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三友堂病院
病院理念 信頼と融和で築こうよい病院

〈基本方針〉
１.	 三友堂病院は、地域の人々に健康という希望を提供します。
２.	 三友堂病院職員は、日毎、医療の質の向上をめざし、業務の研鑽を行います。
３.	 三友堂病院は、職員と共に地域の人々の間に、揺るぎない信頼関係を達成していきます。
４.	 患者さんの個人情報を含むプライバシーを尊重します。
５.	 患者さんに公平・適正な医療を行い、高齢者への分かりやすい説明と医療を提供します。
６.	 診療にあたり、医師による十分な説明と患者さんの選択に基づく医療を提供します。

〈患者さんの権利〉
１.	 尊重される権利
	 全ての患者さんに、その生命、身体、人格が尊重される権利があります。
２.	 平等な医療を受ける権利
	 全ての患者さんに、何事にも差別されることなく、平等な医療を受ける権利があります。
３.	 最善の医療を受ける権利
	 全ての患者さんに、良質な医療を受ける権利があります。また、医療のどの段階におい
ても、病院や医師を自由に選択する、あるいは他の医師の意見（セカンドオピニオン）
を求める権利があります。

４.　知る権利
	 全ての患者さんに、自らの状況を理解し、真実を知るために、必要な情報を得る権利が
あります（カルテの開示等）。また、十分に理解できるまで説明を受ける権利があります。

５.	 自己決定権
	 全ての患者さんに、診療に関する情報と助言、わかりやすい説明を得た上で、ご自身の
自由意思で検査、治療その他の医療行為を受ける、選択するあるいは拒否する権利が
あります。

６.	 プライバシーの権利
	 全ての患者さんに、プライバシーが守られ機密が保持される権利があります。

〈患者さんの責務〉
１.	 医療は医療従事者との共同行為であり、患者さんも療養に努めなければいけません。
２.	 適切な医療を受けるために、患者さんの健康状態などの他、必要とされる情報を正しく
医療従事者に伝える責務があります。

３.	 医療従事者から十分な情報提供と説明を受けた上で、診断や治療方針の決定について、
患者さんの意見を明らかにする責務があります。

４.	 全ての患者さんが適切な治療を受けるため、当院が定める規則を守っていただく他、他
の患者さんの医療提供の支障とならないよう配慮する責務があります。
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１. 入院される方へ
１）　入院から退院までの流れ

２）　入院予約をされた方へ
⑴	 １階の入院受付で、入院または入院予約の手続きをお願いします。入院に関する説明や
書類等をお渡ししております。

⑵　入院受付の受付時間は 9：00 ～ 17：00 までとなっております。

３）　入院の際にご用意していただくもの
(1) 受付に提出するもの
①　診察券
②　保険証・各種受給者証など

保険証の提示が遅れますと、提示前の費用を全額自費で請求させていただく場合が
ありますので、必ずご持参ください。入院中に保険証の記載内容に変更が生じた場合には、
速やかに総合受付にお申し出ください。
◎現在使用している保険証（協会けんぽ、国民健康保険、後期高齢者受給者証など）
◎各種公費負担助成証（高齢者受給者証、公費受給者証など）
◎限度額適用認定証、減額認定証
70歳未満の入院患者さんで「限度額適用認定証」をご提示いただくと、診療費として
病院へ支払う金額が自己負担限度額までになります。入院時には「限度額適用認定証」
を必ずお持ちください。緊急な入院の場合でも、月末までに保険者に対して申請手続き
をしていただければ、限度額が適用となります。
<申請の流れ>
入院される前に保険者に申請し、認定証の交付を受けてください（申請の際は健康保険証、
申請される方の認印が必要となります）。
【申請先】
国民健康保険の加入者	：市町村役場の健康保険担当窓口
社会保険の加入者	：協会けんぽ
共済・健保組合の加入者	：お勤め先
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(2) 入院病棟に提出するもの
①　入院誓約書（患者さんと保証人の連署・捺印の上）
②　病衣同意書
③　入院時情報用紙
④　現在使用されているお薬（市販薬、貼り薬・塗り薬・目薬、インスリン注射等、サプリメント含め全て）
⑤　お薬手帳

