
K

http://www.pref.chiba.lg.jp/kodomo/

2016.8

　救急の場合は紹介医がこども・家族支援センター
に電話でご連絡ください。





　

目　次

入院のご案内 ……………………………………………………………………………… （１）
１．入院当日までのご案内 ……………………………………………………………… （２）
２．入院当日のご案内 …………………………………………………………………… （２）
３．入院中のお子さまに必要なもの …………………………………………………… （３）
４．安全に関すること …………………………………………………………………… （４）
　　１）お名前の確認
　　２）やむを得ない身体抑制に対する考え方
　　３）病棟と病室について
　　４）火災、地震などの非常時
　　５）ベッド転落、転倒防止
５．プライバシーの保護に関する事 …………………………………………………… （６）
　　１）入院生活でのプライバシー保護
　　２）患者さまの個人情報の保護
　　３）患者さまの個人情報の収集目的
　　４）患者さまの個人情報の利用と提供
６．入院中の過ごし方 …………………………………………………………………… （８）
　　１）日課
　　２）食事
　　３）入浴
　　４）洗濯
　　５）電話
７．付き添い ……………………………………………………………………………… （10）
８．面会 …………………………………………………………………………………… （10）
９．禁煙のお願い ………………………………………………………………………… （11）
10．退院 …………………………………………………………………………………… （11）
11．会計 …………………………………………………………………………………… （11）
12．院内学級 ……………………………………………………………………………… （12）
13．病院施設 ……………………………………………………………………………… （12）
　　１）売店
　　２）食堂
　　３）キャッシュコーナー
　　４）ＩＣＵ・ＮＩＣＵ　家族待合室
　　５）授乳・オムツ交換コーナー
　　６）正面玄関
　　７）夜間入口
　　８）ご意見箱
14．かるがもはうす ……………………………………………………………………… （12）
　　《病院案内図》
　　本館配置図 …………………………………………………………………………… （14）
　　相談窓口のご案内 …………………………………………………………………… （15）
　　診断書及び意見書等の申込及び交付方法 ………………………………………… （16）
　　当病院の施設基準等について ……………………………………………………… （17）
　　小児看護学実習へのご協力のお願い ……………………………………………… （18）
　　医学臨床実習へのご協力のお願い ………………………………………………… （19）
　　付き添いベッドご利用案内 ………………………………………………………… （20）
　　千葉県こども病院駐車場案内図 …………………………………………………… （21）



1

　入院は患者さまご家族にとって大変な出来事であるとお察しいたします。

　こども病院では、基本理念のもと、患者さまが一日でも早く回復でき、安心して快適な

入院生活が送れるよう、またご家族の皆様のご心配が和らぐよう日々努力しております。

病院の基本理念、患者さまとご家族の権利と義務をご理解いただくとともに、入院中の

注意事項・規則についてご案内しますので、ご協力をお願いいたします。

入院中は各診療科の医師が責任をもって診療いたします。

診療に関する責任については下記のとおりです。

主治医：診断・治療等について全責任をもち診療します。

担当医：主治医と協力し診療行為を実施します。

患者さまのベッドネームに科名、主治医、担当看護師を明記させていただきます。

入院中の看護体制はチームナーシング（一部プライマリーナーシング）を行っています。

チームナーシングとは、交替制の勤務体制で、時間帯で担当する看護師が替わります。

プライマリーナーシングとは、受け持ちの看護師が責任をもって、入院から退院まで安

心して過ごせるよう看護計画を立案し療養生活に関する様々なことをご家族と一緒に考

えさせていただくものです。自己紹介し、患者さまのベッドネームに氏名を明記させて

いただきます。

入院中、ご心配なこと、ご相談したいことなど、気軽に声をおかけください。

当院では患者さまやご家族の皆様から職員に対する謝礼やご贈答品等は一切いただかな

いこととしておりますのでご了承ください。
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１　入院当日までのご案内

