
九州厚生局への届出内容
当院は以下の事項について厚生労働省九州厚生局へ届け出をしております
◆基本診療料等の施設基準に係る届出

・⼀般病棟⼊院基本料（急性期⼀般⼊院基本料1）
・精神病棟⼊院基本料（13︓1）
・臨床研修病院⼊院診療加算（基幹型）
・救急医療管理加算
・妊産婦緊急搬送⼊院加算
・診療録管理体制加算2
・医師事務作業補助体制加算1（⼀般／20対1）
・医師事務作業補助体制加算1（精神／50対1）
・急性期看護補助体制加算（25対1(看護補助者5割未満)）
・看護職員夜間配置加算（12対1）
・看護補助加算2（精神／50対1）
・療養環境加算
・重症者等療養環境特殊加算
・無菌室治療管理加算1
・緩和ケア診療加算
・精神科⾝体合併症管理加算
・精神科リエゾンチーム加算
・栄養サポートチーム加算
・医療安全対策加算1

医療安全対策地域連携加算1
・感染対策向上加算1

指導強化加算
・患者サポート体制充実加算
・ハイリスク妊婦管理加算
・ハイリスク分娩管理加算

令和 5年 ４月 1日現在
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九州厚生局への届出内容
◆１年間分娩件数

（令和３年４月〜令和４年３月）706件
◆令和４年4月現在配置人員

産婦人科医師数 15名
助産師数 37名

・後発医薬品使用体制加算1
◆当院では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）を積極的に

採用しています。
◆ご不明な点がございましたら、主治医⼜は薬剤師にお尋ねください。
・病棟薬剤業務実施加算1
・データ提出加算2のイ 200床以上
・⼊退院支援加算１

⼊院時支援加算
・認知症ケア加算2
・せん妄ハイリスク患者ケア加算
・精神疾患診療体制加算1および2
・精神科急性期医師配置加算２のイ
・地域医療体制確保加算
・ハイケアユニット⼊院医療管理料1
・新生児特定集中治療室管理料1
・新生児治療回復室⼊院医療管理料
・⼩児⼊院医療管理料1および4

管理料加算
養育支援体制加算
時間外受⼊体制加算

・地域包括ケア病棟⼊院料2
看護職員配置加算

・看護職員処遇改善評価料64
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九州厚生局への届出内容
◆DPC病院について

・当院は⼊院医療費の算定にあたり、包括評価と出来⾼評価を
組み合わせて計算する「DPC対象病院」となっております。

◆選定療養費に係る届出
・初再診にかかる選定療養費は下記のとおりです。

初診7,700円（税込み）
再診3,300円（税込み）

・当院の特別室の料⾦は下記のとおりです（1日あたり）。
・特別室は健康保険が適応されず、全て自己負担となります。

（税込み）
・多焦点眼内レンズを用いた水晶体再建術 149,000円（税込み）

172,000円（税込み）
（片眼あたり）
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2室11,000円特別室Ａ
6室8,800円特別室Ｂ

24室5,500円特別室Ｃ
32室

（うち1室は2床室）
3,850円特別室Ｄ

3室
（うち2室は2床室）

2,750円特別室Ｅ

1室（4床室）1,650円特別室Ｆ

1.4410医療機関別係数
Ⅲ医療機関群

1.0395基礎係数
0.3257機能評価係数Ⅰ
0.0758機能評価係数Ⅱ



九州厚生局への届出内容
◆特掲診療料等の施設基準に係る届出
【医学管理料】

・糖尿病合併症管理料
・がん性疼痛緩和指導管理料
・がん患者指導管理料イ、ロ、ハ、ニ
・外来緩和ケア管理料
・糖尿病透析予防指導管理料
・乳腺炎重症化予防ケア・指導料
・婦人科特定疾患治療管理料
・⼀般不妊治療管理料
・下肢創傷処置管理料
・地域連携⼩児夜間・休日診療料2
・夜間休日救急搬送医学管理料 / 救急搬送看護体制加算1
・外来腫瘍化学療法診療料1
・開放型病院共同指導料Ⅰ
・外来がん患者在宅連携指導料
・肝炎インターフェロン治療計画料
・ハイリスク妊産婦連携指導料1および2
・こころの連携指導料（Ⅱ）
・薬剤管理指導料
・医療機器安全管理料1

【在宅医療】
・持続血糖測定器加算（間歇シリンジポンプと連動する）

【検査】
・造血器腫瘍遺伝子検査
・遺伝学的検査
・BRCA１／２遺伝子検査
・⾻髄微⼩残存病変量測定
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九州厚生局への届出内容
・先天性代謝異常症検査
・先天性代謝異常症検査
・HPV核酸検出及びHPV拡散検出（簡易ジェノタイプ判定）
・検体検査管理加算（Ⅰ）、（Ⅳ）
・遺伝カウンセリング加算
・植込型心電図検査
・時間内歩⾏試験及びシャトルウォーキングテスト
・胎児心エコー法
・皮下連続式グルコース測定（⼀連につき）
・神経学的検査
・コンタクトレンズ検査料1

