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患者・利用者さんの権利と責任
　私達は医療提供をおこなうにあたって、患者さんの個人の尊厳と個性を重視すると共に、権利を尊重し、診療
情報を提供して、患者さんの理解と選択に基づき公正な医療を行うことができるよう努めています。
　そこで、以下のことを確認しながらよりよい医療をめざしていきます。

患者さんの権利
１．�ご自分の病気に関して十分な説明をうけること。

　　�　患者さんはご自分の病気について病名・検査結果を含む病状、診療計画、看護内容、処置や手術、薬の作
用と副作用、必要な経費などについて十分理解できる言葉で納得するまで説明を受けることができます。

２．��病気の診断治療にあたっては患者さんの意思が十分尊重されること。

　　�　患者さんは自分の病気に関する十分な情報と医療従事者の提言と協力を得たうえで、ご自分の意志により
検査、治療、その他の医療行為を受けることを同意または拒否、変更することができます。なお、ご不明な
点がございましたら、セカンドオピニオン制度もご活用いただけます。

３．安全な医療提供と平等で公正な最善の医療をうけられること。

　　�　病院は安全な医療提供に努め、すべての患者さんは平等で公正な最善の医療が受けられます。

４．個人の秘密は十分に守られること。

　　�　患者さんの診療上の情報はその秘密が守られ、医療従事者以外の第三者には開示しません。また、患者さ
んから診療上の情報開示請求はいつでも受付をいたします。

患者さんの責任
　これらの患者さんの権利を守り、発展させるために、患者さんは医療従事者と力を合わせて医療に参加する責
任があります。
　また、他の患者さんの治療に干渉しない責任もあります。

南長野医療センター新町病院理念
私たちは、人のいのちと心を大切にする医療を実践します。

〈  基 本 方 針  〉

１．JA長野県厚生連の理念のもと、地域の皆さんに安心の保健・医療・福祉を提供します。

２．患者さんの人権を尊重し、要望にそった良質な医療を遂行します。

３．提供する医療サービスの質の向上に努めます。



入院の手続きについて
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●入院申込書兼診療費等支払保証書

・�予約入院の場合：入院当日までに空欄のないように
ご記入・ご捺印いただきご提出ください。　　　

・�緊急入院の場合：早急にご記入・ご捺印いただき、
おおむね3日以内にご提出ください。

●各種検査・手術承諾書等

●�健康保険証・後期高齢者保険証・高齢者受給者
証・市町村、健保組合発行の限度額適用認定
証・特定疾患受給者証・福祉医療受給者証・退
院証明書（転院の場合のみ）

※�保険証等の提示の無い場合は全額負担となりま
すので、ご注意ください

□�着替え（パジャマ、下着）
　�※洗濯時の代用枚数をご用意ください。
□�洗濯物入れ袋（レジ袋など）
□�タオル類
□�洗面用具一式
□�食事用具
□�服薬中の薬、薬手帳
□�ティッシュペーパー
□�つめ切り
□�不織布マスク
□�上履き
　��（履きやすく滑りにくい靴※転倒防止のた
めスリッパ・サンダル以外）

□��安全管理のため、危険物（ナイフ・ハサミ・
ライター等）は持ち込まないでください。

□�その他
・�ケア・サポートセットのレンタルもご利用いた
だけます。（有料）

�セット内容�：�タオル類・衣類・ボディソープ・
リンスインシャンプー・ティッシュペーパー・
カミソリ・スプーン、フォーク、箸・コップ・
入れ歯洗浄剤・歯磨きセット・食事用エプロン

