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１．

病児保育室ぽかぽか
病児保育室ぽかぽかは、お子さまが病気にかかり保護者が仕事等の理由で家庭での見守りができ

ない時に、病気のお子さまを一時的にお預かりするところです。経験豊富な保育士や看護師を主体
に、医師と連携しながら病気のお子さまの回復を見守ります。
お子様同士の感染に十分注意を払い、安全に配慮しています。

２．

対象

□病気療養中（入院の必要性がない程度）のため、集団生活が困難な生後 6 か月～小学 6 年生
のお子さま
□病児保育室「ぽかぽか」の利用登録をされている方（登録票裏面に同意・署名を頂いている方）
□年齢相応の予防接種がすべて終了している方
※感染予防の為、任意接種もお願いしています。また、インフルエンザワクチンもシーズンごとに接
種が必要です。

３．

利用者定員について

□定員は 1 日 4 名とします。
＊病状や疾患の特性により、受け入れ可能人数が変動する場合があります。
＊予約制とし、先着順で予約をお受けします。

４．

利用時間

□平日 8：30～17：00 （最大 18：00 まで（要相談））
＊12：00～13：00 の間は入室することができません。
＊お子さまの安全を守るため、すこやか kids クリニック医師が院外業務（乳幼児健診等）で不在
にする際、病児保育の受け入れができません。 お休みについては、随時ホームページにてお知
らせしますのでご確認ください。（夏季・冬季休業あり）

５．

利用料金

（平成 29 年 10 月から）

標準保育

年少まで

4 時間未満

1,000 円

750 円

500 円

4 時間以上（1 日）

2,000 円

1,500 円

1,000 円

年中・年長

（延長保育の料金）
登録料（保険料）

小学生

1,000 円/30 分
お子さま 1 人につき

2,000 円 (小学 6 年生まで有効)

※税別表示
□利用時間はお子さんが保護者の方と離れた時点から、お迎えに来られた時間までとなります。
（お子さんを保育室に預けてお薬を取りに行かれる場合、その時点から保育開始となります。
）
□延長保育を利用希望の方は、予約時にご相談ください。対応できないこともあります。
（水曜日は延長不可：17：00 まで）
また、お迎えの際は、病状や保育の様子をお伝えするためお時間に余裕をもってお越しください。
延長保育（17：00～18：00）は、30 分につき 1,000 円（税別）の料金がかかります。
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６．

お預かりできる病気の範囲等

<受け入れできる疾患>
風邪、下痢、嘔吐など乳幼児が日常かかる病気。
インフルエンザ(確定診断後)、喘息等の慢性疾患または骨折等の外傷性疾患
<受け入れ出来ない疾患>
感染力の強い疾患は受け入れることが出来ません。
（結核・百日咳・はしか・風しん・水痘・おたふくかぜ・咽頭結膜熱(プール熱)など）
※発熱などの症状が出てすぐは、
「急変の可能性が高い」ためできるだけ家庭での見守りをお願いし
ます。
※病児保育は保育施設です。急変時には、応急手当てを行い救急搬送を行います。

７．

利用登録について

□病児保育を利用する前に、
「利用登録」が必要です。利用登録は、病児保育利用法の説明と本人の
健康状態や家庭状況などを事前にお聞きする大切なものです。
※登録には、1 時間ほどかかります。※利用当日の登録は基本お受けできません。
①病児保育の利用方法についての説明
②利用登録票の記入・同意及び署名
③まちのほけんしつ利用カード(共通診察券)の作成（お持ちでない方のみ）
＊健康保険証・福祉医療費受給券をご提出ください。
④予防接種歴の確認
＊母子健康手帳をご提出ください。
⑤病歴、お子さんの状況等に関する聞き取り
＊継続治療が必要な疾患がある方は検査結果やお薬手帳をご提出ください。
＊特別な配慮が必要な方は事前にご相談ください。
⑥登録料（保険料）のお支払い
□登録時の持ち物
・まちのほけんしつ利用カード

