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症状が安定した後の診療について
当院では、地域の病院・診療所・クリニック等と連携した診療を基本としています。
原則、紹介予約制のもと、患者さんの症状が安定、軽快した段階で紹介いただきま
した診療所・クリニックにお戻りいただくか、他の医療機関などを紹介しています。
ご理解、ご協力の程よろしくお願い致します。
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館内案内

6　階 610 病棟　620 病棟　630 病棟
5　階 510 病棟　520 病棟　530 病棟　透析室　講堂
4　階 410 病棟　420 病棟（小児病棟） 
3　階 分娩室　ＮＩＣＵ ＧＣＵ　330 病棟（産科病棟）　MFICU 病棟
2　階 手術室　210 病棟（ICU）　女性総合外来　管理部門　会議室 

1　階
総合案内　入院受付・入院サポート部門　外来受付　会計受付　医事課
外来診療室　薬剤科　薬お渡し口　救急外来
患者支援センター（医療福祉相談・看護相談・医療連携・病床管理・心理相談）
患者の声相談窓口　医療情報室　ATM コーナー　コインロッカー　防災センター

地下 1 階 リハビリテーション科　外来診療室（脳神経外科、脳神経内科、生活習慣病センター、麻酔科）
放射線科　検査科　内視鏡室　栄養指導室　病歴室　食堂・売店

地下 2 階 栄養科　理髪店
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《ご相談の例》
○入院に関する準備や心配事
の相談
○医療費の支払いが心配。福
祉制度が知りたい。
○転院先の相談がしたい。
○訪問看護や往診医を紹介し
てほしい。
○在宅介護やケアの方法を知
りたい。
○かかりつけ医をさがした
い。
＊詳しくは 13 ページをご覧
ください。
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※改修工事中のため、診療科の配置等が変わることがあります。
（案内表示をご覧いただくか、お近くの職員にお尋ねください）

※改修工事及び新型コロナウイルス感染症の状況に応じて病棟の配置が変わることがあります。
（詳細については総合案内や入院受付にお尋ねください）
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入　院　手　続　き

 

入院される時にお持ちいただくもの

入院手続きに
必要なもの

身　の　ま　わ　り　の　も　の

（日用品は病院内の売店でも購入できます。また
一部の品はレンタルもご利用いただけます。）

・入院申込書

・特別室使用申込書
　（ご利用の方）

・診療券（IDカード）

・印　鑑

・健康保険証

・各種医療券
　（お持ちの方）

・限度額適用認定証
　（お持ちの方）

4～5枚
1枚
数枚
1足
各1箱
1式
1個

介護保険証
（お持ちの方）

持参薬など
現在服用中のお薬とお薬手帳
入院中は他の医療機関からお薬を出してもらうことはできません。
当院では処方できないお薬もありますので、お薬が無くなりそうな
場合は、入院前に必ずご用意ください。

介護保険証をお持ちの方は、入院時に確認させていただきます。
病棟看護師へお声掛けください。

寝巻き・パジャマ、下着
ガウン・カーディガンなどはおるもの
タオル、バスタオル
室内履き ※サンダル・スリッパはご遠慮ください
ティッシュペーパー、ウェットティッシュ
洗面用具（歯ブラシ、石鹸、シャンプー・リンス等）
コップ
イヤホン（TVをみる場合、院内で販売しています）
・手術を受けられる方や、入院する診療科によっては、上
記以外のものが必要となる場合があります。看護師より
ご説明いたします。
・危険物（ナイフ・はさみ・ライター等）の持ち込みは厳
禁です。必要時には看護師にお申し出ください。

・ 入院当日は、指定された時間までに１階『入院受付』窓口においでください。

・ 入院手続が済みましたら、入院される病棟の看護師等が病室にご案内いたします。
　 病室の準備等によりお待ちいただく場合がありますのでご了承ください。

・ 保険証・医療券は、入院受付で確認いたします。
　 なお、変更等がございましたら、直ちに１階『入院受付』窓口にお持ちください。

患者支援センター病床管理担当（内線　2132）
・ 入院日・入院当日のことに関する問い合わせ先
　（平日：9時～17時）

・救急・休日・夜間に入院された方は、平日の午前９時～17時に入院申込書・保険
証等 を1階『入院受付』窓口にお持ちください。

Ⅰ 入院にあたって
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手術目的で入院される方へ　入院時に以下のことにご協力をお願いします。

 

