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入院のご案内 
 

新しい人生の目標を立てる皆様へ 

 

 戸田中央リハビリテーション病院は、医療チームと協働し、患者さんやご家族の新しい人生の

目標を立てる出発点です。 

 

私たちはここでの入院期間を、患者さんが社会に戻るための「生活上の活動能力を高める場」

となるようチームを組んで取り組んでおります。 

 

「維持」を目標にするという消極的な考えではなく、「できる活動」に。言い換えると、「生活

行為能力」を充分に引き出し、新しい能力を獲得できるよう支援していきたいと思います。 

 

医療法人社団東光会               

戸田中央リハビリテーション病院 

スタッフ一同 

 

 

 

 

戸田中央リハビリテーション病院シンボルマークは、回復期を過ごす患者様とスタッフの 

関係をイメージしています。大きな円錐は回復していくイメージを象徴し、寄り添う太い 

円錐はそれをサポートするスタッフをイメージしています。 
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病院理念･基本方針 

病院理念「愛し愛される病院」 

【理念の実行方法】 

１．患者さん個人の人権を尊重し、障がいを負っても人間らしさの復権のために貢献する 

２．地域社会の要請にこたえ住民の健康、福祉向上に貢献する 

３．職員のやる気とアイデアを大切にする 

 

【基本方針】 

１．何人も平等に医療を受けられる病院づくり 

２．プライバシー保護とインフォームドコンセントに基づいた患者さん中心の医療 

３．確固たるチームワークによる復帰へのサポート 

４．地域住民、地域医療機関との密着した医療 

５．医療人としての自覚と技術向上のための教育 

 

 

患者さんの権利 

患者さんには以下の権利があります。 

１．あなたは、個人的な背景の違いや病気の性質などにかかわらず、必要な医療を受ける 

ことができます。 

２．あなたは、医療行為について、自由な意志に基づき、同意・選択することができます。 

３．あなたは、医療行為に関し、医療者から十分な説明・報告を受けることができます。 

４．あなたは、自由に医療機関を選択することができます。 

５．あなたは、医療行為に関し、いつでも他の医療者の意見を求めることができます。 

（セカンド・オピニオン） 

６．あなたの個人情報は、保護されます。 

 

 

患者さんと医療者のパートナーシップ 

患者さんと医療関係者がより良い信頼関係を築き、安心で安全な医療を受けていただくため

には、患者さんには権利と同時に果たさなくてはならない義務（責務）もあります。 

１．納得のいく医療を受けるために、医療に関する説明を受けたときは、十分理解できるまで

質問をされ、確認をしてください。 

２．ご自身の健康に関する情報（過去の病気・アレルギーの有無・内服薬の有無・家族の病気・

他院への受診状況など）を正確に提供してください。 

３．病院の規則を遵守し、他の患者さんや職員へ迷惑になる行為をしないでください。 

４．受けた医療に対し、診療費をお支払いください。 
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入院相談から入院までの流れ 

【入院相談】 

入院に関するお問い合わせは、医療福祉相談室でお受けいたします。あらかじめお電話で 

ご予約の上、患者さんの状態について詳しい方がご来院ください。 

【入院判定】 

入院書類を提出していただいた後、受け入れの判定をさせていただきます。 

※判定の結果につきましては後日お知らせいたします。 

【入院予約】 

ご予約になった患者さんから順次、入院日のご相談・ご案内をさせていただきます。入院 

日は、月曜日～金曜日の平日となります。 

【入院当日】 

入院時の手続き（検査・診察・説明など）がございます。 

 

 

入院手続きと持ち物のご案内 

入院当日は、１階総合受付にお声かけください。 

 

●入院当日にご用意いただくもの 

【１階総合受付で確認】 ※確認後すぐ返却いたします 

□健康保険証 

□限度額適用認定証 

□医療福祉制度・その他公費受給者証（該当の方） 

□介護保険被保険者証（該当の方） 

□ご印鑑（支払い責任者の方） 

□入院のご案内（この冊子）もお持ちください 

 

【１階総合受付で提出】 

□入院誓約書 

□入院時保証金 100,000 円（退院時に精算いたします） 

□個人情報の保護について 

□差額室入院申込書（該当の方） ※入院手続き時にお渡しいたします 

 

