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 入院されるにあたり

　福井大学医学部附属病院において診療を受ける患者の皆様が、以下に述べる権利を持つこ
とを宣言するとともに、患者の皆様に守っていただく事項を掲げます。

1．安全で良質な治療を公平に受ける権利
　　　どのような病気でも、個人の人種、信条、性別、社会的地位などに差別されることなく、

安全で良質な治療を公平に受ける権利があります。

2．十分な説明と情報提供を受ける権利
　　　ご自身の病気、病状、治療や検査、予測される結果について、理解と納得ができるま

で十分な説明と情報を得る権利があります。また、他の医療機関の医師の意見（セカン
ドオピニオン）を求める権利があります。

3．自らの意思で選択する権利
　　　十分な説明を受け納得したうえで、自らの意思で治療方法を選択、あるいは拒否する

権利があります。

4．プライバシー（個人情報）が守られる権利
　　　プライバシー（個人情報）の保護を受ける権利があります。

5．臨床研究に参加、拒否する権利
　　　当院は教育・研究病院であるため、患者の皆様に教育あるいは臨床研究にご協力願う

場合があります。自らの意思で参加・不参加・中止することができる権利があります。

＜患者の皆様に守っていただく事項＞
1．自らの健康状態や病状の変化について、できる限り詳細な情報を病院職員にお伝えくだ
さい。

2．安全で良質な治療を受けるために、治療上の心配な事や要望は必ず病院職員に伝えてい
ただくとともに、理解と納得の上で自らの治療に参加する意識をお持ちください。

3．病院内の規則を遵守し、他の患者や病院職員も含め、お互いに思いやりのある態度で接
してください。

4．医療費の支払い請求を受けたときは、速やかにお支払いください。
5．教育病院として多くの優秀な医療人の育成にご協力ください。
6．医師の指示や病院内の規則を守っていただけないときには、退院していただく場合があ
ります。

7．食札や入院診療計画書など個人情報の記載があるものは廃棄しないでください。

　優れた医師を育てるためには、医学生の時から診療現場での研修が重要との考え方に

基づき、平成 19 年度から全国共通の実技試験に合格した医学生を医師の指導・監督の

下で診療に参加させる研修制度が導入され、当院でも実施しています。

　この診療研修は、患者さん並びにご家族皆様のご了解を得て実施するものであり、医

学生の診療参加が不都合な場合は、あらかじめ各診療科の窓口へお申し出ください。

　なお、そのことによって患者さんに不利益が生じることはありません。

　福井県内全域に優れた医師を派遣するためにも、医学生の医療研修にご理解とご協力

を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

　このたびのご入院に際し心よりお見舞い申し上げます。
　病気のことや検査・治療など、わからないことがありましたらご遠慮なく医師・看護師等に
お尋ねください。
　このご案内は、入院日までにご確認いただきたいことをまとめておりますので、患者さんを
はじめ、ご家族のみなさまにも一度お読みいただきますようお願いいたします。
　患者さんの１日も早いご回復を心から願っております。 1.  当院は特定機能病院です

　当院は、地域において高度な医療を提供する役割を担っており、診療所や病院などか
らの紹介で、当院での入院治療が必要な方を受け入れる事が求められています。｠
｠
2.  病状安定後は退院・転院をお願いしています
　高度な医療を必要としている方を受け入れるために、当院での急性期治療が終わり病
状が安定した患者さんについては、自宅療養もしくは紹介元の病院等へ転院していただ
きます。　　
｠
3.  地域の医療機関と連携を図っています
　当院は、地域の病院や診療所の先生方と密接な医療連携を結び、かかりつけ医の先生
方との間に切れ目のない医療の提供を実践しております。退院や転院については、医師
または看護師にご相談ください。退院支援を専門とする地域医療連携部の職員（相談員）
が対応します。
｠

皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

当院の機能と役割

医学生等の医療研修について

患者の皆様の権利
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入院までの流れ1目　次

 １．入院までの流れ……………………………… P2

 ２．病棟案内 ……………………………………… P3

 ３．入院日の手続き……………………………… P4

 ４．入院時に必要なもの………………………… P4

 ５． 特別室（個室）のご案内 …………………… P5

 ６．入院中守っていただきたいこと…………… P7

 ７．入院中の生活………………………………… P8

 ８．付添いについて……………………………… P11

 ９．外出・外泊について………………………… P11

10．面会について………………………………… P11

11．災害時の対応について……………………… P12

12．院内一斉放送について……………………… P12

13．たばこ・酒の禁止…………………………… P12

14．暴言・暴力・迷惑行為の禁止……………… P12

15．写真撮影等の禁止…………………………… P12

16．退院…………………………………………… P12

17．費用について………………………………… P13

18．入院費の支払いについて…………………… P14

19．各種診断書・証明書等……………………… P15

20．院内地図（1階）……………………………… P16

21．患者相談窓口………………………………… P17

22．患者さんの個人情報の保護………………… P18

医師が入院期間や手術・治療内容
について説明を行います。

場所：患者総合支援センター（入院支援）
入院手続き等の事前説明を行います。

場所：患者総合支援センター（入院支援）
入院の手続き等を行います。

場所：患者総合支援センター（入院支援）
リストバンドの装着および入院に際しての説明を行います。

入院後、担当薬剤師が面談いたします。

入院前の説明の際に入院日時が未定の場合は、入院日時が

決まり次第、病院より連絡いたします。

入院病棟をご案内いたします。

入院中は、リストバンドを装着していただきます → P9 へ
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病棟案内2

