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入院される際にご準備をお願いいたします
入院される際、下記の証書、書類をご用意頂きますようお願いいたします。
緊急入院の場合は、入院後 3 日以内に 1 階受付窓口にご提出をお願いいたします。
□健康保険証・医療券等

□ご入院の手続き
緊急入院
入院が決定し病室へ案内後、病棟スタッフが入院のオリエンテーションに伺います。

□介護保険証
□前期、後期高齢者医療被保険者証 ・ 公費負担医療受給者証（公布されている患者様）
□限度額適用認定証

その後、1 階受付窓口で入院手続きをお済ませください。
予約入院
ご入院時間の 10 分前までにご来院頂き、1 階受付窓口で入院手続きをお済ませください。

□入院申込書

その後、病室へご案内します。

□室料差額同意書
□診察券

□救急医療に対してご協力のお願い

□印鑑

当院は 24 時間体制の救急指定病院です。緊急入院が必要な患者様を常時受け入れて

※入院時・退院時及び月替わり毎に保険証の確認をさせていただきますので、ご協力のほどよろしくお願い
いたします。
※入院中に保険証等の変更があった場合は、必ず新しい保険証等を 1 階受付窓口に提示してください。保険
証等の提示がない場合は自費扱いになる場合があります。また、住所、氏名、連絡先の変更があった場合
も 1 階受付窓口にご連絡ください。

おり、このため急な転室（同じ病棟の中で部屋が変わること）・転棟（病棟が変わるこ
と）をお願いする場合がございます。また、総室へご入院の患者様には夜間、同室に
緊急の患者様が入院する場合がございます。諸事情をご推察頂き、ご協力くださいま
すようお願いいたします。
□個室について

※受付窓口のご利用時間
月曜日〜金曜日：9 時から 19 時 30 分まで／土曜日：9 時から 17 時まで

その他入院に必要なもの

入院に関するご案内

※持ち物には必ず記名をお願いします。

□歯ブラシ・歯磨き粉

個室を希望されて入院となった場合、別途個室料【室料差額】を頂いております。入院時にご確認ください。
また、お部屋が満室になっている場合など、どうしてもご希望に添えない場合もありますのでご了承くだ
さい。
□退院時のお願い

□電気かみそり

円滑な入院患者様の受入れのため、退院のお時間はできるだけ午前中にお願いしております。趣旨をご理

□シャンプー・リンス・ボディーソープ

解頂き、ご協力くださいますようお願いいたします。また、傷病によっては一定期間の入院治療後に転院

□タオル・バスタオル

をお勧めする場合がございます。転院に関してのご相談は、地域医療連携室が担当しておりますのでお声

□ティッシュペーパー

をおかけください。

□下着
□上履き（スリッパ・サンダル等の履物は転倒する危険性がありますのでお控えください）
□パジャマ・寝衣

危険物の持ち込み禁止
□はさみやナイフ、ライターなどは持ち込まないようお願いいたします。

□イヤホン（テレビ用）
□服用しているお薬（お薬手帳）
※現在服用されている全てのお薬を入院時に病棟看護師へお渡しください。
□義歯・補聴器（必要に応じて）
※その他、必要に応じてご準備いただくものもございますのでご了承ください。
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□面会について

