Hospitalization
Guide
尼崎医療生協病院
入院のご案内

様の入院日
月

日 午前・午後

：

入院中も使いますので、入院当日にご持参ください

入院時に準備いただくもの
（必ず持ち物にお名前を記入してください）
□普段服用されている薬
□目薬
薬
□軟膏類
□お薬手帳又は説明書
寝 □パジャマ・寝巻き（病衣は有料で貸し出しも
衣
おこなっています）（▲）

尼崎医療生協病院の理念
私たちは、一人ひとりが地域社会で尊重される
暮らしを営めるよう ともに歩みます。

快適な療養生活のために…
●不安やご不明な点などは、何でも医師、看護
師に気軽にお訪ねください。ご納得いただけ
るまで説明させていただきます。
●医療生協は、あなたの病院です。医師、看護師
への心づけ等は固くお断りしています。一切
気兼ねなく療養に専念してください。
●各フロアに「虹の箱」
（ご意見箱）を設置して
います。ご意見があれば是非ご投函ください。

医療生協加入・増資のお願い
尼崎医療生協は、消費生活協同組合法に基づく
法人です。当院は、出資金によって支えられて
います。出資金は、医療機器等の購入に使われ、
差額ベッド代を徴収しない、無料低額診療事業
等、
「いのちの平等」の取り組みを支えています。
そのため、入院後、病室・病棟の移動をお願いす
ることがございます。
また、出資金は寄付金ではありませんので、転
居等で脱退される場合はお返しします。ぜひ、
この機会に、加入・増資にご協力ください。くわ
しくは加入ガイドをご覧ください。

類 □下着類
□箱ティッシュ（●）（▲）
□室内ばき（滑らないもの、シューズ等）
（●）
□大きいタオル（バスタオル２～３枚）（▲）
□小さいタオル（タオル４～５枚）（▲）

日
□汚れ物を入れるビニール袋
用
□お茶用コップ（割れにくいもの）（●）（▲）
品
□水筒か茶瓶（割れにくいもの）
□入れ歯容器（入れ歯の方のみ）（▲）
□時計
□お箸
□筆記具（●）
洗
□シャンプー（●）（▲）
面
□ボディーソープ（●）（▲）
用
□歯ブラシ・歯磨き粉（●）（▲）
具
□オムツ・リハビリパンツ
介
（家で使用されているもの※入院中に購入の
護
際は、看護師とご相談ください）（●）（▲）
の
□尿とりパット（●）（▲）
必
□おしりふき（●）（▲）
要
□ウェットティッシュ（ポータブルトイレ使
な
用の方の手拭き用）（●）
患
□吸いのみ（●）
者
□食事用エプロン（●）（▲）
さ
□ひげそり（●）（▲）
ま
□補助具付きお箸、スプーン（●）
（●）売店にあるもの
（▲）有料サービス（すまいるセット：他社へ
の委託）に含まれるもの

持ち物についての注意

●病室の都合で入院時間が遅れる場合もありま
すので、ご了承ください。

電化製品の持ち込みについてのお願い
●病室に持ち込み可能なもの

●手続きに必要なもの
健康保険証・公費医療証（老人・身障・乳児・

携帯電話、ラジオ、ポータブルオーディオプ

母子・公害など）
・入院申込書及び誓約書・

レイヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ、コン

介護保険証

タクトレンズ煮沸器、電気毛布、電気アンカ、
ドライヤー、携帯ゲーム機、携帯情報端末

患者さまの安全のために

（iPad、電子書籍など）
、Wi-Fi 機器、エアマ
ット、義歯洗浄機、小型扇風機

●お名前の確認のため、退院までリストバンド

※オーディオ機器・ゲーム等の音が出るもの

の装着をお願いしています。
（患者さまのご都

は、他の患者さまのご迷惑にならないよう、

合で外された場合、実費 50 円（税別）が必

イヤホンでの使用をお願いします。

要となります）

●持ち込みできないもの
テレビ、冷蔵庫（クーラーボックスを含む）で

面会

す。病室内備え付けのものをテレビカードご
購入の上、ご利用ください。
また、DVD プレイヤー、ノートパソコン、電
気ポット、電気ケトル、加湿器に関しては主
治医の判断となりますので、ご確認ください。
●安全のため、はさみ、刃物類、爪切りはお持込
いただけません。ご入り用の場合は、ナース
ステーションでお貸ししています。
●その他、持ち込まれるものに関しては病棟に
ご確認ください。

