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第 19 回全国病児保育研究大会会頭挨拶
第１９回全国病児保育研究大会
第 19 回 全 国 病 児 保 育 研 究
大 会 in 千 葉（ 平 成 21 年 7 月
25、26 日開催）まで 1 月あま
りになりました。多数の演題を
いただき、抄録集も完成しまし
た。間もなくお手元へお届けで
きることと思います。本研究大
会のテーマを「連携の中から明
日が見える−安全で安心の病児
保育を育てよう−」としました。
病児・病後児保育は、医師、
看護師、そして保育士の専門家
の集団により、子どもたちに最
良の環境を提供する究極の子育
て支援を理想と掲げておりま
す。さらに医療と保育の接点で
もあり、子どもの家庭と保育所・
園そして病児保育が連携をとっ
てはじめて、子どもたちの健康
と健全な成長が保証されると思
います。
本研究大会では、『連携』を
キーワードに病児保育を中から
そして外から見て考えるシンポ
ジウムを計画しました。子ども
たちに安全な環境を提供するた
めに、教育講演として、事故防
止について山中龍宏先生、発達
障害の子どもとの接し方につい
て永沢佳純先生にご講演をお願

いしました。
そして、安心の環境を提供す
るために保育の心と技術を高め
ることも重要と考え、特別講演
として絵本の読み聞かせから子
どもと両親に対して温かい声援
を送っていらっしゃる内海裕美
先生、リズム音楽を通して子ど
もたちに笑いと元気を与える活
動をされているカムジー先生こ
と加村柾弦さんにご講演をお願
いしました。
協議会の研修委員会のご尽力
で、今年も充実した基礎研修、
ステップアップ研修が用意され
ており、そのほか調査研究委員
会、広報委員会からも会員の皆
様へ情報が満載です。また施設
長を対象にした、施設長懇談会
を 26 日（日）午後に予定して
おります。協議会役員の藤本保
先生、二宮剛美先生、稲見誠先
生をコメンテーターに、本音を
語る時間もあります。施設長の
皆様、どうぞ第 3 会場（3024）
にお集まりください。
さらに、すでに定員に達して
しまい、多くの皆様をご案内す
ることができず、大変申し訳あ
りませんが、少人数で学ぶ参加

会頭

佐藤

好範

型ワークショップも企画してお
ります。参加申し込まれた方は、
是非お帰りになりましたら、勉
強されたことをお仲間へもお伝
えいただければ幸いです。
幼稚園・保育園の現場で活躍
されている先生から「実験遊び」
を中心に保育実技を学ぶワーク
ショップ、ロールプレイを使っ
て保護者の心に届く話し方や対
応の仕方を学ぶワークショッ
プ、ちょっと気になる子どもと
の接し方について事例討論する
ワークショップです。その他Ｖ
ＰＤ（予防接種で防げる病気）、
食物アレルギーの話をランチョ
ンセミナーとしてお届けしま
す。
例年より半日短い日程となり
ましたが、中身の濃い研究大会
になっていると思います。事前
登録をなさらなかった方も、当
日の受付がございます。お一人
でも多くの方に参加していただ
ければ幸いです。実行委員はじ
めスタッフ一同、心より皆様の
ご参加をお待ち申し上げており
ます。皆様、千葉でお会いしま
しょう。

第１9 回全国病児保育研究大会は当日参加も可能です
（１）
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厚生労働省訪問報告
全国病児保育協議会
平成 21 年４月 30 日、木野
会長、稲見、池田、原木副会長
の４人で厚労省保育課を訪問し
ました。厚労省前は新型インフ
ルエンザ取材の報道車がずらっ
と並び、緊迫した雰囲気がただ
よう中での訪問でした。
４月から担当課長補佐、係長
が異動新任となったため御挨拶
と病児保育事業全般に対する厚
労省の姿勢をあらためて聞くこ
とが訪問の主な目的でした。平
山保育課地域保育係長が主に対
応してくれました。
文中の（協：協議会、厚：厚労省）
協：今般の病児病後児保育事情
の補助方式の変更について、そ
の趣旨をうかがいたい。どのよ
うな経緯であのような変更と
なったのか？
厚：たくさん預かれば預かるほ
ど赤字が出てしまう、一箇所い
くらという制度を改善せねばと
いうことで変更を検討した。稼
動していない施設へも補助金が
支払われているということへの
配慮もあった。実績に応じた補
助をというのが趣旨。そうは
いっても、病児保育室は稼動し
ていればいるほどよいという性
格のものではなく、＜あると安
心＞という点、地域特性による
利用率の違いなどの事業特性は
理解している。実績払いという
方向性はかわらないが、今回の
補助方式については現在問題点
をあげ調整中である。今後検討
していくので、現場からは是非
意見が欲しい。
協：事業の特性を理解して欲し
い。キャンセルが多い、流行状
況により隔離が必要な場合定員
をみたすことが不可能なことも
あるなど、安定した利用が困難
な事情がある。実績の裏には倍
の労力があることを理解して欲
しい。
（２）

