
 

〒923-1226 石川県能美市緑が丘 11-71 

電話 0761（51）5551㈹  FAX 0761（51）5557 

http://www.houju.or.jp 

入院のご案内 

Houju Memorial 
Hospital 

「心のこもった医療の提供をめざして」 

 
 
 
 

皆さまと私たち病院スタッフは、病気に立ち向かうパートナーです 

 

 
 
 
 

病院での療養生活。不安に感じられていることと思います。 
 

私たちは、そんな皆さまの不安を、 

少しでも安心に変えられるよう、全力で取り組んでいきます。 

そして、できるだけ早く元気になって、日常生活に戻ってほしい。 

心から、そう願っています。 

 

 

 



 

 

1. 良質な医療を受ける権利  

2. プライバシーを守る権利 

3. 知る権利  

4. 思いを伝える権利  

5. 医師や医療機関を選ぶ権利 

6. 医療の内容を選ぶ権利  

7. 自分の生き方を選ぶ権利 

芳珠記念病院の職員は、「利用される皆さまの権利」を尊重することで、 

参画し納得できる医療を提供します。 
    

利用される 

皆さまの権利 

 

 

※全文は、パンフレット巻末(☞12ページ)をご覧ください。 

 

 

●入院の手続き 

●準備していただくもの 
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●食事、付き添い、外出・外泊、 

 入浴、テレビ、敷地内禁煙、 

 貴重品の管理、面会、 

電話の取り次ぎ、携帯電話の使用 

退院、その他 

 

 

 

 

 

 
●入院診療費の内訳 

●入院診療費のお支払い 

●高額療養制度 

 

 

 

 

 

●1階・B1階のフロアガイド 

●安心窓口センター 

●病棟のご案内  

●スタッフのご紹介 

 

 

 

 

 

 

病院施設……  ページ 5 7 

10 12 

 

2 3 

●利用される皆さまへのお願い 

－医療安全６つのポイント－ 

●リストバンドの装着 

●転倒・転落の防止について 

 

 

 

●利用される皆さまの権利 

●個人情報保護方針 
－別表：通常の業務で想定される 

個人情報の利用目的－ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

 

□はし、スプーン 

□タオル類 □入浴用具 □スリッパ 

□ティッシュ 

□コップ □下着類 

●入院の手続き 
◆安心窓口センター、または各診療科でお渡しした「入院申込書 兼 保証書」は、よくお読

みになった上、もれなく記入して入院当日にお持ちください。 
 
◆指定された時間に、安心窓口センター(☞7ページ  )にお越しください。 
 ※ご説明した時間より早く来院された場合、しばらくお待ちいただくことがあります。 
  ご了承ください。 

入院の手続きには、下記のものが必要になります。 

□入院申込書 兼 保証書  □健康保険証  □受給証・認定証など(お持ちの方)   

◆ご都合が悪くなった場合などは、各診療科までご連絡ください。 

●準備していただくもの      準備の際、□にチェックをつけましょう 

●持ち物には持ち主のお名前を記入してください。 

●失火、落下等によるけが防止の観点から、電化製品（テレビ・電気毛布・アンカ・   

電気ポット等）の持ち込みはご遠慮ください。  

●危険物（ライター・マッチ・刃物・その他これらに類似する物）の持ち込みは 

ご遠慮ください。  

●治療上使用することがありますので、長時間のコンセントの使用はお控え下さい。 

●院内にペットを連れ込むことはできません。 

●お見舞いの花の持ち込みを希望される場合には、必ず病棟スタッフにご確認下さい。 

●電子カルテシステムに影響する恐れがありますので、院内ではモバイルWi-Fi  

ルーター、テザリング機能の使用はご遠慮ください。 

 

 

 

・当院、他院 
での処方薬 
 

・お薬手帳 

 

・入院申込書  
兼 保証書 

・同意書 など 

入院にあたり 

□洗面用具 

□お茶用水筒 

□ねまき 
（病衣） 

□現在服用中の薬 □入院の書類 

★印のものは、「ケアサポートセット」で揃えることができます。セット内容はプランによって異なり

ますので、挟み込みの説明書をご覧ください。 

 

安全な 

療養環境 

のために 

ご協力ください 



 

 

 