・�患者さんへ適切なケアを提供し衛生管理を行う
ため、病院指定のおむつを使用します。（有料）

・�手術を受けられる方は、他に準備していただく
ものがあります。

※持ち物には必ず記名をお願いします

入院時にご準備いただく物
（□内を✓して下さい）

❶  入院病棟のナースステーションに
　 ご提出いただくもの

❷  正面玄関の受付カウンターに
　 ご提示いただくもの（該当するもの）

入院中の生活について

●�入院期間中はご自身の車を病院駐車場に駐車し
ないようご協力をお願いします。

●�備え付け以外の電気器具のご使用は病棟看護師
にご相談ください。

●�療養環境を充実させるため、テレビ・冷蔵庫（有
料）を設置しています。

　※�テレビ・冷蔵庫を使用しない場合は、看護師
にお申し出ください。

●�各病棟でWi-Fi（有料）をご利用いただけます。

●�食事は下記の時間に提供します。�(配膳の都合
で多少前後することがあります)。

・朝食：午前８時���・昼食：正午���・夕食：午後６時

※�治療上の必要により、病状に合ったお食事を用
意します。

●�入浴は主治医の許可を得て行うことになっています。

●�消灯は午後９時です。テレビはイヤホン等ご使
用のうえ、午後10時まで視聴可能です。

●�洗濯は北側建物１階にある洗濯機、乾燥機をご
利用ください。

●�郵便ポストは西口玄関横にあります。

●�携帯電話はマナーモードに設定し、ご使用の際
は、周囲へのご迷惑とならないよう、ご配慮く
ださい。

●�当院は敷地内禁煙です。駐車場を含む全敷地内
での喫煙はご遠慮ください。

●�入院期間中の飲酒は禁止です。外泊中は主治医
へ確認してください。
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入院中のお願い

●�入院期間中は、治療・看護方針に基づく、医師・
看護師の指示をお守りください。病状やベッド
の運用上の都合により、病棟・病室を移動して
いただく場合があります。

●�院内感染予防のため、手洗
いおよび手指の消毒、マス
クの着用をお願いします。

●�盗難防止のため、病院への
多額の現金や貴重品の持込
みを禁止しています。

●�他の患者さんの治療や療養生活等に支障のない
よう配慮してください。

●�暴力行為、自傷行為、業務妨害、器物破損、無
断離院等の迷惑行為があった際には、警察への
通報や強制退院の措置をとることがあります。

●�病院職員への贈り物等は不要です。贈り物廃止
運動へご協力をお願いします。

外出・外泊について

●�外出・外泊には主治医の許可が必要です。所定
の申込書がありますので、看護師にお申し出く
ださい。

※感染症等の流行状況によりご希望に添えない場
合があります。

付き添いについて

●�入院中の付き添いは原則として必要ありませ
ん。ただし、重症・手術後など病状により医師
が必要と認めた場合は付き添いが可能です。看

護師に相談のうえ、付き添い許
可願いをご提出ください。

　※�付き添い用ベッド・寝具が
ご利用できます。（有料）

面会について

●�面会を希望する方は、病棟入
口の『面会者カード』に必要
事項をご記入のうえ病棟看護
師へお申し出ください。なお、
診療時間外（夜間・休日）は
救急受付入口にて『面会者カー
ド』をご記入、ご提出ください。

●�ご家族の方へは、『家族証』をあらかじめ配付
します。『家族証』をお持ちの方は『面会者カー
ド』の記入は不要です。　

●�患者さんの状態や診療・看護の都合によりお断
りや、お待ちいただくことがあります。

●�大勢でのお見舞い、体調不良(風邪症状・下痢・
嘔吐等)の方や、お子さん(15歳以下)の同伴は
ご遠慮ください。

●�病室内および、廊下での飲食はご遠慮ください。

●�院内感染を予防するため入室、退室時には病室
入口の消毒薬により手指の消毒をお願いします。

※�各時間帯、滞在時間は概ね10～15分で
お願いいたします。
※�感染症流行期には、面会を制限(禁止)
することがありますのでご了承ください。

午前10時～午後12時�
午後� 2時～午後� 8時

★平　日

★休診日

午後� 2時～午後� 8時
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退院について

●�退院後の生活等について医師・看護師から説明
します。

●�退院後に服用する薬がある場合は、退院時にお
渡ししますので、忘れずにお持ちください。

個人情報について

●�患者さんに安心して医療を受けていただくため
に安全な医療を提供するとともに、患者さんの
個人情報の取り扱いに万全の体制で取り組んで
います。

●�患者さんの個人情報開示・訂正・利用停止等は、
国が定める「個人情報の保護に関する法律」の
規定に従って進めています。手続きの詳細など、
ご不明な点は、1階受付窓口にお気軽におたず
ねください。

