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福医会 さいかいクリニック重要事項説明書 

 

1. 病院概要 

名  称：さいかいクリニック   

所 在 地：長崎県西海市大島町１８７６番地５９ 

電話番号：０９５９－３４－３３７１ 

Ｆ Ａ Ｘ：０９５９－３４－３３３０ 

管 理 者：鈴木 伸 

診 療 科：内科・外科・人工透析科・皮膚科・眼科・整形外科 

病  床：一般病床 １４床  透析病床 ２６床 

診 療 日 

内科・外科 月曜日～土曜日 （木・土午後休診） 

人工透析科 月曜日～土曜日 

リハビリテーション科 月曜日～土曜日 （木・土午後休診） 

眼 科 水曜日・土曜日（午前中） 

整形外科 不定期 

  受付時間：8：30～11：30 13：30～17：00 

診療時間：9：00～12：00 14：00～17：30 

建物概要：（構造）鉄骨鉄筋コンクリート造６階建（１階、２階部分） 

     （面積）延 7,005・25 平方メートル  建 2,762・75 平方メートル 

2. 運営方針 

福医会 さいかいクリニックにおきましては、市民の皆様が安心して受診できる診療体制をとり、地域の

皆様により良い医療サービスの提供に努めてまいります。 

 

3. 職員体制 

医  師    ６名 常勤職員 ２名  非常勤職員 ４名 

薬 剤 師    ２名 非常勤職員 ２名  

看 護 師   １６名 常勤職員 ８名  非常勤職員 ８名 

理学療法士    １名  

作業療法士    1名  

助  手    １名  

診療放射線技師    ２名  

臨床工学技士    １名  

臨床検査技師    ２名  

管理栄養士    １名  

介 護 士    ３名  

事 務 員（医事含）    ６名 常勤職員 ５名  非常勤職員 １名 

ソーシャルワーカー    １名  

 

 



4. 非常時災害対応 

別途定める「西海医療福祉センター消防計画」に則り対応を行います。 

防災設備  スプリンクラー、消化器、消火栓等 

防災訓練  年２回 

 

5. 入院時 

入院に関しては「入院のしおり」をご覧ください 

 

6. 入院誓約書について 

  入院誓約書には、ご入院される方ご本人とは別に、連帯保証人の方のご署名・ご捺印が必要となります。

この場合の連帯保証人とは、原則として日本国内に居住しており、かつ患者様とは生計を別にする、安

定した収入のある方を指します。 

 

7. 差額ベッドについて 

患者様の希望により個室に入院する場合及び、別紙特別療養環境室の減免取扱にて差額ベッドを利用す

る場合は別途料金が必要となります。 

差額ベッド代  一日 3,000 円 

 

8. 退院時 

退院時には、それまでの入院における診療内容における診療内容等に応じて請求書を作成いたしますの

で、会計窓口にてお支払いください。 

限度額適用認定証・自費診療・保険診療等、請求書や明細書が異なる場合があります。 

 

9. 秘密保持及び個人情報の保護 

職員は医療を提供する上で知り得た患者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく第三者に漏らしま

せん。尚、下記の場合その限りではありません。 

事業所間の連絡、紹介等 

居宅介護支援事業所との連携 

患者様が偽り、その他不正な行為によって医療を受けている場合等の市町への通知 

患者様に病状の急変が生じた場合等の他医療機関への連絡等 

生命・身体の保護のために必要な場合（災害時において安否確認情報を行政に提供す 

る場合等） 

前項に掲げる事項は、利用終了後も同様の取扱いとします 

 

10. 苦情・相談 

患者様からの苦情・相談は、１Ｆ ２Ｆに備え付けのご意見箱または１Ｆ地域連携室ソーシャルワーカー

へご相談ください。苦情については、内容を十分に考慮して必要な措置を講ずるものとします。 



                               令和 1年 10月 1日 

保険外負担に係る費用についての説明書 

 

