
    
 

Hospital Information 病院の案内 

 

 
 
 

〒３３８－０８３２ 埼玉県さいたま市桜区西堀 8-4-1 

TEL 048-855-5511  FAX 048-855-0818 

 

併設施設   介護老人保健施設  うらわの里 

〒338-0832   埼玉県さいたま市桜区西堀 8-4-1 

TEL 048-855-7811  FAX 048-855-7800 



林病院は、緑に囲まれた静かな環境にある長期療養型

病院です。（医療療養型） 

 

林病院は１９８１年３月に老人医療の専門病院として開院し、以来３０年近くにわたり

つねに時代が求める老人医療の姿を追い求めてまいりました。そして現在は、主とし

て慢性疾患の方々に継続的な治療を施す療養型病院として、充実の設備とスタッフと

を擁するにいたっています。 

 私達スタッフ一同、患者さんの立場に立って行動し、ご家族の協力のもと、愛情ある

療養生活を営ませていただきます。 

 

診療科目 

●内科 

●リハビリテーション科 

 

ベッド数 

●１３０床 

 

外来診療 

● 内科外来 

● 日帰りドック 

● 一般健診 

● 特定健康診査 

● 各種予防接種 

● 通院リハビリテーション 



病院コミュニケーションの輪 

病 院 

     協力の輪      
医 師                                    看護師 

             

外来受診・他院紹介        患者さん･ご家族             介護士 

                             

栄養士                                    理学療法士 

                     医療ソーシャルワーカー 
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 ＩＶＨ              胃ろう        気管切開 

経管栄養（鼻腔）    気管切開      ストマ 

ペースメーカー     褥瘡         人工膀胱 

酸素            尿道カテーテル  ターミナル 

ＭＲＳＡ           ＨＣＶ・ＨＩＶ      緑膿菌 

セラチア          認知症         生活保護 

人工呼吸器       人工透析       徘徊 

 

受入れ可能       要相談         受入不可 

 

   

最終的には、医師による入院判定を経て入院許可となります。 

お気軽にご相談下さい。 



入院、転院相談の流れ 
 

当院への入院、転院を希望される方はまずご連絡を下さい。 

ＴＥＬ： ０４８－８５５－５５１１ 

FAX： ０４８－８５５－０８１８ 

受付時間： 月曜日～土曜日 AM９：００～ＰＭ１７：００ 

（相談室／吉澤 ･ 及川まで） 

 

 

 

直接お越しいただく前に、患者さんの病状や身体状況等

の情報をいただければ手続きが早くなります。主治医の先

生、往診の医師、あるいは現在入院している病院の医療相

談室等を通して診療情報提供書を先に FAX いただければ迅

速に対応できます。 

 

必要書類   ① 診療情報提供書（主治医の使用されている様式） 

              現病名、既往歴、入院までの経緯、治療内容、処方薬の情報 

           ② 林病院指定の情報提供書（希望の方に様式を FAX、送付） 

              指定血液、感染症、心電図、胸部レントゲン等のデータ 

              身体状況、食事状況、酸素、気管切開、認知症等の情報 

せっかくお越しいただいても、相談中や不在

などでお待たせしてしまう事もあります。 

電話にてお約束させていただければ幸いです。



入院の決定と手続き 
入院面談と判定会議 

 入院相談に必要な診療情報等が届き次第、面談の日程を調整させて

いただきます。相談員より林病院の内容等をご説明させていただき

ます。また、ご家族の質問等にお答えします。病院の体制にご納得

いただきましたら申し込み用紙に必要事項をご記入いただき、正式

に申し込みとなります。その後、最終の判定会議（医師による）に

おいて入院の許可が出ましたらベッドの調整をさせていただきます。 

  《入院時に必要なもの》 

･入院保証金 ￥５０，０００（預り証を発行、退院時に清算します） 

   ･健康保険証及び各種保険証 ･入院証書（保証人二人の署名押印のもの） 

   ･入院中に必要な物品（次ページに記載） 

《入院費》 

･入院費（一割負担の方の場合）お持ちの保健内容によって変わります。 

入院基本料金  ￥５６,８８５～\２６,２５７（医療区分による） 

食  事  代 （1 食￥４６０/日×31 日）  ￥ 42,780 

居  住  費 （1 日￥３２０/日×31 日）  ￥ 9,920 

お む つ 代 （１日約 ￥1,700/日×31 日）￥ 52,700 

(個人の病状により増減があります。) 

･入院費支払いは毎月３回です。（金額は電話等で問い合わせ下さい。） 

毎    月  １日～１０日････ 支払い １６日 

            １１日～２０日････ 支払い ２６日 

            ２１日～ 月末････ 翌月   ６日（保健証提示） 



入院中に必要な持ち物 
入院中は、原則、病院の病衣を無料で提供いたします。お洗濯も必要ありません。

ただし、患者様の状態によっては、パジャマ等をご準備いただく事もあります。その際、

ご家族洗濯となります。 

 歯ブラシ       練りはみがき      入れ歯洗浄剤 

 口腔洗浄剤（入院時一本のみご用意下さい。） 

ティッシュﾍﾟｰﾊﾟｰ（入院時 1 箱のみお持ち下さい。）  ウエットティッシュ 

 電気かみそり（電池式・・・男性のみ） 

バスタオル（10～１５枚）・フェイスタオル（５～１０枚）・ハンドタオル（4 枚） 

 ゴミ箱（プラスティック製）      ふた付きポリバケツ（洗濯物入れ） 

 衣装ケース（高さ３０㎝程度）   上履き（車椅子利用時） 

 

