
まず初めに…

・入院されます時、健康保険証・国民保険証等の保険証及び、福祉医療券、限度額適用認定

証を、 1階総合受付へ必ずお出しくださるようお願いいたします。なお、保険証の御提出

は毎月 1回お願いいたし表す。

・入院されます時、入院申込書兼誓約書に連帯保証人 (身元保証人)と連署・捺印をし、 1

階総合受付に速やかにご提出<ださい。

・印鑑・保険証を (老人保険の方は老人手帳も)ご持参ください。保険証につきましては、

月に 1回確認させていただきます。

・万一、入院日の変更や取り消しをされる場合は、お手数ですが医事課入院係までご連絡く

ださい。

入院された後で保険証などの内容が変わった場合は、

付までご持参ください。

必ず新しい保険証などを 1階総合受

・当院では『CSセ ット』を導入しております。『CSセ ット』とは、入院中に必要となる

タオル類・衣類・紙オムツ等を日額制のレンタルにてご利用いただくサービスです。なお、

詳細につきましては日」紙の『CSセ ットのご案内』をご覧ください。

【ご用意いただくもの】
。日用品 □ 洗濯物入れ ロ ポットまたはきゅうす、お箸、スプーン

□ 寝巻 (CSセ ットのAプランをお申込の方は不要です)、 肌着、下着類

ロ イヤホン (総室でテレビ視聴時に必要です) □ 診察券 等
。お薬  □ 外来通院中に服用されていたお薬は、必ずご持参ください。
・3ヶ 月以内に他院に入院されていた方については、退院証明書もご持参ください。

※CSセ ットのBプランをお申込みの患者様は、パジャマ (寝巻)をお持ち込みください。
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貴 重 品 につ もヽて

・貴重品の盗難 ,紛失等については、一切の責任は負え汝せん。金銭や

私物につきましては、患者様で管理していただき訣す様、お願いいた

します。持ち物に1ま お名前をご記入してくださtヽ 。

※荷物は最小限度でお願いいたします。又、冷暖房器具の持ち込みはご遠

慮ください。

入院中にご留意いただ<こと

・当院で|ま入院される皆様に、『事故を未然に防ぎ、よりよい医療 (療養)を 受けていただ

く為』に認識バンドを手首などに着用していただくことをお願いしています。何卒ご理解

の上、ご協力お願いいたします。

※B」 に血液型認識バンドを使用される場合を除きます。

1轟葬1場蝉う還逮1

入院中はお車を当院に駐車することはご遠慮

ください。

やむを得ず駐車される方は、氏名・車種・ナ

ンバーを 1階総合受付までお届けください。

事故・盗難につき志しては、一切の責任を負

いかねます。

・当院は24時間看護のため、患者様へのご家族の付添しヽは原則として必要あり訣せん。

・lElし 、患者様の病状や年齢 (高齢、乳幼児など)その他によってご家族が付添いを希望さ

れる場合は、担当医師にご相談<ださい。

・ご希望の方には、付添い食をご用意させていただきます。

=付 添食料金 =
朝 :308円  昼 :514円  夕 :514円

=付 添寝具料金 =
308円 /日
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=面 会 時 間 =
・平日・土曜日 (午 後 1 8寺～午後 70寺 )

・日曜 ・祝 日 (午前 100寺 ～午後 78春 )

・入院患者様の安静のため面会をお断りしている場合があります。

・ご面会の方は、必ずナース・ステーシヨンで面会簿に記入してしヽただき、許可を受けてく

ださい。

・ご面会は、なるべく短8守 間でお願いします。

・多勢でのご面会、小さなお子様を連れてのご面会、ベットを連れてのご面会等は、他の患

者様の治療に影響があり訣すのでご遠慮ください。

・風邪気味の方、下痢症状の方は面会をご遠慮ください。

デイスペースは、患者様やご家族が歓談したり、くつろいだりする場所です。

どうぞお気軽にご利用ください。 2階の本館と新館との連絡通路付近にございます。

・お部屋は個室と総室 (相部屋)があり汝す。

・個室を使用される場合は有料となり、 1日 に付き料金が発生じ試す。

・個室をご希望の方は、事前の予約が必要です。又、満室の場合は、ご希望に添えない場合

があります。男」紙「差額ベツド同意書」をご記入ください。 (受付にてお渡じじ意す)

