入院のご案内

加戸病院
〒791-3301 愛媛県喜多郡内子町内子 771 番地
TEL（代表）0893-44-5500

【加戸病院入院案内】

1.入院手続
入院に際して必要なものは下記のとおりです。
①保険証（健康保険証・後期高齢者医療費保険者証・重度心身障害者医療費受給
者証・限度額適用認定証など該当する受給者証）
②退院証明書（過去 3 ヶ月以内に入院治療をされたことのある方）
③現在服用中の薬はすべて入院時に看護師へお渡しください。なくなった時は、
主治医の判断で当院で処方させていただきます。他院からの薬は、主治医からの
紹介状が必要となりますので、ナースステーションに必ず声をかけてください。
ご不明な点は看護師にお尋ねください。
④入院申込書
⑤緊急連絡先及び入院費精算方法
＊④⑤につきましては、入院時にお渡ししますので記入出来次第、ナースステーシ
ョンへ提出してください。
＊毎月保険証の確認をさせていただきますので、受付までご持参ください。また、
保険証、住所・連絡先の変更があった場合、受付または病棟看護師までご連絡く
ださい。
＊入院中、他の医療機関への受診をご希望の場合は、事前に主治医もしくは看護師
へお申し出ください。診療情報提供書をご準備いたします。

2.入院時の持参品
・洗面用具 ・コップ ・お茶を入れる小さなやかん、または水筒 ・履物（くつ）
・爪切り ・くし ・その他日用品（ひげ剃り、眼鏡、補聴器、義歯など）
＊所持品は全てに氏名を記入してください。

3.入院費用
・入院費用は毎月末日に締め切り、翌月 10 日前後に請求書を発行します。3 日以内
にお支払いください。なお、退院の場合は、即日発行いたします。
＜精算方法＞
①患者様渡し（請求書を病室へお持ちします。
）
②会計窓口渡し（患者様またはご家族が、請求書を受け取りに直接会計窓口へ
お越しいただきます。）
③郵送（請求書をご記入いただいた住所へ郵送します。）
＊期日までに入院費の支払いのない場合には、連帯保証人①、②の順に請求させて
いただきます。
＊領収書は、高額医療費の払い戻しや確定申告の医療費控除に必要になる場合があ
りますので、大切に保管して下さい。
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＊平成 14 年 4 月の保険改正により、入院期間が 180 日を超えた方は入院費の一部を
自費で支払っていただく場合があります。該当される方には事前に担当者が説明に
伺います。

4.病室
・個室（有料）希望の方は、各病棟看護師長までお申し出ください。
・病状により病室の移動をいたします。ご理解ください。
・当院は、一般病棟と医療療養病棟に分かれています。長期入院の方は医療療養
病棟への移動をお願いすることがありますので、ご理解ください。
一般病棟
3 階全病室
56 床（うち特室 2 床・個室 15 床）
医療療養病棟
4 階全病室
36 床（うち個室 4 床）

5.個室料
区分
特室Ａ
特室Ｂ
個室
個室
個室

設備
風呂・トイレ
風呂・トイレ・控室
風呂・トイレ
トイレ

料金（1 日当たり）
10,000 円
10,000 円
4,000 円
3,700 円
2,500 円

6.食事代
患者負担 1 食
460 円（一般の方）
※下記の（2）～（4）に該当する方は、加入している医療保険の保険者の減額認定
証を、被保険者証に添えて窓口に提出することにより、減額が受けられます。
国民健康保険の方は市町村役場・支所等で、協会けんぽの方は、協会けんぽ愛媛県
支部等で、組合・共済保険の方は、勤務先等で申請できます。
※別途用紙に説明書がありますので、ご覧ください。
※ご不明な点があれば、お問い合わせください。
区別

