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１　入院手続きに必要なもの

２　準備品について

１　お食事について

使用中の「健康保険証」「国民健康保険証」等
病棟にて退院までお預かりします。
保険証と併せてお使いのもの。「高齢受給者証」「公費受給者証」等
入院費の窓口でのお支払い額が軽減されます。（お持ちの方のみ）

認印をお持ちください。

洗面入浴用具

食事の時に必要なもの

日用品

持参薬など

保険証
診察券
医療受給者証
限度額適用認定証
入院誓約書

印鑑
入院保証金

退院証明書など

医師の指示により患者さまの病状にあったお食事を提供させていただいております。
また、当院では適時適温給食を実施しております。
■ 食事時間
　朝食： 8：00　　昼食：12：00　　夕食：18：00
■ お食事前の配茶について
　 コップ又は吸呑みに入れさせていただきます。また、ポットや魔法瓶等へは各病棟に設置しております。
　 給茶機をご利用ください。
■ 割れやすい陶器やガラス等のコップはご使用にならないようお願いします。

※ 緊急入院の場合は１階受付で、入院セット（2,750円 税別）も販売しております。
　 入院セット（コップ・急須・スプーン・ティッシュ１箱・歯磨きセット・お箸・タオル）

内容をご確認の上もれなくご記入ご捺印をお願いします。
連帯保証人は独立の生計を営み、かつ支払い能力のある方でお願いします。

保証金は退院の際にご返金致します。
それまで「預かり証」を大切に保管し退院時にお持ちください。
● 交通事故・自由診療　　100,000円
● 健康保険・国民健康保険　50,000円

直近３ヶ月以内に他病院に入院されていた場合は入院歴がわかる

歯磨きセット・タオル２～３枚・バスタオル（２枚）・くし
シャンプー・リンス・石鹸など。

湯のみ・やかん又はポット（小）
※ お箸・スプーンは病院でご用意します。

寝巻き又はパジャマ・下着・室内履き・ティッシュペーパー
イヤホン（個室は不要です）
手術を受けられる方は入院してから病棟でご説明します。

現在継続して服用しているお薬と薬剤情報提供書（お持ちの方のみ）
またはお薬手帳。

「退院証明書」などをお持ちください。
※ 保険証の提出がない場合は全額自費扱いとなりますのでご注意ください。
　 また保険の種類が変更になった場合や保険証記載事項が変更になった場合はすぐに１階受付までご連絡ください。



主治医の許可が必要です。

２　ご面会について

３　外出・外泊について

４　病状説明について

５　退院について

６　地域医療連携室について

１） 面会時間は午後１時より午後８時までとなっております。
２） ご家族の方も療養上、面会時間は堅くお守りください。
　  ただし、病状その他の事情による時間外の面会については病棟看護職員にご相談ください。
３） 感染防止のため、小さなお子さま、又は風邪をひかれている方等の面会はご遠慮ください。
４） 多人数での面会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。
５） お見舞いの食べ物は病状により差し支える場合がございますのでお控えください。
 　 特になまものは食中毒の原因となりますのでご遠慮ください。
  　衛生上当方にて処分させていただく事がありますのでご了承ください。
６） 生花は大部屋の場合、お控えください。

外出、外泊を希望される時は、事前に主治医の許可が必要です。 
届出用紙への記入が必要ですので、看護職員にお伝えください。

主治医より治療方針等の説明をさせていただきます。
日時は当院よりご家族さまに連絡させていただきます。
尚、説明を聞かれる方はご家族間で代表となる方をお決めください。

病気や怪我によって生じる問題やご自宅での療養に不安のある方のご相談を受け
皆さまと共に考え安心していただけるようサポート致します。
例えばこんな時にご相談ください。
・医療費について心配である
・退院後の生活や介護について不安がある
・介護保険やその他様々な福祉制度について知りたい
・その他
※ 相談内容については秘密を厳守します。
　 尚、相談は無料です。

１） 入院中の生活については、医師、看護師の指示に従ってください。
２） 携帯電話の使用については病棟デイルーム等、決められた場所でご使用ください。
３） テレビは他の患者さまの迷惑にならないように必ずイヤホンをご使用ください。
　  尚、テレビカードは3階デイルームの自動販売機にて販売しています。
４） 飲食物を持ち込まないでください。
５） 患者さまへの外からの電話は緊急時以外お取次ぎできません。尚、外部へ電話をお掛けに
　  なる場合は公衆電話をご利用ください。
６） 病室は午後9時に消灯します。
７） 病室等の壁、その他への貼り紙、落書き等は一切お断りします。
８） 故意や重大な過失により病院の設備、物品等を破損された場合は弁償していただきます。
９） 他の患者さまの迷惑にならないようにしてください。



