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千葉で開催された病児保育スタッフ研修会報告
明徳短期大学
平成 15 年 2 月 22 日(土)、千葉
明徳短期大学にて、病児、病後児
保育にたずさわるスタッフの集ま
りを開きました。当日は、保育関
係者 38 名、学生 6 名の出席で、午
前 10 時半から午後 4 時まで充実し
た時間を過ごしました。
短大は比較的交通の便が良くな
いので、時間にきっちり始めるよ
りも、少しずつ集まっていただい
て、まず、自分の好きな名札を作
ることから始めました。それはそ
れは日頃の手腕を発揮され、キテ
ィーちゃんがついていたり、飛び
出す絵本の仕掛けがまねされてい
たり、個性あるネームプレートが
できました。お手すきの方から、
短期大学図書館が主催の「オープ
ンライブラリー」地域に図書館を
公開し、自由に親子が遊びに来る
姿を見てもらいました。
次に、今回は、病児保育をまだ
始めていない方から参加していた
だいたので、病児保育についてア
ウトラ イン を講 師のす みれ 乳児
院、小田さんより話していただき
ました。
話が一段落したところで明徳自
慢のお弁当を食べていただき、席
が近い方同士情報交換していただ
きました。
午後からは、いよいよ本格的な
製作で 、新 聞紙 で動物 くん を作
り、できた作品をその声で紹介し

ながらの自己紹介をしました。ツ
ル・カメ・ワニ・サギ・チョウチ
ョ・トンボ・・・いろいろな動物
の声でにぎやかでした。
病児保育は、その日開けてみな
ければ、人数、年齢構成のわから
ないものです。新聞紙の魚つり遊
びを参加者で楽しみながら、小田
さんがさりげなく、異年齢の遊び
をどう展開するか、工夫のいろい
ろを示してくれました。もうすぐ
弥生三月、ひな祭りという事で、
それぞれのおひな様を作り、おひ
な様の写真撮影をして、いよいよ
人間の集合写真を撮りました。
最後に、質問コーナーを置き、
看護面で感染症の扱いや、保育の
月案等についての話が出て終了し
ました。
今回は、関東地区だけでなく遠
く青森からの参加者もあり、皆さ

田辺

ますみ

んが情報交換の機会や、研修を必
要としているのだと強く感じまし
た。終わりに取らせていただいた
アンケートには、またこの会を続
けて欲しいこと、できるならば夏
季期間に開いて欲しい、交通の便
が良いところでとの希望されてい
ました。皆様の忙しい冬場に開い
てしまい、出席したくても出られ
なかった方もいて、また時期を考
えたいと思います。また、小グル
ープの話し合いがなかったので次
回に企画したく思います。
病児保育室を閉めてスタッフ全
員が出席参加された病児保育室も
あり、関係者の先生方のご協力あ
りがとうございました。サイドか
ら相談、援助していただいたエン
ゼル多摩の池田先生、あおぞら保
育園の井崎先生、最後に講師の小
田さんに感謝いたします。

▲参加者全員で記念撮影

▲作製したお雛様全員集合
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る保育室を目指してい
き た いと 思っ てい ま
す。
保育士 浅辺みゆき

介

ダーグ ・ヘムは 、平成
14 年 10 月にスタートし
た ばかり の病児保 育室で
す 。慣れ ない環境 の中で
子 ども達 が少しで も安心
し て過ご せるよう 明るく
楽 しいア ットホー ムな環
境 を目指 し保育を してい
ます。
そ の甲斐 あって かスタ
ッ フも子 どもたち も笑い
声 が絶え ずにぎや かに一
日 を過ご す事がで きてい
ま す。入 室時には 不安そ
う な顔を していた 子ども
達 がバイ バーイと 笑顔で
帰 ってい く姿を見 ると私
達 もホッ として笑 顔にな
ります。
1 月には 消防署 の救急
隊 員の方 に救急蘇 生法の

所在地：〒731‑0103
広島県広島市安佐南区
緑井 2‑12‑25
TEL: 082‑879‑3143

指 導をし ていただ くなど
日 々学ぶ ことの多 い毎日
です。
ま だまだ 未熟な スタッ
フ ですが 、時には 失敗を
し ながら 大きく成 長して
いきたいと思います。

