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入院のご案内
　「入院のご案内」は、入院される患者さまに
十分なご理解をいただくためのものです。
 入院生活に必要な事項について記載しており
ますので、必ず目を通して下さい。

八尾徳洲会総合病院の理念

1．生命を安心して預けられる病院
2．健康と生活を守る病院

≪基本方針≫
1．「年中無休・24時間オープン」で救急医療を提供します
2．患者さまからの贈り物は一切受け取りません
3．医療技術・診療態度の向上にたえず努力します

☆医療行為を選択する権利、プライバシーが保証される権利を大切にし
　患者さまの権利を尊重します
☆地域に開かれた病院を標榜します
☆患者さま一人一人に公平な医療を提供します
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八尾徳洲会総合病院
〒581-0011　八 尾 市 若 草 町1-17

TEL072(993)8501(代)
http://www.yao.tokushukai.or.jp/
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 1.  何人も差別されることなく、安全で良質な医療を受ける事ができます。
 2.  医療サービスの内容と予測される結果について説明を受ける事ができます。
 3.  医療行為を選択する事ができます。また、法律の許す限り希望しない医療を拒否
   する事ができます。
 4.  治療を選択するにあたり、他の医療者の意見（セカンドオピニオン）を求める事
   ができます。
 5.  意識のない患者様、自己決定権あるいは自己決定能力のない患者様の場合、法律
   上の権限を有する代理人(法定代理人）に委任できます。また、事前の意志表示に
   沿った医療行為を受ける事ができます。
 6.  疼痛等の症状を訴える事ができます。
 7.  継続して一貫した医療を受ける事ができます。
 8.  プライバシーが守られ、個人の尊厳が保たれています。
 9.  診療録の開示を求め、自己の健康状態について十分な情報を得る事ができます。
 10.  医療の情報について常に提供を受け、健康教育や講演を受ける事ができます。
 11.  生活の質と環境に配慮した医療の提供を受ける事ができます。
 12.  病院内で安全な環境の提供を受ける事ができます。
 13.  医療調査研究への参加を拒否することができます。
 14.  医療費に関する情報を受ける事ができます。
 15.  一人一人の文化や価値観が尊重された医療を受ける事ができます。
 16.  診療・ケア・論理的な問題・意見が相違する場合等について相談する事ができ
    ます。
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当院は次の項目について患者さまの権利を尊重した医療を提供しています

1.  病状および個人情報に関する情報を、正直かつ正確にご提供下さい。
2.  治療方針を守り、治療中、心身に変化や問題が起こった場合は職員にお知らせ
　  下さい。
3.  わからないことがあれば何度でもご質問下さい。
4.  病院の規則を守り、安心できる診療環境づくりにご協力下さい。
5.  健康保険の手続きや、支払い方法についてご相談のある方は速やかにお申し出
　  下さい。
6.  医療費を適正にお支払い下さい。

1.  病状および個人情報に関する情報を、正直かつ正確にご提供下さい。
2.  治療方針を守り、治療中、心身に変化や問題が起こった場合は職員にお知らせ
　  下さい。
3.  わからないことがあれば何度でもご質問下さい。
4.  病院の規則を守り、安心できる診療環境づくりにご協力下さい。
5.  健康保険の手続きや、支払い方法についてご相談のある方は速やかにお申し出
　  下さい。
6.  医療費を適正にお支払い下さい。

患者さまの権利を保証するに当たり、患者さまに守って頂く必要があることがらです
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医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院　個人情報保護方針医療法人徳洲会　八尾徳洲会総合病院　個人情報保護方針

当院は理念実現のひとつとして、患者さま・利用者さま、および職員の個人情報につい
て、適切かつ厳重な取り扱いを行っています。
具体的な取り組みとして、個人情報保護方針を定め、個人情報保護に関するコンプライ
アンス・プログラム（個人情報保護法を遵守する為の計画）を制定いたしました。

