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原原宿宿リリハハビビリリテテーーシショョンン病病院院  

基基本本理理念念  
  

““手手ににはは技技術術、、頭頭ににはは知知識識、、患患者者様様ににはは愛愛をを””  
  

基基本本方方針針  
  

１１．．安安心心・・安安全全なな医医療療  

２２．．回回復復期期リリハハビビリリテテーーシショョンン医医療療  

３３．．地地域域医医療療  
  

リリハハビビリリテテーーシショョンンととはは  
  

障障害害をを受受けけたた者者ををそそのの人人ののななししううるる最最大大のの  

１１．．身身体体的的   
２２．．精精神神的的   
３３．．社社会会的的   
４４．．職職業業的的   
５５．．経経済済的的  

なな能能力力をを有有すするるままででにに回回復復ささせせるるここととででああるる。。  
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2  

患患 者者 様様 のの 権権 利利

１１．．患患者者様様はは、、そそのの社社会会的的経経済済的的地地位位、、国国籍籍、、人人種種、、宗宗教教、、年年齢齢、、病病気気のの種種類類にによよっっ

てて差差別別さされれずず、、平平等等なな治治療療をを受受けけるる権権利利をを持持っってていいまますす。。

２２．．患患者者様様はは、、医医師師にによよるる明明確確でで分分かかりり易易いい言言葉葉ででのの十十分分なな説説明明ににももととづづいいてて、、治治療療

をを受受けけるる権権利利、、ああるるいいはは治治療療をを拒拒むむ権権利利をを持持っってていいまますす。。

３３．．患患者者様様はは、、医医師師にによよるる診診断断とと治治療療、、おおよよびび変変わわりり得得るる治治療療方方法法とと今今後後予予測測さされれるる

問問題題にに関関ししてて知知るる権権利利をを持持っってていいまますす。。

４４．．患患者者様様はは、、自自分分のの医医療療内内容容にに関関ししてて、、医医師師とと共共同同ししてて選選択択すするる権権利利、、他他のの医医師師のの

意意見見・・相相談談をを得得るる権権利利､､ままたたいいかかななるる場場合合ででああっっててもも人人格格的的にに尊尊重重さされれ、、ププラライイ

ババシシーーにに関関ししてて、、万万全全のの配配慮慮をを受受けけるる権権利利をを持持っってていいまますす。。

５５．．患患者者様様はは、、利利用用可可能能なな財財政政的的支支援援ににつついいてて十十分分なな情情報報をを得得てて相相談談すするる権権利利をを持持

っってていいまますす。。

６６．．患患者者様様はは、、効効果果的的医医療療行行為為がが速速ややかかにに行行わわれれるるここととをを要要求求すするる権権利利、、おおよよびび継継続続

的的にに、、検検討討さされれたた質質のの高高いい医医療療をを受受けけるる権権利利をを持持っってていいまますす。。

患患者者様様のの個個人人情情報報のの保保護護ににつついいてて

当当院院でではは、、安安全全なな医医療療ををごご提提供供すするるととととももにに、、患患者者様様のの個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににもも、、万万

全全のの体体制制でで取取りり組組んんででままいいりりまますす。。

★★ 個個人人情情報報のの利利用用目目的的ににつついいてて

当当院院でではは、、患患者者様様のの個個人人情情報報をを（（ ））診診療療業業務務（（ ））他他施施設設へへのの医医療療情情報報提提供供

（（ ））診診療療費費請請求求業業務務（（ ））当当院院のの管管理理運運営営業業務務のの目目的的でで利利用用ささせせてていいたただだききまますす。。

他他のの目目的的でで利利用用ささせせてて頂頂くく必必要要がが生生じじたた場場合合ににはは、、改改めめててごご説説明明いいたたししまますすののでで

ごご安安心心下下ささいい。。

★★ 個個人人情情報報のの開開示示・・訂訂正正・・利利用用停停止止等等ににつついいてて

当当院院でではは、、患患者者様様のの個個人人情情報報のの開開示示・・訂訂正正・・利利用用停停止止ににつつききままししててもも、、「「個個人人情情報報のの

保保護護にに関関すするる法法律律」」のの規規定定ににししたたががいいまますす。。

個個人人情情報報取取扱扱いいのの詳詳細細とと手手続続ききななどど、、ごご不不明明なな点点ににつつききままししててはは１１階階総総合合受受付付ででおお気気

軽軽ににおお尋尋ねね下下ささいい。。
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◆◆ごご入入院院のの際際にに持持参参ししてて頂頂くくもものの◆◆

