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協議会メール
第 13 回全国病児保育協議会総会・研修会トピックス
研修委員会委員長
今年から研修会も 1 年に 1 回に
統合されました。7 月 20 日（日）
午後から行政説明と前回人気で会
場が満員となった基礎セミナーは
同時開始です。前回の研修会参加
者アンケートで、興味ある分科会
が多すぎて複数の会場に同時参加
することが出来ないという意見が
ありました。
今年は分科会を減らし、少人数
のワークショップを 2、3 開く方針
でしたが失敗しました。今回も盛
り沢山です。各分科会及びワーク
ショップのキーパーソンには、病
児保育の実務で活躍しているスタ
ッフ、或いは先進的な取り組みを
している行政や共に実績を作って
いる人達に参加協力していただく
ことが出来ました。

▲昨年の研修会風景

調査研究委員会の自己評価基準
と実態調査中間報告も興味深いテ
ーマで、質問や意見交換の時間も
取る予定です。
新規開設や初参加の人でも帆足
英一先生の基調講演を総会前に聞
くことが出来ます。お楽しみの懇
親会もこの世界のパイプ作りに役
立ちます。司会には芸能人の様な
小田文江、清水麻利子さんに新た
に関東から小川明子さんにもお手
伝いしていただきます。勉強や研
修の間に楽しい時間を持ちましょ
う。
2 日目の 21 日、分科会 1 は高橋
良明先 生の 司会 で開設 前後 の人
も、実務で迷う人も気軽に相談で
きる何でも相談Ｑ＆Ａです。分科
会 2 は自由演題で今年は 8 題で
す。発表は大変ですが質問は簡単
です。難しい学会ではありません
ので何でも質問してそしてエール
を送ってあげて下さい。ただし質
疑応答は簡潔にお願いします。
その他の分科会として、保育園
型病児保育、高実績施設からのワ
ンポイントアドバイス、パートナ
ーシッ プと して の行政 との あゆ
み、また、ワークショップでは厨
房施設衛生管理基準や病児のため
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二宮

剛美

▲昨年の懇親会の一コマ

の遊びの提供、インシデントレポ
ートなど、とても面白いショップ
や分科会が目白押しです。
特別講演では聖マリア病院の橋
本武夫先生、京都大学ボランティ
アコーディネーターの神田美子氏
から貴重なお話をお聞きし 2 日間
の総会 ・研 修会 を締め くく りま
す。ご存知のように協議会専任の
職員や 事務 員は ひとり もい ませ
ん。会員による手作りの研修会で
すので会場では参加者に進行を手
伝っていただくこともあろうかと
思います。
準備や広報も行き届きませんが 1
年に 1 度、全国から目的が同じ仲
間が集まり、少しでも有意義な時
間が持てることを期待します。
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医療法人ウエルネス医療クリニック
「こどもケアハウスぞうさん」
こどもケアハウスぞ
うさんは、平成 7 年に
医療機関併設型として
開設しました。クリニ
ック併設の老人デイケ
アセンターの２階が病
児 保 育室 にな って お
り 、 保育 室の 窓か ら
は、利用者の方々の楽
しそうな様子を見るこ
とが出来ます。
子どもたちには、年
齢・病状・季節に合わ
せ、手作り玩具等の製
作を取り入れたり、メ
ッセージカードを渡し
た り し て 、「 ぞ う さ
ん」での思い出を持ち
帰って頂くようにして
います。スタッフは、
連絡事の他、思い等も

紹

介

海邦病院小児デイケア室

海邦病院小児デイケ
ア室は平成 9 年 4 月に
開設され早いもので 7
年目を迎えました。私
たちは当初より病院併
設型の利点を生かし保
育士、看護師、医師の
連携で、軽症はもちろ
ん吸入や輸液の必要な
子どもまで幅広くケア
してきました。そのた
め、当デイケア室の保
育士は子どもの状態の
変化をみる目がかなり
高 い レベ ルに あり ま
す。
一方では、子どもに
接するプロの一面も随
所に見せてくれます。
医師や看護師が近づく
と泣き叫ぶ子でも保育