入院生活 

●食事について 

●管理栄養士が、症状や好みに合わせて食事をご用意します。 

ご希望等がありましたら、管理栄養士にご相談ください。（できかねる場合もあります） 

●適温配膳車で温かいまま、冷たいままの適温で病室にお届けします。 

●治療のため、病院食以外の飲食ができないことがあります。病院食以外の飲食を希望される時は、

看護師にお申し出ください。 

●付き添いについて 
原則、付添いされる必要はありません。やむを得ない事情で、ご家族の付添いを希望される場

合は、主治医の許可が必要ですので、お申し出ください。 

 

●外出・外泊について 
主治医の許可が必要になります。主治医から許可を得て『外出外泊許可願い』に期間、行き先

等を記入し、スタッフステーションに提出してください。 

 

 

 

●入浴について 
病状に応じて、地下介護浴室、病棟浴室（地下 1 階、3 階、4 階、7 階）をご利用いただけま

す。ご希望時は看護師にお申し出ください。 

 

 

 

●テレビについて 
〈4床室・2人室利用の方〉テレビをご覧になる場合は、テレビカード（18時間 1,000円）を 

お買い求めいただき、看護師にテレビ視聴希望とお申し出下さい。 

〈 個 室 利 用 の 方 〉部屋に備え付けのテレビを、ご自由に視聴ください。 
 
●1階・B1階・３階・４階・６階にテレビカードの発券機があります。退院時カード残がある場合は、

１階の精算機をご利用ください。( ☞７ページ  )  

●同室の方の迷惑にならないよう、イヤホンの使用をお願いします。 

 
 
 ●敷地内禁煙について 
病院の敷地内は、駐車場の車内を含め、完全禁煙です。ご理解ご協力をお願いします。 

 

 

 

●貴重品の管理について 

昼食 
12：00 

朝食 
7：30 

夕食 
18：00 

 
※所持品の紛失や盗難、破損、汚損などの場合、病院では責任を負いかねますので、 
ご自身で管理をお願いします。 

 

 

●貴重品や多額の現金の持ち込みはご遠慮ください。お持ちになった場合は、ご自身で責任を持っ

て管理して下さい。 

●ベッド脇の床頭台には鍵が付いているものもありますが、必要以外の貴重品の持ち込みは 

ご遠慮ください。鍵を紛失された場合は、実費を請求させていただきます。 

 

 

 



 

●退院は、原則として午前中になります。退院の手続きについては、看護師にお尋ねください。 

●退院後に受診が必要な場合は、看護師より来院日等をご説明します。 

 

 

 ※職員が使用している医療用の PHS・スマートフォンは、医療機器への影響がないものです。 

 

 

●電話の取り次ぎ・携帯電話の使用について 
●電話の取り次ぎはできますが、消灯後は緊急時以外のお取り次ぎはできません。 

●携帯電話は、原則として医療機器から１m以上離し、マナーモードでご使用ください。 

 歩きながらの使用は、危険なため禁止しています。「通話禁止」「使用禁止」エリアは下記の通りです。 

●退院について 

●面会を希望される場合は、「総合受付」（17 時 30 分以降は「時間外受付」）で、病室をご確認

のうえ、各階のスタッフステーションにお申し出ください。 

※病状や個人情報保護法により、面会やお見舞いをお断りする場合があります。ご了承ください。 

●同室の方の迷惑にならないよう、できるだけ「デイルーム」か「エレベーターホール」をご利 

用ください。  

●上記の面会時間を必ずお守りください。時間外は、お断りする場合がございます。 

※集中治療センターでの面会やお見舞いは、原則として家族の方に限らせていただきます。 

※緊急時や、やむを得ない場合は、この限りではありませんので、医師または看護師にご相談ください。 

●面会について 

平日 13：00～20：00 
休日 10：00～20：00  

●その他 
●散歩、運動、入浴、調髪などは、事前に医師や看護師にご相談ください。 

●火災など非常時は、病院職員が安全に誘導しますので、指示に従い落ち着いて行動してください。 

●駐車場が大変混み合いますので、入院時は車での来院はご遠慮ください。 

やむを得ない場合は、病院正面玄関に向かって左側奥の駐車場をご利用ください。 

なお、駐車場内のトラブル等は、当院では一切責任を負いかねます。 

入院生活 

面会時間 

※２階 集中治療センターは、全日 10：00～20：00になります。 
 

(ご家族の方は、この限りではありません) 

