
 

～ だんだんハウスご利用のご案内 ～ 

 

 「だんだんハウス」は、小児患者さんのご家族

が付き添いのために本院に滞在される際に、ご家

族の経済的・精神的負担を少しでも軽減するため

に整備いたしました。 

ご家庭での生活と同様な環境を提供するため

に、ご利用期間中における宿泊室内の清掃やベッ

ドメーキングにつきましては、利用者ご自身で行

っていただくこととしておりますので、ご理解ご

協力ください。 

 

～ 宿泊室内の設備・備品のご案内 ～ 

 

この宿泊室は、「１０１号室」（洋室）です。 

宿泊室内の主な設備・備品は以下のとおりです。 

●ユニットシャワー 

 当宿泊室は、車椅子利用者に対応しているため、ユニットシャ

ワーのみを設置しています。ご利用の際には、温度設定にご注意

ください。 



 

●シングルベッド ２台 

 ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどは、リネン庫に保

管しておりますので、ご自由に交換ください。なお、使用済みの

シーツ・枕カバーなどはランドリーカートにお入れください。 

 ※退所日のみ管理人が清掃・ベッドメーキングを行います。 

●テーブル・チェア １組 

●テレビ台兼チェスト １台 

 衣類や小物の保管にご利用ください。なお、貴重品の管理には

十分ご注意ください。 

●液晶テレビ（３２インチ） １台 

 以下のチャンネルが視聴できます。 

  １ＣＨ（ＮＫＴ日本海テレビ：日本テレビ系） 

２ＣＨ（ＮＨＫ教育テレビ） 

３ＣＨ（ＮＨＫ総合テレビ） 

６ＣＨ（ＢＳＳ山陰放送：ＴＢＳ系） 

８ＣＨ（ＴＳＫ山陰中央テレビ：フジテレビ系） 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

 ※夜間の音量にご注意ください。 

●小型冷蔵庫 １台 

 食品、飲料水などの保管にご利用ください。なお、退所後に保



 

管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますのでご

了承ください。 

●スティッククリーナー １台 

 宿泊室内の清掃にご利用ください。集塵後のごみは室内または

多目的室のごみ箱にお捨てください。 

●ハンガー＋スタンドミラー（一体型） １台 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ 各室の設備・備品のご案内 ～ 

 

●多目的室 

他のご家族との交流や食事をされるなど、ご自由にご利用くだ

さい。 

●ＩＨクッキングヒーター １台 

●大型冷蔵庫 １台 

保管の際には、必ず記名の上ご利用ください。なお、退所後に

保管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますので

ご了承ください。 

●電子レンジ ２台 

●電気ポット（湯沸し・保温機能付き） ２台 

●液晶テレビ（５０インチ） １台 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

※夜間の音量にご注意ください。 

●洗濯室 

●全自動洗濯機・衣類乾燥機 ２組 

ご利用期間中における衣類の洗濯・乾燥にご利用ください。料

金は無料です。なお、衣類の取り忘れにご注意ください。また、

洗濯終了後は水道の元栓を閉じてください。 



 

●リネン庫 

ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどを保管しています。

ご自身でご自由に交換ください。なお、使用済みのシーツ・枕カ

バーなどはランドリーカートにお入れください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

～ ご利用にあたっての注意事項 ～ 

 

●鍵 １本 

玄関と宿泊室との共有の鍵です。紛失の無いよう厳重に管理し

てください。なお、チェックアウト時は玄関内右手の鍵返却ボッ

クスに投入してください。 

●スリッパ ２足 

 施設内は土足厳禁です。ご利用期間中は、下駄箱に備え付けの

スリッパ（宿泊室ごとに準備）をご使用ください。 



 

～ だんだんハウスご利用のご案内 ～ 

 

 「だんだんハウス」は、小児患者さんのご家族

が付き添いのために本院に滞在される際に、ご家

族の経済的・精神的負担を少しでも軽減するため

に整備いたしました。 

ご家庭での生活と同様な環境を提供するため

に、ご利用期間中における宿泊室内の清掃やベッ

ドメーキングにつきましては、利用者ご自身で行

っていただくこととしておりますので、ご理解ご

協力ください。 

 

～ 宿泊室内の設備・備品のご案内 ～ 

 

この宿泊室は、「１０２号室」（洋室）です。 

宿泊室内の主な設備・備品は以下のとおりです。 

●ユニットバス 

 ご利用の際には、温度設定にご注意ください。 

●シングルベッド ２台 

 ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどは、リネン庫に保



 

