
入院のご案内



「人と自然の健康と調和を大切にする医療を実践します」

　病院の後方にある三角山と北海道を表現したものです。
　２本のラインは患者さんと医師、看護師等の病院職員を意味し、
双方の信頼関係とコミュニケーションを表現しています。
　グリーンのラインは豊かな緑、自然環境と静寂、教養、信頼を意
味し、ブルーのラインは近くを流れる発寒川、澄んだ空気と技術、
安定、安心元気（回復）を表します。

北海道医療センター
ロゴマークの紹介

北海道医療センターの理念



氏　名

あなたの入院は　　月　　日　　時に　　病棟になっております。

　入院のために行うことは
１．次の物を用意して入院当日にお持ちください。
　　①入院申込書
　　②診察券
　　③保険証
　　④印鑑
　　⑤医療受給者証
　　⑥介護保険被保険者証
　　　※介護保険被保険者証は以下の方に交付しています。
　　　・65歳以上の方
　　　・40歳から64歳までの方で要介護認定をされた方、または被保険者証の交付を申請

された方
　　⑦「入院される方へ」（必要事項を記入のうえ、スタッフステーションへ提出してくだ

さい。）
２．１階医事①②番入院受付窓口で入院手続きをおとりください。
３．手続きが済みましたら病棟まで職員が御案内しますので、１階医事①②番入院受付窓口
の前でお待ちください。

※　業務上の病気のときは、事業主の「療養の給付請求書」を提示してください。
※　生活保護法で入院される方は、福祉事務所交付の「入院要否意見書又は診察依頼書」を
提出してください。

　入院に必要な持ち物は
１．持ってきていただく物はできるだけ少なくし、次のような物をご用意ください。
　　①下着類、パジャマ等（病衣の貸出もあります）
　　②バスタオル
　　③タオル
　　④洗面用具（シャンプー、石けん）
　　⑤湯飲み
　　⑥はし
　　⑦スプーン
　　⑧ティッシュペーパー
　　⑨履き物は、ゴム底などの滑りにくいもの。履きやすく、ぬぎやすく、かかとが収まる

運動靴等
　　⑩現在服用している薬（薬の説明用紙も添えてください）
　　必要な方はオムツを準備していただいております。
　（売店でもお求めになれます）
２．病衣については、１日70円（税込）で貸出していますのでご利用ください。
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　施 設 案 内

POSTPOST

  食　堂　
営業時間　11：00～19：00

  売店（ローソン）１階　
営業時間　7：00～20：00
年中無休

  ATM　
売店内に設置しております。
稼動時間　7：00～20：00

  郵便ポスト　
売店内に設置しております。
投函可能時間は7：00～20：00となります。
外来エントランスホールに私設ポストも設置しております。（平日16：30回収）

  洗濯機・乾燥機（有料）　
各病棟の洗濯室に設置しております。（現金・テレビカードでご利用できます。）

  テレビ（カード式）・冷蔵庫　
テレビカードは２、３、４階のデイルーム、４階 心のケアセンター、５階 感染症セン
ターのデイルーム及び１階外来エントランスホールのカード販売機でお買い求めくださ
い。テレビカードの精算は１階外来エントランスホールにカード精算機を設置しておりま
す。

  公衆電話　
各階のエレベーターホール横に電話ボックスを設置しておりますのでご利用ください。
4－2病棟及び5－2病棟はデイルームに設置しております。
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　外泊許可について

当院に入院される患者様の外泊については、１泊２日を限度と
させていただきます。

当院に入院される患者様で２泊３日以上の外泊を希望される患
者様につきましては、一時退院とさせていただきます。

当院は、国が担うべき政策医療を実施していくため、高度かつ専門的な医療の提供が求めら
れております。
さらに、地域の医療関係機関との連携を推進するため、常に安定した病床の確保が求められ
ております。
つきましては、上記に対する患者様のご理解とご協力をお願いいたします。

なお、退院期間中は生命保険受給のための入院期間には算入されません。また、当院では生
命保険受給のための入院期間延長などには対応しておりませんので、併せてご了承願いま
す。

一時退院に際しましては、以下の事項はお約束いたします。

○一時退院に際し、再入院時のベッドは確保いたします。
　（場合によっては、病室などが変更となることがございます。）
○手続きの簡略化に努めます。
○ご希望によりお荷物をお預かりいたします。
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　入院中の過ごし方

