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入退院手続きに必要なもの

使用中の「健康保険証」「国民健康保険証」

入院費の支払額が軽減されます 詳しくは4ページ参照

保険証と併せてお使いのもの
「高齢受給者証」「公費医療券」など

診察券をお持ちください

入院当日の手続き時に1階入退院窓口へお渡しください 
用紙の太枠内をご記入・ご捺印お願いします

70歳以上の方              50,000円
70歳未満（一般）の方　100,000円
自費・個室希望の方　　100,000円
※クレジットカードはご利用できません

認印をお持ちください ※シャチハタ不可

保険証

限度額適用認定証

診察券

入院誓約書

医療受給者証

保証金

印鑑

※入院中、保険証・医療券の内容が変わったときは、1階入退院窓口までお申し出ください。

□ 現在服用されている全てのお薬（点眼薬等も含む）
□ お薬手帳　
□ 洗面用具（歯ブラシ・コップ・シャンプー・石鹸など）
□ 下着　
□ パジャマ（有料で病衣の貸出をしています）　
□ 入れ歯・入れ歯ケース・洗浄剤
□ 電気カミソリ・充電器またはT字カミソリ（男性のみ）
□ 運動しやすいかかとのある靴（当院はスリッパはお控えください）

□ 携帯電話、充電器　
□ ティッシュボックス  
□ イヤホン（1.5m以上）

※歯ブラシやコップ、イヤホン等は総合受付にてお求めいただけます。
※検査や手術で必要な物品は別途ご案内いたします。
※電気カミソリ・携帯電話以外の電気製品の持ち込みはお控えください。
※貴重品はできるだけ持ち込まないようお願いいたします。
　当院では紛失等の責任は一切負いかねます。
※紙おむつをご使用されている方は、紙おむつをお持ち込みいただけます。
　病院にも紙おむつの用意はございますが、使用枚数に応じて料金が発生いたします。

入院時にご持参いただくもの 〈持ち物には記名をお願いします。〉

入院生活について

外出･外泊 
■外出､外泊はいずれも医師の許可及び申請書の記
入が必要です。

禁煙
■皆様の健康を第一に考え､当院敷地内は全面禁煙
です。
■タバコ(電子タバコ含む)､ライターなど火器の持ち
込みは禁止です。

電話
■病室での携帯電話､PHSは医療機器に影響を及ぼ
すなど､他の患者様へのご迷惑となります。携帯電
話使用可能エリア内のみで周囲に配慮したうえでご
使用ください。
■電話での病状のお問い合わせは個人情報保護の為
一切行っておりません。
■電話のお取り次ぎは行っておりません。予めご了承
ください。

洗濯
■院内3階にコインランドリーがございます。ご利用く
ださい。

テレビ　　
■テレビの視聴はイヤホンをご使用ください。

テレビの視聴について  
■テレビカードは3階､4階エレベーター前の専用販売
機で購入し､ご利用ください。 販売元：(株)アークランド

■1,000円紙幣のみご利用できます。
■テレビカード1,000円分(1,000度数)で9時間33分
視聴できます。
■テレビカードは１階の入退院窓口横の精算機で精算で
きます。
　※精算の際に磁気カード代で30円(30度数)がかかります。
　※残りの精算度数の下1桁は切り捨てとなります。残り40
度数以上で精算可能です。

保冷庫のご利用について
■保冷庫はテレビカード100度数で1日ご利用できます。
■ボタンを1回押すと保冷状態になります。保冷状況
を確認の上､ご利用ください。
貴重品ロッカー
■床頭台に貴重品をしまう鍵付きのロッカーがござい
ますのでご利用ください。
■テレビカードを含め､持ち物の紛失､盗難については
病院では一切の責任を負えません。ご了承ください。
■鍵の紛失､破損の場合2,750円(税込)が発生し
ます。お取扱いにご注意ください。
病衣
■１日につき110円（税込）にてお貸しいたします。

（R3年4月現在）

医師･看護師による状態観察は､患者様の状態に合わせて行います。

■ お部屋
3人部屋が標準です。
■患者様の病状､治療の内容で病室を移動する場合があります。
■ご希望により個室もご利用いただけます。ご希望に添えない場合もありますが､ご了承ください。
　(差額室料が別途発生致しますので､申込書の手続きが必要になります。

■ お食事
お食事の配膳時間は　朝食8:00／昼食12：00／夕食18:00です。
■患者様の病状等に合わせて､お食事を提供いたします。
■食事内容についてのご意見･ご質問は看護師または管理栄養士にお申し出ください。
■お食事の交換や差し入れはご遠慮ください。
■入院中や退院時に栄養相談･栄養指導を行っております。患者様やご家族のご都合に合わせてベッドサイドにて
　行っておりますので､お気軽にご相談ください。

