
入退院のしおり

入院日　　月　　　日　（　　）

お部屋の希望について
第 1 希望（ 特別室・浴室付き個室・標準病室 ）
第２希望（ 特別室・浴室付き個室・標準病室 ）

手術日　　月　　　日　（　　）

午前 9 時 30 分～午前 10 時 00 分
午後 12 時 30 分～午後 1 時 30 分

⃝午後から入院される方は、入院前に昼食をすませてからご来院ください。

⃝やむをえず病院への到着が遅れる場合はご連絡ください。（TEL:078-371-3721）
⃝必ずこのしおりに目を通してからお越しください。
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患者の皆様の権利
当院を受診される患者の皆様は次の権利を有します。
⃝公平に良質な医療を受ける権利	 ⃝医師や医療機関を自由に選ぶ権利
⃝治療方針を自らが決定できる権利	 ⃝自らの診療上の情報を知る権利
⃝個人の情報が保護される権利

当院の理念
⃝隈病院は甲状腺疾患中心の専門病院として最高の医療を均等に提供すること。
⃝隈病院は甲状腺専門病院としての社会的役割を果たすこと。
⃝隈病院は診療において患者中心の全人的医療を目指すこと。
⃝隈病院は職員が誇りを持って働ける病院を目指すこと。

当院から皆様へのお願い
安全でよりよい医療を実現するためには、医療従事者だけではなく、来院された皆様のご協力が不可欠です。	
そこで当院では次のことをお願いしています。
⃝ご自身の健康に関する情報はできるだけ正確にお伝えください。
⃝治療に関して十分質問をして、理解した上で治療をお受けください。
⃝当院からお渡しする書類がご本人のものか必ずご確認お願いします。
⃝他の患者の皆様や、当院の診療に支障をきたすことが無いよう、病院のルールや社会的ルール、病院職員の指
示をお守りください。

＊ルールを守れない場合は、強制退院となる場合がございます。

I N D E X
入院前の準備
⃝入院の手続き・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
⃝入院前の注意事項・お部屋について・・・・・・・・5	
⃝入院時の持ち物・・・・・・・・・・・・・・・・・6

入院生活について
⃝お食事、電気器具・テレビ・洗濯機、ネームバンドについて	 ・8
⃝冷蔵ロッカーの利用について、ご面会	・・・・・・・・9
⃝外出、駐車場、タクシーの手配、携帯電話、貴重品、おそうじ	・・ 10
⃝検温、入院生活でのお願い、入院生活での禁止行為、	
　手術当日のこと・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

全身麻酔と禁煙	・・・・・・・・・・・・・ 12

医療費の自己負担額を減らす制度のご案内	・・ 13

入院費について
⃝預かり金について、保険診療での預り金・・・・・ 14	
⃝限度額適用認定証の提示がある場合の預り金、差額室料の目安	 15

手術について
⃝手術室へ行く前に、手術までの流れ・・・・・・・ 16
⃝手術が終わったら・・・・・・・・・・・・・・・ 17

手術の瘢痕をきれいにするために	・・・・ 18

退院時の手続きとお支払いについて
⃝退院時間、次回予約について、入院費のお支払い	
　医療費の支払義務	・・・・・・・・・・・・・・・ 19

退院後の生活について
⃝お食事、家事、お仕事、運動、入浴	 ・・・・・ 20

マイクロポアテープの使用方法・	 ・・・・ 21

術後のストレッチ体操・・・・・・・・・・ 22

手術に行く前にチェックしてください	・・ 23

個人情報の取り扱い・利用目的	 ・・・・・ 24
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当院の方針
当院では甲状腺、副甲状腺、乳腺の診療を行っております。
患者の皆様の権利を守るため、当院は次のような方針で運営します。

医師は、診断、治療方針について患者の皆様が納得いくまで説
明を行っております。もし、納得できないこと、判らないことが
あれば、担当の医師にご遠慮なくお尋ねください。
医師から提案された治療法に納得がいかない場合は拒否でき
ます。この際、当院では代わりにどのような治療法があるかを
明確にご説明いたします。なお、医学的に妥当ではない治療は
当院では行っておりませんので、あらかじめご了承ください。

インフォームド・コンセントの徹底1

当院では、看護本部本部長による医療相談室を設置しています。
病気のことはもちろん、個人的なお悩み（ご自身の心の問題、
ご家族や職場のお悩み等）の他、治療についての不満や、担
当医師と相性が合わないといった直接医師には言いにくいこ
と等、どのような内容でもお気軽にご相談ください。当院に
はカウンセリングセンターも設置しています。ご希望により医
師を通じて紹介いたします。まずはインフォメーションまでお
申し出ください。

医療相談室の設置5

当院では、個人情報の保護に積極的に取り組んでおり、個人情
報の利用目的に関して皆様に公開しております。また、当院が
有する個人情報はご本人様へ開示しています。詳しくは「隈病
院における個人情報の取り扱いについて」をご覧ください。ご
不明な点があれば医療相談室へお気軽にご相談ください。

個人情報の保護と情報開示6

当院では相性の良い医師を探すことができます。何かご不満
がある場合には他の医師に変更することが可能です。また、
担当以外の医師に相談することもできます。医師の変更や、
他の医師への相談をご希望の方はインフォメーションまたは
医療相談室までお申し出ください。

