2019 年 10 月 1 日

入院のしおり
大久保病院に入院される
患者様、ご家族様へ。

医療法人

燈来会

大久保病院

〒770-0923 徳島市大道 2 丁目 30
TEL:088-622-9156

FAX:088-622-9157
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大久保病院のご案内
【このしおりについて】
このしおりは大久保病院で入院頂く皆様の健康と安全を守る為、入院される患者様及びご家族様に知ってお
いて頂きたいこと、守って頂きたいことをまとめたものです。皆様の QOL（生活の質）の向上の一助となる
よう、このしおりを活用しながらこれからの生活を考えていければとスタッフ一同願っております。必ず入
院されるまでにご一読下さいますようお願い申し上げます。また、ご不安な点やご心配な点がございました
ら遠慮なくお問合せ下さいますよう併せてお願いいたします。

【医療法人燈来会大久保病院について】
病院理念
大久保病院・燈来会の「燈-あかり」は正しい医療を通じて、地域社会に貢献し、「あかり」によって映しだ
される輝き「３つの Ai」を基本理念に運営を行っております。
「３つの Ai」
「愛」医療にかかわるプロとして慈しみを持って接する心を大切にします。
「合」チームワーク良く協力し合い、質の高い医療・看護を提供します。
「藹」気持ちがなごむ清潔な医療環境（アメニティ）づくりに努めます。
診療科目：内科、外科、胃腸内科、循環器内科、呼吸器内科、肝臓内科、リハビリテーション科
病 床 数:1 病棟 52 床（医療療養型）

2 病棟 53 床（医療療養型） 計 105 床

施設基準：療養病棟入院料 1、療養病棟療養環境加算 2、入院時食事療養/生活療養(Ⅰ)、
肝炎インターフェロン治療計画料、薬剤管理指導料、脳血管リハビリテーション料Ⅲ、
運動器リハビリテーション料Ⅱ、がん患者リハビリテーション料、

がん治療連携指導料、がん性疼痛緩和指導管理料、病棟薬剤業務実施加算 1、排尿自立指導料、
認知症ケア加算、栄養サポートチーム加算、患者サポート体制充実加算、入退院支援加算Ⅱ
診療時間：●平日

9：00～12：00

13：30～17：00 ●土曜日

9：00～12：00

休 診 日：日曜日、祝日、土曜日午後 ※8 月 12 日～15 日、12 月 31 日～1 月 3 日の期間も休診です。
併設機関：大久保病院肝疾患センター
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入院される患者様へ
【入院手続きに必要なもの】
・健康保険証 ・印鑑 ・重度心身障がい者等医療費受給者証 ・特定疾患受給者証 ・肝炎治療受給者証
・標準負担額減額認定証

・後期高齢者標準負担額減額認定証 ・介護保険被保険者証

・障がい者手帳

（身体・知的・精神） ・退院証明書（現在医療機関で入院中の方のみ）
などお持ちの証明証は確認の為にも受付までお持ちください。

【入院時に必要なもの】
① 洗面用具一式 ②寝衣・下着類５組

③タオル・バスタオル（各 5-6 枚）・大判バスタオル（1-2 枚）

④上履き（歩行時に滑りにくい物） ⑤食事に必要な物（コップ（プラスチック）か寝のみ、食事用エプロ
ン）、専用で使いやすいものがあればお箸、スプーン ⑥ティッシュペーパー
品）

⑦コップ（プラスチック製

⑧髭剃り（男性のみ）

※持ち物すべてに名前の記載をお願いいたします。個人の持ち物については管理をお願いいたします。

【寝具について】
医療機関における病院寝具は、より良い環境条件のもとに、快適な入院生活を送ることができるよう、常に
安心・安全で衛生的な寝具類の提供が求められており、これを病院側が用意するよう決められております。
このため個人での寝具の持ち込みはご遠慮いただいておりますので、ご協力賜りますようよろしくお願いい
たします。

【入院費用について】
明細書の発行は毎月 15 日とし、前月末までの期間を計算しお渡ししております。明細書の取り扱いについて
はご希望によりお部屋までお持ちいたします。特に指定のない場合は 1F 事務所にて保管を致します。
お支払いにつきましては、１F 事務所までお願いいたします。退院日を含む月の明細書の発行は退院後数日
頂いておりますので、後日改めてお支払い下さい。
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平日

