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入院される患者様へ いのちの章典
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自己決定に関する権利

　入院される患者様に心よりお見舞い申し上げます。
　当院は、1950年に発足以来「患者様の立場にたった、親切で良い医療」につ
とめ、誰もが安心して受けられる医療・病院づくりを地域の方々とともに取り組ん
でおります。入院中は職員一同が、患者様の権利を尊重し、患者様に満足していた
だける医療サービスの提供につとめさせていただきます。
　また、当院は2006年12月に島根県知事の認可を受け生協法人として設立いたし
ました。
　「いのちと健康」を守りたい、平和でくらしやすいまちを作りたい、という願
いをもった人々が組合員となって、健康づくり・まちづくりに取りくんでいる自
主的な組織です。

　医療福祉生協連は設立趣意書の内容を基本にして、「医療福祉生協のいのち
の章典」 (以下、いのちの章典)を策定しました。「いのちの章典」は、憲法を
もとに人権が尊重される社会と社会保障の充実を目指す私たちが大切にする価
値観、健康観を基本とした、「患者の権利と責任」を明らかにしたものです。
　組合員として生協を担う私たち地域住民と職員には、いのちとくらしを守り
健康を育むために、以下の権利と責任があります。

出雲市民病院の理念
「一人ひとりの人権を尊重する医療につとめ、
   地域の皆さんとともに健康づくりをすすめます」

出雲市民病院の基本方針

１．患者様の権利を尊重し、かかりやすく、納得のいく医療、福祉の提供に
つとめます。

２．地域の人々と協同して、健康づくりと助けあいの地域連携を広げます。

３．地域の人々のニーズに応えられる人づくりにつとめます。

私たちは、知る権利、学習権をもと
に自己決定を行います。

安全・安心な医療・介護に
関する権利

アクセスに関する権利

私たちは、安全・安心を最優先にし、
そのための配慮やしくみづくりを行い
ます。

参加と共同

私たちは、主体的にいのちとくらし
を守り健康を育む活動に参加し、共
同を強めてこれらの権利を発展させ
ます。

自己情報コントロールに
関する権利

私たちは、個人情報が保護されると同
時に、本人の同意のもとに適切に利
用することができるようにします。

私たちは、必要な時に十分な医療・
介護のサービスを受けられるように
社会保障制度を改善し、健康にくら
すことのできるまちづくりを行います。
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　この「入院のご案内」は、入院される皆様が、お互いに気持ちよく安心して療養していただ
くための入院に際してのご案内です。
　ご家族の方も是非目を通していただきますようお願いします。

●入院に際してのお願い 1

●入院の手続きについて 3

●入院費のお支払い 3

●準備していただくもの 4

●お部屋について 5
　
●お食事について 5
　
●入院される患者様・ご家族様へ 6
　
●付き添いについて 8
　
●電話について 8

●電気用品の使用について 8

●入浴・洗濯について 8

●面会について 9

●患者様相談窓口について 9

●他医療機関の受診について 9

●外出・外泊について 9

●退院について 10

●喫煙について 10

●院内における写真（動画）
　撮影及び録音について 10

●非常時について 10

●院内マップ図 11

●病棟平面図 11
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医療安全への協力のお願い

　患者様・ご家族様に安心して治療を受けていただくために、私たちはいろいろな安全の
取り組みをしております。それには患者様、ご家族の皆様のご協力は欠かせません。ま
た、患者様ご自身も医療安全管理への参加をお願いいたします。

１．お名前の確認について
　病院には同姓同名の方もおられます。診療行為の中で、職員がお名前を名乗っていただくよう
お願いすることが何度もありますが、安全確認のために重ねて確認を行うものです。
　職員が「お名前を教えてください」とお聞きした際はフルネームでお答えいただきますようお
願いいたします
　また、入院時にはリストバンドの装着をお願いしております。検査や点滴、手術や輸血などの
際、患者様の確認に使用します。

　
２．転倒転落の予防について

　住み慣れた家庭環境とは異なり、病院の慣れない環境での入院生活では、思いがけな
い転倒やベッドからの転落等の危険が生じることがあります。
　また、「これくらい一人で大丈夫」と医師・看護師に気を遣い、自分で行おうとして
の転倒・転落が発生しています。安全に過ごして元気になっていただく為に、気兼ねな
く職員に声をかけてください。また、ご自宅での生活の様子を何でもお話していただけ
るととても助かります。
　必要に応じて、予防対策をとる場合もございます。必要性をご理解いただき、安全に
向けた取り組みへご協力をお願いいたします。