◆コンタクトレンズの装用を目的としている方で、当院に初めて受診
をした方は初診料288点を、当院で過去にコンタクトレンズ検査料
を算定したことのある方は再診料73点を算定します。

◆コンタクトレンズの装用を目的に眼科的検査を⾏った場合は、
200点を算定します。

◆疾病等によっては、上記のコンタクトレンズ検査料ではなく、眼科
の検査料を算定する場合があります。不明な点はお尋ねください。

◆コンタクトレンズ検査を⾏う医師の⽒名
能美 典正 （眼科診療経験年数︓17年）

・⼩児食物アレルギー負荷検査
・センチネルリンパ節生検（片側）
・CT透視下気管支鏡検査加算

【画像診断】
・画像診断管理加算2
・CT撮影 64列以上 冠動脈CT撮影加算 / 大腸CT撮影加算
・MRI撮影 1.5テスラ以上3テスラ未満

心臓MRI撮影加算 / 乳房MRI撮影加算 / ⼩児鎮静下MRI撮影加算
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九州厚生局への届出内容
【注射】

・抗悪性腫瘍剤処方管理加算
・外来化学療法加算
・無菌製剤処理料

【リハビリテーション】
・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ、初期加算
・廃用症候群リハビリテーション料Ⅱ、初期加算
・運動器リハビリテーション料Ⅰ、初期加算
・呼吸器リハビリテーション料Ⅰ、初期加算
・がん患者リハビリテーション料
・リンパ浮腫複合的治療料

【精神専⾨療法】
・精神科作業療法
・抗精神病特定薬剤治療指導管理料

（治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る）
・医療保護⼊院等診療料

【処置】
・⼀酸化窒素吸⼊療法

【手術】
・椎間板内酵素注⼊療法
・緑内障手術（流出路再建術（眼内法））
・緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿⼊術）
・緑内障手術（水晶体再建術併用眼内ドレナージ挿⼊術）
・緑内障手術（濾過胞再建術（needle法））
・乳がんセンチネルリンパ節加算
・食道縫合術（穿孔、損傷）（内視鏡によるもの）
・ペースメーカ植込術/交換術
・植込型心電図記録計移植術/摘出術
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九州厚生局への届出内容
・乳房切除術（遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者）
・大動脈バルーンパンピング法
・胃瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・内視鏡下胃、十二指腸穿孔瘻孔閉鎖術
・胆管悪性腫瘍手術
・バルーン閉塞下逆⾏性経静脈的塞栓術
・腹腔鏡下肝切除術
・腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
・腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術
・早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術
・内視鏡的⼩腸ポリープ切除術
・⼩腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・結腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・腎（腎盂）腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・尿管腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・膀胱腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・膣腸瘻閉鎖術（内視鏡によるもの）
・腹腔鏡下仙⾻膣固定術
・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮体がんに限る）
・腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術（子宮頸がんに限る）
・子宮附属器腫瘍摘出術（遺伝性乳癌卵巣癌症候群の患者）
・輸血管理料Ⅱ
・人工肛⾨・人工膀胱造設術前処置
・医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術 ※
・医科点数表第2章第10部手術の通則の19に掲げる手術
・胃瘻造設術（要件を満たす）

胃瘻造設時嚥下機能評価加算（要件を満たす）
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九州厚生局への届出内容
【麻酔】

・麻酔管理料Ⅰ

【放射線治療】
・⾼エネルギー放射線治療

【病理診断】
・病理診断管理加算1
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九州厚生局への届出内容
【⼊院時食事療養費】

・⼊院時食事療養費（Ⅰ）
◆当院では、管理栄養⼠によって管理された食事を

適時（夕食は午後6時以降）、適温で提供しています。
◆毎週、⽊曜・⾦曜のみ選択メニューを実施しています（祝日除く）。
・食堂加算

◆医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6に掲げる手術の件数
（令和3年4⽉〜令和4年3⽉）
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件数区分３に分類される手術件数区分１に分類される手術
0ア 上顎⾻形成術等0ア 頭蓋内腫瘤摘出術等
0イ 上顎⾻悪性腫瘍手術等165イ ⻩斑下手術等

0ウ バセドウ甲状腺全摘（亜全摘）術
（両葉）0ウ 鼓室形成手術等

0エ ⺟指化手術等0エ 肺悪性腫瘍手術等
0オ 内反足手術等0オ 経皮的カテーテル心筋焼灼術
0カ 食道切除再建術等
0キ 同種死体腎移植術等件数区分2に分類される手術

1ア 靱帯断裂形成手術等
件数区分4に分類される手術の件数0イ 水頭症手術等
495胸腔鏡下・腹腔鏡下手術等0ウ 鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等

7エ 尿道形成手術等
件数区分5に分類される手術の件数0オ 角膜移植術

59ア 人工関節置換術8カ 肝切除術等
7イ 乳児外科施設基準対象手術12キ 子宮附属器悪性腫瘍手術

0ウ ペースメーカー移植術及びペース
メーカー交換術

0エ 冠動脈、大動脈バイパス移植術及
び体外循環を要する手術

0
オ 経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動
脈粥腫切除術及び経皮的冠動脈ステ
ント留置術