9：00～17：00

土曜日 9：00～12：00

【食事等について】
朝食

7：30～

昼食

12：00～

夕食

光熱水費

※食事等の自己負担額：

指定難病・老齢福祉年金受給者等

0円

それ以外

370円

食事負担額

18：00～

一般世帯

460円

住民税非課税の世帯に属する方

210円

上記のうち所得が一定基準に満たない方

100円

【消灯時間について】
消灯時間は 21 時です。それ以降の点灯等は周りの方へご配慮の上ご遠慮下さい。
※基本的に 21 時以降の枕灯、テレビ等のご利用はご遠慮ください。

【外出外泊について】
外出、外泊は医師の許可のある場合のみ可能です。医師の許可を得たうえで所定の届け出用紙に記入し、担
当看護師までお申し出ください。お出かけ時、お戻り時はナースステーションまでお声掛け下さいますよう
お願いいたします。無断での外出は事故防止の観点からもお控えくださいますようご協力お願い致します。

【理美容の利用について】
病院内に専属の美容師が勤務しております。散髪、洗髪等のサービスを提供しております。利用にあたって
は病棟詰所までお申し込みください。
利用料：散髪 1 回 2300 円

洗髪：無料

【口腔ケアの実施について】
病院内に専属の歯科衛生士が勤務しております。口腔ケアについては、歯科衛生士の指導の下、食後を中心
に実施しております。歯科衛生材料等ご用意いただく必要がある場合もありますので、ご協力お願いいたし
ます。
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【他科受診について】
入院中に当院で診察のできない診療科目の受診が必要となった場合医師の指示にて他院の受診をお願いする
場合があります。※原則として他院への受診は禁止しております。また、セカンドオピニオン等他院の受診
を希望される場合も含め、職員までご相談ください。

【お見舞い・付き添いについて】
お見舞い：自由にして頂くことができます（感染症など患者様の安全を守る為、予め病院よりお見舞いをご
遠慮頂く期間、時間を設ける場合があります）※消灯時間以降のお見舞いは特別な場合を除きご遠慮下さ
い。
付き添い：基本的にお断りしております。但し、ご家族様の希望、入院患者様の状態等医師の判断により付
き添いをお願いすることがあります。
※付き添いの方用の寝具をレンタルしております。ご希望に合わせスタッフまでお申し出ください。
※付き添いの方で食事を希望される場合は、申込用紙にご記入の上スタッフまでお申し出ください。
付き添いの方への食事提供：朝食 1 食

440 円 昼食 1 食

660 円

夕食 1 食

660 円

付き添いの方への寝具提供：

1セット（掛・敷・枕）

1日につき

220円

1枚（掛・敷）

1日につき

110円

簡易ベッド

1日につき

110円

【貴重品の管理について】
個人の貴重品については、その管理について病院は一切関知いたしません。貴重品の管理につきましては、
ご家族様の管理のもと行って下さい
※ご事情によりご家族の管理が難しい場合速やかにスタッフまでご相談下さい

【飲酒・喫煙について】
飲酒（ノンアルコール飲料含む）は原則禁止となっております。病院敷地内での飲酒があった場合は診療を
中止し退院して頂く場合があります。
喫煙は病院敷地内完全禁煙となっております。おタバコはご遠慮下さい。
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【入浴について】
当院では、医師の許可に合わせて入浴サービスを提供しております（週 2 回）。病棟により入浴日のスケジ
ュールが異なりますので担当看護師から説明をお聞き頂きますようお願いいたします。
※入浴は 9：00～16：30 までの間で行っております。これ以降は入浴できませんのでご了承下さい。
介助浴：1 病棟 月曜日、木曜日
一般浴槽の様子

２病棟 火曜日、金曜日

一般浴：水曜日 土曜日

特殊浴槽（介助浴）の様子

【健康保険外の自己負担について】
おむつをはじめとするアメニティーグッズに関する物品の利用については、一部病院指定の物をご利用いた
だいております。指定の物には、健康保険の適応除外となるものがございます。別添一覧表をご確認頂きご
利用の際には別途入院費用と合わせてご請求させて頂きますのでご了承ください。