入院患者さまの主な一日の過ごし方をご紹介します
病状等により、一部スケジュールが変更になる場合がございます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ スケジュールは一例です

・  朝　　食

・  昼　　食

・  夕　　食

・  消　　灯

・  検温　
・　点滴、看護処置　
・　検査
・  リハビリテーション
・  入浴（シャワー浴）

・ 手術　・　検査
・ リハビリテーション
・ 入浴（シャワー浴）

・  起床　・　洗面
・  検査（採血，採尿）など

午前

6：00

午前

8：00

午前

10：00

午後

0：00

午後

1：00

午後

6：00

午後

９：00



１日あたりの料金※ 特別室

４　階　病　棟
３　階　病　棟

27,500
27,500 12,100

12,100
3,300 1,100

1,100

個　室 回復室
（317号）

総室
（310号～316号、401号～402号）

　料金計算上、午前0時をもって1日分として計算します。例えば、個室を1泊2日利用の場合は、料金は
　2日分となります。

当院は、健康保険法により保険医療機関の指定を受けており、入院費用は社会保険の点数表により計算
します。当院の3階急性期病床は「診断群分類包括評価算定方式（ＤＰＣ）」により医療費を計算しており
ます。
■診断群分類包括評価算定方式（ＤＰＣ）とは
１） 入院される患者さまの病気、症状をもとに、手術、処置、合併症の有無などにより定められた1日
　  あたりの定額の点数を基本に医療費を計算する方式です。
２） １日あたりの定額の点数は、厚生労働省の定める区分ごとに入院日数に応じて定められています。
３） 手術・麻酔・輸血・指導・リハビリなどについては、従来どおり「出来高払い方式」で計算されます。
４） 入院中に病状の経過や治療内容によって「診断群分類区分」が変更となった場合は、退院時などに　  
　  前回支払い額との差額の調整を行うことがあります。
５） 「診断群分類区分」は患者さまの病名や治療内容に応じ、主治医の判断によります。
６） 「診断群分類区分」のいずれにも該当しなかった場合の医療費は「出来高払い方式」で計算されます。

また、下記についての料金は、それぞれ実費をいただきます。
◇ご希望により、ご利用いただける有料個室があり、その個室の加算料金は次のとおりです。
　なお、この有料個室の料金は保険適用外となっておりますので全額自費払いで、入院日から退院日まで
　の料金（日単位）をいただきます。
　 （有料個室の料金は諸般の事情により変更する場合があります）　　

■入院費について

■保険適用外分（オムツ代等自費請求分）について

当院では急性期病棟（3階）、地域包括ケア病棟（4階）があり、ご入院中の病棟により定期請求の期間が
異なります。入院費請求書を患者さまの病室にお届けしますので、1階受付にてお支払いください。

3階病棟　　・・・　　月１回の請求　（月末締め又は退院日）

4階病棟　　・・・　　月３回の請求　（10日・20日・月末締め又は退院日）

※月の途中で４階病棟へ移動された方は、その月は月末締めとなります。

3階病棟　　・・・　　月３回の請求　（10日・20日・月末締め又は退院日）

4階病棟　　・・・　　月３回の請求　（10日・20日・月末締め又は退院日）



１　リストバンドの装着について

２　全面禁煙について

3　転院・転室等について

4　入院期間中の他医療機関への受診について

５　暴言・暴力・迷惑行為について

診断書および生命保険などの諸証明書を依頼される場合は1階受付にてお申し込みください。
なお、指定の用紙をお持ちの場合は併せて提出をお願いします。
※文書の種類により費用が異なります。お申し込み時にご確認ください。
※作成には時間がかかります。ご了承くださいますようお願いします。

当院では患者さまの安全を確保するため、入院患者さま全員に入院から退院まで「リストバンド」の
装着をお願いしております。装着することにより手術・検査・点滴などにおける患者さまの誤認を防
止し、入院治療が安全、安心に行われることを目的としております。趣旨をご理解いただき、ご協力く
ださいますようお願いします。
なお、リストバンドに不具合が生じたり、不明な点がございましたら、遠慮なく職員までお申し出
ください。

当院では喫煙に関して、皆さまの健康への影響や「健康増進法」の施行などを鑑みて、当院の敷地内
は全面禁煙となっております。

診断治療方針により、他の病院に転院、又は、治療内容、入院期間などに応じて、他の病室へ
の移動、他の病棟への転棟をお願いすることがございます。患者さまのご希望には添えない場合も
ございますが、ご了承くださいますようお願いします。