【病棟で確認・使用】 

□お薬手帳 

□服用中のお薬 

※入院当日に、治療を継続するにあたり、医師や薬剤師を含めて相談していき 

ます。転院前の病院から処方されているお薬（内服薬・塗り薬・目薬・湿布 

薬・張り薬・座薬・注射薬等）についても確認させていただきます。 

※入院期間中は、原則当院からのお薬のみとなります。それ以外で、持参薬・ 

市販薬・サプリメントの服用等を希望される場合は、スタッフまでお申し出 

ください。 
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①全ての方に必要なもの 

□パジャマ（寝巻き）２～３枚 

□日常着（動きやすい服）２～３枚 

※週３回の入浴時と汚染時には必ず着替えます。洗濯に間に合う枚数をご用意 

ください。また、空調の感じ方に個人差がありますので、調整できるように 

羽織るもの等をお持ちください 

□下着 ２～３枚 

□靴下 ２～３枚 

□履き慣れた靴（底がすべりにくい物） 

□洗面道具（歯ブラシ・歯磨き粉・プラスチックコップ） 

□ティッシュペーパー 

□フェイスタオル（手・汗拭き用）３枚 

□電気かみそり（Ｔ字かみそりは禁止しています） 

□ヘアブラシ 

□ハンガー 

□Ｓ字フック 

□ぬれた洗濯物を入れる大きめのビニール袋 

②必要な方のみ 

□保湿剤（ボディローション・クリームなど） 

□食事用エプロン 

□介護用スプーン 

□めがね・コンタクトレンズ・それぞれのケース 

□補聴器 

□義歯・義歯用洗剤・義歯ケース（ふたつきのものをご用意ください） 

□洗濯用洗剤 

□バスタオル ※入浴時は病院の備品を用います。 

 

●持ち物に関する注意事項 

１．多額の現金や貴重品（装飾品を含む)はお持ちにならないようお願いいたします。小銭など

の現金は、テレビ台に備え付けのセーフティーボックスをご利用いただき、必ず施錠して

ください。万一盗難にあった場合、当院は責任を負いかねます。 

２．テレビの持ち込みはご遠慮ください。備え付けのテレビをご利用願います。テレビカード

は、各階の食堂に設置されている自動販売機で購入できます。テレビ・ラジオ等は、他の

患者さんのご迷惑にならないようイヤホンをご使用ください。イヤホンは、入院当日にお

渡しいたします。 

３．ノートパソコンやタブレット端末は仕事で必要な方のみ持参可能ですが、スタッフへご相

談ください。なお、インターネット環境のご用意はありません。 

４．鋭利な物（ハサミ・果物ナイフ・つまようじ・Ｔ字かみそり・爪切り等）の持ち込みは禁止

させていただいております。必要な場合、貸し出しいたします。退院後の生活を送る上で

必要な方には、スタッフより依頼をさせていただきます。 

５．持ち物には、お名前を書いてお持ちください。 

 

※ご不明な点は病棟スタッフまで遠慮なくお尋ねください。 
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入院費のお支払いについて 

【入院診療費について】 

１．入院診療費の請求は月末締めとし、翌月 10 日過ぎに請求書を郵送または配付いたします。

お受け取り後は月末までにお支払いをお願いします。 

また、退院の場合は、退院時にお支払いをお願いしております。 

《受付時間》 月曜日～金曜日 ９：００～１６：３０ 

土曜日     ９：００～１２：３０ 

（日･祝日休み） 

２．診療費のお支払い方法には、窓口現金支払いの他にクレジットカード・デビットカードも

ご利用いただけます。 

《利用可能なクレジットカード》 VISA Master JCB のみ 

３．お支払いの際に、健康保険証・限度額適用認定証（医療福祉制度・その他公費受給者証）を

確認させていただいております。また、保険証等に変更があった場合には、１階総合受付

までご提示願います。 

４．入院診療費の内容やお支払い方法等でご不明な点がありましたら、１階総合受付までお問

い合わせください。 

５．領収書は高額療養費の手続きなどで必要となります。再発行はいたしませんので大切に保

管してください。なお紛失や他の手続きで使用された場合は、有料で『領収金額証明書』

を発行いたします。 

 