入院生活について

決められた時間以外のご面会はご遠慮ください。ご家族様もご協力お願いいたします。

□貴重品について

なお緊急のご面会については、必ずナースステーションにお声をおかけください。

病院は、多くの人が自由に出入りしますので、盗難や紛失など予期せぬ事故が発生し

面会時間

やすい環境となっております。多額の現金や貴重品等は、出来る限りお持込にならな

平日（月〜土曜日）：13 時から 20 時 30 分まで

いで下さい。お持込みになる場合は備え付けのセーフティーボックスに保管し、必ず

日曜日・祝日：9 時から 20 時 30 分まで

鍵をかけてください。ご自分の責任で管理して下さるようお願いいたします。万一、

※病状によりご面会をお断りする場合がありますので予めご了承ください。

盗難や紛失があった場合、当院は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承く

※感染予防のため生花の持ち込みはご遠慮ください。

ださい。

※酒気帯びでのご面会はご遠慮ください。
※ご面会時の病室での飲食、大声での会話、許可のない宿泊等は患者様の治療の妨げとなりますのでご遠

□日用品等の紛失防止について

慮ください。

日用品等は識別ができない物も多く、他の患者様の日用品等と混在してしまう可能性がありますので、必
ず記名をお願いいたします。

□電気器具の持ち込みについて
火災予防のため原則禁止をさせていただきます。

□外出・外泊について
原則、外出・外泊はご遠慮頂きますが、やむを得ない事情がある場合は、医師の許可が必要となります。
各階ナースステーションで『外出・外泊許可書』をご記入ください。

□施設のご案内
※洗濯は 1 階敷地内にある洗濯機、乾燥機（有料）をご利用ください。その他の場所での洗濯及び干し物
はご遠慮ください。

□付き添いについて

※テレビカードは各階に設置してある自販機でお買い求めください。

当院は、療養担当規則に基づいた看護基準により看護を行っておりますので、「付き添
い」は原則必要ありません。付き添いをご希望の場合は医師の許可が必要となります。
各階ナースステーションで『付添許可書』をご記入ください。
□入院中の食事について

※イヤホンは 1 階、地域医療連携室でお買い求めください。
※院内に売店はございません。予めご了承ください。
□院内感染防止について
患者様、ご家族様の方々にもご理解、ご協力お願いいたします。

当院は、入院時食事療養費（Ⅰ）の届出に係る食事を提供しています。
入院時食事療養に関する特別管理による食事の提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理
の下に、適時適温にて提供しております。医師の許可がない場合、その他のご飲食はご遠慮ください。
配膳時間
朝食：8 時から／昼食：12 時から／夕食：18 時から
食物アレルギーのある方は各階ナースステーションまでお申し出ください。
外出・外泊等で食事の変更や中止を希望される場合は、外出・外泊許可書にご記入のうえ下記締め切り時
間までにナースステーションへご提出ください。
食事変更・中止のお申し出締め切り時間
朝食：前日の 17 時 30 分まで／昼食：当日の 10 時 30 分まで／夕食：当日の 16 時 30 分まで
※上記の時間を過ぎた後の食事の変更はできませんのでご了承ください。

１．手指衛生
◦手指衛生には流水と石鹸による手洗いと手指消毒剤を手指に擦り込む方法があり
ます。
◦病室への入退室や食事前、トイレの後など、どちらかを選択して手の消毒をお願
いします。
２．咳エチケット
◦咳などの症状があるときは、マスクを着用してください。
◦咳やくしゃみをするときは、マスクを着用するかタオルやティッシュペーパーで口をおおい、人がい
ない方向に向けておこないましょう。
◦使用済みのティッシュペーパーは、速やかに破棄し手の消毒をお願いします。
３．面会について
◦感染症の疑われる症状（発熱・咳・下痢・嘔吐・発疹）がある方は面会をご遠慮ください。
◦乳幼児をお連れになることは原則お控えください。
◦重症患者様や抵抗力が低下している患者様は感染を受けやすい状態になっていま
すので、病室によっては、手の消毒やマスク、ガウンなどの着用をお願いするこ
とがあります。
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□採血および感染症検査について
診療行為および看護ケア中に職員への血液による汚染事故（血液の付いた注射針によ
る針刺し事故、血液の付いた医療機器による怪我等）が発生した場合は感染の可能性

入院会計のご案内
□入院費用について

があるウイルス、細菌等の検査が必要になりなす。職員の安全確保のためご理解、ご

①入院費用は、健康保険の負担割合により請求いたします。（交通事故・労災は除く）

協力お願いいたします。

②限度額認定証、高額療養費等、医療費の負担軽減のための制度については、お住まいの市区町村保険窓

検査の費用は当院が負担いたします。また、検査結果につきましては、プライバシー
の保護を厳守いたします。

口や、保険証発行窓口へお尋ねください。
③食事費用の減額申請はお住まいの市区町村保険窓口へお尋ねください。
※減額認定証をお持ちの方は 1 階受付窓口にご提示ください。（請求書発行後に提出された場合は、当院