保険診療の制度では、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原則
できません。以下の場合には必ず担当医、看護師へ事前にお知らせください。
□ 入院期間中に他の医療機関の受診が必要となった場合。
□ かかりつけ医院、病院へ定期受診される場合。
□ 他院でお薬の処方を受けられる場合。

「患者さまの権利と義務」として、当院の診療協力義務にご協力をお願いします。
この事項はご面会の方にも適用します。
□ 他の患者さまへの迷惑行為、医療行為の妨害とみなされる院内での暴言・暴力行為は慎んで
　 ください。状況により警察に通報します。
□ 院内での喫煙や飲酒をはじめ迷惑行為は慎んでください。退院または院外への退去をお願い
　 させていただくことがあります。
□ 無断で外出・外泊された場合、退院していただくことがあります。



職員に対するお心遣いは一切辞退しております。
入院中の自家用車の病院内留め置きは、堅くお断りします。
貴重品は絶対にお持込みにならないようお願いします。病室に持ち込まれた場合の私物（貴重品含
む）の盗難等には責任を一切負いかねますので、ご了承ください。
非常口、非常階段はあらかじめご確認ください。非常事態が発生した場合は職員が誘導しますので
指示に従ってください。また、避難の際には、エレベーターは絶対に使用しないでください。
お気付きの点やお困りごとがございましたら遠慮なく職員にお申し出ください。

１）
２）
３）

４）

５）

その他不明な点があれば職員にお尋ねください。



ロ ッ カ ー
各ベッド脇に設置しております。鍵はありません。
床に荷物を置かないようお願いします。

洗　濯　室
（コインランドリー）

３階、４階
テレビカードを使用してください。
自動洗濯機（２００度数） ・乾燥機（３０分１００度数）
洗剤はありませんので各人でご用意ください。

テレビカード
販　売　機

３階デイルーム

1階待合ホール
3階デイルーム

ご利用にはカード１,０００円（１０００度数、約２０時間）
が必要です。（個室は不要）
各テレビにはリモコンが付属しております。
ご覧の際は必ずイヤホンをご使用ください。
テレビカード利用残額の精算は出来ません。
イヤホンは１階受付でも販売しております。（３８５円）

公 衆 電 話

駐　車　場

新　　　聞

第１、第２駐車場

非　常　口
３階フロア（３２３号室 横、 ３０８号室、 ３１０号室 横）
４階フロア（４２５号室 横、 ４０７号室、 ４０８号室 横）

各階にあります。

３階

３階
４階

１階待合ホール
３階デイルーム
５階ラウンジ

１階ホールは軽食及び飲み物、３階ホールは飲み物、５階
ラウンジはドリップコーヒーとなっております。売店はござ
いませんのでご了承ください。

１階受付にて朝刊のみ販売しております。（150円）

自動販売機

病　　　衣

給　湯　器

浴　　　室

エレベーター横にあります。主治医の許可が必要です。
シャンプー、リンス、石けんの準備をお願いします。
男性は髭剃り（出来れば電気髭剃り）もご用意ください。
入浴ができない方も清拭、洗髪を行います。

電 気 器 具

ご　み　箱 各ベッドに設置してあります。

・１階 玄関（風除室）
・３階 病棟デイルーム（使用可能区域周辺）
・４階 病棟デイルーム（使用可能区域周辺）
・５階 ラウンジ

▼携帯電話使用許可区域▼

携帯電話は携帯電話使用可能区域にてご使用ください。
テレホンカードの販売はしておりません。
各個室には電話機が設置してあり、“0” 発信で通話出来
ます。使用料は後日精算となります。
職員が使用しているＰＨＳは医療機関専用になっており
ますので害はありません。

第１、第２駐車場計約４０台分あります。

原則使用禁止です。電気毛布、アンカ、パソコン、ラジオ等
使用されたい方は、職員までお申し出ください。
治療に必要な場合はこれに限りません。

寝衣の準備が困難な方、治療上、病衣が必要な方は
リースでの利用が可能です。
（病衣 ７７円/日  つなぎ式 １６５円/日）

お茶、お湯、冷水がご入用の際は、ホールに設置しており
ますのでご利用ください。



手術・中材部門

管理部門

非常口

診察室
（1）

診察室
（3）

診察室
（5）

点滴室

処置室

エコー室

リハビリ室

検査室 内視鏡室DI室薬局 内視鏡用
回復室

診療情報
管理室

診察室
（2）

受付　会計　事務室
診察室1～5　処置室　点滴室　MRI室
CT室　X線TV室　一般撮影室　救急室

薬局　DI室　エコー室　内視鏡用回復室
内視鏡室　検査室  リハビリ室
手術・中材部門　管理部門　診療情報管理室

（回復室）



ＴＥＬ　（０７９７）８５-５５７７

一般外来診療 在宅訪問医療

児玉診療所（在宅療養支援診療所）

こだま病院の附属診療所として各々が高い専門性を持つ
多数の医師により診療を行っています。宝塚駅前という
立地と幅広い診療科目で身近に皆様の健康のサポートを
させて頂きます。19 床ではありますが、入院可能です。

