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新型コロナウイルスの感染防止対策により、コロナ以前に比べてご不便やご協力をお願いすることが多
くなっています。みなさまのより安全な療養生活のため病院からのお願いには引き続きご協力いただき
ますようお願いいたします。また、本冊子記載の内容も、政府や厚生労働省からの指針やガイドライン
等に従い、内容が一部変更になったり、サービスのご利用ができないこともございます。予めご了承い
ただきますようお願い申し上げます。

重要：新型コロナウイルスに関して

Okamura ���������	Hospital

裏面 相談窓口と非常口、病棟連絡先
・表示金額はすべて総額表示（消費税込みの金額）です。
・健康保険適応の医療費は非課税です。



はじめに - 必ずお読みください。-01

● 入院中に飲酒、喫煙はできません。
全館及び敷地内禁煙で入院中禁煙なので持参されないようにお願いします。タバコは紙巻
き、電子式、加熱式、種類を問わずすべてのタバコ類が対象です。アルコール類も種類を問わ
ず禁止です。飲酒、喫煙は退院措置の対象となります。

● 院内、患者さん、職員の撮影や録音はできません。
特別に許可を得た場合を除いて一切を禁止します。プライバシー保護にご協力ください。撮
影は写真と動画のいずれも含みます。また、それらをSNSや動画投稿サイト等へアップロー
ドする事も禁止します。

● すべての迷惑行為を禁止します。
他の患者さんや職員に対して、暴力、暴言、大声を出す、施設や設備及び備品の破損などの
迷惑行為を禁止します。必要に応じて警察と連携し強制退去の措置をとります。

● お心遣いは受け取れません。
医師をはじめ、職員に対する金品は受け取れません。

● 貴重品の管理をお願いします。
貴重品・現金の管理は、ご自身やご家族でお願いいたします。事故・盗難について、当院は
一切責任を負いかねます。できるだけ入院中に不必要な高額な現金、貴重品は持参しなでく
ださい。3階東病棟ロビーに貴重品保管庫（税込み33円/日額）がご利用いただけます。

患者さんの権利擁護宣言と個人情報の取扱い

受診者・患者さんの
権利擁護宣言 個人情報保護方針

● 入院中の駐車場のご利用は有料です。(330円/日額)
入院期間中に駐車場をご利用になる場合はお申込みが必要です。『 駐車許可証 』を車の
ダッシュボードに分かりやすく掲示する必要があり駐車場所も決まっています。駐車場での
事故・盗難等について当院は一切責任を負いかねます。ご了承の上ご利用ください。

患者さんの権利擁護に関する宣言と当院においての個人情報の取扱について、
各階に掲示いたしております。また、下記QRより当院ホームページでもご確認
いただけます。入院中にご相談やご不明な点などございましたら窓口をご案内
いたします。遠慮無くお近くの職員にお声かけください。

● 面会禁止（新型コロナウイルス感染防止対策）・・・詳しくは8ページ



入院に必要なもの - ご持参いただくもの - 02

1. □ 書類

※スプーン、箸は食事毎に病院でご用意します。
※電気ポット、電気冷蔵庫は持ち込みできません。
※入院生活に支障をきたす危険物の持ち込みはできません。
ひげ剃りはベッドサイドでのお怪我防止のために、
電動シェーバーをご持参ください。（カミソリ類のお持ち込み禁止）

ご持参いただくものは、次の1～3です。チェックボックスをご活用ください。

□保険証
健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証、身体障害者証、
特定医療受給者証、介護保険証などお手持ちの医療・介護に関する認定証

□ミニカルテ（当院が発行するミニカルテをお手持ちの場合）
□入院のご案内（この冊子）
□入院誓約書・個室申込書・情報施設（テレビ）申込書
□退院証明書（3ヶ月以内に他の医療機関に入院された方のみ）

2. □ 現在飲んでいるお薬（飲んでいるものすべてです。）
□お薬手帳（お持ちの場合）
□健康食品やサプリメントをお飲みの方は商品名がわかるもの

3. □ 入院生活に必要なもの
□パジャマ（ねまき）、下着類 □タオル・バスタオル
□洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉） □入浴用具（石けん・シャンプーなど）
□コップ（湯呑み）、ティッシュ

注意事項



便利なサービスのご紹介

＜基本セット＞
Ａセット：衣類・タオル類 367円 /日額

Ｂセット：タオル類 304円 /日額
Ａ/Bセットは、患者さんの必要に応じサービス品として、ボックスティッシュ、ウェットティッシュ、くし、
歯ブラシ、歯磨き粉、吸呑み、食事用エプロン、コップ、入れ歯ケース、口腔スポンジがご利用いただけます。
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・お申込み当日から開始できます。途中でプラン変更することも可能です。
・株式会社エランより請求書が送付されます。