●�当院は、病室入口への名札の提示を行いません。

●�「入院を知られたくない方」、「面会制限」をご
希望の方は病棟看護師にお伝えください。

お名前の確認について

●�患者さん間違いを防ぐため、入院時にリストバ
ンドの装着をお願いしています。リストバンド
には氏名・年齢などが記入してあり、検査・注
射・配薬をする時などに確認します。

●�患者さん間違い防止のため、医師・看護師等に
お名前を確認された際はフルネームでお答えく
ださい。

転倒・転落防止について

●�環境の変化や体力・運動機能の低下による、思
いがけない転倒やベッド等からの転落の危険性
を考慮し、転落防止のためにベッド柵を使用し
ています。また必要に応じて離床センサーやカ
メラにより見守りをします。ご理解、ご協力を
お願いします。

●�院内での履物は滑りにくいものをご使用ください。

病状説明について　　

●�医師や看護師から病気のことや検査・手術・治
療方法について書面等により説明します。不安
な点や疑問の点、ご要望などがありましたら遠
慮なくお申し出ください。

●�患者さん以外に病状説明を受ける方をあらかじ
め決めておいてください。

●�患者さんの個人情報を保護するために、電話で
のお問い合わせには原則としてお答えしていま
せん。

患者相談窓口のご案内

●�安心して入院生活が過ごせるように、患者さん・
ご家族からの様々なご相談をお受けしています。
何かお困りのことがありましたら、どんなこと
でも構いませんのでお気軽にお声掛けください。
また、退院後の生活で介護サービスの利用が必
要な場合のご相談もお受けしています。

【担当窓口：地域医療連携室】
Tel�(026)262-3115（直通）
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病室について

●�個室をご希望の方は、入院の際に担当看護師に
お申し出ください。なお、満室の場合はご希望
に添えない場合がありますので、ご了承ください。

●�個室料金は、午前0時を越えた時点で2日目の
料金が発生します。

個室料金（室料差額）

病棟 特別室 定員 室料（1日あたり）

南棟
308号 1 4,400円

315号 1 4,950円

東棟

226号　227号
228号
230号　231号

1 3,300円

250号　251号 2 2,750円

（上記金額は税込です）

診断書・証明書について

●�希望の方は１階受付窓口にお申し出ください。
料金は以下のとおりです。

診断書・証明書料

診断書（病院様式） 2,200 円

普通証明書 2,200 円

生命保険診断書 5,500 円

JA入院・通院証明書 4,950 円

おむつ使用証明書 550円

医療費証明書 550円

身体障害者診断書 6,600 円

（上記金額は税込です）

入院費の請求とお支払いについて

入院費は次の通り請求させていただきます。

●�入院中の患者さんは月末締めにて会計をお願い
しています。翌月10日頃にお部屋へ請求書・明
細書をお届けします。(ご不在・お休みの場合
は床頭台の引き出しに入れさせていただきます)

●�退院の際はお部屋に請求書・明細書をお持ちし
ますので病室でお待ちください。休日に退院さ
れる場合は後日、電話または封書でご連絡します。

●�会計は1階会計窓口でお願いします。請求書を
お持ちいただければ、休日時間外においても「夜
間・時間外受付」で、お支払いが可能です(休
日・時間外は現金での精算に限る)。