おはようございます

診察、治療、検査等が
あります

面会時間が終了です

朝食の時間です

昼食の時間です

夕食の時間です

消灯時間です

起床後、採血・検温などを
させていただきます。

診察、治療、検査等が
あります
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　入院生活について

  お食事について　
お食事は病院でご用意いたします。病状によっては治療食などをご用意します。
食べられないものがございましたらご相談ください。
また、アレルギーのある方は医師・看護師に必ずお伝えください。
普通食の方には選択メニューを実施しています。
お食事についてのご質問等がございましたらお気軽に栄養士にご相談ください。

　
  面会時間について　
平　　日　13：00～19：30
土日祝日　10：00～19：30
ご面会の方は看護師にお申し出ください。
大勢でのご面会や小さなお子さま連れのご面会はご遠慮ください。
デイルームがございますのでご利用ください。
生花、食べ物のお見舞いは、治療のためにご遠慮いただくことがございます。
風邪など感染症の方のお見舞いはご遠慮願います。

　
  外出・外泊について　
医師の許可が必要ですので、スタッフステーションにお申し出ください。

　
  洗濯について　
各病棟に洗濯機・乾燥機がありますのでご利用ください。
（現金、テレビカードでご利用いただけます）

  携帯電話のご使用について　
　1. マナーを守ってご使用ください。
　　・院内では、必ずマナーモードに切り替えてください。
　　・使用できる時間は、朝7時から夜9時までです。
　　・大声での電話や長電話には十分注意してください。
　　・歩きながらのご使用はご遠慮願います。
　　・携帯電話の写真撮影機能による撮影は禁止します。
　　・使用に関して病院職員から指示があった場合は、その旨に従ってください。
　2. 使用できる場所を守ってください。
　　【1階】電話ボックス内、外来エントランスホール（正面入口すぐのホールです）
　　【2階～5階】電話ボックス内、エレベーターホール、デイルーム
　　　　　　　　特別室（医師の許可による）
　　【心のケアセンター】医師の指示に従ってください。
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　3. 皆様のご協力をよろしくお願いします。
　　・周りの人に迷惑のかからないようマナーを守り、節度を持ってご使用ください。
　　・周りの患者様の状態等により、使用を制限させていただくこともありますので、皆様
　　　のご協力をよろしくお願いいたします。

  テレビについて（有料）　
　各ベッドにカード式テレビ・冷蔵庫を備え付けております。テレビはイヤホンでご利用い
　ただいておりますので各自ご用意ください。（売店でも販売しております。）テレビカー
　ドの購入・精算については、３ページをご覧ください。

  電気製品について　
　電気製品、器具類の持ち込みは、カミソリ、小型ラジオ以外はご遠慮ください。

  貴重品について　
貴重品ボックスつき床頭台を備えておりますが、盗難防止のため貴重品や多額の現金はお
持ちにならないでください。万が一、盗難の際には、当院としては責任を負いかねますの
でご了承ください。入院中は必ず施錠し鍵は患者様、家族の方が管理してください。な
お、鍵を紛失された場合はスタッフステーションにお申し出ください。

  家族の付き添いは　
付き添いは原則として必要ございません。ただし、患者様の病状等でご家族のご希望があ
り、医師が必要と認めた場合に限りご家族の付き添いが認められます。この場合、「家族
付き添い許可願い」を提出していただきます。付き添い寝具を利用される方は、１階医事
①②番入院受付窓口に16時迄にお申し込みください。（有料）

  災害が発生したら　
１．入院しましたら、看護師から病室・廊下に掲示してあります非常口・避難経路をご説
　明します。ご確認ください。
２．火災、その他の災害が発生しましたら医師や看護師が避難誘導いたします。下記のこ
　とについてご協力ください。
　①身近にある履き物を履くこと
　②タオルを持つこと
　③あわてないで、落ち着いて行動すること
　④避難した後は病室に戻らないこと
　⑤エレベーターは絶対に使用しないこと
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  お知らせ（お願い）　
・当院では他の患者様及びその他病院関係者への暴言・暴力などの不当な行為に対しては
警察への通報を含め法令に則った措置を講じます。
・健康増進法により、病院敷地内は全面禁煙になっております。ご理解
とご協力をお願いします。
・病院内での飲酒、賭け事など他の患者様にご迷惑になるようなことは
一切禁止しております。お願いしてもご了解いただけない場合は、入
院をお断りすることもあります。
・入院中の患者様の駐車はご遠慮願います。やむを得ず駐車が必要な場合はスタッフステ
ーションにお申し出ください。