＜オプション＞
オプション1：介護ねまき 210円 /日額
オプション2：肌着、パンツ/ショーツ、靴下 210円 /日額
オプション3：ミトン 210円 /日額

※＜基本セット＞に追加できます。オプションのみのご利用はできません。

＜紙おむつプラン＞
プラン1：昼パンツタイプ、夜テープタイプを使用される方向け 484円 /日額
プラン2：常時紙おむつをされる方向け 407円 /日額
プラン3：バルーンカテーテルを装着されている方向け 308円 /日額

※病院職員にご相談ください。紙おむつは医療費控除の対象です。

『入院生活に必要なもの』が揃うCSセット（ケア・サポートセット）のご紹介です。
株式会社エランが提供するサービスです。



●自動販売機

病院入口のマスクの自動販売機があります。（100円で2枚）
1階と4階に飲料の自動販売機があります。

●売店 オレンジ （1階病院入口横）

飲料・食品の他、日用品も販売しています。
［営業時間］ 月～土曜日（日祝休み）

9:00～18:00

04

サービス 料金 申込み（申込書） 場所
駐車場 330円 /日 必要 指定された場所
公衆電話 - 1階受付横
テレビ利用料 660円 /日 必要 2人部屋・4人部屋
イヤホン 220円 お声かけください。
貴重品預かり庫 33円 /日 必要 3階東病棟ロビー
冷蔵庫 220円 /日 必要 351～360号室（個室）
コインランドリー - 3階東・5階
付添寝具料 220円 /日 必要
家族控え室 1,320円 /日 必要 各階
付添食（朝食） 朝食 330円 1階総合受付

予約が必要
その都度精算

前日18時が申込締切
付添食（昼食） 昼食 539円 当日10時が申込締切
付添食（夕食） 夕食 539円 当日15時が申込締切
180日超の入院に係る特別料金 2,728円 /日 病院から事前連絡します。

新型コロナウイルス感染防止対策で
サービスを中止しています。

サービス 申込み 場所

無料の冷蔵庫 不要：部屋番号とお名前を記載しご利用ください。 6階パノラマ食堂

無料のお茶とコーヒー - 6階パノラマ食堂

郵便・宅配 病院に届いた患者さん宛の郵便はお届けします。
宅配のご希望はナースステーション事務までご相談ください。

新型コロナウイルス感染防止対策で
サービスを中止しています。



入院中の生活について05

当院には機能の違う4つの病棟があります。病状や入院日数等により病棟間の移動が
必要な場合があります。移動時期は、患者さんの病状や治療・処置の内容により異な
ります。主治医または病棟看護師長よりご案内がありましたら転棟へご協力をお願い
いたします。

重要 : 入院後の転棟（病棟の移動）について

● 外出・外泊
外出・外泊は医師の許可が必要になります。外出・外泊を希望される方は病棟看護
師までお問合せください。

入院期間中は、入院している医療機関でのお薬の処方や受診が基本となります。他院
で処方されているお薬が必要であったり、他院の受診予約があるなどの場合、当院の
看護師までご相談ください。入院中に他院で処方を受けたり受診をされた場合、健康
保険が適応されず、全額自費になる場合があります。

重要 : 入院期間中の他院の受診（お薬など）

● お薬の服薬
入院中は当院の指示に従い服薬してください。他院処方のお薬は、入院時に薬剤師
が確認を行い、主治医の指示により服薬・中止をご案内いたします。

● ナースコール
・看護師にご用の際は、各病床に備付けのナースコールを押してお知らせください。
・トイレやシャワー室にもナースコールを設置しておりますので気分が悪くなった
時時は遠慮無くお知らせください。

● 寝具と清掃
シーツ類は当院の予定に従い順次交換しております。汚れた場合は適宜交換します
のでお声かけください。ゴミ箱のゴミの回収と清掃を各号室の予定に従い行ってお
ります。
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起床 6:00

※テレビのご利用は6時から22時までの間でお願いします。

朝 食 昼 食 夕 食
8:00頃 12:00頃 18:00頃

がん患者さんをはじめ食欲不振の患者さんを対象に、有料で患者さんの自由な選択と同
意に基づき、のどこしがよいもの・食べやすいものを取り入れて提供します。1日単位
の予約制で、通常の入院食料金に1日314円加算となります。予約は希望日の一週間前
を締め切りとさせていただきます。なお、特別治療食（糖尿病、腎臓食など）を召し上
がっている方のハート食は、医師の許可が必要となります。看護師までお尋ねください。