A 棟

B 棟

7階

6階

3階

2階

5階

4階

3階

2階

入院日の手続き3

保険証

入院予約票

診察券

患者総合支援センター（入院支援） : 平日8：30～17：00 

　入院手続きに必要なもの
手続き時に提出できるようご準備ください。
□ ① 診察券
□ ② 健康保険証
□ ③ 限度額適用認定証※

□ ④ 公費受給者証等（お持ちの方のみ）
□ ⑤ 介護保険被保険者証（お持ちの方のみ）
□ ⑥ 入院予約票
□ ⑦ 入院誓約書
□ ⑧ 同意書及び入院期間確認書
□ ⑨ 入院セット（CSセット）利用申込書兼同意書
□ ⑩ 印鑑（認印）

入院時に必要なもの

※限度額適用認定証の申請について

4

　入院費は、事前又は入院中に「限度額適用認定証」の発行を下記へ申請し、病院窓口に提示する
ことで、入院費用の窓口負担額が自己負担限度額（13ページ）までとなります。

対象者：入院予定又は入院中の患者さん
保　険　種　別 申　請　場　所

国民健康保険

健康保険（社会保険、共済、組合など）

市町村役所（国民健康保険窓口）
健康保険証に記載されている保険者
又はお勤めの会社

入院の準備の際に□
はチェック欄として
ご使用ください。

□ ① 現在服用しているお薬及びお薬説明書（飲み薬・点眼薬・貼り薬・注射などすべて）
□ ② お薬手帳（お持ちの方のみ）
□ ③ 薬剤情報提供書（お持ちの方のみ）
□ ④ 入院のご案内（本冊子）
□ ⑤ 洗面用具（歯ブラシ・くし・髭剃り等）
□ ⑥ 食事用具（スプーン・お茶用コップ（割れにくいもの）等）
□ ⑦ その他の日用品（洗面器・下着類・ウエットティッシュ等）
□ ⑧ 病棟内での履物（はきなれたズック等（滑りにくいもの、安定感のあるもの）

□ ⑨ テレビ用のイヤホン等

北病棟 南病棟

西病棟 東病棟

　当院は、入院セット（CSセット）を採用しております。
　プランに合わせてご利用いただくことにより、準備やお洗濯の手間が省け大変便利です。ぜひご利用ください。

入院セット（CSセット）を申込する場合

※スリッパ・サンダル及びクロックスタイプは転びやすいためご遠慮ください

※入院セット（CSセット）をご利用されない方は、上記以外に、ねまき（前開きで袖口がしまっていないもの）・
タオル類・入浴用具・及びティッシュペーパー類等が必要になります。「入院セットのご案内」の入院セットプ
ラン表で、各自必要なものを確認のうえ、ご準備ください。

入　院　支　援血液・腫瘍内科　感染症・膠原病内科
放射線科  麻酔科蘇生科  脳脊髄神経外科

腎臓内科　歯科口腔外科
（腫瘍センター）

整形外科
リハビリテーション科

（運動器センター）

腎臓内科　泌尿器科
歯科口腔外科　緩和ケア

（腎センター）

整形外科
眼科　内分泌・代謝内科
（生活習慣病センター）

呼吸器内科　呼吸器外科　救急部
（呼吸器センター）

消化器外科
（消化器センター）

循環器内科　心臓血管外科
脳神経内科

（循環器センター）

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
皮膚科　形成外科

（皮膚・頭頸部センター）

消化器内科　消化器外科
乳腺・内分泌外科

（消化器センター）

脳脊髄神経外科　脳神経内科
（脳・神経センター）

小児科

神経科精神科
（こころのセンター）

産科・婦人科
NICU　GCU　MFICU

（総合周産期母子医療センター）

集中治療部　手術部　滅菌管理部
（ICU）

集中治療部　手術部　滅菌管理部
（ICU）

主な診療科 階 主な診療科

主な診療科 階 主な診療科

（成育・女性医療センター）

43
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特別室（個室）のご案内5
　快適でゆったりとした環境での入院生活を希望される方のために、充実した設備と療養環境
を備えた特別室をご用意いたしました。ぜひご利用ください。
※病棟によっては、取り扱いのない病室がございます。
※料金は、消費税込みの金額となっております。

全体 応接セット

［設備］　 ● テレビ・冷蔵庫が無料でご使用できます。
　　　　　● DVDをご覧になれます。
　　　　　● 洗面台・トイレ・浴室がついています。　 
　　　　　● ミニキッチン・電子レンジがあります。
　　　　　● 応接セットを設置しております。
　　　　　● ゆったりとした空間をご提供します。

