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主役は貴方だ主役は貴方だ
大川こども内科クリニック OCFC病児保育室うさぎのママ

　新年あけましておめでとうございます。今年の干
支はイノシシ、亥年です。目的に向かって突進しま
すか。でも本当の亥の意味はじっとエネルギーを内
にため込んでいる時期ということのようです。飛躍
に備えてエネルギーを貯める、いい言葉ですね。病
児保育も内にエネルギーをためながら、飛躍を継続
していきます。
　昨年の香川大会でのシンポジウムでは病児保育の
未来についても活発な議論がありました。病児保育
の大きなうねりは子ども中心の保育と、母子ともに
幸せになるための愛着形成を促進し、子育てが負担
にならないためへの動きとなって表れてきました。
それが結果的には女性の就業率を上げ、男女共同参
画への道につながることになります。女性が希望す
れば希望しただけ活躍できる社会です。さらに日本
が解決しなければならない喫緊の問題に少子化、人
口減少があります。狭い国土にあった人口を現在の
繁栄を維持、向上させながら整えることが大切です。
国家の繁栄を維持したまま、その規模を縮小させ、
コンパクトな効率の良い社会構造に変えることは、
歴史上かつてなかったことです。おそらく我が国土
には1億人を下回る程度の人口が適正であり、それ
以上減らないことが繁栄の維持に必要なこととなる
でしょう。そのためには特殊合計出生率を毎年少し
ずつ改善することが必須の条件となります。その条
件を保証することが病児保育に課せられた使命でも
あります。この未来に向けた病児保育の役割は家庭
での保育力の増加、ハンデキャップ児を受け入れて、
家庭の負担をなくし、さらに児の本来ある能力を最
大限伸ばすことによって達成されるでしょう。虐待
や人工中絶がなくなり、生まれてくるべき子供を誕
生させ、子どもの本来持つ、生きる権利、守る権利、
育つ権利、参加する権利を保障することです。結婚
して子供を産み、育てることへの不安を解消し、子
育てを行っている家庭を取り巻く全ての人々が育児

に様々な形で参加する社会を
作らなければなりません。子
どもたちを社会全体で守り、育みましょう。日本の
将来に希望をもたらすためにも病児保育の役割は重
要であり、今後も多くの面で改善していく必要があ
ります。
　病児保育での改善を要する点は、経営の健全化、
病児保育に携わる保育士への保障、病児保育に関す
るエビデンスづくりです。
　昨年の８月に厚労省から病児保育について通達が
出ました。交付金の金額が基礎分に加えて、原則改
善分が全施設に交付されることになりました。通達
の施行は2018年４月１日から開始することになっ
ています。利用が少ないときには地域の保育施設等
に感染症などの情報公開を行うことが条件となって
いますが、詳細は決められておりません。病児保育
施設それぞれの任意性が認められているようです。
この交付金の増額によって、赤字施設の減少が期
待されます。交付金の増額部分の一部を保育士等ス
タッフの待遇改善にも使っていただきたいと思いま
す。このほか年間利用者が2,000人を超える施設へ
の加算分に関する指針も明らかになりました。少し
ずつ病児保育を取り巻く環境が整備されているよう
です。経費については十分な処理をして、病児保育
の健全な運営に努めてください。安易な処理は出費
を低く見積もる結果となり、病児保育の運営に誤解
を与えかねません。　
　病児保育に携わる保育士さん、看護師さんそして
指導に担う病児保育専門士の皆様、皆様の待遇改善
に向けて協議会は今年も努力いたします。皆様は病
児保育に従事していく上での問題点を見出し、原因
を究明し、改善策を立案してください。それを研究
大会に発表し、病児保育研究誌に投稿してください。
皆様がエビデンスを確立する立役者なのです。
　主役は貴方だ。
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一般社団法人 全国病児保育協議会 副会長　　杉野　茂人

