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１．診療⾏為は、患者さんの病気の治療のために⾏われます。
診断、検査、治療などで分からないことはスタッフへお尋ねください。

２．以下の⾏為があった場合には、診療を中⽌し、退院をして頂く
場合がございます。
‣⾝体的暴⼒や暴⾔、あるいはセクハラやストーカー⾏為
‣賭け事や飲酒、その他、院内の秩序を乱す⾏為

（外出・外泊時の飲酒も原則禁⽌）
‣病院敷地内での喫煙があった場合(病院敷地内は全⾯禁煙）

３．携帯電話の使⽤を制限している場所でのご使⽤は、ご遠慮ください。
他の⽅々のご迷惑とならないよう、場所や時間には⼗分ご配慮下さい。

４．⼊院費は期限内にお⽀払い頂くようお願いいたします。（P8参照)

お気づきの点やご不明な点がございましたら、遠慮なく当院スタッフへご相談ください。

患者さんとご家族へのお願い
当院では、⼊院中の快適な療養環境と、安全な医療を提供すること
に努めておりますので、皆さまのご協⼒をお願いいたします。

医療相談等について
⼊院に伴って起こる患者さんやご家族の⽣活上の不安や⼼配などの問題、
退院後の在宅ケアなどについて、医療ソーシャルワーカーと専任の看護師が相
談の窓⼝になり、皆さまと⼀緒に考えるためのお⼿伝いをさせていただきます。
なお、相談内容についての秘密は守ります。

利⽤⽅法︓病棟の看護師にお申し出いただくか、１階 医療相談室を
お訪ねください

受付時間︓⽉〜⾦曜⽇(祝⽇除く） 9:00〜17:00
相談内容 お気軽にご相談ください︕
●病気やけがについての不安や⼼配事
●家族や職場で困っていること
●医療費や⽣活費のこと
●社会保険・福祉制度のこと
●退院に伴うこと など
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１．⼊院申込

主治医と相談し、⼊院の申込を確認しましたら、当院の地域医療⽀援部
スタッフとの⼊院前⾯接をおこないます。

⾯接時には、⼊院時に持参頂きたい書類や持ち物などの説明をはじめとし
た⼊院のご案内をいたします。

「⾯接時に聞き忘れた」「聞いたのに忘れてしまった」など、問い合わせが⽣
じた場合には、地域医療⽀援部 直通番号にお問い合わせください。

地域医療⽀援部 直通TEL
（011）631-1169

１）⼊院の申込／⼊院前⾯接

２）⼊院⽇決定

当院の地域医療⽀援部スタッフから、⽇程の連絡をいたします。

⼊院⽇の1〜2週間前にはご連絡するようにしておりますが、急遽、⽇程の
調整がされることもありますので、ご了承ください。

かかりつけの病院から処⽅されている薬は⾜りそうですか︖
⼊院⽇数分をご準備いただいております。今⼀度、ご確認ください。

場合によっては、⾯接が⾏えないこともありますが、当院の地域医療⽀援部
スタッフからお電話にて⼊院に必要な情報をお伺いさせていただきます。

３）⼊院のキャンセル

外来診察時などに、主治医や外来看護師にご相談ください。
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２．⼊院の⼿続き

