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子どもの権利について １ 
子どもは、大人が保護する対象ではなくひとりの

人間として大切にされ、権利と尊厳が守られなくては
なりません。これらは、入院中でも同様です。 

●子どもの年齢や理解力に合わせて病気のことや
手術、治療内容などの説明を受けることができま
す。

●病気や手術などの説明を十分受けて、わからな
いことや不安になるときは、いつでも聞くことが
でき、話すことができます。

●入院しているあいだは、親または変わりとなる
人に付き添ってもらえます。

●入院しているあいだは、年齢や症状・体調に合
わせて遊んだり、勉強したりすることができます。

●子どもは不必要な医療的処置や検査から守られ
ます。

●入院中のプライバシーは守られ、いつでも尊重
されます。

※医療行為を受ける本人ができる限り理解した上で手術
や処置に臨めるように、子どもに対して医療行為の説
明を理解力に合わせて行います。子ども自身の頑張り
を引き出せるよう保護者の方もご理解ご協力の程お願
い致します。
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２ 入院生活について  

  入院当日に看護師より患者様の医療に必要な情報の聞
き取りを行い【入院診療計画書】や【クリニカルパス】
を用いてご説明します。検査や治療内容、看護の内容な
どに、ご不明な点やご質問がございましたら、すぐにス
タッフにお声掛けください。 

●病棟の体制 

 6Ｎ病棟は、混合病棟となっており大人の患者様も入
院されています。安心・安全に看護サービスを提供でき
るよう看護師の配置の調整も行っております。その他、
小児(0歳～15歳未満)の入院のお子様に対して保育や検
査の説明などを行う医療保育専門士も配置しております。 
  
 当院の小児の入院は、6N病棟へご案内となりますが
ベッドの空き状況からお部屋のご移動のお願いや他の病
棟へご案内になるとこもございますので、ご了承くださ
い。 
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●一日の流れ 

 入院中のおおよその一日の流れです。 
※お子様の年齢、症状や体調、手術や治療によって時間
が異なる場合もございます。 

6:00 ■起 床 
▽バイタルチェック(体温、脈、血圧などお子様の状況に合わせて計測
を行います。 

8:00 ■朝 食 
▽スタッフが病室までお持ちします。 
▽手術や検査がある際、お食事が出ない場合がございます。 

9:00～ 
■状況に合わ
せた看護 

▽点滴の確認、バイタルチェック（体温、脈、血圧などお子様の状況
に合わせて計測を行います） 
▽小児科以外の科で入院になったお子様は、処置や治療を行いますが
その日の状況で時間が異なります。担当看護師がお声掛けします。 

12:00 ■昼 食 
▽スタッフが病室までお持ちします。 
▽手術後や検査がある際、お食事が出ない場合がございます。 

13:00
～ 

■状況に合わ
せた看護 

▽シャワー浴ができない場合は、あたたかい使い捨てシートで看護師
が体拭きを行います。 
▽点滴の確認、バイタルチェック（体温、脈、血圧などお子様の状況
に合わせて計測を行います） 
▽小児科以外の科で入院になったお子様は、処置や治療を行いますが
その日の状況で時間が異なります。担当看護師がお声掛けします。 

18:00 ■夕 食 
▽スタッフが病室までお持ちします。 
▽手術後や検査がある際、お食事が出ない場合がございます。 

19:00
～ 

■自由時間 
▽病室で安静にお過ごしください。 
▽バイタルチェック(体温、脈、血圧などお子様の状況に合わせて計測
を行います) 

21:00 ■消 灯 
▽夜勤帯の看護師が、お休み中のお子様の状態を確認するために静か
に巡回します。 

※シャワー浴や沐浴が可能なお子様は、シャワー室を予約しますのでご希望 
 のお時間を担当看護師にお声掛けください。 
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●設備のご案内 

■シャワールーム 
シャワールームは、病棟内に2か所 
ございます。完全予約制となります。また
貸し出し用のドライヤーもございますので
必要な方はスタッフへお声掛けください。 
 
