


京都民医連中央病院理念
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ospital

なくてはならない病院をめざします
■ 基本方針
１． 急性期医療・専門的医療と在宅復帰支援を軸に、地域のニーズに応え、最適

な医療を適時に提供します。

２． 医療技術を高めるとともに、患者さんを中心に考え、安全を最優先し、公正
な医療を実践できる病院づくりと医療従事者の育成に努めます。

３． 病院を利用される方々、地域にお住いの方々、病院職員のより良い健康の実
現に病院として貢献します。

■ 解説
　病院に医療を求められる患者さんとそのご家族はもとより、医療・介護を連携している事業所の
方々、まちづくりをともにすすめる行政や福祉関係の方々とその主役である地域にお住いの方々、そ
して病院の職員とそのご家族など、多くの人々とつながり病院は成り立っています。それぞれの思い
は様々でかつ複雑に重なり合っています。その思いにできるだけ応えられるように、私たちは広い視
野を持って取り組んでゆかなければなりません。
　病院を利用される患者さんとそのご家族にとっては、その医療の質が高いことが第一です。「効果
的」な医療を「適時」に「効率的」に提供することは、最適な医療には欠かせません。それらを「安全性」

「公正性」「患者中心志向」をもって提供し、総合的な質の向上に努めます。この原動力として多職種の
協働を推進し人権を尊重できる職員を育成します。
　様々な連携に基づき構築されている今日の医療・介護の仕組みでは、患者・利用者の方々が、適切
な時に適切な場所で医療・介護を受けられることが重要です。医療提供の体制を整備すると同時に、
治療中から治療後の生活等を見すえて、くらしやこころの問題も含めた「全人的」な援助を行います。
そして連携に不可欠な情報共有を深化させます。
　当院が加盟しているHealth Promoting Hospital：HPHの理念からは、病院はその健康増進活動
等を通して地域にお住いの方々との接点を持ちながら、まちづくりを共同で行っている人々とかかわ
り、地域に溶け込み、そのニーズを掘り起こして行く役割を担わなければなりません。それに応える
ためにも、地域の医療・介護事業所はもとより、行政や福祉に関わる方々、自治会の方々との繋がり
を「健康友の会」と共同してすすめます。
　病院の職員とそのご家族にとって、病院は生業をたてる場であることは当然であり、その経営が安
定していることは絶対です。そして、それぞれの職員が医療人として「やりがい」と誇りを持ち成長し
てゆく場でもあります。自分の持つ力を十分に発揮するには心身ともに健康に過ごせる職場づくりが
欠かせません。そのために病院も成長、成熟して行きます。
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京都民医連中央病院患者様の権利章典

　　患者様には、差別されることなく適切で質の高い医療を受ける権利があります。
１．良質の医療を受ける権利

　　患者様には、担当の医師・病院を自由に選択し、また変更する権利があります。
　　患者様には、いかなる治療段階においても他の医師の意見を求める権利があります。

２．選択の自由の権利

　　患者様には、自分自身に関わる自由な決定を行うための自己決定権があります。
　　患者様には、自己決定のために必要な情報を得る権利があります。

３．自己決定の権利

　　�患者様には、診療録や診療報酬明細書（レセプト）に記載されている自己の情報を
知る権利があります。

　　患者様には、病院・医療・福祉に関する情報を知る権利があります。

４．情報を知る権利

　　患者様には、プライバシーが保護される権利があります。
５．プライバシー保護の権利

　　患者様には、健康教育を受ける権利があります。
６．健康教育を受ける権利

　　患者様には、人間としての尊厳が守られる権利があります。
７．尊厳を得る権利

　　患者様には、宗教的支援を受ける権利があります。
８．宗教的支援を受ける権利

　　患者様には、病院に対して意見や苦情を表明する権利があります。
９．苦情を言う権利

　　患者様には、医療をともに進めていただく権利があります。
10．医療をともに進める権利

　当院では個人情報保護方針を定め、患者様の個人情報の保護、情報開示等に努めております。

◦面会者、電話の取次ぎに関し要望がありましたら職員までお申し出ください。
◦他の医療機関などへ、必要に応じて情報を提供させていただく場合があります。
◦カルテ開示・カルテのコピーなどのご要望がありましたら、総合受付までお申し出ください。
◦�当院の個人情報の取り扱いについてご質問、ご意見がございましたら相談窓口（１階のちいき総
合サポートセンター）までお問い合わせください。
◦�個人情報保護の取り組みにつきましては、院内に掲示しております「個人情報保護方針」をご覧
ください。