①　入院予定日が決まっていない方には、後日入院予定日を病院から連絡いたします。 

また、都合で入院日を変更していただくことがありますが、そのときは病院より

連絡いたしますのでご了承ください。

②　感染症（水ぼうそう（水痘）、はしか（麻しん）、おたふく（ムンプス）、風疹、

手足口病、結膜炎などうつる病気）やかぜ症状がある場合、あるいは感染症にか

かっているお子さまに接触した場合は、入院延期となることがあります。

　　そのようなときは主治医に相談してください。連絡方法は、平日昼間に電話で連絡

をお願いします。緊急患者様の対応や手術・学会などで、すぐにつながらないこと

もあります。その時は、ご了承ください。

　　入院前日夜間又は当日にお気づきになった場合は、当日朝９時頃に自宅から直接主

治医に連絡ください。主治医の指示を受けてから出発するようお願い致します。

③　手術予定の方はワクチンの種類によりワクチン接種から手術までの間隔が異なりま

すので、接種をする際には注意が必要です。

＊もし受けてしまった場合については、麻酔をかけることが出来ないため延期また

は中止になります。

④　病棟内へは患者さま以外の12歳以下のお子さまは感染防止の為入れませんので、入

院当日及び面会時はお連れにならないようお願いします。

⑤　入院生活についての詳しいご案内は、入院後病棟で行います。

⑥　入院前までに、お子さまに年齢に応じた入院についての説明をお願い致します。

２　入院当日のご案内

①　予約時間の30分前までに再来受付においでください。

②　入院当日は、諸説明に時間を要することがありますので、ご了承ください。

再来受付 計測室 各科診察室

又は処置室

入退院窓口 各科診察室又は処置室⇒

しんりょう券

健康保険証

受給券など

健康保険証

受　給　券

限度額適用

認定証など

入院願提出

スタッフが病棟まで

ご案内いたします

ブロック

受　　付
⇒ ⇒ ⇒ ⇒

ワクチンの種類
ワクチン接種から

手術までの間隔

ヒブ，肺炎球菌，四種混合（DPT-IPV），三種混合（DPT），
二種混合（DT），不活化ポリオ，日本脳炎，子宮頸がん，
インフルエンザ，破傷風トキソイド，髄膜炎菌，Ｂ型肝炎，

Ａ型肝炎，狂犬病

２日間不活化ワクチン

麻疹・風疹混合（MR），麻しん，風しん，水痘，BCG，
ムンプス，ロタ，黄熱

３週間生ワクチン

下線は定期接種対象ワクチン



3

③　手術や検査のため入院される方は、予防的にアレルギー・膠原病科外来を受診する

場合があります。

　　その場合には、担当科に受診される前にアレルギー・膠原病科の受診をする順序に

なります。

④　入院当日は、患者さまの治療が安全に行えるようお持ちのアレルギーや身のまわり

の感染症について繰り返し確認する場合がありますのでご了承ください。

⑤　入院日と手術当日には、医師からの説明があります。また、手術前日には麻酔科医

の説明もありますので、親権者が必ず同席して下さるようお願い致します。

⑥　バギーや車椅子については、入院中は病院用を使用しますが、患者さまにとって有

益な物については、入院時に安全性の確認を看護師と共に行ない、使用を許可する

場合もあります。

３　入院中のお子さまに必要なもの

１）持参していただくもの

①　入院願（保証人のうち1名は身元引受人となる方（なるべく親族の方、ほかの1名は

別世帯の方））

②　保険証

③　しんりょう券

④　母子健康手帳

⑤　公費受給者証、身体障害者手帳など（お持ちの方は持参してください。）

⑥　入院案内（このピンク色の冊子)