　昨年、「病児保育 それは育児賛歌」という、大川

会長の病児保育に対する思いを聞く機会がありまし

た。病気の子どもを、病児保育室で預かることによ

り、病児にとって最適な保育環境を提供し、それが

病気の速やかな回復につながる、そして、それを体

験する親が、病気から回復していく子どもを愛おし

く感じる。とても素晴らしいことだと思います。

　日々、子ども達の診療を行っていると、受診する

親の気持ちの余裕のなさを感じます。病児保育との

関わりの中で私にとっても、「そうか、病児保育は

単に病気の子どもを預かるだけでなく、親と子の愛

着形成にもつながっていくのだ」との気持ちは強く

なっていきました。「病児保育 それは育児賛歌」全

く同感です。

　私のように、地方にいても、共働き、働きながら

子育てをしている保護者の割合は、７割を超えてい

ます。日々の仕事と育児に追われ、余裕のない保護

者を見て、心を痛めることも少なくありません。し

かし、まだ「子どもが病気の時くらい、仕事は休む

べき」という考えが根深くあ

るのも現実です。

　「子どもが病気だからこそ、病気の子どもの保育

（育児）の専門的知識のある病児保育を利用しましょ

う！そして、有給休暇は計画的にとって、じっくり

家族で愛着形成の時間に使いましょう!」現代の親

たちに声を大きくして伝えていきたいと思います。

　病児保育協議会には、10の委員会があり、病児

保育の中にある様々な課題の解決のために、邁進し

ています。調査研究委員会では、毎年、実績調査が

行われ、各施設の稼働率や収支についての調査をし、

国のこども子育て会議の中で、会長が報告をされる

ことにより、国の病児保育にそそぐ視点も変わりつ

つあります。　　

　私は、微力ではありますが、病児保育協議会の一

人として、その輪の中で「参稼（さんか）」してい

きたいと思います。また、地方の委員として、地方

の施設が抱える課題にも取り組んでいきたいと思っ

ています。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

心の育ちを支えましょう

病児保育に参稼しょう!

