
独立行政法人労働者健康安全機構



神戸労災病院は、医療行為が患者さんと医療者との信頼関係の上に成り立つものであること

を認識し、「患者さんの権利に関する宣言」と「患者さんの責務」について定め、患者さんが医療

に主体的に参加できるよう支援して参ります。

患者さんの権利の尊重と

患者さんと医療者のパートナーシップ

病 院 理 念

良質で心のこもった医療を働く人と地域のために

患者さんの権利に関する宣言

◦良質で安全な治療を行います。

◦わかりやすく十分な説明を心がけます。

◦治療法などに関し患者さんの意向を尊重します。

◦患者さんのプライバシーを尊重します。

患者さんの責務
（患者さんへのお願い）

◦患者さんご自身の健康に関する情報を正確にお伝えください。

◦他の患者さんが良質な医療を受けられるように配慮すると共に、職員

が適切な医療を行えるようにご協力ください。

◦病院は診療報酬によって運営されています。支払いにご協力ください。
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入院のご案内
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ご自身の持ち物には、氏名をご記入いただきますようお願いします。

外来受診の結果、担当医から入院指示がありましたら、２階総合受付１番窓口（入院窓口）及び入退院

支援センターにて入院申込手続きと、入院時に必要となる書類のお渡しと説明、確認等を行います。

お渡しした書類は必要事項をご記入のうえ、入院当日にご持参ください。

入院当日は入院予定時間の１５分前までに、２階総合受付１番窓口（入院窓口）へお越しください。

入院手続きが終わりましたら、病棟へご案内いたします。
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入院の手続き

□ 診察券

□ 健康保険証またはマイナンバーカード※
（医療受給者証・介護保険証もすべて）

□ 各種書類

 1. 入院誓約書兼保証書

 2. 入院期間調査書

 3. 勤労者医療調査票／同意書

 4. 患者情報用紙
(予定入院の方は入院前に記入・回収します。)

□ 印鑑（認印）

□ 入院のご案内（本書）

□ 病衣借用申込書
(借用する・しないを記載してご提出ください)

□

現在服用中の全てのお薬
（他病院で処方されたものや市販品等も含む）
とお薬の説明書・お薬手帳を袋のままお持ちく

ださい。

予定入院期間＋２～３日間分

□ 上に羽織るもの（温度調節のため）

□ ねまき（病衣を借用されない方）

□
履き物【スリッパは禁止】
転倒防止の為、踵のある履きなれた靴

□ 洗面用具
（歯ブラシ・歯磨き粉・シャンプー・石鹸等）

◆

□ ブラシ（くし） ◆

□ タオル（複数枚） ◆

□ バスタオル ◆

□ 下着及び着替え　　◆ オプション

□ ティッシュペーパー ◆

□ マスク　　　　　　◆ オプション

□
洗濯用洗剤
(当院コインランドリーを使用される場合)

