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件名：  財政支援方針 

 

I. 方針および目的の声明： 

 

Northwest Community Hospital（NCH）およびNorthwest Community Day Surgery Center 

II, LLC（DSV）の方針は、患者様が受けるサービスの料金支払い能力に関係なく、敬意

をもって患者様を公正に治療することです。地域社会の健康増進と福祉の向上を図るた

め、NCHおよびDSVは、健康保険未加入者で、財源に限りがある方、あるいは公的給付

金を受給できない方に対し、無料または割引料金にて医療を提供します。   

 

これを踏まえ、NCHおよびDSVは一般に慈善医療と呼ばれるイリノイ州医療保険未加入

入院患者割引法（Illinois Hospital Uninsured Patient Discount Act）に従って財政支援を行

うものとし、そのような患者様にご自身の経済状態を立証するための有効な文書を提供

します。  

 

本方針は、米国保健社会福祉省が公表する最新版の連邦貧困ガイドライン（FPG）に合

わせて年1回見直しが行われます。 

 

NCHおよびDSVの患者様に慈善医療を提供する財政支援プログラム（FAP）の基準やガ

イドラインを設けるにあたっては、イリノイ州医療保険未加入入院患者割引法の要件を

遵守しています。このFAPは、NCHおよびDSVが提供する必要な医療すべてが対象とな

ります。 

 
 

II..財政支援方針の通知：  

 

シンボルマーク：  シンボルマークは、財政支援プログラムの認知を高めるため、

登録のあらゆるポイントに表示されます。シンボルマークは少なくとも救急部門や

入院/患者登録エリアを含みますがこれに限らず患者様を受け付けるすべてエリアに

掲示する予定です。  

 

声明：  患者様に対する各請求書またはその他の費用の摘要には、特定の収入要件を

満たした患者様が財政支援または医療保険未加入者割引および病院の財政支援方針

に基づいた審査への応募関連情報を受ける資格があることを記した重要な声明を記

載するか、または添付するものとします。パーセンテージ割引は、総費用からの割
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引です。FAP の条件を満たした方は、救急またはその他の医学的に必要な治療の一

般請求額（Amounts Generally Billed：AGB）を上回る金額が請求されることはあり

ません。 

 

方針：  NCHおよび DSVは、すべての一般の方または州政府事業体に対し、請求が

あり次第、この財政支援方針のコピーを提供する義務があります。財政支援の支給

に関する広報および/またはフォームはすべて、米国医療保険改革法（Affordable 

Care Act、IRSに委託）の要件に準じて、病院のサービス対象エリアを構成する 5%

または 1000 人のいずれか少ない方を示す言語に翻訳されるため、NCH のサービス

対象エリアに適した言語が使用されます。FAP には、英語版、スペイン語版、ロシ

ア語版、ポーランド語版、日本語版、およびドイツ語版があります。 

ウェブサイト：  患者様は、財政支援プログラムに関する情報と申請フォームを

NCHのウェブサイトから入手することができます（http://www.nch.org/ ）。 

 

申請フォーム：  財政支援について患者様の適格性を判定する際に使用する申請書

は NCH および DSV が用意します。この申請書は NCH のウェブサイトでも入手で

きます。申請書の記入についてご不明な点がありましたら、お電話（番号：847-

618-4542）でお問い合わせいただくか、Financial Counseling オフィス（所在地：

Northwest Community Hospital 800 W. Central Road, Arlington Heights, IL 60005）

まで直接お越しください。  

 
 

 

III.財政支援の適格性基準 

 

A. 患者様に義務づけられていることは、NCH および DSV の財政支援プログラ

ムの要件を必ず満たすこと、また、自身の健康管理のために充てられるほか

の既存の財源（たとえば行政支援プログラム、助成金、地域社会の資金助成

など）を申請するために必要な書類を提示することです。また、財政支援を

受ける資格を満たしているか否かを判定するために必要な申請フォームに記

入し、情報収集、評価プロセスに必要な情報を提供することも義務づけられ

ています。  
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B. CH および DSV は、急患の緊急処置が必要な病状（緊急医療措置および分娩

