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山陽病院理念 

 

 

この組織は有機体システムである 

有機体システムとは多様な構成要素が、それぞれの個性を保持しながら 

同一の目的に向かって機能し、行動する組織体のことである 

 

 

主文一 

互いが互いの存在を自己に見出し 

相互の一体性が 

完全な価値の創造を可能とする 

 

主文二 

人間は出逢うものを通して 

自己にとっての真の価値を知り 

自己の中に主体的自立を確立する 

 

主文三 

統合の思想は、価値の転換を可能とする 

価値創造のプロセスで 

この知性を生かす 
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患者様・ご家族の皆様へ 

私たち医療法人・社団良友会は、現代における医療・福祉を中核として、ヒューマン・ケア・

サービスを地域に提供する心と体の健康そして笑顔をお贈りするやすらぎの里のなかまで

す。入院中何か疑問ご相談事等ございましたら病院職員にお気軽にご相談ください。 

 

【入院の手続きについて】 

精神科病院への入院は、精神保健福祉法で定められている入院

形態となります。(内科病棟は除く) 

＜任意入院＞ 

患者様ご本人が入院に同意された入院です。（ご本人が同意書に

署名捺印していただきます）。 

＜医療保護入院＞ 

患者様が入院の必要性について適正な判断ができず入院に同意されない場合でも、指

定された医師と家族等が入院治療の必要があると認めた場合は入院することができます

（一定の手続きが必要）。 

＜措置入院＞ 

自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めた場合，都道府県知事（指定都

市の市長）の権限により強制的に入院させるものです。 

 

患者様又は家族等は精神保健福祉法上、退院を請求する権利や処遇の改善を求める権 

利が保障されています。病院職員へお申し出になられてもなお納得のいかない場合は岡山 

市長に請求することができます。 
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【 入院中の生活について 】 

 

起 床 6 時 

朝 食 7 時 45 分 

検 温 9 時 

昼 食 11 時 45 分 

夕 食 18 時 

消 灯 21 時 

服  薬：病状に応じて変わります。 

入  浴：入浴の曜日・時間は、病状・病棟毎で異なりますのでお尋ね

ください。 

理美容 

外出時にお済ませいただくか、また病状により外出がままならない場合は、ナースステー

ションまでご相談ください。                             

 

喫煙 

喫煙は決められた場所でお願いします。また、病棟での喫煙は、各病棟のルールをお守り

ください。                           

 

電話・携帯電話 

各病棟に公衆電話があります。テレホンカードが必要な場合はナースステーションにお尋

ねください。患者様の携帯電話のお持込はご遠慮いただいております。 

 

電気製品について 

安全上持込に制限がある病棟がありますので、詳細については各病棟までご相談ください。 

 

売店（HOW）・自販機コーナー 

南棟１階にございますので、ご利用下さい。 

売店営業時間：月～土の１０：００～１５：３０（祝日は除く） 



【入院時にご用意いただくもの】
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※箸、スプーンは準備致しております。

