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千葉 こども病院

車で来院される方へ
▶ 千葉外房有料道路誉田IC
▶ 千葉東金有料道路大宮ICまたは高田IC
▶ 京葉道路松が丘ICまたは蘇我IC

電車で来院される方へ
▶ JR外房線鎌取駅
・  北口から千葉中央バス
   「千葉リハビリセンター」行き  「こども病院」下車 （所要時間約10分）
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このシンボルマークは、職員からの公募方式をとり全職員の投票にて選出されました。
親と子のきずなを基調として、球は大地（千葉県）を、またその中に千葉県を象徴する海
（波）があしらわれており、さらにこれらを取り巻いている輪は医療のネットワークを示
しています。このシンボルマークが千葉県における小児医療の象徴となることは勿論、国
際的象徴のひとつになるよう期待と覚悟が込められています｡

整形外科、眼科、歯科

：小児内科系 ：脳神経外科、泌尿器科、腎臓科西

小児外科、心臓血管外科、循環器内科

東：血液・腫瘍科、無菌室 ：神経科、形成外科、耳鼻咽喉科西

中央手術室、PICU、NICU、GCU

中央検査室、管理部門

中央受付、各科外来、薬剤部、生理検査、放射線科、栄養科、こども・家族支援センター、
売店、食堂他

産科外来、遺伝相談室、システム管理室

産科病棟

分娩室、分娩手術室、医療安全管理室

Information

千葉県こども病院   シンボルマークの生い立ち

千葉県こども病院

フロア
案内

学園前駅
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千葉県こども病院のご案内

その 子らしく 、その 子 のために 。
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千葉県こども病院

1

参加する権利

こどもたちの理解にあわせて、
治療に関わる説明を行います。
納得し主体的に参加する治療が大
事であると、私たちは考えます。

守られる権利

入院中もいつでも親と会えるよ
うに、面会は24時間可能です。
ひとりの人間としてこどもたち
の尊厳と権利を守ります。

育つ権利
「育つ権利」を擁護するため、こ
どもたちに寄り添い安心して療
養できるサポートをします。
心理や福祉のスペシャリストが
活動しています。

生きる権利

高度医療を実践し『生きる権利』
の確保に務めます。
私たちはこどもの生命（いのち）
と安全を第一に考えます。

　昭和6 3年10月の開院以来、千葉県
こども病院は千葉県における小児医
療の中枢機関として活動してまいりま
した。
　県内全域からこどもたちを受け入れ
る小児専門総合医療施設としての使
命を果たすために、そして安全・安心で
高い水準の医療を、よりよいかたちで
こどもたちとご家族に提供するために、
日々努力しております。

　また、「その子らしく、その子のため
に」を基本理念にかかげ、「こどもの
権利、こどものこころ」を尊重するとい
うことも大切にしております。
　未来を担うこどもたちのこれからの
長い人生を豊かなものにするために、
これからも力を注ぎつづけます。

　私たちは「こどものこころ」を大切に
して 、こどものことを第一に考える
医 療 、安 全・
安心の医療、
質の高い医療
を実践してま
いります。

私
た
ち
が

大
切
に

す
る
も
の
」

「

児童の権利に
関する条約

こどもの生命（いのち）と安全を第一に考える医療活動を日夜行なっています。

その子らしく、その子のために。
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私たちは、県立の小児医療施設職員としての自覚を持ち、

「児童の権利に関する条約」の基本理念のもと、すべてのこどもの基本的人権を擁護し、

すべてのこどもが私たちに実現可能な最高水準の医療と保健サービスを

受けられるように日々努力し、未来あるこどもたちの心身の健全な育成をめざします。

千葉県こども病院  基本理念

千葉県こども病院の基本理念 / 院長挨拶

４つの基本権利・
　　　われわれの考えかた

星岡　明千葉県こども病院　病院長
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小児医療専門病院としての役割と使命。
それは、こどもたちの安心のために