※個室に |よ シヤワー (個 室Aのみ)、 トイ レ、冷蔵庫 (無料)、 洗面台、電話、テレビ、

ロッカーをご用意してあります。

※他の患者様の容体または病院の都含等で部屋移動やベツド移動をしていただく場合があり

ますので、ご理解、ご協力ください。

=料 金 (1日 につき)=

個室 A: 10,285円
イ固室 B: 8,228円
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1喫1煙1選塑鱗I薄 :

e当院では、以下の理由により病院敷地内全面禁煙としています。

1)たばこによる様々な健康被害が明らかであり、病院は健康回復と増

進を図る施設であること。

2)平成 15年 4月 1日 より健康増進法第 25条において「病院・学校

など多数の者が利用する施設を管理する者は、受動喫煙を防止する

ために必要な措置を講ずるように努めなければならない」と規定さ

れたこと。

3)当院での完全な分煙は困難であり、他人の煙による受動喫煙を避け

られないこと。

喫煙されている患者様には、

を使命としておりますので、

ご不便をおかけしますが、病院は、皆様方の健康を守ること

ご理解いただきますようお願い申し上げます。

厚生労働大臣が定める基準に適合したお食事を提供しています。

朝食は8時頃、昼食は 12時頃、夕食は6時頃にベッドまでお届けいたします。

患者様の以下のようなご都合により、お食事を喫食されない場合の食事代金につき志して

は患者様のご負モとなり意す。何卒ご了承ください。

※外出・外泊を希望される場合に、詰め所へのお申し出の時間が次の時間を過ぎた場合。

朝

昼

タ

食 :前 日の午後 5時 50分
食 :当 日の午前 100寺 50分
食 :当 日の午後 4時 50分

・外出・外泊より帰院されるのが遅れ、お食事の配膳より 1時間が経過した場合は、食中毒

発生防止のため食事を処分させていただき訣す。

・飲食物の持込みはご遠慮ください。また、病院内では患者様同士で食べ物を配つたりなさ

らないでください。

・なお、入院中の食事療養費は、原則として定額の自己負担があります。



・診療費は、健康保険が適用される場合は、保険の定めによりご請求させていただきます。
・診療費は、毎月 2 EBIl(15日 締 [20日 頃配布]・ 月末締 [翌 月 10日 頃配布])に分け

てご請求いたします。請求書はご本人様へ配布させていただきます。郵送希望の方はお申

し出ください。

。お支払は、平日9時～ 198守、土 。日・祝日98寺～ 17時の間に外来会計へお願いします。

なお、午前中は外来診療で混雑しますので、なるべ<午後からのお支払にご協力をお願い

いたします。 (退院8寺のご精算は除きます)

・国の定めにより食事療養費として、自己負担金をいただきます。

・医療費が高額になったら「高額療養費制度」がご利用できます。

「限度額適用認定証Jを医療機関に出され決すと、請求が限度額によるものとなります。

カロ入保険者にご相談ください。 (認定証は入院前か入院期間中に提出してください)

CSセ ットご利用料金は、当院入院費用と別請求となります。

入院について経済的な問題、その他療養を妨げる様な事柄やご心配な点、わからない事が

ありましたら、医療福祉相談課まで、ご遠慮な<お申し出ください。

1)療養費の支払について (高額療養費制度など)

2)福祉制度の利用やその手続きについて

3)退院後の生活について (施設の利用など)

4)介護保険サービスについて

5)その他のお悩みについて

=相 談 時 間 =
月～金曜日 :午前 9時 00分～午後 7時00分

土 曜 日 :午前 9時00分～午後120寺 30分

患者様サービス室は、患者様に4央適な医療及び、サービスを受けていただけるよう、患者

様の立場にたってご意見をお伺いし、医療サービスの向上に努めたいと考えており訣す。

何かお困りのこと、ご要望などがござい訣したら、どうぞご遠慮なくお申し付けください。

・入院中に他医療機関に無断で受診することはできません。他医療機関に受診される患者様

は必ず、病棟事務職員にお申し出ください。



:E藤薬萎導権藝爾ヽて
お薬を服用されておられる方について|よ、

お薬についての質問等がございましたら、

薬斉」師がお部屋までご説明に伺い志す。

ナース 'ステーションまでお申し出ください。

食事などについてのご相談はナース・ステーションまでお申し出ください。管理栄養士

がお伺いしヽたします
=

本館 1階に売店があります。衛生材料 ・洗面具・丁∨イヤホン等は売店でお求めになれ訣す。

平

土 曜

祝

午前

午前

午前

日

　