□禁煙について

にて対応できない場合がございます。その場合は市区町村保険窓口及び保険証発行窓口にてお手続きを
お願いいたします。）

当院は、受動喫煙対策義務を定めた健康増進法を受け、皆様の健康を守るという社
会的使命から病院敷地内全面禁煙となっております。
この措置は、患者様のみならずご家族様及びお見舞いの方々、来院者、病院職員全
ての人が対象となりますので、ご理解ご協力お願いいたします。

□入院費用のお支払いについて
①入院費用は、1 日から末日分を翌月 12 日にご請求いたします。
（土・日・祝祭日の場合、
翌平日になります。）入院会計担当者がお部屋まで請求書をお届けいたします。

□入院中の注意事項

②請求書がお手元に届きましたら、5 日以内に 1 階受付窓口にてお支払いいただきま

※下記の注意事項を厳守してください。お守りいただけない場合は、入院を継続することが難しくなるこ
とがありますのでご理解、ご協力お願いいたします。
①入院中は医師及び看護師・病院職員の指示をお守りください。
②敷地内での喫煙、飲酒、賭け事は絶対にしないでください。
③無断外出・無断外泊・無断離院は絶対にしないでください。
④他の患者様の迷惑にならないよう治療に専念してください。

すようお願いいたします。
③退院時の精算につきましては、退院当日に 1 階受付窓口にてお支払いいただきます
ようお願いいたします。
④期日までにお支払い出来ない場合は 1 階受付窓口にお申し出ください。お申し出のない場合には、ご連
絡させていただくことがございますのでご了承ください。
⑤支払い受付時間は原則下記のとおりとなっておりますのでご了承ください。
お支払い受付時間

⑤原則、電話での病状説明はお断りしておりますのでご理解ください。
⑥消灯時間は 22 時です。消灯後は、ご自身のベッドで安静にしてください。
⑦感染症に罹患されている場合は隔離させていただくことがあります。
⑧他の病室、ナースステーション、その他病院管理部門への立ち入りはご遠慮ください。
⑨暴力・暴言・セクハラ等の行為はきびしく対応いたします。

月曜日〜金曜日：9 時から 19 時 30 分まで／土曜日：9 時から 17 時まで
⑥クレジットカードでのお支払いも可能です。
□特別療養環境室のご案内

⑩当院では医師・看護師等職員に対する謝礼は固くご遠慮させていただきます。

下記の部屋にご入室を希望される場合の個室料金【室料差額】は次のとおりです。

※その他ご不明な点につきましては、病院スタッフにお問い合わせください。

設

備：床頭台、テレビ（カード式）、冷蔵庫、洗面台、冷暖房、電話

部屋番号：802 号室・803 号室・805 号室・808 号室・810 号室・811 号室
金

額：1 日

8,800 円

※個室料金【室料差額】は、1 泊 2 日の料金ではなく、0 時を基準として発生いたします。
【例】
0時基準となりますので2日分の個室料金が発生します

個室料1日分
20時入院
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個室料1日分
0時

9時退院
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【電車でお越しの方】
地 下 鉄 谷 町 線 『阿 倍 野 駅』下車

徒歩 2 分

阪堺電車上町線 『阿 倍 野 駅』下車

徒歩 2 分

地下鉄御堂筋線 『天 王 寺 駅』下車

徒歩 10 分

J

徒歩 10 分

R

線 『天 王 寺 駅』下車

近 鉄 南 大 阪 線 『大阪阿倍野駅』下車

徒歩 7 分

【お車でお越しの方】
環状線方面よりお越しの方
阪神高速 14 号松原線『天王寺出口』から約 5 分
松原方面よりお越しの方
阪神高速 14 号松原線『文の里出入口』から約 5 分
※当病院は駐車場がありませんのでご注意ください。

医療法人 相愛会

相原第二病院

〒545−0052 大阪市阿倍野区阿倍野筋 3−12−10
TEL.06−6633−3661（代） FAX.06−6641−9854

