
入院のご案内

　　　　年　　月　　日　　曜日です
　　　　時にお越しください

入院予定日
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独立行政法人地域医療機能推進機構
さいたま北部医療センター

〒331-8625 
埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目851番地
TEL:048-663-1671（代）
HP:http://saitamahokubu.jcho.go.jp

・「加茂宮」下車、東口より徒歩 7分

ニューシャトル

・「土呂」下車、西口より
　コミュニティーバス（東廻り）
　土呂駅西口→北区役所下車
・土呂駅西口より徒歩 17分

JR 宇都宮線（東北線）

・大宮公園駅下車、徒歩 25分

東武線

・「宮原」下車、東口より
バス（大宮駅東口行）
宮原駅入口→宮原一丁目下車
・コミュニティーバス（東廻り）
宮原駅東口→北区役所下車

JR 高崎線

・大 51上尾駅東口行
大宮駅東口→北区役所前下車

東武バス（大宮駅より）
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病院の理念と基本方針

1. 患者さんの価値観に配慮した医療を行う
2. 医学的根拠に基づいた有効な医療を適切な時期に提供する
3. 医療の安全性を高めるための努力を組織的・系統的に行う
4. 地域の医療・保健・福祉機関との相互連携を進める
5. 医療の発展に資するため、すぐれた医療人を育成する
6. 上記 5 項目を実現し継続するため、健全な病院経営を行う

基本方針

患者さんは公平に良質な医療を受けることができます。
患者さんは診療内容の説明を受けることができます。
患者さんのプライバシーや個人情報の機密は守られます。
患者さんは十分な情報を得た上で、自己の自由な意思に基づ
いて医療を受け、あるいは拒否することができます。
患者さんはセカンドオピニオンのために情報提供を求めるこ
とができます。
患者さんはご自身が受けている医療を知るために、診療録の
開示を求めることができます。

患者さんの権利

日々精進し、患者さん、医療者がともに
納得できる、良質な医療を提供する。

基本理念

看護学生・薬学生等の実習教育機関となっております。ご理解とご協力をお願いいたします。

・医師からの病状等の説明は原則平日の 8:30~17:00 となります。
ただし、診療上、緊急を要すると主治医が判断した場合はその限りではありません。
・病状や診療上の都合により、病室のご希望に添えない場合や病室の移動をお願いする場
合もございます。
・訪問理容をご利用いただけます。希望時は看護師にお申し出ください。

・当院ではセカンドオピニオンを受けられます。
セカンドオピニオンとは、病気の治療や検査等についてご自分の担当医以外の医師の意見
を聞き、診療方針を考えるためのものです。病院内で担当医以外の医師を紹介する、また
は当院以外の医師に対しての書類や資料などをご準備いたします ( 有料 )。お気軽にお声
かけください。( セカンドオピニオンは、健康保険適用外となります )

70 歳未満の方のひと月のお支払い額が一定の限度額内にな
る制度です。この制度を利用される方は加入している医療
保険の保険者から発行される限度額認定証をご提示くださ
い。月をさかのぼっての適用は出来かねます。70 歳以上の
方で低所得者区分の適用を受けるためにも限度額認定証が
必要です。



入院中に診断書・証明書をご希望の方は病棟クラークにおたずねください。

当院のホームページより入院患者さんにお見舞いカードを送ることができます。誕生日の
お祝い等にご利用ください。料金は無料です。

患者さん等に関する個人情報の取り扱いに付きましては個人情報保護法並びに当院個人情
報保護法規程に基づき対応しております。

病気治療に関してや、退院後の長期療養が必要な方、訪問看護や医療福祉サービスについ
て、医療ソーシャルワーカーが相談に応じます。

退院後に外来通院が困難な状態で在宅医療を希望され、医師が必要と判断した患者さまに
訪問診療及び訪問看護を行なっています。院内には附属の訪問看護ステーション・居宅支
援事業所もあります。ご希望の場合は、ソーシャルワーカーまたはケアマネージャーまで
お申し出ください。

患者さんはご自身の病状に関する情報をできる限り正確にお伝えください。
患者さんは治療方針に従って、治療に専念するよう努めてください。
当院は看護学生及び医療技術学生等の臨床実習機関になっております。実習生が厳重な監
督の下に見学・実習・研修に伺う際には、ご理解とご協力をお願いいたします。
入院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。
当院では暴力行為、暴言、脅迫、不当な要求などの行為に対して警察に通報し、厳正な対
処をしています。
病院敷地内は禁煙となっております。喫煙は出来ません。

