
開設者 北島　清彰

管理者 北島　清彰

〔入院基本料に関する事項〕

〔ＤＰＣ算定病院〕

医療機関群 （※）機能評価係数Ⅰの内訳 診療録管理体制加算

基礎係数 検体管理加算（Ⅱ）

激変緩和係数 医師事務作業補助体制加算(50：1)

機能評価係数Ⅰ（※） データ提出加算2（ロ）

機能評価係数Ⅱ 後発医薬品係数

当該医療機関係数

〔保険外負担に関する事項〕

数量

1日

1回

1回

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1回

〔特定療養に関する事項〕

※付帯設備：テレビ・冷蔵庫・収納・照明・小机・椅子

〔保険外併用療養費に関する事項〕

　介護老人保健施設 老人保健施設ライブリーハウス 輝 　居宅介護支援事業所　かがやき

　短期入所療養介護 老人保健施設ライブリーハウス 輝 　認知症対応型共同生活介護 グループホーム 里山うらら（H30.9.1休止）

　通所リハビリテーション 老人保健施設ライブリーハウス 輝 　認知症対応型共同生活介護 グループホーム やまぼうし

〔 介 護 保 険 適 用 事 業 所 〕

　当院では患者様のご希望により、規定を超えて行う次の検査を実施しています。

検　査　項　目 金　額

ＰＳＡ（前立腺特異抗原）検査 2,268円／回

個 室  洗面・トイレ・電話 3,000円 313・314・320・321

2人部屋  洗面・トイレ 1,000円 318・319

　当院では下記の通り室料差額を頂いております。(1日につき、次の料金が加算されます。)

種　別 設　　備 使用料（税抜き価格） 部屋番号

個 室  洗面・トイレ・シャワー・電話 4,000円 305・306・307・308・309・310

各種予防接種 自費  予防接種の種類により金額が異なりますので総合受付でご確認下さい。

その他 自費
 例：患者様利用電話代等
 ご不明な点は、総合受付もしくは医療相談員にお尋ね下さい。

死 亡 診 断 書 5,000円

国民年金用診断書 7,000円

一 般 診 断 書 2,000円

入院通院証明書 5,000円

通湿パット 70円

各種診断書料 学 校 提 出 用 1,000円

テ ー プ 止 め タ イ プ 150円

パ ン ツ タ イ プ 150円

紙おむつ代 フ ラ ッ ト タ イ プ 30円

パ ッ ト タ イ プ 30円

寝衣貸与代 70円  上下1組又はつなぎ1枚

洗濯代
　　　　 200円（税込） ご自身で洗濯する場合に洗濯機･乾燥機各1台1回につき

500円  病院に依頼される場合（専用のネットを使用し畳んで患者様へお渡しします）

1.1025 0.0254

当院は以下の事情について、その使用料・利用回数に応じて実費の負担をお願いしています。
尚、衛生材料等の治療(看護)行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」についての費用や、「施設管理費」等の曖昧な名目で費用の徴収は、法令に
より認められていませんので費用の徴収は一切ありません。

項　目 料 金（税抜き価格） 備　　考

0.0000 0.0112

0.0254 0.0072

0.0457 0.0014

　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　日勤：8時半から16時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 夜勤：16時45分から8時45分まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は17人以内です。

　当院はＤＰＣ算定医療機関であり、次に掲げる係数で保険点数を算定しています。

（標準病院群） 0.0030

1.0314 0.0026

平成18年3月6日付厚生労働省告示第107号に基づく『厚生労働大臣が定める掲示事項』は下記の通りです。

〔保険医療機関指定医療機関〕
                平成31年3月1日現在
                医療法人 社団若鮎 北島病院

〔 生 活 保 護 法 指 定 医 療 機 関 〕

〔 労 災 保 険 指 定 医 療 機 関 〕

　当院は急性期入院基本料 7を届け出ており、病棟において1日10人以上の看護職員(看護師、准看護師)を配置し、皆様方の看護にあたっています。
  尚、時間帯毎の配置は次の通りです。