保育士

長野宏子

所在地：〒890‑0063
鹿児島県鹿児島市鴨池
2 丁目 4‑1
TEL: 099‑254‑0043

「枚方病児保育室」

医療法人なかよしこどもクリニック
「ワラビ−病児保育室」
平成 13 年 4 月に開
室したてのやっと歩き
始めたばかりの保育室
です。ここでは時間に
追われることなく、保
育士が子ども一人ひと
りにゆったりと関われ
ること、また子どもが
「保育園でおしえても
らった」遊びを私たち
保育士に教えてくれた
り、異年齢の関わりが
ごく自然にできたり…
という和やかな雰囲気
のなかで過ごしていま
す。
利用されたお子さん
からは「今日、熱ある
の？ワラビ−行く？」
と病気になることを密
かに喜んでいます…そ

紹

みなみクリニック病児保育室
「ダーグ・ヘム」

高橋内科小児科医院内
「あすか病児保育室」
あ す か 病 児保 育 室
は、部屋の半分がガラ
ス張りになっていて、
外の様子が部屋からも
よく見え、日中は明る
い日差しが入り込むと
て も 明る い保 育室 で
す。
開設 3 年目、一人一
人とゆっくり関われる
病児保育室だからこそ
できる保育をと今年は
指人形やエプロンシア
ターなど手作りのおも
ちゃをたくさん取り入
れ、遊んでいきたいと
思っています。
より家庭的で穏やか
な雰囲気の中で、子ど
もたちの病気の回復を
保護者と共に喜び合え

設

昭和 44 年に医療機
関併設型として開設し
て、33 年目をむかえ
ています。定員は 8 名
で、医師と７名の職員
で担当しています。
日々の保育・看護を
充実させるため、月 1
回の職員会議をもち、
各自がそれぞれの思い
をだしあっています。
又、利用者の親と一
緒に運営委員会も月 1
回行ない、枚方市との
折 衝 も行 なっ てい ま
す。
これからも、子ども
にとって心地よく、親
にも安心して仕事がで
きる病児保育であり続
ける努力をしていきた

んなお話を保護者の方
からお聞ききすると喜
んでいいのか複雑な思
いの保育士です。
子どもたちと共に私
たちも日々、この歩き
始めたばかりの保育室
を育てています。これ
からもより良い病児保
育を目指して。
保育士 林文子
所在地：〒458‑0006
愛知県岩倉市稲荷町高
畑 75
TEL: 0587‑66‑1221
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いと思います。
看護師 堀田和子
所在地：〒573‑0084
大阪府枚方市香里ヶ丘
3 丁目 12‑1
TEL: 072‑852‑0161



  
                           
   

加

盟

施

わかくさ保育園病児保育室
「さくらんぼ」
平成 12 年、保育園
併設型の病児保育室と
して分園に病児保育室
「さくらんぼ」が開設
されました。ここは 0
歳から小学校 3 年生ま
での子どもたちが利用
できます。
「 さ く ら んぼ だ よ
り」の発行や、病児保
育紹介のポスターを近
隣の保育園や小児科に
貼らせていただくこと
で、他園の子どもたち
も多く利用されていま
す。他園の子どもたち
は、初めての環境で緊
張 す るこ とも ある の
で、部屋の装飾にアン
パンマンなどを使い、
少しでも安心できるよ

紹

介

コスモスこどもクリニック
「なずな病児保育室」
な ず な 病 児保 育 室
は、クリニックに併設
してあります。開設か
ら 2 年目に入り利用す
る親が増え続けていま
す。
名古屋市は病児保育
の制度化に、政令指定
都市としては唯一実施
していません。個人的
な運営では、利用者が
増えれば人件費が膨ら
み、経営が厳しいとい
う矛盾をかかえます。
マスコミがこの実態
を取り上げ、地元のテ
レビ局の報道特集やテ
レビ東京の「ジカダン
パン」という番組など
で放映され、社会的に
支える受皿が必要であ