  医療安全について　
・当院では同じような効き目の薬の重複投与防止や、検査・手術などで薬の服用を中止し
なければならない場合があるため、現在使用されているお薬についての情報を確認させ
て頂いております。入院日には必ず現在使用しているお薬（当院や他院で処方されたお
薬や、薬局で購入したお薬）をご持参ください。また、お薬手帳やお薬情報提供書をお
持ちの際には、併せてご持参ください。

　・転倒防止のため医師・看護師の指示をお守りください。
　　また、履物は滑りにくいもの、寝衣は身体に合ったものをご利用ください。
　・患者誤認事故防止のため
　　①入院患者様全員に写真のようなネームバンドを装着して頂い
　　　ております。治療・検査などの際にはネームバンドを掲示頂
　　　くようご協力願います。装着に支障がある場合はお知らせく
　　　ださい。
　　②各部署で患者様にお名前と生年月日を名乗っていただいてい
　　　ます。ご理解とご協力お願い致します。

  感染防止のご協力のお願いについて　
・当院では患者様が安心して療養されますよう、職員一丸となって感染防止に取り組んで
おります。患者様、ご家族の皆様にもご協力くださいますようお願いします。

　・病室出入り、トイレのあと、お食事の前には手洗いを行ってください。
　・咳やくしゃみをする場合にはハンカチやティッシュで口を覆ってください。そのあと手
　　洗いをしてください。
　・咳や痰が出る方にはマスクをしていただく場合もあります。
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  その他　
・医学生、看護学生等の教育実習が行われております。実習に際しましてはご理解とご協
力をお願いします。
・患者様からの謝礼はお受けいたしておりません。お気遣いのないようお願いいたします。
　・セカンドオピニオンなどで資料が必要な方は、手続きがありますので、早目にお申し出
　　ください。

　入院費用について

　①月をまたいで入院された場合は月末締めで一旦請求させていただきます。
　　請求書を翌月の11日以降に病室へお届けいたします。

　　請求書発行日から20日以内に１階医事①②番入院受付窓口でご精算手続きをお願い致
　　します。
　②退院時、計算ができ次第ご連絡いたします。

　　１階医事⑤⑥番料金支払窓口にてお支払いください。（原則退院時精算となります）

　お支払いは現金・振込・クレジット（デビット）カードのいずれかがご利用になれます。
●現　金
窓口会計受付時間　　平　日／8：30～17：15

　　※上記以外の時間帯及び休日は時間外受付（防災センター）にて行います。

●振　込
銀行にて振込みができます。（請求書裏面に振込方法・指定振込先の記載がございます
のでご確認ください。）
※振込手数料は患者様のご負担となります。領収書は取扱銀行の振込受領書をもってか
えさせていただきます。
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○取扱い可能なカード会社
　JCB、ビザ、マスター、ダイナースクラブ、アメリカンエクスプレス、Jデビット加盟銀行
○支払可能回数
　１回、３回以上、リボ払い
○取り扱い時間…平日・休日（24時間）
　※ただしデビットカードについては、発行会社により一部お取扱いできない時間帯が
　　ございますので、ご了承願います。

　なお、ご不明な点がございましたら、１階医事⑤⑥番料金支払窓口でお尋ねください。
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  お知らせ（お願い）　
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  限度額適用認定証

・医療費に関して、70歳未満の方についても「限度額適用認定証」を病院に提示していた
だくことにより、入院等にかかる支払額が一定の限度額にとどめられ、多額の現金を支
払う必要がなくなります。加入している医療保険の保険者（協会けんぽ、市区町村等）
に対し申請を行い、「限度額適用認定証」の交付を受けていただくようお願いします。
・事前に「限度額適用認定証」の提示がない場合は、３割負担の医療費をお支払いいただ
き、患者様が各保険者に高額療養費の申請をすることとなりますので、ご了承願います。
　（交付された「限度額適用認定証」を窓口に提示していただかなければ適用できません
ので、ご注意ください。）

  食事代等の減額

・市民税非課税世帯の方は、医療費や食事代が減額されます。
　対象になる方は、加入している医療保険の保険者（協会けんぽ、市区町村等）に対し申
請を行い、速やかに「標準負担額減額認定証」を窓口に提示してください。

