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午前９:00～11:00までに本館受付へお越しください。

 尚、ご都合により遅れる場合や来院できない場合は、必ずご連絡ください。 

当日は、次の書類を受付へ提出してください。

提出がない場合は、全額自己負担とさせていただく場合があります。

以下をお持ちの場合は、併せて受付へご持参ください。

署名、捺印が必要となりますので、

「患者様」「連帯保証人」「連帯保証人(別世帯)」のそれぞれの印鑑(認印可)

計３本と連絡先をご準備ください。

入院当日までに以下のものをご準備ください。売店は桜病棟1階にあります。

入院後は各病棟のページをご確認ください。

入院準備品
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Ⅰ. 入院手続きについて

入院当日

保険証など

入院手続き書類

□健康保険証 □後期高齢者医療被保険証 □高齢受給者証

□限度額適用認定証 □食事減額認定証 など

□障害者手帳 □障害者医療証

□特定疾患医療証□被爆手帳 □ペースメーカー手帳 など

□洗面道具(シャンプー、リンス、ボディソープ、歯ブラシ、歯磨き粉など)

□バスタオル 各5枚 □タオル 各5枚 □防寒着(冬期)

□衣類・下着類 各５枚 ＊病衣リースあり □靴下 ５枚

□室内履き ＊滑りにくいもの □ティッシュペーパー □イヤホンなど

□介護保険者証



私服を使用される場合は、原則として患者様ご自身かご家族で洗濯をしていた

だきます。病衣リース費用は、受付かソーシャルワーカーへご相談ください。 

箸・スプーン・フォークは不要です。

コップや楽のみは、割れないものをご準備ください。

すべりにくく、ゴム底で音がしないものをご準備ください。

入院中は、共同生活となりますので、衣類をはじめ私物を使用される場合は、

全てお名前をお書きください。

また、私物の衣類を使用する場合は、洗濯物を保管する容器をご準備ください。

洗濯物の交換は週１回はお願いします。

保険証の変更、住所、連絡先に変更がございましたら、速やかに受付まで

ご連絡ください。

原則として入院中の付添いは必要ありません。

ただし、患者様の病状により医師が認めた場合に限り、ご家族が付添うことが

できます。この場合、「家族付添許可申請書」が必要ですので、病棟看護師へ

ご相談ください。

自己管理の場合は日用品費を預ける必要はありません。

病院管理の場合は、P４「入院時預かり金について」をご確認ください。

保険診療の制度では、入院中は他の医療機関では診療費が算定できないため、

他の病院を受診したりお薬の処方(内服薬、点眼薬、湿布、軟膏など)をご本人

又はご家族が代理で受け取ることはできません。やむを得ず他の医療機関を

受診する場合は、医師や看護師等へお申し出ください。

受診する際に発生した高速道路など有料料金は、実費負担をいただきます。

連絡先等の変更について

ご家族の付き添いについて

入院中の金銭管理について

入院中の他の医療機関への受診について
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衣類について

食事について

病棟内の履物について

私物について



入院費とは、「医療費(一部負担金)」と「食事費(食事負担金)」の合計です。

日用品を使用した場合は、「日用品費」を加えた額が請求額となります。

病院で日用品費を管理する場合は、日用品金銭管理費(月額4,000円)を

頂いています。

日用品費自己管理の場合は、不要です。病院管理の場合は、入院時に受付へ

お預けください。（オムツ使用の方は70,000円・未使用の方は40,000円）

尚、お預かりしている日用品費は、退院時にお返しします。

日用品管理費、オムツ、病衣リース、電話代、他科受診時諸費用など

下表は、平均金額であり患者様の治療内容や病状により異なります。

また、医療費に関しましては、高額療養費制度のご利用をお勧めいたします。

〇その他の健康保険(日用品自己負担) 121,500円
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請求額
〇後期高齢者医療(日用品病院管理)