【利用時間】※30分間隔で予約できます。 

午前 9:30～12:00 
午後 13:00～20:00 

 
【乳児の場合】 
ベビーバスと入浴剤をご提供できます。 
※脱衣所には、感染予防のため 
足ふきマットを設置しておりませんので、 
お手数ですが各自でご準備ください。 

■ティーサーバー 
病棟の廊下に設置してあります。 
麦茶、お茶、お湯、お冷を提供してお
ります。お湯のご使用の際、お茶など
が混ざることはございませんので、調
乳用として安心してご使用頂けます。 
提供口がマグカップの高さほどしかな
いため、お手数ですが高さのある哺乳
瓶には入れ替え作業が必要です。お湯
を入れられるカップのご用意をお願い
いたします。 
※やけどには、十分ご注意ください。
お湯の温度は、70～80度ほどに設定
されています。 
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■電子レンジのご利用 
 ナースステーション内に、電子レンジがありますので
ご利用の際はスタッフへお声掛けください。 
 
【哺乳瓶の消毒】  
 電子レンジで哺乳瓶消毒をご希望される方は、消毒器
や消毒パックなどは各自でご準備ください。 
 
 また、ミルトン用容器の貸し出しを行っておりますの
で、ご利用をご希望される方はスタッフへお声掛けくだ
さい。またミルトン薬液は、各自でご準備くださるよう
お願い致します。 
 
【お弁当の温め】 
 付き添い者様の弁当類の温めも可能です。スタッフへ
お声掛けください。 
 
■自販機、売店 
【営業時間】 

平 日 ７時～19時 
土日祝 8時～18時 

※お弁当類は、午前中の方が品揃えが充実しておりま 
 す。お買いもので、出られる際はスタッフへお声掛 
 けください。その際は付き添い証をお忘れのないよう 
 お願い致します。 
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■ランドリールーム 
 コインランドリーは、当院9階にござ
います。合計5台の洗濯機があります。 
 
1台は全自動で洗剤も投入され乾燥まで
できます。 
 
その他4台は、洗濯機と乾燥機が別々に
なっており、ご持参していただいた洗剤
を投入していただきます。 
 
【利用時間】 
9:00～17:00 
 
※すべての機械が100円硬貨でご利用い
ただけます。お手数ですがご使用の際は
100円硬貨のご準備をお願い致します。 
 

種 類 料 金 使用量 時 間 

全自動洗濯乾燥機 400円 洗濯6㎏/乾燥3㎏ 120分 

洗濯機 100円 5㎏ 
量によって 

異なる 

乾燥機 100円 4.5㎏ 30分 

※全自動ではない乾燥機
をご使用の際は、右の図
の乾燥時間の目安を参考
にご使用ください。衣類
が適量でない場合は乾か
ない場合がございます。 
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■簡易ソファーベッド 
 お部屋によっては簡易のソファーベッドをご用意して
おりますので必要な方は、ご利用ください。大部屋の場
合は、お子様と同じベッドでおやすみいただくようお願
い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ソファー
ベッドの種類
は、部屋ごと
で異なります。 
使用方法はス
タッフへお尋
ねください。 
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■病室のテレビ・冷蔵庫 
 
 テレビと冷蔵庫を使用される場合は、お申込みが必要
です。当院2階【入院セット受付窓口】で受け付けてお
ります。お申込み終了後「専用カード」をお渡しします。
このカードをテレビ台の差込口に差し込んでいただくと
テレビ・冷蔵庫が使用できます。料金は日額275円(税
込み)です。お支払いは、退院時もしくは利用終了時に
同窓口にてお支払いいただきます。 
  
【入院時お手元に専用カードがない場合】 
 個室をご希望され個室に入院される患者様におかれま
しては、テレビ・冷蔵庫の使用料金がお部屋代に含まれ
ております。病棟にて看護師より専用カードをお渡しし
ますのでお声掛けください。 
 