［設備］　 ● テレビ・冷蔵庫が無料でご使用できます。
　　　　　● DVDをご覧になれます。
　　　　　● 洗面台・トイレ・浴室がついています。
　　　　　● 応接セットを設置しております。
　　　　　● ゆったりとした空間をご提供します。

浴室

キッチン

特別室Ａ（2室）

特別室B（4室）

全体 応接セット 浴室

トイレ

【料金（1日につき）】 　22,000円  【面積】 約39㎡　

【料金（1日につき）】 　16,500円  【面積】 約24㎡　

個室D（27室）

全体

全体

全体

シャワーユニット

【料金（1日につき）】 　7,700円  【面積】 約17㎡　

［設備］　 

● 洗面台
● トイレ　
● シャワーユニット
● テレビ・冷蔵庫（有料）

個室E（72室）

トイレ

【料金（1日につき）】 　6,600円  【面積】 約17㎡　

［設備］　 

● 洗面台
● トイレ　
● テレビ・冷蔵庫（有料）

個室F（6室）

洗面台

【料金（1日につき）】 　5,500円  【面積】 約17㎡　

［設備］　 

● 洗面台
● テレビ・冷蔵庫（有料）
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入院中の生活7

朝食

昼食

夕食

（1） 食事について

（2） テレビ・冷蔵庫について

（4） 洗濯について

　入院中の食事は病状に応じて作られておりますので、当院以外の食事はご遠慮ください。
　給湯・給茶器については、病棟デイルームにありますのでご利用ください。
　食事時間は次のとおりです。衛生上、時間内にお召し上がりください。

　食事を楽しんでいただくため、朝食はご飯・粥のメニューとパンのメニューをご用意して
おります。また、牛乳は他の飲料に変更することができます。変更を希望される場合は、担当の
医師、看護師、管理栄養士にお伝えください。ただし、食種によってはできない場合もあります
ので、ご了承ください。
　当院はニュークックチルというシステムを採用しており、チルド保存された料理を器のま
ま再加熱して配膳しています。トレーや器が熱い場合がありますので、やけど等にご注意くだ
さい。
　なお、食事と一緒に箸を提供しておりますが、食器と一緒に必ず返却してください。

● 各床頭台に設置しておりますので、テレビ・冷蔵庫の持ち込みはご遠慮ください。
● これらをご利用いただくためには、専用の IC カードが必要です。
　＊IC カードは、①A 棟１階ローソン前 ②B 棟１階エレベーターホール ③B 棟２階談話室 に設置され
　　ている自動販売機にてお買い求めください。
　＊ご利用されなかった分は、上記①または②で精算してください。
　＊追加入金は、上記①②または各階談話室に設置してある入金機にて行うことができます。

● テレビを見る際は、イヤホンを使用し、他の患者さんの迷惑にならないようご配慮くださ
い。また、消灯後の利用は控えていただきますようお願いいたします。

　当院では、インターネット接続サービスは行っておりません。
　ただし、特別室・個室（有料）は、パソコンの持込により有線で対応しています。

　各病棟に設置されているコインランドリー（有料）をご利用ください。（使用時間 7:00～20:00）

　＊洗剤は各自でご用意ください。
　＊専用の IC カードもご利用できます。（購入方法は上記参照）
　病室や洗面所での洗濯物の乾燥はご遠慮ください。

（7） セキュリティについて

入院中守っていただきたいこと6

（1） 入院中の他医療機関への受診について

（2） 駐車場の利用について

（3） 貴重品の持ち込みについて

（4） 携帯電話の使用について

（5） 電化製品の持ち込みについて

（6） 消灯時間について

　入院中（外泊・外出時含む）は、他医療機関を本人が受診したり、家族が代わりに薬の処方
を受ける事は、認められておりません。他医療機関を受診中の場合は、必ず主治医にお伝えく
ださい。

● 入院患者さんの専用駐車場（常駐）はありません。公共交通機関等でお越しください。
● やむをえない事情でご利用される場合は、入院支援へお申し出ください。
　 駐車場内での事故・盗難等については、当院は一切責任を負いかねます。

　紛失・盗難等の恐れがありますので、貴重品及び必要以上の現金はお持ちにならないでく
ださい。テレビカード購入後は、貴重品と同様に管理をお願いいたします。床頭台に鍵付き引
き出しがありますのでご利用ください。
　院内での紛失・盗難等については、当院は一切責任を負いかねます。

　携帯電話は、他の患者さんの迷惑にならないようマナーモードに設
定し、ご使用の際は、携帯電話使用エリアにてご使用ください。
特別室または個室に入室の場合は、病室にてご使用いただけます。
なお、病状によっては、ご使用を控えていただく場合もあります。

