
入院のご案内
　医療療養病棟　　　　　　　　　　　　　　

医療法人社団千葉光徳会

千葉しすい病院



 　◇医療の質的向上を目指して

　千葉しすい病院では、長きにわたり療養型病院として地域の高齢者医療に尽力してまいりました。

　当院では、地域完結型医療に一層寄与すべく、令和元年12月に新築移転とともに回復期リハビリ

テーション病棟を、令和４年１月には地域包括ケア病棟を開設し、急性期後の亜急性期から慢性期

医療まで切れ目のない医療の提供に取り組んでおります。

　一方、外来においては、MRIをはじめとした医療機器の充実を図り、予防医療・早期診断・健康

増進を含めた幅広いステージに対する医療サービスの提供を行っております。

　今後も「高齢者医療提供を行う病院」として皆様に信頼いただけるよう精進してまいります。

　◇各病棟案内

　　○医療療養病棟

　　急性期の治療後も、引き続き医療提供の必要度が高く、病院での療養が継続的に必要な患者さま

　にご利用いただく病棟です。医療療養病棟では、医療の必要度やＡＤＬ自立度を踏まえた包括評価を

　することとなっており、主に医療必要度の高い患者さまの療養を担当しています。

　　○回復期リハビリテーション病棟

　　回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の対象疾患の患者さまに対し、

　ADLの向上による寝たきりの防止、社会・家庭復帰を目的として、リハビリテーションを集中的に

　行うための病棟です。患者さまごとのリハビリテーションプログラムに基づき、医師、看護師、理学

　療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、薬剤師、管理栄養士等が共同で集中的な

　リハビリテーションを提供いたします。

　　○地域包括ケア病棟

　　急性期治療を終えた後、すぐに在宅や施設へ退院するには不安のある方や在宅療養中の一時的な

　入院が必要な方など、疾病を問わず、在宅復帰を視野に入れた入院加療、看護、リハビリを行うこと

　を目的とした病棟です。医療的なケアが必要な患者さまの介護をされている介護者の体調不良や外出、

　休息のための入院なども可能です。

いのちを支える。心に寄り添う。

　◆医療法人社団千葉光徳会　千葉しすい病院の理念
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　　　◎生命を安心して預けられる病院

　　　◎健康と生活を守る病院
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入院までの流れ

医療機関等より診療情報提供書等、必要書類を送付いただきます

当院にて入院検討をさせていただき、結果報告を担当の

ソーシャルワーカー様へいたします

入院該当の場合、ご家族様と面談をさせていただきます

ご家族様、医療機関とご相談の上、入院日の調整をさせて

いただきます

ご入院

入院当日は、必ずご家族様が付き添って

いただきますよう、お願いいたします。

ご入院、ご入所のご担当ソーシャルワーカー様、またはご家族様

よりお電話にてご相談を承ります



　◆入院手続き

入院日当日に、以下の必要書類をご提出ください。

　　　○入院申込書兼誓約書

　　　○利用料支払承諾書（保険外費用）　 　　　　　　　　　　　

　　　○請求書の送り先

　　　○入院個室のご利用について（ご希望の方のみ）　　　　 　

　　　○健康保険証（社会保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度）

　　　○印鑑（連帯保証人の印鑑も含む）

　　　〇身元保証人様、連帯保証人様の身分証明書のコピー

　　　○介護保険被保険者証・介護保険負担割合証

　　　○年金振込通知書(患者さまご本人のもの)

（お持ちの方は）

　　　○身体障害者手帳・重度心身障害者(児)医療費助成受給券

　　　○指定難病受給者証・指定難病特定医療費自己負担限度額管理手帳

　　　○国民健康保険限度額適用認定証または

　　　　後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証 　

　　　○胃ろう（PEG）カード

　　　○ペースメーカー手帳

　　　○CVポート患者記録カード

　◆入院時に持参していただくもの

　　　○お薬手帳

　　　○マスク（当院で購入も可。５０円／枚）

　　　○電気シェーバー（男性のみ）

　　　○イヤホン（TVをお申込みの方）

　　　♢その他、必要に応じてご用意ください。

　　　（例）・履物（履き慣れたもの・リハビリシューズ等かかとのあるもの）

　　　　　　・衣類（病衣の上にはおれるもの）　　・洗濯物を入れる袋（ご家族様洗濯の方）　

　　　　　　・くし、ヘアブラシ　　　　　　　　　・時計、眼鏡　　　　　　など
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入院当日の持ち物