●高額療養費「限度額適用認定証」手続きのご案内 

 医療費の支払いが一定以上の金額を超えた場合には、高額療養費の制度が適用されて、医療費

の一部が払い戻されます。（払い戻される額は、年齢や収入で異なります。） 

「限度額適用認定証」を病院に提出すれば、高額療養費分を病院へ支払わなくても済むように

なります。入院時に１階総合受付まで保険証と共にご提出ください。 

 「限度額適用認定証」発行の窓口及び手続き方法は、ご加入の健康保険組合等によって異なり

ますので、各窓口でご相談ください。 

※入院の時期があらかじめ分かっている方は、入院前に手続きができます。 

※入院前に手続きができなかった場合でも、同月内に病院に提出いただければ利用できる場合

がありますので、お早めに手続きください。 

 

●特別の療養環境の提供に関するご案内 

【個室のご案内】 

個室を希望（有料）される場合は、入院相談時にお申し出ください。利用状況によりご希望

に添えない場合がございますので予めご了承ください。個室の料金は、ご入室時間（ご利用

時間）に関わらず１日（0 時～24 時）当たりの料金（税込）となります。 

《料金》 各 9,720 円（１日につき）  

《面積》 11.90（㎡）  

《設備》 トイレ・洗面台・冷蔵庫・電話（通話料は別途）・テレビ 

※テレビは全個室無料となっております。 
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●療養の給付と直接関係のないサービスの費用について 

【診断書・証明書等】 

診断書・証明書は原則として有料となります。 

《料金》 保険会社診断書・証明書 8,640 円 

 身体障害者診断書・意見書 12,960 円 

 院内書式診断書・証明書 5,400 円 

 おむつ使用証明書 2,160 円 

 領収金額証明書 540 円 

 レントゲンのコピーＣＤ 2,160 円 

（税込）  

※診断書・証明書が必要なときには、１階総合受付でお申し込みください。 

《受付時間》 月曜日～金曜日 ９：００～１６：３０ 

土曜日     ９：００～１２：３０ 

（日･祝日休み） 

・生命保険会社ご提出の入院証明書には指定の様式があります。あらかじめ指定の証明書を

取り寄せて、お申し込みください。 

・お申し込みからお渡しまで２週間ほどの日数を要する場合がありますので、ご了承くださ

い。ご不明の点がございましたら、１階総合受付までご相談ください。 

・ご本人やご家族以外の方が申し込みをされる場合には、委任状と身分証明書（運転免許証

や保険証等）が必要となります。 

 

●日常生活上のサービスに係る費用について 

【オムツ・尿取パッド等】 

入院中の患者さん・ご家族の方のご負担を軽減するため、患者さんがご使用になるオムツ 

や尿取りパッド等を、当院でご用意することもできます。 

《料金》 テープ止めタイプ 1 枚 300 円 

 Ｒケアうす型さらさらパンツ 1 枚 277 円 

 紙パンツにつける尿取パッド 1 枚 136 円 

 Ｓケア長時間安心パッドワイド 1 枚 176 円 

 Ｓケア夜１枚安心パッドふつう 1 枚 300 円 

 昼安心通気パッド多いタイプワイドロング 1 枚 156 円 

（税込）  

【室内着等】 

入院中の患者さん・ご家族の方のご負担を軽減するため、患者さんがご使用になる室内着 

（パジャマ・リハビリ衣）を、当院からお貸しすることもできます。 

《料金》 １．パジャマ（パジャマ上下） 1 日 324 円 

 ２．リハビリ衣（前開きスウェット上下） 1 日 324 円 

 ３．室内着セット（１と２のセット） 1 日 540 円 

（M・L サイズがあります。上記には洗濯代・管理費を含みます） （税込）  

 

ご希望の方は、病棟スタッフにお伝えいただいた後、事務手続きは１階総合受付で承ります。 

（専用の同意書にサインをお願いいたします。） 
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入院中の過ごし方について 

入院後に受けられるリハビリについて、「入院診療計画書」や「リハビリテーション実施計画書」

などを用いてご説明させていただきます。リハビリや看護の内容などについて、ご不明な点や

ご質問がございましたら、遠慮なくスタッフまでお申し出ください。 

 