患者の皆様による医師の選択2

必要に応じ、当院から他の医療機関へのご紹介を行っており
ます。
他の医療機関にかかっておられる方でも、当院に現在の治
療法で良いか相談していただけます。治療は今までどおりの
医療機関で受けていただいて問題ありません。

他院との連携3

当院では、診断名、治療法、今後の見通しについて、はっきり
ありのまま告げる方針にしています。なぜならば患者の皆様
が本当のことを知って治療を受けられることが大切だと考え
るからです。

病名告知の徹底4
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入院手続きに必要なもの

入院前の準備
入院の手続き
入院が決定しましたら、指示された日時に1階受付までお越しください。入院手続きには次のものが必
要ですので、お持ちください。

□診察券

□健康保険証

□各種受給者証（福祉医療証・公費など）

□限度額適用認定証

□このパンフレット（入退院のしおり）

次の4つの書類は入院するまでに署名・捺印し、	
必要事項をご記入ください。

□入院誓約書　　　　□問診票

□予後調査に関する同意書

□特別療養環境室利用同意書 
（有料病室の場合）

①診断書を依頼する場合は、書類作成依頼同意書にご記入の上、お持ちください。
②生命保険会社に提出する書類がございましたら所定の用紙をお持ちください。
③入院中にお預かりした書類は、退院後の外来受診日にお渡しするか、郵送いたします。
④休業期間には制限があり、病状により証明できる期間が異なります。

令和2年 4月の民法改正により、入院誓約書に記載していただく連帯保証人に対し、“極度額”
を明示することが必要となりました。この極度額とは、入院にかかる費用（入院費、差額室料や
その他諸料金）について、患者様が支払いをしなかった場合に、連帯保証人が引き受ける保証
金額の上限額のことです。連帯保証人が予想を超える過大な責任を負うことがないよう、連帯保
証人を守るために民法が改正となりました。当院では、保険種別によって金額を設定しており、
入院にかかる費用が極度額として定められた金額を上回ったとしても、連帯保証人に請求する場
合は極度額を限度とします。

診断書作成依頼について

入院誓約書にある保証人の極度額について

⃝来院されましたら、1階受付に健康保険証、各種受給者証などをご提示く
ださい。変更がある場合は、必ずお申し出ください。
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お部屋について

入院前の注意事項

入院時のお部屋は、特別室、浴室付き個室、標準病室の３つのタイプがございます。

1. お薬の中には手術前に中止する必要のあるお薬があります。麻酔科診察の際にお薬を継続するか中
止するかをご説明します。必ず指示通りに服薬してください。指示を守れなかった場合は手術を延
期する可能性があります。

2.サプリメント、健康食品は、手術日の2週間前から摂取するのをやめてください。

3.予防接種は手術日の前後3週間（計 6週間）をさけてください。

4. 入院前の女性は、手術までは避妊するようにお願いします。妊娠した場合またはその可能性がある
場合には、すみやかに病院へご連絡ください。

5. 当院では、安全で安心な食事を提供するためにアレルギー体質の方の給食に対応しておりますが、
他のメニューと同一の厨房で調理いたします。調理・洗浄機器などについても他のメニューと共通の
ものを使用するため、加工または調理の過程で、アレルギー物質が微量に混入する可能性があります。
重篤なアレルギーを起こしたことがある方は、入院前にお申し出ください。

6.手術中に手足の爪の色を観察します。マニキュア、ペディキュア、つけ爪、ジェルネイルは手も足も
必ず取ってきてください。透明のものも不可です。

7. 爪は短く切っておいてください。

8.まつげエクステは、手術の際、外れる場合があります。

9. 入院時、感染症の罹患や体調の変化があれば、お申し出ください。

1. 入院時には指輪などのアクセサリーはお外しの上、お越しください。	
手術時は、身につけているものをすべて外していただく必要があります。貴金属やミサンガ
もお外しください。

2.体調や薬の影響で、においに敏感な患者様もいらっしゃいますので、香水やにおいの強い整
髪剤・芳香剤などはお控えください（アロマオイルも含む）。

3.手術に向けて、うがい、手洗いをして、風邪等の感染予防に努めましょう。

お願い

特別室／浴室付き個室 別紙をご参照ください。

標準病室 トイレ、洗面台、テレビ（有料）
※Wi-Fi 接続サービスはご利用いただけません。

⃝特別室または浴室付き個室を希望した方に、標準病室への入室をお願いする場合のみ、事前にお電話に
てご連絡いたします。
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□1 前開きのパジャマ（着替え用も含む）

