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MEMO理容室（サクセス）
 平　日 9：00 〜 16:00
 土曜日 9：00 〜 14:30
 定休日 日曜・祝日・第２・４土曜日
　  年末年始（外来休診日） 
  【東館1階】

コンビニエンスストア（ファミリーマート）    
　　 年中無休 24時間営業
  　　　　　【東館1階】

コンビニエンスストア（セブンイレブン）    
　　 年中無休 24時間営業
  　　　　　【本館6階】 

レストラン（クルール）    
 平　日 10：30 〜 17:30
　　　　　　（ラストオーダー 17：00）
 定休日 土曜・日曜・祝日
  年末年始（外来休診日）　
    　　　　　【本館6階】 

銀行ＡＴＭ    
　　 平　日 8：00 〜 19:00
 土曜日 8：00 〜 17:00
 日・祝日 取扱無し  
     　 【本館地下1F】

カフェ（スターバックス）   
 平　日   7：30 〜 20:00
 第1・3・5土曜日   7：30 〜 18:00
 外来休診日 10：00 〜 18：00
 年末年始短縮営業 
 　　　　　【本館1F】 

美容室（ビューティーライフ北里店）
 平　日 9：00 〜 17:00
 土曜日 9：00 〜 16:00 
 定休日　 日曜・第２・４土曜日、祝日
  年末年始
  【東館1階】 

花屋（BIORA）    
 平　日 9：30 〜 19:00
 土曜日 9：30 〜 19:00
 定休日 年末年始・日曜（不定休）、祝日
  【東館1階】

書店（有隣堂）    
 平　日 10:00 〜 18:30
 土曜日 10:00 〜 15:00
 定休日 日曜・祝日・第２・４土曜日
  年末年始（外来休診日） 
  【東館1階】

医療材料
（メディカルブティックハート・イン北里）
 平　日  8:30 〜 19:00
 第１・３・５土曜日 8:30 〜 17:00
 外来休診日  10:00 〜 17:00
 年末年始短縮営業
   【東館1階】

【売店等の営業時間】

 ※　郵便局（北里郵便局）は県道相模大野寄りにあります。

【自動販売機等】

テレビカード、イヤホン販売機
本館・東館…各階共通エリア
西館…２階、３階（デイルーム）

公衆電話 各階共通エリア

飲料の自動販売機
本館と東館４階・６階・７階…共通エリア
東館５階…各病棟

テレビカード精算機 本館１階中央廊下、東館１階集団指導室付近

※両替機とテレホンカードの販売機はありません。
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入院の患者様へ マスク着用のお願い

　入院中は、ベッドでお一人の時を除き、以下の状況で患者様にマスクの着用をお願いします。
入院中、マスクの洗濯については、素材・形状・装飾などによりお受けできない場合があり
ます。原則、不織布（使い捨て）マスクのご準備をお願いいたします。

　また、マスク着用が難しい乳幼児のお子様や、身体的・精神的状況でマスク着用が難し
い患者様は、医療従事者側の防護具の着用で対応させて頂きますので、ご理解・ご協力のほ
どよろしくお願いいたします。

マスクの着用をお願いする場面

【ベッドから離れ病棟内を移動するとき】

□ トイレ・洗面に行く

□ 病棟内を歩く

□ ラウンジに行く

□ 面談室などで医療者からの病状の説明などを聞く

【病棟外に出るとき】

□ 各種検査に行く

□ リハビリテーションに行く

□ 売店に行く（人の多い日中の時間帯は、出来る限り利用を避けましょう）

【ベッド上でお過ごしの時でも、以下の場合はマスク着用をお願いします】

□ 面会者と会うとき

□ 医療者と話をするとき

□ ベッド上でリハビリテーションや各種検査を受けるとき

なお、マスクは院内の以下の場所でお買い求めいただけます。

売店

東館 1 階 ファミリーマート、ハートイン北里

本館 6 階 セブンイレブン

※ファミリーマートはホスパットでも購入できます

自動販売機（病棟エレベーターホール）

本館 7 階、9 階、11 階、13 階

東館 5 階

北里大学病院
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あいさつ
　このたびのご入院に際し、心よりお見舞い申し上げます。

　私ども北里大学病院では、昭和46年7月の開院以来地域の中核病院として高度かつ専門

性の高い医療を提供するため、職員一同日々努力を重ねております。

　ご入院につきましては、一日も早く病気の原因が確かめられ最善の治療が行われますよう、

主治医を中心とした専門の医療スタッフが一丸となり診断から治療にいたるまで誠意を

もって対応いたします。

　患者の皆様の一日も早いご快復をお祈りいたしております。

入院に際してのお願い
　当大学病院は特定機能病院、また地域の中核病院として、近隣の診療所や病院からの

紹介により、高度かつ専門性の高い医療を必要とする患者の皆様を積極的に受け入れる

施設です。しかしながら、当院の入院病床は満床となることが多く、入院待ちの患者の

皆様に大変ご迷惑をおかけする場合がございます。

　診断や治療が一段落し、その後に必ずしも当院での入院を必要としない病状となられた

患者の皆様には、退院をお願いしております。ご紹介元の病院、あるいは地域の病院で

治療を続けていただくこともございますので、ご入院に際しあらかじめご理解とご協力の

程お願いいたします。

ご入院される方ならびにご家族の方へ
　当院は、医学部・薬学部・看護学部・医療衛生学部などの医療に携わる学生の教育実習

機関となっており、学生が実際に患者の皆様と接する臨床実習に入ります。

　臨床実習とは、実際に学生が医師や看護師等の指導のもとに患者の皆様と接し、臨床の

基本的な実習を行うことであり、医学教育に定められた義務のある教育です。

　また、当院は特定行為研修の指定研修機関として2020年4月より開講しました。

　特定行為とは一定の経験を有し、かつ専門的な研修を受けた看護師が医師の指示のもと

に手順書を用いて患者の皆様に必要な医療をより迅速に提供できる行為であり、国が推進

している研修制度です。指導医のもとで研修生が特定行為を行うことや診療に同席するこ

とがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

　明日の医療を支える人材の育成のため、ご理解とご協力の程お願いいたします。
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う、主治医を中心とした専門の医療スタッフが一丸となり診断から治療にいたるまで誠意を
もって対応いたします。
　患者の皆様の一日も早いご快復をお祈りいたしております。

入院に際してのお願い
　当院は特定機能病院、また地域の中核病院として、近隣の診療所や病院からの紹介に
より、高度かつ専門性の高い医療を必要とする患者の皆様を積極的に受け入れる施設で
す。しかしながら、当院の入院病床は満床となることが多く、入院待ちの患者の皆様に
大変ご迷惑をおかけする場合がございます。
　診断や治療が一段落し、その後に必ずしも当院での入院を必要としない病状となられた
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ご入院される方ならびにご家族の方へ
　当院は、医学部・薬学部・看護学部・医療衛生学部などの医療に携わる学生の教育実習
機関となっており、学生が実際に患者の皆様と接する臨床実習に入ります。
　臨床実習とは、実際に学生が医師や看護師等の指導のもとに患者の皆様と接し、臨床の
基本的な実習を行うことであり、医学教育に定められた義務のある教育です。
　また、当院は特定行為研修の指定研修機関として2020年4月より開講しました。
　特定行為とは一定の経験を有し、かつ専門的な研修を受けた看護師が医師の指示のもと
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北里大学病院の理念

　北里大学の学祖　北里柴三郎博士が生涯を通じて顕現化された教えは、次の４つの精神に

集約され、北里大学建学の理念として掲げられている。

　　　１）事を処してパイオニアたれ（開拓の精神）

　　　２）人に交わって恩を思え（報恩の精神）

　　　３）叡智をもって実学の人たれ（叡智と実践の精神）

　　　４）不撓不屈の精神を貫け（不撓、不屈の精神）

　北里大学病院では、この北里大学建学の理念を医学・医療の場を通じて具現化するため、

北里大学病院の理念として

『患者中心の医療』　『共に創りだす医療』
を掲げ、患者の人権を尊重し、信頼される安全で高度な医療の実践を目指す。

　また、患者とともに、全ての医療人・地域が連携して総合的なチーム医療を提供し、健康

で幸福な生活を実現する。

北里大学病院の基本方針

１）患者の権利尊重

患者の権利を十分に尊重し、患者・家族と医療従事者とのより良いパートナーシップの

もと、共に創りだす医療を推進する。

２）高度医療の提供

医療従事者の力を併せた総合的なチーム医療を展開し、良質、かつ安全で信頼される医

療を提供する。

３）地域医療社会への貢献

地域基幹病院としての役割を果たし、関連機関との診療連携、情報ネットワークを推進

する。

４）教育・研究活動の推進

生命科学分野における臨床教育ならびに研究活動を行い、優れた人材を育成し、人類の

福祉向上につとめる。

５）国際学術交流の推進

国際的視野に立ち、医療従事者の国際学術交流を推進し、医療技術の向上に貢献する。

６）安定した経営基盤と安全な職場環境の確立

病院としてバランスの取れた運営を目指し、明るく、働き甲斐のある職場創りにつとめる。
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地域医療・社会への貢献
地域基幹病院としての役割を果たし、関連機関との診療連携、情報ネットワークの構
築を推進する。



