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宇部協立病院の理念と基本方針 

 

≪理  念≫ 

１ 安心して住み続けられるまちづくりをめざします。 

 

２ 安全安心の医療を提供します。 

 

３ 患者の人権を大切にします。 
 

≪基本方針≫ 

１ 私たちは、無差別平等の医療を推進します。 

 

２ 私たちは、地域の第一線病院として、急性期患者の診断・治療を始めとして 

慢性・ 療養期患者の医療・介護を外来・入院・在宅で展開します。 

  また、他の医療・介護・福祉機関との連携を強め、地域医療を守ります。 

 

３ 私たちは、安全で質の高い医療を確保するために、医療業務の安全システム 

を確立し、そのルールを遵守します。 

    また、各職種が専門的な知識と技術を修得し問題解決能力を高めるとともに、 

患者を中心とする民主的チーム医療を行います。 

 

４ 私たちは、医療は患者・住民と医療従事者の共同の営みであり、対等平等の 

関係の上に相互信頼と協力によって成り立つものとの考えから、療養の主体者 

としての患者の権利を守ります。 

 

５ 私たちは、地域の人々が安心して住み続けられるように社会保障の改善運動に 

取り組むとともに、地域で私たちができる実践的な活動を積極的にすすめます。 

 

 
 

 

医療福祉生協の理念 
 

健康をつくる。平和をつくる。いのち輝く社会をつくる。 
そのために 

地域まるごと健康づくりをすすめます。 

地域住民と医療や福祉の専門家が協同します。 

多くのひとびとの参加で、地域に協同の“わ”をひろげます。 

 

 

私ども職員一同は、このたびの入院にあたり十分な治療と看護及び介護を

受けていただけるよう誠心誠意努めてまいります。 

入院中は患者さんご自身が闘病の主体者として、主治医や看護師と協力し

療養に専念していただくようお願いいたします。 
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入院の手続きについて 
 

入院時にご提出頂く書類                 

下記の書類を１Ｆ総合受付へ提出をお願いいたします。 

 

 

書類 チェック 

入院申込書 □ 

保険証 
健康保険証又は後期高齢者受給者証 

※毎月お支払いの際、会計窓口にご提示ください。 
□ 

各種医療証 
①～⑤は、 

お持ちの場合に 

ご提出下さい 

①福祉医療受給者証 □ 

②特定疾患医療受給者証  □ 

③介護保険証 □ 

④身体障害者手帳 □ 

⑤限度額摘用・標準負担額（減額）認定証 

※別紙、「限度額認定証について」をご参照下さい。 
□ 

他院からの紹介状・資料、退院証明書 □ 

病衣使用届け □ 

入院療養についてのアンケート ※提出は後日でも構いません。 □ 

 

以上につきましてご不明な点がございましたら、職員にお申し出下さい。 
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入院時にご準備頂くもの           
お手数ですが、持ち物には全てお名前を書いてお持ちください 

紙おむつ・おしり拭き、その他の日用品は１階の売店でも販売しております。  

 

物品 チェック 

薬 

内服・使用されているくすり（市販薬含む） □ 

おくすり手帳・薬剤説明書 □ 

衣類 

肌着・下着 □ 

着替え     ※病衣(有料)のご用意もございます。 □ 

すべらない履物 ※スリッパ等はお控えください。 □ 

タオル数枚 □ 

日用品 

歯ブラシ・歯磨き粉・義歯入れ・義歯洗浄剤 □ 

シャンプー、リンス、石鹸（入浴許可のある方） □ 

ひげそり □ 

ヘアブラシ □ 

ティッシュ □ 

コップ □ 

スプーン、箸 □ 

時計・カレンダー □ 

紙おむつ・お尻拭き（入院後に看護師とご相談下さい） □ 

 

※環境の変化により精神状態に一時的な変化を来すことがあります。 

ストレス緩和のために、身近なもの（写真や人形・ぬいぐるみなど）を 

ご持参頂くことをお勧めします。 
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入院生活・療養環境 
 

入院生活一日の流れ（一例）          

病気や病状等によって異なりますのでご注意ください。 

 
 