【夜間等時間外の病院への出入りについて】
安全管理の為正面等通用口は外来業務時間外の施錠を実施しております。この時間外の入退室については、
病院夜間出入口より行って頂くようお願いいたします。
夜間出入口からの入退室時間 平日 18：00～翌 7：00

土曜日

13：00～ 日曜終日

祝祭日 終日

【携帯電話の使用について】
居室での携帯電話のご利用は、出来るだけお控えください。ご利用にはデイルーム、ロビー等をご利用くだ
さい。状況や場所によっては利用をお控えいただくようお伝えする場合がございます。ご協力よろしくお願
いいたします。
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病院指定物品 利用料金表
エプロン

1枚 1500円 舌ブラシ（口腔ケア用）

1本

410円

寝のみ

1個 880円 リフレイン口腔ジェル（口腔ケア用）

1個

2200円

ティッシュペーパー

1箱 110円 ケア歯ブラシ（口腔ケア用）

1本

310円

ゴミ処理代

1袋 220円 オーラルバイドブロック（口腔ケア用）

1本

530円

入浴準備兼洗濯物入れ袋

1カ月 110円 ミトン手袋

1組

5250円

はくパンツ スリムタイプ S/M/L/LL

1袋 1650円 介護用シーツ

1枚

120円

簡単テープ止め横漏れ防止 S/M/L

1袋 2600円 便利なミニシートS

1枚

20円

ワイドロングスーパー（安心長時間用）

1袋 1350円 ディスポマスク

1箱

510円

超薄型安心パッド

1袋 1100円 ディスポ手袋

1箱

1020円

ハイパー2000・1600

1袋 2200円 リード

1巻

815円

パットタイプ男女兼用レギュラー（昼用）

1袋 1150円 ポジショニンググローブ

1組

2750円

スピードキャッチパットビック

1袋 2200円 スネーククッション（本体のみ）

1個

24000円

さわやかウエットタオル(ティッシュ）

1袋 170円 スネーククッション（本体+カバー付）

1個

30000円

柔らか濡れタオル（介護タオル）

1袋 360円 スネーククッション（レンタル）

袋オブラート

1日につき

110円

1箱 365円 鼻腔用コップ大

1個

440円

ICU吸引付きブラシ（口腔ケア用）

1本 700円 鼻腔用コップ小

1個

220円

スポンジブラシ（口腔ケア用）

1本

20円 アームレッグカバー

1組

1630円

歯間ブラシ（口腔ケア用）

1本

50円 カンピーノスキンケア

1本

1800円

【お部屋の移動・個室の利用について】
入院中ご利用頂くお部屋につきましては、診療・看護の必要度、病状の進行具合などを確認しながら決定し
ております。状態によりその都度変更移動がある事をご了承下さい。また、個室等のご利用については可能
な限りご希望をお聞きしておりますが、状態によりご希望に添えない事もありますので、ご了解ください。
また、個室のご利用にあたっては差額ベッド料が発生いたしますので、併せてご確認下さい。
※差額料については次頁をご参照下さい。
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①大部屋
〇

四人部屋
以下に記載のない部屋。

②二人部屋
〇

二人部屋 1 日につき 1650 円
212 号室 214 号室 216 号室 218 号室

312 号室 314 号室 316 号室 407 号室

③一人部屋
〇

特別室 A（シャワー・トイレ付）1 日につき 6050 円
301 号室 401 号室

〇

特別室 B（シャワー・トイレ付）1 日につき 5500 円
201 号室 302 号室 402 号室

〇

個 室 （トイレ付）

1 日につき 3300 円

203 号室 204 号室 205 号室 206 号室
307 号室
〇

準

個

207 号室 208 号室

308 号室 317 号室 318 号室 319 号室
室

1 日につき 1980 円

303 号室 315 号室 403 号室

【洗濯物の取り扱いについて】
患者様の更衣等に伴う洗濯物については、以下の方法にて受け付けております。
① 外注（東邦セールス）に外部委託にて行う方法。
洗濯物の量により大袋・小袋と利用料をお支払い頂いております。