個人情報の取り扱い
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2

　当院では、院内外の衛生管理とよりよいケアのために、病衣・タオル類・日用品・紙おむつ類な
どをセットした洗濯付きレンタルサービスを導入しています。
　病衣・タオル類は専門業者により洗濯されており、常に清潔で安心なものを提供しています。ご
家族の入院準備や洗濯の手間を軽減し、必要な時に必要なだけセットから使用することができます。

＊CSセットは、下記の病院指定業者と患者様との直接契約となっております。
＊お申し込み窓口は、病棟スタッフステーションです。
＊�使用開始日から終了日までの全日数分の料金が発生いたします。料金は利用数にかかわらず、日額
定額制です。退院日も請求に含まれます。

＊�お支払いは、指定業者より請求書が直接郵送されます。入院費とは別のお支払いです。月ごとのお
支払いで請求書のお届けは翌月中旬ごろです。

＊クレジットカード・口座引き落とし・コンビニエンスストア・郵便局にてお支払いください。

※入院中の履物については全員お持ちください。

※必要な場合は、紙おむつとおしり拭きをご用意ください。
※テレビを視聴される方は、イヤホンをご用意ください。
※洗面用具、日用品、紙おむつなどは１階のコンビニエンスストアでも販売しております。

　　当院ではスリッパ、サンダルは禁止しております。かかとのある「履きなれたくつ」をご持参ください。

◦ 寝衣・下着など着替え類
◦ バスタオル
◦ タオル
◦ 歯ブラシ・歯磨き粉（入れ歯の方は入れ歯入れ）
◦ せっけん・シャンプー
◦ その他ブラシ・電気シェーバー（男性の方）など
◦ はし・スプーン・コップ
◦ ティッシュペーパー

CSセット（ケア・サポートセット）のご案内

CSセットを契約されない場合は、
下記のものをご準備ください

病院指定業者（CSセットに関するお問い合わせ先）

〒390－0826　長野県松本市出川町15－12

（受付時間９：00～ 17：00　土・日・祝・年末年始・その他休業日を除く）

株式会社エラン　松本本社

012 0－325－85 6
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病院案内図
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京都民医連中央病院

第二駐車場

第一駐車場

■駐車料金について
30分300円です。
※�入院期間中の駐車はご遠慮ください。� �
上記の通常料金が適用されます。

＜�入院・退院の当日の送迎、手術当日、
病院からの連絡で来院の場合＞

　 駐車券は、病棟スタッフステーション
で手続きののち、総合受付・時間外受
付に渡してください。無料になる駐車
券をお渡しします。

＜お見舞・付き添い＞
　 病棟スタッフステーションで駐車券を

渡してください。１時間200円になる駐
車券をお渡しします（ただし、最初の30
分は無料）。24時間最大1000円です。

＜外来受診＞
　�総合受付・時間外受付で駐車券を渡し

てください。４時間100円になる駐車券
をお渡しします（ただし、最初の30分
は無料）。４時間以降は60分100円です。

総合
受付ちいき総合

サポートセンター

時間外
出入口

救急車専用入口
ER Entrance

主玄関

外来

病棟

主玄関

時間外出入口

ちいき総合
サポートセンター

病棟エレベーター

駐車場・出入口案内

■正面玄関の解錠時間
　平日　　　　　　　　８：００～21：00
　土・日・祝・休業日　８：００～17：00
　※正面玄関施錠時は時間外出入口をご利用ください。
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入院中のお願い

