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入院に際してのお願い                          
◆ 症状などの情報は、できるだけ正しくお伝えください。 
◆ 説明がわかりにくい場合には、ご納得いただけるまでご質問ください。 
◆ このご案内などでお知らせしている病院の規則をお守りください。 
◆ 他の患者さんの診療に支障をきたすような行為を行なわないよう、ご協力お願いします。 
◆ インフルエンザ等に感染している場合、院内感染の感染防止のため入院や手術を延期することが 

ありますので、主治医にご相談ください。 
 

入院までの手続き                          
（１） 入院は、患者さんの症状と病床の状況により、医師が決定します。 
（２） 医師から指定された入院予約日にご来院ください。病床の状況等により、日時の変更をお願いしな 

ければならない場合には、事前にご連絡します。 
（３） 都合により指定の日時に来院できないとき、または入院を取りやめたいときは、担当医師にご相談 

ください。 
 

入院当日の手続き                          
 以下の物をお持ちになり、指定の日時に 1 階入院受付へお越しください。 

□入院申込書(兼誓約書) 入院予約時にお渡しした書類です。 

□健康保険証 「高額療養費の限度額認定証」をお持ちの場合は併せてご提示ください。 

□診察券  

 
※入院保証金は不要です。 
※保険・住所・氏名の変更、医療券申請中の方は必ず受付時にお申し出ください。 
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入院の手続き 



 
 
 

入院生活に必要なもの （紛失予防のためお名前をご記入ください。）                                

必要なもの 数量（めやす） 
□下着（パンツ・シャツ）、靴下  ３～７枚 
□滑らない履物（※転倒防止のため、スリッパはお控えください。）  
□マスク（感染予防のため）  
□常用薬  
□お薬手帳  
□承諾書説明書（手術・麻酔・下肢静脈血栓など）  

     ※必要であれば、入浴用ボディータオル、雑誌、本等（売店がない為） 
 
◆ 当院では CSセット（入院時に必要な衣類・タオル類・日用品を日額定額制で提供）を導入しております。 

当院へご入院の際には、衛生管理と感染予防の徹底のため、皆様にご協力をいただいております。 
CS セットをご利用の方は、必要に応じて下記のサービス品を無料でお使いいただけます。 

 
 
 
 
※詳細は入院説明時に担当者からご確認ください。 
※携帯電話ご利用の方は、電池式充電器をお持ち下さい。    

◆ ご入院中は、現金、荷物等は個人の責任で管理をお願いします。万一、紛失・盗難があった場合、当院では
責任を負いかねます。 

 
【小児(小学生以下)の患者さんへ】 
（１）CS セットにサイズがないため、衣類は、2、3 枚余分にお持ちください。 
（２）ゲーム機などの高価なもの、危険なもの等はお持ち込みをお断りしています。 
（３）お子さんの食べ物などに関するアレルギーの情報は、入院時に医師又は看護師にお伝えください。 
 

患者さんを診察する医師                         
入院の際に患者さんの診察を担当する医師が決まり、各診療部と協力してより良い診療を 
行うよう努めています。 
また、担当医師が不在の場合でも、複数の医師で対応できる体制をとっています。 

 

看護体制                               
患者さんにも参画いただく中でケアの計画を立案し、看護チームとして継続して支援する体制になっています。 
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歯ブラシ・歯磨き粉・口腔スポンジ・口腔洗浄液・入歯洗浄剤・入歯ケース・蓋つきコップ・ストロー・ 
食事用エプロン・シャンプー・ボディソープ・ヘアブラシ・BOＸティッシュ・Ｔ字カミソリ・保湿クリーム・
イヤホン 

入院中の生活について 

 

 



外出・外泊                             
医師の許可が必要です。事前に、医師又は看護師にご相談ください。 

◆ 円滑な治療を遂行するために、外出外泊はできるだけご遠慮ください。 
◆ やむを得ず外出・外泊を希望される場合は、主治医にご相談の上、許可を得てください。 
 （その際は、外出・外泊許可書申請書の記入が必要となります。） 
◆ 院内であっても病棟を離れる場合は看護師へお申し出ください。また、外出・外泊の帰院時刻が予定より

