初めての受診の際には、
かかりつけの病院・医院から当院宛ての紹介状を準備いただき、健
康保険証等と併せてご持参ください。紹介状がない場合でも受診できますが、診療費の他
に「保険外併用療養費」
として8,000円（消費税抜き）
をお支払いいただくことになります。

▶診察券

受診の際、診察券をお持ちの方は必ずご持参ください。
診察券を紛失・破損された場合は、
再発行致します。
なお、再発行には手数料がかかります。

診

察

券

▶受付票

受付をされた全ての方に受付票を発行しています。
診療のお呼び出し等は、受付票に記載されている受付番号で対応させて頂きます。
なお受付票・診察券は、受付機の横にあるファイルに入れて、各診療科受付までご持参くだ
さい。

●防衛省

▶保険証の取り扱いについて

社会保険・国民健康保険及び公的保険・各種助成制度をお取扱いしております。
保険証及び医療券は毎月の初回来院日に、
会計窓口または保険証確認窓口へ提示してくだ
さい。
３ヵ月以上確認ができない場合は自費診療になることがあります。
保険証、住所、
氏名、連絡先等の変更がありましたら、1度受付にお申し出ください。

▶各種診断書・証明書について

第１病棟

診断書、
各種証明書を希望される方は、
来院された際に書類窓口にお申込みください。
種類によっては、
発行までに日数を要する場合があります。なお、
各種証明書には、
それぞれ規定の料金を申し受けますのでご了承ください。

▶お薬の受け取りについて

お薬は、原則として院外処方せんを発行します。
処方日を含めて4日以内に保険調剤薬局へ処方せんをお持ちください。
※処方内容によっては、
「くすり引換券」を発行致しますので調剤室（東病棟１階）
にてお受け
取りください。

工事中

▶本学学生による診察見学について

当院は医育機関でもありますので、
本学の学生が、
来院される皆さまのご了解を得た上で、
指導者の監督の下、
見学や実習を行う場合があります。何卒、
ご理解とご協力をお願い致し
ます。

▶携帯電話の使用について

院内に
「携帯電話コーナー」がありますので、
決められた場所でのご利用をお願い致します。
※病院職員の使用するＰＨＳは医療用のものです。

▶喫煙について

当院では、
喫煙が及ぼす健康への影響や「健康増進法」の施行等を鑑みて、
当院の敷地・施設内は全面禁煙となっております。
ご理解とご協力をお願い致します。

▶エスカレーターご利用について

エスカレーターをご使用の際にはベルトにつかまりましょう。
杖や手押し車を持ったままエスカレーターに乗りますと、
転倒する
恐れがあります。エレベーターを使用しましょう。
小さなお子様をお連れの方やベビーカーをご使用の際には、
エレベーターを使用しましょう。

▶院内のカメラ設置について

当院では、
院内安全と防犯対策を目的として防犯カメラを設置しております。また、
ICU・
HCU等については、
医療安全の観点からカメラ撮影
（モニタリング）
をしております。
安全・安心な医療の提供に必要な措置になりますのでご理解とご協力をお願いします。

音声コード

この案内
パンフレットには、
目の不自由な方も音声で
内容を確認できる「音声コ
ード」が添付されています。
「音声コード」は専用の読
み取り機で、
読み上げる
ことができます。

音声コード

2019.6.5,000 SP

高次脳
機能
検査室

●一般
●頭部
●骨密度
●胸部
●乳房

●PET
●SPECT

●透視・CT
●CT
●MR

Ｘ線・ＣＴ・
ＭＲ検査室

レントゲン・X線
CT・MR受付

X-ray / CT / MR Rooms

腎臓病センター

・腎臓内科
・腎臓外科
・腎臓小児科
・泌尿器科

Kidney Center

ゲノム診療科

Clinical Genomics

画像診断・核医学科

Diagnostic Imaging and
Nuclear Medicine

糖尿病センター

Diabetes Center

・糖尿病眼科
・糖尿病代謝内科

眼科

Ophthalmologery

形成外科

Plastic Surgery

8：30～16：30
8：30～12：00

Nuclear Medicine

内視鏡検査室

Endoscopy Rooms

Electromyogram lab.

筋電図検査室

脳波検査室

Electroencephalogram
Laboratories

★休診日
・日曜日 ・祝日 ・第3土曜日
・創立記念日：12月5日（但し同日が日曜日に当たるときはその翌日）
・年末年始：12月30日～1月4日

核医学
検査室

消化器病センター

エレベーター

＜電話予約センター＞TEL 03-3353-8138
取扱時間（平 日）
9：00～16：30
（土曜日）※第3土曜日除く 9：00～12：30

Blood and Urine Tests lab.

