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協議会メール

三重大会から基礎研修が大きく変わります
ーよりわかりやすく、より魅力的にー
全国病児保育協議会研修委員長
１、事前の問題集配布
事前に問題集を配布しましたと
ころ、４月末日までに、基礎保育、
基礎看護ともに２００名以上の会
員の皆様から解答をいただきまし
た。本当にありがとうございまし
た。この結果を参考にしながら、
基礎保育の㈵総論、㈼各論、基礎
看護の㈵総論、㈼各論と４人の講
師が、現場に則した病児保育の問
題についてお話する予定です。
三重大会当日、解答結果が発表
されます。あなたと同じ意見の
人が何人ぐらいいるでしょうか。
まったく違った意見が多かったで
しょうか。講師はどう話すでしょ
うか。興味ある話が聞けると思い
ます。あなたも会場で是非ご意見

伊勢神宮

や質問を出してください。一方通
行ではない双方向性のある研修に
なればと思っております。

２、事例で学ぶ基礎研修の
めあて
看護を学んだことのない保育士
さん、保育を学んだことのない看
護師さん、いつも子どもと接する
とき心配だなと思うことがありま
せんか。あるいは自分の専門だけ
ど他の施設ではどんな風に考えて
いるのだろうと思って疑問に思っ
ていることってありませんか。
基礎研修ですから難しい言葉だ
けが並んでいても中々理解するこ
とはできません。身近な事例や実
際の話があると解りやすいもので
す。「事例で学ぶ基礎研修」です
から、実際の場面を思い浮かべな
がら、看護や保育の基礎の基礎
を、会場の皆様と講師でいっしょ
になって考えて行こうという企画
です。
是非、ご意見や質問をお出しく
ださい。講師だって難しくて答え
られないこともあるでしょう。か

南

武嗣

えって会場から良い知恵が出るこ
とがあるかもしれません。そんな
楽しい研修会になればと思ってお
ります。

３、現場での困りごと、施設
での工夫のランキング
問題集の配布と同時に行いまし
た、㈰現場での困りごと、㈪あな
たの施設での工夫のアンケート結
果もでてきました。保育、看護で
それぞれ、困りごと、工夫の「ラ
ンキング５」を発表いたします。
「私たちだけではない、同じ問題
で困っているんだ」とか、「こん
な工夫をしているのか、参考にし
よう」など、きっとあなたと、あ
なたの病児保育室にとって明日か
ら役に立つとことと思います。
７月２０日の三重大会では、是
非、基礎研修の会場へ足をお運び
ください！！
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大阪福祉事業財団
テディベアハウス

テディベアハウスは平
成８年９月から自主事業
として、地域子育て支援
をスタートしたのが始ま
りで、病後児及び健康児
一時預りの両方を実施
し、現在に至っています。
病児の場合は別室を設
けて、担当制で保育看護
にあたっています。入室
時に診断書と病状の申請
書の提出をお願いし、退
出時には一日の生活状況
や病状の経過を記入し、
ワンポイントアドバイス
などを含めて返信をしま
す。
特に食事の面では愛泉
乳児園の栄養士によって
個々の病状に合わせて、
暖かい食事を提供できる
のが自慢です。

２００８年（平成２０年）７月５日

当ハウスの年間利用者
数（２００６年度）健康
児＝５３２名・病後児＝
１８４名ですが、リピー
ターも多く以前に健康児
として利用した子どもが
病児として利用する時も
あり（逆も有り）年に数
回だけの利用になります
が、子どもたちの成長に
関われる事が職員の元気
の源になっています。
看護師 青木 つや子
所在地：347-8510
埼玉県加須市土手２丁目
15-57
TEL：0480-62-3321

すみれ乳児保育園

介
すみれ病院

すみれ乳児院 すみれこどもケアルーム
すみれこどもケアルー
ムは平成６年５月にすみ
れ病院の中に無認可で
「すみれ病児保育所」と
してスタートしました。
初 年 度 よ り 500 名 を
超える利用がありました
が、当時の大阪市は医療
機関併設を認めていな
かったので、平成８年に
乳児院併設に移行し認可
を受けました。
表向きは病後児という
ものでしたが、すみれ病
院・小児科医の献身的な
協力のもと病児の対応を
し、今年度の改正で施設
型がはずされたことをう
け、無事に病児保育とし
て認可され嘱託医師管理
料をお支払いできるよう
になりました。定員６名