厚：病児保育室は 4 箇所見学
してきた。（福井と大阪）いろ
いろ忌憚のない意見を聞いてき
た。より良い形になるように検
討したい。キャンセルが多いの
は地方が少なく 都市部が多い
ようだ。裏付けるデータが欲し
い、協議会実態調査などの資料
があればうれしい。
協：実績払いの場合、前年度実
績ということになるが、新規の
場合はどうするのか。
厚：国としては、地方からの交
付申請があって決定する。年度
がおわってから調整ということ
になる。新規の場合は、見込み
で地方が申請してきたものに基
づいて国庫補助決定となる。
協：人員配置が、いきなり２対
１から３対１になったのはどう
いう経緯か。安全を確保するた
めに、いままで赤字をだしなが
らも一生懸命２対１を保ってき
たところが多い。それが、現場
には相談なく３対１と変更さ
れ、安全性に問題はないといわ
れても納得できない。
厚：看護師は 10 対１ 保育士
は３対１というのが新しい人員
配置の基準である。保育所の最
低基準（乳児の基準）とした。
地方によっては２対１が経済的
に厳しくやっていけないという
意見がある。一方で、２対１で
ないと安全性に無理があるとい
う意見もある。地域性もあるた
め、あくまで概ねと考えて欲し
い。
協：それでは、概ね２対１とい
うことにして欲しい。
協：前担当課長補佐は、体調不
良児型は保育所に看護師を配置
する方策でもあるとおっしゃっ
ていた。今後はどのようにシフ
トするのか？

副会長

原木

真名

厚： 保 育 課 と し て は、保育所
型、医療機関型ともにのばして
いきたいと思っている。病児保
育は、医療と保育と少子化対策
にまたがる事業と捉えている。
母子保健課から保育課に移管さ
れたが、医療との関係を疎遠に
するつもりはない。むしろ、医
療機関型であればより安心であ
り、保育所でも医療との連携が
強くなるようにと考えている。
協：利用率を 50％と仮定する
と、利用人数は約 700 人にな
る。700 人 の 補 助 金 額 は、 今
年度の実績払いでは従来より下
がる。保育士 2 人分くらいの
金額が下がってしまう。地方に
よっては止めざるをえないとこ
ろも出てくると思われる。地域
に根付いた病児保育室がなく
なってしまうという状況が危惧
される。補助金に基本部分を持
たせて欲しい。提示された補助
金配分では固定費も出ない。運
営費の補助もないのだから。
厚：2 月 27 日のものはあくま
で案で、より良い形になるよう
調整中である。見学に行った施
設からも全く同じことを言われ
ている。蓋をしめるまで、いく
らもらえるのかわからないので
は不安というのはわかる。適当
な所を検討中である。自治体、
実施施設の意見を聞いて、でき
るだけ早い時期に案を出した
い。一旦決まったものをすぐに
かえるのは簡単でもないので、
調整中であるということで理解
していただきたい。
協：利用料は事業費の 2 分の 1
相当といわれているが、実際に
は 2,000 円 払 う の が 限 度 と 思
う。
厚： 以 前、 利 用 料 金 は 2,000
円としていたときもあったが、
今は決めていない。地方の状況
にあわせて、保護者が負担する
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か、自治体が負担するか、決め
てもらってよい。21 年度の案
では、低所得者の減免のみを決
めている。減免は生保が 5,000
円、なので、一般の利用料とし
て は 厚 労 省 と し て は 5,000 円
程度と考えているということに
なる。
今回の補正予算案に、＜安心
こども基金の拡充＞が組みこま
れている。その基金の中には病
児保育の拡充という利用案も提
示している。

