
 

 

     

                                    

医療法人社団健育会 

石川島記念病院 
 

〒104-0051 東京都中央区佃 2-5-2 

 03-3532-3201 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1566604922/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pY29vb24tbW9uby5jb20vMTE2ODItJUU5JUJCJTkyJUU5JTlCJUJCJUU4JUE5JUIxJUUzJTgxJUFFJUU3JTg0JUExJUU2JTk2JTk5JUUzJTgyJUE0JUUzJTgzJUE5JUUzJTgyJUI5JUUzJTgzJTg4Lw--/RS=%5eADBcXs2_7L_CK9EgxUgy87k86NCVTc-;_ylt=A2RCL5P5LF9dC2AADh2U3uV7;_ylu=X3oDMTBiZGdzYWtnBHZ0aWQDanBjMDAz


1 

 

            

 

目次 

1. 入院日について…………………………………………･………P.2 

2. 入院時の持ち物…………………………………………･………P.2 

3. 入院中の生活………………………………………･……………P.3 

4. 患者さんへのお願い……………………………………･………P.7 

5. フリーWi-Fi（無料無線 LAN）サービスのご案内……･……P.9 

6. 入院会計………………………………………･………･………P.10 

7. 退院について…………………………･…………………･……P.12 

 

 

 

 

 

 

                           

  



2 

 

1.入院日について 

〈ご提出いただく書類〉 

□入院申込書兼誓約書 

※身元保証人・連帯保証人欄は、別世帯で 2 名、署名捺印をお願いいたします。 

※身元保証人・連帯保証人欄をご記入いただけない場合、病院指定の保証会社への

ご加入が必要となります。  

 □リースサービス・オムツ等利用申込書 

 

〈手続きに必要なもの〉 

 □保険証（労災・交通事故等で入院の場合もお持ちください） 

 □公費医療証 介護保険証 限度額適用認定証など（お持ちの方のみ） 

 □使用中の薬 内服薬・外用薬・点眼薬・注射薬・貼り薬等 

□お薬手帳          □印鑑（本人及び保証人 2 名） 

 □紹介状 退院証明書 その他の書類 

※入院患者さん用の駐車場はございませんので、入院期間中の駐車はご遠慮ください。 

 

 ご入院後 

＊入院生活のご説明 

＊状況のご確認 

＊入院時検査 

 看護職・技師が対応いたします 

 

2.入院時の持ち物 

〈日用品・身の回り品〉 

 □歯ブラシ 歯磨き粉 プラスチックのコップ 1 つ 

 □シャンプー洗髪グッズ 

 □入れ歯容器：（マウスウォッシュ 等） 

 □ティッシュ 

 □履き物：転倒防止のため、スリッパはお断わりします。 

 □イヤホン（テレビを契約される方のみ） 

 □ヘアブラシ 

 □電気カミソリ（男性） 

 □パジャマの上に羽織るもの 

 □充電器(携帯用) 
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 □マスク（不織布のもの） 

 □下着（10 日間分位） 

 □その他（別途ご相談ください） 

 

＊持ち物には、全て名前（フルネーム）をご記入ください。 

＊原則、入院は短期間（10～14 前後）となりますので、必要最小限の荷物にとど

め、整理整頓をお願いいたします。 

＊入院時、日用品をお持ちできない場合は、購入またはリースができる物もありま

すので、病棟スタッフにご相談ください。 

 

3.入院中の生活 

入院生活の 1 日は、概ね下記のスケジュールとなっております。 

6：00 起床・検温・採血 

◎8：00 朝食 

9：00 検査・シャワー浴など 

10：00  検温・点滴 

◎12：00 昼食 

13：00 検査・シャワー浴など 

◎18：00 夕食 

19：00 検温 

21：00 消灯 

  

※ 病室からは、院内感染防止の観点から検査・トイレ以外は、出ないようにお願い

致します。 

 

 食事 

＊当院では、適温で食事をご用意しております。 

＊感染防止の観点から、ディスポーザブルの食器を使用させて頂きます。 

＊医師の指示にもとづき、管理栄養士が献立を立て提供します。 

＊原則、生もの類の持ち込みはご遠慮いただきます。 

 

リハビリテーション 

呼吸器や身体機能の低下を予防するための運動療法を実施し、回復後速やかに 

ご自宅での生活に戻ることができるよう支援をさせていただきます。また、継 

続的なリハビリテーションが必要な場合は退院後もサポートをいたします。 
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 入浴 

＊入浴（シャワー浴）については、主治医の許可が必要となります。 

 許可がない方は、清拭タオルをお渡し致しますので、ご自身で拭いて頂くことに

なります。ご自身で拭けない方は、看護職がお手伝いを致します。 

 

 衣類・洗濯 

＊肌着・パジャマ・靴下等については以下の対応となります。 

〈ご自宅から持参〉 

＊洗濯物は自宅持ち帰りとなります。 

〈リースサービスをご利用〉 

寝衣・タオル類はリースがありますのでご利用ください。 

※院内コインランドリーはございません。院内での洗濯はご遠慮ください。 

 

