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I. 各病棟共通のお知らせ 
1. 持参していただくもの 

 印鑑（認印可） 

 被保険者証（健康保険・共済組合保険・国民健康保険・後期高齢者医療被保険者証） 

 高齢者医療受給者証(７０歳～７５歳誕生日前日迄の方） 

 被爆者健康手帳 

 被爆体験者医療受給者手帳 

 福祉医療費受給者証 

 標準負担限度額認定証（手続きがお済の方のみ） 

 

2. 入院同意書 

ご本人、ご家族（配偶者・親権者・扶養義務者・後見人又は保佐人）に記入していただきます。 

 

3. 入院承諾及び保証書 

入院費のお支払および退院時の身元引き受けを承諾する書類です。 

ご本人、身元引受人及び連帯保証人（但し、保証人の内１名は同居家族以外の方）に記入して

頂きます。また保証人の住所や電話番号等に変更が生じた場合はご連絡下さい。 

 

4. 寝具貸与書 

入院中の寝具を貸し出します。 

※これによる別途料金は発生致しません。 

 

5. 入院加療同意書 

入院加療に際し、予測不能の事象が発生する恐れがあることをご了承ください。 

入院時にご本人様並びに同席頂いたご家族様に記入していただきます。 

 

6. 国民健康保険、社会保険または後期高齢者医療被保険者証をお持ちの方 

標準負担限度額認定証の手続きをお願いしております。この手続きをする事により、医療費

が安くなります。詳しくは保険証の発行元にお尋ね下さい。 

・手続き終了後、標準負担限度額認定証を受付にご提示下さい。 

 

7. 入院患者の金銭管理および日用品購入等の代行についての約定書 

患者様の金銭をお預かりし、日用品購入等を行う事を依頼する書類です。入院中の預り金管

理費、売店にて購入代金の支払い等のため入院時に１万円程度お預りしております。 

 ※料金については、 入院費以外の費用について をご覧ください。 

なお、ご本人様管理の場合、患者様同士の金銭トラブルに関して、当院は一切の責任を負いませ

ん。 
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8. 入院中のオムツ使用に関する同意書 

患者様の容態に応じ、使用する事があります。 緊急時に事前に御連絡できない場合がある為、 

入院時に同意書を記入いただいております。 

 

9. 入院費支払いについて 

 入院に伴う費用については、月末で締切り、翌月１５日頃に医療費と預り金残高の金額を

郵便や電話でお知らせいたします。 

・お支払は医療費お知らせ後、月末までにお願い致します（現金書留及び振込でも可 ）。 

・医療費のお知らせ方法について変更希望等がありましたら受付へお申し出下さい。 

なお、お支払について期日までにご入金が難しい事情がありましたら、その旨御相談下さい。 

 

10. 特別室（特別個室（Ｓ）・個室・2人室・特別 4人室）について 

当院では、より良い環境での御入院を希望される患者様の為に、特別個室（Ｓ）、個室、２人

室、特別４人室を設置しております。入室に際し別途室料が必要になりますので、御希望の方

は入院時に受付にてお尋ね下さい。 

※特別室を使用される場合、患者様またはご家族の方の同意書のご記入をお願いします。 

特別室の種類 料金（入院 1日につき） 

特別個室（Ｓ） 3,240円（税込） 

個室 2,160円（税込） 

2人室 1,725円（税込） 

4人室 540円（税込） 

 

11. 入費以外の費用について（価格は全て税込み価格となっています） 

 預り金管理費 

① 現金管理費、売店伝票事務処理費、通信費､他事務処理費等…１日 85円 

② 上記 ① + 銀行預金(預金通帳)管理費…１日 90円 

 レクリエーション費・・・ひな祭り、節分、バス旅行、七夕、納涼大会等。その他の各病棟レクリ

エーション行事飲食等、旅行費参加者負担があります。 

 クリーニング代（業者に依頼する場合）・・・業者の料金になります。 

 散髪代・・・理容師に委託し、毎週月曜日に行っております。 

調髪顔そり 1,500円 顔そり 700円 

調髪 1,000円 シャンプー 500円 

丸刈り顔そり 1,300円 カット顔そり 1,500円 

丸刈り 700円 カット 1,000円 

 

 お菓子類、日用品、たばこ他売店にて現金または伝票にて購入できます。 

 清拭用として、下用タオル使用料（11円/枚）、布オムツ使用量（24円/枚）になります。 

 



