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１、入院中の生活について

当院では、

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカー

臨床宗教師/ビハーラ僧・事務職員・ボランティアなど、

多職種がチームを組んで患者さん・ご家族の療養生活をサポートさせて

いただきます。

痛みなく過ごしていただくのはもちろんのこと、これまでの人生で大切

にされてきたものを、私たちも大切にいたします。

一般の病院やご自宅ではしてあげたくてもできなかったことも、できる

限りチームでサポートいたします。

些細なことでも遠慮なくスタッフにご相談ください

１

入院手続きに必要なもの

●印鑑（入院時の手続きに必要となります）

●健康保険証

●各種医療受給者証（高齢者医療・重度心身障害・介護保険者証・特定疾患など）

●限度額認定証（高額療養費・食事負担など）

※申請した場合、交付され次第ご提示ください。

●退院証明書

●他の医療機関からの紹介状、画像CD（レントゲンフィルム）など

●お薬

入院生活に必要なもの

●上履き（スリッパはできるだけ避けてください。介護シューズが望ましい）

●シャンプー・ボディーソープ・泡立てネット

※皮膚が弱くなっていますので、泡立てネットがあればご持参ください。

●洗面用具（歯ブラシ・歯磨き粉・保湿クリームなど）

●寝巻・パジャマ・着替え・下着

●タオル・バスタオル ●水筒（ポット）・コップ２個（お茶用・うがい用）

●ティッシュペーパー ●電気カミソリ（男性の場合）

●イヤホン（2人部屋の場合） ●その他、オムツなど必要と思われるもの

※持ち物にはお名前の記載をお願いいたします。
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7:00  起 床

