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※掲載されている価格・料金等は2021年 4月現在のものです。
　金額等は予告なく変更される場合があります。



私たちは、お客さまに
思いやりの心で接する
医療・福祉のプロ集団です

吉祥寺あさひ病院　【病院理念・基本方針】

■基本方針：

1.　人間愛を基本とした患者さま中心の医療を実践します。
2.　患者さまの権利を尊重し、患者さま・ご家族さまと医療従事者とのより良い関係のもと
　   良質なチーム医療を実践します。
3.　医療の質を高めるとともに、安全管理の徹底に努力し、安心できる医療を提供します。
4.　腎・泌尿器疾患を中心とした医療に対応する病院としての評価を高めるように努めます。
5.　グループのマザーホスピタルとして、関連施設との連携強化はもとより、地域医療機関との
   　連携をはかることにより、地域における役割を果たします。
6.　健全な病院経営を行い、次代を担う医療従事者育成のための教育研修に努めます。

患者さまの権利

■　誰もが、ひとりの人間として、その人格、価値観などを尊重され、医療提供者との相互の協力  
　　関係のもとで医療を受ける権利があります（個人の尊厳）。

■　誰でも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を公平に受ける権利があります。

■　病気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、納得できるまで十分
　　な説明と情報を受ける権利があります。

■　十分な説明と情報を受けた上で、治療方法などを自らの意思で選択する権利があります。ま
　　た、他の医師の意見（セカンド・オピニオン）をお聞きになりたいというご要望も尊重いたし
　　ます。

■　自分の情報の開示を求める権利があります。

■　診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院内で私的な生活を可能な限り他人にさ
　　らされず、乱されない権利があります。さらに、すべての患者さまに良質で安全かつ効率的
　　な医療を受けて頂くために、次のことをお願いいたします。
　　　●ご自身の健康に関する正しい情報を我々に提供して頂くとともに、ご自身から積極
　　　　的に医療に参加して頂くことをお願いいたします。
　　　●ほかの患者さまへの診療に支障をきたさないためのご協力もお願いいたします。

患者さまの皆さまは、人間としての尊厳を保ちながら「患者さま中心の医療」を受ける権利を持っています。
当病院では、このような基本認識をもとに患者さまとの相互信頼関係を高め、より良い医療を提供できるよう
ここに「患者さまの権利」を掲げ、これを尊重してまいります。
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入院中の個人情報に関する取扱方針

■　正確な保険請求を行うために、毎月保険証の確認をさせて頂きます。
　　また、その際にコピーを取らせて頂きます。

■　患者さまの安全が最優先と考えておりますので、病室入口、ベッド、点滴ボトル、
　　食事の札にお名前等を表示させて頂きます。

■　ご本人確認、検査方法の説明やお呼び出し、服薬の説明等について、 他の患者さま
　　がいらっしゃる場所で行わせて頂く場合がございます。

■　原則として、電話での患者さまの氏名、病室、症状、その他個人情報に関する問合
　　せに対してはお答えいたしません。
　　ただし、特別な事情がある場合には患者さまの同意を得た上でお伝えいたします。
　　また、当院より病状に関することで電話連絡をさせて頂く場合がございます。

■　ご面会に際しては、一階 病院受付にて面会手続きを済まされた後に
　　病室をご案内しております。

当院では「個人情報の取り扱いについてのご説明」に記載しております利用目的に従って、
患者さまの個人情報を取り扱っております。特に以下の項目について説明させていただきます。

利用目的および上記内容について、同意しがたい項目がある場合は、その旨をお申し付けください。
申し出がないものについては同意して頂いたものとして取り扱わせていただきます。
また、これらの申し出内容は、後からいつでも変更することができます。

平成 17 年 4 月 1 日制定
平成 26 年 9 月 1 日改訂
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入院の手続き1

●入院当日は、　午前10：00　までに1階受付へお越しください。
　やむをえず所定の時間に入院できない時は、事前にご連絡ください。
●病室の準備や検査などのため、入室時間が遅れることがあります。ご了承ください。

