
 

  

 
 

 

 

「厚生労働大臣が定める掲示事項」は下記のとおりです。 

 

【入院基本料に関する事項】 
☆ 一般病棟（２階） 

一般病棟では、一般病棟入院基本料の１０対１入院基本料を算定しています。また院内感染防止、医療安全管理、褥瘡対策に係る体制を整

備おり、一般病棟は１２人以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

 

朝 朝 9 時～夕方 17 時 看護職員 1 人当たりの受け持ち患者数は 7 人以内 

夕方 夕方 17 時～深夜 0 時 看護職員 1 人当たりの受け持ち患者数は 13 人以内 

深夜 深夜 0 時～朝 9 時 看護職員 1 人当たりの受け持ち患者数は 20 人以内 

 

☆ 療養病棟（１階） 

療養病棟では、療養病棟入院基本料２の２５対１入院基本料を算定しています。また院内感染防止、医療安全管理、褥瘡対策に係る体

制を整備しており療養病棟は１５人以上の看護職員（看護師及び准看護師）及び看護補助者が勤務しています。 

 

朝 朝 9 時～夕方 17 時 
看護職員  1 人当たりの受け持ち患者数は１０人以内 

看護補助者 1 人当たりの受け持ち患者数は１０人以内 

夕方 夕方 17 時～深夜 0 時 
看護職員  1 人当たりの受け持ち患者数は 3６人以内 

看護補助者 1 人当たりの受け持ち患者数は１８人以内 

深夜 深夜 0 時～朝 9 時 
看護職員  1 人当たりの受け持ち患者数は 3６人以内 

看護補助者 1 人当たりの受け持ち患者数は 3６人以内 

 

 



【個人情報保護方針に関する事項】 

個人情報保護方針（プライバシーポリシー）については、別紙にて院内に掲示しております。 
 

【明細書発行状況に関する事項】 

「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」（平成 28 年３月４日保発 0304 第 11 号）

により、明細書発行体制については、医療の透明化や患者さんへの情報提供を推進していく観点から領収書の発行の際に、個別の診療報酬の

算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですのでその

点ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合、その代理の方への発行を含めて明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてそ

の旨お申し出ください。 
 

【中国四国厚生局長への届出事項に関する事項】 

（３）入院時食事療養（Ⅰ） 

当院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出に係る食事提供をしています。入院時食事療養（Ⅰ）による食事提供では管理栄養士によって管理された

食事が、適時適温（夕食については、午後６時以降）で提供されます。 

 

（４）施設基準 

・基本診療料 

・10 対 1 一般病棟入院基本料 ・医療安全対策加算２ ・急性期看護補助体制加算（５０対 1）  

・療養病棟入院基本料 ・感染防止対策加算 2 ・診療録管理体制加算２ 

・療養環境加算 ・医師事務作業補助体制加算１ ・データ提出加算 1 

・療養病棟療養環境加算１ ・栄養サポートチーム加算 ・退院支援加算１ 

・入院時食事療養（Ⅰ）入院時生活療養（Ⅰ） ・患者サポート体制充実加算  

 



・特掲診療料 

・がん疼痛緩和指導管理料 ・在宅がん医療総合診療料  ・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ） 

・がん治療連携指導料 ・検体検査管理加算（Ⅰ） ・運動器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・薬剤管理指導料 ・時間内歩行試験及びｼｬﾄﾙｳｫｰｷﾝｸﾞﾃｽﾄ ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ） 

・「第 14 の２」の 1 の 3 在宅療養支援病院 ・ヘッドアップティルト試験 ・ＣＴ撮影（16 列以上）及びＭＲＩ撮影 

・在宅時医学総合管理料及び 

施設入居時等医学総合管理料 

・ペースメーカー移植術及び 

ペースメーカー交換術 

 

 

【手術に関する事項】（平成２8 年 １

月 １日～平成２8 年１２月３１日） 

・区分１に分類される手術 

 

・区分２に分類される手術 

 

・区分３に分類される手術 

 

・区分４に分類される手術の件数 ０件 

 

その他の区分に分類される手術 

 

 

ア．頭蓋内腫瘤摘出術等 0 件 イ．黄斑下手術等        0 件 ウ．鼓室形成手術等 0 件  

エ．肺悪性腫瘍手術等  0 件 オ．経皮的カテーテル心筋焼灼術 0 件 

ア．靱帯断裂形成手術等    ０件 イ．水頭症手術等 ０件 ウ．鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 ０件 