う工夫しています。
当園の子どもたちは
園併設ということで、
普段の様子を担任に聞
き、保育につなげてい
ます。
これからも保育士と
看護師が協力し、安心
して過ごせる保育室に
していきたいと思って
います。
看護師 大原恵美
所在地：〒930‑0952
富山県富山市町村 166
の 4 番地
TEL: 076‑492‑6341

青梅ゆりかご第二保育園
「病後児保育室かりん」
青梅ゆりかご第二保
育園では、「ひとりひ
とりの子どもを大切に
して、保護者が安心し
て働き続けられる保育
支援」を目標に保育活
動を行っています。
「かりん」は、病気
が治りきらないうちに
登 園 する 子ど もた ち
に、より早く病気を回
復できるように環境を
整え、こころもからだ
もゆったりし、健康を
取り戻すことができる
保 育 室 と して 、 2001
年 4 月からスタートし
ました。利用児が毎日
かわることで私たちは
戸 惑 いも あり まし た
が、「病気の時でも子

設

ると後押しがありまし
た。親子の要求に応え
るために病児保育の制
度化しかないと実感し
ています。
保育士 安田洋子
所在地：〒458‑0006
愛知県名古屋市緑区細
口 3 丁目 531
TEL: 052‑877‑7588

「寝屋川病気あけつくし保育所」

「子どもが病気の時
でも安心して働きつづ
けたい」という親の切
実な願いのもと、保育
運動の中で作られたセ
ンター方式の病気あけ
保育所です。
今年 5 月で開所 30
年 を 迎 え 、 延 べ
68,500 人の子どもた
ち を 保育 して きま し
た。
家庭的な雰囲気を大
切に、病種別保育を行
い、給食、おやつも病
気の子どもたちが少し
でも食べられるように
と手作りのものでがん
ばっています。
運営は市からの補助
金、利用料、共済会会

どもは日々成長してい
る」ということを大切
に保育看護を行い、最
近では子どもから希望
して利用するケースも
増えるようになりまし
た。
看護師 荒木敏江
所在地：〒198‑0042
東 京 都青 梅市 東青 梅
5‑22‑2
TEL: 0428‑24‑4455

（ 3）

費、バザーなどの事業
収入でまかなわれ、毎
年 苦 しい 運営 状況 で
す。国の補助金を獲得
するため、現在、市と
の話し合いを進めてい
るところです。
保育士 中野澄子
所在地：〒572‑0015
大阪府寝屋川市川勝町
2‑6
TEL: 072‑823‑1621
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愛媛ブロックから
むかいだ小児科 「キッズハウス」
保育士 森田 史枝
平成 14 年 10 月 27 日（日）に、
4 施設 17 名の参加で愛媛県内ブロ
ック会を行いました。初めてのブ
ロック会でしたが、活発な意見交
換が行われ、それぞれが有意義な
時間を過ごすことができました。
フリ ート ーク 中心の 会で した
が、どの施設も同じような悩みを
抱えており、次のような内容で話
が進められました。
①長期利用の子どものしつけにつ
いて
②人見知りの激しい子どもへの対
応
③困ったことやクレームについて

④発熱の場合、何度まで預かって
いるか、又、保護者への連絡は？
⑤他院から利用があった場合
⑥医師連絡票について
⑦急変時の対応について
⑧急変時Ｄｒ．が不在の場合はど
うしているか
⑨熱性けいれんについて
各話題で、2 人のＤｒ．の助言を
頂きながら、少しずつ、問題解決
の糸口を見つけられたのではない
かと思います。そして、基本的な
子どもの姿は、どの施設でも一緒
という 事を 再度 確認し 、病 気の
時、母親ならどうするだろうと考