一般社団法人 全国病児保育協議会 副会長　　佐藤　里美

　男女雇用機会均等法が制定され30年余り、その後

も改正を繰り返しながら、女性が社会の一員として

責任をもって活躍する場が多くなりました。これに

伴い専業主婦世帯と共働き世帯の比率も1997年頃

に逆転し、2017年統計では専業主婦家庭641万世

帯、共働き世帯1,188万世帯となっています。女性

のライフステージの中では妊娠、出産があり、仕事

と育児の両立を考える時、多かれ少なかれ三歳児神

話に悩むお母さんがいます。何十年もの間語り継が

れてきた三歳児神話。３歳頃までは母親の手元で育

てられないと悪影響を及ぼすという考え方ですが、

平成10年の厚生労働白書では三歳児神話には合理的

根拠がないと報告され、今で

は三歳児神話は根拠がないも

のとされています。とはいえ、三歳までの時期は人

間の心の成長にとってとても大切な時期であること

もわかっています。幼い子どもの泣く、ぐずる、笑

うなどのサインに十分応えてあげることで育ててく

れる人への信頼を感じ、安心して外の世界、集団生

活に溶け込んでいけます。これは母親に限ることな

く、父親や祖父母、そして私たち保育者が十分応え

てあげられることでもあり、子どもとのスキンシッ

プを多く持ち、気持ちに応え、慈しむことが子ども

の心を育てる栄養になります。働く母親は子どもと

杉野クリニック みるく病児保育センター

さとう小児科医院 病児保育室バンビーノ
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支え合う

　７月の全国病児保育研究大会の保育園併設型の分

科会で出会った広島県尾道市の看護師さんより手紙

が届きました。そこには「一日目の弁当は、自分だ

けがこんなごちそうを食べてよいのだろうか。周り

には、食べられない人たちがたくさんいることを思

うと、涙がぽろぽろこぼれて食べられず、二日目は

感激の涙で喉を通らず食べることができなかった」

と記されていました。

　尾道市は台風で大きな被害を受けた地域です。彼

女はそこの公立保育所の看護師で病後児を担当して

います。そして、分科会後の昼食懇談会で現在の状

況を話してくれました。

　被害からいち早く保育園を再開し地域の子ども達

を受け入れたものの、水もガスも使えない状況なの

で給食は弁当持参です。弁当といっても、それぞれ

が家にある非常食やクッキーやせんべい等を持ち寄

り、みんなで分け合いながら過ごしました。自分だ

けがごちそうを食べて申し訳ないという涙です。二

日目は病後児保育を一人で取り組んでいて、相談す

る相手もなく悩みの中にいたところ、同じ悩みを持

つ人達と話をすることがこんなにも気持ちの良いも

のだということを改めて感じることができた感激の

涙でした。

　全国病児保育協議会は人との出会いがあります。

仲間がいる安心感が仕事を深めます。稼働率を求め

られると苦しくなることもありますが、地道な取り

組みが仲間を増やし、利用者を増やします。彼女の

保育所は来年度で閉所になり、認定こども園として

民間が運営することになり

ました。彼女の願いは病後

児保育が継続されることです。直接病後児を担当す

るのは1年のみになってしまいましたが、地道に丁

寧に保育をやっていたので広島県に「病児・病後児

保育連絡会」という形で実を結びました。私も彼女

に出会えて本当に良かったと思っています。

一般社団法人 全国病児保育協議会 副会長　　髙橋　広美
砂原保育園 病後児保育室「とまと」

過ごす時間が限られます。反対に毎日子どもと一緒

にいる母親は、その時間の長さでストレスがたまり

やすくなります。子どもが病気になったら尚更です。

ある時、３歳くらいの子どもが母親に強く叱られて

いました。よくある光景ですが、「生まれてまだ3

年しか経っていないのにね」と私がつぶやくと、一

緒にいた友人に「それは今のあなたには余裕がある

からよ」と言われました。そうですね、母親には余

裕がないのです。母親も「そんなに頑張らなくて大

丈夫」の声が欲しい時があります。病児保育室での

限られた時間であっても、子どもをたくさん抱っこ

し、子どもの愛らしさを母親に伝え、気持ちに対応

することが両者の心の栄養になっていくものと考え

ます。私たち保育者が心にゆとりを持ち、たっぷり

の愛情と優しさをもって、子どもたちそして母親た

ちの心の育ちを支えていきましょう。

保育園型委員会では、病後児保育の受け入れ目
安を協議会のホームページに掲載しておりま
す。是非、一度ご覧下さい。
http://byoujihoiku.net/pdf/20181001_
byougojihoikusitu_ukeire_meyasu.pdf
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　調査研究委員会は、病児保育協議会加盟施設の実

績や実態の調査施行とその分析を活動としています。

毎年実施している実績調査は、主に個々の施設の利

用状況から病児保育の社会的ニーズを調査していま

す。実態調査は各施設の運営状況や抱えている問題

点を数年おきに調べています。直近の実態調査は平

成28年に実施され、その結果は協議会の研究大会だ

けではなく、小児科関連学会（小児科医会、小児外

来学会等）で発表し、病児保育事業の状況と社会的

重要性を協議会内外に発信しています。また昨年の

機関誌に掲載することで、協議会施設に調査結果を

還元するだけではなく、病児保育事業が利用者や運

営者にとってより改善されるように協議会が行政に

働きかけをするための重要な資料になっています。

　さらに今年度から各都道府県支部会長に依頼し、

各自治体の病児保育事業所

（病児対応型、病後児対応型、

体調不良型、訪問型）の数を報告していただいてい

ます。昨今、病児保育が社会に浸透し、様々な団体

が参画することで病児保育を行っている事業所数が

増加しています。そこで協議会加盟施設が全体の病

児保育事業所の中でどのような位置にいるのか、す

なわち本委員会の調査資料の母集団の特性を明らか

にする必要があります。そうすることが官庁への説

明の際に、調査結果の信頼度を向上させることにな

ると考えられます。

　このように本委員会の活動は、協議会加盟施設様

のご協力なしには成り立ちません。委員会としては

皆様のご協力に報いるように努力をいたしますの

で、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

委員長 荒井　宏治
あらいこどもクリニック 病児保育「きりん」
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調査研究委員会

