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株式会社

東海メガネ・コンタクト

個人会員さまへのご案内

ビジネスモデル特許出願中

地域社会の中で、医療を軸として子育て社会を支える
「株式会社 東海メガネ・コンタクト 東海キッズケア事業部」
代表取締役

岡田

容子

私共「株式会社 東海メガネ・コンタクト グループ」は新規建設予定の「港南台
医療モール」に会員制の病児保育施設「東海キッズケア」を立ち上げることとなりま
した。この冊子をご一読いただき東海キッズケアについて少しでもご理解いただき
ご賛同いただければ幸いです。

近年、夫婦共働き世帯は当たり前の社会となっていますが、社会制度や企業はその変化に追いつけていな
い状況が続いています。特に子どもが病気になった際、一般的に 37.5 度以上の熱を出した子どもは保育園に
預けることができないため、保護者は突然の欠勤や遅刻、早退をせざるを得ません。病気の子どものための
病児保育室も運営されていますが、現在横浜市内にある施設のほとんどが定員 6〜8 名ほどの小規模なもので、
営業時間も短く充分に機能しているとはいえません。その上、事前にかかりつけ医の診断が必要であったり、
インフルエンザなどの隔離が必要な利用者が多い日は受け入れ人数が制限されたりと、利用する上で多くの
不便を感じます。
こうした状況は小さな子どもを抱える保護者にとって大きな精神的負担となります。
「東海キッズケア」はモール内に新規開業する小児科とも連携し、県下最大規模を誇る保育施設として、
この問題を少しでも軽減したいと考えております。
例えば、同フロアーに隣接される小児科の医師が診察・投薬治療を行うことで、
保護者が預ける前に他の医療機関を受診する手間と、治療に至るまでの無駄な時間を省くことができます。
お迎えとともに処方された薬を受け取ることができるため、帰宅もスムーズです。
また、「東海キッズケア」は会員制です。会員は専用 Web サイトのマイページから、子どもの様子を
いつでも閲覧することができます。

結婚し、家族が増えても仕事が同じように続けられる環境は、個人にとってもまた企業にとっても財産です。
その先に見えるのは、企業の発展と個人の幸せだと、私は確信しています。今までにない試みの病児保育室で
すが、私はあえて誰もやったことのないフィールドに飛び込みたいと思っています。

「株式会社

東海メガネ・コンタクト」グループ
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土日 祝日も

小児科医が
朝 7 時から診察

麻しん以外、
受入れ可

満 1 歳から小学 6 年生まで

事前の小児科受診不要

感染症のお子様でも
受け入れ可能（麻しん以外）
看護師が投薬

車を置いたまま
出勤できます
駐車料金 無料

FREE

スマホで
お子様の状態を
いつでもチェック

FREE

無料循環バス
港南台駅から

麦茶 無料サービス

保育園へ
タクシーお迎え
サービス

レトルト食品、おやつ、

着替え・タオル
・シーツ貸出

ジュースなど販売も

荷物が少ない
家庭内感染の心配なし

保育記録をスマホで配信

料金はすべて税込。お支払いはクレジットカードのみ

午前7時〜午後6時

当日の
ご利用料金

500円 /３０分（3時間以上〜）

最大6,800円（レンタルセット800円込）
午後６時〜午後9時

600円/３０分

レンタルセット
（パジャマ、シーツ、タオル）

30分ごとの精算となります。
持ち物はお弁当のみ（麦茶はサービスでお出しします）

おやつ・レトルト食品・オムツ代は別途かかります。

会員制保育室なので安心です。
定員になり次第締めきらせて頂きますので、
お早めにお申し込み下さい。

病児保育室

東海キッズケア

利用の安心ポイント

充実した医療体制、緊密な連携
・医療モール（地上 5 階建て）の中に、当保育室、小児科の他、3 つの内科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、
血液検査室、調剤薬局が入り、緊密な連携を取ります。
又、徒歩約 7 分のところに弊社グループ岡田眼科があります。
・CT スキャンがある他、血液検査の結果が即日分かるため、正確に診断ができます。
・万が一症状の急変により重篤だと判断した場合は、保護者の方に連絡を取り、近隣の大病院小児科を
紹介致します。

便利なアクセス
・最寄りの JR 港南台駅付近、岡田眼科 東海メガネ・コンタクト、医療モール前を結ぶ無料循環バスが
約 15 分間隔で運行されます。
・3 つの駐車場（医療モール 1 階第１駐車場 43 台、近隣に2 箇 所 の 駐車場）があり、
合計 103台の収容が可能です。

広く清潔な保育設備
・最大定員 300名という、日本最大規模の施設です。
・4 階に 5 部屋、2 階に12部屋、合計17の部屋があります。４階は54㎡、53㎡、52㎡、51㎡、14㎡、
2階は41㎡、38㎡、34㎡、26㎡、34㎡、25㎡、32㎡、26㎡、18㎡、25㎡、47㎡、52㎡の広さ
があります。
・各フロアにシャワールームがあります。
・部屋の間仕切りにはガラス張りの部分があり、各部屋の状態が目視出来るようになっています。
・年末年始（12 月 31 日〜1 月3 日）以外毎日開室しています。（午前7 時〜午後 9 時のお預かりが可能です。）

