
脳卒中編

　あなたやあなたの家族が患者になったときのために、
医療のしくみなど知っておきたい情報をご案内します。
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突然のけがや病気は、だれの身にも起こり得ることです。

わかっていても私たちは、どこかで

「自分だけは……」と思っていたり、

「考えたくない」と後回しにしていたり。

あなたは、緊急時の対応法、受けられる医療システム、

安心して医療を受けるための健康保険など、

大切な情報を知っていますか。

いざというときに困らないために、

Ｍさん夫妻の体験をとおして

確認しておきましょう。

　都内在住のＭさんは、60歳の専業主婦。66歳の夫は６年前に会
社を定年退職し、一男一女はすでに独立。夫婦２人の第二の人生を、
趣味やボランティアを楽しみながら、年金で暮らしています。

この体験物語の主人公とプロローグ

　夫は、在職中に会社の健康診断
で、血糖値と血圧が高めといわ
れていましたが、特に治療は受け
ていませんでした。そんなある日、
久し振りに夫婦で散歩に出かけた
ところ、夫が突然にふらふらと倒
れてしまいました。
　脳卒中でした。………



医療費の内訳
医療保険制度…………………… 10〜13
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　脳卒中（脳血管疾患）とは、脳の血管が詰

まったり破れたりすることにより、その先の細

胞に血液が届かなくなり、脳細胞が死んで（壊
え

死
し

）しまう病気の総称です。

　大別して、脳の動脈が詰まる脳梗
こ う

塞
そ く

、脳の中

の細い血管が破れて出血する脳出血、脳を包む
くも膜と脳の間（脳の表面）で出血するくも膜
下出血があります。その結果、運動障害や言語
障害などの後遺症が残る場合があります。

　脳卒中を発症した直後の治療としては、脳卒

中専用集中治療室（SCU）などをもつ医療機

関で、状態により、脳血管内部から詰まったと

ころの治療や破れたところを塞ぐ治療、開頭し

血腫の除去や再出血を防ぐ治療などが行われ

ます。また、治療後に障害が残った場合（主に

外出中、夫が突然、倒れた！

知っておくべきポイント

Ａ病院で治療を開始

第 1回目の医療費の支払い

急性期の治療から回復期の治療へ

退院から退院後の生活

回復期の治療）には、その機能を回復するため

にリハビリテーションが実施されます。

　平成24年に脳卒中（脳血管疾患）で亡くなっ

た方は全国で約12万2千人で、がん（悪性新生物）、

心疾患、肺炎に次いで4番目に多くなっています
（平成24年度「人口動態統計（確定数）の概況」）。

参考参考 脳卒中とは？ 〜疾患の概要〜

救急のときの対応のしかた
救急車の呼び方………………………４〜５

入院時に必要なもの
インフォームド・コンセント……………………６〜９

転院の理由
医療機能の分担………14〜15

退院の理由
在宅での医療・介護サービス………… 16〜19

保健や医療に関する情報はどこで入手できるの？……………20
緊急用メモ…………………………………………………………22

医療費の内訳
医療保険制度………………………10〜13

＊�この冊子では、病気にかかってから回復するまでの物語をとおし、医療のしくみや医療保険
について説明をしています。
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外出中、夫が突然、倒れた！

こんなとき、どうしたらいいの？

　久し振りに散歩に出かけたＭさん夫婦。季
節の花を愛でながら公園を歩いているとき、
今まで元気に話していた夫が突然、ふらふら
と倒れてしまいました。
　呼んでも反応がありません。「どうすればい
いの？」混乱しながらＭさんは、大声で助け
を呼びました。

　急に倒れたときのために、心肺蘇生（普段どおり
の呼吸がなかったら胸骨圧迫➡人工呼吸➡ＡＥＤ

〈自動体外式除細動器〉の実施など一連の手順によ

る生命を維持する方法）を覚えておくとよいでしょう。

　公益財団法人東京防災救急協会や地域の消防

署などで講習を行っています。

意識があるのかの確認を !!

肩を軽くたたく

耳元で
「わかりますか」や「だいじょうぶですか」

などと呼びかける

119 番通報を依頼する

AED（自動体外式除細動器）を
運んでもらうよう依頼する

周囲の人に協力を求める
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救急車の呼び方は？

東京都の救急医療体

制は、次の３つに整備

され、それぞれが連携

しながら行っています。

⃝…所在地、目標となる建物などの確認

⃝…病気やケガの症状の把握

⃝…携帯電話の使用と電話番号を告げる

⃝…電波が途切れないように立ち止まって話す

⃝…通報後10分程度、電源を切らないこと
（消防署などから連絡が入る場合がある）

● 初期救急医療………入院治療を必要としない軽症な患者に対するもの
… …区市町村の広報誌に、休日等の当番医等として掲載され

ます。こまめにチェックしておきましょう。

● 二次救急医療………入院治療を必要とする重症患者に対するもの
… 「救急病院」などと呼ばれる医療機関です。
● 三次救急医療………生命危機が切迫している重篤患者に対するもの