2019年にむけて

各種委員会の抱負

　感染症対策委員会は、これまで、感染症対策ガイ

ドラインの発刊・改訂、全国病児保育研究大会での

感染症セミナーの実施、ブロック研修会その他研修

会への講師派遣を行ってきました。

　国の施策で、保育士の質の向上がさけばれ、保育

士の処遇改善と同時に、リーダー的保育士を養成す

るために、キャリアアップ研修が盛んに行われるよ

うになりました。各自治体は、地域ごとに実施主体

を委託し、厚労省のガイドラインの実施をまかなお

うとしています。また、秋田では、他団体が実施す

るブロック研修会が、保育士のキャリアアップ研修

に自治体から認定されたとうかがっています。

　病児保育は比較的新しい概念であり、保育所保育

指針にもはいっておらず、本協議会の提供する研究

大会や研修会が、事実上、病

児保育の質の向上に寄与して

きました。病児保育におけるリーダー的保育士も、

病児保育専門士の資格認定により、制度化を行って

います。残念ながら、国の病児保育における処遇改

善の中で、このような研修や資格についての評価は

おこなわれていませんが、当協議会が率先して実施

することで、後から制度が付いてくるような状況を

造りだしたいと思っています。今年も、各地区支部

が実施するブロック研修会などへの感染症対策に関

する講師派遣は、委員会予算で旅費宿泊費などを提

供いたしますので、委員の都合が付く範囲で、各地

での研修に協力し、病児保育の質の向上に寄与した

いと考えております。

感染症対策委員会

委員長　　佐藤　　勇
よいこの小児科さとう 病児保育室よいこのもり
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　今年は、機関誌「病児保育研究」が創刊されて記