当院では、安全にお薬を使用していただくため、入院される患者さんが現在使用して
いるお薬を薬剤師が確認しています。

⑥　各種同意書（手術・検査・輸血など）※配布された方のみご提出ください。
⑦　その他、意思表示（自己決定）

生前の意思表示（リビングウィル）、臓器提供意思表示カード（ドナーカード）等を
お持ちの方は入院時に担当医または病棟看護師にご提示ください。

４）　入院当日の手続き
(1) 平日に入院される場合
①　入院当日、指定された時間まで1階総合窓口にお越しください。
②　再来受付機で受付を行い、総合受付に受付票と保険証等をご提示ください。
③　外来診療科に受付票を提示し待合室でお待ちください。担当者が入院病棟へご案内いたします。
(2) 時間外・土曜日・日曜日および祝日に入院される場合
①　1階救急外来受付にお越しください。
②　救急外来受付へ「予約入院」であることをお伝えいただき、保険証等をご提示ください。
③　救急外来より担当者が入院病棟へご案内いたします。
(3) 入院予約のお問合わせや取り消しを希望される場合
①　入院予定の各診療科外来までご連絡ください。
②　入院の一週間前より、発熱・下痢・嘔吐・咳など風邪症状・胃腸炎症状のある方は、入院前に
入院予定の各診療科外来までご連絡ください。
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５）　入院時にご持参いただくもの
チェックリスト

洗面・入浴用具

湯呑コップ

使用

（割れにくいもの） （スリッパやサンダルは
つまずきやすく危険ですので、
かかとの覆われている
滑りにくい靴を
ご準備ください）

（市販薬・貼り薬・塗り薬・目薬、
インスリン注射等、
サプリメント
を含む全て）

電気かみそり（男性の方）
（電動タイプをご準備ください）

⑴　当院では、即日入院された方のために、「入院セット」をご準備しております。ご希望の
方は、病棟の看護師までお申し出ください。また、売店でもお求めになれます。

⑵　入院の際の持ち物は、ロッカーに収納できる程度で必要最低限にお願いいたします。
⑶　お化粧（まつ毛・エクステンション等含む）やマニキュア類（ジェルネイル・つけ爪等含む）は、
診察や診療等の妨げとなりますので、入院前に必ず除去し、爪は短く切りそろえてくだ
さい。

⑷　入院生活に不要な電気製品の持込はご遠慮いただいております。
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６）　駐車場のご利用について
⑴　入院患者さん専用の駐車場はございませんので、入院期間中の駐車場利用はご遠慮くだ
さい。

⑵　やむを得ず、駐車場をご利用（夜間 20：00 ～）の方は、病棟看護師にお申し出ください。
「夜間駐車場利用申込書」のご記入をお願いしております。申込書の確認ができない場合は、
不明車両として警察署に届け出ることになっておりますので、ご協力のほどお願いいた
します。

７）　入院病棟について
⑴　当院には、個室、２人室、３人室、６人室があり、病室の規模、設備などによって室料
が異なります。

⑵　特別な療養環境（個室）を希望される場合は、早めに看護師へお申し出ください。
29 10

◎ご負担いただく料金は、健康保険の取り扱い対象にはなりませんのでご了承ください。
◎入院日及び退院日は、規定により入退院時間に関係なく、それぞれ１日として計算いたします。
　（例：１泊２日は、２日分、３泊４日は、４日分の入院料金となります。）

⑶　各病室にはテレビ・冷蔵庫（個室以外は有料プリペイドカード式）・床頭台（セーフティー
ボックス付）・ロッカーを備えています（テレビカードはエレベーターホールおよび売店
で、イヤホンは売店で販売しております。また 1階売店付近にテレビカード清算機を設
置しています）。

⑷　手術前後や治療上の都合により、ベッドの場所や病室、病棟の移動をお願いすることが
あります。

※転院について
診断が確定し一定の治療を経て、リハビリテーション期、療養期となりましたら転院
をお願いする場合があります。病状・転院については主治医から説明を行い、詳細な手
続きについては看護師・医療ソーシャルワーカーより説明させていただきます。ご不明
な点がありましたら、ご遠慮なく病棟看護師または担当ソーシャルワーカーにお尋ねくだ
さい。
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２. 入院生活についてのご案内
１）病院での一日

