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独立行政法人国立病院機構

仙台西多賀病院
〒982－8555　仙台市太白区鈎取本町２－11－11
TEL ／ 022－245－2111（代） FAX／ 022－243－2530

良い医療を安全に
心をこめて

入院のご案内入院のご案内入院のご案内
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仙台西多賀病院の理念仙台西多賀病院の理念仙台西多賀病院の理念

「良い医療を安全に、心を込めて」

　すべての患者さんには、個人の人格や価値観が尊重された良質な医療を受ける権利がありま
す。また医療は充分な情報提供と同意による、患者さんと医療者相互の信頼関係を基礎として
進めていくべきものです。
　このような考えに基づいて、当院では以下の基本方針の下、「患者の権利」を尊重した医療
を提供致します。一方でこの目的を果たすためには「患者の義務」を遵守頂くことが重要であ
ると考えております。

［基本方針］
１　個人の尊重

・すべての方に、個人の尊厳、知る権利、選択の自由を保証します。

２　根拠に基づいた医療の実施
・科学的根拠に基づいた信頼性の高い医療を提供致します。

３　安全で良質な医療の提供
・医療安全対策を徹底し、すべての方に安心のできる医療を提供します。

４　他医療機関等との連携
・地域の病院、診療所等との連携を進め、地域医療に於いて担うべき役

割を十分に果たします。

５　教育・研修の推進
・常に最先端の医療を実施できるように研鑽に努めるとともに、地域社会

への情報提供を進めます。

６　臨床研究の推進
・常に問題意識を持ち、より良い医療と医療体制の確立に向けた情報発

信をして行きます。

７　健全で安定した経営の確立
・安定した経営基盤の上に立ち、最新の医療機器を導入し、最適な療養

環境をつくります。
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患者のみなさまの権利と義務患者のみなさまの権利と義務患者のみなさまの権利と義務

権　利
１　良質な医療を受ける権利

・誰でも安全で良質な満足のいく医療を平等に受ける権利があります。

２　人格を尊重される権利
・個人の人格や価値観が尊重され、医療者との相互信頼関係のもとで医療を受ける権利が

あります。

３　診療に関する説明と情報提供を受ける権利
・病状、検査、治療方法等について、納得されるまで十分な情報提供を受ける権利があり

ます。希望する場合は、診療録の開示を請求する権利があります。

４　治療法などを自分の意思で決定できる権利
・十分な情報提供を受けた上で、ご自身の意思により検査・治療方法などを選択したり、

他の医療機関への紹介を受ける権利があります。

５　プライバシー（個人情報）が守られる権利
・診療の過程で得られた個人情報やプライバシーが守られ、個人の尊厳が保たれる権利が

あります。

義　務
１　正しい情報を提供する義務

・ご自身の健康状態、その他診療上必要な情報について、正確に申告する義務があります。

２　病院ルールを守る義務
・病院業務の支障にならないよう院内のルールに従う義務があります。

３　診療費を支払う義務
・病院は診療費によって運営されており、請求を受けた医療費を支払う義務があります。
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この入院案内は、みなさまに安心してご入院いただくためにこの入院案内は、みなさまに安心してご入院いただくために
必要な事が書かれていますので、お読みください。必要な事が書かれていますので、お読みください。
この入院案内は、みなさまに安心してご入院いただくために
必要な事が書かれていますので、お読みください。

入院手続きについて入院手続きについて
❖入院を予約された方で、入院日の連絡を受けた時は、指定された時間まで来院して

ください。
❖入院当日の手続きは、①番受付窓口となりの「入院案内窓口」で行います。
❖入院手続きに必要な書類を「入院案内窓口」へ提出してください。
　別添書類
　・入院申込書
　・身元引受書兼診療費等支払い保証書
　・「入院期間の確認について」（３ヶ月以内に他の医療機関に入院していた方）
　保険証
　診察券
　公費負担医療受給者証等（お持ちの方）
　健康保険限度額適用認定証（詳しくは５ページをご覧ください）
　介護保険被保険者証（お持ちの方）

