
[診療科目]　内科、循環器内科、呼吸器内科、神経内科、糖尿病内科、腎臓内科、腫瘍内科、消化器外科、整形外科、 

 眼科、リハビリテーション科、放射線科、婦人科、アレルギー内科、外科、脳神経外科

[TEL］０３（３６５７）１１８１　[FAX]０３（３６５０）３３２６
〒133-0071  東京都江戸川区東松本2-14-12

休診日　日/祝/年末年始

無料駐車場完備。

江戸川メディケア病院、江戸川病院、小岩駅（小岩駅北口クリニック）を
巡回するシャトルバスの運行を行っております。運行情報はＷＥＢをご覧ください。

JR総武線　「小岩」駅南口から
    ◇京成バス小76系統…江戸川メディケア病院下車　徒歩1分
    ◇京成タウンバス小74系統 …二枚橋下車　徒歩3分
    ◇都営バス錦27系統…二枚橋下車　徒歩3分
都営新宿線　「瑞江」駅から
    ◇京成バス小76系統…江戸川メディケア病院下車　徒歩1分
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下記の書類をお持ちになり、入院受付にて入院手続きをおとりください。

バスタオル、フェイスタオル、寝具など、レンタル（有料）できるものもあります。

持ち物には、お名前をご記入ください。

ご入院の受付は原則として午前11時までにお願いいたします。

□保険証

健康保険証および各種医療証
（老人保険受給者等）をお持ち
ください。お持ちでない場合は
自費の扱いとなります。

□診察券

お忘れなくお持ちください。
入院中はお預かりいたします。

□入院同意書

保証人１名立てて、所定の事項を
ご記入のうえ、ご提出ください。
なお、3か月以内に他院に入院
されていた方は「退院証明書」を
ご提示ください。

□バスタオル
（３枚）

□フェイスタオル
（５枚）

□下着
（２～３枚）

□スリッパ □ティッシュ
（２箱）

□洗面用具
石鹸やシャンプーなど

□パジャマ
（２～３枚）

健康保険証 病院
診察券

病室の外へ出る場合はマスクの着用をお願いし
ます。お手持ちのマスクがない場合には１枚50
円でのお渡しとなりますので、ご了承下さい。

※注意事項に違反した場合は、退院していただく場合もございますので、予めご了承ください。

入院中は、主治医および看護師の指示
に従ってください。

外出外泊につきましては、主治医の許可
ならびに手続きが必要です。

入院中のお食事は治療に支障の
ないよう、病院で管理いたします。
出前や自炊は固くお断りいたします。

携帯電話・スマートフォン以外に
電子機器を持参する場合、
職員にご相談ください。

携帯電話・スマートフォンはマナーモード
にご設定の上ご使用ください。

テレビは同室の方のご迷惑とならないようイヤホ
ンをご使用ください。

火災、地震が発生した場合は、職員の指示に
従って避難してください。

現金及び貴重品は各自で保管していただきます。
盗難の恐れがありますので、必要最低限お持ちく
ださい。盗難に関しまして、当院では責任を負い
かねますのでご了承ください。

貴重品はセーフティーボックスをご利用くださ
い。鍵の管理はご自身でお願いします。紛失・破
損の場合、鍵代として2000円を徴収させて頂き
ます。

ＴＶ

※ 面会の際には、病棟ナースステーションにお声かけ下さい。
※ 長時間にわたる面会や、大勢の方、または小さなお子様連れでの面会は、ご遠慮ください。
また、患者様のご病状や感染症流行時には面会できないこともございます。

一 般 病 棟
結 核 病 棟

１３：００～２０：００
１５：３０～２０：００

01 ご入院のお手続き

ご入院の持ち物

ご入院中は以下の注意事項を守りお過ごしください。

ご面会は下記の時間内にお願いいたします。

03 ご入院中の注意事項

04 ご面会について

05 お付き添いについて
付き添いは必要ございませんが、患者様の病状その他の特別の場合は、
ご家族のお付き添いを認める場合もございます。
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ご病気に関するご心配事は医療福祉相談室のソーシャルワーカーにご相談ください。
安心して治療を受けられるよう、お手伝いをさせていただきます。秘密は厳守します。