患者の皆様の権利について

　北里大学病院は、特定機能病院として地域に密着した診療・教育・研究の諸活動を担う

にあたり、医療従事者自らの良心に従って最善を尽くすとともに、病院の理念・基本方針

に基づき患者の皆様の権利を尊重いたします。

　患者の皆様は、

１）平等かつ安全で良質な医療を受けることができます。

２）より良い療養環境のもとで医療を受けることができます。

３）ご自身の病気や治療について分かりやすく十分な説明を受けることができます。

４）担当医師から提示された治療方法を選択、あるいは拒否することができます。

５）いかなる治療段階においても、病気あるいはその治療方法などについて、他の

医師もしくは他の医療機関の意見を聞くことができます。

６）病院に対して意見や要望を述べることができます。

　また、プライバシーは常に保護・尊重されます。

患者の皆様へのお願い

　安全で良質な医療の提供には、患者様とのより良いパートナーシップと患者様の医療へ

の参加が必要です。皆様のご理解とご協力をお願いします。

　ご自身の病状について、詳しく担当の医師にお話しください。

１）ご自身の治療に関する希望、または希望しないことを担当の医師にお話しくだ

さい。

２）ご自身の病気や治療について、分からないことがあれば遠慮なくお聞きくださ

い。

３）治療中または療養中に不安を感じた時は、ただちにお知らせください。

４）他の患者様の迷惑にならないよう、ご配慮をお願いします。

　なお、当病院は明日の医療を担う人材の育成のための教育・研修病院として、医学部、

看護学部、医療衛生学部および薬学部などの学生の臨床教育実習を行っております。

　また、特定行為研修の指定研修機関として研修生が実習を行います。

　ご理解とご協力を併せてお願いします。
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　なお、当院は明日の医療を担う人材の育成のための教育・研修病院として、医学部、
看護学部、医療衛生学部および薬学部などの学生の臨床教育実習を行っております。
　また、特定行為研修の指定研修機関として研修生が実習を行います。
　ご理解とご協力を併せてお願いします。

　安全で良質な医療の提供には、患者さんとのより良いパートナーシップと患者さん
の医療への参加が必要です。入院中の諸規則並びに職員の指示を守らない、または病院
構内での暴言、暴力、迷惑行為など、他の患者さんや職員への迷惑となるような言動は
診療に支障をきたしますので、退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼すること
がありますので、予めご了承いただくと共に、ご理解とご協力をお願いいたします。

　ご自身の病状について、詳しく担当の医師にお話しください。
　　１）�ご自身の治療に関する希望、または希望しないことを担当の医師にお話しくだ

さい。
　　２）�ご自身の病気や治療について、分からないことがあれば遠慮なくお聞きください。
　　３）治療中または療養中に不安を感じた時は、ただちにお知らせください。



入院手続きを行います。
「診察券」「保険証」「介護保険証」
「入院誓約書」「入院アンケート」

「入院前質問票」
「入院のための情報提供用紙」
「療養給付と直接関係のない
サービス等使用料金の説明書」
をお手元にご準備ください。

「薬剤情報提供書」を必ず

使用中のお薬やアレルギー等の
確認を行います。
「お薬手帳」

「薬剤情報提供書」および
使用中のお薬を必ず

お手元にご準備ください。
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「お薬手帳」
「薬剤情報提供書」を必ず
お手元にご準備ください。
診療科によっては

入院前面談を行います。

使用中のお薬やアレルギー等の
確認を行います。
使用中のお薬および
「お薬手帳」

「薬剤情報提供書」
を必ずお手元にご準備ください。
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１．入院の申し込み
　　　�　担当医師から入院の説明を受けた患者さんは、本

館１階にあります「入院受付」で手続きを行ってく
ださい。

２．入院日のお知らせ
　　⑴　入院日が決定している場合
　　　�　入院日は、入院予約申し込み時にお知らせしま

す。指定されました入院日時にお越しください。
　　⑵　入院日が未定の場合
　　　�　入院日は、入院担当医師と入院日を調整し、決まり次第ご連絡します。しかしな

がら、病室の状況や緊急入院の状況により日程調整が困難な場合が多々あります。
　　　�　入院日時のご連絡はできる限り余裕をもっていたしますが、やむを得ず前日や

前々日となる場合がございますので、あらかじめご了承くださるようお願いします。
　　⑶　その他
　　　自家用車でのご入院（入院期間中の駐車）はお控えください。
　　�　患者さんのご都合により入院ができなくなった場合は、必ず「入院受付」へご連絡く
ださい。　※お手元に診察券のご準備をお願いします。

　　TEL.�042（778）8126� 【平　日】月〜金曜日� 8：30〜 17：00
� 【第1・3・5週】土曜日� 8：30〜 12：00

３．入院初日の手続き
　　⑴　入院初日は指定された時間に「入院受付」までお越しください。
　　　（日曜・祝日と第２・第４土曜日の休診日、または指定された場合は救急外来受付）
　　　※自動再来受付機には特に指示がない限り、診察券を通さないで下さい。
　　⑵入院手続きに必要なものです。（手続きの時にすぐ取り出せるようにご準備ください）
　　　□�診察券
　　　□�保険証（または証明書、医療証など）
　　　□�公費受給者証等（お持ちの方のみ）
　　　□�高額療養費限度額適用認定証（70歳未満の方）※別紙リーフレット参照
　　　□�健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証（70歳以上でお持ちの方のみ）
　　　□�介護保険証（40歳以上でお持ちの方のみ）
　　　□�入院誓約書
　　　□�入院アンケート
　　　□�入院のための情報提供用紙
　　　□�療養の給付と直接関係のないサービス等使用料金の説明書
　　　□��入院前質問票（入院当日体温をおはかりください。感染症に関する質問「はい」の

項目がある場合は入院日までに必ず入院受付へお電話ください。）
　　　□�母子健康手帳（産科病棟、小児病棟および15歳未満の方）
　　　※入院時の保証金は必要ありません。

入院の準備の際に
□✓はチェック欄として
ご使用ください
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４．入院時の持物
　　　※�パジャマとタオルは有料レンタルがあります。入院受付に備え付けのCSセット

のリーフレットをご覧ください。（3Ｓ〜 3Ｌサイズまで）
　　〈成人病棟〉
　　　　□�パジャマなど
　　　　□��バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル（14階特別病棟は、バスタオル、

フェイスタオルをご用意しています）　　
　　　　□�外来診察室及び検査室でお渡しした説明書などの書類
　　　　□�お薬手帳、薬剤情報提供用紙など、使用しているお薬の情報
　　　　□�服用中のお薬（予定されている入院期間分）
　　　　□�下着など
　　　　□�羽織るもの（検査などで病棟外に出る事があります）
　　　　□�コップ（割れないもの）
　　　　□�歯磨きセット・入れ歯洗浄剤など
　　　　□�電気カミソリ
　　　　□�くし、ヘアーブラシ
　　　　□�ティッシュペ−パ−､ペーパータオル
　　　　□��室内履きは履きなれた滑りにくい運動靴、スニーカーなどをご用意してください。
　　　　　�（転倒防止のため、かかとが包まれていないサンダルやスリッパはお持ちにな

らないでください。）
　　　　□�シャンプ−・リンス・石けんなど
　　　　□�入れ歯ケ−ス（入れ歯をご使用の方は必ずお持ちください）
　　　　□�イヤホン（テレビ視聴用）：大部屋で視聴される場合は必ずお使いください。
　　　　□�日常的に使用している補聴器や眼鏡など（保管用ケースもお持ちください。）
　　　　□�不織布マスク
　　　　※�入院中の食事や寝具類は、厚生労働大臣の定めた基準に則ってご用意していま

す。お持ち込みの必要はありません。
　　〈産科病棟〉
　　　　※�お産で入院される方は周産母子成育医療センターのホームページに掲載されて

いるお産のための資料にある「入院に必要な持ち物」をご覧ください。
　　〈小児病棟〉　全ての持物にお名前を記入してください。
　　　　□�パジャマなど
　　　　□�バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル
　　　　□�外来診察室及び検査室でお渡しした同意書など
　　　　□�お薬手帳、薬剤情報提供用紙など、使用しているお薬の情報
　　　　□�服用中のお薬（予定されている入院期間分）
　　　　□�下着など　　　
　　　　□�コップ（割れないもの）
　　　　□�歯磨きセット
　　　　□�ティッシュペ−パ−、ペーパータオル
　　　　□�室内履きは履きなれた滑りにくい運動靴、スニーカーなどをご用意してください。
　　　　　�（転倒防止のため、かかとが包まれていないサンダルやスリッパはお持ちにな

らないでください。）
　　　　□�シャンプー・リンス・石けんなど
　　　　□�オムツなど
　　　　□�愛用のオモチャ、本など
　　　　□�不織布マスク



入院が決まったら退院後の生活について考え始めましょう
　入院治療が終わると退院となります。
退院後の生活をイメージして、その時に慌てることがないよう、次のような場合は、
事前の準備や調整が必要です。

□食事、薬の管理、トイレ、移動、入浴などができない、または心配がある
　・一人暮らし、あるいは日中や夜間に一人である
　・家族だけでは手伝いが難しい　
□退院した後に、自宅でも医療的な処置や器具の管理が必要となる
□がんや難病などで進行する症状を抱えていても、自宅で療養したい
□入院前から自宅での生活に不安や困難があり、別の療養先を考えたい

　いろいろと知りたいこと、気がかりやご心配なことがあるかと思います。
そのようなときは、病棟のスタッフにお知らせください。
また、病棟からも必要があると判断した場合にはお声かけさせていただきます。
必要により、トータルサポートセンターもお手伝いいたします。

　　　　　　
　　　　　　早めに準備して、安心して療養しましょう！

　＜成人病棟、小児病棟共通注意事項＞
◆お持ち込み禁止物
・刃物（カッター、果物ナイフ）のお持込は制限させていただいております。
・かみそりは男性は電気カミソリを、女性は安全ガ−ド付きをご使用ください。

