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富士吉田市立病院使用料及び手数料条例（昭和43年条例第10号）新旧対照表  

現行  改正案  備考  

○富士吉田市立病院使用料及び手数料条例  ○富士吉田市立病院使用料及び手数料条例   

昭和43年3月27日  昭和43年3月27日   

条例第10号  条例第10号   

 （略）   （略）   

 （使用料等の納付）   （使用料等の納付）   

第2条 病院において診療を受ける者、入院する者若しくは試

験検査を受ける者又は診断書、証明書の交付を受ける者は、

使用料、手数料及びその他の実費（以下「使用料」とい

う。）を納付しなければならない。  

第2条 病院において診療を受ける者、入院する者若しくは試

験検査を受ける者又は診断書、証明書の交付を受ける者は、

使用料、手数料及びその他の実費（以下「使用料」とい

う。）を納付しなければならない。  

 

2 使用料は、次の各号により算定した額とする。  2 使用料は、次の各号により算定した額とする。   

(1) 保険診療にあっては、次に掲げる額とする。  (1) 保険診療にあっては、次に掲げる額とする。   

ア 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59
号。以下「診療報酬に関する厚生労働省告示」とい

う。）により算定した額  

ア 診療報酬の算定方法（平成20年厚生労働省告示第59
号。以下「診療報酬に関する厚生労働省告示」とい

う。）により算定した額  

 

イ 介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21
号）により算定した額  

イ 介護保険法の規定による指定施設サービス等に要する

費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第21
号）により算定した額  

 

ウ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成18年厚生労働省告示第127号）により算定

ウ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関す

る基準（平成18年厚生労働省告示第127号）により算定
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した額  した額  

エ その他法令等による算定方法により算定した額  エ その他法令等による算定方法により算定した額   

(2) 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）による

診療にあっては、山梨県労働基準局長との契約に定める額

とする。  

(2) 労働者災害補償保険法（昭和22年法律第50号）による

診療にあっては、山梨県労働基準局長との契約に定める額

とする。  

 

(3) その他の診療等にあっては市長の定めた額に100分の10
8を乗じて得た額とする。ただし、消費税法（昭和63年法

律第108号）別表第1第8号に規定する資産の譲渡等（以下

「助産に係る資産の譲渡等」という。）に該当するものに

あっては、市長の定めた額とする。  

(3) その他の診療等にあっては市長の定めた額に100分の11
0を乗じて得た額とする。ただし、消費税法（昭和63年法

律第108号）別表第1第8号に規定する資産の譲渡等（以下

「助産に係る資産の譲渡等」という。）に該当するものに

あっては、市長の定めた額とする。  

 

3 病院介護療養型医療施設利用者のうち、介護病床入所者の

食事の提供に要する費用及び居住又は滞在（以下「居住等」

という。）に要する費用は、別表第1に定める額とする。た

だし、特定入所者のうち、市町村において認定された入所者

の食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用の負担限

度額は、介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2
項第1号に規定する食費の負担限度額（平成17年厚生労働省

告示第413号）及び介護保険法第51条の2第2項第2号に規定

する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規

定する滞在費の負担限度額（平成17年厚生労働省告示第414
号）に定める額とする。  

3 病院介護療養型医療施設利用者のうち、介護病床入所者の

食事の提供に要する費用及び居住又は滞在（以下「居住等」

という。）に要する費用は、別表第1に定める額とする。た

だし、特定入所者のうち、市町村において認定された入所者

の食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用の負担限

度額は、介護保険法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2
項第1号に規定する食費の負担限度額（平成17年厚生労働省

告示第413号）及び介護保険法第51条の2第2項第2号に規定

する居住費の負担限度額及び同法第61条の2第2項第2号に規

定する滞在費の負担限度額（平成17年厚生労働省告示第414
号）に定める額とする。  

 

