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《理念》 

安心・信頼・貢献 
 

 

《基本方針》 

【安心できる病院】 

高度な技術、専門の知識を獲得する 

【信頼できる病院】 

人を敬い、人に優しいプロとなる 

【地域に貢献できる病院】 

地域の人々に感謝される人となる 

 

 

《患者さまの権利》 

良質な医療を受ける権利 

患者主体の医療を受ける権利 

十分な説明を受け、自ら決定する権利 

個人情報の保護を受ける権利 

情報開示や相談を求める権利 
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◎入院される患者さまへのご協力のお願い 
                                                               

1．リストバンドについて 

 

患者さまの誤認を防止するため、患者さまに氏名の書かれたリストバンドを装着

していただき、これによって手術や検査の受付をおこない、注射薬や輸血製剤が患

者さま用に準備されたものであることの確認を行います。 

また、患者さま自身の医療上の安全を確保するために、お名前をフルネームでお

答えいただいております｡ご協力よろしくお願いいたします。 

 

 

2．個人情報保護について 

 

  当院では、個人情報保護を最優先に考え、患者さまにより良い環境において治療

行為を受けていただくよう取り組んでおります。ご質問、ご意見などがございまし

たら、お気軽に職員に申し出て下さい。又、１階電話ボックス、各病棟に意見箱を

設置しておりますのでご利用下さい。 

3．禁煙ついて                     
 

  病院敷地内は全面禁煙となっております。喫煙はご自身だけではなく、周囲の人々

の健康に悪影響を与えます。また、病院周辺での喫煙につきましても近隣のご迷惑

になりますのでご協力お願いいたします。ルールをお守り頂けない方は、入院をお

断りさせて頂く場合があります。 

 

 

 

4．その他 

 

 ・当院は急性期医療を専門に行う病院です。救急搬送患者さま受け入れのためのベ

ッドを常時確保しておかなければならないことから、患者さまの早期退院に努め

ております。また、病棟・病室の変更をお願いする事があります。ご協力をお願

い申し上げます。 

 ・入院料の算定は、厚生労働省の基準により１日（０時）を基準に計算されます。 

わからないことがありましたら、何でもご遠慮なくお尋ね下さい。 



◎入院から退院まで 

                     

１．入院について 

 

手続きに必要なもの 

 ・診察券 

  ・印鑑（入院中必要な場合がございます） 

  ・健康保険証、各種受給者証（高齢・身障者証等） 

  ・限度額適用・標準負担額減額認定証（該当する方） 

  ・限度額適用認定証（高額医療に該当する方） 

  ・入院誓約書（連帯保証人欄の記入のあるもの） 

  ・退院証明書（他病院で３ヶ月以内に退院された方のみ） 

 

緊急入院などで入院時に手続きをお済ませでない方は、速やかに済ませてくださ 

い。 

  診察券は退院の際にお返しします。交通事故又は業務上での疾病で入院される方

は、支払い手続きを明確にするためその旨お知らせください。 

 

２．入院証明書及び診断書の申込みについて 

 

  生命保険・簡易保険等に加入されている方で、証明書及び診断書等を希望される

方は退院時に１階受付へお申し込み下さい。尚、証明に時間を要しますので、詳

しくは１階受付におたずね下さい。文書作成依頼書（引換票）は１階受付にて用

意しています。 

 

 

〔申込方法〕 

   申込は、平日の午前９時から午後５時までとなります。 

   ・本人・親族の場合 

    ①文書作成依頼書（引換票）に記入して下さい。 

    ②運転免許証か健康保険証をご提示下さい。 

   ・上記以外の場合 

    ①文書作成依頼書（引換票）に記入して下さい。 

    ②同意書（患者さま本人、又は親族）をご提出下さい。 

 

 

   



〔受領方法〕 

    患者さま本人（又は親族）へお渡しすることを原則と致します。 

 必ず文書作成依頼票（引換票）をご提出下さい。 

 

お問合わせは 

なにわ生野病院 １階受付 

TEL 06－6632－9915(代) 

 

 

 

３．入院時の持ち物について            

 

1）入院の際には、下記の身の回り品をお持ち下さい。 

  

 

 

・洗面用具、洗濯用品、タオル、バスタオル、ティッシュペーパー 

・寝衣・室内履きスリッパ・イヤホン 

・箸、スプーン、湯のみ茶碗（プラスチック製） 

・現在内服中のお薬 ・お薬手帳 

※服薬中のお薬は入院時に必ずご持参いただきますようお願いします。 

 

