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入院生活の
ご案内

安心して入院生活を送っていただき、
一日も早くお元気になられますよう治療・看護を提供させていただきます。
ご不明な点があれば、ご遠慮なく職員にお尋ね下さい。

● 入院の手続きは
（１）入院される方は、医師の診察を受けてから医師の指示に従って、定められた日に入院してください。
ご都合で入院の取消・変更を希望される方は、ご連絡をお願いします。
（２）入院の際には、必ず入院誓約書等をよくお読みになり（本人及び保証人の印鑑が必要です。）
必要な事項を記入の上、速やかにナースステーションへ提出してください。
（３）入院時には、次の書類をご持参ください。
① 健康保険証（介護療養病棟入所の方は介護保険証・健康手帳等）
生活保護受給の方は福祉事務所担当者名をお知らせください。
② 負担限度額認定証・福祉医療費受給資格証等の交付を受けてみえる方は受給資格証
（各種受給資格証は提示されました月よりの取り扱いとなりますのでご承知ください。）
③ 過去３ヶ月以内に医療機関に入院された方は医療機関発行の退院証明書
※介護療養病棟では、契約書の締結をさせていただきます。

● 入院費用は
（１）入院費は、健康保険、国民健康保険、労災保険、介護保険等各種の保険が適用されます。
また、保険の資格変更があった場合は、直ちに 1 階窓口（受付）へ申し出てください。
（２）入院中、特定の病室（特別室、個室、２〜3人部屋）を使用される場合は、室料差額が必要です。
（３）入院費用は毎月２回の請求です。15日・末日までの分を請求いたしますので、その都度 1 階会計
窓口で午後にお支払いください。
ただし療養病棟（医療・介護）は月末までの分を翌月に請求いたします。
入院中も月１回保険証を確認いたしますので、入院費のお支払い時に１階受付へご提示ください。
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● 入院に必要な持ちもの
（１）印鑑・筆記類
（２）洗面用具（場合により入浴用具）
（３）食事の時にお使いになるもの（割れないコップ、箸、スプーン等）
（４）その他の日用品（寝巻かパジャマ、タオル、バスタオル、下着、ティッシュペーパー、イヤホン、
ごみ袋、介護用防水シート等）
（５）運動訓練しやすい衣類（トレーニングウェア、T シャツ、スラックス、運動ぐつ）
（６）紙おむつは介護病棟では病院で準備いたします。一般病棟は売店でお求めください。
（持ち込み禁止）
（７）寝具（布団、枕、シーツ）は当院で準備いたします。病衣（ねまき）・パジャマはご希望によ
り準備いたします。（有料）
（８）パソコン・ラジオ等の電気製品の無断持ち込みはお断りします。持ち込みを希望される方は、
職員に申し出てください。（但し、使用料が必要な場合があります。）
（９）現在服用中のお薬及びお薬手帳がございましたら必ずお持ちください。
※盗難防止のため、貴重品や現金はお持ちにならないでください。（ATM をご利用ください。）
※売店に必需品が置いてありますので、必要に応じてご利用いただけます。
※持ち物にはお名前の記入をお願いします。

● お食事は
（１） 入院中の食事は症状に応じたものを献立・調理してご用意します。
（２） 配膳時刻は、朝食：８時、昼食：正午、夕食：午後６時です。
（３） 急な外泊・退院等に関しては、食事療養費を頂くことがありますので、ご承知下さい。

● 病室については
（１） 特別室・個室・２人・３人・４人部屋があります。
（２） 入院予約されるときは、病室の希望があれば申し出てください。但し、希望どおり入室していた
だけないことがあります。
（３） 病室や病棟は、治療や看護の必要性により、途中で変わって頂くことがありますのでご協力くだ
さい。