　
３．お薬の確認について

　他院から処方されているお薬がある場合、お薬と「お薬手帳」または「薬剤情報提
供書」をお持ちください。
　いつも内服されているお薬でも、治療や検査、手術によっては中止を必要とする場合
があります。また、いつも服用しているお薬が必ず病院にあるとは限りませんので、お
持ちの薬を持参してくださると大変助かります。

　
４．アレルギーの確認について

　薬品や食品、その他のアレルギーのある方は必ずお申し出ください。

入院に際してのお願い



1

も　く　じ

入
院
に
際
し
て
の
お
願
い

　この「入院のご案内」は、入院される皆様が、お互いに気持ちよく安心して療養していただ
くための入院に際してのご案内です。
　ご家族の方も是非目を通していただきますようお願いします。

●入院に際してのお願い 1

●入院の手続きについて 3

●入院費のお支払い 3

●準備していただくもの 4

●お部屋について 5
　
●お食事について 5
　
●入院される患者様・ご家族様へ 6
　
●付き添いについて 8
　
●電話について 8

●電気用品の使用について 8

●入浴・洗濯について 8

●面会について 9

●患者様相談窓口について 9

●他医療機関の受診について 9

●外出・外泊について 9

●退院について 10

●喫煙について 10

●院内における写真（動画）
　撮影及び録音について 10

●非常時について 10

●院内マップ図 11

●病棟平面図 11

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

医療安全への協力のお願い

　患者様・ご家族様に安心して治療を受けていただくために、私たちはいろいろな安全の
取り組みをしております。それには患者様、ご家族の皆様のご協力は欠かせません。ま
た、患者様ご自身も医療安全管理への参加をお願いいたします。

１．お名前の確認について
　病院には同姓同名の方もおられます。診療行為の中で、職員がお名前を名乗っていただくよう
お願いすることが何度もありますが、安全確認のために重ねて確認を行うものです。
　職員が「お名前を教えてください」とお聞きした際はフルネームでお答えいただきますようお
願いいたします
　また、入院時にはリストバンドの装着をお願いしております。検査や点滴、手術や輸血などの
際、患者様の確認に使用します。

　
２．転倒転落の予防について

　住み慣れた家庭環境とは異なり、病院の慣れない環境での入院生活では、思いがけな
い転倒やベッドからの転落等の危険が生じることがあります。
　また、「これくらい一人で大丈夫」と医師・看護師に気を遣い、自分で行おうとして
の転倒・転落が発生しています。安全に過ごして元気になっていただく為に、気兼ねな
く職員に声をかけてください。また、ご自宅での生活の様子を何でもお話していただけ
るととても助かります。
　必要に応じて、予防対策をとる場合もございます。必要性をご理解いただき、安全に
向けた取り組みへご協力をお願いいたします。

　
３．お薬の確認について

　他院から処方されているお薬がある場合、お薬と「お薬手帳」または「薬剤情報提
供書」をお持ちください。
　いつも内服されているお薬でも、治療や検査、手術によっては中止を必要とする場合
があります。また、いつも服用しているお薬が必ず病院にあるとは限りませんので、お
持ちの薬を持参してくださると大変助かります。

　
４．アレルギーの確認について

　薬品や食品、その他のアレルギーのある方は必ずお申し出ください。

入院に際してのお願い



32

入
院
時
の
ご
案
内

● 入院予約をされている方は、入院当日予定時間に1階受付へお越しください。

● 入院に際しては、次のものを受付にご提出ください。
　・紹介状
　・健康保険証
　・医療受給者証や関係書類（お持ちの方）
　 （福祉医療証、公費医療証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証など）

● 病棟に上がられた時に看護師に次のものをご提出ください。
　・入院申し込み書 兼 契約書（病衣申込書を含む）
　・入院情報用紙

● 入院中に「保険証」「医療証」などの変更あるいは更新がありましたら、1階受付
　 にご提示ください。

● 入院費は、毎月、月末までの費用を計算し、翌月の11日以降に請求書を発行
します。病室に請求書完成のお知らせが届きましたら、1F受付にてお受け取
り下さい。

● お支払方法

　【場所】１階の会計にてお願いいたします。（クレジットカードご利用いただけます。）

　【時間】平日(火曜日以外)・土曜日　午後1時～午後4時30分
　　　　　火曜日　　　　　　　　　　午後1時～午後7時
　　　　　日曜日・祝日　　　　　　　午前9時～午後4時

