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2021年 新春
病児保育の質は貴方できまる
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

新年、明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウイルス、SARS-CoV ２による感
染症COVID-19の流行に振り回された１年でした。そ
して今年になってもその流行は継続しております。
私たちはいつSARS-CoV ２を克服し、共存する時
代を迎えるのでしょうか。昨年１月初めの報道によると
中国武漢市から始まった原因不明の疾患は新しいコロ
ナウイルスによる感染症でした。その病原性は従来の
コロナウイルスを上回り、インフルエンザの10倍から
100倍以上の殺傷力を持っていました。医療崩壊を起
こした欧州や南米では死亡率は10%を超えた時期もあ
りました。日本でも４月の段階では６％前後ありました
が、その後ウイルスの解析や症例の蓄積から対処法は
向上し、死亡率は低下し現在は２%以下になっておりま
す。さらにこの10分の１以下にならなければこのウイル
スとの共存にはならないでしょう。レムデシビルをはじ
め各種薬剤は効果的でもありますが、特効薬としては
程遠く、安全で効果的なワクチンの開発が待たれます。
いくつか有望なワクチン候補が上がってきています。こ
の原稿が活字となっているころには実現していることを
期待します。
この流行の中、協議会としては地域の流行状況に
あった病児保育受け入れ対策を３月に発表しました。緊
急事態宣言下では病児保育の活動についてメッセー
ジを送り、孤立しがちなスタッフを励ましました。解
除後の病児保育受け入れに関するチェックポイントの
作成、COVID-19の分かり易い解説書と対応法を公
開しました（感染症対策委員会）。病児保育の経営は
COVID-19の影響を直接受け、危機的な状況となりま
した。６月にはその窮状を実態調査の結果をもって、
加藤勝信厚労大臣や自見はなこ政務官、渡辺由美子子
ども家庭局長に提出しました。その後７月には交付金の
算定方法の特例が認められております。また安全対策
委員会、研修委員会とも緊急アピールを出し、緊急事
態発生時の対応や自宅で孤立するかもしれない児童へ
の対策法を公開しております。これらの試みの積み重

ねにより、COVID-19の流行による緊急事態下でも安
全と安心を確保できる制度として存続することが可能と
なりました。病児保育協議会の参加施設、スタッフが
一丸となって対応した結果です。この事業の意味を理
解し、その運営に日夜努力している皆様の力があれば、
どのような事態があっても発展していくことと思います。
今回のCOVID-19の流行のお陰で明らかとなった病
児保育の事業としての脆弱性があります。それは利用人
数という実績に基づく交付金の在り方です。これでは今
回のような新しい感染症が起こり、その感染防御が定
まらず、再び利用者が極端に減少したときには同じ問題
が起こります。一方、健康な幼児を預かる保育施設では
このような問題は起こりません。実際の利用者数の増減
にかかわらず、定員(在籍者)に応じた交付金が決まるか
らです。今後は病児保育も保育所と横並びの事業として
認めていただけなければならないでしょう。
１月早々には横浜で第30回全国病児保育研究大会
を開催します。この開催にあたって一番大切な事は参
加する保育士さんはじめスタッフの皆様を感染から守る
ことです。そのため、教育講演、ワークショップを含
め殆どの研修プログラム、一般演題はWeb開催となり
ました。戸惑われることも多いと思いますが、繰り返し
視聴できる利点もあります。若い皆さんにはご利用し
やすいかもしれません。是非積極的にご参加ください。
会場での実施はCOVID-19関連、シンポジウムを優先
しました。施設長をはじめ保育士、看護師の皆様のご
参加をお待ちしております。
実施プログラムが少ない中で、保育士さん看護師さ
んには新たな負担が多いかと思います。施設長の皆様
には自施設の病児保育の質を高めるためにスタッフへ
の援助をお願いします。
今年は丑年です。牛はゆっくり、しかし確実に進み
ます。焦ることなく、一つずつ克服して前進しましょう。
新たな研修スタイルで皆様の病児保育の質を高めてく
ださい。
病児保育の質は貴方で決まる。
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Go to病児保育
一般社団法人 全国病児保育協議会 副会長