以降

原則として６時に点灯し21時に消灯となります。
※消灯時間になりましたらテレビの視聴はご遠慮ください。日中でもテレビを視聴される場合には、
他の患者さんのご迷惑にならないようイヤホンをご使用ください。
食事の時間（配膳時間）は病棟によって多少異なります。
※食事の時間は、治療や検査によって遅くなることがあります。状況に応じて軽食へ変更したり、場合
によっては食事を中止したりすることもございますのであらかじめご了承ください。

２）入院中の診療
(1) 医師の診療について
①　主治医が病気、検査、治療について説明をいたします。ご不明な点やご要望がござい
ましたら、主治医にご相談ください。

②　診療時間は、診療科によって異なりますので、ご了承ください。
③　当院入院中に他院での診療や投薬を受ける場合は、事前にご相談ください。

入院中、他院での診療を希望される場合、あるいは他院からのお薬が足りなくなった
場合などには、事前に主治医にご相談ください。

(2) 看護体制について
①　受け持ちの看護師が主になって患者さんの看護をいたします。
②　その日の担当看護師がご挨拶に伺います。また、看護補助者（ケアワーカー）も患者さん
の身の回りのお世話を担当いたします。

③　当院の看護体制は二交替（日勤・夜勤）勤務となっています。
(3) チーム医療について
　当院では、患者さんに早期の社会復帰をしていただくために、他職種の連携と協力による
「チーム医療」に取り組んでいます。
　患者さんの状態に合わせて医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・理学療法士などから構成される専門職種がチーム
を組み、それぞれの専門分野での経験や知識、技術を集約し患者さんに最も適した治療にあたっています。
　栄養サポートチーム（ＮＳＴ）、呼吸ケアチーム、緩和ケアチーム、感染管理チーム（ＩＣＴ）
等のチームが患者さんの状態をより専門的に分析し、治療計画を立て治療の手助けをして
います。主治医や病棟看護師を通して患者さんやご家族の相談も受け付けます。
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３）　食事について
⑴　食事は大切な治療の一環であり、患者さんの状態に合わせた食事内容となっております。
病院食以外の飲食物を召し上がることはお控えください。

⑵　アレルギーを引き起こす食品がある場合や医師・薬剤師から接種を控えるように言われて
いる食品がある場合には、代替食品による食事をご用意いたします。

⑶　当院では、患者さんに食事を楽しんでいただくため月に数回の選択メニューを実施して
おります。メニューの内容については、病棟デイルームの献立表でご確認いただけます。

⑷　食中毒防止のため配膳後はなるべく早くお召し上がりください。
⑸　栄養相談や糖尿病教室なども行っておりますので、是非ご参加ください。

４）　入浴について
⑴　浴室は各病棟に設置しております。入浴に際しての取り決めについては、各病棟看護師に
お尋ねください。

⑵　病状によっては主治医の許可が必要となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

５）　病衣・寝具類について
⑴　当院ではご希望があれば病衣（パジャマ）を１日 54 円でお貸ししておりますが、ご自宅
から持参されたパジャマを着用していただいても結構です。

⑵　シーツやカバーは、週１回定期交換しておりますが、汚れ等の際には随時交換いたします。

６）　洗濯について
⑴　衛生上の観点から病室に洗濯物を干すことが出来ませんので、基本的にご自宅での洗濯
をお願いしております。

⑵　洗濯機・乾燥機は各病棟の西側洗面所に設置しております。使用時間は６時から 20時まで
となっておりますので時間内でのご利用をお願いいたします。

⑶　この他、洗濯サービスのご案内も出来ますので、必要な場合、遠慮なく病棟看護師にご相談ください。

７）　病院内設備のご案内
(1) 売店について
①　営業時間は平日 8：30 ～ 18：00 ／土曜日 8：30 ～ 16：00 ／日曜日・祝祭日 9：00 ～
14：00 となっております。

②　入院に必要な日常品の他、軽食、飲料水、新聞、雑誌等を取り揃えております。
③　郵便物は売店内の郵便ポストをご利用ください。
(2) 食堂（レストラン杏）について
①　食堂は１階の売店前にございますので、ご面会の方の飲食にご利用ください。
　　※入院患者さんのご利用はご遠慮ください。
②　営業時間は平日のみ（土・日・祝祭日は休み）8：00 ～ 15：00 となっております。
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(3) キャッシュサービスコーナー
　　１階救急出入口前に設置しております。