⑦　『入院されるお子様のご家族の方へ』(お子さまの記録を参考にさせていただきます。）

⑧　衣類（パジャマ・下着・タオル・バスタオル・紙おむつ、おしりふき、よだれかけ、

ガーゼなどはお子様の状況に合わせてお持ちください。）

⑨　洗面用具

⑩　ティッシュペーパー

⑪　汚れた衣類を入れるビニール袋

⑫　上履き（スリッパは危険防止のためご遠慮ください。日々の安全・災害時のために

もかかとのついたものをお勧めします。）

⑬　現在内服しているお薬・お薬手帳

　＊哺乳瓶・乳首・お箸・スプーンなどは病院で準備します。

　　特殊な哺乳瓶・乳首・ストローなどは各自準備をお願いします。

⑭　入院時の問診表、入院診療計画書など

　　（書類が渡されている方は持参して下さい） 
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２）持ち込めないもの

①　飲食物（基本的には持ち込み禁止となります。）

②　生花（感染防止・アレルギー対策）

③　はさみ・ナイフ・縫針・安全ピン（危険防止）

④　現金を含む貴重品

　＊ぬいぐるみは、アレルギー対策のためビニール袋に入れてご持参ください。

３）おもちゃ、電化製品の持ち込みについてのお願い

　おもちゃの持ち込みは2～3個とし、直径5ｃｍ以下の小さなものは誤飲する可能性が

ありますので持ち込まないでください。危険なもの・高価なもの・大きな音の出るもの

（ラジコンカーなど）もご遠慮ください。これ以外でも場合によってはお断りすること

があります。また、持ち込まれた物の破損および紛失については、病院としては責任を

負えません。持参したい内容は当該病棟でご相談ください。

４　安全に関する事

１）お名前の確認

①　患者さまのお名前を確認する際、「お名前をおしえて下さい」とお聞きいたします。

入院中、何回もお聞きする機会があると思いますが、ご協力をお願いいたします。

②　患者さまの確認のために、『患者識別バンド』（ネームバンド）の着用をお願いして

おります。

③　ネームバンドは入院時に入院窓口にてお渡しいたします。保護者とともに確認し、

装着いたします。

２）やむを得ない場合の身体抑制に対する考え方

①　当院では原則として抑制をしない医療をすすめています。しかし、お子さまは、治

療上必要な点滴ライン、経管栄養チューブや気管内挿管チューブなどを自分で引っ

張って抜いてしまうことがあります。このような場合にはお子さまの治療の継続と

安全のために必要最小限の範囲で抑制をさせていただくことがあります。

②　抑制の必要が生じた場合は、保護者の方々に説明し、お子さまにも理解度に合わせ

て説明させていただいてから行います。夜間など緊急時には事前に説明できない場

合があることを了承願います。この場合も、保護者の方々には速やかに説明させて

いただきます。

③　抑制が不要になれば速やかに解除いたします。

３）病棟と病室について

①　患者さまの安全確保の為に、病棟への出入り時は鍵の開閉をお願いしています。

②　感染防止の観点から、大部屋や個室への部屋移動をお願いすることがあります。
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③　入院後は、検査など必要時以外に病棟の外へ出ることは出来ません。