□ コップ（割れないもの） ◆

□ はし ◆

□ スプーン・フォーク ◆

□ メガネ・コンタクト用品

□ 補聴器・義歯入れ

□ イヤホン
（4人部屋でテレビをご覧になる方）

◆

● 入院当日に必要なもの ● 入院生活のためにご準備いただくもの

―日用品―

―食事のときに必要なもの―

―その他―

◆：入院セットに含まれるもの

入院の手続き

※オンライン資格確認では確認できない公費受給者証をお持ちの方は、入院手続きの際にご提示ください。

入院の持ち物

・おむつは病院指定の物をご利用いただきます。詳しくは看護師にご相談ください。



● 現在服用中のお薬や点眼薬、塗り薬など全てのお薬（他病院で処方されたもの、市販薬を含む。

予定入院期間＋２～３日分）をお持ちください。持参されたお薬は、薬剤師が内容を確認します。

● お薬手帳や説明書もあわせて必ずお持ちください。

● お薬についてご不明な点や不安なことがございましたら、スタッフまでご相談ください。

● 入院中に持参されたお薬がなくなりそうな場合は、医師、看護師にご相談ください（入院中は、

かかりつけ医への受診はできません）。

入院の手続き

当院では、患者さんや職員の安全を守るため、ハサミ・刃物・ナイフ・カミソリ等の鋭利なもの、

爪切りやライター等の危険物の持込みを禁止しております。必ずお守りください。発見した場合は、

お預かりさせていただきます。

お薬の持参について

退院後、スムーズに日常生活にお戻りいただくために、入院前の生活様式や退院後に見込まれる

介護サービス等についてご相談をさせていただく場合がございます。また、介護保険被保険者証を

お持ちの方は、現在の介護度や受けられているサービス等を確認するため、ご提示をお願いします。

オンライン資格確認についての詳細は、厚生労働省のホームページをご参照ください。

介護保険被保険者証のご提示について

● 当院では、『オンライン資格確認』がご利用になれます。マイナンバーカードをお持ちの方は、

平日８時１５分から１７時００分までは２階総合受付２番窓口で取り扱いしております。

● マイナンバーカードをお持ちでない方も、健康保険被保険者証（原本）を総合受付でご提示い

ただき、オンラインによる資格確認に同意される旨を受付職員にお申し出いただければ、限度

額認定証の発行手続きがオンラインにて行えます。ご利用される方は、平日８時１５分から

１７時００分まで２階総合受付１番（入院受付）へお声かけください。
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オンライン資格確認について

「危険物の持込み禁止」について



入院中のご案内

入院中のご案内

「持参されたお薬が切れた」「セカンドオピニオンを受けたい」等、かかりつけ医や他の医療機関で

の受診を希望される場合は、必ず事前に主治医までご相談ください。ご相談なく受診された場合は自費

診療となり、その診療費が患者さんのご負担となる場合がありますのでご注意ください。

※ ご不明な点は、２階総合受付１番窓口（入院窓口）までお問い合わせください。

● 当院に入院している間は、原則として入院している診療科以外の診療科の受診もできません。

受診予約がある場合は、早めに主治医または看護師にお申し出ください。

他の医療機関の受診について

当院に入院している間は、保険制度上、原則として他の病院を受診できません。

・ご面会は原則としてデイルームをご利用ください。ただし、食事時間はご遠慮ください。

・お子様連れや大勢でのご面会の際は、他の患者さんへご配慮いただきますようお願いします。

・時間外のご面会は、急用以外は他の患者さんの療養や看護の妨げとなりますのでお断りします。

・体調不良（嘔吐•吐き気•38℃以上の発熱等）の方や感染症（インフルエンザ等）にかかられてい

る方の面会は、ご遠慮ください。

平日 ：１４時００分から２０時００分

土・日・祝日 ：１０時００分から２０時００分

面会時間は次のとおりです。

● ご面会の方は（ご家族も含む）必ずナースステーションにお越しください。

● ご面会時は面会カードにご記入のうえ、看護師の案内に従ってください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、面会を

禁止とさせていただきます。市中の感染状況によって、

体制が変わりますのでご了承ください。

面会について

当院の駐車場利用可能台数には限りがございます。外来にお越しの身体の不自由な患者さんやその

付き添いのご家族、その他公共交通機関でのご来院が困難な方のために、入院期間中に駐車場を利

用し続けることは固くお断りしております。入院当日は、公共交通機関またはご家族、知人等に

よる送迎をお願いします。

やむを得ない緊急入院等の場合でも、ご家族、知人等にお車の引き取りをお願いする等、ご協力を

お願いします。なお、やむを得ない合理的な理由以外での入院中の駐車場利用に関しては、駐車券の

割引処理は致しかねますのでご了承ください。

入院当日における交通手段、来院方法について
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お食事について