杉野

茂人

杉野クリニック みるく病児保育センター

昨年の今頃、１年後の世界がこのような事になっ

は、 全 国 大 会 で も お 示 し し

ているとは誰も思わなかったでしょう。様々な地

ますが、利用者数は平均で昨年同期と比べて４月

震や災害は、あちこちで起こっていますが、世界

32.4％、５月15.1％と激減しています。Go toト

中の人々が一つの感染症で、ここまで困難な生活

ラベル、Go toイート、は良くって、Go to病児保

を強いられることになるとは本当に想定外です。

育はダメ？

感染を受けて、入院されている方、亡くなった

大川会長のご尽力で、自見はなこ参議院議員に

方には心よりお見舞い申し上げます。しかしこの

も話を聞いていただき、厚生労働省に働きかけ、

病気の大変なことは、大半の人は感染していない

なんとか、各自治体への通達を出していただきま

にもかかわらず、日常生活に多大な影響を及ぼし

した。この通達で、病児保育室への交付金は前年

ていることです。先日、熊本の夜間小児救急セン

実績で評価していただいていますが、このような

ターに出務していましたが、21時−24時までの３

措置がいつまで続けられるのか、非常に厳しいの

時間で一人も受診されませんでした。25年以上毎

ではないでしょうか。

月、夜間救急外来を診ていますが、ゼロというの
は初めてです。必要な受診も我慢されているので
は?と心配しています。不要不急の外出は避けま
しょうと言われていますが、何が不要不急？
私達病児保育室も利用者が激減しています。６
月までの全国の病児保育室のアンケート調査で

第30回東京大会は、殆どがオンラインではあり
ますが開催されます。
全国の会員が力を合わせて、病児保育の重要性
を、そして安心安全な運営に対して声を上げてい
くことが、ますます必要になっていくと思われま
す。Go to病児保育！

これからも求められる
病児保育に向けて
一般社団法人 全国病児保育協議会 副会長

佐藤

里美

さとう小児科医院 病児保育室バンビーノ

2020年、新型コロナウイルスの発生により私た

クの着用、適切な消毒などの

ちは新しい生活様式を求められるようになりまし

感染予防対策は私たちが日々保育の中で行ってき

た。「３密を避ける」
、
「ソーシャルディスタンスを

たノウハウがあり、これを確実に行うことで必要

取る」など今では日常的に使われている言葉です

以上に恐れることはないとわかりました。３密の

が、当初はこれからどんな生活が強いられること

回避についてはどうでしょう。ある保育園の先生

かと不安に駆られました。しかし手指衛生やマス

は「おんぶに抱っこ、そして愛着を考えると、３
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密どころか、４密、５密といっても過言ではない」

