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1．入院中に守っていただくこと

次の事項および担当医や看護師の指示をお守りください。次の事項および担当医や看護師の指示をお守りください。

①病院備え付け以外の電気器具の使用は病状によりお控えいただくことがありま

　すのでご使用の場合は看護師にご相談ください。　

②カード式テレビのカードを病室に設置しておりますので、持ち込みはご遠慮く

ださい。カードは１枚1,000円です。冷蔵庫、テレビが使用出来ます。

※目安として…テレビは120分＝100円、冷蔵庫は24時間＝100円です。

　 （残ったカードは、１階 中央フロア受付前にて換金できます）

　両替は、ナースステーション・１階会計では出来ませんのでご了承下さい。

③総室での携帯電話の通話は他の患者様のご迷惑になりますので、デイ 

ルームをご利用ください。また室内ではマナーモードの設定をお願い致   

します。

④酒類のもちこみは禁止しております。（ノンアルコール含む）

⑤当院は、健康増進法第25条の定めにより、敷地内は全面禁煙です。

　（なお、入院を機会に禁煙をおすすめします。）

⑥盗難や紛失の予防のため貴重品・多額の現金は持参されないようにお願いいた 

します。床頭台にセーフティボックス（鍵付金庫）を設置しておりますが、万

一盗難や紛失がありましても病院は一切責任を負えません。

⑦外出・外泊には担当医の許可が必要です。（看護師にお申し出ください）

但し、いずれも20：00までにはご帰院ください。（外泊は2泊3日まで）

⑧病院内のガラスその他備品を破損された場合は、実費で弁償して頂きます。

  （例）セーフティボックスの鍵（400円）

⑨入院患者さまへの電話は緊急時のみ、21：00までとさせていただきます。

⑩職員への心遣いは、一切お断りしております。

①病院備え付け以外の電気器具の使用は病状によりお控えいただくことがありま

　すのでご使用の場合は看護師にご相談ください。　

②カード式テレビのカードを病室に設置しておりますので、持ち込みはご遠慮く

ださい。カードは１枚1,000円です。冷蔵庫、テレビが使用出来ます。

※目安として…テレビは120分＝100円、冷蔵庫は24時間＝100円です。

　 （残ったカードは、１階 中央フロア受付前にて換金できます）

　両替は、ナースステーション・１階会計では出来ませんのでご了承下さい。

③総室での携帯電話の通話は他の患者様のご迷惑になりますので、デイ 

ルームをご利用ください。また室内ではマナーモードの設定をお願い致   

します。

④酒類のもちこみは禁止しております。（ノンアルコール含む）

⑤当院は、健康増進法第25条の定めにより、敷地内は全面禁煙です。

　（なお、入院を機会に禁煙をおすすめします。）

⑥盗難や紛失の予防のため貴重品・多額の現金は持参されないようにお願いいた 

　します。床頭台にセーフティボックス（鍵付金庫）を設置しておりますが、万

　一盗難や紛失がありましても病院は一切責任を負えません。

⑦外出・外泊には担当医の許可が必要です。（看護師にお申し出ください）

但し、いずれも20：00までにはご帰院ください。（外泊は2泊3日まで）

⑧病院内のガラスその他備品を破損された場合は、実費で弁償して頂きます。

  （例）セーフティボックスの鍵（400円）

⑨入院患者さまへの電話は緊急時のみ、21：00までとさせていただきます。

⑩職員への心遣いは、一切お断りしております。
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4．お食事について
患者さまの状態により管理栄養士が立案した栄養管理計画に基づいて献立を作成