書 い たノ ート を活 用
し、十分に連携を取り
合い、暖かく家庭的な
雰囲気の中、子ども達
が安心して過ごせる様
に心がけています。
地域の方々に親しん
で頂けるような病児保
育室を目指し、保育看
護に努めていきたいと
思っています。
保育士 水谷時子
所在地：〒511‑0863
三重県桑名市新西方４
丁目 81
TEL: 0594‑24‑2596

士が抱きあげたとたん
泣 き やむ ので す。 ま
た、デイケア室や病棟
内を季節ごとに飾りつ
けてくれるため入院中
の子どもたちや付き添
い の 保護 者は もち ろ
ん、私たち医療スタッ
フの気持ちもなごませ
てくれるのです。
小児科医 冨名腰義裕
所在地：〒901‑2224
沖縄県宜野湾市真志喜
2‑23‑5
TEL: 098‑898‑2111

（社）聖霊病院病児
デイサービスセンター

いわた医院 チャイルドケアーセンター
「ムーミンルーム」
平成 12 年 4 月に板
橋区との委託事業とし
て開設した医療機関併
設型の病後児保育室チ
ャイルドケアーセンタ
ー「ムーミンルーム」
です。定員は 4 名で病
気の回復期である満 1
歳から小学校就学前ま
でのお子さんをお預か
りしています。
3 年目を向かえ、毎
年 700〜800 名とたく
さんの方々にご利用い
ただいていますが、板
橋区に 1 施設しかない
ため、キャンセル待ち
で も ご利 用で きな い
方々もいらっしゃるの
が現状です。
そんな中で、「今日

設

当病児デイサービス
センターは、大河ドラ
マ「利家とまつ」で有
名な金沢市の中心部に
位 置 し、 働く お父 さ
ん、お母さんの強い味
方になれるよう頑張っ
ています。
平成 4 年にパイロッ
ト事業として聖霊乳児
院 内 の一 室で 開設 さ
れ、平成 5 年に増改築
し乳幼児健康支援一時
預かり事業として、本
格的に始動してから丸
10 年が経ちました。
当センターでは、0
歳から就学前までの子
ど も を預 かっ てい ま
す。よく利用のある子
どもから、病気が回復

ムーミンなんだよ」と
笑顔でお部屋に入って
くる子、初めてで不安
いっぱい、大泣きして
いる子と様々ですが、
一人一人にとって心地
よく、病気の時でも楽
しんで過ごせる場所で
ありたいと思っていま
す。
保育士 末石佳代子
所在地：〒174‑0046
東京都板橋区蓮根 2‑
1‑3
TEL: 03‑3965‑5070

（2 ）

しても「明日もここに
来た〜い。」との嬉し
い声も聴かれます。そ
んな子どもたちの姿を
励みに、これからも頑
張っていきたいと思っ
ています。
看護師 松野由起子
所在地：〒920‑0865
石川県金沢市長町 1 丁
目 5 番 30 号
TEL: 076‑223‑2878
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四恩学園乳児院

1915 年 の 開 設 以
来 、 四恩 学園 は乳 児
院、児童養護施設をは
じ め 、保 育園 、児 童
館、夜間保育園、老人
デイサービスなど多機
能複合型福祉施設とし
て地域に密着し、その
サービスを提供してき
ました。
病後児保育は平成 4
年からモデル事業とし
て寮の一室を利用し、
乳児院のサービスのひ
とつとして行われてい
ます。現在は平成 8 年
に新築された総合福祉
センターの 3 階にあり
ます。店員 6 名で看護
師 2〜3 名が 0 歳から
小学校までの子どもた

盟

施

病児保育室

紹

介

（医）啓仁会

平成 5 年に小児科ク
リニックの併設型病児
保育室としてオープン
しました。平成 7 年か
らは徳島市の委託を受
けています。定員は 4
名で 2 部屋あり、医
師、看護師、保育士で
行っています。乳児か
ら 小 学生 の利 用が あ
り、保育の内容も幅広
さを求められますが、
年齢に応じた玩具や製
作材料の準備、また壁
面環境など明るく過ご
しやすい保育室で和や
かな雰囲気の中、保育
しています。
日中の様子や体温、
服薬、昼食のメニュー
などは連絡シートに記