 

6：30 ----------------------------------- 

     起床 

7：00 ----------------------------------- 

     検温・採血 

8：00 ----------------------------------- 

     朝食 

8：30 ----------------------------------- 

     回診・処置 

点滴・検査・入浴 

     清潔ケア・リハビリ 

12：00 ----------------------------------- 

昼食 

13：30 ----------------------------------- 

     回診・処置 

点滴・検査・入浴 

     清潔ケア・リハビリ 

18：00 ----------------------------------- 

     夕食 

19：00 --------------------------------- 

     検温 

21：00 ----------------------------------- 

     就寝 

 

 

担当医の許可が必要です。 

許可の出ていない方については清拭を行い

ます。入浴時間や利用方法につきましては

各病棟のスタッフにお尋ねください。 

入浴 

体温や血圧を測定します。 

入院後 3 日間は必ず朝と夕の 2 回測定しま

す。検温の時間帯はベッドでお待ちくださ

い。発熱がある方、血圧が低いあるいは高

い方は追加で測定を行います。 

検温 

付添は必要ありません。 

原則として付添いの必要はありません。た

だし、病状により主治医と病棟師長の協議

の上、付き添いをお願いする事がございま

す。ご了承ください 

 

付添 

朝８時-昼 12 時-夕 18 時 

栄養状態把握のため食事量をチェックさせ

ていただきます。治療食の方につきまして

は院外からの持ち込みはご遠慮ください。 

食事 

担当医の許可が必要です。 

外出・外泊の際は許可書の提出が必要です。

詳しくは各病棟のスタッフにお尋ねくださ

い。無断外出・外泊は医療放棄と見なされ

る場合がございます。お控えください。 

外出 
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療養環境          

 

病室 
・お部屋は 4 人部屋が基本となっております。各部屋には 

洗面所を完備しています。 

・当院では、差額ベッド料等は一切いただいておりません。 

 

テレビについて 
・カード式のレンタルテレビを準備しております。カードは各病棟の自動販売機 

（千円札専用）で販売しております。（1 枚 1000 円・30 時間分） 

・カードの使用時間が余った場合は、退院時に 1 階会計窓口でご精算下さい。 

・ＤＶＤプレーヤーを無料で貸し出しています。 

・テレビの持ち込みは一切お断りさせて頂きます。 

・テレビ・ラジオなどはイヤホンを使用して下さい。イヤホンは売店、受付にて 

販売しております。 

 

コインランドリー 
・利用料金：洗濯機 100 円/回、乾燥器 100 円/30 分                                                  

・利用時間は 9 時～20 時までです。 

※洗剤・柔軟剤等は各自でご準備ください。1 階売店でも販売しております。 

・洗濯を有料で業者に依頼することも出来ます。職員にお申し出下さい。 

 

売店                                                  
・1 階東側エレベーター正面左手に売店を開設しております。 

・日用品やオムツから軽食まで販売しておりますのでご活用ください。 

【営業時間】 

平日  8：30～18：00 

土曜日 8：30～13：30  日祝日 9：00～13：30 

 

公衆電話 
・各階に 1 か所ずつ設置しております。設置場所につきましては各病棟スタッフにお尋ね

ください。 

 

デイルーム（談話室） 
・各病棟にデイルーム（談話室）を設けております。 

・患者様専用の冷蔵庫を設置しています。保管の際、必ず名前のご記入をお願いします。 

・2 階病棟と 3 階病棟のデイルームに院内図書コーナー「協立文庫」を設置しています。 

ご自由にご利用下さい。 
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療養上のお願い 
 

入院中の他の医療機関の受診について        

                      

保険診療制度上、入院中に他の医療機関の受診や、薬の処方（内服薬・目薬・軟膏・湿布 

など）を受けることは原則できません。入院中に他の医療機関の受診を希望される際やご 

家族が薬を取りに行かれる場合は必ず事前に病棟スタッフまでご相談下さい。 

 

 

リストバンド（手首に付ける名札）の装着について       

 

