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丸信インターナショナル保育園
病児保育室 Smile Basket

です(*^_^*)

企業主導型保育事業、丸信インターナショナル保育園の併設施設として、 病児・病後児保育室
『Smile Basket(スマイルバスケット)』は平成 31 年 1 月に開設いたしました。
病児保育とはお子さんが風邪などでの発熱、水ぼうそうやおだふくかぜ、イン フルエンザなど
の感染症で登園できない時にお子さんをお預かりし、保護者の方が仕事を休まず安心して働きな
がら子育てできるようにサポートする「子育て支援」 事業です。
丸信インターナショナル保育園横の階段を上がった 2 階に病児保育室専用の入口があります。
現在の運営スタッフは看護師 1 名、保育士 1 名です。

〇ご利用の事前登録
・ご利用の前に事前登録が必要です。お電話でご予約の上お越しください。
（ご予約可能時間：平日 10 時～16 時の間でご相談ください）
・登録に必要なもの・・・健康保険証 乳幼児医療受給者証 母子手帳 印鑑
アレルギー医師の診断書 ※全てコピーを頂きます。
事前登録には登録書のご記入や利用説明で 30 分程度のお時間をいただきます。見学も随時行っ
ていますのでご連絡の上ご相談下さい。事前連絡なしの場合、保育園の状況次第ではお断りさせ
ていただく場合がありますのでご了承ください。
〇ご利用できる方
・ 満 1 才から就学前までのお子さんで前日または当日利用前までに病院を受診されている方
※丸信従業員のお子さんは小学 3 年生まで利用できる場合があります。問合わせ先：本社 渡辺まで

〇お預かりできる病気
・風邪、喘息発作、 嘱吐下痢症、手足口病、溶れん菌、ヘルパンギーナ、水ぼうそう、
おたふくかぜ、インフルエンザ、その他かかりつけ医が利用を可能と判断した場合
・麻疹のお預りはできません。MR の予防接種が未接種の方も場合によってはお断りする場合も
あります。
・いずれも必ず医師の連絡票（帳票 1-1）をご提出下さい
〇 指導医
医療法人 ひらつか内科循環器内科 院長 平塚了一先生
常駐ではありません。看護師スタッフが状況に応じお電話でご指示を仰ぎます。
〇 定員
・定員は 6 名です。
ただし当日の利用状況によっては定員に達していなくてもお預かりできないことがあります。

〇 ご予約方法
・病院を受診
かかりつけの病院を受診をして医師の連絡票を記入してもらってください。
（病院により手数料がかかることがあります）
当日受診の場合は先に仮予約の電話をしていただいてもかまいません。
ただし、医師の判断で病児・病後保育室の利用が可能とされた場合のみご利用いただけますの
で利用ができないと判断された場合は先に仮予約されていたとしてもキャンセルとさせていた
だきます。
・お電話で仮予約
病児保育室『Smile Basket』

0942-43-3771（保育園にて受付）

ご利用日の前日または当日の 7：30 からお電話で仮予約をしてください。
症状等を簡単にお聞きします。
医師の連絡票がある場合は記入内容をお聞きしますのでお手元に置いてご連絡下さい。
※このお電話の時点では利用確定ではありません
・予約確定のご連絡
当日 8:30 から順次ご利用の可否をご連絡させていただきます。
キャンセル待ちをされる場合はその際にお知らせください。
※保育園月極利用者、丸信従業員を優先させていただく場合があります。

・継続利用
翌日もご利用される場合はお帰りの際にお知らせください。
継続利用は最大 3 日間までとさせて頂きます。3 日以上ご利用の場合は再度病院に受診後、
改めてご予約をお願いいたします。
〇 ご利用、予約できる日時・時間
ご 利 用 時 間 月曜日～金曜日 9 時～17 時 （土・日・祝、お盆、年末年始はお休みです）
仮予約受付時間 前日 7：30～17：30 当日 7：30～
時間の延長は出来ません。時間は必ずお守り下さい。お守り頂けない場合は次回のご利用を
お断りする場合があります。
〇ご利用料金
利用した時間にかかわらず、食事代込みの一律料金になります。
※お弁当を持参された方も同料金です。

1 人につき 1 日 2,000 円
保育園月極利用者は 無料
※ただし、緊急の場合で診察が必要になった場合、診察代、タクシーなどの移動費等、
自己負担が必要な場合は実費費用をご請求させていただきます。
※給食の提供は 11:00～13:00 までとさせていただいております。
給食をご希望される方は当日の 9 時までに仮予約をお願いします。

〇 持ってきていだだくもの

・医師の連絡票 ・家庭連絡票 ・母子手帳
・あれば解熱剤 (飲み薬または座薬)

