
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

8:00～ 入室（ご都合に合うお時間でかまいません） 

9:30 水分補給（病状にあわせて対応します） 

10:00 室内遊び・または安静 

11:00~ 昼食・投薬（お子様にあわせて対応します） 

12:30 睡眠（14:30 頃まで） 

13:00~ 回診（施設により異なります） 

15:00~ おやつ・水分補給・室内遊び・または安静 

~18:00 

精算・退室 

保護者の方に病状をお伝えし、利用料を精算

します 

延長保育はありません。お子様の負担を考え、早めのお
迎えをお願いいたします。 

＜一日の流れ＞ 

スケジュールの目安です。それぞれのお子様の状態に合

わせて保育看護を行います。 
①＜予約＞ 

お電話にて各施設に予約を入れてください。 

＊当日の予約：7:30~ 

＊翌日以降の予約：8:00~17:45 

＊予約可能な日数：先 2 日まで ※登園基準のある疾患にお

いては約 1 週間の予約が可能な場合もあります。  

＊キャンセルについて：キャンセル待ちの方がたくさんいま

すのでキャンセルの連絡は早めにお願いいたします。18:00

から翌朝 7:30 までは留守電への録音可。 

たくさんの方に利用いただくため、時間厳守のご協力をお願

い致します。無断キャンセルが続いた場合、それ以降の利用を

お断りすることがあります。 

＊キャンセル待ちの方：入室可になった場合、順番にご連絡し

ます。連絡がつかなかった場合は、次の方に順番が回ります。 

＊保育所に通所可能になった場合、翌日以降の予約もキャン

セルになります。 

＊予約を取らずに直接おいでいただいても、ご利用いただけ

ません。 

＊定員となり次第受付を終了させていただきますので、あら

かじめ予約をお取りいただいた後にかかりつけ医を受診する

ことをお勧めします。      ↓ 

 

②＜かかりつけ医に受診＞ 

エンゼルを利用するには、「主治医指示書」（有料）が必要です。

かかりつけ医を受診し、「主治医指示書」を書いてもらってく

ださい。かかりつけ医に指示書がない場合、こちらから医療機

関へ FAX します。 

＊休日急患診療所、夜間救急で指示書は発行していません、翌

日かかりつけ医に受診してください。 

＊病状に変化のある時は、再受診をお願いいたします。 

             ↓  

③＜利用日当日＞エンゼルにおいでください 

かかりつけ医から受け取った「主治医指示書」と「個人記録票」

（各エンゼルにあります）をもとに聞き取りを行い、お薬、荷

物などを確認しお子様をお預かりします。 

＊入室が 12:00 を過ぎる場合は、給食提供ができかねますの

でお食事を済ませてから入室して下さい。 

＊お迎えが違う方の場合は、必ずその旨お話ください。 

＊病状によっては聞き取りに時間がかかることがあります。

お子様の安全のため、ご協力をお願いいたします。 

病初期からのお子様を集団保育が困難な期間一時預かりを行

うことにより保護者の子育てと就労の両立を支援するもので

す。病児保育施設では、保育士・看護師が保育看護にあた

り、小児科専門医が病状を拝見いたします。 

＜登録＞ 

＊利用には施設ごとに事前登録が必要です。 

利用したい施設に「登録票」を提出してください。 

通所している保育所にもあります。各エンゼル、川崎市の

ホームページからもダウンロードできます。 

＊必要事項をすべて記入の上、ご持参または郵送してく

ださい。 

（FAX 不可）  

事前登録受付時間：平日 9:30～11:30、15:00～17:00 

＊郵送の到達のお知らせはしておりません。到達を確認

されたい方はお電話でお問合せください。 

＊郵送でもお受けしますが、お子様の状態（アレルギーな

ど）により事前に面接が必要な場合もあります。 

＊食物アレルギーのあるお子様は除去食申請書のコピー

を提出していただくことがあります。 

２ 

＜対象児＞ 

川崎市内に在住し、保育所等に通っている児童。（生後 5 か

月から小学校就学前）病初期から回復期にあり当面病状の急

変は認められないが集団保育が困難な状態であること。 

※ただし、以下のお子様はお預かりできません。 

（1）麻しんのお子様 

（2）流行性角結膜炎のお子様 

（3）疥癬のお子様 

（4）医師の診察により点滴や酸素投与等を必要とするなど重

篤な症状のお子様 

 

なお 1 歳過ぎて MR（麻しん・風しん混合ワクチン）未接種

のお子様はお預かりできないことがあります。 

 

＜保育時間＞ 

月曜日～金曜日 8:00～18:00 

＊延長保育はありません。 

 

＜休日＞ 

土曜、日曜、祝日、年末年始、8 月中旬（施設により異な

る） 

 

＜利用定員＞ 

12 名 

 