　　※但し、午前退院される方は上記の限りではございません。

● 退院の際は、当日、事務職員が病室に請求書をお届けいたします。なお、事
務処理上の都合により、請求の一部、又は全部が後日となる場合があります
のでご了承ください。また、平日は外来診察で会計が混み合いますので、で
きる限り、午後の時間帯でのお支払いにご協力ください。

入院の手続きについて

入院費のお支払い

その他

● 病院、職員に対するご意見ご要望がありましたら、病棟看護師長に遠慮なくお申し出ください。
　●また、病院内には各病棟、外来等に意見箱を設けておりますのでカードにご記入いただき意見箱に入れ

てください。
　● 当院は、患者様の病状に応じて病棟を移動していただくことがございます。ご協力をお願い申しあげます。
　● 当院は、職員へのお心遣いは固くお断りしていますのでご了承ください。
　● 院内での物品の斡旋、勧誘などの営利活動は固くお断りします。
　● 当院は、公職選挙について不在者投票が行える施設に指定されています。
　● 駐車場は外来患者様が使用されますので、入院中の使用はご遠慮ください。入院中の駐車が必要な場

合は、別紙「入院時継続駐車申込書」の提出をお願いします。
　● セカンドオピニオン（他の医療機関等の意見）をご希望の方には、いつでもご紹介いたします。
　● 当院は、死亡診断後の臓器提供（腎臓・眼球）について担当者を配置して対応しています。ドナーカード

をお持ちの方は入院時に医師または看護師までお知らせください。
　● 当院は研修医、医学生、看護学生、リハビリテーション専門職学生等、将来医療従事者を志す皆さんの

臨床実習を受け入れております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研修医や学生は指導医師や専門職の指導者と共に実習することを原則としております。また、学会及
び院内外での発表などに診療情報の一部を掲載させて頂く場合があります。必要時にはご本人または
ご家族に説明の上、了解を頂く場合があります。入院される皆様にはご理解の上、ご協力を頂きますよ
うお願いします。

　●「しまね医療情報ネットワーク（まめネット）」に参加できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
「まめネット」に接続する医療機関では、患者様の同意の下、診療情報等を医師等が閲覧し、病院間で
情報共有ができるようになります。同意と参加を希望される患者様は病院1F受付までお申し出下さい。

感染対策への協力のお願い

患者様・ご家族様に安心して入院していただくため医療関連感染防止対策に取り組んでお
ります。この取り組みには患者様・ご家族様のご協力が欠かせません。
下記事項につきましてご理解とご協力をお願いいたします。
　１．手指衛生(手洗い)について

　病室への入退室時、食事前、トイレ後には手洗いをお願いいたします。
　病室前に手指消毒用アルコ－ルを設置しておりますのでご利用下さい。

　２．面会制限・隔離について
　　感染症の広がりを防止するため病室の移動や面会制限をさせていただく場合があります。
　　また、患者様には病室から出ることを控えていただく場合があります。
　３．食べ物(生もの等)の持込みはご遠慮ください。
　４．ペット、植物(鉢物)は病室に持ち込まないようにして下さい。
　５．発熱・咳・鼻水等の呼吸器症状がある方、吐き気・下痢症状がある方、発疹その他の
　　感染症症状がある方は面会を控えて下さい。
　ご不明な点があれば職員にお尋ねください。
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● 入院予約をされている方は、入院当日予定時間に1階受付へお越しください。

● 入院に際しては、次のものを受付にご提出ください。
　・紹介状
　・健康保険証
　・医療受給者証や関係書類（お持ちの方）
　 （福祉医療証、公費医療証、限度額適用認定証、標準負担額減額認定証など）

● 病棟に上がられた時に看護師に次のものをご提出ください。
　・入院申し込み書 兼 契約書（病衣申込書を含む）
　・入院情報用紙

● 入院中に「保険証」「医療証」などの変更あるいは更新がありましたら、1階受付
　 にご提示ください。

● 入院費は、毎月、月末までの費用を計算し、翌月の11日以降に請求書を発行
します。病室に請求書完成のお知らせが届きましたら、1F受付にてお受け取
り下さい。

● お支払方法

　【場所】１階の会計にてお願いいたします。（クレジットカードご利用いただけます。）

　【時間】平日(火曜日以外)・土曜日　午後1時～午後4時30分
　　　　　火曜日　　　　　　　　　　午後1時～午後7時
　　　　　日曜日・祝日　　　　　　　午前9時～午後4時

