■新型コロナウイルスへの感染が心配な皆様へ
当院は感染症指定病院ではありません。
神戸市「新型コロナウイルスに関連した肺炎について」をご覧ください。
■新型コロナウィルス感染防止のため、3 月 10 日より面会禁止とさせて頂いておりました
が、6 月 17 日より下記条件で面会可とさせていただきます。
●ディコーナーへの移動が可能な患者さんの場合
・ディコーナーで、家族に限り 1～2 名、30 分までの面会を可能とします。
●ディコーナーまでの移動が困難な患者さんの場合
・自室で、家族に限り 1～2 名、個室なら 30 分、総室なら 15 分間までの面会を可能としま
す。
※患者、面会者の双方でマスクを着用してください。
※ディコーナーが密にならないよう間隔をあけてお座りください。
※面会時間 平日：１３：００～１８：００ 土日祝日：１０：００～１８：００
■予約をお持ちの患者さんへ
・予約診察は、通常どおりおこなっております。
・電話が大変、繋がりにくくなっております。
予約変更は、休診日を除く月～金曜日

13 時～16 時 30 分にお電話ください。

■For those concerned about novel coronavirus infections:
As we, Kobe University Hospital, is not designated as a medical institution for infectious
diseases, please do not come to our hospital directly. See the Kobe city website "About
pneumonia associated with new coronavirus".
■To prevent novel coronavirus infection, visitation was not allowed from March 10th in this
hospital. As of June 17th, we begin allowing limited visitation as follows.
●For patients able to ambulate to the day corner
- Visitation is possible for up to 2 family members for up to 30 minutes in the day corner.
●For patients who cannot go to the day corner
-If staying in private room, visitation is possible for up to 2 family members for up to 30
minutes in their room.
-If sharing the room with other inpatients, visitation is possible for up to 2 family members for
up to 15 minutes.
Note: Both patients and visitors must wear a mask.
In the day corner, please be seated leaving a space between you and the person
besides you.
Visiting Hours: Weekday: 1 p.m. to 6 p.m.
Saturday, Sunday and Holiday: 10 a.m. to 6 p.m.

■For outpatients with appointments
-We provide consultation or treatment as usual if you have appointment.
-The lines are very busy at the moment.
To reschedule your appointment, please call us one o'clock to half past four o'clock on
Monday to Friday except holidays.
■致担心感染新冠状病毒的人
本院不是传染病指定医院。
请参阅神户市发布的「关于与新冠状病毒有关的肺炎」
■为了预防新型冠状病毒的感染，从 3 月 10 日起禁止了对住院患者的探视。自 6 月 17 日起，
符合以下条件的话，允许探视。
●可以自行走到休息室的患者
仅限 1～2 名患者家属在休息室探视，探视时间为 30 分钟以内。
●自己无法走到休息室的患者
・
可以在患者的病房内探视，仅限 1～2 名患者家属、
探视时间为单人病房 30 分钟、多人病房 15 分钟。
※患者和探视者都需要戴口罩。
※在休息室内请保持间隔距离。
※探视时间 平日：13：00～18：00 周六周日节假日：10：00～18：00

■致已预约的患者
・预约门诊正常接诊。
・由于打电话咨询的人很多，电话可能难以接通。
请在周一～周五（休诊日除外） 13 点～16 点 30 分之间打电话更改预约。