・手術中は爪の色を観察しますので、マニキュアは取り除
いてください。ジェルネイルの方は必ず入院前に専門店
で取り除いてください。
・つけまつげ、エクステンションは入院前に新しく付けな
いでください。手術中のアイパッチにより剥がれます。
・つけまつげ、ピアス、指輪は外せるようにして入院して
ください。
・腹部の手術を受けられる方は、へその垢はきれいにしておいてください。方法は、
①ベビーオイルなど皮膚に優しいオイルをへその垢に塗り、柔らかくします。
　②その後、綿棒でそっと拭き取ります。
・全身麻酔による手術を受けられる方で、口・顎のひげを伸ばしている方は、剃ってい
ただきます。
・手術中はコンタクトレンズは外します。レンズ保管容器をご持参ください。または、
眼鏡に替えていただいても結構です。

病　　　室
・一般病室は6人部屋が基準です。
・患者さんの状態に応じて、病棟または病室を変更させていただくことがあります。
・特別室（個室または2人部屋）は有料です。ご希望の方は入院予約時にお申し出くだ
さい。（1日あたり個室11,000円、2人部屋4,500円）

　満床の場合は、ご希望に添えないこともあります。また、治療上必要がある患者さん
を優先するため、ご使用中でもやむを得ず一般病室に移っていただく場合があります
ので、予めご了承ください。
　入院中にご希望の方は、特別室をご利用いただける場合もありますので、看護師にお
申し出ください。
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説明と同意
患者さんが、医師や他の医療スタッフから治療方針、診療内容とその必要性、検査・
治療による結果等の医療に関する事項について十分な説明を受け、理解、納得されたう
えで、同意書をいただくことになっております。

意思決定支援
・セカンドオピニオン
　患者さんの病状に対する診断や治療方針について、患者さんご自身が納得して意思決
定するための参考として、主治医以外の医師の意見を求めることです。セカンドオピ
ニオンをご希望される方は、主治医にご相談ください。
・臓器提供意思表示カード（ドナーカード）
　臓器提供意思表示カード（ドナーカード）等をお持ちの方は、入院時に主治医または
看護師にご提示ください。

患者さんのプライバシー
・ご家族など信頼できる人の中から病気の説明を受ける方を前もって選んでおいてく
ださい。
・当院では、入院中の患者さんのプライバシーを守るため、ご家族以外の方からの入
院しているかどうかや病状についてのご質問には、お答えしておりません。
　関係者の方へは、あらかじめご本人・ご家族の方からご連絡ください。
　また、お電話のお取次ぎはお受けしておりません。

主 治 医（担当医師）

看 護 体 制
・当院は健康保険法に基づく急性期一般入院基本料をとっています。
・看護師は3交代又は、2交代制勤務で、チームに分かれて看護をしています。
・入院生活から退院、在宅療養に向けて安心して生活することができるように支援さ
せていただきます。ご心配なことがありましたらいつでもご相談ください。

Ⅱ 入院生活

・入院の際に、患者さんの主治医（診療を担当する医師）が決まります。
・各診療科には部長又は医長がおり、主治医と協力してよりよい医療を
行うよう努めております。
・主治医が不在の場合でも、診療に支障のない体制を
とっております。
・患者さんの病状・治療予定などについて、主治医が
十分に説明をいたします。診療についての疑問点や
要望などがあれば、主治医にご相談ください。
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付　き　添　い

外 出 ・ 外 泊

面会（お見舞い）

病　棟 面会時間 面会場所 マスク着用病棟

一般病棟（420病棟を含む）  7：00 ～ 22：00

デイルーム
病室
エレベータ
ホール

330病棟
MFICU
NICU・GCU
420病棟
520病棟

210病棟（ICU） 11： 00 ～ 19：00

NICU 11：00 ～ 15：00  17：00 ～  7：00

GCU 11：00 ～ 15：00  17：00 ～  8：00

330病棟・MFICU   7：00 ～ 21：00

医療保険制度に基づく看護を行っていますので、原則として、付き添いの必要はあ
りません。
ご家族から強い希望があり、患者さんの症状などから特に主治医が必要と認めた場合

に限り、ご家族の付き添いができます。ご希望がありましたら、看護師にお申し出く
ださい。この場合、「家族付添許可申請書」のご提出が必要です。

病院敷地外に出る場合は、散歩や買い物でも主治医の許可が必要です。ご希望の方
は、主治医又は看護師にご相談ください。
外出・外泊するときは「外出・外泊許可申請書」のご提出が必要です。