　　※但し、午前退院される方は上記の限りではございません。

● 退院の際は、当日、事務職員が病室に請求書をお届けいたします。なお、事
務処理上の都合により、請求の一部、又は全部が後日となる場合があります
のでご了承ください。また、平日は外来診察で会計が混み合いますので、で
きる限り、午後の時間帯でのお支払いにご協力ください。

入院の手続きについて

入院費のお支払い

その他

● 病院、職員に対するご意見ご要望がありましたら、病棟看護師長に遠慮なくお申し出ください。
　●また、病院内には各病棟、外来等に意見箱を設けておりますのでカードにご記入いただき意見箱に入れ

てください。
　● 当院は、患者様の病状に応じて病棟を移動していただくことがございます。ご協力をお願い申しあげます。
　● 当院は、職員へのお心遣いは固くお断りしていますのでご了承ください。
　● 院内での物品の斡旋、勧誘などの営利活動は固くお断りします。
　● 当院は、公職選挙について不在者投票が行える施設に指定されています。
　● 駐車場は外来患者様が使用されますので、入院中の使用はご遠慮ください。入院中の駐車が必要な場

合は、別紙「入院時継続駐車申込書」の提出をお願いします。
　● セカンドオピニオン（他の医療機関等の意見）をご希望の方には、いつでもご紹介いたします。
　● 当院は、死亡診断後の臓器提供（腎臓・眼球）について担当者を配置して対応しています。ドナーカード

をお持ちの方は入院時に医師または看護師までお知らせください。
　● 当院は研修医、医学生、看護学生、リハビリテーション専門職学生等、将来医療従事者を志す皆さんの

臨床実習を受け入れております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
研修医や学生は指導医師や専門職の指導者と共に実習することを原則としております。また、学会及
び院内外での発表などに診療情報の一部を掲載させて頂く場合があります。必要時にはご本人または
ご家族に説明の上、了解を頂く場合があります。入院される皆様にはご理解の上、ご協力を頂きますよ
うお願いします。

　●「しまね医療情報ネットワーク（まめネット）」に参加できます。　　　　　　　　　　　　　　　　　
「まめネット」に接続する医療機関では、患者様の同意の下、診療情報等を医師等が閲覧し、病院間で
情報共有ができるようになります。同意と参加を希望される患者様は病院1F受付までお申し出下さい。

感染対策への協力のお願い

患者様・ご家族様に安心して入院していただくため医療関連感染防止対策に取り組んでお
ります。この取り組みには患者様・ご家族様のご協力が欠かせません。
下記事項につきましてご理解とご協力をお願いいたします。
　１．手指衛生(手洗い)について

　病室への入退室時、食事前、トイレ後には手洗いをお願いいたします。
　病室前に手指消毒用アルコ－ルを設置しておりますのでご利用下さい。

　２．面会制限・隔離について
　　感染症の広がりを防止するため病室の移動や面会制限をさせていただく場合があります。
　　また、患者様には病室から出ることを控えていただく場合があります。
　３．食べ物(生もの等)の持込みはご遠慮ください。
　４．ペット、植物(鉢物)は病室に持ち込まないようにして下さい。
　５．発熱・咳・鼻水等の呼吸器症状がある方、吐き気・下痢症状がある方、発疹その他の
　　感染症症状がある方は面会を控えて下さい。
　ご不明な点があれば職員にお尋ねください。
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●個室、大部屋にかかわらず、お部屋代（差額ベッド料）はいただいておりません。
● お部屋は症状に応じて決めております。
　 やむを得ない事情のため急なお部屋の移動をお願いすることがありますのでご協力

よろしくお願いします。
● 入院中に院内で、飲酒・喫煙・暴力・セクシャルハラスメント・無断外出等があっ

た場合には退院していただくこともありますのでご了承ください。

● 提供させていただくお食事は治療を目的としたものであり、必ずしも患者様の好み
どおりにならないことがあるかと思われますが、何かございましたら看護師にお気
軽にご相談ください。