□2 バスタオル3枚（必ず3枚は必要です。そのうち 
  1枚はフルネームで名前をご記入ください）

□3 フェイスタオル2～3枚

□4 ティッシュペーパー（箱型）

□5 洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉）

□6 入浴セット（石けん・シャンプーなど）

□7 マグカップ 
    （持ち手がついているもの、軽く割れにくいもの）

□8 手術準備物品（バスタオル2枚とパジャマ1組、 

  下着、ティッシュ1箱）がまとめて入る袋

入院の時ご用意いただくもの

その他あると便利なもの

入院後にご購入いただくもの

入院時の持ち物

□ 洗濯用洗剤：３階売店で購入できます 
　（においの強いものはお控えください）

□ ドライヤー 
　（病棟貸出しもあり・有料病室には常備）

□ ウェットティッシュ

□ 時計

□ カーディガン、ガウンなど上に羽織るもの

□ 爪切り

□ ストロー

□ ハンドソープ

□ 紙パンツ（LLサイズ）

□ マイクロポア幅25mm（傷に貼るテープ）

□ 手術用くつ下（弾性ストッキング）

＊診療材料は療養担当規則により病院での販売ができません。購入の際は、入院後にお渡しする「診療材
料購入依頼票」を持って3階売店にて代金をお支払いください。

□ 9 下着類（着替え用も含め数枚）

□10 スリッパ（すべらない室内履き）

□ 11 一週間分の内服薬（必ずお持ちください）

□12 おくすり手帳（該当があれば）

□13 ひげそり（男性の方）

□14 ヘアゴム2つ 
　　（髪の長い方のみ。金属のついていないもの）

□15 ボールペン

□16 めがねケース（めがね着用の方）

□17 不織布のマスク

＊食事の時にお使いになるおはし、スプーンな
どは病院でご用意いたします。

＊有料病室を利用される方は、1 ～ 8 を無
料でご用意しております。

＊寝具類は病院でご用意いたします。
＊退院時に手術後のきずあとが気になる方は、スカーフやバンダナ、首もとがかくれる服などをお持ちください。

1

2

3
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万一の事故防止に備え、以下のものは持ち込まないでください。
⃝刃物類（包丁・果物ナイフ・カッターナイフ・鋭利なはさみ・大きいはさみ など）

⃝火気・発火物（ライター・マッチ・IHコンロなど）

⃝割れるもの（ガラス、陶器類）

⃝その他療養に必要としないもの（ダンベル、バランスボールなど）

入院時に持ち込めないもの4

メモ
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入院生活について
お食事

電気器具・テレビ・洗濯機

ネームバンドについて

医師の指示により、病状に応じたお食事をご用意いたします。
治療上、食事内容に制限が必要になる場合がございます。食
べ物の持ち込みについては医師・看護師にご確認ください。

配膳時間
⃝朝食：午前8時（8：00）　⃝昼食：午後0時（12:00）
⃝夕食：午後6時（18:00）

⃝電気ポット、電気・ガス（携帯用）コンロ、トースター、電熱器、
小型冷蔵庫など、火災の危険がある器具はお持ち込みできま
せん。アンカ、電気毛布などをお持ち込みの方は、必ず看護
師の許可を受けてください。
⃝テレビはカードを購入してご使用ください。食堂および談話
室のテレビカード販売機でご購入いただけます。
⃝洗濯は、4階・5階に設置しているコインランドリー（乾燥機つ
き）をご利用ください。洗剤はご用意ください。
⃝精算機は4階談話室に設置しております。
⃝ゲーム機、DVDプレイヤーなど、テレビに接続して使用するも
のは持込できません。

利用料金

テレビ 
カード

1 枚 1,000 円
＊1000分（16時間40分）
　利用可

洗濯機 1回 200円 
（テレビカードでも利用可）

乾燥機 60分 200円 
（テレビカードでも利用可）

入院中は氏名を印字したリストバンド（ネームバンド）
を手首に装着させていただきます。
ネームバンドを装着されていても本人確認をより確実
にするために、フルネーム（姓名）を確認しますので、ご
協力をお願い致します。
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冷蔵ロッカーの利用について
4階と5階の談話室に冷蔵ロッカーを設置しております（冷凍はありません）。ご利用を希望される方は病
棟受付までお申し出ください。ロッカーは数に限りがありますのでご了承ください。

ご面会

面会時間
病院の休日 午前10時～午後8時

平日（土曜含む） 午後1時～午後8時

屋上庭園（4階）

売店（3階） 喫茶（3階）

⃝ご家族も含め、ご面会の方は、4階または5階ナースス
テーションにて「面会簿」をご記入の上、面会許可を受
けてください。

⃝入院中の看護は看護師がいたしますので、付き添いの
必要はありません。

⃝駐車場料金の割引サービスは、外来患者様のみ対象と
なっております。ご面会の方は、休日のみ割引サービス
をご利用いただけます。

⃝駐車場も含めた病院敷地内全てが禁煙区域のため、ご
面会の方も喫煙できません（電子タバコも不可）。

⃝ご面会や付き添いの方にも、快適にお過ごしいただけ
る場所をご用意しております。

⃝ご利用を中止される場合は、病棟受付に鍵をご返却ください。

⃝病院の休日に退院される方は、ナースステーションへご返却ください。

⃝お渡しした鍵の番号と同じ番号の冷蔵ロッカーをご利用ください。

⃝鍵は患者様の保管となりますので、紛失された場合、一切の責任は負いません。

⃝鍵を紛失した場合は、有償にて鍵交換となります。2,750円（税込）かかりますのでご了承ください。	
防犯上、至急病棟受付までご連絡お願いいたします。

利用料金 基本料金 : 550 円（税込）
6日目以降は1日につき110 円（税込）加算されます。預り金で精算いたします。

受付時間
鍵の貸し出しは、月～土（病院の休日を除く）の午前 8 時30 分～午後5時に対応い
たします。
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貴重品