支援のセイフティネットではな
く、子育て支援のセイフティ
ネットであると、私たちは考え
ている。

協：病児保育を社会福祉事業に
してほしい
厚：児童福祉事業にはなってい
るが、社会福祉事業ではない。
法律に基づいた規定になってい
る。
協：厚労省は、病児保育室の数
を増やせばよいということでは
なく、是非その質を確保して
いってほしい。病児保育は就労

加
社会福祉法人
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最後に、病児保育協議会はも
ともと厚労省のパイロットスタ
ディーとしてできたもので、し
かも、病児保育の実態が把握で
きる団体は他にない。今回の制
度改正で、協議会に全く何の相
談もなく、いきなり様々な変更
がなされたのは大変遺憾であ
る。人員配置にしても、当初か
ら２対１の人員配置は必要とい
う立場であった。それが、協議
会に何の相談もなく、いきなり
３対１にかわってしまったのに
は驚いた。今後は、現場の意見
を聞いて現状に即した補助体制
を確立してほしい。変更などに
あたっては、是非、協議会の意
見もきいてほしい。

が、前任の仕事をひきついで、
より良い形に考えて行きたいと
いう姿勢がみえました。また、
現場の声に耳を傾けていく姿勢
もお持ちのようでした。
その後、川鍋課長補佐にも挨
拶をすることができました。川
鍋氏は、新制度では定額部分が
少ないことに言及し、地方に
よって人数が少ないところは
困っているところもあると思
う。一旦決まったことは簡単に
動かせないという面もあるが、
予算の枠の中でどう配分してい
くか、今後、現場の意見をきき
ながら調整していくということ
でした。
今後、実際どのように動いて
くれるのか、見守る必要があり
ますが、病児保育施設側がしか
り声をあげていけば、実態に即
した対応をしてくれる余地は充
分にあると感じました。

以上、いろいろとご苦労され
ている様子の平山係長でした

盟

施

岩手愛児会

設

紹

のぎく保育園

たんぽぽ病児保育所
たんぽぽ病児保育所」は、
盛岡市北部の四十四田ダム
を背に岩手山に見下ろされ
る 自 然 豊 か な 所にありま
す。窓の外を雉が走り、ま
れにカモシカが下りてきま
す。
平成７年６月岩手県初の
病児保育所として共済会を
立ち上げ、開所しました。
もりおかこども病院に併
設され小児科専門医師がい
つでもバックアップしてく
れます。
平成９年１月より盛岡市
の委託を受け病児のため少
子化にもめげず頑張ってい
ます。
既存の建物を利用してい
るため少し古いですが広い
保育室で、子どもたちが安
心して過ごせるように、看
護師・保育士でさまざまな

遊具・手作りおもちゃと明
るい笑顔でお迎えしていま
す。
所在地：020-0102
岩手県盛岡市上田
字松屋敷 11-14
TEL：019-662-5696

介
ケアルーム菜ずな

のぎく保育園ケアルーム
は、保育園開園と同時に任
意開設しました。
（２００６
年５月１日）無認可保育園
の時、子どもが病気になっ
た時の保護者の方のしんど
さや子ども達の思いを受け
とめた時、ケアルームの必
要性を感じ、認可が下りた
時、建物の設計の段階で組
み入れました。
保育園開園と同時に開設
でしたが、日々のめまぐる
しさで中々手が回らず開店
休業の状況ではありました
が、利用された方からは、
喜んでもらえ開設してよ
かったと思いました。
２００７年２月１日に大
阪市より乳幼児デイサー
ビスとして認可をもら
い、運営費もつきました。
２００８年１０月１日再出

発をかけ、ケアルームに『菜
ずな』と名付け、ケアルー
ム便りを２０００枚程、地
域にまきました。また、ポ
スターもつくり、あちらこ
ちらに貼らしてもらいまし
た。
『ケアルーム 菜ずな』
は、地域に根差し、子ども
達の病後を支え、ほっこり
できる所と言ってもらえる
よう努力をして行きます。
園 長
川中 清子
所在地：533-0023
大阪府大阪市鶴見区
諸口５丁目 14-6
TEL：06-6913-9622