医療機関から発行

○診療情報提供書（原本）

○退院証明書（入院されていた方）

※お持ちの方は、看護サマリー（原本）、リハビリサマリー（原本）もご持参ください。

○処方薬（処方されているお薬はすべてご持参ください）

※持ち物にはフルネームでお名前のご記入をお

願いします。

（その他日用品は、別途お申込みいただく入院

セットの中に全て含まれています）

面談時にお渡しします



◇持ち込めないもの

　　・銃刀剣類（カミソリ・ハサミを含む）・酒類、たばこ（電子タバコを含む）

　　・ライター・火気類・生花　

　 　入院生活を快適にお過ごしいただくために、患者さま・ご家族様・ご面会の皆様に、以下の事項に

　　 ついてご理解・ご協力をお願いします。

　外出・外泊は主治医の許可が必要です。許可願い用紙にご記入の上、病棟看護師に事前にお申し

込みください。

　所持品にはフルネームでお名前をご記入いただき、自己管理でお願いいたします。金銭・貴重品・

電子機器等をお持込された場合、紛失、破損等一切の保証を致しかねますので予めご承知おきください。

　当院は、院内及び敷地内は全面禁煙・禁酒となっております。

④携帯電話・PCについて

　携帯電話及びPCについては、充電等を含め、自己管理が行える場合のみお持ち込みいただけます。

なお、ご利用にあたっては、定められた場所のみとなりますのでご了承ください。

　また、インターネット環境については、病室ごとに異なります。Wi-Fiをご利用希望の方は病棟

スタッフへお問い合わせください。

⑤設備・備品について

　病院の設備や備品は大切にご使用ください。破損や鍵等を紛失した場合は、実費をご負担いただ

きます。

　保険診療のルール上、当院に入院中は他の医療機関を受診する事や薬の処方はできません。

　入院疾患以外の疾患についても、当院で診察・処方いたします。

　 　当院の主治医の判断で他院での受診が必要な場合は、当院職員が送迎しますが、必ずご家族様の付

　き添いをお願いいたします。

　ご相談なく他院を受診した場合、その費用は健康保険を使えない場合もありますのでご注意ください。

　受診予約をとられても当院職員による送迎・付き添いはできません。
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②所持品・貴重品・危険物等について

