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[PR]毎日新聞を読んでメトロポイントを貯めよう
 

軽症救急患者：１５病院で特別料金 

 夜間や休日の「軽症救急患者」から「特別料金」を徴収する病院が

増えている。１０００円未満から８０００円以上まで多様だが、健康保

険の対象外で患者が直接払う。緊急性のない患者を減らして医師の

負担を軽くし、重症者の治療時間を増やすのが狙いだ。一方で重症

者も受診を控える懸念があり、「貧富で医療に差がつく」との疑問も

ある。このため幼児から徴収しないなどの配慮も出ている。【渋江千

春、日野行介、高木昭午】 

 毎日新聞の取材では、０８年中に特別料金を導入した病院と、来年

の導入を決めた病院が全国で１４カ所あった。他に０６年に導入した

病院が１カ所、導入予定だが時期未定の病院が２カ所ある＝表。 

 １２月から３９９０円を取っている前橋赤十字病院は「軽症者の増加

で、重症の患者を断る率が増えたため」と説明する。一方で病院の

収入は年間１億円程度減る見通しだ。３９９０円では、従来なら健康

保険から受けていた時間外料金より安い場合もあり、患者減も見込

まれるためという。 

 他の病院も事情は同様で、減収覚悟で医師の負担減を目指す。 

 導入で患者が減ることも確かだ。徳島赤十字病院は０８年１１月の

時間外救急患者が約１５００人。０７年１１月より４割減った。 

 埼玉医大総合医療センターは昨秋、８４００円の徴収計画を公表し

た。徴収を始めないのに患者が約３割減った。同大は当面、徴収開

始を見送っている。 

 ただ、同大では０８年１月に、夜に高熱が出たが来院せず、朝にな

って入院した子どもが２人いた。手遅れにならずに済んだが、いずれ
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も親が「夜はお金（特別料金）を取られる」と誤解していた。 

 岡山赤十字病院は、重症者の受診遅れを心配し、自分で病状を訴

えられない６歳未満からは、特別料金を取らないことにした。患者に

は「診察して緊急だと分かれば、取らない」と話し、受診を過剰に控え

ないでと呼びかけている。 

 ◇山本保博・日本救急医学会代表理事の話 

 軽症患者があふれて医療現場が苦しい状況は理解できる。しか

し、貧富の区別なくだれもが良質の医療を受けられる、という日本の

保険制度から外れるやり方ではないか。重症度の判断は医師でも難

しい。特別料金制度を導入した病院は、運用を慎重にしてほしい。 

 ◇軽症の救急患者から「時間外特別料金」を徴収する病院◇ 

病院名         徴収開始 金額（円） 徴収しない例など 

いわき市立常磐（福島県）０９年４月 ２６２５    今後検討する 

いわき市立総合磐城共立 ０９年４月 ２６２５    今後検討する 

山形大（山形県）    ０８年６月 ８４００    緊急処置が必要なら 

米沢市立（山形県）   ０８年１１月 ３０００    緊急処置が必要

なら 

群馬大（群馬県）    ０８年１２月 ４２００ 

前橋赤十字（群馬県）  ０８年１２月 ３９９０  ぜんそく発作、難病

など 

磐田市立総合（静岡県） ０６年１１月 ６５０～４８００ 

焼津市立総合（静岡県） ０８年４月 ６５０～４８００ ６歳未満や生活

保護 

榛原総合（静岡県）   ０８年６月 ６５０～４８００  

島田市民（静岡県）   ０８年５月 ６５０～４８００ 未就学児 

藤枝市立総合（静岡県） ０８年５月 ６５０～４８００ 未就学児とけい

れん発作、            ぜんそく発作、医療費公費負担の身

体障害者など 

山田赤十字（三重県）  ０８年４月 ５２５０ 

公立豊岡（兵庫県）   ０８年１２月 ３１５０    外傷、１歳未満、
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岡山赤十字（岡山県）  ０８年１２月 ３１５０    ６歳未満、生活保

護 

徳島赤十字（徳島県）  ０８年４月 ３１５０ 

埼玉医大総合医療センター 未定  ８４００（検討中）  

福島県立医大（福島県）  未定  ８９０～７３００ 徴収条件の決定

が難航中 

※表の金額とは別に「特定初診料」を徴収する病院もある 

毎日新聞 2008年12月28日 2時30分（最終更新 12月28日 3時17分） 

関連記事 

話題 最新記事 

巣鴨プリズン：戦犯が詠んだ句・歌集 遺族が寄贈先募集  (2時30

分)  

気温記録：幕末の夏暑かった 水戸藩の商人日記に記載  (2時30分) 
 

年賀メール：添付ファイルに注意を ウイルス感染の恐れ (2時30分)  

雑記帳：受験生に運を コアラのふん使ったしおり無料配布  (2時02

分)  

越冬集会：路上生活者を支援 名古屋で牛丼炊き出し (1時32分)  

風邪は医療用マスクでガード！(PR) 

年末の大掃除、片付け上手になる方法は？(PR) 

50代男性に人気のアイテムベスト10(PR) 

  

 
検索：

 

関連語：１５病院 特別料金  

軽症救急患者

監視カメラ販売のアパダイレクト

高精細監視カメラとデジタル録画機器をお買い得価格でご提供 
www.apa-direct.com 

防災ショップＴＳＫ／快適と安心

最小限必要な厳選した防災用品のみを激安で通信販売しています。 
www.tsk-osaka.co.jp 

ズレーヌ腕章

これは腕章の革命だ！！ ずれ防止シートを装着した革命的商品です。 
www.fuji-holder.com 

スポンサーサイト 

12月28日 軽症救急患者：１５病院で特別料金

軽症救急患者：１５病院で特別料金

話題 アーカイブ一覧

注目の情報

愛読者と毎日新聞をつなぐ 
 
ニュースのこと、暮らしのこと、環境のこと…気軽に
話せる会員サイトです。お得な情報やイベントもいっ
ぱい。投稿できる「まいまい写真部」、万能川柳、ケ

事件・事故・裁判 | 話
題 | 海外 | 経済 | 政治 | 
サイエンス | 気象・地
震 | 人事・訃報 | コラム・
社説  

スポーツ | 芸能 | 映画 | 
音楽 | アニメ・マンガ・ゲ
ーム | クルマ | 旅行 | 競
馬 | 毎日の本棚 | 囲碁 | 
将棋 | 芸術・文化  

恋愛・結婚 | 子育て・教
育 | 就職・転職 | 株・マ
ネー | 住宅 | 健康 | IT・
家電 | 食 | ファッション | 
環境 | 毎日かあさんち | 
英語を学ぶ  

ニュースセレクト

エンタメ＆スポーツ

ライフスタイル

ページの先頭に戻る 
ホームページへ戻る

3/4 ページ軽症救急患者：１５病院で特別料金 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)

2008/12/29http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081228k0000m040098000c.html



毎日jpとは｜ 広告掲載｜ 著作権｜ 個人情報｜ ご意見・お問い合わせ  
毎日ｊｐの歩き方（FAQなど）｜ 法人向けサービス｜ アクセシビリティ | 読者投稿 | 毎

日jpラボ  

Copyright 2008 THE MAINICHI NEWSPAPERS. All rights reserved. 

毎日ｊｐ掲載の記事・写真・図表など無断転載を禁止します。著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に属します。 

 

ータイ写真俳句も人気です。 

まいまいクラブ

   

4/4 ページ軽症救急患者：１５病院で特別料金 - 毎日ｊｐ(毎日新聞)

2008/12/29http://mainichi.jp/select/wadai/news/20081228k0000m040098000c.html