―日見中央病院― 

 紙おむつ代                         平成 26年 4月 1日より 

紙おむつ品名 サイズ 袋入数 価格 

横もれ安心テープ止め Ｓ 22枚 1,930円 

横もれ安心テープ止め Ｍ 20枚 1,720円 

横もれ安心テープ止め Ｌ 17枚 1,645円 

外もれ安心パッと男女兼用 45枚 1,200円 

心とお肌のケアパッド共用レギュラー 34枚 1,130円 

一晩安心パット 36枚 2,520円 

かんたん装着パットスーパー 28枚 1,510円 

フラットタイプ レギュラー 24枚 945円 

リハビリパンツ Ｍ 22枚 2,230円 

リハビリパンツ Ｌ 20枚 2,230円 

リハビリパンツ ＬＬ 18枚 2,230円 

※価格は業者の納入価格です。使用枚数に応じて処理料が 4.8円/枚 別途かかります。 

 

 洗濯代 

洗濯区分表 

① ② ③ 

32円 108円 140円 

ハンカチ・男女ソックス 

タオル（フェイス・ハンド） 

小物（カバー類）・ストッキング 

女性用ショーツ・男性用パンツ等 

夏用肌着 

冬用肌着・ズボン下・スカート・

パンツ・半袖Ｔシャツ・シャツ

類・毛糸類・上下ジャージ・パジ

ャマ・オムツカバー・トレーナ

ー・浴衣・ズボン（全般）その他

（①③に該当しない分） 

大判タオルケット 

冬用厚手ショーツ 

綿入り半てん 

等 

※紙オムツ代・紙オムツ処理料・下用タオル使用料・布オムツ使用料・洗濯代は、月末〆

で翌月支払いになります。 

 倉庫使用料 

患者様の私物は各部屋の個人キャビネットへ収納していただくようにお願いしています。

収まりきれない場合、衣装ケース（高さ 30cm、横 40cm、奥行 75cm まで）2 個まで倉庫使用

可能となっております。 

倉庫使用料として衣装ケース 1個につき 1 ｹ月 1,080円です。 

衣装ケースについては各自準備していただき、管理については患者様ご自身ならびにご

家族様の責任でお願い致します。 

 

12. 面会について 

面会時間は原則 ＡＭ10：00 ～ ＰＭ5:00 です。 
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※ 御面会の際は必ず受付にお申出ください。また、手指消毒に御協力下さい。 

 

13. 他科受診について 

 入院中に他の医療機関を受診される場合は、手続きが必要ですので必ず申し出てください。 

 ※患者様の健康状態をお知りいただくことも含め、ご家族様の付添いをお願いさせていただい

ております。 

 

14. 設備やアメニティー等の取り扱いについて 

病院施設の設備・備品は共用の物も含め、大事にご利用下さい。破損、紛失された場合は、弁

償していただくことがあります。 

 

15. その他 

その他、患者様に費用等のご負担をお願いすることがある場合にはご相談させていただくこ

とがございます。 
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II. ４階病棟へ入院となる方、また、そのご家族の皆様へ 
4階病棟の特徴 

精神科一般病棟  

主に高齢者、身体介護を要する方が入院しています。 

１日 11人以上の看護職員（看護師・准看護師）が勤務しています。              

 時間帯の人員配置 

  8：30～17：00 看護職員 1人に対して患者さん 7人。 

            看護補助者 4名が勤務しています。 

  17：00～8：30 看護職員１人に対して患者さん 30人。 

            看護補助者２名が勤務しています。 

 

入院生活に関して 

1. 持ち物について(必ず全部に記名お願いします） 

洗面器・歯ブラシ・ある方は義歯（入れ歯入れ）    

歯磨き粉（自己管理できない方は病棟で一括購入いたします。50円/月程度） 

ボディーソープ等（自己管理できない方は病棟で一括購入いたします。300円/月程度） 

電気かみそり（充電器にも記名をわすれずに！） 

衣類一式    下着上下各 5枚程度・普段着上下各 5着程度・パジャマ 5組 

タオル 2枚程度・バスタオル 2枚程度・ スリッパ・運動靴・靴下 3組 

 

2. 持ち込み禁止品 

薬品類（持参の薬類を使用希望の場合は、主治医・看護師まで相談ください。） 

アルコール、マッチ、ライター、刃物、食器、箸、テレビ、携帯電話など 

＊上記以外の物品などで生活上必要な場合は職員へご相談下さい。 

 