　　ご了承ください。

４）火災、地震などの非常時

①　避難経路と非常口の場所をご確認ください。

　　入院時に病室からの避難経路を看護師

　　から説明させていただきます。

②　非常時には、非常放送でお知らせします。病院スタッフの指示に従って避難してく

ださい。

③　火災を発見した時は、大声で『火事だ』と周りの人に知らせてください。

④　避難の際は、エレベータは使用せず、階段をお使いください。

⑤　火災発生時には、廊下や階段入り口の防火戸・防火シャッターが自動閉鎖します。

⑥　停電の際は、室内・廊下・非常口・階段は非常照明装置が働きます。

５）ベッド転落、転倒防止

　私たちこども病院スタッフは入院している患者さまの安全を守るために、ベッド転落、

転倒防止に努めています。お子様とご自身の安全を守るためにご協力ください。

ベッド転落、転倒はこんなときにおきています

　☆　お母さん（付き添いをしている方）が側にいるから大丈夫とベッド柵を上げずに、

ものを取るとき、話に夢中になってちょっとした油断をしたとき、又は後ろを

向いたとき

　☆　寝返りをしないから、又は眠っているから大丈夫と思い込んでベッド柵を上げ

なかったとき

　☆　片方のベッド柵しか上げなかったとき、ベッド柵のつめがきちんとかみ合って

いないとき

　☆　長期間の安静治療や手術の後、ベッドから一人で降りようとしたとき

　☆　ベッド柵をきちんと下げずにベッドから降りようとしたとき、裾の長いパジャ

マ、ネグリジェを着ていたとき（裾がベッド柵に引っかかり転倒）

　☆　点滴中のとき（点滴台とともに転倒） 
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こんなに危険です

　☆　つかまり立ちや立ち上がることのできるお子さまは、ベッド柵を一番上まで上

げないと頭から落ちることが考えられます。

　☆　床はコンクリートです。

　☆　ベッドから転落、転倒したことで、身体にレントゲン等では問題なくても、大切

な治療や手術が延期されることがあります。

★　お子さまから一瞬でも目を離される場合には、ベッド柵を必ず一番上まで上げましょう。

★　付き添いをされている場合、付き添いを変わる家族の方にも説明をお願い致します。

★　おやすみになる時にも、ベッド柵は一番上まで上げましょう。

★　ベッドから降りるとき、又は離れる際にも心配があればスタッフを呼んでください。

　　一緒に、お手伝い致します。

★　ベッド柵がきちんと上がったかどうか、ストッパーで止まっているかどうか確認を

お願い致します。

★　お子さまがベッドから離れて他の場所に行く際には、ベッド柵を上げて下さい。他

のお子さまがベッドに乗ってしまう危険があるため、ご協力をお願い致します。

５　プライバシーの保護に関する事

１）入院生活でのプライバシー保護

　患者さまはプライバシーが守られ、安全で安心な医療を受ける権利を有しています。

　しかし、こども病院という特殊性から、安全管理のために以下のような事が実施され

ています。

　①　病室入口・ベッド、ナースステーションに患者さまの氏名を表示

　②　患者識別バンドの着用

　③　ベッドサイドにチューブやモニターなどの情報を表示　等

　　　安全な医療の提供のため、患者さま・ご家族にご理解とご協力をお願いしたいと

思っています。なお、表示をご希望されない方はお申し出ください。

２）患者さまの個人情報の保護

　当院では、患者さまに安心して医療を受けていただくために、安全に医療をご提供す

るとともに、患者さまの個人情報の取り扱いにも、万全の体制で取り組んでいます。

　①　個人情報の利用目的について

当院では、患者さまの個人情報を下記４）に記載する目的の範囲内で利用させてい

ただきます。これら以外の目的で利用させていただく必要が生じた場合には、改

めて患者さまから同意をいただくことにしております。
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　②　個人情報の開示・訂正・利用中止