念すべき10号目の発刊となりますので、現在、総説

や投稿論文はもとよりですが、特別寄稿をお願いし

たり、また、特別企画も広報にて募集し、充実した

内容の機関誌発刊に向け準備中です。是非楽しみに

して頂ければと思います。

病児保育協議会に機関誌が誕生して10号まで継続発

刊できましたのは、会員の皆様や委員会の皆様はも

とより関係者全ての方のご尽力があってのこととあ

らためまして感謝申し上げます。

第10号はあくまでも通過点だと思いますが、今後は

内容をさらに充実できるよう皆様のご協力をお願い

しますと共に、委員会としても、機関誌の体裁はも

とより内容の企画等におきま

してもより一層充実できるよ

う努力して行きたい所存です。

また、委員会の組織構成等を含めて、今後も委員会

として次のステップへと成長して行きたい所存でお

りますので、機関誌や当委員会に対しましてお気づ

きの点や叱咤激励の数々を頂戴できれば有り難くお

願い申し上げます。

「病児保育研究」は国会図書館にも所蔵され、また、

今後はオンラインでの検索もして頂けるようになる

予定です。皆様の論文を是非ご投稿下さいますよう

お願い申し上げます。

機関誌編集委員会

　「先を見通す力がある！」これは、昨年のかがわ

大会で開催した、病児保育専門士向けのスペシャル

インタレストセッションで、「病児保育専門士って

なに？」を参加者に問うた時の回答です。なんと素

晴らしい応えだろうと、私は心から感動しました。

　様々な病児保育施設の形態が国から認められるよ

うになり、現場の保育士・看護師等の環境も様々な

中で、安心安全な病児保育に対する期待とニーズは

高まっています。

　そのような中で、病児保育協議会は、常に、病気

にかかっている子どもに、子どもにとって最も重要

な発達のニーズを満たしてあげるために、専門家集

団が、保育と看護を行い、子どもの健康と幸福を守

るとの理念を掲げ続けています。

　子どもを中心とした、「病児保育」。そこには、高

い専門性が求められ、様々

な病気の子どもを「見通し

て保育看護する力」が求められてくるでしょう。

その力を持ち、専門性を地域のリーダーとして担っ

ていくのが、自分たち「病児保育専門士」の役割だ

と気づいて頂けたのは、本当にうれしく思った瞬間

でした。

　資格認定制度も、５年目に入り、今年の盛岡大会

では400名を超す予定ですし、３月には、病児保育

専門士１期生の、資格更新も始まります。

→今年も、安心安全な病児保育に取り組めるよう、

また、たくさんの専門士が各地域に誕生し、その中

心的役割を担って頂けるよう、資格認定委員会一同、

力を尽くしてまいります。まだ資格をお持ちでない

皆さん、是非、チャレンジ！してみませんか？

病児保育専門士認定委員会

『2019、年頭に際しての抱負』

「先を見通す力をつける！」

委員長　　羽根　靖之
医療法人 童心会 よいこ病児保育室

永野　和子委員長

みるく病児保育センター



2019年（平成31年）１月１日（6）第96号 一般社団法人 全国病児保育協議会ニュース

委員長　　稲見　　誠

　全国病児保育協議会が結成されて28年経過し、施

設数も増加してきました。ある意味においては病児

保育事業も安定期に入ってきたかもしれません。し

かし経営的な問題や、子どもと保護者の安全・安心

の向上など、更なる進化が必要であると思われます。

あり方委員会としての役割は、大きく分けて二つあ

ります。

　一つは、各委員会が調査・研究をしてきた結果を

基に、自治体や国に折衝・進言・要求を行います。

本年度も病児保育の安心・安全をめざして積極的に

行う予定です。

　もう一つの役割は、病児保

育がより良い方向に発展す

るように、今後のあり方を検討します。そのために

は病児保育が倫理的・保育的・看護的・医学的・経

済的に適正に運営できるように、これまでに各委員

会などで積み上げられてきたエビデンスを基に、病

児保育の今後のあり方を研究します。また、病児保

育施設が地域の子育て支援のセンターとして機能し

ていくため、病児保育以外の子育て支援にどのよう

に関わるかの調査・研究も行う予定です。

あり方委員会

いなみ小児科 病児保育室ハグルーム

委員長　　横井　　透

　全国病児保育協議会の目的の一つが、全国の各病

児病後児（以下、病児）保育室で安全な病児保育を

行っていくことです。研修委員会はその目的に沿っ

て全国大会での基礎研修（看護、保育、保育看護、

基礎小児医学）、ステップアップ研修、および地域

での基礎研修出張講座を担当しています。

　基礎研修は病児保育の基本を学んで頂くことを目

的としています。主に病児保育室に就業して２年目

までの、保育看護を理解して頂きたい方、つまり看

護師の方には保育を、そして保育士の方には看護を

勉強して頂き、小児医学と保育看護の考え方を身に

付けて頂くことを狙っています。研修委員会内には、

看護師部会と保育士部会が設置され、それぞれの部

会で、よりよい研修内容を常に検討しています。初

めて全国大会に出席される方は基礎研修の受講をお

願いいたします。

　ステップアップ研修は病児保育に関わる全ての方を

対象に、保育看護の幅を広げていただけるような内容

としています。毎年、保育、

看護、医学と片寄りの無いよ

うに企画しています。病児保育専門士の更新単位とし

ても認められています。研修内容のご希望がありまし

たら、研修委員会までお知らせ下さい。

　昨年、改訂基礎研修テキストが発行され、大会の

基礎研修のテキストとしています。このテキストを

理解して頂くことが基礎研修を修了することだと考

えます。資格認定委員会による病児保育専門士認定

講習を受講していただく場合は基礎研修レベルの内

容を理解していることが条件となります。このテキ

ストを日常の保育看護の基本として利用してくださ

い。また、基礎研修テキストだけでは不足する部分

がある場合は、病児保育マニュアルや感染症ガイド

ライン等を参照して頂くようお願いいたします。

　研修委員会は病児保育室でのより安全な保育看護

のために、皆様の研修のお手伝いを続けていきます。

皆様のご意見をお寄せください。

研修委員会

横井小児科内科医院病児保育室「こりすの里」
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委員長　　木野　　稔

