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　医療は医療者と患者さんとの信頼関係で成り立っている契約行為です。大船中央病院では、信頼され安心し
て受診していただける病院を実現するために患者さんの基本な権利を明確にして、これを職員一同が認識する
と共に、患者さんにも義務を守っていただくことを要望いたします。

患者さんの権利
1. 良質の医療を受ける権利
差別されることなく、質の良い適切な医療を受ける権利があります。

2. 医療の選択の自由に関する権利
医師や病院を自由に選択し、変更する権利があります。自分の病気についての診断や治療について、別の医師の意見を
求める権利があります。

3. 診療に関する自己決定の権利
理解しやすい言葉や方法で十分な説明を受けたうえで、医療提供者と共に考え相談しながら自分の治療について自由に
決定する権利があります。

4. 医療情報に関する権利
患者さんの診療録（カルテ）、画像診断資料、その他全ての検査結果などについて、医療上の情報を得る権利があります。

5. 医療上の秘密保持に関する権利
健康状態、症状、診断、予後及び治療に関するあらゆる情報、並びにその他すべての個人情報の秘密が守られる権利があ
ります。 

6. 患者さんの尊厳性に関する権利
患者さんの人間としての尊厳、価値観、プライバシーは医療の場において常に尊重される権利があります。
私たち大船中央病院の全職員はこれらの患者さんの権利を最大限に尊重致します。

患者さんの義務
1 情報提供義務
患者さんは安全で快適な療養環境を保つために、ご自分の健康に関する情報をできる限り正確かつ迅速に医師や看護師
に伝える義務があります。また救急の意識障害の方の場合は同伴者の方が情報提供をお願い申しあげます。

2 状況確認義務
患者さんは納得のいく医療の提供を受けるために、治療開始に当たり、検査の目的と結果、処置・手術内容、主治医から予
想される治癒率と合併症、将来の病状などの説明がありますが、医療の蓋然性としてすべての可能性と結果を提示するも
のではありません。疑問があれば、医療に関する説明を受け理解できない場合は理解できるまで質問して確認する義務
があります。

3 診療協力義務
ア 全ての患者さんが適切な療養環境で治療に専念できるように、社会的ルールや病院の規則、職員の指示を守ってくだ
さい。

イ 医療は、医療者（医師・看護師等）と患者さんの、病気を治すという人と人の信頼関係に基づいています。
投薬された薬の内服、指示された食事療法の遵守、処置・手術後の安静などを守ることは、患者さんの義務と考えます。

ウ 他の患者さんや職員に対する暴言・暴力・脅迫等迷惑行為はお断りします。
工 病院内では静粛にし、病院の設備・器物は大切に扱ってください。
オ 病院敷地内は禁煙・禁酒です。入院中の喫煙・飲酒は禁止します。

4 医療費支払い義務
適切な医療を維持していただくために、医療費を遅滞なくお支払いいただく義務があります。

義務に違反した場合
　前掲の義務に違反する行為等が有ったときは診療を中止することがあります。また、暴言・暴力等の行為があったときは警
察署に通報します。
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放射線治療室

消化器・ＩＢＤセンター　受付及び書類窓口

1.医療と社会貢献に対する使命感と誇りを持って研鑽に努めます。

2.最良の医療を患者さんの側に立って提供します。

3.明日の医療を担う人材を啓発・育成します。

基本方針

眼科　耳鼻咽喉科　皮膚科　泌尿器科　内科　歯科口腔外科　
生理検査室　中央検査室　栄養相談室　呼吸器病センター 形成外科外来化学療法室

女性外来

乳腺センター

入院受付 相談窓口 地域医療部
相談室

コインランドリーコインランドリー

社会医療法人財団互恵会

大船中央病院の理念
「医療を通じて社会に貢献する」

7

（1）入院当日は西館1階入院受付にお越し下さい。
所定の入院手続きをお願い致します。

（2）入院手続きに必要なもの
入院申込書・印鑑・診察券・入院予約票
健康保険証（後期高齢医療証を含む）
※当院では、入院保証金はお預かりしておりません。

（3）過去3ヶ月以内に他の医療機関で入院された場合は、
退院証明書をご提出下さい。

（4）夜間・休日にご入院の場合のお手続き
翌平日　8：30～17：00（土曜日は12：00まで）

※使用料は入退院の時間に関係なく、入室日をそれぞれ1日
として計算いたします。
※準個室とは、4人部屋ですが各ベッドをパ－テ－ションで仕
切って個人スペ－スを確保しています。