3. 通信・面会について  

 面会時間 10時～17時となっています。 

 食べ物の差し入れ取り置きは管理衛生上行っておりません。食べ物の差し入れは、面会

中摂取できる程度にお願いします。 

 時期により、マスクの装着・手指の手洗い・消毒をお願いします。 

 手紙・葉書は看護室へ渡すか、ご自分で 3階指定場所へお出し下さい。 

 電話は電話ボックスからおかけ下さい。（ナースセンターに 10円玉を用意しています。） 

 他の患者さんの睡眠の妨げなどを考慮し、出来るだけ下記の時間帯でおかけ下さい。 

朝 9：00～夜 9：00  
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4. 外出 外泊について 

 外出・外泊の予定が決まりましたら早めに看護室へお申し出て下さい。 

 外出・外泊をされる際は許可証を所持してください。 

 予定の変更時は必ず、病棟職員へご連絡下さい。（食事・薬の準備などがあります。） 

 外出の時間帯は原則として下記の時間帯でお願いします。 

                       朝 10：00～夕方 4：00まで  

 

5. 洗濯について 

 衛生管理上、衣類の洗濯は、当院の洗濯にお願いします。 

 洗濯料金は、別紙ご参照ください。 

 

6. 金銭管理について 

 4階病棟では金銭の持ち込みを禁止しています。 

 おやつ等の購入の為、月 ￥500～￥2,000程度負担頂く事があります。 

 衣類や必要物品購入時は、事前に電話等でその旨ご連絡いたします。 

 売店での個人の購入は、お預かりしたお金より出費致します。 

 食事用エプロンや口拭きタオルが必要な場合は、使い捨てを使用しますので、 

下記料金が発生いたします。 

     食事用エプロン  1枚 16～20円。ひと月  約 1,500～1,800円 

     口拭きタオル   1枚 8.5円。 ひと月    約 450～900円 

 

7. 個室使用について 

個室を希望される方はお申込み出てください（2,160円/日） 

 

8. 喫煙について     4階病棟は全エリア禁煙です。 

                                 

9. 日課表 

時間 内容 

6:00   起床・排泄介助 

8:00   朝食 

8:30   職員の申し送り時間 

8:40   検温 

9:00   環境整備    

9:30 

  排泄介助  寝具交換（毎週土曜日） 

  センターＯＴ（月・火・金）    

  入浴(週間予定参照） 

12：00   昼食 
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13:30   排泄介助。スタッフカンファランス 

14:00 
  ＯＴ活動 

  入浴(週間予定参照） 

15:30   排泄介助 

18:00   夕食 

20:30   就寝前薬服薬 

21:00 消灯 

 

10. 週間予定 

 午前 午後 

月 
入浴一般(男→女) 

センターOT（手工芸等） 

車椅子浴 

OT活動（リハビリ体操） 

火 特 浴 
特 浴 

OT活動（手工芸） 

水 病棟 OT（彩り） OT活動（ 回想療法 ） 

木 
入浴一般(女→男) 

センターOT（手工芸等） 

車椅子浴 

OT活動（リハビリ体操） 

金 
特 浴 

センターOT（手工芸等） 

特 浴 

OT活動（回想） 

土 寝具交換 寝具交換 

 

11. 他科診察について 

精神科以外下記日程で診察を行っています。ご希望がありましたら看護師までご連絡く

ださい。 

   内科 ： 月～金曜日 

   歯科往診 ： 通院できない方のみ、土曜日 

   皮膚科診察 ： 第 1・3水曜日 

   眼科診察 ： 第 3水曜日 

   整形診察 ： 木曜日（1回/月） 

 

※当院は精神科が専門ですので身体合併症等で治療が必要な場合は、他科受診して頂く場合や、

積極的治療目的で転院が必要となる場合があります。又他院での治療等のご希望があれば、Ｄ

r.あるいは病棟スタッフまで御申し出下さい。  
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III. ５階病棟へ入院となる方、また、そのご家族の皆様へ 
5階病棟の特徴 

男女混合の開放療養病棟です。 

病棟構造は右図の通りです。 

一般病室＝男性 4人部屋（８）女性 4人部屋（5） 

     男性個室（１）  女性個室（3） 

     その他個室（2） 女性 2人部屋（１） 

＊希望個室利用の方は別途料金が必要です。 

中央扉は午後 18：15から午前 9：00の間施錠されま

す。 

（外出等で開錠の必要がある時は早めにスタッフへ

お申し出ください。） 

 