倫理委員会

　当協議会では、一般社団法人化にともない倫理委員

会が設置されています。医療に限らず保育分野でも、

研究発表や調査に倫理的配慮がなされているかが重要

になってきています。倫理的配慮という場合には、ヘ

ルシンキ宣言つまり人を対象とする医学系研究に関す

る倫理指針」が守られているかいうことになります。

施設に倫理委員会が設置されていない場合や、多施

設で共同研究を行う際には、協議会の倫理審査委員会

で行うことになります。平成

29、30年度の申請は現在まで

ありませんでした。そこで、第29回全国病児保育研

究大会in岩手において、倫理委員会主催の研修会を開

催することといたしました。事例報告であったとして

も、倫理的配慮が行われていることが大前提です。そ

の点も含めて研修していくつもりです。病児保育専門

士を目指す方は是非参加してください。

中野こども病院 アリス病児保育室

委員長　　藤本　　保

広報委員会

　広報委員会は、年５回の協議会ニュース発行、メー

ルマガジン発行、協議会サイトや協議会Facebook

の情報更新のほか、関連学会へのブース出展による

協議会広報が主な活動です。

　病児保育の形が多様化し、「病児保育」のとらえ方

にもばらつきが見られるようになってきました。一般

社団法人全国病児保育協議会が守り続ける病児保育と

はどういったもので、誰のためにあるのか、それを正

しく伝えるのが広報委員会の役目です。平成30年度

には新たに５名の委員が加わり、ブースへの出張も人

員充実。ブースを訪れる方々から寄せられるお問い合

わせにも、より一層中身の濃い対応ができるようにな

りました。協議会の年間活動を折々に伝える協議会

ニュースにも新しい視点を加えていきます。

　昨年から公開している協議会ニュース電子版、ご

利用いただいているでしょ

うか。協議会ニュースは施設

会員には１施設３部ずつ、個人会員の皆さんには１

部ずつお送りしていますが、施設のみんなで閲覧す

るには部数が少ない、まだ会員になっていない施設

にもお勧めしたい、そんな場合には協議会サイトに

アクセスいただき「協議会ニュース」をクリックす

るとアーカイブをご覧いただけるようになっていま

す。89号からは電子版でより読みやすくなっていま

すから、どうぞご利用ください。

　メールマガジンは現在722人の方に購読いただ

き、不定期ではありますが各地域での研修会情報や

公的機関からの情報発信を続けています。今後も病

児保育に取り組む皆さんにタイムリーな情報提供が

できるようにアンテナを張っていきます。

大分こども病院 キッズケアルーム
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委員長　　米倉　順孝

　保育園型委員会は、「連携」をテーマに取り組んで

いる中、アンケートを参加者から戴いております。参

加者は様々な経験があり立場や施設の違い等あります

が、看護師・保育士達も子育てしている親自身でもあ

り。「生の声」心の声や気持ちを聴くことが可能です、

現状を知りたい、同じ悩みを共感したい不安感を安心

感に変えたい、とにかく話をしたい等、誰もが病児保

育全国大会に参加する意義を高めているのです。参加

者の「生の声」は、病児・病後児保育の必要性の高さ

や大切さ良さを改めて感じる機会となります。中には

大学院等の学生が、病児・病後児保育を論文の対象に

している事、保育園型委員会に参加し感化されている

学生にとっては事例などがストレートにすべて映って

いるのだと思うと疎かにはできません、当たり前の事

を言葉にして伝えていくことの責任の重さと、誠実に

日々保育に取り組み実践している自分たちの役割を再

確認いたしました。「生の声」は色々な形になって伝

　今年度より、調査研究・インシデント管理委員会が

分離し、インシデント管理委員会の単独委員会となり

ました。より、安全対策に特化した役割を果たしてい

きたいと思いますので、よろしくお願いします。

　協議会では2011年12月よりインシデント管理シス

テム「mims（マイムス）」を運用しています。現在、

100施設以上がmimsを登録し700件近いインシデン

トの事例が報告されています。これらの事例はmims

の登録施設であれば、全件閲覧できるようになって

います。mimsに報告された他施設の事例を参照して、

わるものだと思いますので配

慮しなければなりません。せっ

かく戴いた言葉を大事にしながら、病児・病後児保育

施設の連携も含め、保護者の気持ちも一緒にお預かり

しながら、親の思いや、子どもの気持ち育ちを受け止

め、柔軟性をもって「連携」の仕方を再確認し、より

良い病後児保育に繋げていきたいと思います。

　岩手大会では、地域の取り組みや実践を中心にしな

がら、病後児保育の良さを連携という視点から参加者

が大いに会話が出来るような内容にしたいと思いま

す。黄色のバンダナでお待ちしております。

　「病後児保育室の受け入れのめやす」について検証

し事例研究を東京大会にて発表する調査を目的として

進めております。病後児保育室の施設の方には、ご忙

中ご理解戴きご協力をお願いしております。今後の病

後児保育室の在り方や方針の参考にさせて頂きたいと

考えておりますので宜しくお願い致します。

個々の事故防止に対する意識

を高め、自施設の安全対策に

活用することが可能です。

　委員会ではこの報告の中から、頻度の高い事例や影

響度の高い事例などを選び、「病児・病後児保育室イ

ンシデントあるある事例集（仮）」の作成に取り掛かっ

ています。皆様のご協力により収集された事例を、分

析してフィードバックすることで、各施設に対応した

安全対策に活かして頂きたいと思います。

保育園型委員会

インシデント管理委員会

大名よねくら小児科クリニック　ベビートットセンター

委員長　　本田　直子
ゆうゆうくじら保育園 病後児保育室「くじらのおうち」

「参加者の声から」

mims事例集の出版にむけて
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　今年も例年どおり、協議会加盟施設の実績調査を 12月から実施します。
平成29年度（平成29年４月～平成30年３月）の利用実績や収支に関す
るアンケートです。12月初めにはアンケート票の郵送、ホームページの掲
示をしますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

平成29年度 全国病児保育協議会加盟施設の
実績調査にご協力ください !!

