
小規模介護老人保健施設「回生」
訪問看護ステーション「回生」
田島整形外科 居宅介護支援事業所
通所リハビリテーション「回生」
〒960-8074 福島県福島市西中央１丁目12番地の2
TEL 024-533-6651　FAX 024-536-1978

医療法人回生堂

田島整形外科
しのぶ病院 居宅介護支援事業所

http://www.kaiseido.or.jp/

しのぶ病院
デイサービスステーション「回生」（認知症対応型）
ヘルパーステーション「回生」
〒960-8074 福島県福島市西中央４丁目13番地の2
TEL 024-573-6174　FAX 024-573-6195

デイサービスステーション「回生」

〒960-8074 福島県福島市西中央４丁目14番地の1
TEL 024-573-1275　FAX 024-573-1276

関連施設
サービス付高齢者住宅
シニアマンション「回生」

●病院１階に売店があります。新聞･週刊誌･食品･日用品等を販売しておりますの
で､ご利用ください｡

●内服持参薬は入院時にすべて提出をお願いします。内服処方診察は主治医の指示の
もとにお願いいたします。

●病室のテレビはイヤホンでお聞きください。イヤホンは３階ナースステーション
で販売しておりますので、看護師に申し出てください（１個 200 円）。（自宅よりイ
ヤホンを持参いただいても結構です｡)

●テレビカードは３階ナースステーションの横に自動販売機を設置しております｡
(1,000円カード )

●病室内で、病院設備以外の電気器具等を使用する場合には申し出てください｡ 
（有料となります。電気毛布・パソコン・TVゲーム・携帯電話の充電・電気カミ
ソリ等も含める） 

●個人の情報については、当院規定により適正に取り扱いしております｡ 

手術および治療に際しましては、事前に十分な説明を行い、患者さま
の意向にそった診療を行うよう心がけております。質問・相談等ござ
いましたら、遠慮なく担当医に申し出てください｡
気がかりなこと、ご不明な点がございましたら、何なりと看護師にお
たずねください｡

●当院には､専門の相談員(医療ソーシャルワーカー)がおります。入院に際しての心配事、
例えば

　また、居宅介護支援事業所を併設しております。介護保険に関することは、事
業所内のケアマネジャーにご相談ください。

そ　 の　 他

医療上の相談

職員一同､一日も早いご回復を心よりお祈りいたしております

医療費のお支払いは… 障害が残ったら…

入院時､退院後の生活は…

公費の申請手続きは…

在宅で受けられる福祉サービスは…

など、お気軽にご相談ください。

病院職員に対する金品などによるお心づかいは、固くご辞退申しあげます｡

月～金  8：30～16：30　　土  8：30～13：00
祝　日  9：00～13：00　　日  休み　( )

〒960-1101 福島県福島市大森字高畑31番地の1

TEL 024-546-3311㈹
FAX 024-546-9467

医療法人回生堂

入院のご案内
医 療 方 針医 療 方 針

1. 患者第一主義をモットーとする
2. 最善の医療を追求する
3. 地域医療の向上に積極的にかかわる
4. 医療はチームプレーであることを念頭に
    入れ全員が患者の回復に努める

1. 患者第一主義をモットーとする
2. 最善の医療を追求する
3. 地域医療の向上に積極的にかかわる
4. 医療はチームプレーであることを念頭に
    入れ全員が患者の回復に努める

相談に関する個人のプライバシーは厳守されますので､お気軽にご相談ください｡



●入院希望の方はすべて外来患者として診察をうけ、医師の指示により入院の申
し込みをしてください。病室の都合等ですぐ入院できないこともありますので、
あらかじめご承知ください｡
入院の手続き、入院のご相談は外来各診療科でいたします｡

●入院の際は、保証人が必要となります。親戚、知人または家族の方で、身元の
確実な方を２人保証人として、入院申込書に記入の上ご提出ください｡

●個室･２人室に入院希望の方は、外来各診療科でご相談ください｡
室数が限られているため､ご希望にそいかねる場合もありますので､ご了承ください。

●携帯品は必要最小限にとどめ、次のようなものをご用意ください｡

●現金、貴重品は盗難・紛失防止のため、持ち込みは最小限にしてください｡

●アメニティーセットを希望する方は、申し込んでください。

●お食事は、医師からの指示により治療の一環として、栄養計算された安全な食
事をお出ししております｡
外からの飲食物の持込みは、出来るだけご遠慮いただいております｡