日

　

日

8

8

9

時 30分～午後 48寺 30分

時 30分―午後 12時 30分

時 30分―午後 1 時 30分

・院内での携帯電話の使用は、他の患者様のご迷惑にならないようお願いします。

各部屋にテレビが設置してあります。テレビカー ドは2A.3A病 棟ナース・ステーショ

ン前に販売機を設置しています。未使用分は 1階外来ロビーのテレビカー ド精算機をご利

用くださいc

テレビの持ち込みはご遠慮ください。

その他の電気製品の持ち込みは、医師の許可を得たうえでナース・ステーションにお申し

出ください。

本館屋上 (4階)に洗濯場及びコインランドリー (有料)が設置されてい汝す。

洗濯物は、部屋及び窓やベランダには干さないでください。

洗濯業者による有料での洗濯も申し受け訣す。 (病棟ナース・ステーションにお申し出く

ださい)
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入院時に看護師が非常□について説明しますので、ご確認いただくようお願いします。

非常□は非常の場合のみ使用し、通常は使用しないで<ださい。

地震 ・央事等の緊急事態が発生した場合は、病院職員の指示に従つていただくようお願い

します。

エレベータは使用しないでください。

当院では病院理念にもありますように「患者さま第一主義」「心ある医療」にのつとつた

良質の医療を追求しております。

これからも患者様のご意見を医療に反映させたいと考えており訣す。

入院患者様には「患者様連絡ノート」を全員に配布させていただいており表すので、御遠

慮なく貴重なご意見をお聴かせください。

・他の患者様の迷惑にならないように、お互tiに ご協力ください。

・散歩・外出・外泊を希望される方は、担当医師や看護師にお申し出ください。

・入院中の検査や治療に対し、分からない事がありましたら、遠慮なくお申し出くださいc

・ご入院の際に入院生活についてご説明させていただきます。

・入院証明書や傷病手当支給申請書の書類は、 1階総合受付へご提示ください。

・郵便は、当院玄関横の郵便ポス トをご利用ください。

輪 1曇:基葬姜毒曇:多婆嚢葺II覇画墨:麹|ド淮多≡峯:鉗婆墨2万薄≡翌墨曇聾革華華肇≡華:
ペースメーカーを装着 しておられる方は、検査に不具合が生じる場合がありますので、医

師・看護師・その他のスタッフにお申し出いただき訣すようにお願いいたします。



退院は担当医師が病状を半」断し、許可いたします。

退院時亥」は、原則的に午前中となつておりますので、会計を

済まされてからご退院ください。

会計は、 1階総合受付会計でお支払ください。

お支払いは現金の他、クレジットカー ドまたは銀行のキャッ

シュカー ドでお支払いできます。

※病院の規則に従わず病院及び他の患者様に御迷惑がかかる場合は退院し

ていただく場合もあります。

※退境後 通院され決す患者様ヘ

圭姜 |ま巡回バスを走らせております。外来通院のときにどうぞ御利用く

ださしヽこ詳しい時亥」表などについては受付にお聞きください。

お申込 ・お匿 t｀ 台7~■
1ま 、 ドック係法でご連絡ください。

ご利用料金 1■頚金額) 3日寺問 ドック  36,OOO円

◎オプション 手_t・ ん検査 (予L腺エコー)・ ………… 3,500円

 ́  (マンモグラフィー)… ……・・・5,620円

種瘍マーカー (3種類)… ………… 3,800円

事二線マーカー (男性のみ)… …… 1,400円

※別途消費税がかかります。

お申し込み、お問い合わせは ドック係までご連絡ください。

T巨 L077-573-4321