　緊急と思ったら119番に電話をかけ、救急車を
呼んでください。そのときに、主に次のことを聞か

れますので、あらかじめ確認しておきましょう。

①「火事ですか、救急ですか？」 
②「どうしましたか？」
③「住所（所在地）を教えてください」
④「何か目標（目印）はありますか？」

参考参考 東京都の救急医療体制

　　民間救急（患者等搬送事業者）の
　　搬送サービス（有料）
　救急車を呼ぶほどでもないが医
療機関に連れて行きたいときなど
に利用できます。
＊東京消防庁のホームページ、東京民間救急
コールセンター（10570-039-099）
などで調べられます。

　「東京消防庁救急相談センター」では、
医師・看護師・救急隊経験者等の相談
医療チームが24時間体制で適切なアド
バイスを行っています。急な病気やケガ
の際に迷ったときなどに利用しましょう。 緊急性の

アドバイス 必要な場合は

救急隊を出動 応急手当を
アドバイス 救急医療機関を

案内

24H

迷ったら「#7119」にお電話を！

#7119 に相談した結果…

●�緊急性のない場合は、「明日には病院に行って
ください」等と案内します。
●�また、必要により応急手当の方法をアドバイス
します。
●�緊急の場合は、救急相談センターから救急車
を呼びます。

救急車を本当に必要とする人のために、
　　　　　救急車の適切な利用にご協力ください。

救急車を呼ぶべきか迷っている

病院に行くべきか迷っている

救急医療機関が見つからない

迷ったら……

など

●電話番号（プッシュ回線・携帯電話・PHSの場合）

  #7119（24時間・365日受付）

●その他の電話やつながらない地域の場合
　23区　　　　03-3212-2323
　多摩地区　 　042-521-2323

■   ■   診療している医療機関の案内   ■   ■　◦東京都医療機関案内サービス「ひまわり」◦　☎03-5272-0303

★注意事項★
スマートフォン・携帯電話

などでかけるとき
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A病院で治療を開始

　救急車で救急病院のＡ病院へ搬送されたＭさんの夫。待機してい
た医師・看護師などによって、すぐにCT・MRIなどの検査。脳梗
塞と診断され、そのまま入院となり、治療が開始されました。
　Ｍさんも、夫の病歴
などの問診、治療法な
どについての説明を受
けましたが、すべてが
無我夢中……。始まっ
た入院生活の不安で
いっぱいになるＭさん
でした。

入院時に必要なものは？
　必要な書類の数は、医療機関によって若

干の違いがあります。名称も、例えば「入院

申込書」は「入院承諾書・入院誓約書・入

院証書」などさまざまですが、基本的に右の

書類などが必要になります。

　はじめての病院へ入院した場合はできるだ

け早く、予約入院の場合は当日に提出します。

主な必要書類

◦自分で用意するもの◦

●健康保険証

（国保・健保・後期高齢者など）
●高齢受給者証（70歳以上75歳未満）
●医療受給者証…
……（各種公費負担者証など、該当者）
●限度額適用・標準負担額減額認定証（該当者）
●限度額適用認定証（70歳未満）
　その他　●入院保証金　●印鑑
◦医療機関で用意するもの◦

●入院申込書
●入院保証書
●手術承諾書（入院中に手術する場合）

くわしくは医療機関で
おたずねください。
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入院保証金の金額は医療機関に
よってさまざまで、不要なところも
あります。退院時に精算されるの
で、もらった「預かり書」はなくさ
ないように。

入院時に伝えたいこと
⃝…現在、服用している薬は、入院時に持参し、その旨を医師や看護師、薬剤師
へ伝えておきましょう。
⃝アレルギーがある食品、食べられないものは入院時に伝えておきましょう。

私たちがお手伝いいたします
医師・歯科医師
病気やけがの診察・治療

看護師・准看護師
療養上の世話と診療の補助

助産師
分娩の補助、妊婦・
産婦・新生児の世話 診療放射線技師

レントゲンやCTなど
の検査や治療で使う
放射線の照射・撮影

臨床検査技師
血液検査や心電図検
査などの臨床検査

管理栄養士
食事のメニュー
づくりや患者の
栄養指導・相談

薬剤師
処方箋に基づく調
剤、服薬説明

理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、
言語聴覚士（ST）、視能訓練士（ORT）
リハビリテーションなどによって生活動作
や運動・言語・視力機能などの向上を指導

医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）
社会福祉の立場から、入院中や退院
後の心理的・社会的・生活上の問題
の相談・援助

入院して医療機関からもらった書類
は、捨てないで必ず保管しておきま
しょう。その後に入院したときの
参考になります。

参考参考 病院や診療所で働く主なスタッフ

歯科技工士
義歯・歯冠・矯正装
置などの製作・修理

入院生活の心配事、手続きや医療
費などの相談は、医療ソーシャル
ワーカー（MSW）や医事課職員な
どに相談を。

歯科衛生士
歯科の診療補助・予
防処置、口腔ケアな
どの保健指導
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　医師は、病名や病状、治療法などについて、すべ

