な場合は来院時、
受付の際にお伝えく　
　　　ださい。

Q.有床診療のメリットとは
　いざという時に入院もできる近所
の気軽なかかりつけ医。夜間・休日
問わず対応。大病院での術後療養目
的の入院など、幅広く利用されてい
ます。住民のニーズに応じた適正な
医療を提供しており、患者さんや家
族にとって、生活圏の中で医療を受
けられる身近な存在です。

Q.交通事故に遭ったら　　　
　まずは警察に電話を！
①支払方法が未確定の場合
　全額自費にてお支払いください。
②相手方又はご自身の保険会社が支払う　　
　場合、該当する保険会社より当院へ連絡　
　を入れてもらってください。
③支払方法確定後、全額自費でお支払い済
　み分を支払い方法に応じ再計算し、精算いた　
　しますので、お支払いいただいた領収書は、
　なくさないようにお願いします。但し、診断
　書代金等、返金できないものもあります。

　Q.労災について
　手続に必要な書類が提出頂
けるまで全額自費扱いになり
ます。
・お仕事中
・通勤途中
・当院へ転医された方
　等必要書類が違います。

勤務されている職場で書類を
準備いただき、速やかに提出
頂くようお願いいたします。

Q.有効期限7月末日の
保険証について

　後期高齢（75歳以上）前期高
齢（70～ 74歳）の保険証をお
持ちの方、平成30年 7月
31日で切替えになります。
必ず翌8月にご来院の際
は、新しい保険証をご
持参ください。

　特許が切れたあとに販
売される、新薬と
同じ有効成分、同
じ効き目で価格の
安いお薬です。

□ロタ
□肺炎筋腫
□ MR
□おたふく
□インフルエンザ等
を取り扱っています。
各予防接種についてワクチ
ンの取り寄せに日数が
必要です。詳しくは
受付にお問い合わせ
ください。

□ヒブ
□ 4 種混合
□日本脳炎
□水痘



デイケア複合施設　まもなく始動 !!

　6月 10 日　別館屋上の広告塔に突如、大きなロゴと法人名がその姿を現しまし
た。新しく私共の在処を示すアイキャッチャー、看板です。夜には試験的に通電し、
放つ光で付近がほわっと明るくなり、かなりの距離からも確認できるほど強烈な
インパクトでした。この看板は、文字などの要素が１つひとつ独立し、昼間はア
クリル乳白色、夜は白色ＬＥＤにより光る文字が浮かぶ電球を内包したユニット
型。ＬＥＤは蛍光灯より明るく、非常に省力で、発熱も低く、長寿命のため現代
にふさわしいエコロジーな材料でロゴには
140 個、法人名には 400 個ものＬＥＤ電球が
使用されています。

　取付も工夫されており、壁面から
文字等ユニットを浮かして取り付け
られているため、壁面を汚すことが
ありません。
　さていよいよ、来月オープン！出
来上がりを待つ心にも、明かりが
灯ってまいりました。

                START!

                GOAL !

　



'18 年 3 月～ 5 月のサ高住・通リハ イベント紹介

4月 サ
高住「堺アキオ・ショー」

今回は、 三度笠でご登場！舞踊に
カラオケ、 みんなで歌いました。29 日

3月 サ
高住 「二胡演奏」

やさしく揺らぐ癒しの音色に、 春の到来を感じて。18 日

    　　　　夏場こそ「温活」～夏こそ冷える季節です～

　エアコンに冷えた飲み物や食べ物、入浴なしのシャワー、

そして夏バテ運動不足。夏こそ冷えを溜め込めやすい季節
です。
　約50年前、日本人の平均体温は36.8度あったとされ
るのに、いまや高い人でも36.2 ～ 36.3 度、ほとんどが
３５度台の低体温に陥っているそうです。

5月 サ
高住「岸和田そーりゃ
　地車人（鳴子踊り）」
手とり足とり、 踊れや踊れの大賑わ
い！皆でワイワイ、 ニッコニコ♪

20 日

通
リハ「折鶴Deあんどちゃん」

ご利用者さん作の超大作が忠岡町役場
1 階ロビーに展示されました。

戦前の
平均体温

37℃ ➡
現代の平均体温

35℃

体温＋１℃➡免疫力 13%UP
体温ー１℃➡免疫力30%DOWN

　朝起きた時の理想体温36.5 ～ 36℃後半
冷えは万病のもと。
免疫力全開の36.5 度を目指しましょう。

■生ショウガは発汗作用・代謝を促す成分が豊富で体の　
　余分な熱をとると同時に殺菌作用もあります。
　この季節、冷奴や酢の物に積極的に取り入れて。

■エアコンは暑い日だけにして設定温度は高めに。
　（外気との温度差は5度以内に）
■首・手・足から冷えるので、その部分をしっかり保温　
　しましょう。

36.5 ～ 36

5月
14 ～ 25 日

折鶴がこんなにギッシリ！
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FAX 0725-22-8023

　

TEL  0725-22-7014　
FAX 0725-22-7015

診療担当医　変更のお知らせ

建築中

（平成30年 7月 1日現在　※担当変更の場合がありますので受付にてご確認ください。）