（３）
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北東北ブロックから①
第 7 回北東北病児保育交流会春季研修会
あらいこどもクリニック 病児保育室「きりん」 荒井 宏治
平 成 21 年 4 月 11 日 に 第 7
回北東北病児保育交流会春季講
習会が青森県弘前市で開催され
ました。今回、帆足英一先生に
「新・保育所保育指針を踏まえ
た保育所、病児・病後児におけ
る保健管理」というテーマで講
演をいただきました。病児保育
や医療保育の分野のパイオニア
であり、現在でもリーダーであ
る帆足先生の講演を聞けたこと
は大変意義のあることでした。
まず平成 20 年に改正された
保育所保育指針の保健や安全管
理についての総括的解説があり
ました。その後、保育の中での
与薬、アレルギー対策、母子関
係問題などについてやさしく
具体的な説明をいただきまし
た。内容は多岐に亘るもので
したが、3 時間という講演時間
はあっという間に過ぎてしまい
ました。大変な多忙の中を遠路
はるばる来られたにもかかわら
ず、最後まで時にはきびしく熱
心にお話をする先生の姿から、
子どもの医療や保育に携わって
いる人たちへ先生が期待してい
ることを感じました。
昨今の子どもたちは少子化、
核家族、子育て環境の多様性と
いう社会的状況の中で育ってい

ます。社会から個人へ課せられ
た役割、個人から社会への欲求
は、時として社会の中で一番弱
い立場の人、物を言えない人の
存在が犠牲にされてしまうこと
があります。そうした中、子ど
もたちが単に大人の都合によっ
て無理を強いらせられている状
況を垣間見ることがあります。
おそらく農耕による生計が中
心であった昔の社会において
は、人との交流や情報も限られ
たものでしかなかったので、個
人の欲求や社会での役割は単純
であったのかもしれません。そ
の中で親は子育てを生活の中の
一部として自己犠牲を感じるこ
となく、ごく普通の行為として
行っていたのだと思います。
しかし現在は社会が複雑にな
り、我々は社会から課せられた
役割に縛られ、良否様々に錯綜
する情報によって欲求が刺激さ
れ、不安が煽られやすくなって
います。また家族の構成や状況
の多様性が大きく、それぞれの
家庭での子育ての方向を一元的
に規定することが難しくなって
いるのも事実です。
しかしいつの時代でも子ども
は常に安定した対応を親に期待
していることは変わりありませ

北東北ブロックから②
第 7 回北東北病児保育交流会春季研修会
明星保育園・病後児保育室プーさんルーム
私は病後児保育室の経験がま
だ短いのですが、今回帆足先生
の講習会に初めて参加させても
らいました。
当病後児保育室では、保育士
（４）

田中 みちる

2 名看護師 1 名のスタッフが配
置されています。
今回の講習で、保育士が保育
面の専門的知識を、看護師が看
護面の専門的知識をそれぞれ
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ん。子どもはいつも親がそばに
いて、何があっても助けてくれ
ると信じているのです。社会的
状況が、子育てを家庭の中の個
人にすべて負わせるに耐えられ
なくなってきているのであれ
ば、子どもたちの不安を取り除
くために何らかのシステムを社
会が提供する必要があります。
子どもにとって全幅の信頼を
もっている最初の大人である親
との間に不適切な関係が生じれ
ば、その後の大人を見る目、将
来的な人間関係などに歪が生ず
ることは必然です。健全な子ど
もを育めない社会は、治安、経
済、医療、福祉が後退し、最終
的には我々に大きな損失を与え
るでしょう。そうならないため
に、子どもの医療や保育に携わ
る者の責任は大きいはずです。
すべての子どもは健全に成長す
る権利があります。我々にはそ
の権利を守るために子どもの代
弁者になることが課せられてい
るのです。
帆足先生には、今後も私たち
をご指導していだだけるようお
願い申し上げます。また私たち
も先生のご期待の応えられるよ
うに研鑽を重ねていきたいと思
います。最後に今回の講習会開
催において、大変な労をとられ
た病児保育協会東北支部会会長
の松原 徹先生や病児保育室
「ことりの森」のスタッフの皆
様に参加者を代表して感謝を申
し上げます。
持っているということだけでは
なく、お互いが両方の専門的知
識を持ちよって保育看護にあた
ることの大切さを痛感しまし
た。
また、当園では熱性痙攣の既
往がある児の痙攣止めと解熱剤
の座薬を預かっています。今回
の講習会をきっかけに、思わぬ
薬効が出る時のことも考え、そ
の子にとって初回使用となる座
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薬は預かることがないよう、保
護者から書いてもらう「座薬
保管同意書」に、「今までにそ
の座薬を使用したことがある
か？」という欄を付け加えるこ
ととしました。
一貫したしつけでは、キレる
こどもが急増してる今日には、
とても必要なことだと思いまし