（（１１）） 健健康康保保険険証証（（後後期期高高齢齢者者医医療療証証・・各各種種公公費費医医療療証証ななどど該該当当さされれるる方方））

（（２２）） 生生活活保保護護受受給給者者証証

（（生生活活保保護護法法にによよりり入入院院さされれるる方方はは、、福福祉祉事事務務所所にに必必ずずごご連連絡絡くくだだささいい））

（（３３）） 介介護護保保険険被被保保険険者者証証（（おお持持ちちのの方方））

（（４４）） 入入院院申申込込書書兼兼誓誓約約書書（（事事前前ににおお渡渡ししししてていいるる方方））

（（５５）） 情情報報シシーートト（（事事前前ににおお渡渡ししししてていいるる方方））

（（６６）） 通通常常のの業業務務でで想想定定さされれるる個個人人情情報報のの利利用用目目的的（（事事前前ににおお渡渡ししししてていいるる方方））

（（７７）） 印印鑑鑑（（入入院院当当日日ののみみ））

（（８８）） 紹紹介介状状 （（前前病病院院かかららののもものの））

（（９９）） 退退院院証証明明書書 （（前前病病院院かかららののもものの

（（ ）） おお薬薬・・おお薬薬手手帳帳

（（ ）） 日日用用品品

□□ 不不織織布布ママススクク（（季季節節性性感感染染症症蔓蔓延延予予防防のの為為））

□□ 洗洗面面用用具具（（歯歯ブブララシシ･･歯歯磨磨きき粉粉･･割割れれなないい素素材材ののココッッププ））

□□ ヘヘアアーーブブララシシ

□□ ひひげげそそりり（（電電気気シシェェーーババーー））

□□ 義義歯歯･･義義歯歯容容器器･･義義歯歯洗洗浄浄剤剤

□□ テティィッッシシュュペペーーパパーー

□□ オオムムツツ（（必必要要なな方方。。当当院院ののおおむむつつをを利利用用すするる際際はは､､有有料料ととななりりまますす。。））

□□ 下下着着・・靴靴下下（（着着替替ええ用用もも含含めめてて セセッットトくくららいい））

□□ 洗洗濯濯物物入入れれ用用のの紙紙袋袋ととビビニニーールル袋袋

□□ 上上靴靴（（運運動動靴靴ままたたははリリハハビビリリ靴靴））

□□ 現現在在使使用用さされれてていいるる治治療療用用のの装装具具類類

アアメメニニテティィととししてて、、〇〇寝寝衣衣 〇〇リリハハビビリリ着着 〇〇タタオオルル類類 ををごご用用意意ししてておおりりまますす。。

※※有有料料部部屋屋使使用用のの場場合合、、ここちちららのの 点点はは当当院院ででごご用用意意致致ししまますす。。

※※無無料料部部屋屋使使用用のの場場合合、、ここちちららのの 点点をを利利用用すするる際際はは、、有有料料ととななりりまますす。。

※※朝朝夕夕はは冷冷ええまますすののでで、、体体温温調調整整ののたためめのの衣衣類類（（上上着着））ををごご用用意意くくだだささいい。。

※※貴貴重重品品・・多多額額のの現現金金ななどどははごご持持参参さされれなないいよよううににおお願願いいいいたたししまますす。。

紛紛失失・・盗盗難難にに遭遭わわれれままししててもも、、当当院院でではは責責任任をを負負いいかかねねまますす。。

※※ペペッットトのの持持ちち込込みみはは禁禁止止ししてておおりりまますす。。

※※パパソソココンン・・ララジジオオ等等ににつつききままししててははごご相相談談くくだだささいい。。

※※個個室室以以外外のの方方ははテテレレビビ視視聴聴のの際際ににははイイヤヤホホンンををごご利利用用くくだだささいい。。

（（入入院院時時ににおお渡渡しし致致ししまますす））

※※共共用用のの入入浴浴セセッットト（（洗洗面面器器・・シシャャンンププーー・・リリンンスス等等））ををごご準準備備ししてておおりりまますす。。

※※ススリリッッパパののごご使使用用はは転転倒倒のの危危険険ががあありりまますすののででごご遠遠慮慮くくだだささいい。。

※※持持ちち物物ににははごご記記名名ををおお願願いいいいたたししまますす。。
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◆◆入入院院のの手手続続きき◆◆