し、食事を適温で配膳いたします。食事時間は概ね以下のとおりとなっています。

（朝食：8：00～　　昼食：12：00～　　夕食：18：00～）

病院食は治療の一環として提供しておりますので、医師が許可したもの以外の持ち

込みはお断りしています。

Ａ・Ｂ２食から選んで頂ける選択メニューがありますが治療上選択できない食事の

種類がありますのでご了承ください。

患者さまの状態により管理栄養士が立案した栄養管理計画に基づいて献立を作成

し、食事を適温で配膳いたします。食事時間は概ね以下のとおりとなっています。

（朝食：8：00～　　昼食：12：00～　　夕食：18：00～）

病院食は治療の一環として提供しておりますので、医師が許可したもの以外の持ち

込みはお断りしています。

Ａ・Ｂ２食から選んで頂ける選択メニューがありますが治療上選択できない食事の

種類がありますのでご了承ください。

3．付き添いについて

特別な事情のある場合はご家族に限り医師が許可いたします。その際には「家族付き添い

許可願い」を提出していただきます。

特別な事情のある場合はご家族に限り医師が許可いたします。その際には「家族付き添い

許可願い」を提出していただきます。

　当院では施設基準上、敷地内禁煙となっており、患者さま、ご家族、お見舞

いに来られる方々にも敷地内（施設内だけでなく、駐車場を含め病院の敷地全

体を示します）での禁煙について、ご理解とご協力をお願いしております。

　禁煙補助薬による禁煙治療をご希望される場合は、入院前に外来で治療を開始

した場合に限り、入院中も継続して保険治療を受けることができます。

※入院中に禁煙治療を開始する場合は、自費扱いとなります。

　禁煙治療を希望される場合は、入院前の治療開始をお勧めします。お気軽に

健康相談室までご相談ください。

　当院では施設基準上、敷地内禁煙となっており、患者さま、ご家族、お見舞

いに来られる方々にも敷地内（施設内だけでなく、駐車場を含め病院の敷地全

体を示します）での禁煙について、ご理解とご協力をお願いしております。

　禁煙補助薬による禁煙治療をご希望される場合は、入院前に外来で治療を開始

した場合に限り、入院中も継続して保険治療を受けることができます。

※入院中に禁煙治療を開始する場合は、自費扱いとなります。

　禁煙治療を希望される場合は、入院前の治療開始をお勧めします。お気軽に

健康相談室までご相談ください。

敷地内禁煙にご理解とご協力をお願い致します

禁煙外来・禁煙相談のお問い合わせ

健康相談室 外来保健師まで　対応時間；月～金 9：00～17：00健康相談室 外来保健師まで　対応時間；月～金 9：00～17：00

2．ご面会について

①面会時間は12：00～20：00（月～土）、10：00～20：00（日・祝日）です。

　他の患者さまにも迷惑がかからないように面会時間をお守りください。

②ご面会の方は1階受付に設置している面会者名簿を記入し、

　面会者カードをかけてください。

③感染防止のため、面会前と面会後は手洗いとうがいをお願いいたします。

④他の患者さまの迷惑になりますので、小さいお子さま、多人数での面会は

　ご遠慮ください。

⑤飲酒をされた方のお見舞いはご遠慮いただきます。

①面会時間は12：00～20：00（月～土）、10：00～20：00（日・祝日）です。

　他の患者さまにも迷惑がかからないように面会時間をお守りください。

②ご面会の方は1階受付に設置している面会者名簿を記入し、

　面会者カードをかけてください。

③感染防止のため、面会前と面会後は手洗いとうがいをお願いいたします。

④他の患者さまの迷惑になりますので、小さいお子さま、多人数での面会は

　ご遠慮ください。

⑤飲酒をされた方のお見舞いはご遠慮いただきます。

☆上記をお守りにならず病院の運営に支障をきたすようなことがある場合は、退院
　していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
☆上記をお守りにならず病院の運営に支障をきたすようなことがある場合は、退院
　していただくことがありますので、あらかじめご了承ください。
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6．看護について

