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地域の皆様に最善の医療サービスを提供し、地域になくてはならない医療機関として発展する
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Ｑ１．『出来高』とは？Ｑ１．『出来高』とは？
Ａ．Ａ．　『包括』される費用以外に実施した手術代・リ

ハビリ代・在宅医療等、それぞれにかかった費

用を合計して計算することを『出来高』といいま

す。

Ｑ２．『包括』とは？Ｑ２．『包括』とは？
Ａ．Ａ．　今までは検査やお薬をもらうと、それぞれに

かかった費用+入院基本料を計算していました。

これからは検査・注射・画像・投薬は入院基

本料に含む状態で費用を計算します。

これを『包括』といい

ます。入院患者様のみ

対象となります。(厚生

労働省が病名別で入院

基本料を定めている

為、病名により金額が

異なります。)

Ｑ３．ＤＰＣ（包括評価方式）とは？Ｑ３．ＤＰＣ（包括評価方式）とは？
Ａ．Ａ．　ＤＰＣとは、病名や病状をもとに厚生労働省

が定めた１日当たりの定額（検査・注射・画像・

投薬を含む）の入院基本料と、リハビリ・手術・

胃カメラ等、出来高方式による料金を合計し

て、入院費を請求する方法です。包括評価の

点数は、入院日数によって異なります。

なお、食事一部負担金や、病衣代（自費等）

の支払方法は従来どおりです。

Ｑ４．対象は入院患者のみですか？Ｑ４．対象は入院患者のみですか？
Ａ．Ａ．　その通りです。外来患者様には今までと何も

変更ございません。

Ｑ５．なぜＤＰＣに変えるのですか？Ｑ５．なぜＤＰＣに変えるのですか？
Ａ．Ａ．　ＤＰＣによる医療費制度は大学病院や国立

病院などの高度先進医療を行っている特定機

能病院のみを対象に実施されていました。

 

　小禄病院は平成２２年７月１日より入院診療費を厚生労働省が指定する『包括評価方式

（ＤＰＣ）』という医療費請求制度を実施することになりました。

　そのため、平成２２年７月１日以降に入院される患者様より、この計算方式が適応になります。



しかし、平成１６年より一般医療機関も調査に

協力したり施設基準などを満たすことで「ＤＰＣ

対象病院」として認められるようになりました。つ

まり、近くの病院で質の高い医療が受けられる

ということです。

小禄病院も医療の標準化とさらなる質の向

上（どこの病院でも同じ病気であれば同じ治療

を受ける事が出来ること）を図ることを目的とし

て、平成２２年７月より「ＤＰＣ」による入院医療

費の計算方式を導入することになりました。

Ｑ６．個人的に出来高方式での会計Ｑ６．個人的に出来高方式での会計

を希望する事は可能ですか？を希望する事は可能ですか？
Ａ．Ａ．　厚生労働省の定めにより、ＤＰＣの対象とな

る病気は出来高方式での計算が出来ません。

ご了承ください。

※ただし、以下の患者様はＤＰＣの対象から外

れます。

・平成２２年７月１日以前より入院されている患

者様(平成２２年９月１日より適用)