〔四国厚生支局長へ届け出た全ての届出事項〕

【基本診療料】

【特掲診療料】

電子的診療情報評価料

医療機器安全管理料 1

特別の療養環境の提供 H11.7.1 (療養提供) 第1844号
入院にあたり特別室等の利用を希望される場合は、別途差額室料が必
要となります。

医科点数表第2章第10部手術の通則16の（1）に掲げ
る手術及び胃瘻造設時嚥下機能評価加算

H28.4.1
(胃瘻造) 第43号
(胃瘻造嚥）第25号

年間の症例件数が50件以下の為、減算をせずに算定する事が認められたものです。

医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6
(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)
に掲げる手術

H20.6.1 (通手) 第54号
手術を受けるすべての患者様に対して十分な情報を提供し、区分ごと
の前年の手術件数の院内掲示を実施しています。

ペースメーカー移植術及び
ペースメーカー交換術

H13.2.1 (ペ) 第44号
循環器科又は心臓血管外科の経験を有する常勤医師を配置し、心筋梗
塞、狭心症等の患者様に治療を行うための必要な設備、器械、器具が
備えてあります。

体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 H6.9.1 (腎) 第6号
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術を行う専用の設備、及び検査等に必要
な機器を有し経験を有する常勤の専門医を配置しています。

人工腎臓　導入期加算Ⅰ H30.4.1 (導入Ⅰ) 第19号
関連学会の作成した資料又はそれらを参考に作成した 資料に基づき、患者毎の
適応に応じて、腎代替療法に ついて、患者に対し十分な説明を行う。

透析液水質確保加算　２ H22.4.1 (透析水2) 第10号
専任の医師･臨床工学士を配置し、透析液の水質を管理する体制を整備
しています。

集団コミュニケーション療法料 H20.4.1 (集コ) 第8号
集団コミュニケーション療法を行う為の専用の設備を有し、専任の常
勤医師、専従の常勤言語聴覚士を配置しています。

人工腎臓 H30.4.1 (人工腎臓) 第18号 透析用監視装置の台数が26台未満を評価されたものです。

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) H24.4.1 (運Ⅰ) 第9号
運動器リハビリテーションを行うための専用の設備を有し、専任の常
勤医師･専従の理学療法士･作業療法士を配置しています。

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) H24.4.1 (呼Ⅰ) 第51号
呼吸器リハビリテーションを行うための専用の設備を有し、専任の常
勤医師･専従の理学療法士を必要人数配置しています。

脳血管疾患等
リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算)

H24.4.1 (脳Ⅰ) 第39号
脳血管疾患等リハビリテーションを行うための専用の設備を有し、専任の
常勤医師・専従の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士を配置しています。

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)(初期加算) H28.4.1 基準に適合
急性疾患に伴う安静による廃用症候群の患者様に、一定程度以上の個
別にリハビリテーションを行った場合に算定します。

外来化学療法加算 ２ H22.6.1 (外化２) 第11号
当該療法を行うために必要な機器、専用施設を有し化学療法の経験を
有する専任の常勤看護師、常勤薬剤師を配置しています。

外来リハビリテーション診療料 H24.4.1 (リハ診) 第35号
医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するもの
です。

植込型心電図検査 H22.4.1 (植心電) 第1号
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術等の施設基準の届出
を行っています。

CT撮影及びMRI撮影 H24.4.1 (C・M) 第28号
16列以上、若しくは2列以上のマルチスライスCT装置･1.5テスラ以上の
MRI装置を使用しています。

夜間休日救急搬送医学管理料 H24.4.1 (夜救管) 第22号
二次救急医療機関における深夜・土曜日・休日の救急搬送患者に対する外来での初期診療
に対する評価。

検体検査管理加算（Ⅰ）(Ⅱ) H24.11.1 (検Ⅱ) 第43号
臨床検査を専ら担当する常勤の医師を配置し、検体検査管理を行う為
の十分な体制を整備しています。

院内トリアージ実施料 H24.4.1 (トリ) 第4号
夜間、深夜、休日の救急外来受診患者様に対し、患者の来院後速やかにあらかじめ定めた
院内トリアージ実施基準に基づき、院内トリアージを実施した場合の評価。

排尿自立指導料 H30.4.1 (排自) 第5号
尿道カテーテル抜去後、自立で排尿が困難な患者様に対して排尿自立を促すアプローチを
多職種からなる排尿ケアチームによるサポートや指導を行う。

