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協議会メール
平成１６年度母子保健関係予算（案）の概要と児童福祉法改正の情報
副会長
①平成１６年
度母子保健関係
予算（案）の概
要と②児童福祉
法改正の情報で
す。
①平成１６年度母子保健関係予
算（案）では、乳幼児健康支援一
時預かり事業では、

があるようです。国庫補助の 1/3
から 1/2 に変更は、市町村の負担
が減ることになります。減った分
の額を道路や橋でなく、児童の育
成に関することに使う、または乳
幼児健康支援一時預かり事業の補
助の上乗せに使うように各施設は
各市町村に働きかけましょう。
②児童福祉法が改正され、平
成１７年４月１日より施行予定で
す。
その第３
款が「子育て
支援事業」と
明記されま
した。
そして、児

隆通

童福祉法施行規則も改正され、
「子
育て支援事業」の具体的な事業が
明記されています。
個々の名称は出ていませんが、
下記の事項が別の表現で記載され
ています（第二十一条の十九）。

庭若しくは保育士、看護師その他
の物の居宅又は保育所その他の施
設、病院若しくは診療所（ロに掲
げる児童にあっては、病院又は診
療所）において、適当な設備を整
えることにより、保育を行う事業

一

イ 疾病にかかっているおおむ
ね十歳未満の児童（回復の過程に
あるものに限る。）

二
・改修費の新設
・国庫補助を 1/3 から 1/2 に変更

向田

三
四
五
六
七
八
九
十

乳幼児健康支援一時預かり事
業（産褥期ヘルパー）
乳幼児健康支援一時預かり事
業（訪問型一時保育）
家庭訪問支援事業
乳幼児健康支援一時預かり事
業（病後児保育）
家庭的保育事業
一時保育事業
特定保育事業
ファミリー・サポート・セン
ター事業
つどいの広場事業
地域子育て支援センター事業

その内の、四 乳幼児健康支援
一時預かり事業（病後児保育）で
すが、下記のように記載されてい
ます。
四 次に掲げる児童であって、
その保護者の労働その他の理由に
より家庭において保育されること
に支障があるものにつき、その家

ロ 疾病にかかっているおおむ
ね十歳未満の児童（回復の過程に
あるものを除く。）
（下線は向田記）
このように児童福祉法に明記さ
れるようになります。税金やその
他でも今までの不合理がなくなる
可能性もありますが、その分、責
任も大きくなります。
今まで以上
に、 病 児 保 育
は「究極の子育
て支援」と認識
し、全ての子ど
ものために、事
業を推進して
いきたいと思
います。
（１）
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社会福祉法人光久福祉会
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小野田病児ケアハウス

ちびっこケアルーム
平成１０年９月１
日に、社会福祉法人光
久福祉会が河内長野市
から委託を受けて開設
しました、乳幼児健康
支援ディサービス事業
「ちびっこケアルーム」
です。
定員は、１４年３月
３１日まで６名、１４
年４月１日より４名で
病後児保育を行ってい
ます。
同 ル ー ム は、 隣 接
する青山第二病院の敷
地に、同病院の院内保
育施設との合築という
全国でも珍しい形でス
タートしました。
職 員 一 同、 子 ど も
達にとって居心地のよ
い場所となる様に努力

医療法人愛仁会

し、「保護者の方が安
心して預けられる。子
ども達が安心して楽し
く過ごせるルーム」を
目指しています。
保育士 中村 恵美
所在地 :586-0033
大阪府河内長野市喜多
町 189-1
TEL:0721-62-4976

あいわ診療所

病後児保育室「ひまわりルーム」
平成１３年２月に
定員２名でオープンし
ました。診療所開設と
同時なので建物も新し
く、床暖房、シャワー
など設備も整っていま
す。
当施設の特徴は何よ
りも食事の充実です。
同じ法人グループが
隣接して特別養護老人
ホームや保育園を経営
しているので、病状に
適した食事を準備でき
ます。離乳食中・後期
や老人食などに用いる
食材の中から、児の好
みやアレルギーにも対
応した給食が提供でき
るので、保護者から大
変喜ばれています。
スタッフは看護師２
（２）