（1）健康保険者証

【※以下をお持ちの方は、手続き時に一緒にご持参ください。】

（2）入院保証金　50,000円（公費医療券などをお持ちでない方のみ）

1-2 入院時に必要なもの

1-1 入院受付時間

●入院時にご持参できない場合、日曜日を除く2～3日以内にご用意ください。

（1）会計窓口 取扱時間

1-3 お支払について

1-4 病室ご利用料金について

【9：00　～　16：30】※日曜日を除く

（2）請求書について

保険証・医療受給者証（公費医療券など）は、月に1回必ず受付にご提示ください。
※変更時も必ず受付にご提示ください。

「月末締め・翌月払い」です。翌月10日前後に請求書を発行いたします。
郵送をご希望の方は、スタッフにお知らせください。
会計につきましては、お振込でも可能です。

（3）月途中での退院の場合
退院時に会計となります。
入院保証金をお支払済の方は、必ず預かり証をご持参ください。入院費と合わせての精算となります。

（4）アメニティセットについて
精算は別途となります。詳しくは「アメニティセットのご利用について（別紙）」をご覧ください。

■吉祥寺あさひ病院　診察券
■他院からの紹介状
■服薬中のお薬
■お薬手帳

■各種医療証
・特定疾病療養受療証
・身体障害者受給者証
・東京都の医療券

・限度額適用認定証
・介護保険認定証 など

■退院証明書

※個室のご利用料金は1日あたりの料金です。

病室

209号室（個室）
208号室（個室）
上記以外の病室

設備 料金（税込）

210号室（個室） 19,800円

13,200円
8,800円

無料

・テレビ
・洗面
・テレビ

・電話
・冷蔵庫
・洗面

・テレビ ・洗面
・テレビ ・洗面

・浴室
・トイレ
・電話
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入院中のすごしかた2

●エレベーターは安全のため、23：00　～　5：30　の時間帯は作動しておりません。

早くお目覚めになられても、他の方々のご迷惑とならないよう静かにお過ごしください。

2-1 入院中の日課

2-2 入浴について

【起床】　6：00

献立は掲示板でご確認頂けます。

【朝食】　7：15

4階にて透析を行います。8：10より入室準備をして頂きます。

【透析患者さまの場合】　8：10

【昼食】  13：00～14：00（透析日）
　　　　  12：00～            （非透析日）

透析患者さまは透析がない日に入浴する予定です。
透析患者さま以外につきましては、病棟スタッフよりご説明いたします。
※必ず医師の許可が必要となります。
※必要に応じて、看護師・介護士が介助に入ります。

2-3 シーツ交換について
週に一度、シーツ交換を行っています。
※水曜日または土曜日。

2-4 院長回診について
毎週火曜日に院長回診があります。

【夕食】  18：00

消灯後のテレビ視聴につきましては、イヤホンをご利用ください。
他の方々のご迷惑とならないようお願いいたします。

【消灯】  21：00
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入院中のご注意・お願い3

●入院時にお薬をお持ちの場合は、必ず看護師にお申し出ください。
●当院の処方以外のお薬を服用される場合は、必ず主治医にご相談ください。

3-1 お薬について

●お食事は患者さまの症状に合わせて、医師との連携のもとで調整しております。
　患者さま、同室の方への差し入れ、食べ物のやりとりなどはご遠慮ください。
●栄養相談をご希望される方は、医師・看護師にご相談ください。
●持ち込み食に関しては、必ず主治医にお確かめください。

3-2 お食事について

●貴重品は自己管理となります。床頭台の引き出し内に金庫がついています。
　ご使用の際は、カギをかけ、個人でカギを保管してください。
※病院内には、患者さま、見舞い客、その他大勢の出入りがございます。
　　カギ・貴重品の紛失・盗難については、当院では責任を負いかねます。
●患者さまの安全のため、防犯カメラを設置しております。

3-3 貴重品保管について

●ネームバンドとは、腕または足首に巻いて頂くバンドです。氏名・生年月日・ID番号などが記されています。
　当院では、患者さま誤認を防止し、医療安全を推進するため、すべての患者さまに装着して頂いております。

3-4 ネームバンドについて

●外出・外泊を希望される方は、医師または看護師にご相談ください。
　医師の許可を受けた後、所定の手続きをして頂きます。
　※病院敷地外に出かけられるときは、許可証が必要です。

3-5 外出・外泊について

3-6 テレビのご利用について

●携帯電話のご利用は、使用可能エリアでお願いいたします。
●公衆電話は、「1階受付フロア」「2階ラウンジ」「3階」に設置してあります。
●電話の取次は原則行っておりません。
●両替は、1階受付にて行っております。（9：00　～　16：30／月曜～土曜）