ての情報を患者に十分にわかりやすく説明する義務

があります。

　患者は、その説明を十分に理解・納得したうえで、

自分が受ける治療法を選択する権利があります。

医師は、病名、病状、選択可能なすべての

治療法、その効果・危険性・見通し、治療

にかかる費用などを患者に説明。

患者は、その説明を十分に理解・納得した

うえで、自分が受ける治療法を選択（治療

を受けないという選択もできます）。

インフォームド
（informed）

コンセント
（consent）

インフォームド
（informed）

コンセント
（consent）

医師から受ける
いろいろな説明……
私たちは
どう関わればいいの？

医療の主役は、

私たち『患者と家族』です。

「患者の知る権利」
を守る

「自己決定権」
を保障する

　インフォームド・コンセントは、「患者の知る権利」「自己決定権」を保障する考え方です。

発祥はアメリカですが、日本でも1990年代に広まりました。

　医療機関は、退院までに行われる治療などを記載した計画書を患者に交付
し、適切な説明を行うことが法律により義務づけられました。
　また、医療機関では、手術や治療を行う際に、患者に対して文書を交付し、
説明を行い同意を求めることも行われています。

・・
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「医師と患者」では、
やっぱり気後れするのですが……

　患者は病気に対して「しろうと」だか

ら、すべて「プロ」である医師におま

かせ……。こういった「おまかせ医療」

から、患者が主体的に医療に参加する

「患者中心の医療」を実現するために

は、私たちの努力も必要です。

①…伝えたいことはメモして準備
②…対話の始まりはあいさつから
③…よりよい関係づくりにはあなたにも責任が
④…自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
⑤…これからの見通しを聞きましょう
⑥…その後の変化も伝える努力を
⑦…大事なことはメモをとって確認
⑧…納得できないときは何度でも質問を
⑨…治療効果を上げるためにお互いに理解が必要
⑩…よく相談して治療方法を決めましょう

医師にかかる際の10カ条

参考参考 第二のプロの意見を聴く セカンド・オピニオン

　患者が診断や治療法などについて迷った場合、主治医から検査結果や画像診断などの必要な
情報の提供を受け、主治医以外の意見を聞くこと。
※�セカンド・オピニオン外来を受診する場合は、健康保険給付の対象とならず、全額自己負担となります。

患者がセカンド・オピニオンを希望すると……

●�主治医は患者に「セカンド・オピニオン実施医療機関」の情報を提供し、患者の選択に協力する。家
族が希望する場合は、患者本人の意思に基づいていることを原則とする。

●�主治医は、「実施医療機関」に必要な診療情報・検査所見・画像データなどの資料を可能なかぎり提
供する。患者・家族はセカンド・オピニオンを受ける際に、この資料を持参する。

●�「実施機関」は、セカンド・オピニオンを実施する際、治療行為（投薬・処置など）
を行わない。

●�患者はセカンド・オピニオン終了後、原則として主治医に戻ることとし、「実
施機関」はその内容を主治医に提供する。

受けた医療の説明が
「よくわからなかった」場合……

◦まずは、受診先の医療機関の窓口に相談してみましょう！

◦「窓口に相談したけど、よくわからなかった」「何を聞いたら良いのか分からない」
場合は、東京都医療安全支援センターの『患者の声相談窓口』に御相談下さい。　
　（受付時間や連絡先は21ページ参照）
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医療費の一部負担金
＋

食事・生活療養負担金
入院した場合にかかる経費です。

＋

保険外併用療養費など

窓口で支払う
医療費の内訳は

↓

　医療費の項目には、大きく分けて「保険」と「保

険外」があります。

　「保険」は医療保険の対象になるもので、２つ

に分けられます。１つは入院や検査、治療など医

療に関するもの（診療報酬）で、「点」で示され

ています。もう１つは食事・生活療養費で「円」

で示されています。

　「保険外」は、医療保険が適用されないものです。

　窓口で私たちが支払う費用は、医療費の一部負

担金と食事・生活

療養の負担金、そ

して保険外があれ

ばその費用を加え

た合計です。

第１回目の医療費の支払い

窓口で支払う医療費の内訳は？

　入院から10日ほど経って、Ｍさんの家族は第１回目
の医療費の請求を受けました。
　医療費請求・領収書に従い、病院の窓口でたずねなが
ら、領収額合計の金額
を支払いましたが、点
数や金額で表されてい
る項目がたくさんあり、
よくわかりません。

右ページの
領収証のサンプルで
確認してみましょう

保険

保険外
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＊�平成22年4月から、医療費の支払いの際、
医療費の詳しい内容を記載した明細書
が無料で発行されることになりました。
（詳しくは、医療機関にお尋ねください。）

医療費の患者負担割合

医療費の一部負担金
　医療費は、内容と料金が細かく点数化されています。

　金額は１点を10円として計算します。
　医療費の一部負担金は、加入している医療保険や年齢によっ

て割合が異なります。Ｍさんは66歳ですから医療費の患者負

担割合は３割で、医療費の合計点数╳10円╳３割（高額療養費
の基準額以下の場合）で計算されます。

義務教育就学前
（6歳・3月まで）

２割
※東京都では○乳で自己負担なし

義務教育就学児
（6歳・4月〜15歳・3月）

３割
※東京都では○子で医療費助成

15歳・4月〜70歳未満 ３割

70〜74歳 ２割
※一定額以上所得者は３割
　（注：経過措置あり）

75歳〜（後期高齢者医療制度） １割
※一定額以上所得者は３割

＊�確定申告の医療費控除などに必要と
なりますから、医療費の領収書及び
明細書は必ず大切に保管しましょう。

（医科診療報酬の例）

領　収　証 

点

 