 オムツ未使用 119,000円

(1ヶ月)  オムツ使用 134,000円

日用品費 〇オムツ未使用 約20,000円

(病院管理) 〇オムツ使用 約35,000円

〇食事負担減額認定対象者　区分Ⅱ 1食　210円

〇食事負担減額認定対象者　区分Ⅱ（90日超） 1食　160円

〇食事負担減額認定対象者　区分Ⅰ 1食　100円

1割負担

〇その他の健康保険 3割負担

食事費 〇食事一部負担金 1食　460円

入院費について

日用品金銭管理費について

入院時預かり金について

日用品内訳について

請求額について

医療費 〇後期高齢者医療

Ⅱ. 入院費とお支払いについて



入院費は、毎月末で締め切り、翌月の10日頃に請求書を郵送します。

月末を期限にお支払いください。

請求についてご不明な点は、患者会計係までご連絡ください。

【お支払い方法】

受付窓口　＊日祭日を含めた9時～16時50分までお支払い出来ます。

お振込み口座

福岡銀行　糸島支店　普通口座　９９２６０６

ｲﾘｮｳﾎｳｼﾞﾝｼｬﾀﾞﾝ ｵｳｼﾞｭｶｲ　ﾘｼﾞﾁｮｳ　ｸﾘﾀ　ﾃﾙﾋｻ

医療法人社団 桜珠会　理事長　栗田　輝久

＊お振込み人の氏名は必ず入院患者様の氏名でお願いします。

＊領収書の再発行はいたしませんので、大切に保管してください。

・食事のキャンセルは、提供時間(朝食 8:00、昼食 12:00、夕食 18:00)の

１時間30分前まで可能です。それを超えてのキャンセルは、食事費用を

いただきます。

・健康保険証・後期高齢者被保険証・障害者医療証は、毎月提出してください。

・退院の際は、来院される方の印鑑をご持参ください。

２．

その他
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入院費のお支払いについて

お支払い方法と時間について

１．



入院費にかかる「医療費」のみ適応となります。

入院時食事療養の標準負担額や差額ベッド料などは対象となりません。

各市町村役場の健康保険窓口

各保険の担当窓口

各組合の担当窓口

申請後、「限度額適用認定証」を必ず窓口へ提示してください。

70歳未満の方

70歳以上の方

＊過去12ヶ月以内

低所得Ⅰ 15,000円
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一般所得 57,600円 44,400円

低所得Ⅱ 24,600円

現役並所得Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1％ 93,000円

現役並所得Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1％ 44,400円

所得区分 １～３回目 ４回目以降

現役並所得Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1％ 140,100円

エ 57,600円 44,400円

オ 35,400円 24,600円

イ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1％ 93,000円

ウ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1％ 44,400円

限度額適用認定証

医療費の自己負担限度額(同一月１ヶ月あたり)　＊平成３０年８月より

所得区分 １～３回目 ４回目以降

ア 252,600円+(総医療費-842,000円)×1％ 140,100円

窓口申請

国民健康保険 ・・・

社会保険 ・・・

組合保険 ・・・

Ⅲ. 高額療養費制度について

高額療養費制度



事故防止のため、以下のものは持ち込まないでください。

入院時、病棟移動時には危険物の点検をいたします。

・ 電話による入院の確認や詳細な病状についてのお問い合わせには、原則として

お答えしておりません。

・ 音を発する電化製品を使用の際は、イヤホンやヘッドホンをご使用ください。

・ 入院中の通信販売や広告などの商品の購入は禁止しています。

・ 宗教等への勧誘は堅く禁止しています。

・ 他の病室への出入りはご遠慮ください。

・ 入院中 (外泊中、外出中を含む) の飲酒や運転は堅く禁止しています。

・ 病室内の壁、棚等へのテープ・のり・ピン等の使用は禁止しています。

病棟内に持ち込めないもの

その他の注意事項について
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Ⅳ. 入院中に守っていただきたいこと

病棟への持ち込みを禁止しているもの

・刃物類(カミソリ、ナイフ、ハサミなど)、ピアス類

・煙草、ライター、マッチ

・針、ひも類

・割れ物(ガラスや陶器類)