法 (Emergency Medical Treatment and Active Labor Act：EMTALA）に規定さ

れる意味を有する)に対し、本人が財政支援の資格を有するか否かに関わらず、

分け隔てなく治療を施します。NCH および DSV は、緊急処置が必要な病状

に対して治療を受ける前に救急患者に費用を支払うことを要求すること、救

急治療部で代金回収活動を許可すること、またはそのような活動が医療の提

供を妨害する可能性がある院内のほかの部署でそのような活動を許可するこ

となど、救急医療を求める患者を阻止する措置に携わることを禁じています。 

 

C. 以下で概説されるパーセンテージ割引を受けるには、財政支援の適格性基準

の条件を満たす必要があります。 付録 A には、FPG に基づく収入の閾値が

まとめられています。 
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NCH財政支援の適格性基準表 

連邦貧困ガイドライン

（FPG）のパーセンテージ 

自己負担残額に対す

る割引率 
高額自己負担上限額 

最大300% 100% 該当なし 

301～400% 90% 年間世帯収入の25% 

401～500% 80% 年間世帯収入の25% 

501～600% 75% 年間世帯収入の25% 

 
 

D. 犯罪被害者補償法（Crime Victim Compensation Act）は、暴力犯罪の犠牲者

とその家族が強いられる経済的負担を減らすことを第一の目標として制定さ

れました（740 ILCS45/Crime Victims Compensation Act）。  

 NCH では、性的暴行関連の犯罪に関連した外来診療の未納残額の

100%割引を提案したうえで、入院患者の費用を請求します。 

 性的暴行以外の犯罪の場合、患者様に対し未納残額を請求します。 

 払い戻しのために州に請求物を提出する前に、割引対象となる患者の

条件のいずれか、またそのすべてが適用されます。 

 

E. 財政支援の申請過程で申請者がほかのプログラムの資格を得たり適格者であ

ることが判明した場合、申請者はすべての NCH財政援助プログラムの適格性

を遵守しこれを維持するための判定を受ける必要があります。 

 

F. 財政支援が患者様の残額に適用される前に、第三者支払人による納付が適用

されるものとします。 

 

G. 現在未解決で未払いの 300.00 ドル以上の自己負担残額がある会計については、

請求日付から 365 日間、財政支援の審査の条件を満たしています。予定され

ているサービスで、請求額が 300.00 ドル以上の場合は、事前承認が必要です。

治療を受けた本人が FAP の条件を満たしていると判定された場合、その過量

分が 5 ドル未満でない限り、病院施設は治療に支払われた金額を払い戻しま

す。 
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H. 患者様は、下記を含む収入の証明（該当する場合）を提出する必要がありま

す。 

 

 最新の納税申告書の複写 

 被扶養患者の納税還付請求の複写 

 最新のW-2および 1099フォームの複写 

 最新の 2回分の給与明細書の複写 

 自営証明書（付録 B） 

 現金払いの場合は雇用者の賃金証書（付録 C）、または 

 NCH の条件を満たしていると思われる第三者収入証明のもう一つの

妥当なフォーム 

 

I. イリノイ州在住証明として受理されるものには、以下のいずれかです。 

 

 州発行の有効な身分証明書 

 最近の居住に伴う公共料金 

 賃借契約書 

 保険未加入患者が施設に滞在していることを証明する、ホームレス支

援組織、一時住宅またはその他の同様施設からの書状 

 車両登録カード 

 選挙人登録カード 

 政府またはその他の信頼できるソースから、イリノイ州に住所がある

保険未加入患者宛に送られた郵便物、または 

 保険未加入患者と同じ住所に居住する家族からの声明および在住証明 

 

J. 患者様には、資産の存在を保証し、その資産の価値の記録を提示することが求め

られます。受理される文書は以下のとおりです。 

 

 3ヵ月分の当座および普通預金明細書 

 最新四半期の投資口座明細書 

 金融機関からの明細書またはその他の第三者証明、もしくは 
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 第三者証明が存在しない場合、患者様が資産の見積り価格に関して証

明するものとします。 

 

K. 申請書の処理に必要となるその他の書類は、以下のいずれかです（該当する場

合）。 

 

 基本的支援に関する公正証書（付録 D） 

 患者の上訴状（付録 E） 

 
 

