
●個人情報の取り扱いについて、また、苦情相談については、別紙「診療情報の提供および個人情報

の保護に関するお知らせ」を参照ください。

病棟担当ソーシャルワーカーが精神保健福祉に関すること（経済的なことや退院後の生活等）の

相談に応じています。

※医療保護入院された患者さまには、退院後生活環境相談員を選任することが法律で定められてい

ます。
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●入院申込書（兼入院誓約書）に署名押印の上、入院時に提示してください。

●精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）に基づき当院所定の入院手続きを

行ってください。

●社会保険及び国民健康保険等の保険証類を使用の方は申し込みと同時に提出してください。

　保険証のない方は10割負担となります。

●健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの方は提示してください。

　※入院料の窓口払いの軽減、非課税世帯の方の食費の軽減等が可能です。

●保険証の変更等（有効期限切れも含む）がありましたら早急に連絡してください。

●患者さまの人権について
　患者さまの権利を掲げ、全職員の責任を自覚する。

1．患者さまは、人格を尊重された思いやりのある医療を受ける権利があります。

2．患者さまは、自分の治療に関する全ての情報を知る権利があります。

3．患者さまは、自分の病状をわかりやすく教えてもらう権利があります。

4．患者さまは、治療を拒否する権利があり、その結果を知る権利があります。

5．患者さまは、病院の医療サービスを可能な限り要求する権利があります。

6．患者さまは、医療費について説明を受ける権利があります。

7．患者さまは、プライバシーを守られる権利があります。

8．患者さまは、セカンドオピニオンを求める権利があります。

●患者さまに守っていただきたいお願い
　～安心・安全・温かな医療をご提供させていただくために、以下のことを約束してください～

1．ご自分の状態やその変化をできるだけ、はやく医師・職員に伝えてください。

2．ご自分の治療に必要な診療上の指示を守ってください。

3．困っていることは、早めに相談してください。

4．病院の医療環境を保つため、以下のことを守ってください

―　他の患者さまへの迷惑行為をしないでください。

―　療養上の規則を守ってください。

―　暴言・暴力・セクハラの禁止と器物破損の禁止。

―　飲酒の禁止。

入　院　案　内入院される患者さまとご家族の方へ

　当院への入院については、すべて「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）」

に定められた入院形態となり、入院形態によって入院手続きが異なります。入院形態の主なものに以

下のものがあります。

●任意入院・・・・・・本人の同意による入院

●医療保護入院・・・・精神保健指定医が入院を必要と認め、家族等の同意に基づく入院

（本人が入院の必要性があるにも関わらず拒否する場合、または入院の必要

性を理解できない場合、入院に際して家族等の同意が必要になります。）

医療保護入院に同意できる家族等とは

●配偶者　父母　祖父母　子・孫　兄弟姉妹

戸籍謄本や住民票等、患者様との関係がわかる文書、及び家族本人を証明する書類を提示

していただきます。（運転免許証・保険証など）

●後見人又は保佐人　家庭裁判所が選任した扶養義務者（3親等までの親族）

審判書または登録事項証明書及び身分証明書を提示してください

入　院　形　態

このたびのご入院に際し心よりお見舞い申し上げます。

このパンフレットでは、入院にあたってのご案内をしております。
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●家族の方が持ち帰られるか、院内洗濯を利用していただくこともできます。