8:00  朝 食

9:00  お部屋の清掃

検温・回診など

12:00 昼 食

18:00 夕 食

21:00 消 灯

病院の一日はだいたい左のような流れになってい

ますが、ケアに支障のない範囲で患者さんのペー

スを大切にいたします。

その日の体調に合わせて左記の時間にこだ

わらず、ご自由にお過ごしください。

※看護師は2交代制になっています。

24時間365日看護させていただきます。

病院の一日の流れ

痛みなく過ごしていただくために

痛みがあるとご家族と穏やかに過ごすことも、したいこともできなくなります。そ

の人らしく過ごしていただくために、痛み止めのお薬を必要に応じて調整いたしま

す。痛みの感じ方はその人によって違います。痛みで困っていたり、痛みのために

できないことなどあれば、我慢せずにスタッフに伝えてください。

大切な時間を痛みなく穏やかに過ごしていただくために

①夜間、痛みを気にせずに眠ることができる。

②安静にしていると痛みが気にならない。

③身体を動かしても痛みが気にならない。

ことが目標になります。スタッフがチームで話し合いながら副作用の少ないお薬を

選んで適量調整いたしますので、一人で抱え込まずに遠慮なくご相談ください。

またご家族から見て、痛そうに見えるときはナースコールでお知らせください。

２

分からないこと、疑問に思うことは…

私たちスタッフも、患者さん・ご家族が不安なく過ごしていただくことを心から望ん

でおります。

現在の病状のこと、お薬のこと、今後の経過の不安など、分からないことや疑問に思

うことは、いつでもスタッフにお尋ねください。

私たちも状況に応じて適宜ご説明させていただきますが、聴きたいことは遠慮なく尋

ねるようにしてください。
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●お部屋への持ち込み

ご家族の写真・アルバム、お好きな絵画、ご自身が作られたもの、使い慣れたものなど、持ち

込んでいただいて構いません。CDデッキやポータブルDVDなどをご持参いただき、音楽や映

画鑑賞もできます。

その人にしかないお部屋にアレンジしてください。

※カッターナイフ・ハサミなど刃物類は病棟でお預かりします。

※総室の場合は隣の方への配慮をお願いします。

趣味の絵が描きたい

自分の描いた絵を多くの人に見てもらいたい

音楽が聴きたい

家と同じような雰囲気で過ごしたい

病室で絵を描いたり、病院で個展を開いたことも…

一般の病院ではできないことも、当院ではできることがたくさんあります

どのように過ごしたいか、お一人お一人違いがあります

できるかぎり、お一人お一人のご要望に応えていきたいと思っています

スタッフも一緒に協力させていただきますので、気軽にご相談ください

３

患者さんが作られたものでお部屋を飾って愛車をお部屋から見える位置に

２、その人らしく過ごしていただくために

2022年10月改訂
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●飲酒・喫煙

まずはスタッフにご相談ください。

お酒など飲み込みがむずかしい場合でも、口腔ケア用のスポ

ンジブラシで風味を楽しんでいただくこともできます。

喫煙場所については個別に対応させていただきます。一度、

スタッフにお声掛けください。

※おタバコとライターは病棟でお預かりします。

●家族イベント

病室やビハーラホールで、ご本人やご家族の誕生日祝い、お

孫さんの入卒園のお祝い、結婚記念、長寿のお祝いなど。また、

バーベキューや流しそうめん、たこ焼きパーティ、食事会など、

ご家族で企画していただいて構いません。スタッフもお手伝い

させていただきます。

●入院生活の参考に・・・

当院のことを詳しく知りたい方はホームページをご覧ください。

また公式FacebookやInstagramもございます。入院中の生活に関する情報があります。

ぜひ、ご覧いただき入院中の生活の参考にしてください。

・Facebook 

あそかビハーラ病院 フェイスブック

あそかビハーラ病院の日常の様子などを紹介しています

・ホームページ
あそかビハーラ病院の情報が詳しく紹介されています

あそかビハーラ病院
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家の整理がしたい

週末は家で過ごしたい

家族と旅行に行きたい

近くまで買い物に行きたい

家族と食事に出かけたい

外出・外泊を希望される場合は、スタッフにご相談いただき

先延ばしにせずできるだけ早めに計画を立てるようにしてください。

短時間の外出から外泊まで医師の許可と届出が必要となります。

できる限りご希望に添えるようにします。

車いすや寝たままストレッチャーで移動できる介護タクシーの手配もいたします。

※介護タクシー利用は実費負担となります。

毎月2回 近隣のアルプラザまで買い物ツアーを実施しています
近くのコンビニへの付き添いは

臨床宗教師/ビハーラ僧がお手伝いします

車イスでも外出可能ですので、スタッフにご相談ください

５

請求書は毎月２回

15日締め→22日

月末締め→翌月7日

にお出しします

請求後

一週間以内に

受付または銀行振込にて

お支払いください。

●備品代や付き添い寝具代、付添食代なども併せて請求させていただきます。

●入院時に請求書のお渡し方法を確認いたします。変更の場合は受け付けまで。

●保険証の確認を毎月初めに行いますので、受付にご提示ください。

●保険証の資格喪失や住所変更など、速やかに受付までお知らせください。

受付：正面玄関右 月曜日から金曜日の9:00～17:00

４、お会計について

３、外出・外泊のご希望
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●貴重品の管理

院内は多くの人が出入りしますので、必要以上の金銭はお持ちにならないようにお願いいた

します。

病室では貴重品ボックスにいれて、カギは身に着けてください。

盗難・紛失等、責任を負いかねますのでご了承ください。

●感染防止 ※最新の感染対策は別紙ご参照ください

正面玄関入り口、各お部屋の入口、その他各所にアルコール消毒液を設置しています。

入退室時に手指消毒をお願いいたします。

発熱や感染症の疑いがある場合は、面会をご遠慮ください。

必要時、マスクの着用をお願いします。

●迷惑行為

治療の拒否・暴力行為・暴言・セクハラなどある場合には、退院していただくことがございます

のでご了承ください。

病院の器物を破損された場合は、実費をいただくことがございますのでご了承ください。

●転ばないために
入院すると環境が変わるので、今まで転んだことのな

かった人でも転んでしまうことがあります。けがをしな

いために、つぎのことを注意して下さい。

①スリッパではなくマジックバンドのついた介護

シューズをお勧めします。

②移動の際は遠慮されずにナースコールを押して看

護師をお呼びください。

●危険物の持ち込み

カッターナイフやハサミ、爪切りなどの刃物類・ライターなどの火器・針などの裁縫道具は病

棟でお預かりいたします。必要時お渡ししますので、スタッフへお申し付けください。

●実習生について

当院は教育研修施設としての役割もあり、医学部生・看護学生・臨床宗教師/ビハーラ僧研

修生など実習生が実習担当者の指示のもと訪室させていただきます。ご理解とご協力をお

願いいたします。

●ナースコールの使用

看護師に気兼ねしてナースコールをためらうものですが、快適に過ごし

ていただくために、また転倒防止のためにも、遠慮なくナースコールを押

してください。ご家族が押していただいても構いません。

６

５、患者さん・ご家族へのお願い
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面会は24時間いつでも可能です

