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目的： 

HACKENSACK 大学医療センター（以降、「医療センター」と称する）で提供され

る施設内の患者の医療に伴うすべての集金について定める規則と、患者、保証人、

医療センター内のカスタマーサービスならびに登録スタッフ間の交流のプロセス

を特定すること。   
 

医療センターが把握しているその定評を維持している間は、本方針の厳守は医療

センターの安定した収益収集につながります。また、本方針の厳守は、救急医療

またはその他の医学的に必要な治療を必要としている適格患者が利用できる財務

支援のオプションの認知度を高めることとなり、その手続きを概説することで、

当該患者は財務支援を申請できます。 
 

その焦点は、当センターの患者とのコミュニケーションの改善、価格の透明性を

向上、事前の現金収集の増加、患者が治療の価格を理解するために必要とする情

報を本人に伝えることで患者との関係や広報活動の大幅な改善に絞られます。な

お、医療センターは、地域社会の全住民に対し、サービスを受ける機会を広げる

ことにより、当センターのサービスの利用度の向上に努めます。  
 

Hackensack 大学医療センターの理念： 

Hackensack 大学医療センターはサービスを提供し地域社会の医療ニーズを満た
すことを任務としています。包括的な財務支援の選択肢とともに、妥当なクレジ
ットと集金の実施要項に記載の健全な財務方針は、医療センターの任務のきわめ
て重要な基盤です。Hackensack 大学医療センターは、外傷に対する救急サービ
スを除き、当センターの患者に対し財務負担についてサービスの提供前に伝える
ことにより、価格の透明性の方針を守ります。本方針は常に、当センターの患者
の財務状況を尊重し、これに伴う患者の尊厳を保ち、Charity Care, P.L. 1992, 

Chapter 160 を定める当該のニュージャージー州法と整合性をもちます。  
 

緊急を要する病状の人には、1986 年の Emergency Medical Treatment & Active 

Labor Act （EMTALA：連邦緊急医療措置および分娩法）に従い、支払い能力にか

かわらず、スクリーニングを行い安定化させるものとします。このようなサービ

スは遅れることなく、また拒否せず提供し、それ以外の場合、支払いに関連する

調査を含むがこれに限らず、いかなる理由でも治療を受ける資格があるものとし

ます。管理ポリシー558-1 の Patient Transfer（患者の搬送）と Emergency Medical 
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Treatment & Active Labor Act （EMTALA：連邦緊急医療措置および分娩法）を参照
してください。 
 
 
 

I. 前払集金 – 一般の患者集団 
 

方針： 

本方針の目的から、保険加入患者の「自己負担分」は、支払人によって定義され

るように、すべての請求書について患者（および/または保証人）が負う総額と

定義します。「無保険患者の自己負担分」という用語は、当センターの

Compassionate Care（配慮ある医療）レートとして定義されています。「施設」

という用語は、医師のオフィスの価格ではなく、「この施設の使用」に対する価

格を指します。「費用負担」という用語は、控除金額、共同保険または分担金を

指します。    
 

一般に、以下の状況において、患者および/または保証人に自己負担が生じます。 

A. 患者が施設のサービスに対する医療保険に加入していない場合。 

B. 患者は施設のサービスに対する医療保険に加入しているが、提供され

るサービスが患者本人の医療保険の対象外である場合（例：美容外

科）。 

C. 患者は医療保険に加入しているが、医療保険の検証時に、支払わなけ

ればならない費用負担額が患者にあることが判明した場合。この総額

は、提供される施設のサービスに対する年間の控除金額、当該の共同

保険、または分担金の形になる場合があります。 

D. 患者にネットワーク外のサービスについてペナルティがある場合（当

医療センターはネットワーク非加盟医療機関です）。このペナルティ

は、患者がネットワーク非加盟施設および/または医師による治療を受

けた場合に、支払人から課せられます。ペナルティは、患者の病院の

補償範囲に応じて異なります。 

E. 患者が現行の給付期間中（給付年、暦年、および／または最大で生

涯）に医療保険を使い果たした場合。 
 

患者/保証人が医療保険に加入している場合、自己負担の残額の決定および/また

は集金に関する下記のガイドラインを使用します。 
 

A. Medicare 入院患者の控除金額 

2016 年度のMedicare 入院患者の控除金額は、1,288.00 ドルです。 
 

B. Medicare 外来患者の共同保険 

患者が二次保険の対象とならない場合、HUMC APC Payment（HUMC APC 支

払いスケジュール）に記載される共同保険額は必ず集金されます。正確な

金額は「共同保険」の欄に記載されます。提供されるサービスが APC のリ
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ストにない場合は、提供されたサービス（リハビリテーション医療、マン