●保険証
●診察券 (ID カード )
●寝衣 ( パジャマなど )
●下着
●洗面用具 ( タオル・バスタオル・歯ブラシ・
歯磨き粉・石鹸・シャンプーなど )

●イヤホン ( テレビに使用 )
●日常生活用品 ( ティッシュぺーパーなど )
●滑りにくい履き物
●現在、飲んでいるお薬
●おくすり手帳

※寝衣類やタオル、紙おむつ等の日常生活用品の有料レンタルがご利用できます。
※持ち物については、最小限にお願いいたします。
※刃物等危険物 ( ナイフ・カッター・はさみ・カミソリ・ライター等 ) の持ち込みはご遠慮ください。

①入院手続きは、1 階総合受付入退院窓口で行ってください。
②入院手続きに必要なもの。
入院申込書 ( 必要事項を記入し必要な箇所に押印してください )
健康保険証および医療受給者証
その他、各種医療費助成の証明書をお持ちの方は手続き時にご提示ください。
入院時保証金 ( 入院時にお預かりし退院時のお支払いの際にご精算いたします )
●交通事故及び保険証のない方     　　　　　　　　　　　　　100,000 円
●健康保険・公費自己負担有の方 ( さいたま市助成制度等 )　　30,000 円
●労災・公務災害および公費自己負担無の方　　　　　　　　　なし
③他の病院および診療所に通院されていた方は、紹介状等をお持ちください。
④他の病院および診療所に 3 ヵ月以内に入院されていた方は退院証明書をお持ちください。



食事時間

8  時頃
12 時頃
18 時頃

消灯時間

21 時頃

起床時間

6 時頃

一日の流れはおおむね次のとおりです。

朝食 安静、治療
点滴、回診
検査、検温

検温 リハビリ、手術 点滴、検温 消灯準備 消灯起床
検温

①入院生活の詳細については、病棟でご説明いたします。
　制約の多い生活となりますがご協力ください。
②入院期間の自動車の駐車は他の患者さんの迷惑となりますのでご遠慮ください。
③電話による病状や治療状況の問い合わせにはお答えする事ができません。
④電話は緊急の場合以外はお取り次ぎできません。但し、お言づけする事はできます。
⑤他の患者さんに迷惑をかけたり、医師・看護師の指示にご協力いただけない場合は退院
していただく事があります。
⑥現在、お薬を服用されている方はお知らせください。また入院時にはお持ちください。
⑦電化製品等の使用はご遠慮ください。
⑧患者さんの誤認を防止するため、「リストバンド」を着用していただきます。

患者さんの病状・治療上の都合により病棟や部屋の移動をお願いすることがありますので
あらかじめご了承ください。

昼食 夕食

ご使用の際は指定場所にてお願い致します。
指定場所以外の場所では携帯電話の電源をお切りください。使用
されますと電子医療機器に誤作動などの悪影響を与える可能性が
あります。

①臓器提供意思表示カード ( ドナーカード ) をお持ちの方
②お持ちではないが、臓器提供意思のある方は、入院時に
担当医師または看護師にお申し出ください。

非常口・避難経路については各病棟に掲示してありますので必ずご確認ください。避難の
必要が発生した場合は職員の避難誘導に従ってください。

多額の現金および貴重品の持ち込みは避けてください。やむをえずお持ちになった場合は、
床頭台に備え付けてあるセーフティーボックス等を使用し、各自の責任で保管してくださ
い。現金のお預かりは当院ではいたしませんので、ご了承ください。
・盗難防止のため、現金や貴重品の管理は床頭台のセーフティーボックスをご利用くださ
い。
・病室を離れる際は、セーフティーボックスの鍵の携帯をお願いいたします。
・盗難や紛失の発生に関しては、当院は一切責任を負いかねます。