ＴＥＬ　（０７９７）８７-５５５６

疾病予防運動施設

レッヒェルン「Boxing&Fitness」

メディカルフィットネスという社会的意義を有する施設
です。医学的な指導、管理ができ（運動処方箋の作成な
ど）、健康な方はもちろん、身体的に不安のある方にとっ
ても、安心してご利用いただけます。

ＴＥＬ　（０７９７）８７-０１３６

居宅介護支援

それいゆケアプランオフィス

介護を必要とされる方ひとりひとりの状態や環境に合わ
せた最適なケアプラン作成はもとより、介護保険の申請
からサービスの調整まで、介護サービスに関わることす
べてにご相談、お手伝いをさせて頂きます。

ＴＥＬ　（０７９７）８５-３３９０

通所リハビリテーション

デイケアあけぼの

自立した生活を目指し、専任医師の指導の下、計画的な
医学管理の下でリハビリテーション、入浴、食事、レク
リエーションなどのサービスを日帰りで提供します。専
用車両での送迎です。

ＴＥＬ　（０７９７）８５-３３８０

認知症対応型通所介護

デイサービスのどか

日帰りで通って頂き、入浴、食事機能回復訓練によって
心身をリフレッシュし、集団での社会的な交流をはかる
ことで孤立感を癒し、自立を支援する個々にあった介護
サービスを提供します。専用車両での送迎です。

ＴＥＬ　（０７９７）８５-５５８５

認知症対応型共同生活介護

グループホームかわも

認知症の方を対象とし、地域住民との交流など家庭的な
環境のもと、利用者様の健康管理を常に行い日常生活上
の機能訓練を受けながら、自立した共同生活を営むこと
ができます。

小規模多機能型居宅介護
ＴＥＬ　（０７９７）８５-０２３４

小規模多機能型居宅介護

せせらぎ

デイサービス（「通い」）を中心に利用者様の状態や希望
に応じてショートステイ（「宿泊」）も出来ます。また訪
問介護も行い、在宅での生活が継続できるサービスを提
供します。

ＴＥＬ　（０７９７）８１-９３６６

訪問看護

ひかり訪問看護ステーション

ご自宅で療養生活を送っている方を看護師が訪問し、日
常の看護や医師の指示による医療処置などきめこまやか
なサービスを行い、ひとりひとりが安心して療養して頂
けるよう真心を込めた訪問看護サービスを提供します。

　　　　　　　　 では、地域に根ざした医療から介護保険に対応した
在宅サービスまでご支援します。以下は当院併設の介護事業所と診療所です。
医療法人



JR宝塚

清荒神

阪急宝塚
阪急今津線

JR宝塚線

宝塚歌劇場前交差点

宝塚大橋
宝塚
大歌劇場

至池田→

阪急宝塚
線

武庫川

176

JR・阪急宝塚駅徒歩2分児玉診療所 阪急バス「御殿山2丁目」下車スグ
お車では「宝塚歌劇場前」交差点を北へそれいゆケアプランオフィス

ひかり訪問看護ステーション
グループホーム「か わ  も」
デ イケア「 あ  け  ぼ  の 」
デイサービス「の  ど  か 」
小規模多機能型居宅介護せせらぎ

レッヒェルン
Boxing&Fitness

〒665-0841宝塚市御殿山1丁目3番2号　TEL（0797）87-2525（代）
ホームページアドレス　https://www.soreiyu.net

診療科

医療法人

併
設

大切
なことを真心こめて

内科，外科，整形外科，泌尿器科，糖尿病・代謝内科，
消化器内科，消化器外科，循環器内科，呼吸器内科，
リウマチ科，リハビリテーション科，放射線科，救急科　　　　　

・それいゆケアプランオフィス
　　　　　　（居宅介護支援）
・ひかり訪問看護ステーション
　　　　　　　　（訪問看護）
・レッヒェルン「Boxing&Fitness」
　　　　（疾病予防運動施設）

・グループホーム「か  わ  も」
　　（認知症対応型共同生活介護）
・児玉診療所デイケア「あけぼの」
　　　（通所リハビリテーション）
・児玉診療所デイサービス「のどか」
　　　　（認知症対応型通所介護）
・小規模多機能型居宅介護せせらぎ

月曜日～金曜日
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