　一人ひとりの患者さまの状態に応じて、心をこめてお世話させていただきます。

分からないことがありましたら、ご遠慮なく申し出てください。

　一人ひとりの患者さまの状態に応じて、心をこめてお世話させていただきます。

分からないことがありましたら、ご遠慮なく申し出てください。

7．転室について

　患者さまの病状によりやむをえず突然の転棟・転室・同室内での移動をお願いする

　ことがあります。ご協力お願いいたします。

　患者さまの病状によりやむをえず突然の転棟・転室・同室内での移動をお願いする

　ことがあります。ご協力お願いいたします。

8．診断書・証明書等のお申し込みについて

会社などにご提出されるお急ぎの診断書につきましては、ナースステーションに

ご相談ください。

生命保険会社などにご提出される証明書につきましては、退院日以降に、1階⑥文書

受付にてお申し込みくださいますようお願いいたします。

また、その他の文書や料金などにつきましても、1階⑥文書受付までお尋ねください。

尚、⑥文書受付は9時から17時までとなります。申し訳ございませんが、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。

会社などにご提出されるお急ぎの診断書につきましては、ナースステーションに

ご相談ください。

生命保険会社などにご提出される証明書につきましては、退院日以降に、1階⑥文書

受付にてお申し込みくださいますようお願いいたします。

また、その他の文書や料金などにつきましても、1階⑥文書受付までお尋ねください。

尚、⑥文書受付は9時から17時までとなります。申し訳ございませんが、ご協力の

ほどよろしくお願いいたします。

5．病状説明について

病状に関する説明は本人又はご家族に対して医師が行います。病状説明を希望される

場合は、事前に担当看護師までご連絡ください。お電話での病名、病状等のお問い合わ

せについては、お答えできません。

病状に関する説明は本人又はご家族に対して医師が行います。病状説明を希望される

場合は、事前に担当看護師までご連絡ください。お電話での病名、病状等のお問い合わ

せについては、お答えできません。

9．その他

①洗面所、トイレは各病棟の共有スペースにあります。

②洗髪室、シャワー室は各病棟にあります。必ず主治医の許可が必要です。

（使用時間につきましては、各病棟により異なりますのでご確認ください。）

③給湯器は、デイルームにあります。

④シーツは毎週1回交換します。

⑤心のケアとしてご希望があれば臨床心理士が対応させていただきます。

（医師・看護師にお申し出ください。）

⑥お見舞メールをお受けしております。詳しくは病院ホームページをご覧ください。

⑦キャッシュサービスコーナーは1階コンビニエンスストア内にあります。

⑧タクシー呼出用電話は1階ロビーにあります。

⑨公衆電話は1階フロアと各病棟東側にあります。

⑩消灯時間　22：00

①洗面所、トイレは各病棟の共有スペースにあります。

②洗髪室、シャワー室は各病棟にあります。必ず主治医の許可が必要です。

（使用時間につきましては、各病棟により異なりますのでご確認ください。）

③給湯器は、デイルームにあります。

④シーツは毎週1回交換します。

⑤心のケアとしてご希望があれば臨床心理士が対応させていただきます。

（医師・看護師にお申し出ください。）

⑥お見舞メールをお受けしております。詳しくは病院ホームページをご覧ください。

⑦キャッシュサービスコーナーは1階コンビニエンスストア内にあります。

⑧タクシー呼出用電話は1階ロビーにあります。

⑨公衆電話は1階フロアと各病棟東側にあります。

⑩消灯時間　22：00
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安全で快適な入院生活を過ごして頂くために