　※お持ち込みの場合は、あずからせて頂く場合もあります。

◇電化製品
　　病室内の電源は医療用ですので、湯沸かしポットなどの電化
　製品のお持込はご遠慮ください。
　　なお、インターネット接続端子は有線で14階特別病棟のみ設
　定があります。

◇その他注意事項
①盗難などの危険防止のため、多額の現金や貴重品はお持込みにならないようお願
いします。現金や貴重品は病室にあるセーフティボックスをご利用ください。
②入院前にマニキュア・ペディキュア（透明なものも）は落としてください。
　また、つけまつげ（エクステンション）、ジェルネイルは病院でとることは出来
ません。ついていると、手術や検査ができないことがあるため、入院前に除去し
ていただくようお願いします。
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⑴　お持ち込み禁止物

⑵　電化製品

⑶　その他注意事項
①�盗難などの危険防止のため、多額の現金や貴重品はお持込みにならないようお願
いします。現金や貴重品は病室にあるセーフティボックスをご利用ください。
②�マニキュア・ペディキュア（透明なものも）、つけまつげ（エクステンション）、ジェ
ルネイルは病院でとることは出来ません。ついていると、手術や検査ができない
ことがあるため、入院前に除去していただくようお願いします。

　入院が決まったら退院後の生活について考え始めましょう
　�　退院後の生活をイメージして、その時に慌てることがないよう、次のような場合は、
事前の準備や調整が必要です。

□食事、薬の管理、トイレ、移動、入浴などができない、または心配がある
　・一人暮らし、あるいは日中や夜間に一人である
　・家族だけでは手伝いが難しい　
□退院した後に、自宅でも医療的な処置や器具の管理が必要となる
□がんや難病などで進行する症状を抱えていても、自宅で療養したい
□入院前から自宅での生活に不安や困難があり、別の療養先を考えたい

　　いろいろと知りたいこと、気がかりやご心配なことがあるかと思います。
　　そのようなときは、病棟のスタッフにお知らせください。
　　また、病棟からも必要があると判断した場合にはお声かけさせていただきます。
　　必要により、トータルサポートセンターもお手伝いいたします。

　　　　　早めに準備して、安心して療養しましょう！



５．入院中の他科予約変更に係るご相談について
　当院は厚生労働大臣が指定するDPC対象病院として認定され、入院医療費の算定方式
は「診断群分類に基づく１日当たり定額報酬算定制度（DPC制度)」に基づき算定してお
ります。
　DPC制度は、ひとつの病名に入院診療を行う「１入院１目的」を前提とした制度となっ
ております。
　ご入院中に他の病気の治療や検査の予約が入っている方で、ご自身の療養上、予約変更
がご不安の場合は、主治医・看護師等にご相談ください。

６．入院中のご案内
　＜お食事について＞

◇お食事は朝食が 　６：３０ 〜 　８：００
　　　　　昼食が １１：３０ 〜 １３：００
　　　　　夕食が １７：３０ 〜 １９：００です。

 ※食事の際に必要なお箸やスプーンなどは病院でご用意します。お盆にのせてご返却
ください。

◇選択メニューについて
　２種類の献立からお好きな方を選択していただきます。
　選択できる食事は夕食です。
夕食：対象になる方には週１回、選択メニュー用紙をお配りします。
　 食事の種類や入院病棟によっては対象とならない場合があります。また、食物

アレルギーや食品の禁止、形態などの調整がある方は対象になりません。
 様々な状況により、実施できない場合がありますのでご了承ください。

◇入院中のお食事は、病状や体格に合わせ、治療食として適正な食事を召し上がって
いただけるよう準備しています。

◇食事についてお困りのことがありましたら、医師、看護師へお話しください。相談の
上で必要な場合は管理栄養士が伺います。

※外部より食事を持ち込むことは、治療上また衛生上好ましくありませんので、ご遠
慮ください。

　＜入院中の栄養管理計画について＞
◇当院では、必要に応じ食事・経腸栄養・点滴などを含む栄養計画を作成して入院治

療の一環として実施しています。
　　入院中の皆様の栄養管理については、治療目的が効率的に達成できるよう医師、

看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士などからなるチームが協力して問題解決
に当たっています。病棟担当の管理栄養士は週に１回以上、栄養状態とお食事の摂
取状況を確認しています。
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５．入院中の他科予約変更に係るご相談について
　ご入院中に他の病気の治療や検査の予約が入っている方で、ご自身の療養上、予約変更
がご不安の場合は、主治医・看護師等にご相談ください。
　当院は厚生労働大臣が指定するDPC対象病院として認定され、入院医療費の算定方式
は「診断群分類に基づく１日当たり定額報酬算定制度（DPC制度 )」に基づき算定してお
ります。
　DPC制度は、ひとつの病名に入院診療を行う「１入院１目的」を前提とした制度となっ
ております。

６．入院中のご案内
　〈食事〉
　　⑴　食事は朝食が　 6：30�〜� 8：00
　　　　　　　昼食が　11：30�〜�13：00
　　　　　　　夕食が　17：30�〜�19：00です。
　　※�食事の際に必要なお箸やスプーンなどは病院でご用意します。お盆にのせてご返却

ください。
　　⑵　選択メニューについて
　　　　２種類の献立からお好きな方を選択していただきます。
　　　　選択できる食事は夕食です。
　　　　夕食：対象になる方には週１回、選択メニュー用紙をお配りします。
　　　　　　　�食事の種類や入院病棟によっては対象とならない場合があります。また、食

物アレルギーや食品の禁止、形態などの調整がある方は対象になりません。
　　　　　　　様々な状況により、実施できない場合がありますのでご了承ください。
　　⑶　�入院中のお食事は、病状や体格に合わせ、治療食として適正な食事を召し上がっ

ていただけるよう準備しています。
　　⑷　�食事についてお困りのことがありましたら、医師、看護師へお話しください。必

要な場合は管理栄養士が伺います。
　　⑸　宗教上などの理由により召し上がることができない食事について
　　　　�　�Meals�for�those�with�religious�and�other�dietary�restrictions
　　　・�宗教上などの理由により召し上がれない食事については、十分に対応できない場合があることをご理解ください。
　　　　�Please�understand�that�we�cannot�suffi��ciently�respond�to�meals�for�those�with�religious�and�other�

dietary�restrictions.
　　　・食器・調理器具・厨房なども区別しておりません。
　　　　No�separate�dishes,�cooking�tools�and�kitchens�are�provided.
　　　・衛生上、器具の消毒用アルコールは使用いたします。
　　　　Alcohol�is�used�to�sterilize�tools�for�hygienic�reasons.
　　　・�また、食事の種類によっては対応できない場合や事前のご案内と異なる場合がありますので、ご了承ください。
　　　　�Also,�please�kindly�note�that�there�are�certain�meals�we�cannot� respond�to,�or� that�will�be�

diff�erent�from�the�prior�notice.
　　　※外部より食事を持ち込むことは、治療上また衛生上好ましくありませんので、ご遠慮ください。

　〈入院中の栄養管理計画〉
　　◇�当院では、必要に応じ食事・経腸栄養・点滴などを含む栄養計画を作成して入院治

療の一環としております。
　　　�　入院中の皆様の栄養管理については、治療目的が効率的に達成できるよう医師、

看護師、薬剤師、臨床検査技師、管理栄養士などからなるチームが協力して問題解
決に当たっています。病棟担当の管理栄養士は週に１回以上、栄養状態とお食事の
摂取状況を確認しています。
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　〈入院中の転倒・転落〉
　　⑴　�下記の理由で転倒・転落の可能性があります。転ぶと出血や骨折等の危険を伴い

ますのでお気を付けください。入院生活のことや心配な点がありましたら、遠慮
なく医師・看護師にご相談ください。

　　　①治療上必要な薬の影響で足元がふらつく場合があります。
　　　②貧血や疲労からふらつくことがあります。
　　　③�ベッドの生活に慣れていない方は、夜間などに目が覚めた際にベッドから足を踏

み外すことがあります。
　　　④�治療上、点滴（注射）を行なう場合、キャスター付の点滴スタンドを押しながら歩

くことで、慣れない歩行でつまづくことがあります。
　　　⑤病院の床は自宅と違い硬い素材のため、転ぶとケガをする可能性が高くなります。
　　　⑥�生活習慣や人間関係など環境が変化するため、安全確認の意識が普段より低下し

ます。
　　⑵　�入院中はベッド上に横になっている時間が多く、足の筋力が低下し、歩く時に足が

上がりにくくなります。入院前から筋力を維持しておくことをおすすめします。
　〈診断書・証明書など〉
　　◇�診断書、証明書等が必要な場合は、本館1階文書取扱窓口（医事課総合カウンター

18・19番）（平日8：30〜 17：00）（第1・3・5土曜日は8：30〜 12：00）にお申
し出ください。

　　なお、書類の作成には日数を要しますので、あらかじめご了承ください。
　〈病室・病棟の移動〉
　　◇�入院中に患者さんご自身、もしくは他の患者さんの「病状、検査、緊急処置など」の

ために病室あるいは病棟の移動をお願いすることがあります。
　　なお、室料が変わる場合にはご説明します。
　〈私物の洗濯〉
　　⑴　�私物洗濯は有料にてお受けします。衛生的に洗濯するため、熱水洗濯および高温

での乾燥処理を行っています。洗濯物の品質を保つため、素材が繊細で型崩れ（縮
み）や色落ちするものは避けていただき、次の点にご注意ください。

　　　①洗濯に出すものには、油性のマジックでお名前をお書きください。
　　　②新品は色落ちしやすいため、日頃から着用されているものが安全です。
　　　③飾りボタンは破損しやすいため、シンプルなものが望ましいです。
　　　④ワイヤーは型崩れします。
　　　⑤厚手のプリントは、熱で溶けるので避けてください。
　　　⑥アイロン仕上げは出来ません。
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　　⑵　洗濯費用は入院費と共にご請求します。
　　⑶　洗濯料金表は各病棟の案内をご覧ください。
　　⑷　洗濯所要時間
　　　�　原則、翌日のお届けになります。但し、日曜日（その他指定日）は回収及びお届け