エレベーター

・消化器内科
・消化器・一般外科

Gastroenterology Center

心臓病センター

・循環器内科
・循環器小児科
・心臓血管外科
Heart Center

心電図・ホルター心電図
・心臓超音波室

ECG / Holter ECG laboratory /
Cardiac ultrasound laboratory

超音波検査室

Ultrasound lab.

Respiratory Function lab.

呼吸機能検査室

脳神経センター

Neurology Center

・脳神経外科
・脳神経内科

Clinical Genomics

ゲノム診療科

呼吸器センター

・呼吸器外科
・呼吸器内科

Respiratory Center

エレベーター

s予約診療
・当院は診療を予約制（原則）としております。
・初診時の予約をとらない診療科があります。
・予約のない方は診察まで多少お待ちいただく場合があります。
・ご不明な点は以下よりお問い合わせください。

売店

Store

医療画像連携受付

からだ情報館

Patient Library

入退院支援センター

在宅物品

Home-Care Services

医療サービス相談室

Admission Office

Primary Clinic Center

入院・受付・会計

エレベーター

採血・採尿
検査室

Subsequent Visits

個人情報保護について

産科・母子センター

Gynecology

Maternal and Perinatal Center

婦人科

Endocrinology

Hematology

内分泌センター

血液内科

麻酔科

Anesthesiology

放射線腫瘍科

Women's Health

Radiation Oncology

女性科

睡眠科

Comprehensive Sleep Medicine

耳鼻咽喉科

Otorhinolaryngology

歯科口腔外科

再診受付

本学の特性を活かして女性医療人を育成し、働く環境を創出
します。

第１病棟
：1Ｆ リハビリテーション科
：2Ｆ 透析室
：3Ｆ 外来化学療法室
化学療法・緩和ケア科

中央病棟
：1F 救急外来センター
東病棟
：1F 調剤室・救命救急センター（ICU）
西病棟A
：1Ｆ 神経精神科外来

インフォメーション

医療サービス相談室
栄養食事相談・在宅医療相談・医療社会福祉相談・治験相談などの医療相談を実施しています。

からだ情報館
健康や医療・医学についての情報を提供しています。

社会支援部
エレベーター

エレベーター

喫茶・
レストラン

Coffee Shop /
Restaurant

ジョシーテーブル

Eating and Drinking Space

（飲食スペース）

s時間外・休日等の診療について
救急診療は、24時間実施しております。ただし、下記の曜日・時間帯につい
ては、救急外来センター（中央病棟1階） にて診療を行っております。
・平日（夜間）16：00～翌8：30
・土曜日
12：00～（第3土曜日除く）
・休診日
0：00～24：00
※緊急を要しない軽症患者さんの受診は、診療費とは別に
「時間外選定療養費」
として8,000円（消費税抜き）
を負担していただきますので予めご了承ください。

Dentistry / Oral Surgery

エレベーター

エレベーター

明日を担う人間性豊かな医療人の育成をめざし、充実したカリ
キュラムや実践的な研修プログラムを実施します。

s書類申込窓口 （平 日）
（土曜日）※第3土曜日除く

Dermatology

検査説明

Medical Examinations

予約センター

Reservation

Information

医療連携をとおして地域医療により一層貢献します。

当院では、患者さんが安心して受診できるように個人情報の保護
を３つの使命（診療・教育・研究）における最優先事項として位
置付けております。患者さんの個人情報は、個人情報保護法に
基づき、不正利用・紛失・滅失・改ざんおよび漏洩のないように
徹底管理しております。

書類窓口

Account

Documents Windows

会計

ペイン 総合

クリニック診療科

Pain Clinic General Medicine

膠原病リウマチ
痛風センター

Rheumatology Center

案 内

First Visit

先進医療の推進や高度医療の提供に尽力し、質の高い安全な
医療を提供します。

Conference Rooms

5

Ward Building 1

初診受付

セミナー室

4

整形外科

3

誠実な慈しむ心（至誠と愛）をもって、患者視点に立った、き
め細やかで温かい心の通った医療を実践します。

Orthopedic Surgery

2

小児科
小児外科

Pediatrics Pediatrics Surgery

基本方針
1

第１病棟へ

East Entrance

患者視点に立って、安全・安心な医療の実践と高度・先進な医療
を提供する。

皮膚科

基本理念

他の医療機関からのご紹介に対し、院内の調整を行っています。また、
当院からの医療機関の
紹介や、退院や転院のための支援を行っています。

セカンドオピニオン外来のご案内
当院以外の主治医におかかりの患者さんを対象に、診断内容や治療方法に関して当院での
意見・判断をご提供致します。

【お申込・お問い合せ先】社会支援部 03-5269-7160（9：00～15：00）

