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1. 個人の人格や価値観が尊重され、良質な医療を公平に受けることができます。

2. 医療上の個人情報、及び患者さんの秘密は守られます。

3. 病状、病名などについて十分な説明を受ける事ができます。

4. 十分な説明を受けた後で、治療法や検査法を選ぶことができます。

5. 適切な医療提供を受けるために、必要な正しい情報を医療スタッフに伝えて下さい。

6.

7. 患者さんは、受けた医療に対し医療費を支払う責務があります。

個人情報の利用目的について

個人情報の開示・訂正・利用停止について

手続きの詳細の他、ご不明な点につきましては、事務室までお気軽にお尋ね下さい。

患者さんの権利とお願い

病状の改善に向け、自らの意思を持って、医療スタッフと協議し、治療に取り組んでいき

ましょう。

患者さんの個人情報の保護についてのお知らせ

　当院では、患者さんに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するととも

に、患者さんの個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取組んでいます。

　当院では、患者さんの個人情報を別記の目的で利用させていただくことがございます。これ

ら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改めて患者さんから同意をいた

だくことにしております。

　当院では、患者さんの個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても「個人情報の保護

に関する法律」の規定にしたがって進めております。
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1. 院内での利用

（1） 患者さんに提供する医療サービス

（2） 医療保険事務

（3） 入退院等の病棟管理

（4） 会計・経理

（5） 医療事故等の報告

（6） 該当患者さんへの医療サービスの向上

（7） 院内医療実習への協力

（8） 医療の質の向上を目的とした院内症例研究

（9） その他、患者さんに係る管理運営業務

2. 院外への情報提供としての利用

（1） 他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事などとの連携

（2） 他の医療機関等からの照会への回答

（3） 患者さんの診療等のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合

（4） 検体検査業務等の業務委託

（5） ご家族等への病状説明

（6） 保険事務の委託

（7） 審査支払機関へのレセプトの提出

（8） 審査支払機関または保険者からの照会への回答

（9） 事業者等から委託を受けた保険診断に係る、事業者等へのその結果通知

（10） 医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談又は届出等

（11） その他、患者さんへの医療保険事務に関する利用

3. その他の利用

（1） 医療・看護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

（2） 外部監査機関への情報提供

当院における患者さんの個人情報の利用について
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◆ 入院中の面会・お名前の利用などについて

　当院では、患者さんの個人情報を保護し、適切に運用するために最善の努力をしています。

1. 面会について

面会を希望されない場合はお申し出下さい。

2. 電話問い合わせについて

3. 名札の掲示について

名札の掲示を希望されない場合はお申し出下さい。

4. 病状の説明について

　申し出がないものについては、当院の個人情報保護規定に同意していただけたものと

して取り扱いさせていただきます。

一律に対応できない下記の事項につきましては、患者さんのご希望により利用や対応を制限

しています。

患者さんが面会を希望されない場合は、事務室及び、病棟看護師にて、お断りの対応を

することができます。

なお、患者さんの病状により主治医の判断で面会を制限することがありますので、ご了

承下さい。

当院は電話による入退院についてのお問い合わせについては受け付けておりません。

当院では個人情報保護法に基づき原則として、本人及び、保護者（連帯保証人）または

ご家族の代表者一名に限り、病状の説明をいたします。代表者一名以外の方には説明

をいたしませんので、ご了承下さい。

一部の病棟では、事故防止・安全確保のために、病室ベッドに名札を掲示しております。
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◆ 高額療養費制度（70歳以上）・食事代について