は行いません。また、品物や消毒により翌々日以降になる場合もあります。
　　※�洗濯物のお預かり時間によりお届け日が順延となる場合がありますのでご了承くだ

さい。
　〈電話の取り次ぎ〉
　　�　入院中の患者さんへの電話の取り次ぎ及び電話での病状の説明は個人情報の保護の
観点から原則行っていません。緊急時のみとさせていただきます。

　〈携帯電話（スマートフォン・タブレット・PC含む）の使用〉
　　⑴　�一部のエリアを除き院内全域を「マナーモードエリア」としますが、メール・イン

ターネットの使用は原則として制限いたしません。但し、無線ルーター及びテザ
リングの使用はご遠慮ください。

　　⑵　病室内での通話はご遠慮ください。
　　⑶　通話は指定の場所で行ってください。
　　⑷　�歩きスマホなどは控え、周囲のご迷惑にならないようマナーを守ってご使用願い

ます。
　　⑸　院内にFree�Wi-Fiがあります。接続方法は、最後のページをご覧ください。
　〈トータルサポートセンター〉
　　⑴　�患者さん・ご家族がその人らしい生活を送れるよう専門のスタッフが、様々な支

援を行います。
　　⑵　�患者さんの退院後の生活に変化が予想される場合、入院前より医療ソーシャル

ワーカーと看護師が、サポートします。
　　⑶　�病気やケガをかかえて生じた様々な不安、経済的な心配、就労に関する不安、社

会保障や社会福祉制度の活用方法などのお困りごとについて、医療ソーシャル
ワーカーが相談をお受けします。

　　⑷　�病院や職員に対するご意見、ご要望、苦情などについてお伺いします。専門の事
務職員・看護師がお受けします。

　　⑸　地域の急性期医療が、充分に機能し続けるため、地域連携を推進します。
　　　　場所：本館1階　【平　日】　月〜金曜日　8：30〜 17：00
　　　　　　　　　　　　【第1・3・5週】土曜日　8：30〜 12：00
　〈がん相談支援センター〉
　　�　がんに関しての様々な疑問やお困りごとについて、がん相談員（看護師・医療ソー
シャルワーカー）などが相談をお受けします。

　　　　場所：本館1階　【平　日】　月〜金曜日　8：30〜 17：00
　〈その他のご案内〉
　　⑴　入院後、病院の敷地外に出る場合は、医師の許可と病院への届出が必要になります。
　　⑵　入院中の入浴や外出・外泊などは必ずあらかじめ医師、看護師にご相談ください。
　　⑶　入院中のシャワー浴は、必ず医師・看護師にご相談ください。
　　⑷　�検査や治療については、十分納得がいくまで医師から説明をお受けください。そ

の他、疑問な点やご要望があれば、担当医師や看護師にご相談ください。
　　⑸　医師をはじめ、病院職員に対する謝礼や贈答品は固くお断りします。



７．面会のご案内

　＜面会時間について＞
◇面会時間は次のとおりです。但し、病棟で特に指示を受けた方はこの限りではありま

せん。

一般病棟
（産科・EICU・救急病棟・1H・2Hを
含む）

平日 １４：００ 〜 ２０：００

休日 １０：００ 〜 ２０：００

小児病棟・NICU・GCU 平日・休日 １０：００ 〜 ２０：００

PICU 平日・休日 １５：３０ 〜 ２０：００

GICU 平日・休日 １６：３０ 〜 ２０：００

　〔平日〕月曜日〜金曜日　　〔休日〕土曜日・日曜日・祝日・
年末年始（12/29 〜 1/3）

　＜面会について＞
◇面会の方は本館1階「面会受付」で手続きのうえ面会バッチを受取り、胸につけてか

らお入りください。なお、面会バッチは、お帰りの際、必ず「面会受付」にお返しく
ださい。

◇入院している患者様の安静や診療を妨げないように、決められた時間内にお願いし
ます。

◇一度に多人数の面会はご遠慮ください。
◇小学生以下のお子様の面会は、原則禁止しています。病棟ラウンジも入れません。

特別な事情がある場合は、事前に病棟にご相談ください。
◇面会の方の病室内での飲食はお断りしています。本館１階のけやきサロン、東館１階

の来院者用ラウンジをご利用ください。
◇ご病気で入院されている患者様の療養上の配慮から、病棟への私物の持ち込み品、

持ち込み食を控えていただく場合がございます。
◇小児病棟、PICU、NICU、GCU、1H（小児在宅支援病棟）、2H（精神科病棟）の面

会は原則として、ご両親または、それに替わる保護者のみとさせていただいており
ます。

◇病状によって面会をお断りする場合があります。一日も早く快復していただくためご
協力ください。

◇鉢物や加湿器は衛生管理が困難なため禁止しています。
◇生花は持ち込みできない病棟がありますので、事前に病棟職員へご相談ください。

　＜面会時の駐車場について＞
◇病院駐車場をご利用ください。なお、構内における車の事故等については責任を負

いかねますので、充分ご注意ください。
◇駐車券は面会受付の際ご提示ください。
◇駐車料金は３０分以上７時間まで３００円です。

　＜面会時間帯以外の入口について＞
◇夜間出入口（P.25の案内図参照）をご利用ください。
　利用時間：21：00 〜 7：30
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７．面会のご案内
　〈面会時間〉
　　�　面会時間は次のとおりです。但し、医療者側から要請又は許可した場合、この限り
ではありません。なお、感染症拡大期等の面会制限時は、院内掲示、ホームページで別
途お知らせします。

一般病棟
（産科・EICU・救急病棟・1H・2Hを含む）

平日 14：00�〜�20：00

休日 10：00�〜�20：00
小児病棟・NICU・GCU� 平日・休日 10：00�〜�20：00
PICU 平日・休日 15：30�〜�20：00
GICU 平日・休日 16：30�〜�20：00
　〔平日〕月曜日〜金曜日　　〔休日〕土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12/29�〜 1/3）

　〈面会〉
　　⑴　�面会は本館1階「面会受付」で手続きのうえ面会バッチを受取り、胸につけてから

お入りください。なお、面会バッチは、お帰りの際、必ず「面会受付」にお返しく
ださい。

　　⑵　�患者さんの安静や診療を妨げないように、決められた時間内にお願いします。
　　⑶　一度に多人数の面会はご遠慮ください。
　　⑷　�小学生以下のお子様の面会は、原則禁止しています。病棟ラウンジも入れません。

特別な事情がある場合は、事前に病棟にご相談ください。
　　⑸　�面会の方の病室内での飲食はお断りしています。本館１階のけやきサロン、東館

１階の来院者用ラウンジをご利用ください。
　　⑹　�患者さんの療養上の配慮から、病棟への私物等の持ち込み品を控えていただく場

合がございます。
　　⑺　�小児病棟、PICU、NICU、GCU、1H（小児在宅支援病棟）、2H（精神科病棟）の面

会は原則として、ご両親または、それに替わる保護者のみとさせていただいてお
ります。

　　⑻　�病状によって面会をお断りする場合があります。
　　⑼　鉢物や加湿器は衛生管理が困難なため禁止しています。
　　⑽　生花は持ち込みできない病棟がありますので、事前に病棟職員へご確認ください。
　〈面会時の駐車場〉
　　⑴　�病院駐車場をご利用ください。なお、構内における車の事故等については責任を

負いかねます。
　　⑵　お帰りの際、駐車券は面会受付にご提示ください。
　　⑶　駐車料金は30分以上7時間まで300円です。
　〈面会時間帯以外の入口〉
　　�　手術当日など病棟で下記時間帯での来院を案内された場合には、夜間出入口（P.25
の案内図参照）をご利用ください。

　　　利用時間：21：00�〜 7：30



８．入院費のお支払い方法

◇当院の入院医療費の算定方式は包括評価制度（ＤＰＣ）が適用されております。これは、
その入院期間全体を通じ最終的診断群分類（最も医療資源を投入した傷病名）を決
定し、請求額が確定する制度です。退院後に診療報酬請求（健康保険組合等への請求）
を行う関係で、稀に入院費の払い戻しまたは不足金が生じることがありますのでご
了承ください。

◇原則として、退院当日に請求書をお渡しします。退院日にお渡しできない場合は、概
ね一週間前後で請求額を確定し、指定の連絡先にご連絡します。その場合のお支払
いは、次回再診日などにお願いします。

　＜定期請求について＞
◇月をまたいで入院されている場合は、毎月１０日前後に前月分の請求書をお届け

します。

　＜お支払いについて＞
◇自動精算機（入院費専用）をご利用ください。
　入院費専用自動精算機の配置について
　　①本館１階　医事課総合カウンター向かい 【1台】
　　②本館１階　中央エレベーター No.20脇 【1台】
　　③東館１階　 【1台】
　 な お、 現 金 の ほ か、 ク レ ジ ット カ ー ド（VISA、MASTER、MUFG、UFJ、

NICOS、JCB、JACCS、DINERS、AMEX、DISCOVER）やデビットカード
がご利用いただけます。（暗証番号の入力が必要です）

◇郵便振替をご希望の方は入院会計窓口までお申し出ください。
　　※ご請求が１０万円以上の場合、お支払いされる方の身分証明書が必要です。
◇ご都合でお支払いが退院から１ヶ月以上先になる方、また時間内にお支払いができな