　電化製品（テレビ、湯沸しポット、テレビゲーム等）の持ち込みはご遠慮ください。

　消灯時間は 21:00 となっております。消灯後は他の患者さんの
迷惑にならないようご配慮ください。

　患者さんの安全確保と療養環境の維持のため、夜間 21:00～6:00 まで 病棟外にはでられ
ません。

入院時に体温計をお貸します。退院時にご返却ください。

● 職員に対する心づかいなどは、一切お断り致します。
● 入院中に、郵便・宅配便等を病棟（ご本人）宛に送付することは、ご遠慮ください。

使用エリア

（8） 体温計の貸出について

（9） その他

  7:30 ～   8:30　　　

12:00 ～ 13:00　　　

18:00 ～ 19:00

（3） インターネットの利用について
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　回診日時については病棟で説明します。回診時はテレビを消して、ベッドでお待ちください。

　週 1 回シーツを交換します。シーツ交換前に、できるだけベッドの上の
私物を片付けてくださるようご協力をお願いいたします。

　シャワー入浴は主治医の許可が必要です。利用時間・場所については
病棟スタッフにお尋ねください。

　病院では、医療安全に努めておりますが、入院生活を安全に過ごしていただくため、患者さ
んに次のとおりご協力をお願いしています。

　入院中は、患者さんの氏名やＩＤ番号などを表示した、リストバンドの装着をお願いして
おります。医療のあらゆる場面で、リストバンドによる確認や、お名前をフルネームで名乗っ
ていただく確認をしておりますので、ご協力をお願いいたします。
※リストバンド装着中に不都合があるときは、必ず病棟スタッフにご相談ください。

 ● 転倒防止のため、足のサイズにあった、滑りにくい履物をご使用ください。

 ● 床が濡れていると滑って危険です。すぐに病棟スタッフにお知らせください。

 ● ベッドからの転落防止のため、ベッド柵を使用しておやすみください。お子さまは、目を離
した隙にベッドから転落することがありますので、常時ベッド柵を使用してください。

 ● ベッド柵の位置を変える際は看護師にお申し出ください。
　 L字型の柵を使用している方は、指などをはさまないよう十分注意してください。

 ● 床及びロッカーや柵の上に荷物類（花瓶、おむつ類など）を置かないようにご協力をお願い
いたします。地震等の災害時に、落下による二次災害の恐れがあります。

　治療上必要な時や安全確保のために、行動制限（身体抑制）をさせていただくことがありま
す。ご家族のご理解・ご協力をお願いいたします。

（5） 回診について

（6） シーツ交換について

（7） シャワー入浴について

（8） 患者さんの安全について

安全な入院生活を送るために

ベッドの使い方

転倒やベッドからの転落防止

行動制限（身体抑制）

車椅子の使い方 はきものや、点滴のときに
気を付けること

起き上がったらすぐに動かず、
ひと息ついてから動きましょう

動く時は足台に足を乗せましょう 履きなれた靴、かかとのある靴
を履きましょう

段差・障害物に注意してください

カーテンのひっかかりに注意
してください

オーバーテーブルなどの動く物
には寄りかからないでください

深く座りましょう

ベッドの横に体を挟まないよう
注意してください

足台を上げて乗り降りして
ください

動かないときはブレーキを
かけてください

ベッドのリモコンを操作する際に
は、体が挟まれないよう注意して
ください

ベッドの上に立たないでください

リストバンドの装着
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外出・外泊について9

平日（月～金） 15:00 ～ 19:30

土・日・祝日 13:00 ～ 19:30

（9） 感染予防について
　病室への入退室の際は、病室前にある備え付けの手指消毒液の使用、あるいは洗面所での手
洗いにご協力をお願いいたします。面会の方にも、同様の手指消毒にご協力いただきます。
　また、床には荷物を置かないようにしてください。床は不衛生であり、院内感染を広げる原因
になります。入院中は必要最低限の物だけにしていただくようお願いいたします。
　なお、感染予防のため、面会に制限のある病棟もございます。

　褥瘡とは、皮膚の同じ場所に一定時間以上の圧迫が加わったり、寝具と皮膚の摩擦やズレで
起こります。ベッド上で過ごす場合や車椅子で過ごす場合など、状況によって予防方法もさま
ざまです。褥瘡を予防するために、医師をはじめ、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学・作業療
法士などがチームで取り組んでおります。
　褥瘡予防のため、ベッド上での体位変換やベッドの上げ下げ、栄養状態の改善などの予防対
策をいたしますのでご協力をお願いいたします。

　患者さんの病状により、病室・病棟を移動していただく場合がありますので、ご協力をお願い
いたします。

　ベッド備え付けのゴミ箱があります。ゴミの分別にご協力をお願いいたします。

● 入院中の付添いは当院では必要ありませんが、患者さんの病状などにより、医師が必要と
認めた場合はご家族の付添いが許可されます。病棟師長と相談の上【家族在院許可願】を
提出してください。

● 付添いを許可された方は、必ず許可プレート（付添者）をつけてください。
● 付添いの方の食事は、A 棟 1 階ローソン又は外来棟 1 階ローソンをご利用ください。
● 付添いの方の寝具は、貸寝具が利用できますので、A 棟 1 階窓口サービス（ローソン内）

にてお申し込みください。

　外泊については、高度医療、急性期医療を担う特定機能病院の役割から、治療上の外泊を
除き原則 1 泊 2 日とさせていただきます。外出・外泊をする場合は、主治医の許可（外出・
外泊許可願）が必要です。希望する方はお早めに医師又は看護師にご相談ください。
　また、外出・外泊に出られる時、お戻りの際は必ず病棟スタッフステーションへお立ち寄
りください。