名と保育士１名です。
子育て真っ最中のママ
さん保育士や孫もいる
ベテラン看護師が保育
しています。
年間の利用者は 230
名程度とまだ少ないの
ですが、リピーターが
多いことからも、頼り
にされていることを実
感しています。
看護師 大口十四子
所在地 :665-0874
兵庫県宝塚市中筋２丁
目 10-11
TEL:0797-80-4170

山口県の西部にある
人口約４万６千人の小
さな市にあります。し
かし、病児保育の施設
としては、山口県では
山口市、下関市に次い
で３番目に開設しまし
た。当初は、手探り状
態での出発でしたが、
どうにか４年目を終え
ようとしています。
単独型の登録です
が、実態は医療機関併
設型です。医師会が市
からの委託を受け、砂
川小児科横に開設し
ております。入室の子
どもさんは必ず、当日
砂川小児科を受診しま
す。つまり子どもさん
の病気に対する責任を
持ってもらっています

ので、適切な指示、処
置ができます。利用者
数が少ないのは近所に
お祖父ちゃん、お祖母
ちゃんが居て預かれる
環境がまだまだあるよ
うです。保育は家庭的
な雰囲気で、病気の子
どもさんが安静に１日
を過ごせるように心が
けています。
代表 藤林正二
所在地 :745-0651
山口県小野田市住吉本
町 1-3-24
TEL:0836-81-0434

桜ヶ丘心のふれあい仕合せ支援センター
桜ヶ丘保育園内
幼い頃、熱が出た時、
母親が氷枕を持ってき
てくれたり、おかゆを
作ってこれたことを覚
えていますか。こんな
当たり前のようなこと
が現代は、難しくなっ
てきているんですね…
「働くお母さん」
が増え、
乳児を中心に保育園入
所希望も増えているの
が現状です。
当園内にある病後児
室は、平成１２年４月
より開設、同福祉会特
別養護老人ホーム寿徳
苑に隣接する光明クリ
ニックと連携を図り病
後児保育をすすめてお
ります。
桜ヶ丘は、仏さまと
出会い心の止まり木と

病後児室

して、看護師のあたた
かい眼差しと、保育士
のやさしい笑顔で、ご
家族に安心を与えるお
手伝いをさせていただ
いております。
保育園併設型ならで
はの、子どもにあった
設備と絵本や玩具の充
実、栄養士による質の
高い給食…一度遊びに
いらしてみませんか。
看護師 徳永理江
所在地 :861-0133
熊本県鹿本郡植木町滴
水 245-1
TEL:096-272-0284
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熊本ブロックから
第１回熊本病児保育フォーラム
みるく病児保育室
３月７日（日）に第１回熊本病
児保育フォーラムが熊本県民交流
館パレアで開催されました。( 日
本財団助成事業 )
主催者の予想を上回る、３４０
名の参加で、全国病児保育協議会
会長の藤本保先生の「病児保育は
究極の子育て支援」という基調講
演により、幕をあけました。
熊本では、まだまだ認知度の低
い「病児保育」をパワ−ポイント
を使用して、わかりやすくお話し
ていただき、「病児保育」はなぜ
必要なのかということを参加者全

員が、うなずきながら聞き入りま
した。
また、実施施設の事例発表では、
熊本の施設以外に、大阪すみれこ
どもケアルームの小田先生、横浜
のあおぞら第２保育園病後児保育
施設「さくらんぼ」の柴田先生か
らもご発表をいただき、「病児保
育」の先進地の視点を聞くことが
出来ました。
午後からは、５つの分科会が
あり、①保育士の為の看護講座で
は大分こども病院の大井洋子先生
が、感染対策についてのお話、②
看護師のための保育講座では大
阪の小田文江先生が、実際に簡単
おもちゃを参加者と一緒に作って
いただき、③行政とのパ−トナ―
シップでは熊本県下の行政直営の
病後児保育施設をパネリストとし
て討論会、④藤本先生による何で
も相談では、日常の保育業務の中
での投薬の問題のアドバイス、施
設立ち上げのためのアドバイスを