●食事時間は、次のとおりです｡

●入院中の患者さまと付添いの方の私物を洗濯される方は、有料洗濯機、有料乾
燥機をご利用ください｡

●洗濯物を干す時は､指定場所をご利用ください｡（病室廊下等へは干さないでください)

●クリーニングを希望する方は､業者に依頼しておりますので､看護師に申し出てください。

●面会は患者さまの安静と処置及び看護の都合により、下記の時間内にお願いします。

●長時間の面会、大勢での面会、お子様連れでの面会は、他の患者さまヘのご迷
惑になりますので、できるだけご遠慮いただいております｡

●面会の方の病室内での喫煙、飲食は、固くお断りいたします｡

●急用等の時は、看護師長の許可を得た場合に限り、時間外面会ができます｡

入院の手続き

入院時携帯品

入院中の食事

洗　　濯

面　　会

●主治医の許可が無い限り外出・外泊は認められません｡
外出・外泊を希望される方は、あらかじめ看護師に申し出て主治医の許可を得
てください｡
無断外出・外泊の場合、退院を命ずることがありますので、ご了承ください｡

●入院料その他治療費は、社会保険で定められた規定に基づき計算いたします｡
その他の費用は、病院で定めた料金となります｡

●入院会計の請求は、毎月月末で締めきり計算をして、翌月10日以降に請求書
をお渡しいたしますので、１階受付窓口にてお支払いください｡

●退院の場合は、退院時に請求書をお渡しいたします｡

●個室･２人室をご利用になる場合は、下記の室料差額料金をお支払いいただきます。

●室料差額料金についての保険適用はありませんので、自己負担となります｡

●入院中は医師及び、看護師の指示に従ってください｡

●病院内では他の患者様の迷惑にならないよう、お静かにお願いします。また常
に清潔であるようご協力をお願いします｡

●みだりに他の病室、診療室、看護室に出入りしないようお願いします｡

●寝衣、スリッパのままで、屋外に出ないようお願いします｡

●携帯電話を病室内で使用されますと、医療機器の誤作動につながる恐れがあり
ますので、病室内での使用は禁止いたします｡

●消灯時間は 21：00です。消灯後の高声談話はご遠慮ください｡
起床時間は 6：00です。それ以前の洗面所のご使用はご遠慮ください。 

●病床調整や患者さまの状態により病室の移動をお願いする場合がありますので
ご協力ください｡

●敷地内禁煙となります。

●地震・火災など緊急時の避難は、病院職員が誘導いたしますので、その指示に
従ってください｡

●現金・貴重品の盗難・紛失については、責任を負いかねますので、持込みは最
小限にお願いします｡ 

●病院の駐車場は、大変混雑いたしますので、入院患者さまの長期駐車はご遠慮
ください｡

外出・外泊

入 院 会 計

入 院 中 の
お 願 い

パジャマ類・下着・タオル・バスタオル・タオルケット・シューズ・
洗面用具（洗面器・歯ブラシ・ヒゲ剃り・入れ歯ケース・コップ・シャンプー・
ソープ）・ティッシュペーパー・箸・箸入れ・スプーン・湯呑み
オムツを使用の方は、オムツ・おしり拭き オプション

私物クリーニング
600円/㎏（税抜）

印鑑・健康保険証・介護保険証・老人健康手帳・診察券・お薬手帳

朝　食

料　金 　 １ヶ月 4,600 円 １回 850 円（６回未満の場合）

8：00
昼　食
12：00

夕　食
18：00

部　屋　番　号
特　室
個　室
2人室

3F

2F

311　312
306　307　308　310
205　206　207　208　216　

料金（1日につき）
10,400 円
8,000 円
2,500 円

面会時間 平　日
15：00～20：00

土・日・祝日
13：00～20：00

429 円／日
762 円／日
953 円／日

税抜価格

税抜価格

税抜価格

入院時必要物品が揃います
時々オムツを使用している方 
全日オムツを使用している方

Cセット
Bセット
Aセット

日
用
品
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    入れ全員が患者の回復に努める
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相談に関する個人のプライバシーは厳守されますので､お気軽にご相談ください｡
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