入院中のご案内

主治医及び看護師長が必要と認めた場合は付き添いが可能です。

なお、病院から付き添いをお願いする場合もございます。ご協力くださいますようお願いします。

また、ご希望により簡易ベッドのレンタルをしておりますので１階売店でお手続きください。

病室での付き添いについて

食事の準備が整いましたらお知らせいたします。デイルーム（食堂）へお越しください。

● ご入院中の患者さんで、症状によっては治療食や絶食の方もおられます。

・ 病室内で他の患者さんに食べ物を配られることのないようお願いします。

・ ご家族・ご面会の方の病室内でのご飲食や患者さんへの食べ物の差し入れ等はご遠慮

ください。

● 特別メニューの実施について

当院では、一般食 （Ａ・Ｂ・Ｃ）・鉄分強化食・ナトリウムコントロール食・エネルギー

コントロール食を食される患者さんを対象に、特別メニューを実施しております。

（１食あたり料金１１０円（税込）が必要となります。）

12:007:40 18:00

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、デイル

ームでの飲食を禁止とさせていただきます。市中の感染

状況によって体制が変わりますのでご了承ください。

特別な用事のために外出・外泊を希望される場合は、主治医の許可が必要です。事前に医師もしく

は看護師にお申し出ください。ナースステーションで「患者外出・外泊許可願」をお渡ししますので、

必要事項をご記入のうえ、看護師にお渡しください。 「患者外出・外泊許可願」は紛失しないよう

にしてお持ちいただき、帰院時には必ず看護師にお返しください。

● 栄養管理計画について

医師を中心に関係職員で情報共有し、患者さんの栄養状態等の栄養管理を行っております。

外出・外泊について

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、外出

•外泊を禁止とさせていただきます。市中の感染状況

によって体制が変わりますのでご了承ください。
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入院中のご案内

テレビカードについて

・ 操作方法は各床頭台に添付しています。

・ 個室以外でテレビを使用される場合は、必ずイヤホンをご利用ください。

※ イヤホンは各自でご用意ください（売店でもお買い求めいただけます）。

・ 院内は、Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉ（無線ＬＡＮ）が整備されており、どなたでもご利用いただけ

ます。詳しくは、院内掲示の案内をご参照ください。

・ テレビ、院内Ｆｒｅｅ Ｗｉ－Ｆｉのご利用時間は、６時００分から２２時００分までです。

それ以外の時間帯はご利用いただけません。有料室のテレビは２４時間ご利用になれますが、

消灯時間（２２時）以降のご利用はお控えいただきますようお願いします。

● 電気ポットや電気ストーブ等の大型電気製品や火気類の持込みはご遠慮ください。

● その他の電気製品のご利用については、事前に看護師までご相談ください。

● 個人のパソコンを持ち込まれる方は、有線のインターネット回線をご利用いただけます（特別室・個

室のみ）。ご利用の方はＬＡＮ ケーブル（１．５ｍ以上推奨）をご持参ください。

● テレビ・冷蔵庫・インターネット

・ 各病室に備えてありますので、ご利用される方は専用のテレビカードをお求めください（有

料室は無料でご利用いただけます）。

・ 券売機は１階売店前、２階総合受付前、３階から６階病棟のエレベーターホール前、精算機

は１階売店前、２階総合受付前に設置しています。

・ １枚１，０００円（税込）（１，０００度数）で販売しています。なお、１０度数以上の未使

用分は、精算機で払い戻しいただけます。

・ テレビをご利用の際は１分間で１度数、冷蔵庫をご利用の際は２４時間で１００度数減算され

ます。
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患者さんやご家族を対象に、管理栄養士による食事•栄養相談を行っております。

