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島根県立病院使用料及び手数料条例第�条第�項の規定による使用料及び手数料の額（昭和��年島根県告示第���号）

の一部を次のように改正し、平成��年	月
日から施行する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

患者外給食料の項を次のように改める。

患者外給食料 
食につき ���円

分べん料の項中「分べん料」を「分べん介助料」に改め、妊婦健康診査の項の次に次の
項を加える。

乳児健康診査 
回につき ����円（消費税法（昭和��年法律第���号）第�条第
項の規定により消費税を課されな

いこととなる場合は、����円）

妊婦に対する水痘・帯状疱疹ヘルペス抗体検査（ＥＩＡ法）の項中「����円」を「����円」に改め、先天性代謝異常

検査採血料の項中「����円」を「����円」に改め、短期人間ドックの項中「、乳がんマンモグラフィー検査を行った場

合で
方向から撮影したときは����円を、�方向から撮影したときは����円を」を削り、外来人間ドックの項中「子宮

頚部検査」を「子宮頸部検査」に改め、血縁者間の骨髄移植に係る組織適合検査（ＨＬＡ検査）料の項を削り、特別病室

使用料の項中「特別室Ａ、特別室Ｂ、個室Ａ、個室Ｂ及び個室Ｃを使用する場合は、健康保険法の規定による療養に要す

る費用の額の算定方法（平成�年厚生省告示第��号）別表第
医科診療報酬点数表（以下「点数表」という。）の入院料

に次に掲げる額を加算した額」を削り、診療材料費の項を削り、歯科診療費の項を次のように改める。

歯科診療費

メタルボンドポーセレン

前歯・臼歯 
本につき �����円

隙 
本につき �����円

インプラント材植立料

相談料 
回につき ����円

基本検査料（デジタル画像） 
回につき ����円

紹介状作成 
件につき ����円

顎骨精密検査・植立可否診断

基本診療料 
回につき ���円

ＣＴ撮影を行ったときは�����円を、パノラマ撮影を行ったときは����円を、上記手数料に加算する。

ステント作成・調整料
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島根県立病院使用料及び手数料条例第�条第�項の規定による使用料及び手数料 （医 療 対 策 課）

の額の一部改正
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�歯から�歯まで �装置につき ������円

�歯から��歯まで �装置につき �	����円

��歯以上 �装置につき ����
�円

診断用ワックスアップ �歯 �����円

�歯増すごとに����円を上記手数料に加算する。

全身精密検査・診断

基本診療料 �回につき ���円

心電図検査を行ったときは��	��円を、血液検査を行ったときは診療報酬の算定方法 (平成��年厚生労働省告

示第��号) 別表第�医科診療報酬点数表 (以下 ｢点数表｣ という｡ ) の点数に�点の単価��円
�銭を乗じて算定

した額を、上記手数料に加算する。

インプラント材植立（一次手術）

基本診療料 �回につき ���円

�本目（選択）

インプラント材 定価	�����円未満 �	�����円

インプラント材 定価	�����円以上 ������円

複数本数埋入加算（�本から�本まで）

インプラント材 定価	�����円未満 �本につき �����円

インプラント材 定価	�����円以上 �本につき ����円

複数本数埋入加算（�本から��本まで）

インプラント材 定価	�����円未満 �本につき ����円

インプラント材 定価	�����円以上 �本につき ��
��円

複数本数埋入加算（��本以上）

インプラント材 定価	�����円未満 �本につき ������円

インプラント材 定価	�����円以上 �本につき ������円

口腔内洗浄料 �回につき ���円

口腔外科後処理料 �回につき 	��円

一次手術後観察料 �回につき ���円

インプラント材植立（二次手術）

基本診療料 �回につき ���円

インプラント材植立料（二次手術） �回につき �����円

治療用アバットメント使用加算 �歯につき 
����円

口腔内診断料 �回につき �����円

加算項目

パノラマ撮影 �枚につき �
��円

スタディーモデル（複雑） �回につき 
��円

アタッチメント（アバットメントを含む。） 使用材料の購入価格に���分の���を乗じて得た額

健康診断料（短期人間ドック及び外来人間ドックを除く。）の項を次のように改める。

健康診断料（短期人間ドック及び外来人間ドックを除く。）

点数表の点数に�点の単価��円
�銭（消費税法第�条第�項の規定により消費税を課されないこととなる場合は、��

円）を乗じて算定した額

おむつ使用料の項を次のように改める。

おむつ使用料

中央病院

号外第
�号 平成��年�月	�日(�)
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常時使用の場合 �日につき ���円

その他の場合 �日につき ���円

新生児（ＮＩＣＵ）の場合 �日につき ���円（消費税法第�条第�項の規定により消費税を課されないことと

なる場合は、�		円）

紙パンツ �枚につき ���円

湖陵病院

常時使用の場合 �日につき �		円

その他の場合 �日につき 
�	円

紙パンツ �枚につき ��	円

尿取りパッド（単独使用の場合） �枚につき ��円

衣類洗濯料の項中「
��	円」を「��
		円」に、「�����円」を「����	円」に改め、非紹介患者初診時加算料の項を次

のように改める。

非紹介患者初診時加算料 中央病院�回につき �����円

ただし、救急患者及び公費負担医療制度の受給対象者を除く。

再診時特定療養費の項中「�回につき」を「中央病院�回につき」に改め、入院期間が��	日を超えた日以後の入院料

の項中「��	�円」を「���円」に改め、セカンドオピニオン面接料の項の次に次の�項を加える。

麻しん風しん予防接種料

混合ワクチン

初診 �回につき ������円

再診 �回につき ���	�円

麻しんワクチン

初診 �回につき ��	��円

再診 �回につき ��	�	円

風しんワクチン

初診 �回につき ��	��円

再診 �回につき ��	�	円

風しん予防接種料の項及び麻しん予防接種料の項を削り、流行性耳鼻下せん腺炎予防接種料の項中「����	円」を

「��	��円」に改め、ツベルクリン反応検査料の項中「��	�	円」を「����	円」に改め、肺炎予防接種料の項を次のように

改める。

肺炎球菌ワクチン接種料 �回につき ����円

�		日せき咳ジフテリア破傷風予防接種料の項中「����円」を「���	�円」に改め、ジフテリア破傷風予防接種料の項

中「���	�円」を「�����円」に改め、インフルエンザ予防接種料の項中「���
	円」を「���	円」に改め、日本脳炎ワク

チン接種料の項中「��		円」を「���		円」に改め、ポリオワクチン経口接種料の項中「����円」を「����	円」に改

め、低用量経口避妊薬の項中「�����円」を「����	円」に改め、ニコチンパッチの項の次に次の�項を加える。

中央病院において厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法（平成��年厚生労働省

告示第���号。以下この項において「包括算定告示」という。）により費用の額を算定（医療機関別係数のうち調整係数

を��	���として算定）する場合 包括算定告示により算定した点数�点につき�	円として計算した額及び食事療養の費用

額算定表により計算した額

文書料の項中「�����円」の次に「（消費税法第�条第�項の規定により消費税を課されないこととなる場合は、���		

円）」を、「�
�円」の次に「（消費税法第�条第�項の規定により消費税を課されないこととなる場合は、�		円）」を

加える。

号外第�	号 平成��年�月��日 (�)



平成��年�月��日 印刷
平成��年�月��日 発行 発行者 島 根 県 発行所 松江市殿町 島 根 県 庁

印 刷 松江市学園南 松陽印刷所
定価 �か月 ����	円

(送料共)
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