入院される時の持ち物入院される時の持ち物
❖洗面・洗髪用具……洗面用具、洗面器、歯ブラシ、歯磨き粉、コップ、せっけん、くし、
　　　　　　　　　　タオル、シャンプー、バスタオル、ひげそり（病棟貸与はありません。）
❖食事の時に使う物…はし、スプーン、湯呑み等
❖その他の日常品……パジャマ（入院セットとして売店にて取り扱っています。）
　　　　　　　　　　下着類、マスク、ティッシュペーパー、羽織る物、履きやすく滑りにくい履き物
　※上記の日常品等は、院内売店で販売しておりますので、ご利用ください。
❖寝具類は、当院で清潔な物を準備しております。
❖貴重品、多額の現金は手元に置かないでください。やむをえずお持ちの方は各床頭

台に設置してあるセーフティボックスをご利用ください。
❖自動洗濯機（有料）を設置しておりますのでご利用ください。
❖現在治療中で他の医療機関よりお薬を処方されている方は、お

薬とお薬手帳を入院時にご持参ください。
❖持ち物には名前をつけてください。

※身の回り品の保管には十分ご注意ください。万一紛失され
ましても病院では一切責任を負いかねます。

❖パソコン・スマートフォン等は、主治医・担当看護師の許可を受けた上で、病棟内
の定められた場所及び個室において使用できます。

　各病棟において取扱いが異なりますので看護師にご確認ください。
　パソコンによるインターネットは通信内蔵タイプ、携帯電話又はスマートフォンに

接続して利用する方法に限り利用できます。
　携帯電話は決められた場所で使用し、それ以外の場所では電源をお切りください。
　使用時間は午前６時から午後９時まで（病棟の起床時間から消灯時間）となってお

りますのでお守りください。
※詳細は別紙配布「入院時におけるパソコン、携帯電話等電子機器の持込・ご利用に

電気ポット

持ち込みによる
使用できない例
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入院中の過ごし方について入院中の過ごし方について
❖消灯時間は午後９時となっております。
❖カード式テレビ（イヤホン使用）を設置しております。カードは売店または中央病棟に

ある券売機でお求めください。TV カード使用後は、売店にある精算機で精算できます。
❖携帯電話は医療機器に影響を与えることがありますので、所定の場所でご利用ください。
❖病棟内にWi-Fi環境を整備しています。SSIDとパスワードは病棟に掲示していますので、ご確認ください。
❖外出や外泊をご希望の方は、事前に申し出て主治医の許可を受けてください。
❖病状により病室や病棟が変わる場合がありますので、その際はご協力お願いします。
❖全敷地内禁煙となっています。健康のために禁煙につとめましょう。
❖自家用車の持ち込みはご遠慮願います。
❖病棟を出られる際や病棟ホールを利用される際は、マスクの着用が必要ですので準

備をお願いします。
❖患者さんや職員のプライバシー及び個人情報の保護のため病院敷地内での無断撮影

や録音を禁止しています。

入院中の食事について入院中の食事について
❖食事時間は次のとおりです
　朝食：午前７時 20 分頃
　昼食：午後 12 時頃
　夕食：午後６時頃
❖入院中の食事は、病状に応じたものをお出ししております。
　飲食物の持ち込みは安全管理（衛生管理・栄養管理）の上でご遠慮願います。
❖食事についてご相談のある方は、主治医または看護師に申し出てください。
　管理栄養士が相談に応じます。

面会について面会について
❖新型コロナウイルス流行中は、終日面会禁止とさせていただきます。以下は通常体

制となった場合の取扱いになります。
❖日中の面会時間に制限はありませんが、消灯時間午後９時以降翌朝７時まではご遠慮ください。

緊急のため午後８時以降に出入りする場合は、防災センター時間外出入口をご利用願います。
❖面会の方は、病棟の看護師に申し出ていただき、面会簿の記入にご協力ください。
　なお、H28.10 より、面会の方には「面会許可証」を交付しております。
　「面会許可証」のない方は、病棟内立ち入り禁止となりますのでご協力をお願いいたしします。
❖大勢でのご面会や 15 才以下のお子様連れの面会、体調不良や風邪をひいている方

