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　いよいよ第 20 回全国病児保育
研究大会 in 東京が迫ってまいり
ました。思い起こせば２年前の三
重大会で千葉の次は東京へという
話を聞いたときに背筋がゾッとし
たのを、今でもハッキリと覚えて
います。そして、その予想通り、
私の元に事務局がやってきまし
た。
　東京大会は帆足会頭を筆頭に、
稲見実行委員長以下 13 名の先生
方が実行委員として月 1回の会
議を開いてきました。毎回、診療
が終わってからの集合のためお弁
当を食べながら時には熱く、時に
は静かに進行していきました。
　また、今回は実行委員会とは別
に、施設長、主任等は参加不可と
いう現場の保育士・看護師だけの
保育士・看護師会を立ち上げ、こ
こも月１回思い思いの意見を交わ
し、実行委員会との意見と絡ませ
プログラム作成に役立てて行くこ
とがきました。
　最初は何をしていいかわからな
かった保育士、看護師さんも会を
重ねるごとに活発な意見を交わす
ようになり、１人また１人と参加
が増え、気が付けば１7名の大所
帯となっていました。基本「何で
もやります！動きます！」をス
ローガンに雑用を引き受けるつも

りでしたが、この保育士・看護師
会主催の勉強会を昨年の秋に開催
したところ７０名以上の参加者が
あり、全員が初めてワークショッ
プを担当しました。何もかも、誰
もが初体験。でも、１人１人の小
さな力も集まればこんなにも大き
くなるということを彼女たちは証
明してくれました。
　もちろん東京大会当日のビッグ
サイトでも保育士・看護師会でシ
フトを組み、受付、クローク、会
場進行等すべての場所でピンクの
Tシャツを着て皆さんをお迎えし
ます。何人かは初座長もやらせて
いただきます。
　そして、このパワーを生かし、
７月１８日の全国病児研究大会後
の交流会は保育士・看護師会主催
で行われます。企画、進行すべて
保育士・看護師会です。
　さらに、交流会で出し物を・・
という帆足会頭からの依頼のた
め、今や月２〜３回集まり、ダン
スの練習までこなしてる彼女た
ち。本当に頭が下がります。もち
ろん多少の不手際等もあるかと思
いますが。どうぞ、ご参加の皆
様、是非声援を送ってあげてくだ
さい。
　私自身、４年前の大阪大会から
一参加者としてこの会に出席して

きましたが、今回、事務局を担当
し、この会を作る本来の苦労を身
にしみて感じました。
　間に入っていただく企画会社
（東京は日本旅行さんです）の方
には本当に感謝しています。数々
のイレギュラーなことや難問にも
文句１つ言わず、すべてに対応し
ていただきました。彼らがいなけ
れば、この東京大会は絶対にでき
ませんでした。
　そして、ここ数ヶ月の私の身に
余る忙しさ。東京ビッグサイトに
一体、何回通ったことか・・・、
最初は右も左もわからなっかた広
いビッグサイトも今やスイスイ歩
けるようになり、お台場のあの美
しい夜景もいまや私にとっては疲
労の夜景と化し、疲れて行きたく
ない日は映画のセリフ通り「レイ
ンボーブリッジを封鎖して」と
思ったりしたものでした。
　毎日、毎日定時に帰れない私の
横を「お先に！」と何事もなかっ
たように元気よく手をふって帰る
稲見院長を横目に見ながら、それ
でも、私を助けてくれる保育士さ
ん、看護師さんに感謝し、日本旅
行さんとの出会いに感謝し、東京
大会まで頑張りたいと思っていま
す。
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　協議会では、従来から本事業の
赤字体質を解消するため補助金の
増額等について要望を行っていま
す。特に、大規模施設ほど赤字が
増す傾向にあったことから、固定
料金（基本部分）の上に利用数に
応じて適切な加算を行うことが重
要と訴えてきました。
　厚労省保育課は、平成 21 年度
から病児病後児保育事業要綱を変
更し、年間利用数に応じて補助金
額を決定する実績払い方式を導
入、また、平成 22 年度には、基
本部分を増額する等さらなる変更
の提示がなされました。
　本事業においては、病児対応型
や病後児対応型等事業形態により
補助金額に差が存在し、さらに市
町村委託事業であるため自治体に
よって補助制度（金額および加算
方式等）が異なる状況にあります。
今回、実績払い方式による各施設
への影響度を検討するため、全国
における実態（利用数と補助金額）
を調査しました。
【方法】
　平成 22年 4月、協議会役員と
支部長および関連施設に対し、平
成 19年度から 22年度（見込み）
の利用数と補助金額を問い合わせ