入院中は患者様がご本人であることを確認するため、リストバンドの 

装着をお願いしております。ご協力よろしくお願い致します。  

 

 

病棟・病室の変更について       

                     

当院では一般病棟（急性期）、地域包括ケア病棟、医療療養病棟を備えております。患者様

の病状や診療上の都合により病棟・病室を変わっていただくことがあります。予めご了承

ください。 

 

 

現金・貴重品について        
 

・貴重品、必要のないお金などは、お持ちにならないようお願い致します。 

・大切なものは、床頭台の鍵付きの引き出しに入れて施錠し、鍵は常に身に付けて下さい。

（鍵を紛失された場合は費用を負担して頂く場合があります。） 

・院内での盗難・紛失については、病院では一切の責任を負うことが出来ませんので十分

にご注意下さい。 

  

 

暴言・暴力などへの対応について      

                     

飲酒やアルコールの持ち込み、無許可の外出、わいせつな行為など療養態度が不良な 

場合、他の患者様の迷惑になる行為があった揚合など、医師等の指示に従っていただけな

い場合は退院していただくことがあります。 

暴言・暴力には警察への通報も含めて対処させて頂きます。                      
 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

面会について         

 

面会時間                          

【平日】１５時～２０時、【休日】１０時～２０時 

・面会者は、ナースセンターにお申し出下さい。 

・動ける方は、出来るだけデイルーム（談話室）をご利用ください。 

※感染防止のため、感染性の病気にかかっている方の面会はご遠慮下さい。 

※治療の妨げとなる恐れがありますので、食品の差し入れにはご注意ください。 

 

 

敷地内禁煙について       
 

建物、敷地内及び駐車場での喫煙（電子たばこを含む）を禁止しております。受動喫煙に

より、他の患者さんや来院中の方のご迷惑になります。禁煙にご協力ください。 

 

 

駐車場のご利用について       
 

・駐車場には限りがございます。入院の際の車での来院、駐車場の長期のご利用はお控え

くださいますようよろしくお願い致します。 

・やむを得ない場合等につきましては職員までご相談ください。 

 

 

個人情報保護・カルテ開示について        
 

・当院は国の法律および院内規定に基づき個人情報保護方針を定めています。 

・必要に応じて患者様の診療情報を第 3 者医療機関に提供する場合がございます。 

・病室入り口の氏名の表示や外線電話・ご面会のお取次ぎを希望されない場合は職員に 

お申し出ください。 

・患者様からの請求に基づきカルテ開示を行っております。詳しくは職員までお尋ね 

下さい。 

 

 

相談窓口について                                  

 

・ご相談やご意見などについては 1 階地域連携室で承っております。治療のことで 

他院の医師にも相談（セカンドオピニオン）してみたいという場合も地域連携室で 

承ります。 

・ご意見箱（虹の箱）も設置しておりますのでご利用下さい。 
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入院の会計・お支払について 
 

会計・お支払い方法         
 

請求書  
・入院費はひと月ごとにまとめて、翌月の１０日過ぎにお部屋に請求書をお届けします。 

※当院の診療費は、健康保険法で規定する点数により計算しています。 

ご不明な点がございましたら、１階総合窓口へご相談ください。 

 

お支払いについて 
・請求書が届きましたら 1 ヵ月以内に１階総合窓口にてお支払をお願いいたします。 

 

退院について   
・退院当日の朝に入院費の請求書を病室へお届けします。 

 １階総合窓口にてお支払後、病棟へお戻りいただき退院となります。 

 

診断書、証明書等の発行   
・診断書、証明書等は、用紙を添えて病棟か１階受付でお申し込み下さい。 

作成には１週間程度かかります。 

   ・当院診断書 ～ 生協組合員：２１６０円、非組合員：３２４０円 

   ・入院証明証 ～ 生協組合員：４３２０円、非組合員：６４８０円 

 

 

入院費用についてご相談のある場合        
 

・入院費用についてご相談のある場合は病棟職員あるいは事務にご相談下さい。 

・当院では経済的なことや生活について、専門の相談員が対応しております。 

お支払いが困難な場合などご遠慮なくご相談下さい。 

 