●面会時間はご案内文書もしくはホームページ
をご確認ください。
●患者さまの療養優先のため、面会時間をお守
りください。
●緩和ケア病棟[４階]につきましては別途ご案
内させていただきます。
●面会時は他の患者さまにもご配慮ください。
酒気を帯びた方は固くお断りいたします。
●お車でご来院の場合は、裏表紙の案内をご覧
ください。

入院当日
●当日は、特に指定のない場合は 10 時から
10 時 30 分の間に総合受付までお越しくだ
さい。
●入院の際、現在使用されているお薬をすべて
お持ちください。
（内服薬・点眼薬・水薬・サ
プリメントなど）
●患者さまのご都合で入院日時が変更になる時
は、必ず病院（地域医療室）にお名前・入院
日・生年月日をご連絡願います。

入院生活

入浴について
●主治医の許可が出た場合、日曜日を除いてご

喫煙・飲酒などについて

入浴いただけます。

●病院敷地内は全面禁煙です。喫煙（電子タバ

●シャンプー、リンス、石鹸は、各自ご用意くだ

コやタバコに類似類似するもの）された場合

さい。
（「すまいるセット」にご加入いただく

は、即時退院となります。

場合は不要）

●入院中の飲酒（ノンアルコールビールや甘酒
などのアルコール飲料に類似するもの）は固

●入浴介助の曜日・回数は病棟により異なりま
す。

く禁じております。飲酒された場合は、即時

テレビの使用について

退院となります。

●使用時間は午前 6 時～午後 11 時です。必ず

検査について

ナースステーションでお渡しするイヤホンを

●検査のある患者さまには、前日に説明に伺い

ご使用ください。

ます。絶食の必要のある検査については、お

●各フロアにある販売機でテレビカード

薬の服用やインシュリン注射などを中止する

（1000 円で 1200 度。洗濯機・乾燥機兼用

場合があります。

カード）を購入し、残度数に応じて１階総合

●採血は午前 8 時 30 分以降順次、検査担当者
が病室に参ります。なお、一部の検査につい

受付の精算機で返金できます。
（1200 度：テレビは約 20 時間視聴可能）

ては、早朝に看護師が採血させていただきま

洗濯について（テレビカード共通仕様）

す。

●使用時間は午前７時～午後８時です。各階の

●予約検査の時間が変わることもございますの
でご了承ください。

食事について
●おおむね朝食は午前 7 時 30 分、昼食は正午
12 時、夕食は午後 6 時以降となっています。

洗濯機と乾燥機をご利用ください。
●洗濯場以外での洗濯はご遠慮ください。
●洗濯機は各病棟に設置しておりますが数に限
りがあります。
●洗濯は患者さま、もしくはご家族さまでお願

●検査や治療で食事を遅らせる場合は「絶食」

いします。業者への依頼も可能です。
（別途料

扱いになります。検査後に食事を希望される

金要・御案内後の契約は患者様、もしくはご

場合は看護師に申し出て下さい。検査後食は

家族さまでお願いします。）

「パン・牛乳・果物」をご用意いたします。
●病院での治療食以外の持ち込みを希望される
場合は、医師、看護師にご相談ください。
●病院の食事は 1 日の総量で調整しておりま
す。入院中、患者さま同士の食べ物のおすそ
わけはご遠慮ください。
●衛生上ペットボトルへの配茶は致しませんの
でご了承ください。