近畿北ブロックから
寝屋川病気あけつくし保育所
保育士
２ ０ ０ ４ 年 ２ 月 １ ５ 日（ 日 ）
１０：００〜１５：３０ラポール
ひらかたにて、第１９回近畿北ブ
ロック病児保育学習交流会が開催
されました。
午前中は、
『病児保育室におけ
る感染予防』と題して、宇治病院
健康支援デイサービスセンターの
施設長で社会福祉法人宇治病院の
医師である松本良文先生に講演し
ていただき、質疑･応答では保坂
小児クリニック理事長で全国病児
保育協議会名誉会長の保坂智子先
生に座長をお願いし、病気につい

中井

三貴

て学習しました。基本的な事から
しっかり学び、日頃の病児保育に
おける注意点を再確認しました。
午後からは、①運営と保育所型
病児保育所の課題②給食 ③遊び
④⑤看護と５つのグループに分か
れて交流しました。今回は、看護
師・保育士・調理師・共済会や保
護者などの立場は関係なく、それ
ぞれ入りたいテーマを自分で選択
して参加し、その中で各施設の工
夫や問題点などを各テーマにそっ
て話し合いました。各グループ
１０名程度に設定したので、全員

いただき、⑤横浜の井 和夫先生
から、医師から見た保育園という
ことで、実際の現場の話をいただ
きと、本当に中身の濃い一日を過
ごしました。
参加者のアンケーとでは、
「こ
れまでわからなかった病児保育と
いうものが、
少し見えた気がする」
といった意見がたくさん寄せら
れ、実行委員会としては、熊本の
病 ( 後 ) 児保育のこれからに、一
石を投じられたのではないかと、
手ごたえを感じました。
まだまだ、これからの課題は山
積みですが、少しづつ病 ( 後 ) 児
保育に対する理解を深めていけた
らと思います。
今回、多方面にわたってご協力
いただきました、全国病児保育協
議会に心より感謝申し上げます。
がしっかり発言できたようです。
近畿ブロックが完全に２グルー
プに分かれてから２回目になりま
すが、今回は過去最高の１９施設
６４名が参加しました。参加施設
や人数が増えてくるといろんな報
告や意見が聞けて良いのですが、
学習交流会すべてが手作りなの
で、人数が増えて規模が大きくな
ると実行委員の数もたくさん必要
になってきます。
これからもっと発展させるため
にも、北大阪・京都・兵庫の方、
ぜひ実行委員として一緒に盛り上
げていきましょう !!! 実行委員
会に参加してくださる方は、寝屋
川病気あけつくし保育所（Ｔｅｌ
０７２−８２３−１６２１）まで
ご連絡くださいね。お待ちしてい
ます。
（３）
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新常任協議委員紹介
みなみクリニック 病児保育室「ダーグ・ヘム
調査研究委員会

医師

南

武嗣

鹿児島市の小児科医院「みなみクリニック」に併
設された、病児保育室「ダーグ・ヘム」の施設長を
しております南 武嗣と申します。
「ダーグ・ヘム」とはスウェーデン語で「昼間の
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（順不同）

家庭」という意味で保育園をさします。私達は子ど
も達が心から安心し、アットホームな環境で落ち着
いて過ごせるよう願って働いております。
０歳児、感染隔離児、障害を持ったお子さんなど
を預かったとき１：１対応となりスタッフの負担が
大きくなっています。調査研究委員会に属し、これ
らの病児保育の評価を上げていただきたく検討を試
みたいと思っております。

になっております。
現場で働く看護師として一
緒に活躍している保育士との
研修委員会
看護師 赤平 幸子
チームワークを強化し、病児
この度、研修委員になりました赤平です。私自身、 保育の特色である優しく楽し
現在保育看護について日々研鑽の毎日ですが、保育 く温かい保育看護を深めてい
と看護、病児・病後児の回復する力を最大限引き出 くことができたら幸いです。
すためにはお互いどちらも欠くことの出来ない存在

城東こどもクリニック・病児保育室 ことりの森

すみれ乳児院 すみれこどもケアルーム
広報委員会

保育士

小田

文江

１５年度より新しく常任委員として活動させてい
ただいておりますが、以前より広報のスタッフとし
て各保育室にお願いのお電話を幾度もおかけし、ご
協力を頂けましたこと改めて御礼申し上げます。

