
入 院 の し お り
入院の際は必ずご持参ください

入院日 年 月 日



ごあいさつ

当院の病棟は「地域⼀般病棟」と「療養病棟」に分かれており、主に内科、
外科、⼈⼯透析内科の患者様を診療の対象としております。
お誕生日の患者様のお食事は特別に「誕生日膳」となっているなど、少し
でも快適な入院生活を過ごしていただけるよう、心がけております。
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入院当日準備していただくもの

入院の前にお読みください。 □ にチェックをしてご確認ください。

● 入院の手続き
□ 入院当日は （ 午前 ・ 午後 ） 時 分までに受付までお越しください。

やむを得ず時刻に間に合わない場合は事前にご連絡ください。
※担当の者が病棟までご案内いたします。

□ 入院の手続きは医事課が担当しております。
変更、取消し等のご相談は医事課までご連絡ください。

● 入院手続きに必要なもの
□ 診察券（入院中は病棟にてお預かり、退院時にお返しいたします）
□ 健康保険証または健康保険資格取得証明書、各種医療券等

（入院中に保険証等の変更がございましたら、速やかにご提⽰ください）
□ 入院申込書・誓約書（印鑑が必要です）
□ 入院保証⾦

健康保険などの適用の方 : 3万円
医療券をお持ちの方 : 1万円
⾃費診療、交通事故（⽀払い方法の未決定の方） : 10万円
差額室（個室・2床室）をご利用の方 : 5万円
※預り証を発⾏いたしますので、退院の際まで⼤切に保管してください。

入院保証⾦は退院会計の際精算いたします。

● 日用品等、ご用意していただくもの
□ 寝巻き（2〜3組） □ 下着 □ バスタオル（1〜2枚）・タオル（2〜3枚）
□ くつ・シューズ □ コップ（プラスチック等の割れないもの）
□ 筆記用具 □ ティッシュペーパー
□ お薬手帳 □ 現在服用中の薬・外用薬
□ 洗⾯道具（⻭ブラシ、⻭磨き粉、⽯けん、シャンプー、リンス、ヘアーブラシ、
髭剃り、洗⾯器 等）
□ 介護用品（必要時）（※当病院では、指定のオムツ以外は使用できません）
※お履き物は転倒防⽌のため、くつ型の物をご用意ください。
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入院生活の日課について

食 事︓当院では、決まった時刻に温冷配膳⾞にて、温かい物は温かく、冷たいもの
は冷たい状態で病室までお届けしております。また、治療食以外の飲食につ
いては、医師または看護師にご相談ください。

検 査︓検査に関する注意事項は、その都度看護師が説明いたします。
薬 ︓ 当院以外で処方された薬を服用される場合は医師にご相談ください。

シャワー浴 ︓入浴時間の予約をご確認のうえご利用ください。
（※シャワー浴は医師の許可が必要です）

ナースコール︓取扱いについては看護師が説明いたします。

● 日課予定表

時間 回診・検査・処置等 看護ケア

6:00 起床 採血 検温
モーニングケア

8:00 朝食

9:00 点滴・検査
回診

清拭介助・シャワー
シーツ交換

12:00 昼食

14:00 検温

15:00 ⾯会開始（平日）

18:00 夕食 イブニングケア

19:00 ⾯会終了 検温
翌日の検査説明

21:00 消灯 ※テレビ等のご使用はご遠慮ください。



● ご面会
1. ご⾯会時間をお守りください。

2. ご⾯会の方は各病棟ナースステーションの前にございます⾯会簿にご記名のうえ、
看護師の許可を受けてください。その際、⾯会者用のバッジをお渡しいたしますの
で、⾒やすい場所に付けていただけますようお願いいたします。

3. 小さいお子様は感染防⽌のため、なるべくお連れにならないようお願いいたします。

4. インフルエンザ等の流⾏期には、マスクの着用をお願いいたします。

5. 入院中の患者様への電話のお取次ぎは原則的にいたしません。緊急時以外はご遠慮
くださいますようお願いいたします。

6. 電話等による在院等のお問い合わせには、特別な制限がない限りお答えいたしてお
ります。また、ご⾯会の方についても特別な制限がない限り、病室へご案内いたし
ております。