●午後9時～翌朝７時まで玄関を施錠いたします。インターホンでお知らせください。

●面会の方は受付で面会記録用紙にご記入上、面会者シールを服にお貼りください。

●玄関受付・各病室前に消毒液を設置しています。手指消毒にご協力ください。

●発熱や咳などの症状がある場合は、面会をお控えください。

●廊下などでの足音・話し声・携帯電話の使用などご注意ください。

●総室の場合、同室の患者さんのへのご配慮をお願いいたします。

●大人数での面会の場合、談話室やビハーラホールなどをご利用ください。

●一部ペットの面会も可能です。事前にスタッフまでお知らせください。

※ペットの面会は「13、ペットの面会」の注意事項を必ず遵守ください。

●24時間看護師が看護いたしますので、基本的に付き添いの必要はありません。

●泊っての付き添いを希望される場合は、看護師へお申し出いただき「家族付添許可

申請書」のご記入をお願いします。

●付き添いにつきましては、体調を第一に考えていただき、ご無理のないようにして

ください。

●病状のことだけでなくご家族のお気持ちの辛さなど、気にかかることは遠慮されず

スタッフにご相談ください。

●ケアに関することは看護師にお任せをいただき、ゆったりとお付き添いください。

●ご家族にもできるケア（口腔ケア・マッサージなど）につきましては、ご希望があ

れば負担のない範囲でご協力をお願いをする場合があります。

●付き添いに際し、掛け布団など寝具をお持ち込みいただいても結構です。

●寝具の貸し出しもございます。看護師までお申し出ください。（有料・次頁参考）

●宿泊できる家族室もございますので、スタッフまでご相談ください。

６、面会・付き添いについて

面会について

付き添いについて
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【貸し出し寝具のご案内】

※「家族付添許可申請書」のご記入をお願いします。

（税込み）

●寝具代は入院費に併せて請求いたします。

●寝具代は１日ごとの請求となります。続けて使用された場合でも1泊とします。

●使用されなくなった場合は、速やかにスタッフへお知らせください。

お部屋付き添い

寝具代

１組あたり（いずれかを使用の場合でも）

簡易ベッド・敷き布団・掛け布団・枕
1泊/550円

家族室付き添い

寝具代

１組あたり（いずれかを使用の場合でも）

敷き布団・掛け布団・枕
1泊/1100円

2人部屋

空きベッド使用

2人部屋をご利用の際、空いているベッド

を使用された場合。（寝具代含む）
1泊/3300円

【付き添い食のご案内】

●付き添い食の提供もあります。（事前要予約）

●付き添い食はどなたでもご注文いただけます。

●患者さんと一緒に同じような食事を召し上がっていただけます。

●ナースステーションの「付添食注文表」にご記入の上、お申し込みください。

（税込み）

●付き添い食は入院費と併せての請求となります。

●数に限りがありますので、場合によってはお断りすることもあります。

●取り消し時間を過ぎた場合、食事をされなくても実費ご負担をお願いします。

申し込み受付時間 取り消しの場合 金 額

朝 食 前日の15時まで 前日の18時まで 350円

昼 食 当日の9時まで 当日の10時まで 500円

夕 食 当日の12時まで 当日の14時まで 500円
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食欲がなくなるとご本人もご家族も心配になるものです。

少しでも「食べたほうがいい」「身体のためにも」と思うのも当然です。

でも、食欲がないときに無理強いすると、かえってお身体の負担になります。

★こんな一工夫をしてみては

●一回の量を少量にして回数を分けましょう

一度に沢山あると負担に思います。

少しなら「食べられそう」と思う気持ちになります。

●好きな時に食べられるように

体調にはムラがあります。

好きな時に食べられるよう、お食事を持ち込んでいただいてかまいません。

●誰かと一緒に

一人で食べるより気が晴れることもあります。

その際、無理に進めないことが肝心です。

★食べやすいものを

●果物（水分の多いものが食べやすい）

●野菜（大根や瓜、トマトなど冷やしてもみずみずしくさっぱりしたもの）

●素麺（冷たい麺類はたべやすく、細い麺類のほうが口当たりがよい）

●細巻きずし（酢飯は酸味があり口当たりもよくパサつきにくく、一口サイズで）

●一口おにぎり（塩味や梅干しなどさっぱりして味のはっきりしたもの）

●サンドイッチ（食感が柔らかく冷たくして食べることができる。パンは薄めで）

●ゼリー・アイスクリーム・かき氷など

７、お食事について

食欲がないとき
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食べたいものを作るのも楽しみの一つです。

