
●表示されている内容は2020年09月08日 16:10に最終更新された情報です。
●表示されている内容には一部変更が生じている場合もあります。医療機関を受診される場合は、電話等でご確認くだ
さるようお願い致します。

医療機関の名称
小国町立病院
カナ：オグニチョウリツビョウイン
英読：Oguni Town Hospital

診療科目
 ●内科  ●小児科  ●外科  ●整形外科  ●眼科  ●耳鼻いんこう科  ●産婦人科  ●歯科 

医療機関の住所及び電話番号など
             オグニマチオオアザアケボノ

〒999-1356  小国町大字あけぼの１－１
             1-1,Akebono,Oguni Town

電話番号（平日）：0238-61-1111  電話番号（休日・夜間）：0238-61-1111
ファックス番号：0238-61-1115
交通手段：町立病院行き町営バス停下車
ホームページ：http://www.ogunibyoin.jp
「ホームページの内容は医療機関が作成した情報であり県が報告を受けて管理しているものではありません」
メールアドレス：hospital@town.oguni.yamagata.jp

駐車場の有無
有料駐車場の台数 : -
無料駐車場の台数 : 200台
-

医療機関の開設者名
小国町長    カナ： オグニチョウチョウ

医療機関の管理者名
阿部　吉弘    カナ： アベヨシヒロ

病床の種別及び病床数
●許可届出

一般病床数 55 療養病床数 0

精神病床数 0 結核病床数 0

感染症病床数 0 病床数 計 55

●使用許可

一般病床数 55 療養病床数 0

精神病床数 0 結核病床数 0

感染症病床数 0 病床数 計 55

外来・女性専用外来・予約・院内処方　医療に関する相談窓口の有無
一般外来の受付 一般の外来を受け付けています

-

女性専用の外来 女性専用外来なし

-

予約診療の有無 予約診療あり

内科・整形外科・耳鼻いんこう科・産婦人科・外科は再診の場合は予約可能です。受診した際に次回の診察日時

院内処方の有無 院内処方あり

医療に関する相談窓口
設置の有無 設置あり

医療に関する相談員の数 1人

診療時間（診療科目）
内科

月曜日 09:00～12:00 14:30～15:30  

火曜日 09:00～12:00 14:30～15:30  

水曜日 09:00～12:00 14:30～15:30  

木曜日 09:00～12:00   

金曜日 09:00～12:00   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

小児科



月曜日 09:00～12:00 13:30～15:00  

火曜日 09:00～12:00 13:30～15:00  

水曜日 09:00～12:00 13:30～15:00  

木曜日 09:00～12:00 13:30～15:00  

金曜日 09:00～12:00 13:30～15:00  

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

外科

月曜日 09:00～12:00   

火曜日 診療なし   

水曜日 診療なし   

木曜日 診療なし   

金曜日 診療なし   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

整形外科

月曜日 診療なし   

火曜日 09:00～12:00   

水曜日 診療なし   

木曜日 09:00～12:00   

金曜日 09:00～12:00   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      金曜日の整形外科の診察は、第1週と第3週となります。

眼科

月曜日 診療なし   

火曜日 10:00～13:00   

水曜日 診療なし   

木曜日 診療なし   

金曜日 診療なし   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

耳鼻いんこう科

月曜日  13:30～16:30  

火曜日 診療なし   

水曜日  13:30～16:30  

木曜日 診療なし   

金曜日  13:30～16:30  

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

産婦人科

月曜日 診療なし   

火曜日 診療なし   

水曜日 診療なし   

木曜日 診療なし   

金曜日 09:00～12:00   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

歯科

月曜日 診療なし   

火曜日 10:00～13:00 14:00～18:00  

水曜日 10:00～13:00 14:00～18:00  

木曜日 10:00～13:00 14:00～18:00  

金曜日 10:00～13:00 14:00～18:00  



土曜日 10:00～13:00 14:00～18:00  

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

外来受付時間（診療科目）
内科

月曜日 08:00～11:30 14:00～15:00  

火曜日 08:00～11:30 14:00～15:00  

水曜日 08:00～11:30 14:00～15:00  

木曜日 08:00～11:30   

金曜日 08:00～11:30   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      再診の場合は予約可能です。

