
 １ 

「野町どい眼科」についての医療機能提供制度に基づく情報 

１． 管理・運営・サービス・アメニティに関する事項 （2018年 10月 1日現在） 

（１）基本情報 

1-1 診療所の名称 野町
のまち

どい眼科
がんか

 

1-2 
診療所の名称の英語表記 

（ローマ字表記） 
Nomachi Doi Eye Clinic 

2 診療所の開設者 土井
ど い

 素 明
もとあき

 

3 診療所の管理者 土井
ど い

 素 明
もとあき

 

4-1 診療所の所在地 

〒510-0217  

三重
み え

県鈴鹿
けんすずか

市野町
しのまち

東 1 丁 目
ひがし１ちょうめ

1 1
１１

番 10号
ばん 10ごう

 

4-2 
診療所の所在地の英語表記 

（ローマ字表記） 

1-11-10 Nomachi Higashi, Suzuka－shi, Mie－ken,  

510-0217,  JAPAN 

5 電話番号及びファクシミリ番号 
電話番号     059-380-5006 

ファクシミリ   059-380-5557 

6 診療科目 眼科 

7 診療日（診療科目別） 
【一般眼科外来】  月・火・水・金・土…終日 

【斜視・弱視外来】 月・火・水・金・土…終日 

8 診療時間（診療科目別） 

【一般眼科外来】 

月・火・水・金曜日 

：AM9:00～12:30 PM3:00～6:30 

土曜日    ：AM9:00～12:30 PM2:00～5:00 

【斜視・弱視外来】 

月・火・水・金曜日 

：AM9:00～12:30 PM3:00～6:30 

土曜日    ：AM9:00～12:30 PM2:00～5:00 

※休診日･･･木・日曜日、祝祭日、夏期休暇 (8月 13日～

15日)・年末年始休暇（12月 29日～1月 3日） 

9 病床種別及び届出・許可病床数 0床 

（２）診療所へのアクセス 

10 
医療機関までの 

主な利用交通手段 

三重交通バス「野町東バス停」より北へ徒歩 4分 

伊勢鉄道「玉垣駅」より南へ徒歩 8分 

11 医療機関保有の駐車場 

有無：         有 

駐車台数：      28台（契約駐車場も含む） 

有料・無料の別：    無料 

12 ホームページアドレス http://www.doiganka.jp/ 

13 電子メールアドレス 無 

  



 ２ 

14 外来受付時間（診療科目別） 

【一般眼科外来】 

月・火・水・金曜日 

：AM8：40～12:30 PM2：40～6:30 

土曜日    ：AM8：40～12:30 PM1：40～5:00 

【斜視・弱視外来】 

月・火・水・金曜日 

：AM9:00～12:30 PM3:00～6:30 

土曜日    ：AM9:00～12:30 PM2:00～5:00 

※休診日･･･木・日曜日、祝祭日、夏期休暇 (8月 13日～

15日)・年末年始休暇（12月 28日午後～1月 3日） 

15 予約診療（診療科目別） 斜視・弱視診療、手術、レーザー治療、特殊検査等 

16 時間外（休日夜間）対応 無 

17 面会の日及び時間帯 無（入院は取り扱っていないため） 

（３）診療所内サービス・アメニティ 

18 医療相談に対する対応 相談内容に応じ適宜対応 

19 院内処方又は院外処方の別 院内処方（必要に応じ院外処方も可） 

20 
対応することができる外国語の

種類 
英語（言葉に不自由することなく診療が可能） 

21 聴覚障害者に対する配慮 

施設内の情報の表示、ヒアリングヘルプ（患者様の耳に当

てて使用し、音声をより鮮明に聞き取りやすくする機器を

設置しています。） 

22 視覚障害者に対する配慮 音声による情報の伝達 

23 車椅子利用者に対する配慮 

施設内のバリアフリー化の実施、 

車椅子対応トイレ有り、スロープ有り 

院内に車椅子有り 

24 受動喫煙を防止するための措置 施設内における全面禁煙の実施 

（４）費用負担 

25 
医療保険又は公費負担等の取扱

い 

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・難病指定医医療機関 

26 選定療養 

「予約に基づく診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び

金額：無 

「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における

診察」に係る特別の料金の徴収の有無及び金額：無 

27 治験の実施の有無及び契約件数 無 

28 

費用の支払いに関する事項 

(クレジットカードによる料金

支払いの可否)  