管しておりますので、ご自由に交換ください。なお、使用済みの

シーツ・枕カバーなどはランドリーカートにお入れください。 

 ※退所日のみ管理人が清掃・ベッドメーキングを行います。 

●テーブル・チェア １組 

●テレビ台兼チェスト １台 

 衣類や小物の保管にご利用ください。なお、貴重品の管理には

十分ご注意ください。 

●液晶テレビ（３２インチ） １台 

 以下のチャンネルが視聴できます。 

  １ＣＨ（ＮＫＴ日本海テレビ：日本テレビ系） 

２ＣＨ（ＮＨＫ教育テレビ） 

３ＣＨ（ＮＨＫ総合テレビ） 

６ＣＨ（ＢＳＳ山陰放送：ＴＢＳ系） 

８ＣＨ（ＴＳＫ山陰中央テレビ：フジテレビ系） 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

 ※夜間の音量にご注意ください。 

●小型冷蔵庫 １台 

 食品、飲料水などの保管にご利用ください。なお、退所後に保

管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますのでご

了承ください。 



 

●スティッククリーナー １台 

 宿泊室内の清掃にご利用ください。集塵後のごみは室内または

多目的室のごみ箱にお捨てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ 各室の設備・備品のご案内 ～ 

 

●多目的室 

他のご家族との交流や食事をされるなど、ご自由にご利用くだ

さい。 

●ＩＨクッキングヒーター １台 

●大型冷蔵庫 １台 

保管の際には、必ず記名の上ご利用ください。なお、退所後に

保管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますので

ご了承ください。 

●電子レンジ ２台 

●電気ポット（湯沸し・保温機能付き） ２台 

●液晶テレビ（５０インチ） １台 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

※夜間の音量にご注意ください。 

●洗濯室 

●全自動洗濯機・衣類乾燥機 ２組 

ご利用期間中における衣類の洗濯・乾燥にご利用ください。料

金は無料です。なお、衣類の取り忘れにご注意ください。また、

洗濯終了後は水道の元栓を閉じてください。 



 

●リネン庫 

ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどを保管しています。

ご自身でご自由に交換ください。なお、使用済みのシーツ・枕カ

バーなどはランドリーカートにお入れください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ ご利用にあたっての注意事項 ～ 

 

●鍵 １本 

玄関と宿泊室との共有の鍵です。紛失の無いよう厳重に管理し

てください。なお、退所時は玄関内右手の鍵返却ボックスに投入

してください。（平日時間内（8:30～17:00）であれば、医療サ

ービス課⑧番窓口でも受け取ります。） 

●スリッパ 1 組 

 施設内は土足厳禁です。ご利用期間中は、下駄箱に備え付けの

スリッパ（宿泊室ごとに準備）をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ だんだんハウスご利用のご案内 ～ 

 

 「だんだんハウス」は、小児患者さんのご家族

が付き添いのために本院に滞在される際に、ご家

族の経済的・精神的負担を少しでも軽減するため

に整備いたしました。 

ご家庭での生活と同様な環境を提供するため

に、ご利用期間中における宿泊室内の清掃やベッ

ドメーキングにつきましては、利用者ご自身で行

っていただくこととしておりますので、ご理解ご

協力ください。 

 

～ 宿泊室内の設備・備品のご案内 ～ 

 

この宿泊室は、「１０３号室」（洋室）です。 

宿泊室内の主な設備・備品は以下のとおりです。 

●ユニットバス 

 ご利用の際には、温度設定にご注意ください。 

●シングルベッド ２台 

 ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどは、リネン庫に保



 

管しておりますので、ご自由に交換ください。なお、使用済みの

シーツ・枕カバーなどはランドリーカートにお入れください。 

 ※退所日のみ管理人が清掃・ベッドメーキングを行います。 

●テーブル・チェア １組 

●テレビ台兼チェスト １台 

 衣類や小物の保管にご利用ください。なお、貴重品の管理には

十分ご注意ください。 

●液晶テレビ（３２インチ） １台 

 以下のチャンネルが視聴できます。 

  １ＣＨ（ＮＫＴ日本海テレビ：日本テレビ系） 

２ＣＨ（ＮＨＫ教育テレビ） 

３ＣＨ（ＮＨＫ総合テレビ） 

６ＣＨ（ＢＳＳ山陰放送：ＴＢＳ系） 

８ＣＨ（ＴＳＫ山陰中央テレビ：フジテレビ系） 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

 ※夜間の音量にご注意ください。 

●小型冷蔵庫 １台 

 食品、飲料水などの保管にご利用ください。なお、退所後に保

管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますのでご

了承ください。 



 

