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施設名

売店

ATM
（現金自動支払機）

レストラン

ランドリー

理髪店

1階 総合受付左

1階 正面玄関横

2階 正面

7階

7階

月～金 8：00～18：00
土・日・祝日 9：30～15：00

月～金 9：00～18：00
（土日祝日はご利用できません。）

7：00～19：30

8：30～16：45
（定休日：日曜・祝日・第3月曜）

場所 営業時間

ご面会においでの方は、スタッフステーションにお申し出下さい。談話コーナーや食堂をご利用いただけます。
※入院されている方のご希望や病状などにより、ご面会をお断りする場合もありますのでご了承下さい。
※入院されている方に関する電話でのお問い合わせについては、病院のきまりにより、お断りしております。

一般病棟（3階病棟～6階病棟） 地域包括ケア病棟（7階東病棟）
区 分
特別S室
特別A室
特別B室

料 金
10,000円（税別）
5,000円（税別）
4,000円（税別）

区 分
特別7S室
特別7A室
特別7B室

料 金
5,000円（税別）
3,000円（税別）
2,000円（税別）

■鉄　　道 JR越後線 新潟大学前駅から約2.0km（タクシーで約5分）
   内野駅から約3.2km（タクシーで約10分）
■路線バス 新潟駅前発 西小針経由
   有 明 経 由    信楽園病院行  青　山　発 大 堀 経 由
   寺 尾 経 由
  大野仲町発 信楽園病院経由 内野営業所行
  ※ダイレクト便（大堀経由・寺尾経由）
  新潟駅前　　　　青　山　　　　信楽園病院
  ※西区バス（大堀経由）
  赤塚駅前　　　信楽園病院　　　　青　山　

■マイカー 新潟西バイパス 新通インターより坂井方面へ　約2分

交通のご案内

月～金 10：00～18：00
土曜・祝日 10：00～16：00

（定休日：日曜）

〒950－2087　新潟市西区新通南3丁目3番11号信 楽 園 病 院
SHINRAKUEN HOSPITAL

T E L：025-260-8200（代表） E-mail：main＠shinrakuen.com 
F A X：025-260-8199 ホームページ：http : //www.shinrakuen.com

社会福祉法人　新潟市社会事業協会

面会時間　7：00～20：30

2017.●●   ●●●

発行・精算機 チャージ機

・病室のテレビ・冷蔵庫のご利用にはアメニティーカードが必要です。
このカードは院内の様々な器機や施設でご利用いただけます。
金　　額　　１枚 1,000円より（カード保証金500円含む）
利用方法　　購入は１階ギャラリーの発行・精算機からお願いいたします。

また、各所に設置しているチャージ機から上限12,000円ま
でご入金でき、繰り返しご利用いただけます。

利用器機　　テレビ・冷蔵庫・個室電話・自動販売機など
利用場所　　売店・レストラン・ランドリーなど
設置場所　　発行・精算機：１階 ギャラリー
　　　　　　チャージ機：3階～7階 食堂

