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基本方針

１．患者中心の最善の医療の実施

２．働く人に対する総合的な医療の実施

３．地域における救急・急性期医療の実施

患者中心の最善の医療を実施します」

「働く人と地域のために、

理念

患者の権利と責任・義務
良い医療は、患者と医療従事者の相互協力によって達成されること
から、以下の点について十分にご理解いただくようお願いいたします。

1. 一人ひとりの人格や価値観を尊重した良質で安全な医療を公平に受ける
権利があります。

2. 診断・治療・予後について、十分に理解できる言葉で納得できるまで説明
を受ける権利があります。

3. 十分な説明を受けた後、治療方法などについて自らの意思で選択する権
利があります。また、他院を含め他の医師の意見（セカンドオピニオン）を
求める権利があります。

4. 診療の過程で医療従事者が得た患者の個人情報やプライバシーが保護
される権利があります。

5. 自分の診療に関する記録の開示を求め、情報を得る権利があります。

6. 自分の病気に関する情報をできるだけ正確に医療従事者に伝える責任と
義務があります。

7. 医師から十分な情報提供を受け、自ら診療に参加し、病院に協力する責
任と義務があります。

8. 全ての患者が良質で安全な医療を等しく受けられるよう、医療に関する法
規や病院の規則を守り、他に迷惑をかけないように配慮する責任と義務
があります。

Ｓ

当院は、患者さんが心安らかで

快適な入院生活を送り、

１日でも早い回復、退院ができるように

努めてまいります。

当院について

当院は急性期病院です。急性期の治療が終了
した時点で退院となり、長期療養はできません
のでご了承ください。

地域の医療機関と連携を取っています。

診療所や病院のご紹介をご希望の方は、医師、
看護師、ソーシャルワーカー（相談員）にお尋ね
ください。

禁酒・禁煙について

入院期間中は禁酒・禁煙をお守りください。

外見上ビール等との区別がつきにくいノンアル

コール飲料もお控えください（面会者も同様）。

また、受動喫煙防止及び防災管理上の観点から

病院敷地内の全面禁煙は必ずお守りください。

なお、遵守いただけない場合は、強制退院等の

措置をとらせていただく場合がございます。
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緊急で入院された方へ

入院手続きのため、「④入院・退院受付」へ
お早めにお越し下さい。代理の方でも構いません。

平日8：15～17：00

※健康保険証をご持参ください。

5分程度

受付時間

手続き時間

面会について

平日 15：00～20：00

休日（土・日・祝日） 10：00～20：00

受付時間

・患者さんのご容態やご希望により、ご面会をお断りする場合が
あります。
・面会人が体調不良（風邪や発熱など）の場合、面会をご遠慮い
ただくことがあります。
・ご面会の場所は、原則として各階のデイルームをご利用いただ
き、周囲に迷惑とならないようご配慮ください。

面会は、１階防災センターで受付をして、受け取った
面会札を首にかけ、必ず病棟看護師にお申し出ください。

※現在、面会制限中

入院生活について

起床 6：00 消灯 21：00

※止むを得ない場合は床頭台備え付けの金庫に保管し、

自己管理して下さい。

貴重品の取り扱いについて

起床・消灯時間

貴重品の取扱について

貴重品は携行しないでください。

入院生活について

携帯電話は決められた場所で
ご使用ください。
病棟・・・各階デイルーム、個室

※ソフトバンク・auについては各階デイルーム
にて無料Wi-Fiが利用できます。

電話とりつぎについて

電話のおとりつぎは行っておりません。

急用の場合は、ご伝言をお預かりいたします。

携帯電話について

電話とりつぎについて

入院生活について

病室入口に患者さんの名前を表示しています。

ご希望されない場合は、入院のごあんないに同封している

「個人情報にかかる申出書」をご提出ください。

お名前の表示について

電気器具類は持ち込み禁止です。

電気ポット、加湿器、小型冷蔵庫、テレビ等

お名前の表示について

電化製品の持込について

健康保険証について

健康保険証の変更がありましたら、

１階「④入院・退院受付」に

新しい健康保険証をご提示ください。
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洗濯について

洗濯物は、ご自宅にお持ち帰りいただくか、

各病棟のコインランドリーをご利用ください。

洗濯機 1回 200円
乾燥機 1回 100円

料金

利用時間

8:30 ～ 20:00

シャワーについて

シャワー 8：30～20：00

シャワーの利用には主治医の許可が必要です。

シャワーを利用する際には、必ず病棟看護師に

お声掛けください。

利用時間

シャンプー、石けん等はご準備ください

冷蔵ロッカーについて

各デイルーム

１階売店

１日 105円

場所

お申込

料金

リストバンドについて

安全対策のため、入院中は

リストバンドを手首に付けさせて

いただきます。

検査や点滴等を行う際、

氏名を確認させていただきます。

おむつセットについて
入院中に必要な紙おむつをご利用いただけるシステムです。

セットをご利用いただくことで、おむつの購入や荷物を持っての

病院往復など、ご家族の負担の軽減につながります。

セット内容 料金

フリーセット 紙おむつ各種（テープ・パンツ・パット） ¥510
×利用日数

【枚数制限無し】 各サイズ （税込）

ミニセット 紙おむつ各種（テープ・パンツ・パット） ¥300
×利用日数

【各種組合せ2枚まで】 各サイズ （税込）

病衣について

お申込 病棟看護師にご相談ください。

お申込 病衣貸与申込書兼中止届を1階「④入院・退院受付」
または、病棟クラークにご提出ください。

料金 1日につき100円（税抜）

食事について

食事
時間

朝食 7：45～
昼食 12：00～
夕食 18：00～

普通食を召し上がっている患者さんは、選択
メニュー（朝食・昼食のみ。１食あたり２０円
追加）を実施しております。

毎週水曜日に選択メニュー用紙を配布いた
します。
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病室について