●スティッククリーナー １台 

 宿泊室内の清掃にご利用ください。集塵後のごみは室内または

多目的室のごみ箱にお捨てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ 各室の設備・備品のご案内 ～ 

 

●多目的室 

他のご家族との交流や食事をされるなど、ご自由にご利用くだ

さい。 

●ＩＨクッキングヒーター １台 

●大型冷蔵庫 １台 

保管の際には、必ず記名の上ご利用ください。なお、退所後に

保管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますので

ご了承ください。 

●電子レンジ ２台 

●電気ポット（湯沸し・保温機能付き） ２台 

●液晶テレビ（５０インチ） １台 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

※夜間の音量にご注意ください。 

●洗濯室 

●全自動洗濯機・衣類乾燥機 ２組 

ご利用期間中における衣類の洗濯・乾燥にご利用ください。料

金は無料です。なお、衣類の取り忘れにご注意ください。また、

洗濯終了後は水道の元栓を閉じてください。 



 

●リネン庫 

ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどを保管しています。

ご自身でご自由に交換ください。なお、使用済みのシーツ・枕カ

バーなどはランドリーカートにお入れください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

～ ご利用にあたっての注意事項 ～ 

 

●鍵 １本 

玄関と宿泊室との共有の鍵です。紛失の無いよう厳重に管理し

てください。なお、チェックアウト時は玄関内右手の鍵返却ボッ

クスに投入してください。 

●スリッパ 2 足 

 施設内は土足厳禁です。ご利用期間中は、下駄箱に備え付けの

スリッパ（宿泊室ごとに準備）をご使用ください。 

 

 



 

～ だんだんハウスご利用のご案内 ～ 

 

 「だんだんハウス」は、小児患者さんのご家族

が付き添いのために本院に滞在される際に、ご家

族の経済的・精神的負担を少しでも軽減するため

に整備いたしました。 

ご家庭での生活と同様な環境を提供するため

に、ご利用期間中における宿泊室内の清掃やシー

ツ等の交換につきましては、利用者ご自身で行っ

ていただくこととしておりますので、ご理解ご協

力ください。 

 

～ 宿泊室内の設備・備品のご案内 ～ 

 

この宿泊室は、「１０４号室」（和室）です。 

宿泊室内の主な設備・備品は以下のとおりです。 

●ユニットバス 

 ご利用の際には、温度設定にご注意ください。 

●寝具 ２組 

 ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどは、リネン庫に保



 

管しておりますので、ご自由に交換ください。なお、使用済みの

シーツ・枕カバーなどはランドリーカートにお入れください。 

 ※退所日のみ管理人が清掃・ベッドメーキングを行います。 

●折りたたみ式テーブル １台 

●チェスト １台 

 衣類や小物の保管にご利用ください。なお、貴重品の管理には

十分ご注意ください。 

●液晶テレビ（３２インチ） １台 

 以下のチャンネルが視聴できます。 

  １ＣＨ（ＮＫＴ日本海テレビ：日本テレビ系） 

２ＣＨ（ＮＨＫ教育テレビ） 

３ＣＨ（ＮＨＫ総合テレビ） 

６ＣＨ（ＢＳＳ山陰放送：ＴＢＳ系） 

８ＣＨ（ＴＳＫ山陰中央テレビ：フジテレビ系） 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

 ※夜間の音量にご注意ください。 

●小型冷蔵庫 １台 

 食品、飲料水などの保管にご利用ください。なお、退所後に保

管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますのでご

了承ください。 



 

●スティッククリーナー １台 

 宿泊室内の清掃にご利用ください。集塵後のごみは室内または

多目的室のごみ箱にお捨てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ 各室の設備・備品のご案内 ～ 

 

●多目的室 

他のご家族との交流や食事をされるなど、ご自由にご利用くだ

さい。 

●ＩＨクッキングヒーター １台 

●大型冷蔵庫 １台 

保管の際には、必ず記名の上ご利用ください。なお、退所後に

保管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますので

ご了承ください。 

●電子レンジ ２台 

●電気ポット（湯沸し・保温機能付き） ２台 

●液晶テレビ（５０インチ） １台 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

※夜間の音量にご注意ください。 

●洗濯室 

●全自動洗濯機・衣類乾燥機 ２組 

ご利用期間中における衣類の洗濯・乾燥にご利用ください。料

金は無料です。なお、衣類の取り忘れにご注意ください。また、

洗濯終了後は水道の元栓を閉じてください。 



 