敷地内禁煙

敷地内禁酒

● 地震や火災など非常事態が発生した場合は、病院スタッフの指示に従って行動してください。
● 非常事態が発生した場合は、エレベータは絶対使用しないでください。
● 災害時の被害を最小限に又、避難経路確保のため、ロッカーや柵の上、床には荷物を置か

ないでください。
● 避難経路図は各病室に設置してありますので、必ずご確認ください。

　救命のために昼夜を問わず（24 時間体制）院内一斉放送をする場合があります。
　特に夜間の救急呼び出しコールにつきましてはご理解ください。

　喫煙は治療の阻害要因となり、回復を遅らせる原因になることや、手術中・
手術後に危険な状態が起こる可能性があることなどが報告されています。
　当院では、喫煙による生活習慣病と受動喫煙による健康被害防止（健康増
進法第 25 条）のため全敷地内を禁煙としており、病院に出入りするすべ
ての方々にご協力をお願いしています。
　また、入院中にお酒の持ち込みや飲酒も固くお断りしています。
＊当院では禁煙外来を設け、たばこをやめたい方の支援を行っております。
　医師または看護師まで、お気軽にお問い合わせください。

　飲酒、喫煙、無断外出・外泊、賭けごと、ハラスメント、暴力などで他の患者さんの迷惑と
なる場合、または診療行為に支障をきたす行為があった場合は退院していただきますので、
あらかじめご了承ください。

　当院では、無許可での写真・動画撮影（カメラ・携帯電話・スマートフォン・ビデオ等）
を禁止しています。

　退院は、治療上の理由等を除き、午前 10 時（午前中）となりますので、
ご協力をお願いいたします。

面会について10

災害時の対応について11

たばこ・酒の禁止13

院内一斉放送について12

暴言・暴力・迷惑行為の禁止14

写真撮影等の禁止15

退院16

（10） 褥瘡（床ずれ）予防について 

（11） 病室・病棟の移動について

（12） ゴミの分別について

付添いについて8

・ 治療と安静のため、面会時間以外の面会または長時間の面会はご遠慮くだ
さい。

・ 面会される場合は、必ず病棟スタッフステーションへお立ち寄りください。
・ 感染防止のため、中学生以下の小さなお子様連れでの面会はご遠慮ください。

● 面会時間は以下のとおりです。
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▶ 外来ホール 
　  自動支払機  または  支払い窓口

▶ 救急外来（A 棟１階）
 　 自動支払機

▶ 救急外来（A 棟１階）
 　 自動支払機

平日　8：30～17：00 左記以外（土・日・祝日含む）

入院費の支払いについて18

●現金・クレジットカード・キャッシュカード（デビットカード）がご利用いただけます。
（カードでお支払いされる場合は、暗証番号の入力が必要です）

●郵便局・コンビニエンスストアでの払込を希望される方は、外来ホールの「 5 支払い」
窓口までお申し出ください。なお、払込手数料は患者さんのご負担となります。

　包括医療費支払制度とは、病名や手術、処置等の内容に応じて分類された「診断群分類　
（DPC）」に定められた 1 日当たりの定額医療費により計算する制度です。

　過去１２か月以内に３回以上、上限額に達した場合は、４回目から「多数回」該当となり、
上限額が下がります。

※１ ： 所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
※２：所得区分が現役並みⅢ、一般の方は「高齢受給者証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
※３：所得区分が低所得者の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です。