スタッフがお手伝いをさせていただきます。

これまでこんなものを作ってみんなで食べました

よもぎ団子・プリン・お好み焼き

たこ焼き・パン・ピザ・ケーキ、などなど

ご家族の方も一緒に参加いただけます。

どんなに美味しいものでも一人で食べていたら味

気がないものです。

当院ではご家族やお見舞いに来られた方にも、患

者さんと一緒に食事できるよう、「付き添い食」

を用意いたします。

（要予約・食事代別途 8頁参照）

ファミリーキッチンも自由にお使いいただけます。

こんな市販品を利用してみてはどうですか？

ゼリー飲料（ウィダーinゼリー・アミノバイタルゼリーなど）

ヨーグルト・プリン・ババロア・水ようかん・クーリッシュ

高脂肪のアイスクリーム・ティラミス・チーズケーキ

スポンジ生地の薄いクリームたっぷりのケーキ など

少し冷たくて柔らかい口当たりのいいものが食べやすく、飲み込みやすいことが多

いです。（状態により個人差があります）

一緒につくってみませんか？

一緒に食事ができたら…

飲み込みがむずかしいとき…

お食事は季節の食材を取り入れ、患者さんの好みや体調に合わせて、

管理栄養士が随時調整して提供いたします。

お食事の 量が多い・少ない

食べたいもの・食べられないもの

味が濃い・薄い・分かりにくい・苦く感じる

ご家族様が何を持ち込めばいいのか・・

など気軽にスタッフにご相談ください。

※患者さんが食べやすいものなど、持ち込みをお願いする場合もあります。

ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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８、臨床宗教師/ビハーラ僧について