万全の保育体制
・隣接の小児科における診察が保育時間内に含まれているため、事前のかかりつけ医受診が不要です。
・看護師が常勤しており、麻疹以外の感染症のお子様でも受け入れ可能です。
・お子様が普段通われている保育園・幼稚園で日中に発熱（37.5 度以上）、体調を崩された場合に、
保護者が職場を早退しなくてもよいように、タクシー会社のドライバーが直接お迎えに上がる
サービスがあります。（タクシー代 +1,000 円が別途かかります）。
ご利用の場合は、保護者の方にタクシー会社（日本サントスキャブ：045-833-2711）と
保育園・幼稚園へ連絡していただきます。
・キッズケアに滞在中はレンタルセット（シーツ、パジャマ、タオル）をご使用いただきます。
レンタルセットは、業務用の汚物除去機により次亜塩素酸Naで消毒し、更に業務用の高温乾燥機で95℃の高温
殺菌乾燥させます。ご家庭での汚物の処理が不要で、菌を持ち帰らずに家族に感染する心配もなく安心です。

安全な保育管理システム
・会員登録、予約、お預かり（受付）、診断・保育内容の管理、お迎え（精算）、利用履歴確認に
至るまで、会員 ID による一元管理を行っています。
・当室ホームページ（URL 後述）にリンクされる会員専用マイページにて会員登録情報の更新や
予約ができるため、指定用紙の記入が要りません。また、当日の保育状況の情報確認も
マイページより行うことができます。
・予約やキャンセルの内容を、登録されているメールアドレスに送信します。
・お預かり（受付）時に、お子様の顔写真を撮り、個人情報を入れたバーコード付きのリストバンド
（抗菌仕様）を発行、 お子様の手首または足首に装着することで、万一の取り違えを防止します。
・会員専用 web サイトには SSL(HTTPS) を適用しています。

株式会社 東海メガネ・コンタクト 東海キッズケア事業部（以下「キッズケア」といいます。）は、病児（病後児を含む）
の保育に関する事業を行うことにより、地域の子育て環境の向上、地域社会の活性化を図ることを目的とする企業法人です。
本規約は、キッズケアが提供する病児保育等のサービスの利用を申請し、キッズケアが当該申請を承諾したすべての利用
会員に適用されます。キッズケアは医師・看護師・保育士が連携して病気の児童の保育・看護にあたることによって児童が
病気の症状に合わせた適切な看護を受けられ安全に過ごすことができ、且つ児童の成長と発達に合わせた生活や遊びが
保証されるよう配慮します。
◯会員

キッズケアの会員資格を有する者

◯対象児

会員のお子様

◯マイページ

キッズケアの会員専用 web サイト内に設けられる会員専用ページ（ 対象児ごと ）

■営業日時
□営業日は年末年始（ 12 月 31 日〜1 月 3 日 ）以外、原則無休です。
ただし諸事情により休業する場合があり、その際はキッズケアの専用 web サイトにてお知らせします。
□営業時間は、原則として午前７時から午後 9 時までとします（午前 7 時前は入室できませんので、ご了承ください）。
□住所

神奈川県横浜市港南区港南台 5-23-30
港南台医療モール 2F 受付
TEL：045-830-5220

お問合せ 9：00〜17：00

FAX：045-830-5155
□営業時間

午前 7 時〜午後 9 時（年中無休／年末年始休み）

■利用サービスの種類・定員
□病児保育
普段他の施設（ 保育園、幼稚園、小学校 ）に通っているが、病状がある（病児）または病状回復期にある（病後児）ため
集団生活が困難な満 1 歳から満 12 歳 ( 小学生 ) までの児童を一時的に預かり保育を行います。
ただし、麻疹に罹患している病児はお預かりできません。
□1日最大300名の受け入れを予定しております。
（隔離病児の人数含む）
但し体温、年齢、病状等によって部屋が異なるため予約内容によっては利用できない場合があります。

対象年齢

病児・病後児保育

1 歳から 12 歳
( 小学生迄 )