転倒・転落を防ぐための注意点及びご協力のお願い

入院生活は、住み慣れた環境からの変化に加え、体力の低下、加齢に伴う認識や運動能

力の低下などによって転んだり、ベッドから転落したりする危険性があり結果的に骨折

やケガなどの事故に繋がることがあります。

このような事故を防ぐやめに、日頃より転倒・転落の予防に充分注意をし、安全な入院

生活を送って頂くように務めておりますが、ベッド柵や抑制のための様々な介護用具を

使用させて頂くこともありますので、ご理解とご協力をお願い致します。

転倒リスクのある患者さまへ、赤いリストバンドを装着させて頂き職員一同注意喚起を

行なって参ります。

入院生活は、住み慣れた環境からの変化に加え、体力の低下、加齢に伴う認識や運動能

力の低下などによって転んだり、ベッドから転落したりする危険性があり結果的に骨折

やケガなどの事故に繋がることがあります。

このような事故を防ぐやめに、日頃より転倒・転落の予防に充分注意をし、安全な入院

生活を送って頂くように務めておりますが、ベッド柵や抑制のための様々な介護用具を

使用させて頂くこともありますので、ご理解とご協力をお願い致します。

転倒リスクのある患者さまへ、赤いリストバンドを装着させて頂き職員一同注意喚起を

行なって参ります。

・眼鏡・杖など、愛用するものをお持ちください。（杖は、先端が滑らないものにして

　ください。）

・履き物は、履きやすく、脱げにくく、滑りにくい、運動しやすい靴が転倒予防に有効

　です。

・日中はなるべく起きているようにしましょう。昼間に寝てしまうと夜眠れなくなりま

　す。

・ご用の時は遠慮なく、ナースコールを押してお知らせください。

必要な方には、トイレなどの移動時に介助・同行します。

ご心配な事や分からない事がありましたら、遠慮なく看護師や担当医にご相談くださ

い。一緒に安全で快適な入院生活を考えていきましょう。

・眼鏡・杖など、愛用するものをお持ちください。（杖は、先端が滑らないものにして

　ください。）

・履き物は、履きやすく、脱げにくく、滑りにくい、運動しやすい靴が転倒予防に有効

　です。

・日中はなるべく起きているようにしましょう。昼間に寝てしまうと夜眠れなくなりま

　す。

・ご用の時は遠慮なく、ナースコールを押してお知らせください。

必要な方には、トイレなどの移動時に介助・同行します。

ご心配な事や分からない事がありましたら、遠慮なく看護師や担当医にご相談くださ

い。一緒に安全で快適な入院生活を考えていきましょう。

車椅子乗車時は

スリッパは危険！ 両足はしっかりと
床につけて立ちましょう！

オーバーテーブルや床頭台に
寄りかかり注意！

深く座りましょう！ 足台に足を乗せましょう！ 足台をあげて降りましょう！
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・もっとも重要な感染予防策は、手指衛生（手洗いまたは手指消毒）です。