アメニティーカードについて

＜お願い＞残高及び保証金（500円）は返金いたしますので、
お帰りの際、発行・精算機にて、必ず精算してください。

7階

6階

5階

4階

3階

2階

1階

東
病
棟

西
病
棟

地域包括ケア病棟

神経内科／リハビリテーション科／
脳神経外科／呼吸器内科

消化器内科／糖尿病・内分泌内科／
外科

外科／循環器内科／
歯科口腔外科／眼科

腎臓内科

検体検査／病理検査／
医療安全管理室／感染制御室

外来診察室／生理検査／内視鏡

リハビリテーション

神経内科／リハビリテーション科／
脳神経外科

整形外科／内科／腎臓内科／
胸部・血管外科

集中治療室（HCU）／手術室／
中央滅菌室

血液浄化療法室（人工透析）

医療福祉相談室／
信楽園訪問看護ステーション

総合受付／放射線／
救急室／地域連携室

アメニティーカード

区 分

特別S室
特別7S室

特別A室
特別7A室

特別B室
特別7B室

設 備 ・ 備 品
・バス ・シャワートイレ ・洗面化粧台 ・ミニキッチン
・ロッカー ・テレビ（特別Ｓ室：無料、特別7Ｓ室：有料）
・冷蔵庫（無料）・電話（有料）・テーブル ・椅子
・アメニティーセット（特別Ｓ室のみ）
・シャワートイレ ・洗面台 ・ロッカー
・テレビ（有料）・冷蔵庫（有料）・電話（有料）
・テーブル ・椅子
・洗面台 ・ロッカー ・テレビ（有料）・冷蔵庫（有料）
・電話（有料）・テーブル ・椅子

フロアーのご案内 施設のご案内

特別室料金表

782640_F_170217

958103　五校 420*297



（一部お取り扱いできない場合もございます）

・入院が決まりましたら、１階総合受付にお越し下さい。
・身体の具合が悪くなり、緊急の場合は、下記番号にご
連絡下さい。
　☎ 025－260－8200（代表）

・次回指定された日時に直接入退院受付（1階総合受付横）
にお越し下さい。時間の指定のない方は、午前10時ま
でにお越し下さい。
 （お越しになれない場合はご連絡下さい。）

入院していただくまで

入院当日の手続き

入院時に持参いただくもの

・当院では医療事故防止のため、入院中はリストバンド
の装着をお願いしております。ご理解とご協力をお願
いいたします。

リストバンドの装着について

入院費用について

・病衣は、有料にて貸し出しを行っております。ご希望
される方は、看護師にお申し出下さい。
 （1日につき60円（税別））
・日常生活用品は、1階売店で購入することができます。
ご利用下さい。
・洗濯物は、7階にランドリーがございますのでご利用
下さい。
・貴重品および身の回りのものは盗難の恐れがあります
ので、必要最小限にお願いいたします。
・床頭台の引き出しは、施錠できますので、貴重品類の
収納等にご利用下さい。
・検査などで病室を離れる時は、貴重品類を身につけて
移動して下さい。
・テレビの視聴は、必ずイヤホーンをご利用下さい。
・ベッドサイドの椅子を追加したい場合は、スタッフス
テーションにお申し出下さい。
・院内での政治・宗教活動、物品の売買等は固くお断り
します。
・食堂のご利用については、他の利用者にご迷惑をかけ
ないよう、マナーを守ってご利用下さい。
・お見舞い等の生花につきましては、院内感染防止のた
めご遠慮ください。
・入院中の自家用車の駐車はご遠慮ください。

その他
病気にともなう療養生活や家族・仕事・経済的なご相談や
福祉制度、各種施設のご利用について、専門の医療ソー
シャルワーカーがご相談をお受けいたします。相談内容の
秘密は、堅く守られますので、お気軽にご相談下さい。
受付時間　8：30～17：15（平日のみ）
（2階　医療福祉相談室）

医療と福祉に関するご相談について（相談支援窓口）

患者さん全員が安心で安全な医療を受けていただくため
に、医療安全推進活動を行っております。また、医療安
全に関する疑問、ご質問、ご意見等幅広くお受けしてお
ります。ご相談により、患者さんが不利益を被る事はあ
りません。
受付時間　9：00～17：00（平日のみ）
（2階 医療安全相談窓口：医療福祉相談室内）

医療安全に関するご相談について

当院では、院内をはじめ、駐車場、通路等を含め、敷地内
を全面禁煙とさせていただきます。

病院敷地内禁煙

当院では「個人情報保護に関する院内規則」に基づき、患
者さんの個人情報の取り扱いには細心の注意を払っており
ます。

個人情報保護について

非常の際は、院内放送などでお知らせいたします。
職員が誘導いたしますので落ち着いて指示に従い、避難
して下さい。

災害時について

・診察券　　・入院申込書　　・病衣使用申込書
・印鑑　　　・健康保険証　　・限度額適用認定証
・公費受給者証等（お持ちの方のみ）

■手続きに必要なもの

・現在服用中のおくすり・お薬手帳
・洗面用具
 （洗面器・歯ブラシ・石鹸・櫛・髭剃り等）
・湯のみ茶碗
・その他日用品
 （タオル・バスタオル・下着・スリッパ・ティッシュペーパー等）
※その他特別に必要なものがある場合は、看護師
よりご説明させていただきます。
※危険物の持ち込みはご遠慮下さい。爪切りやは
さみが必要な時は、病棟で貸し出します。ス
タッフにお申し出下さい。

