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TOPICS 

TOPICS 1 

TOPICS 2 

4月より常勤となった医師紹介 
 
介護保険制度について知ろう 

 
胃部極細径内視鏡のご紹介 TOPICS 3 

     4月より常勤となった医師紹介 TOPICS 1 

 診療日： 月曜日・火曜日 ／ 金曜日（内科） 
 

 ●得意分野・専門  

   冠動脈カテーテルインターベンション治療。高齢化に伴い年々増加する心不全に 

   対する最新治療を取り入れ、治療に当たっていきたいと思います。 

 ●地域医療に対する思い入れ 

   銚子市生まれ、銚子市育ちであり、地域の医療に貢献していけたらと思います。  

 ●趣味 

   ロードバイク 

嶋田 貴之
し ま だ  た か ゆ き

 

循環器科 

外  科 
 

 診療日： 火曜日・水曜日・木曜日 
   

 ●得意分野・専門  

  得意分野と呼べる程の事は、まだありませんが、 肝臓・胆のう・すい臓に興味があ 

  ります。明るく元気です。よろしくお願いします！ 

 ●地域医療に対する思い入れ 

  父が漁師であり、いずれは地元に帰りたいと思っています。地域特有の治療につ 

  て学びたいと思っています。食文化や暮らしなども知っていきたいです。 

 ●趣味 

  サッカー・アメフト・キャンプ 
加藤 宗次郎
か と う  そ う じ ろ う

 

＊診療日は変更となる可能性があります。最新情報はHPをご参照ください。 
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 ●背景 
   １．高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズの増大。 

   ２．核家族化進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況変化。 

   ３．従来の老人福祉・老人医療制度による対応の限界。 

 

 ●基本的な概念 
   １．自立支援………単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを 

            超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。 

   ２．利用者本位……利用者の選択により、多様な主体から保険医療サービス、福祉 

            サービスを総合的に受けられる制度。 

   ３．社会保険方式…給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用。 

●制度導入の背景 

 介護保険制度の被保険者は、第1号被保険者（65歳以上の方）・第2号被保険者（40～64歳の医療保険 

  加入者）となっています。 

 第1号被保険者 第2号被保険者 

対象者 65歳以上の者 40歳～64歳までの医療保険加入者 

人 数 （平成30年時） 約3500万人 約4200万人 

 

 

受給要件 

・要介護状態 

（寝たきり、認知症などで介護が必要な状態） 

・要支援状態 

（日常生活に支援が必要な状態） 

特定疾患（末期がんや脳梗塞・関節リウマチ

など）に起因する要介護、要支援状態となっ

た場合 

保険料負担 市町村が徴収 

（原則、年金から天引き） 

医療保険者が医療保険の保険料と一括徴収 

●被保険者（加入者）について 

 

 ●訪問介護（ホームヘルパー） 
   訪問介護職員（ホームヘルパー）が利用者のお宅に訪問し、食事や着替えなどの身体介護、あるい 

   は料理、洗濯などの生活援助を行う。 
     ※あくまでも利用者の生活範囲となります。同居家族の洗濯や調理、掃除は行えません。 

 

 ●通所介護（デイサービス） 
   自宅から送迎などでデイサービスセンターに通い、機能訓練（リハビリ）や 

   食事・入浴等をして日中を過ごす。 

 

 ●特別養護老人ホーム 
   要介護3以上の方の為の生活施設。住所を置くことができ、病気など無い 

   限りは住み続けることができます。 

●サービスの利用例（一部） 
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●介護保険制度利用の流れ 

相談 
（要介護認定申請） 

認定調査 

サービス 

利用開始 

ケアプラン作成 

＊申請から認定まで概ね1～2か月要します！ 

●介護相談窓口案内（銚子市） 

  
  

 ●東部地域包括支援センター  ☎0479-21-5580  FAX:0479-21-5581 
     所在地： 小畑新町8121番地 さざんか園小畑デイサービスセンター内 
           担当区域： 外川町 外川台町 長崎町 犬吠埼 君ヶ浜 犬若 潮見町 高神東町 高神西町 天王台 高神原町 

                  小畑町 小畑新町 名洗町 川口町 植松町 明神町 笠上町 黒生町 海鹿島町 榊町 愛宕町 清水町 

                  幸町 弥生町 本町 仲町 通町 橋本町 港町  

 

 ●中央地域包括支援センター  ☎0479-21-7600  FAX:0479-21-7602 
     所在地： 双葉町6番地の5 
           担当区域： 粟島町 内浜町 竹町 和田町 田中町 新地町 浜町 後飯町 飯沼町 東町 馬場町 南町 陣屋町 

                  前宿町 新生町 中央町 末広町 双葉町 妙見町 台町 東芝町 西芝町 台町 栄町 若宮町 大橋町 

                  三軒町 唐子町 清川町 八幡町 東小川町 西小川町 南小川町 北小川町 春日町 春日台町 上野町 

                  三崎町 松本町1丁目 長塚町6・7丁目 松岸見晴台 垣根見晴台 見晴台 新町 八木町 小浜町 親田町  

                  常世田町  

 
 ●西部地域包括支援センター  ☎0479-21-5655  FAX:0479-21-5656 
     所在地： 芦崎町443番地の1 
           担当区域： 今宮町 本城町 松本町2・3・4・5・6丁目 長塚町1・2・3・4・5丁目 松岸町 垣根町 柴崎町 

                  四日市場町 四日市場台 余山町 三宅町 赤塚町 高野町 芦崎町 高田町 岡野台町 三門町 中島町 

                  正明寺町 船木町 白石町 野尻町 小船木町 塚本町 忍町 猿田町 茶畑町 長山町 小長町 富川町 

                  森戸町 笹本町 豊里台 桜井町 諸持町 宮原町  

 

 

 
 

 ●高齢者福祉課    ☎0479-24-8754 

利用者（高齢者）

又は家族 

市町村窓口 

要介護認定 
 ・非該当 （認定なし） 

 ・要支援1-2 

 ・要介護1-5 

 包括支援センター 

 銚子市役所 

 

 要支援 要介護 

状  態 基本的に一人で生活可

能であるが、部分的な介

助が必要 

運動機能低下だけでな

く、思考力・理解力低下

も見られる 

分  類 要支援1～2 要介護1～5 

利用可能サービス 予防介護サービス 介護サービス 

ケアプラン作成 地域包括支援センター 居宅介護支援事業者 



           

           
  
 

  

     介護保険制度について知ろう TOPICS 2      胃部極細径内視鏡のご紹介 TOPICS 3 

胃部極細径内視鏡を導入しました 
先端5.4mmの細径スコープ OLYMPUS GIF-1200N 

当院では、低ノイズなハイビジョン画質を実現した極細径の

上部消化管汎用スコープ「GIF-1200N」を導入しました。 

 
従来よりもかなり細くなっているため、口や

喉周りに触れにくく、「おえっ」という嘔吐

反射が起きにくいので、以前よりも楽に検査

を行うことができます。 

  

   １．新開発 CMOS イメージセンサーによる、低ノイズハイビジョン画質の実現 

   ２．挿入部の硬さを見直し、挿入部の苦痛軽減とスムーズな操作性に貢献 

OLYMPUS GIF-1200Nの主な特徴 

【サイズ比較】 左が通常の胃カメラ、右が新しい細い胃カメラになります。  

検査時に『極細径カメラ』をご希望の方は、スタッフまでお問い合わせください 

※数に限りがあるため、全ての方への使用は難しいですが、できる限りご希望にお応えします。 

直径 9.9mm          直径 5.4mm 


