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この冊子には、入院手続きと入院

生活についての大切なことが書か

れています。 

必ずお読みください 

三国丘病院の理念 

「誠意ある明るく開かれたこころの医療」 
― 患者様のための、誠意ある明るく開かれた医療を通して、地域社会の精神保健福祉に貢献します ― 

 

基本方針 

１． 患者さんの人権を尊重した誠実な態度(患者中心、主体、人権、倫理)。 

２． 安全で安心できる医療(医療の質、安全、安心)。 

３． 研鑚に励み、質の高いチーム医療(信頼、倫理)。 

４． 説明と同意に基づく信頼される開放的な医療(自由、開示性、インフォームドコンセント)。 

５． 専門的知識を活かした地域の精神保健福祉への貢献(地域社会、精神保健福祉)。 

三国丘病院看護部の理念 

私達は常に患者様とそのご家族の立場に立って考え、 

その人にとって最良の看護が提供出来るように誠意と愛情のこもった看護を目指します。 

 

TEL 072-233-1880(代表) 

072-232-9387(病棟) 

FAX 072-222-1709 

1 



・入院手続きのご案内 

 

1.手続き  ※入院予約をキャンセルされる場合は、外来までお早めにご連絡ください。  

◎外来事務室受付にて以下の手続きを行って下さい。 

1)健康保険証、各種医療受給者証の確認 

2)入院誓約書の記入 

3)入院承諾書の記入 

4)差額室入室確認書(同意書)の記入 ※差額室に入院される方のみ 

5)入院保証金の入金 → 入院保証金領収書をお渡しします。 

ア)各種保険にご加入の場合 \80,000- 

イ)自費の場合       \100,000-    ウ)生活保護受給中の場合  \10,000- 

※保証金は退院時にお返しいたしますので、入院保証金領収書を大切に保管願います。 

6)おこづかいの入金: お小遣い預り証をお渡しします。 

※おこづかいの手続きは、入院されてからでもできます。 

※おこづかいについては、事務職員・主治医にお尋ね下さい。3 ページもお読み下さい。 

 

2.入院費用 （当院では、税込み金額を四捨五入して計算しております）。 

1)治療費:入院治療に要した費用です。 

2)食事療養費:入院中の食事療養費は治療費と別に計算させて頂きます(厚生省告示:平成 6 年 10 月 1 日より)。 

1 食:460 円(低所得世帯の方は、別途減額措置があります) 

3)自費: 

①室料(特別療養費):主治医とお決め下さい。全て１日の室料です。 

個 室(浴室、トイレ、洗面所)   14,300円-  2部屋 

個 室              8,800円-  1部屋 

個 室              6,600円-  11部屋 

３人室              2,200円-  6部室 

４人室              2,750円-   2部屋 

病室により差額室料を頂いております。 

②寝間着・オムツ等費用：小山メディカルサービス株式会社の入院セットにてご案内しております。詳しくは別紙

をご確認ください。 

③病室ロッカーキー使用料:１日：99 円。 

※上記、1)治療費は高額療養費の対象になります。2)食事療養費と 3)自費はいずれも高額療養費の対象となりません

が、税金の確定申告時の医療費控除は控除対象となりますので、領収書は大切に保管願います。 

※他科受診および転院時の搬送費は、患者さんの実費負担となる場合があります。 

 

3.お支払いについて  

◎ご請求区分：①月の前半分(1 日～15 日)  ②月の後半分(16 日～月末)の 2 回のご請求となります。 

ただし、高額療養費委任払い、老人医療、生活保護、その他公費の適用を受けておられる方は、月 1 回のご請求とな

ります。 

◎お支払い場所：外来事務室。（月）～（土）9:00～17:00  

◎当院では、入院費用についての請求書をお渡ししておりませんので、お手数ですがその都度お問い合わせ下さいま

すようにお願いいたします。 
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◎費用のお問い合わせ：①1 日～15 日分…21 日以降 ②16 日～月末分…6 日以降 にお願いいたします。 