■ 入浴
入浴は医師の許可が必要です。患者様の状態により､個別にご説明をさせていただきます。

■ その他
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患者相談窓口のご案内

お見舞い・その他

■感染症の流行状況や時期により､面会時間の短縮や禁止､面会可能対象者の制限がかかることもありますので
　ご了承ください。
■ICUでのご面会はご家族の方のみとさせていただきます。(12歳以下の方はご遠慮いただいております。)
■HCU(301号室､401号室)でのご面会は12歳以下の方はご遠慮いただいております。

■患者様の病状によりご面会をご遠慮願うことがござ
います。
■診療等でご面会をお待ちいただく場合がございます。
■マスクの着用ならびに手指消毒のご協力をお願い
いたします。
■次の方のご面会はご遠慮ください。
　・風邪などの感染症に罹っている､または同等の疑
いのある方。

　・グループなど大勢のお見舞い。
　・面会者証､マスク着用､手指消毒等のご協力がいた
だけない方。

　・酒気を帯びての面会､院内､病室内での喫煙および
飲食は固くお断りします。

■以下の物の持ち込みは安全対策並びに感染対策の
為ご遠慮ください。
　・ハサミやナイフなどの刃物類。
　・タバコ(電子タバコ含む)､ライターなど火器。
　・お花(生花やドライフラワー)や果物。
　・お菓子を含む飲食物。
■上記時間内での面会が難しい方は事前に各病棟ス
タッフ､または当院設置の患者様相談窓口までお問
い合わせください。

入院中や退院後の療養・介護などに関する不安や、医療費に関する心配、その他お困りになっ
ていることについて、担当者が話を伺い対応いたします。患者相談窓口担当者への相談をご
希望される方は、1階窓口にてお尋ねください。

●相談時間　月～金 8：30～17：30 ／ 土曜日 8：30～12：30

ご面会時間は下記の通りです。

一般病室・・・ 月～土曜日 13:00～20:00 ／ 日曜・祝日 11:00～20:00
Ｉ Ｃ Ｕ ・・・・・・・ 全日共通 14：00～15：00 及び 18:00～19：00

■ ご面会者様へのお願い

■ 駐車場
■駐車場の台数には限りがあります。救急で来院される方もおりますので長時間の駐車はご遠慮ください。
　公共交通機関のご利用をお勧めいたします。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

入院費のお支払いについて

高額医療費について

1.入院費のご請求
■入院費のご請求は、毎月1回（月末締）および退院時
に行います。
■月末締分は、翌月10日以降に請求書を病室にお届
けします。
■退院時の会計について、準備が整い次第ご連絡い
たしますので、病室でお待ちください。
■事前の概算をご希望の場合は、退院日が決まり次第
1階入退院窓口へご相談ください。
　日中以外は、お時間をいただく場合もございます
が、概算が出次第病室までご連絡いたします。

2.入院費のお支払方法
■入院中は、請求書受け取り後当月内に1階入退院窓
口にてお支払いください。
■退院当日は、「預り金預かり証」をお持ちください。
お支払いの際、預り金と精算させていただきます。
■お支払い方法として、現金・デビットカード・一部のク
レジットカードがご利用いただけます。

■クレジットカードでのお支払いの際は、全額クレジッ
トカードでお支払いいただきます。　
　保証金は現金でお返しさせていただきます。

3.日曜・祝日の会計について
平日あらためて担当者より、お会計のご連絡をいたし
ます。退院当日は、お渡しする書類がございますので、
必ず1階の入退院窓口までお声がけください。会計に
ついては、お手数ですが後日の来院をお願いいたしま
す。なお、夜間帯や土曜午後に急遽退院・転院となった
場合も後日の会計となります。
請求についてご不明な点がございましたら、お支払い
前に1階入退院窓口へお問い合わせください。

■ 診断書等作成
■各種診断書､入院証明書等の作成は1階受付の事務
へお申し付けください。診断書等の作成には2週間
程度お時間をいただく場合がございますので､お早
めにお申し付けください。書類によって費用が異な
りますので詳しくは1階受付までご相談ください。