■感染症等の状況により以下の項目は変更となる場合があります。詳細については当院
ホームページや院内掲示などをご参照ください。

・患者さんの療養の妨げや他の患者さんへの迷惑にならないよう、多人数での面会や長
時間の面会はご遠慮ください。
　感染予防及び事故防止のため、お子様連れの面会はなるべくお避けください。
　　330病棟・520病棟は小学生以下のお子様の入室はできません。
　　420病棟は中学生以下のお子様の入室はできません。
・病棟内での飲食はご遠慮ください。
・面会の方は、病室への入室時と退出時には、必ず病室入口の消毒液で手と指を十分
に消毒してください。
・発熱・咳・鼻水・下痢など、感染症の疑われる症状のある方は、面会をご遠慮くだ
さい。
・330病棟、MFICU、NICU・GCU、420、520病棟では、面会時に通年マスク
の使用をお願いしています。マスクは、売店（地下1階）、販売機（1・3・4階）
で購入できます。
　インフルエンザ流行シーズンには、すべての病棟でマスクの着用にご協力ください。
・電話による入院・面会のお問い合わせには対応しておりません。
・患者さんの容体や診療、看護の状況により面会をお断りしたり、お待ちいただくこと
があります。

面会は、正面玄関面会受付または、時間外通用口守衛室で面会簿にご記入をお願いし
ます。面会用札をお渡ししますので、着用して面会してください。
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入院中の生活
（1）食事について

（2）シャワー・入浴について

（3）洗濯乾燥機（有料）

（4）テレビカードについて

（5）セフティボックス（簡易金庫）について

・入院中のお食事は主治医の指示により病院でご用意いたします。
・食事時間は朝食7時30分、昼食12時、夕食18時となります。各病棟に順番に
配膳するため、時間は若干前後します。
・飲み込みやすいようペースト状にしたり、食物アレルギーなどで食べられない食品が
ある方に対応したお食事を調製するなど、個別の対応も可能です。
・お食事の種類によっては、選択食や朝食のパン献立を実施しておりますので、ご希望
がありましたらお申し出ください。

種　類 対象 受付場所
レンタルサービス 入院着など（下着は含まれない）1階エントランス
クリーニングサービス 水洗いできるもの 看護師にお申し出ください

種類 料金 備考
テレビ 10度／11 . 5 分 2人部屋・6人部屋

（個室はテレビカード不要）冷蔵庫 100度／24時間 ※一度課金されますと
返金できません。洗濯乾燥機 200度／1回

※貴重品、キャッシュカード、保険証の保管には充分ご注意ください。
※入院中の盗難防止のために、セフティボックスのご利用をお願いします。
※鍵は常に身に付けておいてください。

　シャワー入浴は主治医の許可が必要です。
　利用時間・場所については病棟スタッフにお尋ねください。

　各病棟に設置されています。利用にはテレビカードが必要となります。
　その他、レンタルサービス、クリーニングサービスもあります。

・テレビ・冷蔵庫・洗濯乾燥機の利用時は、テレビカード（1,000円=1,000度数）
をお求めください。

セフティボックスは無料でご利用いただけます。

・テレビカード販売機は、エレベータ前に設置しています。千円札をご用意ください。
・テレビカードの精算機は、エレベータ前及び正面玄関案内カウンター前に設置して
います。テレビカードの残りが9度以下の場合は精算できません。
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院内施設

・ 公衆電話
　各階エレベータホールに設置されています。

・ テレビカード・イヤホン
　各階エレベータホールに販売機が設置されています。
イヤホン 100円

・ 郵便物
　各階エレベータホールに患者さん用郵便ポストがあります。毎週月・水・金曜日
　午後4時ごろに回収して、病院正面玄関前のポストへ投函します。

・ 移動売店
　病室入口にて、販売員がお声掛けします。（除く：NICU・GCU、420病棟）
　実施日：月曜～土曜　午前に注文をお受けし、午後に配達に伺います。

・ 理髪店
　地下2階にあります。
　営業時間　平日：9時30分～17時（最終入店16時）　土・日曜・祝日：休業

・ 駐車場
　駐車場（有料）は、玄関前及び地下1階にあります。なお、障害のある方のご利用
を優先するようにしておりますので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
　ご利用目的を面会受付・駐車券受付にお申し出ください。
患者・患者の付添の方 3時間まで100円、以後1時間100円
お見舞い・ご面会の方
入院患者さんのお世話の方 1時間まで100円、以後1時間200円

※障害者手帳をお持ちの方は免除されます。

・ 食堂・喫茶室（地下1階）
　 営業時間　平日：9時～17時　土・日曜・祝日：休業

 

・ 銀行キャッシュコーナー
　1階吹き抜け横、公衆電話の隣に現金自動支払機（ATM）が設置されています。
※ゆうちょ銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行を除き入金はできません。お引出
限度額は1回あたり10万円までです。

・ 売店（地下1階）

取扱い商品 食品・雑貨・浴衣・切手・はがき・バラ売りおむつ、介護用品・衛生材料など
サービス コピー（A4のみ）、FAX（A4のみ）、公共料金の支払い、宅配便（発送分）受付