※その他お支払いのことでご不明な点等何かございましたら、
西館1階入院受付または病棟クラークにご相談下さい。

入院中のお世話は看護師が致しますので、付き添いは必
要ありません。ただし、患者さんの病状やご家族の希望
があり、医師が必要と認めた場合は家族の付き添いが認め
られます。

（1）病状に応じた食事をご用意致します。
（2）食事時間

（1）ご入院前に服用されていたお薬は薬剤師または看護師に
お見せ下さい。

（2）かかりつけ薬局に持参のお薬についてお尋ねする場合が
ございます。ご了承ください。

（3）原則、入院中は他の病院への受診と薬処方ができません。
（4）「お薬手帳」や「お薬の説明書」をお持ちの方はご提示

下さい。
（5）継続服用に関しては、医師に相談の上お伝え致します。
（6）副作用・アレルギー歴のある場合は必ずお知らせ下さい。
（7）入院中のお薬についてのお問い合せは、医師または薬剤師

にお尋ね下さい。
（8）退院後は院外処方となります。

（5）お支払い方法
●　現金
●　クレジットカード（VISA,mastercard ,JCB,Amer ican 
Express,Diners Club）

（金額等により暗証番号が必要になりますのでご注意
下さい。）
＊ATMはございません。

（1）外出・外泊について
①医師の許可が必要になりますので、ナースセンター
にお申し出下さい。

②夜間（19：30以降）及び日祝祭日は終日、東西正面玄関
から入る事ができません。西館病棟ご入院の患者さんは
夜間休日受付よりお入り下さい。

（2）入浴について
医師の許可が必要になりますので、医師または看護師に
お尋ね下さい。

（3）リストバンドのお願い
リストバンドは医療事故防止のために外出・外泊時にも
装着をお願い致します。材質などには十分配慮しており
ますが、万一リストバンドが原因でアレルギー等が発生した
場合は看護師または医師へお知らせ下さい。

（4）貴重品について
ベッドサイドキャビネットのセーフティーボックス（カード
キー方式）をご利用下さい。多額の現金・貴重品はお持ち
込みにならないようにお願い致します。万一盗難事故等が
発生した場合は責任を負いかねます。
カードキーを紛失した場合は実費550円（税込）をご
負担頂きますのでご注意下さい。

（5）院内での飲酒はご遠慮下さい。携帯電話は指定の場所でご
使用下さい。また、院内・病院周辺は禁煙です。

（6）患者相談窓口
退院後の療養生活に心配事やお困りの事がある方は、
看護師までお申し出下さい。相談室に直接お越し頂いても
結構です。（アネックス館1F相談室）

（7）テレビ・電話について
①病室内のテレビ、冷蔵庫及び電話（個室のみ）につ
いては、プリペイドカード方式になっております（カード
販売機は各病棟ロビーに、精算機は西館1階入院受付
そばに設置してあります）。
②大部屋でのテレビ鑑賞はイヤホンをご使用下さい
（東館1階売店にもございます）。