 

L. イリノイ州医療保険未加入入院患者割引は、基準を満たしているイリノイ州の患

者様にご利用いただけます（付録 F）。 

 

M. 過小保険加入患者は、保険後に大幅な控除金額または支払いが生じる可能性があ

ります。その場合の残高は、連邦貧困ガイドラインに準じて、世帯人数および世

帯収入に基づき、最大 100%まで割引されます。保険加入患者様の場合は、イリ

ノイ州医療保険未加入入院患者割引ではなく、NCH 財政支援の基準のみの資格が

あります。FPG の 300%を超えるも 600%未満の収入のある患者様の場合、スラ

イディングスケールが使用され、NCH 財政支援プログラムに準じたパーセントで

の料金の減額が適用されます。NCH では AGB の判定に遡及法を使用します。

AGBのパーセンテージと算出法の説明は、Financial Counseling（財政カウンセリ

ング・所在地：800 W. Central Road, Arlington Heights, IL 60005）から入手でき

ます。 （付録G）。 

 
 

IV. 推定に基づく適格性 

 

A. NCH では、患者様の中には NCH の申請プロセスに対応できない方もいらっし

ゃることと認識しています。そのような状況下では、NCH は、財政的なニーズ

の個々の評価を行うため、ほかの情報源を利用する可能性があります。この情

報に基づき、NCH は患者様から直接提供される情報がない場合に利用できる最
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善の推定値を利用し、申請に対応できない患者様の財政的なニーズについて、

情報に基づいた決定を下すことができます。  

 

B. NCH は、第三者機関を活用し、財政的なニーズを評価するために患者情報の電

子的レビューを行うことがあります。このレビューでは、公共の記録データベ

ースに基づく医療業界で認められたモデルが活用されています。この予測モデ

ルには、収入、資産、換金性の推定値を含む、社会経済および財政的能力のス

コアを算出するため、公的な記録データを組み込まれています。この電子技術

は同じ水準で保険未加入患者を評価するように設計されており、従来の申請プ

ロセスに従った NCH財政支援の認可の歴史と照らして校正されています。    

 

C. この電子技術は、ほかのすべての制度の適格性を使い果たし、支払いの財源が

尽きた後に貸倒れ扱いになる前に配備されます。これにより、NCH は、何らか

の特別回収措置が推し進められる前に、財政支援のために保険未加入患者を選

別することができます。この電子的な適格性レビューが生成したデータは、本

方針に従い財政的なニーズについて十分な情報を含む文書が構成されます。 

 

D. 推定的な適格性のベースとして電子登録を利用すると、日付を遡って提供され

たサービスの適格なサービスのみに対して最高の割引レベルが認められます。

電子登録のプロセスで資格を満たしていない患者様の場合でも、従来の財政支

援申請プロセスに従い、検討の対象となる可能性があります。    

 

E. 推定的な適格性が認められた患者様の請求書は、財政支援方針に従って再分類

されます。その請求書は回収元には送付されず、またその後に回収措置が講じ

られることもないほか、資格を満たしていることを届け出ることなく、病院の

貸倒れ扱いにもなりません。   

 

F. 患者情報の第三者機関の電子レビューを除き、財政支援の申請の審査時に推定

的な適格性基準を満たしている患者様は、100%の支援が得られます。 

 

G. 以下のうち一つに該当する患者様は適格であると推定されます。患者様には、

適格性または資格証明のリストを提示していただくか、適格性をリストアップ

したウェブページの画面を印刷していただく必要があります。 
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 州の資金助成規定プログラムへの参加 