営業時間　平日：7:45～18:00　土・日曜・祝日：7:45～17:00 （年末年始は除く）
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患者さんの安全のために

①　手洗い　
　食事の前、検査・リハビリのあと、トイレのあとなどは石けんと流水で手を洗いま
　しょう。また、手を洗った後は、清潔なタオルで手をふきましょう。

②　咳エチケット
咳やくしゃみが出るときは、ハンカチやティッシュで口と鼻をおおいましょう。
・使用したティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。
・咳やくしゃみ、鼻をかんだ後は、手を洗いましょう。
・咳やくしゃみが出るとき、のどが痛いときは、マスクを着用してください。
③　お荷物の整理
　持参されたお荷物は、直接床に置かず、備え付けのロッカー等をご利用ください。
　毎日ベッドの周りの清掃を行っていますので、整理整頓にご協力ください。
④　食べ物の持ち込み
　食中毒予防のために、病院食の取り置きはご遠慮ください。
　衛生管理上、病院食以外の食べ物の持ち込みについては、原則ご遠慮ください。

①手を水でぬらし、
石けんを手にとり
ます

⑤指の間を洗います ⑥親指を洗います ⑦手首を洗います

②指先を洗います ③手のひらを洗います ④手の甲を洗います

・患者さんの安全確認のために、リストバンドを装着していただきます。外出・外泊
中も含め、入院中は装着をお願いします。
・確認行為は繰り返し行います。フルネーム・生年月日・リストバンドでのお名前の確
認による患者認証にご協力ください。
・入院中に肺塞栓症を起こす可能性のある患者さんは、発症予防のために弾性ストッキ
ングを装着していただく場合があります。
・患者さんの状態によっては、転倒・転落の危険が生じることがあります。必要に応じ
てベッドの工夫や部屋の移動、薬剤の使用など、危険防止対策を行うことがあります。

（１）事故・転倒転落防止

（２）感染予防

⑧水で石けんを洗い
流してから、　
清潔なタオルやハ
ンカチで水分をよ
くふきます
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入院中の留意事項

（3）非常時の対応

（1）他医療機関の受診について
「当院では診療ができない専門的な診療が必要な場合」のみ、手続きをしたうえで
受診していただくことになっています。
入院中に他の医療機関での受診が必要となった場合は、事前に主治医へご相談いた
だきますようお願いいたします。

・通話以外の機能については、原則、一般病室で使用可能です。
なお、ICU、NICU、GCU、MFICUでは使用できません。
・携帯電話機器は、無音設定で使用してください。
・通話は、他の患者さんへの迷惑にならないよう、通話可能エリア
（各階のエレベータホール前など）及び1人部屋で使用してください。

（6）携帯電話機器の利用について

・病院職員に対する暴言・暴力・セクハラ等、診療や業務に支障が生じる行為
・他の病室・病床への理由なき入室、他の患者さんへの迷惑行為
・院内での飲酒、喫煙、宗教・政治活動

（5）迷惑・危険行為の禁止
①医療は、患者さんおよび医療者側の相互信頼関係をもとに成り立っております。
以下のような行為や病院職員の指示に従わないなど、入院のきまりが守れない場合
は退院していただく場合や、必要に応じて警察へ通報する場合もありますので、予め
　ご了承ください。

②他の患者さんの迷惑になるため、においの強い食べ物、花等の持ち込みはご遠慮ください。

（2）貴重品の持ち込みについて
・貴重品及び多額の現金は、盗難防止のためお持ち込みにならないでください。貴重
品はセフティボックスに入れ、鍵は常に身に付けてください。院内での紛失の際に
は責任を負いかねます。

　非常災害が発生した場合は、看護師などの職員が誘導しますので、落ち着いて避難してく
　ださい。なお、エレベーターは絶対に使用しないでください。

（3）消灯時間について
・消灯時間は22時です。消灯時間を過ぎてからの点灯はご遠慮ください。

（4）敷地内禁煙について
・当院は敷地内禁煙です。禁煙にご協力をお願いします。
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①　使用可能な電気製品
種類 使用場所

電気カミソリ、電動歯ブラシ 病室、病棟洗面所
ドライヤー 病棟洗面所
ラジオ、携帯型音楽プレーヤー、携帯ゲーム機等 病室、デイルーム（バッテリー使用）
ノートパソコン 病室、デイルーム（バッテリー使用）