外注による洗濯サービスの利用料
大

袋

1袋

1100円

小

袋

1袋

330円

1個

110円

介護用品
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②院内にランドリーサービスを設置しております。ご家族・ご本人様の利用は自由とな
っておりますのでご活用ください。洗濯：1 回 100 円

乾燥機：1 回（30 分）100 円

洗剤・柔軟剤等はご用意ください。
③ご自宅にお持帰られる洗濯物の取り扱いについて
入浴日に合わせ更衣を実施しております。（汚染等ある場合はその都度）お持ち帰り頂
く洗濯物は 3 階倉庫にて個人ごとに保管をしておりますので、3 階倉庫まで受け取りに
お越しください。
※洗濯物には取り間違いの無いよう個人ごとに札を作成し札と一緒に保管をしております。お持ち帰りいた
だく際は取り違いの無い様十分確認いただく事と、お持帰られる際はスタッフまで必ずお声掛け下さいます
ようお願い申し上げます。
※洗濯物は入浴の度必ず取りに来てくださるようご協力お願いいたします。また、病院の備品の汚染につい
ては故意でない場合を除きクリーニング代を申し受けておりますのでご了承下さい。
④病院からの貸し出し衣料品類などの洗濯は、①の方法(外注)にて洗濯を行います。その際の利用料につい
てご負担をお願いしておりますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

【ロッカーの利用について（衣替えについてのお願い）】
入院中は各居室に備え付けのロッカーをご利用ください。なお、収納スペースには限りがございますので、
季節ごと、または、病状の変化に合わせて保管物の整理をお願いいたします。
ロッカーに入りきらないお荷物はご自宅へお持帰り下さいますようお願いいたします。

【備え付けテレビの利用について】
各居室に有料テレビの設置をしております。テレビのご利用には専用のテレビカードが必要です。
テレビカードは各フロアデイルームに設置しておりますので、ご希望の方は各自ご利用下さい。テレビカー
ドは 1 枚 1000 円にて販売しております。（購入したカードの返金、は出来ませんので購入時にご注意下さ
いますようお願いいたします。）
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【備え付け冷蔵庫の利用について】
各居室に専用の冷蔵庫の設置をしております。ご利用のご希望がございましたら、専用の申込書に必要事項
をご記入の上１F 受付までお申し込み下さいますようお願いいたします。
冷蔵庫の利用は 1 日 110 円を申し受けております。

【駐車場の利用について】
基本的に入院患者様のお車の駐車はお断りしております。ご家族などお見舞いの方のお車の利用につきまし
ては、病院指定のコインパーキングをご利用ください。なお、ご利用にあたり、駐車無料券をお渡ししてお
りますのでご活用ください。（※診察時間内は受付にて、診察時間外は各病棟ナースステーションにて配布
しております。）

職員専用駐車場
※夜勤者用部分について 10：00～15：30 まで
外来患者専用駐車場としています。（手前より
５台分）

新洗蔵

当院専用コインパーク
※外来通院、お見舞い・付き添い等で駐車場利用の際は病院受付までお申し出ください。
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【個人情報の保護について】
当院では、個人情報保護法に規定に則り「個人情報の利用目的」を掲げております。お電話での病状の問い
合わせ等ご希望にならない行為につきましては、病院までお申し出ください。
また、個人情報峰保護に関する相談窓口も設置しておりますので、お気軽にご活用下さい。
※当院では基本的にお電話での病状説明は行っておりません。必要な場合事前にご相談下さい。

【患者サポート体制について】
大久保病院では、皆様の声を病院運営に活かし、よりよい病院つくりを進めております。ご意見、ご要望が
ございましたら、患者サポート窓口（地域連携室）までご相談頂くか、院内各所に設置しているご意見箱を
ご活用ください。専門の相談員がお話をお伺いいたします。必要に応じて、利用者の皆様のサポートを行い
ます。
頂いたご意見につきましては、院内安全衛生委員会にて精査行い、申立者へご報告致しますと共に３F 掲示
板にてご回答として一定期間掲示をさせて頂きます。
＜大久保病院の患者サポートの仕組み＞