ご希望の方は、主治医または看護師までご相談ください。日時と場所をお知らせします。

糖尿病・腎臓病・高血圧症・脂質異常症・肝臓病・高度肥満・貧血・膵臓病・心臓病・がん等の

持病のある方が対象となりますので、ぜひお申し出ください。

栄養相談について

電気製品について



● 病衣（貸出用）をご利用の場合は次の①または②のいずれかをお選びください。

※ 便、尿・吐物•血液等で汚れた場合は、必ず看護師へお知らせください。

※ ご自身のねまきを持参される場合は、清潔で診療に支障のないものを着用し、各自で定期的に

お着替えください。

①病衣のみ （有料•１日につき１１０円（税込））

②入院セット※（有料•１日につき３６３円（税込））※ 病衣やタオル、歯ブラシ等の日用品のセット

入院中のご案内

寝具類及び病衣（貸出用）は皆様の共有の物です。次のことをお守りいただき、お互いに気持ち良

く入院生活を送っていただけますよう、ご協力をお願いします。

● 寝具類（布団・マットレスパット・枕・シーツ等）を汚したり破損した場合は、看護師までご連

絡ください。

②入院セットは、サービス会社からの貸出品です。

料金は別途、サービス会社から請求書が送付されます。

● 病衣はゆかた式とパジャマ式があります。交換は夏期週３回、冬期週２回、交換日にお届けします。

寝具・病衣について

紛失・盗難予防について

● 病院には多くの人が出入りするため、盗難が発生する場合があります。必要以上の現金や貴重品

はお持ちにならないようお願いします。（２階正面玄関横にＡＴＭがございます。）

● 現金・貴重品・テレビカード等は、すべての床頭台に設置しているセーフティボックスをご利用

のうえ必ず施錠してください。また、義歯・眼鏡・補聴器や装飾品等も自己管理のうえで紛失・

盗難防止をお願いします。

● セーフティボックスの鍵は常に身に付けておいてください。また、退院される際はセーフティボッ

クスの所定の位置にお戻しください。

● 紛失・盗難に遭われた場合、当院ではその責任を負いかねます。

入院時にタバコ（電子タバコ等を含む）の持ち込みはおやめください。

病院建物内、駐車場を含め、敷地内は全面禁煙です。

禁煙について
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入院中のご案内

※ 洗濯業者によるクリーニングサービス（有料）もご利用いただけます（下着なども可）。詳しく

は看護師までお尋ねください。

• ６時から２１時の間でご利用いただけます。

• 決められた場所•時間以外での洗濯はご遠慮ください。

• 手洗い用の洗濯槽も備えております。

• 病院内には洗濯物を干さないでください。

（乾燥機をご利用ください）

コインランドリーを各階に１ヵ所ずつ設置しております。

（洗濯１回１００円、乾燥１回１００円）

洗濯について

退院時の荷物の配送は、１階売店にて承っておりますのでご利用ください。

荷物の配送について

退院時間について

● 退院日については、主治医の許可のもと、看護師長が患者さんと相談のうえ決定します。

● 治療上の理由等除き、退院時間は午前１０時００分となります。

● 次に入院される方がすみやかに入院できるよう、ご協力をお願いします。病棟で保管している

診察券・退院後の外来予約票・薬等を忘れずに受け取られてからご退院ください。

駐車場のご利用について

お見舞いの方 付き添いの方

平日（８時１５分～１７時） ２階総合受付４番窓口（計算窓口）

夜間・休日（平日１７時～） 防災センター

割引方法 券を割引機にお通しください 券を窓口係員にお渡しください

各病棟のナースステーション
割引機

9

駐車場は有料となっております。 ※３０分以内のご利用は無料

お見舞いの方は最初の１時間まで３００円、以降３０分ごとに１５０円加算となります。

また、入院日・退院日・手術日に入院患者さんの付き添いでご利用の方は、最初の１時間まで

１００円、以降１時間ごとに１００ 円。１日上限３００円となります。

なお、入院中に自家用車及び自転車等を駐車し続けることはご遠慮願います。公共交通機関もし

くは当院の送迎バスをご利用ください。

＜駐車券の割引方法等＞

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、付き

添いの方の制限をさせていただきます。市中の感染状

況によって体制が変わりますのでご了承ください。



● 土•日•祝日退院の診療費のお支払方法

１． 診療費のお知らせ

➀土•日に退院される場合 金曜日

②祝日に退院される場合 その直前の平日

➀②のいずれも１５時以降に看護師が診療費のお知らせ（退院時お支払い連絡書）をお渡しします。

２．お支払方法

現金 クレジットカード

■金曜日または祝日前の平日にお支払をされる方

（現金•クレジットカードがご利用いただけます。）

１７時までに２階総合受付５番窓口（会計窓

口）にお越しいただき、診療費のお知らせ（退

院時お支払連絡書）をご提出のうえ、お支払い

ください。その場で領収書をお渡しします。

領収書は再発行できません。収納証明（有料）をご希望の方は、２階総合受付５番（会計窓口）

にお申し出ください。

継続してご入院中の患者さんの入院費は、毎月末日で締め切り、翌月の１０日過ぎに医事課入院係

が各病室まで金額のご案内をお届けします。２階総合受付５番窓口（会計窓口）でお支払いください。

なお、お取扱時間は、原則として平日の１３時から１７時（午前中は外来患者さんで混み合います)