②　使用上の注意

③　電気製品の管理

④　その他

お持込みいただけない物の例
テレビ、小型冷暖房機、加湿器、電気ポット、調理器具、電気毛布、あんか

赤コンセントは
差し込みプラグの
周囲が赤色

・音を発する機器は音が漏れないようイヤホンを用いてご使用ください。
・複数の機器を同時に使用することはご遠慮ください。また、使い終わりましたら、電
源を切ってください。
・使用時間など、職員の指示に従ってご使用ください。

・充電は、ベッドサイドの白いコンセントをご使用ください。
赤・緑コンセントは医療用のため、絶対に使用しないでください。
・医師・看護師が、患者さんの治療に悪影響があると判断した
ときは機器の使用を制限することがあります。また、他の患
者さんに不快感を与えるとき、火災の恐れがあるとき、その
他の理由があるときは、ご使用できません。
・無線LAN(Wi-fi)は医療機器への影響を防ぐため、使用しな
いでください。ルーターも使用できません。

お持ち込みの電気機器は、患者さんが責任を持って管理してください。盗難・故障等
が発生した場合は、当院では責任を負いかねますので予めご了承ください。停電等に
よりパソコンデータが消失した場合も同様です。

・入院患者さんへの郵便物のあて先は、病棟名を必ずお書きください。

・医師、看護師など当院職員に対して、金品等のお心遣いは、堅くお断りいたします。

・よりよい病院にするため、退院時にお渡しする「退院時患者アンケート」にご協力く
ださい。退院までに記入していただけましたら、各病棟・各階エレベータホールま
たは1階正面玄関受付の投函箱にお入れください。

（7）電気製品の利用について

（8）その他
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診断書・証明書の発行

　入院に関する診断書などの発行手続き窓口は、1階2番外来受付窓口です。

受付開始日 退院決定日の2日前
申請・受取り場所 1階 2番外来受付窓口
受付時間 月～金曜日 8:45～ 17:00　土曜日 8:45～ 12:00
申込日に持参するもの 診察券、代理人の場合は委任状＊1
作成に要する期間 2～3週間　＊余裕をもってお申込みください
受取日に持参するもの 診察券、引換券＊2、代理人の場合は委任状＊1

料金
診断書 自動車損害賠償責任保険・生命保険受給用  … 4,500円

上記以外のもの………………… 1,500円、900円 など

証明書 診療報酬明細用  ………………………………… 3,000円
上記以外のもの………………… 1,500円、900円 など

 

　　　
※1　代理人による申請及び受取りには、患者からの委任状（3か月以内の日付けのもの）

が必要です。
※2　引換券がない場合、個人情報の取扱い上お渡しできかねますのでご了承ください。

退院手続き

・退院日に、退院のご精算のご案内がお手元に届きましたら、1階『6 会計受付』窓口
でお支払いを済ませてください。
　（なお、退院の手続上、支払額のない場合も会計窓口においでください。）

・手続が済みましたら、退院のご精算のご案内を病棟受付事務に渡し、看護師の確認を
済ませてから、ご退院ください。

・できるだけ多くの患者さんにご利用いただくために、原則として午前中に退院され
るようご協力をお願いします。

Ⅲ 退院にあたって
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入院費について
・ お支払いについて

入院中 毎月10日前後に先月分の請求書をお届けします。
指定日までにお支払い願います。

支払場所
1階6番会計窓口

受付時間
平日 9時～17時
土曜 9時～12時
（除く：祝日）

退院時

退院日に金額が決まります。退院される前にお支払い
ください。
概算金額がお知りになりたい場合は、看護師にお申し
出ください。

お支払いには、右記のクレジットカードもご利用いた
だけます。お支払いの際に支払窓口へお申し出くださ
い。
その他、一部電子マネー及びQRコードによる窓口で
のお支払いも可能です。（使用可能な電子マネーの種
別については各会計窓口にてご確認ください。）

・入院費用は保険点数表に基づいて計算いたします。また、一般病棟は診断群分類包
括評価（DPC）方式にて計算します。（一部例外を除きます。）
　入院費用は、保険の種類・治療内容・入院期間・患者さんの状態等によって自己負
担額が異なります。
　なお、ホテル等の宿泊計算とは異なり、午前0時を起点に日数計算をいたします。
　（1泊2日の入院の場合の入院費用は2日分で計算することとなります。）

・領収書は、所得税の医療費控除を申告するときなどに必要となります。再発行はい
たしませんので、大切に保管してください。
　なお、紛失や他の手続きで使用された場合は、有料で受領済みの『証明書』を発行
いたします。