 

下記の区域は「使用禁止エリア」です。 

携帯電話を使用しないだけでなく、電源

をお切りください。 

手術室、集中治療センター（HCU）、

血液浄化センター、内視鏡センター、

臨床検査センター、画像診断センター 

 

下記の区域は「通話禁止エリア」です。 

診療の妨げや他の患者さんのご迷惑に

ならないよう、ご配慮ください。 

病室（大部屋）、各科診療室、 

リハビリテーションセンター、 

エレベータ内 

 
●メール、web等も使用可能ですが、電子カルテシステムに影響する恐れがありますので、 

院内ではモバイルWi-Fiルーター、テザリング機能の使用はご遠慮ください。 

 



 

１日あたり定額（×入院日数） 

・入院料 ・投薬 ・注射 

・検査 ・処置 ・レントゲン 
 
 

が全て含まれます 

入院費用 

●入院診療費の内訳について 

３．入院診療費以外に必要な各種費用は次のとおりです。 

 

１．入院診療費は、健康保険法の規定により算出します。 

２．当院の一部の病床では、入院診療費の計算方法に「診断群分類別包括評価（DPC）」を適用していま

す。「診断群分類別包括評価（DPC）」とは、病名や診断内容に応じて、厚生労働省が定めた１日当

たりの定額の点数で入院診療費を計算する方式です。 

 

●食事療養費：１食につき 260円  ※「標準負担額減額認定証」をお持ちの方は減額されます。 

●差額ベッド使用料：差額ベッドを希望される場合、使用料がかかります。 

 

  

●従来の計算方式 【出来高方式】 ●DPCによる計算方式 

入院料（×入院日数） 

投薬 注射 

検査 処置 レントゲン 

手術 リハビリ 

内視鏡・人工透析等 

＋ 

＋ 

＋ 

＋ 

※病名診断群のどれにも該当しない場合や、正常分娩、労災、自賠責、歯科などの場合は、診療

行為ごとの計算になります。 
 
※入院後の病状や治療内容により、診断群分類が変更になる場合があります。その場合、１日当

たりの入院点数が変わりますので、退院時などに入院時にさかのぼって差額の調整をさせてい

ただくことがあります。        

 

手術 リハビリ 

内視鏡・人工透析等 

＋ 

＋ 

〈差額ベッド使用料（一日あたり）〉          介護療養型医療施設（陽だまり棟）は除きます 

    タイプ 使用料 階（室数） 設  備 

個室 A 5,400円 7F（6） 電話、洗面台、冷蔵庫、テレビ、トイレ、応接セット、バス 

個室 B 5,400円 7F（9）・6F（2）・

5F（1）・3F（4）・ 

B1F（1） 

電話、洗面台、冷蔵庫、テレビ、トイレ、個別空調設備、 

テーブル・イス 

個室 C 4,320円 4F（18）・3F（10） 電話、洗面台、冷蔵庫、テレビ、トイレ、テーブル、イス 

個室 D 3,240円 B1F（1） 電話、洗面台、冷蔵庫、テレビ 

2床室 E 1,620円 4F（1）・3F（2） 電話、洗面台、冷蔵庫、トイレ 

大部屋 

(４床室) 
０円 

4F(5)・3F(7)・ 

B1F（10） 
共同洗面台 

 

これまで通り 
出来高で計算 



 入院費用 

4．証明書、その他の書類が必要な方は、1階「書類受付」までお申し出ください。 
 
 

1世帯の医療費の 1ヶ月合計の自己負担額が高額になった場合、限度額（70歳未満の方で、一般

的な所得の場合、最低で 80,100円）を超える部分が払い戻される制度があります。 

事前に申請すると、窓口での支払いが月単位の限度額で済み、一時的でも多額の医療費を支払う

必要がなくなります。その際は、「限度額適用認定証」が必要です。 

※詳しくは、1階「安心窓口センター」（☞7ページ  ）にお問合せください。 

●入院診療費のお支払いについて 
1. 毎月末に精算し、翌月 10日頃に「診療費請求書兼領収書」を発行します。 

月の途中で退院される場合は、退院時に精算し、「診療費請求書兼領収書」を発行します。 

「診療費請求書兼領収書」の発行から 7日以内にお支払いください。 

 