　入院費の1割（一定以上の所得の方は3割）が自己負担になります。

ただし、下記の通り月額に上限があります。

◆ 70歳以上の方の自己負担限度額

①一般

②Ⅱ住民税非課税世帯

③Ⅰ住民税非課税世帯（年金収入が80万円以下など）

④現役並みに所得のある方

④　-　A） 年収約370万円～約770万円

④　-　B） 年収約770万円～約1,160万円

④　-　C） 年収約1,160万円以上

（※１）

※ α＝医療費から一定額を差し引いた１％

※

※

詳しくは、各市町村役場へお問い合わせ下さい。

◆ 食事代

一食の価格

①一般 460円

②Ⅱ住民税非課税世帯 210円

90日を超える入院 160円

③Ⅰ住民税非課税世帯 100円

④　-　A

460円×93食＝42,780円 ④　-　B

④　-　C

適用区分
自己負担限度額 多数回該当

（ひと月の上限額） （　※１）

80,100円+α 44,400円

167,400円+α 93,000円

57,600円 44,400円

24,600円 適用なし

15,000円 適用なし

適用区分 ひと月の食事代の目安 医療費との合計

460円×93食＝42,780円 100,380円

210円×93食＝19,530円 44,130円

252,600円+α 140,100円

高額療養費を申請される月以前の直近12ヶ月の間に高額療養費の支給を

受けた月が3ヶ月以上ある場合は4か月目から「多数回該当」という扱いにな

り、自己負担限度額が軽減されます。

医療費が高額になったときは、同月内に支払った自己負担額が自己限度額（食事代は

除く）を超えた場合、市町村（国民健康保険課）に申請して認められれば、限度額を超え

た分が高額療養費として支給されます。

市町村民税非課税世帯等の方は、入院費・食事代の自己負担額が減額されます。

但し、減額を受けるには、申請が必要です。住所地の市町村役場の国民健康保険の窓

口で申請できます。

「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、当院事務室まで

お早めにご提出下さい。受理した月の請求分からの適用となりますので、ご注意下さい。

（遡及は出来ません）

160円×93食＝14,880円 39,480円

100円×93食＝9,300円 24,300円

④現役並みに所得のある方

460円

122,880円

210,180円

295,380円
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◆ 高額療養費制度（70歳未満）について

70歳未満の方の負担限度額（平成27年1月1日より）

ア

イ

ウ

エ

オ

◇ 世帯合算

◇ 自己負担限度額

＜詳しい件についてのお問い合わせ先＞

・ 国民健康保険の方 ：　各市町村役場の国民健康保険係

・ 社会保険の方 ：　管轄の社会保険事務所

・ 共済組合の方 ：　共済組合

1ヶ月の一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、超えた分が請求により高額療養

費として払い戻されます。

区分 所得要件
自己負担限度額 多数回該当

（ひと月の上限額） （※1）

年収　約1,160万円～の方

252,600円+（かかった医
療費-842,000円）×1％

140,100円健保：標準報酬月額83万円以上の方

国保：年間所得901万円超の方

年収　約770万円～約1,160万円の方

167,400円+（かかった医
療費-558,000円）×1％

93,000円健保：標準報酬月額53～83万円未満の方

国保：年間所得600万円超 901万円以下の方

住民税非課税の方 35,400円 24,600円

（※1）高額療養費を申請される月以前の直近12ヶ月の間に高額療養費の支給を受けた月が

3ヶ月以上ある場合は4ヶ月目から「多数回該当」という扱いになり、自己負担限度額が軽減さ

れます。

同一世帯（同一保険）で1ヶ月に合算対象基準以上の自己負担が複数あるときは、合算して自

己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。対象基準額はいずれの世帯も

21,000円以上です。

H19年4月より入院費の窓口負担が自己負担限度額までとなり、あとで請求して払い戻しをう

けるということがなくなります。上位所得者と一般は「限度額適用認定証」、低所得者は「限度

額適用・標準負担額限度認定証」の交付を受け、当院事務室までお早目にご提出下さい。

なお、低所得者については食事療養の標準限度額の減額もあわせて受けることが出来ます。

年収　約370万円～約770万円の方

80,100円+（かかった医
療費-267,000円）×1％

44,400円健保：標準報酬月額28～53万円未満の方

国保：年間所得210万円超 600万円以下の方

年収　約　370万円未満の方

57,600円 44,400円健保：標準報酬月額28万円未満の方

国保：年間所得210万円以下の方
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◆ 入院時の受付時間について