（8）消灯時間は21時です。
（9）自動洗濯機・乾燥機は東館7階・西館7階にございます。
（有料）

（10）売店営業時間

（11）治療・看護の関係上部屋移動及びベッド移動のお願いを
する場合がございます。

（2）面会時の注意事項
①患者さんの安静と診療の妨げにならない様に面会時間
をお守り下さい。
②面会の際はナースセンターにあります面会簿に必要事
項を記入し、面会証を着用して下さい。
③患者さんの病状によっては面会時間を制限したり、
お断りすることがありますのでご了承下さい。
④病院内での面会者のご飲食は、西館3階軽食喫茶
　（コルドバ）をご利用下さい。
コルドバ　営業時間
月～土曜日　9：00～15：00（ラストオーダー14：00）
日祝祭日　　休み
⑤酒気帯びでの面会はお断り致します。
⑥小さいお子さんの面会はご遠慮下さい。
⑦駐車場について
お車でお越しの方は、駐車場をご利用頂けます。 
駐車料金：1時間400円
駐車場でのトラブルやお問い合わせ先
ビットデザインコールセンター　TEL ：0800-0000-118
⑧自転車・バイクにて来院の方は当院専用の駐輪場を
ご利用下さい。駐輪場のご利用は無料です。

（1）院内では携帯電話のご使用は決められた場所でお願い致し
ます（職員が使用しておりますＰＨＳは携帯電話と異なり
弱い電波ですので問題ありません）。

（2）診断書をご希望の方は東館1階受付または病棟クラークに
お問い合せ下さい。尚、入院証明等は東館1階受付で取り
扱います。

（3）他人に迷惑をかけたり、院内の秩序を乱したり、医師・看護師
等職員の指示に従わない等、病院の管理上支障を来たす
場合は退院して頂くことがあります。

（4）個人情報保護の観点から、入院患者さんに関するお電話
でのお問い合せにはお答えを差し控えさせて頂きます。
ご了承下さい。

（5）当院は臨床研修の教育機関であり、当院での研修を希望
する医師に教育をする義務があるため、当院指導医と入
院の患者さんの診察等を行うことがございますのでご了
承下さい。

外出・外泊等により食事が必要ない場合は下記の時間
までにナースセンターにご連絡下さい。
（お申し出がない場合にはお食事代を請求させて頂きます）
　朝食が必要ない時 ： 前日の17：30まで
　昼食が必要ない時 ： 当日の10：00まで
　夕食が必要ない時 ： 当日の16：00まで

（1）洗面用具、コップ（割れにくいもの）、履物（かかとが入り歩
きやすい靴）イヤホン、テッシュペーパー等。
※義歯・補聴器・メガネ等をご使用の方は専用のケース。

（2）寝間着・タオル・肌着・オムツ・日用品等はレンタルの入院
セットをご用意しております。
※日用品につきましては、３泊４日までの短期入院の方の
みご利用出来ます。
患者さんの身の回りの衛生環境向上と、ご家族方の洗濯
負担等軽減を目的として導入しております。ご理解・ご協
力をお願い致します。

※オムツについて
　快適性、安全性に優れたオムツを使用することで、夜間の
安眠が可能となります。

（3）入院期間中に服用する薬（今まで服用・使用していたお薬・
点眼・吸入薬を含む）と、お薬手帳をお持ち下さい。

（1）入院医療費のお支払いは月1回の定時請求（月末締め）
となります。退院時は当日のご請求、ご精算となります。
毎月月末にて計算し、入院請求書はその後約10日程でお
手元へお配り致します。請求書をお受け取り後、一週間以内
にお支払い頂きますようお願い致します。

（2）退院時のお支払いは、当日請求書をご用意して病棟へ
ご連絡致します。（土曜日12時以降・日曜日・祝祭日には精
算できません。前日に精算になります）

（3）当院では（株）イントラストが提供する連帯保証人代行
制度を導入しております。貴殿が医療費のお支払いを
支払期日までになされなかった場合、（株）イントラスト
へ代位弁済請求いたします。詳しくは別紙スマホスのご
案内を参照して下さい。

（4）お支払い場所

（6）室料差額（1日あたり）

（1）面会時間
平　　　日／15：00～19：30
土日祝祭日／13：00～19：30

平　日　8：00～18：00
土曜日　9：00～16：00
日・祝 10：00～16：00

定休日：無休
（12/31～1/3を除く）

退院が決まりましたら、お手続を致します。当院では、
退院時間は午前中にお願いしております。また、入院治
療後に外来通院が困難な方を中心に訪問診療看護を
行っております。詳しくは担当医師・看護師長にご相談
下さい。