・入院前に限度額認定証の交付手続きをされることをお勧めします。詳しいことは 
ご自分が加入されている健康保険組合にお尋ねください。

お問い合わせ先
健康保険加入の方 健康保険組合
協会けんぽ加入の方 協会けんぽ支部
国民健康保険加入の方 区市町村の国民健康保険担当窓口

・当院は出産一時金直接払制度を導入しています。
・入院時の保証金は不要です。
・入院費用やお支払い方法など、ご心配なことがありましたらお早めにご相談ください。
　患者支援センター　医療相談担当　内線2164～8、2175
　　　　　　　　　　医事課収納担当　内線2129

・退院される月の入院費用の請求は退院当日にいたしますが、事務処理の都合で退院
後に追加の請求をさせていただくこともありますのでご了承ください。
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患者支援センター 各部門のご案内

部　門 対応職種 相談・支援内容
医療福祉相談 

在宅療養に
関する相談 

看護相談 

周産期支援

入院サポート

地域医療連携
総合案内 
　　総合案内
　　患者の声
　　相談窓口

医療ソーシャルワーカー
心理士

専従退院調整担当（看護師）
看護師、医療ソーシャルワーカー

看護師
がん性疼痛看護認定看護師
皮膚・排泄ケア認定看護師

NICU入院児支援
コーディネーター（看護師）
助産師（母性看護専門看護師）
医療ソーシャルワーカー
心理士
看護師
薬剤師
管理栄養士
事務

看護師
事務
看護師・認定医療メディエーター

・医療費の支払いなど経済的相談
・介護保険や身体障害者手帳等、社会福祉制度に関
すること

・法律相談
・心理検査、心理療法
・在宅療養に関すること（在宅診療や訪問看護ス
テーション等のご案内）

・転院に関すること
・退院前後訪問指導
・在宅の福祉用具や医療機器、衛生材料に関する相
談、介護用品の案内

・がん看護相談、がん患者さんとご家族への緩和
ケア

・皮膚トラブル、ストーマケア、失禁ケア
・周産期関連施設との地域連携
・周産期に関する相談
・小児在宅医療、訪問看護ステーション等の相談
・ハイリスク妊産婦の出産・育児支援

・入院準備に関する相談
・お薬の相談
・食事に関する相談、栄養食事指導
・かかりつけ医のご案内

・診療科や受診方法などの相談、ご案内
・病院に対するご意見、ご要望、医療安全に関するご
相談

患者さんとご家族が安心して入院や転院・退院ができるように、医療連携、病床管
理、医療相談、看護相談等の各種相談窓口を一か所に集約し専門スタッフが対応して
います。窓口の患者支援センターコーディネーターが、相談内容に合わせて、担当者
を調整しますのでお気軽にご相談ください。

相談受付時間　月～金曜日　9：00～17：00　　
土曜日　9：00～12：30 患者支援センターコーディネーターによる対応、医療連携、医療福祉相談のみ

Ⅳ ご相談、ご意見の窓口について
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Ⅴ 教育病院としての役割
当院は、臨床研修指定病院として、臨床研修医の研修を行っております。
また、教育病院として、医学生、看護学生などの実習生を受け入れております。実習
にあたっては、実習であることを事前に説明し、安全の確保を最優先いたします。患者
さんやご家族のご理解、ご協力をお願いします。

特定行為及び特定行為研修の包括同意について（お願い）
当院は、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の協力施設です。
特定行為とは、あらかじめ医師が定めた手順書に準じて、看護師が診療の補助を行
う事です。

■特定行為研修の実施
　認定看護師など研修機関の入試に合格した看護師が、厚生労働省省令に基づき実習
を行っています。特定行為研修課程の看護師は、指導医師と共に実習を行っていま
す。
■特定行為の実施
　当院では、上記研修を修了した看護師（特定認定看護師）が特定行為を実施してい
ます。対象の患者さんには事前に説明を行い、安全を確保するとともに、指導医師
の助言や指導を受けて特定行為を行います。特定行為に同意した後でも拒否するこ
とができます。また、拒否により治療及び看護における不利益はありません。

特定行為に関する患者相談窓口

相談日及び相談時間 ■ 月～金曜日　9：00～17：00
 　 土曜日　　　9：00～12：00　
 ■ 場　　　所　1階医事課受付「患者の声相談窓口」
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診療情報の提供及び個人情報の保護について
　　患者さんへの説明と納得に基づく診療（インフォームド・コンセント）および個人情報の保護につ
いて積極的に取り組んでおります。

診療情報の提供
・ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接担当医師または看護
師に質問し、説明を受けてください。この場合は特別の手続きは必要ありません。
・ご自身の診療記録の閲覧や複写をご希望の場合は、遠慮なく2番外来受付「患者の声相談窓口」にお
申し出ください。この場合は所定の手続きが必要となり、開示までに2週間程度かかります。また、
コピー代として、カルテ1枚につき10円、CD‒ROM1枚につき100円、X線フィルム1枚につき500円か
かります。手続の詳細は「個人情報の開示について」をご覧ください。