千葉県こども病院では、多くの先天性疾患を診療しています。
心臓疾患は循環器内科と心臓血管外科が協働して診療します。
外科系各科の手術は脳、眼、耳、口唇・口蓋、手足、骨軟骨、腎・尿路等
にて県内1位の実績であり全国的にも上位となっています。
小児がん治療の分野は、造血幹細胞移植による血液がんの治療、脳
腫瘍や固形腫瘍の治療、放射線治療が可能です。
小児科は11の専門分野に亘り50名が勤務して高度医療に対応します。
一例をあげれば、ミトコンドリア病では特殊な検査が可能な施設
で、新たな原因遺伝子の発見など研究面でも成果を上げています。

周産期センター  安全・安心な新生児医療を目指して
出生前診断により、生まれてすぐに治療が必要と思われる赤ちゃんを周産期センターで出産するこ
とで、直ちに治療を行うことが可能です。
心臓疾患、脳神経疾患、消化器疾患など早期に手術や処置が必要な場合にも対応します。
こども病院内で出産することは、他院産科から病気の新生児を救急搬送するリスクを避けられ、ま
た、分娩早期の母子分離による母親の不安の低減にもつながります。
また、出産後の母親がゆっくり身体を休め、安心して育児をしていけるように、母乳相談や育児支援
を行っています。それが「かるがも母子のショートステイ」です。

千葉県全域を対象に三次救急に対応します。また、千葉県小
児救命ネットワーク連携に参加して、積極的に重症救急患
者を受入れます。

千葉県の小児医療で
中心的役割を果たします。
開院以来、千葉県こども病院は全県対応型の小児専門病院として診療を行ってまいりました。

一般病院では治療が難しい特殊疾患や重症患者に対する診断・治療をはじめ、生活支援、相談・指導、予防医療を行っています。

外科系診療科では年間2,000例近い全身麻酔手術を行っています。

また、2002年には小児救急総合診療科を開設し、地域医療としての小児救急を充実させました。

2012年には周産期センターを増築し、出生直後から治療を要する新生児に速やかに対応できるようになりました。

出産を控えた方や産後の方にゆっくり過ごしていただけるよう、産科病棟は全て個室です。

安全で高度な医療を提供できるよう、私たちは日々つとめています。 小児救急医療

救急受診患者数

2,568人
救急車搬送件数

1,062件
（救急受診患者数 / 救急車搬送件数：2015年度）

千葉県こども病院の特徴.1
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● 内科系
■ 小児救急総合診療科
■ 感染症科
■ 内分泌科
■ 代謝科
■ 血液・腫瘍科
■ 腎臓科
■ アレルギー・膠原病科
■ 循環器内科
■ 神経内科
■ 精神科
■ 遺伝科 

● 外科系
■ 小児外科
■ 整形外科
■ 脳神経外科
■ 眼科
■ 耳鼻咽喉科
■ 形成外科
■ 泌尿器科
■ 心臓血管外科
■ 皮膚科
■ 歯科

患児

医師

病棟
保育士

CLS

各職
技師

薬剤師

看護師

ご家族

MSW
（医療福祉）

診療科の枠を超えた、総合的な小児医療を実践するために。

29の診療科と
多くの専門スタッフが
小児医療を支えます。

医師、看護師をはじめ、こども病院には多くの医療スタッフがいます。

各専門職は多面的に患者評価を実施し、電子カルテを活用して情報を共有

します。そして連携し、補完し合い、協働して診療にあたります。

こうしたチーム医療が、こどもたちの生命（いのち）と安全を守ります。

● 看護局
● 事務局
● 検査部
■ 検査科　　
■ 放射線科

● 薬剤部
● 栄養科
● 臨床工学科

● 医療安全管理室
● 経営戦略部
● こども・家族
   支援センター

● 中央診療部門
■ 麻酔科
■ 集中治療科
■ 病理診断科
■ 放射線診断科　
■ 放射線治療科 
■ リハビリテーション科 

CLS＝Child Life Specialist  チャイルド ライフ スペシャリスト

診療科・部門紹介

NST（栄養サポートチーム）、ICT（感染対策チーム）は院内ラウンドと
カンファレンスをチーム活動として行っています。
褥瘡対策チームは入院患者全員を評価した上で、ハイリスク患者に
は褥瘡回診を行っています。
緩和ケアチームは、病気や治療に伴うこどもたちの心と身体の痛み
を和らげ、その子らしく生活することを大切に考えます。その活動は
終末期の患者さんだけでなく、全患者が対象といえます。
小児がん等でお子さまを亡くされたご両親へのサポートは、グリー
フケアチームが長期間に渡るサポートを行っています。

