
入 院 生 活 の 手 引 き

ご家族の皆さま、ご面会の方も
お読みいただければ
幸いです。

馬場記念病院

2015.10



　皆さまが入院される急性期病棟は、手術を控えた患者さまや、
手術後、病状が安定するまでの期間、ご療養いただく病棟です。
　ここでは容態の急変や緊急の処置などに備え、患者さまに対
し適切な人員の割合で看護師を配置し、水準の高い看護体制と
高度な看護技術とで、皆さまをサポートいたします。
　入院期間は、お一人おひとりの状態により異なります。患者さ
まの1日も早い回復を願い、病状が落ち着かれるまで、スタッ
フ全員が見守っております。
　私たちは患者さま・ご家族の権利を尊重し、ゆきとどいた看護
ができるよう努力しております。お気づきの点がございましたら、
ご遠慮なくお申し出ください。

看護部長　正本恵子

看護部から

より早い回復と
社会・家庭への復帰を願い、
患者さまの療養生活を応援します。
入院生活の始まりに際し、さぞご不安なことと存じます。
馬場記念病院では、患者さまに安心して
ご療養いただけるよう、お一人おひとりの患者さまの
状態に合わせた病棟をご用意し、
最適な医療、看護、介護サービスをご提供しています。
何かありましたら、いつでもお声をおかけください。
医師、看護師、職員がいつもおそばにおります。

病院長　馬場 武彦

メ ッ セ ー ジ
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入院生活の1日の流れをご紹介します。

起床 おはようございます。
ご気分はいかがですか？

※病棟により多少時間が異なる場合があります。

午前

6:00

朝食 ごゆっくりお召し上がりください。
食後、看護師が食事量を確認します。

環境整備 お部屋をお掃除します。

点滴
点滴治療が必要な方は、
トイレをすませて
お待ちください。

検温 お熱をはかります。
前日の尿・便の回数もお教えください。

配茶 お茶の時間です。
お変わりないですか？

昼食 お待たせしました。お昼ご飯です。

配茶 お茶の時間です。
お変わりないですか？

夕食 ごゆっくりお召し上がりください。

消灯 お薬のある方は忘れずに
お飲みください。おやすみなさい。

〜

午前

7:30

午前

9:00

午前

9:30

午前

10:00

午前

10:30

午後

0:00

午後

3:30

午後

6:00

午後

9:00
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私たちがお世話をさせていただきます。

医師 看護師 ヘルパー

薬剤師 栄養士 理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

検査技師
放射線技師

医師MSW
（医療福祉相談員）

事務員

警備員 清掃員 設備員

臨床心理士
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どうぞ、安心して入院生活をお過ごしください。

トイレに行けない患者さまは、ナース
コールでお知らせください。看護師・
ヘルパーがお手伝いします。

排泄 について

テレビ について

清潔 について
入浴や洗髪は、医師の許可が必要です。
まず看護師までおたずねください。入
浴日は病棟ごとに異なります。曜日・
時間をご確認ください。
入浴が困難な患者さま
は、看護師が
お身体をお拭
きします。

テレビは貸出料をお支払いの上、ご覧い
ただけます。ご覧の際は、イヤホンをお
使いください。詳しくはチームステーシ
ョンにご確認く
ださい。
※イヤホン
（１個350円）の
ご購入に別途費
用がかかります。

お食事 について
主治医の指示に従って、栄養士が患者
さまの状態に合わせたお食事をお出し
します。自炊や食
事のお持ち込みは、
ご遠慮ください。

何かありましたら、
すぐナースコールで
お知らせください。
看護師・ヘルパーが
直接うかがいます。

お掃除 について
クリーン係がお部屋のお掃除にうかが
います。その際、患者さまの私物は、
前もって片づけていただくと助かりま
す。ご協力お願いします。

ナースコールについて

2015.10
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外出・外泊 について
外出・外泊は医師の許可が必要になり
ます。日程が決まりましたら、届出用
紙にご記入の上、チー
ムステーションにご提
出ください。看護師が、
外出、外泊前にお薬を
ご用意します。なお、
外泊は原則として2泊3
日までです。

個人情報について
病室の入り口の名前表示など、配慮さ
せていただきます。何かございました
ら職員にお知らせください。

非常時 について
避難経路図を必ずご確認ください。災
害など万一の場合は、職員の避難誘導
に従い、落ち着いて行動なさるようお
願いします。また、何か異常を発見さ
れた時は、すぐ職員へお知らせくださ
い。

面会 について
平日……午後2時～午後8時
日祝日…午後1時～午後8時
　　　　   （ICU、SCU、HCU、CCUは異なります）
ご面会の方は、チームステーションの
面会簿にご記入ください。患者さまの
状態によっては、ご面会をお断りする
こともございますのでご了承ください。
また、小さなお子さま連れや多人数、
長時間のご面会はご遠慮いただきます
ようお願いします。

2015.10

盗難防止 について

多額の現金・貴重品はお持ち込みにな
らないようお願いします。盗難などの
被害が発生しましても、補償いたしか
ねますので、ご了承ください。

私物 について

私物はすべて患者さまご自身で管理し
ていただきます。同室の患者さまと気
持ちよくお過ごしいただくためにも、
私物のお持ち込みは最小限にお願いし
ます。また私物には氏名の記入をお願
いします。
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病院からのお願いです。