・ＴＶ、ＤＶＤ、カメラ、ゲーム機などの電化製品

・市販の医薬品、健康食品など

・高額な貴重品、クレジットカードなど

病棟で管理や準備をしているもの(貸出時間 9：00～16：00)

・裁縫道具 ・爪切り ・ハサミ

・耳かき ・充電コード類など



当病棟は、精神疾患と内科疾患を合併し長期にわたり療養が必要な患者様が

治療・療養する病棟です。

また、重度の肢体不自由、意識障害、パーキンソン病などの神経性難病の

患者様が療養する病棟です。

落ち着いた雰囲気の中で過ごしていただけるよう心がけています。

[食事時間]

　朝食：８時、昼食：12時、夕食：18時

[消灯時間]

　21時

[入浴時間]

　９:30～11:30 ／ 13:30～16:30　＊入浴は病状に応じて行います

[電話]

　硬貨専用の公衆電話を設置しています。携帯電話の使用はできません。

[冷蔵庫]

・長期の保存、生ものや匂いの強い物の保存はご遠慮ください。

・週に1回は清掃し、消費期限切れの品物は処分いたします。

・品物には名前と日付の記入をお願いします。

[非常口]

　位置をご確認いただき、災害時には職員の指示に従って行動してください。

Ｐ2「入院準備品」に加え、以下の物をご準備ください。

□ 運動靴　　□ プラスティックコップ   　□ 防水シーツ2枚

□ 楽のみ　　□ ウェットティッシュ　　　□ 義歯容器

□ 洗面器　　□ 電気シェーバー(男性)

□ その他

入院中の生活について

病棟設備について
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入院準備品

Ⅴ. 桜１病棟

桜１病棟より



・原則として貴重品はお持ち帰りください。

・紛失の可能性から、持ち込まれるものには必ず氏名を記入してください。

・病棟内での金銭の紛失などに関しては当院では一切の責任を負いかねます。

・入院中の金銭の貸し借り、物品のやりとりの一切は堅く禁止しています。

・見舞金等の金銭は一切のお預かりをいたしておりません。

[面会時間]

　14時～19時

[面会の方へ]

・ご本人・ご家族の了解がない場合、面会をご遠慮いただくことがあります。

　また、病状により、医師の判断でご遠慮いただくことがあります。

[その他]

・面会は面会室を使用してください。

・飲食物のお持ち込みをされる場合は、看護師へお知らせください。

・病棟内での携帯電話の使用は堅く禁止しています。

・流行性の感染症等が流行している時は、マスク着用でのご面会または、

　面会をご遠慮いただくことがあります。

・担当医の許可が必要となりますので、十分にご相談のうえ、１週間前までに

　お申し出ください。

・「外出・外泊届」へ記入と捺印が必要です。印鑑をご準備ください。

・帰院の際は、危険物の持ち込み防止のため、ご本人(ご家族)立会いのもと

　お荷物の点検とボディチェックをさせていただくことがあります。

その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

面会について

外出・外泊について
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金銭と貴重品の管理について



初めてのご入院の方にとっては、不安も多いことかと存じます。

１日も早く回復されることを願い、皆様の心身の安らぎが保て、快適な

療養生活が過ごせるようお世話をさせていただきます。

つきましては、以下を参考にされましてご理解とご協力をお願いします。

[食事時間]

　朝食：８時、昼食：12時、夕食：18時

[消灯時間]

　22時

[入浴時間]

　9:00～11:30 ／ 13:30～16:30

[電話]

　硬貨専用の公衆電話を設置しています。携帯電話の使用はできません。

[洗濯]

　１回100円のコインランドリーとコイン乾燥機を設置しています。

　使用時間：9：00～16：00

[非常口]

　位置をご確認いただき、災害時には職員の指示に従って行動してください。

Ｐ2「入院準備品」に加え、以下の物をご準備ください。

□ 洗面器　　□ プラスティックコップ　　□ 運動靴（ヒモなし）

□ 義歯容器　□ 電気シェーバー(男性)