4 診療に係る使用料以外の使用料は、別表第2に定める額に10
0分の108を乗じて得た額とする。ただし、助産に係る資産の

4 診療に係る使用料以外の使用料は、別表第2に定める額に10
0分の110を乗じて得た額とする。ただし、助産に係る資産の
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譲渡等に該当するものにあっては、同表に定める額とする。  譲渡等に該当するものにあっては、同表に定める額とする。  

 （略）   （略）   

 （端数計算）   （端数計算）   

第8条 この条例の規定により算定した額に5円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数がある

ときは、これを10円に切り上げるものとする。  

第8条 この条例の規定により算定した額に5円未満の端数があ

るときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数がある

ときは、これを10円に切り上げるものとする。  

 

 （略）   （略）   

別表第1（第2条関係）  別表第1（第2条関係）   

食費及び居住費（滞在費）  食費及び居住費（滞在費）   

種別  単位  金額  備考  
1 居住費（滞在

費）  
    病院の都合により個室を

使用させる場合は、減免

することができる。  ア 従来型個室  1日  1,640円
イ 多床室  1日  370円

2 食費        
ア 従来型個室  1日  1,380円
イ 多床室  1日  1,380円

 

種別  単位  金額  備考  
1 居住費（滞在

費）  
    病院の都合により個室を

使用させる場合は、減免

することができる。  ア 従来型個室  1日  1,640円
イ 多床室  1日  370円

2 食費        
ア 従来型個室  1日  1,380円
イ 多床室  1日  1,380円

 

 

別表第2（第2条関係）  別表第2（第2条関係）   

種別  単位  金額  備考  
1 特別室料        
ア A室  1日  15,000円病院の都合に

より特別室をイ B室  1日  6,000円

種別  単位  金額  備考  
1 特別室料        
ア A室  1日  15,000円病院の都合に

より特別室をイ B室  1日  6,000円
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ウ C室  1日  5,000円使用させる場

合は、室料を

減免すること

ができる。  

エ D室  1日  4,000円（介護病床

を除く。）

2 健康診断料        
ア 普通健康診断

料  
1回  診療報酬に関する

厚生省告示により

算定した額  
イ 短期総合精密

診断料  
1回  診療報酬に関する

厚生省告示により

算定した額に準じ

た額  
3 文書料        
ア 一般診断書  1通  2,000円
イ 特殊診断書  1通  3,000円
ウ 生命保険診断

書  
1通  3,000円

エ 恩給、年金、

身体障害者等の請

求又は受給に要す

る診断書  

1通  3,000円

オ 鑑定書及び検

案書  
1通  2,000円

ウ C室  1日  5,000円使用させる場

合は、室料を

減免すること

ができる。  

エ D室  1日  4,000円（介護病床

を除く。）

2 健康診断料        
ア 普通健康診断

料  
1回  診療報酬に関する

厚生省告示により

算定した額  
イ 短期総合精密

診断料  
1回  診療報酬に関する

厚生省告示により

算定した額に準じ

た額  
3 文書料        
ア 一般診断書  1通  2,000円
イ 特殊診断書  1通  3,000円
ウ 生命保険診断

書  
1通  3,000円

エ 恩給、年金、

身体障害者等の請

求又は受給に要す

る診断書  

1通  3,000円

オ 鑑定書及び検

案書  
1通  2,000円
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カ 死亡診断書  1通  2,000円
キ 交通事故保険

請求又は受給に要

する書類  

1通  5,000円

ク 一般証明書  1通  2,000円
ケ 特殊証明書  1通  3,000円

4 産科医療補償制度

負担金  
1件  16,000円多胎分娩の場

合にあって

は、第2児以

降1児につき1
6,000円を加

算した額  
 

カ 死亡診断書  1通  2,000円
キ 交通事故保険

請求又は受給に要

する書類  

1通  5,000円

ク 一般証明書  1通  2,000円
ケ 特殊証明書  1通  3,000円

4 産科医療補償制度

負担金  
1件  16,000円多胎分娩の場

合にあって

は、第2児以

降1児につき1
6,000円を加

算した額  
 

 