常任協議委員の中で唯一の現場保育士としての参
加となっておりますので、全国に向けての要望や思
いがありましたら、いつでも真面目に楽しくお話さ
せていただきたいと思っています。
保育室のこども達やお母さん方、スタッフの皆さ
んの笑顔を多くの方々に知って頂ける様に皆様のお
力をお借りしながら、頑張りたいと思っています。
どうぞよろしくお願いいたします。

これからはこのすばらしい組織を元にしてさらに発
展していく時期、いわゆる成長期と言えます。別の
表現をすれば、これまでは " 集中 " の時期で、これ
研修委員会
医師 高崎 好生
からは " 分化 " の時期かもしれません。
この度、常任協議員に指名され、研修委員会委員
現在、病 ( 後 ) 児保育が保険診療として採用され
を仰せつかりましたが、これから何をすべきか正直 ることが検討されつつあることや施設型による対象
なところまだ解らないのが現状です。
児童の差異などを考えると当協
当協議会は初代会長保坂智子先生、現会長藤本 議会も医療施設付設型施設、独
保先生をはじめ執行部の皆様方の大変なご努力によ 立型施設、乳児園付設型施設、
り、大きな団体へと成長してきました。
保育園付設型施設等の形態ごと
この１０余年間の活動は「病児保育 ( 学 ) の体系 に対応が異なってくると考えら
作り」、「組織の形態作りと内容の充実」、「一般社会 れます。それに対して当然協議
への啓蒙」、
「行政への対応」等が主なものではなかっ 会の " かたち " も変わって行く
たかと思います。いわば " 病児保育 " の創成期で、 だろうと予想されます。

福岡市西部病児デイケアルーム「おもちゃばこ」

す。力量もなく、よく分からないので十分にその責
を全うしているとは言えず申し訳なく思っておりま
す。
医師 前田 敏子
広報委員会
協議会加盟施設のなかには私どもなずな病児保
はじめまして、なずな病児保育室の前田敏子です。 育室のように無認可の施設もあると思います。そ
コスモスこどもクリニックの院長です。政令指定都 ういった無認可の施設の代弁が少しでもできればと
市で唯一、病児保育を認めていない名古屋市で病児 思っております。とりあえずは、なんとか任務をまっ
保育をしております。このたび、常任協議委員にさ とうしたいと思っております。よろしく、お願いし
せていただき、広報に所属させていただいでおりま ます。

なずな病児保育室

（４）
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新常任協議委員紹介
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た昭和４１年です。保育園の父母会と一緒に、ナオ
ミ保育園を見習い院内に併設しようと計画いたしま
したが、財政的理由で断念いたしました。しかしこ
医師 井 ｱ 和夫
第 14 回研究大会会頭
の思いが３４年ぶりに実現いたしました。
横浜の井 ｱです。平成１２年、保育所併設型病後 昨平成１５年７月、藤本会長から、常任協議員と
研究大会の横浜開催のお話があり、微力ですが病児
児保育室を開室、入会いたしました。
外科医師として昭和４１年来有床診療所を開設し 保育のためお役に立てればと、お引き受けいたしま
ていましたが、同年廃止、保育所を開設転業いたし した。横浜大会の成功が何よりの課題です。会員皆
ました。病児保育に関心を持ったのは医院を開設し 様のご協力をお願い致します。

あおぞら病後児保育室

さくらんぼ

（医）深慈会 クリニカ・デ・ふかや・ひかり病児保育園
調査研究委員会

医師

深谷

憲一

病児保育に携わり、従来地域支援が老人医療に傾
いていたものが、必然的に小児医療にも目を向ける
ようになりました。すると、小児支援と老人支援の
密接な繋がりに気付きました。
老人支援にはいくら介護保険制度が整備されて
も、介護する「人」がいなければ意味がなく、その
「人」
（＝若者）を育てるためには子供から支える必
要がある。また逆に子供の支援には、その子供を守
る親の負担を軽くするために、同時に重くのしかか
る老人医療、介護の問題を解決する必要がある、と
いうことです。

当初、
「自分が病児保育施設を利用した時にあり
がたかった」
、との単純な発想で始めた病児保育で
すが、今はそういう使命感の中で決意を新たに邁進
しています。今回常任委員の大役を頂き、恐縮なが
らその評価をいただい
たことと（勝手に解釈
して）感謝しておりま
す。しかしそれに満足
せず、また皆様のご期
待を裏切らぬよう常任
委員の努めを果たし精
進したいと思います。
よろしくご指導の
ほどお願い申し上げま
す。