尾

で看護師・保育士・補助
スタッフ・ボランティア
が楽しく０歳から幼稚
園・小学生のこどもたち
や保護者と過ごしており
ます。
大阪市内２５施設が力
を合わせ、利用料の値上
げにならないよう更に使
いやすい病児保育を目指
したいと思っています。
保育士
小田 文江
所在地：536-0001
大阪市城東区古市
1-19-23
TEL：096-372-3322

医院
病児保育室ウルル

私達の病後児保育室
は、病気回復期にある子
ども達のため、すみれ乳
児保育園の園児を対象と
した、保育所併設型の施
設として、平成 19 年 7
月に開設されました。
定 員 は 2 名 で、 家 庭
的な雰囲気とゆったりと
した空間のある保育室
で、普段の園生活で関わ
りのある看護師、保育士
が対応できるようにして
います。
利用する子どもが抱え
る多くの不安を取り除
き、スムーズに保育が出
来るように、保育士、看
護師の子どもに対する接
し方を大切にしていま
す。
今後も、保護者の方に
（２）

は丁寧な対応を心がけ、
また子どもの発達段階は
もちろん、個々の病状を
第一に考慮しながら、季
節の歌や色々な遊びを取
り入れ、病気の子どもも
無理せずに楽しく一日を
過ごせるような環境作り
をしていきたいと思いま
す。
保育士
新岡 美朋
所在地：036-8062
青森県弘前市青山５丁目
25 番地 1
TEL：0172-34-1134

「 ウ ル ル 」 は、2008
年 4 月 1 日に東大阪市
認可施設としてオープン
しました。「ウルル」と
は、オーストラリアのエ
アーズロック「世界の中
心」のこと。施設の外壁
にも描かれています。
15 畳ほどのコルク床
貼りの広々とした保育室
と安静室。隔離室は、他
室への空気流出がない室
内負圧換気システムと、
ヘパフィルターによる高
レベルの空気浄を行い、
感染防止に努めていま
す。
定 員 4 名 で、 ス タ ッ
フは専任の看護師と保
育 士 各 1 名 に、 経 験 豊
富な非常勤保育士 2 名。
絵本大好きなスタッフ

が、色々な絵本を用意し
ています。
沢山の方々に支えてい
ただいてオープンした施
設です。同じ医療法人施
設の「みんなの広場きら
りっこ」とともに、東大
阪の他施設とも連携して
子育て支援の中心となる
ようこれからも努力しま
す。
看護師
岸本 範子
所在地：578-0941

東大阪市岩田町
4-3-22-206
TEL：072-968-7227
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三重県支部から
第 6 回三重県支部病児保育学習交流会報告
白子クリニック鈴鹿市病児保育室ハピールーム 大井 園子
平成 20 年 6 月 15 日に第 6 回
三重ブロック病児保育学習交流会
を三重県鈴鹿市の ( 医 ) 白子クリ
ニックに於いて開催しました。
7 月 20 日 ( 日 )・21 日 ( 祝日 )
の二日間にわたり「手をつなごう、
病児保育とともに〜究極の子育て
支援を目指して〜」というテーマ
で開催される全国大会について、
実行委員会ではプログラムの細部
にわたるまで打合せが行われ、ス
タッフの会では交流会のフィナー
レで行われる「ＷＡになっておど

ろう・・・」の練習に熱が入りま
した。
初めはスタッフ同士がぎこちな
い感じでしたが、時間が経つにつ
れ大会のテーマである「手をつな
ごう」が自然にでき、笑顔もこぼ
れ本大会に向けてだんだん盛り上
がってきました。
全国の病児保育にたずさわって
いる専門家集団と手をつなぎ、子
どもの健康と幸福を守っていきた
いと思います。
新幹線も空港もない三重県です

——
全国病児保育協議会新規加入の施設

が、海と山と歴史の「うま美し国
三重」へ ・お ・い ・な ・い。

〒 351-0033
埼玉県朝霞市大字浜崎 69-1
TEL：045-595-1233  FAX：045-595-1139

433 ◆病後児保育室 「くれよん」
理事長 久保 寛倫
〒 651-2277
兵庫県神戸市西区美賀多台 3-13-8
TEL：078-961-3333  FAX：078-961-3372

439 ◆キッズプラネット
理 事 梶井 真弓
〒 329-0414
栃木県下野町小金井 4-19-6
TEL：0285-44-4888  FAX：0285-44-4888