□ 診察券
□ 退院証明書(転院時・退院後3ヶ⽉以内の場合）
□ ⼊院療養に関する誓約書／保険外負担に関する同意書
□ 健康保険証
□ 各種受給者証

［特定医療費受給者証］
※ ⾃⼰負担上限額管理票も合わせてお持ちください

［重度⼼⾝障害者医療受給者証］
［⾼額療養費限度額適⽤認定証］ など

□ CSセット利⽤申込書

＊⽣活保護受給の⽅は、役所の担当者に連絡の上、ご⼊院下さい。

１）⼊院の⼿続きに必要なもの

２）⼊院に必要な持ち物

□ お薬 ( お薬⼿帳もご⼀緒にご持参ください ）
□ 室内履き（滑りにくいもの）
□ ひげ剃り
□ 化粧⽔ など

＊ 病⾐、タオル類、⽇⽤品についてはCS（ケアサポート）セットの
ご案内を参照ください。

＊ ドライヤーの貸出しは⾏っておりますので、病棟スタッフまでお申し出
ください。

＊ ひげ剃りと⻭ブラシ以外の電気製品の持ち込みは、控えて頂いており
ますが、パソコン等の電⼦機器の持込みについてはご相談ください。

＊ 多額の現⾦、貴重品は絶対に置かないよう、お願いいたします。万⼀
盗難に遭われた場合でも、当院では⼀切の責任を負いかねます。
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皆様が使⽤しているお薬の情報を正確に
把握するため、⼊院される際には現在使
⽤している「すべてのお薬」と「お薬⼿帳」や
「おくすりの説明書」をお持ち下さい。なお、
⼊院予定の期間分を⽬安にお持ちください。

３）お薬の持参について

4）インターネットのご利⽤について

モバイルルーター等のWi-Fi通信機器や
スマートフォンのデザリング機能の使⽤は、
院内情報端末に⽀障をきたす可能性が
有りますのでご遠慮ください。

５）⼊院当⽇

午前10:00に１F受付にお越し下さい。

当院には、⼊院患者さん専⽤駐⾞場の⽤意がござ
いませんので、⼊院時には交通機関のご利⽤やご家族の送迎、
タクシーの利⽤などをお願い致します。

お薬の管理⽅法として、現在使⽤している「お薬カレンダー」や
「お薬ボックス」「お薬カップ」など、使いやすい道具がありましたらご
持参ください。
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３．⼊院中の⽣活

① ⼊院中は、主治医と受持ち看護師が担当をさせていただきます。
② 医師は、祝祭⽇を除く平⽇に診察に伺います。
時間は定めておりません。

③ 当院は健康保険法に基づく10対1看護体制をとっており、看護
師は交代制勤務をしています。
また、受け持ち看護師制をとっていますが、交代制勤務のため、
受け持ち看護師が不在の場合には代わりの看護師が担当をさせて
いただきます。

④ 病状説明等の医師との⾯談は、平⽇の午後の時間帯で調整を
お願いしております。その際には、聞き間違いや誤解を防ぐため、
できればご家族と⼀緒に説明をお聞きください。また、ご家族が別々
の時間に来院し、説明を求めることは極⼒お控え願います。

１）病棟の診療体制／看護体制

２）⾯会について

⾯会時間は 13︓00〜20︓00 と定められております。

① ⾯会時にはマスク着⽤が必要な場合もございます。
② 特別の事情で時間外に⾯会を希望される場合は、病棟看護師に
ご相談ください。

③ 同室者へのご配慮もお願いいたします。
④ 平⽇17時以降および⼟⽇祝⽇に⾯会ご希望の⽅は、１F 守衛
室前にあります『来訪者名簿』の記帳をお願いしております。

夜間⽞関の開放時間は 平⽇ 17︓00〜20︓00
⼟⽇祝 10︓00〜20︓00

**正⾯⽞関は平⽇（7:00〜17:00）のみ開放
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① ⾝の回り品については、床頭台と病室にある共同ロッカーを使⽤し、
整理して頂きます。退院の際にはお忘れ物のないようお願いします。

② 床頭台には、鍵付きの引き出しがあり、鍵の管理はご⾃⾝に
お願いしています。鍵を紛失した場合には、実費負担がかかります
のでご了承ください。

③ 持込み品について、以下の物は持込みをお断りしています。
楽器その他⾳のでる物、酒等のアルコール類（ノンアルコール含）
動物（ペット）、引⽕しやすい物、ナイフ等の刃物類