6時、10時、14時、18時
・検温は10時に行います。
・症状などにより、6時、14時、18時やその他の時間に行います

シャワー室（個人浴室）
ご利用時間 9:00～22:00

3階、4階は、シャワーでも入浴効果がある「ザ・シャワー」を設置しています。
・必ず入浴・シャワーの許可を得てご利用ください。
・初めてご利用の際は、ナースステーションにて看護師にお声かけください。

お食事

※アレルギーのある食材がある場合は看護師までお申し出ください。
・管理栄養士において管理された食事を提供しています。
・療養上の理由や検査のためなど、食事が提供されない場合があります。
・1日の塩分摂取を約7gに設定しお食事を提供しています。
・お刺身などなまものは提供しておりません。野菜は加熱処理して提供しています。
・朝食主食について、月・水・金はご飯、火・木・土・日はパンを提供しています。
アレルギー他パンが食べられない方は看護師へお申し出ください。

検 温

入浴とシャワー

就寝 22:00



安全な入院生活を送るために07

ベッド上での生活は短期間でも足の筋力が予
想以上に低下します。ベッド上で、足の趾、
足首、膝の運動を行いましょう。

✔

服用前にはトイレを済ませてください。ふ
らつく時には、看護師が介助しますので
ナースコールでお知らせください。

✔

スリッパやサンダルは脱げやすくつまずき
やすいので靴を使用して下さい。自宅で使
用している靴があれば御持参して下さい。

✔

車椅子を乗り降りする時は必ずブレーキ
をかけましょう。足を乗せる台に立つと
のは危険ですので絶対やめて下さい。

✔

点滴台を押して歩くときは、ゆっくり歩
いてください。キャスターがついている
ので、支えにすると危険です。エレベー
ターやトイレなど出入りする時は、つま
ずかない様に気を付けましょう。点滴ス
タンドのフックがカーテンの網に引っ掛
かる可能性があるのでカーテンを開けて
から移動しましょう。

✔

ベッド上で、立ち上がったり、身を乗り
出したりして物をとろうとしないでくだ
さい。転落防止の為に、ベッド柵の使い
方をお確かめください。ベット柵は常に
設置しておいてください。

✔ ✔

消灯前にトイレを済ませてください。尿
器やポータブルトイレを設置することも
できますのでお申し出下さい。枕元灯を
つけて足元等に十分注意して歩行して下
さい。

患者さんの心身の状態により、転倒・転落の危険がある場合は、ご家族へご連絡と同意の
上で、安全のための身体の固定用具を使用させていただく場合がございます。万が一転倒
した場合には、速やかに状況をご連絡いたします。

ご家族のかたへ



08面会について

入院患者さんをはじめ、ご家族の方にも大変ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス
の感染防止対策として2020年11月20日から入院患者さんへの面会を禁止しています。
何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。尚、病院から来院をお願いした方は除きます。

重要 : 新型コロナウイルス感染防止対策で面会できません。

「平日のみ」や「1回の面会時間が5分」など、いくつかのご利用条件があり
ますが、当院から入院患者さんにスマートフォンをお貸しして無料通話アプリ
LINE（ライン）を利用した、オンライン面会サービスを行っています。お申
込みは当院ホームページの「オンライン面会」お申込みフォームからお申込み
が必要です。詳しくは下記ＱＲコードより当院ホームページにアクセスしてご
確認、お申込みください。

岡村一心堂病院ホームページ内
オンライン面会のご案内ページ

当院よりスマートホンを
お貸ししてご利用いただけます。

新しい面会サービス



医療費について09

入院費 ＝ 医療費 + 食費 + 自費のもの

入院費のご説明

健康保険の場合、患者さんの一部負担金、保険が適応される食費、自費（お部屋代や
サービス費、診断書代等）の合計を入院費として請求いたします。健康保険の他、労
働災害、通勤災害、公務災害、自賠責保険、自由診療などにより、医療費や食費の負
担そのものや割合が変わります。
※CSセットは別途株式会社エランから請求書が発送されます。

請求書は退院日にお渡しします。
月をまたぐ場合は毎月10日頃に定期請求として請求を行います。退院日が確定して
概算がお知りになりたい場合は、各病棟の事務担当者にお伝えください。