70歳未満の方が入院したとき等の高額療養費の支給方法です。
（例：手術で入院し、医療費が約100万円かかった場合）

高 額 療 養 費

70歳未満の方

①医療費の３割
　（約30万円）
　を支払

③高額療養費
　（約21万円）
　の支給

②高額療養費
　の支給申請

医療機関

保険者

限度額適用認定証の提示

70歳未満の方

③認定証を提示し、一定の限度額
　（約９万円）を支払

①認定証
　の申請 ②認定証

　の交付

④高額療養費
　等の請求

⑤高額療養費
　（約21万円）
　等の支給

医療機関

保険者
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　退院の時

・退院する場合は、主治医の許可が必要となっております。
・当院では原則として午前中に退院となります。あらかじめご了承ください。
・入院費用の計算が出来ましたら、ご連絡いたしますので、退院前に１階医事①②番入院
受付窓口でご精算手続きをお願い致します。その際、精算が済んでいることを確認する
ための「精算確認連絡票」をお渡しいたしますので、病棟スタッフにお渡しください。
・入院中貸し出しておりました「体温計」と「貴重品ボックスの鍵」を忘れずにお返しく
ださい。

　診断書及び証明書

診断書及び証明書が必要な場合は、お早めに「１階医事⑨番文書受付窓口」へお申し出く
ださい。
※出来上がりについては、通常１週間～14日前後を要しますのでご了承ください。
　診断書及び証明書の種類によって料金が異なります。
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医療福祉相談窓口
医療福祉相談窓口では、専門の相談員（医療ソーシャルワーカー）が、入院・通院による
患者様又はご家族の心配事や不安解決のご相談に応じております。

  例えばこんなときご相談ください。

　・治療費・入院費・生活費などの経済的な不安があるとき
　・社会福祉制度について知りたいとき（身体障害者手帳　等）
　・介護保険について知りたいとき（介護保険で利用できるサービス　等）
　・復職や社会復帰で心配なことがあるとき
　・療養や将来のことについて心配なことがあるとき
　・退院後の生活について心配があるとき（転院先の病院を探したい　等）
　・その他療養中に起こる心配について

相談員による相談は無料です。相談を希望される方は、１階医療福祉相談窓口（地域医療
連携室）に直接お越し頂くか、医師・看護師にお気軽にお申し出ください。
なお、不在の場合もありますので、事前にお電話（℡011-611-8133）を頂くか、入院患
者様におかれましては、病棟スタッフにお申し出いただけると確実です。
個人情報等を含めて秘密は厳守します。



HOKKAIDO MEDICAL CENTER

13

　特別室(有料個室)のご案内

当院では、入院生活をより快適に過ごせるよう、特別室をご用意しております。
希望される方は、入院予約又は入院手続の際にお申し出ください。入院後にご利用を希望
される方は、病棟スタッフにお申し出ください。
※特別室の料金は全額自己負担となり、保険の適用はありません。
※料金は入室日、退室日についても実際の使用時間にかかわらず、1日あたりの料金で計
　算します。
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　平成24年4月1日より、入院費の計算方法が「DPC（診断群分類別
包括評価）方式」に変わりました。

●「DPC（診断群分類別包括評価）方式」とは。
　入院される方の病名や治療内容により、厚生労働省が定めた「1日
当たりの医療費」をもとに入院費を計算する方法です。

 

　この方式が適用されるのは
　○救命救急センター、2－2病棟、2－3病棟、3－1病棟、3－2病棟、3－3病棟、
　　3－4病棟が適用となります。
 　（4階、5階の病棟の方、労災保険・交通事故等の自由診療の方は適用になりません）

DPC方式になると

・入院基本料
・検査　・レントゲン
・注射　・投薬
・処置

DPC方式に変更されます 従来どおりの計算です

入院中の食事代

従来どおりの計算です

手術・リハビリ等
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　DPC（診断群分類別包括評価）方式　Q&A

  Q1　すべての入院患者がこの制度の対象ですか？
　
A：2階、3階の病棟に入院される方が対象になります。ただし、労災保険・交通事故等の
自由診療での入院、4階神経・筋センター、心のケアセンター、5階感染症センターに
入院された場合は、この制度の対象外で従来どおりの計算方法となります。