臨床宗教師/ビハーラ僧は何をする人？

当院は全国でもめずらしい、仏教精神が基本理念の病院です。

臨床宗教師/ビハーラ僧とよばれる僧侶が勤務しているのが特徴です。

僧侶が勤務しておりますが、入院される患者さんに

宗教を強制したり、制限したりすることはありません。

患者さん・ご家族の宗教・信仰・信条を最大限尊重いたします。

患者さん・ご家族の思いを尊重して関わらせていただきます。

●患者さん・ご家族の思いに真摯に耳を傾けます。

●日常の生活面をサポートさせていただきます。

●話しにくいことなども、臨床宗教師/ビハーラ僧に話してみてください。

解決は出来なくても、その思いを聴かせていただきます。

●散歩の付き添いなどもさせていただきます。

●院内のイベントの企画なども行います。

●仏事に関することで分からないことなどお尋ねください。

お参りのご案内

臨床宗教師/ビハーラ僧は患者さんご家族の思いを大切に受けとめます

ビハーラホールにて

朝 8:30～8:40 勤行

夕方4:00～4:20 勤行と法話

※強制ではありません

ご自由にご参加ください。

●お参りはベッドでも参加することができます。

●ご家族の方もご参加いただけます。

●お部屋でお参りすることもできます。

●宗教・宗派にかかわらず、どなたさまでもお参りいただけます。

●途中の入退室も可能です。

１１ 2022年10月改訂



「あそか」の由来

「ビハーラ」の由来

「あそか」は、古代インドのサンスクリット語の「asoka」という言葉を平仮名表

記したもので、漢字に訳すと「無憂樹」になります。「無憂樹（あそか）」は、お釈

迦さまの誕生にちなんだ樹の名前で、お悟りを開かれた「菩提樹」、入滅されたとき

の「沙羅双樹」と並んで、「仏教三大聖樹」のひとつに数えられています。

「あそか」には「憂(うれ)いの無い樹」という意味があり、「多くの人々の憂いを

無くしてさしあげたい…」という願いが病院名にこめられております。

「ビハーラ」という言葉は古代インドの

サンスクリット語の「Vihara」をそのまま

音訳したもので、「精舎・僧院」「身心の

安らぎ・くつろぎ」「休息の場所」と訳さ

れます。 患者さん、そしてご家族も、

「身心ともに安らかに過ごしてほしい」と

の願いが「ビハーラ」に込められておりま

す。

「医療」「福祉」に「仏教」が連携して、

人々を孤独のなかに置き去りにしないようにと、

多職種が連携して関わらせていただきます。

１２ 2022年10月改訂



平屋建てで全室庭に面していて、明るく開放的でお部屋から外に出られる掃き出し窓

が特徴となっています。

総室（2人部屋）・個室（洋室・和室・広めのお部屋）など様々なタイプのお部屋が

ございます。

病状に応じてお部屋の移動をお願いする場合がございます、予めご了承ください。

【個 室】

テレビ・ソファー・テーブル・冷蔵庫が備え付けられています。

個室はWi－Fi対応となっておりますので、ご自由にお使いください。

ソファーは肘掛が倒れてベッドタイプになりますので、ソファーで宿泊可能です。

【総 室】

テレビ使用の場合は別途1日/280円入院費とともに請求させていただきます。

テレビ使用時はイヤホンの使用をお願いいたします。

冷蔵庫は談話室の共有冷蔵庫をご利用していただきます。

９、施設・設備の紹介

病 室

※病室にご家族の写真やお好きな絵など飾っていただいて結構です。

※押しピンやテープなど使用される場合は、スタッフに必ずご相談ください。

※ベッドやテレビ台の位置などレイアウトの変更も可能です。

※各お部屋のテレビはUSBを差し込めば録画・再生が可能です。

※有線LANの貸し出しも行っています（総室の場合有料）。

※ポータブルDVDやCDデッキなど持ち込み可能です。

※大型の電化製品の持ち込みは病棟にご相談ください。
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明るく開放的な空間。お部屋で一人でいるより

も、少しにぎやかな談話室で過ごすのもいかが

でしょうか。談話室でお食事を召し上がってい

ただくこともできます。また、面会の方との交

流など、おくつろぎの場としてご利用ください。

談話室は共有スペースとして、多目的に利用さ

れています。

談話室・ファミリーキッチン

●ファミリーキッチンの設備

●共用の冷蔵庫・湯茶ポット・電子レンジ・トースター・ホットプレートなど

●簡単な調理器具や食器類をそろえております。患者さん・ご家族が調理していた

だくこともできます。事前にスタッフにお声掛けいただき、「11、ファミリーキッ

チンの利用について」を遵守のうえご利用ください。

●談話室での販売

●オフィスグリコ‥お菓子・カップラーメンなどの購入（100円～150円）

●コーヒーサーバー‥コーヒー・紅茶（一杯50円・セルフサービス）

●その他

●大型テレビ（ご自由にご覧いただけます）

●談話室には図書コーナーがあります。

●新聞（朝刊・夕刊）※患者さんが直接契約も可能です。

●CDデッキ・CD、DVDデッキ・DVD（ご寄贈いただいたCD、DVD多数あります）

●貸し出し：将棋・囲碁・オセロ・トランプ・色鉛筆・絵具など。
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朝 8:30～8:40 勤行

夕方4:00～4:20 勤行と法話

※強制ではありません

ご自由にご参加ください。

また、ホールにはマイクなど音響設備や電子ピアノ、スクリーンやプロジェクターな

どの設備があり、コンサートなどのイベントなどでも使用されています。

カラオケや大画面での映画鑑賞、大勢の家族が集まっての食事会など、ビハーラホー

ルはどなたでも多目的にご利用いただけます。利用の際はビハーラ僧まで気軽にご

相談ください。

ご家族が泊まっていただける和室が２部屋ございます。

希望される場合はスタッフへご相談ください。

また一時利用も可能です。その際もお声掛けください。

ご利用時間 入室16時～退室11時

継続してご利用の場合も一旦退室の上、清掃をお願いします。

寝具（敷き布団・掛け布団・枕）の貸し出しもございます。※貸出寝具のご案内参照

基本的にご予約はできません。

※2部屋しかございませんので患者さんの状況により判断させていただきます。

●家族室での飲酒・喫煙は禁止です。

●布団をたたみ、ゴミを片付けてください。

●夜間の扉の開閉や足音、話し声など注意してください。

●エアコン・テレビなど電気の消し忘れにご注意ください。

●物品の破損については、別途請求させていただく場合があります。

ビハーラホール

家 族 室
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病室の前には広大な芝生が広がっていま

す。毎日の散歩など外の空気を楽しんで

いただけます。

親鸞聖人の銅像があり、中央の蓮池には

魚も泳いでいます。

四季折々の景色を楽しんでいただけます。

ビハーラガーデン

庭での散歩を希望される方はスタッフへお声掛けください。

舗装された道は、車いすやベッドのままでも散歩が可能です。スタッフがお手伝

いさせていただきます。

またあそかの庭では

子供さんの遊び（ボール遊びやジェイボード、ラジコンなど）

天気の良い日は外でお食事（ピクニックのように）

家族集まってのバーベキュー 流しそうめん 花火

ペットを連れての散歩

など自由にご利用いただけます。

スタッフもお手伝いさせていただきますので、希望があればご相談ください。
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●寝たまま入浴できる 特別浴室