①予約方法

インターネット

②予約受付

前日 PM6~ 当日 AM7

③保育時間

AM7~PM9

■利用料金 （※料金は全て税込）

会員

入会金がかかります。 入会金：3,000 円（会員の 1 歳〜12 歳までのお子様 1 名につき）

午前 7 時 ~ 午後 6 時

最大 6,800 円（レンタルセット代含む）

500円 / 30分 （30 分ごとの精算） 3 時間以上〜
午後 6 時 ~ 午後 9 時

600 円 / 30分

午後 9 時に完全閉室いたします。閉室時間を過ぎた場合は、午後9時以降 500円/1分（ 1 分ごとの精算）

非会員

当日午前7時から 定員に空きがある場合のみお預かり致します。入会金はかかりません。

午前 7 時 ~ 午後 6 時

最大 10,100 円 （レンタルセット代含む）

1,000 円 / 30分 （30分ごとの精算） 3 時間以上〜
午後 6 時 ~ 午後 9 時

1,000 円 / 30分

午後 9 時に完全閉室いたします。閉室時間を過ぎた場合は、午後9時以降 500円/1分（ 1 分ごとの精算）

その他料金

レンタルセット（パジャマ、シーツ、タオル） 会員

800円／1日。

レンタルセット（パジャマ、シーツ、タオル）非会員

1,100円／1日。

普段利用の保育園へのお迎えサービスは、タクシー代+1,000円です。
タクシー会社（日本サントスキャブの職員）がお迎えにまいります。

※ただし、タクシー会社、保育園への連絡は保護者がとるものとします。
（タクシー会社 日本サントスキャブ：045-833-2711)
・その他オプション料金 ( p11参照)
・小児科を含む他院受診費お薬代 ( 乳幼児医療証の適用があれば負担なし）

※原則としてクレジットカードでのお会計となります。

タクシーお迎えサービスについて
病児の場合、普段ご利用の施設（保育園 、幼稚園等）へ 、タクシー会社のドライバーがお迎えに
上がり、キッズケアまでお連れするサービス（以下お迎えサービス）がご利用いただけます。
・タクシー会社：日本サントスキャブ（045-833-2711)
・ご 利 用 料 金 ：タクシー代 + 1,000 円（事務手数料として）
（タクシー代はご利用の施設→キッズケア間の運賃とし、お迎え時に精算します。）

〈ご利用の流れ図〉

③

保護者

日本サントスキャブ
TAXI

（045-833-2711)
①

②

④
ご利用の
施設

（045-830-5220)
1 ：ご利用の施設からお子様の体調不良によるお迎えの依頼。
キッズケア、及びお迎えサービスのご利用をお伝えの上、
お子様の体温、下痢の有無、その他の症状、施設で流行中の病気をご確認下さい。

2 ：キッズケアの空室確認・予約（お迎えサービスご利用をお伝え下さい。）
3 ：日本サントスキャブ（以下サントス）へ配車を依頼。
キッズケアのお迎えサービスとお伝え下さい。
この時担当ドライバー名と車両ナンバーが指定されます。

4 ：③で指定された担当ドライバー名と車両ナンバーをご利用の施設へご連絡下さい。
確認のためサントスからもご利用の施設へ同様の連絡を致します。

手続き完了後、サントスよりチャイルドシートを装着したタクシーがご利用の施設に
お迎えに向かいます。ドライバーは社員証を持参するので、電話で伝えられたドライバー
本人か施設にて確認をお願い致します。その後お子様をキッズケアまでお連れし、
入室の手続き等はキッズケアの職員が行います。

当日のスムーズなお迎えのために、事前にご利用の施設に
上記ご説明の上、了承を得て頂くようお願い致します。
※お迎え時に保険証・医療証をご持参ください。

■会員資格

利用会員としての資格は、次の条件を全て満たした者に与えられます。

□キッズケアに入会申し込みをし、それを承諾された者
□健康保険に加入していること
□キッズケアの入会健康チェックにより、病児保育の提供が困難でないと診断された児童

■会員資格の一時停止・除名
会員が以下のいずれかの事由に該当するとキッズケアが判断した場合、キッズケアは会員資格の一時停止または除名を
することができます。この場合において、会員は、会員資格の一時停止または除名の時点における未納金があるときには、
これを即時に完納し、会員資格の一時停止または除名の日の属する月の月会費及び利用料を即時に支払うものとします。
□本規約に違反した場合
□キッズケアおよび他の会員の名誉または信用を毀損し、秩序を乱した場合
□利用料金の支払いを遅滞し、支払いの催告に応じない場合
□公共交通機関の遅延や、災害などの特別の理由なしに閉園時間を過ぎても送迎や連絡がなく、またそれが度重なる場合
□法令に違反する行為をした場合
□ネグレクトまたは虐待（通報あり）が行われた場合
□キッズケアに対して虚偽の報告を行った場合
□ネットワークビジネス、宗教勧誘または政治動員を他の会員に対して行った場合
□反社会的勢力の関係者であることが判明、またはその疑いがあるとキッズケアが判断した場合
□その他キッズケアが会員として適切ではないと判断した場合

■会員の義務

会員はキッズケアに対し、以下に掲げる義務を負います。

□仮登録後、お渡しする会員 ID とパスワードで会員専用 web サイト内にあるマイページ
にログインし、すみやかに登録情報を更新、初期パスワードを変更すること
□登録情報に変更があった場合は、同様すみやかに更新を行うこと
□保育を予約する際には、対象児の病状・病歴、アレルギーの有無、利用希望日等、その他対象児を保育するために
必要な事項を入力すること
□保育利用中は届け出ている連絡先で必ず連絡をとれるようにすること
□会員キッズケアの利用料金について、利用規約の記載内容に従いその料金を遅滞なく支払うこととし、また原則として
クレジットカードで精算を行うこと