ました。
【結果】右頁の表を参照
　38 施設から回答を得、匿名１
をのぞく 37 施設（26 都府県、
医療機関併設型 33、保育園併設
型 4）の属性と実態を分析しまし
た。
　平成 19・20 年度と比べ、平成
21 年度（あるいは平成 22 年度
の見込み）に補助金が増額した施
設は、38施設中 19施設（50％）
であり、増額は年額 150 万円か
ら 1、100 万円強まで幅広く分布
していました。
　19 施設中 11 施設が大規模施
設（利用数が年間 1,000 名を超
える）で、医療機関併設型でした。
一方、補助金が減額になったの
は 5 施設（13.2％）で、金額は
年110万円〜350万円の減少で、
減額率は約 40％でした。
　減額 5施設のうち 3施設は保
育園併設型でした。その他の 14
施設については、同額あるいは年
100 万円以内の変動でした。
　今回、同一県（表中H県四国
地方）から複数（7施設）の回答
を得ましたが、各施設の状況は増
額、減額、変動なしという３つに
分布していました。

【まとめ】
　補助金制度の変更により、利用
数が多い大規模施設には概ね増額
がなされていることが確認できま
した。
　一方、小規模施設では、利用数
が同じか若干増えていたとして
も、補助金は減額されていました。
特に保育園併設型では、元々固定
での補助金額が少なく、減額が経
営におよぼす影響度はかなり大き
いと思われました。
　また、同一県内においても、自
治体により補助金額に差を認め、
さらにその上に実績払い方式が導
入されたため、施設により補助金
額に倍以上の格差が生じていま
す。大規模施設に利用数とスタッ
フ数に応じて補助金を増すことは
当然ですが、一方利用数が伸びな
い施設には基本部分をスタッフ維
持経費として大幅に増額し、施設
の運営を保障すべきです。これら
は、本事業を育児支援のセイフ
ティネットとして構築する際の基
本条件であり、地域差を論じる以
前の問題であると考えられまし
た。

平成 22年 4月病児病後児保育事業緊急実態調査結果について

全国病児保育協議会会長　木野　稔

全国病児保育協議会からのお知らせ
永年勤続表彰について

修了証について

　かねてより告知していました永年勤続表彰に
つきましては、２０回大会での表彰分につきま
しては締め切らせていただきました。８８名の
多くの方々が永年勤続表彰を授与される事とな
りました。
　内訳は勤続２０年２名、勤続１５年２名、勤
続１０年１８名、勤続５年６６名です。
　表彰式につきましては、大会当日は、時間の

制約もありますので代表の方に壇上にて表彰させ
て頂き、他の表彰者の方につきましては、大会当
日に施設単位でお渡し致します。また、お渡しで
きなかった表彰者の方は、後日当該施設宛に送付
させていただきます。
　個人情報保護の観点より表彰者の氏名の公表を
控えさせていただきました。

　第２０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。毎年多数の方が認定証
を手にしておられます。ぜひお忘れなくご持参く
ださい。　
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　こんにちは、こちらは