専門職種が連携する医療チーム

● 周産期センター
■ 産科
■ 新生児・未熟児科

千葉県こども病院の特徴.2

こどもの生命（いのち）と安全を第一に。
高度医療を支える継続的な医療安全対策

重症なこども達も多く、難易度の高い手術も数多く実施されている
こども病院で、私たちは病院の目標のはじめに「こどもの生命（いの
ち）と安全を第一に」を置いています。

「医療安全対策」に終わりはありません

病院の
医療安全への
組織的取組

インフォームド
コンセント

患者さん・
ご家族との
信頼関係の
構築

医療安全対策
こどもの生命（いのち）と

安全を第一に

さまざまな安全管理の対策を工夫し、各病棟にはリスクマネージャーを配置し
ています。
毎月開催する安全対策委員会とリスクマネジメント委員会では、ヒヤリハット
事例（誤った医療行為が実施される前に発見されたこと）の検討を、外部委員も
交じえて議論しています。
また、診療する上でインフォームドコンセント（「十分な説明を受けた上での同
意）を行なっています。ご家族や患者本人にも、判りやすい説明をすることを、
全ての部署で心がけています。
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千葉県こども病院の特徴. 3

こどもとご家族の生活を守り
支えます。
こども・家族支援センター
こども・家族支援センターは、こどもたちの入院中の生活環境を守るための活動をしています。

また、入院治療のあと、自宅へ、地域社会へと戻るための在宅療養支援を行います。

患者・家族の相談窓口にもなっており、地域のかかりつけ医師や地域病院との役割分担を図る“地域医療連携業務”

を行なっています。病院をサポートするボランティア窓口の役割もはたしています。

こども・家族支援センターは、このように多様な機能をもつため、医師・看護師、MSW（医療福祉相談員）、CLS（チャ

イルドライフスペシャリスト）、認定遺伝カウンセラーなど、様々なスペシャリストが在籍しています。

小児がんや血液疾患の治療を続けるこどもたちは、その病状から、外に出
ていくことが困難です。
そこで、アニマルセラピーやクリニクラウンの訪問が実施されています。
この他にも、歌と演奏会、ピラティス、あそび・きょうだい預かり、移動図
書、花慕、かるがもはうす清掃、縫物、理髪などさまざまなボランティア活
動が実施されています。

こどもたちに優しい病棟を

こども病院で活躍するボランティアスタッフ

東京湾

千葉市
こども病院

成田空港

C h i b a  C h i l d r e n ’ s  H o s p i t a l

千葉県こども病院は全県対応型小児医療拠点病院であると同時に、地域医療
支援病院としても承認を受けています。
現代の医療は 診断から治療、回復までの全てを1つの病院が担うのではなく、
地域の医療機関が機能の分担をします。当院と地域病院、当院と診療所、クリ
ニックの連携等がその一例です。
現在、地域医療連携の登録医療機関は千葉市内だけで200件を超えており、そ
の中でこども病院は、重症の「急性期」医療を中心に担当し、小児期の外科系疾
患の多くを治療しています。
また、千葉県小児臨床症例研究会として、公開カンファレンスを長年開催して
います。

こども病院は『地域医療支援病院』です

ボランティアの方々の協力により、入院しているこどもた
ちの面会時に、お連れのお子様を一時預かりする「きょう
だい預かり」や、きょうだいも一緒に参加できる夏祭りな
どのイベントを実施しています。
また、CLSを中心にきょうだいのメンタルヘルスサポート
も積極的に行っています。