※持ち物にはお名前をご記入下さい。

※衣類について自身で管理出来ない場合はご家族の方でお願い致します。

※所持品について各病棟で多少異なりますので、各病棟でご説明致します。

※おむつは病院のものをご使用下さい。

□蓋付き
   プラスチックコップ
水分補給用

□必要時
義歯・補聴器
めがね・コンタクトレンズなど

□その他

●着替えの準備について

右図のようにご準備下さ
い。
入浴時すぐに使えるように
ビニール袋に入れ、3セット
以上ご用意下さい。
ビニール袋に名前を記入
下さい。

□透明なビニール　（10
枚入り）
洗濯もの用です

□バスタオル
□タオル

□服用中のお薬
入院時に外来にお出し下さい

□お小遣い
約2万円程度

●ご記入いただく書類

□入院誓約書

□預り金に関する書類

□個室同意書

□家族等の身分証明
免許証
保険証
住基カード　等

●必要なもの

□印鑑
本人
家族
保証人

□介護保険証（お持ちの方）

□すべりにくい履物
かかとがあるもの

□ティッシュペーパー

●確認させていただくもの ●ご用意いただくもの □忘れ物はありませんか？

□健康保険証

　各種受給者証
　限度額適用認定証
　標準負担減額認定書

※確認後返却いたします

□洗面用具
石鹸またはボディーソープ
シャンプー・身体を洗うタオル

歯ブラシ・歯磨き粉など

□衣類
下着
普段着
パジャマ

該
当
者
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【お持込できないもの】 

病棟では安全面を配慮して下記の物品のお持込を制限しています。貴重品については紛

失時の責任を負いかねます。私物については各自お名前をフルネームでお書きください。 

・割れ物   ・紐類   ・刃物   ・マッチ、ライター   ・針  

・一部の食料品（食中毒や窒息の恐れのあるもの） 

・高価な時計やアクセサリーなどの貴重品、現金等 

＊ハサミ、爪きりなど必要な場合はナースステーションまでお申し出ください。 

【洗濯について】 

コインランドリー 

院内でお洗濯される方はコインランドリーをご利用ください。ご利用の際はナースステーシ

ョンまでお尋ねください。 

使用時間 ７：００～１９：００ 

有料クリーニング 

ご希望により有料クリーニングの取り扱いも行っておりますので、ナースステーションへお

申し出ください。（料金：５１８円/ｋｇ） 

【他院への受診】 

当院で診療できない疾病については主治医より個別にご相談させていただき、適切な治

療が受けられるようにいたします。また外出・外泊の際に他院を受診される場合は必ず主

治医に相談のうえで受診してください。 

【歯科診療】 

口腔内のことでお困りの際は当院歯科で治療ができます。希望される方は、ナースステー

ションにご相談ください。治療内容・支払方法等は、初診時に歯科スタッフにお問い合わ

せください。 

 診療時間： ９：００～１２：３０ １４：００～１７：００ （水・日祝を除く） 

【外出・外泊】 

外出・外泊をご希望の際はナースステーションまで事前にお申し出ください（病状によって

は医師の判断で延期していただく場合もございます） 。なお、病院食をキャンセルされる

場合は､３日前までにお申し出ください。お申し出が遅れますと、お食事代をいただく場合

があります。 
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【ご面会】 

面会時間 ： 13：00～１9：00（土日祝日含む） 

祝祭日、日曜日、お盆、年末年始及び平日 17 時以降は、夜間救急入口からお願いしま

す。 

ご面会は原則ご家族のみとさせて頂きます。ご家族の温かい見守りはとても大切ですので

定期的にご面会にお越しください。また可能な範囲で外出などもお願いいたします。 

～ご面会時のお願い～ 

・ご面会の際は総合受付で必ず面会票を記入し、面会札を首から掛けて頂きナースステー

ションに面会票をお持ちください。 

・お子様（小学生以下）のご面会は感染防止のため特別な場合を除いてご遠慮ください。 

・病状によっては主治医の判断でご面会を制限させていただくことがございます。 

 

【医療費】 

１）毎月外来受付に保険証をご提示ください。また入院中、保険証、及び各種受給者証、医

療保険及び住所、電話番号等の変更の際は必ず外来受付にお知らせください。 

２）入院費は月末締めの翌月 10 日頃のお支払です。外来受付にて請求額をご確認の上、

請求後当月末までにお支払い下さい。 

３）入院中の当院歯科診療費は、月末締めの翌月 10 日頃のお支払です。入院費と合わせ

てお支払下さい。 

４）請求後、１ヶ月間遅滞があった場合、退院していただきます。 

※その他の費用として室料差額（内科を除く個室）、文書料、おむつ代、 

医療外代行等業務費などがあります。 

 

【預かり金】 

嗜好品・日用品の購入・理美容代等 

 

【医療費の請求と支払い】 

会計窓口： 外来受付 （平日のみ） 

会計時間： ９：００～１７：００ 

祝祭日、日曜日、お盆、年末年始の支払はお受けしていません。 
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【謝礼について】 

当院では職員に対しての物品金銭による謝礼をお断りしております。ご心配・お気遣いを

なさらないようお願い致します。 

【退院の手続き】 

・退院は主治医の診察により決まります。 

・事前に退院日が決まっている場合にはその日までの入院費を当日請求させていただきま

すので、外来受付にてご精算ください。（急な退院の場合は、翌日午後以降に、外来受付

へ精算にご来院ください） 

・退院日が休日の場合は翌日の午後以降に精算にご来院ください。 

・診断書・証明書が必要な方は、必ず外来受付にてお申込み下さい。 

【個人情報保護について】 

当院では、患者様に安心して医療を受けていただくため、安全な医療の提供とともに患者

様の個人情報の取り扱いにも万全の体制で取り組んでいます。ご不明な点がございました

らお気軽に職員までお尋ねください。 

【その他】 

器物破損 

院内の備品などを破損または汚損された場合、自己負担をお願いする場合があります。 

ご意見箱 

皆様からの貴重なご意見を医療・サービスの向上に活かしていきたいと考え

ています。外来待合、各病棟に「ふれあいご意見箱」を設置しておりますので、

是非ご意見をお寄せ下さい。 

退院時アンケート 

退院時に末尾に添付しておりますアンケートをお願いしております。今後のサービスに活

かしてまいりますので是非ご記入頂き外来フロアにありますご意見箱にお入れ下さい。 

 

患者・家族会「絆」のご案内 

医療法人社団良友会山陽病院に掛かる患者とその家族とその他関係諸団体との相互補

完的協力、協働関係の絆をより深め、患者の病状の寛解と社会復帰を目指して、患者が

その周囲の人との人間関係をより良く、充実した人生を送れるよう援助する活動を行ない

ます。詳しくは、外来受付またはナースステーションにお尋ねください。 
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【医療福祉の相談（地域連携室）】  

医療費などの経済的なこと、退院後の生活への不安、社会復帰へ

向けての準備、自宅での生活が困難な場合の施設利用、介護保

険の相談など、何かお困りの時はお気軽にご相談ください。 

専門の相談員（ソーシャルワーカー）が対応させていただきます。 

相談受付時間： 9：0０～16：30 （日・祝を除く） 

相談受付場所： 外来受付 

患者様専用ダイヤル：086－276－1103 

【精神科デイケア】 

生活のリズムを整え、いろいろなプログラムを通して病状が再発しないように予防することを

目的としています。精神科デイケアを希望される場合は、主治医またはナースステーション

にご相談ください。 

日時： 月・火・木・金・土 ９：００～１５：００ 

場所： 南棟１階 デイケア室                                   

【訪問看護】 

訪問看護では、退院後に家庭で療養上必要な援助・指導を行い患者様に安定した生活

を送れるよう支援しています。 

訪問看護を希望される場合は、主治医またはナースステーションにご相談ください。 

【良友会グループ】 

介護老人保健施設   藤崎苑   岡山市中区藤崎 463     電話 086-274-4121 

藤崎苑 在宅介護支援センター  岡山市中区藤崎 463     電話 086-276-3804 

ケアハウス ロータス桑野      岡山市中区桑野 486-12   電話 086-276-9801 
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～交通のご案内～ 
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