434 ◆医療法人 巻石堂病院 病後児室
医 師 山
容子
〒 277-0005
千葉県柏市柏 3-10-28
TEL：04-7166-7374  FAX：04-7162-6622

440 ◆マリア保育園
医 師 迫 正廣
〒 581-0038
大阪府八尾市若林町 1-22-5
TEL：0729-20-2300  FAX：0729-20-3700

435 ◆グリム病後児保育室
施設長 緒方 利光
〒 860-0072
熊本県熊本市花園 5-24-89
TEL：096-326-5411  FAX：096-326-5411

441 ◆病児保育室バンビーニ
小児科兼理事 老木 美帆
〒 594-0041
大阪府和泉市いぶき野 1-1-11
TEL：0725-55-7115  FAX：0725-55-7116

436 ◆社会福祉法人 博有会 たけのこ保育園
園 長 尾見 純子
〒 300-4542
茨城県筑西市吉田 653-1
TEL：0296-52-7788  FAX：0296-52-7788

442 ◆すみれ乳児保育園
園 長 斎藤 和加
〒 036-8062
青森県弘前市青山 5 丁目 25 番地 1
TEL：0172-34-1134  FAX：0172-34-1544

437 ◆ゆたか保育園
園 長 島田 洋子
〒 372-0842
群馬県伊勢崎市馬見塚町 1196-1
TEL：0270-32-3691  FAX：0270-20-3315

443 ◆病児保育室 さくらんぼルーム
理事長 櫻町 俊二
〒 434-0032
静岡県浜松市浜北区道本 28-3
TEL：053-585-3213  FAX：053-585-2758

438 ◆社会福祉法人 朝霞どろんこ保育園
園 長 大日方 亮子

以降 8 ページへ続く

第１８回全国病児保育研究大会は当日の登録も可能です
（３）
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関東ブロックから
第 6 回関東ブロック大会報告
いなみ小児科付属病児保育室ハグルーム 稲見 誠
平 成 19 年 11 月 11 日、 東 京
駅近くの明治製菓ホールにて第
6 回関東ブロック会が参加者数
250 人で開催されました。
今回は「交流、そしてステップ
アップ」をテーマに、午前中はリ
スクマネージメントのシンポジウ
ムで、株）イー・ケア・サポート
の榎本三千雄氏によるリスクマ
ネージメントの概念の話をメイン
に、感染症・病気の重症化、接遇、
子どもの安心・安全に関して各シ
ンポジストの講義があり、最後に
ＡＥＤの講習会をしました。
午後は 10 〜 30 人のグループ
に分かれて分科会が行われまし

た。①保育室からみた日常のヒヤ
リハット②くすりの話③子どもの
メンタルケア④遊び⑤感染症⑥ア
レルギー疾患の保育⑦保育園併設
型保育⑧インシデントレポートに
ついて⑨保育の技術⑩看護の技術
⑪管理運営の悩みの分科会に分か
れて活発な話し合いが行われまし
た。
そして新しい試みとして、分科
会終了後に各分科会のリーダー
が、分科会で話し合われた中で重
要な事項を 3 点のみ、全体会で
発表しました。それにより全員が
各分科会での大事な情報を共有す
ることがある程度可能になりまし
た。
昨年と今回の関東ブロック会を
開催して、250 人以上の参加者の
会を開催することは無理がある、
内容的に全国大会と変わらない、
参加者が多すぎて交流が出来な
い、などの問題点が明らかになっ
てきました。そこで関東ブロック
会を解体して、支部単位の勉強会

にしたほうがいいという意見があ
りましたが、反面、全国大会には
時間的・金銭的な制約のために参
加できないので、関東ブロック会
を継続して欲しいとの多数の意見
もあります。今後、本会をどのよ
うに運営するか、検討する必要が
あると思われました。

横浜市病児病後児保育協議会から
第 3 回横浜市病児病後児保育協議会講演会報告
病後児保育室「みもざ」 鈴木
平 成 13 年 よ り 3 園 で 立 ち 上
げた「横浜市病後児保育協議会」
は、参加施設を徐々に増やしつつ、

（４）

様々な活動を続けてきました。そ
の中で、新しく出来た病児保育と
の連携の必要性を感じ、平成 19
年 4 月より「横浜市病児病後児
保育協議会」として、新たにスター
トしました。（現在 19 施設、横
浜市、川崎市、神奈川県、東京都）
協議会として、一般の方々に病
児病後児保育室の存在を知ってい
ただき、子育てにも役立つ様な研
修会を開催しようと、研修スタッ
フが計画を立て、協議会全体で参
加者を募り、平成 20 年 1 月 26
日に、帆足暁子先生をお招きして、

