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緩和ケアは、病気の時期を問わず、がんばかりでなく、

命を脅かす病気によるつらさに直面している患者さん本人と、

そのご家族に対して、そのつらさを少しでも和らげ、日常生活を

もっと楽に過ごしてもらえるようにすることを目的としています。

患者さんのその人らしさを大切にし、「がんの患者さん」と病気

の側からとらえるのではなく、その人らしさを大切にし、身体的・

精神的・社会的・スピリチュアル（霊的）な苦痛を全人的苦痛と

とらえて、早期よりつらさを和らげる医療やケアを積極的に行う

ことで、患者さんとご家族の療養生活の質をよりよいものにして

いくことです。

３

緩和ケア病棟 ご利用を検討中の方へ

緩和ケアとは

からだ
・手術後の痛み
・抗がん剤の副作用
・吐き気・だるさ
・呼吸のくるしさ

スピリチュアル
・人生の意味
・死の恐怖
・苦しみの意味
・神の存在の追求

くらし
・社会的な役割
・経済的な心配
・家庭のこと
・仕事のこと

こころ
・ショック
・不安
・イライラ
・落ち着かない

診断された時から行う「からだ」、「こころ」、「くらし」、

「スピリチュアル」のつらさを和らげるケアです。
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緩和ケア病棟 ご利用を検討中の方へ

緩和ケア病棟とは

がん患者さんを対象につらい痛み、息切れ、吐き気、眠れない

などの身体の症状、ご本人・ご家族の不安な気持ちに至るまで、

ご本人・ご家族のつらさが少しでも和らげることを目的とした

病棟です。

スローガン

“輝く笑顔を あなたとわたしと”

多職種連携による緩和ケア

患者さんとご家族の思いを尊重し、日々を「自分らしく」過ごす

ことができるよう多職種によるチームがサポートします。
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緩和ケア病棟 ご利用を検討中の方へ

緩和ケア病棟で行っている治療

基本的に医師と患者さん・ご家族との話し合いで決めていきます。

□点滴（浮腫や胸腹水を助長しないよう施行の判断をします）

□酸素療法

□胸水・腹水を抜く治療

□採血・レントゲン等画像の検査

□医療用麻薬（モルヒネ）使用による症状を和らげる治療

＊必要に応じて痛みに対する放射線治療を行うことがあります。

緩和ケア病棟で行わない治療

がんそのものに対する治療と無理な延命治療は行いません。

□手術

□抗がん剤治療

□根治的放射線治療

□人工呼吸器管理

□心肺蘇生術

□血液透析

□断続的な輸血
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緩和ケア病棟 ご利用を検討中の方へ

入棟と退棟について

入棟基準

症状がつらい時には入院していただき、症状を軽くして、

ご自宅で穏やかに過ごしていただけるようにすることを目標と

しています。

病状の進行に伴い家で過ごすことが困難な場合は緩和ケア病棟で

患者さんがその人らしい時間を過ごしていただけるように全力で

支えていきます。

□ご本人に病名告知がなされている（病状告知は問いません）

□がんによる緩和されるべきつらさがあり、ご本人・ご家族が

ともに入棟を希望されている

□がんそのものへの治療、無理な延命治療を行わないことに同意

されている

退棟基準

□ご本人・ご家族が退院を希望されている

□症状緩和が図れたと判断させていただいた場合

□喫煙など、病棟の規則をお守りいただけない場合

入棟

退棟

症状が
つらい時

つらさの
緩和が
図れた時
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緩和ケア病棟 ご利用までの流れ

緩和ケア入院相談外来について

ご本人、またはご家族の方が緩和ケア病棟入院相談外来を受診し、

入棟対象と判断されると、ベッドの空き状況により入棟の日程を

調整させていただきます。

受診対象の方

✿院内（当院外来通院中、または入院中）の方

居住地に関わらず、受診いただけます。

✿院外（他院通院中、または入院中）の方

草加市内の方、近隣の方を優先させていただきます。

外来日

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

10～16時 鈴木 鈴木 鈴木 鈴木 鈴木

＊他院通院中、入院中の方の初診枠は、１４：００です。

初診時の持ち物

□保険証・医療証

□診療情報提供書

□CD‐ROM（画像検査資料）

他院通院中・入院中の方のみ
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緩和ケア病棟 ご利用までの流れ