　　
利用時間

平　日 9：30 〜 18：00

土曜日 9：30 〜 17：00

※きらやか銀行は、通帳・カードの利用可能。その他の金融機関についてはカードのみ利用可能（手数料要）。
(4) 公衆電話について
　　公衆電話は、３病棟・緩和ケア病棟の東側通路および２病棟・４病棟の西側エレベーター前に設置しております。
(5) テレビカードについて
　　テレビカードは１階売店ならびに各病棟のデイルームに販売機を設置しておりますので、
そちらでお買い求めください。

　　※テレビカードの残ってしまった度数は、売店前の精算機でご精算いただけます。

８）　面会について
⑴面会時間は、以下のとおりです。

　　

一般病棟
平日 13：00 〜 20：00

土・日・祝祭日 10：00 〜 20：00

救急病棟 全日 14：00 〜 20：00

緩和ケア病棟 全日 原則面会時間の制限はございません

　　※救急病棟の面会の方には、入室時に看護師より詳細な説明を行っております。
⑵　面会の方は、各ナースステーションにお申し出ください。面会簿に必要事項をご記入
いただいた後に面会の名札をお渡ししております（お帰りの際に名札をお返しください）。

⑶　面会は、決められた時間内に短時間でお願いいたします。病状により、面会制限（時間
短縮あるいは面会謝絶）になる場合があります。また、診察や処置、その他の都合により、
面会をお待ちいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

⑷　感染予防のため、以下の点にご協力いただいております。
・面会の前後に手洗いまたは病室入口に設置された消毒液で手指消毒を行ってください。
・発熱、咳、発疹、下痢や嘔吐などがある方は、面会をご遠慮ください。
・多人数での面会や小さなお子さま連れの面会は極力ご遠慮ください。
・感染性胃腸炎、インフルエンザが流行する冬期間（10月頃～翌４月頃迄）は、面会制限を実施する場合があり
ます。また、流行時期には、面会の方へ健康チェックやマスクの着用等のご協力をお願いすることがあります。

・面会の方は、病室での飲食をご遠慮いただいております。食堂（レストラン杏）または
各病棟にあるデイルームをご利用ください。

⑸　面会出入口のご利用時間のご案内

　　

正面出入口 平日 ６：00 〜 17：30

救急夜間休日出入口 全日 ２４時間利用可能

南　出入口 全日 ６：00 〜 18：30

東　出入口 全日 ６：00 〜 20：00

※Ｐ 18 ～１階案内図参照
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９）　外出・外泊について
⑴　入院中の外出・外泊は、主治医の許可が必要です。外出・外泊を希望される方は、事前に
「入院患者外出・外泊許可願い申請書」に必要事項を記入し、病棟看護師にご提出（申請
書はナースステーションにございます）の上、主治医の許可を得るようにしてください。

⑵　外出・外泊される場合には、書類やお薬をお渡しする等、いくつかの確認事項があります
ので、お出かけの前に必ず病棟看護師にお声がけください。

⑶　帰院された際には、「入院患者外出・外泊許可願い申請書控え」を病棟看護師にご返却ください。

10）　携帯電話とインターネットの使用について
⑴　指定区域以外での携帯電話の通話はご遠慮ください。
⑵　インターネットのご利用は、各病棟デイルーム（２病棟・３病棟・４病棟・緩和ケア病棟／
７時～19 時利用可）にパソコンを１台設置しております。Wi－Fiは電子カルテシステム等に
影響があるため、全病棟（病室・デイルーム含む）でご使用になれません。

11）　貴重品・現金の管理について
⑴　貴重品や多額の現金は、お持ちにならないようお願いします。なお、貴重品や現金は、
床頭台のセーフティボックスに鍵をかけてご自身で管理していただきますようお願い
します。万一、盗難・紛失などが発生した場合、当院では責任を負いかねますので、
あらかじめご了承ください。尚、セーフティボックスの鍵は、退院時にお返しください。