い方は、入院会計窓口までご連絡ください。
◇入院会計窓口での取扱時間は以下のとおりです。
 　　【平日】月曜日〜金曜日　８：３０〜１６：３０
 　　【第1・3・5週】土曜日　８：３０〜１１：３０
◇連絡先　　入院会計窓口　０４２ー７７８ー８４１１（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　 または　８１７８（直通）
※入院会計窓口は本館1階医事課総合カウンター 20番・21番にあります。

９．医療費助成制度

◇病名やその状態によって、公的な医療費助成制度（例：難病医療費助成、小児慢性
特定疾病の医療費助成、自立支援医療費助成等）利用に該当する場合があります。
制度の詳細については、住所地の役所や、本館1階トータルサポートセンターにお
たずねください。
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８．入院費のお支払い方法（保険診療の場合）
　　⑴　�当院の入院医療費の算定方式は包括評価制度（DPC）が適用されております。こ

れは、その入院期間全体を通じ最終的診断群分類（最も医療資源を投入した傷病
名）を決定し、請求額が確定する制度です。退院後に診療報酬請求（健康保険組合
等への請求）を行う関係で、稀に入院費の払い戻しまたは不足金が生じることが
ありますのでご了承ください。

　　⑵　�原則として、退院当日に請求書をお渡しします。退院日にお渡しできない場合は、
概ね一週間前後で請求額を確定し、指定の連絡先にご連絡します。その場合のお
支払いは、次回再診日などにお願いします。

　〈定期請求〉
　　�　月をまたいで入院されている場合は、毎月１０日前後に前月分の請求書をお届けし
ます。

　〈お支払い〉
　　⑴　自動精算機（入院費専用）をご利用ください。
　　　　入院費専用自動精算機の配置について
　　　①本館１階　医事課総合カウンター向かい�【1台】
　　　②本館１階　中央エレベーターNo.20脇�【1台】
　　　③東館１階� 【1台】
　　�　なお、現金のほか、クレジットカード（VISA、MASTER、MUFG、UFJ、NICOS、
JCB、JACCS、DINERS、AMEX、DISCOVER）やデビットカードがご利用いただけま
す。（暗証番号の入力が必要です）

　　⑵　郵便振替をご希望の方は入院会計窓口までお申し出ください。
　　　　※ご請求が10万円以上の場合、お支払いされる方の身分証明書が必要です。
　　⑶　�ご都合でお支払いが退院から１ヶ月以上先になる方、また時間内にお支払いがで

きない方は、入院会計窓口までご連絡ください。
　　⑷　入院会計窓口での取扱時間は以下のとおりです。
　　　　【平　日】　月〜金曜日　8：30〜 16：30
　　　　【第1・3・5週】土曜日　8：30〜 11：30
　　⑸　連絡先　　入院会計窓口　０４２ー７７８ー８４１１（直通）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　または　８１７８（直通）
　　　　※入院会計窓口は本館1階医事課総合カウンター 20番・21番です。

９．医療費助成制度
　　�　病名やその状態によって、公的な医療費助成制度（例：難病医療費助成、小児慢性特
定疾病の医療費助成、自立支援医療費助成等）利用に該当する場合があります。制度の
詳細については、住所地の役所や、本館1階トータルサポートセンターにおたずねく
ださい。



10．退院手続き

◇次の場合は、医事課総合カウンター 20番・21番入院会計窓口で退院会計の手続きを
お願いします。

　① 退院時に請求書が発行できない場合
　② 退院当日にお支払いができない場合

11．防災について

　＜火災について＞
◇防災管理には十分努めておりますが、火災を発見したら、すぐ周囲の職員にお知ら

せください。
 また、避難する際は職員の誘導に従ってください。

　＜地震について＞
◇建物は免震耐火構造になっていますので、地震で揺れることはあっても倒壊するよ

うなことはありません。まず、ご自身の身体を防護され職員の指示に従ってください。

　※入院後、非常口・避難経路をご確認ください。

12．入院中の感染予防

　院内には免疫力の弱い患者様も入院されています。
　当院では、安心した療養環境を維持するための感染予防に努めております。
　入院患者の皆様及び面会の皆様にも、以下の項目に関してご協力をお願いします。

　＜手洗いについて＞　
◇手の清潔を保つため、こまめな手洗いを行いましょう。
　① 石けんを使った手洗い
　　　　●食事の前　　　　●トイレのあと
　② 速乾性擦式手指消毒薬（アルコール消毒薬）
　 　を使った手洗い
　　　　●病室へ入室する前　　　　　　　　　
　　　　●検査などで病室から外出する時　
　

　＜マスクの着用について＞
◇咳

せき

のある方はマスクを着用してください。　
　① マスクは売店、販売機でご購入いただけます。

② 痰
たん

をテッシュペーパーでとったあとは、すぐにゴミ箱へ捨てて、手洗いをしま
しょう。

③ マスクは適宜交換してください。
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10．退院手続き
　　�　次の場合は、医事課総合カウンター 20番・21番入院会計窓口で退院会計の手続き
をお願いします。

　　①退院時に請求書が発行できない場合
　　②退院当日にお支払いができない場合

11．防災
　〈火災〉
　　�　防災管理には十分努めておりますが、火災を発見したら、すぐ周囲の職員にお知ら
せください。

　　　また、避難する際は職員の誘導に従ってください。
　〈地震〉
　　�　建物は免震耐火構造になっていますので、地震で揺れることはあっても倒壊するよ
うなことはありません。まず、ご自身の身体を防護され職員の指示に従ってください。

　　※入院後、非常口・避難経路をご確認ください。

12．入院中の感染予防
　院内には免疫力の弱い患者さんも入院されています。
　当院では、安心した療養環境を維持するための感染予防に努めております。
　入院患者の皆様及び面会の皆様にも、以下の項目に関してご協力をお願いします。
　〈手洗〉　
　　手指の清潔を保つため、こまめな手洗いを行いましょう。
　　①石けんを使った手洗い
　　　　●食事の前　　　　●トイレのあと
　　②速乾性擦式手指消毒薬（アルコール消毒薬）
　　　を使った手洗い
　　　　●病室へ入室する前　　　　　　　　　
　　　　●検査などで病室から外出する時　
　〈マスクの着用〉
　　咳

せき
のある方はマスクを着用してください。　

　　①マスクは売店、販売機でご購入いただけます。
　　②�痰

たん
をテッシュペーパーでとったあとは、すぐにゴミ箱へ捨てて、手洗いをしましょ

う。
　　③�マスクは適宜交換してください。



　＜うがい、歯磨きについて＞
　① 食事前や病棟の外より帰室した際には、うがいを行いましょう。
　② 毎食後、歯磨きを行い、口腔内を清潔に保ちましょう。

　＜面会について＞
◇以下の方は原則面会を禁止しています。特別な事情がある場合は、事前に病棟にご

相談ください。　
① 小学生以下のお子様　　
② インフルエンザ、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎、麻しん（はしか）、水痘（み

ずぼうそう）、風しん、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）などの流行性ウイルス性
疾患に羅患している方やその他の感染症に羅患している方。

③ 下痢や発熱のある方。
　
　＜入院中の感染症に関する対応について＞

◇免疫力の著しく低下している患者様、または感染症のある患者様について、感染予
防を配慮した病室の移動をお願いする場合がございます。ご了承ください。

　＜入院中の食品の持ち込みについて＞
◇お寿司などの生ものを病院内に持ち込むことは、感染予防のため原則、ご遠慮いた

だいております。
　＊特別な事情のある方は、病棟職員にご相談ください。

【ご参考】
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　〈うがい、歯磨き〉
　　①食事前や病棟の外より帰室した際には、うがいを行いましょう。
　　②毎食後、歯磨きを行い、口腔内を清潔に保ちましょう。
　〈面会〉
　　�　以下の方は原則面会を禁止しています。特別な事情がある場合は、事前に病棟にご

相談ください。　
　　①小学生以下のお子様　　
　　②�インフルエンザ、ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎、麻しん（はしか）、水痘（み

ずぼうそう）、風しん、流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）などの流行性ウイルス性疾
患に羅患している方やその他の感染症に羅患している方。

　　③下痢や発熱のある方。
　〈入院中の感染症に関する対応〉
　　�　免疫力の著しく低下している患者さん、または感染症のある患者さんについて、感
染予防を配慮した病室の移動をお願いする場合がございます。ご了承ください。

　〈入院中の食品の持ち込み〉
　　�　お寿司などの生ものを病院内に持ち込むことは、感染予防のため原則、ご遠慮いた
だいております。

　　＊特別な事情のある方は、病棟職員にご相談ください。

【ご参考】
速乾性擦式手指消毒薬による手指衛生

消毒薬を 1プッシュ分、
手のひらに取る

指を組み合わせ、指の
間にも擦り込む

最初に両手の指先を
十分に消毒する

親指は反対の手のひら
で包むようにしてねじ
り擦り込む

手のひらを擦り合わせる

最後に手首まで十分に
擦り込む

手の甲に擦り込む

アルコールが揮発する
まで両手を擦り合わせる



13．外出・外泊時の感染予防

　　　外出・外泊をされる際は、感染を防ぐために下記について
　　　ご留意ください。

　＜感染予防としてご家族とともにご協力いただきたいこと＞
◇外出から帰宅した後は石けんと流水による手洗いとうがいをしましょう。
◇トイレの後は石けんと流水による手洗いを15秒以上しましょう。
◇咳

せ き

エチケットを行いましょう。
① 咳やくしゃみが出た時や出そうな時に、ティッシュやハンカチで口を覆うかマス

クを着用しましょう。
② 咳やくしゃみをした後はよく手を洗いましょう。
③ 人ごみの中ではマスクを着用しましょう。

◇発熱、鼻水、咳、おう吐、下痢がある方と、食事や寝室を一緒にしないようにしましょう。
◇おう吐や下痢をされた人が使用後のトイレは、ハイター ®などの塩素系の漂白剤で掃