2. 1階「支払い窓口」でお支払いください。各種クレジットカードのほか、銀行などのキャッシュ 

カードでもお支払いいただけます。 
 

3． 「診療費請求書兼領収書」に受領印を押印することで、領収書とさせていただきます。領収書は

高額医療費の還付および所得税の医療費控除の申告に必要となりますので、大切に保管してくだ

さい。※再発行はできませんので、ご注意ください。 

●高額療養費制度について 

個室 A 個室 C 個室 B 

〈個室の一例〉 

●病状や空室状況によって、病室のご希望に添えない場合があります。 

●入院後も、治療がある程度進み安定した段階で、病室や病棟を移動して 

いただく場合があります。 
 
 

最適な 
療養環境 
のために 

あらかじめご了承ください 



 

 

病院施設 病院施設 

１ 階 

コンビニ 

平日／8：00～17：00 

第 2.4.5 土／8：00～15：00 
 
第 1.3土・日・祝／ 

8：00～14：00 

食べ物や飲み物のほか、入院の

身の回りの品や、雑誌や新聞を

扱っています。 

・介護用品、医療用品、各種ケア用品  

・コンタクトレンズ（眼科医の処方が必要です） ・口腔ケア用品、治療用食品、ダイエット食品  

・皮膚科、形成外科で薦める化粧品 ・切手、ハガキ類の販売、各種宅配便の取扱い 等 

取扱 
商品 

安心窓口センター 療養生活や退院後の生活に関するお悩みはこちらまで。 

テレビカード 
精算機 

不安を安心に変えるための窓口です。内容に応じて、医療安全管理

者・看護師・薬剤師・社会福祉士などの専門職が、ご相談にお答え

します。お気軽にご相談ください。 

 

 

 

 

平日／8：30～17：15  第 2.4.5土／8：30～12：30 
※第 1.3土・日・祝は休み 

 

ライフケア芳珠 
サテライトショップ 

平日／8：45～17：00 

第 2.4.5 土／8：45～12：30 
※12：30～13：30は閉店 
※第 1.3 土・日・祝は休み 

 

介護・医療用品を扱うお店です。 

下記のほか、介護保険適用品の

レンタル、住宅リフォーム、高

齢者専用住宅等の介護のご相談

も承っています。 

安心窓口 
センター受付 

日替りランチ、パスタなどの

軽食、ケーキやソフトクリー

ムなどを取り揃えています。 

※ラストオーダーは閉店 30分前 

カフェ 

平日／8：00～17：00 

第 2.4.5 土／8：00～15：00 
 
第 1.3土・日・祝／ 

8：00～14：00 



 病院施設 

１ 階 B 

コインランドリー 

洗濯機：1回 100円  乾燥機：30分 100円 

●その他のサービス 

※諸事情で洗濯ができない方は、「洗濯サービス」をご利用ください。 

1回（1ネット）540円 ／ ネットの大きさ 65cm×95cm 

 

●散髪：理髪店が病棟に出張し、散髪を行います。 

ご希望の方は各病棟スタッフにお申込みください。 

＜利用料金＞  ・カット：3,000円 ・シャンプー：500円 

・顔そり：2,000円  ・カットと顔そりセット：4,000円 

●公衆電話：1階、地下 1階に設置しています。 

●ファクシミリ：各病棟スタッフにお申し込みください。 ※送信のみ料金がかかります。 

●医療安全に関する患者相談窓口 

●がん相談窓口 

皆さまやご家族は、チーム医療の一員です。医療に対する不安や疑問を
感じた時は、お気軽にご相談ください。 

当院は「石川県地域がん診療連携推進病院」に指定されています。研修
を受けたスタッフが、がんに関わる様々な相談をお受けし、がんに向き
合う方とそのご家族を支えます。 

●自動販売機：各階に設置しています。 ※マスクの自動販売機は 1階のみです。 

安心窓口センターには、このような役割もあります。 

●貸冷蔵庫：地下 1階、3階、4階に設置しています。 

＜利用料金＞  1日 108円 
  

※数に限りがありますので、お待ちいただくことがあります。 



 

 