・自費診療や、労災保険の患者様

・ＤＰＣ対象外の傷病名の患者様

・入院後２４時間以内に亡くなられた患者様

Q７．主病名以外の検査や治療は行Q７．主病名以外の検査や治療は行

えますか？えますか？
A．A．　原則として行うことは出来ませんが、治療に

必要な検査等は継続して行います。

ＤＰＣは、一つの病名に対して入院治療を

行うことを前提とした制度ですので、急を要さ

ない他の病気の治療を希望された場合は、

退院後にお願いすることになります。

Ｑ８．出来高方式と比べて、入院費Ｑ８．出来高方式と比べて、入院費
は高くなるのですか？は高くなるのですか？

Ａ．Ａ．　ＤＰＣでは入院中の病名や、行った手術術

等によって、一日当りの金額が決まるので、

出来高方式と比べ診断病名により、高くなる

場合もあれば、安くなる場合もあります。

また、入院した日数によっても一日あたり

の金額が変わる仕組みになっています。

Ｑ９．限度額認定証(高額療養)の取Ｑ９．限度額認定証(高額療養)の取
扱いはどうなりますか？扱いはどうなりますか？

Ａ．Ａ．　取扱いには従来どおり変わりありません。

手続きが済みましたら認定証と保険証を一緒

に受付へ提出お願い致します。

Ｑ10．早く退院させられることはありＱ10．早く退院させられることはあり
ませんか？ませんか？

Ａ．Ａ．　入院・退院の判断は医師が医学上の判断

で行います。医療の必要があるのにも関わら

ず、早く退院をお願いすることはありませんの

でご安心ください。

　新しい入院医療費の計算方式についてご理解いた

だけましたでしょうか？

　ご不明な点や確認したい点などございましたら、

お気軽に病院受付窓口までお問い合わせ下さい。

小禄病院　医事課



眼科の紹介

院長 オススメの一冊院長 オススメの一冊
脳卒中がほんとうになくなる日脳卒中がほんとうになくなる日

－ラットが拓く予知医学への道－－ラットが拓く予知医学への道－

こんにちは、小禄病院の眼科に勤務している新

城さよです。

今回は最近うちの眼科で診た患者さんで、考

えさせられた方の話をします。

近所に住む７０代女性の方で、２年前から白内

障があり、手術を勧められていましたが、なかなか

受けてくれず、その後しばらく眼科にみえません

でした。

久しぶりに受診された時は、両目が見えないと

言って来られました。

診断は両目の緑内障発作でした。両目の発作

で、ほとんど見えない状態だったので琉球大学病

院へ紹介しました。

結局、琉球大学病院で白内障手術を受け、視

力もだいぶ良くなり現在当院通院中です。

白内障は視力が低下する病気ですが白内障が

知らず知らずのうちに大きくなり、急に緑内障にな

る方がいらっしゃい

ます。この方も白内

障手術を勧められた

時に受けていればな

ぁと悔やまれました。

た だ こ の 方

のような目が沖

縄の方には多

いので、怖がら

ずに一度眼科

を受診してみて

下さい。特に若

い頃、視力が良かった方は要注意です。

今回は急に発症する緑内障の話を書きました

が、急に発症しない慢性の緑内障についても、視

野が進行して視力が悪くなって初めて来院されます。

悪くなってからは治せないのが緑内障の恐いと

ころです。慢性の緑内障発見のためにも４０歳以

上の方は一度、眼科を受診することをお勧めします。

また最近当院では白内障手術の乱視矯正レン

ズを県内でもいち早く導入し、乱視のある患者さ

んから好評です。白内障も乱視も一緒に良くなっ

たら見え方が格段に良くなりますので、一度御相

談ください。

オススメの本は約30年前に初めて目にした書

物で、それまで内科的治療は薬物治療がメインと

考えていた私がかなりショックを受けたことを今で

もはっきり覚えています。（生活習慣病を成人病と

呼んでいた頃のことですが）

この本は食事、運動、ストレスなど生活習慣が

動脈硬化に及ぼす影響をラットの使用による実験

で色々証明してくれており、生活習慣病（慢性疾

患）患者に対する指導を行う上で大変参考になる

ことが盛りだくさんです。

医療の知識があまりない方でも読み易く書かれ

ていますので是非みなさんも一度手にして読んで

下さい。

小禄病院 院長　高江洲 良一

著者：堀江　良一　

出版：株式会社保健同人社



かりゆしホーム鏡原かりゆしホーム鏡原グループホーム小禄グループホーム小禄

ボランティア・見学歓迎しますボランティア・見学歓迎します
詳しくは、連絡先：グループホーム小禄　

住　所：那覇市小禄5丁目１６番地１　

電　話：８５８-０１０２　担当：嘉陽

保険料率変更のお知らせ
小禄病院も加入している協会けんぽ（全国健

康保険協会）より3月分の保険料（4月納付分）か

ら保険料率変更の通知が届いていましたのでお

知らせします。

協会けんぽの健康保険料については、保険料

収入が落ち込む一方、医療費の支出が増え、協

会けんぽの財政は非常に厳しい状況となってお

り、沖縄では2010年3月分（4月納付分）から健康

保険料は9.33％に大幅な引き上げを行うこととな

りました。

健康保険料は労働者と事業主とが折半して納

付していますので、保険料の引き上げは私たちの