④ 盗難・紛失・破損に関しましては、⼀切の責任を負いかねます。
⾃⼰責任の下、鍵の管理を含めて厳重にご注意ください。

３）持ち物の整理と盗難防⽌

４）設備について

給湯 給湯室にポットを設置しております。
利⽤時間 6:00〜21:00

洗濯 私物の洗濯は各⾃でお願いします。
地下に有料の洗濯機・乾燥機があります。
クリーニングもご利⽤できます。

テレビ 利⽤時間 6:00〜21:00
（同室者との相談により22:00まで可能）

プリペードカード式です。
テレビ視聴時にはイヤホンをご利⽤ください。

ナースコール 看護師に御⽤の⽅は、ナースコールでお知らせく
ださい。トイレや浴室にも設置しております。

新聞 各病棟に、共同閲覧⽤の北海道新聞(朝刊）
を準備しております。

郵便物
宅配便

平⽇に1階受付にご相談ください。

6



電話の使⽤ 電話の取り次ぎ時間 6:00〜21:00
２階病棟 070-6603-6605
３階病棟 070-6603-6612
上記時間以外は、病院代表電話にお掛け下さい。

病院代表 011-631-1161
携帯電話 当院で定めた下記の条件のもとでご使⽤下さい。

●⼊⼒はマナーモード設定としてください。
●病室内ではメールの利⽤のみとし、消灯以降
のご使⽤は、周囲のご迷惑となりますのでご遠
慮ください。
●携帯使⽤スペースの利⽤時間は、6:00〜
21:00までとさせていただきます。

●通話は、定められたスペースでのご利⽤をお願
いします。

冷蔵庫 床頭台に設置されており、プリペイドカードを⼊れる
ことで作動します。
飲⾷物およびカードの管理はご⾃⾝・ご家族にお願
いしていますので、飲⾷物の消費期限切れや カー
ド切れに、ご注意ください。

売店 1階フロアにございます。
営業時間 10:00〜15:30

（ ⼟曜・⽇曜・祭⽇は休み）

訪問理美容 ⽉に2回（⽉曜⽇）
予定⽇は、病棟の掲⽰板を参照ください。
ご希望の⽅は、訪問⽇の前週⾦曜⽇の11:00ま
でに看護師に申し出てください。

プリペイドカード デイルームに設置している⾃動販売機で購⼊
1枚 1000円（971度数）
テレビ ︓ 1.110分視聴可能
冷蔵庫 ︓ 10⽇間利⽤可能

（24時間100円）
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⼊院中に、検査や診療を⽬的として他院を受診する場合には、
診療情報提供書等の書類を持参して頂きます。
その際には、健康保険証・各種受給者証などが必要になります。

ご家族のみが受診する場合であっても、必要な書類がご
ざいますので、受診の予定が⽴ちましたら看護師にお声を掛けて頂
くようお願いいたします。

５）他院を受診される場合について

６）外出・外泊について

外出や外泊の際には、主治医の許可が必要となります。

外泊の⽇数については、原則、1泊2⽇を限度とさせて頂きます。

外出につきましても、治療に影響のないようご協⼒お願いします。
また、感染症の流⾏時期につきましては、⾯会だけではなく外出を
極⼒控えていただくようお願いする場合がございます。

許可がおりましたら、外出外泊許可申請書を記載して頂き
ます。記載⽅法に関しては病棟看護師にお問合せください。

７）⼊院費のお⽀払いについて

⼊院費の請求書は、⽉末締めで翌⽉の15⽇頃に事務職員が病
室に伺い、お渡しします。⽉末までに１F事務で精算してください。

●平⽇の 8︓30〜17︓00
●クレジットカードでのお⽀払いも出来ます
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８）１⽇のスケジュール

起床
•6:00

朝⾷
•8:30

昼⾷
•12︓00

⼣⾷

消灯
•21︓00

＜⾷事について＞
⾷事は療養の⼀環でもあります。
患者さん同⼠での飲料や⾷物のやりとりは
控えて頂くようお願いします。
献⽴は朝⾷と昼⾷の選択ができますが、病状
によっては選択できない場合もありますので、ご
了承ください。