● お食事の時間は、
　 　◎朝食・・・7時30分頃
　 　◎昼食・・・12時頃
　 　◎夕食・・・18時頃　　　を目安にご用意いたします。
● 病状などに支障のない方は、病棟の食堂で食事をしていただきますが、自室でのお

食事を希望される方は看護師にご相談ください。
● 症状によっては絶食や食事制限のある患者様もおられます。お部屋でお互いに他の

患者様に食べ物を配ったりなさらないようにお願いいたします。
　 家族・面会人の方の飲食は病棟の食堂兼談話室をご利用ください。
● 絶食の指示は必ずお守りください。
● 食物アレルギーのある方、また食事についてのご相談は、看護師にお申し出くだ

さい。必要に応じて管理栄養士が対応します。
● 入院時刻によっては、お食事が提供できないことがありますのでご了承ください。
● 湯茶などが必要な場合は、病棟食堂に準備してありますのでご利用ください。
　 自室での湯茶をご希望の方は、看護師にご相談ください。

準備していただくもの お部屋について

お食事について

□ お薬(現在服薬中のもの)

□ お薬手帳・お薬説明書

□ タオル 5枚

□ バスタオル 5枚

□ 下着・着替え

 

□ 室内ばき
　(すべりにくいもの)

□ 湯のみ、きゅうす、吸いのみ
　 など（割れないもの）

□ 洗面用具(洗面器・ボディソープ・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉・ヘアブラシ・電気カミソリ等)

□ 入院手続きの際に
　 必要なもの

□ 印鑑(認印可)

□ 診療科で指示の
　 あったもの

※オムツ使用・ポータブルトイレ使用の方は、ウェットティッシュ・
　おしりふき等ご準備ください。
※はみがきができない方は、クルリーナブラシをご用意ください。（当院売店にも販売しています）

※はさみ、かみそりの持ちこみはお控えください。
　使用をご希望の場合は職員に申し出下さい。
※全ての持ち物に名前の記入(フルネーム)をお願いします。
※収納スペースが少ないため、なるべく荷物は少なくするようにお願いします。
※貴重品は盗難の恐れもありますので、お持込になりませんようお願いします。

※「入院セット（有料）」をご利用の場合はタオル・日用品等の準備は不要です。
　（詳しくはパンフレットをご参照ください）
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●個室、大部屋にかかわらず、お部屋代（差額ベッド料）はいただいておりません。
● お部屋は症状に応じて決めております。
　 やむを得ない事情のため急なお部屋の移動をお願いすることがありますのでご協力

よろしくお願いします。
● 入院中に院内で、飲酒・喫煙・暴力・セクシャルハラスメント・無断外出等があっ

た場合には退院していただくこともありますのでご了承ください。

● 提供させていただくお食事は治療を目的としたものであり、必ずしも患者様の好み
どおりにならないことがあるかと思われますが、何かございましたら看護師にお気
軽にご相談ください。

● お食事の時間は、
　 　◎朝食・・・7時30分頃
　 　◎昼食・・・12時頃
　 　◎夕食・・・18時頃　　　を目安にご用意いたします。
● 病状などに支障のない方は、病棟の食堂で食事をしていただきますが、自室でのお

食事を希望される方は看護師にご相談ください。
● 症状によっては絶食や食事制限のある患者様もおられます。お部屋でお互いに他の

患者様に食べ物を配ったりなさらないようにお願いいたします。
　 家族・面会人の方の飲食は病棟の食堂兼談話室をご利用ください。
● 絶食の指示は必ずお守りください。
● 食物アレルギーのある方、また食事についてのご相談は、看護師にお申し出くだ

さい。必要に応じて管理栄養士が対応します。
● 入院時刻によっては、お食事が提供できないことがありますのでご了承ください。
● 湯茶などが必要な場合は、病棟食堂に準備してありますのでご利用ください。
　 自室での湯茶をご希望の方は、看護師にご相談ください。

準備していただくもの お部屋について

お食事について

□ お薬(現在服薬中のもの)

□ お薬手帳・お薬説明書

□ タオル 5枚

□ バスタオル 5枚

□ 下着・着替え

 

□ 室内ばき
　(すべりにくいもの)

□ 湯のみ、きゅうす、吸いのみ
　 など（割れないもの）

□ 洗面用具(洗面器・ボディソープ・シャンプー・歯ブラシ・歯磨き粉・ヘアブラシ・電気カミソリ等)