小児科

月曜日 08:00～11:30 13:30～14:30  

火曜日 08:00～11:30 13:30～14:30  

水曜日 08:00～11:30 13:30～14:30  

木曜日 08:00～11:30 13:30～14:30  

金曜日 08:00～11:30 13:30～14:30  

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

外科

月曜日 08:00～11:30   

火曜日 診療なし   

水曜日 診療なし   

木曜日 診療なし   

金曜日 診療なし   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      再診の場合は予約可能です。

整形外科

月曜日 診療なし   

火曜日 08:00～11:30   

水曜日 診療なし   

木曜日 08:00～11:30   

金曜日 08:00～11:30   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      金曜日の整形外科の診察は、第1週と第3週となります。再診の場合は予約可能です。

眼科

月曜日 診療なし   

火曜日 08:00～12:30   

水曜日 診療なし   

木曜日 診療なし   

金曜日 診療なし   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      

耳鼻いんこう科

月曜日  12:30～16:00  

火曜日 診療なし   

水曜日  12:30～16:00  

木曜日 診療なし   

金曜日  12:30～16:00  

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   



特記事項      再診の場合は、予約可能です。

産婦人科

月曜日 診療なし   

火曜日 診療なし   

水曜日 診療なし   

木曜日 診療なし   

金曜日 08:00～11:30   

土曜日 診療なし   

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      再診の場合は予約可能です。

歯科

月曜日 診療なし   

火曜日 10:00～12:30 14:00～17:30  

水曜日 10:00～12:30 14:00～17:30  

木曜日 10:00～12:30 14:00～17:30  

金曜日 10:00～12:30 14:00～17:30  

土曜日 10:00～12:30 14:00～17:30  

日曜日 診療なし   

祝祭日 診療なし   

特記事項      原則として予約制です。

時間外対応・面会時間
時間外対応の有無     : 時間外でも常時診療可能(終日の対応　救急外来を含む)
-

面会時間
平日 08:00～20:00

土曜日 08:00～20:00

休日 08:00～20:00

特記事項 :  -

外国語の対応
英語 対応レベル：日常会話程度

予防接種
● 破傷風

● 三種混合（ジフテリア＋百日せき＋破傷風）

● 二種混合（ジフテリア＋破傷風）

● 急性灰白髄炎（ポリオ）

● 麻しん

● 風しん

● 日本脳炎

● 季節性インフルエンザ

● おたふくかぜ

● 水痘

● B型肝炎

● 肺炎球菌感染症（成人）

● ヒブ感染症

● 肺炎球菌感染症（小児）

● ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん）

● ロタウイルス感染症

● 四種混合（ジフテリア＋百日せき＋破傷風＋ポリオ）

● 麻しん風しん混合

● BCG

健康診断（人間ドック）・健康相談
健康診断の実施の有無   : あり

�  実施日等 : 予約制で月曜日から金曜日まで実施

人間ドックのサービスの有無   : あり

�  実施日等 : 予約制で月曜日、水曜日、金曜日に実施。

健康相談の実施の有無   : あり

�  実施日等 : 要望があればその都度対応

□□人間ドックのコースの料金□□
  ● 日帰り 11000円から

□□検査項目一覧□□
�● 身体測定



�● 眼底検査

�● 尿検査

�● 聴力検査

�● 血液検査

�● 血圧検査

�● 心電図検査

�● 胸部Ｘ線検査

�● 腹部超音波検査

�● 上部消化管Ｘ線造影検査

�● 胃内視鏡検査

�● 便潜血検査

�● 乳がん検査（マンモグラフィー）

�● 子宮頚がん検査

�● 視力

�● 内科診察

