益田地域医療センター医師会病院
日 付
昭和61年

5月01日

5月13日
5月26日
7月07日
8月01日
10月01日
10月15日
11月02日
11月05日
11月11日
11月14日
11月26日
12月01日
昭和62年

1月01日
2月01日
4月01日
7月06日
8月28日
11月01日
12月01日
12月03日

昭和63年

8月01日

平成元年

5月01日

平成 4年

5月01日
6月01日
9月01日
11月01日

平成 5年

4月01日

7月01日
10月01日
平成 6年

1月01日
5月01日
8月01日

平成 8年

4月01日
7月01日

経 過

経
過
社団法人益田市美濃郡医師会立 益田地域医療センター医師会病院 開設
（５１床オープン）
保険医療機関指定
労災保険医療機関指定
７７床オープン
１１２床オープン
へき地巡回診療開始（岩栃出張所）
基準給食、基準寝具許可
全病棟オープン（１３８床）
全国医師会病院総会（於：茨城県筑波）
（新設医師会病院として発表）
へき地巡回診療（種出張所）開始
へき地巡回診療（黒淵出張所）開始
へき地巡回診療（椛谷出張所）開始
へき地巡回診療（商人出張所）開始
基準看護許可（１類）
運動療法、作業療法認定
開放型病院許可
基準看護許可（特Ⅰ）
人間ドック開始
救急病院指定
胃精密検査委嘱医療機関認定
基準看護許可（特Ⅱ）
老人デイ・ケア施設認定
在宅酸素療法、在宅経管栄養法
重症者室料加算
特別給食管理加算
老人デイ・ケア（Ⅱ）
病理組織検査開始
訪問看護開始
夜勤勤務等看護加算
医薬分業開始
益田地域産業保健センター開設
へき地巡回診療開始（柏原出張所）
増床（１６０床）
加算入院時医学管理料
服薬指導許可
基準看護許可（2,3Ｆ：特Ⅲ）
検査棟、外来棟増設
（ＭＲＩ、心臓血管撮影装置導入）
益田市立老人保健施設「くにさき苑」併設
院内感染防止対策の施設基準許可

日 付
平成 9年

経

過

3月01日 理学療法（Ⅳ）届出
5月01日 基準看護許可（全館 特Ⅲ）
10月01日 岩栃、種、柏原出張所 老人慢性疾患外来総合診療届出
11月01日 夜間勤務等看護加算変更届出

平成10年

2月01日 画像電送装置設置
4月01日 経皮的冠動脈ステント留置術届出
経皮的冠動脈血栓切除術届出
経皮的冠動脈形成術届出
大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）届出
ペースメーカー移植術の届出
6月01日 新看護２.５：１看護（Ａ）加算
１３：１看護補助
理学療法（Ⅱ）届出
10月30日 地域医療支援病院承認
12月01日 新看護２.５：１看護（Ａ）加算
１０：１看護補助

平成11年

3月12日 療養型病床群８８床病院開設許可事項変更許可
6月01日 理学療法（Ⅲ）届出
10月01日 初診紹介加算（Ⅱ）届出

平成12年

4月01日 通所リハビリテーション事業所指定
居宅療養管理指導事業所指定
一般病棟入院基本料２（１群）届出
検体検査管理加算（Ⅰ）届出
手術前医学管理料届出
4月19日 療養型病床群８８床使用許可
5月01日 療養型病床群開設（８８床）（医療保険４４床、介護保険４４床）
介護療養型医療施設指定
短期入所療養介護事業所指定
療養病棟入院基本料５届出
療養病棟療養環境加算１届出
6月01日 紹介外来特別加算届出
理学療法（Ⅱ）届出
7月31日 小児科外来診療の辞退、小児科廃止
8月01日 療養病棟入院基本料２届出
夜間勤務等看護加算２ａ（４階病棟）届出
特殊ＣＴ撮影届出
12月01日 紹介患者加算１届出

平成13年

2月01日 作業療法（Ⅱ）届出
介護保険機能訓練室変更届
介護保険作業療法（Ⅱ）届出（介護保険）
4月01日 経皮的冠動脈ステント留置術辞退
経皮的冠動脈血栓切除術辞退
経皮的冠動脈形成術辞退
大動脈バルーンパンピング法（ＩＡＢＰ法）辞退

日 付

経

過

8月16日 一般病床増床（１６３床）
平成14年

4月01日 言語聴覚療法（Ⅱ）届出
テレパソロジーによる病理組織迅速顕微鏡検査届出
6月01日 介護保険適用病床数変更（４４床→７２床）
医療保険病床（４４床→１６床）
7月01日 院内感染防止対策届出
8月01日 特殊ＣＴ撮影届出
10月01日 褥瘡対策届出
医療安全管理体制届出
肝切除術等届出
画像診断管理加算１届出
10月21日 日本医療機能評価機構認定病院
（複合病院種別Ｂ：一般・長期療養）