 女性・乳児・幼児のためのプログラム（Women's, Infant's, and 

Children's Programs：WIC）への参加 

 フードスタンプの適格性（LINKカード） 

 資金助成のない、ほかの州または現地の支援プログラムの適格性 

 低所得者用/助成金支給住居が有効な住所として提供されている 

 患者は死亡し判明している遺産がない 

 ホームレス支援組織（すなわち、Journeys to Hope）との提携 

 SNAP 、イ リノイ 州朝 食 / 昼食無 料サ ービ ス（ Illinois Free 

Breakfast/Lunch）、低所得者世帯エネルギー補助プログラム（Low 

Income Home Energy Assistance Program）、または低収入の基準を

定めたコミュニティベースの医療扶助プログラムへの登録 

 医療の補助金の受給 

 最近の個人破産、禁固、宗教団体への入会、清貧の誓い、または

TANF または IHDA の賃貸住宅支援プログラム（Rental Housing 

Support Program）の登録 

 財政支援申請の取り組みに応じてはいないが、治療後のプロセスに従

って評価を受けて基準を満たしている患者様 

 患者様が精神的または身体的に機能を喪失し、代理人もいない 

 患者様は助成金を支給される学校給食計画の適格者である、または 

 このサービスの適用とならないメディケードの適格性（すなわち DHS

ソーシャルサービスやMom’ and Babies）または 

 宗教団体への入会、清貧の誓い 

 

V. 潜在的適格患者の特定 

 

A. 必要に応じて、患者様が財政支援とサービスを受ける前に事前承認を必要とさ

れているか否かを判断するため、財政カウンセラーは患者様または指定の代理

人と登録前/入院前の面談を行います。 

 

B. 予備登録前/入院前に面接できない場合、財政カウンセラーの面接は、入院時、

登録時、またはその後のできる限り早い時点で行われます。緊急入院の場合、
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必要な医療検査が実施されるまで、支払い選択肢についての財政カウンセラー

の評価は行わないものとします。  

 

C. NCH および DSV では、治療日を起点とし病院が本人に治療の最初の請求書を渡

してから 120 日目を終点とする通知期間中に、本人の適格性を判断するための適

切な取り組みを行います。 

 

D. 申請期間は、病院が本人に治療の最初の請求書を渡してから 365 日目に終了しま

す。 NCH および DSV は、この期間中に申請書を受理し処理します。 病院で行

われるサービスは、最初の支払い請求書を受領してから 365 日以内は財政支援の

資格を満たしています。 

 

E. 通知期間中、NCH および DSV は、財政支援プログラムの簡易版をお渡しし、退

院前に財政支援の申請書を提供し、特別回収措置を講じ始める前に 30 日間の通

知期間を設けています。 

 

F. 行政支援プログラム、助成金、地域社会の資金助成などから財政支援を受ける資

格がある患者様には、FPG に従って財政支援の検討前に、適切なプログラムを紹

介いたします。 

 

G. 財政支援申請の審査時には、ご家族様への適格な請求金額すべてが対象となりま

す。  

 

H. 医療提供者側は、財政支援や、FAP で補償される病院施設での緊急医療またはそ

の他の必要な医療を提供する業者、および（付録 H）に記載の FAP に準じてい

ない業者を提案する場合があります。 患者様は、医療提供者にその判定文書を提

示するよう推奨されます。 

 
 
 

VI.適格性の判定 

 

A. 財政支援の承認は、これらのガイドラインに従って行われ、最終判定は文書化さ

れます。財政支援の承認の限度額は以下のとおりです。  
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 残高＜$300は財政支援に不適格 

 財政カウンセラーまたは被指名人 $300 ～ $1500 

 患者アクセスサービスのマネージャーまたは被指名人 $1500.01 ～ 

$20,000 

 患者アクセスサービスのディレクターまたは被指名人 $20,000.01 ～ 

$100,000 

 収益サイクルのエグゼクティブディレクターまたは被指名人 

$100,000.01以上 

 CFO - $100,000.01以上 

 CFO - 上訴 

 

VII.適格性判定の通知 

 

A. 通常、記入済みの申請書の審査から 30 日以内に、判定文書（付録 I）が患者様

宛に郵送されます。  患者様は、自己負担残額を分割払いする選択肢と、最初

の決定を不服として上訴する選択肢が記載された判定文書によって通知されま

す。  

 

B. 財政支援の判定により引き下げ率が見積もられていても患者様の自己負担残額

が残っている場合、患者様には通例の回収措置が講じられます。  

 

C. ご家族の収入、資産、世帯人数、または財政支援の適格性に影響する可能性の

あるその他の状況に変更が生じた場合、患者様は本来の申請期間を過ぎても再

申請できます。また、ご自身の経済状態に変化があった場合、患者様は財政カ

ウンセラーにすみやかに通知する義務があります。適格性は承認日から 6 ヵ月

間認められます。 

 