関東ブロックから
「エンゼル多摩」
施設長
去る平成 14 年 11 月 9 日、協議
会加盟施設のうち関東地方にある
施設で関東ブロック会が開かれま
した。関東地方では、協議会発足
後 7 年経った平成 10 年でもわずか
11 施設しかありませんでしたが、
その後施設数が急激に増え、現在
では開設予定を含め 45 施設が協議
会に加 盟し てい ます。 かね てよ
り、全国の研修会に参加して帰っ
た後に地元で相互に連絡を取り合
おうとして面識が無いという事が
多々あったこと、施設数が増え、
なかなか研修会までは参加できな
い職員も増えたこと、などから是
非関東地方でのブロック会を開催
して欲 しい とと の声が 大き くな
り、今回の開催となりました。
当日は 25 施設 59 名の参加を
得、第 1 回ということもあったた
め、アトランダムに分けられた５

池田

奈緒子

〜6 名ずつの小グループでの意見交
換･交流を主とした会としました。
各グループで、まず初めに今後の
この関東ブロック会の運営につい
て個人の意見を出し合いまとめま
した。その後引き続き、テーブル
ごとに 自由 テー マで話 し合 いを
し、最後にテーブルごとの発表、
今後についての全体での話し合い
を行いました。
各テーブルごとでは、全くテー
マを決めずに話し合ったに関わら
ず、10 テーブルの殆どで同じよう
な内容が話題になった事で、悩み･
問題点はいずれも同じという事が
良く分かりました。同施設からの
参加の方は分かれてテーブルにつ
いて下さいとの事で、初めは不安
と抵抗があった方々も、5〜6 名と
言う人数では、全員が懇意に、話
したい事･聞きたい事が遠慮なく言
（ 4）

ク 便 り
え、病状も含めて、個々に対応し
ていく事が、私たちの大きな役割
であると感じました。
保育看護の質を高めていくため
にも、定期的に勉強会を開くこと
は、大切な事だと思います。愛媛
ブロックでは、今後もブロックで
の活動を進め、四国ブロックまで
広げて行きたいと考えています。
四国の各施設の皆様、私たちと共
に勉強していきませんか？多くの
ご参加をお待ちしております。

▲活発な意見交換の愛媛県内
ブロック会

えるとあって、次回からも是非こ
の形式 でと 言う 声が相 次ぎ まし
た。
会の最後に行ったアンケートで
は、悩んでいる事･困っている事、
今後会に望む事、グループ交流の
感想などを集計しました。悩み･問
題点は、開設年数によって違いが
見られましたが、その他の質問に
は、形態別でも職種別でも、予想
したほどの違いはありませんでし
た。3 時間という時間では、短すぎ
たという感想が多くありました。
又、今回は開催の案内から、開催
日当日までの日数が短いので不参
加となった施設からも、是非次回
は参加するという声が多数寄せら
れました。
各地で施設が増えていく中、地
方ごとのブロック会は今後不可欠
なものと思われます。全国で各地
区ごとにまとまり、活発な意見交
換･交流を行い、その結果を全国の
会へ持ち寄るという事に繋げてい
かれればと思いました。
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近畿北ブロックから
「枚方病児保育室」
共済会事務局長 板口 徹郎
2003 年 2 月 9 日守口市教育文化
会館で近畿北ブロック病児保育学
習交流会が、10 施設 36 名の参加で
行われました。近畿ブロックでは
通算で 18 回目となりますが、18 年
前４施 設か らス タート した 本会
も、近年の急激な病児保育施設の
増加に伴い、昨年より南北 2 ブロ
ックに分かれての開催となりまし
た。
午前中は消防署の方を講師に、

救急救命講習会。それも病児保育
関係者対象ということで小児に対
する救急救命講習でした。心肺蘇
生法の実習では使用する人形も小
児タイプのものを使い、成人に対
する場合との違いを確認しなが
ら、グループ毎に各人 4 回以上実
習を繰り返しました。その後、異
物除去・止血からけいれん対策ま
で講義や実演があり、多岐にわた
る質疑 応答 にも 予定時 間を 越え