　（洗濯機がある病棟では自分で行うこともできます。洗剤は各自で用意してください。）

洗濯について

●付添いは必要ありません。完全看護となっています。

●入院中、症状によって病室又は病床を変わっていただくことがあります。病棟を変わる場合は家族

の方へ連絡をします。

看護について

●食事は病院給食になっています。

●療養上支障なく、選択可能な並食の方に1食あたり20円で特別メニューを用意しています。

　希望される方は病棟看護師までお知らせください。

●医師の指示により食事療法の必要な方には、治療食を提供しています。

給食について

●面会時間は、平日（土曜日を含む）は午後1時～午後4時まで、日曜、祭日は午前9時～正午までと

午後1時～午後4時までとなっています。午後5時を過ぎますと夜間受付に変わりますので、イン

ターフォンを押してお申しつけ下さい。係員が対応いたします。

●面会の際は面会用紙に記入し、窓口に提示して下さい。職員が病棟まで案内します。

●面会中は他の患者さまの迷惑にならない様、ご協力願います。

●療養に影響することがありますので、飲食物を病室内に持ち込まれる時は必ず、前もって看護師へ

相談してください。

●見舞い品で、生ものなど傷みやすいものや喉に詰まりやすいものは遠慮ください。

面会、見舞いについて●当院での洗濯を希望される場合は名前の記入をお願いします。

●おしめを利用の方は、当院で用意したものを使用していただきますので、持ち込みの必要はありま
せん。

●必要物品は当院売店（すまいる）でも購入できます。

入院のときの持ち物

●別紙「入院患者預り金管理及び日用品購入業務等、医療外代行業務についての約定書」の規定によ
り預り金管理代行依頼を申し受けます。以下につきましては預り金より引き落とさせていただきま
す。（おやつ代、おしめ代、洗濯代、理容代、買い物代行費、タクシー代、管理費等）

●引き落としの際、残高不足とならないように入金をお願いします。

預り金について（保険外負担）

その他 □ティッシュペーパー □衣装ケース　□ふた付きバケツ

食器類
□コップ（割れないもの）
□お箸またはスプーン

□ビニールエプロン　2枚

洗面用具類
□シャンプー・ボディソープ等の
　入浴セット

□歯ブラシ・歯磨き粉等洗面セット

□義歯を使用している方は義歯入れ
□電気カミソリ　　□洗剤
□生理用品

タオル類
□タオル　5～6枚
□バスタオル　3～4枚

□ラバーシーツ　2枚

衣類

□普段着　　　
□パジャマ　各3～4着
□靴下
□下着　各5～6枚
□上履き（滑りにくいもの）

入院手続き
□健康保険証
□印鑑

□限度額認定証・減額認定証
□戸籍などの続柄証明（医療保護入院）
□同意者の身分証明（医療保護入院）

必ず必要なもの 場合によって必要なもの

※各病棟によって違いますので、詳細は各病棟からの指示に従って用意ください。



●家族の方が持ち帰られるか、院内洗濯を利用していただくこともできます。

　（洗濯機がある病棟では自分で行うこともできます。洗剤は各自で用意してください。）

洗濯について

●付添いは必要ありません。完全看護となっています。

●入院中、症状によって病室又は病床を変わっていただくことがあります。病棟を変わる場合は家族

の方へ連絡をします。

看護について

●食事は病院給食になっています。

●療養上支障なく、選択可能な並食の方に1食あたり20円で特別メニューを用意しています。

　希望される方は病棟看護師までお知らせください。

●医師の指示により食事療法の必要な方には、治療食を提供しています。

給食について

●面会時間は、平日（土曜日を含む）は午後1時～午後4時まで、日曜、祭日は午前9時～正午までと

午後1時～午後4時までとなっています。午後5時を過ぎますと夜間受付に変わりますので、イン

ターフォンを押してお申しつけ下さい。係員が対応いたします。

●面会の際は面会用紙に記入し、窓口に提示して下さい。職員が病棟まで案内します。

●面会中は他の患者さまの迷惑にならない様、ご協力願います。

●療養に影響することがありますので、飲食物を病室内に持ち込まれる時は必ず、前もって看護師へ

相談してください。

●見舞い品で、生ものなど傷みやすいものや喉に詰まりやすいものは遠慮ください。

面会、見舞いについて●当院での洗濯を希望される場合は名前の記入をお願いします。

●おしめを利用の方は、当院で用意したものを使用していただきますので、持ち込みの必要はありま
せん。

●必要物品は当院売店（すまいる）でも購入できます。

入院のときの持ち物

●別紙「入院患者預り金管理及び日用品購入業務等、医療外代行業務についての約定書」の規定によ
り預り金管理代行依頼を申し受けます。以下につきましては預り金より引き落とさせていただきま
す。（おやつ代、おしめ代、洗濯代、理容代、買い物代行費、タクシー代、管理費等）