１１階階総総合合受受付付ににおお越越ししいいたただだきき､､「「健健康康保保険険証証」」・・「「各各種種公公費費医医療療証証」」

「「入入院院申申込込書書兼兼誓誓約約書書」」・・「「退退院院証証明明書書」」・・「「紹紹介介状状（（診診療療情情報報提提供供書書））」」

ををごご提提示示くくだだささいい。。手手続続ききがが済済みみままししたたららおお部部屋屋ままででごご案案内内いいたたししまますす。。

◆◆入入院院のの費費用用◆◆

入入院院中中ののごご請請求求はは、、月月末末締締めめ のの請請求求書書をを 翌翌月月１１００日日頃頃 にに発発行行いいたたししまますす。。

請請求求書書ををおお受受けけ取取りりににななりりままししたたらら､､そそのの月月のの 日日頃頃迄迄にに１１階階総総合合受受付付ににてておお支支払払

いいくくだだささいい｡｡退退院院のの際際はは、、そそのの当当日日ままででのの医医療療費費ののおお支支払払いいををおお願願いいいいたたししまますす。。

（（１１））入入院院料料及及びび入入院院中中のの医医療療費費はは、、保保険険診診療療のの規規定定にに準準じじてて請請求求いいたたししまますす。。

たただだしし、、自自費費診診療療・・労労災災保保険険・・自自動動車車損損害害賠賠償償保保険険はは別別途途扱扱いいににななりりまますす。。

（（２２））食食事事代代はは、、提提供供ししたた食食数数にに応応じじてて請請求求ささせせてていいたただだききまますす。。

食食費費負負担担額額のの減減額額認認定定証証ををおお持持ちちのの方方はは、、１１階階総総合合受受付付へへごご提提示示くくだだささいい。。

（（３３））有有料料部部屋屋代代・・有有料料ササーービビスス代代・・オオムムツツ代代・・文文書書料料ななどど、、保保険険診診療療でで請請求求ででききなな

いいももののににつつききままししててはは、、全全てて実実費費ににてて請請求求ささせせてていいたただだききまますす。。

（（料料金金ににつつききままししててはは、、別別紙紙「「保保険険外外料料金金表表」」ををごご参参照照くくだだささいい））

（（４４））おお支支払払いいのの際際ににもも、、健健康康保保険険証証・・各各種種公公費費医医療療証証ななどどををごご提提示示くくだだささいい。。

※※毎毎月月、、月月初初めめににはは健健康康保保険険証証をを一一階階受受付付ににてて提提示示ししてて頂頂ききまますす。。

※※健健康康保保険険証証のの内内容容にに変変更更がが生生じじたた場場合合はは速速ややかかににごご提提示示くくだだささいい。。

※※入入院院費費ににつついいててののごご相相談談はは､､１１階階総総合合受受付付でで承承りりまますす。。

（（５５））医医療療費費のの領領収収書書はは、、所所得得税税のの医医療療費費控控除除をを申申請請すするる際際ににもも必必要要ととななりりまますすのの

でで大大切切にに保保管管ししててくくだだささいい。。領領収収書書のの再再発発行行ははででききまませせんんののででごご注注意意下下ささいい。。

（（６６））おお支支払払方方法法

※※原原則則ととししてて 階階総総合合受受付付ににてて現現金金ままたたははククレレジジッットトカカーードドででののおお支支払払いいをを

おお願願いいししまますす。。

提提携携ククレレジジッットトカカーードド：： ・・ ・・ ・・ 等等

【【窓窓口口支支払払いい】】 日日 時時 ：： 月月曜曜日日～～土土曜曜日日 ９９：：００００～～１１６６：：００００

（（※※日日曜曜日日・・祝祝日日はは対対応応出出来来かかねねまますす。。ごご了了承承くくだだささいい。。））

〇〇現現金金書書留留ででののおお支支払払いい

原原宿宿リリハハビビリリテテーーシショョンン病病院院「「医医事事課課」」宛宛にに現現金金書書留留ににてておお送送りり下下ささいい。。

ごご入入金金確確認認後後にに領領収収書書をを郵郵送送致致ししまますす。。

（（書書留留手手数数料料はは患患者者様様ののごご負負担担ととななりりまますすここととををごご了了承承下下ささいい。。））

〇〇振振込込みみででののおお支支払払いい

階階総総合合受受付付ままででおお申申しし出出下下ささいい。。

（（振振込込みみ手手数数料料はは患患者者様様ののごご負負担担ととななりりまますすここととををごご了了承承下下ささいい。。））
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◆◆入入院院中中のの生生活活◆◆