当院では、患者さまの個人情報の開示・訂正・利用中止につきましても「県立病

院における診療情報の提供等に関する指針」及び「千葉県個人情報保護条例」の

規定にしたがって請求することができます。

３）患者さまの個人情報の収集目的

　患者さまへの適正かつ安全な医療サービスの提供

４）患者さまの個人情報の利用と提供

（１）院内での利用

　①　医療の質の向上のための利用

　　○　院内における症例研究や職員研修での利用

　　○　医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料

　　＊　院内で実施される医療・看護等の実習への協力

　　　　当院は、医師・看護師・コメディカル等の実習受け入れ病院となっております。

　　　　実習に際しての個人情報の利用については、患者さまご家族からの同意書をお

願いしております。なお、実習生には誓約書を提出させ、プライバシーの保護

に充分配慮しております。

　②　院内における管理運営業務のための利用

　　●　医療保険事務

　　●　会計・経理

　　●　入退院等の病棟管理

（２）院外への情報提供としての利用

　①　患者さまへの医療サービスの提供等に必要な場合における利用

　　●　他の病院、診療所、助産院、教育機関、市町村、福祉事務所（県・市）、保健所、

児童相談所、療育支援センター、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス

事業者等との連携

　　●　過去に受診歴のある患者さまが他の医療機関を受診している場合における、当

該医療機関からの照会への対応

　　●　患者さまの診療等のため、外部の医師等との意見交換を行う場合

　　●　ご家族等への病状説明

　②　その他の管理運営業務のための利用

　　●　保険事務の委託

　　●　審査支払機関へのレセプト（診療報酬請求明細書）の提供

　　●　審査支払機関または保険者からの照会への回答

　　●　医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談ま

たは届出等

　　●　その他、患者さまへの医療保険事務に関する利用

○印の利用・提供は、原則
として、氏名、生年月日、
住所等を消去（匿名化）
した上で、利用・提供させ
ていただきます。
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６　入院中の過ごし方