＜検査等＞
●診断及び治療⽅針を決めるため、必要
な諸検査を⾏いますのでご協⼒下さい。
●当院以外で検査や診療を受ける場合
があります。⾏先や⽇程等については事
前に説明いたします。

＜リハビリテーションについて＞
運動のしやすい靴をご準備ください。
服装は寝⾐でもよいですが、運動のしやすい
服装での参加も可能です。
⽇曜⽇はお休みとなります。
訓練時間の変更がある場合には事前に
お知らせします。

＜⼊浴について＞
●主治医の許可のもと⼊浴ができます。
●ご⾃分で⼊浴できる⽅
２Fのシャワー室をご利⽤ください。
9:00〜20:00（事前予約）

●介助を受けて⼊浴される⽅
週に1〜2回⼊浴⽇決められています。

17︓00
（18︓00）
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当院は、臨床医学・医療・看護を学ぶ研修医、学⽣、実習⽣等
が、指導者の厳重な管理・監督のもと、診療や検査などの実習や
⾒学を⾏う場合があります。
皆さまのご理解とご協⼒をお願いいたします。

１）学⽣実習について

２）病室・病棟の移動について

⼊院中の患者さまご⾃⾝、もしくは他の患者さまの病状・検査・緊
急処置などのため、病室・病棟の移動をお願いすることがあります。

状況によっては、患者さまのご希望に
そえない場合も起こり得ますが、緊急
の処置などを必要とする患者さまのた
めに、ご理解とご協⼒をお願いいたしま
す。

4．⼊院に際してのお願い

３）全⾯禁煙について

喫煙が及ぼす皆さまの健康への影響や「健康増進法」の施⾏など
を鑑みて、当院の敷地・施設内・駐⾞場は全⾯禁煙となっておりま
す。電⼦タバコ等の喫煙も禁⽌といたします。
皆さまのご理解とご協⼒をお願いいたします。
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主治医との相談の上で決定します。

１）退院⽇について

２）精算・お⽀払い⽅法について

●平⽇退院の場合
準備が整いましたら、病棟スタッフからお声を掛けさせて頂きます。
１F事務にてお⽀払いをお願いします。

●⼟⽇・祝⽇退院の場合
退院⽇が決まりましたら、１F事務にて精算⽅法をご相談ください。

５．退院時の⼿続き

３）次回受診⽇ついて

退院⽇までにお知らせします。
ご希望などありましたら、病棟看護師にお伝えください。
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患者さんの安全のために…
●同じ病気の患者さんや、同姓同名の⽅の⼈間違いを防ぐために
‣検査や処置の際は、患者間違いを防ぐため⾃ら⽒名を名乗って頂く事にご
協⼒ください。点滴ボトルや内服薬などにご⾃分の名前が書いてあるかどう
かも、確認してください。

‣ご家族の⽅も患者識別リストバンド・点滴ボトルの⽒名などをご確認ください。
‣輸⾎を受けるときは、ご⾃分の⾎液型・⽒名を確認してください。輸⾎前後
の体調不良など、遠慮なく医師や看護師にお申し出ください。

●個⼈の尊厳と危険防⽌の兼ね合いについて
‣患者さんの状態によっては、⼊院中に転倒・転落・徘徊が⽣じることがありま
す。ご家族の同意を得たうえで⾏動制限(抑制・拘束）を実施することもあり
ますが、最⼩限にとどめています。多少のリスクがあっても、個⼈の尊厳の⽅が
重要と考えています。