ち を 受け 入れ てい ま
す。学園に併設されて
いる診療所の小児科医
の診療をうけられ、隔
離室があることです。
体も心もゆったりで
きる保育を提供し、仕
事をもつ保護者が安心
して働き続けられる保
育支援活動です。
看護師 長田孝子
所在地：〒558‑0011
大阪府大阪市住吉区苅
田 4‑3‑9
TEL: 06‑6607‑2220

四日市市病児保育室
「カンガルーム」
三重県四日市市にあ
る病児保育室カンガル
ームは医療機関併設型
で平成 12 年に市の委
託 を 受け 設立 しま し
た。開設した当初は、
『病児保育』というも
のをなかなか理解して
もらえず、事前登録者
数が多い割に実際の利
用人数は少なかったで
す。平成 15 年の現在
では、リピーターや口
コミ、市役所からの広
報活動などで利用者数
も徐々に増加し、5 月
は過去最高の 125 名で
した。
今、カンガルームを
頼りに、利用してくだ
さっている方達のため

設

藤岡クリニック

入し、保護者の方にお
渡しすることで安心し
てお子様を預けて頂け
る よ う配 慮し てい ま
す。
これからもさらに家
庭に近い環境でお預か
りできるよう勉強して
いきたいと思っていま
す。
保育士 福岡奈美
所在地：〒770‑0942
徳島県徳島市昭和町 8
丁目 66
TEL: 088‑622‑0012

さわだクリニック
「病児保育室こひつじ」
平成 13 年 4 月より
東大阪市児童部の委託
を受け、市で第 1 号の
病児保育室として、さ
わだクリニックより医
療機関併設型の「病児
保育室こひつじ」がス
タートしました。
『こ 困った時の病
児保育室、ひ ひつじ
の よ うな ホッ トな 愛
で、つ 常に必要なケ
アをおこない、じ じ
っくりお世話いたしま
す』をモットーに職員
一同、看護や保育の学
習を重ねながら安心し
て利用してもらえる施
設作りを目指していま
す。
また、毎月第 1・3

に ISO9001 の取得に取
り組みました。利用者
の希望に一つでも多く
対応する事が出来るよ
うにです。そしてその
結果もっともっと利用
者の方達と心の距離を
縮めて、信頼され続け
られる病児保育施設を
目指して私達は頑張っ
ています。
保育士 桶谷泰子
所在地：〒510‑0082
三 重 県四 日市 市中 部
8‑17 二宮病院内
TEL: 0593‑51‑4152

（3 ）

土曜日に地域の親子が
集える場として「ふれ
あ い のじ かん 」を 行
い、季節の制作や手作
り紙芝居等を行い、こ
ひつじの保育の質を高
め る 工夫 をし てい ま
す。
保育士 清水麻利子
所在地：〒577‑0802
大阪府東大阪市小阪本
町 1‑11‑3
TEL: 06‑6730‑5828



    
                           
   

東 西 南 北 ブ ロ

ﾂ

ク 便 り

近畿南ブロックから
すみれ乳児院すみれこどもケアルーム
看護師 三輪 梅
2003 年 2 月 23 日（日）八尾徳州会
総合病院会議室で、近畿南ブロッ
ク病児保育学習交流会が、12 施設
29 名の参加で行われました。
近畿ブロックでは北と南に分か
れて、初めての学習交流会の開催
となりました。午前 10 時からワン
ランクアップのお薬講座がありま
した。事前にお薬の内容で疑問に
思うことを各施設からアンケート
を取り、各項目ごとに解答してい
ただきました。午後からは各グル
ープに分かれてのデスカッション
で大いに盛り上がり、各グループ

ごとに発表をし、意見交換をしま
した。
また、徳州会病院の薬剤室の見
学をさせていただき、普段はなか
なか分からない細かい所まで、勉
強でき、有意義な 1 日となりまし
た。
最後に、講師の神原先生をはじ
め、八尾徳州会病院のスタッフの
方、保育を担当された方々に、感
謝します。報告集も出来上がりま
したので、ご希望の方がありまし
たらお問い合わせください。