 大部屋のご希望をいただきましたが感染症のために個
室での入院となった患者様は、申し込みが必要になりま
す。病棟スタッフへお声がけください。申込日からテレ
ビ・冷蔵庫の使用ができます。退院時もしくは利用終了
時に利用日数分の料金を当院2階【入院セット受付窓
口】にてお支払いください。 
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●付き添い・面会 

◆付き添い 
 小児の入院の場合、付き添い入院が可能です。ただし、
付き添いされる方は、原則1名となっております。 
 
◆付き添い証 
 付き添い入院される方は、お部屋にいるとき以外、
「付き添い証」を首から下げていただきます。不審者対
策の目的がございますので、ご協力をお願い致します。
付き添い証は病棟にてお渡しします。 
 
◆付き添い交代 
 付き添いを別の方と交代される場合には、スタッフへ
お声かけください。 
 
◆面会 
 現在新型コロナウイルス感染症予防対策として、面会
は固くお断りしております。ご家族・きょうだいでも同
様です。ご了承ください。 
 
◆入院中の荷物の交換  
 衣類の洗濯や食事の買い出しなどを病院外にいらっ
しゃる方へお願いされる場合は、病院1階総合案内で病
院職員を介して荷物の受渡しが可能です。 
 
対応時間 火・木・土・日 14時～16時の間 
※緊急入院の場合、上記時間以外でしか持ってこられな
い場合は、看護師にご相談ください。 
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◆付き添い様の食事 
 当院1階に売店がございます。お弁当、おにぎり、サ
ンドイッチ、カップラーメンなどの商品を販売しており
ます。お弁当類は、午後になると売り切れていることが
多いため午前中にお買い求めいただくことをおすすめし
ております。飲み物をお買い求めの際は、6階のエレ
ベーター前も自販機が設置しておりますのでご利用くだ
さい。 
 
◆付き添い者様のシャワー利用 
 病棟フロア内に2か所設置してあるシャワールームを
ご利用いただけます。完全予約制となっておりますので
スタッフへお声掛けください。また、付き添い者様の
シャワー利用の間、保育士や看護師でお子様をみること
も可能です。遠慮なくお声掛けください。 
 
◆駐車料金 
 病院の隣にある立体駐車場は、当院が運用している駐
車場ではありません。入院中の駐車であっても患者様の
ご負担となります。 
 お手数ですが入院中の駐車はご遠慮いただき近隣のコ
インパーキングか自宅へのご移動をお願い致します。 
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●医療保育専門士 

 医療保育専門士は、日本医療保育学会が認定している
資格で、2007年に誕生しました。医療保育の目的は、
医療を要する子どもとその家族を対象として、子どもを
医療の主体として捉え、専門的な保育支援を通して、本
人と家族のQOLの向上を目指すことです。 
参考文献）日本医療保育学会ホームページ 

 
 当院には、2021年4月現在4名の保育士が在籍して
います。内3名は、医療保育専門士資格を取得しており、
1名は現在資格取得を目指しています。 
  
 医療保育専門士は、主に入院中の子どもと一緒に遊ん
で心理的な支援を行なったり、入院生活をサポートをし
たり、子どもの頑張りが引き出せるよう検査や手術の説
明を行ったりします。ただし、看護師のように医療行為
は行いません。ですが、入院中の子どもを対象としてい
るため、医療や看護に関する専門知識を学んでいます。 
 
 育児のご相談、病院生活でのご質問ご意見などござい
ましたら、いつでもお声掛けください。 
 
 保育士は、外来や病児保育室でも活動しているため、
6N病棟に不在の場合があります。ご入用でしたらお気
兼ねなく看護師へお尋ねください。 
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●子どもケアサポート 

◆対象の子ども 
・当院に入院された0歳～15歳未満のお子様 
・「子どもケアサポート同意書」にご希望があった方 
 ※希望しなかった場合でも、入院中にケアが必要と 
  なった場合は、変更も可能です。 
 