無料低額診療事業について 
当院では社会福祉法にもとづいて生活に困り医療費の支払いが困難な方に対し 

医療費の減額または免除を行う制度をおこなっています。詳しくは職員にお尋ね下さい。 
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医療生協について 
 

医療生活協同組合（医療生協）とは                                

 

「消費生活協同組合法（生協法）」に基づいて設立された生協法人で、医療・福祉事業を中

心におこなう生協です。同じ生協法人の中でコープは購買生協にあたり、生協の仲間です。 

地域のひとびとが、それぞれの健康・医療とくらしにかかわる問題をもちより、組織をつ

くり、医療機関をもち、運営し、それらを通して、その医療機関に働く役・職員・医師を

はじめとした医療専門家との協同によって、問題解決のために運動する、住民の自主的組

織です。 

 

宇部協立病院と医療生協について                                

 

 

 

 

 

 

 

宇部協立病院は医療生協の病院です。組合員の方からお預かりする出資金をもとに運営を

しています。出資金は新しい医療機器等の購入等組合員の皆さまへの最新の医療の提供に

役立てています。 

ご加入により下記のような様々な特典を受けることが可能です。 

 

◇特典 1 

加入時には下記の検診のうちいずれかおひとつを無料でお受けいただくことができます。 

 Ａ：血管年齢測定、Ｂ：骨年齢測定、Ｃ：前立腺チェック、Ｄ：生活習慣病 

 

◇特典 2 

 健康診断、予防接種（ワクチン接種）、診断書作成、歯科自由料金等が通常より安い 

組合員料金でご利用いただけます。 

 

◇特典 3 

 医療生協が企画する健康づくりや助け合いの活動にご参加いただけます。 

 

加入・出資手続きについて                               

 

山口県内にお住いの方ならどなたでも組合員になることが可能です。 

病院受付、各病棟のナースセンターにて加入申込書に出資金 1 口以上（１口 2000 円）を

添えてお申し込み下さい。 

なお出資金につきましては、退会される際には所定の手続きの後、全額お戻し致します。 

ご加入のご検討をよろしくお願い致します。



 

各病棟フロアのご案内 
 

 
 

電話について                                                  
病棟へは直通の電話番号をご利用ください。 

２階病棟  ０８３６－３３－６１５６ 

３階病棟  ０８３６－３３－６８４０ 

４階病棟  ０８３６―３３―６９８４ 
緊急以外の病棟へのお電話は９時～１７時３０分までとしております。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 2 階病棟は一般病棟（急性期）です。各分野（内

科、外科、整形外科）の急性期、つまり発症・受

傷後間もない患者様や病状が不安定な患者様に

入院して頂く病棟となります。検査、手術、お薬

による治療等を集中的に提供させて頂きます。 

  

3 階病棟は地域包括ケア病棟です。手術や急性期

の治療が終了し、病状が安定した患者様に対して 

ご自宅や介護施設等への復帰に向けた医療や支

援を提供させて頂く病棟です。リハビリのセラピ

ストや医療ソーシャルワーカー、ケアマネージャ

ーなど他職種と連携し、退院に向けた準備やサポ

ートをさせて頂きます。 

 

4 階病棟は医療療養病棟です。急性期医療の治療

を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、

病院での療養が継続的に必要な患者様を対象に

ご利用頂く病棟です。安心して療養していただけ

るよう、ひとり一人の症状・状況に合わせた医

療・看護・介護ケアを提供させて頂きます。 

宇部協立病院は厚生労働省の通知に基づき、平成 29 年 4 月より院内、

院外、駐車場含め、敷地内はすべて禁煙となっております。 

禁煙にご協力いただきますようよろしくお願い致します。 
 

携帯電話やスマートフォンのご使用は医療機器の誤作動を招く恐れが 

あります。また病室でのお電話は他の患者様の療養の妨げとなる可能性 

があります。出来るだけデイルームでマナーを守ってご利用下さい。 

 