 

初・再診料　  入院料等　  医学管理等　 在宅医療 　　 検　査　     画像診断       

点
投　　薬　　 注　　射   リハビリテーション  精神科専門療法　　処　　置　　　 手　　術 　 

点

点

点

点

点 点

点

点

点

点

点

点

点

点

保

　険 

平成 年 月 日 ～平成 年 月 日  
請 求 期 間（入院の場合） 
 

患者番号   氏　　　名　 
様 

受診料 入・外 領収書№ 発　行　日 費 用 区 分 負 担 割 合 本・家 区　分 
平成 年 月 日  

保
険
外
負
担 

評価療養・選定療養 保　険 

合　　計 円 円 円 

円 円 円 
円 

負 担 額 
領収額合計

保険（食事・生活） 保険外負担 そ　の　他 

（内訳） （内訳） 

東京都○○区○○  ○－○－○        ○○○病院　　  ○○　  ○ ○ 領収印 

生活療養

円 円

麻　　酔　   放射線治療　  病理診断 　診断群分類（DPC） 　食事療養 　

※くわしい内容や手続きはご自分の医療保険の担当部署にお問い合せください。

注：経過措置
　…平成26年3月末までに既に70歳に
達している人は1割に据え置き。
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入院時食事療養費
　入院中の食事にかかる料金です。１食あたり一

律260円が標準負担額となり、残りは医療保険
から支払われます。

　医療保険では、原則として医療保険が適用され
ない保険外診療があると、医療保険が適用され
る診療も含めて全額が自己負担となります。
　しかし、次のものについては、医療保険が適用
されない部分の費用は自己負担となりますが、医
療保険が適用される部分（診察・検査・投薬・入
院料など通常の診療と共通する部分）の費用は一
般の保険診療と同様に一部負担金を支払うしくみ
となっています。

選定療養

　患者の選択に基づくもので、代表的なものとして
「差額ベッド代」があります。

食事・生活療養負担金

保険外併用療養費

入院時生活療養費
　療養病床に長期間入院している65歳以上の人

は、入院時食事療養費ではなく、入院時生活療養

費（食費＋居住費）の該当となります。

※�どちらも、住民税非課税世帯には減額制度があ

ります。利用には、区市町村に申請が必要です。

・差額ベッド代（特別の療養環境の提供）
　個室などを患者が希望すると、医療機関が定め
た額を負担しなければなりません。
※「治療上の必要」で差額ベッド代の対象となる病室へ入
院した場合など、差額ベッド代を負担しなくてもよい場
合があります。

・その他のもの
　制限回数を超える医療行為、予約診療（病院
の都合による場合は除く）など�

評価療養

　医療保険給付の対象とすべきものであるか否か
について、適正な医療の効率的な提供をはかる
観点から評価を行うもので、以下のものがあります。
・ 先進医療、医薬品や医療機器の治験に関わる

診療など

　入院や手術ともなれば、医療費の自己負担額が高額になることもあります。しかし、自己負担
額のうち一定額を超えた分は医療保険から支払われます。
　この制度を利用し、ひと月の医療機関等の窓口における支払額を一定額にとどめるには、あらかじめ加入して
いる医療保険の保険者の承認が必要です。
　また、医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合に負担を軽減する仕組みもあります。
（高額医療・高額介護合算療養費制度）
　詳しくは加入している医療保険の担当部署におたずねください。
【参考】厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆様へ」
　 　　http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/juuyou/kougakuiryou/

高額な医療費がかかったら

　国民医療費の総額（推計）は、平成23年度
で約38兆円となっています。これは、国民１人
当たり年間で約30万円を支払ったことになりま
す。今後、医療の高度化や高齢者の増加等に
より、国民医療費の増加が予想されます。

国民医療費の現状

事業主による負担

20.2％

公費による負担
（国、地方公共団体）
38.4％

国民の負担
（被保険者・患者）
41.4％

38兆円

参考参考
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　わが国では、病気やケガをしたとき、みんなが

安心して医療を受けられるように、下の表の公的

医療保険のいずれかに、被保険者またはその扶養

家族として、すべての人が加入することになって

います。

　そして保険料（税）を納めることで、病気やケガ

をしたときには、医療費の一部を支払うだけで

診療などを受けることができます。これを国民皆
保険制度といいます。

医療保険のしくみを教えて！

保険診療のしくみ

公的医療保険の制度の概要

75歳→→→

自営業者など サラリーマン、公務員など

←
年
齢

患者
（被保険者・扶養家族）

保険医療機関
（病院・診療所など）診療サービス

保険者

保険料納付

保険証交付

医療費の請求
医療費の
支払い

審査支払機関
請求金額の支払い

審査分請求

保険証の提示
医療費の自己負担分の支払い

○ 後期高齢者医療制度
75歳以上の人が対象（65歳以上で一定の障害があると認定された方を含む）
他の医療保険とは独立した保険として運営
都道府県単位で全区市町村が加入する団体（広域連合）が運営（保険料は各区市町村が徴収）