三重県志摩市で平成 10 年

11月から開設している「よ

いこ病児保育室」です。施

設名の由来は、理事長が覚

えやすい電話番号を取得し

ようとＮＴＴにお願いし

ていたところ、たまたま

「0415」という番号が空い

ていて、「0415」だから名

称も「よいこ」にしようと

決まりました。

　さて、当施設は過去に一

度協議会ニュースで紹介し

て頂いたことがありますの

で、今回は、通常とは違っ

た角度からの紹介とさせて

頂きます。

　最初の立ち上げの際は、

開設一年前から協議会に所

属して大阪での協議会研修

会に参加したり、大阪や川

崎の病児保育施設見学や実

習もさせて頂きました。そ

の頃、御指導御協力頂きま

した先生方や施設にはとて

も感謝しております。あら

ためまして、御礼を申し上

げます。

　約 12 年も経ちますと最

初に立ち上げに参加してく

れた保育士さん達は結婚出

産などで既に皆退職されま

した。しかし、現在は市の

ファミリーサポートセン

ターに勤務して同じ子育て

支援という目標に向かって

の協力関係でつながってい

る方、立場を変えてユー

ザーとしてよく当保育室を

利用して下さる方、さらに

は、現在の保育スタッフが

昼食や休憩を取れるように

と、その時間帯だけパート

で来てくれている方などが

いて、共に働いた同志と

熊本藤冨保育園

病児保育室「ほほえみ」

　ぽんぽこハウスは、平

成 18 年 12 月 1 日に西条

市の委託を受け開所しまし

た。

　開所当初は、あまり地域

の方に知られていない為、

利用する病児が少なかった

のですが、保育所・幼稚

園・公民館などに、ぽんぽ

こハウスのポスターを貼ら

せていただいたり、市の乳

幼児健診にスタッフが出向

き保護者の方に病児保育の

説明とパンフレットの配布

をするという活動を続けた

結果、徐々にではあります

が利用人数も増えはじめて

います。

　開所して三年あまり経

ち、たくさんの子どもとの

ふれあいに戸惑うことも

多々ありますが、子どもの

笑顔をエネルギーに日々頑

張っています。

　病児保育室が“なんとな

く面白いとこやな〜。お家

におるみたいな。”と感じ

てもらえたらうれしいで

す。また、働くお父さんお

母さん達の応援団として

エールを送り続けられる施

設でありたいと思います。

　保育士　　　豊田　静香

所在地：799-1341

愛媛県西条市壬生川 131

TEL：0898-76-1330

西条市立周桑病院

ぽんぽこハウス

　感染予防対策として、保

育室には「オゾンエアクリ

ン」、隔離室には「クリー

ンパーション」、ロビーと

トイレには「プラズマクラ

スターイオン」を設置し、

衛生面に配慮しています。

　保育室の床は、畳と同じ

硬さのクッションフロアー

を取り入れ、また危険のな

い環境づくりを心がけ、安

全面にも工夫しています。

病気の子どもたちが、穏や

かに過ごせるように、明る

く家庭的な雰囲気を大切に

した保育を行っています。

　医師　　　　福田　友子

所在地：850-0861

長崎県長崎市江戸町 5-14

ふくだこどもクリニック内

TEL：095-821-8867

中央橋こどもディケア

あひるっこルーム

医療法人童心会　

よいこ病児保育室

加 盟 施 設 介紹

　熊本藤冨保育園内にあ

る、病児保育室「ほほえみ」

は、看護師 1 名と保育士

が協力しあい、定員 4 名

の病児のお子様をお預かり

しています。子育てと就労

の両立を支援し、お子様の

健やかな成長をお手伝いさ

せていただいております。

　家庭的な雰囲気のある空

間の中に、常に衛生管理を

徹底しており、次亜クリー

ンを用いた空気清浄も行っ

ています。安心して療養で

きますように、環境を整え

て今後も支援させていただ

きます。

　園長　　　　鬼塚　静波

所在地：861-4117

熊本県熊本市護藤町 973

TEL：096-357-5622

もいえる保育士さんたちが

今は良き理解者、協力者と

なってくれていることを嬉

しく思っています。

　また、最初の 10 年間は

行政からの補助もなく累積

赤字に耐えて

運営していた

当施設にも、苦

節 10 年目で念

願の補助金が

交付されるよ

うになり、今は

開設時のモチ

ベーション以

上にエンジン

全開で頑張ろうと思う今日

この頃です。

所在地：517-0501

三重県志摩市阿児町鵜方

3009-23

TEL：0599-46-0415 
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【さくらまち（田邉ますみ）の紹介】
　「人間の生き方に成功も失敗も
ない」この言葉の持つ意味は深
い。１３年前子どもを保育所に預
けて、大学院に行った。そこから
病児保育巡りが始まったのであっ
た。
　その当時保育園で出会ったお母
さんに、「子どものことを学ぶの
に、私だったら大学に行かずにわ
が子を育てて学ぶ」と言われた。
さもありなんとは思ったが、私は
私のやり方で学び、私の人生を歩
むしかない。
【病児保育の使い方】
　保育対策等促進事業では、病児・
病後児保育事業を１病児対応　２
病後児対応　３体調不良児対応と
事業内容で分けている。
　かつて「病児保育」とは、病棟
での長期入院の子どもの保育と、

病児・病後児保育所での短期の保
育を意味していた。最近病棟で医
療保育士が活躍し、病棟で展開さ
れている保育は、医療保育等とも
いわれている。今回の「病児保
育」は、病児病後児保育所の保育
と思っていただこう。
【ききょう保育園　昔けやき、今
ひまわり】
　前回１９９７年２月に母子保健
院を訪ねたことを書いた。その次
に行ったのが町田市鶴川にあるき
きょう保育園、病気あけ保育「け
やき」である。１９９７年２月
２４日のことであった。
　園長の山田静子先生とは、
１９８７年、「保育園を考える親
の会」で出会った。私は長男を出
産した職場で、初めての育児休暇
受益者であり、両立に苦慮してい
た。そのころ新聞から「保育園を