●看護体制について 

入院中の看護は看護職員が行いますので、付き添いの必要はありません。ただし、患者さまの

症状等により、ご家族の付き添いをご希望される場合は、病棟スタッフにご相談ください。 

（付き添いの際には医師の許可が必要です。） 

 

治療上または病棟管理上、病室を変更させていただくことがあります。食堂の席につきまして

も患者さんの病状によって変更することがあります。その際にはご協力をお願いいたします。 

 

ナースコールは枕元に備え付けてあります。ボタンを押すとスタッフステーションと看護職員

のコードレス電話につながります。ボタンを押すことが困難な患者さまには、肘などを使って

ボタンを押すことができるコールなどをご用意いたします。 

 

●１日の予定 

6:00 7:40～ 8:40～ 11:40～ 12:10～ 15:00～ 18:00～ 22:00 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

起床 

更衣 

朝食 入浴 

リハビリ 

起立訓練 昼食 リハビリ 

入浴 

夕食 消灯 

検温     遊ﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ   

 

 入院後数日間は動作評価をさせていただくため、ナースコールを押して、スタッフをお待ち

ください。 

【夕食後】 

 消灯時間は 22 時です。スタッフが消灯にお部屋を回ります。 

 お部屋のテレビの使用は、22 時～6 時まではご遠慮願います。食堂のテレビは音に留意

していただきますが、消灯後でもご覧になれます。 

 消灯後はスタッフが 2 時間ごとに巡視に回りますが、御用の際また不安なことがありま

したら、いつでもナースコールを押してください。 

【 朝 】 

 起床時間は 6 時です。6 時～7 時の間に検温に伺います。検温の時に、前日のトイレの 

回数をお聞きしますので、0 時～0 時の 24 時間の回数をお知らせください。 

 起床後、順番に着替え、洗面のお手伝い等に伺います。お部屋でお待ちください。 

 リハビリの時間は、9 時までにリハビリスタッフがお知らせに伺います。 

【 昼 】 

 昼食前に食堂で、軽い体操を行います。また 15 時頃からは食堂でリハビリの要素が入っ

たレクリェーションを行います。是非ご参加ください。 

 リハビリやお食事、入浴、レクリェーション以外の時間は、お部屋や食堂談話室でゆっ

くりとお過ごしください。食堂の給茶機お茶はご自由にお飲みいただけます。ご自分で

入れられない方、トロミが必要な方は、スタッフに遠慮なくお声かけください。 
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 食事、入浴及びリハビリは、時間になりましたら、担当スタッフがお部屋に伺いますので、

それまでお部屋でお待ちください。 

 わからないこと、不安なことはいつでもナースコールを押していただくか、スタッフステー

ションまでお越しください。快適な入院生活がお過ごしいただけるよう、お手伝いいたしま

す。お気づきの点などありましたら、お気軽にお声かけください。 

 

※あなたの活動度は、床頭台の『安全を守るために』に記載してありますのでご確認ください。 

 

●入院生活について 

当院では患者さんの安全を守るためにリハビリスタッフと相談し、身体機能に合わせた活動度

を設定させていただいております。そのため、エレベーターや階段におひとりでお乗りいただ

けるかの評価をさせていただき、可能な患者さんには通行許可証をお渡しいたします。 

 

患者さんの安全のためにエレベーター、階段の施錠をしているときがあります。ご利用の際は

スタッフまでお声かけください。 

 

院内で使用する車椅子は共有の物です。職員の指示のもと譲り合ってご使用いただきますよう

ご協力をお願いいたします。 

 

お食事や栄養について 

当院では入院中の食事・栄養面について、皆様の栄養状態を良好に保てるように、医師、看護

師、管理栄養士、薬剤師、言語聴覚士などが協力して栄養管理を行って食事内容を決め、病状

に応じ献立いたします。治療食の方で、病院で調理したもの以外の物を召し上がりたい場合は、

医師・看護師・管理栄養士にご相談ください。 

※アレルギーのある患者さんは、入院時に病棟スタッフまでお伝えください。 

 

