
高洲訪問クリニック

入 院 の ご 案 内

043-241-0865

〒261-0004 千葉市美浜区高洲 1-1-13
http://www.kohitsujikai.or.jp/
fax:043-241-0866　e-mail：takasu-info@kohitsujikai.or.jp

 平日

9：00 ～ 16：30

見学随時承ります・お問合せはお気軽に
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アクセス

JR 総武線「稲毛」駅よりバス５分
　　「高洲 1 丁目」下車徒歩 0 分

JR 京葉線「稲毛海岸」駅徒歩15分

駐車場（当クリニック内）16台 (有料 )

ご面会の方は 1時間無料券を２枚までお渡し致します。

受付にお申し出ください。
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入院手続き 入院生活について

面会について

Takasu Houmon clinic

入院当日について

入院中の注意事項について

診療担当医より入院の指示がありましたら

受付窓口で入院の手続きをいたします。

✦手続き受付時間

✦手続きに必要なもの

「健康保険証」

「国民健康保険証」など

保険証と併せてお使いのもの

「高齢者受給者証」

「公費医療券」など

本人用と保証人用

入院費の支払額が軽減されます

健康保険対象者：50,000 円

自費対象者：100,000 円

※入院保証金は退院時に精

算いたします。「保証金預

り証」を発行しますので、

大切に保管し退院時にお

持ちください。

平日･土曜日･祝日　9：00 ～ 16：00

日曜日　　　　　　手続きはできません

保険証

医療受給者証

印鑑

限度額適用認定証

入院保証金

指定された時間に入院受付へお越し下さい。

なお、当クリニックには入院患者様の専用駐

車場はありません。

診察

✦チーム医療でより良い診察・看護を目指しております。

検温

✦検温は、看護師が 6時、10 時、19 時頃に行い

ます。その他、必要に応じて行います。

お食事

✦お召し上がりのお食事は、患者様の病状に合

わせ調整いたします。

　（朝食 7：30　昼食 12：00　夕食 18：00）

※透析患者様は、透析の関係で提供時間がずれ

る場合があります。

※食品、飲み物の持ち込みは、病状によって異な

りますので、医師・看護師にご相談下さい。

※お食事がなかなか召し上がれない患者様へ

高栄養の特殊栄養食品を推進しております。

詳しくは栄養士までご相談ください。

※売店、自動販売機、公衆電話はありません。

お薬について

✦主に後発医薬品（ジェネリック）を使用しています。

入浴

✦医師の許可がないと入れません。入浴できな

い方へは、タオルでの清拭を行っています。

起床 ・消灯

✦起床時間は6:00、消灯時間は21:00となります。

寝具

✦クリニックで用意します。

テレビ

✦テレビを視聴する場合、テレビカード（1枚

1,000 円、約 33 時間観られます）の購入が必

要です。カードのお求めは、玄関を入って左

側の自動販売機をご利用ください。患者様全

員にイヤホンのご使用をお願いしています。

トイレ ・ 洗面所 ・浴室

✦共同設備となります。

携帯電話

✦マナーモードに設定し、通話はラウンジでお

願いします。

病室（2 人部屋 3室、4人部屋 2室）

✦個室はありません。２人部屋（有料）希望の方

はナースステーションまでお問い合わせく

ださい。

付添

✦原則として、付添人は不要です。ただし、患者

様の病状により、ご家族が付添をご希望され

る場合は、ご相談ください。

外出 ・外泊

✦ご希望されるときは、医師の許可が必要にな

ります。医師・看護師にご相談ください。

出張理美容のご案内

✦提携している出張理美容をご案内いたしま

す。詳細はナースステーションまでお問い合

わせください。

診療や安静の妨げとならないよう決められ

た時間をお守りください。

面会時間 14：00 ～ 19：00

●面会の方は受付で面会ノートへのご記入と

面会札の着用をお願いします。

●日曜日は、クリニックが休日となります。防

犯対策として正面玄関を施錠してご面会者