7. 在院のお問い合わせや⾯会のご案内に制限を希望される場合は、職員にお申し付け
ください。

● 飲酒・喫煙
1. 入院中の飲酒は禁⽌しております。

※ノンアルコール飲料を含みます。

2. 病院敷地内での喫煙はすべて禁⽌としております。
※電子タバコを含みます。

入院中のマナー

当院では、患者様に快適な入院生活を送って
いただき、1日も早く治癒されますよう努め
ております。より良い療養生活を送っていた
だくために、患者様、ご家族、ご⾯会の方々
のご協⼒をお願いいたします。

４

曜日 月曜〜土曜 日曜・祝祭日

ご⾯会時間 午後3時〜午後7時 午後1時〜午後7時



５

● 病室
1. ⼀般病棟に個室・2⼈部屋（特別室）をご用意しておりますので、ご希望の方

は職員へご相談ください。
※空室がない場合は対応できかねますのでご了承ください。
ご希望により特別室に入室される場合は、室料差額を頂戴しております。

● リストバンド
1. 医療事故防⽌対策の⼀環として「リストバンド」の着用を実施しています。

手術、検査、与薬、輸血時等における患者さんの誤認を防⽌するために必要な
ものです。入院中はご着用をお願いいたします。

● 洗濯
1. ５階にランドリーを設置しております。ご利用の際は洗濯用洗剤をご用意くだ

さい。※プリペイドカードでご利用いただけます。４階と５階にございます販
売機にてご購入ください。

洗濯機 ２００円

乾燥機 １００円（３０分）

2. 出張クリーニングサービスも⾏っております(有料)。⽕曜日にお預かりし、⾦
曜日のお届けとなります。

● 携帯電話などの使用
1. 多床室での携帯電話による通話は、他の患者様のご迷惑となりますのでご遠慮

ください。各階の談話室ではご利用いただけます。

公衆電話は1階にございます。

※病室内でのメール使用、WEB閲覧は可能です。

※院内では必ずマナーモード（消音）にし、写真及び動画の撮影はご遠慮くだ

さい。



● テレビ
1. テレビはベッド備え付けのものをプリペイドカードにてご利用ください。

2. プリペイドカード販売機は４階、５階にございます。

● 電気機器の持ち込み
入院に際して、お持ち込みいただける電気機器は以下のとおりです。

1. ノートパソコン、タブレットPC

2. 携帯電話、スマートフォン

3. ヘアドライヤー

4. 電動カミソリ

5. ラジオ、音楽プレーヤー、ポータブルDVDなど

※いずれもイヤホンを使用し音漏れの無いようにお願いします。

※他の患者さんのご迷惑にならないようにご使用ください。

特に携帯電話、スマートフォンについては、個室以外の病室での通話はご遠慮く

ださい。

● 冷蔵庫について
1. ⼀般病棟においては、各ベッドに備え付けてあります。プリペイドカードにて

ご利用ください。退院時には、冷蔵庫の中の物はお引き取りください。

● 外出・外泊
1. 外出・外泊をご希望される場合は、主治医または看護師にお申し出ください。

主治医の許可を得たのち「外出・外泊許可申請書」を記入していただきます。
看護師から外出・外泊時の注意事項の説明を受けたのち、「外出・外泊許可
書」を受け取りお出掛けください。

2. 病棟を離れる際は必ず看護師にお伝えください。
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● 貴重品の管理
1. 院内は⼤勢の⼈が出入りしておりますので、必要な⾦銭以外はお持ちにならな

いようお願いいたします。

2. 病室ではセーフティボックスをご利用ください。セーフティボックスキー、貴
重品は病室を離れる際は必ずご携帯ください。

● 感染防止
1. お食事前や病室へ入室される際などの手指消毒をお願いいたします。

2. インフルエンザ等の流⾏期にはマスクの着用をお願いいたします。

● 迷惑⾏為
1. 入院中の治療拒否、暴⼒⾏為、セクハラ、⼝論、病棟内での飲酒・喫煙⾏為が

ある場合は退院していただくことがございますのでご了承ください。

2. 病院の器物を破損された場合は実費をいただくことがございますのでご了承く
ださい。

● 緊急時の対応
1. 地震・⽕災など非常事態が発生した場合には、職員の指⽰に従ってください。

2. 避難の際は、閉じ込め事故防⽌のためエレベーターは絶対に使用しないでくだ
さい。

3. 各病室に避難経路図がございますので、非常⼝は必ずご確認ください。

● 履き物について

１．転倒防⽌のため、スリッパではなく、くつ型の履き物をご用意ください。
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● その他
1. プリペイドカードは退院時に未使用分を精算いたしますので、ご持参のうえ、