病院施設 

当院の病床数は 320床で、一般病床が 200、療養 120（医療 60・介護 60）です。 

●病棟のご紹介 

管理区域・講堂 

陽だまり棟 B1階病棟 
（介護療養型医療施設） 

陽だまり棟 B2階病棟 
（介護療養型医療施設） 

B1F 

B2F 

B3F 

● 

※この他にも、様々な職種のスタッフが皆さまをサポートします。 

様々な分野のスペシャリストが、チームを組んで入院されている皆さまを支えます。 

【医師】 

主治医だけでなく、必要に応じて、

様々な医師が診療にあたります。 

【薬剤師】 

薬の専門家が説明や管理をすることで 

安心して服用していただきます。 

【医療サービス課員】 

受付などの事務手続きを担当します。 

皆さまとスタッフをつなぐ存在です。 

【管理栄養士】 

食事や栄養管理に関する国家資格を 

有するエキスパートです。 

【医療ソーシャルワーカー】 

皆さまの生活に関する不安や問題を 

解決する、国家資格者です。 

【リハビリ療法士】 

機能の回復には、早期からのリハビリが 

重要です。ベッドサイドでも行います。 

【看護師】 

確かなチームワークとハートフルケア 

で皆さまを支えます。 

 

【介護福祉士】 

専門的な知識や技術を持って、療養 

生活をサポートします。 

血液浄化センター 

中央点滴室 

中央採血室 

救急センター 

一般病棟 

一般病棟 

4F 

3F 

2F 

1F 

管理区域 B1F 

安心窓口センター・生活習慣病センター・外来
化学療法センター・各科外来・薬剤部・健診セ
ンター・臨床検査センター・医療サービス部・
会計・コンビニエンスストア・カフェ・ライフ
ケア芳珠サテライトショップ・管理区域 
 

 
画像診断センター・内視鏡センター・介護浴室・ 
リハビリテーションセンター・湯ったりラウン
ジ・厨房・管理区域 

 

1F 

B1F 一般病棟〈地域包括ケア病棟〉 

B1F 

東棟・西棟 

中棟 

陽だまり棟 

病院全景 

主な病棟スタッフのご紹介 

集中治療センター（HCU） 

 
オペレーションセンター・管理区域 

（医療療養病棟） 

一般病棟・クリーンルーム 

医療療養病棟 

一般病棟〈慢性期病棟〉 

 一般病棟〈地域包括ケア病棟〉 

一般病棟／周生期・女性医療センター 

管理区域・会議室 9F 

8F 

7F 

6F 

5F 

4F 

3F 

2F 

2F 

〈地域包括ケア病棟〉 

当院は、急性期から慢性期まで幅広く受け入れる「ケアミックス病院」です 

最適な 
療養環境 
のために 

治療がある程度進み安定した段階で、病室や 

病棟を移動していただく場合があります。 

あらかじめご了承ください。 



0 安全・衛生管理 

●利用される皆さまへのお願い  医療安全６つのポイント 
    

「何かおかしい」と思ったら、遠慮せ

ずに職員にお伝えください。 

あなたに教えていただくことで、問題を発見する

機会を増やすことができます。 

快適で安心安全な療養環境をつくるには、皆さまのご理解とご協力が欠かせません。皆さま

の権利を尊重しながら、必要なことは私たちからもお願いしていく、そうやってより良い信頼

関係を築いていきたいと思っています。次の６つの項目について、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

 

 

 

あなたのお名前や生年月

日を、「姓と名」「生年月

日」でお答えください。 

病院では、似たようなお名前が意外

に多く、耳で聞いただけでは分かり

にくい場合があります。また、いつ

呼ばれるかと思っていたり、声をか

けられた時に目があったりすると、

自分のことと思い込んでしまうこ

ともあります。そのような間違いを

防止するために、職員が、何度もお

名前や生年月日をお聞きすること

があります。 

皆さまの情報を教えてください。 

現在の症状だけでなく、既往歴や家族歴、アレル

ギーなど、皆さまの情報を積極的に教えてくださ

い。既往歴は、病院やかかりつけの医院からの薬

はもちろん、市販薬や栄養剤、健康食品、サプリ

メントなどもお願いします。 

「意思確認書」をご利用ください 

当院では、患者さんご本人とご家族の延命治療などに対する意思を確

認し、治療方針に活かすための「意思確認書」をご用意しています。 

原則医師から説明し、お渡しします。状況に合わせて、いつでも変更

することが可能です。 

 