70 歳未満

一般所得者

低所得者Ⅱ（直近 1 年間の入院日数 90 日以内）

低所得者Ⅱ（直近 1 年間の入院日数 90 日超え）

低所得者Ⅰ（老齢福祉年金を受給している場合）

1 食 460 円

1 食 210 円

1 食 160 円

1 食 100 円

（1） 入院診療費は、包括医療費支払制度に従って料金計算します。

（2） 自己負担割合及び限度額

７０歳以上の方の限度額適用認定証について

費用について17 （3） 食事代は、食事療養費（1 食 640 円）の一部をお支払いいただきます。

（4） 特別室（個室）をご利用の場合は、以下の料金（1 日当り）が加算されます。

252,600 円＋( 医療費－842,000 円 )×1％
〈４回目～：140,100 円 〉

167,400 円＋( 医療費－558,000 円 )×1％
〈４回目～：93,000 円 〉

80,100 円＋( 医療費－267,000 円 )×1％
〈４回目～：44,400 円 〉

57,600 円〈４回目～：44,400 円 〉

57,600 円
〈4 回目～：44,400 円〉

24,600 円

15,000 円

35,400 円〈４回目～：24,600 円 〉

70 歳以上

252,600 円＋（医療費－842,000 円）×1％
〈4 回目～：140,100 円〉

167,400 円＋（医療費－558,000 円）×1％
〈4 回目～：93,000 円〉

80,100 円＋（医療費－267,000 円）×1％
〈4 回目～：44,400 円〉

標準報酬月額
83 万円以上

標準報酬月額
53～79 万円

標準報酬月額
28～50 万円

標準報酬月額
26 万円以下

低所得者

（5）正常な出産の場合は健康保険が適用されないため、出産のための費用は
全額自己負担となります。

（6）当院で出産される場合、出産育児一時金直接支払制度を利用することに
より、出産費用の負担が軽減されます。

特別室 A

特別室 B

特別室 C

22,000 円（税込）

16,500 円（税込）

11,000 円（税込）

出産育児一時金直接支払制度とは

個室 D

個室 E

個室 F

7,700 円（税込）

6,600 円（税込）

5,500 円（税込）

患者さんが病院と合意書を交わすことにより、保険者から出産費用が病院に直接
支払われる制度です。

（2） お支払いは、診察券をご用意のうえ、下記場所でお願いいたします。

（1） 入院費は、月末及び退院時に締め切り計算します。
　　請求書をお受け取り次第、速やかにお支払いください。

（平成 30 年 8 月から）
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上限額が下がります。

※１ ： 所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は「限度額適用認定証」を提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。
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ご利用可能なクレジットカード

ご利用可能なキャッシュカード（デビットカード）

● MASTER CARD　● JCB　● AMERICAN EXPRESS　● VISA　● DC　● UFJ　
● NICOS　● Diners Club　● DISCOVER　…など

● 福井銀行　● 福邦銀行　● 北陸銀行　● 福井信用金庫　● 北陸労働金庫　● ゆうちょ銀行　
● みずほ銀行　● 三菱東京 UFJ 銀行　● 三井住友銀行  …など

各種診断書・証明書等19

各種診断書・証明書料（各 1 通につき）

2,200 円（税込）

2,200 円（税込）

3,300 円（税込）

2,750 円（税込）

3,850 円（税込）

3,300 円（税込）

5,500 円（税込）

特定疾患

小児慢性特定疾患

院内診断書

各種証明書（入院・退院・通院・領収証明など）

公費診断書

年金・後遺障害・手当認定等関係診断書

死亡診断書（死体検案書）

生命保険等診断書（入院証明、医療照会等）

＊福井県内の JA バンク等、一部ご利用できないカードがあります。
＊キャッシュカード（デビットカード）がご利用できる時間帯は、金融機関によって異なります。

（1） 1 階外来ホール「４診断書・証明書」窓口（平日 8：30～17：00）にて
お申込みください。

　　作成には、2 週間から 20 日程度のお時間をいただいておりますので、
ご了承ください。

（3） お支払いについての相談窓口（平日 8：30～17：00）
　　  医療サービス課収入債権担当　外来ホール支払い手続　0776-61-8455

※注）申込者が患者ご本人以外の場合は、患者様からの委任状、及び代理人の方の身分を証明するもの（運転免許証、
　　　健康保険証など）が必要となります。
　　　詳細は「4 診断書・証明書」窓口でお尋ねください。 1615

院内地図（1階） 20

コピー及びFAXサービスについては、各ローソンの営業時間内にご利用いただけます。

  【各施設の営業時間】

①憩いの広場 ………………平日14：00 ～ 21：00　土・日・祝日9：00 ～21：00
②レストラン ………………平日10：30 ～ 14：30 / 15：30 ～ 19：00   土・日・祝日10：30 ～13：30
③ATM ………………………平日9：00 ～ 19：00 土　9：00 ～ 17：00　日・祝日　休業
④理美容室 …………………平日9：00 ～ 18：00 土・日・祝日　休業　
⑤ローソン（外来棟） ………平日8：00 ～ 18：00 土・日・祝日　休業
⑥ATM ………………………平日9：00 ～ 19：00 土　9：00 ～ 17：00 日・祝日　休業
⑦窓口サービス ……………平日8：30 ～ 17：30 土・日・祝日　9：00 ～ 17：00
⑧ローソン（Ａ棟） …………平日8：00 ～ 21：00 土・日・祝日　9：00 ～ 18：00
⑨駐車場割引受付 …………平日8：00 ～ 17：00 土・日・祝日　休業
⑩テレビカード精算機 ……平日8：30 ～ 18：00 土・日・祝日　休業
⑪テレビカード精算機  …… 8：00 ～ 21：00
⑫タリーズコーヒー ………平日7：30 ～ 20：00 土・日・祝日　9：00 ～ 18：00