タクシーの手配

おそうじ

携帯電話

お部屋にセーフティボックス（金庫）を取り付
けております。病院は大勢の方が出入りします
ので、盗難事故防止のため、貴重品はお持ちに
ならないようにしてください。なお、紛失物に
ついては補償いたしません。

お部屋は、清掃担当者が毎日掃除しています。
その際ゴミも回収いたします。
患者様の不在時も、ドアを開けた状態で掃除を
させていただくことがありますのでご了承くだ
さい。

駐車場

⃝外出をご希望の方は、ナースステーションまでお申し出ください。
⃝近くのコンビニなど、少しの外出でも必ずお申し出ください。
⃝帰院されましたら、ナースステーションで外出簿に、帰院時間をご記入ください。
⃝もし2時間を越えてしまう場合は必ず電話連絡をお願いします。
⃝外出は1日1回のみです。

⃝治療状況によっては医師から許可が出ない場合があります。	
早めに医師にご相談ください。

⃝当院向かい側にタイムズ24が運営している自走
式立体駐車場がございます。
⃝ご家族・お見舞いの方への平日（日祝・第2土曜以
外）の駐車料金の割引サービスはございません。
⃝駐車場内での盗難、事故などの一切の責任は負
いませんのであらかじめご了承ください。

外出
2 時間以内の外出をされる場合（検温後 ～ 午後 6 時まで）

2 時間以上の外出・外泊をされる場合（医師の許可が必要です）

ご利用時間
午前 7 時～午後 8 時

（午後 8 時に施錠）
※午後8時〜翌朝午前 7時まで出庫で
きません。

ご利用料金 30 分につき330 円（税込）

１階外来入口、病棟入口（防災センター横）にあるタ
クシー直通電話でご予約可能です。（24時間対応）

お部屋では携帯電話をお使いいた
だけます。ただし、リカバリー
ルームでは使用できません。
ろうかでの通話や歩きながらのス
マートフォンの操作はご遠慮くだ
さい。
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入院生活でのお願い

入院生活での禁止行為

入院中、お気付きの点やお困りのことがございましたら、遠慮なく職員に
お申し出ください。

⃝入院中は医師や看護師の指示をお守りください。
⃝他の入院患者様のご迷惑にならないよう、お互い
にご配慮ください。
⃝診療上の都合により病室を替わっていただくこと
がありますので、ご協力ください。
⃝外出または外泊を希望される方は、担当医の許可
を受けて看護師の指示に従ってください。
⃝携帯電話は医療機器を使用していなければ問題あ
りませんが、マナーはお守りください。
⃝起床時間は午前6時、消灯時間は午後9時です。

1.職員を長時間拘束するなど、円滑な診療や業務を
妨害する行為
2.職員に対して文書作成等の強要や執拗な面談要求
3.業務の妨げとなるような撮影

⃝酒類（ノンアルコールビールも含む）の持ち込み、
飲酒は禁止しております。
⃝火災予防にご協力ください。駐車場も含めた病院
敷地内全てが禁煙区域です（電子タバコも不可）。
⃝入院中は、駐車場のご利用をご遠慮ください。
⃝職員に対するお心づけは一切お断りしております。
⃝非常口、避難器具などの位置をご確認ください。
火災、その他非常災害が発生した場合は、医師、看
護師、職員が誘導いたしますので、必ずその指示に
従ってください。

4.スタッフの写真や動画の撮影
5.ご自身の病室以外での写真や動画の撮影（個人情
報保護のため）

手術当日のこと
⃝手術用の荷物はお部屋のわかりやすい所（ベッドの上や椅子の上）に置いてください。手術室に行かれた
後、病棟スタッフが荷物を取りにお部屋に入らせていただきます。
⃝手術が終わってから、リカバリールームに戻られましたら面会可能です。手術室の前には待合室がござ
いませんので、ご面会の方は、お部屋か食堂/談話室でお待ちください。	
面会できる準備が整いましたら、お部屋へご連絡します。手術後は、医師より手術についてご説明させて
いただきます。必ずお一人はお部屋で待機してください。
⃝手術中は、セーフティボックスの鍵をご家族の方にお預けください。	
手術後リカバリールームに戻られましたらご自身の手首につけていただきます。

検温
毎日看護師がお部屋に伺い、体温・脈拍・排尿排便回数・
食事量・全身状態についてお聞きします。
右記の時間は、円滑な看護の提供のため、お部屋でお過ご
しください。

訪室時間

午前 9 時 30 分～午前 11 時 30 分頃

＊手術の翌日は1日4回ほど行います。詳細につきましては入院時にご説明いたします。
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喫煙者が全身麻酔で手術をうける際に負うリスク

喫煙しているときずの治りが悪くなります!