▲なごやかな雰囲気の中で 研修
に励む参加者の皆さん

東海・北陸ブロックから
ひかり病児保育園
保育士
平成 15 年 4 月 24 日、奥越健康
福祉センターの主催で「障害児や
気がかりな子の療育支援に関する
研修会」が行われました。乳幼児
に関わる関係者ということで、各
保育園・子育て支援センター・福
祉事務所・障害児施設など、22 の
施設が参加しての研修会となりま
した。
障害児の利用に関しては、当施
設ではまだ受け入れ態勢が整って
おらず、現在のところ受け入れは
出来ていない状況です。しかし、
障害児をお持ちのお母さんから

笠松

知恵

も、利用を望む声が上がってきて
いるとのこと。地域をあげて障害
児とお母さんを支援しようという
動きが高まる中、病児保育もそれ
らの関係機関の中の一つとして、
この研修会への参加を要請されま
した。
当施設からは保育士 1 名、看護
師 1 名が参加。現在まで行われて
きた支援に関する取り組みの実施
状況の発表や、実際に障害児保育
をされ てい る園 からの 悩み 相談
に、小児科医でもある福井大学の
竹内恵子先生らが助言をする・・
といった形で研修会は進められま
した。
まだ準備段階である当施設も、
それらの貴重なお話を興味深く聴
き、障害児保育というものの必要
性と、また一方での難しさをリア
ルに感じる事ができました。
また、この研修会にて「障害児
（4 ）

を持つお母さんの会」と関係者の
方ともお話をする機会を得る事が
できました。そして後日、その会
の集まりに当施設のスタッフも参
加させて頂き、お母さん方の生の
声を聞かせて頂ける事になりまし
た。地域の子供に関わるそれぞれ
の機関がつながりをもつ・・・そ
んな機会を与えて下さった健康福
祉センターの方に感謝をしたいと
思います。
障害児の受け入れに関しては、
まだスタートラインに立ったばか
りですが、そのような形で現在準
備を進めています。



    
                           
   

東 西 南 北 ブ ロ

ﾂ

九州ブロックから
宮崎県立看護大学
みやざき病児保育交流会 今藤・甲斐
＜病児保育講演会報告書＞
日時 3 月 16 日(日)13:00〜16:40
会場 看護大学中講義室３
参加者
１６０名
内容 「病児保育」についての理
解を深めて頂くために一般保育園
の保育士を中心に、実際病児保育
に携わっている県内・県外の施設
の方が一同に集まり、病児保育活
動について情報を得る機会になっ
た。また、病児保育施設の展示場
では紹介のリーフレットを持ち帰
られる方が多く、関心の高さが伝
わってきた。
①講演「子どもの健康管理 そ
の心とからだ〜」講師：保坂智子
氏

講演では、子育て概論で身近な
事例を通して細やかな心のケア・
からだのケアについて学ぶ機会と
なった。保育園という集団の中で
生活する子どもの特殊性、日常子
どもによくみる病気の症状、年齢
別ケアのポイント、よく出会う病
気、予防接種について講演され、
病児保育制度や先生のこれまでの
活動などについて活発な質疑応答
も行われた。
②講演「病児保育室での感染予
防対策」講師：藤本保氏
講演では、一般保育園の保育士
を主な対象として、新興感染症・
再興感染症の定義、感染経路、感
染症予防、予防接種の勧奨につい

ク 便 り
て学ぶ機会となり、また感染予防
対策として手洗いの実技指導も行
われた。また、詳しい資料が手元
に残ることでこれからの活動に活
用したいとの感想が多く寄せられ
た。

▲講演会風景

▲展示コーナー
学会予定プログラム

北海道・東北ブロックから
全国病児保育協議会広報委員会
第７回医療保育学会のお知らせ
医療保育学会も第 7 回を迎えました。病棟での
入院児を対象にされているようで・・・という声も
聞かれますが、参加されている方々は多職種で様々
な施設があり、発題も参考になることが多くだされ
ます。病児保育のスタッフの方々でまだ 1 度も参加
したことがない方、また今年も行きたい方、夏の北
海道でお会いしましょう。
開催日 １５年８月２３日（土）12：00〜17：00
１５年８月２４日（土） 9：00〜13：00
会 場
札幌市 北海道大学国際学術交流会館
学会テーマ 「医療保育の輪をひろげよう」
参加費
会場費として３０００円
交流会 １５年８月２３日（土）17：30〜19：30
札幌アスペンホテル（011‑700‑2111）
事務局 札幌徳洲会病院
森岡美貴さん TEL011‑851‑1110

