
緩和ケア病棟のご案内 

当院は「日本医療機能評価機構認定病院」です。 
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 患者さんとご家族が安心して緩和ケアを受けられ、患者さんが自分ら 
しい穏やかな毎日を過ごせるように、からだと心のケアを提供します。 

宮川病院 緩和ケア病棟基本理念 

宮川病院 緩和ケア病棟基本方針 

 医療機能評価とは、医療機関が第三者から病院機能の評価を受けることにより、問題点
を把握し、改善に向けて努力することで医療の質を向上させるために行うものです。 
 当院はその評価を受け、審査基準を達成していることが認められ、平成11年3月に川崎
市初の認定病院となりました。私たちはこの評価にとどまることなく、より質の高い医療
の提供をめざし、患者さんに満足していただける病院づくりに努めてまいります。 

[当院は「日本医療機能評価機構認定病院」です] 
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１  患者さんが尊厳をもって有意義な日々を過ごせるよう、様々な医療 
  分野のスタッフがチーム一丸となって支援します。 
 
２  体の痛みやつらい症状を緩和し、自分らしい穏やかな毎日を過ごせる 
  ように支援します。 
 
３  患者さんとご家族の不安に寄り添って、心穏やかに過ごせるよう 
  支援します。 
 
 
 
 
 
 



緩和ケア病棟とは 

 緩和ケアとは、治癒が困難となった がん などの悪性腫瘍の患者さんが、自分らしく、
尊厳をもって有意義に過ごすことができるように援助していく医療です。また、ご家族
へのケアも大切な役割のひとつです。 

 そのため、緩和ケア病棟では、身体的な苦痛を取り除くための治療を行うだけでなく、
精神的な不安、苦痛、孤独感などを軽減し、患者さんとご家族が大切な時間をできる限
り快適に過ごしていただけるよう支援します。 

 

１ あなたらしさをチーム一丸となって支援します 
   
   緩和ケア病棟では、患者さんがどのような状態にあるかということを、スタッフ 
  全員が理解し、共有することを大切にします。患者さんやご家族と話し合いながら、 
  患者さんが自分らしく毎日を過ごすことができるように、チーム一丸となって支援 
  します。 

２ 体の痛みやつらい症状が緩和されるよう支援します 
    
   患者さんの痛みやつらさは患者さんにしか分かりません。医師や看護師とじっく 
  りと話し合っていただくことで、解決方法を一緒に考えます。基本的には、WHO 
 （世界保健機関）が推奨する方法でからだの痛みをコントロールするなど症状をやわ 
  らげます。 

３ 心の不安をやわらげるよう支援します 
   
   患者さんの不安、苦痛、孤独感などのつらい気持ち、また、患者さんと痛みを分 
  かち合っているご家族の不安や悩みに寄り添って、心穏やかに過ごせるよう支援し 
  ます。 
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当院の緩和ケア病棟では 



入退院についてのご案内 

緩和ケア病棟における入院基準・退院基準は以下のとおりです。 

１   入院の対象となる患者さんは、がんなどの悪性腫瘍の治癒が困難であると医師に    
   よって判断された方です。 
 
２  患者さん、またはご家族が、入院を希望されていることが前提となります。 
  
３  入院時に、患者さんが病名や病状について理解していることが前提になります。 
 
４  がんに対する積極的な治療は行いません。 

 以下の条件に当てはまる状況となった場合には退院いただくことを原則とし、外来通院
もしくは在宅療養の担当医や転院先の病院に対し、入院中の診療情報の提供を行います。 

１ 痛みやつらい症状がやわらぎ、医師が在宅療養が可能と判断した場合 
 
２ 患者さん、またはご家族が退院を希望される場合 
 
３ 新たに抗がん剤治療や放射線治療を希望される場合 
 
４ がん以外の疾患に対し、治療を優先する必要がある場合 

緩和ケア病棟 入院基準 

緩和ケア病棟 退院基準 
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緩和ケア病棟 入院手続きのながれ 