とさせていただきます。ご案内を受け取られてから２週間以内にお支払ください。

ご退院の際は、入院費の計算が出来ましたら看護師から入院費を記載したお知らせをお渡しします。

２階夜間•休日用出入り口にある防災センターに

お越しいただき、お支払いください（時間の制限

はありません）。その場で仮領収書をお渡ししま

す。正式な領収書は、後日ご登録の住所へ郵送、

または退院後の外来予約日に２階総合受付５番窓

口（会計窓口）からお渡しします。どちらにされ

るか、防災センターの事務がお伺いします。いず

れも仮領収書との引き換えになりますので、忘れ

ずにお持ちください。

現金

■土・日・祝日にお支払いをされる方（現金のみ）

診療費のお支払いについて

入院中のご案内

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から防災セン

ターでの土•日•祝日のお支払いはできません。市中の感

染状況によって体制が変わりますのでご了承ください。
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備付けのカーテンは、医師や看護師にとって患者さんの状態が分かりにくくなり、採光や空気の

流れも悪くなりますので、基本的に使用しないようお願いします。ただし、着替中や排泄動作の

とき、あるいは診察•治療において必要な場合等については、この限りではありません。

注１） １日につき、室料がかかります。１日とは０時から２４時までのことで１泊２日の場合、

２日分の料金がかかります。

（例）４月１日に入院し、４月２日に退院 →  ２日分の料金

入院中のご案内

※電話は市内のみ通話可能です。なお、携帯電話への発信はできません。

※部屋の設備は一例です。

● 有料室について

● 安心、安全な環境の保全にご協力ください。

注２） お部屋に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます。

あらかじめご了承ください。

● 患者さんの病状等により、やむを得ず病室や病棟を移動していただくことがあります。ご理解と

ご協力をお願いします。

有料室をご希望の方は、入院予約時は２階総合受付１番窓口（入院窓口）まで、入院されてから

は病棟の看護師までお申し出ください。ご利用の際は別途料金が発生します。室料に健康保険は適用

されません。

また、室料差額徴収同意書を記入・提出いただきます。なお、お部屋の種類・１日あたりの室料・

設備は以下のとおりです。

種類
室料（税込）

注１
部屋の設備

特別室Ａ 33,000円

特別室Ｃ 23,100円

個室Ａ 20,900円
電動ベッド•床頭台•液晶テレビ•冷凍冷蔵庫•独立型冷房設備•電話•
有線ネット回線•ユニットバス（トイレ•洗面台付）•室内洗面台•椅子

個室Ｂ 19,800円

個室Ｃ 17,600円

４人室 2,310円 電動ベッド•床頭台•液晶テレビ•木製折りたたみ椅子•冷蔵庫

電動ベッド•床頭台•液晶テレビ•冷凍冷蔵庫•応接セット•独立型冷房設備•
電話•有線ネット回線•ユニットバス（トイレ•洗面台付）•洋服タンス•
室内洗面台•姿見•湯沸しポット

電動ベッド•床頭台•液晶テレビ•冷凍冷蔵庫•独立型冷房設備•電話•
有線ネット回線•ユニットバス（トイレ•洗面台付）•ロッカー•椅子
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入院中は患者さん皆様が気持ちよく十分な治療が受けられますよう、入院生活のルールへのご理解