 

 

・病状によっては持ち物が変わります。ご確認下さい。 

・現金及び貴重品は、床頭台の金庫をご利用下さい。盗難・紛失の恐れもあります

ので必要最小限にして下さい。 

・病室への私物の持ち込みは必要最小限にし、私物の提示はご遠慮下さい。 

・持ち物には必ず記名をお願いします。 

・入院時には、ネイル（ジェルネイル）等は、落とすようにお願いします。 

 

 2）寝衣（病衣）の使用 

・原則はご自身のものをお持ち下さい。 

・ご自身のものを使用される場合、処置・治療等の関係上前開きのものを用意して

いただく場合もあります。 

  

・病院貸与の場合は、別途申込書等に記入の上、実費相当分（使用料・クリーニン

グ委託料）として１日７０円（税別）の負担をしていただきます。 

交換は、週２回を基本とし、汚染時は随時交換いたします。 

 

 

 

 



４．病室について 

 

 

・４人部屋と準個室・個室・特別室があります。 

・準個室・個室・特別室利用の場合は誓約書の記入をお願いします。 

・準個室及び個室、特別室利用をご希望の方は、看護師にご相談ください。 

・１日室料は以下の通りです。 

  （室料の計算は、毎日０時を始まりの基準としています。） 

 

 

【準個室・個室・特別室料金表】 

 

 

種類 部屋数 面積（㎡） 室料差額 

１日あたり（税別） 

設備 

準個室 

（４人部屋） 

15 32.77 2,000 円 保冷庫・テレビ・収納棚 

個室 21 15.39 15,000 円 シャワー・トイレ・洗面台・

保冷庫・テレビ・クローゼ

ット・机 

特別室 2 27.45 50,000 円 シャワー・トイレ・洗面台

クローゼット・机・応接セ

ット・テレビ（無料） 

・保冷庫・電話 

 

 

５．食事について 

 

 

 

1）お食事は病院で用意します。病状によっては特別な食事（治療食）を用意しま

すので、自宅から食べ物や飲み物をお持ちにならないで下さい。 

2）診療上の必要によって、食事・飲水の摂取が禁止されることがありますので医

師・看護師の指示に従い治療にご専念下さい。 

 

3）病院の食事時間は次のとおりです。 

    ・朝食：８時 昼食：１２時 夕食：１８時 

 

4）一般食の選択メニューを実施しています。ご希望により複数のメニューから選

択することができます。 



5）食事代は２６０円/食として計算されます。 

6）栄養指導室（２階）にて管理栄養士が食事療法の相談を行っています。 

   入院中あるいは退院後の食事療法に関してご希望がありましたら、医師・看護

師、または管理栄養士にお申し出下さい。 

 

６．付き添いについて 

・入院中の看護は、看護師が致しますので付き添いの必要はございません。 

・患者さまの病状やその他に特別な事情で医師が必要と認めた場合に限り、 

    ご家族の付添を認めております。 

 

７．入院中の過ごし方について          

 

・入院中に他科の診療を希望される時は、医師又は看護師にお申し出下さい。 

・入浴は医師の許可が必要です。許可を得られた方は、看護師に従って入浴して下 

 さい。 

・外泊・外出を希望される方は、主治医の許可を受けてから所定の手続きをして 

下さい。 帰院された際は、スタッフステーションにお声をかけて下さい。 

・スタッフステーションの電話は業務用です。外からのお電話は短時間でお済ませ

下さい。 電話の取次ぎ時間は、午前９時から午後８時までとなっております。 

・病棟は午前６時点灯、午後９時が消灯となっております。 

・ラジオ、テレビ等を使用される時はイヤホンでお聞き下さい。 

その他の電化製品のご使用はご遠慮下さい。 

・入院中は飲酒、賭けごと等は禁止となっております。 

・病院の敷地内全体、喫煙は禁止となっております。 

・暴力行為や他の患者さまへの迷惑行為がある場合は退院して頂くこともあります。 

 

 

８．携帯電話・スマートフォンのご利用について 

 

  病院内での携帯電話の使用は許可区域内でお願いします。 

  ・許可区域：食堂・談話室内 

        電話ボックス（１階・２階） 

 

  ・利用時間：午前６時から午後９時３０分 

  ・病院内での充電は禁止しております。 

・他の患者さまのご迷惑にならないようマナーを厳守しご利用頂きますようお願

いします。 



９．パソコン等の持ち込みについて 

 