1．個人情報保護法の遵守
2．個人情報の収集・利用・提供
3．安全対策の実施
4．情報主体の権利尊重
5．法令・規範の遵守

1．個人情報保護法の遵守
2．個人情報の収集・利用・提供
3．安全対策の実施
4．情報主体の権利尊重
5．法令・規範の遵守

相
談
窓
口
の
ご
案
内

当院では、患者さま、ご家族の方々のために相談窓口を
設置しておりますので、お気軽にご利用ください

受付時間・・・9：00～17：00（月～金まで、日・祝日を除く）

　　　　　　　9：00～12：00（土）

＊病院の設備、職員、診療、手続きなどに関するご意見、ご提案などを承ります。

＊セカンドオピニオンについてのご相談を承ります。

＊院内の場所のご案内、診療時間もご案内しております。
＊医療安全管理者による相談及び支援も行っております。

受付時間・・・9：00～17：00（月～金まで、土・日・祝日を除く）

＊患者さまやご家族の病気に関連しておこる経済的、社会的な問題（医療費や

　退院後の生活等について）をソーシャルワーカーが相談を承ります。

＊また、緩和ケア等の相談についても、専門の看護師が承ります。

受付時間・・・10：00～17：00（月～金のみ）

＊患者さまのご意向を受けながら、他の保険医療機関にて、安心して定期診療

を受診頂ける様に、ご案内とご紹介をしております。

受付時間・・・9：00～17：00（月～金まで、日・祝日を除く）

　　　　　　　9：00～12：00（土）
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＊セカンドオピニオンについてのご相談を承ります。

＊院内の場所のご案内、診療時間もご案内しております。
＊医療安全管理者による相談及び支援も行っております。

受付時間・・・9：00～17：00（月～金まで、土・日・祝日を除く）

＊患者さまやご家族の病気に関連しておこる経済的、社会的な問題（医療費や

　退院後の生活等について）をソーシャルワーカーが相談を承ります。

＊また、緩和ケア等の相談についても、専門の看護師が承ります。

受付時間・・・10：00～17：00（月～金のみ）

＊患者さまのご意向を受けながら、他の保険医療機関にて、安心して定期診療

を受診頂ける様に、ご案内とご紹介をしております。

受付時間・・・9：00～17：00（月～金まで、日・祝日を除く）

　　　　　　　9：00～12：00（土）

＊病院の設備、職員、診療、手続きなどに関するご意見、ご提案などを承ります。

＊セカンドオピニオンについてのご相談を承ります。

＊院内の場所のご案内、診療時間もご案内しております。
＊医療安全管理者による相談及び支援も行っております。

受付時間・・・9：00～17：00（月～金まで、土・日・祝日を除く）

＊患者さまやご家族の病気に関連しておこる経済的、社会的な問題（医療費や

　退院後の生活等について）をソーシャルワーカーが相談を承ります。

＊また、緩和ケア等の相談についても、専門の看護師が承ります。

受付時間・・・10：00～17：00（月～金のみ）

＊患者さまのご意向を受けながら、他の保険医療機関にて、安心して定期診療

を受診頂ける様に、ご案内とご紹介をしております。

1．患者相談窓口（八尾パルス）

2．医療相談室（1F地域医療支援センター内）

3．逆紹介窓口（1F地域医療支援センター内）
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この度のご入院に関しましては、ご家族様の皆様も大変心配のことと
お察し申し上げます
一日も早くお元気になり退院されますことを心よりお祈り申し上げます

