
 当病棟は東３棟で開放病棟となっております。 

 

あなたの主治医は（     Ｄｒ）です。病棟師長は

（     ）、受け持ち看護師は （     ）、

担当ケースワーカーは（      ）です。 

看護は受け持ち制をとっておりますが、夜勤や休み等で

不在の場合もございますので、受け持ち以外の看護師で

もお気軽にご相談ください。       

１．必要なもの 

※洗面用具･･･歯ブラシ・歯磨き粉・歯磨き用コップ（プラスチック製） 

       洗面器（小）・タオル４～５枚・洗いタオル（入浴用）      

       ＊ボディソープ・シャンプー・リンスは浴場に備え 

        付けてありますので、ご利用ください。 

        義歯の方は、義歯入れを用意してください。 

 

※室内用履物･･･滑りにくいもの、足音のしないものをお願い 

        します。 

 

※衣類･･･普段着上下（トレーナーなど過ごしやすいもの） 

      下着上下（肌着・パンツ・Ｔシャツなど） 

      パジャマ・バスタオル 

     必要枚数等については、看護師より説明を 

     いたします。 



7:00   起床 

8:00   食事 

9:00   服薬・検温 

  

 

    活動・入浴 

 

 

12:00        昼食 

         服薬 

  

     

    活動・入浴 

 

 

18:00   夕食 

       服薬 

 

20:00   服薬 

21:00   消

～ 

～ 

食事 

服薬 

薬物療法は精神症状の安定を図

るために重要な役割りを果たし

ています。 

当院は適時・適温システムをとってお

り、熱いものは熱く、冷たいものは冷

たく安全な食事を提供させていただい

ています。その他選択メニューや昼食

バイキング・デザートサービス等を実

施しております。 

入浴 

入浴は週３回ですが、シャワー浴も 

ございます。 

詳しくは看護師にお尋ねください。 

活動 

主治医の指示が出た方は作業療法に 

参加することができます。 

サンルームという建物で行われて 

おり、主な内容は絵画・書道・手芸・

生花・ゲーム・レクリエーション・ 

スポーツなどです。 

見学参加もできますので、病棟看護師

もしくは作業療法士にお尋ね下さい。 

 月 火 水 木 金 土 日 
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２．生活について 



面会される方は総合案内にて患者様のお名前をお申し出下さい。 

時間･･･午前１０：００ から 午後８：００ 

  ＊やむをえない場合はこの限りではありません。ご相談ください。 

  ＊日中の面会はエレベーターホール側の出入口からお願いします。 

  ＊夜間の面会は体育館側の出入口インターホンにてお知らせください。 

場所･･･病棟の面会コーナー・デイルーム 

  ＊病棟の外で面会を希望される方は事前にお申し出下さい。 

  ＊病状によっては、面会をご遠慮いただく、または面会場所を指定させ 

   ていただく場合もございますが、その時は主治医、または看護師より 

   ご説明いたします。 

３．知っておいて頂きたいこと 

面会 

外出や外泊については主治医の許可が必要となります。事前にお知らせ下さい。 

  ＊ご家族へご連絡させて頂く場合もございます。 

  ＊病状により変更させて頂く場合もございます。 

  ＊入院中の車両運転は禁止となっております。外出・外泊時は家族の送迎 

   あるいはタクシーをご利用ください。 

  ＊外出・外泊時に他科受診をされる時は必ず病棟へご連絡ください。 

   ご連絡なき場合は、全額ご負担いただく場合がございます。 

  ＊外泊の日数は、１ヶ月合計で 最高１週間 となっております。 

外出 

外泊 

電話：デイルームに公衆電話を設置しております。 

   ＊２１：００～７：００は消灯時間となっておりますので急を要する時 

     以外は、出来る限り控えていただくようご協力をお願いします。 

  ＊ナースステーションに１０円玉をご用意しております。 

   ＊テレフォンカードは、売店にて販売しております。 

  ＊院外からの電話の取次ぎは、短時間で用件をお済ませ下さいます        

  ようご協力下さい。 

携帯電話：使用に際しては、他の患者様のご迷惑にならないようにお願い 

     いたします。 

     ＊使用に関しましては、主治医の許可が必要です。     

手紙：郵便ポストは売店に設置しております。 

 

