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入院のご案内
　入院治療を受けられるにあたり、少しでも安心して入院していただくことが出来ますよう、入院生
活の決まりなどについて、ご案内します。

入院予定日は、　　　月　　　日　　　曜日となっています。
入院当日は、　　　　時　　　　分頃に１階受付窓口へお越しください。

入院日時

入院時必要提出書類
□ 入院証
□ 入院実費同意書
□ 特別室入室希望申込書
　（部屋代が発生する時）
□ 持参薬について

入院当日に病棟へ提出をお願いします。
□ 床頭台の鍵の管理について
□ 入院される患者様・ご家族の方へ

入院時確認書類
□ 保険証
入院中に保険証の変更が生じたり資格が
なくなった場合には、受付にお申し出く
ださい。

入院事務手続き、必要書類

□ 洗面用具
□ 湯呑（割れにくいもの）
□ 水筒（お茶を配ります。衛生上、ペットボトルはご遠慮願います。）
水分制限のある患者さんは、メモリのついた容器をご準備くださいますようお願いします。

□ 箸・スプーン・必要時ストロー
□ 下着
□ ティッシュペーパー
□ ウェットティッシュ（洗面所に手を洗いに行けない方）
□ ゴミ箱
□ スリッパ又は靴（転倒の危険がある方やリハビリをされる方は靴をご用意ください）
□ 入れ歯の方は、ケースと洗浄剤（ポリデント等）をご用意ください。
□ シャンプー（リンスinシャンプー）
□ 石鹸もしくはボディーソープ
□ 電気髭剃りと充電器（男性）
□ 現在服用中の薬（目薬・軟膏・インスリンなども含む）
お薬手帳・薬剤説明書

入院時の必需品

入院後７日以内に１階受付窓口へ提出をお願いします。

＊入院予約の変更や取り消しを希望
　される場合は、必ず入院担当者へ
　お知らせください。

・入院後３～４日中に持参してくださいますよう宜しくお願いします。
・口腔内の清潔を保つ為に、口腔ケア用品を使用させていただいてます。
　１本あたり1,000円～1,500円の実費購入となりますので、使用されない場合は必ずスタッフ
　にその旨をお伝えいただきますようご協力をお願いします。

＊ご不明な点がありましたら病棟スタッフに確認の程宜しくお願いします。
＊安全のため、果物ナイフ等刃物類の持ち込みはご遠慮ください。

内服中のくすり

現在内服又は軟膏等使用中の薬のある方は、当院・他院関係なく入院時に薬とお薬手帳もしくは薬の
説明書を合わせて入院担当者にお渡しください。
内容を確認して、引き続き必要な場合は、内服継続をしていきます。

患者認識バンドの装着

入院される患者様に対して誤認防止のため、『患者認識バンド』を手首に装着していただきます。
このバンドには、「酒井病院・部屋番号・氏名・生年月日」を記入しています。
医療事故を未然に防止するために、点滴や注射・検査・手術を行う際に本人確認を迅速・確実に確
認できるようにするためのものです。
以上のことをご理解頂き、退院されるまでの間、患者認識バンドの装着にご協力ください。

①　患者認識バンドは、看護師が患者様と共に表示内容を確認して装着します。

②　患者認識バンドは、装着したまま洗顔や入浴を行ってください。濡れても大丈夫です。

③　患者認識バンドの装着により、皮膚が赤くなったり痒くなったりする場合は、病棟スタッフ
にお知らせください。

④　患者認識バンドは、退院時に外します。

入院セット

当院では、患者様やご家族の入院準備や洗濯等の負担軽減・院内衛生管理の推進を目的として、入
院セットのご利用をして頂いております。

　・タオル（バスタオル…週２回・フェイスタオル…毎日）

　・病衣（上下セット・つなぎ…週２回）

　＊リース品の貸出となっております。

利用料金（１日）　　　200円（税別）
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入院生活について

患者確認バンド装着
安全な医療を提供するため、入院中の患者様
全員にリストバンドの装着をお願いしていま
す。点滴・注射・輸血・検査など名前の確認
が必要な際はご協力をお願いします。

ナースコールの使用について
ご用の際は枕元のナースコールを押して、お
話しください。
大部屋の場合消灯後は、お返事をせずベッド
サイドまで伺います。

お食事

①　お食事は次の時間にご用意します。
　　●朝食 ８時～　　●昼食 12時～　　●夕食 18時～
②　主治医の指示により、症状に応じた食事（一般食・特別食）が用意されますので、その他の食事は
ご遠慮ください。