とご協力をお願いします。

お願いとお知らせ

● 院内での禁止行為について

● 職員への金品贈与は固くお断りします。

● 医師や看護師の指示はお守りください。

● 携帯電話やスマートフォンはマナーモードに設定し、周りの方のご迷惑とならないよう、ご利用

には十分ご注意ください。病棟での使用可能場所は、個室及びデイルームとなっておりますので

ご協力をお願いします。

● 病院内での飲酒•喫煙、無断外出、危険物の持込みはしないでください。お守りいただけない場

合は病院の判断で退院していただくことがあります。

● 患者さんの入院生活における満足度や医療の質の向上のために、アンケート調査を行うことがあ

りますので、ご理解とご協力をお願いします。

お願いとお知らせ

入院生活について

院内での禁止行為

安全で質の高い医療を行う為には、患者さんと医療機関との相互の信頼関係が大切です。そのため、

当院では下記のような他の患者さんの迷惑になるばかりでなく、診療業務に支障を来す行為をされた

場合は診察をお断りする、あるいは院外退去を求める場合があります。

また、患者さんや職員の安全が脅かされるときには、警察に通報することがあります。

・ 喫煙行為（電子タバコを含む）

・ 飲酒行為

・ 他の患者さんや職員に対して暴力、暴言、威嚇行為その他の迷惑行為

・ 病院内における器物破損行為

・ 職員に対して文書作成等の強要行為や執拗な面談要求行為

・ 病院内において文書等を配布する行為、または配布しようとする行為

・ その他職員を長時間拘束するような行為等、円滑な診療や業務を妨害する行為
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● ご希望の方は、退院後にご入院されていた診療科の外来ブロック受付にお申し出ください。