＜利用料金＞お迎え時に精算いただきます 

日額 2,900 円 

※市民税非課税世帯は 1,000 円＊ご利用の都度「非課税証明

書（原本）」の提示をお願いいたします。 

※被保護世帯は 400 円 ＊ご利用の都度「被保護証明書（原

本）」の提示をお願いいたします。 
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＜持ち物＞ 

＊すべての持ち物にお名前を明記してください。 

①主治医指示書 

②母子手帳 

③お薬手帳 

④着替え一式 2 組 

⑤パンツ 2 枚または紙おむつ 5 枚（足りなかった場合は 1

枚 50 円でお分けしています） 

＊④⑤について、嘔吐・下痢等心配な場合は多めにお持ちく

ださい 

⑥レジ袋 2 枚（汚れ物を入れます） 

⑦バスタオル 2 枚 

⑧食事用エプロン 2 枚（０~2 歳児） 

⑨薬  

 ＊薬については以下＜薬について＞を良くお読みください 

⑩利用料金（お迎え時にお支払いただきます。お釣りのない

ようにご用意ください） 

 

 

＜薬について＞ 

＊指示書に記載された薬は袋ごとすべてお持ちください。 

  ♪1 日 3 回の薬をお持ちください。 

  ♪座薬は 2 個お持ちください。 

＊処方された薬以外で、日頃から常用している薬や皮膚に関

する外用薬、解熱剤などは主治医に相談の上、必要に応じて

指示書に記載してもらいお持ちください。 

＊薬がなくなる前には必ず受診してください。 

＊薬の服用の変更等がある場合は用紙をお渡ししますので主

治医に「再受診指示書」を記入してもらってください。 

＜朝の受け入れ＞ 

＊利用当日の入室時、「個人記録票」（各エンゼルにありま

す）に沿って以下のことをお聞きします。お子様の状態のわ

かる方がおいでください。 

①病気の経過 

②薬 

③食事 

④排便 

⑤睡眠 

⑥その他 

＊時間に余裕を持って入室してください。特にお預かり初日

は、看護師等の問診や利用手続きに時間がかかることがあり

ます。安心して利用していただくために、ご協力をお願いい

たします。 

＊お迎えの時間と、どなたがお迎えに来るかなど確実にお伝

えください。 

＊お迎え時に必要なパスワードをお伝えします。 

＊緊急連絡先などが登録時と変わった場合は、必ずお知らせ

ください。 

 

＜お迎えについて＞ 

＊閉園時間は 18:00 です。延長保育はありません。 

＊エンゼルでの一日の様子や病状についてお話しますので、

17:30 頃までにはお越しください。 

＊利用料、その他の精算をします。 

 

 

＜その他大切なこと＞ 

＊主治医指示書があっても、当日入室時に明らかにお子様の

状態が悪い場合などお預かりできない時があります。あらか

じめご了承ください。 

＊症状・薬・食事の変更、追加があったときは用紙をお渡し

しますので主治医に「再受診指示書」を記入してもらってく

ださい。 

＊利用者間の感染には細心の注意を払いますが、感染の可能

性が全くないというわけではありません。 

＊保育中に病状が悪化し、保育の継続が困難になったとき

は、予定時間前でもお迎えをお願いいたします。 

＊緊急時には事後承諾で治療を開始することがあります。

（別途費用が掛かります） 
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利用のしおり 
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川崎市病児保育施設 
エンゼル川崎 
エンゼル中原 
エンゼル宮前 
エンゼル麻生 

http://angel-kawai.net/ 
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川崎市病児保育施設エンゼル中原 
JR 南武線武蔵新城駅 徒歩 2 分 

〒211-0044 
川崎市中原区新城 3 丁目 5-1 

新城中島ビル 3 階 
電話：044-872-9137 

嘱託医：中島医院 院長 中島夏樹 

川崎市病児保育施設エンゼル宮前 
田園都市線宮前平駅 徒歩 10 分 

〒216-0005 
川崎市宮前区土橋 7-25-15 

電話：044-789-9117 
嘱託医：すずか小児科･皮ふ科クリニック院長 鈴鹿隆久 

 

川崎市病児保育施設エンゼル川崎 
JR 川崎駅東口からバス 5 分 

「中島 2 丁目」下車徒歩 3 分 
〒210-0804 

川崎市川崎区藤崎 1 丁目１-3 
電話：044-201-6937 

嘱託医：野田眼科内科小児科  副院長  野田美恵子 

180620 

川崎市病児保育施設エンゼル麻生 
小田急多摩線 栗平駅 徒歩 8 分 

〒215-0032 
川崎市麻生区栗木台 1 丁目 2-5 

電話：044-455-5473 
嘱託医：栗木台かわぐちクリニック  院長  川口文夫 