●引き落としの際、残高不足とならないように入金をお願いします。

預り金について（保険外負担）

その他 □ティッシュペーパー □衣装ケース　□ふた付きバケツ

食器類
□コップ（割れないもの）
□お箸またはスプーン

□ビニールエプロン　2枚

洗面用具類
□シャンプー・ボディソープ等の
　入浴セット

□歯ブラシ・歯磨き粉等洗面セット

□義歯を使用している方は義歯入れ
□電気カミソリ　　□洗剤
□生理用品

タオル類
□タオル　5～6枚
□バスタオル　3～4枚

□ラバーシーツ　2枚

衣類

□普段着　　　
□パジャマ　各3～4着
□靴下
□下着　各5～6枚
□上履き（滑りにくいもの）

入院手続き
□健康保険証
□印鑑

□限度額認定証・減額認定証
□戸籍などの続柄証明（医療保護入院）
□同意者の身分証明（医療保護入院）

必ず必要なもの 場合によって必要なもの

※各病棟によって違いますので、詳細は各病棟からの指示に従って用意ください。



●医師、看護師の指示に従って療養に努めて下さい。

●入院中に外出・外泊をご希望の方は医師又は看護師までご相談ください。

●主治医との面談は、直接主治医又は病棟看護師、担当のソーシャルワーカーに面談日時をご予約

ください。

●病室内での火気の使用は一切お断り致します。

　当院は全館禁煙となっております。

●貴重品など普段の生活に必要のない品物は持ち込めません。

　（預金通帳、有価証券、宝石、高価な貴金属類、刃物、マッチ、ライターなど）

　※なお、事情によって持ち込みの必要性がある場合は、病棟担当ソーシャルワーカーへご相談下さい。

●医療器具及び器物破損の場合は、修理代など請求させていただくことがあります。

●当院職員に対する物品金品による、お心遣いは固くお断りいたします。

1．持込み時は必ず電源をお切りになるかマナーモードに切り替えてください。

2．入院患者様のご使用に関しては、担当医師に相談ください。

3．医療用機器50㎝以内では使用禁止です。

4．周囲の人の迷惑にならないように大声での会話はご遠慮ください。

5．通行の妨げにならないように気を付けてください。

6．職員の指示に従ってください。

≪禁止区域≫…確実に電源を切ってください。

　万成病院：外来待合・診察室・病棟（指定区域を除く）・CT室・歯科室

≪指定区域≫…ご使用の際は周囲に迷惑がかからないようにお話しください。

　個室（モニター・ペースメーカー等使用の場合は医師の許可を得てください。）・電話ボックス・

　面会室・面会コーナー・玄関ホール・STM記念館

※ご不明な場合は職員にお問い合わせください。

入院中の一般事項について

～患者さま、ご家族さまへのお願い～●当院入院中に、他の医療機関で治療を希望される場合は、必ず事前に、主治医又は看護師に相談く

ださい。

●他の病院での診察が必要になった場合は、家族の同伴での受診をお願いします。なお、緊急の場合

は当院で対応しますので、これに伴う費用は負担していただきます。

●受診の際は、診察代金など支払いに関する事務連絡の書類がありますので、受診先医療機関窓口へ

提示してください。受診後、領収書は必ず当院受付窓口に提示してください。

他院、他科受診について

●当院には入院患者さまの家族の方々で組織されている家族会（あゆみ会）があります。パンフレッ

トを参照の上、入会を希望される場合は、ソーシャルワーカーまでお申し出下さい。

　会費は、1ヶ月200円です。

家族会について

●退院は主治医が患者さま、家族の方と相談して決定します。退院当日に受付窓口にて清算をお願い

します。夜間又は休日、急な退院となった場合は、翌日以降の支払いとなります。

　なお、支払いについては、別紙「入院費用について」を参照ください。

退院について

携帯電話のご使用について

※病院関係者は医療用ＰＨＳを使用しています。
（医療機器に影響は無い物）



●医師、看護師の指示に従って療養に努めて下さい。

●入院中に外出・外泊をご希望の方は医師又は看護師までご相談ください。

●主治医との面談は、直接主治医又は病棟看護師、担当のソーシャルワーカーに面談日時をご予約