モグラム、MICU/AMB、臨床検査、糖尿病教育など）に基づく当該の

Medicare Fee Schedule （Medicare 料金体系）を参照してください。  

受給者にはこれが見積の現金支出費であることを伝えてください。負担額

が大きい場合、患者は差額を請求されます。それが集金額より少ない場合、

患者は超過分の払い戻しを受けます。 
 
 

C. Medicaid 

一般に、補償対象のサービスに対する受給者/患者の現金支出費はありま

せん。ただし、Medicaid の補償範囲のレベルに応じ、共同保険および/ま

たは補償対象外のサービスの現金支出費が生じる可能性があります。 

 

D. ブルークロス・ブルーシールド保険  

患者の負担分、すなわち現金支出費/金額は、電子版（RTE または支払人の

ウェブサイト）で確かめるかブルークロスに問い合わせて確認してくださ

い。患者の負担および/または補償範囲外のサービスがあるか否か確かめ

ます。費用負担額を把握して患者に知らせます。ETC 分担金は、RTE 適格

性検証を介して、または支払人のウェブサイトにアクセスして確かめます。

RTE または支払人のウェブサイトから確かめられない場合、分担金は患者

の保険身分証明書で確認できます。最後の手段として、担当の支払人に直

接問い合わせてください。 

 

E. 民間および管理医療の支払人  

患者の負担分、すなわち現金支出費/金額は、電子版（RTE または支払人の

ウェブサイト）で確かめるか支払人に問い合わせて確認してください。患

者の負担および/または補償範囲外のサービスがあるか否か確かめます。

費用負担額を把握して患者に知らせます。ETC 分担金は、RTE 適格性検証

を介して、または支払人のウェブサイトにアクセスして確かめます。RTE

または支払人のウェブサイトから確かめられない場合、分担金は患者の保

険身分証明書で確認できます。最後の手段として、担当の支払人に直接問

い合わせてください。 
 

1. 入院患者の待機的入院、日帰り手術、ベッド利用外来患者（通院

日は予定済み） 

a. 患者は保険の加入の有無を問わず、経済面を  

明確にする必要があります。 

i. 入院前検査日以前、または当日、もしくは 
ii. 正午 12:00 以前、手続きの 3 営業日前 

       
 

「財務上解決」という用語は、保険の検証、患者全員の現金支出費全額
の集金、必要なすべての事前許可や認可の取得および/または保険加入患
者の照会を指します。保険加入者の場合、現金支出費には、補償範囲か
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ら除外されるすべての費用とともに、控除金額、共同保険または分担金
が含まれる可能性があります（補償対象外の手続き）。保険未加入者の
場合、現金支出費には、Hackensack 大学医療センターの Compassionate 

Care（配慮ある医療）レートが適用されます。 
 

規定のタイムフレーム内に財務上の解決がみられない患者の場合、当該の

サービス分野の Clinical Director（臨床部長）または Administrator（管財

人）が通知を受けた後、手続き/検査に関し患者の病状の緊急性について

判断します。   
 

b. 入院前 

可能な場合、Hackensack 大学医療センターは、すべての待

機的サービスを予備登録します。自己負担分およびそれまで

の未払い分を含め、支払いの方法を患者の入院前に特定する

必要があります。患者の予定されている手続きに先立ち、財

政査定があります。必要に応じて、本方針のセクション II

（E）から始まるこの方針で概説される支払い選択肢に基づ

き、患者の予定されている手続きに先立ち、財政上の合意を

締結します。   
 

2. 外来患者の待機的自己負担  

患者は保険の加入の有無を問わず、正午 12:00 以前、手続きの 3 営

業日前に財務上解決している必要があります。  
 

「財務上解決」という用語は、保険の検証、患者全員の現金支出
費全額の集金、必要なすべての事前許可や認可の取得および/また
は保険加入患者の照会を指します。保険加入者の場合、現金支出
費には、補償範囲から除外されるすべての費用とともに、控除金
額、共同保険または分担金が含まれる可能性があります（補償対
象外の手続き）。保険未加入者の場合、現金支出費には、
Hackensack 大学医療センターの Compassionate Care（配慮ある医
療）レートが適用されます。 