西館1階

東館1階

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

診察券又は請求書のバーコードでも支払えます。
■自動精算機

下記時間帯はクレジットのみの取扱いとなります。

土曜日（祝祭日を除く）
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
土曜日（祝祭日を除く）

8：30～18：00

西館1階 月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 18：00～19：30

■会計窓口

西館1階
月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 8：30～17：00

土曜日（祝祭日を除く） 8：30～12：00

8：30～14：00
8：30～17：00
8：30～12：00

朝食 昼食 夕食7時50分 12時 18時

2021.06　改訂

11,000円（税込） 8,800円（税込）
個室 個室

5,500円（税込）
16,500円（税込）

2,750円（税込）

13,200円（税込）
個室

準個室

準個室
2,750円（税込）

5,500円（税込）16,500円（税込）



放射線治療室

消化器・ＩＢＤセンター　受付及び書類窓口

1.医療と社会貢献に対する使命感と誇りを持って研鑽に努めます。

2.最良の医療を患者さんの側に立って提供します。

3.明日の医療を担う人材を啓発・育成します。

基本方針

眼科　耳鼻咽喉科　皮膚科　泌尿器科　内科　歯科口腔外科　
生理検査室　中央検査室　栄養相談室　呼吸器病センター 形成外科外来化学療法室

女性外来

乳腺センター

入院受付 相談窓口 地域医療部
相談室

コインランドリーコインランドリー

社会医療法人財団互恵会

大船中央病院の理念
「医療を通じて社会に貢献する」
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（1）入院当日は西館1階入院受付にお越し下さい。
所定の入院手続きをお願い致します。

（2）入院手続きに必要なもの
入院申込書・印鑑・診察券・入院予約票
健康保険証（後期高齢医療証を含む）
※当院では、入院保証金はお預かりしておりません。

（3）過去3ヶ月以内に他の医療機関で入院された場合は、
退院証明書をご提出下さい。

（4）夜間・休日にご入院の場合のお手続き
翌平日　8：30～17：00（土曜日は12：00まで）

※使用料は入退院の時間に関係なく、入室日をそれぞれ1日
として計算いたします。
※準個室とは、4人部屋ですが各ベッドをパ－テ－ションで仕
切って個人スペ－スを確保しています。

※その他お支払いのことでご不明な点等何かございましたら、
西館1階入院受付または病棟クラークにご相談下さい。

入院中のお世話は看護師が致しますので、付き添いは必
要ありません。ただし、患者さんの病状やご家族の希望
があり、医師が必要と認めた場合は家族の付き添いが認め
られます。

（1）病状に応じた食事をご用意致します。
（2）食事時間

（1）ご入院前に服用されていたお薬は薬剤師または看護師に
お見せ下さい。

（2）かかりつけ薬局に持参のお薬についてお尋ねする場合が
ございます。ご了承ください。

（3）原則、入院中は他の病院への受診と薬処方ができません。
（4）「お薬手帳」や「お薬の説明書」をお持ちの方はご提示

下さい。
（5）継続服用に関しては、医師に相談の上お伝え致します。
（6）副作用・アレルギー歴のある場合は必ずお知らせ下さい。
（7）入院中のお薬についてのお問い合せは、医師または薬剤師

にお尋ね下さい。
（8）退院後は院外処方となります。

（5）お支払い方法
●　現金
●　クレジットカード（VISA,mastercard ,JCB,Amer ican 
Express,Diners Club）

（金額等により暗証番号が必要になりますのでご注意
下さい。）
＊ATMはございません。

（1）外出・外泊について
①医師の許可が必要になりますので、ナースセンター
にお申し出下さい。

②夜間（19：30以降）及び日祝祭日は終日、東西正面玄関
から入る事ができません。西館病棟ご入院の患者さんは
夜間休日受付よりお入り下さい。

（2）入浴について
医師の許可が必要になりますので、医師または看護師に
お尋ね下さい。

（3）リストバンドのお願い
リストバンドは医療事故防止のために外出・外泊時にも
装着をお願い致します。材質などには十分配慮しており
ますが、万一リストバンドが原因でアレルギー等が発生した
場合は看護師または医師へお知らせ下さい。