内感染のリスクは極めて低いと考えられる。」と、

と保育現場の厳しさを訴えられます。病児保育は

みなと保健所および日本小児科医会より報告があ

これに病気が加わります。しかしこれも私たちの

りました。保育看護のプロとして今の事態を正し

知識と経験をもって対処できると考えます。病気

く畏れ、自信をもって保育を行いましょう。

による不安、慣れない場所・人への不安をしっか

人々の交流の場が減り、子育てについて気軽に

り受け止めるためには子どもと保育者との密接（密

相談できる人がいない、ストレス発散の方法が見

着）は避けられないものの、1対１保育に近い病児

つけられないなど、保護者の心配事も増えていま

保育では密集は避けられ、換気を基本とした環境

す。保護者の気持ちに寄り添い、子どもたちが少

調整で密閉は避けられます。お昼寝の時には間隔

しでも安心、快適に日々を過ごせるように、地域

を開け、咳の症状が強い場合は部屋を分けるなど、

に根付く病児保育室がこれまで以上に子育て支援

フィジカルディスタンスが取れます。2020年11

に欠かすことのできない存在になれるよう、みん

月「十分な感染対策を行うことにより、園児がマ

なで取り組んでいきましょう。

スクを通常していない場合でも、保育園での施設

「共感性はふれあいの経験から育まれる」
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」

アメリカの心理学者ホフマンは、「共感性はほと

が思いやりを持って接し、

んどの人が生まれつき持っているもので、１歳前

共感する力を呼び覚ます手だてを指し示す必要が

後の子どもでも同年齢の子どもが近くで泣いてい

あります。

れば、自分も同様に悲しそうな顔をする。時には、

私たちは年齢を経るにしたがって素直な気持ち

泣いている子に自分の持っているおもちゃを与え

が薄れ、むしろ人を警戒して没交渉となり、人と

てなだめようとしたり、安心させるために自分の

の関わりを重荷と感じます。子どもの頃がもっと

母親を呼んできたりすることもある」と言ってい

も自由であったと回顧し、様々なふれあいの経験

ます。思いやりの基礎はどのようにして育つので

が今を作っているのだと気づかされます。

しょうか。
ごっこ遊びを通して別の人物の役を演じたり、

コロナ禍で人と会ったり会話したり、触れ合う
ことが阻まれる昨今です。保育の現場は三密を避

玩具の取り合いをしたりすることで他の人の気持

けられません。必要に求められてそれらの対応を

ちが分かるようになります。これを共感性といい

した結果、子ども達にどのような影響が出るのか

ます。最初は生活の中で共感しますが、やがてそ

エビデンスを伴う結果が出るまでには時間がかか

れらを超えたところでも共感できるようになると

るようです。ただ現場に居て思うことは、病児病

いわれています。子どもが親との信頼関係を失っ

後児保育室はこのような不透明な状況下にあって

たり、競争原理の社会環境ばかりに置かれると、

も、子どもや親が安心して利用できるための感染

いつの間にか共感性が失われてしまったりします。

対策や、ふれあいの保育が維持され続けていると

そして、冷たく排他的、攻撃的な子どもになるこ

いうことです。

とさえあります。思いやりが育つためには、大人
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各種委員会の抱負

感染症対策委員会

新型コロナで見えつつあること
佐藤

委員長

勇

よいこの小児科さとう 病児保育室「よいこのもり」

昨年は新型コロナ一色でした。病児保育は窮状に

学会から、小児における新型コロナ感染症の特殊

さらされ、多くの会員の皆様が苦慮されたことと思い

性があきらかにされています。世界では、第２波

ます。感染症対策委員会では、大川会長の指導のもと、

３波と流行が広がり市民に強い行動制限を求める

流行初期よりアンケート調査を行い状況把握に努めま

中でも、学校は閉鎖しないことで労働環境を維持

した。11月を締め切りに、黒木委員を中心に実施し

する国々もでてきました。病児保育にも、新型コ

た中間総括的アンケートの結果は、１月に延期されて

ロナ流行下での果たす役割が求められると思われ

実施される第30回記念大会で報告されます。

ます。

私たちは、2009年に発生した新型インフルエ

感染症の激減により、外来小児科の構造改革が

ンザ（A/H1N1pdm）で、パンデミックの疑似体

加速されることが予想されます。地域での子ども

験をしました。その印象が残っていたのか、学校

たちの発育によりそう、「コミュニティ小児科学」

閉鎖で始まった緊急事態宣言により、インフルエ

など、小児医療の変革に即して、病児保育のあり

ンザとは異なる流行様式をとる新型コロナであり

方を模索する協議会の一助になれるよう、感染症

ながら、子どもたちには多くの負担が強いられま

対策委員会としての活動を進めてゆきたいと考え

した。その後、日本小児科学会、各種感染症関連

ています。

調査研究委員会

コロナ禍を、
みんなで団結して乗り越えよう
委員長

荒井

宏治

あらいこどもクリニック 病児保育室「きりん」

2019年秋に中国武漢で発生したとされる新型コ

込み、武漢渡航歴がある発症者を中心に散発的に

ロナウイルスは、翌年1月中旬には日本国内に入り

感染が確認されました。2月に新型コロナウイルス
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に感染した乗客を乗せたダイアモンドプリンセス