のご面会は、患者さんの安静、治療の妨げになりますのでご遠慮ください。
❖患者さんの病状等により面会をお断りする場合もありますので、ご了承ください。

付き添いについて付き添いについて
❖入院中のご家族の付き添いは必要ありません。ただし、患者さん若しくはご家族か

ら付き添いの希望があり、主治医が認めた場合は「患者付添許可願」申請により、
付き添いができますので、看護師にお申し出ください。（付き添い寝具は有料です）

ついて」をお読みください。
❖義歯・眼鏡は、ケースに入れて保管し、破損・紛失にご注意してください。



5 SENDAI-NISHITAGA HOSPITAL

認定証は、患者さんご本人が入院前に保険者（勤務先または市町村）に
申請して発行されます。

入院費について入院費について
❖入院費は毎月月単位締めで計算し、請求書は翌月10 日に病室にお届けします。（10 日

が土日祝の場合は翌日）請求書お受け取りから 20 日以内に③番会計窓口でお支払いく
ださい。なお、午前中は混み合いますので、午後にお願いします。

　また、金融機関からの振込支払いも可能です。ただし、振込手数料は患者さんのご
負担になりますので、ご了承ください。また、時間外及び休日は防災センター（時
間外受付）でお支払いいただけます。
クレジットカード（VISA，JCB）、デビットカードでの精算もできます。ただし
平日（8：30 〜 17：00）のみのご利用となります。

❖医療費助成制度をご利用の方は、入院費お支払いの時に申請書をご提出ください。
❖入院費のお問い合わせは、③番会計窓口で承ります。

退院会計について退院会計について
❖退院会計は、退院当日午前中に入院費請求書が整い次第病室へご連絡いたしますの

で、③番会計窓口（平日 8：30 〜 17：00）でお支払いください。退院が土日
祝日の場合は、直前の平日にお支払いいただくことになります。

❖病棟に保管しております診察券は、退院会計の精算後にお返しいたします。
❖やむをえず退院のお支払いができない場合は「債務確認及び支払誓約書」に記入し

申請が必要になります。また、土日祝日に急な退院となった場合も「債務確認及び
支払誓約書」に記入し、申請していただきます。

❖診療内容により、退院後に追加請求させていただく場合がありますのでご了承ください。

健康保険限度額適用認定証について健康保険限度額適用認定証について
❖入院時に認定証をご提示いただくと、入院費の窓口負担は一定の自己負担限度額ま

でとなります。
　＊食事代や差額ベット代、当院歯科医療分は別にお支払いいただきます。
❖ご提示のない場合は、保険証どおりの窓口負担をお支払いいただき、後日保険者に

高額療養費支給申請が必要となります。
❖手続き等でご不明な点がある方は、
　当院 医事室（TEL022 − 245 − 2550）までご連絡ください。

健康保険者負担　約91万円

３割負担　30万円診療月ごとに
自己負担限度額
約９万円

＊たとえば、限度額適用認定証をご提示いただくと 70 歳未満
の一般課税世帯の方で、１ヵ月（初日から末日まで）の入院
費が 100 万円の場合は自己負担が約９万円になります。

　ご提示がないと、保険証どおりの３割負担約 30 万円をお支
払いいただきます。世帯収入により自己負担額は変わります。

　なお、食事負担分については、一般課税世帯の方で、別途１
食につき 460 円の自己負担となります。
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診断書・証明書について診断書・証明書について
❖入院中に診断書・証明書が必要な方は、看護師にお申し出ください。
　書類ができましたら、ご連絡いたしますので、③番会計窓口で診断書料のお支払い

と引き換えにお受け取りください。なお、書類作成には若干の時間をいただいてお
りますのでご了承ください。

❖退院後に診断書・証明書が必要になった場合は、①番受付窓口にお申し出ください。

医療上のご相談について医療上のご相談について
❖療養に伴う生活上の問題等、心配なことがありましたら、看護師にお申し出ください。
　医療福祉相談室と連絡を取り、皆さんと一緒に解決するお手伝いをいたします。