原則　午前　8：30～10：30　までに外来受付にお越し下さい。

外来診察後に入院手続きを行います。　手続き終了後、病棟へご案内いたします。

◆ 他科受診（他の病院受診）について

当院は入院中に他の医療機関から投薬等を受ける事は出来ません。

他科受診をされる場合は、必ず事前に看護師にお申し付け下さい。

なお、ご不明な点がございましたら病棟看護師にお尋ね下さい。

◆ 入院費の支払いについて

受付時間 平日　9：00～16：30　　　土曜日　9：00～12：00
　（日祝日、年末年始、お盆休みは事務室が休業しております。）　

　※　 保険証は毎月1回は事務室にご提示下さい。

　※　 退院時の精算は原則的に当日のお支払いとなります。

　※　

≪入院時の保険外自己負担金一覧表≫

価格（税込） 価格（税込）

¥1,100 ¥20

¥2,200 ¥600

¥3,300 ¥110

お支払いについて、ご相談がありましたら事務室までお問い合わせ下さい。

当院では、領収書の再発行は致しかねますので、お気を付け下さい。

入院中に他科受診（歯科受診を除く）をする場合は当院入院算定の旨をお知らせするた

めの診療情報提供書（紹介状）が必要となる場合があります。

申し出なしに受診した場合は、他科受診にかかった費用が保険適用にならずに、自己

負担（10割）となる場合がありますので、ご注意下さい。

外出、外泊中に緊急受診が必要になった場合も、同様の対応となりますので病棟までご

連絡下さい。

また、入院予定の患者さんで当院診療科目以外のお薬を服用されている方につきまして

は、入院前にご相談下さい。

入院費は月末締めで計算し、翌月の15日前後に請求書をお送りします。請求書が到着

後、月末までに事務室へお支払いをお願いいたします。

ロッカー代　（1日）

ロッカー代　（1ヶ月）

シャワー代　（１回）

個室料　【308・309・310号室】（1日）

個室料　【201・202号室】（1日）

個室料　【307号室】（1日）

項目項目
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◆ 日用品について

CSセットについては別途ご案内いたします。

※ 業者出し洗濯（私物洗濯のみ）は引き続きご利用いただけます。

※ 事務室までお問い合わせ下さい。

◆ 新型コロナウイルスの感染防止対策について

◆ 車・バイクの駐車について

入院中の患者さんの車・バイクの駐車場のご利用は厳禁です。

◆ その他

・ 保険証は毎月確認いたしますので、必ずご提示くださるようお願いいたします。

なお、住所変更や保険証を変更された際は、その都度ご連絡をお願いいたします。

・ 飲食物は病棟看護師に必ずお尋ねの上、患者さんにお渡し下さい。

・

また、入浴日以外のシャワー（有料）のご利用も可能です。

・ 2階には有料ロッカーもございますので、必要な方はお申し出下さい。

当院では、患者さんご家族の方へのサービス向上と院内衛生管理の徹底、感染予防対

策といたしまして、CSセットを導入しております。

CSセットとは、入院生活で必要な衣類、タオル類、日用品類、紙おむつ等を予め院内に

てご用意し、日額定額制でご利用いただける洗濯付のレンタルサービスです。

当院へご入院の際は、CSセットへのお申し込みにご協力をいただきます。

なお従来、当院で行っておりました紙おむつ販売、病衣リースに関しましては、CSセット

の導入にともない、廃止とさせていただきました。

当院は、新型コロナウイルス感染防止の為、様々な対策を施行しております。状況に応

じて対策を変更・継続していく予定ですので、更なる防止対策の強化のために皆様のご

協力をお願いいたします。

ご連絡なく保険証が無効となっていた場合には、医療費が自己負担（10割）となる場合

がありますので、ご注意下さい。

入浴日は2階病棟（2病棟）は　火曜日・金曜日　3階病棟（3病棟）は月曜日・木曜日の週

2回となります。
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1. 入院中のリスクについて

（１） 抑制や拘束を行わないことによるリスク

（２） 治療中に別の疾患が発症するリスク

治療中に別の疾患が発症した場合、当院での治療継続が困難となる場合があります。

このような場合は適切な医療機関に転院をお願いすることになります。

（３） 負傷するリスク

（４） 持ち込物品の故障・破損・紛失等のリスク

患者さんまたはご家族の方のご依頼で、当院職員が日常の使用等に関してお世話をさ

せていただく場合にも不可抗力的な故障・破損・紛失等が起こることがありますので、ご

理解のうえ、ご依頼いただきますようお願いいたします。

ご入院に際してご確認いただきたい事項（病院の諸規定）

病院として患者さんが安心して療養生活ができるよう環境の整備とあわせ安全対策は講

じていますが、それでも予期できない事故等が起こる可能性があります。入院中に起こり

えるリスクについてご確認いただきますようお願いいたします。

当院は患者さんの権利を尊重し、可能な限り抑制や拘束（身体を何らかの用具を使用し

て運動を抑制する等）を行わず治療を行う方針です。転倒・転落等の事故防止の対策は

行っていますが、それでも防ぐことが困難な場合がございます。

必要な安全対策は講じていますが、疾患や病状も多様な患者さんが入院されており、転
倒・転落や患者さん同士のトラブル、または自傷行為や不可抗力的な事故等で入院中

に負傷するリスクがあります。

多数の患者さんが入院されており、また、ご家族の方やお見舞いの方等多くの方が出入

りするため、物品の故障、破損、紛失等のリスクがあります。持ち込み物品については、

患者さんまたはご家族の方で保管・管理をお願いします。

≪義歯（入れ歯）・眼鏡等の身の回りの品の取り扱いについて≫
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（5） 患者さん同士のトラブル等のリスク