・当院では、すべての職員へ患者さまに触れる前と後に、手指衛生を行うことを義務付

けています。職員の手指衛生が不充分と思われる場合は、遠慮なくご指摘ください。

・患者さまおよび付添いの方々も、以下の要領で手指衛生へのご協力をお願いいたします。

・もっとも重要な感染予防策は、手指衛生（手洗いまたは手指消毒）です。

・当院では、すべての職員へ患者さまに触れる前と後に、手指衛生を行うことを義務付

けています。職員の手指衛生が不充分と思われる場合は、遠慮なくご指摘ください。

・患者さまおよび付添いの方々も、以下の要領で手指衛生へのご協力をお願いいたします。

・咳やくしゃみが出るときは、ティッシュで口元を押さえるか、マスクの着用をお

願いいたします。

・口元を押さえたティッシュは近くのゴミ箱に捨て、手指衛生を行うようお願いいたし

ます。

・下記症状がある方は、速やかに受付までお知らせください。また、マスクの着用をお

願いいたします。また、マスクの自販機を設置していますのでご利用ください。

・咳やくしゃみが出るときは、ティッシュで口元を押さえるか、マスクの着用をお

願いいたします。

・口元を押さえたティッシュは近くのゴミ箱に捨て、手指衛生を行うようお願いいたし

ます。

・下記症状がある方は、速やかに受付までお知らせください。また、マスクの着用をお

願いいたします。また、マスクの自販機を設置していますのでご利用ください。

・病室に入る前　および　病室を出た後

・食事の前

・トイレの後

・病室に入る前　および　病室を出た後

・食事の前

・トイレの後

1．手指衛生

手指衛生を行うタイミング

2．咳エチケット

手指衛生の方法

・手指に目に見える汚れがなければ、擦り込み式の手指消毒薬をお使いください。

・手指に目に見える汚れがあるときは、流水と石鹸による手洗いをお願いします。

・手指に目に見える汚れがなければ、擦り込み式の手指消毒薬をお使いください。

・手指に目に見える汚れがあるときは、流水と石鹸による手洗いをお願いします。

発熱、悪寒、咳、のどの痛み、鼻水
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　八尾徳洲会総合病院は大阪府がん拠点病院としてがんに対する治療を積極的に行って
います。がんの治療中や療養中には様々な苦痛が生じます。近年、これらの苦痛を緩和
する医療が、がんの治療と並行して提供されています。当院では「緩和ケアチーム」が
主治医や病棟のスタッフと連携して患者さま・ご家族さまの苦痛を緩和できるようサポ
ートを行っています。

　八尾徳洲会総合病院は大阪府がん拠点病院としてがんに対する治療を積極的に行って
います。がんの治療中や療養中には様々な苦痛が生じます。近年、これらの苦痛を緩和
する医療が、がんの治療と並行して提供されています。当院では「緩和ケアチーム」が
主治医や病棟のスタッフと連携して患者さま・ご家族さまの苦痛を緩和できるようサポ
ートを行っています。

お困りではありませんか？
緩和ケアチームでは、主にがん患者さま・ご家族さまの以下のような相談に対応して
います。
　□ 痛みがつらい　　　　　　□ 不安やいらいらがある
　□ 息苦しさがある　　　　　□ 気分が落ち込んで何もする気にならない
　□ 吐き気がある　　　　　　□ 麻薬の痛み止めは本当に飲んでも大丈夫？
　□ 夜眠れない　　　　　　　□ 退院して自宅で過ごしたいが方法がわからない

緩和ケアチームでは、主にがん患者さま・ご家族さまの以下のような相談に対応して
います。
　□ 痛みがつらい　　　　　　□ 不安やいらいらがある
　□ 息苦しさがある　　　　　□ 気分が落ち込んで何もする気にならない
　□ 吐き気がある　　　　　　□ 麻薬の痛み止めは本当に飲んでも大丈夫？
　□ 夜眠れない　　　　　　　□ 退院して自宅で過ごしたいが方法がわからない

緩和ケアってなに？
緩和ケアは、身体のつらさ、気持ちのつらさ、生活上のつらさを抱えた患者さまとご家
族さまを、総合的に支えていく医療のことを言います。緩和ケアはその人の「つらさ」に
目を向けて行われます。がんと診断されたときから、いつでも受けることが出来ます。

緩和ケアは、身体のつらさ、気持ちのつらさ、生活上のつらさを抱えた患者さまとご家
族さまを、総合的に支えていく医療のことを言います。緩和ケアはその人の「つらさ」に
目を向けて行われます。がんと診断されたときから、いつでも受けることが出来ます。

緩和ケアチームの活動
緩和ケアチームでは専門の医師や看護師、薬剤師、作業療法士、医療ソーシャルワー
カー、臨床心理士などがチームとなって、痛みへの専門的な対処や、気持ちのつらさを
和らげる治療やケアを行っています。入院中はチームスタッフが定期的に病室へ訪問
します。また、通院中は緩和ケア外来で治療やケアを続けていきます。現在の治療や生
活がうまくいくようにお手伝いしていく医療チームです。

緩和ケアチームでは専門の医師や看護師、薬剤師、作業療法士、医療ソーシャルワー
カー、臨床心理士などがチームとなって、痛みへの専門的な対処や、気持ちのつらさを
和らげる治療やケアを行っています。入院中はチームスタッフが定期的に病室へ訪問
します。また、通院中は緩和ケア外来で治療やケアを続けていきます。現在の治療や生
活がうまくいくようにお手伝いしていく医療チームです。