１）主治医について

◦入院の主治医は、外来での診察医師と異なる場合があります。
◦夜間・休日、緊急入院など、主治医が不在・未決定の場合は当番医師が診察いたします。

２）入院病室について

◦入院病棟、病室は主治医・病状・入院期間により決めさせていただきます。
　入院後、病棟や病室をかわっていただく場合がありますのでご協力ください。
◦�個室への入室は、病状により決めさせていただきます。当院では差額ベッド料（部屋代）はいた
だいておりません。

３）禁煙について

◦�当院は2003年に施行された「健康増進法」に基づき敷地内禁煙を実施し
ております。
◦�京都市は「路上喫煙等の禁止等に関する条例」により、市内全域で路上など屋外の公共の場所で
の喫煙を禁止しています。敷地外での禁煙にもご協力ください。

４）飲酒について

◦飲酒は厳禁です。
◦�治療にも影響があるため、外出・外泊中の飲酒も禁止です。ご注意ください。
◦アルコール類の持ち込みも禁止しています。

５）外出・外泊について

◦�外出、外泊を希望される場合には、担当医師の許可と所定の手続きが必要です。事前に担当医、
看護師にご相談ください。
◦入院中に他の医療機関にかかる際にも、必ず担当医、看護師にご相談ください。

６）暴言・暴力・迷惑行為について

◦�暴言、暴力のほか迷惑行為により、他の患者様の療養への支障、業務上の支障、職員への危害等
が生じた場合は厳重注意させていただきます。
◦�患者様や職員のプライバシー及び個人情報保護のため、院内・敷地内の無断での撮影・録音、
SNS等へ投稿する行為は禁止しています。

※�職員の指示や注意に従っていただけない場合は、退院を命じる場合があります。また警察への通
報を行う場合があります。
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安全・安心な医療のために��～患者様へのお願い

　当院では患者様に信頼される病院づくりをめざし、安全・安心の医療の実現に
努めております。医療安全室を設置し、日常診療で発生した事例について「イン
シデント・アクシデント事例」として報告をうけて、再発防止に取り組んでいま
す。また、患者様に有害な事象が発生した場合には、直ちに調査を開始し、必要
に応じて調査委員会を設けて、分析と対策にあたります。

❶�医師から病状や治療などの説明を受ける時
　（説明と納得そして同意）

◦�医師から説明を受ける場合は、できれば患者様お一人ではなくご
家族の方と一緒にお聞きください。
◦�医師の説明で不明なことや納得できないことがある時は、お申し
出ください。十分に理解・納得した上で治療や検査を受けていた
だきたいと思います。

❷�情報の提供について

◦�普段から服用されているお薬や、食品などのアレルギーがあれ
ば、必ず医師または看護師に教えてください。
◦�治療や検査などで疑問に感じることがありましたら、どんなこと
でも結構ですので医師または看護師にお伝えください。

❸�氏名の確認について

◦全ての入院患者様にネームバンドを装着していただきます。
◦�患者様の誤認を防止するため診療や処置の際は患者様のお名前な
どをお聞きしますので「姓と名」「生年月日」をお答えください。
◦�点滴や検査などの際は、ラベル等に記載された患者様の名前を医
療スタッフと一緒に見て確認してください。

❹�身体拘束について

◦�当院では人権擁護のため身体拘束を原則廃止しております。しかし、病状により落ち着かない場
合、生命に危険がある場合は鎮静剤の使用や、やむを得ず拘束をすることがあります。
◦�当患者様の安全を確保するためやむを得ず拘束する場合は、ご説明し同意をいただくようにして
おります。緊急時は拘束をした後にご報告する場合もありますが、ご理解をお願いします。
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❺�転倒・転落防止について

　入院にあたり、入院中に起こりうる転倒・転落について、患者様・ご家族の皆様にも知っていた
だき、事故防止のために協力をお願いします。
■履きなれた靴（上履き）をご持参ください
　※�スリッパ、サンダルは禁止です。スリッパによる転倒が起こっています。かかとのある「履き
なれた靴」をご持参ください。