・お薬

・保険証

・薬の説明書（お薬手帳）

・子ども医療証

・着替え一式（2 組程度）・バスタオル（2 枚）・フェイスタオル（2 枚）
・当施設のアレルギー対応食以外の除去が必要な方は、お弁当と 2 食分のおやつ
アレルギー対応食…卵、牛乳、小麦、ゴマ、そば、ピーナッツ、を全除去
（保育園利用者は園と同対応可能）
＜乳児・幼児は以下も必要＞
・記名したオムツ（10 枚程度）・おしりふき
・ミルク（必要な方） ・哺乳瓶（必要な方）
○ お部屋の紹介
【プレイルーム】
・一日お部屋で過ごします。遊んだり、食事をするお部屋です。 おままごと、積み木、絵本等
おもちゃをたくさん用意しています。 保育士との季節の製作も行っています。体調に応じて布
団に横になったり、DVD を見て安静に過ごします。

【隐離室】
・隐離を必要とする病気のお子さんをお預かりするお部屋です。
隐離室は当施設の名称である「Smile Basket」の元になった
Strawberry、Peach、Lemon の 3 部屋があります。
感染症など、医師から隐離を必要とする指示があった場合は
こちらでお預かりします。
隐離室ごとにおもちゃ等は別けて使用し、消每・換気を
徹底し施設内感染対策をおこなっております。

〇病児保育『Smile Basket』Q＆A
病児保育室『Smile Basket』によくあるご質問に答えします。
Q1. 利用の予約は何日前からとれますか?
A : 前日の 7：30 から予約できます（受付時間 7：30～17：30）。
保育園月極利用者でもすでに定員に達している場合は利用をお断りさせていただきますので早めに保
育士までご相談ください。
Q2. 予約は何日間とれますか?
A : 最大 3 日間継続利用できます。3 日以上ご利用の場合は再度病院を受診後、改めてご予約をお願いい
たします。お部屋の利用状況によりお受けできない場合があります。
Q3.キャンセルの連絡はいつまでにすればいいですか？
A : ご利用したい方をできる限りお預かりするためにも、当日 8：30 まで、もしくは利用ができないこと
が判明次第すみやかにご連絡をお願いいたします。
Q4. 風邪で 3 日間予約しましたが、熱が下がったので 2 日目はキャンセルして保育園に行かせました。
まだ熱が上がるかもしれないので、念のため 3 日目は予約したままにしたいのですが、可能ですか？
A : 状態が良くなり一度、園や学校に行かれた場合はキャンセル扱いにさせて頂きます。他にご利用した
い方をできる限りお預かりできるようご協力をお願い致します。
Q5. 満室で利用できないことはありますか?
A : 満員でお断りする可能性はございます。
Q6. 病児保育を利用して病気がうつることはありますか?
A : 利用児同士の感染は十分注意しておりますが、絶対にうつらないということはありません。
同じ病気のお子さんは同じお部屋で過ごします。マスクができるお子さんはマスクを着用することを
お勧めいたします。インルエンザや水ぼうそう、おだふく風邪などは隐離室での保育になります。
他の病気でも医師の指示で隐離が必要と判断された場合は隐離室で過ごす事になります。換気をこま
めに行い、おもちゃを部屋ごとで分け、こまめに消每を行っています。
Q7. 給食はどのようなものですか?
A : 保育園と同じ献立表に沿った普通食になります。別途うどんなどの提供は行っておりません。
但し、当日の食材を煮込んだおじや、おかゆなどにすることはできますので、ご希望の際は
朝の受け入れ時にお伝えください。また、キザミ食、粗キザミ食も対応しております。
Q8. 離乳食対応はできますか?
A : 離乳食も可能な限り対応いたしますが、細かい個別食などは対応できませんので必要な方はご持参く
ださい。おやつは赤ちゃんせんべい、たまごボーロなどはご準備できます。
Q9. 子どもにアレルギーがありますが、給食の除去食はできますか？
A : 給食は卵、牛乳、小麦、ピーナッツ、ソバ、ゴマの全除去食のみ対応可能です。
上記以外のアレルギーがある方はお弁当、おやつをご持参下さい。食事持参の場合でも利用料金は変
わりません。アレルギー除去食は医師の指示書のご提出頂けない場合は対応いたしかねます。
（保育園月極利用の方は保育園利用時と同対応）
Q10. お迎えが遅くになりそうなのですが、預かりの延長はできますか?
A : 利用時間は、平日 9：00～17：00 となっており、延長のお預かりは対応しておりません。 時間が
守れない事が続く場合、次回からのご利用をお断りすることもございますのでご注意ください。

登録
お電話にて登録のご予約（0942-43-3771）を取り、当施設までお越し下さい。
登録には 15～30 分程度お時間頂戴します。
登録の際に必要なもの
印鑑・保険証及び子ども医療証・母子手帳
アレルギー除去食指示書（対象の方）
※登録は 4 月から翌年 3 月まで有効 毎年度、更新が必要です。
※登録は 4 月から翌年 3 月まで有効

毎年度、更新が必要です。
受診

ご利用前までにかかりつけの病院を受診し、医師の連絡票兼申込書を記入してもら
ってください。病院によって発行手数料がかかります。
※当施設指導医の『ひらつか内科循環器内科』を受診される場合は発行手数料は無料です
（受診料はかかります）。
ただし、0～2 歳のお薬の処方はではできませんのでご注意ください。