■利用登録

ご利用には、事前の会員登録が必要です。

□キッズケアご利用希望の方は、入会申込書の提出と入会金のお支払いをお願いします。（P12参照）
□上記の手続きがお済みで、当施設が認めた方から会員情報を登録します（仮登録）。
その後、会員には会員カードを発行し、会員 ID と初期パスワードをお送りいたします。
会員は会員専用 web サイトにてすみやかに会員登録情報の更新、初期パスワードの変更を行ってください（本登録）。
その後、予約が可能となります。
□会員 ID は対象児 1 名につき１つとなります。兄弟姉妹でご利用の場合、それぞれ会員登録が必要となります。
□予約、受付、保育管理、精算など全ての情報を会員 ID で管理します。

■利用予約

会員登録をしていても、利用予約がないとお預かりができません。

□かかりつけ医の受診及び診断書は、基本不要です。
※毎週土日・祝日のお昼12時以降に病児保育をご希望の方は、誠に恐れ入りますが、他院を受診後、
診療情報提供書（紹介状）をご持参ください。
□利用予約は、マイページのメニュー｢予約｣より行います。
① 画面の案内に従って、必要事項を入力し利用予約を行います。
② 利用予約後、予約が確定すると会員の満年齢、予約時の体温、病状があるか否か、病状内容により、部屋番号、
その日１日使用するロッカー番号が決まります。
③ 当日は予約時に割り当てられた部屋で過ごします。（小児科医の診断によっては他の部屋へ移動となる場合もあります）
□会員のマイページからの予約可能時間は、以下の通りです。
・前日の午後6時から当日の午前 7時まで
・上記時刻を過ぎた後にお預け希望の場合はお電話下さい。※空きがあればお預かり可能
□病児保育中、医師の診察で翌日以降も病児保育利用が必要だと診断された場合には、保護者に同意を得た後
キッズケアにて翌日以降の利用予約処理を行います。

■セキュリティー
□会員 ( 保護者 ) 以外が送迎する場合は web 予約の際、送迎者「その他」を選択し、来室時に身分を証明できるものを持参し
て下さい。証明できない場合は、対象児の引き渡しは原則できません。

■予約キャンセルについて
□当日利用の必要がなくなった、諸事情により利用が困難になった場合、必ず該当する利用予約のキャンセルの手続きをお願いします。
□キャンセルは会員専用 web サイトから行います。
マイページのメニュー「予約キャンセル」より画面の案内に従ってキャンセル処理をお願いします。
□当日のキャンセルは午前 7 時 30 分までは無料です。この時間を過ぎた場合、または利用のキャンセルをせず来室しなかった
場合はキャンセル料 1,000 円をいただきます。

■お預かり（受付）
□保育当日は「当日の持ち物リスト」（後述）記載のものを必ずご持参ください。
□予約時に確定された番号（A〜）の部屋があるフロアの受付にお越しください。
□会員カードの裏面に印刷されているバーコードを受付出入口付近の専用の機械にかざし、入室処理を行って頂きます。
この時間が保育開始時間となります。
□受付にて予約内容の確認、お子様の顔写真の撮影、リストバンドの発行、装着を行います。
□必ず、健康手帳、乳幼児医療証または各種医療証（コピーをとります）、お薬手帳・母子手帳をお預かりします。
□診察をした後、各部屋に移動します。担当保育士がお預かりします。
※診察付き添いは保育スタッフが代行する事も可能です。その際は症状を詳しく問診票に記入していただいてからお預かり致します。

□予約時に確定された番号（1〜）のロッカーに、ご持参頂いた物をお入れください。
□会員カードをお忘れの場合は、身分を証明できるもののご提示が必要となり、本人確認や受付に時間がかかります。
再発行の場合は 1 枚 1,000 円です。
□キッズケアに滞在中はレンタルセット（シーツ、パジャマ、タオル）をご使用いただきます。
レンタルセットは、業務用の汚物除去機により次亜塩素酸Naで消毒し、更に業務用の高温乾燥機で95℃の高温殺菌
乾燥させます。ご家庭での汚物の処理もいらず、菌を持ち帰らずにすみ家族に感染する心配がなく安心です。

■保育
□保育中の状況について、適宜システムにて内容を更新していきます。内容は会員専用webサイトのマイページ
で確認することができます。必要に応じて直接お電話させていただく場合がございます。
□以下の場合、保育の利用ができない、もしくは中止する場合があります。
・自然災害や停電、断水、交通機関の大幅な乱れなどにより、サービス提供の継続が困難になった場合、もしくは
キッズケアにて保育の安全が保てないと判断した場合
・「会員の義務」に定める事項についてキッズケアに対し正確に伝達しなかった場合
・その他会員が本規約に違反した場合
・診察により麻疹の罹患が判明または疑われる場合（「診察・治療・処方」参照）
・保育中に病児の病状が著しく悪化し、医師が大病院への転院が必要と判断した場合（同上）