ください。

●病室内での火気の使用は一切お断り致します。

　当院は全館禁煙となっております。

●貴重品など普段の生活に必要のない品物は持ち込めません。

　（預金通帳、有価証券、宝石、高価な貴金属類、刃物、マッチ、ライターなど）

　※なお、事情によって持ち込みの必要性がある場合は、病棟担当ソーシャルワーカーへご相談下さい。

●医療器具及び器物破損の場合は、修理代など請求させていただくことがあります。

●当院職員に対する物品金品による、お心遣いは固くお断りいたします。

1．持込み時は必ず電源をお切りになるかマナーモードに切り替えてください。

2．入院患者様のご使用に関しては、担当医師に相談ください。

3．医療用機器50㎝以内では使用禁止です。

4．周囲の人の迷惑にならないように大声での会話はご遠慮ください。

5．通行の妨げにならないように気を付けてください。

6．職員の指示に従ってください。

≪禁止区域≫…確実に電源を切ってください。

　万成病院：外来待合・診察室・病棟（指定区域を除く）・CT室・歯科室

≪指定区域≫…ご使用の際は周囲に迷惑がかからないようにお話しください。

　個室（モニター・ペースメーカー等使用の場合は医師の許可を得てください。）・電話ボックス・

　面会室・面会コーナー・玄関ホール・STM記念館

※ご不明な場合は職員にお問い合わせください。

入院中の一般事項について

～患者さま、ご家族さまへのお願い～●当院入院中に、他の医療機関で治療を希望される場合は、必ず事前に、主治医又は看護師に相談く

ださい。

●他の病院での診察が必要になった場合は、家族の同伴での受診をお願いします。なお、緊急の場合

は当院で対応しますので、これに伴う費用は負担していただきます。

●受診の際は、診察代金など支払いに関する事務連絡の書類がありますので、受診先医療機関窓口へ

提示してください。受診後、領収書は必ず当院受付窓口に提示してください。

他院、他科受診について

●当院には入院患者さまの家族の方々で組織されている家族会（あゆみ会）があります。パンフレッ

トを参照の上、入会を希望される場合は、ソーシャルワーカーまでお申し出下さい。

　会費は、1ヶ月200円です。

家族会について

●退院は主治医が患者さま、家族の方と相談して決定します。退院当日に受付窓口にて清算をお願い

します。夜間又は休日、急な退院となった場合は、翌日以降の支払いとなります。

　なお、支払いについては、別紙「入院費用について」を参照ください。

退院について

携帯電話のご使用について

※病院関係者は医療用ＰＨＳを使用しています。
（医療機器に影響は無い物）



●個人情報の取り扱いについて、また、苦情相談については、別紙「診療情報の提供および個人情報

の保護に関するお知らせ」を参照ください。

病棟担当ソーシャルワーカーが精神保健福祉に関すること（経済的なことや退院後の生活等）の

相談に応じています。

※医療保護入院された患者さまには、退院後生活環境相談員を選任することが法律で定められてい

ます。

相　談　窓　口

関　連　施　設

特定医療法人　万成病院
〒700－0071　岡山市北区谷万成1－6－5
TEL（086）252－2261（代）　　FAX（086）254－0800　　ホームページ  http://mannari.or.jp

介護老人保健施設　　　　岡山リハビリテーションホーム

訪問看護ステーション　　岡山リハ・ケアステーション

多機能型事業所　　　　　宿泊型自立訓練事業所ひまわり
　　　　　　　　　　　　就労継続支援B型事業所ひまわり
　　　　　　　　　　　　グループホーム（ひまわりホーム・しらゆりホーム）

病棟担当ソーシャルワーカー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（及び退院後生活環境相談員）は　　　　　　　　　　　　です。

入院された病棟　　　　　病棟　　主治医　　　　　　　　　　　　　

師　長　　　　　　　　　　　　　
入 院 の
ご 案 内

特定医療法人 万 成 病 院