○ 国民健康保険
　  農業者、自営業者等や退職など

により健康保険等をやめた人等
が加入（被保険者）

　 区市町村が運営（保険者）

○ 被用者保険
健康保険
・組合管掌健康保険
　大手企業などの従業員とその家族が加入（被保険者）
　健康保険組合が運営（保険者）
・全国健康保険協会管掌健康保険（協会けんぽ）
　主に中小の企業の従業員とその家族が加入（被保険者）
　全国健康保険協会が運営（保険者）
共済組合
　国や地方公共団体の公務員等とその家族が加入（被保険者）
　共済組合が運営（保険者）
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急性期の治療から回復期の治療へ

　入院から15日目、担当の医師から転院の申し出がありました。
病状はかなり安定してきました
が、食事など日常の生活はほと
んど自分ではできません。
　「どうして？　まだ治ってい
ないんのだけど？」「どこへ転
院すればいいの？」　Ｍさん夫
婦は不安がいっぱいです。

　医療が高度化・専門化しているなか、急性期の

治療を行う病院やリハビリテーションを行う病院

など、医療機関にも特徴があります。

　急性期を脱し、病状が安定してきたＭさんは、

急性期の治療を行っているＡ病院から、次に必要

なリハビリテーションを行うために転院をすすめら

れたのです。

なぜ、病院を
変わるの？

　現在、多くの医療機関には転院先を紹介してく

れる部署があり、「医療支援室」「地域医療連携室」

などの名称で呼ばれています。

　ＭさんもＡ病院の医療支援室からの紹介で、「回

復期リハビリテーション病棟」をもつ自宅近くのＢ

病院へ転院が決まりました。

自分にあった
転院先選びは？

　医療機関では、効率的・安全な医療を実現す

るために、次の取り組みをしているところもあ

ります。

クリティカルパス　各医療機関内で、疾患ごと
に標準的な治療・検査・ケア・処置・指導など

の内容やそれらを実施する時期などを、医師、

看護師などが共同して一覧表にまとめ、患者に

参考参考 効率的かつ安全な医療の提供に向けた取り組み

対して提示するものです。

地域連携クリティカルパス　急性期の病院から
在宅療養まで切れ目ない医療を受けられるような

診療計画を作成し、治療を行う医療機関等で共有

して用いるものです。平成26年4月現在、大腿骨

頸部骨折、脳卒中及びがんにおいて、地域連携ク

リティカルパスの使用が保険の適用となっています。
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期待される医療機能の分担・地域医療連携
　地域の複数の病院や診療所が、お互いの特徴

を活かして医療機能を分担し、かつ連携しながら

治療を行う動きが活発になっています。「地域医

療連携」とか「地域完結型医療」などと呼ばれ、

●近くにいる

●どんな病気でもまず診てくれる

●…患者の疑問に率直にていねいに答え、…
納得のいく治療方針を検討してくれる

●日頃から健康管理や教育を行ってくれる

●…生活習慣から起こる病気の場合は、そのライフスタイル改善
まで指導してくれる

●…患者の生活を支援するために、地域の医療・保健・福祉機関
へのコーディネーターの役割も担ってくれる

●病状に応じて、ふさわしい医療機関・医師を紹介してくれる

●在宅で療養している場合は、訪問診療をしてくれる

「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」とは、
何でも気軽に相談できる自分の医療のパートナー。

適切な医療を受けるためには、直接大病院を訪ねる前に
まずは「かかりつけ医・かかりつけ歯科医」と
十分に相談することが、より効果の高い

治療へとつながります。

かかりつけ医・かかりつけ歯科医って、
どんなお医者さん？

分担と連携によって、効率的で質のよい医療の推

進を目指しています。

　下の図は、国が進めている脳卒中の場合の「診

療ネットワーク」のイメージです。

脳卒中の場合の診療ネットワークのイメージ

在　宅

疾
病
の
発
症

地域の
診療拠点病院

療養病床をもつ
病院・診療所回復期リハビリ

テーション病院
介護福祉
施設など

診療所…入院施設のない、あるいは
ベッドの数が19床以下の医療施設。
病院……ベッド数が 20 床以上ある
医療施設。急性期 回復期・慢性期

退
院

医療機関などの利用の調整

退
院

退
院

退
院
・
退
所

在宅療養の支援

かかりつけ医
（診療所など）

社会（在宅医療）への早期復帰
　＝QOL（生命の質）の向上
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退院から退院後の生活

リハビリ病院にはどのくらい入院できるの？

　現在、Ｍさんの夫は、回復期リハビ
リテーション病棟で一生懸命リハビリ
に汗を流し、少しずつ歩けるようになっ
てきました。
　退院後は、住み慣れたわが家へ帰り、
介護サービスなどを上手に利用してリ
ハビリを続けながら、第二の人生の続
きを楽しみたいと語り合っています。