3-7 電話の使用・電話の取次について

●コインランドリーは2階にございます。
　※21：00までご利用可能です。
　※洗濯：1回　100円　／　乾燥機：30分　100円

3-8 コインランドリーについて

●テレビカードは、2階ラウンジの自動販売機でお買い求めください。
　※差額ベッド代が発生するお部屋では、カードは必要ありません。
　※残高のあるテレビカードの精算はできません。ご注意ください。
●テレビご利用の際は、他の患者さまのご迷惑となりますので、必ずイヤホンをご使用ください。
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●電子レンジ・冷蔵庫は、ラウンジ横の給湯室にあります。
　※持ち込みの飲食物の紛失・盗難につきましては、当院では責任を負いかねます。
　　お品物には、必ず名前と日付の記入をお願いいたします。
●大きさに関わらず、電気器具・電化製品の持ち込みはご遠慮ください。
●音の出る機器をご使用の際は、他の患者さまの迷惑にならないよう、必ずイヤホンをご使用ください。

3-9 電子レンジ・冷蔵庫、電気器具について

●出張理容師が、月2回来院します。
　ご希望の方は、看護師にご相談ください。

3-10 散髪について

●入院中の患者さまご自身、もしくは他の患者さまの
　『病状、検査、緊急対応など』のためにご入院中の病室の移動を
　お願いすることがあります。ご理解とご協力をお願いいたします。

3-11 病室移動について

当院では、広く皆さまからのご意見を頂くために、

　・アンケート調査（入院中・退院後）

を行っております。
皆さまから率直なご意見を頂き、改善活動に活用させて頂きます。

3-13 ご意見・ご要望について

●当院に売店はございません。
　※医師の許可を得て病院前のコンビニエンスストアへの外出可能です。
　　外出の際は、外出届が必要となりますので
　　看護師にお申し付けください。
●他の病室、看護室、配膳室などへの出入りはご遠慮ください。
●室温調整は職員が随時行います。空調スイッチ、リモコン操作
　などはご遠慮ください。
●当院敷地内は禁煙です。医学管理・医療的指導や
　受動喫煙防止の観点から、当院敷地内での喫煙はご遠慮ください。
●インターネット回線はございません。
　※私的にインターネット回線を契約されている方のご利用は可能です。
●お化粧・マニキュア等は、診断および観察の妨げになる場合がありますので、
　看護師にご相談ください。

【武蔵野市 歯科医師会からの歯科健診について】
●当院では、定期的に武蔵野市歯科医師会からの歯科健診があります。病状により、
　入院患者さまの虫歯の治療、入れ歯の調整などの相談を行うことができます。
　治療が必要なときや、診療のご要望がある場合は、看護師にお知らせください。

3-12 その他
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患者さま・ご家族のみなさまへ4

①　点滴・注射・輸血・検査・処置・手術等、患者さまのお名前の確認が必要な場面では、
　　患者さまご自身からお名前を名乗って頂き、確認をおこなっております。

②　個人情報保護について配慮しておりますが、医療安全上の観点から、
　　病室・ベッドサイドに患者さまのお名前を表示しております。あらかじめご了承ください。

③　患者さまの病名や病状等に関するお問合せについては、原則としてお電話では一切お答え
　　できませんのでご了承ください。

④　院内での携帯電話のご使用は、他の患者さまのご迷惑になりますので
　　決められた場所でお使いください。

⑤　当院は、全館禁煙になっております。ご協力の程よろしくお願いいたします。

⑥　小学生以下のお子さまや多人数のご面会は，他の患者さまのご迷惑になりますのでご遠慮ください。

⑦　特別な事情で、時間外にご面会をご希望の場合は，看護師にお申し出ください｡

⑧　医師、看護師、病院職員の指示はお守りください｡

⑨　他の病室への無断出入り、大声での会話・騒音等は、他の患者さまのご迷惑となりますので
　　ご遠慮ください。

⑩　患者さまの不穏時に、危険を伴うことが予測される場合、ご本人又は他患者さまの安全を優先し、
　　身体抑制、個室の使用、家族の付き添い等ご相談させて頂きます。

⑪　万一、非常事態が生じた時は、病院職員が誘導いたします。
　　指示に従ってください。

当院では、入院中の「快適な療養環境と安全な医療」を提供することに努めております。
医療は患者さまと医療提供者とがお互いの信頼関係に基づき、共同して行うものです。
事故などの未然防止に、ご協力をお願いいたします。

転倒・転落防止対策について
●当院では療養環境を整備することにより、転倒・転落の予防に努めておりますが、
　思いがけない転倒やベッドなどからの転落事故が起こることが少なくありません。
　安全な入院生活をおくるために、患者さまやご家族の方々と一緒に、転倒・転落
　の防止に努めますので、ご協力をお願いいたします。

　ご不明な点は、どのようなことでも医師及び看護師にご相談ください。

※当病院職員に対する謝礼・贈物などは固くお断りいたします。
※たばこ・ライター・刃物・はさみ類の危険物の持ち込みは、ご遠慮ください。
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アメニティセットについて5