遅れる場合は、病棟へご連絡ください。 
◆ 無断外出、無断外泊及び届け出た時刻を守らない場合は、安全確認のため、警察に患者さんの所在確認や 

捜索を依頼することがあります。 
 

ネームバンド着用、お名前の確認のお願い               
安全な医療を提供するため、入院患者さん全員にネームバンドの着用をお願いしています。 
点滴、注射、輸血、検査、処置、書類の受け渡し等、個人の確認が必要なあらゆる場面で、患者さんのお名
前はネームバンドを用いて確認します。 
確認の都度お名前をお尋ねしますので、フルネームでお名前をおっしゃってください。また、ネームバンド
でも確認させていただきます。趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

現在お薬をお飲みの方へ                       
現在服用されているお薬とともに、お薬の内容が記載された下記のものを、入院時にお持ち 
ください。また、現在服用されているお薬は、入院時に看護師へお渡しください。 
※お薬は内服薬、外用薬問わず全てお持ちください。 
かかりつけ医がある場合、あらかじめ入院する前にかかりつけ医から、入院中に必要なお薬を処方して 
もらって来てください。 

※入院中の他医療機関への受診は、原則できませんので必要な場合は必ず主治医または看護師にご相談して 
ください。(内服や外用薬の処方も他医療機関での処方は原則できません。4 ページ上段) 
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お薬手帳 
病院や薬局で受け取ったお薬の名前・飲み
方・使用方法などが記載された専門の手帳 
 

 
 

患者さん識別 
リストバンド装着 

 
入院中の患者さんには患者識別 
リストバンドの装着をお願い 
します。 
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入院中の他医療機関受診について                    
診療報酬制度により、入院中は主治医が必要と認めた場合以外、 
他医療機関への受診はできません。 
【主治医が認めた場合とは‥】 
当院で治療を行うことができない、専門的な治療が必要となった場合等のやむを得ない場合に限られておりま 
す。なお、他医療機関において診療を受ける場合は、当院からの診療情報等の文書（紹介状）が必要となりま 
すので、病棟から渡される文書等を受診する医療機関に提出してください。 

 
 
 
 

 

ご家族の付き添い                          
入院中の看護は看護師が行いますので、付添人は必要ありません。 
ただし、病状その他の事情によりご家族の付き添いをご希望の場合は、担当医師または看護師にご相談 
ください。 

 

病室                                 
【患者さんへのお願い】 
◆ 他の患者さんの病状によっては、ご予約時の（入院当日、特別室等への病棟移動をご希望された時などに） 

ご希望どおりの部屋にならない場合があります。 
◆ 他の患者さんの病状などにより部屋の移動をしていただくことがあります。ご了承のうえご協力をお願 

いします。 
  また、治療上の必要から、病室やベッドの位置についてのご希望に添えないことがありますのでご了承 

ください。 
 

区分 病 室 料金（税込） 設 備 

個室 A 
308 310 311 312 

22,000 円 テレビ 電話 冷蔵庫 トイレ ロッカー  応接セット 
408 410 411 412 

個室 B 
301 302 303 305 306 332 333 

13,200 円 テレビ 電話 冷蔵庫 洗面 ロッカー 応接セット 
401 402 403 405 406 433 435 

2 床室 431 436 335 3,300円 テレビ 冷蔵庫 洗面 ロッカー 応接セット 
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患者さんの代わりにご家族の方がお薬を受け取りに行く場合も同様に 
なっております。 
※急な入院でお困りの際は、主治医または看護師へご相談ください。 
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① 多額の現金や貴重品はお持ちにならないでください。また、現金などの管理はご自身でお願いします。 

当院では原則として現金、貴重品等のお預かりはできません。 
 

② ナイフ、ハサミその他、危険物は持ち込まないでください。 
 

③ ごみの分別にご協力ください。病室のごみ箱には刃物類は捨てず、看護師にお申し出ください。 
 

④ 患者さんのプライバシー保護するため、患者さんに関するお電話でのお問い合わせや取次ぎには応じて 
いません。 
 

⑤ 消灯時間は、午後 9時です。消灯時間を過ぎてからの点灯やテレビの視聴は午後 10 時までとなります。 
 

⑥ 当院の敷地内全面禁煙です。(喫煙所はありません) 
 

⑦ カード式テレビ、冷蔵庫及びランドリーの利用方法 
◆ テレビの利用には、専用テレビカードとイヤホン(CS セットに付いてきます)が必要です。 
◆ テレビは 1,000 円のカードで約 11.5 時間(690 分)見ることができます。   
◆ 冷蔵庫の利用もテレビ利用と同じカードを使用します。 
  1 日(24 時間)使用で 70 分の利用となります。 