□ 入院手続きの際に
　 必要なもの

□ 印鑑(認印可)

□ 診療科で指示の
　 あったもの

※オムツ使用・ポータブルトイレ使用の方は、ウェットティッシュ・
　おしりふき等ご準備ください。
※はみがきができない方は、クルリーナブラシをご用意ください。（当院売店にも販売しています）

※はさみ、かみそりの持ちこみはお控えください。
　使用をご希望の場合は職員に申し出下さい。
※全ての持ち物に名前の記入(フルネーム)をお願いします。
※収納スペースが少ないため、なるべく荷物は少なくするようにお願いします。
※貴重品は盗難の恐れもありますので、お持込になりませんようお願いします。

※「入院セット（有料）」をご利用の場合はタオル・日用品等の準備は不要です。
　（詳しくはパンフレットをご参照ください）



入院期間

入院される患者様・ご家族様へ　～入院生活のご案内～

治療・処置

病棟転棟 など

検査

内服薬

説明と同意

リハビリ
テーション

排泄

食事

清潔

入院日・入院１日目 ～１週間 ～退院まで 退院時
●患者様の状態に応じた投薬治療や処置を行い

ます。

●入院日、または次の日にはリハビリテーション医師、
薬剤師、言語聴覚士、作業療法士、管理栄養士
などの職員が訪問し、安全な入院生活を送って
いただくため、飲み込みや体の動き、記憶力な
どの各種検査や生活環境調整を行います。

●その結果を基に、退院後の生活を見据えた支援
の検討を開始します。

●自宅で飲んでおられた薬は１度お預かりし、薬剤師が確認させていただきます。

●持参された薬がなくなった場合は院内で処方されます。必要に応じて、残薬があっ
ても、原則１週間で院内処方に切り替えることがあります。

●原則入院中は看護師が薬をお渡しします。
（自己管理していただく場合もあります）

●患者様の日常生活への復帰に向けて、必要に応じて理学療法や作業療法、言語
療法の担当療法士がリハビリテーションを行います。

●退院からその後の生活が円滑に行えるよう、必要に応じてご自宅への訪問やリ
ハビリテーション場面の見学などを行います。

●医師・看護師・療法士・医療ソーシャルワーカーなどが患
者様の退院に向けた話し合いを行い、「リハビリテーション総
合実施計画書」を作成します。リハビリテーション計画や進
行状況について説明します。ご本人またはご家族の同意が
必要です。

●血液・レントゲン・心電図などの検査を行います。

●初回入院の方については、感染症の検査（梅毒、B型・C
型肝炎ウイルス）を行います。

●患者様の誤認を防止するため、様々な場面で名前を名
乗っていただきますのでご協力ください。

●入院治療方針やおおよその入院見込み期間など
について主治医が説明します。ご本人・ご家族
に説明し署名をいただきます。尚、原則として病
状説明は平日の 9 時～17 時とさせていただいて
おります。

●入院中の病状説明について、希望される際には
スタッフに声をかけてください。

●患者様の歩く能力や乗り移る能力、排泄の頻度や動作の安全性など症状に合わ
せて対応させていただきます。

●医師の許可が出たら状態に応じた食事を提供します。食堂に出かけることが可
能な方は食堂で食べていただきます。

●食べやすい食事を提供するため、管理栄養士が嗜好やアレ
ルギーの聞き取りを行います。また食事を安全かつ十分とっ
ていただくために、食事の固さや量、食事姿勢などを確認
に昼食時にリハビリテーション療法士と一緒に伺います。

●基本的に入浴・シャワー浴に介助が必要な方は週に２回行います。患者様の動
かれる能力や病状等に合わせて対応させていただきます。

　一人で可能な方は使用方法の説明を行います。

●手術前の方はシャワー浴をしていただきます。

●造影検査や胃カメラ・大
腸カメラによる検査や治
療など行う場合はあらか
じめ、ご本人、ご家族に十
分説明を行います。その
際は、ご本人、ご家族の
同意が必要になる場合が
あります。

●地域包括ケア病棟・病床に入院される方は「地域包括ケア病棟入院診療計画書」について担当
の医療ソーシャルワーカーが説明します。

●治療の経過に応じて随時
行います。その都度説
明を行います。

●薬剤師より薬について説明します。

●リハビリテーションをされていた方に対し、在
宅生活においての指導や、自宅でのリハビリ
テーションについて、またケアマネージャーそ
の他在宅サービス関係者への情報提供を行
い、円滑な退院を支援します。