  パソコン等の病室持ち込みについてはお持ちいただいても構いませんが、次のこ

とにご留意願います。 

  ・携帯電話。PHS を利用したインターネット接続及び電子メールの送受信は許

可区域内（食堂・談話室）での使用をお願いします。 

  ・短時間の使用は制限いたしませんが、バッテリー使用にてご利用下さい。 

  ・院内での充電は禁止しております。 

  ・療養生活上長時間のご使用はおやめ下さい。 

 

 

 

１０．設備のご利用について 

 

  1）電話 

    ・食堂・談話室内（６階のみ設置）、１階・２階の公衆電話をご利用下さい。 

 

  2）食堂・談話室 

    ・食事、面会、携帯電話の使用が可能です。自動販売機がありますのでご利

用下さい。 

    ・テレビ視聴時間は７：００～２１：００までです。音量に注意して下さい。 

 

  3）売店・喫茶 

    ・１階にあります。利用時間は次のとおりです。 

 

   売店：平日 ７：３０～１７：３０ 

     日曜・祝日 休み 

 

   喫茶：平日・日曜・祝日 ７：３０～１７：３０ 

 

  4）床頭台 

   ①テレビ・保冷庫・洗濯機の使用について 

    ・床頭台のテレビ・保冷庫のご利用はカードが必要です。 

     カードは、１枚１，０００円で５～７階食堂・談話室内にカード機を設置

しております。 

          ・カードに使用残があり退院等により精算をご希望の方は、１階受付内のカ

ード精算機をご利用下さい。精算は１００円単位となります。 

 

     

・テレビ 

     電源を入れイヤホンでご利用下さい。イヤホンは売店で販売しております。 

      （テレビ使用料金 １０００円－１６時間３０分） 

 



    ・保冷庫 

     タイマー横についている冷蔵庫スイッチを入れて下さい。 

ランプが点灯しご利用になられます。初めてご利用される際は、 

必ず冷蔵庫の電源を確認して下さい。電源が入ったままの場合があります。 

（保冷庫使用料金 １日２００度数） 

 

    ・洗濯機 

     各病棟に有料乾燥機付洗濯機を設置していますのでご利用下さい。 

      （現金又はテレビカードをご利用下さい） 

      洗濯：４０分２００円  乾燥機：３０分１００円 

      もしくは、洗濯機：１回２００度数  洗濯機：３０分１００度数 

 

    乾燥機付洗濯機をご使用の方は、終了後速やかに取り出して下さい。 

    長時間放置してある場合は、こちらで処理させて頂く事もあります。 

 

 

   ②セーフティーボックスの使用について 

      カードは各自で管理をお願いします。破損・紛失時は実費負担となり、 

責任は負いかねますのでご了承下さい。 

      カードは退院時、セーフティーボックスにさしたままにしておいて下さ

い。 

   ③テレビリモコン・セーフティーボックスのカードについて 

      紛失・破損時には自己負担となります。 

 

      ・セーフティーボックスのカード  ¥1,000 

      ・テレビリモコン         ¥3,000 

                       

１１．面会について 

 

・時間 月～土：午後２時から午後８時まで 

     日・祝：午前１１時から午後８時まで 

  （ICU・HCU は時間制限をさせて頂く場合があります。） 

・面会される前にスタッフステーションにお寄り下さい。患者さまの症状、治療の 

都合によってご遠慮願う場合がありますので了承下さい。 

 ・各階の食堂談話室をご利用下さい。患者さまの症状により病室での面会も可能で

す。 

 ・大声で話されたり、他の患者さまのご迷惑にならないようにお願いします。 

 ・一度に多人数の面会はご遠慮下さい。 

 ・面会者が病室で飲食されることは、ご遠慮下さい。 



 ・お見舞いの方からの問い合わせは、「個人情報保護法」の施行に伴いまして 

当院ではお答えしておりません。 

 ・大部屋への生花の持ち込みはご遠慮願います。病状により個室の場合でもお断 

することがあります。 

 

   ＜面会に際してのお願い＞ 

 ★面会に際しては以下の点にご協力下さい。 

 ・多人数の面会は、患者さまの安静を妨げるばかりでなく、他の患者さまのご迷 

となりますのでお控え下さい。 

  ※上記以外で病状に応じて医師の許可がある場合に限り面会が許可される場合

もあります。 

   （長期入院・精神面での必要性等） 

 ・小学生以下のお子さまの面会は、感染防止の観点から出来る限りご遠慮下さい。 

  ※感染症や免疫が落ちている患者さまが多く、外部からの感染を最小限に留めて

治療を優先する為です。 

 