●リネン庫 

ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどを保管しています。

ご自身でご自由に交換ください。なお、使用済みのシーツ・枕カ

バーなどはランドリーカートにお入れください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ ご利用にあたっての注意事項 ～ 

 

●鍵 １本 

玄関と宿泊室との共有の鍵です。紛失の無いよう厳重に管理し

てください。なお、退所時は玄関内右手の鍵返却ボックスに投入

してください。（平日時間内（8:30～17:00）であれば、医療サ

ービス課⑧番窓口でも受け取ります。） 

●スリッパ 1 組 

 施設内は土足厳禁です。ご利用期間中は、下駄箱に備え付けの

スリッパ（宿泊室ごとに準備）をご使用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ だんだんハウスご利用のご案内 ～ 

 

 「だんだんハウス」は、小児患者さんのご家族

が付き添いのために本院に滞在される際に、ご家

族の経済的・精神的負担を少しでも軽減するため

に整備いたしました。 

ご家庭での生活と同様な環境を提供するため

に、ご利用期間中における宿泊室内の清掃やシー

ツ等の交換につきましては、利用者ご自身で行っ

ていただくこととしておりますので、ご理解ご協

力ください。 

 

～ 宿泊室内の設備・備品のご案内 ～ 

 

この宿泊室は、「１０５号室」（和室）です。 

宿泊室内の主な設備・備品は以下のとおりです。 

●ユニットバス 

 ご利用の際には、温度設定にご注意ください。 

●寝具 ２組 

 ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどは、リネン庫に保



 

管しておりますので、ご自由に交換ください。なお、使用済みの

シーツ・枕カバーなどはランドリーカートにお入れください。 

 ※退所日のみ管理人が清掃・ベッドメーキングを行います。 

●折りたたみ式テーブル １台 

●チェスト １台 

 衣類や小物の保管にご利用ください。なお、貴重品の管理には

十分ご注意ください。 

●液晶テレビ（３２インチ） １台 

 以下のチャンネルが視聴できます。 

  １ＣＨ（ＮＫＴ日本海テレビ：日本テレビ系） 

２ＣＨ（ＮＨＫ教育テレビ） 

３ＣＨ（ＮＨＫ総合テレビ） 

６ＣＨ（ＢＳＳ山陰放送：ＴＢＳ系） 

８ＣＨ（ＴＳＫ山陰中央テレビ：フジテレビ系） 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

 ※夜間の音量にご注意ください。 

●小型冷蔵庫 １台 

 食品、飲料水などの保管にご利用ください。なお、退所後に保

管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますのでご

了承ください。 



 

●スティッククリーナー １台 

 宿泊室内の清掃にご利用ください。集塵後のごみは室内または

多目的室のごみ箱にお捨てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ 各室の設備・備品のご案内 ～ 

 

●多目的室 

他のご家族との交流や食事をされるなど、ご自由にご利用くだ

さい。 

●ＩＨクッキングヒーター １台 

●大型冷蔵庫 １台 

保管の際には、必ず記名の上ご利用ください。なお、退所後に

保管してあった食品などは、安全管理上全て廃棄いたしますので

ご了承ください。 

●電子レンジ ２台 

●電気ポット（湯沸し・保温機能付き） ２台 

●液晶テレビ（５０インチ） １台 

 ※受信チャンネルは、地上デジタル放送のみです。 

※夜間の音量にご注意ください。 

●洗濯室 

●全自動洗濯機・衣類乾燥機 ２組 

ご利用期間中における衣類の洗濯・乾燥にご利用ください。料

金は無料です。なお、衣類の取り忘れにご注意ください。また、

洗濯終了後は水道の元栓を閉じてください。 



 

●リネン庫 

ご利用期間中におけるシーツ・枕カバーなどを保管しています。

ご自身でご自由に交換ください。なお、使用済みのシーツ・枕カ

バーなどはランドリーカートにお入れください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

～ ご利用にあたっての注意事項 ～ 

 

●鍵 １本 

玄関と宿泊室との共有の鍵です。紛失の無いよう厳重に管理し

てください。なお、チェックアウト時は玄関内右手の鍵返却ボッ

クスに投入してください。 

●スリッパ ２足 

 施設内は土足厳禁です。ご利用期間中は、下駄箱に備え付けの

スリッパ（宿泊室ごとに準備）をご使用ください。 

 

 


	だんだんハウス設備・備品のご案内 洋室101
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