1. 入院時必要物品 

洗面用具一式：洗面器、歯ブラシ、歯磨き粉、プラス

チックコップ、シャンプー類、 

ボディーソープまたは石鹸、タオル等 

衣類一式：普段着・運動着・パジャマ・下着等チェスト

に収まる程度  履物：スリッパ、運動靴、外出靴     

整容品：電気カミソリ、クシ等 

 

2. 持ち込み禁止物品 

アルコール類、刃物類、火気類、電化製品（電気カミソリ・CDラジカセを除く）、箸類等、陶器等 

＊不明な点はご相談ください。 

 

3. 金銭管理 

多くの方は事務に一定額をお預かりして、その一部を自己管理金（お小遣い）として毎月１日に

お渡ししています。 

（金額設定は個人により異なります担当看護師と御相談下さい。） 

又、自己管理をされる方はチェストの鍵をお渡ししておりますのでお申し付け下さい。貴重品の

紛失及び金品の貸し借りによるトラブルにおいては一切責任を負いません。 

 

4. 薬の自己管理 

医師の指示の下、1日分から最長 14日分の薬の自己管理を行えます。 

作業療法等で病気や薬の勉強会を行い、理解を深めて行います。 
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5. 外出・外泊 

規定の用紙に日時・予定時間・同伴の有無・必要金額の記入手続きが必要となります。予定が決

まりましたら速やかに手続きを行ってください。 

 

6. 入浴 

女性：月曜日 金曜日  

男性：火曜日 土曜日 

時間帯については身体・精神状態により異なりますのでスタッフにご確認ください。 

 

7. 洗濯 

病院へ洗濯依頼；入院時のご案内をご参照ください。 

自己管理の方；コインランドリーをご利用下さい。 

洗濯機；1回 45分／100円・乾燥機 1回 60分／１００円 

女性：月曜日 火曜日 木曜日 土曜日 

男性：月曜日 水曜日 金曜日 日曜日 

 

8. 喫煙 

時間指定がございます。 

喫煙室入口案内をご確認ください。（活動中及び夜間はご遠慮ください） 

 

9. 売店利用 

３Ｆ売店利用は食物・ジュース類に限り 13 時～14 時の間となっていますのでご注意くださ

い。 

 

10. 作業療法活動について 

午前(am)の活動内容は選択制です。 

午後(pm)の活動はメンバー固定となっております。 

 センターOT彩り（月・火・木・金・隔週土曜日）am 

手工芸や塗り絵、音楽鑑賞、読書等興味のある活動を小集団で行います。 

 菜園クラブ (am) 

病院敷地内の畑で季節折々の野菜や花を育てています。 

 ヒミーティング(pm) 

入院生活で困っていることや要望等を語り合い目標を立てて実現出来るように患者様や病

院スタッフで語り合います。（ 6名前後の小集団で行い 1回/月程度行います） 

 コーラス(am) 

皆で選曲して練習を重ね、イベントに出場しています。 

 ちゃんぽんの会(pm) 

多職種の職員より患者様の興味のあることをテーマに勉強会を行っています。 
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 ぶらぶら会(pm) 

小集団で企画から自分達で考え外出・実行しています。 

 散歩活動（ａｍ） 

市内近隣の公園にて散歩を行っています。 

 懇談会 

通常、第 4 木曜日に病棟懇談会を行い、患者様間で病棟の決まり事を話し合っています。全

員参加お願いいたします。 

 

11. その他 

 病室内での飲食はご遠慮ください。 

 餅・飴・果物類の院内への持ち込み、及び飲食物やタバコ・物品の 

 貸し借りや譲渡はトラブルや事故に繋がりますので禁止しています。 

 ご理解下さいます様お願いいたします。 

 男女混合病棟です。節度ある生活をお過ごしください。 

 病院内の設備・備品等の破損・紛失に関して場合によっては弁償して頂く事がございます。

ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ６階病棟へ入院となる方、また、そのご家族の皆様へ 
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6階病棟の特徴 

病棟構造は右図の通りです。 

一般病室＝4人部屋 男性 4部屋 女性 3部屋 

一般病室＝個室男性 3部屋 女性 1部屋 

一般病室＝個室 6部屋 

保護室＝2部屋を準備しています。 

 

 

設備 

食堂ホール（談話・テレビ視聴など） 

面会室 電話ＢＯＸ 風呂場 ベランダ 喫煙室 

非常時に備えて、非常口の確認をお願いします。 

共同生活ですので、他の患者様の迷惑にならないよう生活ルールをお守りください。 

 