説明時間帯：平日８時１５分から１７時００分

（平日夜間、土日祝日は実施しておりません。）

全国の労災病院では、公益的な医学研究の一環として、皆様がこれまでに従事されてきた職業と

現在のご病気との関係性についての基礎データを収集するための「病職歴調査」を行っています。

調査によって得られた情報は、医学研究以外の用途に使用することは決してございません。

入院中の皆様には、担当者が直接訪問のうえ質問させていただくことがありますが、調査の趣旨

をご理解のうえ、ご協力をお願いします。

当院は、厚生労働省による医師臨床研修指定病院、その他各種研修•実習の受入病院に指定されて

おり、臨床研修医、医学生、看護学生、その他医療職の臨床実習を受け入れています。将来を担う医

療人育成のため、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

また当院では、特定行為研修を修了した認定看護師等が医師の判断を待つことなく、当該看護師の

判断で、医師の手順書に従い、一定の診療補助を実施することがあります。ご理解、ご協力のほど、

よろしくお願いします。

医師からの病状説明について

昨今、政府の推進する「働き方改革」の中で、医師の長時間労働・過重労働が社会的に大きな問題

となっており、当院においても、医師の労働環境改善に努める必要があると考えております。

つきましては、担当医師による患者さんやご家族への病状説明は、原則として以下の時間帯とさせ

ていただきます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いします。

なお、緊急時や患者さんの病状等により、やむを得ない場合は、この限りではありません。

お願いとお知らせ

● 診断書作成料は、各病棟掲示板及び２階総合受付前に掲示しています。

※ 診断書に関するご相談につきましては、ナースステーションもしくは２階総合受付１番窓口（入

院窓口）でも承っております。

各種実習生の受入及び看護師による特定行為の実施について

病職歴調査について

診断書・証明書について
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お願いとお知らせ

治療と仕事の両立に不安のある方へ

・ 勤務先に迷惑をかけないだろうか。

・ 治療をしながら仕事を続けられるかな？

・ 治療に専念したいから、仕事を辞めようかな。

▶ 治療を続けながら、仕事との両立ができるように病院全体で支援を行います。

ご要望・ご相談について

※医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）は、患者さんの治療や療養の妨げになる生活上の

不安・心配事等の問題に、社会福祉の立場から解決への援助を担当する専門職です。

ご相談にあたり ・秘密を守ります。

・医師や看護師を通さなくても直接相談できます。

・ご家族の方も相談できます。

（受付時間：平日８時１５分から１７時００分まで）

（場所：２階総合受付１番（患者相談窓口））

● ご要望・ご相談がありましたら、遠慮なく医師・看護師等スタッフにお申し出ください。

● 医療費や生活費等の経済的な事、在宅医療や転院、福祉制度の内容や手続き等についてご相談の

場合は、医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）までご相談ください。

・ 病気のこと、職場にどこまで話せばいいんだろう。

・ 何か利用できる公的制度はないかな？

当院は急性期病院であり、地域の中核を担う病院として緊急性を要する患者さんや、重症度が高く

より高度な医療を必要とする患者さんへの治療を行っています。できるだけ多くの救急患者さんや専

門的な医療を必要とする方に必要な治療を受けていただけるよう、以下の内容についてご理解、ご協

力をお願いします。

１ 他の救急患者さんにご入院いただくために、病棟・病室を移動していただくことがあります。

２ 主治医が退院可能と判断した場合、速やかに退院していただきます。

３ 病状が比較的安定された患者さんや、不安定ながらも病状が慢性期に移行している患者さんで、

引き続き治療や療養を必要とする場合は、在宅療養への移行や回復期病院、療養型病院等への転

院をお願いしております。

４ 他医療機関のご紹介でご入院された場合は、基本的に紹介元の医療機関にお戻りいただいており

ます。

疾患例： がん 糖尿病 メンタルヘルス 脊椎疾患 心臓疾患

透析 血管疾患 外傷疾患 指定難病 その他の疾患

早期退院・早期転院・部屋移動に関するお願い
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患者間違いの防止について

当院では、安全な医療を行うための一環として、患者さんのご協力のもと、次のような対策を行っており

ます。ご不便をおかけしたり違和感を感じられることがあるかと思いますが、ご協力をお願いします。

安全に医療を受けていただくために

● ご本人確認のために、手首にネームバンドを装着していただきます。

● 検査や治療時にご自身でお名前を名乗っていただき、医師・看護師をはじめ病院職員がネーム

バンドを確認させていただきます。

住み慣れたご自宅と入院中の生活環境は大きく異なります。病気やケガによる体力と運動能力の低

下（ほんの１日寝ていたり、安静にしていただけでも思いがけず低下している場合があります）や、

点滴や身体に管が入っていると動きにくかったり、薬によってはふらつきが生じる場合があります。

このような場合は、誰もが転びやすい状態になります。

病棟スタッフ一同、皆さまの安全を高めることで治療に専念していただき、一刻も早く回復される

ことを願い、転倒•転落には十分注意しておりますが、環境面ばかりでなく、患者さん一人ひとりの

転倒•転落に対するご認識やご家族のご理解とご協力も非常に重要となってきます。快適で安全な入

院生活をお過ごしいただくためにもご協力をお願いします。

当院での取り組み

• 入院時に転倒•転落予防についてご説明します。

• 患者さんを個別に評価して、転倒•転落の危険を把握します。

• 転倒リスクがある方に対して、患者さんと共に転倒•転落防止策を立案します。

• 退院後の転倒•転落防止策について患者さんと共に検討します。

安全に医療を受けていただくために

転倒・転落防止について

転倒・転落を起こしやすいのは以下の方です

• 以前に転倒をしたことがある方

• 睡眠薬を服用している方

• 貧血や高熱の方

• 視力低下のある方

• 点滴スタンドや酸素ボンベ架台を押している方

• ６５歳以上の方

※状態により、安全の観点から病室を移動していただくことがありますので、ご了承ください。

• 身体に障害のある方

• 手術後４８時間以内の方

• 夜間に起きてトイレに行く方

• 足の筋力が低下している方

• 足のむくみ、しびれ等がある方

• その他体調変化をきたしている方

15



暴言・暴カ・迷惑行為への対応について

院内感染の予防について

● 入院に際し、院内感染予防のために種々の感染症（梅毒、肝炎、エイズ、結核等）の検査を実施

させていただくことがあります。

ご家族の皆さまへ

入院生活では環境の変化に伴い、患者さんが混乱されることがあります。安心して入院生活を送っ

ていただくために、患者さんが普段から自宅で使用している物、使い慣れた物を入院中に持参してい

ただくことがあります（例えば、カレンダーや時計、家族、ペットの写真等）。また、ご家族の方が

いるだけで安心されることもあります。症状によっては、付き添いをお願いする場合もありますので、

ご協力をお願いします。

安全に医療を受けていただくために

● 入院時に看護師から非常口・避難経路等についてご説明しますので、必ずご確認ください。

● 災害等の緊急事態が発生した場合は、非常ベルによる通報及び一斉放送を行いますので、落ち着

いて職員の指示に従ってください。

非常時について
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当院の理念にもあります「良質で心のこもった医療」を提供するためには、患者さんと医療者との