・利用登録票（HP より DL 可）

（共通診察券）
（お持ちの方のみ）

・予防接種確認票＆同意書（HP より DL 可）

・健康保険証

・検査結果・お薬手帳

・福祉医療費受給券（ある方のみ）

（継続治療の必要な疾患がある方のみ）

・母子健康手帳
＊ご利用案内・利用登録票・予防接種確認票はホームページから DL できます。
（利用登録票・予防接種確認票は、なるべく事前にご記入いただきご持参ください。
）
＊登録内容に変更がある場合は、必ずご連絡をお願いします。
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８．

利用の流れ（利用登録がお済の方）

発病・受診・診断確定・発病後に医療機関を受診し診察を受けてください。
利用予約

・利用希望日の前日（8：30～17：00）に、電話または来所にて予約してください。
・予約の際は、母子健康手帳を手元に準備し名前、生年月日をお知らせください。
・病児保育を利用することが確定してから予約をしてください。※キャンセルは、
他の利用したい方のご迷惑になります。定員の少ない病児保育施設のため皆様
のご協力をお願いします。
＊定員に空きがあれば、当日の利用も可能です。来所前にご相談ください。

利用当日・入室前診察 ・利用当日、必要な持ちものを持って「まちのほけんしつ」におこしください。
・医師が診察の上、病児保育室の利用ができるかの判断をします。
＊8：30 から利用の場合は、8：20 より優先的に診察をさせて頂いています。
＜利用可能と判断された場合＞
2 階病児保育室「ぽかぽか」に入室します。
（2 日続けての利用でも、診察は毎回必要です)
＜利用できないと判断された場合＞
ご自宅での見守りをお願いします。
＊入室前診察を他院で希望される場合は利用前日までにご相談ください。
※予約開始時刻を過ぎると、予約は自動的にキャンセルとなります。
遅れる場合は必ず病児保育室「ぽかぽか」へ電話にてご連絡ください。
利用開始

・
「保護者からの連絡票」に必要事項を記入し、病児保育開始の際にお渡しくださ
い。それをもとに、当日お子さまを担当するスタッフが病状等の聞き取りをおこ
ないます。
・保育士・看護師がお子さまの状態に応じた保育・看護を行います。

お迎え

・お迎えの時間に遅れる場合は、必ず連絡をお願いします。
・原則として、連絡票または登録票に書かれている方がお迎えに来てください。
・保育中のお子さまの様子をお伝えし、最後に利用料金の支払いをお願いします。

９．

持ちもの

〈必ず持参していただくもの〉
・健康保険証、福祉医療費受給券

・
「保護者からの連絡票」

・母子健康手帳

・お薬、お薬手帳

・まちのほけんしつ利用カード

（服薬が必要な場合のみ）

(共通診察券)
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〈持参していただくとよいもの〉
<例> ・食べもの（好みの食事、おやつなど）

・内服に必要な道具や食品（スポイト、スプー

・飲み物（お茶、イオン飲料など）

ン、ジュース、服薬ゼリーなど）

・飲食に必要なもの（食器、コップ、マグ、

・バスタオル 1～2 枚、タオル 2～3 枚

おはし、スプーン、エプロンなど）

・着替え（服、パジャマ、下着など）

・おしぼり（ウェットティッシュ）

・オムツ ・おしりふき ・ティッシュ

・ミルクの用意

・汚れものを入れる袋（多めに）

（ミルク、お湯、哺乳瓶、消毒用品など）

・お昼寝布団

・歯ブラシ

・抱っこひも、おんぶひも
・お気に入りのおもちゃ

＊すべての持ちものに記名してください
＊飲み物・オムツなどが足りない場合は、購入またはレンタルをお願いする場合があります
(実費負担)