入院相談 

緩和ケア外来  

入院判定委員会  

 緩和ケア外来終了後に、入院可否の検討を行います。 
 結果を担当者よりご本人又はご家族にご連絡をさせていただ
きます。 
  

入院  

 入院日前日までに緩和ケア病棟担当者から入院の連絡をいた
します。 入院日に、１階入退院受付に直接お越しください。 

 ご予約の上、患者さんご本人もしくは病状のよくわかるご家
族などがお越しください。（火曜日・水曜日・木曜日 午後 
予約制）また、その際には患者さんご本人の医療保険証などと
必要書類（診療情報提供書、直近の画像及び検査データ等）を
お持ちください。担当医師、看護師が対応させていただきます。 

 ご希望の方には、入院相談に応じております。入院
後の生活や入院費等につきまして事前に、ご相談いた
だくことが可能です。（相談窓口：裏表紙に記載） 
 また、当院かかりつけの患者さんは担当医にご相談
下さい。           
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 各種医療保険証、診察券 
 （健康保険証、高齢受給者証、限度額認定証、減額認定証、医療券など） 

 入院申込書・誓約書 

 各種同意書 
  （特別の療養環境利用同意書、アメニティセット申込書兼同意書など） 

 印鑑 

入院手続きに必要な書類等  

 その他必要書類 

入院時にお持ちいただくもの 
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 服薬中のお薬、お薬手帳 （病棟看護師にお渡し下さい） 

 緩和医療における延命処置に関する意思確認同意書 

入院生活でご用意いただくもの  

 転びにくい履き物 

 スプーン 

洗面用具 

 下着等着替え 

 湯呑み または コップ  入浴用具 

 ガウンなど羽織るもの 

 ティッシュペーパー  箸 

 「緩和ケア病棟のご案内」（本冊子） 

 ※入院中の病衣、タオル、バスタオル、紙オムツにつきましては、院内感染を防止するため、 
  原則として当院で用意する「アメニティセット（有料）」をご利用ください。 
 
 ※その他、必要なものは随時声をかけさせていただきます。 

 緩和ケアを希望される患者さんへ 

 ひげそり 

 緩和ケアを希望されるご家族の方へ 



 ネームバンド着用のお願い  

 当院では、安全管理のため、入院中はネームバンドの着用と、検査時等に診
察券の携帯をお願いしています。また、本人確認の際は、患者さんと一緒に行
いますので、ご協力をお願いします。 

入院中にお守りいただくこと  

 入院中は本冊子および病室の「病棟のご案内」をお読みいただき、病院の
諸規則をお守りください。  

迷惑行為の禁止  

 他人に迷惑をかけたり、病院の秩序を乱す行為があった場合は、退院してい
ただくことがあります。  

携帯電話のご利用  

 緩和ケア病棟では携帯電話のご利用ができます。  
 携帯電話のご利用は病室・家族室などの場所で使用をお願いします。 
 廊下での使用は他の患者さんへの影響もありますのでご遠慮ください。また、
病院内では通話制限を設けている場所もございますので、ご協力を宜しくお願
い申し上げます。 
 有料個室には電話機を設置しています。（有料） 

食事等について  

 入院中のお食事をご用意いたします。ご質問やご要望がありましたら、看護
師を通して管理栄養士にご相談ください。  
 また、嗜好品については看護師にご相談ください。 

 テレビ・冷蔵庫について 

 病室には、テレビと冷蔵庫を設置しています。  
 室料差額のない部屋のテレビ・冷蔵庫は、カード式となっていますので 、談
話室の販売機でカードをご購入の上、ご利用ください。  