VIII.上訴 

 

A. 患者様は、財政支援判定文書の受領から 45 日以内に、上訴要請フォームを提出

する必要があります。患者様には通常、フォームの受領から 45 日以内に、委員

会の最終決定が書面で伝達されます。 
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B. 財政支援の判定および/または上訴の審査により引き下げ率が見積もられていても

患者様の自己負担残額が残っている場合、または患者様には全額または請求金額

の一部を支払う能力があると判定された場合、標準的な回収措置がその後講じら

れます。このような判定は、本人の支払い能力を後日再評価することを妨げるも

のではありません。患者様は、財政支援の再申請または支払い予定期間の変更要

請を選択できます。 

 

 

IX.モニタリングおよび報告 

 

A. 監査およびコンプライアンス委員会は、財政支援方針の監視の責任を負い、

財政支援方針の見直しと更新を毎年行います。 

 

B. 進展する可能性のある定期報告からのレポートまたは電子記録を維持管理し、

承認された財政支援を反映した内容になるようにします。 この記録には、す

べての申請および支援関連の文書のコピーも必ず含まれます。  これらの文書

は 7 年間保管するものとします。財政支援のログには少なくとも以下が含ま

れます。 

 

 口座番号とサービス提供日 

 申請書受理日および処理日 

 判定日、または 

 自己負担残額および付与された財政支援のパーセンテージ 

 

C. 財政支援費は、IRS Form 990、Schedule H、Illinois AG Form 990に関連する

法規に従い、また Illinois Community Benefit Actに準じて NCHコミュニティ

ベネフィットレポートで毎年報告されます。財政支援は、文書化された必須

の判定基準に基づいて提供される治療費（請求金額ではない）として報告さ

れます。 

 

   X. 請求書の収集 
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A. PFS ソリューションマネージャーには、特別回収措置に従事する前に合理的

な努力の要件が満たされていることを判定する責任があります。 

 

B. NCH および DSV が財政支援申請またはその他の医療枠（すなわち、メディ

ケアまたはメディケードなど）の申請を受領しているすべての請求書については、

回収活動が保留とされます。NCH および DSV は、患者様が財政支援の条件を満

たした場合には、特別回収措置（extraordinary collection action：ECA）を破棄し

ます。 

 

C. NCH および DSV は 501(r) 最終規制により、ECA に従事する 30 日以上前に、

財政支援の可否について口頭でご本人に通知します。 

 

D. NCH および DSV は、支払い請求明細書または書面による特別回収措置をと

る意図を明示した通知を添えて簡易版のコピーを提供します。 

 

E. NCH がご本人に支払う責任があると判定した金額を超える支払を FAP 適格

者が支払った場合、その総計が 5.00ドル未満でない限り、NCHおよび DSVは超

過分をすべて返金します。NCH は、いかなる前払い金または保証金も当該の治

療の AGB を下回ることを確証します。よって、患者様が FAP 適格者として後に

判定された場合には、NCH はセーフハーバーを利用し、患者様が負うものと判

定された額を上回る額を払い戻します。FAP のパーセンテージは AGB を上回り

ます。財政支援の条件を満たす請求書とは、$300.00 以上の未払いの自己負担残

額があるものを指します。  

 
 

F. 全額支払いまたは支払いに関する取り決めは、サービス提供日から直ちに行

われるものとし、患者様から連絡がない場合、当該の請求書は回収機関が引

き受け、信用情報機関に報告される可能性があります。NCH は、返金総額を

FAPの条件を満たしていない請求書に適用する場合があります。 

 

G. NCH および DSV は、守秘性と患者尊厳を維持しながら、患者様の残高を回

収するための公正かつ一貫した方法で妥当な手順をとります。請求書は、そ

の分類に応じて自己負担額回収ベンダーに渡る場合があります。 
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H. 回収手順は、残額の規模、過去の回収経験、予測される回収可能性に基づい

て詳述されます。回収可能性はクレジットスコアリングまたはその他のツー

ルを使用して予測されます。患者様/保証人の方が Northwest Communityの請

求書の全部または一部に異議を唱える場合、NCH または被指名人は債務を検

証および立証し、口頭または書面にて、その問題に対応するものとします。   

 