　当院は急性期医療指定病院であるため急性期の入院治療を必要とする患者さまが多

く、いついかなる時でも、入院できる体制を整えることに最大限の努力をしております。

患者さまの病状が改善し１日も早く退院されることが私たちの願いですが、病院の役割

上、患者さまの病状経過によりましては在宅医療に移行していただくことや、慢性期の

入院治療をおこなう病院に転院していただくことを原則としております。

　退院・転院につきましては、退院調整チームのスタッフも相談を承っておりますので、

早期退院、転院にご協力をお願いいたします。

　患者さまへ安全な医療の提供のため、入院患者さま全員の方に患者さま個人を認識

するためのリストバンドの装着をお願いしております。リストバンドに記載する氏名

は、保険証もしくは身分証明書に登録されている氏名とさせていただきます。点滴・

注射・輸血・検査・処置・手術等、患者さまのお名前の確認が必要な場面で、リスト

バンドでの認証や患者さまご自身にお名前を名乗っていただくことで、本人の確認を

行います。確認時には必ずご協力をお願いいたします。

（プライバシーの都合により、病室入口のお名前表示を拒否される方は病棟看護師に

　お申し出ください。）

　当院は急性期医療指定病院であるため急性期の入院治療を必要とする患者さまが多

く、いついかなる時でも、入院できる体制を整えることに最大限の努力をしております。

患者さまの病状が改善し１日も早く退院されることが私たちの願いですが、病院の役割

上、患者さまの病状経過によりましては在宅医療に移行していただくことや、慢性期の

入院治療をおこなう病院に転院していただくことを原則としております。

　退院・転院につきましては、退院調整チームのスタッフも相談を承っておりますので、

早期退院、転院にご協力をお願いいたします。

　患者さまへ安全な医療の提供のため、入院患者さま全員の方に患者さま個人を認識

するためのリストバンドの装着をお願いしております。リストバンドに記載する氏名

は、保険証もしくは身分証明書に登録されている氏名とさせていただきます。点滴・

注射・輸血・検査・処置・手術等、患者さまのお名前の確認が必要な場面で、リスト

バンドでの認証や患者さまご自身にお名前を名乗っていただくことで、本人の確認を

行います。確認時には必ずご協力をお願いいたします。

（プライバシーの都合により、病室入口のお名前表示を拒否される方は病棟看護師に

　お申し出ください。）

1．早期退院・転院に関するお願い

2．安全な医療の提供と個人情報保護に関するお願い

　パートナーシップとは、患者さまが医療に主体的に参加し、患者さまと医療従事者

が共同する仕組みを示します。

　安全な医療を行うためには、医療従事者のみの取り組みだけでなく、患者さまの医

療への協力が重要になりますので、患者さまには主体的に医療に参加していただくこ

とが必要です。わからないことがありましたら納得するまで質問してください。また

患者さまに関する情報を提供してください。入院中、患者さまが受けている医療には

注意を払い治療に関するすべての決定にかかわってください。

　より良いパートナーシップ構築のために、医療への参加をお願いいたします。

　また、医療スタッフが誤って患者さまに使用済みの針を刺してしまった時、患者さ

まにも検査の為、採血をさせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いし

ます。

　パートナーシップとは、患者さまが医療に主体的に参加し、患者さまと医療従事者

が共同する仕組みを示します。

　安全な医療を行うためには、医療従事者のみの取り組みだけでなく、患者さまの医

療への協力が重要になりますので、患者さまには主体的に医療に参加していただくこ

とが必要です。わからないことがありましたら納得するまで質問してください。また

患者さまに関する情報を提供してください。入院中、患者さまが受けている医療には

注意を払い治療に関するすべての決定にかかわってください。

　より良いパートナーシップ構築のために、医療への参加をお願いいたします。

　また、医療スタッフが誤って患者さまに使用済みの針を刺してしまった時、患者さ

まにも検査の為、採血をさせていただくことがあります。ご理解とご協力をお願いし

ます。

3．より良いパートナーシップ構築に関するお願い
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1．入院費用はご加入の保険制度により規定の負担割合で計算された額となります。