（4）貴重品について
ベッドサイドキャビネットのセーフティーボックス（カード
キー方式）をご利用下さい。多額の現金・貴重品はお持ち
込みにならないようにお願い致します。万一盗難事故等が
発生した場合は責任を負いかねます。
カードキーを紛失した場合は実費550円（税込）をご
負担頂きますのでご注意下さい。

（5）院内での飲酒はご遠慮下さい。携帯電話は指定の場所でご
使用下さい。また、院内・病院周辺は禁煙です。

（6）患者相談窓口
退院後の療養生活に心配事やお困りの事がある方は、
看護師までお申し出下さい。相談室に直接お越し頂いても
結構です。（アネックス館1F相談室）

（7）テレビ・電話について
①病室内のテレビ、冷蔵庫及び電話（個室のみ）につ
いては、プリペイドカード方式になっております（カード
販売機は各病棟ロビーに、精算機は西館1階入院受付
そばに設置してあります）。
②大部屋でのテレビ鑑賞はイヤホンをご使用下さい
（東館1階売店にもございます）。

（8）消灯時間は21時です。
（9）自動洗濯機・乾燥機は東館7階・西館7階にございます。
（有料）

（10）売店営業時間

（11）治療・看護の関係上部屋移動及びベッド移動のお願いを
する場合がございます。

（2）面会時の注意事項
①患者さんの安静と診療の妨げにならない様に面会時間
をお守り下さい。
②面会の際はナースセンターにあります面会簿に必要事
項を記入し、面会証を着用して下さい。
③患者さんの病状によっては面会時間を制限したり、
お断りすることがありますのでご了承下さい。
④病院内での面会者のご飲食は、西館3階軽食喫茶
　（コルドバ）をご利用下さい。
コルドバ　営業時間
月～土曜日　9：00～15：00（ラストオーダー14：00）
日祝祭日　　休み
⑤酒気帯びでの面会はお断り致します。
⑥小さいお子さんの面会はご遠慮下さい。
⑦駐車場について
お車でお越しの方は、駐車場をご利用頂けます。 
駐車料金：1時間400円
駐車場でのトラブルやお問い合わせ先
ビットデザインコールセンター　TEL ：0800-0000-118
⑧自転車・バイクにて来院の方は当院専用の駐輪場を
ご利用下さい。駐輪場のご利用は無料です。

（1）院内では携帯電話のご使用は決められた場所でお願い致し
ます（職員が使用しておりますＰＨＳは携帯電話と異なり
弱い電波ですので問題ありません）。

（2）診断書をご希望の方は東館1階受付または病棟クラークに
お問い合せ下さい。尚、入院証明等は東館1階受付で取り
扱います。

（3）他人に迷惑をかけたり、院内の秩序を乱したり、医師・看護師
等職員の指示に従わない等、病院の管理上支障を来たす
場合は退院して頂くことがあります。

（4）個人情報保護の観点から、入院患者さんに関するお電話
でのお問い合せにはお答えを差し控えさせて頂きます。
ご了承下さい。

（5）当院は臨床研修の教育機関であり、当院での研修を希望
する医師に教育をする義務があるため、当院指導医と入
院の患者さんの診察等を行うことがございますのでご了
承下さい。

外出・外泊等により食事が必要ない場合は下記の時間
までにナースセンターにご連絡下さい。
（お申し出がない場合にはお食事代を請求させて頂きます）
　朝食が必要ない時 ： 前日の17：30まで
　昼食が必要ない時 ： 当日の10：00まで
　夕食が必要ない時 ： 当日の16：00まで