西病棟①憩いの
　広場 ②レストラン

支払・診断書
受付等

自動支払機 総合
案内

在宅
窓口

改修工事中
時間外
案内

Aブロック

Bブロック
C共用処置室 D中央採血室

放射線部

ア メ ニ テ ィ
ホ ー ル

外
来
ホ
ー
ル

南病棟

臨
床
教
育

研
修
セ
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ー

正面玄関
入口 第2駐車場

リハビリ
テーション部

⑨駐車場
　割引受付

東病棟

B 棟 A 棟

救急部

時間外
案内 時間外

入口
⑥ATM

⑧ローソン
（コンビニATMあり）

⑦窓口　　　
サービス

テレビカード精算機
⑩

⑪テレビカード
　精算機

北病棟

⑦窓口サービスでは、以下のサービスも
　受け付けます。
　　・付添寝具の貸し出し
　　・切手販売
　　・宅配便取次
　　・電報
　　

お薬
渡し口

自動
支払機

がん相談
やわらぎ

⑫
タリーズ
コーヒー

④理美容室

⑤ローソン
（コンビニATMあり）

 患者総合支援センター
　  ・地域医療連携
　  ・入院支援
　  ・患者相談
　  ・術前検査支援

B棟出入口

放射線部

光学診療部③ATM



ご利用可能なクレジットカード

ご利用可能なキャッシュカード（デビットカード）

● MASTER CARD　● JCB　● AMERICAN EXPRESS　● VISA　● DC　● UFJ　
● NICOS　● Diners Club　● DISCOVER　…など

● 福井銀行　● 福邦銀行　● 北陸銀行　● 福井信用金庫　● 北陸労働金庫　● ゆうちょ銀行　
● みずほ銀行　● 三菱東京 UFJ 銀行　● 三井住友銀行  …など

各種診断書・証明書等19

各種診断書・証明書料（各 1 通につき）

2,200 円（税込）

2,200 円（税込）

3,300 円（税込）

2,750 円（税込）

3,850 円（税込）

3,300 円（税込）

5,500 円（税込）

特定疾患

小児慢性特定疾患

院内診断書

各種証明書（入院・退院・通院・領収証明など）

公費診断書

年金・後遺障害・手当認定等関係診断書

死亡診断書（死体検案書）

生命保険等診断書（入院証明、医療照会等）

＊福井県内の JA バンク等、一部ご利用できないカードがあります。
＊キャッシュカード（デビットカード）がご利用できる時間帯は、金融機関によって異なります。

（1） 1 階外来ホール「４診断書・証明書」窓口（平日 8：30～17：00）にて
お申込みください。

　　作成には、2 週間から 20 日程度のお時間をいただいておりますので、
ご了承ください。

（3） お支払いについての相談窓口（平日 8：30～17：00）
　　  医療サービス課収入債権担当　外来ホール支払い手続　0776-61-8455

※注）申込者が患者ご本人以外の場合は、患者様からの委任状、及び代理人の方の身分を証明するもの（運転免許証、
　　　健康保険証など）が必要となります。
　　　詳細は「4 診断書・証明書」窓口でお尋ねください。 1615

院内地図（1階） 20

コピー及びFAXサービスについては、各ローソンの営業時間内にご利用いただけます。

  【各施設の営業時間】

①憩いの広場 ………………平日14：00 ～ 21：00　土・日・祝日9：00 ～21：00
②レストラン ………………平日10：30 ～ 14：30 / 15：30 ～ 19：00   土・日・祝日10：30 ～13：30
③ATM ………………………平日9：00 ～ 19：00 土　9：00 ～ 17：00　日・祝日　休業
④理美容室 …………………平日9：00 ～ 18：00 土・日・祝日　休業　
⑤ローソン（外来棟） ………平日8：00 ～ 18：00 土・日・祝日　休業
⑥ATM ………………………平日9：00 ～ 19：00 土　9：00 ～ 17：00 日・祝日　休業
⑦窓口サービス ……………平日8：30 ～ 17：30 土・日・祝日　9：00 ～ 17：00
⑧ローソン（Ａ棟） …………平日8：00 ～ 21：00 土・日・祝日　9：00 ～ 18：00
⑨駐車場割引受付 …………平日8：00 ～ 17：00 土・日・祝日　休業
⑩テレビカード精算機 ……平日8：30 ～ 18：00 土・日・祝日　休業
⑪テレビカード精算機  …… 8：00 ～ 21：00
⑫タリーズコーヒー ………平日7：30 ～ 20：00 土・日・祝日　9：00 ～ 18：00
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　  ・入院支援
　  ・患者相談
　  ・術前検査支援

B棟出入口

放射線部
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対応時間 8 時 30 分から 17 時 00 分まで（土・日、祝日、年末年始を除く）

場　　所 病院 1 階外来ホール　患者総合支援センター内

　当院では「患者相談窓口」を設置し、患者さんやご家族からの疾病に関する
医学的な質問や、生活上・入院上の不安など、様々な相談をお受けしております。

相談内容に応じて、適切な部署や職種と連携を取りながら対応いたします。

◯ 医療社会福祉相談・退院相談
　　患者さん・ご家族からのご相談に、退院支援職員・医療ソーシャルワーカーが応じています。
　　　・退院・転院、今後の療養先について
　　　・医療費や生活費について
　　　・介護保険について
　　　・身体障害者手帳などの申請手続きについて
　　　・自宅での医療・福祉サービスについて
　　＊病棟にも医療ソーシャルワーカーが伺いますので、病棟師長にお申し出ください。

◯ がん相談
　　患者さん・ご家族からのご相談に専従の看護師が応じています。
　　　・自分のがんについて詳しく知りたい。
　　　・がんと言われて不安。
　　　・患者会の情報が知りたい。
　　　・アスベストによる肺がんが心配。
　　　・治療と職業生活との両立について
　　＊がん相談支援センターでは、関係書籍の閲覧及びインターネットでの検索ができます。