シーツ交換について
●シーツの交換は週１回行いますが、多少の変
更がありますのでご了承ください。

電話について

その他

●入院中の患者さまへの電話の取り次ぎは原則

●書類（入院証明等）生命保険会社等の書類は、

お断りしています。
●携帯電話は、各病棟談話室で午前６時～午後
９時まで使用可能です。病室では常にマナー
モードで、他の方の迷惑にならないようご協
力ください。
●公衆電話は、１階フロアに設置してあります。

1 階総合受付にてお受け致します。
●入院中、他院に受診は原則できません。やむ
を得ず、他院へ受診、処方してもらうなどの
場合は病棟にてご相談ください。

患者相談窓口
●当院では、医療や福祉関連など患者さまや施

消灯について
●午後９時に病室・廊下の消灯をいたします。

設をご利用のみなさまの様々な疑問、不安、ご
相談、ご意見をお伺いし、職員全体でサポート
する体制を整えております。医療安全対策に関
するご相談、ご意見にも、医療安全対策に係る

外出・外泊について

研修を修了した医療安全管理者を配置しており

●入院中の外出及び外泊（最大 2 泊まで）は必

適切に対応いたします。ご相談、ご意見等がご

ず主治医の許可が必要です。ご希望の方は看護

ざいましたら下記相談窓口またはお電話にてお

師にお申し出の上、お手続してください。

申し付け下さい。

お会計について

１．おもに福祉や制度に関することがら

●入院費は退院日、もしくは毎月 10 日頃（前

担当部署：医療福祉相談室

月末〆までの入院費）に担当者が各病室まで請

病院代表電話：06-6436-1701

求書をお届けいたしますので、1 階会計でお支
払ください。現金の他、クレジットカード、デビ
ットカードでのお支払いも可能です。

２．おもに医療の内容や職員へのご意見など
場所：病院 1 階総合受付 精算コーナー横
病院代表電話：06-6436-1701
携帯電話：080-3100-2445

売店について
●場所：病院 1 階

※携帯電話の場合
平日 9 時～16 時、土曜日 9 時～12 時

●営業時間：月～金 午前９時～午後 5 時
（土・日・祝日休み、夏期・年末年始休業あり）

「虹の箱アンケート」のご案内
●皆様のお声をお聞かせください

●盗難予防について
現金・貴重品は必要以上にお持ちにならない
でください。現金・貴重品は床頭台内セーフテ
ィーボックスでの自己管理をお願いいたしま
す。
なお、鍵紛失時には、実費 1500 円（税別）
をご負担いただきます。

職員と組合員で構成する院所利用委員会では、
「虹の箱」を設置しています。寄せられた声か
ら病院の利用しやすさにつなげられるよう改善
をはかっています。

個人情報の取り扱いについて
「個人情報保護法」では、患者さまの同意なしに病状や入院の有無などを知人・友人はもちろん家族・親族
にも知らせることが禁じられています。お問い合わせには「個人情報保護法によりお答えできません」とお
伝えしています。患者さまの中には、こうした対応に納得できない方もいらっしゃると思いますが、ご自身
かご家族で伝えていただきますようお願い致します。

交通アクセス
JR 立花駅北出口より西へ徒歩 15 分。
阪急武庫之荘駅より阪神バスをご利用の場合は、
「水堂 4 丁目」下車徒歩 5 分。
無料送迎バスもございます。

駐車場のご案内

*駐車場①②（くるっとパーク）をご利用の場合

入庫から最初の３０分まで無料。入庫から４時間まで２００円。
４時間を超える場合、２０分ごとに１００円加算。最大２４時間 1000 円。
◇駐車場内での盗難・事故等は、病院としては一切の責任を負えませんのでご了承ください。
◇入院中の患者さま及びご家族の方の長時間の駐車はご遠慮願います。

尼崎医療生協病院
兵庫県尼崎市南武庫之荘 12-16-1
TEL：06-6436-1701（代）

FAX：06-6437-9153

http://www.amagasaki.coop/byouin/