１）日課

①　病状により検温は時間・回数がかわることがあります。

②　１日の尿・便について、必要時量や回数の測定をします。また、水分摂取量の指示

がある時にも測定をします。

③　薬は、食事・ミルクの時間に合わせて看護師が配ります。

④　検査・処置については前日又はその都度、医師又は看護師が説明をします。

⑤　外泊・外出は、医師の了解が必要です。また、書類による手続きが必要になります。

注）＊外出・外泊中に他病院を受診することは原則できません。やむをえず受診する

場合は受診前に必ず病棟の医師又は看護師に連絡をしてください。

⑥　シーツ交換は週に一回行っています。

　　汚れてしまった場合は、そのままにせずお知らせいただければ交換します。

　　シーツ交換日は各病棟により異なります。

⑦　医師や看護師からの指示は、お守り願います。わからないことがありましたら、い

つでもご相談ください。 

病　　　棟時間
起床（検温）６：３０
朝食７：３０

検温
診察

９：００

おやつ（就学前）１０：００
昼食１２：００
検温１４：００
おやつ１５：００
夕食１８：００
検温１９：００
消灯２１：００

１　上記について同意しがたい事項がある場合には、その旨を担当窓口までお申し出く

ださい。

２　お申し出がない事項については、同意していただけたものとして取り扱わせていた

だきます。

３　これらのお申し出は、後からいつでも撤回、変更等をすることができます。

　　●　公益財団法人日本医療機能評価機構など外部監査機関への情報提供

（３）その他の利用

　　○　学会での発表、学会誌での報告等

　　●　法令に基づく提供
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２）食事

①　おやつ・食事は、看護スタッフが配膳します。

②　お食事は、年齢や病状に合わせて病院で用意されます。衛生管理上の問題から飲食

物は持ち込まないようにお願いします。

　　はし・スプーン・フォーク・コップも栄養科で用意します。

③　治療上の把握・栄養状態を知る為に、食事の摂取量を記録しています。

④　食事について相談したい場合は、医師又は看護師へ声をかけてください。

⑤　学童以上（就学している児）で常食を摂取されている患者さまを対象に、選択メ

ニューの日があります。

　　昼食・夕食時に２種類の献立からお好みのお食事を選ぶことができます。

３）入浴

①　病状に合わせて入浴または体拭きを行います。

②　入浴・体拭きの時間は、その日の状況で決めています。

③　衣類は必要に応じて交換しますので、1日１～2組を目安に準備してください。

　　汚れた衣類の中にはぬれたものもあり、カビ等の発生も起こりますので出来るだけ

早めにお持ち帰りください。

４）洗濯

①　私物の洗濯物は「洗濯物を入れるためのビニール袋」を準備いただき、ご家庭での

洗濯をお願い致します。やむを得ない事情がある場合には病棟師長にご相談下さい。

　　便や吐物などの汚染が激しい場合、汚物をとって水洗いはしますが、濡れたままで

のお返しになりますのでご家庭での対応をお願いいたします。病室内での洗濯物の

乾燥は固くお断りいたします。

　　院内感染予防のためにもご理解とご協力をお願いいたします。

５）電話

①　公衆電話は、1階の夜間入口（守衛室近く）に設置してありますのでご利用ください。

②　病院の内線電話は業務用ですので、取り次ぎは出来ません。（テレホンカードは利用

できません）

　　ご了承ください。

③　携帯電話のご使用は、指定場所（各病棟エレベーターホール等）でのみご利用でき

ます。病室での使用は、固くお断りいたします。

④　メールの使用制限はありません。ただし、手術室・ＩＣＵ・ＮＩＣＵ・診察室・検

査室では使用できません。

⑤　指定場所であっても、マナーモードに設定してください。また携帯電話のカメラ機

能の使用も禁止します。

⑥　大きな声で話さない等、注意事項を守ってマナーのある使用をお願いします。 
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７　付き添い

①　付き添いを希望される場合は、医師か看護師にご相談ください。

②　お子さまが安心して過ごせるように、お子さまの状態、治療上の必要から付き添い

をしていただくこともございます。

③　付き添いは１名のみとし、家族付き添い許可願に必要事項を記入してください。

④　付き添いの方の食事や着替えを準備することは出来ません。当院周辺には、コンビ

ニ等の買い物が可能な店舗がなく、院内売店の営業時間や取扱品も限られています。

滞在中に必要な消耗品や食品等は、各自でご用意ください。食事については、食堂・

売店をご利用ください。（営業時間外での食事の提供は出来ませんが、1階食堂ス

ペースは24時間ご利用いただけます。）

⑤　付き添われる場合は、簡易型の付き添いベッドを申し込んでいただきます。

　　費用がかかりますが、ご希望の方は地下の洗濯室で受付をしてください。（20ページ

参照）

　　なお、かるがもはうすのご利用（12ページ）と、付き添いベッドの借用は併用でき

ません。

⑥　病室での飲食は治療中のこどもたちのため及び衛生面からご遠慮ください。

⑦　付き添いの方の入浴は、ご自宅でお願いします。遠方の場合などご事情のある方は、

各病棟にご相談ください。

⑧　付き添いの方の履物は、出来るだけ静かなものをお選びください。ハイヒール等は

特に響くのでお気をつけ下さい。

⑨　体調を崩されている方や妊娠中の方は付添いを御遠慮ください。

　

８　面会

①　面会は、感染防止の目的で原則としてご両親・祖父母・13歳以上の本人のごきょうだ

いのみの許可となります。それ以外で13歳以上の方の面会を希望される場合は、事前

に病棟看護師長あるいは病棟看護師にご相談下さい。また、１回の面会は２名までと

させていただきます。

　　　＊咳、鼻水、発熱、嘔吐、下痢症状のある方の面会はお断りしています。

②　風邪や体調を崩されている場合やご家族が感染性疾患（水痘・麻疹・流行性耳下腺

炎等）に罹患している場合など感染の恐れのある時は面会をご遠慮ください。

　　　＊不明な場合は看護師にお聞きください。

③　面会時間の制限は原則としてありません。

　　ＩＣＵ・ＮＩＣＵにおいては他の患児の処置中などは入室をご遠慮いただくことがござ

います。また、面会中の退出をお願いすることがありますのでご協力をお願いします。

④　面会時は入室前に、病棟入口のインターホンでお子さまのお名前を告げて、入室の確認

をした上でお入りください。お入りの際には、感染防止のため手指消毒をお願いします。

　　１９時～翌朝７時までは夜間出入口（守衛室前）に時間外面会簿が置いてありますので、

安全管理のためにお手数ですが、来院時・帰られる際に記載をお願いします。
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⑤　面会中の病室での飲食はお断りしております。