（1）洗面用具、コップ（割れにくいもの）、履物（かかとが入り歩
きやすい靴）イヤホン、テッシュペーパー等。
※義歯・補聴器・メガネ等をご使用の方は専用のケース。

（2）寝間着・タオル・肌着・オムツ・日用品等はレンタルの入院
セットをご用意しております。
※日用品につきましては、３泊４日までの短期入院の方の
みご利用出来ます。
患者さんの身の回りの衛生環境向上と、ご家族方の洗濯
負担等軽減を目的として導入しております。ご理解・ご協
力をお願い致します。

※オムツについて
　快適性、安全性に優れたオムツを使用することで、夜間の
安眠が可能となります。

（3）入院期間中に服用する薬（今まで服用・使用していたお薬・
点眼・吸入薬を含む）と、お薬手帳をお持ち下さい。

（1）入院医療費のお支払いは月1回の定時請求（月末締め）
となります。退院時は当日のご請求、ご精算となります。
毎月月末にて計算し、入院請求書はその後約10日程でお
手元へお配り致します。請求書をお受け取り後、一週間以内
にお支払い頂きますようお願い致します。

（2）退院時のお支払いは、当日請求書をご用意して病棟へ
ご連絡致します。（土曜日12時以降・日曜日・祝祭日には精
算できません。前日に精算になります）

（3）当院では（株）イントラストが提供する連帯保証人代行
制度を導入しております。貴殿が医療費のお支払いを
支払期日までになされなかった場合、（株）イントラスト
へ代位弁済請求いたします。詳しくは別紙スマホスのご
案内を参照して下さい。

（4）お支払い場所

（6）室料差額（1日あたり）

（1）面会時間
平　　　日／15：00～19：30
土日祝祭日／13：00～19：30

平　日　8：00～18：00
土曜日　9：00～16：00
日・祝 10：00～16：00

定休日：無休
（12/31～1/3を除く）

退院が決まりましたら、お手続を致します。当院では、
退院時間は午前中にお願いしております。また、入院治
療後に外来通院が困難な方を中心に訪問診療看護を
行っております。詳しくは担当医師・看護師長にご相談
下さい。

西館1階

東館1階

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

診察券又は請求書のバーコードでも支払えます。
■自動精算機

下記時間帯はクレジットのみの取扱いとなります。

土曜日（祝祭日を除く）
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
土曜日（祝祭日を除く）

8：30～18：00

西館1階 月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 18：00～19：30

■会計窓口

西館1階
月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 8：30～17：00

土曜日（祝祭日を除く） 8：30～12：00

8：30～14：00
8：30～17：00
8：30～12：00

朝食 昼食 夕食7時50分 12時 18時

2021.06　改訂

11,000円（税込） 8,800円（税込）
個室 個室

5,500円（税込）
16,500円（税込）

2,750円（税込）

13,200円（税込）
個室

準個室

準個室
2,750円（税込）

5,500円（税込）16,500円（税込）
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2.最良の医療を患者さんの側に立って提供します。
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（1）入院当日は西館1階入院受付にお越し下さい。
所定の入院手続きをお願い致します。

（2）入院手続きに必要なもの
入院申込書・印鑑・診察券・入院予約票
健康保険証（後期高齢医療証を含む）
※当院では、入院保証金はお預かりしておりません。

（3）過去3ヶ月以内に他の医療機関で入院された場合は、
退院証明書をご提出下さい。

（4）夜間・休日にご入院の場合のお手続き
翌平日　8：30～17：00（土曜日は12：00まで）

※使用料は入退院の時間に関係なく、入室日をそれぞれ1日
として計算いたします。
※準個室とは、4人部屋ですが各ベッドをパ－テ－ションで仕
切って個人スペ－スを確保しています。

※その他お支払いのことでご不明な点等何かございましたら、
西館1階入院受付または病棟クラークにご相談下さい。

入院中のお世話は看護師が致しますので、付き添いは必
要ありません。ただし、患者さんの病状やご家族の希望
があり、医師が必要と認めた場合は家族の付き添いが認め
られます。