■診察・治療・処方
□午前中はAM 7：00から医療モール内の小児科医が診察を行い、症状により登園許可証を発行します。
□麻疹の感染が確定または疑われる場合、保育を中止し、保護者にお迎えのご連絡をいたします。
□麻疹以外の感染症が疑われる場合は隔離室での保育になりますが、病状の程度により、保育を中止し、保護者にお迎え
のご連絡を行う場合がございます。
□必要に応じて、薬の処方を行います。
□必要に応じて看護師が、投薬、医療行為（ 鼻汁吸引・薬液吸入・座薬挿入など）を行います。その際は保護者へのご報告は
事後となる点、ご承諾いただきます。
□病状が重篤で入院を要する場合は、保育を中止し保護者にご連絡後、近隣の大病院小児科を紹介、保護者と一緒に入院の手続きを
行います。その際必要な検査（ 採血など ）や処置（ 点滴など）を行うことがあります。
□診察料（ 小児科、連携他院 ）、薬代については、保護者の健康保険証・医療証に準じ、保育利用料、その他料金と合わせて
必ず当日のお迎え時にご精算頂くこととします。

■隔離が必要となる主な疾病
・風疹

・水痘

・おたふくかぜ

・流行性角結膜炎 ・インフルエンザ

・とびひ（部位、程度による） ・溶蓮菌感染症

・ヘルパンギーナ

・RS ウィルス

・嘔吐下痢症（ロタ・ノロ・不明の場合も含む）・アデノウィルス感染症

□他の利用者からの感染がないよう最善の努力をいたしますが、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。
□感染の疑いが強い場合も含めて、隔離扱いとさせていただきます。
□隔離の不要な病気でご利用予約をいただいても、当日の問診時に隔離が必要と判断される事があります。
この時、隔離室に空きがない場合はご利用をお断りすることもありますのでご了承下さい。
□当施設は麻疹に罹患した病児の利用はできません。

■ワクチン接種に関するお願い
□当保育室のご利用をお考えの皆様には、予防接種を積極的に進めていただくようお願いします。
□特別な理由がなく 1 回目の麻疹（麻疹風疹混合）ワクチンを接種されていない方は
他の利用者からの感染のリスクを避ける為、キッズケアのご利用はできません。

■お迎え（精算）
□保育室は午後 9 時に完全閉室するため、最終お迎えは午後 8 時 50 分迄にお願いします。
□お迎えの際は、入室処理を行った機械のところで会員カードをかざし、退室処理を行ってください。
その後、受付でご精算となります。
□ご精算は、全て当日に行います。連続で予約をしている場合でも 1 日ごとのご精算となります。
□ご精算方法は、原則としてクレジットカード支払いです。
□ご精算内容は、当日の利用料金、小児科を含む他院診察料（当室立替分）、薬代（当室立替分）、
その他オプション料金、午後 9 時を過ぎた場合の超過料金（500 円 /1 分）です。
□精算後、各部屋でお子様をお迎え頂きます。

■ 個人情報の保護
個人情報の取り扱いについてキッズケアは会員の個人情報に関し、キッズケア専用 web サイトに掲載する
「個人情報保護方針」に基づき、適切に利用および管理を行います。

■児童相談所等に対する通報
児童虐待の防止等に関する法律第６条に基づき、キッズケアは児童虐待の可能性があると判断した場合には、
区役所こども家庭支援課または児童相談所に通報します。

■その他
業務遂行上必要な細則等は、別途キッズケアがこれを定めるものとし、定めた細則等は利用会員に公開する
ものとします。

■退会

退会をご希望の方はお電話にてお問合せをお願いします。

会員は、退会時に未納の会費及び利用料金を完納する義務を負います。
退会して再入会される場合は、退会期間中の会費をお支払い頂きます。

■当日の持ち物リスト

※全ての持ち物に、お子様の名前をご記入ください。

□会員カード（必須）

長時間預ける方、軽食を用意して頂けると助かります。

□食事

販売もしております（下記 その他オプション料金参照）

昼食・おやつ

□飲み物
FREE

麦茶サービス

麦茶はサービスでお出ししていますので持ち物が少なくて済みます。
麦茶以外は有料となります。

□粉ミルク（乳児で普通食と混合の場合）※哺乳瓶もご持参ください。不足分は有料となります。
□薬（常備薬がある場合）
□母子手帳
□健康保険証、乳児医療証、各種医療証
□お薬手帳（無い場合はこちらで用意いたします）

■飲食物について
□当日必要な飲食物（食事、おやつ）は必ずご家庭でご用意ください。
□気候に応じて保冷剤等で、食中毒の対策をお願いします。
□食事は、お子様の体調に合せて食べやすい物（お弁当、軽食等）をご用意ください。
□なまもの等の食材はお控えください。
□おやつのご用意がない場合はこちらで用意したものをご購入いただく事ができます。
□体調が悪い場合、無理には食べさせません。また、食べない場合があります。ご了承ください。