 

規定のタイムフレーム内に財務上の解決がみられない患者の場合、

当該のサービス分野の Clinical Director（臨床部長）または

Administrator（管財人）が通知を受けた後、手続き/検査に関し患

者の病状の緊急性について判断します。   
 

3. 緊急の入院患者の入院/転院/直接入院 

緊急入院、転院、または直接入院として Hackensack 大学医療セン

ターに入院した患者については、入院時点で、給付の適格性と検証

を行います。 
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4. Emergency Trauma Center（ETC：救急外傷センター） 

Hackensack 大学医療センターは、経済的な支払い準備を話し合う

前に、トリアージを続行し、患者の病状の治療に当たります。

Hackensack 大学医療センターは、ETC でのサービスの提供を拒否す

ることはありません。患者のスクリーニングを行い、患者の担当医

の承認を受けたことを確認してから、患者に接触して保険に関する

情報を集め、現金支出費の患者負担分の集金を試みます。 
 

適格性の検証後、Hackensack 大学医療センターは、Medicare、

Medicaid、および第三者支払人を含むすべての医療保険を請求しま

す。 
  

5. 管理医療の同意 – 保険加入患者の場合 

Hackensack 大学医療センターには特別に管理医療の同意事項があ

ります。患者の負担分は第三者支払人が判定します。ドル建ての金

額は、支払人が同意した時点の契約率を使用して算出されます。  
 

集金プロセスならびに国内歳入法（Internal Revenue Code）501 条(R)項(6) の遵守

に関する詳細については、HackensackUMC の患者への集金のタイムラインに関

する本方針の付録 A を参照してください。 
 

II. 財務支援に関する方針  

  

資格のある小児または Medicaid 利用患者の治療に関わるケースについて

は、管理方針 1846 の「財務支援に関する方針（慈善医療/小児医療

/Medicaid）」を参照してください。 
 

当医療センターの病院施設内で提供されるすべてのサービスが本方針の対

象となるとは限りませんのでご注意ください。病院施設内で救急医療また

はその他の医学的に必要な健康管理サービスを提供する部署が作成したリ

ストがありますので、付録 B を参照してください。この付録には、本方

針の対象となる医療提供者と対象とならない医療提供者が具体的に記載さ

れています。医療提供者のリストは年 4 回チェックされ、必要に応じて

更新されます。 
 

A. HackensackUMC の Compassionate Care（配慮ある医療）の割引方針 

Compassionate Care（配慮ある医療）の割引が請求書に適用される場合、

支払総額は、提供されたサービスに対する Compassionate Care（配慮ある

医療）の入院患者および外来患者の自己負担に基づいて算出されます。入

院患者の Compassionate Care（配慮ある医療）レートは、現行年の

MedicareDRG 率です。外来患者の Compassionate Care（配慮ある医療）レ

ートは、提供されたサービスに応じて Medicare APC （MedicareAPC）率×2

または Medicare Fee Schedule （Medicare 料金体系）率×2 に基づいて算出
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されます。***  これらが最終的な率です。これらの率にさらに割引が適用