● 入院中の生活は
（１） 入院中は、医師・看護師及び関係職員の指示に従い療養に専念してください。
（２） 入院中の駐車はご遠慮ください。（やむをえず駐車される方は看護師にお申し出ください。）
（３） 入院中の飲酒は禁じられております。
（４） 全館禁煙です。喫煙される場合は指定場所でお願いします。
（５） 入院中に医師の許可により外出・外泊を希望される場合は、すみやかに病棟ナースステーション
までお申し出ください。当院規程の時間以降のお申し出の場合は、外出・外泊中のお食事にかか
る費用が自費でのご負担になりますことをご承知ください。

SAKAKIBARAONSEN

HOSPITAL

（６） 有料のＴＶ・冷蔵庫の使用はテレビカードの購入が必要となります。
テレビカードは各フロアの自動販売機で販売しています。
ご使用に関しましては、お部屋に備え付けの取扱い説明書をお読みください。
（テレビカードは残額精算が出来ますが手数料を頂きます。精算機は１階整形外来前にあります。）
（７） テレビをご利用の際は、他の患者さまに迷惑にならないように必ずイヤホンをお使いください。
イヤホンは売店で販売しています。
（８） 各病棟のデイルーム等に貸し冷蔵ロッカーがあります。利用を希望される際には、１階受付に
お申し出ください。（１日 105 円）

（９）電気器具の使用をご希望される方、看護師にお申し出ください。
（10）消灯時刻は、十分睡眠をとっていただくため、午後９時に定めています。テレビ・ラジオ等は
消して他の患者さまの迷惑にならないよう、ゆっくりお休みください。
（11）入浴は、医師の指示が必要です。
①介助が必要な方の入浴は、病棟により曜日が違いますので看護師の指示に従ってください。
②入浴時間や場所は、各病棟の掲示板を参考にしてください。
③必要物品には必ず名前をご記入ください。
（12）各病棟に、有料の洗濯機・乾燥機があります。他の患者さまのご迷惑にならないようご使用くだ
さい。また㈱トーカイに委託も行っておりますので、ご希望の方はお申し出ください。
（13）所定の洗濯物干し場は、本館３階病棟にあります。病室・ベランダには干さないでください。
（14）他の病室・診察室・ナースステーションに出入りすることは、ご遠慮ください。
（15）電 話 は、公 衆 電 話 を ご 利 用 く だ さ い。院 外 か ら の 電 話 の 取 次 ぎ は、原 則 と し て 午後９時迄
とします。長電話は、ご遠慮願います。
携帯電話の使用は、医療機器に誤作動を生じたり、他の患者さまに迷惑となるため、場所により
ご遠慮いただく場合があります。
（16）歩行訓練・運動は、危険ですから、病院敷地内で行うようにしてください。
（17）盗難防止のため、貴重品や多額の現金はお持ちにならないでください。
現金や貴重品のお預かりはいたしかねますので、床頭台のセフティボックスに入れて鍵は身に付
けて頂くようお願いします。
※鍵を紛失・破損された場合、実費を請求させて頂きます。
※万一、紛失・盗難にあわれましても責任を負うことは出来ませんのでご了承ください。
（18）貸与された器具・被服・備品等は、みだりに交換したり、院外に持ち出さないでください。
（19）病室の壁に張り紙・打ち釘等は、一切しないでください。
（20）ゴミの処理については、生ゴミ・一般ゴミ・ビン・缶類を区別して捨ててください。病院の美
化とゴミの減量にご協力ください。
※非常時は、医師・看護師等の誘導に従って冷静に行動してください。
非常時のために事前に非常口・避難通路を必ず確認してください。
※治療や看護上の関係で、１ヶ月未満でも療養・介護病棟に転病棟して頂くことがありますので
ご承知ください。その場合は、すみやかに移動のご協力をお願いします。
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● 入院中の患者さまの他医療機関への受診について
当院に入院中の患者さまが主治医に相談することなく、ご自身の判断により外出・外泊中に他の
医療機関（病院、医院）を受診されたり、ご家族の方が投薬等を求められますと、その医療機関
は健康保険での請求ができないため、医療費の全額をご負担いただくことになります。また当院
の診療上も差し支えがありますので、必ず事前に、病棟ナースステーションまでお申し出くださ
い。（特別な場合を除き服用中のお薬は当院にてご用意いたします。）