個人情報の内容訂正・利用停止
・個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を識別できる情報を言います。
・当院が保有する診療記録等に記載されている個人情報が、事実と異なるとお考えになる場合は、内容
の訂正・利用停止を求めることができます。担当医師にお申し出ください。調査の結果、事実と異な
ると認められる場合には、内容の訂正・利用停止等を行います。

個人情報の利用目的・利用形態
・個人情報は、診療のために利用する他、他の医療・介護・福祉施設との連携、教育・研修、病院経営
等のために利用いたします。
・患者さんから取得した個人情報は適切に管理し、法令に基づき提供を要求された場合等を除き、その
個人情報を第三者に提供したり、本来の利用目的の範囲を超えて利用することはありません。
・外部機関による病院評価への対応、学会発表や出版物への掲載等においては、個人名が特定されない
形で利用することとなります。
・当院では、入院の有無等、患者さんの情報について、電話でのお問合せには一切お答えいたしませ
ん。

ご希望の確認と変更
・治療、外来予約（診療・検査・処置・指導等）や入院予定の変更、療養給付、保険証等の確認等につ
いて緊急性を認めた場合には、患者さんご本人に連絡することがあります。
　ただし、事前に各科外来または2番外来受付にお申し出があった場合は連絡いたしません。
・当院では、事故防止・安全確保の点から、病室において氏名の掲示をしておりますが、氏名の掲示を
望まない場合には、お申し出ください。
・一度出されたご希望はいつでも変更することができます。

相談窓口
・ご質問やご相談は、各部署責任者または2番外来受付「患者の声相談窓口」（医事課医事管理担当）
でお受けしております。

個人情報の開示について
　　東京都個人情報の保護に関する条例に基づき、当院が保有する患者さんの保有個人情報について、
開示手続を行っています。患者さんは、当院が保有するご自身の個人情報について、当院に対し開示
を求めることができます。

　請求窓口：医事課医事管理担当（2番外来受付「患者の声相談窓口」）
　請求できる人：ご本人、未成年者又は成年被後見人の法定代理人（＊）
　請求方法：窓口にて「保有個人情報開示請求書」をご用意しております。
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　本人確認：請求には、ご本人又はその法定代理人であることを証明する書類が必要です。請求の際
は、次に掲げる証明書類のいずれかを窓口にご提示ください。

　　本人：運転免許証、パスポート、健康保険証、その他公的機関が発行する証明書等
　　未成年者又は成年被後見人の法定代理人：上記書類及び本人との関係を証明する書類（戸籍謄本等）
　開示の決定：原則、請求書を受け付けた日の翌日から起算して14日以内に、開示の可否を決定しま
す。開示の可否の決定に時間を要する場合などは、14日を超える場合があります。

　　開示することで、本人や第三者の権利利害を害すおそれがある場合などは、例外的にその全部又は
一部について開示しないことがあります。

　開示の方法：患者さんのご希望を伺い、「閲覧（視聴）」又は「写しの交付」により開示。
　開示手数料：開示の方法として「写しの交付」をした場合は、東京都個人情報の保護に関する条例に
定める金額に基づき、開示手数料を徴収します。「閲覧」のみの場合は、手数料はかかりません。

　開示を受けた個人情報に誤りなどがあった場合：開示を受けた個人情報の内容に誤りや事実でない記
載があった場合は、その訂正や利用停止を求めることができます。

　開示に関するご質問等：2番外来受付「患者の声相談窓口」（医事課医事管理担当）へお問い合わせ
ください。

　＊都立病院における診療情報の提供に関する指針に基づき、ご家族など請求者の範囲を広げた診療情
報の提供を行っております。こちらの手続につきましても、上記窓口へお問い合わせください。

個人情報の取扱いについて
　　下記の目的のため、患者さんの個人情報を取得し(書面に記載された個人情報を含む)、利用いたし
ます。患者さんから取得した個人情報は適切に管理し、法令に基づき提供を要求された場合等を除
き、ご本人の同意を得ることなく、その個人情報を第三者に提供したり、下記の利用目的の範囲を超
えて使用することはありません。下記の利用目的について同意しがたい事項がある場合は、お申し出
ください。特にお申し出がない場合には、その利用について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。利用目的に対する同意は、患者さんからのお申し出により随時変更することがで
きます。

　患者さんの個人情報の利用目的
院内での利用
　患者さん等に提供する医療サービス及びその向上・医療保険事務・入退院等の病棟管理・会計及び
経理・医療事故等の報告・院内で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症例研
究・その他、患者さんに係る管理運営業務