入院時の生活について 
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外出・外泊  

 外出・外泊には医師の許可が必要です。希望されるときは、必ず事前に届
け出てください。  

家族室のご利用  

 緩和ケア病棟には、患者さんのご家族のための家族室があります。  
 利用方法については看護師にお尋ねください。 

談話室のご利用  

 談話室は患者さん、ご家族のくつろぎのスペースとしてご利用ください。  
 また、年間を通しての催し物などを行う場所として使用いたします。  

家族用キッチン のご利用 

 患者さんのお好きなものをご家族が準備するためにご利用ください。  
 利用方法については看護師にお尋ねください。 
 包丁・ナイフ類はナースステーション管理になります。  

  

面会について  

 緩和ケア病棟では24時間の面会ができます。 詳しくは入院後、看護師か
ら説明いたします。  
 面会の際は、ナースステーションで面会簿にご記入の上、面会証を首から
下げていただくことになります。面会終了後、面会証を返却の上、お帰りく
ださい。 
 ペットとの面会については看護師にご相談ください。 
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面談室 

 周囲に気を使わず、医師や看護師とゆっくりと落ち着いた雰囲気で話すこ
とができます。   



653◇ 

緩和ケア病棟配置図 
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代表者 理事長・院長 宮川 政久 

病床数 １７５床 

所在地 〒210-0802 川崎市川崎区大師駅前2-13-13  

電話 044-222-3255（代表） 

FAX 044-222-8691 

診療科目 内科・循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・内分泌内科・外科 
消化器外科・呼吸器外科・整形外科・脳神経外科・皮膚科・泌尿器科 
肛門外科・アレルギー科・リウマチ科・放射線科・リハビリテーション科 

診療時間 
 

平 日  9：00～12：00 / 13：00～17：00 
土曜日  9：00～12：00 
夜間診療 木曜日（内科）17：00～19：00 

認定・指定 （財）日本医療機能評価機構認定病院 
日本外科学会外科専門医制度修練施設 
日本整形外科学会専門医研修施設 
救急病院認定（神奈川県） 
労災指定医療機関 結核指定医療機関 指定自立支援医療機関 
被爆者一般疾病医療機関 生活保護法指定医療機関 
 

  医療法人 誠医会 宮川病院は地域医療に貢献することを理念に掲げ、安心と信頼の医療
を地域に届け続けています。１００年を超える歴史を礎に更なる地域医療の発展に貢献 
するため一般急性期医療と亜急性期医療、在宅医療、緩和ケアに取り組んでいきます。 
 川崎大師の穏やかな雰囲気と寺町には高い建物が少なく６階からのロケーションは良好
で富士山やスカイツリーを臨むことができます。また、駅前の立地はご家族も来院しやす
い環境です。 

病院概要 

１００年 
地域貢献 
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寄り添う
緩和ケア 

１００年 
地域貢
献 



●電車をご利用の場合 
 ・京浜急行「京急川崎駅」で京急大師線に乗換「川崎大師駅」で下車。駅前徒歩１分。 
  ※JR「川崎駅」東口から徒歩５分の京浜急行「京急川崎駅」で京急大師線に乗車。 
●タクシーをご利用の場合 
 ・JR「川崎駅」より約１０分 
 ・京浜急行「京急川崎駅」より約１０分 
 ・東京国際空港（羽田）より約１５分 
●車をご利用の場合 
 ・首都高速神奈川１号横羽線「大師」出口より国道４０９号線 川崎方面へ。 
 ・国道１５号線から国道４０９号線 浮島方面へ 

医療法人 誠医会 宮川病院 代表 044－222－3255 

相談窓口 

交通のご案内 

〒210-0802     川崎市川崎区大師駅前２－１３－１３ 
         

医療法人  誠医会   宮川病院 

 電話：０４４（２２２）３２５５（代表）             

E-mail : miyahp@tky3.3web.ne.jp    http://www.miyagawa.or.jp 

FAX :  ０４４（２２２）８６９１ 

担  当：緩和ケア病棟担当者 
受付時間：平日 9：00 ～ 17：00 
※直接のご来院の場合は１階入退院窓口へお声かけ下さい。 


