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新型コロナウイルス感染症の流行と病児保育
第30回病児保育研究大会延期
一般社団法人 全国病児保育協議会 会長

大川

洋二

大川こども内科クリニック OCFC 病児保育室うさぎのママ

それは新聞の２面の片隅にひっそり掲載されていた。
中国武漢市での原因不明の新型肺炎の流行。2020年の
１月初めの報道である。ほどなくして武漢市の市場が閉
鎖され、動物からの感染が疑われたが、定かではない。
その後原因病原体が分かった。新型コロナウイルスであ
る。従来からの４種類にSARSコロナウイルス、MERS
コロナウイルスに７種類目として追加された。SARSCov2と命名され、疾患名はCOVID-19となった。
このウイルスは交通が至便な現代にあって、中国、
アジアにとどまらず全世界に速やかに広がった。日本
では豪華クルーズ船からのウイルスはうまく封じ込めた
が、日本を席巻したのは、皮肉にも中国から欧州を経
た欧州系の変異株のようだ。５月20日現在日本での発
症者は１万7071人、死亡者は786人である。全世界で
は発症者は500万人、死亡者40万人に迫る。流行のピー
クは過ぎた。しかし、第２波、第３波への警戒も怠る
ことはできない。
このウイルス感染に対する対策ではっきりしているの
は徹底した隔離対策である。そして密閉、密集、密接
の３つの密を避けることである。都道府県を越えての
交通も制限された。その結果多くの企画、コンサート、
講演等が中止となった。学術集会もその中にある。こ
こに辛い決断が潜んでいた。
第30回全国病児保育研究大会は延期します。皆様に
大きなご不便、ご迷惑をおかけすることになりました。
９月の研究大会は開催できるかもしれません。しかしリ
スクを背負っての開催計画は立てられませんでした。多
くの病児保育施設や保育所、医療関係施設ではコロナ
ウイルスの影響から脱して、経営を立て直すには時間
が必要です。よりリスクを軽減するために2021年１月
16日、17日の開催といたします。皆様のご理解をお願
いします。参加登録の一時中止と、その後の再開、一
般演題再募集は６月15日を目途としております。お知ら
せしている特別講演、教育講演、シンポジウム等はそ

のまま繰り延べて行う予定ですが、一部に変更がある
かもしれません。最新のお知らせは研究大会HPをご覧
ください。また31回大会との間隔は6か月と半分となり
ます。それぞれの大会が成功裏に開催されるよう協力
していきたいと思います。
病児保育に携わる皆様はCOVID-19の流行に際して
大変なご苦労をされていると思います。協議会として２
月25日に感染症対策委員会に病児保育施設としての対
応策を諮問しました。翌26日に受け入れ基準原案は厚
労省子ども家庭局に報告、いくつかの討議を経て、３
月４日に協議会HPに新型コロナウイルス流行下での病
児保育室受け入れ基準案として公開いたしました。
対応は４段階の受け入れ基準です。地域での流行状
況と、各自治体の考え、施設の状況により選択は異な
ることになります。選択に当たっては感染を過度に恐
れ、受け入れ条件を厳しくすれば、病児の保育される
権利を奪い、病児数の低下は交付金の査定につながり
ます。また状況を無視して受け入れ拡大を図れば、施
設がクラスターの温床になるかもしれません。結果的
に協議会加盟施設では比較的冷静な対応がなされたよ
うです。病児保育施設の対応に関する詳細は感染症対
策委員会からの報告を待ちたいと思います。
預かる病児が少ないかもしれません。やれることが
少なくなっているかもしれません。しかし家庭でストレ
スを感じて過ごす子どもがあれば、また育児に悩む保護
者がいれば手を差し伸べてあげてください。皆様は病
児の状態把握や対応法と保育に関する知識と経験があ
る専門家なのですから。協議会のHPには研修委員会
からのアドバイスもあります。私の考えも動画として掲載
されています。病児保育協議会は皆様とともにあります。
困難な状況であればあるほど、一緒に歩みましょう。
そうです。転んでもタダで起きるものか！
最後にCOVID19に罹患し、病に倒れた方々に心より
お見舞いと哀悼の意を表します。
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感染症対策委員会

新型コロナウイルス感染症に対する
病児保育の対応状況アンケート結果
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」

３月16日、協議会メールマガジンを通じて、全国
に拡大が広まった新型コロナウイルス感染症に対す
る病児保育室の対応状況についてのWebアンケート
調査を行いました。その結果は協議会ホームページ・
会員専用サイトで供覧しております。協議会ニュー
スにも再掲させていただきますので、流行初期にお
ける全国の対応としてご覧下さい。
ご回答いただいた皆様に感謝申し上げます。
調査期間

2020年３月16日から３月30日

回答施設

130施設

設問１）協議会が提案している、病児保育室受入基
準について知っていますか？
設問２）知っている施設のかたは、どの基準で施設
を運営していますか？
設問３）自治体から、病児保育の体制について指導
が出ていますか？
設問４）病児保育の運営について各自治体に相談し
ましたか？
設問５）現在病児保育を運用するうえで、どのよう
な問題がありますか？
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安全対策委員会