横浜市西公会堂にて講演会を開催
しました。真冬の曇り空の寒い日
でしたが、参加者は保育関係者及
び一般の方々も含め 230 名とな
りました。
講演のタイトルは「ちょっと気
になる子どもたち」で、気になる
子どもたちへの理解と、はたらき
かけについて、主に愛着形成の大
切さや愛着障害等についてのお話
をしていただきました。日々、医
療の現場で臨床心理士としてご活
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躍の帆足先生より、具体的な例を
挙げながらのお話は、深い内容な
がらとても解かりやすく、多くの
参加者の共感を得ているようで、
笑いあり、うなずく顔ありで、あっ
という間の 1 時間半でした。
病児病後児保育という短期間の
保育のなかでの、子どもたちとの
かかわりや保護者への対応の大切
さを、改めて感じました。

閉会後のアンケート（回収 163
名）でも、“自分を振り返られた”
“身近な子どもたちの様子を思い
浮かべてこれからの保育へのアド
バイスとなった”“また機会があ
れば聞きたい”など、たくさんの
熱いメッセージをいただきまし
た。
日々の業務との兼ね合いなどで
開催までには苦労も多々ありまし

大阪支部から
第１回大阪支部定例会
病児保育室こひつじ
大阪支部の「第１回定例会」の
報告 現場のスタッフも気軽に集
え学び交流できる場として第１回
大阪支部定例会が、東大阪市の
「病児保育室こひつじ」で１２施
設１８名の参加（社会福祉士１名、
看護師６名、保育士１０名、保育
補助１名）で行なわれました。
初めて参加する方！この道！？

TOPICS

清水

麻利子

ベテランの方！いろんなパワーの
集った時間でした。関心度の高い
『制度再編・変更について』すみ
れこどもケアルームの小田保育士
の説明からスタートし、今後の日
程や場所・ミニ学習会について話
し合い今年度は計４回行なう事に
なりました。
新規開設施設紹介後、げんきっ

協議会のメルマガ配信中

広報委員会では、３月に行われた常任協議委員会
で、メールマガジンを会員施設に配信できないかと
いう要望に応えるべく準備を進めてきました。この
ほどやっと準備ができ、４月から不定期ながらメー
ルマガジンを５回配信することができました。
メールマガジンは、協議会に登録されているメー
ルアドレスに送信させて頂いたのですが、会員施設
の中には入会時に登録して頂いたメールアドレスを
変更されている施設が多数あり、メールマガジンが
届けられない事態となっています。
広報委員会では、メールマガジンが届けられない
会員施設を少しでも減らしたいと考えています。そ
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たが、病児病後児保育のスタッフ
達は、自身の研鑽や今後の病児病
後児保育への理解、普及などには
大切な企画であると感じました。

こホームの長谷看護師がオリジナ
ル「パネルシアター」で保健活動
を実演すると大きな拍手がわきお
こりました。
また、保育士と一緒に「遊びネ
タ‘アンパンマンボール’」にみ
んなでチャレンジ！最後に自己紹
介や質問を兼ねてフリートークタ
イム。
定例会の報告は大阪支部の機関
紙「たこやき通信」で行なってい
き、学びあり！感動あり！笑いあ
り！の「大阪支部定例会」にみん
なでつくっていきたいと思いま
す。

こで、メールマガジンが届いていない会員施設の皆
さんへお願いがあります。現在使われているメール
アドレスを協議会の方にお知らせして頂けませんで
しょうか。協議会に登録されているメールアドレス
は、協議会のホームページの加盟施設一覧に掲載さ
れていますので、一度ご確認下さい。メールアドレ
スの変更につきましては、加盟施設名と氏名・新ア
ドレスを明記して頂き下記のアドレスまでご連絡下
さい。なお、メールアドレスをホームページに掲載
不可の施設につきましてはその旨も明記して下さ
い。また、メールマガジンは、加盟施設のスタッフ
の方や準会員の方にも配信しますので、施設名と氏
名を明記してアドレスをご連絡下さい。
byoujikaiin@byoujihoiku.ne.jp

第１８回全国病児保育研究大
会に、受講証を持参ください。
受付の全国病児保育協議会事務
局にて参加確認印を捺印しても
らい、５回分たまった時点で協
議会事務局に申請していただく
と認定証が発行されます。