⑵　身体補助具（眼鏡、義歯、補聴器など）の管理について、やむを得ない場合を除いては、
患者さん自身で責任を持って管理していただきますようお願いいたします。

⑶　ネックレス、指輪などの装飾品は、患者さん自身で責任を持って管理していただきます
ようお願いいたします。

12）　付き添いについて
⑴　付き添いは原則としてお断りしております。ただし、やむを得ない事情により付き添い
を希望される場合は、病棟看護師にご相談ください。

⑵　付き添い用の寝具を希望の方には、レンタルの簡易寝具（有料）をお貸ししております
ので、ご利用の際は、病棟看護師にお申し出ください。

13）　禁煙について
　当院の敷地内は、すべて禁煙となっております。病院駐車場（車内）を含め喫煙のできる
場所はございませんのであらかじめご了承ください。また、周辺道路・歩道につきましても
通行される方のご迷惑となりますので、入院中の喫煙はご遠慮ください。

手術を受けられる患者さんの手術前の禁煙について
　たばこと手術後合併症の発生は密接に関わっており、心血管系、呼吸器系、創傷治癒
に悪影響を及ぼします。喫煙により手術後の回復が悪くなりますので、手術をより安全
に受けていただくため手術が決定次第、たばこは吸わないようにしてください。
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14）　患者さんの安全のために
　当院では、安心・安全な医療を提供するため日々努力をしておりますが、医療事故防止に
は患者さんならびにご家族の方のご協力が欠かせません。患者さんご自身の安全確認のために、
ご参加いただきますようお願いいたします。
(1) 患者確認について
　病院には同姓同名の方や似た名前の方がおられます。治療や処置前、配膳などの場面で、
患者さんご自身からお名前を名乗っていただき、同時に、バーコードつきのリストバンドから
ご本人であることを確認させていただいております。リストバンドには患者番号、氏名、性別
などが印刷されていますので、装着時に職員と一緒にご確認ください。また、入院患者さん
は病室が療養の場となりますので、ご面会や売店などへの買い物でも病室を離れる際には、
所在確認のため病棟看護師にお声がけください。
(2) 薬剤の確認について
　内服薬の袋や点滴ボトルなどに、ご自身の名前が書いてあるかをご確認ください。なお、入院時
に他の医療機関から処方された薬（内服薬、塗り薬、貼り薬、点眼薬、インスリン注射など）
すべてと、「お薬手帳」などの薬の内容が記載された用紙がある場合は、必ず職員にお渡しください。

(3) 転倒・転落のご注意
　入院中は生活環境が変わり、筋力や体力の低下などから思いがけない転倒・転落の危険があり
ます。特に高齢の方や、過去に転倒したことのある患者さんは注意が必要です。当院では必要に
応じてベッドの工夫や部屋の移動、薬剤の使用、離床センサーの設置などの危険防止対策を行って
います。また、危険が予想される場合は、ご家族の付き添いについてご相談させていただく事が
ありますので、あらかじめご了承ください。なお、転倒・転落を防ぐため次の点にご注意ください。
①　ベッドから降りる時やトイレ・浴室・洗面所に移動する時は、必ず手すりをご利用ください。
②　ベッド上に立ったり、身を乗り出して物を取ろうとしたりする行為は危険ですのでお止めください。
③　スリッパは滑りやすく脱げやすいので、はき慣れたズックや「転倒予防シューズ」（当院
売店でお取り扱いをしています）をご使用ください。

④　ベッド周りのオーバーテーブル、床頭台や点滴台などにはキャスターが付いていますが、
それらの動くものにつかまったり、立ち上がる際の支えにするのは危険です。足元が
不安定な方はナースコールで職員を呼び出しいただき、職員が来るまでその場を動かずに
お待ちください。

⑤　入院中のお荷物は床に置かずベッド周りの整理整頓にご協力ください。

15）　感染防止対策について
　感染防止対策は、安心・安全な医療提供の基盤となるものです。当院では、感染防止対策
を病院全体として取り組み、病院に関わる全ての人々を対象として、院内感染発生の予防と
発生時の速やかな対応を行うことに努めています。
　感染防止対策の取り組みの一環として、次の事項についてご協力をお願いいたします。
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⑴　トイレ後の手洗いは、洗面所に備え付けの液体石けんを使用し、15 秒以上かけて十分に
洗ってください。

⑵　病室入口に設置してある手指消毒液は、病室の出入りの際にご使用ください。
⑶　周囲の患者さんに感染する危険性があると判断された場合は、個室や特定の病室に移動を
お願いする場合があります。また、院内での行動を制限させていただくこともあります
ので、あらかじめご了承ください。