歯止めがきかない少子化、先行き不透明な経済状

号が横浜に入港、様々なルートによる感染者が増

況、家庭のあり方の多様化などが加速化したよう

加し、以後一時的な感染の縮小、そして拡大を繰

に思います。だからこそ今、これからの社会の中

り返す中で我々の生活が脅かされています。その

で病児保育が、子どものために、家族のためにど

影響は病児保育も例外ではなく、全国的に病児保

のような役割を担うべきであるのかを皆様といっ

育施設の利用数は減少し、多くの施設ではその運

しょに考えていかなければなりません。もともと

営が困難に、そしてそのスタッフも不安を感じて

病児保育は医療と福祉が融合した子どもに特化し

いると思います。このような状況において、個々

た事業であり、未来においても子育て支援や家族

の施設や個人の要望を言っても埒はあきません。

支援を目的とする事業として高いポテンシャルを

皆の要望を協議会でまとめて、団結して社会や政

もっていることに疑いはありません。このコロナ

府に訴えていくべきです。調査研究委員会ではコ

禍の状況だからこそ、それを乗り越えるために、

ロナ禍での病児保育施設の状況を詳らかに調べて

そして後に続くコロナ後の社会に備えるために、

社会に訴えるための資料を作成しています。

長い歴史を持ち、病児保育事業として高い加盟率

これまで病児保育は日本の経済発展や男女共同

がある全国病児保育協議会において、本委員会の

参画社会の実現化の中で、社会的な役割を果たし、

活動は、病児保育事業の存続や発展に責任を負っ

施設数や預かり児総数は右肩上がりの成長をして

ていると考えています。どうか皆様におかれては、

きました。しかし新型コロナ感染症をきっかけに、

調査に何卒ご協力をお願いいたします。

機関誌編集委員会

『ピンチをチャンスに』
委員長

羽根

靖之

医療法人 童心会 よいこ病児保育室

昨年は全ての予定が新型コロナ騒動によって

今年発行する予定の第12号では、新型コロナウ

狂ってしまいましたが、皆様のおかげで協議会30

イルスなどあらためて感染症その他の危機管理の

周年記念号であります第11号の機関誌「病児保育

重要性を再認識してのテーマを選び企画編集を進

研究」を10月に発行できました。関係各位にあら

めていきたい所存です。

ためまして御礼申し上げます。
今や病児保育は存続の危機に直面していますが、

機関誌は、皆様からの投稿があって誌面が充実
できるものなので、是非とも今年も奮って御投稿

こういう時こそ、ピンチをチャンスに変えて行け

いただければ幸いです。また、叱咤激励のご意見

ればと思います。30周年特別企画でも諸先生にご

も歓迎です。その場合は、事務局宛てにメール

寄稿いただきましたが、病児保育の黎明期の熱い

を 頂 け れ ば 幸 い で す（byojihoiku@dream.ocn.