　　患児への影響、感染防止の観点から面会者の病室での飲食はお断りしています。飲水

は各階ロビーで可能です。お食事は１階食堂スペース（持ち込み可）をご利用下さい。

⑥　医師からの病状説明については、診療や手術の関係から、事前に医師に確認を行い

お約束の上お願いします。

⑦　タブレット端末を使った院内Ｗｅｂによる、面会もご利用いただけます。

　　①の面会制限のある方は、１階のこども・家族支援室にお集まりいただき、病棟とＷ

ｅｂをつないでやり取りができます。機器の貸し出し等無料ですので、ご利用下さい。

お申し込みは、２階事務局にて行っております。院内ポスターをご確認下さい。

　　　＊個人の機器を持ち込んで外部と接続することは許可しておりません。

９　禁煙のお願い

　こども病院は、未来をになうこどもたちの健康を考えて、たばこによる害のない施設

であることを目標としています。こどもたちへの受動喫煙防止の観点から、院内および

敷地内を全面禁煙としております。

　趣旨をご理解のうえ、ご家族の皆様のご協力をお願いします。

10　退院

①　退院が決まりましたら医師よりお知らせします。

　　原則として、午前10時までにお迎えをお願いします。

②　退院までに医師と看護師より、退院後の生活の注意点について説明をします。

③　退院時に看護師より、薬、しんりょう券、次回の外来受診がある場合は外来予約票を

お渡しします。

④　退院の際には、病室に忘れ物が無いかご確認ください。

11　会計

１）医療費と保険証

①　退院手続きは、退院当日１階の医事課入退院窓口でお願いします。入院費は後日請

求いたします。また、長期入院の方は毎月１０日頃に請求書を発行します。その際に、

保険証の確認をさせていただきます。指定された期日までにお支払いください。

　　（入院費の概算や詳細は入退院窓口でお尋ねください。）

②　医療費の支払い方法：外来会計窓口（平日の９時から１７時30分まで、土曜日の９時

から１２時まで）、診療費支払機（平日の９時から17時30分まで）または銀行振込とな

ります。 
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12　院内学級

①　１ヶ月以上の長期入院の小学生、中学生、高校生のための制度です。

②　入学には諸手続きが必要となります。入学を希望される方は主治医・病棟看護師長

にご相談ください。

13　病院施設

１）売店　営業時間　平　　　日　７：００～２０：００

　　　　　　　　　　土日祝祭日　８：００～１８：００

　　　　　　　　　　定休日なし（年末年始を除く）

２）食堂　営業時間　平　　　日　８：００～１８：３０

　　　　　　　　　　土日祝祭日　１１：００～１６：３０

　　　　　　　　　　定休日なし（年末年始を除く）

　　　　　営業時間外も食堂ホールは開放していますので、ご利用ください。

３）キャッシュコーナー（千葉銀行）　利用時間　平日のみ　９：００～１８：００

４）ＩＣＵ・ＮＩＣＵ　家族待合室

　ＩＣＵ・ＮＩＣＵに入室中の患者さまのご家族にご利用いただくための部屋です。

５）授乳・オムツ交換コーナー

　①　外来にあります。

　②　面会時の搾乳などにもご利用いただけます。

６）正面玄関

開いている時間は、平日　８：００～１７：１５、土曜日　８：００～１２：００です。上記以外の

時間帯、祝祭日に出入りする時は夜間入口をご利用ください。

７）夜間入口

　出入りをするときは、面会簿への記載をお願いします。（夜間１９：００以降 朝７：００まで）

８）ご意見箱

各階エレベーターホール、１階ロビーの情報コーナー、１階電話コーナー、周産期棟１階

ロビーに設置してあります。困ったこと・改善して欲しいことなどの他、良かったことな

ども一筆添えて頂けたら幸いです。

14　かるがもはうす

①　長期入院が必要な患者さま、自宅が遠方の患者さまのご家族に利用していただくた

めの宿泊施設です。

②　ご利用を希望される方は、２階事務局または電話でお申し込みください。

③　ご利用の受付は、利用日前月の１日（１日が日曜・祝祭日の場合は、月の最初の平

日から、１月の場合は４日以降の平日）から受け付けます。

④　ご利用は有料です。詳しくは事務局へお尋ねください。

⑤　部屋数に限りがありますので、付き添いベットの借用とかるがもはうすの併用はで

きません。
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当病院の施設基準等について

○紹介状について

　当病院は、紹介外来型病院の承認を受けています。初診の際は、他医療機関からの