 持ち物にはすべてお名前をお書き下さい。  

 

なお、以下の物品は病院にて規格を揃えております。入院時に必ず病院薬局にて

ご購入をお願いします。 

◆顔ふきタオル（４枚 \５００） ・ ◆レジ袋（100 枚 \５００） 



入院生活 
<病 室> 

通常は４人室となっています。差額ベッド代はありません。 

個室を希望の方は面談時にご相談下さい。個室料が発生します。 

<入院中の看護・介護について> 

 当院は５：１の看護、介護体系をとっております。原則として付

き添いは認められておりません。 

<面会時間>･･･ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝにて面会簿にご記入下さい。 

平日 月曜日～金曜日    ＰＭ １：００～ＰＭ１９：００ 

  土 日 ･ 祝 祭 日     ＡＭ１０：００～ＰＭ１９：００ 

面会の際のお願い 

病院では見舞金やお見舞いの品を直接患者様に手渡す事、また病棟へ届け

る事についてはお断りしております。ご家族に直接手渡し下さい。万一の事

故の場合は病院では責任を負えません。ご理解と協力をお願い致します。 

<入院、各種手続き･お支払いの窓口> 

月曜日 ～ 土曜日     ＡＭ ９：００～ＰＭ１７：００ 

<その他> 

･私物洗濯委託制度がございます。（利用料金 月：￥４、４１０） 

･月１回床屋が利用できます。（ﾅｰｽｽﾃｰｼｮﾝにて申し込み） 

利用料金は入院費お支払い時に請求致します。（利用内容により金額決定） 

  ･お車でお越しの際は、病院向かいの駐車場をご利用下さい。退場の際は退

場カードが必要です。受付にて入場時のレシートと交換し,お受け取り下

さい。自転車の場合は病院正面玄関脇に駐輪出来ます。 



外来リハビリテーション受診のご案内 

 
リハビリテーションには、腰痛・肩こりなど腰椎・頚椎の牽引及び消炎鎮痛の目的とし

て温熱療法や按摩マッサージと言った徒手療法を併用し苦痛を緩和する物理療法と日常生

活動作に著しい支障をきたす後遺障害を有するが、残された機能を最大限に利用し必要最

小限の日常生活動作を獲得できるよう実施される運動療法（個別リハビリ）とがあります。

当院も物理療法器具を備え理学療法士による指導を行っています、腰への負担が多く腰痛

に悩んでいる方、また慢性の肩こりをお持ちの方、既に他院に通院している方も ぜひ一

度当院の外来を受診して物理療法を行なってみて下さい。また運動療法の対象疾患である

脳卒中・骨折・変形性関節症などの患者様も当院でのリハビリテーションの受診をお勧め

いたします。一度医師による診察を受け相談してみて下さい。多数の受診をお待ちしてい

ます。 
 

対象者   腰痛・肩こりで他院ですでに物理療法を行なっているか過去に行なったことがある方 

      現在腰痛・肩こりで悩んでいる方 原因が分からないが首から頭痛がくるなどの症状の方  

（特別な手術を実施した場合・物理療法を禁止と言われた方などは要相談） 

脳卒中による半身麻痺の後遺症がある・大腿骨頚部骨折と腰痛の既往がある方 

その他リハビリテーションを希望される場合は、外来受診を行って下さい。 

 

実施内容  物理療法 温熱療法を併用して頚椎・腰椎の介達牽引など 

      運動療法 手足の関節運動・筋力向上運動・バランス運動など 

      その他  腰痛体操・筋力強化運動・簡易マッサージ 

 

治療費   健康保険で診療可能です。（原則として介護保険との併用は、出来ません） 

 

 

頚椎牽引と温熱療法の実施              頚椎の柔軟性改善運動とマッサージ 

                           
 

腰 椎 牽 引 と 温 熱 療 法        腰 痛 体 操 と 筋 力 向 上 運 動

            



            

林病院の地図と交通案内 

 

       

バス時刻表変更の場合もあります。駅の時刻表を確認下さい。 

西戸橋バス停徒歩 1 分（すき屋横） 

      浦和駅西口             北浦和駅西口 

系統                  系統 

浦１３、浦桜１３、浦桜１３－３     北浦８０ 

浦１２、浦１２－２                 （H２２．4 月現在） 

　　時 　　　　平日 　　　土曜日 　　　　日祝

9 05　20　35　50 10　22　36　58 10　22　36　58

10 05　20　35　50 05　20　35　50 05　20　35　50

11 05　20　35　50 05　20　35　50 05　20　35　50

12 05　20　35　50 05　20　35　50 05　20　35　50

13 05　20　35　50 05　20　35　50 05　20　35　50

14 05　20　35　50 05　20　35　50 05　20　35　50

15 05　20　35　47 05　20　35　50 05　20　35　50

16 00　12　24　36　05　20　35　50 05　20　35　50

17 00　12　24　36　05　20　35　50 05　20　35　50

18 00　12　24　36　05　20　35　50 05　20　35　50

19 00　12　24　36　05　20　35　50 05　20　35　50   

　時 　　平日 　　土曜日 　　　日祝

9

10 33 25

11 　　　　 15

12 45 40 25

13 　　　　　　27　55　　　　　　33　55　　　　　　15　55

14 10 45

15 57 　　　　　　00　57

16 50 　　　　　　　　　 　　　　　　

17 30 　　　　　　05　26

18 　　　　　　18　58　　　　00　18　58

19 28 28  


