
入院されたら最初にご覧ください

宗教法人カトリック聖ドミニコ宣教修道女会

聖マルチン病院

入院生活のご案内

安心して入院生活を
送っていただくために

坂出

※このパンフレットを読んでいただいて、
分からない点は看護師にご質問ください。



聖マルチン病院の理念・基本方針

看護部の理念

患者さまの権利とお願い

私たちはキリスト教の愛にもとづいて生命の尊重、
人格の尊厳と平等、病める人々の権利を守る医療を行い、
心身の救いを目指します。

基本方針

・良質で愛のある医療 ・安全と信頼の医療
・地域に密着した医療 ・質の高い高齢者医療とケア

１．一人一人の人格と尊厳を守り、命を大切にする。

２．専門知識・技術を身に付け自己研鑽に励む。

３．安心して療養ができる環境を提供し、地域社会にあって
も安定した生活が送れるように援助する。

当院は患者さまを尊重し、患者さまとの信頼関係を深め、より良い治療を行
うことを目標に患者さまの権利とお願いに関する宣言を掲げます。

１．良質の医療を受ける権利
安全で良質な医療を公平公正に必要な限り継続して受ける権利があり
ます。

２．情報を知る権利
治療や病状について納得ができるまで十分な説明を受け自由に質問す
る権利があります。

３．選択の自由の権利
医師を自由に選択し、または変更する権利と他の医師の意見（セカン
ドオピニオン）を求める権利があります。

４．健康教育を受ける権利
健康的なライフスタイルや疾病の予防、早期発見についての教育を受
ける権利があります。

５．自己決定の権利
十分な説明を受け、自らの意思で治療を選択または拒否する権利があ
ります。

６．プライバシー保護の権利
診療の過程で知られた個人情報が守られる権利があります。

７．尊厳を得る権利
尊厳を保ち、やすらかに終末期を迎えるための支援を受ける権利があ
ります。特に精神神経疾患がある患者さまの権利を擁護します。

８．お願い
病院の規則並びに医療従事者からの指示をお守りください。厳守され
ない場合には診療や療養を継続することができなくなることがありま
す。1
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□ 診察券