（1）病状に応じた食事をご用意致します。
（2）食事時間

（1）ご入院前に服用されていたお薬は薬剤師または看護師に
お見せ下さい。

（2）かかりつけ薬局に持参のお薬についてお尋ねする場合が
ございます。ご了承ください。

（3）原則、入院中は他の病院への受診と薬処方ができません。
（4）「お薬手帳」や「お薬の説明書」をお持ちの方はご提示

下さい。
（5）継続服用に関しては、医師に相談の上お伝え致します。
（6）副作用・アレルギー歴のある場合は必ずお知らせ下さい。
（7）入院中のお薬についてのお問い合せは、医師または薬剤師

にお尋ね下さい。
（8）退院後は院外処方となります。

（5）お支払い方法
●　現金
●　クレジットカード（VISA,mastercard ,JCB,Amer ican 
Express,Diners Club）

（金額等により暗証番号が必要になりますのでご注意
下さい。）
＊ATMはございません。

（1）外出・外泊について
①医師の許可が必要になりますので、ナースセンター
にお申し出下さい。

②夜間（19：30以降）及び日祝祭日は終日、東西正面玄関
から入る事ができません。西館病棟ご入院の患者さんは
夜間休日受付よりお入り下さい。

（2）入浴について
医師の許可が必要になりますので、医師または看護師に
お尋ね下さい。

（3）リストバンドのお願い
リストバンドは医療事故防止のために外出・外泊時にも
装着をお願い致します。材質などには十分配慮しており
ますが、万一リストバンドが原因でアレルギー等が発生した
場合は看護師または医師へお知らせ下さい。

（4）貴重品について
ベッドサイドキャビネットのセーフティーボックス（カード
キー方式）をご利用下さい。多額の現金・貴重品はお持ち
込みにならないようにお願い致します。万一盗難事故等が
発生した場合は責任を負いかねます。
カードキーを紛失した場合は実費550円（税込）をご
負担頂きますのでご注意下さい。

（5）院内での飲酒はご遠慮下さい。携帯電話は指定の場所でご
使用下さい。また、院内・病院周辺は禁煙です。

（6）患者相談窓口
退院後の療養生活に心配事やお困りの事がある方は、
看護師までお申し出下さい。相談室に直接お越し頂いても
結構です。（アネックス館1F相談室）

（7）テレビ・電話について
①病室内のテレビ、冷蔵庫及び電話（個室のみ）につ
いては、プリペイドカード方式になっております（カード
販売機は各病棟ロビーに、精算機は西館1階入院受付
そばに設置してあります）。
②大部屋でのテレビ鑑賞はイヤホンをご使用下さい
（東館1階売店にもございます）。

（8）消灯時間は21時です。
（9）自動洗濯機・乾燥機は東館7階・西館7階にございます。
（有料）

（10）売店営業時間

（11）治療・看護の関係上部屋移動及びベッド移動のお願いを
する場合がございます。

（2）面会時の注意事項
①患者さんの安静と診療の妨げにならない様に面会時間
をお守り下さい。
②面会の際はナースセンターにあります面会簿に必要事
項を記入し、面会証を着用して下さい。
③患者さんの病状によっては面会時間を制限したり、
お断りすることがありますのでご了承下さい。
④病院内での面会者のご飲食は、西館3階軽食喫茶
　（コルドバ）をご利用下さい。
コルドバ　営業時間
月～土曜日　9：00～15：00（ラストオーダー14：00）
日祝祭日　　休み
⑤酒気帯びでの面会はお断り致します。
⑥小さいお子さんの面会はご遠慮下さい。
⑦駐車場について
お車でお越しの方は、駐車場をご利用頂けます。 
駐車料金：1時間400円
駐車場でのトラブルやお問い合わせ先
ビットデザインコールセンター　TEL ：0800-0000-118
⑧自転車・バイクにて来院の方は当院専用の駐輪場を
ご利用下さい。駐輪場のご利用は無料です。