支払期限は、請求書がお手元に届いて10日間となります。

お支払いは1階会計において、現金、または各種クレジットカードやデビットカード
がご利用いただけます。電子マネーやバーコード決済はご利用いただけません。

● 請求と支払期限

● 支払方法

● お部屋代（室料差額）

● 個人加入の医療保険の診断書
診断書は料金先払いとなります。退院日が決定してからお申込みいただけます。
お申込みから作成完了までおよそ2週間程度かかります。

5,500円 /1通につき

2人部屋 3,300円
423 523
個 室 1,650円
310
個 室 4,950円
313 314 413 414
415 416 417 418
419 420 512 513
514 515 516 517
518 519

個 室 5,500円
391 392 393 394
491 492 493 494
591 592 593 594

個 室 6,600円
422 520 521 522

個 室 7,700円
366 367 368 369
424 425 524 525

個 室 9,900円
301 302 308 361
362 363 401 402
408 501 502 595

個 室 14,300円
364 365 426 427
526 527
個 室 33,000円
316 421

数字は号室を表しています。
各階、各病棟の4人部屋は室料差額はありません。
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高額療養費制度をご存じですか？ひと月の医療費が高額となった場合、一定の金額を超え
て支払った自己負担額が申請により戻ってくる制度です。事前に「限度額適用認定証」を
取得し病院窓口でご提示いただく方法が非常に便利です。

●70歳未満
所得区分 自己負担限度額 多数該当※

区分ア
（標準報酬月額83万円以上の方）

252,600円
＋（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

区分イ
（標準報酬月額53万～79万円の方）

167,400円
＋（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

区分ウ
（標準報酬月額28万～50万円の方）

80,100円
＋（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

区分エ
（標準報酬月額26万円以下の方） 57,600円 44,400円

区分オ（低所得者）
（被保険者が市区町村民税の非課税者等） 35,400円 24,600円

簡易表示しています。詳しくは病棟医事担当者、または各保険者へお問合せください。

※ 多数該当とは直近1年間で高額療養費の適応が4回目以上になる場合。

●70歳以上
被保険者の所得区分 自己負担額限度額

外来（個人） 外来・入院（世帯）

①現役並み所得者

現役並みⅢ
標準報酬月額83万円以上、
又は課税所得690万円以上の方

252,600円 +（総医療費-842,000円）×1％
［多数該当※：140,100円］

現役並みⅡ
標準報酬月額53万～79万円、
又は課税所得380万円以上の方

167,400円 +（総医療費-558,000円）×1％
［多数該当※：93,000円］

現役並みⅠ
標準報酬月額28万～50万円、
又は課税所得145万円以上の方

80,100円 +（総医療費-267,000円）×1％
［多数該当※：44,400円］

②一般所得者 （①および③以外の方） 18,000円
（年間上限14.4万円）

57,600円
［多数該当※：44,400円］

③低所得者
（住民税非課税）

Ⅱ 8,000円 24,600円
Ⅰ 15,000円

簡易表示しています。

限度額認定証を事前に取得しご提示いただくことで、医療費が高額になった場合に、窓口での自己負担
額のお支払いを表記上限におさえることができます。70歳以上の③の場合は、「限度額適用・標準負担
額認定証」という認定証になり、食事代が軽減されます。

限度額適用認定証

どこに申請するの？
各保険者への申請が必要になります。国民健康保険の場合、お住まいの市町村の役所窓口へ申請くださ
い。岡山市の場合、各区役所でお手続きができます。



電話で患者さんの症状や状態についてのお問合わせにはお答えできません。
回線が使用中の際は、病院代表電話に繋がる場合がございます。

災害、火災など万が一の事態が発生した場合は、職員が、安全に避難できるよう誘導
します。落ち着いて行動してください。また、すべての病室に避難経路の掲示をおこ
なっております。入院中に一度ご確認ください。

万が一の事態には

避難経路イラスト図をご確認いただけます。
左のQRコードを読み取ってください。

Okamura ���������	Hospital

病棟の連絡先

・３階東ナースステーション 086-942-9930
・３階ナースステーション 086-942-9903
・４階ナースステーション 086-942-9904
・５階ナースステーション 086-942-9905

●医療福祉相談

どこに相談して良いか変わらない場合は遠慮なくお近くの職員までお尋ねください。

ご説明相談窓口のご案内

入院中あるいは退院後の生活の不安、悩み事についてはソーシャルワーカーがご相談をお
受けしております。また介護保険の認定や相談も承っています。ご希望の方は看護師まで
お声かけください。

●個人情報相談窓口・苦情相談
病院に対する苦情は専門担当者がお伺いします。1階総合受付にお申し出ください。
また各階に設置する や、退院時にお渡しする をご活用くだ
さい。