�● ＰＳＡ

�● 骨密度検査

障がい者へのサービス
 ● 施設内点字ブロックの設置

車椅子利用者へのサービス
 ● 施設のバリアフリー化の実施

 ● 車椅子対応トイレの設置

受動喫煙防止のための対応
 ● 施設内における全面禁煙の実施    駐車場を含む敷地内全面禁煙を実施

入院食の提供方法
 ● 適時及び適温による食事の提供

 ● 病床外での食事が可能

医療機関内の売店、食堂、ATM・CD
 ● 院内売店の設置有    院内売店有

医療保険適用や公費負担医療機関等の種類
 ● 保険医療機関

 ● 労災保険指定医療機関

 ● 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関

 ● 生活保護法指定医療機関

 ● 結核指定医療機関

 ● 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関

 ● 母体保護法指定医の配置されている医療機関

 ● 臨床研修病院

 ● 特定疾患治療研究事業委託医療機関

 ● 指定小児慢性特定疾病医療機関

対応可能な短期滞在手術
日帰り手術 皮膚、皮下腫瘍摘出術

差額ベッド料金
内容 病床数

個室 10 床     金額：最低2200 円    金額：最高3850 円

セカンドオピニオンなど
セカンドオピニオンのための診療情報提供の有無     :あり

セカンドオピニオンのための診療の有無      :なし

セカンドオピニオンのための診療料金等      : 

医療連携に対する窓口設置の有無      :あり

地域連携クリティカルパスへの参加の有無      :あり

地域医療保健サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に対する窓口の設置の有無      :あり

対応可能な在宅医療サービス
在宅医療 往診（終日対応でないもの）

在宅患者訪問診療

救急搬送診療

在宅患者訪問点滴注射管理指導

訪問看護指示

在宅療養指導 退院前在宅療養指導管理

在宅自己注射指導管理



在宅酸素療法指導管理

在宅中心静脈栄養法指導管理

在宅自己導尿指導管理

在宅人工呼吸指導管理

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理

在宅寝たきり患者処置指導管理

診療内容 点滴の管理

中心静脈栄養

腹膜透析

酸素療法

経管栄養

褥瘡の管理

人工肛門の管理

人工膀胱の管理

レスピレーター（人工呼吸器）

モニター測定（血圧・心拍等）

尿カテーテル（留置カテーテル等）

気管切開部の処置

在宅ターミナルケアの対応

連携の有無 訪問看護ステーションとの連携

居宅介護支援事業所との連携

対応可能な介護サービス
施設サービス 介護保健施設サービス

居宅介護支援 居宅介護支援

居宅サービス 訪問介護

居宅療養管理指導

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

介護予防支援 介護予防支援

介護予防サービス 介護予防訪問介護

介護予防居宅療養管理指導

介護予防通所リハビリテーション

介護予防短期入所療養介護

費用に関して
クレジットカード受付 : 受付不可能

治験実施の有無  : 治験実施なし

治験実施件数  : 0 件

先進医療の有無  : 先進医療なし

先進医療の内容  : 

対応可能な疾患・治療
 前年度手術実施件数

眼領域 眼領域の一次診療 1736件
耳鼻咽喉領域 耳鼻咽喉領域の一次診療 1890件

喉頭ファイバースコピー 200件
純音聴力検査 324件
補聴器適合検査

呼吸器領域 呼吸器領域の一次診療
在宅持続陽圧呼吸療法（睡眠時無呼吸症候群治療） 66件
在宅酸素療法

消化器系領域 消化器系領域の一次診療
上部消化管内視鏡検査 612件
下部消化管内視鏡検査 163件
下部消化管内視鏡的切除術 11件

循環器系領域 循環器系領域の一次診療
ホルター型心電図検査 145件
ペースメーカー管理 272件

腎・泌尿器系領域 腎・泌尿器系領域の一次診療
産科領域 産科領域の一次診療
婦人科領域 婦人科領域の一次診療
乳腺領域 乳腺領域の一次診療
内分泌・代謝・栄養領域 内分泌・代謝・栄養領域の一次診療

内分泌機能検査
インスリン療法
糖尿病患者教育（食事療法、運動療法、自己血糖測定）

血液・免疫系領域 血液・免疫系領域の一次診療
筋・骨格系及び外傷領域 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療
リハビリ領域 脳血管疾患等リハビリテーション 1083件