11月01日 外来化学療法加算届出
平成15年 1月01日 夜間勤務等看護加算２（２階病棟）届出
夜間勤務等看護加算２（３・４階病棟）届出
4月01日 へき地医療拠点病院承認
6月12日 診療録管理体制加算届出
6月30日 へき地巡回診療岩栃出張所廃止
7月01日 へき地巡回診療飯浦出張所、美濃出張所開設
平成16年 1月14日 レセプト算定委員会設置
2月12日 地域医療拠点病院承認（へき地医療拠点病院の名称変更）
3月22日 第３手術室使用許可
3月31日 特殊疾患療養病棟、回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟、総合ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ施設使用許可
通所リハビリテーション廃止
4月01日 人工関節置換術、食堂切除再建術等、子宮付属器悪性腫瘍手術等、
肝切除術等、肺悪性腫瘍手術等、肝切除術等（加算）届出
訪問リハビリテーション事業開始、総合リハビリテーション開設
5月01日 特殊疾患療養病棟、回復期リハビリテーション病棟開設
褥痩患者管理加算届出
療養病棟療養環境加算１（１０８床）届出
夜間勤務等看護加算（区分４特殊・回復期）
総合リハビリテーションＡ施設届出
言語聴覚療法（Ⅰ）届出
食堂加算算定開始（一般病棟）
6月01日 特殊疾患療養病棟入院料、回復期リハビリテーション病棟入院料届出
食堂加算算定開始（回復期リハビリテーション病棟、特殊疾患療養病棟）
11月01日 市町村合併により名称変更
社団法人益田市美濃郡医師会立 益田地域医療センター医師会病院
→ 社団法人益田市医師会立 益田地域医療センター医師会病院
へき地巡回診療（都茂出張所）開設
12月01日 亜急性期入院医療管理料届出
平成17年 2月22日 旧厨房・旧リハビリテーション科・外来改修、医局改修
（医療相談室、図書室、中央病歴管理室、情報管理室設置、印刷室他）

日 付
4月01日
7月31日
8月01日
9月12日

12月01日
平成18年

1月05日
2月01日
2月10日
3月30日
4月01日

6月01日

7月01日
9月01日
9月06日
10月01日
平成19年 4月01日

平成20年

1月01日
1月28日
3月01日
4月01日

経
過
乳房検診（マンモグラフィー）開始
へき地巡回診療（都茂出張所）廃止
画像診断管理加算Ⅰ取り下げ
特殊ＭＲＩ撮影届出
第２処置室・薬剤師会倉庫・小児訓練室設置
２階・４階一般病棟面談室設置
特殊撮影室設置
４階病棟面談室設置
器材庫・リネン庫の移設
多方向透視室設置
先進医療の届出（自動吻合器を用いた直腸粘膜脱又は内痔核手術）
歯科医師会事務所・図書室移設
保育室改修設置
一般病棟入院基本料Ｃ（１３：１）届出
医師会保育所「さくらんぼ」開所
画像診断管理加算１届出
単純ＣＴ撮影及び単純ＭＲＩ届出
呼吸器リハビリテーション料（１）届出
運動器リハビリテーション料（１）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（１）届出
亜急性期入院医療管理料届出
療養病棟療養環境加算（１）届出
看護補助加算届出
電子化加算届出
栄養管理実施加算届出
医科点数表第２章第１０部手術の通則５及び６に掲げる手術届出
病床区分変更 一般病床２１１床、療養病棟１３２床
療養病床変更
（医療保険適用病床 １６床 → ４４床）
（介護保険適用病床 ７２床 → ４４床）
療養病棟入院基本料２届出
救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算届出
無菌調剤室・薬品庫１・薬品庫２設置
一般病棟入院基本料Ｂ（１０：１）届出
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）届出
画像診断管理加算Ⅰ取り下げ
無菌製剤処理加算届出
日本医療機能評価機構認定病院
（一般・療養200床以上500床未満 Ver.5）
益田市医師会職員保育所棟開設
呼吸器外科外来開始
電子化加算届出

日 付

経
過
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）届出
医療機器安全管理料（Ⅰ）届出
無菌製剤処理料届出
医科点数表第２章第１０部手術の通則５（医科点数表第２章第９部の通則４を含む）

及び６に掲げる手術届出
外来科学療法加算Ⅰ届出
検体検査管理加算（Ⅰ）届出
検体検査管理加算（Ⅱ）届出

5月01日
6月01日
6月20日
9月01日
9月13日
10月01日

益田圏域夜間救急外来全面受入開始（毎週火曜日）
マンモグラフィ検診施設画像認定
年末年始休日変更
地域連携診療計画退院時指導料届出
第７回医療マネジメント学会開催
特定疾患病棟入院料Ⅰ届出
回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ届出