【食事のセレクトサービスについて】 

毎週金曜日、管理栄養士がメニューの選択にお伺いいたします。 

・洋食・和食（朝食のみ）のいずれか、洋食の方はコーヒー・紅茶を選択できます。 

・Ａランチ・Ｂランチ（金・土・日曜日の昼のみ）のいずれか選択できます。 

☆Ａランチ・Ｂランチの選択は、常食・心臓高血圧食・軟食を召し上がっている患者さんが

対象となります。 

【水分トロミについて】 

必要な場合、入院時水分の飲み込みの評価をさせていただき、トロミをつけて提供する場合

があります。お部屋での飲み物もトロミが必要になりますので、必ずお声かけください。 

【飲食物のやりとりについて】 

治療食を召し上がっている患者さんもいらっしゃいますので、患者さん同士の飲食物のやり

取りはご遠慮ください。ご面会での食べ物の差し入れもスタッフにご相談ください。 

【適温・適時の配膳について】 

当院では、飛行機の機内食で使用されている加熱カートを用い、適温・適時の配膳に努めて

おります。配膳したてのごはん・お粥は熱くなっておりますので、お気を付けください。 
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その他お守りいただくこと 

入院されている他の患者さんのご迷惑になったり、医師やスタッフの指示をお守りいただけ

ない場合は、入院を継続することが難しくなることがあります。 

 

テレビ・ラジオ等はイヤホンをご使用ください。携帯電話・スマートフォン等はマナーモード

へ切り替えの上、病室での通話はご遠慮願います。（メール等はご利用いただけます。）なお、

通話や音が出る機能をご利用の際は、食堂をご利用ください。 

 

病院の施設や貸与物品などは大切にしてください。故意または過失のある損傷や紛失などの場

合は実費をいただくことがあります。 

 

健康増進法第２５条による“受動喫煙を防止対策”に基づき、（ご家族の方も含めて）全館禁煙

とさせていただいております。 

 

当院では、患者さん及びご家族からの謝礼はお断りさせていただいておりますので、ご理解の

ほどお願いいたします。 

 

外出・外泊について 

外出・外泊の際には医師の許可が必要です。 

希望時には病棟スタッフまでご相談の上、外出・外泊用紙を記入してからお出かけください。

帰院されましたら、届出用紙の控えを病棟スタッフにお渡しください。 

無断で外出・外泊された場合は、入院を継続することが難しくなることがあります。 

 

入院中の他医療機関受診について 

他の医療機関受診が必要な場合は、事前に手続きが必要となりますので、病棟スタッフまで

お申し出ください。かかりつけ医などに受診を希望される場合は、主治医と相談の上ご案内

させていただきます。なお、受診される場合はご家族に付き添いをお願いしております。 

 

※入院中に他の医療機関を受診することや、薬の処方（内服薬・目薬・軟膏・湿布など）を受け

ることは、保険診療の制度上、事前に手続きが必要となります。ご家族のみで薬をもらいに

行くことも同様です。 

 

※病院に届け出をしないで、他の医療機関を受診された場合は、その医療費は実費（健康保険

の適用外）で患者さんのご負担になることがありますのでご注意ください。（当日は健康保険

が適用されていても、後日さかのぼって請求されることがあります。） 

 

●訪問歯科診療について 

※歯の治療をご希望の方はスタッフまでご相談ください。 
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患者さんの安全のために 

【ネームバンド着用・顔写真撮影のご協力のお願い】 

当院では患者誤認防止を目的に、ネームバンド着用のご協力をお願いしています。入院期間

を通して、すべての患者さんに着用していただいていますのでご了承願います。また、入院

時にカルテ添付用の顔写真を撮影させていただいております。ご協力をお願いいたします。

なお、患者さんの安全と防犯のため病院内に監視カメラを設置しております。 

 

【転倒・転落のご注意】 

患者さんの病気や状態によっては、転倒・転落の危険が生じることがあります。必要に応じ

てベッドの工夫や部屋の移動、薬剤の使用、離床センサーの設置などの危険防止対策を行う

ことがあります。また、危険が予想される場合は、ご家族の付き添いについて、相談させて

いただくこともあります。 

 

【感染対策について】 

重症の患者さんは抵抗力が低下しているため病院感染が発生しやすくなります。手洗いの励

行やマスクの着用にご協力ください。また、体調が悪い方は面会をお控えいただきますよう

お願いいたします。 

 