冷蔵庫は 24 時間単位で引き落とされます。残時間は払い戻しができませんのでご注意ください。 
◆ 3 階病棟にはコインランドリーを１台設置しています。適宜ご利用ください。 
  洗濯機 1工程／100円  乾燥機 60 分／200 円 
◆ テレビカード精算機は、３階デイルームに設置してあります。 
  精算は 10 円単位で行われ、９円以下は精算できませんので、あらかじめご了承ください。 
 

⑧ 携帯電話、カメラ等の利用について 
携帯電話、スマートフォン、携帯電話内蔵タブレット端末を利用される場合は、以下の区分に従ってくださ
い。他の患者さんの迷惑とならないようにご利用ください。通話のご利用は午前６時から午後９時まででお
願いします。また、他の患者さんのプライバシー保護、及び医療行為に支障がある場合があるため、 
院内全域で写真、ビデオカメラ撮影はご遠慮ください。 
 

通話可能エリア 
・デイルーム 
・１人有料個室 
・電話使用可能表示箇所 

 

※リモート会議、リモート授業等、必要な方は原則有料個室の利用をお願いします。 

 
5 

快適な入院生活を過ごしていただくために 

 

このエリアは 

携帯電話での通話が可能です 



⑨ 電気製品等のご使用について 
電気製品 使用場所 備  考 

ノート型パソコン 

タブレット端末含む 

病室・デイルーム 
院内にインターネットアクセス 
設備はありません 

音が出ないよう必ずイヤホンを 
使用してください 

携帯ラジオ・ポータブルオーディ
オプレイヤー・携帯ゲーム機器等 

病室・デイルーム 
音が出ないよう必ずイヤホンを 
使用してください 

電気カミソリ 病室・病棟洗面所  
ヘアドライヤー・ヘアアイロン 病室・病棟洗面所  
電動歯ブラシ 病室・病棟洗面所  
その他については、主治医及び看護師にご相談ください。 

 
◆ 持ち込み使用ができない電気製品(例) 

テレビ・ヒーター・電気ストーブ・小型冷蔵庫・コーヒーメーカー・電気ポット・ジューサー・オーブ
ントースター・空気清浄器・加湿器・除湿器・電気毛布・電気あんか 等 

 
◆ 使用可能時間 
  6 時～21 時（左記時間内であっても周囲にご配慮いただきご使用ください。） 
 
◆ 使用上の注意 
 ・医療上コンセントが必要な場合、患者さんが使用しているコンセントを抜かせて頂く可能性があります。

あらかじめご了承ください。 
 ・周囲の患者さんに迷惑をかけないようにしてください。 
 ・使用が終わったらコンセントを抜いてください。 
 ・職員の指示に従ってください。 
 
◆ 使用を認められない場合 
 ・医師・看護師が患者さんの治療上悪影響があると判断したとき 
 ・他の患者さん等に不快感を与えるとき／火災の発生のおそれがあるとき 
・規格外の機種を使用するとき／その他、相応の理由があるとき 

 
◆ 電気料金 
   無料です。  ※当院には院内の患者さん用 free Wi-Fi はございません。 
 
◆ 電気製品の管理 
  持ち込み使用されている電化製品は、患者さんが責任をもって管理してください。 
  万一、故障「紛失」等が発生しても病院では責任を負いかねますのでご了承ください。 
  また、停電によりパソコンなどのデーターが消失したような場合も同様です。 
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防犯・災害時について                         
◆ セーフティーボックス 床頭台に備え付けてあります。 
             財布や小物が入る程度のサイズですが、長財布は入らないことがあります。 

盗難防止のためセーフティーボックスは必ず施錠し、カードキーは常に身に   
付けていてください。多額の現金や貴重品は持ち込まないで下さい。万一、  
紛失・盗難があった場合、当院では責任を負いかねます。ご了承下さい。 

 
◆ 非 常 口    各階に非常口があります。 
           災害時には職員の指示に従って行動してください。 
           避難の際には、エレベーターの使用は控えてください。 
           地震の際には、エレベーターは停止します。 
 
◆ 防犯カメラ    防犯・安全上の理由から、一部の病室や病院玄関等に防犯カメラを設置しています。 
 

迷惑行為に対する対応                         
以下に記載する迷惑行為等により病院の運営・管理に支障をきたすと考えられる場合、診療の継続をお断り
し、退院していただくことがあります。 