○○入入院院中中はは治治療療方方針針・・看看護護方方針針ににももととづづいいてて療療養養ししてて頂頂ききまますすののでで、、医医師師・・看看護護師師・・

リリハハビビリリススタタッッフフ・・薬薬剤剤師師・・栄栄養養士士等等のの指指導導にに従従っっててくくだだささいい｡｡

○○入入院院中中ははごご本本人人確確認認ののたためめ、、氏氏名名をを病病室室入入口口にに掲掲示示ささせせてていいたただだききまますす｡｡

ごご理理解解ととごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。

但但しし、、掲掲示示ををさされれたたくくなないい場場合合はは、、看看護護師師ににおお申申しし出出くくだだささいい。。

○○病病棟棟ででノノーートトパパソソココンンやや通通信信機機器器ででののイインンタターーネネッットトをを使使用用すするる際際はは、、各各病病棟棟

ススタタッッフフににおお問問合合せせ下下ささいい。。ごご使使用用のの際際はは他他のの患患者者様様へへのの御御配配慮慮ををおお願願いい致致ししまますす。。

〇〇病病院院内内ににおおいいててはは、、セセキキュュリリテティィシシスステテムムをを導導入入ししてておおりりまますす。。

詳詳ししくくははセセキキュュリリテティィシシスステテムム説説明明書書ををごご参参照照くくだだささいい。。

．． 起起床床・・消消灯灯時時刻刻ににつついいてて

起起床床時時刻刻はは ６６時時でですす。。

消消灯灯時時刻刻はは ２２２２時時でですす。。

．． 食食事事ににつついいてて

○○治治療療上上・・感感染染症症予予防防上上かかららもも自自炊炊やや出出前前にによよるる持持ちち込込みみははごご遠遠慮慮くくだだささいい。。

〇〇当当院院でではは、、『『適適時時適適温温給給食食』』をを実実施施ししてていいまますす。。

○○基基本本的的ににおお食食事事ははデデイイルルーームムでで摂摂っってていいたただだききまますす。。

食食事事時時間間 朝朝食食 ８８時時～～ ・・ 昼昼食食 １１２２時時～～ ・・ 夕夕食食 １１８８時時～～

･･ははしし・・ススププーーンン・・湯湯ののみみはは、、各各食食事事のの時時ににごご用用意意いいたたししまますす。。個個人人のの物物ににはは

おお名名前前ををごご記記入入下下ささいい。。

．．面面会会ににつついいてて

※※感感染染症症蔓蔓延延予予防防ののたためめ面面会会をを制制限限ししてておおりりまますす。。

○○面面会会時時間間はは下下記記のの通通りり設設定定ししてておおりりまますすがが、、リリハハビビリリ時時間間とと重重ななっったた場場合合ににはは

ごご面面会会ででききなないい場場合合ももごござざいいまますすここととををごご了了承承下下ささいい。。

面面会会時時間間 平平日日・・日日祝祝日日共共にに １１００時時～～２２００時時３３００分分ままでで

〇〇セセキキュュリリテティィ管管理理上上、、受受付付ににてて面面会会簿簿ににごご記記名名ををおお願願いいししてておおりりまますす。。

○○面面会会ににおお越越ししにになならられれたた方方はは、、必必ずず病病棟棟ススタタッッフフににおお申申しし出出くくだだささいい。。

〇〇面面会会でで駐駐車車場場をを使使用用さされれるる際際はは、、駐駐車車券券をを 階階総総合合受受付付ににごご提提示示下下ささいい。。

○○病病状状にによよっっててはは食食事事にに制制限限ががあありりまますすののでで、、食食べべ物物のの差差しし入入れれははごご遠遠慮慮くくだだささいい。。

特特にに、、生生ももののはは食食中中毒毒のの発発生生原原因因ととななりりまますすののでで、、持持ちち込込みみをを禁禁止止ししまますす。。

○○ごご面面会会はは１１階階ウウェェルルカカムムホホーールル・・各各病病棟棟デデイイルルーームムををごご利利用用くくだだささいい。。

○○冬冬季季はは季季節節性性感感染染症症蔓蔓延延予予防防のの為為 歳歳以以下下ののおお子子様様はは面面会会をを制制限限ささせせてていいたただだ

いいてておおりりまますす。。多多床床室室、、個個室室病病棟棟共共にに制制限限ととななりりまますす。。
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．．喫喫煙煙・・飲飲酒酒ににつついいてて