（５）

第４８号

全国病児保育協議会ニュース

２００８年（平成２０年）７月５日

どう変わるこれからの病児保育
−平成２０年度からの病児・病後児保育事業の再編−
全国病児保育協議会副会長の高崎先生
が、平成２０年度から国が実施している「病
児・病後児保育事業」いついて解りやすい
スライドを作成されました。２０年度から
の変更のポイントや病児・病後児保育事業
の変遷等も掲載されており、病児・病後児
保育事業を理解する上でも役立つ資料と
なっています。協議会のホームページにも
掲載していますので、ダウンロードして学
習会等で活用して下さい。

（６）

全国病児保育協議会ニュース

２００８年（平成１９年）７月５日

第４８号

どう変わるこれからの病児保育
−平成２０年度からの病児・病後児保育事業の再編−

（７）

全国病児保育協議会ニュース

第４８号

２００８年（平成２０年）７月５日

好評販売中です
「必携 新病児保育マニュアル」
● B5 版 ３７８頁
●価格 １冊 会員３０００円
（送料・税込み）
版
最 新     非会員４０００円
（送料・税込み）
平成２０年度からの「病児・病後児保育事業実
施要項」を掲載した最新版です。病児保育に関す
る事がすべて網羅されたマニュアル本です。

「病児保育１０年のあゆみ」

数
残部少

● B5 版 １０４頁
●価格は １冊１６００円
（送料・税込み）
全国病児保育協議会設立１０周
年を記念して発行され、設立当初
からの歴史を網羅しました。
※ご購入は、全国病児保育協議会のホームページ
より申込書をダウンロードして FAX にて全国病児
保育協議会事務局までお申し込み下さい。

「施設紹介コーナー」「東西南北支部便り」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

会員専用掲示板利用について
協議会ホームページで会員専用掲示板を公開し
ています。これまでも多数の方が意見交換等で活
用して頂きました。今回さらに多くの会員の皆様
に会員専用掲示板を活用して頂くために、I D ・パ
スワードをオープンパスワードとして公開しま
す。多くの会員の皆様のアクセスをお待ちしてい
ます。なお、協議会の主旨以外の利用を防ぐため
にも会員外の方に I D ・パスワードを公表しない
ようにお願いします。I D ・パスワードは、定期的
に変更しますのでご注意下さい。
I D ：「b y 0 u j 1 」ビーワイゼロユージェイイチ
パスワード：「b y j 6 4 2 h i k 5 3 1 」

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：FAX 06-6442-5788
E-mail fumifumi1@cronos.ocn.ne.jp 広報の藤本まで。

全国病児保育ニュース第４６号の新規
加入施設紹介コーナーで、「病後児保
育こそだてアシストひよこルーム」の
住所と FAX 番号が誤っていました。正しくは「熊本県
熊本市水前寺 3-37-19」「096-201-1088」でした。関
係各位の皆様にご迷惑をおかけしたことをお詫びいたし
ます。

お詫び

全国病児保育協議会新規加入の施設
444 ◆ちぎら医院 病児保育室ラビットルーム
院 長 千木良 淳
〒 167-0042
東京都杉並区西荻北 3-4-4
TEL：03-6765-7771
445 ◆病後児保育室ノア
施設管理者 神澤 光江
〒 673-0433
兵庫県三木市福井 3-15-9
TEL：0794-83-5960  FAX：0794-83-5960
446 ◆ひなたぼっこ
常丸 香織
〒 080-0045
北海道帯広市西 15 条北 4-2-7
TEL：0143-23-2006  FAX：0143-25-2005
447 ◆瑞江わんぱくクリニック病児保育室わんぱく
院 長 小林 裕之
〒 133-0065
東京都江戸川区南篠崎町 3-1-2 渡辺ビル１Ｆ
TEL：03-3698-6531  FAX：03-3698-6532
448 ◆ならざき小児科病児保育室「ぞうさんの家」
理事長 楢崎 修
〒 811-0202
福岡県福岡市東区和白 5-7-15
TEL：092-605-7377  FAX：092-605-7376
449 ◆山田病院 病児保育園 ミッキー
理事長 地守 研三
〒 501-0104
岐阜県岐阜市寺田 7-86
TEL：058-255-1221  FAX：058-255-1222
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
〒 535-0022

住所：大阪市旭区新森 4-13-17

担当：薮田・堀込

（８）

中野こども病院気付

電話：06-6952-4778

ＦＡＸ：06-6954-8621