「お薬手帳」を活用しましょう 

正確にお薬の情報を伝えるためには、「お薬手帳」がお勧めです。 

処方されたお薬の名前や、飲む量(回数)などの記録が残っています。

お持ちの方は、来院時に必ずご持参ください。 

※当院では、お薬手帳を持っていない入院の方にお渡ししています。 

延命処置や病名告知などに

関する意思表示がある場合

は、医師又は看護師にいつ

でもお話しください。 

救命医療が最優先されます。その中であなた自身の

意思表示が明確な場合は、その意思を尊重いたしま

す。ご本人の意思表示が不明な時は、ご家族の希望

をお聞きします。変更はいつでも可能です。 



 安全・衛生管理 

メガネは度が合った 

愛用のものを使いまし

ょう。 

 

特に高齢の方は、スリッパ

やサンダルは脱げやすく

危険。スタッフに相談を。 

 

寝巻きやパジャマの裾

は、体にあった長さに

しましょう。 

 

靴下のままベッドから降

りると危険。履物を履く

か、靴下を脱ぎましょう。 

ベッドから降りる時、

トイレや入浴時はゆっ

くりと動きましょう。 

筋力低下を防ぐため、日

中はなるべく身体を起こ

すようにしましょう。 

 

スタッフ介助が必要な

方は、無理せず遠慮な

くナースコールを。 

 

杖は先端が滑らない 

ものを使いましょう。 

 

パンフレットなどは 

必ずお読みください。 

治療方法や入院生活についての理解を深めていただくた

め、様々なパンフレット等をお配りしています。医療安全

確保のためにも、必ず目を通されるようにお願いします。 

☞転んだり、ベッドから落ちたりすることを防ぐため、以下の つのことにご注意ください。 

病院の環境は、住み慣れた家庭とは異なります。生活環境の変化に加え、病気やけがによる

体力や運動機能の低下、薬の使用によって転倒・転落事故が起こる可能性があります。皆さま

のご理解ご協力をお願いします。 

●点滴や注射、輸血、手術、検査などにおける患者さんの取り

違えを防止し、入院治療を安全に行うことが目的です。 

●リストバンドには「お名前」「患者番号」「バーコード」が

表示されています。 

●リストバンドは入院時にスタッフが、記載内容を患者さん（ご

家族）と確認の上、原則利き手と反対側の手首に装着します。 

●入浴の際に取り外す必要はありません。 

●装着中に不具合がある場合や、外泊の際は自分で判断せず、

必ず主治医または看護師にご相談ください。 

  

医療安全確保のため、入院中はリストバンドを装着いただいています。ご不便をおかけする

こともありますが、装着の趣旨をご理解いただき、ご協力のほどお願いいたします。つきまし

ては、以下の注意事項をお読みください。 

    

●リストバンドの装着について 
    

●転倒・転落の防止について 
    

８ 

「広げない・もらわない・ 
発生させない」 
 
感染対策にご協力 
ください。 

多くの方が出入りする病院では感染対策が大切です。感染

を防ぐには、手指衛生（手洗いやアルコール消毒）、せき

エチケット（マスクの着用）などが基本になります。院内

ではこれらの対策をとるようにお願いします。また、普段

から習慣にすることで、病気を予防することもできます。 



 ■利用される皆さまの権利 

 

    