○○病病院院内内ででのの喫喫煙煙・・飲飲酒酒はは厳厳禁禁でですす。。

○○病病院院内内でで喫喫煙煙・・飲飲酒酒ををさされれたた場場合合はは、、退退院院ししてていいたただだくく事事ががごござざいいまますす。。

．．院院内内規規則則・・規規定定ににつついいてて

〇〇当当院院はは、、院院内内ででののいいかかななるる身身体体的的暴暴力力やや暴暴言言、、セセククシシャャルルハハララススメメンントト等等はは一一切切

許許容容致致ししまませせんん。。ごご入入院院中中ににここれれららのの行行為為をを行行っったた場場合合はは、、退退院院をを勧勧告告すするるこことと

ににななりりまますすののでで、、院院内内のの規規則則やや規規定定のの遵遵守守ににごご協協力力下下ささいい。。

．．使使用用をを許許可可すするる電電気気器器具具ににつついいてて

○○電電気気製製品品のの使使用用ををごご希希望望のの方方はは、、病病棟棟ススタタッッフフににごご相相談談下下ささいい。。

．．携携帯帯電電話話のの使使用用ににつついいてて

問問題題ののなないい範範囲囲ででのの使使用用をを許許可可ししてておおりりまますすののでで、、次次のの事事ををおお守守りりくくだだささいい。。

○○使使用用場場所所はは、、１１階階ララウウンンジジ・・各各病病棟棟デデイイルルーームム・・個個室室にに限限定定ししまますす。。

○○病病院院内内でではは、、常常ににママナナーーモモーードドででごご使使用用くくだだささいい。。

○○廊廊下下やや複複数数病病室室ででのの使使用用はは周周囲囲のの患患者者様様ににごご迷迷惑惑ととななりりまますすののでで、、ごご遠遠慮慮くくだだ

ささいい｡｡

．．外外出出・・外外泊泊ににつついいてて

主主治治医医のの許許可可がが必必要要でですすののでで、、各各病病棟棟看看護護師師ににおお申申しし出出くくだだささいい。。無無断断でで外外出出･･

外外泊泊ををさされれたた場場合合はは退退院院ししてていいたただだくく事事ももごござざいいまますす。。外外出出・・外外泊泊許許可可申申請請書書のの

記記入入ををおお願願いいししまますす。。

．．自自動動販販売売機機

１１階階ララウウンンジジにに設設置置ししてておおりりまますす。。

．．給給茶茶機機

階階及及びび各各病病棟棟にに給給茶茶機機をを設設置置ししてておおりりまますす。。ごご自自由由ににごご利利用用下下ささいい。。

（（利利用用のの際際ににはは、、熱熱湯湯にに十十分分おお気気をを付付けけ下下ささいい。。））

．．洗洗濯濯ににつついいてて

階階・・ 階階・・ 階階・・ 階階・・ 階階・・ 階階病病棟棟にに洗洗濯濯機機をを設設置置ししてていいまますす。。

設設置置階階ににごご入入院院中中のの方方ががごご利利用用可可能能ととななりりまますす。。

使使用用時時間間 １１００：：００００～～１１ ：：００００（（無無料料））

．．付付きき添添いいににつついいてて

患患者者様様のの負負担担にによよるる職職業業的的付付きき添添いい（（付付添添看看護護））ははででききまませせんん｡｡ごご了了承承くくだだささいい。。
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．．非非常常時時･･災災害害等等にに備備ええてて