良好な信頼関係が必要になります。

しかし、暴言・暴力・迷惑行為があった際は、その信頼関係を損なうだけではなく、場合によって

は、退去を命ずるあるいは警察介入を依頼することがあります。

診療を受けていただくに当たり、あらかじめご了承いただくとともに、皆様のご理解とご協力をお

願いします。



・郵便ポスト（正面くすの木横）
・銀行ATM（但馬銀行）（２階正面玄関横 平日9:00～19:00 土曜9:00～17:00）

定番の定食メニューや、うどん等の麺類、日替わりランチ等を

ご用意しております。

病院の施設案内

新型コロナウイルス感染症の影響により 、 営業時間

等を変更させていただく場合がありますのでご了承

ください。

入院生活に必要な日用品、テレホンカード・切手・氷・新聞宅
配便も取り扱っております。

食事が出来るスペースも用意しておりますので、ぜひご利用く
ださい。

平日 8:00～18:00

土・日・祝日 10:00～16:00

平日 8:30～17:00（オーダーストップ 16:30）

土曜日 10:00～15:00（オーダーストップ 14:30）

定休日 日・祝日

平日 9:00～17:30

土曜日 10:00～14:00

定休日 日・祝日

白髪染・ヘアマニキュア・パーマ等も承ります。フェイシャル

エステもございます。院内出張理容もお気軽にご相談ください。

・ テレビカード精算機（１階売店前・２階総合受付前）

・ テレビカード販売機（１階売店前・２階総合受付前・３階～６階の各エレベーターホール）

・ 新聞販売機（１階売店前）

・ 飲料自動販売機（３階～６階各病棟デイルーム）

・ 飲料・軽食自動販売機（１階売店前）

・ 入院セットの自動販売機（３階エレベーターホール）

病院の施設案内

売 店（心のオアシス Pocket）

(１階南玄関エスカレーター横)

食 堂（喫茶・軽食 とまと）

(１階南玄関エスカレーター横)

理 容（ヘアーサロン ジャンプ）

(１階南玄関エスカレーター横)
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E-mail rosai@kobeh.johas.go.jp

生田川

摩耶

駐車場

周辺地図

神戸労災病院

三ノ宮駅

岩屋

六甲

大石

新在家

六甲道

新神戸

生田川

春日野道

2

43

30

春日野道

生田川

摩耶

山
麓
バ
イ
パ
ス

駐車場

平日のみ／送迎バスのりば

阪急春日野道方面

JR灘駅・阪急王子公園駅方面

王子公園

王子動物園

交通のご案内

当院にお越しの際は送迎バスをご利用いただけます。

詳しくは院内で配布しているパンフレットをご覧ください。

▶市バスをご利用の方は

三宮②⑱系統、阪急六甲②系統、JR六甲道⑱系統、野崎通３丁目（神戸労災病院前）

下車すぐ

▶タクシーをご利用の方は

三ノ宮駅から約７分/阪急春日野道から約５分/新神戸駅・王子公園駅から約３分

▶車でお越しの方は

阪神高速３号神戸線生田川出口から約１０分

山麗バイパス（三宮方面出口）・新神戸トンネル出口（新神戸出口）から約５分

施設名 神戸労災病院

構 造 鉄筋コンクリート造地下１階地上７階建て

病床数 ３１６床

・地域医療支援病院
・救急医療機関の告示
・医師臨床研修指定病院
・病院機能評価（一般病院2(3rdG:Ver2.0)）
・DPC対象病院

西灘

摩耶

灘

野崎通３丁目

2

各種指定等施設概要

http://www.kobeh.johas.go.jp/
mailto:rosai@kobeh.johas.go.jp