●�口座振替・クレジットカードによるお支払いも
ご利用いただけますので、会計窓口にご相談く
ださい。

●�金額や請求内容のお問い合わせ、お支払いに関
するご相談は、会計窓口にお申し出ください。

非常時について

●�火災・異臭など、異変に気がついた時は、すみ
やかに近くの職員にお申し出ください。

●�地震・火災など非常事態が発生した時は、職員
の誘導指示に従ってください。

●�避難の際にはエレベーターは絶対に使用しない
でください。
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介護サービスのご案内

■通所リハビリテーション（デイケアみのり）

介護保険の在宅サービスの一つで、介護が必要な方々が、できる限り自宅において自立した日
常生活が送れるよう、理学療法、作業療法、その他必要なリハビリテーションを行うことにより、
その人の心身の機能の維持・回復を図ります。また、看護師の健康チェックや健康相談、入浴サー
ビスも受けられます。
TEL：（026）262-3111　FAX：（026）262-3411

■健康管理センター　

人生100年時代。年に1回は検査をお受けになり、ご自分の健康に自信を持って、さらに有益な
社会生活を送っていただきたいと思います。人間ドックは、がん・心臓病・高血圧・糖尿病など、
病気の早期発見・早期治療、さらに病気をおこさないよう予防をするために、生活習慣の見直し
を目的にしており、食事・生活・運動についても健康増進の立場からお役に立てればと思います。
TEL：（026）262-3113(直通)　 FAX：（026）262-3411

■地域包括支援センター

介護や医療、福祉などのさまざまな面から、地域で暮らす高齢者の皆さんを支えるための総
合相談窓口です。皆さんが自分らしく住み慣れた地域で、安心して生活できるように、関係
機関と協力し支援いたします。
TEL：（026）291-2305(直通)　FAX：（026）291-2306(直通)　

■居宅介護支援事業所

介護が必要となった方が、介護保険サービス等を受けながら、住み慣れた地域・ご家庭で安心
して生活ができるよう、介護支援専門員（ケアマネジャー）がお手伝いします。
TEL：（026）262-3111　FAX：（026）262-3411

■訪問リハビリテーション

『住み慣れた場所で、その人らしく暮らしていけるように』
リハビリテーションスタッフがご自宅にうかがい〈ご本人の心身の活動の向上〉〈ご家族のサポー
ト〉〈生活環境の改善〉など、多くの面から支援いたします。
TEL：（026）262-3111　FAX：（026）262-3411

人間ドックのご案内

■訪問看護ステーションしんまち

住み慣れた場所で、大切なご家族に囲まれて暮らしませんか？病気やケガ等で体調管理が心配
な方、後遺症等でリハビリテーションが必要な方。専門の看護師、リハビリテーションスタッ
フがご自宅へうかがい必要なケアを提供させていただきます。
TEL：（026）262-2359（直通）　FAX：（026）262-2359（直通）
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256255253252251250リ
ネ
ン
室

食堂兼
談話室

食堂兼
談話室

スタッフ
ステーション

スタッフ
ステーション

特殊
浴室

倉
庫

一般
浴室

記録室

226

223222

233232

236235

221

201

315313312311310308

307306305303302

301

202

滑
り
台

203205206207

216 215
213 212 211 210 EV

EV

EV

208

227

228

230

231

便所

浴室

リネン室

汚物室
倉庫

自販機コーナー

デイルーム

バルコニー

渡り廊下便所

便所便所
便所便所

便所

便所

汚物
処理室

渡
り
廊
下

面談室

カンファレンス室

スタッフ
ステーション

ス
タ
ッ
フ

ル
ー
ム

★各病棟への移動の際は渡り廊下は通らず、

各棟へ通じるエレベーターもしくは階段を

ご利用ください。

長野 IC から約 45 分
安曇野 IC から約 50 分

高速をご利用の場合

バスをご利用の場合

長野駅から約 45 分
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