高額療養費制度とは、医療機関で支払った額が、ひと月（月の初めから終わりまで）で上限額を超えた場合に、その超えた金額
が後から支給される制度です。入院の場合は、経済的な負担が大きくなるため大変です。70歳未満の方は、「限度額適用認定
証」を提示することにより、一医療機関ごとの入院費用の窓口負担が自己負担限度額までとなります。食事負担金・部屋差額
料・文書料などの保険適用外の費用については、対象外となります。70歳以上の方は基本的に申請の必要はありません。ただ
し、3割負担の方は所得に応じて申請する必要があります。この制度を受けるには、必ず事前の手続きが必要です。自己申請と
なりますので、患者さんが加入されている保険者にご自身で確認をお願いいたします。入院された後に手続きを行う場合は、
必ず入院された同月中にお願いいたします。翌月の場合、入院日からの認定を受けられません。
●国民健康保険に加入されている方　 → 　各役所の国民健康保険課で申請
●組合健康保険に加入されている方　 → 　各組合の健康保険事務所で申請
●全国健康保険協会に加入されている方 → 全国健康保険協会の各都道府県支部で申請

所得区分 自己負担限度額（月額）
ア（標準報酬月額83万円以上の方） 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1%
イ（標準報酬月額53万円～79万円の方） 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1%
ウ（標準報酬月額28万円～50万円の方）   80,100円＋（総医療費－267,000円）×1%
エ（標準報酬月額26万円以下の方）   57,600円
オ（住民税非課税）   35,400円

所得区分 外来＋入院　（月額）
現役Ⅲ 課税所得（690万円以上の方） 252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％
現役Ⅱ 課税所得（380万円以上の方） 167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％
現役Ⅰ 課税所得（145万円以上の方）   80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％
一般 課税所得（145万円未満の方）   57,600円
低所Ⅱ 住民税非課税世帯（※1）   24,600円
低所Ⅰ 住民税非課税世帯（年金収入80万円以下など）（※1）   15,000円

（※1）住民税非課税世帯の方については、限度額適用・標準負担額減額認定証が発行されます。 

■70歳未満の一般医療対象の自己負担限度額

■70歳以上の一般医療対象の自己負担限度額

●受付時間　月～金 9：00～16：00 ／ 土曜日 9：00～11：30

（R3年4月現在）
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フロアマップ

病室（3床） 総合受付・入退院窓口

ICU 手術室

５階 管理棟
４階 個室、病室、浴室
３階 個室、病室、デイコーナー、洗濯室、
 薬局
２階 ＩＣＵ・ＣＣＵ、面談室、ＣＴ室、
 一般撮影室、検査室
１階 救急処置室、診察室、
 心疾患リハビリルーム、厨房、
 受付会計、待合
地下１階 手術室、心臓カテーテル室、中央材料室

手術室②
①

②

手術室①

病室・浴室4F

病室・薬局
デイコーナー3F

ICU・検査室
レントゲン室・家族待合室2F

手術室
心臓カテーテル室B1F

総合受付・入退院窓口・診察室・救急処置室
心疾患リハビリルーム1F

ICU  CC
U

検査室

浴室

401
402

301
302 303

305
306

310 308 307

403
405

406
411

410
屋上

屋上

408 407

薬局

洗濯室

厨房

受付
事務室

エント
ランス

一般
撮影室

②
①

個室のご案内
当院では、3階、4階にそれぞれ3部屋ずつ個室をご用意しております。
患者様のプライバシーをお守りすることで、心安らぐ入院生活をお約束します。

●差額室料　1日につき 24,200円（税込）

木目調の落ち着いた空間で、治療に専念できる快適な療養環境をご用意しております。
どのお部屋にも大きな窓が完備されており、開放感をご堪能いただけます。
部屋に完備しているトイレ及び洗面台は、専用ですのでいつでも清潔にご利用いただけます。
ゆっくりとくつろげるソファーが備わっており、お見舞いやご面会の方とゆったりした時間をお過ごしいただけます。

  個室 一般
 トイレ・洗面台 あり 共同
 シャワー あり なし
 クローゼット あり（大） あり（小）
 収納棚 あり（大） あり（小）
 ソファー あり なし
 テレビ あり（32インチ）：無料 あり（17インチ）：有料
 携帯電話 利用可 利用不可

●室料差額は、実際利用した日を1日料金として計算します。
（例：2泊3日の場合、3日分の料金となります。）
●利用状況等によってはご希望に添えない場合がございます。
●個室希望の方は「特別療養環境室（差額ベッド）入室申込書」の
記入が必要になりますので、1階受付スタッフにお声掛けください。

お問い合せ先： イムス葛飾ハートセンター 医事課
【電話番号】 03-3694-8100
【受付時間】 平日8：30～17：30、土曜8：30～12：30

■一般病床との違い
ソファー

TV

収納

シャワー

洗面

WC
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