運動器リハビリテーション 5113件
呼吸器リハビリテーション 233件
廃用症候群リハビリテーション 748件

小児領域 小児領域の一次診療 1633件
小児神経疾患



画像診断 ＣＴ撮影 982件
マンモグラフィー検査（乳房撮影） 323件

歯科領域 歯科領域の一次診療 7887件
口腔外科領域 埋伏歯抜歯 18件

顎関節症治療 1件
口唇・舌・口腔粘膜の炎症・外傷・腫瘍の治療 9件

その他 漢方医学
在宅における看取り
禁煙指導（ニコチン依存症管理） 15件

専門外来
   ●肝臓

   ●糖尿病

   ●人間ドック

保有する施設及び設備
   ● 手術室

   ● 機能訓練室

   ● 患者搬送車

併設している介護施設
   ● 介護老人保健施設

   ● 居宅介護支援事業所

   ● （介護予防）訪問看護ステーション

   ● （介護予防）通所リハビリテーション事業所

   ● （介護予防）短期入所療養介護事業所

医療従事者の専門資格・人数
医師

総合内科専門医（一般社団法人日本内科学会） 1 人
循環器専門医（一般社団法人日本循環器学会） 1 人
消化器病専門医（一般社団法人日本消化器病学会） 1 人
漢方専門医（一般社団法人日本東洋医学会） 1 人

医療の実績、結果に関する事項
看護師の配置（実質配置）状況
一般病床看護師数 1.3人
療養病床看護師数 -
精神病床看護師数 -
感染病床看護師数 -
結核病床看護師数 -

入院診療計画策定時における院内の連携体制の有無 あり
ICDコードの利用の有無 あり
電子カルテシステム導入の有無 あり
診療録管理専任従事者の有無 あり
診療記録管理専任従事者数 1人
情報開示に関する窓口の有無 あり
臨床病理検討会の有無 なし
予後不良症例に関する院内検討体制の有無 なし
治療結果（死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別等）の分析の有無 なし
治療結果（死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別等）の分析結果の提供の有無 なし
外来患者数（１日平均外来患者数） 102.7人
在宅患者数（１日平均在宅患者数） 6.7人
患者満足度調査実施の有無 なし
患者満足度調査結果の提供の有無 なし
財団法人日本医療機能評価機構による認定の有無 なし
産科医療補償制度による補償の有無 なし

医療従事者の人員数（実績）
従事者の種類 総数 うち外来担当 うち病棟担当
医師 6.8 人 3.8 人 3 人
歯科医師 1.9 人 1.9 人 -
薬剤師 2 人 2 人 2 人
看護師及び准看護師 31.5 人 237.5 人 23 人
歯科衛生士 3.4 人 3.4 人 -
診療放射線技師 2.6 人 2.6 人 2.6 人
理学療法士 1 人 1 人 1 人
作業療法士 3 人 2 人 3 人
臨床工学技士 1 人 1 人 1 人

院内感染対策部門（構成員の職種）
院内感染対策を行う者の配置の有無と専任兼任の別    : 兼任
院内感染対策部門の設置の有無    : あり
構成員の職種
   ● 医師

   ● 薬剤師

   ● 看護師及び准看護師

   ● 歯科衛生士

   ● 診療放射線技師



   ● 理学療法士

   ● 臨床検査技師

   ● 臨床工学技士

   ● その他

院内での感染症の発症率に関する分析の有無    : あり

安全管理部門（構成員の職種）
医療安全についての相談窓口の有無    : あり
医療安全管理者の有無と専任兼任    : 専任
医療安全管理部門の設置の有無    : あり
構成員の職種
   ● 医師

   ● 薬剤師

   ● 看護師及び准看護師

   ● 歯科衛生士

   ● 診療放射線技師

   ● 作業療法士

   ● 臨床検査技師

   ● その他

医療事故情報収集等事業への参加の有無    : あり

オーダリングシステム
   ● 検査

   ● 処方

   ● 予約

一日平均入院患者数
一般病床 30人

平均在院日数
一般病床 13日