たとえば、このような不安や疑問？
医療費の支払い…
　経済的負担により入院することが困難、または入院を続けることが難しい

場合に、医療費の貸し付けや高額療養費制度等のご案内
各種公費負担制度…
　育成医療、更正医療、難病患者医療等について
年金や手当、各種手帳の申請…
　障害（基礎・厚生）年金、身体障害者手帳等について
退院後の療養先…
　療養型医療施設や介護保険施設等への転院や施設入所に関することや、
　療養生活における住宅福祉サービスの相談
介護保険の相談
　介護保険制度の利用について
　その他いろいろな事情により、安心して療養ができない場合はご相談ください。

災害時の心得について災害時の心得について
❖入院の際にご案内しますが、必ず非常口・避難経路の確認をお願いします。
❖火災その他非常災害の時は、職員の指示に従い避難してください。

感染防止のご協力のお願いについて感染防止のご協力のお願いについて
❖病室の入退室時、トイレのあと、お食事の前には石けんと水で

手洗いを行ってください。
❖マスクの着用がない方は、院内に入ることができませんので、

ご協力願います。
❖他の方と共有する物に触れる際は、前後での手指消毒または石

けんと水で手洗いを行ってください。
❖鼻をかんだり、マスクの表面に触れた後は、手指消

毒または石けんと水で手洗いを行ってください。
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医療安全管理室より医療安全管理室より
　　入院中は運動する機会が減り、足腰の筋力が低下しやすく

なったり、症状によりご自分では「できる」と思われても、身
体が思うように動かないこともあります。また、ご家庭と異な
る病院環境が、転倒・転落につながることもあります。そこで、
転倒・転落防止の観点から下記の点にご留意ください。

❖はきものはスリッパではなく、
　すべりにくいもの

　（リハビリシューズ・
　　マジックテープ付きの運動靴等）
　　※院内売店でも販売しております。

❖サイズの合う活動に適した衣類
　（スエットタイプの服等）

その他その他
❖入院中の方及び付添の方の一晩を超える駐車場のご利用はご遠慮願います。
❖個人情報保護のため、患者さんに関する電話でのお問合せは原則お答えできません。
❖当院は、病室前等にお名前を掲示させて頂いております。お名前を掲示することに

ご了解いただけない場合は、看護師にお伝えください（お名前部分を＊＊＊にて表
示させていただきます）。

❖国立病院機構診療情報集積基盤事業（医療情報システムの標準化事業）のため、個
人情報を匿名化した上で利用させていただきます。

　個人情報の利用について、ご同意いただけない場合は、個人情報保護担当窓口まで
お申し出ください。

❖セカンドオピニオンのご案内：当院では、ご自分の意思で治療方法を選択するにあた
り、他の医療機関のご意見を聞くことを希望される患者さんにセカンドオピニオンに
必要な診療情報提供書を提供しています。お気軽に主治医までご相談ください。

❖当院は医師、看護師、薬剤師等の教育施設として、将来の医療従事者育成をおこなっ
ております。また、整形外科においては、海外からの医師実習研修受け入れもおこなっ
ておりますので、ご理解とご協力をお願いします。

❖医療の質の向上を目的とした学術・症例研究のために個人情報（匿名化処理した上
で）を利用させていただく場合があります。

❖臓器提供意思表示カード（ドナーカード）等をお持ちの方は、看護師にお伝えくだ
さい。
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特室A個室　１日8,000円（消費税除き）
新中央３階に１室