16）　褥瘡（床ずれ）予防対策について
　褥瘡（床ずれ）は、自身の力で寝返りや移動ができずに長期間の寝たきり状態などによって、体重で
皮膚が長時間圧迫され血流が悪くなり生じます。また、寝具と皮膚の摩擦やズレで生じることもあります。
ベッドや車椅子で過ごす方、歩ける方などの状況によって予防方法が異なります。褥瘡予防のため、ベッド
上での体位変換やベッドの上げ下げ、栄養状態の改善などの褥瘡予防対策を実施させていただきます。

17）　非常時の対応について
　病棟案内（Ｐ 19）に避難路を記載しておりますのでご確認ください。万一、火災や地震等の
非常時には下記の事項にご注意ください
⑴　火災の場合は落ち着いて看護師および職員の指示により避難してください。
⑵　避難するときはタオルなどを携行してください。
⑶　避難するときはエレベーター内に閉じ込められる危険がありますので、エレベーターの
ご使用はお止めください。

⑷　避難に介助が必要な患者さんには看護師または職員がまいります。
⑸　避難するときは手荷物をお持ちにならないでください。
⑹　火災により防火扉が自動的に閉まりますが、手動で開けられますので落ち着いて行動してください。

18）　その他
・みだりに他の病室や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。
・病院職員へのお心遣いは、ご遠慮ください。
・院内での飲酒あるいは暴力（暴言）行為等により、治療に協力が得られない場合は、退院
をしていただくことがあります。その他、下記のような場合にも、ご本人またはご家族の
意思に関わらず退院を求めることがありますのでご了承ください。

⑴　病院の規則に違反し、注意にも応じない場合
⑵　犯罪（性）が認められた場合
⑶　入院誓約書に重大な虚偽の記載をしたことが明らかになった場合
⑷　健康保険証を不正に使用した場合
⑸　社会的事情によりご本人またはご家族が退院を強く希望した場合
⑹　その他、社会通念に照らし入院を継続することが著しく不適当と判断された場合
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３. お支払いについて
１）入院費の算定
　入院費は、健康保険の自己負担分、食事療養費の標準負担金の他に、患者さんの希望により入院
された個室代などが加算されます。当院は、厚生労働大臣の定めにより、「ＤＰＣ（包括支払い方式）」
により入院診療費を算定しております。詳しくは入院受付でお渡ししているパンフレットをご覧ください。
ただし、地域包括ケア病棟、緩和ケア病棟は、「ＤＰＣ（包括支払い方式）」の対象外となっております。
　　ＤＰＣと出来高方式の仕組みの違い（参考例）

　　

　病状の経過や治療内容によって診断群分類が変更になった場合は、退院時等に入院時まで遡って
前月までの支払額との調整を行うため、請求額が変更になることがあります。
　病名・医療行為によりＤＰＣ（包括払い方式）に該当しない場合があります。この場合は、従来の
出来高払い方式での計算となります。

２）入院費の軽減制度
⑴　入院前にご加入の保険者へ申請を行い、交付された「限度額適用認定証」「後期高齢者限度
額適用・標準負担額減額認定証」等を入院受付または総合受付に、ご提出いただくこと
により、入院費の窓口負担が軽減されます。

⑵　入院当日までに申請が間に合わなかった場合は、入院受付または総合受付にお申し出ください。
⑶　原則、「限度額適用認定証」の発効日は、申請月の１日からとなります。
⑷　申請先は、以下のとおりです。
　　国民健康保険　→　市町村の国民健康保険課
　　社		会		保		険　→　勤務先の保険担当部署または全国健康保険協会
⑸　「限度額適用認定証」を申請されない場合でも、従来どおり保険者に高額療養費の支給申請
をしていただけます。