2．各種保険の規定の高額療養費制度の使用が可能です。

ただし、個人により利用できる制度が異なりますので直接保険者にお問い合わせ　

いただくか、もしくは下記までお問い合わせください。

3．医療費の負担軽減のできる「減額認定制度」又「限度額適用認定制度」もあります。

4．保険診療以外の診療費等（私費検査、文書料等）については別途消費税がかかります。

5．入院の際に、個室を希望された場合は、診療費、食事代とは別に、個室料金を請求

　させていただきます。

1．入院費用はご加入の保険制度により規定の負担割合で計算された額となります。

2．各種保険の規定の高額療養費制度の使用が可能です。

ただし、個人により利用できる制度が異なりますので直接保険者にお問い合わせ　

いただくか、もしくは下記までお問い合わせください。

3．医療費の負担軽減のできる「減額認定制度」又「限度額適用認定制度」もあります。

4．保険診療以外の診療費等（私費検査、文書料等）については別途消費税がかかります。

5．入院の際に、個室を希望された場合は、診療費、食事代とは別に、個室料金を請求

　させていただきます。

タ イ プ 日　　額 仕　　様一泊二日

個室　A

個室　B

8,800円
（消費税含む）

9,900円
（消費税含む）

17,600円
（消費税含む）

19,800円
（消費税含む）

シャワー・トイレ
ソファー付き

シャワー・トイレ付き

 出来高払い方式からDPC（包括+出来高）方式へ
　DPC（診断群分類別包括評価）とは新しい医療制度のことで、疾病や処置、
手術の内容に応じてそれぞれ一日あたりの金額が厚生労働省により定めら
れています。一日あたりの定額には、入院基本料金、投薬、注射、検査、画像診
断が含まれます。
　ただし、手術やリハビリ、内視鏡、放射線治療などの専門的な技術料及び食事
料金は、これまでどおり出来高払いで計算します。

　DPC（診断群分類別包括評価）とは新しい医療制度のことで、疾病や処置、
手術の内容に応じてそれぞれ一日あたりの金額が厚生労働省により定めら
れています。一日あたりの定額には、入院基本料金、投薬、注射、検査、画像診
断が含まれます。
　ただし、手術やリハビリ、内視鏡、放射線治療などの専門的な技術料及び食事
料金は、これまでどおり出来高払いで計算します。

平成18年6月1日より入院診療費の計算方法が変わります平成18年6月1日より入院診療費の計算方法が変わります

入院基本料
投薬・注射
検　査
画像診断
手術・麻酔

指導料・リハビリ
放射線治療

入院基本料
投薬・注射
検　査
画像診断
手術・麻酔

指導料・リハビリ
放射線治療

1日分の定額
×

入院日数

手術・麻酔
指導料・リハビリ
放射線治療

1日分の定額
×

入院日数

手術・麻酔
指導料・リハビリ
放射線治療

出来高払い出来高払い DPCDPC

注意
①疾患によっては DPC に該当し
ない場合があります。
②現在の保険証、老人医療等の取
扱いに変更はありません。また
一部負担金の割合（1～3 割）など
も変わりません。

※DPC に関する詳細については、医事
課入院係までお問い合わせください。

注意
①疾患によっては DPC に該当し
ない場合があります。
②現在の保険証、老人医療等の取
扱いに変更はありません。また
一部負担金の割合（1～3 割）など
も変わりません。

※DPC に関する詳細については、医事
課入院係までお問い合わせください。※H18.6.1 以降入院の患者様対象※H18.6.1 以降入院の患者様対象

　医療費制度では、「一日」の取り扱いは午前0：00を起点として計算されます。
　午前0：00を過ぎて24時間経過しない場合でも、一日分の個室料金が発生いた
　しますので、ご了承ください。

　医療費制度では、「一日」の取り扱いは午前0：00を起点として計算されます。
　午前0：00を過ぎて24時間経過しない場合でも、一日分の個室料金が発生いた
　しますので、ご了承ください。

6．お支払いはカード（JCB・VISA・MASTERCARD等）の使用も可能です。
7．当院はDPC（包括+出来高）方式を採用しています。DPCに関する詳細については、
　下記まで問い合わせください。

6．お支払いはカード（JCB・VISA・MASTERCARD等）の使用も可能です。
7．当院はDPC（包括+出来高）方式を採用しています。DPCに関する詳細については、
　下記まで問い合わせください。

☆医療費等の詳しいご説明・ご相談は１階②番入退院会計窓口で対応させていただいて
おります。
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①入院費は毎月末に締め切り、翌月の10日以降にご請求いたします。