除をしてください。水洗レバー、ドアノブ、ドアの取っ手なども拭き掃除をしましょう。
◇外出や外泊中に、発熱、鼻水、咳、のどの痛み、体のだるさ、おう吐、下痢、眼の充血、

目やになどの症状が出た場合は、病棟にご連絡ください。

　＜外出や外泊から帰院されたときのお願い＞
◇帰院されたら、患者様ご本人、および患者様と生活を一緒にされている方（患者様

が同じ病気を発症する場合があるため）に下記の症状があった場合には、病室に入
る前に看護師にお知らせください。

　＊発熱、鼻水、咳、のどの痛み、体のだるさ、おう吐、下痢、眼の充血、目やに

14．入院中のお願い

　当院では、皆様の早期快復を願い、療養環境の維持に努めております。ご入院に際しま
して次の各事項をお守りいただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

　＜はじめに＞
◇「入院誓約書」は入院前にご記入のうえ、入院当日に入院受付へご提出ください。
◇「入院のご案内」の記載事項及び病棟での注意事項をお守りください。

　＜療養上のお願い＞
◇医師、看護師、薬剤師からの治療上の指示は、必ずお守りください。
◇入浴、運動などは医師、看護師に確認のうえ、その指示に従ってください。
◇入院生活を行うに当たり、生活環境の変化から転倒の危険が予測される場合があ

ります。その際は、看護師から転倒防止についての注意事項をお伝えしますので、
指示に従ってください。

◇安全上、ベッド周囲のカーテンは開けておくようご協力ください。
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13．外出・外泊時の感染予防
　　⃝外出・外泊をされる際は、感染を防ぐために下記について
　　　ご留意ください。
　　⃝感染症の流行状況等により、外出、外泊をお控えいただく
　　　ことがあります。
　〈感染予防としてご家族とともにご協力いただきたいこと〉
　　⑴　外出から帰宅した後は石けんと流水による手洗いとうがいをしましょう。
　　⑵　トイレの後は石けんと流水による手洗いを15秒以上しましょう。
　　⑶　咳

せき
エチケットを行いましょう。

　　　①�咳やくしゃみが出た時や出そうな時に、ティッシュやハンカチで口を覆うかマス
クを着用しましょう。

　　　②咳やくしゃみをした後はよく手を洗いましょう。
　　　③人ごみの中ではマスクを着用しましょう。
　　⑷　�発熱、鼻水、咳、おう吐、下痢がある方と、食事や寝室を一緒にしないようにしま

しょう。
　　⑸　�おう吐や下痢をされた人が使用後のトイレは、ハイター®などの塩素系の漂白剤

で掃除をしてください。水洗レバー、ドアノブ、ドアの取っ手なども拭き掃除を
しましょう。

　　⑹　�外出や外泊中に、発熱、鼻水、咳、のどの痛み、体のだるさ、おう吐、下痢、眼の充
血、目やになどの症状が出た場合は、病棟にご連絡ください。

　〈外出や外泊から帰院されたときのお願い〉
　　�　帰院されたら、患者さんご本人、および患者さんと生活を一緒にされている方（患者
さんが同じ病気を発症する場合があるため）に下記の症状があった場合には、病室に
入る前に看護師にお知らせください。

　　＊発熱、鼻水、咳、のどの痛み、体のだるさ、おう吐、下痢、眼の充血、目やに

14．入院中のお願い
　当院では、皆様の早期快復を願い、療養環境の維持に努めております。ご入院に際しま
して次の各事項をお守りいただきますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　〈はじめに〉
　　⑴　「入院誓約書」は入院前にご記入のうえ、入院当日に入院受付へご提出ください。
　　⑵　「入院のご案内」の記載事項及び病棟での注意事項をお守りください。
　〈療養上のお願い〉
　　⑴　医師、看護師、薬剤師、理学療法士などからの治療上の指示は、必ずお守りください。
　　⑵　入浴、運動などは医師、看護師に確認のうえ、その指示に従ってください。
　　⑶　安全上、ベッド周囲のカーテンは開けておくようご協力ください。



◇患者様の確認のため、ネームバンドを装着させていただいております。
　病棟だけではなく、外来、検査室、放射線部などにおいてもこのネ−ムバンドで
ご本人の確認をさせていただきます。
　また、確認のためフルネ−ムでお名前を名乗っていただきますので、ご協力をお
願いいたします。
◇主な一般病棟には病院紹介用のタブレット端末を設置しています。
　ぜひご利用ください。（アンケートのご協力をお願いします。）
◇当院は高度・急性期の医療を担う特定機能病院のため、急患等への対応により予
定された手術や検査の時間が変更となる場合がありますが、ご理解とご協力をお
願いいたします。

＜諸規則について＞
◇病院構内での暴言、暴力、セクハラ行為など、他の患者様や職員への迷惑となる
ような言動は診療に支障をきたしますので、固くお断りいたします。
◇病院構内での宗教勧誘活動、政治活動及び営業活動は固くお断りいたします。
◇「検査、処置、手術、レントゲン撮影」など、様々な医療行為を行うにあたり、
患者様への内容説明の後、その医療行為についての「説明・同意書」を提出して
いただくことがあります。
　内容をご理解いただいたうえで、署名し、提出してください。
◇当院以外で処方された薬・サプリメントの服用は、医師又は薬剤師にご相談くだ
さい。
◇病棟を離れる際には、院内であっても看護師に行き先を告げてください。
　なお、申し出がなく所在の確認が出来ない場合は、病院の判断で最寄りの警察署
へ捜索を依頼する場合がありますので、ご了承ください。
◇病院内での写真・ビデオの撮影は他の患者様および職員の迷惑となりますので、
固くお断りいたします。
◇病院建物内および敷地内での喫煙（電子タバコも含む）は禁止になっております。
◇当院には入院患者専用駐車場の用意はありません。入院当日に自家用車で来院さ
れる場合は同伴者の方などに車を乗って帰っていただくようお願いします。なお、
駐車場を使用する場合は駐車料金が必要となります。また、病院駐車場での事故
や盗難などについての責任は負いかねますので、ご了承ください。

　なお、万一入院中の諸規則並びに職員の指示を守らない、
または暴力・暴言及びハラスメント行為（セクハラ等）など
周囲に迷惑となる言動により療養に支障をきたす場合は、
退院措置を講じることもあります。
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　　⑷　患者さんの確認のため、ネームバンドを装着させていただいております。
　　　　�病棟だけではなく、外来、検査室、放射線部などにおいてもこのネ−ムバンドで

ご本人の確認をさせていただきます。
　　　　�確認方法は、フルネ−ムでお名前を名乗っていただきます。また、日頃対応させて

いただいている担当者以外の医療者などにお話しかけいただく際には、患者さん
からもフルネームでお名前を名乗って頂けますようご協力をお願いいたします。

　　⑸　主な一般病棟には病院紹介用のタブレット端末を設置しています。
　　　　�タブレット端末から売店のお買物も出来ます。食品の購入時は治療上の制限もあ

りますので、看護師にご相談ください。お支払いは、現金のみです。ぜひご利用く
ださい。（アンケートのご協力をお願いします。）

　　⑹　�当院は高度・急性期の医療を担う特定機能病院のため、急患等への対応により予
定された手術や検査の時間が変更となる場合がありますが、ご理解とご協力をお
願いいたします。

　〈諸規則〉
　　⑴　�入院中の諸規則並びに職員の指示を守らない、または暴言、暴力、迷惑行為など、

他の患者さんや職員への迷惑となるような言動は診療に支障をきたしますので、
退院や退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがありますので、予めご了
承ください。

　　⑵　病院構内での宗教勧誘活動、政治活動及び営業活動は固くお断りいたします。
　　⑶　�「検査、処置、手術、レントゲン撮影」など、様々な医療行為を行うにあたり、患者

さんへの内容説明の後、その医療行為についての「説明文書」を提出していただく
ことがあります。

　　　　�内容をご理解いただいたうえで、患者さんご本人が署名し、提出してください。
患者さんがご自身で署名できない場合の代筆はなさらないでください。

　　⑷　�当院以外で処方された薬・サプリメントの使用は、医師又は薬剤師にご相談くだ
さい。

　　⑸　病棟を離れる際には、院内であっても必ず看護師に行き先を告げてください。
　　　　�なお、申し出がなく所在の確認が出来ない場合は、申告された緊急連絡先（ご家族

など）へ確認したり、病院の判断で最寄りの警察署へ捜索を依頼する場合があり
ますので、ご了承ください。

　　⑹　�病院内での写真・ビデオの撮影は他の患者さんおよび職員の迷惑となりますので、
固くお断りいたします。

　　⑺　病院建物内および敷地内での喫煙（電子タバコも含む）は禁止になっております。
　　⑻　�当院には入院患者専用駐車場の用意はありません。入院当日に自家用車で来院さ

れる場合は同伴者の方などに車を乗って帰っていただくようお願いします。な
お、駐車場を使用する場合は駐車料金が必要となります。また、病院駐車場での
事故や盗難などについての責任は負いかねますので、ご了承ください。

　なお、万一入院中の諸規則並びに職員の指示を守らない、また
は暴力・暴言及びハラスメント行為（セクハラ等）など周囲に迷
惑となる言動により療養に支障をきたす場合は、退院措置を講じ
ることもあります。