転倒・転落が起こりやすい状況とは
　◆患者様が病状の理解ができず、無理に動いてしまうとき
　◆麻痺や平衡感覚の障害でバランスが悪いとき
　◆足腰の筋力が低下しているとき
　◆床の濡れや固定の悪い車いす、床頭台につかまり、立ち上がるとき
●次の点にご協力をお願いします。
　これまで転倒・転落を起こしたことがある場合は、職員へお伝えください。

❻�感染予防について

◦�院内感染予防のために、手洗い・マスクの着用をお願いいたします。
　（マスクは１階のコンビニエンスストアで販売しております）
◦�各病室の入口にアルコール消毒剤を設置しております。入退室時に
ご使用ください。
◦�発熱・咳・嘔吐・下痢等の症状のある方は、症状が回復するまで面会をご遠慮ください。
◦感染症に関する血液検査について
　�　当院では院内感染症を予防し、よりよい医療を受けていただくために、入院・手術・内視鏡な
どの前には必要に応じて、感染症に関する血液検査を行っています。また、患者様の血液が医療
従事者の傷口に付くなどの汚染事故が発生した場合にも、緊急で感染症に関する血液検査をお願
いしております。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

❼�臓器提供について

◦�当院では、臓器移植は行えませんが、臓器提供を考えておられる患者様、ご家族の意思を尊重す
るという方針に基づいて医療を行っております。臓器を提供したいとお考えの方や意思登録カー
ドなどをお持ちのかたは、職員へお申し出ください。

❽�セカンドオピニオンについて

◦�セカンドオピニオンとは、病気の理解を深めるために、現在の病状や治療方針について他の医師
（専門医）に意見を聞く「第二の意見」のことです。
　入院中の患者様でセカンドオピニオンを希望される場合は、職員までお申し出ください。
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入院生活の１日の流れ

午前６時
起床・洗面、検査

午後６時00分
�～午後７時30分
夕食

午後９時00分
消灯

●�洗面所・テレビのご利用
は、午前６時以降にお願
いします。

午前８時～９時
朝食
●�デイルームに給茶機を設置
しておりますのでご利用くだ
さい。

●�病室・廊下を消灯いたしま
す。必要時は、枕元の電気を
ご利用ください。
●�消灯後は、洗面所・テレビの
ご利用等の他の患者様のご
迷惑になるような行為はご遠
慮ください。
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正午12時～13時
昼食
●�病院の食器では電子レンジの
使用ができません。温める際
は、看護師にご相談くださ
い。
●�飲食物の持ち込みは治療食
との関係があり、医師の許可
が必要です。医師・看護師に
ご相談ください。

●�各病棟の洗濯コーナーをご利用ください。専用のプリペイドカード
が必要です。

●ご利用は洗濯１回で200度数、乾燥機30分間で100度数です。

◦洗濯について

●�病態に応じて時間や回数が異なります。

◦検温・血圧などの測定について

●�入浴日、入浴時間などは、看護師にお尋ねください。
●病状により入浴できない場合があります。

◦入浴について

●面会時間
　・ＨＣＵ� １２：００～１３：３０
　� １７：００～２０：００
　・ＨＣＵ以外の病棟
　� ９：００～２０：００
病棟スタッフステーションで面会の申し込みを
してください。名札をお渡ししますので、着用
のうえ病室等で面会をお願いします。

面会のご案内

2022-06入院のしおり_本文.indd   9 2022/06/16   10:20:07



10

Ｑ 退院について
教えてください。

Ａ 主治医から入院治療計画書にて、
病状や治療方針と予想される入院
期間をご説明します。
治療が順調に推移したら、概ねこ
の期間で退院となります。

　■�退院は10時までにお願いします。
　■�退院時のアンケートにご協力ください。皆
様のお声を病院の改善に役立てたいと考え
ています。アンケート回収箱は「ちいき総
合サポートセンター」「各階病棟エレベー
ター前」に設置しています。