医事課入院係にお申し付けください。

2. 郵便、宅配等のご利用を希望される場合はご相談ください。

3. 職員に対する⾦品等のお心遣いはご遠慮ください。

4. ハサミ、果物ナイフ類の持ち込みは禁⽌しております。

5. お茶、お湯を希望される場合は職員へお申し出ください。

6. 入院・退院に伴って起こる様々な問題や心配事は、専門の相談員がお答えいた
しております。医療相談室または職員までお申し出ください。

7. ご不明な点やお困りの事がございましたら、お気軽に職員までご相談ください。
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● 入院の費用
1. 毎月15日と月末(退院される場合はその日)に締め切り計算し、数日後に請求書を

お届けいたしますので、1階医事課会計窓⼝にてお⽀払いください。

2. お⽀払いは月〜⾦曜日の午前9時〜午後5時の間にお願いいたします。
土・日曜日及び祝祭日の退院の方は、後日の精算となります。

3. 同月内で保険適用診療費の⾃⼰負担(食事療養費を除く)が⼀定額を超えると申請に
より、⾼額療養費として還付されますので、領収書は⼤切に保管して下さい(領収
書の再発⾏はいたしませんのでご了承ください)。

4. 入院時食事療養費は、標準負担額をお⽀払いいただきます。なお、区市町村⺠税非
課税世帯に該当される方は、標準負担額が減額されますので保険者の発⾏する「標
準負担額減額認定証」を保険証と共に医事課入院係までご提⽰ください。

● 退院の手続き
1. 退院には主治医の許可が必要となります。手続きその他は、担当看護師が説明いた

します。その際、退院療養計画書をお渡しいたします。

2. 退院会計は計算が出来次第、請求書をお持ちいたしますので、お部屋でお待ちくだ
さい。会計は、1階医事課会計窓⼝でお⽀払いください。
（入院時に保証⾦をお預けの方は、「預かり証」を⼀緒にお持ちください。）

3. 退院時間は原則として午前10時となっております。ご都合の悪い場合は担当の看
護師にお申し出ください。

4. お忘れ物がないよう、床頭台、セーフティボックス内をご確認ください。

5. セーフティボックスのカードキーはご返却ください。

6. 退院時に次回の外来診察の予約票をお渡しいたしますのでご確認ください。
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各階フロアのご案内
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● 各階フロアのご案内

療養病棟
病室601号〜608号

病室
食堂・談話室
ナースステーション

療養病棟
病室501号〜510号

病室
食堂・談話室、洗濯機置き場
ナースステーション

⼀般病棟
病室401号〜413号

病室
相談室
ナースステーション

外来
受付・会計

受付・会計、医療相談窓⼝、診察室・処置室
検査室、放射線室

透析センター

リハビリテーション室、内視鏡室、手術室
透析待合室、薬局、栄養科、浴室、多目的トイレ

プリペイド
カード販売機

プリペイド
カード販売機

公衆電話

● テレビ、冷蔵庫、ランドリー用のプリペイドカード販売機は4階と5階に設置しています。
● 多床室での携帯電話による通話はご遠慮ください。公衆電話は1階にございます。
● ご⾯会時間をお守りください。

曜日 月曜〜土曜 日曜・祝祭日

ご⾯会時間 午後3時〜午後7時 午後1時〜午後7時

ご不明な点がございましたら、お気軽に職員までお尋ねください。



医療法⼈社団 愛和会の理念と⽅針

● 理 念
『患者様には愛を、職場には和を』

● ⽅ 針
⼀、我々は、専ら腎不全医療を中心として地域医療に貢献することを目指します。
二、我々は、患者様に愛情を持って接し、患者様の権利を尊重し、患者様を理解し