▲気道を確保しながら呼吸を確認

「さくらんぼ病児保育室」
さくらんぼ病児保育室を支える会 小谷恵美子

広島では毎年、広島県保育団体
合同研究集会(広島合研)が開かれ
ており、「病児保育」の分科会で交
流しています。2002 年には、すで

て、丁 寧に 答え ていた だき まし
た。
午後は保育士Ａ，保育士Ｂ，看
護師，運営の 4 グループに分かれ
ての交流会。グループ毎に病中・
病後、保育所併設型・医療機関併
設型など色々なタイプの病児保育
につい ての 様々 な問題 を出 し合
い、話し合いました。知識やノウ
ハウの情報交換から得るところが
大きい交流会でした。
南北 2 ブロックに分けての開催
は、グループ交流した際に、１グ
ループの人数が少なく、参加者全
員が発言し易いため、実のある交
流ができたと思います。

▲心臓マッサージ小児は 5 回（成人 15 回）

中国ブロックから

広島県の病児保育状況と中
国地方保育団体合同研究集
会での「病児保育」分科会
へのおさそい

ク 便 り

に開設しているところ(広島市・
呉・東広島・安芸郡府中町)と、今
から始 める 所、 関心が ある 方な
ど、医師・保育者・行政関係者・
研究者が参加されました。他施設
の様子や情報の共有のため、3 施設
が報告した後、次のようなことが
話合われました。
・ 少ない補助金で経営的にやっ
ていけるか
（ 5）

・補助金は今後どうなる
・病中・病後児保育とは
・病気の感染予防について
参加予定の保育所型の施設から
の話が 聞け なか ったの が残 念で
す。
2003 年 11 月 9 日 中国地方保育団
体合同研究集会(中国合研)が開催
されます。「病児保育」分科会は
「さくらんぼ病児保育室」が窓口
となっています。
中国 5 県から生の声を出し合い
ましょ う。 参加 お待ち して いま
す。



  
                           
   

みやた小児科「ぽけっと病児保育室」
理事長

＜インフルエンザ＞
子どもの感染症の流行は非常に
季節性があって病児保育室の入室
の子どもたちの病気もがらりと変
わることは経験されていることと
思います。
冬場から春先に流行するのはな
んと言ってもインフルエンザとロ
タウイ ルス によ る胃腸 炎で しょ
う。隔離に苦慮する病気ですね。
今シーズンはインフルエンザが
例年より流行しました。流行状況
はインターネットで地域別、日本
全体での統計が週単位で知ること
が で き る よ う に なっ て い ま す 。
（ URL:http://idsc.nih.go.jp/ind
ex‑j.html）診断についてはここ数
年で迅速診断キットが発売されそ
の場で何型かもある程度わかるよ
うになりました。診断精度が上が

るとますます隔離の細分化が起き
ます。たとえば今までインフルエ
ンザの部屋とひとつにしていたの
が A 型 B 型と二つに分けなければ
ならないジレンマがでます。でも
入室受け入れの際にはなるべく診
断が確定されていることが相互感
染を防ぎ隔離ができる条件ですか
ら、情報収集が大切です。
冬場は相互感染を防ごうとする
と感染の病気が多く分ける部屋も
多くなりスタッフが何人いても足
りませんね。また今シーズンから
はインフルエンザの治療薬がふえ
て B 型インフルエンザにも効く薬
が小児の適応となりました。飲み
始めるとやはり劇的に効き熱は下
がりますし直るのも早く今までよ
り数日はやく集団に戻れます。
しかしその薬も国内で不足し出
したくても出せない状況が続いて

います。来年度にはこのようなこ
とはなくなると思われます。イン
フルエンザの感染経路は飛沫感染
で感染力が強く潜伏期間は約 2 日
間です。保育中の注意は換気を十
分にすることが大切です。患者の
マスクの着用は他者への感染防止
には有効ですがかからない予防の
ためには有効とはいえません。け
いれんや中耳炎などの合併が多く
神経を使います。特に乳幼児では
インフルエンザの時のけいれんは
脳炎の合併の可能性もあるのでい
ったん起きたら医師への診察が必
ず必要で緊急性があります。ぐっ
たりと元気のない子どもがほとん
どですから遊びより安静を心がけ
十分な水分補給を心がけてくださ
い。

      



   