15．北里学級のご案内（小中学生の保護者の皆様へ）
　北里大学病院では、入院中も学校教育を継続させたいという願いから、相模原市教育委
員会により院内学級（北里学級）が設置されています。小学部は相模原市立双葉小学校か
ら、中学部は同麻溝台中学校から専任の教員が派遣され、月曜日から金曜日まで毎日授業
を行っています。

　北里学級では、入院中も学習を進めるだけでなく、季節の行事や仲間との交流、教員に
よる教育相談の実施など、通常の学校生活に準じた活動が行われ、お子さんが在籍してい
る小中学校と連携して授業を進めています。

　また、入院期間が２週間を超える場合には、保護者の判断により一時的に籍を移して正
規の児童生徒として授業を受けることもできますが、退院後は元の学校に戻ります。

　北里学級への参加にあたっては、保護者の方に「学習参加申込書」への記入をお願いし
ております。医師の許可を得た上でお子さんの状況に合わせて授業を行います。教室は本
館６階にありますが、教室まで来ることができないお子さんのために病棟内でベッドサイ
ド授業も行っています。

　くわしくは各病棟の看護師または北里学級職員にご相談ください。
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15．北里学級のご案内（小中学生の保護者の皆様へ）
　北里大学病院では、入院中も学校教育を継続させたいという願いから、相模原市教育委
員会により院内学級（北里学級）が設置されています。小学部は相模原市立双葉小学校か
ら、中学部は同麻溝台中学校から専任の教員が派遣され、月曜日から金曜日まで毎日授業
を行っています。
　北里学級では、入院中も学習を進めるだけでなく、季節の行事や仲間との交流、教員に
よる教育相談の実施など、通常の学校生活に準じた活動が行われ、お子さんが在籍してい
る小中学校と連携して授業を進めています。
　また、入院期間が２週間を超える場合には、保護者の判断により一時的に籍を移して正
規の児童生徒として授業を受けることもできますが、退院後は元の学校に戻ります。
　北里学級への参加にあたっては、保護者の方に「学習参加申込書」への記入をお願いし
ております。医師の許可を得た上でお子さんの状況に合わせて授業を行います。教室は本
館６階にありますが、教室まで来ることができないお子さんのために病棟内でベッドサイ
ド授業も行っています。
　くわしくは各病棟の看護師または北里学級職員にご相談ください。

16．病院職員の過重労働軽減に関するお願い
　昨今、病院で働く職員の長時間労働による肉体的・精神的健康被害が問題視されている
中、政府では「働き方改革実行計画」（平成29年３月28日働き方改革実現会議）において、
長時間労働の実態を踏まえた労働環境改善に向けた検討が進められております。
　主治医及び病院職員の重要な業務の一つに、患者さん・ご家族への病状や検査・治療な
どの説明があります。当院では、今まで患者さん・ご家族のご希望に合わせて、就業時間
以外での説明時間を確保することが多く、このことが慢性的な超過勤務の一因となってい
ます。
　当院においても、これまでの労働環境を改善するべく、診療等に関する主治医及び病院
職員からの説明について、時間帯を設定することにいたしました。

　当院は、これまでと同様に特定機能病院として地域に密着した「診療」、「教育」、「研究」
の諸活動に邁進してまいります。今後とも、患者さんとのより良いパートナーシップのも
と、安全で良質な医療の提供に向け、取り組んで参りますので、皆さまのご理解とご協力
をお願いいたします。

主治医及び病院職員からの説明時間帯
平日の診療時間内（８時３０分〜１７時００分）

※�ただし、緊急の患者さん（ご家族）への病状説明等やむを得ない事情があ
る場合は、主治医と相談の上、面談時間を調整させていただきます。



16．病院職員の過重労働軽減に関するお願い

　昨今、病院で働く職員の長時間労働による肉体的・精神的健康被害が問題

視されている中、政府では「働き方改革実行計画」（平成２９年３月２８日

働き方改革実現会議）において、長時間労働の実態を踏まえた労働環境改善

に向けた検討が進められております。

　主治医及び病院職員の重要な業務の一つに、患者さん・ご家族への病状や

検査・治療などの説明があります。当院では、今まで患者さん・ご家族のご

希望に合わせて、就業時間以外での説明時間を確保することが多く、このこ

とが慢性的な超過勤務の一因となっています。

　当院においても、これまでの労働環境を改善するべく、診療等に関する主

治医及び病院職員からの説明について、時間帯を設定することにいたしまし

た。

　当院は、これまでと同様に特定機能病院として地域に密着した「診療」、

「教育」、「研究」の諸活動に邁進してまいります。今後とも、患者さんとの

より良いパートナーシップのもと、安全で良質な医療の提供に向け、取り組

んで参りますので、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

主治医及び病院職員からの説明時間帯

平日の診療時間内（８時３０分〜１７時００分）

※ただし、緊急の患者さん（ご家族）への病状説明等やむを得ない事

情がある場合は、主治医と相談の上、面談時間を調整させていただ

きます。
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北里大学病院における患者の皆様の個人情報の保護に関するお知らせ
　当院で診療をお受けになることによって、症状、検査結果、診断結果、治療計画等の診療記録が作成され
ます。この診療記録には、皆様の個人的情報が多く含まれており、その取り扱いにつきましては、細心の注
意を払っております。従いまして、個人情報の保護を最優先に考え、個人情報保護に関する法令等に基づい
た院内規程等を整備し、皆様の個人情報の取り扱いの適正化を図っております。
　なお、当院は大学病院として、皆様に高度な医療を提供するとともに、地域における中核病院として、地
域医療に広く貢献しつつ、教育・研究機関として、診療活動を行っております。これらの諸活動を遂行する
ために、個人情報を含む診療情報を、医療機関、教育・研究機関として、法令等に定める範囲で利用させて
いただきますとともに、保護させていただきます。
ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

１．個人情報の利用目的について
　（１）患者の皆様の個人情報は、（別表）に掲げる目的に利用いたします。
　　　詳しくは別表をご覧下さい。なお、初診受付にも掲示してありますのでご参照ください。
　（２）上記利用目的以外に患者の皆様の個人情報を利用する場合は、書面により同意を頂くことといたします。
２．お呼び出し等について
　（１）�受付及び診療等にあたり、患者の皆様をお名前でお呼びしたり、お名前を確認させていただきます。

また、院内放送等でお呼び出しさせていただくことがあります。
　（２）ご入院に際し、お名前を記載した名札を病室に掲示させていただきます。
３．権利について
　（１）個人情報の開示請求権について
　　①�所定の手続きのうえ、自己の個人情報の開示を請求することができます。なお、この開示請求には、

必ずしも応じられない場合がありますのでご留意願います。
　　②個人情報の開示を請求する場合は、当院が定めた手数料を納めていただきます。
　（２）個人情報の訂正請求権について
　　�　自己の個人情報の開示を受けた日から３０日以内に、所定の手続きの上、個人情報の訂正を請求する
ことができます。なお、この訂正請求には、必ずしも応じられない場合がありますのでご留意願います。

　（３）個人情報の利用停止等請求権について
　　�　自己の個人情報に、次のいずれかの理由があるときは、所定の手続きの上、個人情報の利用の停止又
は消去及び提供の停止を請求することができます。なお、この利用停止等の請求には、必ずしも応じら
れない場合がありますのでご留意願います。

　　①�個人情報が当院の利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱っていること、及び偽りその他不正
の手段により個人情報が取得されたものであるという理由の場合は、個人情報の利用の停止又は消
去を請求することが出来ます。

　　②�個人情報が法令の定める範囲を超えて、あらかじめ患者の皆様の同意を得ないで第三者に提供され
ているという理由の場合は、個人情報の提供の停止を請求することができます。

　（４）異議申し立てについて
　　�　患者の皆様は開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等、又は、開示請求、訂正請求若しくは利用停
止請求に関わる不作為について不服がある場合は、当院に対して異議申し立てをすることができます。

※�上記に関するお問合せ及び「３．患者の皆様の権利」に関するご請求、異議のお申し立てにつきましては、
個人情報保護相談窓口宛てにお願いいたします。

個人情報保護相談窓口　担当　　事務部総務課
　　ＴＥＬ　０４２－７７８－８１１１（内線 8440）　
　　ホームページアドレス https://www.kitasato-u.ac.jp/khp/
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（別表）
　当院は、患者の皆様の個人情報を下記の目的に利用し、その取り扱いには細心の注意を払っております。個人
情報の取り扱いにつきまして、お気づきの点がございましたら『個人情報保護相談窓口』までお気軽にお申し出
下さい。

当院における患者の皆様の個人情報の利用目的

◎医療提供
　　①　当院での医療サービスの提供
　　②　他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携
　　③　他の医療機関等からの照会への回答
　　④　患者さまの診療のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
　　⑤　検体検査業務の委託その他の業務委託
　　⑥　ご家族等への病状説明
　　⑦　その他、患者さまへの医療提供に関する利用。
◎診療費請求のための事務
　　①　当院での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託
　　②　審査支払機関へのレセプトの提出
　　③　審査支払機関又は保険者からの照会への回答
　　④　公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答
　　⑤　その他、医療・介護・労災保険、及び公費負担医療に関する診療費請求のための利用
◎当院の管理運営業務
　　①　会計・経理
　　②　医療事故の報告
　　③　当該患者さまへの医療サービスの向上
　　④　入退院等の病棟管理
　　⑤　その他、当院の管理運営業務に関する利用
◎企業等からの委託を受けて行なう健康診断等における、企業等へのその結果の通知
◎医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
◎医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
◎当院で行なわれる医療系教育
◎医療の質の向上を目的とした当院の症例に基づく研究
研究活動（学術団体等への情報提供を含む）を実施する際には、実施に関する法令や倫理指針、関係団体等のガ
イドライン等が定められている場合は、それに沿って誠実に行います。
◎外部監査機関への情報提供