　急性期から回復期での集中的なリハビリテーションを実施するために、リハビリテーション

医療の入院日数が決められています。脳血管疾患の場合、以下のようになっています。

回復期リハビリテーション病棟に入院している場合
①脳血管疾患、脊

せ き

髄
ず い

損傷などの発症または�
手術後２カ月以内の状態、
または義肢装着訓練を要する状態の場合
	 →→→150日以内
②高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の�
頸
け い

髄
ず い

損傷および頭部外傷を含む多部位外傷の場合
	 →→→180日以内

※高次脳機能障害……記憶・注意・思考・言語・学習などの知的な障害。

入院期間などの
判断は医師によります。

　退院後も在宅で医療・介護サービスを受ける必

要がある場合もあります。そのため、退院前から担

当の医師や看護師、リハビリスタッフなどに、退院

後の生活や利用すべきサービスについて相談して

おきましょう。医師や訪問看護ステーション、ケア

マネジャーなどと退院調整を行うための窓口や専門

の看護師や医療ソーシャルワーカーが配置されて

いる病院もあります。ここでは、自宅に戻った後も、

安心して療養できるよう医療と介護サービスの相談

にのってくれます。地域包括支援センターでも様々

な制度や地域資源を活用して適切に医療・介護サー

ビスが受けられるように相談に応じてくれます。

退院に向けた準備
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在宅で介護サービスを受けるには？

●主なサービス
・家庭で受けられるサービス
訪問介護（ホームヘルプサービス）（要支援
の人は区市町村が実施する「介護予防・生活
支援サービス事業」で提供される場合があ
ります。）／夜間対応型訪問介護（要支援の
人は利用できない）／訪問入浴介護／訪問
看護／訪問リハビリテーション／居宅療養管
理指導など
・福祉用具関係のサービス
福祉用具貸与／福祉用具購入費の支給［全
額の９割（または8割）が介護保険から支給、
支給額には限度額あり］
・住宅改修サービス
住宅改修費の支給［全額の９割（または8割）
が介護保険から支給、支給額には限度額あり］

●保険者（運営主体）……区市町村
●被保険者（加入する人）
・第１号被保険者……65歳以上の人…
・第２号被保険者…………40歳〜64歳までの

医療保険加入者
● 自己負担額（保険料のほかに）……原則、
サービス費用の１割、または2割を自己負担。
施設サービス等については、１割、または2
割の負担のほかに食費、居住費、理美容代
などの日常生活費が自己負担。

●要介護・要支援
・�要介護１〜５……寝たきりや認知症など、
常に介護を要する状態
・�要支援１〜２……常時介護は必要ないが、
身支度など日常生活に支援が必要な状態

介護保険のあらまし

＊「介護」についてくわしくは、広報誌やホームページの「とうきょう福祉ナビゲーション」などをご覧ください。
　「とうきょう福祉ナビゲーション」　http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/

①介護保険の申請
　介護保険サービスを利用するためには、あらか
じめ区市町村の介護保険窓口で要介護（要支援）
認定を申請し、認定を受ける必要があります。そ
の後、ケアマネジャーがつくるケアプランに基づき
サービスを利用することになるため、申請と並行し
てケアマネジャーも探しておくとよいでしょう。
②在宅療養に向けた準備
　ケアマネジャーが決まったら、患者の状況と、

家族がどんなことに困っているかを伝え、介護サー
ビス計画（ケアプラン）を作成してもらいます。ケ
アマネジャーは必要なサービスを受けられるよう
に、サービス事業者へ手配します。
③在宅療養生活の開始
　ケアマネジャーは、月に１回ホームヘルパー等の
サービス担当者から情報を受け、身体状況の把
握や療養生活の状況を確認し、患者・家族ととも
に療養体制を見直していきます。

介護サービス等について相談するには
●…ケアマネジャー（介護支援専門員）
　ケアマネジャーとは、要支援または要介護と認定された人が、適切な介護サービスを受けられる
ようにするため、介護サービス計画（ケアプラン）を作成したり、要介護者が必要なサービスが受け
られるよう、サービス事業者へ手配をしたり、介護認定申請の代行等を行ったりします。
●地域包括支援センター
　地域包括支援センターは市区町村に１ヶ所以上設置されており、社会福祉士、保健師、主任ケア
マネジャーといった専門家が地域内に住む高齢者の「総合相談」「介護予防」「サービスの連携・調整」
などの業務を行っています。

　＊地域包括支援センターは東京都のホームページでも掲載しています。
　　http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kourei/sodan/z_shien/index.html
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在宅で療養生活を送るには
　近年、病院や介護施設という環境でなくとも、