１.会長講演
日本医療保育学会会長 帆足 英一先生
２.会頭講演
「患児・家族の「ものがたり」と医療保育」
第７回医療保育学会会頭 岡 敏明先生
３.招待講演
「子どもの心とからだのケア
−医療と保育で考えること−（仮題）」
朋佑会札幌産科婦人科名誉院長 南部 春生先生
４.教育講演Ⅰ「小児の肥満・痩せと保育士の役割」
旭川医科大学小児科講師 伊藤 善也先生
教育講演Ⅱ「セラピューティックアプローチから
みた医療保育士の位置と役割
西南女学院大学教授 谷川 弘治先生
５.ワークショップ 公募と依頼講演
Ａ.病児保育の発展に向けて
依頼講演：「病児保育で育った子ども達」
保坂小児科院長 保坂 智子先生
Ｂ.療育と遊び、保育の展開

依頼講演：「療育医療の現場で保育士に求められ
るもの」
旭川肢体不自由児総合療育センター院長
長 和彦先生
Ｃ.医療保育士の専門性の拡大と教育
Ｄ.病児・家族支援と医療保育
６.一般演題（公募中）
７.手作り作品展示と紹介（公募中）
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みやた小児科「ぽけっと病児保育室」
理事長

＜溶連菌感染症＞
新学期が始まり 1〜2 ヶ月もする
と新入園の子供たちはいろいろな
病気をもらってくるころです。年
齢によってもかかる病気は様々で
すが、今回は溶連菌感染症を取り
上げてみたいと思います。
この病気は比較的年令の幼児期
以降のお子さんが罹患することが
多いですが保育園などでは 1〜2 才
でも時々見かけます。狭い範囲の
閉鎖空間で感染しますので、同じ
部屋の子供同士ということが多い
ようです。溶連菌感染症より猩紅

熱という言葉の方がなじみがある
かもしれません。
症 状 は発 熱、 咽 頭痛 が特 徴 的
で、咳 や鼻 をほ とんど 伴い ませ
ん。発疹は必ずしも必発ではあり
ませんが出るとかゆく全身にサン
ドペーパーのような赤い発疹が出
ます。腹痛やおう吐を伴ったり、
腟炎を起こすこともあります。ふ
つうの風邪と違って熱の割に急性
期に元気がありません。
このような症状と特徴的なのど
の赤さをみたらほぼ診断は確定で
すが、最近では非典型例も含め迅
速診断キットで検査ができますの
で外来診察で待っている間に結果
が出て的確に抗生物質を出すこと
ができるようになりました。診断
確定され抗生物質を開始すると 1
日くらいで解熱すっかり元気にな
ります。

      

宮田 章子

病児保育室でお預かりするとき
はすでに元気なことが多いですが
隔離が必要な病気なので安静にす
ることがなかなか難しいですね。
抗生物質投与して 2 日もすれば感
染の危険はなくなりますので集団
生活に復帰できます。抗生物質の
投与期間が 10 日から 2 週間と長い
ので保護者にきちんと薬を飲ませ
ることを徹底するよう伝えたり子
供への服薬指導も病児保育室でで
きるといいですね。







―手軽にできるおやつー
【クッキー】
★材料（約 5 人分）
バター 40g 砂糖 20g

小麦粉 80g

ワンポイント

★作り方
卵を使って
①バターと砂糖を混ぜ合わせる
いません
②①に小麦粉も加える
③②を冷蔵庫で 30 分ねかせる
④薄く延ばして型で抜き、180 度のオーブンで 15〜20
分焼く
☆１人当たり 熱量：134kcal たんぱく質：1.5g
塩分：0.2g
※当院では、入院中に誕生日を迎えたら、クッキーを
焼いてプレゼントしています。おからを入れて焼くと
おからクッキーになる。

②豆腐をつぶしながらホットケーキミックスと混ぜ、
丸く団子状にする
③180 度の油で揚げて、熱いうちに砂糖をまぶす
☆１人当たり 熱量 148kcal たんぱく質 4.1g
塩分 0.1g
※＊市販のホットケーキミックスを豆腐で練りあげる
だけの手軽にできるおやつ。もっちりした口当たりで
子どもに大好評！！