特室B個室　１日5,000円（消費税除き）
新中央１階に４室
新中央２階に６室
新中央３階に３室

特室D個室　１日6,000円（消費税除き）
新中央４階に４室

付帯設備一覧 A
個室

B
個室

D
個室

浴　室 ○
（シャワー）

○
トイレ

（ウォシュレット付き） ○ ○

エアコン ○

洗面台 ○ ○ ○

ロッカー ○ ○ ○

チェスト ○

ソファー ○ ○

液晶テレビ ○ ○

テレビ付床頭台 （○）○

冷蔵庫 ○ ○ ○
インターネット回線

（LAN） ○ ○ ○
＊パソコンは、有料個室のみ使用可能
　です。
＊ B 個室にはテレビ付床頭台を設置し

ている部屋があります。

有料個室のご案内有料個室のご案内
❖当院では、患者さんの入院環境をより良いものとするため、中央病棟に有料個室を

ご用意しております。（一般の病棟は、２人〜４人部屋が標準となっております）
❖入室を希望される場合は、入院前にお申し出ください。
　有料個室のお申し込みは、
　当院 医事室入院係 TEL022 − 245 − 2550 までお願いします。
　なお、満床の場合はお待ちいただく場合がありますので、ご了承ください。
❖入室日・退室日も利用料金が発生します。
❖利用申込書の記載に当たって、印かんが必要となります。
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●受付

受付●受付●

●受付

院内施設のご案内院内施設のご案内
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●受付

受付●受付●

●受付



11 SENDAI-NISHITAGA HOSPITAL

286

4

45

48

↓福島・白石方面
↓福島・
　白石方面

↓南仙台

新仙台郵便局

イオン

ガソリンスタンド

←秋保方面

←秋保・山形方面

←
太
白
団
地

←山形・
　作並方面

仙台南
I.C

山田
I.C

宮城
I.C

長町
I.C

太白学校
給食センター

道
車
動
自
北
東

仙台南部有料道路

※長町I.C経由の車に限り山田I.Cをご利用頂けます。

↑古川・一関方面 ↑古川・一関方面

塩竃・
石巻方面→
塩竃・
石巻方面→

↑北仙台

路
道
料
有
部
東
台
仙

長町駅

青葉山駅
地下鉄東西線

八木山動物公園駅

長町南駅

旧286号線

青葉城址

市役所 県庁広瀬川

青葉山トンネル
仙台西道路

駅
町
長

⑦
⑧

線
北
南
鉄
下
地

仙台駅西口
バスプール
仙台駅西口
バスプール

鈎取バス停鈎取バス停

仙台西多賀病院
独立行政法人国立病院機構

仙台駅ご利用の方へ 仙台駅前西口バスプール⑦・⑧番乗車口から「宮城交通」山田自由ヶ丘行乗車、仙台西多賀病院前下車徒歩5分。
日本平、秋保、川崎行等は鈎取下車徒歩10分。（バス所要時間約30分）

地下鉄東西線八木山動物公園駅ご利用の方へ 地下鉄東西線八木山動物公園駅下車、タクシーで1,200円前後

薬局

守酒店

鈎取造園

鈎取郵便局

鈎取診療所

イオンガソリンスタンド

（有）シンコウ

押野商店

仙台西多賀
病院前バス停
仙台西多賀
病院前バス停

鈎取バス停鈎取バス停

鈎取バス停鈎取バス停 仙台・長町方面→

病院まで

約10分
（0.7km）

病院まで

約5分
（0.3km）

■最寄バス停案内図

■交通案内

地下鉄南北線長町南駅ご利用の方へ 地下鉄南北線長町南駅下車、「宮城交通」山田自由ヶ丘行乗車、仙台西多賀病院前下車徒歩5分。（バス所要時間約15分）

JR長町駅ご利用の方へ JR長町駅下車、「宮城交通」山田自由ヶ丘行乗車、仙台西多賀病院前下車徒歩5分。
日本平、秋保、川崎行等は鈎取下車徒歩10分。（バス所要時間約15分）

東北道をご利用の方へ 仙台南I.Cをご利用下さい。（東北道～山田I.Cまた、山田I.C～東北道はご利用できません。）

286

駅
台
仙
Ｒ
Ｊ

仙台西多賀
病院前バス停
仙台西多賀
病院前バス停

仙台西多賀病院独立行政法人
国立病院機構