喫煙習慣のある方が全身麻酔で手術を受ける際に負うリスクには、術後の肺合併症（肺炎）の発生や、き
ずの治りが悪くなる可能性などがあります。
ほかにも喫煙は狭心症や高血圧など循環器系への影響も考えられます。

これらの術後合併症を予防する最も効果的な方法は、いうまでもな
く禁煙です。
手術が予定された方は必ず禁煙してください。禁煙は、手術の数日
前から始めても効果があがりません。最低でも 4 週間は禁煙してく
ださい。もちろん禁煙期間が長ければ長いほど効果的です。
禁煙しないと大きなリスクを背負いながら手術に臨むことになりま
す。禁煙されていない場合、手術をキャンセル、延期することがあり
ますので、ご了承ください。

きずの治りはコラーゲン量で決まります。生成されるコラーゲン量は血流と酸素に影響をうけます。

タバコの煙に 
含まれている 

ニコチンによって 
血流が悪くなる

一酸化炭素によって 
酸素不足になる

皮下組織で
充分なコラーゲンが作られず

きずの治りが悪くなる

無気肺は細菌感染による肺炎を起こしやすく、
生命の危険もでてくる

喫煙しているとその危険は
非喫煙者に比べて３倍！

肺機能が低下していたら10倍!!

禁煙
してくだ

さい！

全身麻酔と禁煙
〜入院日までにできるだけ早く禁煙を〜

タバコの煙に含まれる有害物質によって、肺や
気管支に慢性的な炎症を引き起こす

全身麻酔時の気道確保、麻酔ガス、人工呼吸に
より気道上皮がさらに傷んで痰

たん

が増加する

気管支の繊毛運動が悪化し、痰
たん

を吐き出す力が
弱まる

痰
たん

が気管支に詰まると肺が部分的に潰れた状態
（無気肺）になる
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限度額適用認定証について

限度額適用認定証を申請するには

加入している健康保険であらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関の窓口に提示すると、
1か月の支払額が自己負担限度額までの支払いですみ、一時的な費用負担が軽くなります。自己負担限
度額は、保険医療機関や保険薬局ごと、同じ病院でも入院と外来は別で、それぞれ算定します。

年齢や所得に応じて、支払う医療費の上限が定められており、いくつかの条件を満たすことで、さらに負
担を軽減する仕組みも設けられています。ただし、入院時の食事代や差額室料など、保険が適用されな
い費用は対象になりません。

限度額適用認定証をご利用いた
だくには、ご自身が加入している
健康保険の窓口に申請する必要
があります。手続き、自己負担額
などの詳細については、各健康
保険の申請窓口にお問い合わせ
ください。

なお、認定証の交付には 1 〜 2
週間程度かかる場合があります
ので、日程に余裕をもって手続き
するようにしてください。

①事前に各申請窓口で
　手続き

②所得区分を認定し
　「限度額適用認定証」を交付

③受診時に「保険証」と「限度額適用認定証」を提示
　自己負担限度額を支払う

各公的医療保険の
申請窓口

病院

70歳未満の
被保険者・被扶養者

保険の種別 申請する窓口
国民健康保険 市役所の保険年金課窓口

社会保険、協会けんぽ 協会けんぽの各都道府県支部の窓口

健康保険組合、共済組合保険 各職場の担当窓口

医療費の自己負担額を 
減らす制度のご案内

年齢 所得区分 健康保険証 高齢受給者証 後期高齢者
医療被保険者証

限度額適用
認定証

70歳未満 ◯ ー ー ◯

70〜74歳

現役並み所得者Ⅲ ◯ ◯ ー 発行不要
現役並み所得者Ⅱ、Ⅰ ◯ ◯ ー ◯
一般 ◯ ◯ ー 発行不要
低所得者Ⅱ、Ⅰ ◯ ◯ ー ◯

75歳以上

現役並み所得者Ⅲ ー ー ◯ 発行不要
現役並み所得者Ⅱ、Ⅰ ー ー ◯ ◯
一般 ー ー ◯ 発行不要
低所得者Ⅱ、Ⅰ ー ー ◯ ◯

【窓口に提示するもの】
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入院費について

保険診療での預かり金

限度額適用認定証の提示がない場合は、保険の種類による負担額でお支払いいただきます。限度額適
用認定証を申請せずに従来通り３割負担で入院費を支払った場合でも、加入されている保険者に高額
療養費の申請をすることで、払い戻しを受けることができます。
くわしくは公的医療保険の申請窓口にお問い合わせください。

入院費は、保険の種類により自己負担額が異なります。差額室料が発生するお部屋に入院される場合、
お部屋代は入院費と別で自己負担となり、保険は適用されません。
入院案内時にお渡しする「入院費の振込について」に記載された振込期限日までに預かり金の振込を
お願いいたします。振込ではなく、入院前に直接１階会計窓口へお支払いされる場合は、現金のみで
各種カードはご利用いただけません。

当院では限度額適用認定証の区分に合わせた預かり金を設定しています。限度額適用認定証
について、くわしくは、このパンフレットの13ページをご参照ください。
預かり金のご入金が確認できましたら、入院時のお手続きの際に、1階受付にて「預かり証」
をお渡しいたします。預かり証は精算時に必要ですので、大切に保管しておいてください。
入院までに預かり金をご用意いただけない場合は、入院延期となることもありますのでご了
承ください。
預かり金にお部屋代は含まれておりません。差額室料が発生するお部屋に入院される場合は、
お部屋代も合わせた金額をお預かりいたします。

⃝福祉医療費助成制度をご利用の方は、各種制度で定められた上限金額を考慮した預かり金
で算定しますので、必ず医療受給者証をご提示ください。
⃝差額室料がかかるお部屋の料金は助成対象外です。入室を希望する場合は、預かり金に差
額室料も合わせた金額をお振り込みください。

