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社会医療法人社団　順心会

順心リハビリテーション病院
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基本理念

質の高いリハビリテーションを通して地域医療に全力をつくす

基本方針
１．患者さま、ご家族さまの権利と要望を尊重し、
　　安全・納得のいく医療・生活リハビリテーションをめざします。

患者さまの権利
１．一人の人間として、人権を尊重される権利

臨床倫理方針
１．患者さまの人権を守ります。

２．地域連携を密にし、チーム医療によるサービスの継続・向上をめざします。
３．人材育成、成長に向けて教育研究の推進を図ります。
４．経営参画意識をもって業務を遂行します。
５．在宅系サービスと連携して、地域リハビリテーションを推進します。

２．自分が受ける医療を、自らの意思で自己決定する権利
３．良質で最善の治療を受ける権利
４．病気や怪我について、納得できるまで十分な説明と情報提供を受ける権利
５．セカンドオピニオンを希望される場合は、紹介を受ける権利
６．個人情報やプライバシーが守られる権利

２．患者さまの自己決定権を尊重します。
３．患者さまの個人の信条、価値観に十分配慮した生命倫理に関する法令、
　　ガイドラインなどを遵守します。
４．倫理的な問題を含む医療行為に対して、倫理的な視点から十分な検討をします。



入院される皆様へ
　「リハビリテーションによって、１日も早く障がいを克服し、
笑顔を取り戻して退院を迎えて欲しい。」
　これが、私たちチーム全員の願いです。
　当院は、適応のある方には、どなたでも自宅復帰に向けた
集中的リハビリテーションを提供しています。また、私たち
は、患者さま第一を実践するため、ご家族さまを含めた積極
的な治療参加を呼びかけています。皆さまのご期待に応えら
れるよう、色々なご意見をお聞かせ願いたいと思いますので、
お気づきの点があれば、ご遠慮なくご相談ください。
　色々な病気の方々が共に生活されていますので、入院治療
を受けられるにあたっての決まり、入院手続きなどについて、
ご案内申し上げます。

院　長
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入院当日に必要なもの
●必要書類
⃝入院誓約書　　⃝個人情報の取り扱いに関する同意書　　⃝歯科診療同意書
⃝各種保険者証、介護保険者証

●入院時にご用意していただくもの
⃝寝衣と訓練用の衣類　　　　　　　　　　 ⃝ボディシャンプー
⃝上着(冬季)　　　　　　　　　　　　　　 ⃝シャンプー
⃝運動しやすい靴　　　　　　　　　　　　 ⃝リンス
⃝義歯、義歯を入れる蓋付の物(お持ちの方)　⃝洗面用具(歯磨き粉、歯ブラシ)
⃝くし　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⃝洗面コップ
⃝電動かみそり(男性)　　　　　　　　　　 ⃝洗面用具を入れる布製の袋
⃝蓋付きバケツ

＊全てに氏名をご記入ください。
＊各種保険者証が変更・更新された場合は、必ず新しい保険者証を事務室へご提示ください。

入院費について
入院費は毎月、月末締めとなっています。
お支払いは翌月10日からお願いします。
10日が日曜日・祝日の場合は、翌日に精算してください。

＊請求書は配布しません。
＊請求額については10日以降に受付にお問い合わせください。

受付窓口にて現金、各種クレジットカードでのお支払いとなります。

受付時間
●平　日：午前９時〜午後５時
●土曜日：午前９時〜12時30分
※日曜日・祝日はお休みです。

１

⃝タオル類(リハビリテーション室
　で枕の上に敷くものを含む）

２

（カードで入院費をお支払いの場合でも、理容代は現金払いとなります。）

２



●入院中の一日の生活について

起
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排泄の介助、食事介助などの患者さまの状態に応じて自立を促す関わりや、
必要なケアを提供します。