 なお、場合によっては警察へ通報することもありますのでご理解ご協力をお願いします。 
◆ 他の患者さんや職員への暴力・暴言・大声・威嚇・セクシュアルハラスメントなど診療に支障をきたす行為 
◆ 許可なく無断で外出や外泊をくり返す等の行為 
◆ 建物・設備・機器などを破壊する行為 
◆ 他の病室への出入り、立入禁止区域等への立ち入り行為 
◆ 院内での飲酒や、病院敷地内における喫煙 
◆ 危険物の持ち込み 
◆ その他、「入院のご案内」などでお知らせしている病院の規則への違反行為 
 

院内の施設・設備                        
◆ 公衆電話・・・1 階エレベーター側          
◆ コインランドリー・・・3 階病棟 
◆ レンタルサービス受付・・・各病棟、入退院支援室にて CS セットの手続き 
◆ 電子レンジ・電気ケトル・・・3階、4 階病棟 給湯室       
 

各種自動販売機                           
◆ 飲料水各種（水・お茶・ジュース）（1 階、3階、4 階） 
◆ マスク（1 階） 
◆ 軽食用自販機 
◆ 売店はございません（必需品は事前にご用意ください） 
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入院費の計算について                        
 
             ＝          ＋          ＋ 
 
 
 入院費は、医療費と食事にかかる費用の自己負担額に、特別室料、文書料などを合算した金額になります。 
 入院費の計算は、健康保険法等の定めにより行います。 
 ※入院料は、ホテル等の宿泊計算とは異なり、深夜 0 時を起点に日数計算します。 
  1 泊 2 日入院の場合の入院料は、2 日分として計算することになります。 
 

入院中のお支払い                          
(1) 入院中は、毎月 10 日過ぎに前月分の請求書を病室にお届けします。 
(2) お支払いは、1 階自動精算機または会計窓口でお受けします。 

      会計窓口取扱時間 月曜～金曜日(平日) 8 時 45 分～18 時 
      自動精算機受付時間 全日 8時～23 時 

 

退院時のお支払い                                               

(1) 退院当日の朝に請求書を病棟へお届けしますので、1階自動精算機または会計窓口でお支払いください。 
(2) 領収書は医療費の証明、確定申告の医療費控除などに必要ですので、大切に保管してください。 

なお、領収書の再発行は行いません。 
(3) 退院当日に精算できない方は 1 階会計窓口にお申し出ください。 
(4) 夜間および当院休診日に急きょ退院になった場合のご精算につきましては、退院翌日以降に会計窓口より 

ご連絡させていただきます。 
※請求書がお手元にある場合は、診察券をご持参のうえ 1階自動精算機にてご精算いただけます。 
（自動精算機受付時間 全日 8時～23 時） 

(5) 事務手続きの都合上、退院後に追加請求させていただくことがありますのでご了承ください。 
 

◆窓口では現金払いのほか、クレジットカードもご利用できます。また、口座振込（振込手数料は患者さんの
ご負担となります）によるお支払いもお受けしています。 

口座振込 
三菱UFJ銀行 恵比寿支店 
普通口座      口座番号 1970500 
口座名義   医療法人社団東京明日佳 東京明日佳病院 

➢ 振込の際は、振込人欄に患者さんの氏名を必ず記入してください。 
(問い合わせ先) 医療情報課 電話 03-3727-9089  
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入院費のお支払い 

患者さんに 
お支払いいただく額 

医療費の 
自己負担額 

食事費の 
自己負担額 

特別室料・ 
診断書等文書料 

 



 
 
 

お見舞い                              
◆ 時間帯 
 患者さんの治療と安静のため、原則、以下のように面会時間を定めていますのでご理解・ご協力をお願いいた
します。 

面会時間 14 時から 19 時 

※時間外の面会は看護師にご相談ください。 
※入院時、退院時、手術当日、緊急時、医師の面談等などは上記時間に限りません。 

 
◆ お見舞いの流れ 
 
 
 
 
 
◆ お見舞いの方へのお願い 
 ※ 事故や感染の恐れがありますので、満 6歳以下のお子様連れでの病室への立ち入りはご遠慮ください。 
 ※ 患者さんの病状や診療、看護の都合によりお見舞いをお断りしたり、しばらくお待ちいただくことがあり