■身に着ける物について
□キッズケアに滞在中はレンタルセット（シーツ、パジャマ、タオル）をご使用いただきます。
レンタルセットは、業務用の汚物除去機により次亜塩素酸Naで消毒し、更に業務用の高温乾燥機で
95℃の高温殺菌乾燥させます。ご家庭での汚物の処理もいらず、菌を持ち帰らずにすみ家族に感染する
心配がなく安心です。

■その他オプション料金
□用意したものに不足が生じ、やむをえずキッズケアが調達したものについては別途料金を徴収いたします。
□キッズケアオプション利用料金は以下とします。（価格は変更になる場合があります）
・紙おむつ

未就学児

(1 枚 )

・紙おむつ

小学 1 年生以上

50 円
(1 枚 )

100 円

・おかし 50 円
・スティックゼリー 1 本 10 円
・アクエリアス 300g 100 円
・エネルギーアップ 180g 84 円
・幼児りんご 100％ジュース 70 円

※全て税込

申し込みから会員登録まで
申し込み
①〜③のいずれかの方法で入会手続きをお願い致します。
① ご記入頂いた「入会申込書（本しおり最後のページ）
」
と入会金を東海キッズケア受付にご持参下さい。
② ご記入頂いた「入会申込書（本しおり最後のページ）
」を 郵送かFAXにてお送り下さい。
入会金は銀行振込にてお支払い下さい。
② ホームページの「個人会員入会申込フォーム」にてメールをお送り下さい。入会金は銀行振込にてお支払い下さい。
入会金

3,000 円（ 会員の 1 歳〜12 歳までのお子様 1 名につき）

入会金お振込先
◯銀行口座

東海キッズケア
店番号 343

横浜銀行洋光台支店

普通預金

6088761

振り込み人・口座名義人（お父様又はお母様）の他に EDI 情報＊を必ず入力して頂きます。
（手数料は保護者負担）
EDI 情報：一番上のお子様の生年月日・お名前（20 桁以内 全角カナ 数字）
例

平成 25 年 3 月 3 日生まれ

サトウ

タロウ→250303 サトウ

タロウ

＊EDI 情報は受取人が振り込み人を特定する為の情報です。
郵送およびFAXご利用の方
◯申込書送り先 〒234-0054 横浜市港南区港南台 5-23-30 港南台医療モール２F 東海キッズケア
◯FAX 送り先

会員登録

会員登録情報・
初期パスワードの

FAX：045-833-4264

上記の手続きが済んだ方からこちらで会員情報を登録します(基本情報のみ)。
その後、会員には会員カードを発行し、会員 ID と初期パスワードをお送りいたします。

会員専用 Web サイトのマイページにログインして頂き、会員登録情報、初期
パスワードの変更をお願いします。
この変更が行われることで予約システムのご利用が可能となります。

更新

予約

マイページ

お電話

前日午後6時〜当日午前7時まで予約可

上記時刻を過ぎた後にお預けご希望の方
※空きがあればお預かり可能。

お子様の病状があるか否か、直近の体温（37.5 度以上か否か）、利用時の満年齢（1〜2 歳、3〜12 歳）、
隔離が必要な感染症の可能性が疑われる症状の有無等により、初めに入る部屋が決まります。
同時に手荷物用ロッカーも割り当てられます。

当室ご利用の大まかな流れ
＜当日の流れ＞
受付

「当日の持ち物」をご持参の上、港南台医療モール2階 東海キッズケア受付
へお越し下さい。（前述「当日の持ち物リスト」参照）

開始の打刻

会員カード裏面のバーコードを受付カウンターの専用機にかざし、
タブレット画面上の「入室」ボタンを押して下さい。

確認

予約内容の確認、お子様の顔写真撮影（月一回）、リストバンドの発行・装着

診察後、保育を行う部屋へ移動し、お荷物等をお預かり、パジャマに

診察・お預かり お着替えします。診察付き添いは保育スタッフが代行する事も可能です。
その際は症状を詳しく問診票に記入いただいてからお預かり致します。

【午前】 AM7:00 から小児科医の診察

【午後】診察

病名をマイページに記入
診断内容によっては、
部屋を移動頂く場合もあります。

病状の変化に合せた薬を
再処方する場合もあります。

＜必要に応じて医療モール内の他院とも連携＞

保育中のお食事（保護者ご持参）、
診断、投薬、症状の変化などに関する
情報は適宜システムにて更新し、
マイページにて内容やご利用
履歴を確認できます。

お迎え

充分な
回復

回復
不十分

翌日以降の
登園許可証発行

ご希望があれば翌日
以降の病児保育の
予約を最優先で
お取りします。

終了の打刻 会員カードにより保育終了の打刻を行なって頂きます。
精算

受付にて精算を行います。
（原則としてクレジットカード支払い）
・当日の利用料
・他院における診察料（乳幼児医療証の適用があれば負担なし）
・その他オプション料金（前述「その他オプション料金」参照）