非常に光栄なことだと感じております。この機会
を与えてくださった方々に感謝いたします。この活
動を通して、少しでも病 ( 後 ) 児保育発展のお役に
職員 日高 伸一
広報委員会
立てればと思っておりますが、なにぶん、医療関係
九州の中でも南に位置します南国「宮崎」の、保 の分野にはまだまだ疎い私でありますし、諸先輩方
育園併設型病後児保育室「ひよこのいえ」で病後児 に教えを乞うことがたくさんあると思います。
保育に携わっております。この世界に入って 3 年の、
新米常任協議員としてできる限り積極的に広報活
まだまだ『ひよっこ』ですが、全国病児保育協議会 動に努めていきたいと思います。どうぞ、よろしく
の広報委員として活動させていただくことになりま お願いいたします。
した。

（社）惣栄会 ひよこ保育園 病後児保育室ひよこのいえ

特別医療法人中野こども病院 病児保育室「きしゃぽっぽ」
研修委員会

医師

木野

稔

当院は小児救急告示病院ですが、一方では臨床心
理研究所を有して心身両面からの医療と健康増進を
第１の理念としています。
病児保育室は、平成１１年に大阪市最初の医療機
関併設型として委託されました。当院の特徴を生か
し、病気の程度により病院スタッフとの連携、母子
分離入院、ショートステイなど、臨機応変に対応し
ています。
子育て支援は、病気のときにその必要性が凝縮し
て現れると思います。病児保育は究極の育児支援で

あるという藤本会長のお言葉に全面的に賛同してい
ます。先輩の方々の経験を生かし、今後に繋がるよ
うに、毎日一歩一歩すすむ「きしゃぽっぽ」であり
たいと願っています。どうぞよろしくお願いいたし
ます。

（５）
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各ブロックや関連団体の今後のスケジュール
■熊本ブロック
第２回熊本病児保育フォーラム ( 日本財団助成事業 )
日時 平成１６年５月９日 ( 日 ) 午後１時〜
場所 熊本県民交流館 パレア
基調講演 聖マリア病院副院長 橋本 武夫先生
「これからの保育を求めて」( 課題 )
対談
「子育て支援と病児保育」
橋本 武夫先生
潮谷 義子氏 ( 熊本県知事 )
問い合わせ先
みるく病児保育室 ０９６−３２０−５１６７
■全国病児保育協議会
第１４回全国病児保育研究大会
日時 平成１６年７月１８日（日）
・１９日（月・祝日）
場所 第１会場：ひまわりの郷
第２会場：ウィリング横浜
横浜市港南区上大岡１−６−１
ＴＥＬ 第１会場 ０４５（８４８）０８００

第２会場 ０４５（８４７）６６６６
問い合わせ先
神奈川県横浜市緑区東本郷４−２５−１４
社会福祉法人 久遠園 内
第１４回病児保育研究大会 事務局（担当：片山）
ＴＥＬ ０４５（４７２）１１３１
ＦＡＸ ０４５（４７２）１１３２
■日本医療保育学会
第８回日本医療保育学会
日時 平成１６年８月２８日（土）・２９日（日）
場所 エコルマホ−ル（東京都狛江市市民ホール）
テ−マ 「２１世紀の小児医療と医療保育〜一人ひと
りに応じた保育のために〜」
問い合わせ先
第８回日本医療保育学会事務局
国立成育医療センター内
ＦＡＸのみ受付 ０３ー３４１６ー０３３６

―新規加入の全国病児保育協議会施設―
275 ◆昭島市病後児保育室ひなたぼっこ
太陽こども病院内
理事長 木内 巻男
〒 196-0003
東京都昭島市松原町 1-2-1
TEL:042-544-7511 FAX:042-545-1133
276 ◆ラベンダー
園 長 中岡 恒子
〒 781-0314
高知県吾川郡春野町南が丘 1-9-1
うららか保育園
TEL:088-805-2828 FAX:088-805-2829
277 ◆クローバー
代表取締役 石山 宏央
〒 010-0822
秋田県添川字地ノ内 97-44
( 有 ) 心理教育相談室
TEL:018-831-7122 FAX:018-831-7122
278 ◆小児デイケアルーム くじらキッズ
院 長 神谷 仁
〒 901-0301
沖縄県糸満市字阿波根 1552-2
TEL:098-995-3511 FAX:098-995-2877
279 ◆病後児保育室 さくらんぼ
理事長 山下 通隆
〒 725-0026
広島県竹原市中央 3-15-1
TEL:0846-22-2325 FAX:0846-22-6811