【院内暴力・迷惑行為の禁止】 

医療は、患者さんおよび医療者側の相互信頼関係のもとに成り立っております。暴力などの

迷惑行為を病院内での「安全阻害行為」と捉え、一律禁止するとともに、病院スタッフの指

示等に従わず当該行為を反復・継続した場合、「強制退院」していただく場合や、必要に応じ

て警察へ通報する場合もありますので、予めご了承ください。同じく治療を受けている患者

さんや職員を守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 

１．病院職員や他の患者さんに対する身体的暴力、精神的暴力（言葉の暴力、いじめ、 

セクシャルハラスメント）等により、診療や業務に支障が生じる行為 

２．病院内での飲酒、喫煙、宗教・政治活動 

３．他の病室・病床への理由なき入室や、他の患者さんへの迷惑行為 

 

●非常災害時の注意 

※火災・その他の災害などが発生した時は、職員の指示に従ってください。 
火災報知器が鳴ると 

１．「火事です、火事です」とアナウンスが流れます。 

２．誘導灯が点滅 

３．通用口、正面玄関、エレベーター、階段が全て解錠されます。 

エレベーターはドアがオープンのままで動かなくなります。避難時にはエレベーターを

使用しないでください。 

☆事前に避難経路等を、各病棟の案内図でご確認願います。 
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ご面会について 

《面会時間》 １０：００～２０：３０（平日・休日とも） 

※患者さんの治療と安静のために、面会時間をお守りください。 

【ご面会のおねがい】 

１．ご面会の際は、１階総合受付の面会名簿にご記入ください。面会者カードを付けていただ

いております。 

２．ご面会の方の病室内でのご飲食はご遠慮ください。また、食べ物の差し入れはスタッフに

ご相談ください。なお、酒気を帯びてのご面会はお断りさせていただきます。 

３．お車でお見舞いに来られた方は、指定の駐車場をご利用ください。駐車場のご案内は１階

総合受付でおこなっております。 

４．多人数でのご面会や小さなお子様のご面会は、食堂・１階ロビーでお願いします。 

５．病室への出入りの際は、入口に設置してあります消毒液で手指を消毒してください。また

感染予防のため、風邪症状のある方は面会をご遠慮ください。 

６．インフルエンザなど感染症の流行期は、流行拡散のため時間制限をさせていただくことが

あります。その際は、中学生未満のお子様については病棟でのご面会をご遠慮いただき、

１階ロビーでの面会のみとさせていただきます。 

７．ペットの面会は敷地内駐車場でおこなってください。また、駐車場へ行く際は病棟スタッ

フへお声かけください。 

 

駐車場のご利用について 

当院の無料駐車場を 12 台分ご用意しております。 

① 病院敷地内駐車場…5 台          【下記：緑色の部分】 

② 一般のパーキング…7 台（№21～25、32・33）【下記：赤色の部分】 

受付にて当日限りの駐車許可証を受け取り、ダッシュボードへの掲示をお願いします。 

契約駐車場の為、病院名は掲示しておりません。 

 

 

※左記の無料駐車場が満車の場合は、近隣 

の有料駐車場をご利用願います。 

なお、戸田中央総合病院の有料駐車場を

ご利用の場合、当院の受付まで駐車券を

ご持参いただければ、割引処理をさせて

いただきます。（無料にはなりませんの

で、ご了承願います。） 

 

※駐車場における事故・盗難・トラブルに

つきましては、当院では責任を負いかね

ますのでご了承ください。 

 

[注]青色の部分は、契約外の駐車場です

ので、ご利用いただけません！ 
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医療福祉相談室のご案内 

相談室ではソーシャルワーカーという専門のスタッフが、患者さんの様々な不安や問題につい

て一緒に考え、病院内のスタッフや医療機関と連携しながら、解決できるようにお手伝いをし

ています。各病棟に担当のソーシャルワーカーがおりますので、お気軽にご相談ください。 

 