緩和ケアを受けるには
当院に通院や入院しているがんの患者さまであれば、その時のがんの治療の有無に関
わらず緩和ケアチームには相談することができます。はじめは主治医の依頼が必要と
なります。がんに関するつらさがある方、話を聞いてみたい方は、主治医や病棟看護師
へ声をおかけください。

当院に通院や入院しているがんの患者さまであれば、その時のがんの治療の有無に関
わらず緩和ケアチームには相談することができます。はじめは主治医の依頼が必要と
なります。がんに関するつらさがある方、話を聞いてみたい方は、主治医や病棟看護師
へ声をおかけください。
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屋内階段は、東側エレベーターと西側エレベーター前及び中央エレベーター前に
あり、非常出口を設けてあります。
屋内階段は、東側エレベーターと西側エレベーター前及び中央エレベーター前に
あり、非常出口を設けてあります。
非常の場合、あわてずに指示に従ってください。非常の場合、あわてずに指示に従ってください。

屋外非常階段は西側2.3.4.5.6.7.8階の北側端にあります。屋外非常階段は西側2.3.4.5.6.7.8階の北側端にあります。

入院時には、万一の時を考えて必ず非常口の確認はしてください。入院時には、万一の時を考えて必ず非常口の確認はしてください。

9階9階

8階8階

7階7階

6階6階

5階5階

4階4階

3階3階

2階2階

1階1階

B1階B1階

●透析センター　　　　　　●医局　　　　　　　　　●治験センター
●健診センター・美容外科　●看護部　　　　　　　　●総務部
●会議室　　　　　　　　　●ＭＥ室　　　　　　　　●病診連携室
●医療安全管理部　　　　　●中央材料室　　　　　　●システム管理室

●透析センター　　　　　　●医局　　　　　　　　　●治験センター
●健診センター・美容外科　●看護部　　　　　　　　●総務部
●会議室　　　　　　　　　●ＭＥ室　　　　　　　　●病診連携室
●医療安全管理部　　　　　●中央材料室　　　　　　●システム管理室

●救急外来　　  ●外来　 ●生理機能検査室　　　　●DSA室
●短期滞在手術センター　　●手術室・家族控室　　　●ICU
●臨床腫瘍センター　　　　●麻酔科　　　　　　　　●HCU
●放射線科（CT･MRI･TV） ●CAG室　　　　　 　　●医事課

●救急外来　　  ●外来　 ●生理機能検査室　　　　●DSA室
●短期滞在手術センター　　●手術室・家族控室　　　●ICU
●臨床腫瘍センター　　　　●麻酔科　　　　　　　　●HCU
●放射線科（CT･MRI･TV） ●CAG室　　　　　 　　●医事課

●総合受付　　　　　　　　●生理機能検査室　　　　●栄養指導室
●外来　　　  ●薬局　　　 ●内視鏡室　　　　　　　●ESWL室
●放射線科　　　　　　　　●地域医療支援センター　●医事課
●採血・採尿コーナー　　　●健康相談室　　　　　　●病児・病後児保育室
●中央検査室　　　　　　　●予約センター　　　　　●コンビニエンスストア

●総合受付　　　　　　　　●生理機能検査室　　　　●栄養指導室
●外来　　　  ●薬局　　　 ●内視鏡室　　　　　　　●ESWL室
●放射線科　　　　　　　　●地域医療支援センター　●医事課
●採血・採尿コーナー　　　●健康相談室　　　　　　●病児・病後児保育室
●中央検査室　　　　　　　●予約センター　　　　　●コンビニエンスストア

●DI室　　　　　　　　　　●医事課　　　　　　　　●霊安室
●RI室　　　　　　　　　　●解剖室　　　　　　　　●駐車場
●診療情報管理室　　　　　●放射線治療室

●DI室　　　　　　　　　　●医事課　　　　　　　　●霊安室
●RI室　　　　　　　　　　●解剖室　　　　　　　　●駐車場
●診療情報管理室　　　　　●放射線治療室