預かり金について

医療費助成をご利用の方の預かり金

3割負担で支払う場合 30万円

助成区分 預かり金

高齢期移行者医療費の助成
重度障がい者医療費の助成
高齢重度障害者医療費の助成

ひとり親家庭医療費の助成
こども医療費の助成
乳幼児医療費の助成
小児慢性特定疾病　など

負担金＋1万円

生生活保護・原子爆弾被爆者・水俣病総合対策医療事業 ０円
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限度額適用認定証の提示がある場合の預かり金

差額室料の目安

基本給や各種手当なども含めた4〜6月の収入により所得区分は変わります。

⃝個人で加入している医療保険の中にはお部屋代の補償がついているプランもありますので、生命保険会社に入院
する旨を連絡し、契約内容や診断書の所定用紙がないかについて、ご確認することをお勧めします。

⃝特別病室について詳しくは別紙をご参照ください。

所得区分 標準報酬月額 報酬月額 預かり金
（食事療養費も含む）

区分ア 83万円以上 81万円以上 26万円
区分イ 53万〜79万円 51万5千〜81万円未満 23万円
区分ウ 28万〜50万円 27万〜51万5千円未満 15万円
区分エ 26万円以下 27万円未満 12万円
区分オ 市区町村民税非課税者 8万円

所得区分 標準報酬月額 預かり金
（食事療養費も含む）

現役並み所得者Ⅲ 83万円以上（高齢受給者証 3割負担の方） 26万円
現役並み所得者Ⅱ 53万〜79万円（高齢受給者証 3割負担の方） 23万円
現役並み所得者Ⅰ 28万〜50万円（高齢受給者証 3割負担の方） 15万円
一般所得者 26万円以下 12万円
低所得者Ⅱ 市区町村民税非課税者 6万円
低所得者Ⅰ 市区町村民税非課税者 4万円

お部屋 部屋数 1日につき（税込） 7日間入院の場合
特別室 2室 27,500円 192,500円
浴室付き個室 14室 10,780円 75,460円

70 才未満の方

70 才以上の方
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手術について

手術室へ行く前に

安心して手術を受けられますよう、入院後に手術室看護師が病室へお伺いし、ご説明いたします。

⃝6階手術室へは、病棟看護師がご案内いたします。
⃝術衣、紙ショーツ、弾性ストッキング以外は着衣しないでください。
⃝入れ歯、貴金属類、コンタクトレンズ、湿布、ピップエレキバン、ミサンガなども全てはずしてください。
⃝化粧はしないでください。手術中、顔色の観察を行います。
⃝歩行に眼鏡が必要な方は、かけてきていただいてもかまいません。手術時は眼鏡をはずしていただきま
すので、眼鏡ケースをお持ちください。
⃝まつげエクステは、手術の際、外れる場合があります。

術前訪問看護師：

手術までの流れ

手術室へ入室する際、誤認防止のためお名前をお伺いします。
フルネーム（姓・名）でお名前をお答えください。

1

頭髪が出ないように紙キャップをかぶっていただきます。
髪の長い方は、金属のついていないヘアゴムで 2 つにまとめ、
可能であれば三つ編みにしてください。

2

手術台に移っていただきます。ゆっくりと気をつけてあがってく
ださい。術衣についている肩のボタンをはずした後、仰向けに
寝ていただきます。安全のためベルトをします。

3

手術室へ移動します。ベッドを室内に固定する際ベッドが上下に
動きますが、看護師がそばについていますのでご安心ください。

4

安楽な姿勢をとるため、膝下にクッションをあてます。
腰痛などのある方には、腰にもクッションをあてますので、手術
室看護師にお伝えください。

6

術衣をはずします。電気毛布で保温しますが、寒いようでした
ら看護師にお伝えください。

5
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手術が終わったら
手術が終わりましたら、呼吸チューブを抜きます。麻酔の覚め具合を確認するために、お名前を呼び、
「口をあけて舌をだしてください」、「手をにぎってください」など声をかけますので、その指示にした
がってください。
手術室退室前に声帯検査を行います。その後、病棟看護師がベッドでお迎えにまいります。

⃝手術中、ご家族の方は病室または談話室でお待ちください。
⃝手術に関する質問、その他不安なことなどございましたら、担当医または看護師へお気軽にご相談	
ください。

手術を安全に行うため、血圧計や心電図のシールなどの器械
をからだや腕、指先につけていきます。

7

手術台が狭いので、腕と足を軽く固定させていただきます。
具合の悪いところがあれば、お伝えください。

8

麻酔科医が口に酸素マスクをあてます。9

眠るおくすりを点滴します。点滴の針のあたりが少し痛くな
りますがその後すぐに眠ってしまいます。入眠後に呼吸チュー
ブを挿入します。

10

眠っている間におしっこの管をいれます。
この管は術後の安静時間が終わるまでいれておきます。

11

手術が始まります。手術は麻酔が完全に効いてから始めます
ので、手術中に目が覚めることはありません。手術の間、麻
酔科医がずっとそばについて、全身状態を管理しています。

13

（甲状腺手術を受けられる方のみ）
手術中の体位は手術を行いやすいよう、肩の下に枕をいれて
首をのばします。首を後ろにそらして、痛みや手のしびれがあ
る方は、手術室看護師にお伝えください。