 ・小児の入院の付き添いを希望される場合、原則として付き添いは１名で保護者 

いずれかが交代でお願いします。 

    

 

１２．駐車料金について 

 

・入院患者さまの駐車は原則お断りさせていただいております。 

病状等やむを得ない事情がある方は各スタッフステーションへご相談下さい。 

・お見舞い・ご面会等の駐車料金の割引等はございません。何卒ご了承下さい。 

ただし、入退院時、緊急時、手術時、主治医または担当医師からの病状説明など

で、当院職員からの連絡を受けて来院された場合は、各スタッフステーションへ

お声かけ下さい。 

  

 

 

１３．災害時の避難について 

 

・避難経路については、各部屋の避難見取り図でご確認下さい。 

・災害時の避難は、職員の指示に従って下さい。 

・避難時、エレベーターは使用しないで下さい。 

 

 

 

 

 

 



１４．入院費用の支払いについて 

 

   1）入院中の費用につきましては、毎月１回月末に締め切り、翌月１０日過ぎに 

請求書を通知いたします。請求書をお受け取りになってから１週間以内にお支

払いいただきますようお願いします。 

退院される場合は、退院当日に請求書をお渡ししますので、当日中にお支いい

ただきますようお願い致します。 

  2）入院費用の支払いは、１階会計でお願い致します。 

  3）入院費用の精算時間は午前９時から午後５時までです。 

  4）入院費用の精算にカードもご利用いただけます。 

  5）入院診療費の計算方法に※「DPC」が適用されます。 

  6）入院中に、保険証等の記載内容に変更が生じたり、資格を失った際は、速やか

に１階会計にお申し出下さい。また、限度額認定証等の認定証の手続きは、

早めにしていただき、１階会計までご提出下さい。 

  7）両替を希望される方は１階会計までお越し下さい。各スタッフステーション 

では両替を行っておりません。 

 

 

※DPC とは傷病に応じて定額の医療費が標準的に設定されており、１日当たりの

定額の点数を基本に手術料などを加え計算する方法を言います。 

 

１５．退院について 

 

・退院は原則、午前中になります。 

・請求書を部屋に持って参ります。退院当日に１階会計にてお支払い下さい 

退院証明書を当日お渡し致します。 

 

 

※ご不明な点がございましたら、各スタッフステーションまたは１階会計までお

尋ね下さい。 

 

 

 

 

 



１６．他院受診について 

 

   当院は DPC（包括評価方式）対象病院となっております。当院入院中に他の医

療機関を受診した場合、原則として他の医療機関での保険請求は出来ないこと

になっております。ご家族の方がお薬を受け取りに行くことも同様となってい

ます。 

 

 ※入院中に他の医療機関受診やお薬が必要な場合、主治医に必ずご相談いただきま

すようお願いします。 

また、服薬中のお薬は、入院時に必ずご持参いただきますようお願いいたします。 

 

 

１７．医療相談について 

 

当院では、個人情報保護を最優先に、患者さまにより良い環境において治療を

受けていただくように努めています。｢福祉サービスの利用｣｢社会復帰の援助｣

｢在宅療養に関すること｣などや、療養上お困りのこと、心配なことがございま

したら相談員が相談に応じています。 

ご相談は１階総合案内までおこしください｡ 

また、１階・２階電話ボックス、各病棟に意見箱を設置しておりますので、ご

利用下さい。 

 

 

１８．地域医療連携について 

 

地域の皆さまに信頼され、親しまれる病院としてより良い医療を提供すること

が、当院の使命であると考えています。当院では、患者さまの“かかりつけ”の医

院や診療所と連携し、その役割を適切に分担する地域一体型の医療サービスに

取り組んでいます。 

   分からないことがありましたら、何でも遠慮なくお尋ね下さい。 

 

 

１９．その他 

   職員への贈り物・お心遣いは、ご辞退させていただいております。 

 

 

 

 

 

平成 27年 7月 1日 改訂 

 



 

 

 

当院は、個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っています。 

 

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その委託 

◆ 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、企業へのその結果の通知 

◎ 医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等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 

◎ 外部監査機関への情報提供 

 

 

 

 

付 記 

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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