ご入院費のお支払いに関する事項です。

06

07 医療福祉相談室
□請求書　□保証金預証　□印鑑
をご持参のうえ、1階 「入院受付」 で精算して下さい。

当院の駐車場は収容台数に限りがございますので、ご入院中のご利用はご遠慮ください。

お預かりした保証金は、退院時にお支払いいただく入院料金と精算させていただきま
すので、「保証金預かり証」は大切に保管してください。

①　大部屋 …………………………………５万円
②　２人部屋 ………………………………７万円 ～１０万円
③　個室 …………………………………１０万円
④　特室 …………………………………２０万円
⑤　保険のない方…………………………３０万円

ご相談内容例
● 退院後の自宅での生活に不安がある
● 介護保険について教えてほしい
● 入院費の支払いが心配。高額医療費制度って？
● 身体障害者手帳や厚生医療、難病助成制度などの制度を知りたい

（4） 請求書は月額締めで、毎月10日前後に請求書をお届けいたしますので会計窓口

 にてお支払い下さい。クレジットカードもご利用いただけます（VISA、マスター、

 UC、JCB、アメックス）。なお、売店購入分のお支払いは現金のみとさせて頂いて 

 おりますので、ご了承下さい

（5） 請求書は医療費の証明、所得税の医療費控除を申請するときなどに必要に

 なりますので、大切に保管して下さい。再発行は致しかねます。

（1） ご本人の保険の種類によって負担の金額が異なります。

（2） 入院日および退院日は時間に関係なく、それぞれ一日として計算されますので

 ご了承下さい。

（3） 入院費用の計算でご不明な点がございましたら、1階「入院受付」窓口へ

 お問い合わせ下さい。

ご入院中の私物の洗濯物は原則として、ご自宅でお願いいたします。諸事情により、
ご自宅での洗濯が不可能な場合は、有料となります。看護師にお申し付けください。

郵便物をお出しになる際は、病棟職
員が承ります。切手・ハガキは売店
にて販売しています。

新聞購読の方は、配達いたします。

売店の営業時間は次の通りです。
［平　日］　９：００～１７：００   （ 休憩１３：００～１４：００）
［土曜日］　９：００～１２：００　［定休日］　日曜日・祝祭日

POST

S HO P

入院の際、下記の保証金をお預かりいたします。

保証金について

08 入院会計

お困りの際はスタッフにお声かけ下さい。10 そのほか

ご退院の際は下記のご準備をお願いいたします。09 ご退院について
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policy
私たちの病院は

一、患者様に公正な医療を提供します。

一、医師による説明と患者様の同意に基づく医療を進めます。

一、必要なときはいつでも診療情報を患者様ご自身にお伝えします。

一、患者様のプライバシーを尊重します。

一、より良い医療が行われるよう、スタッフは研修、研鑽に努めます。

一、患者様の人生が豊かであるように、患者様に寄り添い
 その意思を尊重して参ります。

病院は共同生活の場です。
規則を守るなど、患者様のご協力をお願いいたします。

患者様の「権利と義務」

1． 医療を受ける権利
 ①患者様には、良質な医療を公平に受ける権利があります。
 ②患者様には、人格や価値観などが尊重された医療を受ける権利があります。
　

2． 知る権利
 ①患者様には、病名、診療方針、予後などについて、充分な説明と情報を受ける
 　権利があります。
 ②患者様には、ご自分の診療記録の開示を求める権利があります。
　

3． 自分で決定する権利
 ①患者様には、治療方針などを自らの意思で選択する権利があります。

4． プライバシーに関する権利
 ①患者様には、個人的な情報の秘密が守られ、
 　できる限り私的生活がさらされず、乱されない権利があります。

5． 病院の医療活動に参加する義務
 ①患者様には、ご自分の病状に関する情報を医師などに正確に提供する
 　義務があります。
 ②患者様には、他の患者様の治療や職員の業務に支障をきたさない様にする
 　義務があります。
 ③患者様には、ご自分の健康回復のため医療者のアドバイスを尊重し、直すべき
 　生活習慣があれば改善の努力をする義務があります。
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〒133-0071  東京都江戸川区東松本2-14-12

休診日　日/祝/年末年始

無料駐車場完備。

江戸川メディケア病院、江戸川病院、小岩駅（小岩駅北口クリニック）を
巡回するシャトルバスの運行を行っております。運行情報はＷＥＢをご覧ください。

JR総武線　「小岩」駅南口から
    ◇京成バス小76系統…江戸川メディケア病院下車　徒歩1分
    ◇京成タウンバス小74系統 …二枚橋下車　徒歩3分
    ◇都営バス錦27系統…二枚橋下車　徒歩3分
都営新宿線　「瑞江」駅から
    ◇京成バス小76系統…江戸川メディケア病院下車　徒歩1分
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入院のご案内