ます。 
 ※ 酒気を帯びてのお見舞いはお断りします。 
 ※ 他の患者さんへの配慮のため、多人数、長時間のお見舞いはご遠慮ください。 
 ※ 飲食はデイルームで、携帯電話のご使用は決められた場所でお願いします。 
 ※ 食事の持ち込みを希望される場合は、主治医または看護師にご相談ください。 
   持ち込みの食べ物についても病態により、制限させていただくことがあります。 

生ものの持ち込みは禁止しております。入院中の患者間においても禁止としております。 
※ 患者さんは体調や薬の影響により、においに敏感です。香水や整髪料の使用はお控えください。 
※ アレルギーを持つ患者さんもいらっしゃるので、お見舞いの生花の持ち込みはご遠慮ください。 
※ ご自身が風邪をひいているときや、ご病気の場合はお見舞いをご遠慮ください。 
※ インフルエンザなど感染症の流行時期は、お見舞いを制限させていいただく場合があります。 
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1 階正面玄関横の面会受
付で面会の手続きをして
ください 

面会証をつけて、病室
へお越しください。 

お帰りの際は「面会受
付」に面会証をご返却
ください。 

ご面会の方へ 

 

 



 
 
 
 

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、個人情報の取り扱いには、下記のとおり取 
り組んでいます。 
 

個人情報の取り扱い                         
 患者さんから取得した個人情報は、適切に管理し、法令に基づき提供を要求された場合を除き、ご本人の同
意を得ることなくその個人情報を第三者に提供したり、利用目的の範囲を超えて使用することはありませ
ん。なお、患者さんの個人情報の利用目的は、ホームページにも掲載しています。 

 

個人情報の保護                          
個人情報保護に関する法を法律厳守し、患者さんの情報管理しております。 
【電話受付】 
当院では、患者さんの個人情報を保持する目的から、電話による患者さんの入院についてのお問い合わせに
は一切お答えしておりません。患者さんの病状や入院されているかなどにつきましても、患者様ご本人、 
もしくはご家族に直接、ご確認いただきます。 
※当院では、病室入口にお名前の表示はしていません。 

 

個人情報の開示                           
 患者さんご本人または未成年者・成人被後見人の法定代理人は、当院が保有する患者さんの情報について 
開示を求めることができます。 

 【開示の方法】 
(１) 閲覧・視聴 手数料はかかりません。 
(２) 写しの交付 文書の種類や数量に応じて開示手数料をいただきます。 
        ※詳しくは、1階医事課までお問い合わせください。 
 

院内での利用                            
・患者さん等に提供する医療サービス及びその向上 
・医療保険事務 
・入退院等の病棟管理 
・会計、経理 
・医療事故等の報告 
・院内で行われる医療実習への協力 
・医療の質の向上を目的とした症例研究 
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個人情報について 



院外への情報提供としての利用                   
・他の病院、診療所、薬局、訪問介護ステーション、介護サービス事業者等の連携 
・他の医療機関等からの照会に対する回答 
・患者さんの診療等のため、外部に医師等の意見・助言を求める場合 
・検体検査業務等の業務委託 
・ご家族等への病状説明 
・保険事務の委託 
・審査支払機関への診療報酬明細書(レセプト)の提出 
・審査支払機関または保険者からの照会に対する回答 
・事業者等から委託を受けた健康診断にかかわる、事業者等への結果通知 
・医師賠償責任保険等にかかる、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等 
・外部監査機関への情報提供 
・指定感染症等における、保健所への提出 

 

その他の利用                           
・医療介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 
【その他のお知らせ】 
◆ 職員に対する金品などの心遣いは固くお断りしています。 
◆ 入院患者さんへの郵便物のあて先は、患者さんのお名前を必ずお書きください。 
◆ 当院は、教育病院として理学療法士の実習生を受け入れています。 

 

各階のご案内                           
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5 階 手術室 中央材料室 栄養科(厨房) 

4 階 ナースステーション 病室 401～453 号室 

3 階 ナースステーション 病室 301～353 号室 

2 階 外来診察（健診・人間ドック部門） 臨床検査室 MRI 撮影室 会議室 事務室 AED 

1 階 受付・会計窓口 外来診察室 入退院支援室 レントゲン・CT撮影室 リハビリ科 AED 

地下 1 階 機械室 霊安室 



 
 
 
 
 
 
 

 

                                

                                 

                                                    

                                

                                

                                

                                     

                                   

                                

                                

                                

                                 
                                                                                     

 