お迎え

各部屋でお子様のお迎えをお願いします。

病児保育室
住所

東海キッズケア

神奈川県横浜市港南区港南台 5-23-30
港南台医療モール 2F 受付

045 - 830 - 5220
FAX 045 - 830 - 5155
TEL

営業時間

AM7-PM9

港南台駅より

お問合せ 9：00〜17：00

岡田眼科

年中無休（年末年始のみ休み）

400m

徒歩 5 分

港南台医療モール 900m 徒歩 12 分

URL http://tokaikidscare.jp

港南台駅
高島屋
COCOS

交番

めじろ団地前

ひばり団地前

Ĉ રࢲƻƽ  ཌྫơٍ႓ৠ୯

3F 岡田眼科
2F 東海メガネコンタクト

横
浜
女
子
短
期
大
学

第 2 駐車場
36台

港南台医療モール
2F・4F 東海キッズケア
1F 駐車場 43 台

Ĉ ၤઐ୯

めじろ団地入口

ヤマト運輸

駐車場
24 台
そば処
味奈登庵

31アイス
ルネサンス クリーム

GS

Ĉ

環状 3 号線
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港南台駅入口

YAMAHA

港南台五丁目

山崎胃腸科内科

バス停 榎戸

無料循環バスでお越しの方
Ĉ＝無料循環バス乗降場

無料循環バス時刻表
港南台駅前 信号より 3 本目の街路樹前 発

毎時 10 25 40 55

★

★最終便のみ 50 分発

平日
平日
土
土
日・祝

7：10〜12：55
14：10〜19：50（最終）
7：10〜12：55
14：10〜16：50（最終）
7：10〜12：50（最終）

港南台医療モール前 発

毎時 00 15 30 45
平日
平日
土
土

7：15〜12：45
14：00〜19：45（最終）
7：15〜12：45
14：00〜16：45 （最終）

日・祝

7：15〜12：45 （最終）

バスでお越しの方

お車でお越しの方

◇港南台駅前バスロータリーより乗車（4分）

横浜・横須賀道路

【市営バス】

港南台 IC より 1.2km
日 野 IC より 2.4km

45系統 洋光台駅前ゆき
111系統 洋光台駅前経由上大岡駅前ゆき
【神奈川中央交通】

■医療モール1階 43台

港83

桂台中央ゆき

■第2駐車場 36台

港84

北桂台ゆき

港85

庄戸ゆき

■東海メガネ・コンタクト
第2駐車場 24台

港86

上郷ネオポリスゆき

◇上大岡駅バスロータリーより乗車（31分）
【市営バス】
111系統 洋光台駅前経由港南台駅前ゆき

病児保育室

東海キッズケア
住所

神奈川県横浜市港南区港南台5-23-30
港南台医療モール2・4F

TEL

045 - 830 - 5220

お問合せ 9：00〜17：00

FAX 045 - 830 - 5155
URL http://tokaikidscare.jp

【港南台医療モールフロアガイド】
5F

4F

（株）ファルコバイオシステムズ

阪神調剤薬局

（血液検査センター）

病児保育室

（事務室）

東海キッズケア

港南台こどもクリニック
（小児科）

3F

医療法人社団
横浜グリーンクリニック かわぐち消化器内科
たじり泌尿器科 おがた耳鼻咽喉科 横浜リウマチ・内科クリニック （消化器内科・内科）
（リウマチ科・内科・アレルギー科）

2F

1F

病児保育室

東海キッズケア

※CTスキャンがあります

おかのうえクリニック
（一般内科・往診）

駐車場

阪神調剤薬局

港南台医療モール
病院

医院の紹介

医師

経歴
卒業
出身医局
現職

石ケ坪 良明
医学博士

医療法人社団横浜グリーンクリニック
横浜リウマチ・内科クリニック

卒業

リウマチ科・内科・アレルギー科

出身医局
現職

市川 由紀夫
医学博士

かわぐち消 化器内科
消化器内科・内科

平成 5 年 札幌医科大学

出身医局

横浜市立大学第２内科 消化器グループ

現職

東海大学准教授
日本内科学会 総合内科専門医・指導医
日本消化器病学会
専門医・指導医
日本内視鏡学会
専門医・指導医
日本肝臓学会
専門医・指導医
日本胆道学会
専門医・指導医

卒業

平成 10 年 横浜市立大学
横浜市立大学第２内科 腎臓・高血圧グループ
済生会横浜市南部病院 腎臓・高血圧内科副部長

医学博士
※CTスキャン設備あり

おかのうえクリニック

たじり泌尿器科

現職

卒業

北村 文

小児科

出身医局

医学博士

一般内科・往診

港南台こどもクリニック

高橋 亨岳

出身医局
現職

平成 13 年 神戸大学

出身医局

横浜市立大学

現職

横浜労災病院 小児科副部長
日本小児科学会
専門医
日本アレルギー学会 専門医

卒業

平成 8 年 横浜市立大学

出身医局

横浜市立大学泌尿器科

現職

東芝林間病院 泌尿器科医長
日本泌尿器科学会
専門医・指導医
日本泌尿器科内視鏡学会 会員
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