の対応をさせていただいております。日曜日

及び 16：45 以降のご面会はインターフォン

を押してください。

●衛生管理が難しいため生花や生食品、生菓子

のお見舞い品の持ち込みはご遠慮ください。

またペットを連れての入室はお断りいたし

ます。

●感染予防のため風邪症状のある方や体調不

良の方のご面会はご遠慮ください。

●酒気を帯びた方の面会は固くお断りいたし

ます。

●入院中の病状、または治療上の都合により、

ほかの病室へ移動をお願いすることがあり

ます。ご了承ください。

●盗難防止のため、貴重品はセーフティーボッ

クスをご利用ください。また、金銭の持ち込

みは極力ご遠慮ください。紛失については、

当クリニックでは責任を負いかねます。

●施設内は禁煙です。

退院手続きについて

個人情報について（別紙2参照）

入院の費用について

医療福祉相談室について

病気や障害に伴う不安や今後の生活につい

て専門の相談員（ソーシャルワーカー）また

は看護師が、皆様とともに考え、安心して療

養・生活できるよう対応しています。

　　１．医療・看護に関する相談

　　２．福祉に関する相談

　　３．医療費に関する相談

　　４．その他、療養に関する相談など

入院費は、毎月月末に計算し、翌月の中旬と

退院時にご請求いたします。

入院費は現金でお支払いください。その他請

求についてご不明な点がございましたら、医

事課へお問い合わせください。

✦手続き受付時間

退院時は医事課が入院費請求書をお持ちしま

すので、病室でお待ちください。

日曜日は退院手続できません。

※「保証金預り証」と「面会札」をご返却ください。

※入院中に保険証・医療券の内容が変更に

なった時は、必ず医事課担当までお申し

出ください。

平日･土曜日･祝日　9：00 ～ 16：00

日曜日　　　　　　手続きはできません

✦手続き受付時間

平日･土曜日･祝日　9：00 ～ 16：00

日曜日　　　　　　手続きはできません

持ち物について（別紙 1参照）

●クリニックの秩序を乱した場合（暴言、暴力、無

断外出・外泊、飲酒、理由なく2カ月以上医療

費未納など）退院していただきます。

●原則、電話のお取次ぎは行っていません。

●入院中に他院を受診希望される方は、必ず医

師か看護師にご相談ください。

●災害が発生した場合は、職員の指示に従って

落ち着いて行動してください。



別紙１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

□下着・肌着 ４～６組 

□カーディガン、前開きベスト 

などの上着（必要な方） 

□タオル ５～６枚 

□バスタオル ３～５枚 

□歯磨きセット 

□シャンプー 

またはリンスインシャンプー 

□ボディソープ 

□マスク 

□電気シェーバー（男性） 

□電気シェーバー用充電器（男性） 

□ヘアゴム（髪の長い方） 

□くし 

□うがい用コップ 

（軽くて割れないもの） 

□義歯ケース（義歯使用の方） 

□ポリデント（義歯使用の方） 

□室内履き（介護シューズ） 

 (滑りにくく、かかとまで入るもの) 

□ボックスティッシュ 

□置時計 

□食事用エプロン（必要な方） 

□イヤホン（2ｍ程度の長さ） 
 （ステレオタイプ） 

□現在内服している薬 

□お薬手帳 

□止血ベルト 

□体温計 

□バスタオル１枚 タオル１枚 

着 替 え 洗 面 用 具 

日 用 品 

持 参 薬 等 

透析患者様 

◎洗濯について 

洗濯物はお持ち帰りください。 

クリニックでの洗濯をご希望の

方は有料となります。 

１枚１００円です。 

１週間以上溜まった場合は、こ

ちらで洗わせていただきます。 

◎オムツ・おしりふきについて 

必要な場合、当クリニックで準

備してあるもの（有料）を使用し

ます。 

◎病衣のレンタルサービスについて 

病衣は、有料にてレンタルサー

ビスを行っています。 

感染予防のため、寝巻はレンタルサ

ービスをご利用ください 

介助が必要な方は、前開き（ボタン

付き）の「下着・肌着」をご用意く

ださい 

※ 持ち物すべてに必ずお名前の記入をお願いします 
※ カッターや刃物などの持ち込みはご遠慮ください 