□ 入院申込書（署名・捺印済みのもの）

□ 印鑑

□ 保険証類（健康保険証・高齢医療受給者証・限度額適用認定証 等）

□ 手術・検査同意書（該当の方のみ）

□ 室料差額同意書（該当の方のみ）

□ 現在、服用中のお薬と「お薬手帳」や「お薬説明書」

※健康保険証類は入退院時や月初めには必ずご提示ください。なお、保険

証等の内容に変更があった場合、お早めにお申し出ください。

１
入院時にお持ちいただくもの

●洗面・洗髪用具（洗面器，歯ブラシ，石けん，シャンプー，ひげそり，

ヘアブラシ 等）

●食事に使うもの（はし，スプーン，湯のみ 等）

●日用品（タオル，バスタオル，下着，ねまき，おむつ（※必要時），

ティッシュ，普段履き慣れた靴 等）

ねまき・タオル類レンタルのご案内

●当院では、院内衛生管理の徹底のため、ねまき・タオル・その他日用品の

レンタルを実施しております。

セット名 レンタル内容 料金（税込）

Ａセット

ねまき（甚平もしくはガウン）

タオル類…※①

日用品…※②

専用ネット無料洗濯

380円／日

Ｂセット
ねまき（甚平もしくはガウン）

タオル類
165円／日

※①タオル類（バスタオル＆フェイスタオル）

※②日用品（リンスインシャンプー＆ボディソープ）

※レンタル料金は、ワタキューセイモア（株）より退院もしくは月末にて締め、
ご利用月の翌月中旬頃にご指定の住所に請求書を郵送いたします。

★緊急入院で病衣をお持ちでない方には、原則としてレンタルのねまきを着用

していただいております。

St. martin’s hospital3



２入院手続きについて

【即日入院が必要な場合】

外来担当看護師が診察後に必要な手続きをご説明いたします。

【予約入院の場合】

各科の外来受付にお申し出いただき、そのままお待ちください。

※３か月以内に当院以外への病院に入院されていた方は、「退院証明書」を

入院病棟へご提示ください。

３
診療・看護について

■当院はチーム医療を行っています。休日、夜間など主治医が不在の時は

必要に応じて当直医師や代行医師が診察を行います。

■医師の治療方針に基づいて薬剤師による服薬指導や栄養士による栄養指

導・相談を行っております。

■入院中に他の医療機関を受診される場合は、必ず主治医にご相談ください。

■看護師は変則３交代制で勤務しております。ご心配なことや気になること

がございましたら、ご遠慮なくお申し出ください。

■ご家族の付き添いについてご質問がありましたら、病棟の看護師長に

ご相談ください。

St. martin’s hospital

当院では医療事故を防止し、より安全な療養生活を提供するために日々取

り組んでおります。

◎入院中はリストバンドを手首に着用させていただきます。退院までご着

用をお願いいたします。

◎検査・処置等、様々な場面でお名前をフルネームで確認させていただき

ます。

入院中の安全管理について
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セット名 レンタル内容 料金（税込）

紙おむつ
セット①

【常時紙おむつ利用の方向けプラン】

テープ止めまたはパンツ 1日1枚～2枚程度

尿取りパッド 1日5枚程度

550円／日

紙おむつ
セット②

【軽度利用の方向けプラン】

テープ止めまたはパンツ 1日1枚程度

尿取りパッド 1日2枚程度

330円／日

紙おむつ
セット③

【少量利用の方向けプラン】

テープ止めまたはパンツ 1日1枚程度

尿取りパッド 1日1枚程度

220円／日



個室のご利用について
５

■個室をご希望の方は、入院のご予約時にお申し出ください。

※利用料金につきましては別紙をご参照ください。

※個室の種類、数に限りがありますので、治療の内容によっては

ご希望に沿えない場合がございます。また、入院期間中に病室を

替わっていただくことがございます。あしからずご了承ください

ますようお願い申し上げます。

６

St. martin’s hospital

お見舞い・ご面会について

平日・土曜日 ： 午後 １：００～ 午後８：００

日曜日・祝日 ： 午前１１：００～ 午後８：００

面会時間のご案内

４
お薬について

■入院時には他院で処方された薬とお薬手帳をご持参ください。

■現在服用されているお薬があれば、スタッフまでお知らせください。

■入院中は他病院を受診しても薬処方してもらうことができない場合

や健康保険が使用できない場合があります。

※午後５：００以降は救急入り口をご利用ください。
（Ｐ１２－㉒参照）
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■病状により面会をお断りさせていただいたり、面会時間を制限さ