きょうだいサポート
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入院 こども病院の考える入院 / 院内学級 / かるがもはうす 外来 在宅医療を必要とする子への対応 / こどものがんばる力を引き出す関わり / 特殊外来・専門外来の紹介

こども病院の考える入院
入院は、こどもたちにとって治療の場であると同時
に生活の場にもなります。
当院では、24時間いつでも親と面会可能です。ご家
族の付き添いにもできるだけ対応しています。
乳幼児のこどもたちには、保育士が遊びや生活支援
を通し、親と離れた寂しさや病気の苦痛・緊張を和ら
げ、心からの笑顔で生活できるよう関わっています。

院内学級
長期の入院が必要で学校へ行けない小学生・中学
生・高校生のために、入院中に学ぶことができる院
内学級があります。
千葉県立袖ヶ浦特別支援学校の教員による、一人ひ
とりの病状に応じた授業が行われ、文化祭などの学
校行事もあります。

CHIBA CHILDREN’s HOSPITAL

入 院 新生児から思春期まで幅広い年齢・発達段階のこどもが入院しています。
病気や治療も多岐にわたり、入院の期間も様々です。

かるがもはうす（=慢性疾患児家族宿泊施
設）は、患者さまとご家族の方のための宿泊
施設です。
日常生活に必要な備品等があり、ご自由に
お使いいただけます。

遠方からの入院を支援する
かるがもはうす

利用料金 1泊1室：1,080円

が
ん
ば
る
力
を
大
切
に
し
て
い
ま
す
。

在宅医療を必要とする子への対応
自宅での酸素吸入や人工呼吸器の助けを借りなけ
ればならない患者さんや、経口摂取ができず経管で
栄養をとる患者さん、カテーテルで自己導尿をする
患者さんなど、重症であっても自宅で家族が看て、
定期的に当院を受診される患者さんが増加してい
ます。
そのようなニーズに対応すべく特殊外来や専門外来
の充実に努めています。
また、重症のお子さんを在宅で看ているご家族に対
し、緊急時の注意・対処法を記載したパンフレットを
配布しています。

外 来

特殊外来・専門外来の紹介

■　特殊外来［HMV外来（在宅人工呼吸器）、二分脊

椎外来］や専門外来［皮膚・排泄ケア認定看護師

による排泄管理やストマケアの相談・指導］があ

ります。

■　在宅医療についても、こども・家族支援センター

と協働して病棟や学校・地域と連携を図り、一人

ひとりに合った支援を行っています。

千葉県こども病院   入院 / 外来

こどものがんばる力を引き出す関わり
外来では、検査や処置に対する不安や恐怖心で泣い
ていやがるこどもがたくさんいます。こども自身が
「泣いちゃったけど頑張れた」と思えるように、嫌な
ことを無理に行うのではなく、その子に合わせた方
法で説明し納得してもらってから実施するようにし
ています。

千葉県こども病院は、千葉市内はもとより、北総、東葛から房総南部まで県内全域から
の受診があります。また、県外や日本国外からも受診されています。
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その子らしく その子のために
各部門、各職種の取り組み紹介
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入院、外来患者を訓練対応していますが、入院患者を中心に訓練しています。対象は、運動発達遅滞、骨
関節疾患、先天性遺伝疾患、循環器疾患、血液腫瘍患者など多科にわたる依頼があります。
近年では、急性期リハとして人工呼吸器やICUやNICUからの術後の呼吸理学療法の依頼が増えていま
す。また、機能低下、姿勢の問題や経験不足から生じる摂食嚥下障害の訓練を行い、家族、看護師、保育
士にも指導し、食に対するチームアプローチを行っています。
こどもが楽しく訓練できるように、器具や設備にも工夫を凝らしています。小児用トレッドミルを設置し
ている小児病院はまだ多くはないようです。
チーム活動としては、リハビリ回診、整形外科回診帯同、血液腫瘍科カンファレンス、NSTチーム活動、虐
待事例検討部会などを行っています。
車いす、座位保持椅子、バギーの作成、修理に携わり、助言・指導の対応を行っています。
理学療法士は、発達や環境に応じ、その子にとって最善の状態へと促すアプローチを行いつつ、その時
期ならではの家族支援も行っています。