されることはありませんが、FAP 適格者に対し、Amounts Generally Billed

（AGB：一般請求額）（以降のページで定義）を上回る金額が課されるこ

とはありません。  
 

Compassionate Care（配慮ある医療）レートこの措置は請求書に自動的に

Compassionate Care（配慮ある医療）レートを盛り込みます。   
 

B. New Jersey State 15（ニュージャージー州 15） 割引方針 

 2009 年 2 月 4 日を発効日とし、世帯収入が連邦貧困ガイドラインの 300%

から 500%に陥った無保険患者は、当センターの現行の慈善医療のスクリ

ーニングのプロセスを利用してスクリーニングされます。有資格者と認め

られた場合、第一支払人は“Q76” – “New Jersey State 15 Care”.に改訂されま

す。入院患者の New Jersey State 15 Care（ニュージャージー州 15 医療）レ

ートは、現行年の Medicare DRG（Medicare DRG）レートです。外院患者の

New Jersey State 15 Care（ニュージャージー州 15 医療）レートは、提供さ

れたサービスに応じ、Medicare APC Rate（Medicare APC レート）の 115%

または Medicare Fee Schedule （Medicare 料金体系）の 115%をベースとし

ます。 
  

保険適用後の自己負担残高（控除金額、共同保険または分担金）は、患者

がこの方針下で有資格者とならない限り、割引されません。 

 

C. 救急医療またはその他の医学的に必要な治療を必要としている場合の

Amounts Generally Billed（AGB：一般請求額）の算出  

国内歳入法（Internal Revenue Code）501 条(R)項(5) に従い、救急医療また

はその他の医学的に必要な治療を必要としている場合、本方針下で財務支

援の適格患者とされると、このような治療を補償対象とする保険加入者よ

り高額の請求がされることはありません。  
 

救急医療またはその他の医学的に必要な治療を必要としている場合の財務

支援の適格者とみなされた患者は、以下のうち少額の方を請求されます。  
 

1. 上記の項 (II)(A)-(B) にしたがって算出される金額、または  

2. AGB。 
 

AGB は、サービス＋民間の健康保険業者について、さかのぼっての

Medicare 料金を利用して算出されます。現行の AGB のパーセンテージは

以下のとおりです。 

1. 入院患者：26% 

2. 外来患者：32% 

3. 救急外来患者：22% 
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D. 支払方法   

Hackensack 大学医療センターで受け付けている支払方法は以下の通りで

す。 

1. 現金 
2. Money Order 

3. 一部のクレジットカード- Visa、MasterCard、American Express、  
      Discover 

4. Visa または MasterCard のロゴが入ったデビットカード 

5. 銀行小切手 

6. 個人小切手  
 

E. Hackensack 大学医療センター 財政上の合意プラン 

財政上の合意は請求次第確立されます。最小限の保証金を先にお支払いい

ただくことになっています。その後に残額を無利息の分割支払い方式にす

ることができます。  
 

F. 未払い分がある請求書についての財政上の合意    

すべての取り決めは財政上の合意の支払い用紙を使用して開始されます。

記入済みの用紙の提出方法は以下の通りです。 

- 複写版 1 通は患者へ。 

- 複写版 1 通は患者の会計/ファイルへ。 

- 複写版 1 通はカスタマーサービスのマネージャーへ。 

（外来患者の財務上の合意、英語版）、 （外来患者の財務上の合意、ス

ペイン語版）、（入院患者の財務上の合意、英語版）、 （入院患者の財

務上の合意、スペイン語版） 
 

財務上の合意は完全な状態で患者/保証人と検討されます。以下の項が合

意書に記載されます。 

「私は支払計画で定義されている通りの義務を果たせなかった場合、
Hackensack UMCが請求分を集金対象にすることを承知しています。また、

私はこの合意が不履行となった場合、合意時に適用された割引率はすべて全額請求に戻
されることも承知しています」、および「登録時のすべての料金は見積もりであり、医

師の治療プランに基づいて変更されます。FAP適格者に対し、AGBより高額の料
金が請求されることはありません。    
 

G.  財務支援プログラム - ニュージャージー Medicaid または  

 慈善医療 

HackensackUMC の Compassionate Care（配慮ある医療）レートを支払うこ

とができない患者は全員、Financial Counselor.（財務カウンセラー）にま

ず紹介されます。Financial Counselor.（財務カウンセラー）が患者の経済

的な問題を解決できない場合、患者は Financial Assistance Unit（財務支援

ユニット）に紹介されます。このユニットが患者の公的給付金の受給資格

の有無を判断します。   
 

http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Outpatient%20Financial%20Agreement%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
http://humcnet/onlinedocs/adminpnp/images/1832%20Inpatient%20Financial%20Agreement%20%20Spanish.doc
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H. 国際的な患者に対する方針（外国人患者）： 