当院では、健康保険法に基づく療養の給付と直接関係のない次の項目について、

その使用料、利用回数に応じた実費のご負担をお願いしています。 

健診名 枚数 お支払金額 

診断書料及び証明書料 １通 ３，３００円 

おむつ証明書料 １通 １，１００円 

健康診断書料（１） １通 ３，８５０円 

健康診断書料（２） １通 ７，９２０円 

雇い入れ時診断書料（３） １通 ７，７７６円 

生命保険等診断書料（１） １通 ７，９２０円 

生命保険等診断書料（２） １通 １１，０００円 

年金恩給診断書料 １通 ６，６００円 

原爆管理手当診断料 １通 ６，６００円 

原爆介護手当診断料 １通 ６，６００円 

身体障害者診断書料（１） １通 ６，６００円 

身体障害者診断書料（２） １通 ６，６００円 

学校感染症に対する診断書料 １通 ３，３００円 

死亡診断書（１） １通 ６，６００円 

死亡診断書（２） １通 ６，６００円 

司法検視請求書 １通 ５５，０００円 

行政検視請求書 １通 ５５，０００円 

*診断書料、証明書料及び請求書料につきましては１通増す毎に５００円加算させて頂きま

す。 

（２）インフルエンザ、各種予防接種料金 
  

予防接種名   接種料金 

インフルエンザ予防接種料金   ４，４２０円 

インフルエンザ（高齢者）６５歳以上   ２，０００円 

インフルエンザ（乳幼児）   １，２００円 

インフルエンザ（小・中学生）   １，８５０円 

破傷風（沈降破傷風トキソイド）ワクチン   ３，０５５円 

日本脳炎   ６，８００円 

ポリオ     ９，９４９円 

B型肝炎   ６，９７６円 

麻疹・風疹混合   １１，２６９円 

おたふく風邪（流行性耳下腺炎）   ４，０７４円 



肺炎（ニューモバックス）   ７，６３１円 

水痘ワクチン   １０，６９２円 

二種混合 （ジフテリア、破傷風）   ４，４３８円 

三種混合 （ジフテリア、百日咳、破傷風）   ５，６１５円 

四種混合 （ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ）   １１，２１４円 

    
（３）日常生活上のサービスに係る費用 

  
サービス内容 単価 お支払金額 

紙オムツ L １枚 ９６円 

紙オムツ M １枚 ８１円 

紙オムツＳ １枚 ７１円 

紙パンツ L １枚 １２２円 

紙パンツ M １枚 １１２円 

紙パンツＳ １枚 １０１円 

尿取パッド １枚 ２１円 

レギュラー １枚 ３１円 

スーパー 1枚 ５１円 

病衣 １日 ８１円 

差額ベッド代 １日 ３，０００円 

電気代 １日 ２０３円 

付き添いベッド代 １日 １０１円 

クリーニング代 月 ３，８５０円 

クリーニング代（スポット） 1回 ５５０円 

    
（４）その他の保険外費用     

  お支払金額 

透析食事代 ６１０円 

CD-R代 ５１０円 

死後処置 ３，０５５円 

レミニセット １，５３０円 

ゆかた ２，１３５円 

喀痰細胞診  １、６５０円 

PSA（前立腺癌関連抗原） ２，２００円 

CEA（癌胎児性抗原） １，７６０円 

ピロリ菌（風船式）測定 １，３２０円 

 



社会福祉法人 福医会  

さいかいクリニック 特別療養環境室（差額ベット）の減免取扱基準 

 

（目的） 

第１条 この基準は、特別療養環境室（差額ベット）の入院料加算額の減免取扱に関して、 

必要事項を定めることを目的とする。 

（減免の要件） 

第２条 次の各号に該当する場合に室料差額を減免することができる。 

（１）医師が「治療上必要」と判断した患者 

  ア 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、または

常時監視を要し、適時適切な看護又は介護を必要とする者 

  イ 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある者 

  ウ 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者 

  エ 後天的免疫不全症候群の病原体に感染している患者 

 オ クロイツフェルト・ヤコブ病の患者 

（減免の額） 

第３条 前条の規定により室料差額の減免が認められた者は、室料差額の全額を減免する。 

（減免の期間） 

第４条 室料差額の減免期間は、主治医が個室等での治療が必要と認める期間とする。 

（減免の取り消し） 

第５条 室料差額の減免措置を受けた者が病状の回復等により、減免の理由が無くなった

場合には、減免を取り消すものとする。 

 

通常個室料金  3,000円（日） 

（１）  

ア 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静 

を必要とする者、または常時監視を要し、適時適切な看 

護又は介護を必要とする患者 

全額免除 

イ 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある者 全額免除 

ウ 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する

必要のある終末期の患者 

全額免除 

エ 後天的免疫不全症候群の病原体に感染している患者 全額免除 

オ クロイツフェルト・ヤコブ病の患者 全額免除 

 

附則 

この基準は、令和 1年 10月１日から適用する。なお、この基準の適用日以前の取り扱い

については、従前の例による。 

 