１０．入室中の食事について
□お子さまの症状に合わせたお好みのお弁当、おやつ、飲み物（多めに）をお持ちください。
初めて食べるものは控えてください。
□離乳食は、衛生上市販品のみに限らせていただきます。
□調理が必要な物ややけどの恐れがあるものは控えてください。
（コンロ・お湯の使用・包丁の使用など）はできません。※電子レンジのみ可能
□弁当の注文もご用意できます。別途：500 円（※税別） アレルギー対応なし

１１．お薬について
□お薬は原則として「保護者からの連絡票内のお薬について」に記載されているお薬のみお預か
りし、内容に基づいて与薬を行います。
□基本的に「昼」と「頓服」のみ対応します。1 日 1 回指示の服薬はご自宅でお願いします。
□お薬は１つずつ記名して 1 回分づつに分けた状態で、お薬手帳（薬剤説明書）とともにスタッフ
にお渡しください。
□保育中のお子さまの為に、解熱剤などの頓服薬は予備も含めて必ず持参してください。
□既往歴のあるお子さまで発作時の頓服薬を処方されている場合は、必ず持参してください。
（けいれん止め、喘息薬、抗アレルギー薬など）
しばらく使用していない期間があった場合でも緊急時に備えてお持ちください。

１２．キャンセルについて
□病状の悪化や入院などでキャンセルされる場合は、専用携帯に遅くてもご利用当日の午前 7：00 ま
でに連絡してください。（登録者には専用携帯電話番号をお伝えします。）
※キャンセルを繰り返される場合には、ご利用ができなくなります。
※定員の少ない病児保育施設のため、必ず利用が決まってからご予約ください。
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１３．利用上の注意
□お子さまの病状確認のため、
出来るだけご利用当日はすこやか kids クリニックを受診して下さい。
その場合クリニックと診療情報を共有し、保育します。
□保育をする上で必要な場合、他機関(医療機関・園・学校など)にお子さまの様子を確認させていた
だくことがあります。
□年齢相応の予防接種（任意接種を含む）が終了していない場合は、お預かりできません。
□予約が完了していても、当日の入室前診察で医師が病児保育の利用ができないと判断した場合に
は、お預かりできません。
□病児保育では原則として治療は行っておりません。急激な病状の悪化があった場合、保育時間内
であってもお迎えをお願いしたり医療機関に受診をお願いする場合があります。
□急変時には、医師の判断により応急処置の上、救急搬送をさせていただくことがあります。
その場合、保護者の方に連絡を取らせていただきますが、緊急度によっては、保護者の方への連絡
が後になる場合もありますのでご了承ください。救急搬送後、保護者の方が病院に到着するまで、
スタッフが付き添います。保護者の方が来られた時間で利用終了となります。なお、その際に発生
した費用（受診費、スタッフのタクシー代など）は保護者負担となります。
□料金の未納、キャンセルなどがある場合、利用をお断りすることがあります。
□いかなる理由があっても、利用登録料（保険料）
・病児保育利用料等の返金は致しません。
□体調の変化等でご連絡させていただくことがあります。保護者の方は、必ず連絡がとれるように
しておいてください。
□既往歴等で特別な医療行為や配慮が必要な方、また、お子さまおよび他の利用者の安全確保が困難
な場合などには、利用登録後でも病児保育の利用をお断りする場合があります。あらかじめご了承
ください。

１４．登録の取り消しについて
下記の場合には、登録が取り消されます。
□虚偽の申告があった場合
□キャンセルや連絡なしでお迎えの時間に遅れるなどの行為を行う場合
□その他、まちのほけんしつが登録取り消しが相当と判断した場合
※なお、これらの場合には登録料（保険料）の返金はいたしません。

１５．その他
□料金の未納がある場合は、次回の予約はできません。
□各種書類は HP から DL またはすこやか kids クリニック受付にあります。
(できる限りご記入の上、来所してください。)
□その他、何かご不明な点がありましたら病児保育室「ぽかぽか」ＴＥＬ：0749-68-3216 まで
お問い合わせください。
（8:30～17:00）
□保育の状況によって折り返しになる場合もありますのでご了承ください。
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