●退院後の食事の調整や工夫が必要な場合、管理
栄養士より栄養指導を行います。

●施設に退院される方で必要な場合は、管理栄養士か
ら食事形態について情報提供させていただきます。

●病 状 に より 部 屋 を 代
わっていただくことがあ
ります。

●治療により全身状態が落ち着いてくるのと並
行して退院準備をすすめていきます。

●元の生活に戻っていただくためのリハビリ
テーションや在宅の準備が必要な場合、ま
た介護サービスの調整など、一定期間かか
る場合には部屋、病棟を変更いただくこと
があります。

●介護保険未申請の方や在宅でのサービス利
用調整などを行う場合は、院外の方を含め
た会議を行う場合があります。ご家族・ご
本人に参加していただきます。

●院内の医療ソーシャルワーカーが入院前の
ケアマネージャーの方と情報交換し退院準
備をさせていただきます。
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入院期間

入院される患者様・ご家族様へ　～入院生活のご案内～

治療・処置

病棟転棟 など

検査

内服薬

説明と同意

リハビリ
テーション

排泄
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おります。

●入院中の病状説明について、希望される際には
スタッフに声をかけてください。
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●当院では患者様からの相談に幅広く対応するため、専任の看護師、社会福祉士等を
配置した「患者様相談窓口」を設置しております。次のようなことでお困りのこと
がありましたら、患者様相談窓口でご相談に応じます。

　・心配ごとのために落ち着いて療養できない。
　・病気になったために家庭や職場のことが心配である。
　・病気になったために医療費や生活費が心配である。
　・社会復帰について不安がある。
　・在宅医療、施設入所などについて詳しく知りたい。
　・医療安全管理に関するご相談
　・介護保険についてのご相談
　・その他の悩みごと
　・診療（治療）について疑問など
● 患者様相談窓口への相談は、次の時間帯でお受けしています。
　 ・平日：午前9時～午後5時
● 患者様相談窓口への相談は、2階地域連携センターで行っています。直接おこ
しになられても結構ですが、お待ちいただくことがありますのでご了承くだ
さい。また事前に電話していただいてもかまいません（0853-21-2722）

● 患者様相談窓口への相談は費用が要りません。相談内容は厳守されますの
で、お気軽にご利用ください。

●原則として付き添いは必要ありません。
●患者様の病状などにより、ご家族が希望される場合は医師の許可を得て付き添いが
可能です。「家族付添許可申請書」に必要事項をご記入のうえ看護師にご提出ください。

●ご希望の方には付き添い寝具をお貸しします。（有料です。）
　看護師にご相談ください。

●公衆電話は、4階および5階の階段の向かいに設置してあります。
●携帯電話は医療機器に電波障害を起こし誤作動の原因となりますので、使用する際
は指定された場所（待合室、食堂、廊下）で、マナーを守ってご使用ください。
尚、病室での通話は禁止していますが、他の患者様の迷惑にならない程度でのメール
の送受信は可能です。（職員は医療用の特殊なＰＨＳを使用しています。一般携帯電
話とは異なりますのでご了承ください。）

●患者様への電話の取次ぎは午前8時30分から午後5時までの間の、緊急連絡だけに
させていただきますのでご了承ください。

●テレビ、ラジオはイヤホンを使用してください。
●テレビはテレビカードでご利用いただけます。
　（テレビカードは、各病棟の販売機でご購入ください。途中使用での返金は1階会
計の向かいに精算機がありますのでそちらでお願いします。）

●電気用品の使用に関しては看護師にご相談ください。
●食堂に冷蔵庫が設置してありますのでご希望の方はご利用ください。食品には名
前の記入をお願いします。

●パソコンの使用は病室、待合室、食堂にて、マナーを守ってご使用ください。

付き添いについて

電話について

電気用品の使用について

●各階のスタッフにお尋ねください。

●面会時間は、平日は午後3時から午後7時、土日祝日は午前11時から午後7時までの
間とさせていただきます。

入浴・洗濯について

面会について

患者様相談窓口について

他医療機関の受診について

外出・外泊について

●原則として、入院中は他の医療機関を受診することはできません。入院中の方が他
の医療機関への受診を希望される場合、必ず主治医または看護師にご相談ください。

●特別な用事があって外出、外泊を希望される方は主治医の事前の許可が必要です。主治医、看護
師との相談のもとに「外出・外泊許可願」に必要事項をご記入の上看護師にお渡しください。

