宇部興産中央病院
当院は、子育てをしながら医師の業務を続けられるように、敷地内に院内保育や
病児保育を設けて生後 2 か月から小学校就学前の子弟をお預かりしています。
もちろん、女性医師だけでなく、男性医師も利用できます。
また、短時間勤務医制度なども設けています。

現在、6 名の女性医師が保育園を利用しています。産休・育休を利用した
医師は 4 名。時短制度を利用して子育てしている医師も 6 名います。

女性医師と子供の一日をご紹介！
登園時に、朝の体調を保母さんに伝えます。
2 歳は「うさぎ組」。
お散歩や歌を歌って過ごします。

女性医師は、午前と午後、それぞれ
手術室と病棟の診療を行います。
敷地内なので、急変時はすぐに病院外来に
受診できて安心。（小児外来は月水金）
１７時過ぎても仕事が終わらない日は、
宇部市のファミリーサポートを利用します。
（1 時間 600 円）
送迎してもらう車のチャイルドシートは、
市から貸出しがあります。
保育中のけがなど保険があり安心です。
医師は、仕事を終えてファミリーサポート宅
へお迎え。
今日も一日、お疲れ様でした。

【１】院内保育「ひまわり園」
http://www.ube-hp.or.jp/kango/fukuri/himawari.html
①保育対象
・常勤医師、嘱託医師の、生後 2 か月目から小学校就学前までの子弟。
なお、配偶者が就労していない場合は、保育できる人がいるためお預
かりできません。
・定員 50 名で、入園は随時受付しています。
②保育日・保育時間
・３６５日保育ですが、年末年始と特別に指定した日は対象外。
下記の曜日は、準夜・深夜勤務の職員の為に夜間保育もしています。
7:30～18:00

7:30

登園

8:00

幼稚園者送り出し

9:00

健康観察・検温
朝の挨拶・歌・手遊び

7:30～18:00＋夜間(18:00～8:00)

おやつ
園庭遊び・水遊び
散歩など

・保育時間は原則 AM7：30~PM６：00。
超過は超過料金が必要ですが、業務上やむを得ない場合は、
「保育時間超過証明書」を提出します。

11:00

昼食準備
月齢順に食事

・土日祝日：当直や宿直など勤務日であるか、又は勉強会、出張などは
「公務研修等のための保育申込書」にて前月申し込みが必要。

13:00

お昼寝

・月~金（祭日除く）の間、勤務日・勤務時間帯以外や、準夜・深夜明け
の保育は、やむを得ない場合のみ AM8:00~PM16:30 預り可能。

14:30

健康観察・検温

15:00

おやつ
絵本の読み聞かせ、

③食事

室内遊び

・給食設備はないので弁当持参ですが、院内８F の民間業者が運営する
食堂で弁当 270 円（離乳食対応不可）を注文できます。

16:30

幼稚園者が帰り、
お着替え

・夜間預りの夕食・朝食はご持参下さい。
17:00

降園

・途中、具合が悪くなった場合は院内外来へ受診できます。

18:00

延長保育開始

・学校伝染病や、集団保育が困難な病状になった場合は保育できません

18:30

夕食

19:00

シャワー(夏季)

④その他

ので、院内病児保育、又は市内小児科の病児保育をご利用下さい。

夜間保育開始

絵本読み聞かせ
20:00
6:30

就寝
起床～朝食

⑤幼稚園児の送迎
・幼稚園は、当院保育園に送迎バスを運行することができる複数の幼稚園から、
保護者が選択できます。（自宅近くの幼稚園を選ぶと、小学校で引き続きお友達
と登校できるので、寂しくありません。）
・朝夕、幼稚園バスの乗降は保育士が行うため、仕事を離れる必要はありません。
・幼稚園に行くことで、大きな集団での幼稚園行事にも参加できます。
⑥夜間保育
・１歳から小学校就学前で、「ひまわり園」で預かった実績がある子弟のみ対象。
・保護者の勤務予定日で、事前の申込みが必要です。
・夜間保育加算料金が必要です。

【２】病児保育「すこやか園」
ひまわり園とは別に、敷地内に病児保育施設を設けています。
①保育対象
・職員子弟

1 歳～小学校就学前まで

（ひまわり園の利用者以外の医師も可）
・病児保育料金が別途必要です。
②病児保育日
・月曜日～金曜日

７：３０～１８：００ （祭日を除く）。

超過は料金が必要ですが、やむを得ない場合は、「保育時間超過証明書」を提出します。
③その他
・保育士確保のため、事前登録と、前日までの連絡が必要
・体調管理は、病児保育カルテにて管理し、記録のコピーを帰宅時にお渡しします。