給与の手取りが減り、保険料負担が増え会社の

利益も減ることになります。協会けんぽんに加入し

ている会社や働く人たちにとっては厳しい状況と

なってしまいました。しかし、私たちが保険料の負

担増を理解し、協力してこそ沖縄県民の医療と健

康、生活を支えることができるのです。
※協会けんぽの保険料は全国一律の保険料となってい

ましたが、平成18年の健康保険法改正により平成21
年9月から都道府県単位で保険料を定めています。

保険料率変更による負担増の例保険料率変更による負担増の例

（例）月額給与20万円の場合

①介護保険料含まない（40歳未満）

現行 8,200円 → 改定後　 9,330円 増加額 1,130円

②介護保険料含む（40歳以上）

現行 9,390円 → 改定後 10,830円 増加額 1,440円

かりゆしホーム鏡原では、３月1９日に消防

訓練を行ないました。

消防署のチェックをうけ緊張する中、居室

からの火災を想定して職員が避難誘導を行

ない、利用者の皆様を安全に避難場所まで

誘導する事が

できました。

消防署から

も良い評価を

受け、利用者

様もほっとされ

た様子でした。

グループホーム小禄

は、認知症の方を対象

とした、入居者９名の施

設です。スタッフは利用

者と一緒に食事を作り、

一緒に掃除したり散歩

したり、また一緒にレク

レーションを楽しんだり

と、日常の生活を、ゆっ

たりと温かい家庭的な

雰囲気のなかで送れる

よう、本人のペースにあわせ支援するよう心が

けています。

地域の皆様にもグループホーム小禄を

知ってもらい、地域の皆様も一緒に入居者を

支えていければと思います。連絡の上、お気

軽に来所下さい。



今年度より広報誌 「結ゆい」 は春夏秋冬の年４回

の発行を予定しております。 昨年度よりも発行回数を

増やし、 多くの方々に禄寿会を知って頂きたいと思っ

ています。

また、 広報委員会では、 今後の予定としてもっと

禄寿会について幅広く知って頂くために、 広報誌だ

けではなくホームページやパンフレットのリニューアル

も計画しております。 様々な事をお知らせしますので

今後の私たちの活動にも注目して下さい。

新年度に入り、 禄寿会では４月に１９名の新入職

員が入職しました。 私の職場でも毎日、 さわやかな

風を感じています。 表紙の写真は介護老人保健施

設 禄寿園の新人看護師です。 今までの経験を活か

して活躍してくれることに期待しています !!

ちなみに私は入職して４年目になりますが、 初心

忘れず彼女達のようにこれからもフレッシュな気持ち

で頑張りたいと思います。

  　　　  　　（広報委員　上間）

当院は 「患者様の権利宣言 ( リスボン宣言 )」 を尊重し、 患者様本位の医療の実現に全職員
で可能な限り尽力致します。

１､患者様は安全で良質な医療を公平に受ける権利を有する。

２､患者様は医学的な原則及び倫理的な観点から患者様にとって最善な治療だと判断する医師
の治療、 看護を受ける権利を有する。

３､患者様は自由に医療機関、 担当医師を選ぶ権利を有し、 セカンドオピニオン ( 別の医師の意
見 ) を求める権利を有する。

４､患者様は診療に関する全ての情報に対し十分な説明を受ける権利を有し、 説明を受けた後の
治療方針に対して受け入れるかまたは拒否するかの権利を有する。

５､患者様は個人のプライバシーや尊厳が守られる権利を有するだけでなく、 宗教的及び倫理的
慰安を受けるまたは断る権利を有する。

禄寿会の患者様の権利

小禄病院 外来診療案内小禄病院 外来診療案内
（２０１０年４月１日現在）

■受付時間

午 前 :８時００分～１２時迄（９時診療開始）

午 後 :１時３０分～　５時迄（２時診療開始）

夜 間：５時００分～　８時迄（６時診療開始）
（夜間は火曜日～金曜日まで 内科のみ）

■休 診 日

土曜日午後

日曜・祝日

年末･年始
(12/31 ～ 1/3)

■診療科目

・内科（循環器科・消化器科・呼吸器科）

・眼科・整形外科・放射線科

・リハビリテーション科

・人間ドック ( 月曜日～土曜日）

内 科

整形外科

眼 科

夜 間

１診

３診

２診

１診

２診 午 後

午 後

午 前
午 

前

高江洲

堀川午 

後

国吉

田里
( 琉大 )

糖尿病専門外来
（新城）

高江洲

高江洲

高江洲

新城

新城

新城

新城 新城

国吉

国吉

国吉

国吉 国吉

高江洲

堀川

堀川

堀川

高血圧循環器専門外来
（高江洲）

仲田( 第１･３)

名嘉山( 第２･４)

名嘉山
( 琉大 )

田里
( 琉大 )

堀川
(15:00 ～ )

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

月 火 水 ３木
(17:00 ～ 19:00)

1･3 金
(12:30 ～ 13:30)

２･４土
(13:00 ～ 15:00)

藤原 真志取 真志取

琉大

新城

新城新城

新城

新城

新城

新城 中村

中村
☆

☆ ☆

☆川満（視能訓練士）勤務日

手術日
（中村／新城）

※予約制で診療

※※※