12
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手術の瘢痕（きずあと）をまったくなくすことはできません。
当院ではできるだけ瘢痕が目立たないように、手術方法に
いろいろ工夫をしていますが、手術後のお手入れも大変重要
です。

瘢痕がかたまるには約6か月かかり、この期間のお手入れを
きちんとしていないと瘢痕の幅が広くなったり、赤くもりあ
がったりします。

特に初めの2〜3か月はきずが不安定で、激しい運動をする
ときずに負担がかかり、目立つ瘢痕になりやすいのでご注意
ください。

瘢痕のお手入れには、マイクロポアテープ（紙テープ）を使用
します。マイクロポアテープの使用方法は、21ページをご覧
ください。

手術の瘢
は ん こ ん

痕をきれいにするために

手術後の瘢痕につ
いて、ご不明な点が
ございましたら、ご
相談ください。

メモ



19

退院時の手続きとお支払いについて

入院費のお支払い

医療費の支払義務

次回予約について

退院時間

⃝退院日は医師、看護師の指示に従ってください。

支払場所 1階会計窓口

時間 午前9時～午後5時（病院の休日を除く）

受付時間 午前8時30分～午後5時（病院の休日を除く）

手術する方

検査結果によって料金が変わるため、入院費は退院後の外来受診時に精算いたし
ます。 
退院後の外来受診時に、必ず「預かり証」をお持ちください。預かり金から精算し、
不足分があれば事前にご連絡いたします。

手術しない方

退院時に精算いたします。病院の休日に退院される方はその前日に精算いたしま
す。預かり金から精算しますので、「預かり証」をご提出ください。

【請求書のお届けについて】
⃝退院日が平日の方 → 退院日当日

⃝退院日が病院の休日の方 → 病院の休日の前日

入院費は、疾患や入院期間によって変動します。精算時、預かり金から追加や返金が発生します。

当院で受けた医療に基づき請求された医療費は、必ず外来受診当日または、
退院日、もしくは当院が指定する期日までに支払う義務があります。
やむをえず医療費が未払いとなった場合は、外来受診前に必ず精算する
ようご案内いたします。

次回の外来受診のご予約は、各階ナースステーションでお取りします。退院許可証をお持ちください。

午前9時30分～午前10時30分

会 計
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退院後の生活について
お食事 家事

お仕事 運動

入浴

制限はありませんので、
何を召し上がっていただ
いてもかまいません。

体調に問題なければ可能
ですが、心配な方は医師
とご相談ください。

激しい運動は最低１か
月、次回受診時までは
控えてください。
（例）水泳、ゴルフ、テニスなど

⃝入浴時に首までお湯につかっても差し支えありません。
⃝シャンプーや石けんがついた場合は、お湯で洗い流し、タオルで

「押さえ拭き」してください。

⃝痛み・引きつる感じ・硬くなるような圧迫感、また頚部のしびれたようなピリピリとした
感じは徐々に軽減していきます。問題のない経過ですので、様子を見ていただいてかま
いません。

⃝急に振り向いたりすると、痛みなどの症状が強くなることがございますので、ご注意くだ
さい。

⃝首の違和感や痛みを軽減させるため、頚部のストレッチは退院後も続けてください。（P22参照）

手術部位の症状について

その他ご不明な点がございましたら、医師、看護師までご相談ください。

ならす程度から無理
せずゆっくり始めてく
ださい。
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マイクロポアテープの使用方法　

手術後（　　　　月　　　　日）から始めます。　1

テープをはがし、手のひらに石けんをつけて、きずをやさしくきれいに洗ってください。 
（下図はがし方参照）2

テープを3cmぐらいの長さに切り分けて、きずの長さに合わせて数枚作ってください。3

あごを軽く引き、テープが約2～3mm重なるように、きずの端から貼ってください。 
（下図貼り方参照）4

使用中、皮膚のかぶれ・かゆみ・発赤がある場合は、テープをはがして直接皮膚に副腎皮質クリー
ムを塗り、そのままの状態で一晩皮膚を休ませてください。副腎皮質クリームは、一般の薬局で購
入できる市販薬でかまいません。翌日からは通常通りテープを貼るようにしてください。もし、どう
してもかぶれが治らない場合は、テープの使用を中断してください。

5

マイクロポアテープ（以下テープ）を使用することで、きずを固定させて部分的に
安静にし、きずの肥厚性瘢痕（きずのもりあがり）を予防することができます。
そのためには、1週間に1度の貼り替えを、きずに赤みのある間、3か月程度続
けてください。
＊はがれた時は、1週間以内でも貼り替えてください。

上からきずまでの
半分をはがす

❶

❷ ❸下からきずまでの
半分をはがす

きずにそって
横にゆっくりはがす

はがし方

約3cm

2～3mm重ねる

左右のどちらから貼り始めても
かまいません。

貼り方
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術後の首の違和感はストレッチ体操でふきとばそう!