○○各各病病室室内内にに避避難難経経路路をを掲掲示示ししてておおりりまますすののでで、、非非常常口口、、消消火火器器、、避避難難場場所所ななどど

おお確確かかめめくくだだささいい。。

○○非非常常事事態態発発生生のの際際はは、、職職員員のの指指示示にに従従っっててくくだだささいい。。

（（エエレレベベーータターーはは使使用用出出来来まませせんん。。ままたた、、作作動動ししてていいるる場場合合ででああっっててもも使使用用はは

ごご遠遠慮慮願願いいまますす。。））

○○火火災災予予防防ににごご協協力力くくだだささいい。。

．．診診断断書書等等のの申申しし込込みみ

○○ 階階総総合合受受付付ででおお申申しし込込みみくくだだささいい。。

○○患患者者様様ごご本本人人以以外外のの方方がが申申しし込込ままれれるる場場合合はは、、申申しし込込ままれれるる方方のの身身分分証証明明書書をを

おお持持ちちくくだだささいい。。

．．駐駐車車場場ににつついいてて

〇〇入入院院期期間間中中のの車車両両のの駐駐車車ははおお断断りりししてておおりりまますす。。

〇〇おお見見舞舞者者専専用用駐駐車車場場をを完完備備ししてておおりりまますす。。たただだしし駐駐車車台台数数にに限限りりががごござざいいまますす。。

満満車車のの場場合合はは、、近近隣隣のの有有料料駐駐車車場場ををごご利利用用下下ささいい。。

◆◆退退院院のの手手続続きき◆◆

１１．．医医師師のの退退院院許許可可をを得得てて､､退退院院のの手手続続ききをを行行いいまますす。。

２２．．おお支支払払いい金金額額はは、、退退院院当当日日にに確確定定いいたたししまますす。。

１１階階総総合合受受付付ででおお支支払払いいをを済済まませせてておお帰帰りりくくだだささいい。。

３３．．退退院院前前日日ままででにに入入院院費費のの概概算算ををおお知知りりににななりりたたいい方方はは、、病病棟棟ススタタッッフフににおお申申しし出出

くくだだささいい。。

４４．．退退院院のの際際､､入入院院費費のの精精算算ににはは多多少少のの時時間間がが掛掛かかりりまますすここととををごご了了承承くくだだささいい。。

５５．．退退院院時時、、健健康康保保険険証証、、各各種種公公費費医医療療証証ななどどををごご提提示示くくだだささいい。。

◆◆医医療療相相談談ののごご案案内内◆◆

．．職職員員のの接接遇遇・・治治療療のの内内容容・・院院内内環環境境・・医医療療費費、、そそのの他他おお困困りりのの事事ややごご相相談談事事がが

ごござざいいままししたたらら、、ごご遠遠慮慮ななくく病病棟棟ススタタッッフフ､､ままたたはは１１階階総総合合受受付付へへおお申申しし出出

くくだだささいい。。

．．当当院院でではは患患者者様様のの医医療療情情報報をを、、患患者者様様ごご自自身身にに対対ししてて開開示示いいたたししてておおりりまますす。。

ごご希希望望のの方方はは１１階階総総合合受受付付へへおお申申しし出出下下ささいい。。
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◆◆説説明明とと同同意意◆◆