せていただくことがございます。

■面会時間は厳守でお願いします（治療や処置の妨げになります）。

■小さいお子様連れ、咳・発熱・下痢等の症状がある方は、患者さん

への感染の恐れがあるため、面会をお控えください。

■面会時は各病棟のデイルームをご利用ください。

■面会時は必ず事前に各病棟のナースステーションにお知らせくだ

さい。



７

St. martin’s hospital

喫煙・飲酒について

※当院は「健康増進法」に基づき、敷地内禁煙となっております。

病室・建物内および駐車場等での喫煙は固くお断りいたします。

※入院中の飲酒は固くお断りいたします。

※なお、病院内での飲酒や屋内での喫煙が認められた場合は、退院し

ていただきます。ご了承ください。

※周囲の方々への影響があるため、飲酒や喫煙を連想させる物のご使

用（電子タバコ・加熱式タバコ・ノンアルコールビール等）につい

てもご遠慮いただいております。

喫煙・飲酒について

消灯時間について
８

消灯は 午後９：００ となっております。

入浴について

９
■浴室は各病棟にあります。ご利用につきましては、看護師にお尋

ねください。

※洗面・入浴が困難な方は、スタッフがお手伝いいたします。

また、療養上、入浴ができない方へは温かいタオルでお身体を拭

かせていただきます。

外出・外泊について
10

■外出・外泊については主治医の許可が必要となります。ご希望

の際は、あらかじめ看護師にお申し出ください。

※手続きには印鑑が必要となります。

※私用等で病棟を離れる際には、ナースステーションに声掛け

をお願いいたします。

6



St. martin’s hospital

11
電話について

■公衆電話は外来ロビーに設置しています。

■携帯端末は院内の使用上のルールを守ってご使用ください。

■院外からの電話のお取次ぎ 午前７：００～午後６：００

＜携帯端末（スマートフォン・携帯電話等）使用上のルール＞

① 病院内ではマナーモードにしてください。

② 医療機器が近くにある場合は使用しないでください。

③ 個室以外で使用の際には、周りの方のご迷惑にならないよう、

マナーを守ってご利用ください。

12
お食事について

■入院中のお食事は病状に合わせて、医師の指示によりご提供いた

します。（※外部からの持ち込みはご遠慮ください。）

■お食事は適温でお召し上がりいただけます。

■毎週金・土曜日はメニューをお選びいただけます。（※常食・全

粥食の方のみ）事前にメニューを配布いたしますので、お好きなも

のを選び看護師までご提出ください。

■湯茶は給湯器をご利用ください。（※ご自分での準備が困難な方

には、お茶もしくは白湯をお配りします。）

■食事は各病棟のデイルームでお召し上がりいただくこともできま

す。

■各階にはドリンク自動販売機を設置しています。療養上の指示を

守ったうえでご利用ください。

食 事 開始時間

朝 食 午前８：００

昼 食 午後０：００

夕 食 午後６：００

※何らかの理由でお食事をされない場合は、食事開始時間の１時間
前までにご連絡ください。
時間を過ぎるとご希望に沿えない場合がございます。あらかじめ

ご了承ください。
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13
寝具・洗濯について

■シーツ交換 ： 週に１回（※汚れた場合は随時交換します。）

■下着等の洗濯については各病棟のコインランドリーをご利用くだ

さい。

＜コインランドリー利用料金＞

洗濯機 ： １回２００円（およそ３０分）

乾燥機 ： １回１００円（およそ３０分）

※使用時間 ： 午前８：００～午後８：００

この時間帯以外でのご利用はお控えください。

14
電気器具について

■電気製品の持ち込みは、各病棟看護師長への届出が必要です。

■病室に設置しているテレビは専用カードでご使用ください。

※カードはカード販売機でご購入ください。（１枚1,000円）

販売機は各病棟のデイルームに設置しています。

■カードが不要になった場合は、精算機をご利用ください。

精算機は３病棟のデイルームもしくは１Ｆ受付ロビーに設置して

います。

（※両替機は３病棟のデイルームに設置しています。）

テレビをご覧になる場合は、他の患者様のご迷惑にならぬよう、最小
限の音量でご覧いただくか、もしくはイヤホンをご利用ください。
（※イヤホンは病院１Ｆの売店で販売しています。）

St. martin’s hospital 8
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15
非常時防災について