自宅で安心して療養生活を送ることができる環境

が整いつつあり、在宅でも様々な医療・介護サー

ビスを受けられるようになりました。住み慣れた自

宅で暮らし続けたいという患者の希望に応えるた

めに、様々なスタッフがチームで療養生活を支え

ています。

医師
往診や訪問診療

訪問看護師
（訪問看護ステーション）
ケアプラン及び医師の指示
に基づき療養上の世話や診
療の補助を行う。

歯科医師
歯科治療、口腔ケア
及び誤嚥予防を目的
とした訪問 ケアマネジャー

ケアプラン作成及び定期
的にケアプランの評価・
見直しを実施。サービス
事業者の調整を行う。

ホームヘルパー
（介護サービス事業者）
ケアプランに基づき、家
事の援助、リハビリの介
助等を行う。

歯科衛生士
歯科の診療補助、
予防処置、口腔ケ
アなどの保健指導
を目的とした訪問

薬剤師
薬を持参し、服薬管理
（飲み忘れ・飲み合わせ）
等を行う。

家族
普段から本人とよく話し合い、
わからないことや不安なことは
医師や看護師に相談し、関係者
のサポートを受けながら、本人
の療養生活を支えます。

退院調整看護師・
医療ソーシャルワーカー等
退院後の生活に関する相談・援助、
在宅療養へ向けた関係者間の調整

在宅療養を支える主なスタッフ

リハビリスタッフ
（理学療法士・作業療法士・言語聴覚士）
ケアプラン及び医師の指示に基づき訪問リ
ハビリを行う。

　ショートスティとは、介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事や入浴など介護や機能
訓練が受けられるサービスです。冠婚葬祭や旅行などで一時的に介護できない場合や家族が
病気になった場合などに、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、利用します。
また、介護者の負担を軽減するために、定期的にショートスティを利用するなど、例え介護
が困難な場合だけでなくても、積極的に活用するとよいでしょう。ショートスティを上手に
活用することは、介護者が共倒れになることを防ぎ、その結果、在宅療養を長期間続けるの
に大切です。

ショートスティの活用（短期入所生活介護・短期入所療養介護）参考参考
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かかりつけ薬局ってどんな薬局？
●……薬の飲み方や使い方、副作用などについて納得のいく説明をしてくれる

●………薬の重複服用などがないよう処方箋をきちんとチェックし、…
疑問があったら処方医に問い合わせてくれる

●………一般薬の副作用情報なども含め、健康に関する情報を積極的に教えてくれる

●………薬の効果が最大限に発揮されるよう、…
医療機関などとの情報交換や連携に努め、地域医療の向上に貢献している

●………在宅で療養している場合は、医師などと連携した訪問服薬指導などを行ってくれる

受診時及び薬局へはお薬手帳を
忘れずに持っていきましょう。

在宅での医療　〜通院が困難な場合〜
　特別な医療等（経管栄養・点滴・在宅酸素等）が必要な患者でも、医療処置を受けながら、
在宅療養が可能です。

● 往　　診　患者が体調不良のときなどに、医師が臨時で診療を行います。
● 訪問診療　医師が患者の同意を得て定期的に訪問し、診療を行います。
● 訪問看護　…看護師などが家庭を訪問し、医師の指示のもとに、療養上の世話や診療

の補助などを行います。
● 訪問リハビリテーション　…理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問し、

心身機能の維持回復と日常生活の自立に向けた訓練を行
います。

・訪問診療を行う医師・訪問看護ステーション等の探し方
　入院している場合は、退院前できるだけ早く病院の医療ソーシャルワーカー等に相談
し、訪問診療を行う医師や訪問看護ステーション等を紹介してもらいます。また、区市
町村の介護保険課や保健所、地域包括支援センターなどの窓口で、自宅近隣の訪問診療
を行う医師や訪問看護ステーション等の情報を提供してくれます。ケアマネジャーやか
かりつけ医に相談してみるのもよいでしょう。
■  訪問診療を行う医師を探すとき …… HP 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
■  訪問看護ステーションを探すとき …… HP「とうきょう福祉ナビゲーション」

・緩和ケア　
　在宅療養を希望する患者・家族へ、がんによる痛みや精神的な苦痛等を和らげるため
の緩和ケアに関する情報提供を行い、療養上の不安や悩みに関する相談に対応するため、
「東京都在宅緩和ケア支援センター（http://www.kanwacare.jp/）」を設置しています。…
　東京都のがん情報　http://ganjoho.jp/professional/cancer_control/prefectures/13.html

緊急時用
メモ 

　急な病状の変化に備え、あらかじめ緊急時の対応方法や連絡先、移送
方法等について、医師や訪問看護師、ケアマネジャーと相談し決めておき、
24時間いつでも速やかに対応できる体制を整えておくと安心です。

　区市町村によっては、地域の医療機関（協力病院）に患者の病状が変化した際に利用でき
る病床を確保しているところもあります。

在宅療養生活における緊急時の対応
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健康づくり

健康診査、
検診の情報

AIDS・インフルエンザ
などの感染症の情報

病気の症状、
予防、

治療の説明

応急手当

どこに、
どのような

医療機関・薬局が
あるのか

在宅看護など
在宅でのサービス
（介護保険含む）

医療全般

●��次のところで講演会などが行われています。広報誌などにより開催の案
内があります。

　��《区市町村、医師会などの医療関係団体、各保険者など》

●�次のところで行われ、広報誌などにより案内があります。
　��《区市町村、各保険者など》

●�感染症全般の情報がホームページでご覧になれます。
HP 東京都感染症情報センター

●��次のところで講演会等が行われています。広報誌等により開催の案内が
あります。

　��《区市町村、医師会等の医療関係団体、各保険者など》
●�次のところでは、ホームページによる情報提供が行われています。
HP 日本医療機能評価機構（Minds）
HP 国立がん研究センター（がん情報サービス）
HP 国立循環器病研究センター（循環器病情報サービス）