③喫煙・飲酒について

①外出・外泊について

　服薬中止となったお薬は当院にて責任をもって安全に廃棄いたします。

　お持ちいただいた退院処方（持参薬）は一度当院にてお預かりいたします。

　お預かりしたお薬の内容、服薬状況を確認させていただき、その結果当院医師、薬剤師の

　判断によって服薬中止となるお薬が出る場合がございます。

入院中のお願い

持参薬の取り扱い

他科受診について



①消灯について

②入浴について

　　　・原則として、週２回入浴していただきます。

　　　 　　　・病状や症状により入浴できない場合は、身体拭きを行います。

③患者様の安全について

　　　・患者さまを確認するため、手首にネームバンドを装着させていただきます。

　　　　また、同様にお名前を都度確認させていただきます。

④病室について

 　　　・患者さまの状態や、感染症予防、他の患者さまの都合により、病室を変更させていただく場合が

　　　　ありますので、予めご承知おきください。　　　　

⑤間食（おやつ）について

　　　・治療上、制限をする場合がありますので、事前に病棟看護師にお問い合わせください。

　　　　また、お持ち込みされたものは面会終了後にお持ち帰りくださいますようお願い申し上げます。

⑥理美容について

　　　・有料にて理美容業者が行います。病棟にてお申込みください。

　　　・清算は理美容業者からの請求に基づきお支払いください。

⑦退院について

　　　・療養病院は終身でご入院をお約束するものではありません。主治医から退院の許可がありまし

　　　　たら、退院に向けて調整させていただきます。担当ソーシャルワーカー、または医療相談室ま

　　　　でご相談ください。

　　   ・患者さま、ご家族様のご都合で退院を希望される場合は、医療相談室までご相談ください。

おります。面会時間や面会方法につきましては、医療相談室へご確認ください。

★その他

　・ご家族様が主治医にご相談がある場合は、必ず事前にご予約されてからご来院ください。

　・病状等により付き添いを希望される場合は主治医の許可が必要です。看護師にお申し出の上、

　　申込書をご記入ください。

　面会につきましては、感染対策上、地域内の感染症発生状況等を踏まえ、ご案内させていただいて

※面会の際は1階受付で面会受付票にご記載の上、面会許可証をお受け取りください。

　　　・消灯時間は午後9時となっております。

医療相談室直通：０４３－４８１－８１１５
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ご面会について