●こんなときはお気軽にご相談ください！秘密は守ります。ご相談は無料です。 

【入院生活のこと】 

・入院中の生活について不安や心配がある 

・心配があるが、誰に相談してよいかわからない・・・など 

【経済的なこと】 

・医療費のことが心配 

・社会保障制度の利用の仕方について知りたい・・・など 

【退院後のこと】 

・退院後の生活に不安がある 

・介護保険制度やその他福祉サービスなどについて知りたい 

・病院や施設を紹介してほしい・・・など 

 

相談をご希望の方は、事前にご連絡いただければ、日程の調整をさせていただきます。 

また、直接相談室にお越しいただいた場合や、院内スタッフにお申し出いただいた場合も対応

させていただきますが、時間の都合が付かない場合は、日程を改めさせていただくこともあり

ますので、ご了承願います。 

《受付時間》 月曜日～金曜日 ９：００～１２：００、１４：００～１７：００ 

土曜日     ９：００～１２：００ 

（日･祝日休み） 

 

心理面接のご案内 

臨床心理士が毎週月曜日・火曜日・木曜日に勤務しております。 

入院生活・リハビリテーション・退院後の生活などの様々なご不安から、気分が落ち込む・夜

眠れない・やる気が出ない・・・など、患者さんのご様子によって、スタッフから心理面接につ

いてご案内させていただくことがあります。（対象は患者さん本人とさせていただきます。） 

詳しくは病棟スタッフへお問い合わせください。 

 

実習生･研修生の受け入れについて 

当院は実習協力病院に指定されています。 

これからの医療を担うスタッフを養成するために、看護学生や、リハビリの学生が受け持ちを

させていただくことがございます。ご協力をお願いいたします。もし、患者さんが実習に同意

されない場合でも、今後の治療で不利益となることはございません。 

実習に関しては指導者が十分にサポートし、安全安楽に配慮いたします。 
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個人情報保護に関するお知らせ 

当院では、患者さんに安心して医療を受けていただくために、安全な医療をご提供するととも

に、患者さんの個人情報については利用目的を明確にし、その取り扱いには万全の体制で取り

組んでいます。 

 

【個人情報の利用目的について】 

患者さんの個人情報は定められた目的で利用させていただきます。利用目的は正面玄関の掲

示板に掲示しておりますので、ご参照ください。これら以外の目的で患者さんの個人情報を

利用させていただく場合には、改めて患者さんから同意をいただくことにしております。 

【面会のお問い合わせについて】 

入院されていることや面会の案内を希望されない場合は、１階総合受付スタッフへお申し付

けください。その場合、電話のお問い合わせや来院された方への対応はできかねますので、

関係者の方への連絡はご家族の方からお願いします。 

【病室入口へのお名前の表示について】 

病室入口へのお名前の表示を希望されない場合は、各病棟スタッフへお申し付けください。

なお、いずれの場合も、各ベッドには安全管理のため、お名前と主治医・受持ち看護師名の

掲示をさせていただきますので、ご了承願います。 

【診療録（カルテ）の開示について】 

患者さんからの求めに応じて、診療録（カルテ）などの開示も行っております。 

開示に関する問い合わせ先 医事課（１階総合受付） 

 

退院手続きのご案内 

退院日が決まりましたら、事務職員から退院時における診療費の概算金額をご連絡させていた

だいております。午前 10：00 までの退室にご協力をお願いしていますので、当日は余裕を持っ

てお越しください。（入院待ちの患者さんを受け入れるためにご協力をお願いします。） 

 

●退院当日にご用意いただくもの 

【１階総合受付で確認】※確認後すぐ返却いたします 

□健康保険証 

□限度額適用認定証 

□医療福祉制度・その他公費受給者証（該当の方） 

□ご印鑑（支払い責任者の方） 

 

【１階総合受付で提出】 

□入院時保証金受領書 

□家族用入館証 

 

退院時には「退院証明書」を１階総合受付から、「診療情報提供書・退院サマリー」を病棟から

お渡しいたします。どちらも大切な書類ですので、紛失されないようお願いいたします。 
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その他サービスのご案内 