患者様に納得して喜んでいただける医療を目指します。
三、我々は、職場の和を尊び、そして絶えず知識と技術の研鑽に励み、患者様に

最善の医療を提供することを目指します。

● 看護部理念
地域の皆様に安全で信頼される看護を⾏います。

● 看護部⽅針
・ ⼀⼈⼀⼈の欲求を的確に把握し、欲求の変化に対応できる継続看護を実践する。
・ 危機管理意識を育て安全な環境を整え医療事故を防⽌する。
・ 充分なインフォームド・コンセントを⾏い患者様とご家族の相互理解に努める。
・ 命の尊さと心⾝の痛みのわかる医療⼈を目指す。
※毎年上記の方針の具体的な目標を作成しています。
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医療法⼈社団 愛和会の理念と⽅針

● 患者様の権利
我々は、以下の「患者様の権利」を認識し、擁護いたします。

1. 良質の医療を公平に受けることができます
2. 選択の⾃由の権利

⼗分な情報提供を受けたうえで、治療方法などを選ぶことができます。
3. 情報を得る権利

症状、診断、予防、治療方法について説明を受けることが
できます。

4. 機密保持を得る権利
プライバシーや個⼈情報が保護されています。
（患者の権利に関する世界医師会リスボン宣⾔より）

インフォームド・コンセントについて

当院では、インフォームド・コンセント（患者様に病気や治療について分かりやす
く説明し、患者様の同意を得て医療を進めること）を⼤事にしております。
病気や治療などについて、お分かりにならないことがございましたら遠慮なく担当
医師にお尋ねください。

診療記録等の開⽰について

当院では、「診療記録等開⽰規定」及び「個⼈情報の保護に関する規定」に則り、
診療記録等の開⽰を⾏なっております。診療記録等の開⽰請求や開⽰に関する規定
につきましては受付窓⼝にお尋ねください。



● 個⼈情報の利用目的について
入院時にお渡ししております「当院における個⼈情報の利用目的」に記載の目的
で利用させていただくことがございます。

● 個⼈情報の開⽰・訂正・利用停止等について
「個⼈情報の保護に関する法律」の規定に遵ってすすめております。

● 患者様のお名前の表⽰などについて
安全・安心な医療を提供するため、以下の取り組みをしております。

1. 患者様ご本⼈であることを必ず確認しております。
2. 入院中はお名前をフルネームで名乗っていただく場合がございます。
3. リストバンドの着用、ベッドサイドにお名前の掲⽰をさせていただきます。

※退院時は病棟で取り外し、情報漏洩防⽌を徹底した処理をしております。
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患者様の個⼈情報保護について

当院では、患者様に安心して医療をうけて
いただくために、安全な医療をご提供する
とともに、患者様の個⼈情報の取り扱いに
も、万全の体制にて取り組んでおります。



● セカンドオピニオンについて
当院では「セカンドオピニオン運用規定」に則り、セカンドオピニオンを⾏って
おります。セカンドオピニオンには以下の二通りがございますので、詳しくは受
付窓⼝にお尋ねください。

1. 当院の専門医にセカンドオピニオンを受ける
2. 他の医療機関でセカンドオピニオンを受ける

セカンドオピニオンは健康保険適用外となるため、全額⾃⼰負担となります。
また、通常診療とは別に実施するため、相談日時については専門医と相談のうえ
決定されます。
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セカンドオピニオンについて

セカンドオピニオンとは
セカンドオピニオンとは、患者様⾃⾝の病気に対する診断や治療方針について、現
在診察を受けている医師（担当医）以外の医師の意⾒（第二の意⾒）を求めること
をいいます。セカンドオピニオンは、担当医を替えたり、転院したり、治療を受け
たりすることだと思っている方もいらっしゃいますが、そうではありません。まず、
ほかの医師に意⾒を聞くことがセカンドオピニオンです。



交通のご案内

JR 常磐線・地下鉄日比谷線・つくばエクスプレス 南千住駅下⾞ 徒歩7分
地下鉄日比谷線 三ノ輪駅下⾞ 徒歩7分
都電荒川線 三ノ輪橋駅下⾞ 徒歩5分

〒116-0003 東京都荒川区南千住5-10-1

TEL : 03-3806-2232（代表）
FAX : 03-3805-1994
ホームページURL ︓ http://www.aiwakai.or.jp/
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