エ．尿道形成手術等      ０件 オ．角膜移植術  ０件 カ．肝切除術等       ０件  

キ．子宮附属器悪性腫瘍手術等 ０件 

ア．上顎骨形成術等 ０件 イ．上顎骨悪性腫瘍手術等 ０件  

ウ．バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術（両葉）     ０件  エ．母指化手術等     ０件 

オ．内反足手術等  ０件 カ．食道切除再建術等   ０件 キ．同種死体腎移植術等 ０件 

・人工関節置換術 ０件 ・乳児外科施設基準対象手術 ０件 

・ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 ０件  

・冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む。）及び体外循環を要する手術 ０件 

・経皮的冠動脈粥腫切除術 ０件 

・経皮的冠動脈形成術   急性心筋梗塞に対するもの ０件 不安定狭心症に対するもの ０件 その他のもの ０件 

・経皮的冠動脈ｽﾃﾝﾄ留置術 急性心筋梗塞に対するもの ０件 不安定狭心症に対するもの ０件 その他のもの ０件 



【保険外に関する事項】 

（６）実費負担について  ※下記の金額は消費税を含んだ金額を掲示しております。 

当院では以下の項目について、その使用に応じた実費の負担をお願いしています。 

 
☆付添いの方の寝具貸出料  ☆洗濯代    労災・障害の状態に関する診断書 ４，０００円 

付添寝具料 ４３２円  ゆかた ２０５円  交通事故診断書・警察用（当院用紙） ２，７００円 

     パジャマ・上 １０３円  クリミール 125ｍｌ（24本入り） １箱 ４，１４７円 

☆病衣貸出料  パジャマ・下 １０３円  グルセリナＲＥＸ 200ｍｌ（30本入り） １箱 ７，６４０円 

病衣貸与料 ５4円  肌着 １０３円  ＣＺ－Ｈｉ 1000ｍｌ（６本入り） １箱 ５，２５０円 

介護服貸出料 １０８円  パンツ １０３円  スイスイ 125ｍｌ（24本入り） １箱 ３，７０３円 

   靴下（１足） ５２円  へパス 125ｍｌ（２４本入り） １箱 ５，７１２円 

☆付添給食料  介護服 １０３円  プルモケア 250ｍｌ（２４本入り） １箱 ６，６７２円 

朝食 ４３２円  タオル（フェイスタオル） ５２円  レナジーＵ 200ｍｌ（３０本入り） ８，４２４円 

昼食 ５４０円  バスタオル・中 １０３円  REF-P1 90g（18本入り）１箱 ３，３５９円 

夕食 ５４０円  バスタオル・大 １５４円  つるりんこ ２ｋｇ ６，３７７円 

     毛布（ひざ掛け） ２０５円  つるりんこ 800ｇ ３，１３２円 

☆その他の日用品    毛布（シングル） ４１１円  クリアスルー食（Ⅱ） １，０８０円 

イヤホン代 ４５３円  愛情マットカバー ２０５円  クリアスルー食（Ⅲ） １，２９６円 

おしりふき ３９１円       

ティッシュ ８０円  ☆電気使用料   小浣腸（ケンエー浣腸 20ｇ） １０８円 

食事用エプロン ７６１円  テレビ使用料 （１日につき）  ２１６円  ソフティ洗浄 １，６９７円 

Ｔ字帯 ２０５円       ソフティオイル １，３８９円 

寝巻（浴衣） ３，０００円  ☆各種診断書料金    セキューラＰ．Ｏ １，４７４円 

コピー代（１枚につき） １０円  一般証明書（当院用紙） １，０８０円  プライムウォッシュ １，３００円 

診察券再発行手数料 １０８円  医療費控除証明書（当院用紙） １，０８０円  ソフトサンティア １６２円 

☆おむつ料金   おむつ証明書（市町村様式） １，０８０円  妊娠反応検査 １，３００円 

介護用シート ２２７円  診断書（当院用紙） ２，７００円  血液型検査 １，６２０円 

紙オムツフラットタイプレギュラー ３１円  狩猟免許医師診断書（岡山県） ２，７００円  ソフトサンティア １６２円 

簡単装着パッド・レギュラー ３１円  生命保険会社（入院証明書）１通につき ５，４００円  アンシルク・プロＪ ハイソックス 両足 ２，１６０円 

さらさらパワーガード ウルトラ ６２円  生命保険会社（入院証明書）２通（同時提出の場合のみ） ７，５６０円  ウールサポーター 膝 １，１８８円 

しき込み吸収シート（おしり洗浄用） ２６円  生命保険会社（入院証明書）３通（同時提出の場合のみ） ９，７２０円  アンクルバンド １，６２０円 

横モレ安心テープ止目めタイプ（Ｓ） ８２円  生命保険会社（入院証明書）４通（同時提出の場合のみ） １１，８８０円  