●座って入浴できる アビット浴室

●一人で入浴していただける 一般浴室

３種類の浴室がございます。患者さんの状況に応じて看護師がお手伝いいたします。

一般浴室は付き添いの方もご入浴いただけます。（17時以降）

窓がひざ下の高さで、照明は間接照明の少し変

わったお部屋になっています。

一人になりたいとき。心静かに過ごしたいとき。

乳児への授乳。プライベートな相談。

ご家族の休憩。来客者との対応。

携帯電話の利用など。

どなたさまでもご自由にご利用できます。

浴 室

あそかの間

インターネット

●個室はWi-Fiを完備しております。

入院のしおり表紙にIDとパスワードが記載されています。

●総室（二人部屋）はWi-Fiルーターの貸し出しになります。

有線LANの貸し出し（有料）も行っております。

※パソコン・タブレット端末・スマートフォンは各自ご持参ください。

※接続の仕方、ご不明な点など、スタッフにお尋ねください。

あそかの庭の一角に小さな畑コーナーがございます。

季節のお野菜を育てていて、採れた野菜は病院の食卓にも並びます。

患者さんが畑を耕したり、面会に来られた子どもさんと収穫したり、ご家族も畑を

楽しんでいただくことができます。

あそか菜園
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その他

●電 話

各お部屋に電話機がございます。

電話をかける場合「０」を押してから、市外局番を入力ください。

電話代実費を入院費と併せての請求になります。

●郵 便

切手を添付の上、事務にお出しください。毎日午後から集配にこられます。

物品の販売・レンタル

売店はございませんが、入院生活に必要なケア用品やシャンプーなどの日用品の購入

が可能ですので、スタッフまでお尋ねください。また患者さんのケアに必要な物品に

つきましては、購入をお願いする場合がございます。ご協力のほどお願いいたします。

●おむつ（各サイズ）・尿取りパッド ●ガーゼ寝巻

●ウエットワイプ（除菌ウエットティッシュ・50枚入り）

●ビバくるりん（口腔ケア用スポンジブラシ）

●リフレケア（口腔ケア用ジェル） ●箱ティッシュ

●ニベア（スキンケアクリーム） ●歯磨きティッシュ（90枚入り）

●バリアクリーム（撥水性クリーム） ●T字カミソリ

●ビオレUミニ ●メリットミニ

●レンタル寝巻（ガウン・上下タイプ）

※金額は別紙「保険外負担料金表」をご参照ください。

※詳細につきましては事務までお尋ねください。

その他、自動販売機・オフィスグリコ・コーヒーサーバーなどご利用ください。

病棟内に洗濯機が設置されています。

ご利用の際は洗濯機横のノートにご記入ください。入院費と併せて請求となります。

自宅での洗濯やご自身での洗濯が困難な方は業者への委託も行っています。

業者への委託は個人さまの契約になります。詳細はスタッフまでお尋ねください。

洗 濯 室

●洗濯機使用 1回/220円

●乾燥機使用 1回/220円

※洗剤は各自ご準備ください。
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●自動販売機

正面玄関を入って廊下の左（病棟内廊下、北のつきあたり）に自動販売機が設置さ

れています。

●タクシー呼び出し

タクシー会社の呼び出し電話が、正面玄関入って右の手洗い横と談話室にございま

す。受話器を上げるとタクシー会社につながりますので、お名前をお伝えください。

●送迎バス

南京都病院の無料送迎バスが、数は少ないですが循環しています。

乗り口・降り口・時刻表など別紙ご参照ください。

●ヘアカット

出張理美容に来ていただきます。

事前予約が必要となります。

ベッドで寝たままでもヘアカットが可能です。

実費負担いただきます。

詳細はスタッフにお尋ねください。

●介護タクシー

車いすや寝たままのストレッチャーでも外出が可能です。

事前予約が必要となります。実費負担いただきます。

詳細はスタッフまでお尋ねください。

●コンビニ

当院から南に徒歩５分のところにファミリーマートがあります。

コンビニへの買い物は「外出届」が必要となります。

スタッフまでお尋ねください。

※車いすの方など、臨床宗教師/ビハーラ僧がコンビニまで外出のお手伝いをいた

します。
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1０、持ち込みの飲食物について