卒業

昭和 60 年 浜松医科大学

出身医局

慶應義塾大学

現職

済生会横浜市南部病院 耳鼻咽喉科部長
日本耳鼻咽喉科学会 専門医
日本気管食道科学会 専門医
慶應義塾大学非常勤講師

医学博士

田尻 雄大

耳鼻咽喉科

小形 章
医学博士

施 設

東海キッズケア
（ 2 階、4 階）

平成 14 年 横浜市立大学
横浜市立大学第２内科 腎臓・高血圧グループ
保土ヶ谷病院
日本内科学会
総合内科専門医

卒業

泌尿器科

おがた耳鼻咽喉科

昭和61 年 長崎大学
横浜市立大学 第１外科 心臓血管グループ
横浜グリーンクリニック院長
日本外科学会
認定医・指導医
日本胸部外科学会
認定医・指導医
日本抗加齢学会
専門医
日本再生医療学会再生医療 認定医

卒業

川口 義明

小野 秀二

昭和50年 横浜市立大学
横浜市立大学第１内科 膠原病・呼吸器・血液
横浜市立大学第一内科名誉教授
日本内科学会
認定医
日本アレルギー学会 専門医・指導医
日本リウマチ学会
専門医・指導医
日本感染症学会
専門医・指導医
日本エイズ学会
専門医・指導医

小児科

耳鼻咽喉科

案 内
1歳〜小学校 6年生までの病気のお子様をお預かり致します。

病児保育室

お預かりしている間に小児科受診・看護師による投薬を致します。

阪神調剤薬局

調剤薬局

コンピューター調剤により、短い待ち時間で済みます。

検査センター

血液検査室

株式会社ファルコバイオシステムズ

検査当日に結果が判ります。

〈個人会員〉
東海キッズケア 登録児童入会申込書

病児保育室

年

月

日

生年月日

性別

フリガナ

児童氏名

年

男・女

月

（

歳

日生
か月）

〒

住所

通園・通学先

住所

電話

（

）

電話

（

）

クラス名
担当教諭名

〒

保険証

記号

番号

保険者番号
公費負担医療の受給者番号

公費負担者番号

医療証

有効期限

年

月

日まで有効

既往歴（今までかかった病気に番号と【 】の内容に○をつけてください）
12 喘息・喘息様気管支炎【薬の服用は毎日・不調時のみ】

2 麻しん（はしか）

13 アトピー性皮膚炎

3 水痘（水ぼうそう）

14 川崎病【心臓合併症はあり・なし】

4 風しん（三日ばしか）

15 熱性けいれん
歳

か月、最後

16 てんかん

8 ヘルパンギーナ

17 食物アレルギー

回】

【牛乳・卵・大豆・小麦・その他（

9 肺炎

）】

18 その他

10 とびひ

【具体的に

11 B 型肝炎（キャリアーを含む）

】

予防接種（これまで受けた予防接種の番号と【 】の回数に○をつけてください）
1 Hib【 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・ 追加 】

8 日本脳炎【 Ⅰ期 1 回目 ・ 2 回目 ・ 追加 】

2 小児用肺炎球菌【 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・追加 】 9 水痘（水ぼうそう）【 1 回目 ・ 2 回目 】
3 四種混合【 Ⅰ期 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・追加 】 10 ロタウイルス
4 三種混合【 Ⅰ期 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・追加 】 11 B 型肝炎【 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 】
5 ポリオ【 1 回目 ・ 2 回目 ・ 3 回目 ・ 追加 】

12 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
13

※生ポリオの場合は 2 回目まで

インフルエンザ【 最近受けたのは

年

14 その他【

6 BCG

月 】
】

7 MR（麻しん風しん）【 1 回目 ・ 2 回目 】
入院の経験

1 ない

２ ある【

歳

常時服用の薬

1 ない

２ ある【具体的に：

か月、病名

】
】

その他（薬物アレルギーなど、心配なこと、配慮して欲しいことについて記入してください）

続柄

フリガナ

住所

〒

氏名
印
保
護
者

携帯電話
ー

ー

電話

（

）

携帯アドレス

お勤め先

所属部署

住所 〒
電話
続柄

フリガナ

保
護
者

氏名

2

携帯電話

住所

電話
ー

ー

（

）

〒

（

）

携帯アドレス

株式会社東海メガネコンタクト 東海キッズケア事業部の会員登録の申し込みを致します。

入会済みのお子様がいる場合は全員の氏名と会員 ID をご記入ください。

【座薬の指示は ある・なし】

か月、これまで

会員 ID

6 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）
7 百日咳

歳

会員 ID

【初回

氏名

5 咽頭結膜熱（プール熱）

氏名

登
録
児
童

1 突発性発疹

（株）東海メガネ・コンタクト

病児保育事業部

東海キッズケア
http://tokaikidscare.jp
住所

神奈川県横浜市港南区港南台 5-23-30
港南台医療モール 2F 受付

TEL

045 - 830 - 5220 （TEL のお問い合わせは午前 9 時〜午後 17 時）

営業時間

AM7-PM9（年中無休／年末年始休み）