【３】「ひまわり園」「すこやか園」料金表
①ひまわり園
月額
1 日保育（臨時）
半日保育（臨時）
割り増し料金（延長）

幼稚園児以外

15,000 円/月

7：30～18：00

幼稚園児

8,000 円/月

3 才未満

1,500 円/日

3 才以上

1,000 円/日

3 才未満

750 円/日

7：30～12:30

3 才以上

500 円/日

又は 12:30～18：00

1 時間あたり

②夜間保育加算料金

500 円/時間

7：30～8：30＋14:30～18:00
7：30～18：00

「保育時間超過証明書」があれば免除

③すこやか園（病児保育）料

準夜勤務加算

750 円/日

1 日あたり

1,500 円/日

深夜勤務加算

750 円/日

半日あたり

750 円/日

1,500 円/日

延長

500 円/時間

準夜・深夜連続、
外来 L 勤務、当直

ひまわり園非利用者は、
前項「ひまわり園」の
臨時料金（１日又は半日）が
別途必要です。

【１】社員規定
①育児休職制度
・勤続 1 年以上の職員で 1 歳未満の子を養育し、育児休職終了後
も引き続き 1 年以上勤務できる医師が対象。
②子弟の看護休暇
・未就学児童までは、年休とは別に、子弟 1 人につき年 5 日の看護休暇（無給）
③半日年次有給休暇
・日勤者は、半日単位で年休を取得でき、1 回を 0.5 日とし、半年休 2 回で年休 1 日分とする。
参観日や家庭訪問などに利用できます。

【２】短時間勤務医制度
①ワークライフバランスへの配慮
・当院は、育児中や医師が、家庭と仕事の両立を図ることを目的とし、継続雇用を必要とする医師に、
「短時間勤務医制度」を設けています。
なお、当制度は、同居家族（親族）の介護等、通常の勤務を継続し難い家庭環境にある場合にも利用
できますのでご相談下さい。
【短時間勤務制度の概要】
１． 身

分

嘱託医として採用します。
２．勤

務

①勤務時間は、「短時間勤務医制度」を希望する医師と相談の上、決定します。
例）勤務タイプⅠ
勤務タイプⅡ

週４日

８：１５～１７：００（うち休憩時間４５分）

週 5 日 ８：１５～１５：００（うち休憩時間４５分）

② 年休は初年度１２日（採用月で異なります）。
２年目以降は１５日、以降勤続１年につき１日年休増となります。
３．処
①

遇
処遇は、勤務時間に応じて、当院規定による金額となります。。

② 退職選別金は、嘱託期間満了時に当社規定により支給されます。
③ 社会保険を適用します。
④

【健康保険】有
【厚生年金】有
【雇用保険】有
福利厚生（職員健診、インフルエンザ予防接種補助）

（お問合せ先）医療法人社団
〒755-0151

宇部興産中央病院

総務課
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院内保育園は小学校就学前までのお預かりですが、地域には小学生までサポートする事業や制度があります。

【１】山口県医師会「保育サポーターバンク」
山口県医師会には、女性医師が仕事と出産・育児を両立して働き続け
るための「保育等相談事業」があります。
県医師会内に常駐する「保育相談員」が、医師のニーズにあった保育
サポーター探しをコーディネートし、保育と家事をサポートできる仕
組みづくりをお手伝いしています。（手当は話し合い）
・医師宅で子供と一緒に留守番や夕食の支度、
簡単な掃除。
・保育園の迎え、塾への送り迎え。
・保育園の迎えとサポーター宅での預かり。
・急な呼び出し時のサポーター宅での預かり。
・里帰り出産時、実家での乳児の世話や掃除。
山口県医師会「やまぐち女性医師ネット」
http://www.yamaguchi.med.or.jp/y-joy/index.htm

【２】宇部市「ファミリー・サポート」
宇部市には、仕事と育児を両立して安心して働くことができる
ように、また一時的保育を必要とした際に、地域で育児援助活
動をする有償ボランティア制度（1 時間 600 円）があります。
・対象は、乳幼児～小学生
・保育施設までの送り迎えができます。
・学童保育の終わった後や学校の放課後の子ども
をサポーター宅で預かりなど
宇部市「ファミリー・サポート制度」
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/kosodateshien/fs_center/index.html

【３】宇部市「病児・病後児保育」
宇部市は、病気や回復期時期の一時的な保育を、市内の小児科医院６施設で病児保育を行っています。
利用するには、宇部市に年度ごとの事前登録が必要です。利用方法は預け入れる施設にお問い合わせください。
・対象は、乳幼児～小学生（1 日の受入人数に限度があります）
・保育日時は、月～金曜日の８時～１８時
（土曜日保育は、各施設にお問い合わせください。）
・保育料は 1 日 2,000 円（延長料金は別途）

宇部市「病児・病後児保育」
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/kosodate/kosodateshien/byoujihoiku/