否 

  



 ３ 

２．提供サービスや医療連携体制に関する事項 

（１）診療内容、提供保健・医療・介護サービス 

29 
学会認定医・専門医の種類及び

人数 
眼科専門医 1人 （財）日本眼科学会認定 

30 併設している介護関係施設等 無 

31 
対応することができる      

疾患・治療内容 

眼領域の一般診療、コンタクトレンズ検査 

小児視力障害診療、視能訓練、網膜光凝固術、眼科小手術、

眼漢方医学 

32 
対応することができる短期滞在

手術 
無（眼科小手術は行っています） 

33 専門外来の有無及び内容 斜視・弱視外来 

34 
健康診断、人間ドック、健康相談

の実施 

健康診断実施の有無及び内容        無 

人間ドック実施の有無及び内容       無 

健康相談実施の有無及び内容        無 

（眼に関する健康相談は随時お受けします） 

35 対応することができる予防接種 無 

36 対応することができる在宅医療 無 

37 
対応することができる介護サー

ビス 
無 

38 セカンド・オピニオン対応 

セカンド・オピニオンのための診療に関する（他医療機関

への）情報提供：可 

セカンド・オピニオンのための診察：可 

セカンド・オピニオンのための診察料金：保険で定められ

ている金額 

39 地域医療連携体制 

病院との連携有り、診療所との連携有り 

医療連携体制に関する窓口の設置：無→ご不明な点等ござ

いましたら、どうぞご遠慮なく受付までお声掛けくださ

い。 

医療連携クリティカルパスの有無：無 

40 

地域の保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との連

携体制 

無 

  



 ４ 

３．医療の実績、結果に関する事項 

41 診療所の人員配置 医師 常勤 1名（総数 1名） 

42 看護配置（入院基本料） 

看護師 非常勤 1 名（総数 0.3 人･･･当院の常勤職員の

週所定勤務時間は 40 時間であり、1 名の非常勤看護師の

週所定勤務時間合計は 12 時間 30 分であるため、

12.5/40=0.312…となる。） 

43 
法令に基づく義務以外の医療安

全対策 
医療事故情報収集等事業への参加：無 

44 
法令に基づく義務以外の院内感

染対策 
院内感染の発症率に関する分析の実施：無 

45 
電子カルテシステムの導入の有

無 
有り 

46 情報開示体制 
情報開示に関する窓口：受付で法令に基づいて情報を開示

している。 

47 治療結果情報 

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数そ

の他の治療結果に関する分析の有無：無（入院は取り扱っ

ていないため） 

死亡率、再入院率、疾患別・治療行為別の平均在院日数そ

の他の治療結果に関する分析結果の提供の有無：無（入院

は取り扱っていないため） 

48 患者数 

病床種別ごとの患者数：無 

（入院は取り扱っていないため） 

1日平均外来患者数：95.7人／日 

在宅患者数：無 

49 平均在院日数 0日（入院は取り扱っていないため） 

50 患者満足度調査 

患者満足度調査実施の有無：無 

ご意見箱の設置：有り 

患者満足度の調査結果の提供の有無：無 

患者様からご意見箱に入れていただいたご意見、ご感想等

について、当院からの回答（お返事）を書かせていただき、

プライバシーへの配慮を行った上、院内で自由に閲覧して

いただけるよう、ファイルに綴じて中待合室に設置してい

ます。 

 