入院と退院の手続�Ｑ＆Ａ

Ｑ 入院当日は
どこへ行けばいいのでしょうか。

Ａ 入院当日は「ちいき総合サポート
センター」内の入院受付へお越し
ください。

以下のものをご持参ください

　■入院申込書
　■健康保険証
　■診察券

以下のものをお持ちの方はご持参ください

　■各種受給者証、公費負担受給者証
　■介護保険証
　■身体障害者手帳
　■�限度額適用認定証または限度額適用・標準
負担額減額認定証

Ｑ 今飲んでいる薬は
どうすればいいのでしょうか。

Ａ 現在飲んでいるお薬を全てご持参
ください。おくすり手帳をお持ち
の方はご持参ください。

　■�入院中は他の医療機関で診療や処方を受け
ることはできません。当院で処方しますの
で主治医にご相談ください。

Ｑ 入院中に歯科治療を受けられ
ますか。

Ａ 入院中に歯科を受診していただく
ことが可能です。

　■�歯科は外来の扱いになりますので、歯科外
来のご負担が入院料とは別に発生します。

Ｑ 診断書や証明書はどうしたらも
らえるのでしょうか。

Ａ 総合受付の文書窓口でお申し込み
ください。

　■�診断書や証明書の種類によりお渡しできる
までにかかる日数が異なります。ご了承く
ださい。

　■�文書窓口は平日の９時から16時30分まで
です。

Ｑ 入院費の支払いは
どうすればいいのでしょうか。

Ａ 入院費の支払いは自動支払い機ま
たは入院窓口で精算してください。

　■�退院時に自動支払い機または入院窓口で精
算してください。

　■�入院が月を越した場合は、毎月月末締めで
翌月15日頃に請求額をお伝えします。午
前中は入退院等で窓口が大変混雑しますの
で、午後の時間で精算をお願いいたします。
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Ｑ ２階2A病棟（地域包括ケア病
棟）は他の病棟と入院費がち
がうと聞きました。費用につ
いて教えてください。

Ａ ２階2A病棟は他の病棟と病床の種
類が異なるため、食事等にかかわ
る負担額が変わります。あらかじ
めご了承ください。

無料低額診療事業について
�　当院は社会福祉法に基づく無料低額
診療事業を実施しております。経済的な
理由により医療費支払いが困難な方
が、必要な医療を受ける機会を制限され
ないよう、医療費の自己負担額を減額又
は免除しております。さかのぼっての適
用は行うことができませんので、医療費
の支払いでお困りの方は、入院の際に医
療・福祉相談窓口へお申し出ください。
�　なお相談される際は予め高額療養費
支給制度の事前手続きを済ませ、「限度
額適用認定証」や「限度額適用・標準
負担額減額認定証」等をお持ちくださ
るようお願いします。

入院生活について�Ｑ＆Ａ

付き添いは必要ですか。Ｑ
入院中の付き添いは必要ありませ
ん。
付き添いを希望される場合には、
所定の手続きが必要です。事前に
職員にご相談ください｡ 付き添い
をされる場合は、布団、ベッドを
１階のコンビニエンスストアにて
お申し込みください。（有料）

Ａ

Ｑ
貴重品はお持ちにならないように
お願いします。持参された場合は、
施錠ができる床頭台の引き出し等
を利用し、ご自身の責任で管理を
お願いします。

Ａ

貴重品はどうすればいいので
しょうか。

食べ物の差し入れは
できますか。Ｑ
病院給食以外の摂取は、病状との
関係で医師の判断が必要です。医
師・看護師にご相談ください。

Ａ

生花の持ち込みは
できますか。Ｑ
生け水の衛生管理、アレルギーや
花の香りの問題があるためお断り
しております。

Ａ

冷蔵庫はありますか。Ｑ
冷蔵庫は床頭台に設置されていま
す。テレビと同じプリペイドカー
ドが必要です。

Ａ
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入院中に他の医療機関に
かかることはできますか。Ｑ
入院中は他の医療機関の受診はで
きません。当院で治療や処方が出
来ない場合のみ可能ですが、必ず
事前に担当医にご相談ください。
また、入院中に外出・外泊する時
も必ず医師・看護師にご相談くだ
さい。所定の手続きが必要です。