患者さん・ご家族の方

患者サポート窓口

ご意見箱

（地域連携室）

安全衛生委員会
（毎月第１月曜開催）

※頂いたご意見については、安
全衛生委員会にて報告検討、改
善策の議論を行います。
検討の結果は院内掲示板にてご
報告させて頂くと共に申立者の

患者さん

方へもご報告いたします。

ご家族の方
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入院中の注意事項
※重要項目
【キーパーソン（ご家族代表者）について】
当院では入院された患者さんについて、一人ずつキーパーソン（ご家族代表者）を決めていただき、お名
前、連絡先等を入院申込書兼誓約書に記載していただきます。事情により途中で変更することはできます
が、この場合は予めいつから誰に変わるのかということをお届けください（主治医・病棟看護師・医事受
付）また、可能な限り遠方の方ではなく、近隣にお住まいの方にお願い致します。
どうぞご理解とご協力をよろしくお願い致します。
・キーパーソンの選択は、ご家族全員の合意によりご決定下さい。（後日他のご家族から苦情の
出ることがないようお願い致します）また、症状説明は個人情報保護の観点から電話でのお問い
合わせには応じておりませんのでご理解とご協力をお願い致します。
・主治医より病状の説明をお聞きになりたい場合は、病棟スタッフまでお申し出ください。改め
て日時を決めさせていただきます。なお、ご家族の皆さんに個別に病状の説明をすることは時間
的な制約もありお断りする場合もあります。キーパーソン（ご家族代表者）を含めご家族一緒に
説明を受けていただきますようお願い致します。また、説明当日医師の業務上の都合によりお約
束の時間でもお待ちいただくことが在りますので予めご了承ください。
キーパーソンの役割
① 病状の説明を聞き、その内容を他のご家族の方へ伝言していただきます。数名が同席して一緒
に話を聞くことは差し支えありません。
② 病院からの重要な連絡や問い合わせ受ける窓口となっていただきます。また、ご家族の要望な
どをまとめて、ご連絡していただきます。
③ 病状急変時等に病院から連絡を受ける窓口となっていただきます。
※緊急時、キーパーソンと連絡が取れない場合にはほかのご家族にご連絡させていただくこともござい
ます。
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【感染対策について】
当院では、様々な基礎疾患を抱えている入院患者様が多く入院しております。このため感染が広がりやすく
場合によっては院内で集団感染を起こす可能性があります。入院患者様が安心して入院生活を送るため、平
常時から感染症に予め対応策を講じ実施しております。対応策の一つとして汚染物の取扱いには注意を特に
徹底し防水シーツを活用しております。
患者様のご様子に応じて、オムツ等の購入利用をお願い致しておりますのでご協力お願いいたします。
サイズ違いのオムツを装着した際、おなか側や背中側に隙間が生じる為、全体がずれてしまう可能性が高い
ため、患者様の体型に合わせた最適なサイズのオムツを選択し利用（保険外負担）させていただきます。
※当院転院前にオムツを準備している場合は、無くなり次第で構いません。
同様に感染対策の観点から生花類のお持ち込みもお断りしております。毛布・タオルケット等のお持ち込み
もご遠慮させていただきます。併せてご協力お願いいたします。

【緊急時の連絡先について】
円滑な治療推進の為ご家族の連絡先を確認しております。終日連絡可能な連絡先をご家族内にて 3 か所お聞
きしておりますのでご協力をお願いいたします。
※入院誓約書に記入欄がございますので必ずご記載下さい。

【病状の説明について】
医療行為は患者様の病気の治療、あるいは病気の進行をくい止めたり遅らせたりするために行いますが、多
少なりとも危険を伴う場合もあります。治療をうけるかどうかは医師からの説明を聞いた上で患者本人又は
キーパーソンの方が判断をして下さい。病状説明についてはキーパーソンの方にさせていただきます。※基
本的にお電話でのお問合せにはお答えしておりません。また、プライバシーを守るため、キーパーソンの方
以外には病状の説明はいたしません。