■身の回り品など

・食事は病状に合わせてご用意いたします。　
　食事時間　朝食 7：30　昼食 12：00　夕食 18：00

食事について

各種診断書、証明書を希望される方は、「総合受付」に
お越し下さい。証明書の発行には、当院で定めた手数料
をいただいております。作成には2週間ほどの日数を要
します。出来上がり次第、ご連絡させていただきます。

診断書・証明書

・外出、外泊をご希望される方は、必ず主治医または看
護師にお申し出下さい。

外出・外泊について

・請求書は毎月、月末に締め切り、翌月10日頃に病室にお届けいたします。その都度、お支払いをお願いいた
します。
・退院の際は、前日に概算金額をお知らせいたします。その都度お支払いをお願いいたします。
・請求書の郵送を希望される方は、お申し出下さい。
・お支払いは「自動支払機」、または「総合受付」でお願いいたします。
なお、クレジットカードもご利用いただけます。

　 （VISA、MASTER、JCB、MUFG、NICOS、American Express、DC、UC）

■自動支払機（1階総合受付横）
 8：30～16：00
 ※土曜・日曜・祝日はご利用できません。
ご利用時間

■会計窓口（1階総合受付）
 8：30～17：15
 ※土曜・日曜・祝日はお支払いできません。
受付時間

・特別な療養環境（特別室）を使用された場合は、室料差額として当院で定めた料金のお支払いをお願いいた
します。
※何らかの事情によりお支払いが難しい場合には、事前に1階総合受付にお問い合わせ下さい。

　院内では、携帯電話をマナーモードに切り替えていただければ、院内の一部でメールのご使
用が可能です。通話に関しては、特定の場所以外でのご使用はできませんのでご注意下さい。

○携帯電話をお持ちの方へ
・院内に入る前に、マナーモードに切
り替え、ボタン操作音を消音設定に
して、周囲の人の迷惑にならないよ
うに、ご使用下さい。
　また、通行の妨げにならないようお
気をつけ下さい。
　（廊下・踊り場・エレベーター内・共用ト
イレでは、ご遠慮下さい。）
・病室内での通話はできません。
・多床室の場合、医師・看護師長の許
可があればメールのみご使用いただ
けます。
・使用できる時間は、朝7時～夜9時
までとなっております。
　それ以外は、他の患者さんの睡眠の
妨げとなりますので、電源を必ず
OFFにして下さい。
・人工呼吸器や大型医療器機、輸液ポ
ンプなどを使用している場合には、
医師の許可が必要となります。
　場合により、使用をご遠慮いただく
場合があります。
・通話は、下記の指定の場所でお願い
します。

○通話できる場所
・病院玄関風除室・電話ボックス・各
階食堂・病棟談話コーナー・屋外で
は通話ができます。それ以外の場所
での通話は、ご遠慮下さい。
・周囲の方の迷惑にならないようご注
意下さい。
・個室の場合は、医師・看護師長の許
可があれば通話も可能です。

○通話できない場所
・血液浄化療法室・救急室・集中治療
室（HCU）・手術室・診察室・放
射線室・検査室・リハビリ室では、
診療の妨げになりますので、電源を
必ずOFFにして下さい。

○職員が使用しているPHSについて
・弱い電波を使用しており、医療機器
等に影響のないことが確認されてお
ります。

病棟での携帯電話ご使用についてのお願い

人工呼吸器

輸液ポンプ

食堂

談話コーナー

マナーモードマナーモード

メール
メール
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