受診の前に仮予約のお電話をしていただいてもかまいません。その場合は受診後に
医師の連絡票の内容を当施設までご連絡ください

仮予約
下記の番号にお電話で仮予約をしてください。

丸信インターナショナル保育園

Smile Basket（0942-43-3771）

すでに受診済みで医師の連絡票を記入してもらっている方は内容をお聞きしますので
お手元に置いてご連絡ください。
受診前に仮予約されている場合は受診後に必ず医師の連絡票の内容を当施設までお知
らせください。
保育園事務所でも直接仮予約を受け付けております。
その際、病児保育登録番号をお持ちください。
ご利用当日 8 時半から順次ご利用が可能かをご連絡いたします。

キャンセルの場合は、8 時 30 分までにご連絡ください。
キャンセル連絡は決まり次第すみやかにご連絡をお願いします。
連絡のないキャンセルが重なる場合、次回からのご利用を
お断りする場合がございます。
利用当日
家庭連絡票をご記入し、持ってくるものを確認してください。
お預かりの際に看護師から当日の様子などを聞き取り致しますので時間に余裕を持
ってお越しください。

保育
お子さんの月齢・病状に応じて遊びを取り入れながら病気の回復に配慮して過ごします。
昼食後 12:00～15:00 まではお昼寝の時間となります。お昼寝の習慣のないお子さんも体
を休める意味でお布団に横になって過ごしていただきます。
お薬がある場合は保護者の指示にて与薬いたします。
原則として受診が必要なほどの急変がある場合はお迎えをお願いいたします。緊急を要する場
合で当施設から受診した場合は、タクシー代のご請求をさせていただきます。また、診察代・
お薬代など支払いがあった場合は、当施設で一時立て替えますので、お迎えの時に利用料と合
わせてお支払いください。医師は常駐しておりませんので、ご了承ください。
連続してのご利用は 3 日までです。それ以降は、再度ご予約と医師の連絡票兼申込書のご提出
が必要です。
保育中のお子さまの様子をお聞きになる場合や、お迎え時間の変更等がある場合はお電話でご
連絡下さい。（0942-43-3771）

お迎え

お迎えは 17 時までにお願いします。2 階まで直接お越し下さい。
担当保育士より本日の保育日誌のお渡し、１日の様子、残薬などの説明があります。
(所要時間 5～10 分)
お支払い、お預かり荷物の返却、明日以降の予約の確認を済ませ、終了となります。
お預かりしたお荷物をご返却する際、返却チェックリストで一緒にご確認いただき、
確認の上同意のサインをいただきます。

【病後児保育室 Smile Basket 指導医のご紹介】
医療法人
〒839-0862

ひらつか内科循環器内科
久留米市野中町 914 番地

医院長

オランダビル 2 階

平塚了一先生
TEL

0942-36-3366

※ひらつか内科循環器科内科を受診された場合は、当病児保育利用の為の書類発行手数料は無料です。
但し、受診に関わるその他費用は保護者負担。かかりつけ医など他の病院を受診される場合の発行手
数料は保護者負担になります。費用は受診される病院にご確認ください。

※ひらつか内科循環器科内科を受診では 0～2 歳児までの内服薬の処方ができませんので
かかりつけの病院を受診してください。

☆重要なお願い・お知らせ☆
・病児保育利用申請などの手続き上、児童育成協会にお子さんのお名前などを報告させ
ていただく事があります。
ご利用に関して頂きました個人情報は、個人情報保護の観点から適正に管理させてい
ただきます。
・予約時の病状からお預かり時の病状に変化があった場合、状況によってはお預かりが
出来ない事があります。
・病院併設型の病児保育とは違い、医師は常駐しておりません。保育中に病状が悪化
して、保育の継続が困難になった時は予定時間より前でもお迎えをお願いします。
・ご利用者同士の感染がないよう努力いたしますが、施設の構造上避けられない面もあ
ることをご理解ください。
・当日の利用状況により、隐離室利用となっている場合でも同じ感染症のお子さんと同
室の保育になることがあります。
・麻疹ワクチン（麻疹風疹混合ワクチン）の接種が済んでいない方は、他の方の感染リ
スクを考慮して、お預かりをお断りする事もあります。
・緊急の場合、かかりつけ医を受診させていただく場合があります。その場合のタクシ
ー代は実費でご請求させていただきます。医療費の支払いも、一旦立て替えた後で利
用料金と合わせて精算させていただきます。
・事故のないよう全力で安全につとめておりますが、万が一のことを考慮し保険に加入
しております。
・大規模災害などの場合

筑水高校を緊急避難場所に指定しております。

・苦情対応窓口、解決責任者は 宮原奈津子とさせていただいております。なにかあり
ましたら、何なりとご相談ください。
丸信インターナショナル保育園
病児保育室 Smile Basket
TEL：0942-43-3771

FAX：0942-43-3772

Mail：marushin-hoiku@5star-english.jp