アメニティセットは、2タイプから選択してご利用頂けます。
詳しくは別紙を参照して頂き、病棟スタッフにお尋ねください。

入院時に下記のご準備をお願いいたします。なお、アメニティセットのご利用がなく、臨時または必要性が
生じ、病院備品を使用する場合、一個（一枚）使用ごとに料金が発生いたします。ご了承ください。
※アメニティ未加入の場合、入院時に事前承諾として「病衣・紙オムツ等使用料金承諾書」に署名頂きます。

※病衣代は洗濯代を含みます。1回の洗濯で上記金額を請求させて頂きます。

●寝巻と下着類（前開きパジャマ、介護寝巻、浴衣、甚平のいずれか）
●必要時 紙おむつ・お尻拭きシート（パンツ式、テープ式、尿取りパット、フラット式）
●タオル類（バスタオル、フェイスタオル、おしぼりタオル）
●日用品（コップ・歯ブラシセット・入れ歯洗浄道具・ティッシュ・履き物・入浴用具）
●食器類（吸い呑み等）
●服用中のお薬

【料金詳細（税込）】
・サルバ安心WフィットM（150円／1枚）
・サルバ安心WフィットL （150円／1枚）
・サルバ紙パンツ用やわ楽パット（25円／1枚）
・サルバやわ楽パンツしっかり長時間M-L （120円／1枚）
・サルバやわ楽パンツしっかり長時間L-LL（130円／1枚）

・そのまま流せるおしりナップ（240円／1袋）
・食事用ディスポエプロン（30円／1枚）
・ジェルボール（洗剤）：（30円／1個）
・病衣（ゆかた）：（300円／1回1枚）

5-1 アメニティセットご利用の場合

5-2 アメニティセットをご利用されない場合

アメニティとは、入院中に必要な寝巻・タオル類・日用品・紙おむつなど、お客さまの
ニーズに合わせて1日単位でレンタルをして頂くシステムです。
当院では、患者さまがご入院中に必要とされる「寝巻・タオル類・日用品・紙おむつ」
などのレンタルを専門業者により導入しております。
患者さまやご家族のご負担を減らし、患者さまは療養生活を常に清潔な寝巻・タオル類・
日用品などを、必要な時に必要なだけご使用して頂くことが可能となります。
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その他6

●ご不明な点がございましたら、1階受付までご遠慮なくお申し出ください。

　【お電話でのお問い合わせ】
代表：0422-22-1120　（9：00～17：00／月曜～土曜）

6-1 入院手続に関するお問い合わせ

●「医療費について心配」「退院後の生活は？」「利用できる社会保障制度を知りたい」
　「リハビリ施設を知りたい」・・・
　専門の相談員（ソーシャルワーカー）が、皆さまと共に考え、相談に応じております。
　お気軽にお客さま相談室に、ご相談ください。
　※予約制となっておりますので、あらかじめお電話（上記）または医師・看護師にお声掛けください。
　※ご相談内容によって時間変更を行う場合があります。まずはご相談ください。

6-2 医療相談について

●下記面会時間外で面会を希望される方は、事前にお問合せください。

吉祥寺駅下車　北口より徒歩3分
[JR中央線・総武線・東京メトロ東西線・
京王井の頭線]

【所在地】
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-30-12
TEL：0422-22-1120
FAX：0422-22-1080

6-3 面会時間について

●当院には入院患者さま専用駐車場のご用意はありません。
　入院当日、自家用車でご来院の場合は、必ず運転者の同伴をお願いいたします。

6-4 駐車場について

6-5 交通・アクセス

面会の方は1F 病院受付にて面会簿にお名前等をご記入の上「面会者バッジ」を付けて
病室にお入りください。

【面会時間】 
■平日　　　15：00　～　20：00
■土日祝日　13：00　～　20：00

吉祥寺
駅

五日市街道
西友●

●ミニストップ

●丸井

郵便局●

インテリアしらいし●
スターバックス●

至 三
鷹

至 新
宿

●セブンイレブン

北口

南口

吉祥寺あさひ病院
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6-6 院内案内図

6-7 病棟マップ（2F）

4F

3F

2F

1F

B1

【入院患者さま透析室】

【外来患者さま透析室】

【病棟】

【手術室】
【機能訓練室】

【外来診察室】
【レントゲン】【CT】【内視鏡】【心電図室】
【薬局】【事務室】

【職員スペース】

201

202

216 215 212 211

203 205 206 207

210

209

給湯室
208

【車いす用トイレ】

【男性用トイレ】

【女性用トイレ】

【ラウンジ】

【浴室】

【エレベーターホール】

【ナースステーション】
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