横モレ安心テープ止目めタイプ（Ｍ） ９３円  傷病手当金意見書 医療保険対応  

横モレ安心テープ止目めタイプ（Ｌ） １０３円  診療情報提供書 医療保険対応  

リハビリパンツ レギュラー（Ｍ） ７５円  死亡診断書 ２，７００円  

リハビリパンツ レギュラー（Ｌ） ８１円  死後処置料（エンジェルセット） １２，９６０円  

☆電気使用料   死体検案料 ３２，４００円  

テレビ使用料 （１日につき）  ２１６円  死体検案料（休日・深夜の場合） ５４，０００円  



【選定療養費に関する事項】 

（７）特別の療養環境の提供について 

※下記の金額は消費税を含んだ金額を掲示しております。 

部屋番号 病室面積 区分 部屋の設備内容（各部屋共通完備） 

１０７号室 19.68 ㎡ 一般個室 テレビ（有料） 洗面台 床頭台（収納付）クローゼット オーバーテーブル 金庫 冷蔵庫 電話 

トイレ １０８号室 19.68 ㎡ 一般個室 

１２１号室 18.07 ㎡ 一般個室 テレビ（有料） 洗面台 床頭台（収納付）クローゼット オーバーテーブル 金庫 冷蔵庫 電話 

１２２号室 18.07 ㎡ 一般個室 

１２３号室 22.84 ㎡ 一般個室 
テレビ（有料） 洗面台 床頭台（収納付）クローゼット オーバーテーブル 金庫 冷蔵庫 電話 

トイレ 

２０２号室 21.59 ㎡ 一般個室 

テレビ（有料） 洗面台 床頭台（収納付）クローゼット オーバーテーブル 金庫 冷蔵庫 電話 

トイレ 

２０３号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２０５号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２０６号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２０７号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２０８号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２１０号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２１１号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２１２号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２１３号室 19.68 ㎡ 一般個室 

２２１号室 22.67 ㎡ 2 人部屋 

テレビ（有料） 洗面台 床頭台（収納付） 金庫 オーバーテーブル 冷蔵庫 トイレ ２２２号室 22.67 ㎡ 2 人部屋 

２２３号室 22.67 ㎡ 2 人部屋 

２２５号室 34.51 ㎡ 特別個室 テレビ（有料） 洗面台 床頭台（収納付）クローゼット オーバーテーブル 金庫 冷蔵庫 電話 

トイレ 応接セット ミニキッチン シャワー室 ２２６号室 36.36 ㎡ 特別個室 

 

※その他、詳しくは受付窓口にてお尋ね下さい。 

 

 

 



【人間ドック及び健診・予防接種に関する事項】 

（８）当院では各種人間ドック、各種会社の健康診断、入学及び就職等の健康診断、教職員健診等並びに各種予防接種を実施しております。 

人 間 ド ッ ク 

種  類 対 象 者 金  額 

①一般健診 全国協会健保保険加入者 ７，０３８円 

②共済組合 岡山県市町村職員組合加入者 １０，４００円 

③厚生連 岡山県厚生農業協同組合加入者 当院での個人負担はありません 

④岡山県職 地方職員共済組合岡山県支部加入者 ５，０００円 ～ ２０，０００円 

⑤岡山県教職員共済組合 教職員共済組合岡山県支部加入者 ７，０００円 ～ １０，０００円 

⑥病院ドック 当院独自の人間ドック（希望者のみ） ２１，６００円 

⑦真庭市国保ドック 真庭市国民健康保険加入者 １５，０００円 

⑧特定健診 
協会けんぽ・共済組合 

健康保険組合・国民健康保険等 
１，０００円 ～ ２，５００円 

 

 

健 康 診 断 

種  類 対 象 者 金  額 

各種健診 
入学や就職する際必要となる方 

教職員健診、各種会社健診等 
２，7００円 ～２１，６００円 

 

 

予 防 接 種 

種  類 対 象 者 金  額 

各種予防接種 乳幼児及び老人並びに一般の方 １，3００円～ ９，９６５円 

 

※その他、詳しいことは受付窓口にお尋ね下さい。 

 

平成 2９年 ４月 １日  

 

真庭市国民健康保険湯原温泉病院  院長 野村 修一 