●食事について
朝食は８時以降、昼食は12時以降、夕食は６時以降です。

●入浴について
週２回の予定です。
入浴日時は病棟によって異なりますので、病棟にお尋ねください。

●寝具について
基準寝具は、病院が準備します。
シーツ・包布の交換は原則週１回ですが、汚染した場合は適宜交換します。
交換時は、ベッド周辺の私物を整理しておいてください。

●衣類について
汚染等に備え適宜ご準備ください。
洗濯物は、臭気等の関係上、蓋付きバケツをご用意頂き、早めにお持ち帰りください。
また、汚染衣類の下洗いは、院内感染上出来ませんのでご了承ください。

入院中の生活３
トレーニング

歯みがき 歯みがき歯みがき

6：00 8：00 9：00 12：00 13：00 18：00 19：00 21：00

＊患者さまの状態に合わせて部分清拭・足浴・手浴・洗髪等を行います。

＊寝衣やタオル・オムツなどのリースサービスを提供させて頂いております。受付にお問
　い合わせください。

３



●衣類のリース・業者洗濯の申し込みについて
１階受付にてお申し込みください。
ご利用金額等については別紙を参照してください。

●理容代について
月２回理容師がおこないます。（業者委託）
費用は2,050円です。
ご希望される方は、１階受付で所定の申込用紙にてお申し出ください。
詳細は１階受付にお問い合わせください。

●病室について
お部屋は、治療上必要により変更することがあります。

●テレビの利用について
テレビカードは各階スタッフステーション前の自動販売機で購入ください。
テレビカードの払い戻しは１階テレビ付近の精算機をご利用ください。
テレビを観る時は、イヤホンを使用してください。

入院中の生活

＊入院されてからの変更も可能です。１階受付へお申し出ください。

＊ご希望に添えない場合もありますが、ご理解、ご協力をお願いします。
＊TMS治療においては、個室料が必要となります。

４



トレーニングは、医師の処方箋に基づき
リハビリテーション担当者と面談し、時間、内容を決めています。

●実施日
［回復期リハビリテーション病棟］
リハビリテーションは365日行います。
日曜日は平日と内容が異なったり、時間が短くなる場合があります。

［医療療養病棟］
月曜日〜土曜日（日曜日はお休みです）
発症からの期間、病状に合わせて、リハビリテーションの内容・頻度を検討します。
詳しい内容については、入院時オリエンテーションで説明します。

［その他］
●リハビリテーション総合実施計画書を定期的に作成し、患者さま、ご家族さまに渡します。
　治療内容を説明します。

リハビリテーションについて４

＊ただし、体調の不安定な患者さまは、病室での実施や中止になることがあります。

＊ただし、体調の不安定な患者さまは、病室での実施や中止になることがあります。

●リハビリテーションでは、日常生活に必要な動作訓練をはじめとして、体操をしたり、
　歩いたり、階段を昇降したりします。運動しやすい服装、靴の用意をお願いします。

●枕に敷くカバーとしてタオルをご持参ください。

●患者さまの身体状況に応じて家屋訪問を行い、リハビリテーション等の参考にさせて
　頂きます。

＊不明な点がありましたら、各担当スタッフまでお気軽にお尋ねください。

５

●必要に応じて屋外歩行や屋外散歩なども行うことがあります。外気温に合わせた服装が
必要となりますので、夏季には帽子、日傘など、冬季には上着、マフラー、手袋などを
ご持参ください。



●喫煙について
敷地内全面禁煙です。

●禁酒について
敷地内・入院期間中の飲酒はおやめください。

●非常時・災害時について
職員の指示・誘導に従ってください。

●携帯電話の使用について
病院内はマナーモードでお願いします。
携帯電話は所定の場所で使用してください。（ポスターで掲示しています）

●食べ物の持ち込みについて
治療効果上、及び院内感染防止のため病棟への食べ物の持ち込みはご遠慮ください。

●金銭・私物について
盗難防止のため、多額の現金・貴重品の持ち込みはご遠慮ください。

●病院に備え付けの物品等について
病院備え付けの物品等は皆さんが使用されます。
大切にお使いくださいます様、ご協力をお願いします。
故意あるいは過失により物品、寝具、その他を破損・紛失された場合は、
実費弁償していただくことがあります。