通信 

喫煙 喫煙所以外は禁煙となっております。 

   ＊喫煙所は病棟平面図にて御確認下さい。 

   ＊ライターの所持は出来ません。詳しくは 

    看護師にお尋ねください。 



買い物は院内売店「すみれ」が９：００～１６：００まで営業しており 

  ますのでご利用下さい。 

  尚、現金を所時されていない患者様も、当院の売店にて買い物をする 

  ことができます。買い物日は、毎週 木曜日 です。 

  ＊日用品･･･必要に応じて購入できますが、できるだけ買い物日に 

         職員へお申し出ください。 

  ＊お菓子類・煙草･･･病状や状況によってはご家族および主治医の 

            許可が必要な場合もございます。 

自分で洗濯をされる方 

   病棟２階に、洗濯機および乾燥器を設置しておりますので 

   ご利用ください。 

    ＊利用時間…７：００～２０：００ 

    ＊使用料は、１回 各１００円となっております。 

    ＊ナースステーションに１００円玉をご用意しております。 

クリーニング（業者委託）を利用される方 

   利用料は１３９円／１日です。 

    ＊衣類には名前を必ず記入してください。 

    記入例： 

   

    ＊洗濯に出せないもの 

      セーター・スーツ・革製品・ウール製品・絹製品など 

    ＊返って来るまで１０日～２週間ほどかかります。 

買い物 

洗濯 

  ス  東３ 名前 

現金所持 
患者様の状態や状況などに応じた自己管理をお願いしております。 

週管理の方は、毎週月曜日に事務担当者よりお渡しいたします。 

月管理の方は、毎週１０日に事務担当者よりお渡しいたします。 

現金所持及び金額の変更を希望される方は、看護師にお尋ねください。 

  ＊主治医及びご家族の許可が必要です。 

  ＊現金は各自の責任の下で管理してください。 

   （２階の病棟には、貸しロッカーもございます） 

私物管理 
・私物の管理は自己責任となります。  

・紛失・盗難に際しての責任は一切負えませんので、貴重品等の持ち 

 込みはご遠慮ください。                 



鍵付きの貸しロッカーを２階の病棟デイルームにご準備しております。 

利用をご希望される方は看護師にお申し出下さい。 

     ＊利用料：１日１０円 

     ＊鍵を紛失された場合は、自己負担金が生じます。 

ラジカセ・電気カミソリ・携帯電話などの充電はベッドサイドの 

コンセントをご利用ください。 

 ＊ラジカセはイヤホンをご使用になり、他の患者様のご迷惑に 

  ならない範囲でお聴き下さい。 

冷蔵庫 

新聞・テレビ 

共同冷蔵庫･･･ナースステーション内にございます。 

       ＊利用時間：９：００～１９：００ 

       ＊利 用 料：無料 

 

新聞･･･デイルームにございます。ご自由にご覧下さい。 

共同テレビ･･･デイルームに設置しております。 

      ＊音量は他の患者様のご迷惑にならない範囲でお楽しみください。 

貸しテレビ･･･各床頭台に設置しております。 

            ＊利用時間：７：００～２１：００（消灯時間後はご遠慮下さい） 

           ＊テレビカードは売店にて販売しております。 

      ＊使用に際してはイヤホンをご使用になり、他の患者様のご迷惑に 

       ならない範囲でお楽しみ下さい。                  

   

電化製品 

冷・温水器 

 

ロッカー 

お水やお茶が飲める冷・温水器を２階の病棟デイルームに常時

ご準備しております。 

ご自由にお飲みください。 



当院では患者様の人権に配慮した対応に努めておりますが、どうしても当院での

治療や療養にご不満をお持ちの場合は、下記のような連絡機関がありますので、

お知らせいたします。 

 

 ＊熊本県精神保健福祉センター   ０９６－３８６－５３１０ 

 ＊熊本県地方法務局・人権擁護課  ０９６－３６４－２１４５ 

 ＊宇土法務局           ０９６４－２２－０３２０ 

整 髪

他科受診 

外出を利用して、院外の理容室・美容室に行くことも可能です。主治医また

は看護師にお申し出下さい。 

 ＊病院へ理容師・美容師が来ますので、院内で整髪することもできます。 

  料金：お預かりした日用品費より引き落としをさせていただきます。 

 