１１．．当当院院がが提提供供すするるリリハハビビリリテテーーシショョンン医医療療はは、、患患者者様様のの持持つつ「「病病気気をを癒癒すす力力」」ののおお

手手伝伝いいををすするるももののでですす。。病病気気ににつついいてて、、検検査査・・治治療療・・薬薬ににつついいてて､､ああるるいいははリリハハ

ビビリリテテーーシショョンンににつついいててののごご質質問問ががごござざいいままししたたらら、、どどんんなな些些細細なな事事ででももごご遠遠慮慮

ななくく、、医医師師・・看看護護師師・・リリハハビビリリススタタッッフフ等等ににおお尋尋ねね下下ささいい。。

２２．．入入院院にに際際しし、、主主治治医医ああるるいいはは担担当当医医がが、、疾疾患患のの治治療療ととリリハハビビリリテテーーシショョンンににつついい

てて、、患患者者様様ととごご家家族族にに説説明明いいたたししまますす。。ここのの説説明明ににももととづづいいてて､､患患者者様様ままたたははごご

家家族族かかららのの同同意意をを得得てて治治療療ととリリハハビビリリテテーーシショョンンをを進進めめまますす。。

そそののたためめのの同同意意書書をを用用意意ししてておおりりまますすののでで、、ごご同同意意いいたただだけけれればば、、署署名名とと捺捺印印をを

おお願願いいいいたたししまますす。。患患者者様様がが意意思思をを表表明明ででききなないい場場合合、、ままたたはは未未成成年年のの場場合合ににはは、、

代代諾諾者者のの署署名名とと捺捺印印ををおお願願いいいいたたししまますす｡｡

．．セセカカンンドドオオピピニニオオンンをを希希望望さされれるる方方はは、、ごご遠遠慮慮ななくくおお申申しし出出くくだだささいい｡｡

ごご希希望望のの医医療療機機関関へへ宛宛ててたた当当院院のの診診療療情情報報をを提提供供いいたたししまますす｡｡セセカカンンドドオオピピニニ

オオンンをを尊尊重重ししつつつつ､､当当院院のの治治療療方方針針をを説説明明いいたたししまますす。。

◆◆そそのの他他◆◆

１１．．職職員員にに対対すするるおお心心づづけけはは固固くくおお断断りりししてておおりりまますす。。ごご了了承承くくだだささいい。。

２２．．ごご入入院院中中、、病病床床のの管管理理ののたためめににおお部部屋屋のの移移動動ををおお願願いいすするる事事ががごござざいいまますすののでで、、

ごご理理解解ととごご協協力力ををおお願願いいいいたたししまますす。。

病病棟棟移移動動（（階階のの移移動動））のの際際はは、、主主治治医医ややリリハハビビリリのの担担当当者者はは変変更更ととななりりまますすののでで、、

ごご了了承承くくだだささいい。。

３３．．病病院院かからら貸貸与与さされれたた器器具具・・寝寝具具等等はは丁丁寧寧ににおお取取りり扱扱いい下下ささいい。。

故故意意にによよるる破破損損・・紛紛失失のの場場合合はは実実費費ををいいたただだききまますす。。

 

原宿リハビリテーション病院 院長

快適な入院生活を送られ、 日も早いご回復の

手助けとなりますよう力を尽くしてまいります。
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メモ
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駐車場、駐輪場の台数には制限があります。ご了承下さい。

山手線「原宿駅」表参道口より徒歩 8分
地下鉄「明治神宮前駅」7番出口より徒歩 4分
都営バス「神宮前 6丁目」バス停より徒歩1分

交通のご案内

至 渋谷