調査研究委員会からのお知らせ

詳細は全国病児保育協議会ホームページ

http://www.byoujihoiku.net/ をご覧ください。

調査研究委員会 委員長　荒井 宏治
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一般社団 全国病児保育協議会 役員名簿
役 　 職 氏　　　名 所　属 施　　　　　　　　設　　　　　　　　名
会 長   大　川　洋　二 東　京 大川こども内科クリニック ＯＣＦＣ病児保育室うさぎのママ

副 会 長
杉　野　茂　人 熊　本 杉野クリニック　みるく病児保育センター
佐　藤　里　美 千　葉 さとう小児科医院　病児保育室バンビーノ
髙　橋　広　美 東　京 砂原保育園 病後児保育室「とまと」

名 誉 会 長

保　坂　智　子 大　阪 保坂小児科クリニック　枚方病児保育室
帆　足　英　一 東　京 ほあしこどもクリニック
鈴　木　英太郎 山　口 鈴木小児科　医院　病児保育すくすくハウス
井　崎　和　夫 神奈川 　あおぞら病後児保育室さくらんぼ
山　田　静　子 大　阪 枚方病児保育室（香里）

監 事
青　木　佳　之 岡　山 青木内科小児科医院 山陽ちびっこ療育園
二　宮　剛　美 三　重 二宮病院 四日市市病児保育室カンガルーム

感染症対策委員長 佐　藤　　　勇 新　潟 よいこの小児科さとう 病児保育室よいこのもり
広 報 委 員 長 藤　本　　　保 大　分 大分こども病院 キッズケアルーム
調 査 研 究 委 員 長 荒　井　宏　治 青　森 あらいこどもクリニック病児保育室「きりん」
インシデント管理委員会 米　倉　順　孝 福　岡 福岡中央病児デイケア　ベビートットセンター
機関誌編集委員長 羽　根　靖　之 三　重  医 ) 童心会 よいこ病児保育室
資 格 認 定 委 員 長 永　野　和　子 熊　本 みるく病児保育センター
研 修 委 員 長 横　井　　　透 石　川 横井小児科内科医院病児保育室　こりすの里
倫理委員会委員長 木　野　　　稔 大　阪 中野こども病院　アリス病児保育室
保 育 園 型 委 員 長 本　田　直　子 埼玉県 ゆうゆうくじら保育園 病後児保育室「くじらのおうち」
病児保育あり方委員会委員長 稲　見　　　誠 東　京 いなみ小児科 病児保育室 ハグルーム

理 　 事

荒　井　宏　治 青　森 あらいこどもクリニック 病児保育室「きりん」
稲　見　　　誠 東　京 いなみ小児科 病児保育室 ハグルーム
大　川　洋　二 東　京 大川こども内科クリニック ＯＣＦＣ病児保育室うさぎのママ
佐　藤　里　美 千　葉 さとう小児科医院　病児保育室バンビーノ
向　田　隆　通 愛媛県 むかいだ小児科　キッズハウス
木　野　　　稔 大　阪 中野こども病院　アリス病児保育室
佐　藤　　　勇 新　潟 よいこの小児科さとう 病児保育室よいこのもり
帆　足　暁　子 東　京 ほあしこどもクリニック
髙　橋　広　美 東　京 砂原保育園 病後児保育室「とまと」
永　野　和　子 熊　本 みるく病児保育センター
羽　根　靖　之 三　重  医 ) 童心会 よいこ病児保育室
原　木　真　名 千　葉 まなこどもクリニック ポピンズルーム
福　富　　　悌 岐　阜 福富医院 すずらん病児保育園
藤　本　　　保 大　分 大分こども病院 キッズケアルーム
杉　野　茂　人 熊　本 杉野クリニック みるく病児保育センター
宮　﨑　　　豊 東　京 玉川大学教育学部乳幼児発達学科
松　田　幸　久 鹿児島 まつだこどもクリニック森のくまさんの家
本　田　直　子 埼玉県 ゆうゆうくじら保育園 病後児保育室「くじらのおうち」
吉　田　雄　司 福　岡 よしだ小児科医院
横　井　　　透 石川県 横井小児科内科医院病児保育室「こりすの里」
西　岡　敦　子 香　川 西岡医院病児保育室レインボーキッズ
横　田　俊一郎 神奈川 横田小児科医院病児保育室「Ｊａｍｂｏ」
米　倉　順　孝 福　岡 福岡中央部病児デイケアベビートットセンター
保　坂　篤　人 東　京 保坂こどもクリニック
西　倉　美　奈 神奈川 社会福祉法人久遠園　洋光台中央福澤保育センター
宮　本　直　彦 山　梨 げんきキッズクリニック　病児保育室ドリーム
川　崎　康　寛 大　阪 川崎こどもクリニック
谷　村　　　聡 山　口 谷村小児科　病児保育室タムタム
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全国病児保育協議会 委員会構成