芳珠記念病院の職員は、利用される皆さまの権利を尊重することで 

参画し納得できる医療を提供します。 

１．良質な医療を受ける権利 

 あなたには、年齢や性別、社会的地位、国籍、宗教などの違いや、病気の性質や罹病期間などに関係な

く、最新の科学的根拠とガイドライン（標準化された診療指針）に基づく良質な医療を平等に受ける権

利があります。しかし、当院の設備や役割では充分な医療を提供できないと思われる場合は、相談のう

え善処します。 
 

２．プライバシーを守る権利 

 あなたの受診歴、健康状態、症状、診断、治療及び予後などの医療に関する情報をはじめ、身元を確認

できる情報など、全ての個人情報は、個人情報保護方針のもとに保護されています。しかし、状況によ

って、あなたの同意がなくても、主治医等の判断で、家族や代理の方にお伝えすることがあります。 

※病院職員には、医療を受けるあなたの個人的な情報に対する守秘義務があります。 
 

３．知る権利 

 あなたには、あなたの医療の内容や危険性、病気の回復の程度をはじめ、医療上の記録を含むあらゆる

情報を、できるだけわかりやすい言葉で説明を受け、知る権利があります。 
 

４.  思いを伝える権利 

あなたには、医療の内容（検査、処置、看護、治療など）について、希望や意見を述べ、納得できるま

で質問する権利があります。また、医療以外のことについても、ご意見箱等で自由に意見を述べることが

できます。 
 

５.  医師や医療機関を選ぶ権利 

あなたには、医師や医療機関を選ぶ権利があります。他の医療機関の意見を聞きたい、転院をしたいと

いった希望がある場合は、必要な手続きのもと、あなたの診療に関する必要な情報を、紹介状や検査結果

資料などの形で提供します。 
 

６.  医療の内容を選ぶ権利 

あなたには、現在受けている医療の内容について、充分な情報提供や説明を受け、納得と同意のうえで、

選ぶ権利があります。また、あなたの状況に応じて、研究中のものを含め、新しい医療を勧める場合があ

りますが、その際も、これまでの医療と比べてどのように優れているか、あるいはどのような問題点があ

るかなどの情報提供や説明を充分に受けたうえで、選ぶ権利があります。 
 

７.  自分の生き方を選ぶ権利 

どれだけ治療を尽くしても、人生の最期を迎えるときが来ます。あなたには、そのとき、どのように生

きたいのかを、前もって選ぶ権利があります。当院では意思確認書の形で、あなたの意思を尊重します。 

 当院で医療を受けるにあたり、これらの権利が守られます。しかし、緊急の場合は、診療を優先し、

これらの権利を十分擁護できない場合があることもご了承ください。 

 そして、あなたが安心、安全な医療を受けるために、あなたにも守っていただかなければならない

義務があります。パートナーシップを大切に、医療への積極的な参画とご協力をお願いします。 

医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院    院長 

2011年 4月 1日改訂 

 
 



 ■個人情報保護方針 

 

    

〈診療情報の提供および個人情報の保護に関するお知らせ〉 

 

当院は、利用される皆さまへの説明と納得に基づく診療（インフォームド・コンセント）および個人情報の

保護に積極的に取り組んでおります。 

 

診療情報の提供 

◆ご自身の病状や治療について質問や不安がおありになる場合は、遠慮なく、直接担当医師または看護師に

質問し、説明を受けてください。この場合には、特別の手続きは必要ありません。 

 

診療情報の開示 

◆ご自身の診療記録の閲覧や謄写をご希望の場合は、遠慮なく、担当医師または「安心窓口センター」に開

示をお申し出ください。開示・謄写に必要な実費をいただきますので、ご了承ください。 

 

個人情報の内容訂正・利用停止 

◆個人情報とは、氏名、住所等の特定の個人を同定できる情報を言います。 

◆当院が保有する個人情報（診療記録等）が事実と異なるとお考えになる場合は、内容の訂正・利用 

停止を求めることができます。担当医師にお申し出ください。調査の上、対応いたします。 

 

個人情報の利用目的 

◆個人情報は以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて利用いたしません。 

◆診療のために利用する他、病院運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携

等のために、個人情報を利用することがあります。また、外部機関による病院評価、学会や出版物等で個

人名が特定されないかたちで報告することがあります。 

◆当院は卒後臨床研修病院および医療専門職の研修病院に指定されており、研修・養成の目的で、 

研修医および医療専門職の学生等が、診療、看護、処置などに同席する場合があります。 

 

ご希望の確認と変更 

◆治療、外来予約（診察・検査・処置・指導等）や入院予定の変更、療養給付・保険証等の確認等、 

緊急性を認めた内容について、利用される皆さまご本人に連絡する場合があります。 

ただし、事前に各科外来窓口または総合受付までお申し出があった場合は、連絡いたしません。 

◆外来等での氏名の呼び出しや、病室における氏名の掲示を望まない場合には、お申し出下さい。 

 ただし、事故防止・安全確保のためには、呼名および氏名の掲示が望ましいです。 

◆電話あるいは面会者からの、部屋番号等の問い合わせへの回答を望まない場合には、お申し出 

下さい。 

◆身体上または宗教上の理由等で、治療に関して特別の制限やご希望がある方はお申し出下さい。 

◆一度出されたご希望を、いつでも変更することが可能です。お気軽にお申し出下さい。 

 