◆訪問できない場合 
・医師がケアを許可しない場合(ケアをご希望されてい  
 る場合でも医師の許可がない場合は介入致しかねま 
 すのでご了承ください) 
・コロナ感染症対策として、発熱しているお子様には、 
 介入しておりません。解熱して24時間経過してから 
 訪問します。 
・土日祝日は、保育士が不在となっております。 
 
◆訪問時間 
・9時～17時の間で病室へ訪問します。場合によって  
 はご希望の時間に添えない場合もありますので、ご  
 了承ください。 
・安静を保つため一日に30分程度の訪問が基本と 
 なりますが、付き添い者様のシャワーや買い物に行か  
 れる際には、30分以上の時間を要しますので調整致 
 します。 
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 プレイルームは、入院している子どもの気分転換、検
査や処置による不安の軽減、検査や処置のあとに気持ち
の切り替えをするための部屋です。 
 プレイルームを利用できるのは、0歳～15歳未満のお
子様とその付き添い者様です。完全予約制となっており
ます。詳しくはスタッフへお尋ねください。 

【保護者の方へ】 
・プレイルームは保護者責任のもとご利用ください 
・お子様のみでのご利用はできません 
・プレイルーム内は飲食禁止です 
・利用の前後に手指消毒お願いします 

●プレイルーム 
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【感染症対策】2022年6月現在 
・感染症ではない子どもが利用できる 
・利用後は、玩具・床・窓・壁の消毒、１時間以上の換 
 気を行う 
・紙類（本など）は利用して3日後から他児が利用でき 
 る 
※病院の規定に沿って消毒等行っています 



３ 病院からのお願い 

●迷惑行為・危険防止 

・お子様が廊下を走る行為は、ケガやほかの患者さ 
 まとの衝突などが考えられます。大変危険ですの 
 でご配慮いただけると助かります。 
・音の鳴るサンダルは、他の患者様のご迷惑になり 
 ますのでお控えください。 
・乳幼児用ベッド(柵が高いもの)は、必ず上まで上げ  
 て転落防止に努めましょう。目を離されるときは、 
 必ず上まで柵を上げてくださるようお願い致しま 
 す。 
・病院敷地内は禁煙ですのでご了承ください。 
・携帯電話や電子機器のご使用は、周りの方へのご 
 配慮をお願い致します。 
 

 みなさまが入院生活をよりよく送るため、以下の
ことにご協力ください。 

●感染予防対策 

・食事前後、また部屋の出入りをされる際は、手洗 
 いうがい、アルコール消毒の徹底をお願い致しま  
 す。病室の出入り口に設定されているアルコール 
 消毒をご使用いただいても構いません。 
・入院中は、マスクの着用をお願い致します。 
・新型コロナウイルス感染症予防対策として患者様 
 と付き添い者様の外出は原則禁止となっておりま 
 す。ご了承ください。 
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●防災・防犯 

・当院は、夜間も当直医と看護師、防災センターの警 
 備員が勤務しております。24時間体制で保安に努め   
 ておりますので安心しておやすみください。 
・非常の際は、医師・看護師の指示に従って避難しま 
 しょう。 
・入院中に盗難にあわれた場合、当院では責任を負い  
 かねます。現金・貴重品は、病室内に設置してある 
 鍵付きの引き出しをご利用ください。お手数ですが  
 鍵を必ず身に着け自己管理を徹底してくださいます 
 ようお願い致します。 
・院内での写真撮影（動画を含む）および録音、ＳNＳ  
 等への投稿はお控えください。 
・電気ポットや電気ケトルの持ち込みは、火傷や火災  
 発生に繋がる恐れがあるためご遠慮ください。 
・玩具類の持ち込みは制限しておりませんが、入院中 
 の紛失・破損などは、自己責任でお願い致します。 
 お持ちいただく際は、名前の明記をお願い致します。 
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