理学療法士 最善の状態へ、総合的なアプローチを

より少ない工程で、
正確かつ迅速な検査をします

主たる業務として心電図、脳波検査など
の生体検査と、血液や尿など体から採取
した検体を調べる検体検査などがあり
ます。小児は大人と同じように採血がで
きないため、検体検査ではより少ない採
血量で正確かつ迅速に検査ができるよ
う日々努めています。また、心電図検査等
の生体検査では小さなこどもが不安に
ならないよう、知っているキャラクターを
飾るなど様々な工夫を凝らしています。
栄養サポートチーム専門療法士の資格を
有する検査技師が複数名おり、臨床支援と
して栄養サポートチーム（NST）、感染制御
チーム（ICT）へ積極的に参加しています。
県立病院で当院にしかない装置として代
謝異常等の検査にも必要なアミノ酸分
析機や有機酸分析機、光学顕微鏡では見
ることの出来ない微小な構造を観察する
ことができる電子顕微鏡があります。

検査科 体の中の様 な々情報を知るために

こどもへの負担は少なく、安全への努力は最大に
一般的な小児疾患の放射線検査は減少傾向にありますが、難治性
疾患や重症化したこどもの放射線検査は増加傾向にあります。当
院では、放射線科情報システムの更新やMRI２台体制、高速撮影が
できるX線骨密度測定装置の増設等により、患児の負担が少なく
安全な放射線検査を行っています。
日々進歩する医療技術に遅れを取らないよう、日常の努力はもちろ
ん勉強会や研修会に積極的に参加しています。業務をしながら大学
院に行き、研究成果が認められ国際学会に発表する機会を得た技
師や撮影技術コンテストで入賞した技師もいます。放射線のプロと
してチーム医療に貢献し質の高い小児医療の提供に努めています。

放射線科 日常の努力と、研鑽をおしみません

その子らしく　その子のために
その子が持つ自ら成長する力を最大限にエンパワーメント
するチーム医療を提供します。
看護師も環境であることを常に考え、こどもと家族の気持
ち、ケアを大切にします。

あなたらしく あなたのために
一緒に働く仲間が自分らしい看護を実践できるようお互
いにサポートしていく姿勢を大切にしています。

私らしく 私のために
誕生日年休など有給休暇の取得や時間外時間の削減に努
めワークライフバランスを推進しています。

看護局 ３つのらしくを大切に

専門看護師
小児看護専門看護師2名　家族支援専門看護師1名

認定看護師
感染管理２名、手術看護２名、緩和ケア２名、小児救急看護
1名、新生児集中ケア１名、救急看護1名、皮膚・排泄ケア1名

専門看護師
認定看護師

資格取得のために支援制度があります

遺伝に関する様 な々情報を提供し、
こどもとご両親を支えます
先天異常をもったこどもやその両親に対して、遺伝子や染色体と
いった切り口から疾患の理解や受け入れ、将来を考えていく際の
情報の解釈をサポートしています。
こどもに対しては親がこどもに疾患のことや、将来その子が親に
なった時の次の世代への遺伝性についてうまく説明できずに困っ
ているケースに対して両親と相談をしながら説明の内容やタイミ
ングを検討したり、成人が近くなった女の子から妊娠の可能性な
ど将来についての相談を受けるなど多岐に渡っています。両親に
対してはお子さんの診断での遺伝子検査・染色体検査の血縁者へ
の影響、次のこどもを考えた際の可能性についてご相談を受ける
ことが多いです。
情報の整理や正確な情
報を共有すること、合わ
せて気持ちの整理のお
手伝いをすることでその
子やご両親が次のステッ
プに進むサポートができ
ればと思っています。