当院では、医師の許可のもと飲食物の持ち込みは自由となっておりますが、食

品衛生上、下記のことにご注意下さいますようお願いいたします。

※持ち込みされる場合は看護師に一声おかけください。

下記の事項をお守りください。

１．食品を扱う際は手洗いをお願いします。

２．賞味期限にご注意下さい。

（期限切れの食品はこちらで廃棄する場合がございます）

３．スプーンやフォークを刺した状態での

冷蔵庫保管はご遠慮ください。

４．共用の冷蔵庫には、患者さんのためだけの

飲食物の使用としてください。

1１、ファミリーキッチンのご利用について

患者様のお食事を調理するために、ファミリーキッチンをご利用される際、

食中毒発生防止などの衛生管理上、「生の肉類・生の魚類」を使った調理

は原則ご遠慮ください。

「生の肉類・生の魚類」の使用を希望される場合は、担当看護師

に、ご利用希望日3日前の午後1時までに必ずご相談ください。

感染性食中毒（ノロウィルス等）の可能性がある食材（牡蠣など

貝類）のご使用はお断りさせて頂くことがあります。
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1２、ボランティアのご案内

当院では、入院中の患者さんやご家族が少しでも心地よく過ごしていただ

けるように、ボランティアの方々が活動しています。

活動内容

●ティーサービス

火曜日・金曜日 13:00～15:00

コーヒー（ホット・アイス）、紅茶、日本茶、梅昆布茶など

●お花の手入れ

院内各所、病室のお花の水の入れ替えやお手入れをしていただいています。

●アロママッサージ

お好きな香りや、身心の状態に合わせたオイルを使用してマッサージいたします。

お身体のだるさや心のリラックス効果があります。

●ガーデニング

お部屋から見える草花のお手入れ。

●ピアノコンサート

お好きな歌などリクエストしていただきながら、音楽を楽しみます

●裁 縫

クッションカバーや医療機器のカバーなどもボランティアさんの手作りです。

活動資金のご協力のお願い

ティーサービスなど、ボランティアさんが提供するものはすべて無料です。

コーヒーやガーデニングの材料、アロマオイルの購入はボランティア活動資金から支

出させていただいております。

活動資金はバザーの売り上げなどで集めておりますが、継続的なボランティア活動の

ために、「募金箱」を設置しています。

募金箱は

●正面玄関入った手洗い場

●談話室左手図書コーナー

の２か所に設置しています。

ご協力をお願いいたします。

２１ 2022年10月改訂



1３、ペットの面会について

大切な家族の一員（ペット）と
快適にお過ごしいただくために

大切な家族の一員であるペット（伴侶動物）の面会が可能です。

気持ちよくご面会いただくためにいくつかのお願い事があります。

ご理解とご協力をお願いいたします。

ご不明なことは気軽にスタッフにおたずねください。

注意事項

●各種、予防接種を受けていることが必要です。

●院内の共有部分はゲージやバッグを使用し移動してください。

●噛みぐせや鳴いたりする場合は、セーフティマスクの装着をお願いします。

●ペットのおトイレは、においも含め、患者さんの不快にならないように管理をお願

いします。（できれば屋外でのおトイレをお願いします）

●汚染したペットシート類は感染防止のため持ち帰りご自宅で破棄してください。

院内のゴミ箱には棄てないようにお願いします。

●当院の設備についてペットによる破損や汚染が著しい場合、修繕をお願いする場合

もあります。（例えば、壁紙の破損や尿による汚染など）

●スタッフがペットのお世話をするとはできません。ご家族でお願いします。

●他の患者さん、ご家族へのご配慮をお願いします。（動物が苦手な方、アレルギー

をお持ちの方がおられる場合もあります）

●談話室は食堂も兼ねていますので、衛生上ペットの立ち入りは

ご遠慮ください。

●ペットによるトラブルについて当院では責任は負いかねます。

●ペットの面会は原則的に患者さんご本人が飼われていた

ペットのみとさせていただきます。

●ペットの宿泊は原則禁止させていただきます。

気持ちよくお互い過ごせますよう、ご理解とご協力をお願いします。

ペットのご面会の際、事前にスタッフにお声がけください
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わたしたちは、あなたの尊厳と権利を非常に重要なものと考えています。