●帰院時は看護師に声をかけてください。
●帰院時間が遅れる場合は、連絡をお願いします。
●無断で離院され連絡がない場合は、ご本人の安全を守るため、ご家族から、警察に
保護願いを出していただくこともありますのでご了承ください。
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院
内
の
ご
案
内

エレ
ベーター

内視鏡室

一般
撮影室 エレベーター

警備室

血管
撮影室

健診センター
生
理
検
査
室

諸施設のご案内

6Ｆ 6Ｆ

5Ｆ

4Ｆ

3Ｆ

2Ｆ

1Ｆ

5Ｆ

4Ｆ

障害者病棟

地域包括ケア病棟

透析室、手術室、
管理部門（医局・管理）

地域包括ケア病棟

外来診察（泌尿器科・
眼科・耳鼻咽喉科）
リハビリ室、
地域連携センター、厨房

受付、医事課、売店、薬局、
検査、放射線、健診センター、
外来診察（内科・整形外科）、
救急外来

◎ご自分の病室の位置をご確認ください。
◎階段、エレベーター、
　非常時階段の位置をご確認ください。

●郵便ポスト・・・・病院玄関前にあります。
●売店・・・・・・・１階にあります。

●テレビカード・・・販売機は各病棟の食堂に設置しています。
　　　　　　　　　　精算機は 1階会計前に設置しています。

喫煙について

非常時について

●当院では患者様や職員の個人情報やプライバシーを保護
する目的で、許可なく院内でのカメラ・ビデオカメラ・
携帯電話等による写真（動画）・録音をすることは禁止
とします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
撮影・録音等を希望される方は、病院スタッフにご相談
ください。

●病院内は敷地内禁煙としています。（電子タバコ等を含みます。）

院内における写真（動画）撮影
及び録音について

●万が一、火災、そのほかの災害などが発生したときは、職員の指示にしたがって落
ち着いて避難してください。

●非常口の場所は、入院された時に看護師が説明いたしますが、更に念のためご自身
で確認しておいてください。（非常口からの通常の出入りはしないでください。）

●非常時は、エレベーターは絶対に使用しないでください。
●大規模な災害発生した時、入院継続困難の場合は退院をお願いする場合がございます。

退院について

●退院は原則平日でお願い致します。
●退院が休日の場合は請求書を郵送する場合がありますのでご了承ください。

2Ｆ

1Ｆ

平日：午前8：00～午後7：00　土曜：午前10：00～午後3：00
日曜・祝日：　お休みです。

待合室

外来待合地域連携
センター

図書室

病院内での病院内での

写真・動画・録音禁止写真・動画・録音禁止
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センター

図書室

病院内での病院内での

写真・動画・録音禁止写真・動画・録音禁止



出雲市塩冶町1536－1
TEL:0853（21）2735

出雲市塩冶町1536－1
TEL:0570（03）2722

出雲市知井宮町2 3 8
TEL:0853（21）2733

出雲市大津町1 9 4 1
TEL:0853（21）1186

出雲市塩冶町1287－10　
TEL:0853（24）2800
TEL:0853（23）7370

出雲医療生活協同組合

出雲市民病院

出雲市民リハビリテーション病院

大曲診療所

在宅支援センター
 ・出雲看護サービスセンター
 ・居宅介護支援事業所

←至 大田市 エディオン

出雲市立
第二中学校

ホテル
ながた

ホテルα-1

ローソンウェルネス

高瀬川

市役所

至 松江市→
ラピタ

＜国道184号線＞

ビッグ
ハート

市民会館

医
大
通
り

出雲市駅
一畑電鉄

入院に関することが書いてあります。
入院されるまでにご一読ください。

あなたの病棟は
 です。

あなたの主治医は
 です。

〒693-0021　出雲市塩冶町 1536-1
TEL:（0570）03-2722  FAX :（0853）21-8101
http://www.izumo-hp.com

〒693-0021　出雲市塩冶町 1536-1
TEL:（0570）03-2722  FAX :（0853）21-8101
http://www.izumo-hp.com

出雲医療生活協同組合出雲医療生活協同組合

出雲市民病院出雲市民病院

入院のご案内入院のご案内

出雲市民病院

184