□ その他

Ⅵ. 桜2病棟

桜2病棟より

入院中の生活について

病棟設備について

入院準備品
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・原則として貴重品はお持ち帰りください。

・紛失の可能性から、持ち込まれるものには必ず氏名を記入してください。

・金銭の紛失などに関しては当院では一切の責任を負いかねます。

・入院中の金銭の貸し借り、物品のやりとりの一切は堅く禁止しています。

・見舞金等の金銭は一切のお預かりをいたしておりません。

[面会時間]

　13時～17時

[面会の方へ]

・ご本人・ご家族の了解がない場合、面会をご遠慮いただくことがあります。

　また、病状により、医師の判断でご遠慮いただくことがあります。

[その他]

・面会は面会室を使用してください。

・飲食物のお持ち込みをされる場合は、看護師へお知らせください。

・病棟内での携帯電話の使用は堅く禁止しています。

・流行性の感染症等が流行している時は、マスク着用での面会または、

　面会をご遠慮いただくことがあります。

・担当医の許可が必要となりますので、十分にご相談のうえ、１週間前までに

　お申し出ください。

・原則としてご家族の方の同伴をお願いします。

・「外出・外泊届」へ記入と捺印が必要です。印鑑をご準備ください。

・帰院の際は、危険物の持ち込み防止のため、ご本人(ご家族)立会いのもと

　お荷物の点検とボディチェックをさせていただきます。

　ご理解とご協力をお願いします。

その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

金銭と貴重品の管理について

面会について

外出・外泊について
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当病棟は、認知症患者様の治療を対象とした病棟です。入院期間は原則として

3～6ヶ月で、家庭復帰できるように日常生活機能回復訓練を行います。

入院後１ヶ月頃に病状説明及び訓練の経過を説明いたします。

なお、説明が必要な場合には、その都度で連絡差し上げます。

[食事時間]

　朝食：８時、昼食：12時、夕食：18時

[消灯時間]

　21時

[入浴時間]

　９:30～11:30 ／ 13:30～16:00

[電話]

　硬貨専用の公衆電話を設置しています。携帯電話の使用はできません。

[非常口]

　位置をご確認いただき、災害時には職員の指示に従って行動してください。

Ｐ2「入院準備品」に加え、以下の物をご準備ください。

□ 衣装ケース　　□ 靴(マジックテープ)　 　□ 洗濯物を入れる袋

□ 義歯容器　　　□ 電気シェーバー(男性) 　□ 化粧水・クリーム(女性)

□洗濯物用バケツ(容量約15リットル)

□ その他

＊必要時・・・　□ 車椅子用座布団　　□ 大きめのクッション

　　　　　　　　□ 防水シーツ2枚　 　

Ⅶ. 桜3病棟

桜3病棟より

入院中の生活について

病棟設備について

入院準備品
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・原則として貴重品はお持ち帰りください。

・紛失の可能性から、持ち込まれるものには必ず氏名を記入してください。

・金銭の紛失などに関しては当院では一切の責任を負いかねます。

・入院中の金銭の貸し借り、物品のやりとりの一切は堅く禁止しています。

・見舞金等の金銭は一切のお預かりをいたしておりません。

[面会時間]

　14時～16時

[面会の方へ]

・ご本人・ご家族の了解がない場合、面会をご遠慮いただくことがあります。

　また、病状により、医師の判断でご遠慮いただくことがあります。

[その他]

・飲食物のお持ち込みをされる場合は、看護師へお知らせください。

・病棟内での携帯電話の使用は堅く禁止しています。

・私服を使用の方は洗濯物の入れ替えをお願いします。

・流行性の感染症等が流行している時は、マスク着用でのご面会または、

　面会をご遠慮いただくことがあります。

・担当医の許可が必要となりますので、十分にご相談のうえ、１週間前までに

　お申し出ください。

・原則としてご家族の方の同伴をお願いします。

・「外出・外泊届」へ記入と捺印が必要です。印鑑をご準備ください。

・帰院の際は、危険物の持ち込み防止のため、ご本人(ご家族)立会いのもと

　お荷物の点検とボディチェックをさせていただくことがあります。

その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

外出・外泊について
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金銭と貴重品の管理について

面会について



当病棟は、精神科療養病棟です。

長期にわたり療養が必要な精神疾患を有する方に入院して頂く病棟です。

病棟内は、ゆとりのある落ち着いた雰囲気の空間で過ごしていただける

よう心がけています。

[食事時間]