1.持ち物について 

 洗面用具一式 

洗面器・歯ブラシ・歯磨き粉・コップ（プラスチック）・タオル 5 枚程度・バスタオル 2 枚程

度・ボディソープ・シャンプー等・電気カミソリ 

 衣類一式 

下着上下 5枚程度・普段着上下各 5枚程度・パジャマ・運動できる衣類 

 履物 

靴・スリッパ・運動靴 

 

2.持ち込み禁止品 

アルコール・薬物・シンナー・ボンド・ハイター・マッチ・ライター・刃物・寝具・食器・箸・電気ポ

ット テレビ・携帯電話 

＊ 上記以外の物品で必要な場合は職員へ御相談下さい。 

＊ 火気類・ハイターはナースステーションで管理します。 

 

3.貴重品について 

 印鑑・通帳・現金以外は病院内で預かることはできないのでできる限り持ち込まないようにご

協力ください。どうしても持ち込まれる場合自己管理とし紛失時一切責任を負いません。 

 

4.通信・面会について 

 手紙・ハガキはナースステーションのポストへ出すか、ご自分で 3 階の指定場所でおだし下

さい。電話は設置している電話ボックスからおかけ下さい。他の患者さんの睡眠の妨げを考慮

し、できるだけ下記の時間帯でおかけ下さい。 

6:00～21:00 
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面会は指定の面会室をご利用下さい。原則として下記の時間帯で面会して下さい。 

10:00～17:00 

＊ 電話・面会は病状によって制限される場合があります。 

 

5.外出・外泊について 

 外出・外泊は手続きが必要ですので希望時はナースステーションへお申し出下さい。又、外

出・外泊の際は、ご面倒ですが、指定のカードを所持して下さい。変更時は必ず、病棟職員へ御

連絡下さい。（食事の準備中止・薬の準備等があります。） 

＊ 食事の取り消しが間にあわないと、食事代が発生しますのでご了承ください。午前中は 9 時

半、午後は 13時半までにお知らせ下さい。 

外出の時間帯は原則として下記の時間帯でお願いします。 

9:00～17:00 

＊ 他科受診等特別な理由がある時には、病棟職員へ御相談下さい。 

 

6.洗濯について 

 病棟に設置している洗濯機をご利用下さい。（有料）洗濯物は指定場所へ干して下さい。 

男性；月・水・金  女性；火・木・土 

院内での洗濯もいたしておりますのでご利用下さい（種類によって料金が異なります）。 

 

7.お小遣い管理について 

 原則として、一定の料金を病院事務で管理させて頂きます。病状によって指定された金額の

自己管理ができますので病棟スタッフと御相談下さい。 

 

8.おやつ・日用品の購入管理について 

 院内売店をご利用になるか、外出時に購入して下さい。病状によっては個人管理できない場

合があるのでご了承ください。飲食は原則として、14:00～16:00の時間帯で摂取して下さい。 

必ず食堂ホールを利用して下さい。 

 生もの（刺身、寿司、ケーキ、和菓子、果物、かまぼこ等）及び飴・モチ類は食中毒・誤嚥防止の

ために禁止しています。 

  

9.理容室について 

週 1回月曜日に理容師が来院します。ご利用する際は、早めに病棟職員へご連絡下さい。 

＊ 利用者が多い場合は、次週になる場合がありますのでご了承下さい。 

＊ 有料です。（金額については病棟職員におたずね下さい。） 

 

10.喫煙について 

病棟内の喫煙室をご利用ください。 
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喫煙時間 6:00～21:00まで、ライターは病棟職員が管理しています。 

安全面と健康面に考慮して喫煙時間を定めさせて頂いています。ご協力お願いします。 

タバコの管理はご自分でしていただきますが、病状によっては看護室管理とさせていただく場

合があります。 

 

11.防火訓練について 

年 2回実施していますのでご協力お願いします。 

 

12.経済的な問題について 

障害者福祉手帳や障害年金等の申請手続きなど、諸問題がありましたら看護室へ申し出て下

さい。精神保健福祉士が対応します。 

 

13.その他 

 入院期間中は「飲酒」「バイク・車」の運転は外出・外泊等であっても禁止しています。 

 金銭の貸し借り、品物の売買・貸し借りは行わないようにして下さい。（治療に支障をきた

す場合があるのでご協力ください。） 

 共同生活ですので、他の患者さんの療養を妨げる様な行動は慎んで下さい。 

 