【豆腐ドーナツ】
★材料（1 人分）
木綿豆腐 30g ホットケーキミックス 30g 砂糖 少々
★作り方
①豆腐は水切りしておく
（6 ）



    
                           
   

−第 13 回全国病児保育協議会総会・研修会開催のお知らせ−
１：日

時

平成１５年７月２０日（日）、２１日（月）

２：会

場

千里ライフサイエンスセンター
〒560−0082

大阪府豊中市新千里東町 1−4−2
TEL

３：日

06−6873−2010

程

【7 月 20 日（日）】
１２：００〜１３：００
１３：００〜１４：３０

受

付

「行政説明」

行政説 明と 基礎 セミ ナー総

質疑応答

論とは同時間開催です

要望について参加者との意見交換

１３：００〜１４：３０
１４：４０〜１６：２０

「基礎セミナー総論」

全国調査報告」平田

藤本

ルリ子

「基礎セミナー」
Ⅰ．看護師のための保育知識

Ⅱ．「全国病児保育室実態調査

時開催です

中間報告」

宮田

保

隆通

Ⅰ．「病(後)児保育室自己評価基準

自己評 価基 準報 告・ 実態調
査報告 と基 礎セ ミナ ーは同

向田

司会

章子

帆足 暁子
Ⅱ．保育士のための看護知識
大井 洋子

１６：３５〜１７：４０

基調講演
「病(後)児保育ー親子の健康支援を目指してー」
ほあし子どものこころクリニック
全国病児保育協議会

１７：４０〜１８：１０

総

１８：１５〜２０：００

懇親会

顧問

帆足

院長
英一

先生

会

【7 月 21 日（月）】
９：００〜１２：００

分科会

１

なんでも相談 Q＆A

分科会

２

自由演題

分科会

３

保育園型病後児保育(家庭的保育をめざして)

分科会

４

高実績施設からのワンポイントアドバイス

分科会

５

パートナーシップとしての行政とのあゆみ

ワークショップ

１

ワークショップ

２

病児のための遊びの提供

ワークショップ

３

インシデントレポート

１２：００〜１３：１０

昼

１３：１０〜１５：５０

特別講演

食
聖マリア病院

１５：５０〜１６：００

厨房施設衛生管理基準

分科会及
びワーク
ショップ
について
は変更も
あります

母子総合医療センター長

橋本

武夫

先生

京都大学ボランティアコーディネーター

神田

美子

氏

閉会の挨拶

＊詳細はホームページをご覧ください。
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通 信 欄

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
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 fumifumi1@cronos.ocn.ne.jp 広報の藤本まで。

病児保育室名：
お

必

携

名

前：

お詫び

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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第２６号の「お便 り紹介」コーナ ーで、「さとう小児 科付
属さくら んぼ保 育園 保育士 金田順 子」さ んとな って いま
したが、 正しく は「斉 藤小児 科内科 クリニ ック内 病後 児保
育室えく ぼ 保 育士金 田順子 」さん です。 関係各 位へ ご迷
惑をおかけしたこと を心よりお詫び 申し上げます。（公 報委
員会編集部）

−新規加入の全国病児保育協議会施設−
245◆黒崎病児保育室
理事長 吉田 省吾
〒806‑0021
福岡県北九州市八幡西区黒埼 3‑4‑3 吉田小児科
TEL：093‑621‑0946 FAX：093‑621‑0969
246◆病児保育ハグハグ
理事長 高橋 利和
〒657‑0846
兵庫県神戸市灘区岩屋北区 5‑1‑31
TEL：078‑882‑6432 FAX：078‑882‑6415
247◆小林内科小児科医院附属病児保育室
すこやかルーム
理事長 小林 美子
〒761‑0113
香川県高松市屋島西町 2474‑1
TEL：087‑844‑8156 FAX：087‑844‑8236
248◆(社)裕愛会 せいか保育園｢キャロット｣
園 長 出川 裕一
〒639‑0242
奈良県香芝市北今市５丁目 508‑1
TEL：0745‑77‑5200 FAX：0745‑77‑4100
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

電話： 097 ‑ 567 ‑ 0050 （代表）
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大分こども病院気付
ＦＡＸ： 097 ‑ 568 ‑ 2970