個室に入院中の方は、入院月の1日～15日までの請求を25日前後に、16日～月末の

請求を翌月10日以降に請求させていただきます。退院時以外の請求書は直接病室まで

お持ちいたします。

請求書が届きましたら3日以内に1階②番入退院会計窓口にお支払いください。

②領収書は所得税の医療費控除などで必要となりますので、大切に保管してください。

　また、退院される場合は退院当日にお支払いをお願いします。

①入院費は毎月末に締め切り、翌月の10日以降にご請求いたします。

個室に入院中の方は、入院月の1日～15日までの請求を25日前後に、16日～月末の

請求を翌月10日以降に請求させていただきます。退院時以外の請求書は直接病室まで

お持ちいたします。

請求書が届きましたら3日以内に1階②番入退院会計窓口にお支払いください。

②領収書は所得税の医療費控除などで必要となりますので、大切に保管してください。

　また、退院される場合は退院当日にお支払いをお願いします。

お問い合わせやご相談は…

領収書の再発行は出来ません。

1階②番入退院会計窓口
　　　　月曜～日曜（9：00～17：00）※祝日も含む。
＊上記の時間以外は1階初診再診受付にて対応しております。

1階②番入退院会計窓口
　　　　月曜～日曜（9：00～17：00）※祝日も含む。
＊上記の時間以外は1階初診再診受付にて対応しております。

退
院
の
手
続

請求書がご用意できしだい病棟スタッフがご連絡いたしますので1階②番入退院会計

窓口にて請求書をご確認の上お支払いください。

☆その他、不明な点、お支払い等でご相談がありましたら、遠慮なく当院の職員にお尋

　ねください。

請求書がご用意できしだい病棟スタッフがご連絡いたしますので1階②番入退院会計

窓口にて請求書をご確認の上お支払いください。

☆その他、不明な点、お支払い等でご相談がありましたら、遠慮なく当院の職員にお尋

　ねください。
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駐車料金について

●入院患者さま

　入退院日および、手術日に当たる日は、窓口にて無料扱いとします。

※入院中に出庫出来ない場合に徴収される駐車料金（許可車両でも下記料金が発生します）

●外来患者さま

　会計終了後、駐車券に当日の領収書を添えて、会計窓口へご提示ください。

●その他の方

　＊ご面会の方は有料となります。（ご家族でも同様）

　　1時間まで無料でご利用いただけます。以後 30分毎に 100 円ずつ加算。

　　1日最高金額は 1,000 円です。

●駐車券の紛失には充分ご注意ください。万一紛失されても再発行致しません。

　紛失の際は、出庫時に駐車料として実費 1,000 円をいただきます。

●許可なく駐車場を利用した場合は罰金をいただくことがあります。

●入院患者さま

　入退院日および、手術日に当たる日は、窓口にて無料扱いとします。

※入院中に出庫出来ない場合に徴収される駐車料金（許可車両でも下記料金が発生します）

●外来患者さま

　会計終了後、駐車券に当日の領収書を添えて、会計窓口へご提示ください。

●その他の方

　＊ご面会の方は有料となります。（ご家族でも同様）

　　1時間まで無料でご利用いただけます。以後 30分毎に 100 円ずつ加算。

　　1日最高金額は 1,000 円です。

●駐車券の紛失には充分ご注意ください。万一紛失されても再発行致しません。

　紛失の際は、出庫時に駐車料として実費 1,000 円をいただきます。

●許可なく駐車場を利用した場合は罰金をいただくことがあります。

　入退院日を除く入院日数 × 1 日最高駐車料金の 1,000 円  （7日間なら 7,000 円）

※当病院駐車場内における事故、損傷、盗難などは一切責任を負いません。※当病院駐車場内における事故、損傷、盗難などは一切責任を負いません。※当病院駐車場内における事故、損傷、盗難などは一切責任を負いません。