VI. ストレスケア病棟へ入院となる方、または、そのご家族の皆様へ 

閉鎖病棟とストレスケア病棟が同じフロアにあり両病棟あわせて６階病棟です。ストレスケア

病棟は男女混合で病床数は６床です。 

 

１日１１人以上の看護職員が勤務しています。 

時間帯の人員配置 

8：30～１7：00 看護職員１人に対して患者さん６人。他看護補助者３名が勤務しています。 

17:00～8:30看護職員１人に対して患者さん23人。他補助者１名が勤務しています。 

 

（目的） 

 当院のストレス病棟は生活環境を変えることによって日常生活のリズムを整え社会復帰を目

指すことを目標とします。原則として入院期間は3カ月ですが、主治医の判断により最大3か月の

延長が可能です。私達スタッフ一同、皆様の社会復帰を心より願っております。 

 

1. 入院中のお願い 

持ち込みできない物 

刃物類（ナイフ、カッター、ハサミ等）、火気類（ライタ－、マッチ類）、酒類、生もの（刺身・ご飯類・多

量の果物等）、縫い針 

※電化製品については看護師へお尋ねください。 
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訪室時間について 

 毎日、朝 7時から 7時半に検温のため訪室します。 

 薬の自己管理をされていない患者様は 

 朝：8 時 40 分頃・昼：11 時 40 分頃・夕：17 時 40 分頃・眠前：20 時 40 分頃にお部屋へ薬をお届け

します。その他、室内清掃・シーツ交換（毎土曜日）・食事時・夜間は巡回時に訪室します。  

  御用の際はいつでもナースコールでご連絡ください。 

 

2. 食事について 

朝食 7時45分頃  昼食 11時45分頃  夕食 18時00分頃 

 基本的には、ストレス食堂で摂取して下さい。ただし、病状においては自室での摂取も可能

です。 

 

3. 消灯 

消灯時間は、21時です。どのような場合であれ、それ以降の他室への出入りは禁止します。 

 

4. 食堂使用について 

食堂に設置してある備品（テレビ、冷蔵庫）は自由にご利用頂けます。冷蔵庫を御使用の際

は紛失・トラブルの原因になるので必ず氏名を記入して下さい。大声での会話等はご遠慮下

さい。 

5. 入口ドアの開放時間について 

ストレスケア病棟の入口ドアの開放時間は7時～20時です。17時～20時に病棟外に行か

れる場合、お手数ですが病棟スタッフにお知らせ下さい。 

 

6. 喫煙について 

場所は喫煙室でお願いします。    

安全管理上病室での喫煙は禁止されています。喫煙室にライター設置しております。所持され

ている場合病棟預かりとさせていただきます。 

 

7. 入浴について 

他の療養者の迷惑になるので消灯後の入浴は控えて下さい。 

 

8. 外泊・外出について 

外出時間 9時～17時  外出・外泊は主治医と相談の上お決めください。 

外出・外泊の際は病院発行のカードを所持し受付に提示して下さい。 

17時過ぎる場合は、病棟へご連絡下さい。 

外出泊は食事の準備が必要です。原則として前日まで、どうしても無理な場合は、午前中は9

時半、午後は13時半までに申し出て下さい。時間内に連絡がない場合は、召し上がらなくても

個人負担となりますのでご了承下さい。 
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9. 貴重品について 

貴重品はお預かりできませんので、できるだけお持ちにならないようにお願いします。紛失

された場合一切責任を負えません。 

面会について 

 面会は医師からの指示以外は面会室で行っていただきます。面会時間は9時～17時となっ

ています。17時～20時までの面会は時間外となっております。病院への連絡を行った上で面

会可能です。ただし病状によっては自室で面会していただく場合もあります。 

 

10. その他 

 物の貸し借り、他患との金品に関する一切の交流は禁止しています。 

 入院中の車の持ち込みは禁止しています。 

 現在服薬中の薬は必ずお持ちの上、主治医へご相談下さい。 

 節電・節水にご協力下さい。 

 共同生活ですので他の患者さんの療養を妨げる行動は慎んで下さい。 

 ご都合に応じて特例もございますのでスタッフに気軽に申しつけ下さい。 

 あくまでも病院ということを理解して頂き、パジャマや薄着で室外にでる等他者への刺激

になるような格好はさけて下さい。 

 飲酒・室内での喫煙は禁止しています。 

 