食べ物がひっかかる感じや飲みこみにくい感じ
頚部のしびれやピリピリした感じ

痛みや引きつる感じ
頚部が硬くなり、しめつける感じ

“ 術後のストレッチ体操 ” で症状が軽減されます ! 
改善されるまで続けましょう

手術後早期から行うと効果的なので、当院では手術の翌日から積極的に行っていただいております。
こわがって動かさないでいると、ツッパリ感や違和感・肩コリがよけいにひどくなります。 
ストレッチを行うことで、きずが開いたり、出血することはありません。
安心して１日３回（朝・昼・夜）・1 回 3 セットのストレッチを、しっかり・ゆっくり行ってください。

術後のストレッチ体操

まずは肩の力を 
ぬいてリラックス1

あごを引いて、 
下を向く2 上を向く3

右を向く4

左を向く5
右に倒す6左に倒す7

肩をグルグル回す8

腕をあげさげ 
する9

耳が肩に付くぐらいじわ〜っと

肩を回さない
ようにしっかりと
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□下着は身につけていませんか？ 
　身につけられるものは手術用くつ下と紙パンツのみです。

□化粧はしていませんか？ 
　口紅、眉、アイラインも含みます。火傷の原因になりますので、手術当日は禁止としています。

□化粧水や乳液・クリームは顔につけていませんか？ 
　手術の際に固定するテープが剥がれやすくなります 

　リップクリームも含みます。

□取り外せる歯はありませんか？

□ひげは鼻の下、あごの下まで剃れていますか？

□金属、アクセサリー類や湿布、ミサンガなど身につけていませんか？ 
　手術中の火傷の原因になりますので、必ず除去してください。

□マスクを着用していますか？

手術に行く前にチェックしてください

着替えをする前に必ず目を通し、チェックをつけてください！



〒650-0011　兵庫県神戸市中央区下山手通 8-2-35
TEL	078-371-3721（代表）　https://www.kuma-h.or.jp/
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隈病院における個人情報の取り扱いについて

隈病院における個人情報の利用目的

1. 個人情報とは
個人情報とは氏名、住所等特定の個人を識別できる情報の
ことを言います。個人情報は、本来の利用目的の範囲を超
えて利用することはありません。詳細は下記「隈病院におけ
る個人情報の利用目的」のとおりです。個人情報保護に関
する法律を遵守し、患者の皆様の情報を管理しています。ま
た、患者の皆様の個人情報を適正に取り扱うための責任者
を置き、職員教育を行っています。

2. 患者名の呼出について
医療安全確保及び誤認防止のため、外来や病棟で患者の皆
様のお名前をお呼びすることがあります。ご都合によりどう
しても外来等での氏名の呼出、病室における氏名の掲示や問
い合わせへの案内を望まれない場合にはお申し出ください。

3. 診察予定の変更、保険の確認等について
治療、外来予約（診察・検査・処置・指導等）や入院予定の変更、
療養給付・保険証等の確認等、緊急性を認めた内容について、
患者様ご本人またはご家族に連絡する場合があります。その
時、病院名を名乗らないでほしいとのご希望がある場合は、
できるだけ本人が出られる番号（携帯番号など）をご指定く
ださい。

4. 個人情報の開示について
患者の皆様のご希望に応じて医療情報を開示しています。
開示を希望される場合は、担当医または医療相談室にお申
し出ください。

5. 個人情報の利用目的について
患者の皆様の個人情報は診療記録等に記載することにより、
最良の医療が継続して行われるよう利用しています。同時に、
医療・介護保険事務や外来・病棟管理、会計、経理、医療
安全対策、院内感染対策等に利用されます。診療に関する
情報を病院や診療所等に提供することや、医師や看護師、
その他職員の研修会等に教育目的で利用されることがあり
ます。学生や研修生の研修のために利用されることもありま
す。また、医療の発展のために、学会や研究等で情報を利
用することもあります。この場合、個人名が特定されないよ
うにします。利用目的については下記をご参照ください。

6. 防犯対策について
当院では、防犯に高い意識をもって対処しており、院内に防
犯カメラを設置し、録画しています。不審者、不審物を発見
した際は最寄りの職員にお申し出ください。

当院では、患者の皆様のプライバシーが守られる権利を重視し、種々の対策を講じております。

当院での患者の皆様の個人情報の利用目的は以下のとおりです。

付記　1. 上記のうち、同意しがたい事項がある場合には、その旨をお申し出ください。
　　　2. お申し出がない場合には、同意していただけたものとして取り扱います。
　　　3.これらのお申し出は、いつでも撤回、変更等が可能です。
　　　4.個人情報保護に関するお問い合わせは医療相談室までお願いいたします。

1. 隈病院内での医療の提供に必要な利用目的に係る事例
 1.	患者の皆様に提供する医療
	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.	医療サービス向上
	7.	その他、患者の皆様に係る管理運営業務

2. 医療の提供に必要な利用目的のうち、他の事業者等へ
の情報提供を伴う事例
 1.	他の病院、診療所、助産院、薬局、訪問看護ステーション、
介護サービス事業者等との連携

	2.	他の医療機関等からの照会への回答
	3.	患者の皆様の診療等のため、外部の医師等の意見・助言
を求める場合

 4.	検体検査業務等の委託業務
	5.	ご家族等への病状説明
	6.	医療保険事務の委託
	7.	審査支払機関へのレセプトの提供
	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健康診断に係る、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または届出等

11.	その他患者の皆様への医療保険事務に関する利用

3. 医療機関での管理業務のうち、上記以外の利用に係る事例
	1.	医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
	2.	院内において行われる医療実習への協力
	3.	医療の質の向上を目的とした院内症例研究
	4.	外部監査機関への情報提供