遺伝カウンセラー 医療情報をわかりやすく、親身になって

大事なことは
気持ちを理解し、寄り添うこと
言語聴覚士は、うまく話せな
いこども達のサポートをする
ことが主な仕事です。
一番大事にしていることは、
その子がうまく伝えられない
気持ちを理解し、寄り添うこ
とです。
そのため、その子が使用する
手段と同じ方法でコミュニ
ケーションをとるようにしています。
また親子間のコミュニケーションが円滑になるよう、家族への指
導にも力を入れています。
近年は、地域の学校に行きたいという子どもや親の希望が多く、
訓練依頼も増えています。
主な業務は、口唇口蓋裂に伴う言語障害患児への介入や、聴力検
査、難聴児に対する評価・訓練で、県内で実施施設が少ないため、
ニーズが高くなっています。
ろう学校教員への指導や啓蒙活動、言葉の教室の指導者向け研
修なども行い、医学・教育・福祉の多方面から総合的に支援できる
よう協力しています。

言語聴覚士 知識と技術を、対象に合わせて伝えます

食べる楽しみを取り戻し、栄養についても
様 な々方法で伝えます
栄養士や調理師は、安全でおいしい食事を提供するのはもちろん
ですが、病気のこどもたちが食に興味を持ち、楽しく食べることが
できるよう、直接こどもと接してひとり一人に合わせた対応を大
切にしています。
食育として、こどもたちと一緒に病棟の食堂で給食を食べたり、病棟
での出前調理、こどもたちの厨房
見学ツアーなどがその一例です。
NST業務、栄養指導（特に低栄養、
肥満、アレルギー）、管理栄養士育
成のための実習受け入れ等にも
力を入れています。

栄養科 栄養面以外にも様 な々工夫を チャイルド ライフ スペシャリスト こどもとの、つながりを大事にします

こどものことを考えた、
薬剤の提供をこころがけています
小児はおとなと違って身体機能が未熟な部分が多く、薬の効果も成人と
は違っています。また、おとなが思っている以上に薬を飲むのが苦痛と感
じているこどもが多くいます。
小児に特化した薬が少ないため、おとなの薬をこども向けに錠剤をつぶし
たりして剤形を変えて提供しています。
後発品は味のいいものを選ぶように、薬剤師が味見をして決めています。
小児剤形の開発要望や協力、治験業務にも力を入れています。
また、小児薬物療法認定薬剤師の認定資格取得に努めたり、薬剤師育成のた
めの研修・実習を積極的に受け入れるなど教育支援にも力を入れています。

薬剤部 薬剤の提供にも、私たちのノウハウを

千葉県こども病院

色や形、味に関しても薬剤師がきちんとチェックを行います。

千葉県立病院、唯一の電子顕微鏡。

小児用トレッドミルを使用しての歩行訓練。

こども達に理解を深めてもらえるよう、優しく、丁寧に。

こどもたちの不安や恐怖を可能な限りなくし、親しみを感じられるような配慮をしています。

こどもの発達やスト
レス対処に関する専
門家で、検査や処置、
手術など、こどもや
家族が困難な出来事
に直面した時に、それ
を乗り越えられるよ
うサポートします。こ
どもと家族の精神的
負担を軽減し、主体
的に医療体験に臨め
るように支援を行っ
ています。

主な役割として
■ 遊びの提供　■ プリパレーション
■ 検査・処置中の心理的サポート
■ 病気・治療への理解や受容支援
■ きょうだいへの心理社会的支援
■ グリーフケア、ターミナル期の支援



千葉県こども病院  沿革

開院　許可病床200床、稼働病床85床
(4階東、4階西、5階東、5階西)

標榜科:精神科、神経科、循環器科、小
児科、整形外科、形成外科、脳神経外
科、心臓血管外科、小児外科、皮膚科、
ひ尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線
科、歯科、麻酔科