【身体拘束ゼロ宣言】
当院では入院患者様のケアの質の向上を図ることを目的として身体拘束ゼロ実施に向け取組んでいます。

入院のしおり

医療法人 燈来会 大久保病院

13

① 身体拘束廃止を決意し、責任をもって取り組んでいます。
② 多職種による話合いの機会を設け、よりよいケアの実現に向けた運営に取組んでいます。
③ 入院患者様のご家族と身体拘束廃止についての協力関係を築くことを目指しています。
④ 事故が発生しないための工夫に取組んでいます。
⑤ 最新の知識と技術を職員が学ぶ機会を設け、積極的に取り入れるように取組んでいます。
⑥ やむを得ず身体拘束を行う場合は、「緊急性」「非代替性」「一時性」の要件を、徹底します。
緊急性：患者様本人または他の入院患者様の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い場合
非代替性：身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
一時性：身体拘束は一時的なものであること

【治療に関する当院の方針について】
大久保病院ではリビングウィル（事前指示書）を推進しております。入院される皆様には、病状の進行度合
いに関わらず意思の確認をさせて頂きますのでご了承ください。
※参考：平成 29 年 4 月日本臨床救急医学会「人生の最終段階にある傷病者の意思に沿った救急現場での心肺
蘇生の在り方に関する提言」
この考え方に伴い、病名の告知はご本人様にも行う様進めております。ご家族の希望等あるかと思いますが
取り組みをご理解いただきご協力賜りますようお願いいたします。

【災害発生等非常時の対応について】
自然災害等発生の予見が出来ないものも多くあります。あらかじめ非常口、避難方法等ご確認いただくとと
もに災害発生時はスタッフの誘導に従い速やかに避難して頂くようご協力お願いいたします。

【職員への心づけへの対応について】
当院では、保険診療を行い利用者の皆様から自己負担という形で報酬を頂いております。お心づけなど、過
剰な報酬となるものについては、病院の方針として頂かないよう注意しております。利用者の皆様におかれ
ましても、趣旨等ご理解賜りご協力くださいますようお願い申し上げます。
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施設設備のご案内
【1 階フロア】

正面玄関
①医事課

①

①受付、医事課

①受付

１F
②外来診察室

1F

②外来診察室

③薬局
②外来診察室
処置室

WC

③薬局

WC
EV

非常階段

EV

④検査室

内視鏡室
WC

④検査室
自動ドア

⑤放射線撮影室

レントゲン室

⑥
⑥リハビリテーション室

給

⑦

食

栄

室

養

⑥リハビリテーション室

地域連携室

室

⑩

⑦栄養科

手術室

⑧
⑧デイケア（通所リハビリテーション）

⑧デイケア
⑨夜間通用口

⑤放射線撮影室

⑨夜間通用口

P

⑩地域連携室（医療福祉相談及び患者サポート窓口）
②
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ

【2 階フロア】

２F

２F

①
２Fナースステーション

自

①病室 201 号室～218 号室

②

動

WC

販

EV

非常階段

201

売

EV

機

②ナースステーション

③TVｶｰﾄﾞ
給水機

212

211

214

213

202

③コインランドリー

203
204

④テレビカード販売機、給水機

④

205
216

215
206
207

218

217
208
非常口

非常口

【3 階フロア】

302
301
②
ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ

３F３F
①

①病室 301 号室～318 号室
②ナースステーション

３Fナースステーション

②

自
動

WC

販

EV

非常階段

EV

303

売
機

（倉庫）
③TVｶｰﾄﾞ

洗濯物室

給水機

③コインランドリー
④テレビカード販売機、給水機

312

311

304

314

313

305

315
316

306
317

⑤倉庫（洗濯物置きとして利用しています）

318

307

319

308

318

非常口
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402

【4 階フロア】

401
②

③

ｺｲﾝﾗﾝﾄﾞﾘｰ

４F
③

４F

①病室 401 号室～414 号室

４Fナースステーション

自
動

WC

販

EV

②ナースステーション

非常階段

403

売

EV

機

③TVｶｰﾄﾞ
給水機

③コインランドリー
④テレビカード販売機、給水機

411

404

412

405

413

406

414

407

非常口

【5 階フロア】

非常口

①
①一般浴室

①一般浴室

②

５F５F
②特別浴室

②特殊浴室
EV

非常階段

EV

※設備（コインランドリー、給水機、テレビカード販売機）は各階共通です。

各部署のご案内
【病院受付・医事係】
主に患者様の入院費の計算や保険請求業務を行っております。高額の医療費は患者様やそのご家族にとっ
ては、負担になります。少しでも負担が軽くなるよう高額医療費の貸付制度、または公費負担制度などの説
明や生命保険の活用等の案内も行っております。