付　記
１．�上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を『個人情報
保護相談窓口』にお申し出下さい。

２．お申し出がないものにつきましては、同意がいただけたものとして取り扱わせていただきます。
３．�これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。その際には、『個人情報保護相談
窓口』までお申し出下さい。

４．�上記「医療の質の向上を目的とした当院の症例に基づく研究」には、「厚生労働省及び独立行政法人医薬品
医療機器総合機構が実施する医療情報データベース基盤整備事業」が含まれます。

　個人情報保護相談窓口　担当　　事務部総務課
　　ＴＥＬ　０４２－７７８－８１１１（内線 8440）　
　　ホームページアドレス https://www.kitasato-u.ac.jp/khp/
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●診療参加型臨床実習とその必要性
　北里大学医学部では、医学部4�年次から6�年次において医学部学生（医学生）
が病棟および外来で診療参加型臨床実習を行うことを義務づけております。
　診療参加型臨床実習で医学生は診療チームの一員として行動し、医師とし
ての態度、技能を学びます。この実習で得られたことが、国家試験後の医師臨
床研修へと受け継がれ、質の高い医療が提供されることに繋がります。

●臨床実習医学生（スチューデント・ドクター）とは
　診療参加型臨床実習に参加するためには、医学生は知識・実技試験を含む
全国統一試験及び学内独自の試験に合格する必要があります。そして、これ
らの試験に合格した学生のみが「スチューデント・ドクター」として認定され、
全国医学部長病院長会議が発行した認定カードを持ち、診療参加型臨床実習
を行います。

●診療参加型臨床実習で行われる医療行為
　診療参加型臨床実習では、スチューデント・ドクターは診療チームの一員
として、指導医の指導、監督下で医療行為に参加します。北里大学病院で学生
が行う医療行為は、現時点では侵襲（採血や静脈注射など身体的負担）のない
医療行為に留めております。
　しかし、良き医師を養成するという教育の目的上必要と考えられる場合に
は、安全を十分に担保させていただいた上で、軽度の侵襲を伴う医療行為を
お願いさせていただく場合があります。その場合には改めて文書にて御説明
させていただき、自由意思で同意をいただくことになっております。

●医療事故などに対する対応
　スチューデント・ドクターが診療参加型臨床実習で行う医行為は危険の少
ないものに限定しており、患者さんに不利益が生じる危険性は少ないと考え
ています。しかし、万一患者さんの健康を損なうような事象が発生した場合
には、病院および医学部の責任で適切に対応いたします。

●診療参加型臨床実習への御協力は任意です。
　御希望にならない場合は担当医師にお伝えください。
　診療参加型臨床実習への協力は任意です。協力を御希望にならない場合は、
各科担当医師にお伝えください。臨床実習に御協力いただかない場合でも、
その後の診療等を含め、一切不利益を受けることはありません。

医学部学生が病棟および外来にて診療参加型臨床実習を
行うことについてのお願い

北里大学病院での診療参加型臨床実習は
「良き臨床医」を養成するためにとても重要なものです。
皆様の御協力を是非よろしくお願いいたします。

北 里 大 学 病 院 長
北里大学医学部長



院内の施設

階層 W 翼 E 翼

14階 特別個室病棟
1400〜 1418号室

13階 病　　棟
1300〜 1314号室

病　　棟
1320〜 1334号室

12階 病　　棟
1200〜 1216号室

病　　棟
1220〜 1238号室

11階 病　　棟
1100〜 1118号室

病　　棟
1120〜 1137号室

10階 病　　棟
1000〜 1015号室

病　　棟
1020〜 1038号室

9階 病　　棟
900〜 916号室

病　　棟
920〜 937号室

8階 病　　棟
800〜 814号室

病　　棟
820〜 837号室

7階 病　　棟
700〜 717号室

病　　棟
720〜 738号室

6階 産科病棟・MFICU・NICU・GCU・小児病棟・PICU・リハビリテーション
レストラン・コンビニ

4階 救命救急病棟・EICU・GICU・総合手術センター

階層 S 翼 N 翼

7階 病　　棟
760〜 768号室

病　　棟
780〜 795号室

6階 病　　棟
660〜 674号室

病　　棟
680〜 692号室

5階 病　　棟
560〜 572号室

病　　棟
580〜 592号室

4階 病　　棟
460〜 469号室

病　　棟
480〜 492号室

1階 売店（コンビニ・衛生材料専門店・書店・花屋・理/美容室）

階層

3階 病　　棟
301〜 312号室

2階 病　　棟
201〜 242号室

1階
病　　棟

101〜 103号室
あすぱらデイルーム

〔本館　4階〜 14階〕

〔東館〕

〔西館〕
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理容室（サクセス）
 平　日 9：00 〜 16:00
 土曜日 9：00 〜 14:30
 定休日 日曜・祝日・第２・４土曜日
　  年末年始（外来休診日） 
  【東館1階】

コンビニエンスストア（ファミリーマート）    
　　 年中無休 24時間営業
  　　　　　【東館1階】

コンビニエンスストア（セブンイレブン）    
　　 年中無休 24時間営業
  　　　　　【本館6階】 

レストラン（クルール）    
 平　日 10：30 〜 17:30
　　　　　　（ラストオーダー 17：00）
 定休日 土曜・日曜・祝日
  年末年始（外来休診日）　
    　　　　　【本館6階】 

銀行ＡＴＭ    
　　 平　日 8：00 〜 19:00
 土曜日 8：00 〜 17:00
 日・祝日 取扱無し  
     　 【本館地下1F】

カフェ（スターバックス）   
 平　日   7：30 〜 20:00
 第1・3・5土曜日   7：30 〜 18:00
 外来休診日 10：00 〜 18：00
 年末年始短縮営業 
 　　　　　【本館1F】 

美容室（ビューティーライフ北里店）
 平　日 9：00 〜 17:00
 土曜日 9：00 〜 16:00 
 定休日　 日曜・第２・４土曜日、祝日
  年末年始
  【東館1階】 

花屋（BIORA）    
 平　日 9：30 〜 19:00
 土曜日 9：30 〜 19:00
 定休日 年末年始・日曜（不定休）、祝日
  【東館1階】

書店（有隣堂）    
 平　日 10:00 〜 18:30
 土曜日 10:00 〜 15:00
 定休日 日曜・祝日・第２・４土曜日
  年末年始（外来休診日） 
  【東館1階】

医療材料
（メディカルブティックハート・イン北里）
 平　日  8:30 〜 19:00
 第１・３・５土曜日 8:30 〜 17:00
 外来休診日  10:00 〜 17:00
 年末年始短縮営業
   【東館1階】

【売店等の営業時間】

 ※　郵便局（北里郵便局）は県道相模大野寄りにあります。

【自動販売機等】

テレビカード、イヤホン販売機
本館・東館…各階共通エリア
西館…２階、３階（デイルーム）

公衆電話 各階共通エリア

飲料の自動販売機
本館と東館４階・６階・７階…共通エリア
東館５階…各病棟

テレビカード精算機 本館１階中央廊下、東館１階集団指導室付近

※両替機とテレホンカードの販売機はありません。

26

※�ただし感染症の拡大状況によっては、営業
時間が変更となる可能性があります。



MEMO理容室（サクセス）
 平　日 9：00 〜 16:00
 土曜日 9：00 〜 14:30
 定休日 日曜・祝日・第２・４土曜日
　  年末年始（外来休診日） 
  【東館1階】

コンビニエンスストア（ファミリーマート）    
　　 年中無休 24時間営業
  　　　　　【東館1階】

コンビニエンスストア（セブンイレブン）    
　　 年中無休 24時間営業
  　　　　　【本館6階】 

レストラン（クルール）    
 平　日 10：30 〜 17:30
　　　　　　（ラストオーダー 17：00）
 定休日 土曜・日曜・祝日
  年末年始（外来休診日）　
    　　　　　【本館6階】 

銀行ＡＴＭ    
　　 平　日 8：00 〜 19:00
 土曜日 8：00 〜 17:00
 日・祝日 取扱無し  
     　 【本館地下1F】

カフェ（スターバックス）   
 平　日   7：30 〜 20:00
 第1・3・5土曜日   7：30 〜 18:00
 外来休診日 10：00 〜 18：00
 年末年始短縮営業 
 　　　　　【本館1F】 

美容室（ビューティーライフ北里店）
 平　日 9：00 〜 17:00
 土曜日 9：00 〜 16:00 
 定休日　 日曜・第２・４土曜日、祝日
  年末年始
  【東館1階】 

花屋（BIORA）    
 平　日 9：30 〜 19:00
 土曜日 9：30 〜 19:00
 定休日 年末年始・日曜（不定休）、祝日
  【東館1階】

書店（有隣堂）    
 平　日 10:00 〜 18:30
 土曜日 10:00 〜 15:00
 定休日 日曜・祝日・第２・４土曜日
  年末年始（外来休診日） 
  【東館1階】

医療材料
（メディカルブティックハート・イン北里）
 平　日  8:30 〜 19:00
 第１・３・５土曜日 8:30 〜 17:00
 外来休診日  10:00 〜 17:00
 年末年始短縮営業
   【東館1階】

【売店等の営業時間】

 ※　郵便局（北里郵便局）は県道相模大野寄りにあります。

【自動販売機等】

テレビカード、イヤホン販売機
本館・東館…各階共通エリア
西館…２階、３階（デイルーム）

公衆電話 各階共通エリア

飲料の自動販売機
本館と東館４階・６階・７階…共通エリア
東館５階…各病棟

テレビカード精算機 本館１階中央廊下、東館１階集団指導室付近

※両替機とテレホンカードの販売機はありません。

MEMO
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