（月により、日祝日との関係で日がずれることがあります。お問い合わせ下さい） 

お支払いは、21 日以降・6 日以降それぞれ 10 日以内を目途にお願いします。 

◎退院時の清算：当日清算となりますので、しばらくの間お待ち頂くことになります。ご了承下さい。 

◎健康保険証を月に一度確認させて頂きますので、お支払の際、会計にご提示願います。 

◎保険証や住所、電話番号に変更がある時には、外来ないし 1 階病棟の事務職員に必ずお知らせ下さい。 

◎証明書・書類等は即時発行できませんので、お早めにお申し出下さい。前もって 1 階病棟事務でお預かりいたしま

す。 

 

４ .おこづかいについて  

◎医師の判断により、病院によるおこづかい管理をさせて頂いております。病状によっては、乱費、衝動買い、貸借や

紛失、遠距離離院などの危険性があり、その防止のためです。ご本人による管理もできますので、主治医にご相談下

さい。 

 

◎管理と出入の手順(詳細は、1 階病棟事務職員が説明させて頂きます) 

1) 管理出入金場所：1 階病棟窓口。病棟事務職員が対応いたします。 

2) 受付時間：(月)～(土) 9:20～9:30 (日曜祝日、年末年始の休みを除きます)。 

3) 出入金の際に、金額をお申し付け下さい。病棟事務職員が預り証に金額を記入します。ご確認のうえ、サインし

て下さい。 

4) おこづかい預り証は、原則として患者さんで保管して下さい。 

5) 保管の難しい方は病棟詰所で保管させて頂きます。 

6) 出金希望額が高額の場合は、主治医あるいは看護師により確認させて頂くことがあります。場合によってはご家

族に確認させて頂くこともあります。 

 

５ .入院時に用意して頂くもの  

◎普段着、下着類 

◎寝間着：当院では抗菌素材の寝間着をお勧めしております。 

◎洗面・洗髪用具:洗面器、洗面具、歯ブラシ、石鹸、シャンプー、ブラシ、くしなど。 

◎日用品：タオル、バスタオル、ティッシュ、プラスチック製のコップ(できればフタ付のもの:歩行中、廊下に水をこ

ぼすと、転倒の原因になります)、シューズ(スリッパは転倒しやすいのでおやめください)、マスク(不織布)、

傘など。 ドライヤー、爪切りは詰所で貸出ししております。 

 ◎オムツ：当院では、衛生管理のため、指定のものをお勧めしております。 

◎その他のお持ち込みにつきましては、看護スタッフにお尋ね下さい。 

※院内にお持込みできないものもあります。入院時に、患者さん・ご家族立会いのもと持ち物確認をさせて頂きま

す。持ち込みできないものは、ご家族にお持ち帰り頂くか、病棟詰所でお預かりします。持ち込み品・所持

品につきましては、6 ページをお読み下さい。 

 

患者さんの状態により、入院セットサービスのご利用をお願いする場合があります。 

ご不明な点はお問い合わせください。 
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・入院生活のご案内 
 

１ .付き添い  

◎当院では、厚生労働大臣が定める基準を満たした看護師、看護補助者が勤務しています。付き添いのご心配はあ

りませんが、ご家族が希望される場合には、主治医の許可が必要になります。 

 

２ .寝具・お食事・入浴について  

◎寝間着交換日：毎週(火)・(金) ※交換日以外の交換を希望される場合は、別途料金がかかります。 

◎シーツ交換日：毎週(火)・(水) 

◎お食事：全て病院でご用意いたします。間食・補食については、医師、看護師、管理栄養士にご相談下さい。病状と

治療上の必要に応じて、特別なお食事をご用意する場合もございます。 

    ：食物アレルギーについて 

 食物アレルギーがある場合は、入院前に必ずお申し出ください。入院後にお申し出の場合は、当院は、病院

食の食物アレルギーの対応およびその責任を負うことはできませんのでご理解ください。 

 当院では、食物アレルギーの関してできる限りの対応に取り組んでおりますが、アレルゲンを完全に除去す

ることはできません。別紙「入院中の食事(病院食)についての同意書」の当院食物アレルギー対応基準の 26

品目以外の食物アレルギーは病院食の提供ができない為、基本的に入院をお断りさせて頂きます。 

◎入 浴:1 階病棟に浴場を設置しております。男性・女性とも週三回の入浴になっております。 

※お食事と入浴の時間は、5 ページをご覧下さい。 

 