小麦粉 100g 水 適量 黄な粉
糖 大さじ 3（30g）塩 少々
★作り方



【やせうま】
★材料（4 人分）



作り方③

作り方①

郷土のおやつ～やせうま～

宮田 章子

大さじ 4（24g）砂
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作り方③

①小麦粉に塩を混ぜ、水を少しずつ加えながら耳たぶ
くらいの固さになるまでこねる。
②ちぎって親指大にまるめ、30 分から 1 時間ねかす。
③沸騰したお湯に生地を伸ばしながら入れてゆでる。
④芯まで茹であがったら、引き上げていったんさま
す。
⑤黄な粉と砂糖を混ぜたものをまぶして出来上がり。
☆１人当たり 熱量：147kcal たんぱく質：4.4g
塩分：0.5g
※郷土料理としては、他にだんご汁。延ばしただんご
を、ごぼう、人参、大根、あげ、白菜を入れた味噌味
の汁に入れて、だんご汁としてたべる。 延ばしてだ
んごを小豆を甘く煮た汁に入れるとぜんざいになる。





フォーク では追いつか
ずに手で つかみ、ほお
ばって食 べています。
おかわり も続出してい
ます。



  
                           
   

−新規加入の全国病児保育協議会施設−
222◆病児保育 にこにこルーム
院 長 中山 紀男
〒852‑8133
長崎県長崎市本原町 1‑23
中山小児科クリニック内
TEL：095‑843‑5327 FAX：095‑843‑5327

233◆豊中市立本町保育所内「病後児保育室」
所 長 安井 鈴子
〒560‑0021
大阪府豊中市本町 5‑8‑52
TEL：06‑6848‑2598 FAX：06‑6848‑4451

223◆病後児保育室 キッズケアルーム花園
理 事 菊池 直恵
〒960‑8112
福島県福島市花園町 7‑31
TEL：024‑533‑8037 FAX：024‑533‑8037

234◆ワラビー病児保育室
理事長 永吉 昭一
〒482‑0006
愛知県岩倉市稲荷町高畑 75
（医）なかよしこどもクリニック内
TEL：0587‑66‑1221 FAX：0587‑37‑9482

224◆エルアンジュ
代 表 横田 結香
〒351‑0022
埼玉県朝霞市東弁財 3‑19‑8
TEL：048‑468‑8803 FAX：048‑468‑8803
225◆くまさん保育室
理事長 阿部 啓次郎
〒276‑0028
千葉県八千代市村上 4472‑5
TEL：047‑487‑1003

232◆病児デイケアセンター かすが
理事長 横山 隆
〒816‑0801
福岡県春日市春日原東町 3‑36
横山小児科医院内
TEL：092‑581‑1203 FAX：092‑501‑6903

235◆病後児保育施設すこやか保育室
理事長 羽賀 正人
〒940‑0042
新潟県長岡市前田 1 丁目 6−7
ながおか医療生活協同組合ながおか生協診療所
TEL：0258‑38‑0813 FAX：0258‑30‑1160

KEIYU ビル 3F

236◆病児保育施設 レインボールーム
施設長 前田 利為
〒865‑0061
熊本県玉名市立願寺 151‑3
TEL：0968‑72‑4770 FAX：0968‑72‑4770

226◆「キッズケアーぞうさんルーム」（仮称）
院 長 和田 正文
〒654‑0131
兵庫県神戸市須磨区横尾 1 丁目 284‑1
横尾ビル 3F わだ小児科クリニック内
TEL：078‑747‑3150 FAX：078‑747‑3152

237◆（株）プティット
代表取締役社長 宇多川 清美
〒755‑0084
山口県宇部市大字中山 261‑1
TEL：0836‑34‑1107 FAX：0836‑21‑2807

227◆どんぐり病後児保育室
園 長 長尾 美智子
〒940‑0046
新潟県長岡市四郎丸２丁目 3‑25
TEL：0258‑34‑8088 FAX：0258‑34‑8087

238◆バンビーノ
院 長 佐藤 好範
〒266‑0031
千葉県千葉市緑区おゆみ野 3‑24‑3
TEL：043‑293‑2503 FAX：043‑293‑2503