た。子ども自身が自分のわがま
まを乗り越えることが必要で、
自分の感情を自分でコントロー
ルできるよう、親や保育者はつ
いつい手を出したり口を出した
りしたくなる場面も多々ありま
すが、「待つこと」の大切さは
重要だと思いました。また、保
育の現場では愛着欲求の充足・
愛され大切にされている実感
や、二次的に母子関係の愛着関
係の形成を促進するような働き
がけの保育が大事だということ
を再確認しました。
今回の講習会で学んだことと
得た事を、スタッフ同士で共有
し合い、最近では日々の保育看
護の中で、子どもの様子や発達
段階、お互いの考えや意見等を

話しあう機会も増えてきまし
た。
今回の学びを現場で生かし、
これからも安心できる病後児保
育を提供できるよう努力してい
きたいと思います。今後も何か
機会があれば研修に参加しなが
ら学びを深めていきたいと思い
ます。

第１９回
全国病児保
育研究大会
に、終了証を持参ください。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。

TOPICS

第１９回病児保育研究大会 in 千葉の御案内
テーマ
日 時
場 所

連携の中から明日が見える −安全で安心の病児保育を育てよう−
平成 21 年 7 月 25 日（土）・26 日（日）
OVTA 海外職業訓練協会（千葉市美浜区日比野１−１）
＜ JR 京葉線

海浜幕張駅より徒歩８分

東京駅より快速で 30 分＞

「連携から見える病児保育の現在、未来」
プログラム シンポジウム
＜主な講演＞
「絵本の中の子どもたち」
内海裕美先生（吉村小児科）
「カムジー先生のすくすく子育て」 加村柾弦先生（カムカム島 リズム音楽・研究所）
「子どもの事故は防止できる」
山中龍宏先生（緑園こどもクリニック）
「ちょっと気になる子どもたち」
永沢佳純先生（千葉県リハビリテーションセンター小
ー発達障害の子との接し方ー
児科）
恒例の企画として
分科会・ポスターセッション・千葉県の施設紹介・広報の部屋・企業展示・書籍コーナー
☆今年は海の日ではなく、土曜日の午後と日曜日の一日半の研修会となります。例年より半日短い開催で
すが、その分凝縮した内容の濃い大会にしていきたいと思っています。
☆事前登録は終了しましたが、当日参加もできます。是非ご参加下さい。
☆ディズニーランドのある千葉県へ！みなさま ふるって御参加ください。
☆詳細については、ホームページでご覧下さい。https://apollon.nta.co.jp/byoujihoiku19/index.html
病児保育協議会のホームページからも入れます。
（５）
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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）
非会員４０００円
（送料・税込み）
病児保育に関する事がすべて網羅されたバイブ
ル的マニュアル本です。一人に１冊持っていただ
きたい必読書です。

「病児保育１０年のあゆみ」

か

残り僅

● 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 」
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広報委員会からのお知らせとお願い
来る７月２５・２６日に開催される研究大
会で恒例の「広報の部屋」を開設します。
今回は、「各施設が作っている利用者向けの
お便り等の展示」と「全国病児保育協議会の
リニューアルホームページの体験」の２本立
てで行う予定です。また今回は、各施設のお
便り等をその場でコピーもできるようにとコ
ピー機も持ち込みます。
「利用者向けのお便り等」を発行している会
員施設の方は是非下記住所まで資料をお送り
下さい。お待ちしています。
＜送り先＞
860-0056
熊本市新土河原 2 丁目 8-34
NPO 法人チャイルドケアサポートみるく
TEL 096-351-8825
担当 永野まで
全国病児保育協議会新規加入の施設
439 ◆キッズプラネット
理 事 梶井 真弓
〒 329-0414
栃木県下野市小金井 4-19-6
TEL：0285-44-4888  FAX：0285-44-4888
440 ◆マリア保育園
園 長 射場 ます子
〒 581-0038
大阪府八尾市若林町 1-22-5
TEL：0729-20-2300  FAX：0729-20-3700
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
医療法人老木レディスクリニック
TEL：0725-55-7115  FAX：0725-55-7116
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
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：053-585-3230  FAX：053-585-2758
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
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

（６）

社会医療法人中野こども病院気付

電話：06-6952-4778

ＦＡＸ：06-6954-8621

