
＊ＤＰＣ

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。

医療機関別係数は下記のとおりです。

 

（H2

医療機関別係数

 

 

＊医療安全対策

当院では、

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援

 

 

＊栄養サポートチームについて

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

専任の医師

 

 

＊患者サポート体制について

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

１F

 

 

＊感染防止対策

当院

ついての

 

≪ICT

・感染

・院内感染対策に関する職員

・抗菌薬における適正使用の監視・推進

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・院内感染マニュアルの作成・改定

・感染対策に関する相談受付

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

 

 

＊禁煙外来

＊禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

当院

るよう禁煙外来を設けております。

 

 

ＤＰＣ

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。

医療機関別係数は下記のとおりです。

H29.2 月現在）

医療機関別係数

医療安全対策

当院では、

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援

＊栄養サポートチームについて

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

専任の医師

＊患者サポート体制について

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

F 受付前「

感染防止対策

当院では感染制御を目的とした組織として、

ついての諸

ICT 活動内容

感染事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

院内感染対策に関する職員

・抗菌薬における適正使用の監視・推進

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・院内感染マニュアルの作成・改定

感染対策に関する相談受付

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙外来

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

当院は敷地内禁煙です。

るよう禁煙外来を設けております。

ＤＰＣ係数について

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。

医療機関別係数は下記のとおりです。

月現在） 

医療機関別係数：

医療安全対策

当院では、患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援

＊栄養サポートチームについて

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

専任の医師、看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

＊患者サポート体制について

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

受付前「患者相談窓口

感染防止対策

感染制御を目的とした組織として、

諸問題に対して

活動内容≫ 

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

院内感染対策に関する職員

・抗菌薬における適正使用の監視・推進

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・院内感染マニュアルの作成・改定

感染対策に関する相談受付

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙外来について

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

は敷地内禁煙です。

るよう禁煙外来を設けております。

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。

医療機関別係数は下記のとおりです。

 

：1.2799

医療安全対策について

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援

＊栄養サポートチームについて

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

＊患者サポート体制について

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

患者相談窓口

感染防止対策について

感染制御を目的とした組織として、

に対して迅速に介入して

 

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

院内感染対策に関する職員

・抗菌薬における適正使用の監視・推進

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・院内感染マニュアルの作成・改定

感染対策に関する相談受付

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

について 

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

は敷地内禁煙です。禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

るよう禁煙外来を設けております。

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。

医療機関別係数は下記のとおりです。

799（・機能評価係数

について【医療安全対策加算１】

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援

＊栄養サポートチームについて

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

＊患者サポート体制について

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

患者相談窓口」までお問合せください。

について【感染防止対策加算

感染制御を目的とした組織として、

迅速に介入して

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

院内感染対策に関する職員研修会の企画・運営

・抗菌薬における適正使用の監視・推進

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・院内感染マニュアルの作成・改定

感染対策に関する相談受付 

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

 

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

るよう禁煙外来を設けております。

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。

医療機関別係数は下記のとおりです。 

機能評価係数

【医療安全対策加算１】

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援

＊栄養サポートチームについて【栄養サポート体制加算】

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

＊患者サポート体制について【患者サポート体制

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

までお問合せください。

【感染防止対策加算

感染制御を目的とした組織として、

迅速に介入して

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

研修会の企画・運営

・抗菌薬における適正使用の監視・推進 

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・院内感染マニュアルの作成・改定 

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

るよう禁煙外来を設けております。詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

 

機能評価係数Ⅰ＋Ⅱ：

【医療安全対策加算１】

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

かかる患者・家族の相談に応じる体制を支援しております。

【栄養サポート体制加算】

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

【患者サポート体制

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

までお問合せください。

【感染防止対策加算

感染制御を目的とした組織として、ICT

迅速に介入しております

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

研修会の企画・運営

 

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

Ⅰ＋Ⅱ：0.

【医療安全対策加算１】

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

しております。

【栄養サポート体制加算】

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

【患者サポート体制

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

までお問合せください。

【感染防止対策加算１

ICT（院内感染対策チーム）が

おります。 

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

研修会の企画・運営 

・院内ラウンドによる院内感染事例の把握・指導 

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙外来について【ニコチン依存症管理料】 

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

0.2333・基礎係数（Ⅲ群）：

【医療安全対策加算１】 

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えること

しております。

【栄養サポート体制加算】

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

【患者サポート体制

当院では、患者さん及びその家族からのご相談・ご意見を相談窓口にて

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

までお問合せください。 

１】 

（院内感染対策チーム）が

 

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

・基礎係数（Ⅲ群）：

患者さんが安心な医療を受ける病院環境を整えることを目的に、専従の医療安全管理者をおき、

しております。 

【栄養サポート体制加算】

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

【患者サポート体制充実

相談窓口にて

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

（院内感染対策チーム）が

事例、院内感染事例に関するサーベイランス等の情報分析・評価

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

・基礎係数（Ⅲ群）：

目的に、専従の医療安全管理者をおき、

【栄養サポート体制加算】 

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

充実加算】

相談窓口にてお受けしております。疾患に関する医学的な質問、

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

（院内感染対策チーム）が

評価 

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

・基礎係数（Ⅲ群）：1.02

目的に、専従の医療安全管理者をおき、

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

加算】 

お受けしております。疾患に関する医学的な質問、

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。

（院内感染対策チーム）が活動しています

・感染防止対策加算１を算定する医療機関が開催するカンファレンスへの出席 等 

禁煙を行おうとしている方、禁煙を行おうとしてもやめられない

詳しくは、受付窓口までお問い合わせください。

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。

1.0296 

目的に、専従の医療安全管理者をおき、

当院では、栄養障害を生じている患者さん、または栄養障害を生じるリスクの高い患者さんに対して、専従の管理栄養士と

看護師・薬剤師などで構成されたチームにより、栄養状態改善への取り組みを行っております。

 

お受けしております。疾患に関する医学的な質問、

生活上および入院上の不安等に関する相談について患者さんの立場に立ち、問題解決のためのお手伝いをいたします。
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