すべての請求書について、以下を含む120日間の事前回収推進業務が遂行されます。  

 回収文書、通話データプロトコル、明確かつ適切で一貫性のある方法で患者様に

通信するスクリプト、患者様/保証人の方の残額に関連する情報提供 

 患者様からかけられる通話料無料の電話番号、書面の送付先電話番号と所在地は、

患者様へのすべての請求書とNorthwest Community Hospitalから送付される回収

通知すべてに必ず記載されます。  

 患者様にはできる限り速やかに、ただしいかなる場合も着信後1営業日を超えな

いうちに、この番号に電話をかけなおしていただきます。  

この所在地に患者様から送付される書簡への迅速な対応として、30日以内の期間が

与えられます。 

 

請求書に関する書類が患者様側で必要となった場合、Northwest Communityとその

回収機関は、要請を受けてから10営業日以内に、その要請された書類を提供します。

患者様が新しい対象範囲の情報を提供している場合、Northwest Communityは影響

を受けるすべての請求書を検討し更新します。自己負担額回収ベンダーに渡った請

求書は、ベンダーが以下を行う最終日の時点では、120日間の回収前状態のままと

なります。  

 

 NCHへの請求書の返却 

 ベンダーはすべての通話と支払い請求活動を中止し、着信を適切な不良債権回収

機関にリダイレクトします 
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定義： 

 

資産：  資産には、直ちに利用できる現金および投資対象（例：賃貸物件、当座預金お

よび普通預金の口座残高、その他の投資対象）が含まれます。資産には、患者様の主な

居住地、個人資産、および年金および/または個人退職金積立計画のいかなる預金額も

含まれませんが、これは年金または個人退職金積立計画からの給付や手当が収入として

扱われる場合に限ります。  

 

高額自己負担：  支払うことによって生存にきわめて重大な資産の清算が必要となる、

あるいは家族のサポートシステムに過度の財政的な困難を引き起こすことを要する医療

費。また、高額自己負担には、第三者支払人による支払い後に残額が患者様の年間世帯

収入の指定パーセンテージを超える場合の患者様の医療費も含まれるものとします。  

 

高額自己負担上限額：  財政支援の資格を満たしたと判定された患者様の場合、12ヵ月

の期間で回収できる最高額は、患者様の世帯収入の25%であり、これが患者様の継続的

な適格性の対象となります。患者様がFPGの600%を上回る価値のある資産を所有され

ている場合は、この上限額から除外されます。 

  

家族：  内国歳入庁の法規に従い、患者様、患者様の配偶者（慣習法による合法配偶者

を含む）、患者様の同居パートナー、患者様の法的扶養家族患者様が所得税申告書に扶

養家族を記載している場合、その人物は財政支援プログラムの目的から、扶養家族とみ

なされます。  

 

世帯収入：  家族の年間純益と現金および課税前のすべての財源からの現金給付の合計

から子供の養育費のための支払い額を差し引いたもの。例として給与総額、給料、配当、

利息、社会保障の給付金、労災補償、その他の者からの定期的な補助、政府系年金、個

人年金、保険および年間配当金、使用料、賃貸収入、地所、信託が挙げられるが、これ

らに限定されない。 

 

財政支援：  健康保険未加入者で、財源に限りがある方、あるいは公的給付金を受給で

きない方で、無料または割引料金にて提供される医療サービス。この用語は「慈善医

療」とも同義です。 
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イリノイ州医療保険未加入入院患者割引法：  入院患者の入院または外来患者の通院に

おいて、$300を超えるすべての医学的に必要なサービスについて、割引を申請し世帯収

入が連邦貧困ガイドラインの600%を超えないイリノイ州在住の医療保険未加入者に提

供される病院費用の慈善割引を定める法律。適格患者とは、イリノイ州に在住する病院

患者で、健康保険の方針の対象外となっており、公的または民間の医療保険、保険給付

金、またはその他の医療プラン、労災補償、傷害賠償責任保険またはその他の第三者機

関の賠償責任保険の受給者ではない者。 

 