当院駐車場は、外来患者さま及び、訪問者の方、入院付添の方など当病院来院目的

であり、一時的に駐車場をご利用いただく方のための駐車場です。

誠に恐れ入りますが、入院患者さまご自身だけで、お車にてご来院されることは、

ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

万一お車で来院された場合や、外来診療後に急遽入院となった場合でも、ご家族

様・知人様等にご連絡いただき、速やかにお車をお引き取り下さいますよう、お願

い致します。

※出庫出来ない方につきましては、当院規定に基づき、駐車料金の徴収をさせて頂きま

　す。（下記「駐車料金について」の項を参照）

病院の許可を受けている車両以外で、48 時間以上駐車している車両に関しては、文

書で警告致します。なお、警告文を車両に貼付してから、1週間を過ぎてもなお、駐車

している車両については、不法駐車とみなし警察に連絡いたします。

当院駐車場は、外来患者さま及び、訪問者の方、入院付添の方など当病院来院目的

であり、一時的に駐車場をご利用いただく方のための駐車場です。

誠に恐れ入りますが、入院患者さまご自身だけで、お車にてご来院されることは、

ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

万一お車で来院された場合や、外来診療後に急遽入院となった場合でも、ご家族

様・知人様等にご連絡いただき、速やかにお車をお引き取り下さいますよう、お願

い致します。

※出庫出来ない方につきましては、当院規定に基づき、駐車料金の徴収をさせて頂きま

　す。（下記「駐車料金について」の項を参照）

病院の許可を受けている車両以外で、48 時間以上駐車している車両に関しては、文

書で警告致します。なお、警告文を車両に貼付してから、1週間を過ぎてもなお、駐車

している車両については、不法駐車とみなし警察に連絡いたします。

駐
車
場
の
ご
利
用
に
つ
い
て
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2．お薬など
□　現在服用中のお薬（内服薬、目薬、軟膏、坐薬、湿布などその他）
□　お薬手帳（お持ちの方）

3．日常生活に必要なもの
□　歯みがき一式、くし、石鹸、シャンプー、リンス、洗面器
□　タオル（バスタオル 2枚、タオル 5枚くらいが目安です。）
□　スプーン（必要な方）、コップ（プラスチック）、水筒（電気ポットはご遠慮くだ
　　さい。）
□　すべりにくい靴・履き物･リハビリが必要な人は運動靴
□　寝衣・下着・必要に応じて紙おむつ（3～5組ほど、ご用意ください。）
□　カーディガンなど（寒いときにご利用ください。）
□　イヤホン
□　箱ティッシュ

※病衣は1日につき55円（消費税含む）でお貸ししております。 交換は夏季（6月～9月）
　は週 3回、 その他は週 2回となります。 入院当日、 「病衣（パジャマ）使用承諾書」 を
　ご記入の上ナースステーションに提出ください。
※紙おむつ貸出し有り。（別途料金かかります。）
※お荷物は最小限にして、すべての持ち物にお名前を記入の上、室内のロッカーに
　収納ください。
※安全管理のため、ハサミ･ナイフ等の危険物をもちこまないようにお願いいたします。
※入院中は共同生活です。他の方の迷惑にならないように整理整頓を心がけましょう。

2．お薬など
□　現在服用中のお薬（内服薬、目薬、軟膏、坐薬、湿布などその他）
□　お薬手帳（お持ちの方）

3．日常生活に必要なもの
□　歯みがき一式、くし、石鹸、シャンプー、リンス、洗面器
□　タオル（バスタオル 2枚、タオル 5枚くらいが目安です。）
□　スプーン（必要な方）、コップ（プラスチック）、水筒（電気ポットはご遠慮くだ
　　さい。）
□　すべりにくい靴・履き物･リハビリが必要な人は運動靴
□　寝衣・下着・必要に応じて紙おむつ（3～5組ほど、ご用意ください。）
□　カーディガンなど（寒いときにご利用ください。）
□　イヤホン
□　箱ティッシュ

※病衣は1日につき55円（消費税含む）でお貸ししております。 交換は夏季（6月～9月）
　は週 3回、 その他は週 2回となります。 入院当日、 「病衣（パジャマ）使用承諾書」 を
　ご記入の上ナースステーションに提出ください。
※紙おむつ貸出し有り。（別途料金かかります。）
※お荷物は最小限にして、すべての持ち物にお名前を記入の上、室内のロッカーに
　収納ください。
※安全管理のため、ハサミ･ナイフ等の危険物をもちこまないようにお願いいたします。
※入院中は共同生活です。他の方の迷惑にならないように整理整頓を心がけましょう。
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入院の際、次のものをご持参ください。入院の際、次のものをご持参ください。

□　入院申込書兼誓約書
□　ご入院される方へ
□　医療寝具貸与票
□　印鑑
□　健康保険証
□　後期高齢者健康保険証、公費負担該当者はその医療証（対象者の方）
□　診察券

□　入院申込書兼誓約書
□　ご入院される方へ
□　医療寝具貸与票
□　印鑑
□　健康保険証
□　後期高齢者健康保険証、公費負担該当者はその医療証（対象者の方）
□　診察券

1．書類等

入院当日のご案内入院当日のご案内

入院当日は、書類に必要事項をご記入捺印の上、下記のものを持参の上、指定の時間
までに入院受付をすませてください。
入院当日は、書類に必要事項をご記入捺印の上、下記のものを持参の上、指定の時間
までに入院受付をすませてください。