受診申し込みから入棟まで

当院通院中・入院中の方

主治医・担当医に申し込み希望をする

主治医・担当医が
予約を取得

かかりつけ医療機関の方から
当院に相談

かかりつけ医療機関の方から
患者さんへ判定結果の連絡

かかりつけ医療機関の方を
通して予約を取得

緩和ケア病棟入院相談外来受診

他院通院中・入院中の方

入棟判定会議

入棟
外来フォロー

（入棟希望時、再判定）

申し込み窓口

草加市立病院 地域医療連携相談室 緩和ケア担当相談員

TEL 048-946-2200（代表）

平日（月）～（金）8:30-17:00 土日祝日休み
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緩和ケア病棟 ご利用までの流れ

受診当日の流れ

当院通院中・入院中の方 他院通院中・入院中の方

再来受付をする

会計をする
✿自宅・施設でお過ごしの方：外来保険診療です
✿当院入院中の方：入院費用に含まれます（保険診療）
✿他院入院中の方：自費診療になります（５，５００円）

紹介患者受付をする
✿１番窓口
✿確認させていただく物
保険証・医療証
診療情報提供書
CD－ROM

✿お伺いすること
患者さんの様子（症状、食事、日常生活動作など）
社会資源（介護保険サービス、在宅医療の利用状況）
家族背景（家族構成、主な連絡窓口など）

✿説明させていただくこと
①ご本人に病名告知がなされていること
②無理な延命治療を行わないこと
③がんそのものへの治療を行わないこと
④部屋の希望に添えない場合があること
⑤急性期症状が緩和された場合、退棟となること
⑥面会制限があること

受診をする

同意書記入をする
✿説明内容に同意された場合のみ記入ください
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緩和ケア病棟 ご利用の方へ

入院費用のご案内

面会について

医療費 + 食事療養費 + 実費（アメニティ・室料差額など）

各種健康保険が適応されます。

加入されている健康保険や所得によって、限度額認定証の手続きが

できます。

実費部分は健康保険適応外です。

室料差額（消費税込）

主な実費（消費税込）

新型コロナウィルス感染防止のため、面会制限を設けております。

流行の状況により面会制限が異なります。

ホームページ内「緩和ケア病棟面会について」をご確認ください。

ご理解とご協力お願いします。

個室 ７,７００円～１３,２００円／１日

二人部屋 なし
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緩和ケア病棟 ご利用の方へ

病室のご案内

2人部屋と個室があります。

室料差額 無料
設 備 テレビ、冷蔵庫・トイレ（共同）・洗面台（共同）

クローゼット

２人部屋

室料差額 市内居住者：７，７００円～１１，０００円／日
市外居住者：８，８００円～１３，２００円／日

設 備 テレビ、冷蔵庫・トイレ・洗面台・クローゼット
ソファーベッド、シャワールーム（一部の個室）

個室（A・B）

✿ご希望をお伺いし、配慮いたします。

空き状況やご病状によりご希望に添えない場合もあります。
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緩和ケア病棟 ご利用の方へ

持ち物のご案内

設備のご案内

洗面用具一式 □洗面洗髪用具
（歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプー、石けん、
電動ひげそり等）

日用品 □タオル、バスタオル、ティッシュペーパー
□室内履き（紐のないシューズタイプの履物）
□マグカップ、はし、スプーン（必要な方はフォーク）
□義歯の方は、外した時の入れ物
□着替え（下着）、寝巻（パジャマ）
＊病衣は有料ですが、レンタルの利用ができます

□イヤホン（テレビ用）

服薬中のお薬 □服薬中のお薬
□薬の説明書
□お薬手帳

その他 □説明のあったもの

✿洗面用具・日用品は１階売店でも購入できます。

✿持ち物には全て名前を記入してください。

家族キッチン・談話室 家族控え室

機械浴室 浴室
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緩和ケア病棟 ご利用の方へ

入棟後の生活について

食事

✿嗜好に合わせ調整をします。

✿持ち込み可能です。

✿主治医の許可があれば飲酒も可能です。

たばこ

✿安全上、禁止させていただいています。

入浴

✿体調に合わせてお手伝いさせていただきます。

✿横になったままでも入浴できます。

外出・外泊

✿新型コロナ感染対策中のため、禁止させて

いただいています。

医師の回診・看護師・ケアスタッフの巡回・ケア

朝食起床 昼食 夕食 消灯

７：３０ １２：００ １８：００ ２２：００６：００

看護・ケア

✿看護師・ケアスタッフが時間毎で巡回します。

✿気になること、不安なことがある時は

遠慮なくお知らせください。

面会

✿新型コロナ感染対策中のため、制限があります。

✿面会の際は、必ずナースステーションで

受付をしてください。