在宅血液透析指導管理料 H22.4.1 (在血液) 第1号 在宅血液透析に係る医療を提供するにつき必要な体制が整備されています。

H24.11.1 (機安) 第33号
医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を行う常勤の臨床工学技士を１名以
上配置し、医療安全対策の体制を整備している医療機関について評価するものです。

糖尿病透析予防指導管理料 H24.4.1 (糖防管) 第12号
糖尿病患者に対し、外来において医師、看護師、管理栄養士が連携して重点的
な医学管理を行い糖尿病患者の透析予防を図ることへの評価です。また、進行
した糖尿病性腎症の患者に対する質の高い運動指導を評価する加算です。

下肢抹消動脈疾患指導管理加算 H28.6.1 (下肢動）第15号
人工透析患者の下肢抹消動脈疾病のリスクを評価し、療養上必要な管理を行っ
た場合に算定されます。

がん性疼痛緩和指導管理料 H24.4.1 (がん疼) 第44号
がん性疼痛の症状緩和を目的として副作用対策を含めた計画的な治療
管理を行った場合に評価されます。

がん治療連携指導料 H22.4.1 (がん指) 第15号
がん診療拠点病院などと連携し、共通の診療計画に沿ったがん治療を
外来で行った時に算定されます。

ニコチン依存症管理料 H21.9.1 (ニコ) 第55号

(1)ニコチン依存症管理を適切に実施できる保険医療機関です。
(2)禁煙に関する総合的な指導及び治療管理しています。
(3)ニコチン依存症管理料を算定した患者様のうち禁煙を止めた
　 人の割合等を地方社会保険事務局長に報告しています。

H28.8.1 (電情）第14号 他の医療機関から電子的に診療情報提供書を受け取った場合に算定できます。

入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) H2.9.1 (食) 第156号
医師の発行する食事せんに基づき、管理栄養士が管理する食事を適時･
適温で提供しています。(夕方については、午後6時以降)

施設基準 算定開始日 受理番号 内　　容

入退院支援加算2 H24.4.1 (退院) 第41号
入院患者様の退院に係る調整及び支援に関する部門を設置し、退院調
整部門に退院調整に関する経験を有する専任の看護師及び社会福祉士
が、

データ提出加算2（ロ） H24.10.1 (データ提) 第18号
患者様の病態や医療行為の内容について外来及び入院のデータを提出
する体制を評価するものです。

栄養サポートチーム加算 H30.2.1 (栄養チ) 第21号
栄養障害の状態にある患者等に、栄養管理に係る専門的知識を有した
多職種からなるチームが診療する事を評価したものです。

後発医薬品使用体制加算1 H30.9.1 (後発使) 第13号 院内における後発医薬品の使用割合を評価されたものです。

療養環境加算 H21.5.1 (療) 第53号
定められた医師並びに看護要員の数、病床の面積(1床当たりの8平方
メートル以上)などの環境に関する基準を満たしています。

特別食加算・食堂加算 H18.4.1 (栄養管理) 第69号
常勤の管理栄養士を配置し,栄養管理計画に基づき入院患者の栄養管理
を行うとともに、栄養状態を定期的に評価、見直しをしています。

診療録管理体制加算 1 H26.4.1 (診療録) 第9号
専任の診療記録管理者を配置し、診療緑管理体制を整え患者様に対し
診療情報を提供しています。

医師事務作業補助体制加算(50対1）1 H26.4.1 (事務補助) 第8号
病院勤務医の負担を軽減する体制を確保する事を目的として、医師の
事務作業を補助する者を配置しています。

急性期入院基本料 7 H30.4.1 (一般入院) 第144号
一般病棟では、入院患者様10人に対して1人以上の看護職員(看護師、
准看護師)を配置しています。

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 H22.4.1 (救急加算) 第3号
休日又は夜間における救急医療の確保のために、入院可能な診療体制
を確保しています。

平成18年3月6日付厚生労働省告示第107号に基づく『厚生労働大臣が定める掲示事項』は下記の通りです。

                平成31年3月1日現在
                医療法人 社団若鮎 北島病院

施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規定に基づき厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について医療機関の
機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。　当院では、以下の施設基準について届出を行っています。

施設基準 算定開始日 受理番号 内　　容