最寄りの消防署等で講習会が行われています。
くわしくは最寄りの消防署に問い合わせてください。

●��医療制度や医療用語の基本的知識や情報をホームページで解説してい
ます。

HP 知って安心暮らしの中の医療情報ナビ　

●�ホームページで住所・時間帯などから医療機関・薬局が探せます。
HP 東京都医療機関案内サービス「ひまわり」
電話 103-5272-0303
・東京都の医療機関案内（毎日24時間）
・保健医療福祉相談
　月〜金　午前9時〜午後8時
　（祝日、12/29〜1/3を除く）
HP tー薬局いんふぉ（薬局機能情報提供システム）

●�休日や夜間に対応できる病院・診療所
　�・区市町村の広報誌などに当番医の情報の掲載があります。
　　いざというときのためにチェックしておきましょう。
　�・東京消防庁では、救急病院の案内などを行っています。
HP 救急病院案内｜東京消防庁
電話 ＃

シャープ

7119（携帯電話、PHS、プッシュ回線）
または、23区�103-3212-2323／多摩地区�1042-521-2323（ダイヤル回線）

●�介護保険サービス事業者をホームページで探すことができます。

HP 介護サービス情報の公表｜とうきょう福祉ナビゲーション

医療機関

薬　局

モバイル版
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保健や医療に関する情報はどこで入手できるの？

「ひまわり」
薬局いんふぉ
（モバイル版）
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医療に関する相談

●�次のホームページで情報が確認できます。
HP TOYAKU�Oh!くすりいろいろ��東京都薬剤師会
HP 独立行政法人��医薬品医療機器総合機構
　　 医薬品医療機器情報提供ホームページ

●�加入している医療保険の窓口に問い合わせてください。
�　（加入している医療保険の窓口を次ページの「緊急時用メモ」に記入して
��　おきましょう。）

●��高齢者、子供、障害者などの福祉情報について、区市町村別ごとのサー
ビスや相談窓口などをホームページでご覧になれます。

HP とうきょう福祉ナビゲーション

●�医療安全支援センター「患者の声相談窓口」
　��医療に関する問題を自ら解決するための助言等を行い、患者と医療機関等
との信頼関係の構築を支援します。
東京都� 103-5320-4435� 西多摩保健所� 10428-20-2113
南多摩保健所� 1042-310-1844� 多摩立川保健所�1042-526-3063
多摩府中保健所�1042-362-4691� 多摩小平保健所�1042-450-3222
※�東京都は主に病院に関する相談、各保健所は主に所管する診療所等につ
いての相談をお受けします。
※�特別区・八王子市・町田市に所在する診療所等に関するご相談は、各区・
八王子市・町田市の保健所へお問い合わせください。
※�島しょ地域における医療機関等のご相談は、各島しょ保健所出張所又は、
東京都医療安全支援センターをご利用ください。

●�相談受付時間　平日9時〜12時、13時〜17時
●�相談方法　原則電話で30分以内

●��タバコやボタン電池などの誤飲、医薬品、動植物の毒などによって起こる
急性中毒について、実際に事故が発生している場合に限定し情報を提供

電話 ・大阪中毒110番（365日�24時間対応）　
　　 　1072-727-2499（情報提供料 :無料）
　　・つくば中毒110番（365日�9時〜21時対応）
　　 　1029-852-9999（情報提供料 :無料）
●�中毒の知識（予防方法など）
HP 公益財団法人日本中毒情報センター

※�下線がついているホーム
ページ（ HP ）は、「知っ
て安心　暮らしの中の医療
情報ナビ」のホームページ
の「便利情報（リンク集）」
からそれぞれの公式ホーム
ページにアクセスすること
ができます。
　「便利情報（リンク集）」：
http://www.fukushihoken.
metro.tokyo.jp/inavi/link.
html

中毒事故の
対処方法等

21
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緊急時用メモ
いざという時のためにあらかじめメモしておきましょう。

かかりつけ医・歯科医 休診日 メ　モ

電話　　　（　　　）　　　　　

電話　　　（　　　）　　　　　

電話　　　（　　　）　　　　　

電話　　　（　　　）　　　　　
かかりつけ薬局

電話　　　（　　　）　　　　　 電話　　　（　　　）　　　　　
救急病院・救急診療所

電話　　　（　　　）　　　　　 電話　　　（　　　）　　　　　
休日・全夜間診療所 患者等搬送サービス

電話　　　（　　　）　　　　　 電話　　　（　　　）　　　　　
加入している保険の窓口 保健所

電話　　　（　　　）　　　　　 電話　　　（　　　）　　　　　
緊急連絡先

電話　　　（　　　）　　　　　 電話　　　（　　　）　　　　　

もよりの
緊急避難場所
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知って安心 暮らしの中の医療情報ナビ
― 脳卒中編 ―
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