新型コロナウイルス感染症の流行に伴う
危機管理の考え方と対応
安全対策委員会 委員長

米倉

順孝

大名よねくら小児科クリニック ベビートットセンター

安全対策委員会では、今年の研究大会において危

の公開は風評被害を防ぎます。公開内容に関して

機管理に関する講演を予定していました。そのよう

は、施設単独で判断せず、保健所や自治体と事前

な中での新型コロナウイルス感染症の流行は、危機

に協議しておきます。

管理を考える大きな機会となり、この考え方と対応

●利用者からの問い合わせに対しては、対応する役

を作成しました。地域や施設によって問題点も多様

割の分担や説明内容を、事前に施設内で話し合っ

であり、具体的な内容を打ち出すことは難しかった

ておきます。

ため、基本的な内容となっています。今回の提案を
土台にして、各施設の状況に合わせた対応を考えて
頂ければ幸いです。

２．感染者発生時の対応
（１）初期対応
●保健所の指導には速やかに従い、自治体の担当部

１．事前準備
（１）感染対策について
●利用者を預かる際には、家族内感染者がいないこ

署に報告します。
●一時閉室や利用規制を指示された場合は、速やか
に従う必要があります。

とを必ず確認してください。
●症状が軽くても、新型コロナウイルスの感染が否
定できないことに留意し、飛沫感染対策や接触感
染対策を行ってください。

（２）施設の体制について
●施設長の感染が確認された場合は、事後の対応を
代理の責任者が行います。
●緊急連絡網を利用して、従業員の健康状態を随時

（２）施設の体制について

確認します。

●施設内で感染者が発生した場合、その日に出勤し
ていない職員も含めて、速やかに職員全員で情報
を共有する必要があるので、職員の緊急連絡網を
作成しておきます。

（３）情報公開について
●公開の内容については、保健所及び自治体と協議
して決定します。

●誰が濃厚接触者の対象になるか、事後に分かるよ

●利用者からの問い合わせは、情報が錯綜するのを

うに、利用者が使用した部屋や保育担当者を記録

防ぐために窓口を一本化し、不安や質問に真摯に

しておきます。

対応し、判明している事実を丁寧に説明します。

●出勤できない職員が発生した場合を想定して、勤
務体制をシミュレーションしておきます。
●施設長が感染した場合を想定して代理の責任者を
選定し、発生時や発生後の対応方針を、文書等で
全職員と共有しておきます。

３．その他
●感染した職員やその家族は心理的なダメージも大き
いと考えられ、心のケアに配慮する必要があります。
●新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、
職員の休業を要した場合や、利用者の減少による

（３）発生時の対応と情報公開について

運営資金の問題が生じた場合は、国や自治体から

●感染者発生時の対応（一時閉室や規制の必要性等）

様々な支援が行われています。社会保険労務士等

について、自治体と事前に協議しておきます。

と相談のうえ、利用できる助成金等を確認してく

●必要な情報は公開するのが原則です。正しい情報

ださい。
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研修委員会

〜新型コロナウイルスで子どもも保護者も疲れてしまっている現状から〜
ʛܗαϫψΤϩηͲࢢʹฯंޤൾΗͱ͢Ήͮͱ͏Ζݳয়͖Δʛ
研修委員会から家庭で過ごす子ども向けの具体的なヒントを提案します。

各施設からの情報発信のご参考になれば幸いです。
ݜरҗҽճ͖ΔՊఋͲգͤ͟ࢢʹ۫͜ରద͵ϐϱφΝҌ͢Ήͤɽ
֦ࢬઅ͖Δๅ৶͟ࢂߡͶ͵Ηͻ߀͏Ͳͤɽ
研修委員会 委員長

横井

透

સࠅබࣉฯүڢ٠ճݜरҗҽճҗҽௗ ԥҬಃ
横井小児科内科医院病児保育室 こりすの里
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詳細は、全国病児保育協議会ホームページでもご覧いただけます。
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第30回 全国病児保育研究大会延期のお知らせ
延期のお知らせ
９月 21 日
（月・祝）〜 22 日
（火・祝）にパシフィコ横浜ノー
スで開催予定の第 30 回全国病児保育研究大会は新型コ
ロナウイルス感染症（COVID-19）の流行の影響により、
開催延期とさせていただきます。皆様にはご迷惑、ご不
便をおかけいたしますが何卒ご理解を賜りたくお願い申し
あげます。
新たな開催日程は、下記とさせていただきます。
開 催 日：2021年1月16日
（土）〜17日（日）
開催会場：パシフィコ横浜ノース

【ご案内】
1.プログラムは下記のとおり準備をしておりますが、今後の状況に
鑑み変更もございますこと、ご了承ください。
・シンポジウムおよび講演、市民公開講座など予定されている
プログラムは、実施予定ですが、一部変更または中止となる
ことがあります。変更の場合は HP上にお知らせいたします。
・ワークショップは全て実施予定です。
・一般演題は予定通り開催予定です。
・懇親会も開催予定です。
2. 事前参加登録はいったん停止いたしますが期日など必要な修正の
のち 6 月15 日より再開予定です。詳細は事前参加登録ページを
ご確認ください。
3. 演題登録は継続して受付いたします。受付を 7 月15 日まで延長
いたします。
詳細は演題登録ページをご確認ください。

今後、研究大会ホームページで随時情報を更新してま
いりますので、定期的にご確認いただけますと幸いです。
開催延期に伴い、関係者の皆様にはスケジュールの再
調整などご迷惑をおかけすることになりますが、ご理解を
賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。
2020 年 5 月 15 日
第 30 回全国病児保育研究大会 会頭

陸奥新報

2020年4月25日（土曜日）

大川 洋二

疫病退散

協議会ニュースに関するお問い合わせ先
例年なら大会直前号をお届けする時期ですが、今号は 30
回記念大会の延期をお知らせする号となりました。全国各地
で病児保育に携わる皆様が、子ども達と自分達とを守りなが
ら運営に悩み熟考しつつ日々を送られていることと思います。
新型コロナ対策を特集し、自粛中の取り組みの例をお示しし
ました。今を分かち合い、光の差してくる方へ顔を上げてま
いりましょう。
広報委員会 委員長 藤本 保

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