入院中の決まりについて５

＊当院には防犯上、両替機を設置していません。
＊盗難・紛失事故につきましては、責任を負いかねます。
＊クッション等の私物については患者さま・ご家族さまで管理をお願いします。

６

●床頭台　引出しの鍵について
鍵をご使用される場合は、紛失に十分ご注意ください。
万が一、鍵を紛失・破損された場合は、患者様のご負担となりますのでご了承ください。



●暴力行為、迷惑行為などの禁止について
入院は、患者さま自身の健康を一日も早く回復するための治療を目的としています。患
者さま自身の治療に非協力的な行為、他の患者さまの療養の妨げになる行為、病院の医
療活動に支障が及ぶ行為は禁止しています。とくに飲酒、賭け事、暴力行為（身体的暴
力や言葉の暴力、器物破損など）、ハラスメント行為、恐喝、無断外出及び無断外泊など、
秩序を乱す場合は強制退院の対象となる場合があります。

●個人情報について
当院では、個人情報保護に努めております。

●情報の開示について
当院では、患者さまの主体性・自己決定尊重のために、情報の開示を理念として掲げております。
希望がありましたら１階受付へ申し出てください。

●その他
●公衆電話は１階ロビーに設置しています。
●テレビカードの精算機は１階に設置しています。
●自動販売機は各階に設置しています。
●歯科診療について…歯科の治療を希望される方は各階スタッフステーションに申し出てください。
●患者さま・ご家族さまからのお心づけは、病院の方針として一切いただかないことになっておりますの
　で、ご理解のほどお願いします。

７

入院中、安心して、療養・リハビリテーションに専念していただくために、
お願い事があります。ご理解・ご協力をお願いします。

入院中、何か困ったこと等がございましたら、窓口は地域連携室となっていますので、
お気軽にご相談ください。

地域連携室(直通) TEL.079-438-3205

ご意見・苦情等がございましたら、ご意見箱を各部署に設置していますので、
ご利用ください。



ケアハウス
やすらぎ

順心リハビリテーション病院
地域リハビリテーションセンター

介護老人保健施設
白寿苑

特別養護老人ホーム
こすもす園

順心リハビリテーション病院

駐車場

グループホーム
すずらんの家

●順心リハビリテーション病院

４階

３階

２階

１階

医療療養病棟　　60床

回復期リハビリテーション病棟　60床

回復期リハビリテーション病棟　60床

外来・リハビリテーション

●順心リハビリテーション病院
　地域リハビリテーションセンター

２階

１階

研修室

通所リハビリテーション・展示・居宅支援センター

敷地内見取り図６

８



順心リハビリテーション病院

●２〜４階(病棟部門)

●１階(診療部門)

フロア紹介７
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周辺マップ

交通アクセス

お車をご利用の方
⃝加古川バイパス加古川東インターを降り、北へ約３㎞、６つ目の信号(神野小学校の手前石守北)を右折し、
　600m先の当病院案内看板を左折
⃝加古川バイパス加古川中央JCTより東播磨南北道路へ入り県立加古川医療センターランプ下車

電車・バスをご利用の方
⃝JR加古川駅より神姫バス「加古川医療センター行き」加古川医療センターバス停下車、徒歩にて約５分
⃝JR東加古川駅もしくはJR加古川駅よりタクシーで約15分

■東加古川駅北口ロータリーより当院のバスも出ております。
⃝昇降口は、病院南側玄関、駅は北側ロータリーになります。
⃝途中での乗り降りは出来ません。
＊都合により急遽運休することもあります。

社会医療法人社団　順心会

順心リハビリテーション病院
〒675-0005　兵庫県加古川市神野町石守1632番地
TEL.079-438-2200　FAX.079-438-6085
https://www.junshin.or.jp/