（6） ご高齢の患者さんのリスク

○　転倒・転落による負傷 ○　誤嚥による窒息 ○　褥瘡や表皮剥離

○　感染症等の発症 ○　徘徊やせん妄 ○　骨粗鬆症による骨折

○　肺炎の重症化 ○　急変・急死　　　　 等

2. お持ち込みが出来ない物品等について

○　刃物等（ナイフ・カミソリ・はさみ等）の危険物

○　貴重品（指輪・ネックレス等の貴金属）や高額な物品

○　必要以上の現金

詳細は、病棟看護師よりご説明差し上げます。

3. 禁止行為について

○　他患者への迷惑行為 ○　身体的暴力・暴言・セクハラ・ストーカー行為

○　危険行為 ○　金銭の貸借り

○　物品の売買 ○　勧誘・斡旋

○　その他療養環境を乱す行為

該当する行為を行う場合は、診療を中止し、退院をして頂く場合があります。

4.

多様な患者さんが入院されており、時として患者さん同士のトラブル（喧嘩・金銭・物品貸

し借りのトラブル等）が起こる場合があります。内容によっては、病院が仲裁や介入がで

きない場合がございます。明らかに二者間のトラブル等の場合、患者さんまたはご家族

同士で話し合いを頂くこととなります。

特にご高齢の患者さんは、以下のような身体的リスク等が高くなりますので、ご理解お願
いします。

上記のリスクについて病院としては必要な安全対策（事故防止対策）は講じていますが、

それでも予期できない事故等（不可抗力による事故等）が起こりうる可能性があります。

また、病院として防ぎようがない事故等により損害が発生したもについて、病院は賠償等

責任は負いかねますので、ご了承下さい。

職員に対する暴力（身体的・心理的）や病院設備、機器を破損させた場合について

故意や過失とあわせ病状を考慮してもその行為が著しいと判断される場合は、患者さん

及び保証人に対して損害賠償の請求をさせていただくとともに、治療契約を解除させて

いただく場合がございますので、ご了承下さい。
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□ 保険証

□ お薬手帳

□ 後期高齢者証

□ 障害証等

□

□ 印鑑

□

※ 私物には、全てお名前をお書き下さいますようお願いいたします。

※ 洗濯される方は、ハンガー等もご持参ください。（洗剤は病院の備え付けがあります。）

※ 他、各病棟案内を参照下さい。

◆ CSセットをご利用されない方

□

□

□

□

□

□

□

※ 洗濯をされる方は、洗剤・ハンガー等もお持ちください。

車椅子・歩行器等
（必要な方のみ）

現在使用されている方は、看護師にご相談下さい。

ご入院に必要な物品等のご案内

交付されている保険証等は必ずご持参ください。

限度額適用
　　　　・
標準負担額減額認定証

手続きをされている方は、ご持参ください。
また、お持ちでない方は、市役所等へお尋ね下さ
い。

本人名及び保証人名の認印

閉鎖病棟の患者さん以外は必要です。

歩行可能な方、一足

洗面道具
（洗面器・歯ブラシ・歯磨き粉・石
鹸・髭剃り・シェーバー等）

寝間着

スリッパ等

コップ（プラスチック製）

お箸　　スプーン大・小

ティッシュペーパー

バスタオル・肌着・下着・靴下

ご自分でおできになる方
（リンスインシャンプー・ボディソープは浴室に備え付けが
あります。）

必要量　（当院でも1箱110円でご購入いただけます。）
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今宿病院地図

駐車場拡大図

※ 近隣のご迷惑になりますので、当院駐車場以外での駐車はご遠慮下さい。

※

（編集・発行）
医療法人社団　益豊会　今宿病院

改訂令和3年2月1日

駐車場内での事故・盗難などにつきましては、一切責任を負いませんので
ご了承下さい。
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