③　食べ物によるアレルギー等がある場合は、入院の際、必ず看護師にお申し出ください。

④　当院では、全ての患者様に栄養管理を行っています。必要な方には、管理栄養士が食事相談（栄養
指導）をしています。ご希望の方は主治医又は看護師へお申し出ください。

⑤　入院生活の中で季節を取り入れた食事の提供をしています。

⑥　治療等により延食となる場合、食事時間は個別に対応させていただきます。

病室（大部屋・個室・２人部屋）

＊入院当日や入院予約時の病室状況等により、病室がご希望に添えない場合があります。
＊入院中の患者様ご自身、もしくは他の患者様の病状・検査・緊急処置などの為、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様のご希望にそぐわない場合もおこり得ます
が、ご理解とご協力をお願いします。
＊病室・病棟の移動の際は速やかにご連絡しますが、緊急性がある場合や連絡が取れない場合などに
は、事後の連絡になることをご了承ください。

付き添い

原則として付き添いの必要はありません。ただし、病状により主治医と協議の上、ご家族に付き添い
をお願いすることがありますのでご了承ください。

外出・外泊

＊外出・外泊は主治医の許可が必要です。
＊時間内に帰院できない場合は、必ず病院へご連絡してください。
＊病棟を出られる時及び病棟にお帰りのときは、必ず看護師に声をおかけください。

洗濯

【利用時間】　７時～19時

＊洗濯は各病棟北側に洗濯・乾燥機がありますので、ご利用ください。
＊テレビカードでご使用ください。

入浴

＊入浴は主治医の許可が必要です。
＊入浴日は患者様の状態によって変わります。
　看護師にご確認ください。

理髪

　毎月第３月曜日

予約が必要ですので、病棟スタッフまでお申し出ください。

入院生活の１日の流れ（大まかな流れ）

6:00
起床

モーニングケア
採血
配茶

（３・４階病棟は
  ７時30分～）

10時ごろ病室に伺った時に前日10時から当日の10時までの
便と尿の回数をお聞かせください。

＊患者様・病棟によって詳細は変わります。

8:00

朝食

9:00
検温
処置
検査

リハビリ
入浴など

11:00

配茶

12:00

昼食

13:00

面会
（～19時まで）

14:00

検温

15:30

配茶

18:00

夕食
検温

21:00

消灯
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テレビの利用

＊床頭台に設置してあるテレビを利用される場合は、専用のカードが必要です。
＊カードは各病棟エレベーター横側にある自動販売機でご購入いただけます。（千円札のみ対応）
＊退院時、使用残り分がある場合、カード精算機で払い戻しができます。
　（カード精算機は３階病棟談話室にあります。）
＊他の患者様のご迷惑とならないよう、イヤホン等をご使用ください。
＊消灯後（21時）のテレビのご利用は、同室者の方の睡眠の妨げになる為ご遠慮ください。

電話の利用

＊公衆電話が各病棟にありますのでご利用ください。
＊起床前や消灯後のご利用は他の患者様のご迷惑となりますのでご遠慮ください。
【携帯電話・スマートフォン】
＊他の患者様の迷惑にならないようにマナーを守ってご使用ください。
＊院内ではマナーモードに切り替え、大声や長電話など周囲の方の迷惑とならないように
ご協力をお願いします。
＊医療電子機器の側でのご使用はご遠慮ください。

電気製品の利用

＊入院に必要のない電化製品（私物）などの持ち込みは医療行為の妨げになる恐れがありますので、
ご遠慮ください。
＊また破損、故障についての責任は負いかねます。

非常災害時の対応

＊各病室に非常の場合の避難経路図を表示しております。入院時に必ずご確認ください。
＊万が一、地震火災等が発生した場合は、医師・看護師など病院職員の指示・誘導に従い、落ち着い
て行動してください。
＊避難するときは、エレベーターを使わず、非常階段を利用してください。

主治医との面談

＊面談を希望される場合は看護師までお申し出ください。
＊患者様やご家族の承諾のない第三者の方への説明は控えさせていただきます。
＊電話での病状のお問い合わせには、お答えできかねます。

紙オムツ

＊紙おむつは、汚物処理の管理上当院１階の売店で購入してください。
　購入が間に合わず当院保管分を使用した時は、実費請求させていただきます。

診断書・証明書等

＊診断書などの文書類の請求は、１階受付窓口へお申し込みください。
＊時間外・及び休日の場合はお取り扱いができませんので時間内にお願いします。
＊診断書等の作成には１～２週間程度お時間をいただきますので予めご了承ください。