３ .ご面会と電話  

◎面会時間:平日・(土)・（日）・祝日とも…9:00～17:00(ご家族の場合は 19:00まで) 

ご面会の際には必ず 1 階病棟詰所窓口に寄って頂き、面会記録簿にご記入をお願いいたします。 

入院患者さんの安心感と保安のため、お渡しする面会者用名札をご着用頂きますようお願いします。 

◎療養の妨げになる場合もございますので、なるべく 1 時間程度のご面会にして頂くよう、ご協力申し上げます。 

◎面会場所は食堂又は 2 階 3 階面会談話コーナーでお願いいたします。病室でのご面会はご遠慮下さい。 

◎ 酒気帯びでのご面会はお断りします。 

◎ 患者さんの病状により、主治医の判断で面会を制限させて頂くこともあります。 

◎ 電話:公衆電話は病棟各詰所の横に設置してあります。 

◎ 外部から入院患者さんへの電話は、ご用件のみうけたまわります(患者さんよりあらためておかけ直し下さい)。 

17 時以降の病院への電話は、ご遠慮ください。体制上、即時対応できない場合があります。不急の連絡は、9 時～17

時の時間帯でお願いします。 

◎ 携帯電話の使用は、院内使用規則への同意書が必要です。 

 

４ .外出・外泊  外出･外泊とも、主治医の許可を受けて下さい。 

◎外出…午前 9:00～午後 17:00  

    ＊主治医の診察、各種検査や点滴等の処置、及び作業療法等の治療時間帯の外出は控えて下さい。 

◎外泊…各階詰所の申し込み用紙に記入して下さい。主治医の許可が必要となります。 

◎当院では外出・外泊の実施を積極的に行っておりますが、主治医の判断により、治療の一環として外出・外泊を制限

する場合もあります。ご了承ください。 

 

５ .喫煙  

◎当院は建物内完全禁煙です。 (H22.7.1 以降より) ※加熱式・電子タバコも同様です。 

 

６ .その他  

◎買い物援助相談：外出できない方は、看護スタッフにご相談ください。 

◎ご利用設備：公衆電話、テレビ、洗濯機、飲み物類の自販機、給茶器(給湯・給水兼用)。テレビと洗濯機はカード式

です。券売機でお求めください。 

◎家族面談：ご家族が主治医との面談を希望される場合、前もって診察時又は看護詰所で予約して下さい。 

◎医療福祉相談：治療上の悩み、治療費・生活費などの心配、社会保険や年金などの手続き、退院後の生活などについて、何

でもご相談下さい。 
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病棟日課表 

午 前 午 後 

6:00        起床・病棟巡回 

7:00～     朝食 

8:00～      配薬  

9:20～9:30  お小遣い申し込み 

         [お渡しは 10:00 からです] 

9:00～      シーツ交換（火曜・水曜） 

      寝間着交換(火曜・金曜)  

12:00～     昼食 

12:30～     配薬 

 

 

13:30～ 入浴(下表をご参照ください) 

14:00～ 処置 

        体重測定(月１回) 

17:00   病棟巡回 

18:00～ 夕食 

18:30～ 配薬 

20:00   眠前薬服薬 

21:00   消灯 携帯電話のスイッチ OFF 

(以降、1 時間おきに各室巡回) 

 

 

入浴時間 
 

(月) 

２階女性(介助の必要な方) 13:30～14:30 

２階女性 14:30～15:15 

男  性 15:15～16:00 

(火) 

３階女性(介助の必要な方) 13:30～14:30 

２階女性(見守りの必要な方) 14:30～15:15 

３階女性 15:15～16:15 

(水) 