 オムツ・パッドについて 

＊オムツ・パッドのご利用については、病棟スタッフへお尋ねください。 

（有料 使用枚数） 

 

 電話 

＊消灯後のご利用は、他の患者さんのご迷惑となりますのでご遠慮ください。 

＊携帯電話は、周囲に迷惑かからないようにご使用ください。 

 院内ではマナーモードに設定をお願いいたします。 

＊緊急時以外の病状の問い合わせは、お受けできません。 

 

 テレビ 

＊テレビは、契約された日より有料にてご覧いただけます。（550 円×契約日数） 

＊多床室でテレビをご覧になる際は、同室の患者さんのご迷惑とならないよう 

に、イヤホンのご使用をお願いいたします。消灯後の視聴はご遠慮ください。 

 

 冷蔵庫 

 

＊冷蔵庫をご使用の際は、有料となりますので、病棟スタッフへご相談ください。 

 （110 円×契約日数） 
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 【当院アメニティについて】 

当院準備品として以下の物をご用意しております。 

お申し込みの際には、病棟看護師までお声がけください。 

品名 価格(税込) 

食事用エプロン(3 食分) \33(1 日あたり) 

タオルセット(バスタオル・フェイスタ

オル・おしぼり) 

\385(1 日あたり) 

テレビ視聴 \550(1 日あたり) 

冷蔵庫使用 \110(1 日あたり) 

病衣(パジャマ上、下) \330(1 日あたり) 

ボックスティッシュ(単品) \66 

歯ブラシ(単品) \110 

歯磨きペースト(単品) \225 

歯磨きコップ(単品) \410 

イヤホン(単品) \220 

カミソリ(単品) \55 

下着(男性用)(単品) \77 

下着(女性用)(単品) \72 

下着(女性用)ペーパーブラ(10 枚入) \374 

アンダーシャツ(2 枚入) \770 

 

 各種文書申込み 

＊4 階スタッフステーションにて書類をお預かりします。 

 完成後、医事課よりご連絡いたします。（郵送を希望される場合は、申込み時に

お知らせください） 

＊文書料及びお支払い方法については、事務員にご確認ください。 
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4.患者さんへのお願い 

 喫煙 

＊病院内及び敷地内は全て禁煙エリアとなっておりますので、喫煙はご遠慮くださ

い。（駐車場での喫煙もご遠慮ください） 

＊上記及び病室で喫煙された場合、自主退院扱いとなります。ご了承ください。 

 

 飲酒 

＊病院内及び敷地内での飲酒は禁止です。 

＊上記及び病室で飲酒された場合、自主退院扱いとなります。ご了承ください。 

 

 宗教の勧誘・物販等、他の患者さん、職員への迷惑行為の禁止  

 

＊患者さんやご家族による病院内での宗教の勧誘はご遠慮ください。 

 勧誘により迷惑を受けた場合は、病棟スタッフにご相談ください。 

＊病院内での物品の販売、金品の授受はご遠慮ください。 

＊公序良俗に反する行為はご遠慮ください。 

＊セクシャルハラスメント並びにその他ハラスメント行為はおやめください。 

＊院内における無許可での録画・録音・写真撮影はおやめください。 

＊大声、暴言または脅迫的な言動により、他の患者さんに迷惑を及ぼしたり、職員

の業務を妨げるようなことはおやめください。 

 

持ち込み禁止のもの 

＊以下の物は持ち込み禁止です。 

刃物類などの危険物：ナイフ、カミソリ（T 字型、I 字型）、はさみ、包丁、 

爪切り、毛抜き、針など 

発火物などの危険物：ライター、マッチ、たばこ（加熱式・電子タバコも含む）な

ど 

＊持ち込み禁止の物に関してご不明の場合は病棟看護師にお尋ねください。 
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盗難防止 

＊金銭及び貴重品はお持ちにならないでください。金品は自己管理（家族管理）し

ていただき、万一盗難・紛失に遭われた場合も、当院では一切の責任を負いかね

ますので、あらかじめご了承ください。 

＊床頭台のセーフティボックスの利用をご希望の方は病棟スタッフまでご相談くだ

さい。 

＊セーフティボックスの鍵は、患者様またはご家族で管理をお願いいたします。

［紛失時は鍵の実費（250 円）をいただきます］ 

 

 持ち物について 

＊補聴器、義歯、眼鏡、杖、車いすなど、私物は基本的に患者様ご本人もしく  

 は、ご家族の管理となります。 

＊ベッドサイドには、物を置かないようにお願いいたします。 

＊電化製品等の持ち込みは、病棟スタッフへご相談ください。 

＊忘れ物（生ものを除く）は、電話連絡後 1 か月間、保管したのち処分させてい

ただきます。 

 

 防災 

＊地震や火事などの非常事態が発生した場合は、病院スタッフの避難誘導指示に従

ってください。 

＊非常口は各病棟にございます。 

 

＊定期的に、防災訓練や非常用設備の点検等を行っています。訓練時は、事前に患

者さんにご連絡し、院内放送、非常ベルが館内に流れます。 
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フリーWi-Fi（無料無線 LAN）サービスのご案内  

 