健康保険法に基づく保健医療機関及
び国民健康保険法に基づく療養取扱
機関の指定を受ける。

小児科(腎臓)、ICU、院内学級を新設する。

ICU、7階病棟開棟する。

NICU、6階東病棟を開棟する。

紹介外来型病院の承認を受ける。

6階西病棟を開棟する。

アレルギー科を開設する。
慢性疾患児家族宿泊施設かるがもは
うすをオープンする。

院外処方せん発行を開始する。

(財)日本医療機能評価機構による病
院機能評価一般病院B Ver3.1の認定
を受ける。

小児救急医療科を開設する。

地方公営企業法全部適用となる。

地域医療支援病院の承認を受ける。

地域医療連携室を開設する。

(財)日本医療機能評価機構による病
院機能評価Ver.5の認定を受ける。

オーダーリングシステムを導入する。

電子カルテシステムを導入する。
臨床工学科を開設する。

こども・家族支援室を開設する。

DPC対象病院となる。

周産期棟を増築する。
一般病床の1床増床(病床:203床→
204床)

(財)日本医療機能評価機構による病
院機能評価Ver.6の認定を受ける。

周産期センターを開棟する。

リハビリテーション科、放射線治療科
を開設する。

放射線科を放射線診断科に名称変更
する。

救急科、新生児内科、病理診断科を開
設する。

救急医療機関に認定及び告示される。

地域周産期母子医療センターに認定
される。

電子カルテシステムを更新。

（財）日本医療機能評価機構による病院
機能評価 一般病院2＜3rdG:Ver.1.1＞
を受審する。

昭和63年10月1日

平成元年4月

5月

平成2年4月

平成6年7月

平成10年4月

平成12年4月

平成13年4月

平成14年3月

4月

平成16年4月

12月

平成18年4月

平成19年3月

12月

平成20年4月

平成21年4月

平成23年4月

12月

平成24年3月

4月

平成25年4月

平成26年1月

3月

平成27年4月

平成28年2月

平成29年2月
　　　

千葉県こども病院

■　常勤職員は千葉県職員（地方公務員）です。県の福利厚生制度に準じます。（嘱託、パート勤務の方は常勤職員と異な
る部分があります。）

■　子育て支援として産前産後休暇、育児休暇の取得、育児短時間勤務制度が利用できます。
  そして、復職後は子供を預けるために、民間の保育所と連携した支援を受けられます。
■　健康診断や、職員向けの予防接種（インフルエンザ等）を行っています。
■　スポーツ観戦、県内入園施設の利用助成があります。また、全国の共済組合の施設を割引で利用できます。

■　その他
・親睦会の行事として春の歓送迎会、納涼会、忘年会を行っています。
・フラワーアレンジメント、手話の会、ゴルフ部など院内サークル活動も盛んです。
・生命保険、傷害保険、積立年金保険などの団体扱いがあります。

高度専門医療の現場で、
質の高い医療人を育成します。

千葉県こども病院には多くの指導医がおり、若い医師にとって毎日の診療が高度な臨床研修です。小児科専門医の先
に7つのサブスペシャリティ領域の研修も可能です。そして、看護師、検査技師など多くの専門職も、生涯を通して学習
し、能力を開発していく責務があります。
「学びたい」「成長したい」気持ちを支援する仕組みが揃っています。

■　県職員能力開発センターの研修に全職員が参加可能となっています。
受講履歴は人事システムに登録し管理しています。

■　医療安全、感染管理、接遇は必須研修に位置付けています。
■　医師については、研究会、学会への参加、海外や他院での研修参加に
対し支援を行っています。看護師及びコメディカルについても類似の
支援を行っています。

■　多職種が参加するカンファレンスや事例検討会等で、共に学びあっ
ています。

教育・研修

千葉県こども病院の教育・研修 / 福利厚生 / 沿革

魅力ある職場となるよう、
日々、努めています。

職員とその家族が健康で充実した生活を送れるようサポートします。
ワークライフバランスの推進に取り組み、職員が生き生きと仕事をし、やりがいを実感
できる環境作りを進めています。

福利厚生

放射線技師という責任ある業務に従事しながら学びを続け、
ハワイの国際学会で発表を行うことになりました。

職員宿舎 より良い職場環境を整えるために

職員が将来を見据えて、末永く安心し
て働けるように、必要なサポートを用
意しています。職員宿舎もその一つ。
病院の敷地内に職員用の宿舎があり、
いつでも入居することが可能です。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kodomo/saiyo/index.html詳細はwebサイトにてご確認いただけます。 千葉 こども病院
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