
         
 

国立国際医療研究センター国府台病院

有していない外国人患者さんの診療については、

することになりました。海外在住で日本の健康保険資格を有していない日本人患者さんの

診療についても、同様の取扱いとなります。

 

At Kohnodai Hospital,

all care for foreign nationals who do not have Japanese health insurance qualification

is charged at a rate of 20 yen per 1 medical remuneration point. 

Japanese citizens living overseas who do not have Japanese health insurance
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