　
  Q2　従来に比べて医療費が変わりますか？
　
A：病名や治療内容によって1日あたりの医療費がきまるため、一概には言えません。　
また、病院ごとに厚生労働省の定めた係数があるため、同一の病名や治療内容でも、
病院によって医療費が若干ことなる仕組みになっています。

　
  Q3　医療費の支払い方法はかわりますか？
　
A：従来通り、毎月の支払い（退院の時は退院時）で変わりありません。ただし、病状や
治療内容によって、入院当初の病名が途中で変更になった場合は、入院初日に遡って
医療費の計算をやり直すため、請求額が変更となります。そのため退院時等に差額調
整を行うことがありますので、あらかじめご了承ください。

　
  Q4　高額療養費の取扱はどうなりますか？
　
A：従来通り、高額療養費制度の取扱は変わりません。

　
  Q5　診療は今までと同じように受けることができるでしょうか？
　
A：当院の医療および診療方針は今までと変わりありません。　　　　　　　　　　　　
また、当院は急性期病院として1人でも多くの方を受け入れるために、急性期治療が
終了した段階で退院となります。そのため、入院して間もなく入院診療計画を説明
し、急性期の治療が終了するころに退院の準備をお願いしております。
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　入院中の外来受診（他科）に係るお願い

当院は平成24年4月1日から「DPC対象病院」となりました。

「DPC対象病院」は、入院される方の病名や治療内容により、1日当た

りの定額の医療費が入院日数に応じて定められています。

この金額の中には、入院基本料・投薬・検査が含まれており、入院中

の治療における1つの主な病名に対して設定されているものです。従い

まして、入院中はその主な病名の治療に専念させていただきます。

入院中の外来受診（他科）につきましては、治療の過程において

医師が必要と判断した場合や緊急の場合を除き、退院後に受診して

いただくこととなりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

　入院中の他院受診に係るお願い

当院に入院中は原則他院受診は出来ません。（医師の判断による受診

を除く）

かかりつけ医からのお薬が無くなった場合は、病棟スタッフへお申し出

ください。
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個人情報の利用目的について

　窓口において提出していただいた個人情報につきましては、独立行政法人国立病
院機構において、以下の目的のために利用させていただくことがあります。
　これらの中で利用することに同意できないものがありましたら、１階医事事務室
内の「医療相談窓口（個人情報保護窓口）」までお知らせください。お知らせが無い
場合は同意があったものとして取り扱わせていただきます。
　なお、今後同意できないと思われた場合は、その時点でお知らせくださるようお
願いいたします。

【患者様への医療の提供に必要な利用目的】
（当病院内部での利用）
①　患者様に医療サービスを提供するため
②　患者様に提供した医療サービスに関する医療保険事務を行うため
③　患者様に関係する入退院等の病棟管理、会計・経理、医療事故等の報告、
医療サービスの向上のため

（他の事業者等への情報提供を伴う利用）
④　他の医療機関等との連携のため
⑤　他の医療機関等からの照会への回答のため
⑥　患者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求めるため
⑦　検体検査業務の委託その他の業務委託のため
⑧　患者様の家族等への病状説明のため
⑨　医療保険事務の委託のため
⑩　審査支払機関へのレセプトの提出のため
⑪　審査支払機関又は保険者からの照会への回答のため
⑫　事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等
へのその結果の通知のため

⑬　患者様へのお見舞い等のための問い合わせに対する回答のため

【上記以外の利用目的】
（当病院内部での利用）
⑭　医療サービスや業務の維持・改善のため
⑮　学生の実習への協力のため
⑯　症例研究のため

（他の事業者等への情報提供を伴う利用）
⑰　外部監査機関への情報提供のため

16

　入院中の外来受診（他科）に係るお願い

当院は平成24年4月1日から「DPC対象病院」となりました。

「DPC対象病院」は、入院される方の病名や治療内容により、1日当た

りの定額の医療費が入院日数に応じて定められています。

この金額の中には、入院基本料・投薬・検査が含まれており、入院中

の治療における1つの主な病名に対して設定されているものです。従い

まして、入院中はその主な病名の治療に専念させていただきます。

入院中の外来受診（他科）につきましては、治療の過程において

医師が必要と判断した場合や緊急の場合を除き、退院後に受診して

いただくこととなりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

　入院中の他院受診に係るお願い

当院に入院中は原則他院受診は出来ません。（医師の判断による受診

を除く）

かかりつけ医からのお薬が無くなった場合は、病棟スタッフへお申し出

ください。
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