①当院は厚生労働省から「DPC（診断群分類別包括評価）対象病院」に指定されています。
そのため入院費は従来の出来高算定方式とは異なり、病名・症状・治療内容をもとに
厚生労働省が定めた包括評価部分（診断群分類ごとに 1 日あたりの定額料金からなる部分。
入院基本料・投薬・注射・検査・画像診断等）と出来高評価部分（手術・麻酔・検査・処置で包括
評価から除外されるもの）を組み合わせて計算されます。
DPC に該当しない場合・DPC 期間を超えて入院している場合は従来の計算方法となりま
す。
②入院費は月締めで翌月の 10 日~15 日頃にご請求いたします。係の者がお部屋まで請求
書をお持ちいたしますので、届きましたら一週間以内にお支払いください。
③退院の会計は当日ご請求いたします。退院日が土曜日または休日の場合は前もって平日
に請求書をお持ちいたします。
④入院中の歯科口腔外科の受診については外来扱いとなり、入院診療費と別に外来診療費
が発生します。
⑤歯科口腔外科で入院する場合、その他の診療科の診察を受けた場合には、入院診療費と
別に外来診療費が発生します。
⑥お支払いは 1 階総合受付支払窓口までお願いいたします。現金の他にクレジットカード、
デビッドカード等がご利用できます。詳しくは窓口までお問い合わせください。退院時会
計の際、入院時保証金を精算いたしますので預かり証を忘れずにお持ちください。

病院食は治療の一貫です。配膳された物以外の飲食については、医師・看護師にご相談く
ださい。当院では、通常献立メニューの他に特別献立メニュー ( 別途費用あり ) をご用意
しております。ご希望の方は医師・管理栄養士・看護師までお申し出ください。【治療上
の都合でご希望にそえない場合があります。】

朝食 昼食 夕食

付き添いは、原則必要はありません。ただし、患者さんやご家族の希望があれば、医師の
判断の上で、ご家族の付き添いができます。

・面会者、同室者への食べ物や飲み物等を配ることはなさらないようお願いいたします。
・生花は喘息やアレルギー体質の患者さんに異常をきたす場合がありますので、お持ちに
ならないようにお願いいたします。

・インフルエンザ、ノロウイルスなどの感染症が流行した時は、院内の面会制限及び面会
禁止となることがあります。
・風邪をひいている方、発熱をされている方の面会はご遠慮ください。
・マスクは各自でご用意ください。(1 階売店でもお求めになれます )

保険医療制度では、入院中に他の医療機関を受診することや薬の処方を受けるこ
とはできません。
★外出・外泊中に患者さんご自身が他の医療機関を受診されたり、ご家族の方がお薬を求
められたりすると、健康保険が使用できず全額自費でお支払いいただく場合もありますの
で、ご注意ください。
★他の医療機関の受診予約がある、お薬が必要である等の際は必ず主治医、看護師までご
相談ください。

退院は医師の許可が必要となります。



種類 1 床部屋 (A） 1 床部屋 (B） 4 床部屋 ( 準個室） 4 床部屋 ( 一般）

室料 12,000 円 ( 税別 ) 9,000 円 ( 税別 ) 3,000 円 ( 税別 ) 無料

テレビ ( 無料 )
冷蔵庫 ( 無料 )

トイレ
洗面台

シャワールーム

テレビ ( 無料 )
冷蔵庫 ( 無料 )

トイレ
洗面台

テレビ ( 無料 )
冷蔵庫 ( 無料 )

テレビ ( 有料 )
冷蔵庫 ( 有料 )

設備

※料金は 1 日で 1 日分、基本料 + 税の料金となります。1 泊 2 日の場合、2 日分の料金と
なります。

テレビ・冷蔵庫は全室各ベッドサイドに設置してあります。備え付けのテレビ・冷蔵庫を
ご利用の際は発行機にてプリペイドカードをご購入ください。また、度数が残っているプ
リペイドカードは精算機で換金できます。（1 床部屋（A）・1 床部屋（B）・4 床部屋（準個
室）は無料）

病院敷地内 ( 駐車場を含む ) は全面禁煙となっております。

入浴は医師の許可が必要となります。

医師の許可が必要となります。許可がでましたら所定の用紙に記入していただきます。

※なお写真はイメージとなります。

①患者さんの治療と安静のために、面会時間は下記の通りとなっておりますので時間厳守にご
協力願います。
●平日 15:00 ～ 20:00　●土、日曜日、祝日 13:00 ～ 20:00
②面会の際は 1 階正面出入口の総合案内または総合受付にて受付後、バッチを付けてから面会
をしてください。状況によっては面会をお断りする事もあります。
③原則、小学生以下のお子さんのご面会は感染予防の観点からご遠慮願います。
④酒気を帯びての面会やお見舞いは他の患者さんの迷惑になりますのでご遠慮ください。

キャシュコーナー
すばるホール内に設置

コインランドリー
5 階病棟にあります。

売店
1階正面玄関横にあります。

営業時間
平日 8:00~18:00

土日、祝日 9:00~17:00

床屋
訪問理容をご利用いただけます。