相談窓口 

◆ご質問やご相談は、各部署責任者または以下の個人情報保護相談窓口をご利用下さい。 

個人情報保護相談窓口  医療サービス課 宮本 高秀 

 

   医療法人社団 和楽仁 芳珠記念病院    院長 

2011年 4月 1日改訂 

 
 



【利用される皆さま等への医療の提供に必要な利用目的】 

〔当院での利用〕 

・当院で利用される皆さま等（検診・健診・ドックを含む）に提供する医療 

・医療保険事務 

・利用される皆さまに係る管理運営業務のうち、 

－入退院等の病棟管理 

－会計・経理 

－質向上・安全確保・医療事故あるいは未然防止等の分析・報告 

－利用される皆さま等への医療サービスの向上 

 

〔他の事業者等への情報提供〕 

・当院が利用される皆さま等に提供する医療のうち、 

－他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 

－他の医療機関等からの照会への回答 

－利用される皆さま等の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

－検体検査業務の委託・その他の業務委託 

－ご家族等への病状説明 

－救急隊への情報提供 

・医療保険事務のうち、 

－保険事務の委託 

－審査支払機関又は保険者へのレセプトの提出 

－審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・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 

・医師賠償責任保険などに係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等 

・第３者機関への質向上・安全確保・医療事故対応・未然防止等のための報告 

 

【上記以外の利用目的】 

〔当院での利用〕 

・医療機関等の管理運営業務のうち、 

－医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

－医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・栄養士・医療事務等の 

学生実習への協力 

―医師・看護師・薬剤師・検査技師・放射線技師・理学療法士・栄養士等の教育・研修 

－症例検討・研究および剖検・臨床病理検討会等の死因検討 

―研究、治験及び市販後臨床試験の場合。関係する法令、指針に従い進める。 

―治療経過および予後調査、満足度調査や業務改善のためのアンケート調査 

 

〔学会・医学誌等への発表〕 

―特定の利用される皆さま・利用者・関係者の症例や事例の学会、研究会、学会誌等での報告は、 

氏名、生年月日、住所等を消去することで匿名化する。匿名化困難な場合は、本人の同意を得る。 

 

〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕 

・当院の管理運営業務のうち、 

－外部監査機関への情報提供 

－当該利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との 

連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

 

 ■個人情報保護方針 〈別表：通常の業務で想定される個人情報の利用目的〉 

 

 

    

 



 

 

20150801 

モットー和楽
わ ら

仁
に

 

仲よく楽しく 

人と社会を健康に 

 

1. 地域医療を担う病院として、当院に関わる皆様の生涯の健康を支えます。 

2. 心のふれあいを大切にし、安心できるパートナーシップを築きます。 

3. 利用される皆様の権利を尊重し、充分な説明と同意のもとに、参画できる 

医療を提供します。 

4. 救命救急から慢性疾患まで、最新の科学的根拠に基づく、安全で的確な 

チーム医療を、多職種協働で提供します。 

5. 地域との交流を大切に、社会保障の向上と経済の振興に取り組みます。   

芳珠記念病院の基本方針 

〈病院でのルールとお願い〉 
    安心安全な療養環境のために、患者さんやお見舞いの方だけでなく 

全ての方が、次の点をお守りいただくようお願いします。    

①利用者や病院職員に対して、暴力や暴言、威嚇、性的嫌がらせ、その他迷惑となる行為は、

絶対になさらないでください。 

②院内の備品は大切に扱ってください。破損や紛失の場合には、損害賠償を請求させて頂くこ

とがあります。 

③病院内での、セールスや勧誘はお断りいたします。 

④その他、社会通念上、不適切と思われる行為はなさらないでください。 

※これらのルールをお守り頂けず、安全や秩序が保たれないと判断される場合には、診療を受け
られないことや、病院外へ退去頂くことがあります。また、警察の介入が相当と判断される  
場合には、通報させていただきます。   