イリノイ州在住者：  イリノイ州に居住し、無期限にイリノイ州で生活する予定の人物。

医療給付金を受給するためだけにイリノイ州に引っ越した場合は、在住要件を満たした

ことにはなりません。  

 

必要な医療：  医療保険加入患者か未加入患者化を問わず、病院が患者に提供する、入

院患者または外来患者のための病院サービス。「必要な医療」サービスに、選択的美容

外科手術、社会的および職業的サービスなどの非医学的サービスは含まれません。なお、

実験的および調査的サービスは、ケースバイケースで判定した後、「必要な医療」サー

ビスに含まれる可能性があります。NCHおよびDSVは、必要な医療を延期することはあ

りません。 

 

推定に基づく適格性：  患者様の社会経済的な収入や扶養状況、住宅所有状況などを結

果に組み込んだ予測モデルを使用して財政支援の提供を判定すること。 

 

自営業： 個人事業主または独立請負業者として取引または事業を実施している、取引

または事業を行うパートナーシップのメンバーである、もしくは自分自身で事業を行っ

ていること。 

 

自己負担残額：  医療保険未加入患者の、保険またはその他の第三者支払人でカバーさ

れない必要医療費用の一部、または全残額。 

 

自己負担額割引：  ほかの医療費支払いプログラムまたはNCH財政支援方針の割引が適

用される場合に正式な判定文書がないまま、支払い能力に関係なく、医療保険未加入患

者にNCHが提供する割引。  自己負担額割引は、慈善医療を提供するため、ほかの医療
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保険プログラムまたはNCHの財政支援プログラムを通して何らかの追加財政支援を決定

する前に提供されます（自己負担割引方針を参照）。 

 

過小保険加入者： 保険適用後の控除適用または$300 を超えた後の残額が請求される、

不十分な適用範囲を提供する保険プランに加入している患者。過少保険患者には、イリ

ノイ州在住者として財政支援方針による財政支援を申請する資格があります。 

 

医療保険未加入者：  イリノイ州に在住する病院患者で、健康保険の方針の対象外とな

っており、公的または民間の医療保険、保険給付金、またはその他の医療プラン、労災

補償、傷害賠償責任保険またはその他の第三者機関の賠償責任保険の受給者ではない者。

本方針に従った「医療保険未加入者」の定義は、イリノイ州在住か否かを問わずすべて

の患者様を対象とするNCHの自己負担割引方針とは異なります。これは、慈善医療の提

供とは無関係な費用の割引に関し、連邦規則に従うものです。  

 

下記の状況のうちの1つが該当しない限り、サービスエリア（付録Jを参照）内に居住し

ていない、または勤務していない患者様は、慈善医療または財政支援の対象として考慮

されません。 

 

 救急科（ED）で提供された救命救急。これが適用される場合、財政

支援の対象となるサービスは、ED の治療エピソードに関連のある患

者様に提供したサービスに限定されます。 

 

 治療（予定外の/立ち寄りによる受診）が即時に NCH Immediate Care 

Centers（ICC）のいずれかの部署で提供された場合。これが適用され

る場合、財政支援の対象となるサービスは、ICC で患者様に提供した

サービスに限定され、受診後医療を即時に行った場合のその後のサー

ビスについては該当しません。  

 

 患者様が受けたサービスや求めているサービスが、患者様の居住地に

近い医療提供者では受けられない場合。 

 

 照会医がサービスエリア内で勤務している、あるいは照会医が NCH

医療スタッフである場合。 
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参照事項 

 

標準的な 規制の参照情報 

イリノイ州 Illinois Uninsured Discount Act PA95-0965 

イリノイ州 Enforcement of Judgment-Exemption of Property 735ILCS5/12-1001 

イリノイ州 35 ILCS 200/15-65 – Illinois Not-For-Profit Corporation Act 

イリノイ州 740 ILCS 45/ Crime Victims Compensation Act 

JCAHO Standard(s) RI 1.40 – Patient Rights 

連邦政府 42USC.1395/dd 

連邦政府 26 U.S.C. 501 ( c )(3) – Internal Revenue Service Code – Tax 
Exempt Organizations 

イリノイ州 Language Assistance Services Act 

 