‣不安な点がありましたら、病棟の看護師にご相談ください。希望によってはご
家族に付き添っていただくなどの⽅法も検討いたします。

●院内感染防⽌について
‣医療従事者は院内の「感染防⽌対策マニュアル」に従って医療⾏為をして
おりますが、病院内にはいろいろな病原菌を持った患者さんが⼊院しているた
め、院内感染は完全に防げるわけではありません。また、感染症の疑われる
症状がある⽅は⾯会をご遠慮願います。

‣感染予防のために⾷事前、トイレの後には⽯鹸を使って⼿を洗ってください。
検査や外出から戻った後などにも、⼿洗いや⼿指の消毒を⾏うことをお勧めし
ます。廊下などに置いてある⼿指消毒薬をご利⽤ください。

‣感染症の流⾏時期(特にインフルエンザ）には、予防接種やマスクの着⽤の
ご協⼒をお願いしています。

‣⽣花は⼆酸化炭素放出等の影響、アレルギー源、感染源になる恐れがあり
ますので、当院への持込みはご遠慮願います。

※病状によっては予防接種を受けられない⽅もおりますので
主治医にご確認ください。
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個⼈情報保護について
当院は患者さんの個⼈情報保護に全⼒で取り組んでいます。個⼈情報の取
り扱いについてお気づきの点は、窓⼝までお気軽にお申し出下さい。

●個⼈情報の収集について
当院が患者さんの個⼈情報を収集する場合、診療・看護および患者さんの

医療にかかわる範囲で⾏います。その他の⽬的に個⼈情報を利⽤する場合は
利⽤⽬的をあらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイ
トで個⼈情報を必要とする場合も同様にいたします。

●個⼈情報の利⽤及び提供について
当院は患者さんの個⼈情報の利⽤につきましては以下の場合を除き、本来
の利⽤⽬的の範囲を超えて使⽤いたしません。
① 患者さんの了承を得た場合
② 個⼈情報を識別あるいは特定できない状態に加⼯して利⽤する場合
③ 法令により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合を除き、患者さんの許可なく、その情報を第三
者に提供いたしません。
★得られた医療情報は研究や学会発表などに使われることがありますが、
個⼈が特定できないようにされますので、プライバシーは守られます。

●個⼈情報の適正管理について
当院は患者さんの個⼈情報について、正確かつ最新の状態に保ち、情報の
漏洩・紛失・破壊・改ざん⼜は不正なアクセスを防⽌することに努めます。

●個⼈情報の確認・修正等について
当院は患者さんの個⼈情報について、患者さんが開⽰を求められた場合に
は、遅滞なく内容を確認し、「個⼈情報保護法」に従って対応いたします。

●問合せ窓⼝
当院の個⼈情報保護に関してのご質問は、受付窓⼝でお受けいたします。
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当院における個⼈情報の利⽤⽬的

▶医療提供
‣当院での医療サービスの提供
‣他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス
事業者等との連携

‣他の医療機関等からの照会への回答
‣患者さんの診療のため、外部の医師等の意⾒・助⾔を求める場合
‣検体検査業務の委託その他の業務委託
‣ご家族等への病状説明
‣その他、患者さんへの医療提供に関する利⽤

▶診療費請求のための事務
‣当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびの委託
‣審査⽀払機関へのレセプトの提出
‣審査⽀払機関⼜は保険者からの照会への回答
‣公費負担医療に関する⾏政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
‣その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費
請求のための利⽤

▶当院の管理運営業務
‣会計・経理
‣医療事故等の報告
‣当該患者さんの医療サービスの向上
‣⼊退院等の病棟管理
‣その他、当院の管理運営業務に関する利⽤

▶企業等から委託を受けて⾏う健康診断等における、企業等へのその結果通知

▶医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専⾨の団体、保険会社当
への相談⼜は届出等

▶医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

▶当院内において⾏われる医療実習への協⼒

▶医療の質の向上を⽬的とした当院内での症例研究

▶治験または製造販売後臨床試験に係る調査および業務

１．上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、
その旨をお申し出ください。

２．お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。
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