⑹　食事負担金、個室代、文書料などの保険適用外の費用については対象外となっております。
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３）入院診療費のお支払いについて
(1) 入院中の場合
①　入院診療費は月ごとに請求させていただきます。
②　請求書は月末締めで翌月の 11 日頃に医事課職員が病室までお届けします。
　　※休日等の関係でお届け日が前後することがあります。
③　お支払いは２週間以内にお願いいたします。
(2) 退院の場合
①　請求書は退院時に医事課職員が病室までお届けいたします。
　　※入院費を前もって概算でお知らせすることができます。医事課職員にお尋ねください。
②　お支払いは、退院当日にお願いいたします。
(3) お支払い場所
①　１階会計窓口でお支払いください。
②　クレジットカードでのお支払いも可能です。
　　（お取り扱いクレジット）UC・VISA・マスターカード・JCB・アメックス・ダイナーズ等がご利用いただけます。
③　お支払いには、請求書が必要になりますので、忘れずにご持参ください。
④　夜間・休日の場合は、夜間・救急外来受付にてお支払いができます。
⑤　支払期限を越える事情が発生した場合には、１階会計窓口に必ずご相談ください。

４）会計窓口と取り扱い時間について
(1) 取扱時間

平日８：３０〜１７：３０ 1階　会計窓口

上記以外 1階　夜間・救急外来受付

(2) その他
①　自動支払機はございません。
②　領収書は所得税の医療費控除などで必要になる場合がありますので、大切に保管してください。
③　領収書の再発行は出来ませんので、ご了承ください。

５）診断書などの各種文書申請について
(1) 申込方法
　各階ナースステーション・1階総合受付にて「診断書交付申請書」を受け取り、必要事項を
ご記入の上、担当者へお渡しください。
(2) 完成文書の受け取り場所
　文書が完成したら、申込者へご連絡いたします。下記窓口で「診断書交付申請書控え」の
用紙と現金引換えにてお受け取りください。

平日８：３０〜１７：３０ 1階　会計窓口

上記以外 1階　夜間・救急外来受付
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４. 相談窓口
　ご心配事や悩み事がございましたら、お気軽にご相談ください。秘密は厳守いたします。

１）地域医療連携相談室（２階）
　患者さん、ご家族の方が求める医療は身体の治療だけではありません。外来通院や入院したこと
に関連して起こってくる様々な生活上の悩み（治療費の支払い、退院後の生活、退院先・転院先、
ご家族のこと、誰に相談してよいかわからない事など）に対して社会福祉の視点をもった医療ソーシャル
ワーカーが相談をお受けし、共に考え解決のお手伝いをします。

２）　患者サポート相談窓口
　	患者さんやご家族の方の様 な々ご相談に対応するために、看護師・医療ソーシャルワーカーなど
による「患者サポート相談窓口」を開設しております。
・病気のことや治療内容
・検査内容
・生活、福祉サービス相談
・セカンドオピニオンや緩和ケアに関すること
・病院や診療に関するご意見　など

	

　相談を希望される方は、地域医療連携相談室に直接お電話（TEL0238-24-3720（直通））いただ
くか、１階総合受付にお越しください。
　なお、受付時間は月曜日から金曜日の 8：30 ～17：00までになります。

３）　診療の開示について
　当院は患者さんの個人情報について患者さんが開示を求め
た場合には、当院の規程に従い、対応いたします。
　≪お問い合わせ窓口≫
　当院の個人情報保護方針に関してのご質問やお問い合わせは
１階総合受付でお受けします。
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５. 個人情報の取り扱いについて
　当院では個人情報保護に関する法律に従い、個人情報取扱いに関する規定を策定し、監査体制を
敷いております。
　詳細は、院内に「診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ」を掲示しておりますので
ご参照ください。

○　当病院は、「診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ（掲示）」に基づき、原則
個別同意ではなく、包括的同意による個人情報の取り扱いを行っております。

○　入院の際、病室前廊下にお名前を表示させていただきます。ただし、表示を断ることもできます
のでお申し出ください。

○　面会の方が来院された場合、病棟をお知らせしております。面会制限をご希望の方は、お申し出
ください。

○　患者さんにお電話があった際は、お繋ぎしております。ただし、非通知をご希望の場合はお申し
出ください。

○　電話による患者さんに関する照会（入院しているかどうか、病室番号等の問い合わせ）や取次ぎは、
個人情報保護のため原則行っておりません。
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【 MEMO 】
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６. 三友堂病院配置図

救急・夜間・休日　出入口正面玄関

入口 出口

診療棟

病　棟
西　駐車場

南　駐車場

東　駐車場

管理棟

北

救急・夜間・休日
受付

病院内の道路は一方通行となっています。
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