■病院は敷地内全面禁煙です。火災の原因になりますので、喫煙及び

火気の持ち込みは厳禁です。

■火災・地震等の非常事態が起きた場合は、看護師や職員の指示に従

い落ち着いて避難してください。

■非常時は濡れたタオル・布等で、鼻、口を覆いなるべく低い姿勢を取って

ください。

■火災・地震等、非常の際はエレベーターは危険ですので絶対使用しないで

ください。

■入院時は非常口・避難経路をご確認ください。

16
入院費のお支払いについて

■健康保険をご利用の場合は、患者様ごとに保険の種類や年齢・所得

等によって１カ月の自己負担額が異なります。

■総医療費に負担割合をかけた額と、食事負担額×食べた食事数を合

わせたものが、患者様の負担額となります。

■個室をご利用になった場合は、上記に加えて別途、室料差額をいた

だきます。

■入院中の患者様のご請求は月１回となります。毎月ごとに月末〆切

のうえ、翌月１０日前後にご請求書を病室までお届けいたします。

■退院時は退院日当日にご請求書を病室までお届けいたします。

（※退院時の請求書につきましては、退院時間までに間に合うように

作成いたします。後日の確認作業等により、退院後に追加請求が発

生する場合がございます。あしからずご了承ください。）

■支払い済みの領収書は確定申告などの際に必要となります。大切に

保管願います。

■高額療養費や限度額適用認定証をご利用になると、窓口でお支払い

になる金額を安く抑えることができます。

■同じ症状による通算のご入院が１８０日を超えた場合、状態によっ

ては入院基本料の１５％が特定療養費として保険とは別に患者様負

担となります。（※平成１８年厚生労働省告示第９９号）

お支払いに関しては病棟事務までお問合せください。
9



St. martin’s hospital 

17
退院の手続きについて

■主治医より退院の許可がありましたら、退院の日を決めていただ

き看護師までお知らせください。

■ナースステーションで請求書をお受け取りになり、１階会計窓口

（２番窓口）でご精算ください。

■ねまき・寝具等のレンタル品はご返却ください。

■お忘れ物には十分ご注意ください。

18
診断書・証明書等の手続きについて

■入院中に必要な場合

⇒ ナースステーションにお申し出ください。

■退院後に必要となった場合

⇒ １階受付窓口（１番窓口）にお申し出ください。

19
患者相談窓口の設置について

■医療の安全と信頼、サービス向上を図るために患者・ご家族の相談

窓口を設置いたしております。

＜設置場所＞ 病院正面玄関より入ってすぐ左の総合案内

＜対応時間＞

月・火・木・金曜日 ： 午前８：００～午後 ５：００

水 ・ 土曜日 ： 午前８：００～午前１２：００

（※日曜日・祝祭日は休み）

ご質問、お悩み等をお伺いし、不安なく治療が受けられるようお手

伝いいたします。

また、各階のデイルームにご意見箱を設置しています。入院中にお

気づきになった点やご要望等について、ご意見をお聞かせください。
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20
その他の注意事項等

■病院内では他の患者さまの療養を妨げないよう、マナーを守ってお

過ごしください。

■清潔、整頓にご協力ください。

■病院施設、設備は大切にご利用ください。（過失・故意による損壊

等につきましては弁償いただく場合もございます。）

■病室の壁やロッカー等にテープの貼付、押しピン等で物を止めるこ

とはしないでください。

■花札、麻雀、遊具、その他生物等、療養上に必要の無いものの持ち

込みは固くお断りいたします。

■職員への贈り物については固くお断りいたします。

■盗難防止のため、現金や貴重品は最小限にしてお持ちください。

（※貴重品の盗難等のトラブルに関しまして当院では責任を負いか

ねます。ベッドごとに備え付けの貴重品入れをご利用ください。）

■セクハラは犯罪行為であり、強制退院をしていただきます。

St. martin’s hospital
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売店・銀行ＡＴＭのご案内

【１Ｆ案内図】

正
面
玄
関

銀行ATMお取扱時間
（百十四銀行／愛媛銀行）

午前9：00
～

午後7：00
（平日・土・日・祝）

売店営業時間

曜
日

月・火・
木・金

水・土 日・祝

売
店

8:00
～

17:00

8:00
～

13:00

第4日曜のみ
8:00～15:00

※年末・年始 12/30～1/3は休み11
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駐車場のご利用について

■ 駐車料金について

６０分まで無料、以後６０分ごとに１００円

■ 駐車スペースに限りがありますので、入院中の方の駐車について

はご遠慮いただいております。

※特別なご事情がある場合は、スタッフまでお申し出ください。

St. martin’s hospital 12

駐車場案内
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病院外観と各階の案内
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