アクセスマップ
至春日大社▶

奈良県庁

◀至宝来IC

油阪

高天

西法寺

369

近鉄奈良駅

油阪西
センチュリオン
ホテル

開化天皇陵
奈良ワシントンホテル

三条本町
奈良
100年会館

JR奈良駅前

上三条町

菊水楼
椿井小学校

JR
奈良駅

コンフォートホテル奈良

美松

徳願寺
川崎町

四季亭

奈良市
保健所

奈良公園

元興寺
馬場町

169
十念寺

大森町

福智院北

奈良警察署
中央消防署

お車で
お越しの場合

電車で
お越しの場合

▼至天理

至桜井▼

済美小学校

第二阪奈道路 宝来ICより約13分

ＪＲ
「奈良駅」下車 東側より徒歩6分
近鉄「奈良駅」下車 6番出口より徒歩10分

〒630-8357 奈良県奈良市杉ヶ町57番1

TEL. 0742-20-3700 (代表)
受付時間： 9時〜17時（月曜〜金曜日）

入 院の
しおり

03 入 院 手 続きに必 要 なもの
①保険証
②印鑑（本人及び代理人）
③入院申込書
④リース申込書
⑤家屋状況についての調査票（※必要な場合のみご提 出 いただきます）

※③、④はあらかじめご記入ください。
※保険証は月初めに必ず窓口にご提示をお願いします。
※印鑑はシャチハタ以外でお願いします。
※「代理人」
は入院中の連絡の窓口になって
いただける方でお願いします。
※保険証、介護保険証、診断書などは
2階総合受付へお渡しください。

04 入 院 生 活に必 要 なもの
①日中着（運動に適した服装）
②パジャマ
③下着
④バスタオル（1回の入浴で2〜3枚使用します）
⑤フェイスタオル（１回の入浴で２〜３枚使用します）
⑥入浴準備バッグ、汚れ物用バッグ、日中着用バッグ
（洗濯物を入れるもの）
⑦ 歯磨き、歯ブラシ、コップ、義歯洗浄剤（義歯の方のみ）
⑧水筒、蓋付きコップ

⑨食事用エプロン（必要な方のみ）
⑩靴下
⑪靴（運動しやすく踵のあるもの）
⑫髭剃り(電動式)
⑬ハンガー（２〜３本）
⑭イヤホン（テレビ用、長めのもの）
⑮ボックスティッシュ
⑯お薬手帳 または お薬説明書
⑰現在使用しているお薬全て
（内服薬・注射・吸入・目薬・ぬり薬・市販薬など）

※持ち物には氏名の記入をお願いします。
※①〜⑤までのものについては、
レンタルも可能です。
※①麻痺のある方は前開きの服をご用意ください。
※⑧事故防止および衛生上の理由から、ペットボトルへの配茶はおこなっておりません。必ず、水筒、蓋付きコップをご用意ください。
※⑫ハサミ、
カミソリ等については、原則持ち込みを禁止させていただいております。
※⑯持参薬継続の可否は当院で判断いたします。原則、内服薬は一包化して提供いたします。
持参薬を使いきった場合、続きの薬はジェネリックを含め当院で処方いたします。

06 入 院 生 活について
●入院中の１日のスケジュール
7:00

洗顔・更衣など

8:40

朝食

11:00
リハビリ
訓練・検査など

13:00

15:00

17:00

リハビリ
訓練・検査など

昼食

自習訓練
など

19:00

夕食

21:30
就寝
準備など

消灯

入浴・介助浴

食事

入浴

食事時間：朝8：00

昼12：00

夕18：00

食事制限をしている患者さまもおられますので、
外部からの差し入れをお持ちの方は、担当医師にご相談ください。
・月曜日〜土曜日の中で、原則週2回となります。
・主治医からお一人での入浴許可が出た患者さまについては
指定された時間内であれば入浴可能です。

面会

・面会時間は９時〜20時までとなっております（全日）。

消灯

消灯時間は21時30分です。緊急時を除いて消灯後のお電話等はご遠慮ください。

外出・外 泊

・外出、外泊は主治医の許可が必要です。その際は外出・外泊届を提出してください。

お部 屋の変 更

患者さまの病状変化や管理の都合上、お部屋を変更させていただく場合があります。

・12歳以下のお子様をお連れの方は、2階での面会をご協力お願いします。

・外出、外泊日も原則、最低1回はリハビリを受けて頂きます。
（ 年末年始を除く）

・当院主治医の判断により、他の医療機関の診察が必要と認められた場合のみ受診ができます。

入院中の
他院受診
について

その際、当院が紹介状＜診療情報提供書＞を作成し、当院が受診の手続きを行います。
他の医療機関から定期受診の指示があった場合も、当院主治医へご相談ください。
・主治医の許可を得ずに、他の医療機関を受診された場合、医療費が実費(保険外)になることが
ありますのでご注意ください。
・外出、外泊中に他の医療機関へ受診される場合でも、入院中の扱いとなります。
また、
ご家族のみの受診(薬のみなど)も同様となりますのでご注意ください。