当院ではフリーWi-Fi をご利用いただけます。お手持ちの無線 LAN

機能（Wi-Fi）を登載したスマートフォン、タブレット端末、パソコン

等の機器を使って無料でインターネットに接続いただけます。 

 

＜注意事項＞ 

 本サービスの利用料金は無料です。 

ただし、インターネット上の有料サービス等は利用者の負担となります。 

 ご利用にあたり必要な端末・機器は、各自でご用意ください（貸出は行ってお

りません） 

 本サービスへの接続設定等のお問い合わせに関して、当院では一切サポートを

行っておりません。各自でご対応をお願いいたします。 

 利用される端末や回線の混雑状況により、速度低下や繋がらない場合もござい

ます。予めご承知おきください。 

 本サービスへ接続する端末等のセキュリティ対策や有害サイトへのアクセス制

限などの必要な対策は、利用者が行って下さい。なお、本サービスの提供に際

し、利用者の端末等がコンピューターウィルス感染等による被害、データの破

損、漏えい、その他本サービスに関連して発生した利用者の損害について、当

院では一切責任を負いません。 

  



9 

 

5.入院会計 

 〈退院時のお支払い〉 

＊入院費のご精算は、退院当日となります。現金またはカード 1 回払いのみの 

お支払いとなります。（保険証のご提示をお願いいたします。） 

＊請求書は退院当日に 1 階総合受付にてお渡しいたしますので、1 階総合受付へお

声がけください。 

＊入院中の診療費は公費負担にて患者様のご負担はございませんが、入院中にご利

用いただいたアメニティ類に関しては公費負担外となりますので、患者様のご負

担となりますので、ご了承ください。 

＊当院に ATM はございません。 

＊領収書の再発行はいたしかねます。大切に保管ください。 

＊入院費概算確認やご不明な点は、1 階総合受付またはお電話にてご相談ください。

（平日 9：00～17：00） 

 

 〈健康保険証の確認〉 

＊当院では入院日に健康保険証を確認させていただいております。 

※公費医療証・限度額認定証も含む(※お持ちの方のみ) 

＊感染拡大防止の観点から当院指定のメールアドレスへ健康保険証の写真を添付し

てのご送付をお願いしております。 

＊入院後 3 日以内に健康保険証の写真を添付してご送付ください。 

 提出先メールアドレス：imhhokensyo@ishikawajima.gr.jp 

 件名：健康保険証確認【患者様氏名】 

 

※健康保険証確認は、個人情報保護の規定を遵守し使用させていただきます。 

＊入院後 3 日経っても健康保険証が確認できない場合には当院医事課よりお電話

いたしますので、ご了承ください。 

 

  

mailto:imhhokensyo@ishikawajima.gr.jp
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<お支払い方法> 

〈当院 総合受付でのお支払い〉 

＊平日（月曜日～金曜日）の 9：00～16：30 に 1 階総合受付までお越しくださ

い。（土日・祝日を除く） 

＊現金、クレジットカードがご利用いただけます。 

〈ご利用いただけるクレジット〉 

JCB、ダイナース、アメリカン・エキスプレス、ディスカバーカード、 

VISA、マスターカード、DC カード、UFJ カード、MUFG カード、ニコス 

 
※1 回払いのみのお支払いとなります。 

 

＊退院日当日にやむを得ずお支払いできない場合には銀行振込を案内しておりま

す。 

 

〈当院 指定口座へのお振込み〉 

＊振込口座 三井住友銀行 神田駅前支店 普通預金 1927942 

      ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｼｬﾀﾞﾝｹﾝｲｸｶｲ ｲｼｶﾜｼﾞﾏｷﾈﾝﾋﾞｮｳｲﾝ ﾘｼﾞﾁｮｳ ﾀｹｶﾜｾﾂｵ 

      医療法人社団健育会 石川島記念病院  理事長 竹川節男 

＊振込手数料は、お支払いいただく方のご負担となります。 

＊振込依頼人名は必ず患者さんのお名前でお願いいたします。 

＊退院後 3 日以内にお支払いをお願いいたします。 
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6.退院について 

〈退院日〉 

＊原則、退院は平日 9:00～9：30 となっております。 

 

〈退院当日の流れ〉 

＊ご準備の上、原則 9：00 までにお部屋からのご退出をお願いいたします。 

 9：00 以降は別室での待機となることがありますので、予めご了承ください。 

＊お帰りの前に、必ず病棟ステーションにお声をおかけください。 

 各種書類、お薬等をお渡しいたします。 

＊セーフティボックスの鍵の破損・紛失をされた場合は、実費（250 円）をいた 

 だきます。 
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アクセス  

現地詳細地図 

 

 

 

 

電車をご利用の場合 

東京メトロ有楽町線・大江戸線「月島駅」下車 6 番出口から徒歩 3 分 

バスをご利用の場合 

豊海水産埠頭行き（都バス門 33 番）「月島駅前」下車 徒歩 3 分 

東京駅八重洲口から豊洲駅行き（都バス東 16）「佃 2 丁目」下車 徒歩 1 分  

※当院には駐車場スペースがございません。 

※お車でお越しの際は、近隣の駐車場をご利用いただきますようお願いいたします。  

 

 