 HackensackUM の国際的な患者の定義： 

 現在外国に居住し、米国に旅行または出張中であり、Hackensack

大学医療センターにて特別なサービスとして治療を受けた患者。
これらのサービスは前もって準備されたサービスであり、本方針
で概説されている財務支援の条項の対象とはなりません 
 

予め手配された医療を受けるために外国から Hackensack 大学医療

センターに来院するよう前もって準備された国際的な患者全員に、

以下を含むがこの限りではないサービスに対し、承認された医療費

償還レートが適用されます。 

- 心臓病 

- 臓器移植プログラム  

- 腫瘍学 

- 整形外科 

- 泌尿器関係の手技 
 

これらの患者は来院のスケジュールが組まれ、その時点で医療を補

償するための代金の電信送金の準備（電話による送金を含む#）が

整っているものとします。代金の電信送金は、患者の当センターへ

の来院の 5 営業日前に行われているものとします。前払い分で利

用のなかったものについては、いずれも返金されます。    

 

I. 財務支援の申請  

a.   対応言語 

i. 当医療センターの FAP、申請書、PLS には、英語版のほかに、

当医療センターの主なサービス対象地域の 1,000 人または

5%（のいずれか小さい値）に該当する人たちで英語に不慣

れな方々（「LEP」と言います）の主な母国語に対応してい

ます。これらの書類は当医療センターのウェブサイトで取得

できます。また請求次第無料で入手できます。  

b.  当医療センターのウェブサイトで情報を表示する場合： 

i. ウェブサイト：オンラインで財務支援に関する情報を見たい

方は、下記のウェブサイトをご覧ください：
http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy 

c. 申請 

i. 申込者は申請書の複写版に手書きで記入して財務支援の申請

をすることができます。紙面の申請書は以下のいずれかの方

法で無料で入手できます。 

a) 郵送の場合：以下の宛先に書面で財務支援申請書の

複写版を請求してください。 
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 

http://www.hackensackumc.org/financialassistancepolicy
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b) 窓口：財務支援部（Financial Assistance Department）

担当窓口を訪問する場合（月曜日から金曜日の午前 8

時から午後 4 時まで）の訪問先： 
1) 100 First Street - Suite 300 

Hackensack, NJ  07601 

c) お電話の場合：財務支援部（ Financial Assistance 

Department）の電話番号は (551)-996-4343 です。 
 

d. 申請期間：   

i. 退院後の最初の支払い請求の明細書が提示された日から支援

を申請するまでの期間は 365 日です。 

ii. 申請書に不備がある場合は検討されませんが、申請者には、

書類/情報の不足が通知されるようになっています。 
 

e. 記入済みの申請書：   

i. 記入済みの申請書類をすべて財務支援部（ Financial 

Assistance Department）宛てに郵送してください（上述の所

在地を参照）。 
 

 

付録 A:HackensackUMC の患者への集金のタイムライン- 入院患者および外来患者

のサービスについて 

 

Hackensack 大学医療センターは、保険の請求処理後、提供したサービスに対す

る請求明細書を提示します。   保険適用後の差額に含まれるものは以下のとおり

です。 

1. 自己負担（保険に加入していない患者） 

2. 保険適用後の自己負担（保険が条件を満たしたうえでの差額が患者負担で

す） 

3. HackensackUMC 慈善医療（配慮ある医療 – 割引料金） 

4. Medicare 適用後の自己負担（Medicare によって定義される患者負担分） 

保険に加入していない患者の場合、明細書が退院後またはサービス提供日から約

5 日で郵送にて届きます。 
 

Medicare 以外の明細書のサイクル – 支払い請求期間は、差額が集金対象となる前の計

62 日です。請求書は、保険が条件を満たしたうえで患者に送付されます。全額

払いは、明細書に明記された予定日までに納入するものとします。予定日までに

納入されなかった場合は、その結果を受けた明細書が引き続き患者に届きます

（3 回まで）。支払われなかった場合、10 日以内の支払いを求める集金前の最

終通知が患者に送られますそれでもなお支払われなかった場合、請求分は回収機

関（Collection Agency）に取り次がれます。 
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Medicare の明細書のサイクル – 支払い請求期間は、差額が集金対象となる前の計 120