「あなたの権利」として明文化し、職員に徹底するとともに、あなた自身にもお伝え

します。

1. あなたは、あそかビハーラ病院の理念と日本ホスピス緩和ケアの基準

に沿ったケアを受けることができます。

2. あなたは、あなたの病状や今後の見通し、ケアなどあなたが知りたい

ことについて、あなたに理解できる言葉で説明してもらい、どのよう

なケアを受けるか、誰にも強いられることなく、法律の許す範囲で選

ぶことができます。

3. あなたは、提案されたケアに付随して起こりうる不都合や、ケアを受

けなかった場合に起こりうる不都合について説明を求めることができ

ます。

4. あなたは、病状や今後の見通し、ケアなどについて話し合うときに、

あなたの選んだ人を同席させることができます。

5. あなたのためのケアは、あなたの同意に基づいて提供されます。

6. あなたは、いったん同意した選択をいつでも撤回したり、変更したり

することできます。

7. あそかビハーラ病院の調査や見学、研修に際し、協力をお願いするこ

とがあります。拒否しても、途中で撤回してもあなたへのケアには何

の影響もありません。

8. あなたのプライバシーは守られます。

1４、あなたの権利
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1. あそかビハーラ病院では、あなたに関する個人情報をケアの目的以外

に使用しません。

2. ご家族などにあなたの病状を説明する場合、あなたにあらかじめ病状

説明を行うご家族などの対象者を確認し、同意を得るようにします。

3. 保険証を提出していただく場合や問診票への記載に関してもケアの目

的以外には使用しません。

4. あなたの同意がない限り保険会社、職場などからの病状や回復の見込

みなどに関する照会にも回答しません。

5. 個人情報の取り扱いに関して、同意、保留、否認しても以降の当病院

におけるケアには何の影響もありません。その後のあなたからの申し

出によりいつでも変更することができます。

6. あなたご本人から、ご本人が識別される個人情報の開示を求められ

たときは、ご本人に対し書面による方法などにより個人情報を開示し

ます。

7. 個人情報の取り扱いについての質問や苦情のある場合には、遠慮なく

スタッフに申し出てください。

8. あなたの個人情報を、緩和ケアに関する研究目的で使用する場合には、

ご本人が識別されないよう注意深く匿名化します。

1５、個人情報の取り扱い
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1６、感染予防のお願い

新型コロナウイルス・感染性胃腸炎・インフルエンザなど
感染の症状や疑いのある方は
面会をご遠慮ください。

面会の方は、必ず手洗い。手指消毒をお願いします。
必要時、マスクの着用をお願いします。
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1７、ゴミの分別について

紙くず（メモ用紙・ちり紙など）
お弁当・ラーメンなどのカップやトレー類・割りばし

枯れ草・草や花
台所用洗剤空容器など

もえるゴミ 各部屋のゴミ箱か談話室のゴミ箱へ

飲料用 缶・ビン・ペットボトル

資源ゴミ 談話室か自動販売機横のゴミ箱へ

ビニール類（軟質ビニール・PPバンドなど）
発泡スチロール・割れたプラスチック類
ガラス・陶器類（割れたガラス・食器）
水銀使用製品（電池・蛍光灯）

金属類（やかん・カセットボンベ・その他）

もえないゴミ
できるだけ各自で処分いただくか
処分に困る場合スタッフにお知らせください

ゴミの分別に
ご協力ください
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麺屋 たけ井 徒歩5分
行列のできる有名ラーメン店

青谷郵便局 徒歩15分

1８、交通のご案内・病院周辺地図

●電車の場合

JR山城青谷駅下車 徒歩15分~20分

近鉄新田辺駅下車 タクシー15分

JR京田辺駅下車 タクシー15分

●お車の場合

京都方面から 国道1号から国道24号線を南（京都駅から約45分

大阪方面から 国道307号線から山城大橋を渡り24号線を北に

奈良方面から 国道24号線を北へ

コンビニ徒歩5分 ファミリーマート 城陽奈島店 0774-54-7231
ATMあり 銀行キャッシュカードで現金の引き出しが可能です

アルプラザ城陽 車で5分
ホームセンターも併設されたショッピングモールです
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２８

山城青谷駅からの周辺地図
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１９、院内見取り図 避難経路

正面玄関

●自動販売機

避難経路

●タクシー呼出電話

●洗濯室

●オフィススグリコ
●コーヒーサーバー
●タクシー呼出電話
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