男  性(介助の必要な方) 13:30～14:30 

３階女性(見守りの必要な方) 14:30～15:15 

男  性 15:15～16:00 

２階女性 16:00～16:45 

(木) 
２階女性(介助の必要な方) 13:30～14:30 

３階女性 14:30～15:30 

(金) 

３階女性(介助の必要な方) 13:30～14:30 

２階女性(見守りの必要な方) 14:30～15:15 

２階女性 15:15～16:00 

男  性 16:00～16:45 

(土) 

男  性(介助の必要な方) 13:30～14:30 

３階女性(見守りの必要な方) 14:30～15:15 

３階女性 15:15～16:15 

※ 祝祭日の入浴時間は、変更となります。詳しくは看護スタッフにお尋ねください。 
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作業療法（参加される方のみ） 

9:30-11:30、13:30-15:30 

 



入院患者さん・ご家族へのお願い 
※大阪精神病院協会作成のものを、当院で改訂しております 

 

1. 治療の妨げとなる行為、他の患者さんへの迷惑となる行為はしないで下さい。 

2. 療養の場ですので、アルコールの所持及び飲酒は禁止です。 

3. 金品および物品の貸し借りは、利害関係が発生しトラブルの原因となりますので禁止しております。金品等を

賭けた勝負事も同じくおやめ下さい。 

4. 薬は医師の指示通りにお飲み下さい。それ以外の薬(今まで服用していた薬、他科薬、市販薬、サプリメント

類)の服用は、必ず医師にご相談下さい。 

5. 病棟内は完全禁煙です。（※2020.4.1 より）。 

6. 他の患者さんに御用の時は、詰所へ申し出て下さい(他室への訪問・入室をしないで下さい)。 

7. 持ち込み品・所持品について： 

● 所持品管理は、患者さん個人にお任せしています。ロッカーの鍵の貸し出しも出来ますので、看護スタッフにお

尋ね下さい。 

● 紛失防止のため、持ち物にご記名されることをお勧めします(衣類、タオル、コップなど)。 

● 病院は大勢の方が出入りしますので、紛失・盗難等の事故防止のため、多額の現金や貴重品(キャッシュカード、

クレジットカード、貴金属など)は持ち込まれない様にお願いします。金品・物品の紛失や盗難に十分な注意を

払って下さい。万一事故が発生しても当院は一切その責任を負いません。 

● 次のものは持ち込み禁止です。 

・ 刃物類などの危険物（ナイフ、カミソリ、はさみ、包丁、爪切り、毛抜き、針など） 

・ 発火物などの危険物（ライター、マッチなど。たばこ・加熱式・電子たばこも同様です） 

・ 長い紐やロープ類 ・マニキュアや除光液などシンナーが混ざっているもの 

・ ゲーム機、パソコン 等 ※より詳しくは病棟看護師にお尋ねください。 

（携帯電話は、平成 20年 1月 7日から院内でご使用頂けることになりました。使用規則を守って下さい）                      

● 持ち込み禁止物をお持ちの方は、ただちに主治医または看護師に申し出て頂き、詰所にお預け下さい。入院

時にはご本人・家族立会いのもと、持ち物確認をさせて頂いておりますが、場合によっては入院中にも行わ

せて頂くことがあります。その際にはご協力の程よろしくお願いいたします。 

8.    入院中、やむを得ず転室・転棟して頂く場合があります。ご協力ください。 

9.    ご面会の方で、自動車、バイク、自転車での来院はご遠慮ください。 

10. 入院中で、外泊・外出の際、自動車・自転車・バイクの運転は、安全面から禁止しております。 

11. 入院中、他科へ受診される方は、その旨を看護師にお伝えください。 

 

適切な治療と療養の場を提供するためには、以上の点について患者さんのご協力が必要です。ご協力頂けない方

には、主治医の判断により治療をお断りする場合があります。 

 

患者さん・そのご家族による金品などのお心遣いは一切お断りいたしております。 

 

◆ 当院への希望や意見を、身近な職員、事務長または看護部長に遠慮なくお聞かせ下さい。 

病棟の意見箱もご利用ください。 
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