1 食につき

(1) 一般世帯の方

460 円

(2) 市町村民税非課税の世帯に属する方［(4)以外の世帯の方］

210 円

(3) (2)のうち過去 1 年間に入院が 90 日を超えている場合

160 円

(4) (2)のうち所得が一定の基準に満たない方、老齢福祉年金受給中の方 100 円
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7.おむつ代
当院のオムツ価格一覧表
（1 枚当たり）
外漏れ安心パッド
30 円
一晩中安心さらさらパット
70 円
エアリーガードプラス（XXL）
60 円
横モレ安心テープ止め(S,M,L,LL)
S80 円、M80 、L100 円、LL110 円
オンリーワンうす型パンツ（M、L～LL） M90 円 L～LL100 円
リハビリパンツ（LL）
125 円
メディマット（M）（L）
M30 円、L70 円

8.その他の自己負担額
①日用品費（1 日につき）
100 円（30 日で 3,000 円）
＊入浴用・洗面用タオル、バスタオル、シャンプー、リンス、せっけん等は当院で
用意しておりますので、準備は不要です。
以下②～④に関しては、利用された場合のみ料金をお支払いいただきます。
②貸出料
病衣
つなぎ寝巻き

（1 日につき）
50 円
50 円

③洗濯代
1 回 500 円
＊できる限りご家族で洗濯をお願いします。
④コインランドリー代（4F）
洗濯機
乾燥機

100 円
100 円

9.退院手続
・退院は、主治医の指示に従ってください。
・退院の許可が出ましたら、退院予定日、時間等を早めに看護師にお知らせくだ
さい。
・退院時には、当日までの入院治療費などの支払いを済ませてください。
・退院時には退院証明書を発行いたします。（今後入院される時には、必要となり
ますので 3 ヶ月は大切に保管してください。）
＊医療費のご相談は、1 階医療相談窓口で承っております。
●表示価格は、全て税込の金額です。
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＜入院生活について＞
1.ナースコール
・枕元のナースコールボタンを押して看護師の応答がありましたら、用件をお話
し下さい。
・トイレ、浴室にもナースコールを設置しています。気分が悪くなった時は押し
てください。
2.食事
・朝食は午前 7 時 30 分ごろ、昼食は午後 0 時ごろ、夕食は午後 6 時以降です。
・食器はその都度決められた場所へお返しください。
・お茶は、午前 6 時 30 分、午前 11 時、午後 4 時頃ごろに所定の場所にご用意し
ます。動けない方は、職員がお配りします。
3.検温
・検温は、原則として 1 日 1 回です。（午前 10 時頃）
4.面会
・平日：午後 2 時～午後 8 時 ／ ・土日祝祭日：午前 10 時～午後 8 時
※ご家族はこの限りではありません。（正面玄関は午後 8 時に施錠されます。
）
5.消灯
・消灯時間は午後 9 時です。消灯の放送がありましたらテレビ、ラジオ等を消し
て、静かにお休みください。
6.入浴
＊入浴は必ず医師の許可を得てご利用ください。
時間
月
火
水
8：30～11：30
男性
女性
男性
13：30～16：00
女性
男性
女性