（６）

280 ◆すくすくこどもクリニック病児保育室
院 長 神谷 裕文
〒 471-0014
愛知県豊田市東山町 2-2-9
TEL:0565-87-3939 FAX:0565-87-3938
281 ◆ぱんだ
理事長 佐々 英達
〒 188-0011
東京都西東京市田無町 4-27-3
TEL:0424-65-0988 FAX:0424-65-0988
282 ◆ピッピの森
院 長 浜田 浩之
〒 733-0812
広島県広島市西区己斐本町 1 丁目 25-8
TEL:082-272-3110
283 ◆高岡保育園
園 長 亀井 法隆
〒 933-0933
富山県高岡市南幸町 2 番 1 号
TEL:0766-22-2748 FAX:0766-22-2748
284 ◆ねむのき
園 長 川上 初代
〒 224-0055
神奈川県横浜市都筑区加賀原 1-22-30
TEL:045-942-9557 FAX:045-942-9557
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病児保育室「なずな」
医師
も う 春 か な と 思 っ て い た ら、
雪 が 舞 っ て い ま す。 早 春 の 気
儘な陽気になんだか降まわさ
れ そ う で す。 ３ 月、 こ ん な 時
期はロタウイルス腸炎の流行す
る 頃 で も あ り ま す。 か っ て は、
冬季下痢症と言われたように、初
冬におおかったのですが、いまや
春の下痢症となっています。
先日、４歳の男の子が弟と一緒
に診察室にはいってきました。口
をとがらせて、「イヤダ、イヤダ、
ハイラナイ」と扉のところで足を
踏ん張って脱走寸前です。「なに
を怒っているのですか？」とお母
さんに聞いてみると、「昨日、私
も吐いたり、熱がでたりしていた
のでお父さんがピザを食べたので
す。それが食べられなくて怒って
いるのです。」確かに、前々日そ
の子は嘔吐、発熱、下痢で受診し、
ロタウイルスによる腸炎と診断さ

れていました。尿中ケトンも強陽
性でした。「おしっこにケトンが
たくさんでているから、油っこい
ものは駄目ですよ。」とその子に
も言い聞かせていたのです。
この日は診察しようとしても、
暴れまわって手がつけられませ
ん。しかたがないので、「まだケ
トンはでているけど、じゃあピ
ザ食べていいよ。」といいました。
そうすると、大人しく診察させて
くれました。その翌日、「ダメだ
わ、やっぱーダメだった。」といっ
て、再び診察室にあらわれまし
た。打って変わってなんだか、え
らく悟ったような雰囲気です。お
まけに、さっさと椅子のところに
まで来るのです。「昨日、帰って
ピザ食べたら、ゲボがでちゃった。
やっぱー、ダメだわ。」あんまり、
大人びて言うので思わず、年齢を
チェックしてしまいました。エー、

前田

敏子

４歳だったの！ まさか、ほんと
にピザを食べるとは思わなかった
ので、目は点状態でした。でも、
その子はその子なりに経験して納
得がいったようでした。
「ピザ食べてもいいよ。」なんて
ちょっと過激だったかと反省しつ
つも、これも体験学習かな。子ど
もってこんなことでも成長するも
のだなーと少しうれしくなりまし
た。
早春の診察室でのひとこまで
した。春まっさかりももうすぐで
しょうか。