　朝食：８時、昼食：12時、夕食：18時

[消灯時間]

　22時

[入浴時間]

　９:30～11:30 ／ 13:30～16:00

[電話]

　硬貨専用の公衆電話を設置しています。携帯電話の使用はできません。

[洗濯]

　1回100円の コインランドリーとコイン乾燥機を設置しています。

　使用時間：9：00～17：00

[非常口]

　位置をご確認いただき、災害時には職員の指示に従って行動してください。

Ｐ2「入院準備品」に加え、以下の物をご準備ください。

□ 運動靴　　□ プラスティックコップ　　□ 電気シェーバー(男性)

□ 義歯容器　□ 洗面器　　□ 防水シーツ2枚

□ その他

楓病棟より

入院中の生活について

病棟設備について

Ⅷ. 楓病棟

入院準備品
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・原則として貴重品はお持ち帰りください。

・紛失の可能性から、持ち込まれるものには必ず氏名を記入してください。

・金銭の自己管理は、病棟生活において必要最小限の金額でお願いします。

　また、金銭の紛失などに関しては当院では一切の責任を負いかねます。

・入院中の金銭の貸し借り、物品のやりとりの一切は堅く禁止しています。

・見舞金等の金銭は一切のお預かりをいたしておりません。

[面会時間]

　12時～16時

[面会の方へ]

・ご本人・ご家族の了解がない場合、面会をご遠慮いただくことがあります。

　また、病状により、医師の判断でご遠慮いただくことがあります。

[その他]

・飲食物のお持ち込みをされる場合は、看護師へお知らせください。

・病棟内での携帯電話の使用は堅く禁止しています。

・流行性の感染症等が流行している時は、マスク着用でのご面会または、

　面会をご遠慮いただくことがあります。

・担当医の許可が必要となりますので、十分にご相談のうえ、１週間前までに

　お申し出ください。

・原則としてご家族の方の同伴をお願いします。

・「外出・外泊届」へ記入と捺印が必要です。印鑑をご準備ください。

・帰院の際は、危険物の持ち込み防止のため、ご本人(ご家族)立会いのもと

　お荷物の点検とボディチェックをさせていただくことがあります。

その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

金銭と貴重品の管理について

面会について

外出・外泊について
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当病棟は、広々とした空間、自然に囲まれた静かな環境で、その温もりを

感じながら、心の休養(癒し)、身体の機能回復訓練を目的とした病棟です。

[食事時間]

　朝食：８時、昼食：12時、夕食：18時

[消灯時間]

　21時(ダイニングルームは23時まで開放しています。)

[入浴時間]

　9:00～11:30(介助浴) ／ 15:00～21:00(個人浴)

[携帯電話]

　使用時間 ： 6:00～23:00

　使用場所 ： OTスペース

[電話]

　公衆電話をナースステーション横に設置しています。

[洗濯]

・洗濯時間　8:00～20:00

・1回100円の コインランドリーとコイン乾燥機を設置しています。

・物干し場はありませんので乾燥機をご使用ください。

[冷蔵庫]

・ダイニングルームに設置していますが、長期の保存、生ものや匂いの

　強い物の保存はご遠慮ください。

・週に1回は清掃し、消費期限切れの品物は処分いたします。

・品物には名前と日付の記入をお願いします。

[非常口]

　位置をご確認いただき、災害時には職員の指示に従って行動してください。

入院中の生活について

病棟設備について
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Ⅸ. ケア病棟

ケア病棟より



Ｐ2「入院準備品」に加え、以下の物をご準備ください。

□ 運動靴　　□ プラスティックコップ2個　　□ 洗濯物を入れる袋

□ 洗面器　　□ 電気シェーバー(男性)