【私物洗濯】 

患者さんがご使用になる私物の洗濯を、専門業者に依頼することができます。 

ご希望の患者さんは、病棟スタッフまでへお申し出ください。 

《料金》  １ヶ月利用日数 16 日以上        5,400 円（税込） 

 １ヶ月利用日数 15 日以下        2,700 円（税込） 

《集配日》  回収日 ： 月曜日    水曜日    金曜日 

 戻る日 ： 土曜日  翌週火曜日  翌週木曜日 

・ネット毎洗いますので、汚れ物はビニール袋等から出して直接ネットにお入れください。 

・ネットはお一人４枚あり順番に使用します。 

・色落ちの心配のあるもの、ドライクリーニング製品、熱処理に弱いものは、洗濯ができま

せんのでご注意ください。 

 

【洗濯】 

５階屋上のコインランドリーを使用し洗濯・乾燥ができます。 

《料金》  洗濯･乾燥機 400 円～（洗剤は準備してください） 

・テレビカードでも使用が可能ですが、返金されないので残金を確認の上ご使用ください。 

☆夜間（21 時～翌 7 時）のご利用はご遠慮願います。 

 

【テレビカード】 

テレビの持ち込みはご遠慮ください。テレビカードは、各階の食堂に設置されている自動販

売機で購入できます。1 枚 1,000 円（550 分）です。テレビカードに残り度数がある場合は、

１階精算機で払い戻しできます。 

 

【公衆電話】 

各階食堂談話室に設置してあります。テレホンカードはワゴン出張販売でも購入できます。 

国際電話にご利用できる電話機は設置しておりません。 

（携帯電話での通話は個室と食堂で、メールはマナーモードでの使用が可能です。） 

 

【ワゴン出張販売（移動売店）】 

火曜日・金曜日 １４：００～１５：００（祝日はお休み） ３階食堂にて 

日常生活用品・菓子・肌着・雑誌・自己負担医療消耗品・切手・テレホンカードなど取り扱っ

ておりますのでご利用ください。 

☆商品によっては、取り寄せになる場合がありますので、販売員に直接お尋ねください。 

 

【出張理髪等】 

ご希望の患者さんは、前日までに病棟スタッフへお申し出ください。 

毎週月曜日  理髪店「のもと」  午前中より（祝日は確認） 

毎週火曜日  美容室「花てまり」 午前中より  

《料金》  3,000 円～（直接お店の方へお支払いいただきます） 
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みなさまの声をお聞かせください 

【ご意見箱について】 

「みなさまがご満足できる病院サービス」は、当院にとって大切なテーマです。各階エレベー

ター横・１階正面玄関入口にご意見箱を設置しております。ぜひ、みなさまのご意見・ご感想

をお聞かせください。なお、いただいたご意見に対するご返答は、各病棟及び１階正面玄関の

掲示板に掲示させていただいております。 

【患者満足度アンケートについて】 

当院では、退院時の会計準備が整うまでの時間を利用して、患者満足度アンケートを実施して

おります。退院前にアンケート用紙をお配りいたしますので、ご協力いただければ幸いです。

（回収箱は、各階エレベーター横・１階正面玄関入口のご意見箱です。） 

【患者相談支援窓口（患者サポートチーム）について】 

当院には患者サポートチームがあり、患者さんの疾病に関する医学的な質問並びに生活上及び

入院上の不安に関する相談について、多職種で解決するチームを構成しています。予約の必要

はありません。１階に相談窓口を設置しています。 

《受付時間》 月曜日～金曜日 ９：００～１２：００、１４：００～１７：００ 

土曜日     ９：００～１２：００ 

（日･祝日休み） 

 

交通アクセス 

 

 

各駅からの所要時間 

 

JR 埼京線 戸田公園駅東口より 徒歩約 5 分 

JR 京浜東北線 
西川口駅西口より 上戸田地域交流センターバス停下車 徒歩約 3 分 

蕨駅西口より 戸田公園駅東口バス停下車 徒歩約 5 分 

 

 

医療法人社団東光会 

戸田中央リハビリテーション病院 

〒３３５－００２３ 

埼玉県戸田市本町１－１４－１ 

ＴＥＬ：０４８－４４２－１１１６ 

ＦＡＸ：０４８－４４２－３５００ 

ホームページアドレス http://toda-reha.or.jp 

戸田公園駅

戸田公園駅（バス停）

戸田中央総合病院

こどもの国

戸田中央

リハビリテーション病院
戸田中央

リハクリニック

戸田中央腎クリニック

http://toda-r/