当院は、患者さんの病状に応じた入院

医療を行っているため、入院日翌日以降に

病棟内もしくは他病棟の病室に移動して

いただくことがございます。

ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。

特別療養環境室について

特別療養環境室ご利用の希望があり

ましたら、看護師へお申し出ください。

※特別療養環境室は当院規程の室料差額料
金をご負担いただきます。

料金

（税抜、１日につき）

料金

（１日につき）

特別室 33,000円

個室A 19,800円

個室B 17,600円

個室C 16,500円

４人室 4,400円

４人室 2,200円
(税込)

外出・外泊について

原則として認めておりません。特別な

事情があって希望されるときは、

担当医の許可が必要です。

事前に担当医または看護師までお申し出ください。

付き添いについて

付き添いは原則必要ありません。

付き添う場合は、医師の許可と申請の

手続きが必要になります。

簡易ベッドの貸出・・・１階売店にて

650円（１日につき）基本料金
（3日分（1,950円）前払となります）

テレビについて

テレビカードとイヤホンが必要です。

テレビカードは各階病棟のデイルーム

にある自動販売機でお求めください。

（１枚 1,000円 利用時間 約760分）

イヤホンは売店で販売しています。

売店

月～金 8：00～18：00

１階

土・日・祝 10：00～17：00

場所

営業時間

コーヒーショップ

１階

土・日・祝 休業
月～金 7：20～ 17:00

場所

営業時間
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レストラン

2階(外来棟)

土・日・祝 休業
月～金 10：30～ 16:00

場所

営業時間

ATM 「川崎信用金庫」
場所

ご利用時間

1階

金融機関によって、
お取引時間帯が異なります。

駐車場について

30分まで無料

１時間まで330円（以後330円/30分）

平日（月～金）の1日最大料金 3,300円
土・日・祝（12/29～1/3含む）の1日最大料金 1,100円

※食事介助などで来院された場合は、病棟でその旨をお

申し出ください。お支払い前に防災センターで割引処理を

いたします。

料金

入院費のお支払いについて

入院診療費は、月末に締め切り、翌月の１０日までに前
月の請求書を病室にお届けします。請求書を受け取られ
ましたら、すみやかにお支払いをお願いいたします。

なお、退院当日までにお支払いいただきますようお願い
いたします。

【お支払い窓口】

平日 １階③番お支払い窓口 8：15 ～17：00
自動精算機（防災センター前） 17：00 ～22：00

土・日・祝 自動精算機（防災センター前） 8：00 ～22：00

入院費のお支払いについて

退院の際は、入院期間中全ての

入院費をご精算ください。

なお、お支払いについてのご相談は

1階「③番お支払い窓口」へお申し出ください。

※デビットカード、クレジットカードでもお支払いできます。

高額療養費について

高額療養費（限度額適用認定証）の手続き

をして、認定証を病院にご提示いただくと、

病院窓口でのお支払いが減額になる場合が

あります。

詳細については、

１階「④入院・退院受付」までお尋ねください。

総合医療相談センターのご案内

患者さんやそのご家族からの医療・安全に関するご相談、
苦情などに適切に対応する窓口を設置しております。

医師、看護師、医療ソーシャルワーカー（MSW）がご相談に
応じることとしておりますので、ご遠慮なくご利用ください。

平日（月～金） 8：15～17：00
※土・日・祝を除く

１階

開室時間

場所
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診断書・明細書について

ご希望の患者さんは、各病棟のクラーク

（事務職員）にお申し出ください。

平日（月～金） 8：15～17：00
※土・日・祝を除く

ご不明な点は、各病棟のクラーク
（事務職員）にお問合せください。

受付時間

退院時間・・・原則として午前10時

退院について

入院係より退院精算連絡書を病棟へ送ります。
診察券・保険証・退院精算連絡書をお持ちのうえ、
1階「④入院・退院受付」へお越しください。

④入院・退院受付窓口

③ 番 お 支 払 い 窓 口

病 棟 へ

「退院される患者さん」の番号札を取ってお待ちください。
保険証の確認日を更新させていただき、請求書を退院
精算連絡書の医事課印を押して、お渡しします。

お支払い後、退院精算連絡書の会計課印を押して、
お渡しします。

退院精算連絡書を病棟の看護師へ渡してください。

土・日・祝日にご退院される患者さんは、前日までに精算金額をご連絡いたします。

土・日・祝日のお支払いは、診療費支払機（防災センター前）及び防災センターで
お取扱いしております。

領収書について

確定申告等で必要な方は、「領収証明書」

を発行します。事前に会計課あてにお電話

ください。後日、1階③番お支払い窓口にて

お渡しいたします。

入院：1通 550円（税込・入院1月につき）

外来：1通 550円（税込・診療科ごと）

料金

お願い

当院職員への金品等のお心遣いは

固くお断り申し上げます。

ご意見について

ご意見やご希望は

最寄りのご意見箱へお寄せください。

各病棟デイルーム

場所

ご不明な点は、医師・看護師・病棟クラーク

その他職員にご遠慮なくお尋ねください。

１日でも早くご退院できますよう、

職員一同支援して参ります。