面会

　　　面会時間　13時～19時

＊大人数での面会や小さなお子様連れでの面会は、入院されている方のご迷惑になることがあります
ので、ご遠慮ください。
＊病棟の安静を保つため、可能な限り面会時間内に来院いただきますようお願いします。
＊入院されている方の病状によっては、面会を制限させていただくことがあります。
＊当院から来院を依頼した場合につきましては、到着時に必ずナースステーションにお声をおかけく
ださい。
＊発熱や咳などの風邪症状がある方や、下痢をしているような体調不良な方や、酒気を帯びた方の面
会はお断りします。
＊各病室入口に設置されております手指消毒液による手指衛生にご協力ください。
＊インフルエンザの時期はマスクの着用や手洗いなど感染予防にご協力ください。

＊当院では電話による入院・面会のお問い合わせには対応しておりませんので、関係者の方への連絡
はご家族の方からお願いします。
＊病室の名前の表示・入院案内などをご希望されない入院患者様は１階受付窓口・病棟へお申し出く
ださい。

お仕事などで面会時間に間に合わず洗濯物等を
届けられないご家族に限り20時まで許可しま
すのでお声をおかけください。
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床頭台（セーフティボックス）

床頭台の鍵の管理は入院患者様もしくはご家族でお願いします。
（３階及び５階病棟に関しては入院患者様のみの管理となっております。）
詰所で鍵の管理は致しませんのでご了承ください。
鍵を紛失された場合は2,000円（税別）をご請求させていただきます。
鍵を紛失され当院で開けることが可能な時間帯は平日の９時～17時までとなっております。
（夜間・日祝祭日は対応できかねますのでご了承ください。）
退院時に鍵のご返却をお願いします。

貴重品

現金や貴重品はお預かりできませんので、必要以上に多額の現金や貴重品等は
お持ちにならないでください。
金品の盗難、紛失には当院は責任を負いかねますので、お手回り品の盗難防止
等に十分にご注意ください。

駐車場

入院中に、入院患者様ご自身の車を駐車されることはご遠慮ください。
やむを得ず駐車される場合は、届け出を行ってください。
付き添いで長期駐車される場合も許可が必要です。

入院中の他医療機関への受診

保険診療制度では、入院中に他の医療機関の受診や、薬の処方を受けることは原則できません。他の
医療機関の受診が必要な場合は、必ず主治医・看護師へご相談ください。病院に届出をしないで他の
医療機関を受診された場合は、その費用は保険請求できなくなり全額患者様負担となるだけでなく、
かかられた医療機関にもご迷惑をおかけすることになりますので、ご注意くださいますようお願いし
ます。

ご意見箱の設置

当院をご利用いただいている患者様やご家族の方々から、いろいろお気づきになられたことを私たち
にお聞かせいただき、改善に努めていきたいと考えております。
どうぞ何なりとお聞かせください。（本館１階地域医療相談室前・１階正面玄関前・各病棟に設置し
ています。）

病院敷地内禁煙

当院では、受動喫煙の防止を定めた健康増進法に伴い病院敷地内全てを
敷地内禁煙とさせて頂きます。ご理解とご協力をお願いします。

入院費用について

●請求日と支払期日
入院費用は、診療報酬点数に基づいて計算されます。
請求日と支払い期日は以下のとおりとなっています。

入院費用

請求期間 請求日 支払い期日

当月１日から月末分 翌月10日 請求月20日まで

●食事療養費の負担
食事療養の負担額は一食単位の計算となります。患者様のご都合により食事が不要の
場合は、以下の時間までに詰所にご連絡ください。

食事を食べられなかった場合でも、上記時間までにお申し出がなければ食費を頂きます
ので、ご了承ください。

朝食が不要の場合 昼食が不要の場合 夕食が不要の場合

前日の18時まで 当日の10時まで 当日の16時まで

●部屋代（１日）税別

●医療費が高額（１ヵ月毎）で、支払いが一時的に困難な場合
『高額療養費制度』があります（詳細は15頁の「高額療養費制度のしくみ」をご参照
ください。）また、支払いについてのご相談は１階受付窓口にお申し出ください。

３F
特室9,000円　　　　個室8,000円
２人部屋　一般病床3,000円　包括病床2,000円

４F４F ２人部屋2,000円
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