● ご面会は
（１） 面会時間は、原則として午後２時から午後８時です。但し止むを得ない事情により面会時間以
外に面会を希望される時は、ナースステーションにお申し出ください。
（２） 外来受付に面会票が有りますので記入してください。
（３） 面会に際しては、他の患者さまの迷惑にならないようご協力ください。
（４） 小さいお子様・発熱者・感染症の疑い等がある方の面会は、ご遠慮ください。
（５） 手術当日、重傷期間中の面会はご家族の方だけでお願いします。患者さまの症状、診療等の
都合により、面会していただけないことがあります。
（６） お酒を飲んでの面会はお断りします。

● 家族控え室のご利用については
（１） 手術直後や重症等でご家族の希望により、主治医が認めた場合に限り付添いが認められます。
その際は、３階の家族待機室をご利用ください。
（２） 他の患者さまの御家族と一緒になる場合もありますのでご承知ください。
※使用の際、貴重品の管理は各自でお願いします。

● 院内の利用施設は
（１） レストラン芙葉、売店は、新館１階にありますのでご利用ください。
・売店

9 時〜17 時（日・水・祭日休み）

・レストラン芙葉

9 時〜16 時 30 分（日・水・祭日休み）

（２） 公衆電話は、各階にありますのでご利用ください。
（３） テレホンカードは、売店で販売しておりますのでご利用ください。
（４） ATM は 1 階薬局横にありますのでご利用ください。9 時〜18 時（土日祝日は 17 時まで）
（1 月 1・2・3 日、5 月 3・4・5 日及び 12 月 31 日休）

● 証明書は
入院中・入院証明書・診断書等が必要な方は、早目にナースステーションへお申し出ください。
不明な点は、遠慮なくご相談ください。
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● 退院の際は
（１） 退院が決まりましたら、主治医、又は看護師に申し出て指示を受けてください。
（２） 退院の際は当日までの分を退院時に請求いたします。請求書は病棟でお渡ししますので、１階の
事務所受付にてお支払を済ませてからご退院ください。
（３） 介護病棟や診療内容により請求書が後日になる場合は、郵送致しますのでお手元に届きましたら
早急に現金書留か窓口にてお支払いください。

● 医療相談窓口
入院されますと健康保険の適用等の問題、退院後の社会復帰、退院後の介護の問題等様々な悩み
もあると思われます。安心して治療に専念していただけるよう医療相談を行っておりますのでお
気軽にご利用ください。また事前予約も受付けておりますので、ご利用の方はお申し出ください。
※入院中にお気づきの点、ご要望がございましたら相談窓口にお申し出ください。

● 個人情報の保護について
（１） 病室における氏名の掲示を希望されない場合はお申し出ください。
（２） 電話での入院の有無や問い合わせに関してはお答えできかねますのでご承知ください。

● 在宅支援施設
当院には在宅支援施設として、居宅介護支援センター（居宅介護支援）
・デイケアセンター
（通所リハビリ）・ショートステイ（短期入所）もございます。
ケアプランの立案や要介護認定申請の代行等、介護保険についての相談をお受けいたしております。
ご利用ください。

☎居宅介護支援センター
059-252-0108（直通）

※職員へのお心遣いは固くお断りします。
※病院見学をご希望の方は遠慮なくお申し出ください。
※相談内容についての秘密は厳守いたしますのでご安心ください。

● 館内案内
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特別医療法人 暲純会グループ

榊原温泉病院
〒514-1293

三重県津市榊原町 1033-4

TEL 059-252-1111 FAX 059-252-0522

特別医療法人 暲純会 武内病院
〒514-0031

三重県津市北丸之内 82 番地

TEL 059-226-1111

津看護専門学校
〒514-2325

三重県津市安濃町田端上野 970 番地 10
TEL 059-268-4000
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