常 任 理 事 会

荒井　宏冶 稲見　　誠 大川　洋二 木野　　稔 佐藤　　勇 佐藤　里美

髙橋　広美 永野　和子 羽根　靖之 藤本　　保 横井　　透 本田　直子

杉野　茂人 米倉　順孝

感染症対策委員会

委員長　佐藤　　勇

荒井　宏冶 大川　洋ニ 川崎　康寛 黒木　春郎 小泉友喜彦 佐藤　　勇

佐藤　里美 帆足　英一 八木　信一

広 報 委 員 会

委員長　藤本　　保

岸本　範子 杉浦　順美 常丸　香織 永野　和子 野原　尚恵 原木　真名

原子　真妃 三村　美香 藤本　　保

調査研究委員会
委員長　荒井　宏冶

荒井　宏冶 佐藤　勇武 杉野　茂人 西岡　敦子

イ ン シ デ ン ト

管 理 委 員 会

委員長　米倉　順孝

伊藤　康弘 杉野　茂人 保坂　泰介 向田　隆通 吉岡　敦志 米倉　順孝

機関誌編集委員会

委員長　羽根　靖之

稲見　　誠 稲垣　香苗 大川　洋二 木野　　稔 佐藤　里美 佐藤　貴志

羽根　靖之 原木　真名 藤本　　保 松田　幸久 宮﨑　　豊 横井　　透

横田俊一郎

資格認定委員会

委員長　　永野　和子

稲見　　誠 大川　洋二 木下　博子 佐藤　里美 永野　和子 羽根　靖之

原木　真名 堀込　聖子 宮﨑　　豊 向田　隆通

研 修 委 員 会

委員長　横井　　透

稲葉　　穂 今井　七重 佐藤　　勇 佐藤　里美 原　　文子 福富　　悌

藤巻　元美 帆足　暁子 宮本　知子 横井　　透

倫 理 委 員 会

委員長　木野　　稔

稲見　　誠 大川　洋二 木野　　稔 坂井田大洋 佐藤　里美 鈴木英太郎

高橋　広美 藤本　　保 向田　隆通

保育園型委員会

　委員長　本田　直子

綾田　敬子 岩井恵美子 井崎　和夫 沖田久美子 坂元和可子 桜井ますみ

高橋　広美 西倉　美奈 原　　文子 本田　直子 南　真紀子 森　博

森田　倫世 山田　静子

あ り 方 委 員 会
　委員長　稲見　　誠

稲見　　誠 大川　洋二 木野　　稔 藤本　　保 帆足　英一

（50音順）
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協議会ニュースに関するお問い合わせ先

一般社団法人 全国病児保育協議会 広報委員会
担当：藤　本　　 保

〒870－0943 大分市大字片島83－7
大分こども病院

FAX.097－568－2970
E-mail：byouji@oita-kodomo.jp

　今号には協議会の新年抱負を掲載しました。会長はじ
め各委員会の意気込みを感じてください。５月には元号
が改まります。平成の元号で発行する協議会ニュースは
今回と４月の号で終わり。何やら感慨深いものがありま
す。夏の研究大会 in いわては新元号での開催となります
ね。盛り上げていきましょう。

（広報委員長　藤本　保）