避難経路は病棟平面図をご参照ください。 

 ＊非常口・避難経路を確認し、非常の時に備えて下さい。 

 ＊万一、災害が発生したときは、あわてて外に飛び出さないで看護師や 

  その他職員の指示に従って、落ち着いて行動してください。 

避難経路 

入院中に外出を利用して、他科の医療機関を受診することも可能です。主治医

または看護師へお申し出下さい。 

 ＊他科受診には、家族同伴をお願いします。 

  定期受診の場合は、家族のみの同伴をお願いすることもあります。 

 ＊歯科に関しては病棟内にて往診治療を受けることもできます。 

    日時：木曜（午後） 

    料金：日用品費より引き落としをさせていただきます。 

その他 

来院曜日 午前 午後 時間帯 

月 院内 東1 ９：３０～１６：００ 

火 院内 ９：３０～１６：００ 

第１  金曜日のみ 院内 ９：３０～１６：００ 

第２  木曜日のみ 院内 東３ ９：３０～１６：００ 

第３  水曜日のみ 院内 ９：３０～１６：００ 



４．治療について 

入院中の治療は、主治医を中心に行われます。 

主治医は外来担当医師とは別の医師が担当することもございます。 

 

入院治療は、以下のことが主治医の指示で行われます。 

 １．精神療法 

 ２．薬物療法・薬剤指導 

 ３．食事療法・栄養食事指導 

 ３．精神科作業療法（サンルーム活動） 

 ４．集団療法（生活技能訓練・アルコールプログラム） 

 ５．検査･･･血液検査・尿検査・脳波・心電図 

        Ｘ線検査・頭部ＣＴ検査・心理検査など 

退院について 

 ＊退院日時は主治医およびご家族とのご相談の上、決定されて下さい。 

 ＊入院費は、総合案内（事務部医事課）でお支払い下さい。 

 ＊退院時に、お薬・退院時指導・次回外来通院時等の伝達事項がありま  

  すので、説明をお聞きのうえでご退院下さい。 

５．心配事のご相談 

入院でお困りのことや不安なこと（入院費、生活費、仕事など）や、退院後に 

ご心配なこと（退院後の生活、治療の継続、仕事など）、各種制度に対する 

ご質問等ございましたら遠慮なくお申し出下さい。 

病棟担当の精神科ソーシャルワーカーがご相談をお受けします。 

また、心理療法士による心理相談なども行っております。 

希望される方はお申し出下さい。 

相談窓口：病棟スタッフ、地域相談支援科へお気軽にお申し出下さい。 

 



６．ご協力して頂きたいこと 

＊患者様に安全・安心して治療していただくために、病棟内への持ち込みを 

 ご遠慮いただいている品物が数点ございます。 

 ご不便な点もあるかと思いますが、何卒ご協力をお願いいたします。 

 【品物例】 

   Ｔ字カミソリ     爪切り        まゆそりカミソリ 

   洗濯用ハイター    ガラス製品・陶製品  箸（はし） 

   裁縫セット      あめ玉        生鮮食品 

        

    ・この他病棟や病状によってご遠慮いただくものがございます。 

     詳しくは看護師にお尋ねください。 

    ・月１回の私物整理時にも所持品の確認をさせていただきますので 

     ご理解をお願いします。 

    ・外出・外泊から戻られた際は、再度所持品の確認をさせていただ 

     きます。 

 

＊入院中の飲酒はご遠慮下さい。 

 

＊患者様同士の現金や物品の貸し借りはご遠慮ください。 

 

＊異性の部屋・他の患者様の部屋へ、無断で入室することはできません。 

 

＊入院中の車両の運転は、禁止させていただいております。 

 入院時に車・バイクを持ち込まれている場合は、看護師にご相談ください。 

 

７．職員への謝礼・贈り物について 

当院では医師・看護師・その他職員へのお心遣いは、一切ご遠慮

申し上げております。ご協力をお願いいたします。 
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