●レストラン「エイテイル」〈月～金〉8：30～17：00（ラストオーダー16：30）閉店17：00
〈土〉8：30～15：00（ラストオーダー14：30）閉店15：00
〈休業日〉日曜日・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）
●厨房　　●栄養科　　●保育室

●レストラン「エイテイル」〈月～金〉8：30～17：00（ラストオーダー16：30）閉店17：00
〈土〉8：30～15：00（ラストオーダー14：30）閉店15：00
〈休業日〉日曜日・祝日・年末年始（12月31日～1月3日）
●厨房　　●栄養科　　●保育室

●呼吸器内科　●呼吸器外科
●PSG検査室
●呼吸器内科　●呼吸器外科
●PSG検査室

●消化器内科
●肝臓内科
●消化器内科
●肝臓内科

●外科　　　●消化器外科
●肝臓外科
●外科　　　●消化器外科
●肝臓外科

●整形外科　●耳鼻咽喉科●整形外科　●耳鼻咽喉科 ●形成外科　   ●泌尿器科　●口腔外科
●眼科（男性）　●腎臓内科
●形成外科　   ●泌尿器科　●口腔外科
●眼科（男性）　●腎臓内科

●小児科　　　●小児外科　 ●婦人科
●婦人科外来　●眼科（女性）●内科
●小児科　　　●小児外科　 ●婦人科
●婦人科外来　●眼科（女性）●内科

●循環器内科
●心臓血管外科
●循環器内科
●心臓血管外科

●リハビリテーションセンター●リハビリテーションセンター ●脳神経外科　●脳神経内科●脳神経外科　●脳神経内科

●腫瘍内科　●糖尿病内科●腫瘍内科　●糖尿病内科
■ 西病棟　44床 ■ 東病棟　39床■ 東病棟　39床

■ 西病棟　44床 ■ 東病棟　44床■ 東病棟　44床

■ 西病棟　44床 ■ 東病棟　44床■ 東病棟　44床

■ 西病棟　40床 ■ 東病棟　44床■ 東病棟　44床

■ 東病棟　44床■ 東病棟　44床

●病室　851号～873号

●病室　751号～774号

●病室　651号～674号

●病室　551号～574号

●病室　451号～474号

●病室　801号～824号

●病室　701号～724号

●病室　601号～624号

●病室　501号～520号
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■病院アクセス■病院アクセス

■送迎バスの運行■送迎バスの運行

［電車の場合］
・近鉄大阪線 近鉄八尾駅より徒歩約7分

［自動車の場合］
・近畿自動車道
八尾出口（南行）/長原出口（北行）
より神武町交差点東へ約3.1km

［電車の場合］
・近鉄大阪線 近鉄八尾駅より徒歩約7分

［自動車の場合］
・近畿自動車道
八尾出口（南行）/長原出口（北行）
より神武町交差点東へ約3.1km

巡回ルート
　　☆　病院 ⇒ JR久宝寺駅 ⇒ 久宝寺愛の郷 ⇒ 近鉄八尾駅 ⇒ 病院
　　☆　病院 ⇒ 河内山本駅 ⇒ 吉村事務所前 ⇒ 桂２丁目 ⇒ 病院
　　☆　病院 ⇒ 近鉄八尾駅⇒ JR八尾駅 ⇒ 病院
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊詳しくはホームページ又は受付前にて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無料巡回バス時刻表をおいています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご覧下さい。

巡回ルート
　　☆　病院 ⇒ JR久宝寺駅 ⇒ 久宝寺愛の郷 ⇒ 近鉄八尾駅 ⇒ 病院
　　☆　病院 ⇒ 河内山本駅 ⇒ 吉村事務所前 ⇒ 桂２丁目 ⇒ 病院
　　☆　病院 ⇒ 近鉄八尾駅⇒ JR八尾駅 ⇒ 病院
　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊詳しくはホームページ又は受付前にて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無料巡回バス時刻表をおいています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご覧下さい。

府民センター府民センター

リノアスリノアス

リノアスリノアス