11月04日
平成21年 1月01日
3月02日
3月24日
3月31日
4月01日

保健予防センター改装
回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ届出
外科用Ｘ線テレビ装置設置
（訪問リハビリ）サービス提供体制強化加算届出
（療養型医療施設）サービス提供体制強化加算届出
病理研究室設置
回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ届出
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）届出
電子化加算辞退

6月01日 医療安全対策室設置
6月27日 サーバー室拡張
7月01日 医療安全対策加算届出
ＤＰＣ（包括）請求開始
9月01日 褥瘡患者管理加算届出
検体検査管理加算（Ⅰ）（Ⅱ）届出
外来化学療法加算１届出
無菌製剤処理料届出
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）届出
11月20日 ２階・３階・４階ナースステーション拡張
12月01日 電子カルテ・オーダリングシステム稼動
平成22年 4月01日 亜急性期入院医療管理料増床・届出
回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ届出
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）届出

日 付

4月14日
5月01日

7月13日
8月01日
11月01日
平成23年

1月14日
2月01日
3月01日
4月01日

5月12日

7月01日

7月14日
8月28日
9月01日
10月01日
11月01日

12月01日
平成24年

1月01日
2月01日
3月01日

3月31日
4月01日

経
過
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）届出
救急医療管理加算届出
回復期リハビリテーション病棟入院料Ⅰ届出
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）届出
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）届出
島根県がん情報提供促進病院指定
医師事務作業補助体制加算(100対1)届出
一般病棟看護必要度評価加算届出
急性期看護補助体制加算（５０対１）届出
ＣＴ装置更新（日立「SCENARIA」）（64列）
ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影届出
がん治療連携指導料届出
循環器科を循環器内科へ科名変更
循環器外科、肛門外科、皮膚科、標榜科追加
医療安全対策加算届出
注射調剤室、無菌調剤室、薬剤師スタッフルーム改修
回復期リハビリテーション入院料Ⅰ届出
褥創患者管理加算届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
島根県がん診療連携拠点病院に準じる病院指定
救急専用病床４床から１２床へ更新
回復期リハビリテーション入院料Ⅰ届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
亜急性期入院料Ⅰ届出
がん治療連携指導料（がんの種類の追加）届出
亜急性期入院料Ⅰ届出
褥創患者管理加算届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
亜急性期入院料Ⅰ届出
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術届出
亜急性期入院料Ⅰ届出
がん治療連携指導料辞退届出
亜急性期入院料Ⅰ届出
地域連携診療計画退院時指導料（Ⅰ）（追加）届出
亜急性期入院料Ⅰ届出
がん治療連携計画策定料届出
医師事務作業補助体制等加算（７５対１）届出
病院協議会総会解散
公益社団法人化により名称変更
社団法人益田市医師会立 益田地域医療センター医師会病院
→ 公益社団法人益田市医師会立 益田地域医療センター医師会病院
事務組織変更 企画課廃止

日 付

4月02日

4月16日

5月01日

6月01日

6月04日
7月02日
8月01日
11月26日
12月07日
平成25年

経
過
施設課廃止→事業本部施設課、経理課廃止→事業本部経理課
原爆被爆者一般疾病医療機関指定
回復期リハビリテーション病棟入院料２届出
疾患別リハビリテーション届出
画像診断管理加算１届出
亜急性期入院管理料届出
一般病棟入院料10対1（看護必要度加算）届出
CT撮影及びMRI撮影届出
データ提出加算届出
救急搬送患者地域連携受入加算届出
救急搬送患者地域連携紹介加算届出
夜間休日救急搬送医学管理料届出
急性期看護補助体制加算25対1（補助者5割未満）届出
回復期リハビリテーション病棟２（充実加算取り下げ）届出
組織変更
回復期リハビリテーション病棟２（充実加算）届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
がん治療連携計画策定料（医療機関追加）変更届出
病理診断管理加算１届出
医師会事業本部・保健予防センター待合室・センター長室移設
画像診断管理加算２届出
CT撮影及びMRI撮影変更届出
後発医薬品使用体制加算2届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
消化器内科、標榜科追加
日本医療機能評価機構認定病院
（一般・療養200床以上500床未満 Ver.6）
ＩＣＵ扉増設

1月17日
3月18日 外来改修工事1期工事 診察室1～7、第1処置室、第3処置室
3月25日 医師住宅２棟整備 （Ａ棟：乙吉町イ1160番4）（Ｂ棟：中吉田町1099番9）
4月01日 回復期リハビリテーション病棟３届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
4月15日 外来改修工事2期工事 診察室10、ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ、栄養相談室、ｷﾞﾌﾟｽ室、第2.第4処置室
5月01日 婦人科、標榜科追加
5月01日 回復期リハビリテーション病棟３（充実加算）届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
5月02日 外来診察室室名変更、保健予防センター診察室及び相談室室名変更
5月15日 母体保護法施設設備指定
6月28日 がん治療連携計画策定料（三浦内科 追加）届出
7月02日 ＣＴ・ＭＲＩ撮影届出
画像診断管理加算２届出
8月30日 透析室改修工事
8月30日 透析液水質確保加算１届出
9月30日 巡回診療 種出張所 休診届出