05 入 院 費 のお 支 払 い
請求時期 ： 入院費のご請求は月末締めの翌月10日前後とさせていただきます。
請求方法 ： 入院受付時にご案内させていただきます。
支払方法 ： 病院2階の自動精算機をご利用ください。(8時30分〜20時)
◆現金もしくはクレジットカードにてお支払いいただけます。

電化製品
の利用
携帯電話
の使用
W i - Fiの利用
貴 重 品に
ついて

・お部屋に備え付けのTV、冷蔵庫以外の電化製品を持ち込まれて使用される場合は
一度看護師にご相談ください。
・TVをご覧になられる際はイヤホンをおつけ下さい。
携帯電話のご使用は2階フロア、各病棟のデイルームでお願いします。
ご利用を希望される方は、2階総合受付にてお申込みください。
貴重品はお持ちにならないようお願いします。病院ではお預かりすることはできません。
（盗難、紛失の責任は一切負いませんのでご了承下ください。）

支払期限 ： 請求書が届き次第速やかにお支払いください。
※入院費の請 求内容についてのお問い合わせは、当院医事課までお願いします。

03

喫 煙について

当院は敷地内全面禁煙となっておりますのでご協力お願いします。

04

07 ご理解いただきたいこと

08 退 院について

入 院 期 間について

退院許可、退院時期については主治医との相談の上決定となります。

入院できる期間は医療制度上定められていますが（1ページ参照）、

お持ちいただくもの：保険証、印鑑、退院時精算金

これは「必ずこの日数入院を保証する」というものではありませ ん。

手続き ： ①お部屋でお待ちください。看護師がお声掛けしますので2階総合受付までお願いします。

詳細の日時については、担当の医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）
とご相談ください。

患者さまの病状を踏まえた上でリハビリテーションの目標を立て、その目標を達成するまでの期間が

（入院費のご精算と、退院証明書など必要書類をお渡しいたします。）

当院での入院期間となります。

②スタッフステーションにお寄りください。

その期間については、医師が専門的に判断し、患者さま、代理人さまにお話させて頂きます。

退院基準
当院入院中におけるリハビリテーションのゴール（目標）を達成した時。
以下の状況になった場合はリハビリテーションの途中であっても
医師の判断により、ご退院をして頂きます。
■

他入院患者、来客、病院関係者などに迷惑を及ぼしたり、当院の業務に支障をもたらした場合

（大声を出す、徘徊する、職員に対する暴言、暴力、セクハラ行為等）
[患者さまのご家族及び関係者によるものも含む]。
■

医師の指示、院内の規則を守れない場合。

■

リハビリテーションに対する拒否が続く場合。

■

全身状態的にリハビリテーションの継続が困難と当院医師が判断した場合。

■

入院費の未納・滞納があり、当院が定める期間内にお支払い頂けない場合。

（かかりつけ医やケアマネージャーへの情報提供書、退院時処方をお渡しいたします。）

09 相 談 窓 口
入院中の疑問、不安事（「この質問はどのスタッフに聞いたらいいんだろう？」
ということも含む）、
医療費や介護保険、障害者手帳、年金制度といった医療・福祉制度のご相談、転院先や介護施設の
ご相談などございましたら、地域連携部スタッフまでご相談ください。
（医療・福祉制度などに精通した医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）がいます）。
◆場所：2階『総合受付』
◆相談時間：月〜金 9：00〜17：00（土日・祝除く）

ご 家 族さまへ
入院生活は思っている以上にストレスがかかるものです。
患者さまが精神的にも落ち着いて、
「意欲」を持ってリハビリテーションに励 んでいただけるよう、
出来る範囲で面会にお越しください。
当院ではリハビリテーションをすすめる上で、ご自身で出来ることは
最大限行っていただきたいと考えております。
出来る限り安全には配慮しておりますが、
入院生活を行う上で転倒、転落の可能性もあるということをご理解ください。

10 個 人 情 報 の 保 護について
お預かりした個人情報は、個人情報の取扱いに関する法律及び国が定める指針
その他規範を遵守し、適切に管理・保護します。

当院はリハビリテーション科、内科のみのため、

取扱いについては、院内に掲げる
「個人情報の利用目的及び取扱い」
に

当院入院中に万が一お体の状態が急変した場合、近隣の病院へ転院して頂く場合もございます。

定める用途以外に利用することはございません。

転院先は、患者さまのご病状や、先方の受け入れ状況によって異なりますのでご了承ください。
尚、転院の際はご家族の付添いをお願いしております。
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また、本人に了承を得ることなく個人情報を第三者に開示することはございません。
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