城東こどもクリニック
病児保育室「ことりの森」
保育士
の持つこどもの病気に対する不安
を取り除けるような対応、親子の
頑張れる力を引き出す支援が出来
るよう、日々笑顔で頑張っていま
す。
ことりの森で今男の子に超人
気の遊びは『仮面ライダー変身
ごっこ』です。一人ひとりオリジ
ナルの変身ベルトを保育者とチラ
シで作り、ベルトに必要
なカードも折り紙などで
作っています。出来上が
ると男の子はみんな大喜
びで変身して見せてくれ
ます。その他魚釣りごっ
こ等も人気です。
ところでことりの森
で は 毎 月『 こ と り だ よ
り』を発行しています。
２月号で冬のスキンケア
について載せました。北
国の冬は寒いので子ども
ことりの森のスタッフのみなさん
が少しでも咳や鼻水が出

竹内

郁子・佐藤 誠子

青森県弘前市城東こどもクリ
ニック 病児保育室『ことりの森』
です。平成１５年４月より弘前市
の受託施設となりました。
スタッフは室長（クリニック院
長）松原 徹・看護師 赤平 幸
子・保育士 竹内 郁子・佐藤
誠子の４人です。こどもの病気の
回復を促せるような保育看護、親

ていると入浴させないほうがいい
のではないか？と思う方が多いよ
うなのでことりの森では回復の状
態を考慮しながら、沐浴をしてい
ます。沐浴後のスキンケアも万全
です！！「お風呂に入って良かっ
た！ありがとうございます！」と
言ってくれるお母さんもいます。
このような嬉しい言葉に感謝し
大切にして、これからも皆様と共
に保育看護の質の向上を目指し頑
張って行きたいと思いますので、
どうぞ宜しくお願い致します。
（７）
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会員の皆さまからのお便り・質問等をＦＡＸやメールでお送りください。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：ＦＡＸ０６- ６４４２- ５７８８、メール fumifumi1@cronos.ocn.ne.jp 広報の藤本まで。

―新規加入の全国病児保育協議会施設―

好評販売中です
「病児保育１０年のあゆみ」
病児保育協議会が発足してから１２年目を迎え
ました。発行計画から 2 年おくれましたが、みな
さん待望の１０周年記念誌「病児保育１０年のあ
ゆみ」がやっと完成しました。発足から１０年間
の協議会の歩みを網羅した貴重な資料を豊富に掲
載しています。ぜひ、御購入ください。
● B5 版 １０４頁
●内容
第１部祝辞、第２部座談会、第３部１０周年今
後の課題、第４部病児保育の現場から、第５部
保護者・利用者の立場から、第６部資料
●価格は １冊１６００円（送料・税込み）
●申込は、全国病児保育協議会事務局まで

「施設紹介コーナー」
「東西南北ブロック便り」を
連載中！加盟施設のみなさん原稿をどしどし送っ
てください。また、各施設で特に取り組んでいる
ことや楽しい出来事などがあれば、紹介させてく
ださい。原稿をお待ちしています。

＜協議会ニュース

編集事務局＞

〒 531-0076 大阪市北区大淀中３丁目１５- ５
( 株 ) 関西共同印刷所内 藤本 文孝 宛
TEL.06-6453-3675 FAX.06-6442-5788
E-mail fumifumi1@cronos.ocn.ne.jp

285 ◆（医）誠仁会 武井クリニック
病児保育室 なかよし
理事長 武井 治郎
〒 402-0025
山梨県都留市法能 670
TEL:0554-45-6847 FAX:0554-45-6847
286 ◆（社）豊友会 チャイルドハウス保育園
園 長 大岡ゆかり
〒 668-0012
兵庫県豊岡市下陰字西浅黒 5 番地
TEL:0796-29-3900 FAX:0796-24-9700
287 ◆浜本小児科病児保育室
施設長 浜本 某彦
〒 559-0033
大阪府大阪市住之江区南港中 2-1-99
TEL:06-6612-3213 FAX:06-6612-8839
288 ◆たかだこども医院
院 長 高田 修
〒 981-0124
宮城県宮城郡利府町沢乙東 1-14
TEL:022-767-6555 FAX:022-767-6556
289 ◆医療法人社団福仁会 古川医院
院 長 古川 泰正
〒 620-0044
京都府福知山市字裏ノ ( 南栄町）86
TEL:0773-22-4578 FAX:0773-23-8453
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

住所：大分県大分市大字片島 83-7

担当：伊東

（８）

美紀

大分こども病院気付

電話：097-567-0050（代表）

ＦＡＸ：097-568-2970