考える親の会」を知り入会した。
　顔見知りの山田先生の保育園
で、スムーズに見学が決まり、そ
の当日、最近保育園登園拒否気味
の次男を連れて行くのと快く認め
てくださった。次男にとっては、
貴重な他園体験であり、４歳児ク
ラスですんなり入り、毛糸人形を
作り機嫌良くしていた。自園以外
の保育体験を持つ子どもは少ない
だろう。
　保育園全体の見学をした。保育
室の滑り台、園全体に貼ったもの
が少ない清潔な環境、食堂に北欧
の家具。園児と一緒に昼食をご馳
走になり、新しく病児保育室を
作っているについての説明を受け
た。
【「けやき」から「ひまわり」へ
ちょっと歴史】
　1984 年から、ききょう保育園
は病気あけ保育の「けやき」をス
タートさせた。働く父母は保育園
にわが子を入園させて間もなく、
子どもが次々に病気をするという

帝京平成大学　田邉ますみ

さくらまちの病児保育所行脚 2=

鹿児島県支部から
2010年すこやかふれあいフェスティバルに参加

( 医 ) 童仁会　池田病院　中薗　みどり

　2010年5月22日 (土 )23(日 )、
鹿児島アリーナで、KTS 鹿児島
テレビ主催の「2010 年すこやか
ふれあいフェスティバル」が、開
催されました。
　子育てのお得な情報や健康相談
など盛りだくさんで、子育てを応
援する企業やリズム遊び・絵本の

読み聞かせをしてくださる幼稚
園・保育園の参加、恵畑ゆうおに
いさんの歌のステージ、エチカの
鏡で有名になった横峯吉文先生の
トークショーなどなど。そんなイ
ベントに、全国病児保育協議会鹿
児島県支部として参加しました。
　フェスティバルは、思った以

上のにぎやかさでした。病
児保育のブースは、メイン
会場から離れたサブアリー
ナだったのですが、バルー
ンで作った犬さんやお花、
サーベルなどをもらいに、
たくさんの子どもたちがき
てくれました。
　バールーンをもらってい
る間に、保護者の方に ｢病
児保育 ｣のお話しをするこ

とができ、楽しみながら、あっと
いう間の 2日間でした。「バルー
ンをもくもくと作る人」まつだこ
どもクリニックの松田先生。私た
ちに教えてくださったピエロさん
が「これは上級 !」と言っていた
技を 2つも使っていらっしゃる
のには、びっくりしました。
　それから、NPOかるがもの中
村先生は、パンダの着ぐるみで大
人気でした。2 日間で、30 名の
医師・看護師・保育士か参加して
くださり、目的としていた会員の
親睦もはかれましたし、広報も
ばっちりてきました。来年もバー
ジョンアップして参加したいと
思っています。
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問題に直面する。父母会の切実な
課題が、「病気の時の保育」だっ
たそうだ。ききょう保育園の父母
たちが、自分たちで運営した病児
保育室だった。
　その「けやき」から 2000 年６
月にききょう保育園の事業とし
て引き継ぎ、10 月には乳幼児健
康支援一時預かり事業「ひまわ
り」として、町田市から委託され、
70人以上の登録から始めている。
父母が取り組みだしてから 16 年
あまりがたっていた。
　私が訪ねた 1997 年は、「けや
き」がちょうど新園舎に移るとこ

ろで、2ＤＫの家庭的な保育室が
園舎内にできる途中であった。
　制度化されて 11 年、ききょう
保育園の病後児保育は 26 年にな
らんとしている。
【見学後】
　新しい園舎中にできる病児保育
室について、父母の話し合いに参
加させてもらったおり、実際の部
屋を見ることができた。窓からは、
園庭が望める。病児にとって自分
のクラスの子どもが遊んでいる姿
をみることができるだろう。
　父母が病児保育室にどんなおも
ちゃを置くか、話し合っていた。

これは、父母が必要から生じて、
病気あけ推進委員会を作り、署名・
請願運動をして作った病児保育室
であることを象徴している。
　社会的に病児保育が必要悪と言
われた時代があり、そのころから
父母会は活動している。子どもの
病気と職業人をしての責任を、保
育ママさんを導入することで切り
抜けている。
　保護者も園も問題を共有し、解
決に向かって連携する下地を作っ
た。その上で園の事業としての病
児保育がスタートしたことを評価
したいと思う。

　４月２３日〜２５日、第１１３
回日本小児科学会学術集会が岩手
県盛岡市盛岡市民ホール（マリオ
ス）、岩手情報交流センター（ア
イーナ）にて開催されました。
　全国から小児科医師４０００人
が集まる大きな学会でした。この
学会での広報活動として
　日本小児科学会のご協力のも
と、２０周年記念大会東京大会チ
ラシを参加者全員へ配布し、全国
病児保育協議会広報ブースにて
２０周年記念大会紹介ポスター掲