□ その他

＊必要時・・・　□ 車椅子用座布団　　□ 大きめのクッション

　　　　　　　　□ 義歯容器　　　　　□ うがい用コップ

[面会時間]

　14時～17時

[面会の方へ]

・部屋でのご面会は、お控えください。

・飲食物のお持ち込みをされる場合は、看護師へお知らせください。

・ご本人・ご家族の了解がない場合、面会をご遠慮いただくことがあります。

　また、病状により、医師の判断でご遠慮いただくことがあります。

・流行性の感染症等が流行している時は、マスク着用での面会または、

　面会をご遠慮いただくことがあります。

・外出、外泊時間は、9:30～16:00となっています。

・担当医の許可が必要となりますので、十分にご相談のうえ、１週間前までに

　お申し出ください。

・外泊は治療上、土曜日～日曜日にかけての日程でお願いします。

・「外出・外泊届」へ記入と捺印が必要です。印鑑をご準備ください。

・帰院の際は、危険物の持ち込み防止のため、ご本人(ご家族)立会いのもと

　お荷物の点検とボディチェックをさせていただくことがあります。

外出・外泊について
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入院準備品

面会について



・原則として貴重品はお持ち帰りください。

・所持品は個人の責任のもと保管してください。尚、デスクの鍵を

　使用される方はお申し出ください。

・紛失の可能性から、持ち込まれるものには必ず氏名を記入してください。

・病棟内での金銭の紛失などに関しては当院では一切の責任を負いかねます。

・入院中の金銭の貸し借り、物品のやりとりの一切は堅く禁止しています。

・見舞金等の金銭は一切のお預かりをいたしておりません。

その他、ご不明な点などがございましたら、お気軽にご相談ください。

金銭と貴重品の管理について
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・福岡市営地下鉄　天神駅から35分

・JR筑肥線　　　  唐津駅から40分

・徒歩　５分

JR筑肥線 筑前前原駅 北口から当院への送迎

〈可也病院送迎バス時刻表〉

＊①便は日祭日は運休いたします。

・JR筑肥線 筑前前原駅から10分

志摩方面へ向かい、西町の交差点を直進 → 北新地2号の交差点を右折 →

夫婦橋の交差点を左折 → 突き当りを右折 → 看板を目印に斜め左方向へ進む

・西九州道 前原料金所から15分

前原料金所から左折 → 多久の交差点を直進 → 北新地2号の交差点を直進 →

加布羅の交差点を右折 → 夫婦橋の交差点を左折 → 突き当りを右折 →

看板を目印に斜め左方向へ進む

・九州大学方面から12分

県道85号線 九大新町口から可也山方面 → 県道85号線 馬場の交差点を左折

 →初の交差点を左折 → 夫婦橋の交差点を右折 → 突き当りを右折 →

看板を目印に斜め左方向へ進む

自動車
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⑤ 15:40 15:50 16:05 16:15

③ 13:00 13:10 13:15 13:25

④ 15:00 15:10 15:15 15:25

① 9:40 9:50 10:05 10:15

② 11:50 12:00 12:15 12:25

JR筑肥線　【筑前前原駅】下車

昭和バス　【師吉公民館前】降車

可也病院送迎バス

　 可也病院発 　　　筑前前原駅着 　 筑前前原駅発　　　　可也病院着

Ⅹ. 交通のご案内



院内Map

Memo

令和4年10月予定

楓病棟

別館

1F

2F

1F 本館

(受付・外来・リハビリ)

2F ケア病棟

2F 桜2病棟

1F 桜1病棟・売店

3F 桜3病棟

別館2



入院のしおり
入 院 さ れ る 方 へ

医療法人社団 桜珠会　可也病院

〒 819-1314　福岡県糸島市志摩師吉1200番地

TEL 092-327-0131    FAX 092-327-5532

URL https://www.kayahospital.com