日 付

経

過

10月01日 巡回診療 中西出張所 開設届出
10月31日 透析液水質確保加算２（透析液水質確保加算１辞退）届出
大腸ＣＴ撮影加算届出
11月14日 高気圧酸素室廃止
11月30日 第50回TQM発表記念大会をサンパレス益田にて開催
平成26年 1月01日 回復期リハビリテーション病棟３（充実加算）届出
疾患別リハビリテーション（脳血管・運動器・呼吸器）届出
2月01日 回復期リハビリテーション病棟３届出
2月28日 医師住宅として中古住宅（遠田町3111-116）を購入
3月12日 4階個室、4階倉庫、3階トイレ改修工事
3月21日 職員宿舎『エスペランサわかば』完成引渡し
3月24日 血管撮影室・血管造影Ｘ線診断装置（ＤＳＡ）更新
乳腺バイオプシー装置設置・移動型Ｘ線装置設置
3月31日 旧高気圧酸素室を看護局長室へ変更
医療相談室を医療相談室・地域連携室へ室名変更
4月01日 診療録管理体制加算１届出
4月01日 酸素単価届出
4月08日 4階器材庫名称変更
7月01日 ２階病室扉改修工事
9月01日
9月30日
10月01日
10月01日
11月04日
12月05日
12月10日
平成27年 1月01日
1月05日
1月06日
2月01日

4月01日

5月01日

急性期看護補助体制加算２５対１（補助者５割以上）届出
病理診断科診療科追加
急性期看護補助体制加算２５対１（補助者５割以上）届出
一般病棟入院基本料２５対１（看護必要度加算２）届出
一般病棟入院基本料２５対１（看護必要度加算２取り下げ）届出
感染対策室追加
４階病床変更
３階病棟５７床を地域包括ケア病棟へ変更
医療安全対策加算１届出
地域包括ケア病棟入院料１届出
地域連携室・医療相談室名称変更
医師事務作業補助体制加算２（１００対１）届出
退院調整加算届出
がん治療連携計画策定料１届出
病院開設許可事項変更許可申請（事務長室→副院長室）
病院開設許可事項変更許可申請（消化器内科削除）
胃ろう造設時嚥下機能評価加算届出
酸素単価届出
外来化学療法加算Ⅰ届出
感染防止対策加算Ⅰ届出
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 辞退届出
一般病棟入院基本料（１０対１）届出
回復期リハビリテーション病棟３届出
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ届出
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ届出

日 付

経

過

がん患者リハビリテーション届出

6月01日 ＨＰＶ核酸検出届出
回復期リハビリテーション病棟３届出
7月01日 一般病棟入院基本料（１０対１）届出
診療録管理体制加算１届出
8月03日 一般病棟入院基本料（１０対１）届出

9月01日

9月11日
10月01日
10月26日
11月02日
11月27日
12月01日
12月04日
12月17日
平成28年

1月04日
1月12日

2月01日

急性期看護補助体制加算２５対１（補助者５割以上）届出
医師事務作業補助体制等加算２（７５対１）届出
回復期リハビリテーション病棟３届出
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ届出
呼吸器リハビリテーション料Ⅰ届出
がん患者リハビリテーション届出
開放型病院共同指導料届出
在宅医療介護連携・研修センター開設（訪問リハビリテーション）
地域包括ケア病棟入院料１届出
病院開設許可事項変更許可申請（南棟１Ｆ(訪問ﾘﾊに関する)部分）
一般病棟入院基本料（１０対１）届出
病院開設許可事項変更許可申請（２Ｆ・３Ｆのトイレ改修及び個室扉）
地域医療介護連携統括部設置（地域連携室・医療相談室）
病院開設許可事項変更許可申請（地域医療介護連携統括部設置）
病院開設許可事項変更許可申請（事務局長室・副院長室変更）
病院開設許可事項変更許可申請（水治療室→リハ科スタッフルーム）
病院開設許可事項変更許可申請（面談室→言語聴覚療法室）
脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ届出
運動器リハビリテーション料Ⅰ届出
病院開設許可事項変更許可申請（看護局長室→感染対策室）
病院開設許可事項変更許可申請（教官室→職員休憩室）
病院開設許可事項変更許可申請（実習生控室→女子更衣室）
病院開設許可事項変更許可申請（地域連携室→倉庫）
がん性疼痛緩和指導管理料届出