Ａ

テレビをみるには
どうしたらいいのでしょうか。Ｑ

　■�視聴の際はイヤホンを必ずご使用くださ
い。１階のコンビニエンスストアで販売し
ています。

専用のプリペイドカードが必要で
す。各病棟のデイルームに販売機
がありますのでご購入ください。

Ａ

持参物についてのお願い
�　持ち物にはお名前をお書きいただき、ご自
身の責任で管理してください。療養に必要の
ない多額の現金や貴金属などの貴重品、アル
コール飲料、タバコ、はさみ、カッター、果
物ナイフなどの刃物類、その他危険・有害な
ものはお持ちにならないようお願いします。

理髪サービスはありますか。Ｑ
訪問理美容の業者さんを紹介いた
します。Ａ

選挙があるのですが、
入院中に投票はできますか。Ｑ
患者様に代わって病院が投票用紙
を取り寄せて投票が可能です。投
票は告示の翌日からとなります。
期間の短い選挙では手続きが間に
合わない場合もありますので、で
きる限り早めに職員までご相談く
ださい。

Ａ

施設内で、携帯電話は
使用できますか。Ｑ
携帯電話は、院内の指定された場
所で使用することができます。「正
面玄関」・「個室（HCU除く）」・「２
階ラウンジ」・「各階のエレベータ
ーホール」でご使用ください。

Ａ

売店はありますか。Ｑ
１階玄関ホールにコンビニエンス
ストアがありますのでご利用くださ
い。営業時間は平日７：00～19：00、
土・日・祝９：00～15：00です。

Ａ

駐車場は利用できますか。Ｑ
できます。ただし、時間ごとに所
定の料金がかかります。
入院中の駐車はお避けください。

Ａ

インターネットの使用は
可能ですか。Ｑ
患者様用のWi-Fi環境を提供してい
ますのでご利用ください。Ａ

　■�接続設定はご自身で、以下の手順で行って
ください。

　　①�スマートフォン等で上記のネットワーク
に接続してください。

　　②�接続後、ログイン画面が表示されます。
　　③�利用規約に同意いただければ、「利用規

約に同意の上、接続する」をクリックし
てください。

　■�電子カルテや医療機器の通信を優先してい
るため、大容量動画やゲームなど回線に負
担がかかる使用はお避けください。

患者様用Wi-Fi
　ネットワーク名　KM-guest
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１）避難経路の確認
◦各病室、廊下に避難経路を表示していますので、ご確認ください。

２）災害発生した場合
◦�万が一、避難が必要になった場合は、医師や看護師などの職員が誘導いたしますので、その指示
に従って行動してください。
◦エレベーターは絶対に使用しないでください。
◦当病院は、耐震耐火構造となっています。

　当院では患者様からのさまざまな相談をお受けするため、医療についてのご意見や相談、がんに
関わる相談、医療福祉に関わる相談など、あらゆる相談をお受けする相談窓口を設置しています。
ご相談を希望される際は、１階の「ちいき総合サポートセンター」へお越しください。担当者が他
の患者様の相談などで、すぐにお会いできずお待ちいただくことがございますが、あらかじめご了
承ください。患者様やご家族様が相談されることにより、患者様が不利益をうけることはありませ
ん。秘密は厳守いたしますので安心してご相談ください。また、相談料は不要です。

相談時間　月・水・金 9：00～19：00／火・木 9：00～16：30

土曜・日曜・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）はお休みです。

0 12 0－8 8 2－119

災害など非常時の場合

ちいき総合サポートセンターのご案内

当院のホームページを
ぜひご覧ください。

https://kyoto-min-iren-c-hp.jp/
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