院外への情報提供としての利用
　他の病院、診療所、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、患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見及び助言を求める場合・検体
検査業務等の業務委託・ご家族等への病状説明・保険事務の委託・審査支払機関への診療報酬明細
書（レセプト）の提出・審査支払機関または保険者からの照会への回答・事業者等から委託を受け
た健康診断に係る、事業者等へのその結果通知・医師賠償責任保険等に係る医療に関する専門の団
体や保険会社等への相談又は届出等・外部監査機関への情報提供・その他、患者さんへの医療保険
事務に関する利用

その他の利用
　医療及び介護サービスや業務の維持･改善のための基礎資料・医学研究及び学術研究（学会発表
等）のための資料　これらは個人を特定できない状態にした上で、利用いたします。

個人情報についての問合せ窓口
　2番外来受付「患者の声相談窓口」（医事課医事管理担当）でお受けしております。

大塚病院の運営理念

都立病院の患者権利章典

私たちは　いつでも　誰にでも
安全で　良質な医療を提供し

都民に信頼される
患者中心の医療を実践します

　患者さんは、「患者中心の医療」の理念のもとに、人間としての尊厳を有しなが
ら医療を受ける権利を持っています。また、医療は、患者さんと医療提供者とが
互いの信頼関係に基づき、協同してつくり上げていくものであり、患者さんに主
体的に参加していただくことが必要です。
　都民の生命と健康を守ることを使命とする都立病院は、このような考え方に基
づき、ここに「患者権利章典」を制定します。
　都立病院は、この「患者権利章典」を守り、患者さんの医療に対する主体的な
参加を支援していきます

1　 だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける
権利があります。

2　 だれもが、一人の人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供
者との相互の協力関係のもとで医療を受ける権利があります。

3　 病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得
できるまで十分な説明と情報を受ける権利があります。

4　 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意思で選択す
る権利があります。

5　 自分の診療記録の開示を求める権利があります。

6　 診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内での私的な生活を可
能な限り他人にさらされず、乱されない権利があります。

7　 研究途上にある医療に関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受
けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利と、何らの不利益を受
けることなくいつでもその医療を拒否する権利があります。

8　 良質な医療を実現するためには、医師をはじめとする医療提供者に対し、患
者さん自身の健康に関する情報をできるだけ正確に提供する責務があります。

9　 納得できる医療を受けるために、医療に関する説明を受けてもよく理解でき
なかったことについて、十分理解できるまで質問する責務があります。

10　すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにするため、患者さんには、
他の患者さんの治療や病院職員による医療提供に支障を与えないよう配慮す
る責務があります。
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都立病院の子ども患者権利章典

　あなたは、いつでもひとりの人間として大切にされ、あなたの成長や発達のこ
と（大人へと育っていくこと）をどのようなときにも一番に考えた医療（病気を
治してもらうこと）を受けることができます。
病気を治すためには、あなたとあなたのご家族や病院の医師、看護師たちが、お
たがいに力を合わせていくことが大切です。
都立病院はこのような考え方でつくった「子ども患者権利章典」（あなたのために、
病院の人やあなたのご家族、そしてあなた自身も守らなければならない決まりご
と）を守って、あなたを助けていきます。

1　 あなたは、どのような病気にかかったときでも、ほかの人と同じようによい
医療を受けることができます。

2　 あなたは、どのようなときでも、ひとりの人間として大切にされ、病院の人
たちやご家族と力を合わせながら医療を受けることができます。

3　 あなたは、病気のことや病気を治していく方法をあなたがわかることばや絵
などを使って病院の人に教えてもらうことができます。

4　 あなたは、病気のことや病気を治す方法について、十分な説明を受けたうえで、
自分の考えや気持ちを病院の人やご家族に伝えることができます。

5　 あなたは、わからないことや不安なことがあるときはいつでも、ご家族や病
院の人たちに聞いたり、話したりすることができます。

6　 あなたは、入院しているときでも、できるかぎりご家族と一緒に過ごすこと
ができます。

7　 あなたは、入院していても、勉強したり、遊んだりすることができます。

8　 あなたは、病気の治し方や薬が効くかどうかなどの研究への協力を頼まれた
ときには、十分な説明を受けて、協力するかどうかを自分で決めることがで
きます。やめたくなればいつでもそれをやめることができます。決めるときに、
わからないことや不安なことがあればいつでも、ご家族や病院の人たちに聞
いたり、話したりすることができます。

9　 あなたの病気がよくなるように、あなたのからだや気持ちのことをできるだ
けくわしく病院の人たちに伝えるようにしてください。

10　 あなたとみんなが気持ちよく過ごすために、病院のやくそくをまもってくだ
さい。
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