【リハビリテーション科】
医師の指示の元、患者様の病状や症状に合わせて、機能回復を目的としたリハビリだけでなく、残存機能維
持向上を目的とした「生活リハビリ」「QOL 向上の為のリハビリ」を実施しております。また、杖や靴、装
具（コルセット、サポーター）の相談もお受けします。リハビリテーション科スタッフまでお尋ねくださ
い。
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【放射線科】
放射線科では、入院、外来の患者様の身体内部の異常の早期発見、原因究明の為業務に取り組んでいます。
当院に設置している医療機器は①一般装置（レントゲン検査と呼ばれ、最も馴染みのある検査です。X 線の
放射時間が短いので身体への負担が少なく、胸部や骨などの写真を撮影することができます。）②移動型 X
線撮影装置（病状等によりベッドから移動できない患者様の撮影を行うための機器です。大部屋等であって
も同室の患者様への影響は殆どありません）③X 線 TV 装置（身体の透視像をリアルタイムで観察しながら
検査します。場合により透視下で治療を行うこともあり、主に「腎盂カテーテルの留置及び交換」「中心静
脈カテーテルの留置」など小手術を必要とする場合に使用します。）④CT 装置（僅かな X 線の吸収差を画
像化し、人体を輪切りにしたような断面画像や、立体的な画像を得ることができ、身体の中の構造を詳しく
調べることができます。また、造影剤という検査薬を使用することで、より詳細な検査を行うことも可能で
す。）こ検査に関する質問や疑問がございましたら、お気軽にご相談ください。

【薬局】
薬局では、医師の指示に基づき、内服薬、注射薬や外用薬等の調剤を行います。調剤された薬は監査を行
い、与薬カート等への配薬準備をします。また、薬局では、全入院患者様の薬剤服用歴の管理を行っており
ます。毎日の定期薬や注射薬、臨時に処方された薬等のデータを入力し、薬歴簿を作成しております。この
薬歴簿を基に患者様、ご家族様のご質問にお答えしています。

【栄養科】
患者様のお食事は 1 階厨房で作っています。天然の出汁を使い、心を込めて手作りしています。患者様 1 人
1 人と向き合い、嗜好、食事形態などできるだけ希望に沿ったお食事を提供しています。病棟にて、「食事
が取れているか」「食べにくいものはないか」など患者様のお顔を見ながら対応しています。医師、看護
師、薬剤師、歯科衛生士、歯科医師、管理栄養士により NST（栄養サポートチーム）を作っています。身体
計測、食事摂取状況、輸液、薬剤、検査値などから患者様の栄養状態を評価し、他職種の専門性を生かした
栄養改善のサポートを行っています。
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【地域連携室】
地域連携室では、専門の相談員（医療ソーシャルワーカー、社会福祉士）を配置し、入院される患者様、ご
家族様、その他地域の方からの相談をお聞きし、解決に向けた支援を行っています。入院相談から退院相
談、社会資源の活用方法、マッチング等入院前から退院後まで、ご不安やご心配なことがあればいつでもご
相談下さい。
また、患者サポート窓口を設置し、利用者の皆様からご意見等をお聞きしています。

【通所リハビリテーション】
通所リハビリテーション（デイケア）では、医師の指示に基づき、理学療法士が一人一人に合ったプログラ
ムを提供し、ご自宅で意欲的な生活が送れるようお手伝いさせて頂きます。入浴を希望される利用者様に
は、ゆっくりと入浴を楽しんでいただくことも可能です。また、年間で屋内行事、屋外行事を多彩に計画し
ております。
介護保険を使ってご利用いただけますのでご希望される方はお気軽にお声掛け下さい。体験利用も実施して
います。
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