示、協議会ニュース、協議会入会
案内を紹介しました。また、ポス
ター発表にて広報委員長神原雪子
先生より「病児保育の現状と課題」
を発表していただきました。
　ブースには病児保育について関
心のあるかたが多数きていただ
き、協議会ニュースを手にとって
いただきました。また、神原先生
の発表をきいたということで、東
京大会や、協議会入会について
ブースによってくださるかたもい
ました。

　広報委員会
では、昨年よ
り各種学会に
て各ブロック
委員が研究大
会および協議
会紹介ををし
ています。多
職種が関わる
病児保育だか
らこそ、各種
学会での広報が必要です。
　広報委員として「外への広報」
の活動を広めていきたいと思って
います。

第２０回全国病児保育研究大会 in 東京における
｢広報WORLD｣ 中間報告

　「広報ワールド・はばたけ　病児保育」の施設紹介シートが全国からどんどん届いてい

ます。毎日、郵便屋さんが来るのが、楽しみになっていて、届いたものをあけると「かわ

いい〜」ものばかりです。

　企画当初は「どのくらい集まるのだろう」

と広報委員の中でも不安はあったのですが、

なんと５月３１日の第一回締め切り日まで

に、102 施設がご協力いただきました。全国

津々浦々・・・。いろいろな施設の情報が満

載です !

　全国研修会当日は、ぜひ広報委員会「広報

ワールド」へ足をお運びください。お待ちし

ております !

城東こどもクリニック病児保育室ことりの森　竹内　郁子

学会広報だより
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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　社会医療法人真美会中野こども病院気付

　　　　　担当：薮田・堀込　　　電話：06-6952-4778　　ＦＡＸ：06-6954-8621

「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

「改定 新病児保育マニュアル」
　● B5版　４２０頁
　●価格　１冊　会員３２００円
　　　　　　　　（送料・税込み）
　　　　　　　非会員４２００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。平成２１年度改訂版です。
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」
　● 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。

好評販売中です

469 ◆かんがるーむ（成育しせい保育園）
園　長　正岡　里鶴子　
〒 157-0074
東京都世田谷区大蔵 2丁目 10 番 18 号
TEL：03-5727-2232

470 ◆村上こども医院
　　　病児保育室「きしゃっぽっぽ」
院　長　村上　真子　
〒 031-0802 
青森県ハ戸市小中野 4-2-8
TEL：090-7068-113  FAX：0178-41-1134

471 ◆たけうちこどもクリニック
         病後児保育室くるみルーム
院　長　竹内　敏雄
〒 135-0061
東京都江東区豊洲4-9-13-132
TEL：03-3533-2417  FAX：03-3533-5417

472 ◆コス小児併設病児保育室　オルミス
室　長　笠井　康史
〒 525-0027
滋賀県草津市野村 8-3-10
TEL：077-535-0155  

473 ◆病後児保育室　山崎こじか園
施設長　山崎　誠子
〒 144-0034
東京都大田区西糀谷 1-31-1
TEL：03-3731-5093  FAX：03-3731-5093

474 ◆トータルファミリーケア北西医院
　　　病児保育室おんぷ
院　長　北西　史直 
〒 416-090
静岡県富士市本市場 148-1
TEL：0545-61-0119  FAX：0545-61-0306

475 ◆社会福祉法人寿会　座間子どもの家保育園
園　長　小島　良之
〒 228-0005
神奈川県座間市さかみ野 1-8-25
TEL：046-253-2784  FAX：046-253-3388

476 ◆ひよこ
院　長　荻野　高敏
〒 453-0835
愛知県名古屋市中村区上石川町 3-10
ニコニコこどもクリニック
TEL：052-411-6001  FAX：052-411-6080

477 ◆あすなろ第2保育園　病後児保育室
理事長　竹内　一夫
〒 693-0006
島根県出雲市白枝町 1337-8
TEL：0853-21-7188  FAX：0853-21-7678

以降の加盟施設は次号で

全国病児保育協議会新規加入の施設

　全国病児保育協議会が発足してから今年で２０
年を迎えます。２０周年記念事業の一環として、
かねてより計画のありました病児保育の理論誌と
しての位置づけの機関誌「病児保育研究」を発行
する事になりました。
　今後は、毎年１回大会前に発行することになり
ます。
　第２０回研究大会後に、各施設に１冊無料送付
させて頂きますが、大会当日も協議会事務局にて
頒布させて頂きます。頒布価格は 1500 円（予定）
です。また、後日販売も行います。　

「病児保育研究」創刊にあたって

残り 40 部