紹介状が必要です。なお、紹介状がなく、直接来院された方は、下記の場合をのぞき

「特定療養費」として４，３２０円（消費税含む。）をお支払いいただきます。

記

（１）救急搬送（救急隊等）による初診　　　　

（２）公費負担医療制度の受給対象者に係る初診

○看護について

　当病院は、　診療報酬上、平均して入院患者７人に対し看護職員１人の勤務体制です。

　お子さまが安全安楽に過ごせるためや、治療上の必要から付き添いをしていただく

こともございます。

○食事について

　当病院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届け出をしており管理栄養士によって管理され

た食事を適時（夕食は午後６時以降）、適温で提供しています。

○特別病室について

　一般４病棟に用意しており使用料は１日（暦日）４，７５０円です。

　部屋番号は ４２１ ・ ５０１ ・ ６０１ ・ ７０５ です。
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小児看護学実習へのご協力のお願い

　当院では、看護学生の臨床教育・実習を受け入れています。将来の看護師の育成は、

県立病院に課せられた重要な役割でもあり、できる範囲で看護学校の要望に協力してい

ます。

　実習にあたりましては、看護師や看護教員の指導・監督の下、安全に留意し、お子様

やご家族に関わらせていただきます。また、カルテから必要な範囲の情報収集をさせて

いただきますが、個人情報保護に十分配慮しプライバシー保護に努めます。

　なお、実習へのご協力は、お子様とご家族の自由意思に基づくものであり、いつでもお

断りすることができます。その場合でも、患者様が不利益を被ることはありません。

　以上をご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。

　平成２８年４月

千葉県こども病院　看護局長
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医学部臨床実習へのご協力のお願い

　当院は千葉大学医学部の実習協力施設です。千葉大学医学部の臨床実習学生（ス

チューデント・ドクター※）が診療を見学したり、診療の一部に参加させていただくこと

がありますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

※　臨床実習に必要な能力（知識・技能・態度）を持っていると千葉大学医学部が認定

した学生をスチューデント・ドクターと称しています。

認定に当たっては共用試験実施評価機構が定める全国規模の統一試験に合格すること

が条件付けられています。

千葉県こども病院病院長

千葉大学医学部医学部長

医学教育委員長

臨床カリキュラム部会
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〈付き添いベッド　ご利用案内〉

①　受付時間
　　AM９時～PM４時までとさせて頂きます。

②　料金形態
１泊２日・・・３００円
２泊３日・・・６００円
３泊４日・・・９００円
４泊５日・・・１２００円
５泊６日・・・１５００円
６泊７日・・・１８００円
※手続きを行った日の夕刻～翌日AM１０時００分までを１泊２日とします。
※事前に利用日数を申告した上で日数分の料金を前払いして頂きます。
　ただし、日数分ご利用になられない場合でも返金は致しません。

③　延長の手続き
使用期間の満了日AM１０時００分まで延長の手続きを地下１階洗濯室で承ります。（※
１０時００分以降は承りませんので、時間厳守でお願い致します。）
延長手続きがない場合は、ベッドとリネン類を引き上げさせて頂きますので、ご理
解の程、宜しくお願い致します。

④　リネン類の交換
延長手続きをされても御一人に対して７日間まではリネンの交換は致しません。
リネン交換は７日間以上利用される方のみ対象とさせて頂きます。

⑤　ベッドの種類
付き添いベッドの中には耐荷重７０kgのベッド（No.２１～No.３０のタグ表記）がござい
ます。７０kg以上の方のご利用を制限させて頂きますのでご了承の程、宜しくお願い
致します。

上記の内容をご確認の上、ご利用の程、宜しく御願い申し上げます。

千葉県こども病院　洗濯室
洗濯業務請負業者
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　救急の場合は紹介医がこども・家族支援センター
に電話でご連絡ください。
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