◯ 医療メディエーターへの相談
　　医療メディエーターとは、「医療対話促進者」ともいわれ、患者さんと医療者側との対話を橋渡

しする役割です。対話促進を担うことで患者さんと医療者との信頼関係を支援するものです。
　　　・医師に説明を聞いたが、納得がいかない。
　　　・医師や看護師に聞きたいことがあるが、うまく聞けない。
　　　・医療内容に不安や不満がある。　　　　　
　　＊病棟にも医療メディエーターが伺いますので、病棟師長にお申し出ください。

◯ その他
　　当院での治療に関すること、お薬に関すること、臨床検査に関すること、放射線検査（被ばく相

談を含む）に関すること、リハビリテーションに関すること、栄養及び食事に関すること、医療安
全に関すること、診療情報録（カルテ）の開示など医事に関すること、患者申出療養に関すること
など。

患者さんの個人情報の保護22患者相談窓口21
　　 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

者さんの個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。

１． 個人情報の利用目的について
　　当院では、患者さんの個人情報を下記の目的で利用させていただきます。これら以外の目的で利用さ

せていただく必要が生じた場合には、改めて書面等により患者さんからの同意をいただくことにして
おりますのでご安心ください。

　　また、患者さんの呼び出しにつきましては、安全管理の面から「姓名」でお呼び出ししますのでご了承
ください。

　　なお、「姓名」でお呼び出しすることに同意できない場合は、外来ホール窓口に申し出てください。

２． 個人情報の開示・訂正・利用停止等について
　　当院では、患者さんの個人情報の開示・訂正・利用停止等につきましても、「個人情報の保護に関す

る法律」の規定にしたがって進めております。
　　手続きの詳細のほか、ご不明な点につきましては、患者総合支援センター患者相談窓口までお気軽に

お尋ねください。

３． 当院における個人情報の利用目的
　● 医療提供
　　・当院での医療サービスの提供
　　・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
　　・患者さんの診療のため、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
　　・ご家族への病状説明（原則として、患者さんにご説明後、患者さんのご了承を得て行います。）
　　・入院患者さんの病棟案内
　　・病室・ベッド・食事等の名札作成
　　・その他、患者さんへの医療提供に関する利用
　● 診療費請求のための事務（医療保険事務）
　　・当院での医療・労災保険、公費負担医療に関する事務及びその委託
　　・審査機関への診療報酬明細書の提出
　　・審査機関又は保険者からの照会への回答
　　・公費負担医療（医療助成（県内））に関する照会への回答
　　・その他、医療・労災保険、公費負担医療に関する診療費請求のための利用
　　・自賠責保険に関する診療費請求のための利用
　● 当院の管理運営業務
　　・会計・経理
　　・医療事故等の報告
　　・患者さんへの医療サービスの向上
　　・入退院等の病棟管理
　　・その他、当院の管理運営業務に関する利用
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当院は、臓器提供に関する意思を尊重し、
臓器提供が可能な病院です。

附属病院

第二駐車場

第一駐車場 病院正面
駐車場

身障者用駐車場

ヘリポート

病棟（B棟）

病 院 
概 観 図

福井大学病院部 医療サービス課 医事総務担当

TEL 0776-61-8618
（平日 9 時～ 17 時の間にご連絡ください）

 ※いずれも、活動曜日や回数などはご相談に応じます。まずは、お電話でお問い合わせください。

ボランティアに関する
お問い合せ

　● 企業等から委託を受けて行う健康診断等における、企業等へのその結果の通知
　● 医師賠償責任保険などに係る、医師に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
　● 医師・介護サービスや事務の維持・改善のための基礎資料
　● 当院において行われる医学教育（学生等の臨床教育）への協力
　● 医療の質の向上を目的とした症例研究（症例検討会及び学会等を含む。）
　　（この利用に当たりましては、可能な限り匿名化するよう努力します。）
　● 外部監査機関等への情報提供

　　１．上記のうち、他の医療機関等への情報提供について同意しがたいものがある場合には、その旨

　 お申し出ください。

　　２．お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。

　　３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。

福井大学医学部附属病院

院内ボランティア募集院内ボランティア募集
当院では、ボランティアを募集しています。
患者さんのよりよい療養環境を作り上げるために、
一緒に働いてみませんか。

月曜日から金曜日の午前中
（8:30 ～ 12:00 の間で要相談）

月曜日から金曜日（14:00 ～ 15:00）

※認知症予防専門士と一緒に活動します。

日時

（院内デイボランティア）

日時

月曜日から金曜日
（時間帯は要相談）

日時

外来患者さんの
受診科への案内や
車いすの介助 など

レクリエーション中の
見守り、話し相手、
作業のお手伝い など

入院患者さんの
車いすの介助 など

病棟
（A棟）
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〒910-1193 福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3
TEL.0776-61-3111㈹
URL http://www.u-fukui.ac.jp
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