木
女性
男性

金
男性
女性

土
女性
男性

・日曜、祝祭日は休ませていただきます。
・入浴介助の必要な方は、週 2 回とさせていただきます。
・入浴される場合は予約制となります。(主治医からの入浴許可が必要です)
7.リハビリ
・入院中、身体の状態に応じてリハビリが必要な場合があります。その際には、
出来る限り早期にリハビリを開始いたします。また、リハビリ開始時には靴を
ご用意ください。
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8.携帯品・貴重品
・携帯品は、すべて氏名を記入してください。
・現金・貴重品のお預かりはいたしかねますので、各自で管理してください。
・貴重品は部屋を離れる時、必ず身につけてください。
・必要以上の現金は、持込みをご遠慮ください。
・床頭台、ロッカーの鍵を希望される方は貸出しますのでナースステーションま
でお申し出ください。
9.外出・外泊
・外出、外泊は必ず看護師に申し出て、届出用紙を提出し、医師の許可を受けて
下さい。
・帰院時間の門限は午後 8 時となっています。必ずお守りください。また、帰院
時には必ず各病棟看護師にご連絡ください。
10.付き添い
・看護師やケアワーカーが誠意を持って看護・介護いたしますので、付き添いは
原則として必要ありません。しかし、病状によっては親族に限り許可されます。
その場合は、付き添い願いが必要です。
・許可された場合は、付き添いベッド・寝具の貸出ができますので看護師までお
申し出ください。
貸出料 （1 日につき/税込）
ベッド 105 円 ・ 寝具 105 円
11.主治医との話し合い
・主治医との話し合いを希望される場合は事前にお申し出ください。ただし、都
合によりお待たせする場合もあります。急変等の場合は、この限りではありま
せん。
12.火災予防・非常時の際
・火災予防には十分ご注意ください。
・院内は全館禁煙となっておりますので、喫煙は固くお断りいたします。
・火災・地震などで避難が必要な場合は、職員の誘導に従い、落ち着いて行動し
てください。非常口の確認をしておいてください。
13.テレビ
・テレビは、レンタルテレビを設置しております。プリペイドカードでご利用く
ださい。持込みはご遠慮ください。
・プリペイドカードは 1 枚 1,000 円（30 時間分）で、3 階・4 階のデイルームに
ある販売機でお買い求めください。また、プリペイドカードに残があった場合、
会計窓口にて返金いたしますのでお申し出ください。
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14.冷蔵庫
・冷蔵庫は床頭台に設置しております。
・テレビと同様プリペイドカードを販売機でお買い求めください。残があった場
合、会計窓口にて返金いたしますのでお申し出ください。
・数に限りがあるため、すべての床頭台には設置されていないため、ご利用希望
の際はお問い合わせください。
15.ラジオ
・平成 25 年 4 月にラジオアンテナ工事を行いましたので、病室のテレビコンセン
トに取り付けてあるコードをラジオのロッドアンテナに接続して FM 放送を聴
ことができます。ラジオの機種によっては AM 放送も聴くことができます。詳
しくは事務室へお問い合わせください（貸出し用ラジオもあります）。
16.電話・携帯電話
・1 階と 3 階に 10 円硬貨、100 円硬貨が使用できる公衆電話があります。
（テレフォンカードは使用できません）
・携帯電話のご使用は、公衆電話室及び食堂・デイルームでお願いします。院内
ではマナーを守って携帯電話をご使用ください。
17.LAN 配線
・全病床にインターネット接続ができる LAN 配線を設置しています。パソコンを
持参されるとインターネットが利用できます。パスワードと ID 番号をお渡しし
ますので、病棟看護師または受付へお申し出ください。無料です。
18.売店
・1 階エレベーター前に売店があります。
19.その他
＜エレベーターや階段の使用制限について＞
・入院患者様が離院されるケースがありますので、使用制限させていただいてお
ります。
＊午後 9 時～翌朝 7 時までは 3 階 4 階のエレベーター及び階段の出入口にロック
がかかります。
（ご使用になられる場合には看護師に声をかけてください。）
・職員への贈り物等は、お断りをしております。ご理解とご協力をお願いたしま
す。
＜看護師の呼出しについて＞
・看護師がナースステーションにいない場合、ステーション横の看護師呼出しボ
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タンを押して頂ければ、看護師に連絡がとれます。
・院内での散髪をご希望される方はお申し出ください。（月 1 回）
日程の詳細は職員におたずねください。
費用は入院費と一緒に請求させていただきます。
カット料金：2,000 円（男・女） 丸刈り：1,800 円
・車の長期間駐車はご遠慮ください。やむを得ない場合はご相談ください。
・お忘れ物、落し物は総合受付にてお預かりしております。お気軽にお声かけくだ
さい。なお、保管期間は 3 カ月としております。期間を過ぎた物に関しては、破
棄させていただきますので、ご了承ください。
・ご不明な点があれば、病棟看護師までおたずねください。

医療・福祉に関することでお困りのことはございませんか？
（例えば、介護保険のこと・施設利用について等）
支援相談員がお話を伺います。お近くの職員にお申し出ください。

（平成 30 年 4 月）
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