228◆中里小児科
看護師 横山 美知子
〒330‑0021
埼玉県さいたま市東大宮 6‑22‑6
TEL：048‑683‑8488 FAX：048‑683‑8545
229◆子どもサポート H＆K
代表者 小川 和寧
〒602‑0806
京都府京都市上京区薮之下町 42 栗の木コーポ 201
TEL：075‑213‑2306 FAX：075‑213‑2306
230◆井口小児科内科医院
医 師 井口 優子
〒655‑0004
兵庫県神戸市垂水区学が丘４丁目 15‑8
TEL：078‑785‑0023 FAX：078‑785‑0023

239◆愛泉乳児園 テディベアハウス
施設長 森田 愛香
〒347‑8510
埼玉県加須市土手 2‑15‑57
TEL：0480‑62‑3321 FAX：0480‑62‑1687
240◆いなみ小児科附属病児保育室 ハグルーム
医 師 稲見 誠
〒154‑0002
東京都世田谷区下馬 3‑22‑13 ヤナイビル１Ｆ
TEL：03‑3421‑4885 FAX：03‑3411‑4936
242◆函南さくら保育園
園 長 遠藤 弥生
〒419‑0122
静岡県田方郡函南町上沢 70‑2
TEL：055‑979‑1350 FAX：055‑978‑8759

231◆(株)ジェイ・プランニング東京支社
代表取締役 山口 洋
〒169‑0075
東京都新宿区高田馬場 1‑5‑19 ＫＦビル４F
TEL：03‑5285‑2421 FAX：03‑5285‑7720

新規加盟施設紹介は８ページにも掲載しています。
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会員の皆 さまからのお便り・質 問等をＦＡＸやメール でお送り下さい。直接 回答さ

通 信 欄

せていただいたり、ニュース等に掲載させていただきます。送付先： FAX 06-64524980、 メ ー ル f.fujimoto@kansai‑kyodo.co.jp 広 報 の 藤 本 ま で 。

病児保育室名：
お

必

携

名

前：

お便り紹介

全国病児保育協議会編（帆足英一監修）

      




病児保育に従事している保育士・看護婦必携の
「新 病児保育マニュアル」が完成しました。是
非、一人一冊手元においてご活用ください。
病児保育を展開していく上での「保育看護」の
専門性をいかに高めればよいか、その具体的な内
容が記述されています。
●協議会加盟施設の場合
1, 500 円 ( ＋送料 )
●その他の場合
2, 500 円 ( ＋送料 )
●申し込みは全国病児保 育協議会事務局まで
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12 月 7、8 日「第 11 回全国病児保育協議会研修会」
に初めて参加の機会を得ることができ、身の引き締ま
る思いで会場を後にしました。全国的な組織規模です
がそこに集まったひとり一人の保育士、看護師は、
「どうしたら病気の子どもにとってより快適な環境を
用意できるか、子育て支援をしていけるか？！」の課
題を背負って頑張っているのですね。私はゆったりの
んびり子育てを楽しんでいけたらと思っています。
さいとう小児科内科付属えくぼ保育園保育士
金田順子
病児保育所のスタートが、2002 年の我孫子市 10 大
ニュースのひとつとして市の広報（12/16/02 付）に写
真入りで取り上げられました。まだオープンして 1 年
立っていませんが、本格的な冬の到来、風邪のシーズ
ンによりどのくらいの利用があるのか注目しておりま
す。
こどもデイルームみらい 菊池政夫

−新規加入の全国病児保育協議会施設−
243◆（未定）白子クリニック小児科
理事長 二井 栄
〒513‑0235
三重県鈴鹿市南江島町 9‑15
TEL：0593‑88‑2221 FAX：0593‑88‑3355

244◆(未定)糸島医師会
会 長 奥 駿平
〒819‑1112
福岡県前原市浦志 532‑1
TEL：092‑322‑3638 FAX：092‑324‑4491
これ以降の加盟施設は次号で

全国病児保育協議会事務局
〒 870 − 0943
担当：伊東

住所：大分県大分市大字片島 83 −７
美紀

大分こども病院気付

電 話： 097 ‑ 567 ‑ 0050 （代表）
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ＦＡＸ： 097 ‑ 568 ‑ 2970