入院中の生活について



　 ◇入院費用について

　①医療費の計算は原則として社会保険診療報酬点数表に基づきます。

　②入院保証金は不要です。

　③入院費のご請求は毎月１回（月末締め）及び退院時となっております。

　　　※翌月の１５日前後に郵送等により請求書をお届けいたしますので、請求書到着後、

　　　一週間以内に窓口払い、又は、銀行振り込みによりお支払いください。

【お会計窓口　取り扱い時間】

　平日、土曜日　　AM９：００　～　PM４：３０　（１２/３１～１/３は除く）

　　※日、祝日はお取り扱いしておりませんのでご注意ください。

　当院では病衣、日用品、洗濯、オムツ等の保険外（自費）料金は外部委託しております。

　別途お申込用紙をご記入いただき、委託会社とご契約をお願いしております。

　こちらの費用は委託会社からのご請求となり、当院窓口でのお支払いはできません。

　　　　　　　※ご不明な点は、１階 医事課または医療相談室までご相談ください。

　下記の保険外のご利用をお申込みの時は、入院費と一緒にご請求させていただきます。

⑤入院セット、オムツ料金等について

TV貸出中 200円/日

カミソリ代 70円/回

イヤホン代 90円/個

50円/枚マスク代

※領収書の再発行はできませんので、大切に保管してください。

※別途消費税がかかります。

差額ベッド代 3,000円/日

院外他科受診送迎 往復10㎞まで200円　以降10㎞毎200円

文書料 500円～10,000円　※文書により金額が異なります

④保険外負担について
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お支払いについて



　病院前の駐車場をご利用ください。（100円/60分　　※お見舞いの方の最大料金　500円）

　お帰りの際１階受付にて駐車券をお出しください。（そのままお帰りになりますと400円/60分

　となりますのでご注意ください。）

　駐車場内での事故及び盗難などに対して、一切責任を負えませんのでご了承ください。

　日曜、年末年始（12/31～1/3）は運休いたします。予約は不要ですのでご利用ください。

　京成酒々井駅、JR酒々井駅のどちらからでも、徒歩約10分です。裏面の地図をご参照ください。

【千葉しすい病院行　バス停案内】

　京成酒々井駅、JR酒々井駅、病院間で巡回バスがございます。P10の時刻表をご参照ください。

　　　　　お車でお越しの方

　　　　　電車でお越しの方
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〈京成酒々井駅〉

〈JR酒々井駅〉

京成酒々井駅東口を出て、

右手側に進んでいただくと、

「千葉しすい病院」のバス

停があります。

JR酒々井駅西口を出て、

右手側に「千葉しすい病院」

のバス停があります。

当院の送迎バスです

交通案内



　　当院は個人の権利・利益を保護するため、個人情報を適切に管理する事を社会的責務と考えます。

　　個人情報保護に関する方針を下記通り定め、職員及び関係者に周知徹底を図り、これまで以上に

　　個人情報の保護に努めます。

　　１、個人情報の収集・利用・提供

　　個人情報を保護・管理する体制を確立し、適切な個人情報の収集、利用及び提供に関する内部規則

　　を定め、これを遵守します。

　　２、個人情報の安全対策

　　個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどに対する万全の予防

　　措置を講じます。万一の問題発生時には速やかな是正対策を実施します。

　　３、個人情報の確認・訂正・利用停止

　　患者様からの内容確認・訂正あるいは利用停止を求められた場合には、別に定める内部規則により

　　調査の上、適切に対応します。

　　４、個人情報に関する法令・規範の遵守

　　個人情報に関する法令・規範を遵守します。

　　５、教育及び継続的改善

　　６、診療情報の提供・開示

　　診療情報の提供・開示に関しては別に定めています。

　　個人情報保護体制を適切に維持するため、職員の教育・内部規則を断続的に見直し改善します。
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個人情報保護方針



　　相談窓口（１階窓口にてお声掛けください）

　　受付時間　　　　　月～金　　9時～17時

　　　　　　　　　　　　土　　　9時～12時

　　・医薬品（点滴）等の氏名表示、その他必要時の氏名表示

①下記に該当される場合は退院していただく事があります。

　　☆病院の管理上支障をきたすような行為が行われた場合

　　☆入院費のお支払いを２ヵ月以上滞納した場合もしくは、未払い金額が２０万円以上になった場合

　　☆医師や看護師の治療上・療養上の指示に従わない場合

②保険証の内容に変更がございましたら速やかに医事課窓口までご提出ください。

③個人情報保護について（医療事故防止の観点から）下記の項目は実施させていただきます。

　　・病室入口、ベッドの氏名表示、患者さまごとのネームバンド着用

　はご家族様の同意をいただき医師の指示のもと身体拘束を行う場合があります。緊急を要する場合も

　ありますので、不都合がある場合は事前にお申し出ください。

⑤ご家族様が主治医にご相談がある場合は、必ず事前にご予約されてからご来院ください。

⑥特別な検査、処置の実施については同意書を頂くことがあります。その場合は事前に連絡をい

　たします。

　　・診察、会計時等の氏名でのお呼び出し

　　・病状説明は患者さま本人及びキーパーソンの方（またはキーパーソンの方に同席されたご家族様）

　　　以外にはお伝え出来ません。

　　　電話等による症状のお問い合わせも原則お断りしています。

④身体拘束は原則行いません。但し、生命に危険のある場合や、他の患者さまにご迷惑が掛かる場合

　　当院では医療に関する患者さま・ご家族様の相談に迅速に対応し、情報の提供、指導を通じて医療の

　　安全と信頼を高めるとともに、患者さまへのサービス向上を図ることを目的として患者相談窓口を設

　　けております。どんなに小さなことでもご相談ください。

医療法人社団　千葉光徳会　千葉しすい病院院長　香中伸一郎　　　
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その他の事項

相談窓口



　◆送迎バス時刻表

千葉しすい病院発 京成酒々井駅（東口）発 JR酒々井駅（西口）発 千葉しすい病院着

7:45 8:00 8:10 8:20

9:05 9:15 9:25 9:35

9:35 9:45 9:55 10:05

10:10 10:20 10:30 10:40

10:50 11:00 11:10 11:20

12:30 12:35 12:40 12:45

13:00 13:10 13:20 13:30

14:05 14:15 14:25 14:35

15:10 15:20 15:30 15:40

16:10 16:20 16:30 16:40

※日曜、年末年始（12/31～1/3）は全便、祝日の朝7:45便は運休となりますので、ご注意ください。

※席に限りがございます。満席の場合は次のバスをご利用ください。
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フロアマップ

１F

２F

11



3F

4F
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〒285-0905 千葉県印旛郡酒々井町上岩橋1160番2
TEL：043-481-8111（代表） FAX：043‐481-8119

【徒歩経路】

京成酒々井駅東口からの徒歩経路

ＪＲ酒々井駅西口からの徒歩経路