日です。請求書は Medicare や二次保険の支払い後に患者に送付されます。全額

払いは、明細書に明記された予定日までに納入するものとします。予定日までに

納入されなかった場合は、その結果を受けた明細書が引き続き患者に届きます

（４回まで）。支払われなかった場合、10 日以内の支払いを求める集金前の最

終通知が患者に送られますそれでもなお支払われなかった場合、請求分は回収機

関（Collection Agency）に取り次がれます。 

患者の支払先の所在地：  

HACKENSACK 大学医療センター 
P.O.Box 48027 
Newark NJ 07101-4827  
 

残額に関する質問がある患者の問い合わせ先はカスタマーサービス（551-996-

3355）です。 

残額の支払いが不可能な患者は、当センターの財務支援の事務所に問い合わせる

と（551-996-4343）、財務支援を受ける資格があるかどうかの判定を受けられま

す。支払いが不可能な患者は、当センターの財務支援の事務所に問い合わせると

（551-996-4343）、財務支援を受ける資格があるかどうかの判定を受けられます。 
 

特別な事情がある場合の集金方法は以下を含むがこの限りではない：個人の資
産に対する先取特権の設定、個人の資産の抵当権実行、本人の預金口座またはそ

の他の何らかの動産の押収または差し押え、本人に対する民事訴訟の開始、本人

の勾引、本人を拘束させる、本人の賃金の差押え通告。特別な事情がある場合の

集金方法は、以下の期間までに執り行われます。 
 

1.  通知期間：当医療センターは、支払を受けるための特別な事情がある場

合の集金措置の開始前に、集金、支払い、財務支援に関する方針について、

本人に必ず通知するものとし、患者が治療に対する請求明細書を退院後初

めて提示された日から最低 120 日間は特別な事情がある場合の集金措置

の開始を控えるものとします。  

2. 申請期間：退院後の最初の支払い請求の明細書が提示された日から申請す

るまでの期間は 240 日です。   

3. 特別な事情がある場合の集金措置の待機期間：HackensackUMC は、何ら

かの特別な事情がある場合の集金措置に取りかかるまで最低 30 日の通告

期間を患者に設けるものとします。   
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付録 B：病院施設内で救急医療またはその他の医学的に必要な健康管理サービス

を提供する部署ごとのサービス提供者 
 

部署/事業体/グループ 財務支援に関する方針の対象です

か？ 

麻酔部（Department of Anesthesiology） いいえ 

がんセンター部（Department of the Cancer Center） いいえ 

歯科部（Department of Dentistry） いいえ 

救急医療部（Department of Emergency Medicine） いいえ 

家庭医学部（Department of Family Medicine） いいえ 

内科部（Department of Internal Medicine） いいえ 

神経外科部（Department of Neurosurgery） いいえ 

産婦人科部（Department of Obstetrics and 

Gynecology） 

いいえ 

眼科部（Department of Ophthalmology） いいえ 

整形外科部（Department of Orthopedic Surgery） いいえ 

耳鼻咽喉科部（Department of Otolaryngology） いいえ 

病理学部（Department of Pathology） いいえ 

小児科部（Department of Pediatrics） いいえ 
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形成・再建外科部（Department of Plastic & 

Reconstructive Surgery） 

いいえ 

足病学部（Department of Podiatry） いいえ 

精神医学・行動医学部（Department of Psychiatry 

and Behavioral Medicine） 

いいえ 

放射線腫瘍学部（Department of Radiation 

Oncology） 

いいえ 

放射線医学部（Department of Radiology） いいえ 

リハビリテーション医学部（Department of 

Rehabilitation Medicine） 

いいえ 

外科部（Department of Surgery） いいえ 

泌尿器科部（Department of Urology） いいえ 

病院総合診察医 いいえ 

ラボラトリサービス（Laboratory Services） いいえ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