病棟・病室の移動について
患者さまのお身体の状態に応じて、病棟・病室
の移動をお願いする場合があります。どうかご
理解・ご協力をお願いします。

携帯電話・パソコンの持ち込みについて
携帯電話・パソコンの院内でのご使用は医療機
器への影響が懸念されることや周囲の皆さまの
ご迷惑になるのでお控えいただいております。

喫煙について
病院敷地内は全面禁煙です。ご自身や周囲の健
康のために、ご理解とご協力をお願いします。

その他のルールについて
院内での飲酒やとばく行為、ペット等の動物の
お持ち込み・飼育は固くお断りします。他の患
者さまの迷惑となる行為はお控えください。

フードコート

待合室

ロビー

廊下

病室（個室）

病室（大部屋）

診察室・手術室
集中治療室・検査室

◯

×

×

◯

◯

×

×

◯

◯

◯

◯

◯

×

マナー上の配慮を持って
使用可能

◆●×■

通 話 メール・ネット閲覧

エリア

携帯電話
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請求書の発行

入院費のお支払いについて
費用は、保険の有無や種類、お部屋によって異なります。ご不明な点がございま
したら、いつでもおたずねください。ご精算は月1回で、退院時には退院日まで
の諸費用を計算し、請求書をお渡しします。

診断書等の書類について
生命保険・傷病手当など指定の用紙がある場合、1階書類窓口まで提出してくだ
さい。それ以外の診断書、証明書及び紹介状が必要な場合は、チームステーショ
ンまでお申し出ください。

個室、二人部屋をご希望の患者さまへ
ご希望の方はチームステーションまでお申し出ください。個室、または二人部屋をご
用意します。ご利用に際しましては、差額ベッド料が必要となりますので、ご了承く
ださい。ただし満室のため、ご希望にそえない場合もございます。ご了承ください。

患者さまやご家族のご相談をうかがいます。
経済的なこと、退院後の社会復帰のことな
ど、お悩みやお困りのことがございました
ら、いつでもお越しください。どのような
問題も、患者さまやご家族とご一緒に考え、
解決のお手伝いをします。

医 療 福 祉 相 談 室

入院費用の締め 毎月末日

1日～末日までの分を翌月10日に請求書をお渡しします。

お支払い 1階会計に請求書をお持ちいただき、
2日～3日中にご精算ください。
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外科について
  お話しします。

外科は消化器外科を中心に、内分泌外科（乳腺、甲状腺など）呼吸器外科の

一部まで広い範囲の疾患を扱う診療科です。

患者さまのからだにメスをいれる手術が主となりますので、最小限の負担で

十分な治療効果が得られることを何よりも大切に考え、治療にあたっています。

最近では、小さなキズですみしかも日帰りも可能な、内視鏡手術や乳癌の乳房

温存手術などの最新手術を積極的に導入。

患者さまの状態に合わせ、従来の外科手術に比べて負担が少ない治療法を

取り入れています。

消化器科について
  お話しします。

消化器科では地域の中核病院として、比較的高度な専門性を有しながら、

患者さまの生活の質（Quality of life）を重視した良質な医療を提供するように

心がけています。

消化器疾患は胃、腸、肝臓、胆・膵と対象臓器が多く、病気の種類も良性の

潰瘍から癌、あるいは緊急性を要する胆管炎や消化器出血から、経過の長い

慢性肝炎や肝硬変のようなものまで非常に多彩です。

私たちはこれらの疾患に対し、新しい診断、治療法を取り入れつつ、

外科、放射線科などと緊密に連携して最適な診断法、最良の治療を目指して

努力しています。

8



入院生活において、苦痛が少なく、最大の治療効果を得ていただくための

援助を大切にしています。

何かございましたら医師、看護師にお話しください。

外科・消化器科病棟は、手術を受けられる患者さまが多くいらっしゃるため、

術後の経過によって、病室の変更をお願いしております。

あらかじめ、ご了承ください。

回診について
毎日、午前9時頃より当番医による手術後（その他傷など）の

ガーゼ交換が行われます。

患者さまは、ご自分の病室でお待ちくださるようお願いします。

時間が多少変更となる場合もありますので、ご了承ください。

外科・消化器科病棟へ
   入院される患者さまへ

病棟案内図
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306
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302 303

307

308

310

渡り廊下(南館へ)

チームステーション

エレベーター

エレベーター

非常口

非常口

非常口

●印は消火器の位置を示します。

器材庫ホールカンファレンス
ルーム

カンファレンス
ルーム

洗面・
洗濯室

倉庫

男子
浴室

女子
浴室

男子
トイレ

女子
トイレ

汚物室

リ
ネ
ン
庫

2013.10
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医療を受けるのは、皆さまです。

皆さまは差別されることなく、
医療を受ける権利が有ります。

皆さまは、わかりやすい説明を　
受ける権利が有ります。

医療のあらゆる場面においても
選択の自由が有ります。

皆さまは、自由な決定を行うための
権利が有ります。

皆さまのプライバシーは保護される
権利が有ります。

皆さまは、医療従事者と協力し、自身の健康維持に
努める責任が有ります。

患者さまの権利と責任
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