（1）院内では携帯電話のご使用は決められた場所でお願い致し
ます（職員が使用しておりますＰＨＳは携帯電話と異なり
弱い電波ですので問題ありません）。

（2）診断書をご希望の方は東館1階受付または病棟クラークに
お問い合せ下さい。尚、入院証明等は東館1階受付で取り
扱います。

（3）他人に迷惑をかけたり、院内の秩序を乱したり、医師・看護師
等職員の指示に従わない等、病院の管理上支障を来たす
場合は退院して頂くことがあります。

（4）個人情報保護の観点から、入院患者さんに関するお電話
でのお問い合せにはお答えを差し控えさせて頂きます。
ご了承下さい。

（5）当院は臨床研修の教育機関であり、当院での研修を希望
する医師に教育をする義務があるため、当院指導医と入
院の患者さんの診察等を行うことがございますのでご了
承下さい。

外出・外泊等により食事が必要ない場合は下記の時間
までにナースセンターにご連絡下さい。
（お申し出がない場合にはお食事代を請求させて頂きます）
　朝食が必要ない時 ： 前日の17：30まで
　昼食が必要ない時 ： 当日の10：00まで
　夕食が必要ない時 ： 当日の16：00まで

（1）洗面用具、コップ（割れにくいもの）、履物（かかとが入り歩
きやすい靴）イヤホン、テッシュペーパー等。
※義歯・補聴器・メガネ等をご使用の方は専用のケース。

（2）寝間着・タオル・肌着・オムツ・日用品等はレンタルの入院
セットをご用意しております。
※日用品につきましては、３泊４日までの短期入院の方の
みご利用出来ます。
患者さんの身の回りの衛生環境向上と、ご家族方の洗濯
負担等軽減を目的として導入しております。ご理解・ご協
力をお願い致します。

※オムツについて
　快適性、安全性に優れたオムツを使用することで、夜間の
安眠が可能となります。

（3）入院期間中に服用する薬（今まで服用・使用していたお薬・
点眼・吸入薬を含む）と、お薬手帳をお持ち下さい。

（1）入院医療費のお支払いは月1回の定時請求（月末締め）
となります。退院時は当日のご請求、ご精算となります。
毎月月末にて計算し、入院請求書はその後約10日程でお
手元へお配り致します。請求書をお受け取り後、一週間以内
にお支払い頂きますようお願い致します。

（2）退院時のお支払いは、当日請求書をご用意して病棟へ
ご連絡致します。（土曜日12時以降・日曜日・祝祭日には精
算できません。前日に精算になります）

（3）当院では（株）イントラストが提供する連帯保証人代行
制度を導入しております。貴殿が医療費のお支払いを
支払期日までになされなかった場合、（株）イントラスト
へ代位弁済請求いたします。詳しくは別紙スマホスのご
案内を参照して下さい。

（4）お支払い場所

（6）室料差額（1日あたり）

（1）面会時間
平　　　日／15：00～19：30
土日祝祭日／13：00～19：30

平　日　8：00～18：00
土曜日　9：00～16：00
日・祝 10：00～16：00

定休日：無休
（12/31～1/3を除く）

退院が決まりましたら、お手続を致します。当院では、
退院時間は午前中にお願いしております。また、入院治
療後に外来通院が困難な方を中心に訪問診療看護を
行っております。詳しくは担当医師・看護師長にご相談
下さい。

西館1階

東館1階

月曜日～金曜日（祝祭日を除く）

診察券又は請求書のバーコードでも支払えます。
■自動精算機

下記時間帯はクレジットのみの取扱いとなります。

土曜日（祝祭日を除く）
月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
土曜日（祝祭日を除く）

8：30～18：00

西館1階 月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 18：00～19：30

■会計窓口

西館1階
月曜日～金曜日（祝祭日を除く） 8：30～17：00

土曜日（祝祭日を除く） 8：30～12：00

8：30～14：00
8：30～17：00
8：30～12：00

朝食 昼食 夕食7時50分 12時 18時

2021.06　改訂

11,000円（税込） 8,800円（税込）
個室 個室

5,500円（税込）
16,500円（税込）

2,750円（税込）

13,200円（税込）
個室

準個室

準個室
2,750円（税込）

5,500円（税込）16,500円（税込）