思いを蘇らせて、協議会を再び盛り上げて行けれ

ne.jp）。どうぞ、今年もよろしくお願い申し上げ

ばと思う次第です。

ます。
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資格認定委員会

病児保育専門士の絆
〜いつも子どものそばに! 〜
委員長

永野

和子

みるく病児保育センター

昨年度の病児保育専門士の口頭試問が終わった

と心が温かくなりました。

後からコロナの感染拡大が始まり連日、
「え？」の
繰り返しの日々を送った一年でした。

そしてそんな中において、2020年度の講習会も
「是非、開催してほしい」との要望を受けて様々な

国の緊急事態宣言が出され、不安になった専門
士同士が病児保育専門士のグループFBにおいて

感染対策を取り、無事に開催できたことは、とて
も喜ばしいことでした。

「自粛下の子どもたちに少しでも楽しい時間を!の

まだまだ先の見えないコロナウイルス感染症で

為にどんな遊びしてますか?」や「安全に預かるた

すが、いつも子どものそばにいる病児保育専門士

めに、取り組んでいることはなに?」など様々な意

が全国に500名に届こうとしています。今年も、

見交換をしました。「みんな頑張ってる!私もがん

専門士同士の絆を深め、病児保育の専門性を高め

ばります! 」との会話が多く聞かれたことは、病児

ながら研鑽していくことができるよう委員一同専

保育専門士の講習会などでできた固い絆のおかげ

門士の後方支援に取り組んでまいります。

研修委員会

今こそ研修を
委員長

横井

透

横井小児科内科医院病児保育室「こりすの里」

昨年は新型コロナウイルス感染症の影響で、子

児保育室の職員の皆様のモチベーションが下がっ

どもたちの生活環境が大きく変わりました。自宅

ていることも事実です。今こそ、基本に戻ること

待機を余儀なくされた子どもたちが楽しく家庭で

が大切です。病児保育室は子育てに必要な支援で

過ごせるよう、研修委員会から親子関係の注意点

す。今後、利用が再開されたときにレベルアップ

や家庭で遊ぶヒント等を各病児保育室にむけて提

した保育看護ができるように、今の間にきちんと

供しました。また、多くの病児保育室でお預かり

研修を行っておくべきです。

する児の人数が大幅に減少しており、閉室を余儀

研修委員会では、全国どこでも基礎研修を受け

なくされている施設もあります。結果として、病

ることができるように工夫していきたいと考えて
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います。基礎研修テキストをお読みいただき、不

ることになりました。全国どこからでも、今まで

明な点は病児保育専門士、先輩の職員や医師に聞

プログラムの重なりで参加できなかった方にも、

いて疑問を解決しましょう。今年は、各地方で研

何度でも基礎研修を受講することが可能となった

修会が行えるように基礎研修のスライドを作成し、

ということです。病児保育室に勤務する多くの皆

配布する予定です。各地方の病児保育専門士や医

様に見ていただき、不足な点や疑問な点について

師の皆様に研修のツールとしてご利用いただき、

のご意見をお寄せいただければ、今後のよりよい

病児保育室職員の研修にお役立ていただければ幸

基礎研修につなげることが可能になります。皆様

いです。

方からのご意見をお待ちしております。

また、今までは、全国大会に出席しなければ基

皆様と共に子ども達をより安全に病児保育室で

礎研修を受講することはできませんでしたが、第

保育看護するために、研修を続けて頂きたいと思

30回全国大会の基礎研修はオンデマンドで行われ

います。よろしくお願いいたします。

調査研究委員会からのお知らせ
2019 年度（平成 31 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 !!
全国病児保育協議会加盟施設における 2019 年度（平成 31 年度）病児・病後
児保育室利用実績調査（平成 31 年 4 月〜令和 2 年 3 月まで）の利用実績や収支
に関するアンケートを実施しています。
本調査は毎年おこなわれており、病児・病後児保育事業の現状を把握し、省庁
等に病児保育事業の社会的必要性を説明するための重要な資料にしています。
特に今回の調査は新型コロナ感染拡大の中での調査であり、皆様のご意見をま
とめることで、コロナを乗り越え、今後も安定した病児保育事業の運営ができる
ようにするための活動に繋げるべき大変重要な調査であります。
尚、皆さまからのご回答は守秘情報として管理され、上記目的以外では使用し
ないことをお約束します。

2021 年１月からホームページに掲載予定です。前号、病児保育ニュース（104
号）にもアンケート票を同封しております。

皆様のご協力をお願いします。
調査研究委員会 委員長

荒井 宏治

詳細は全国病児保育協議会ホームページ

https://www.byoujihoiku.net/ をご覧ください。

（8） 第105号

一般社団法人

全国病児保育協議会ニュース

2021年（令和３年）１月１日

あり方委員会

2020年を振り返って考えること
委員長

稲見

誠

いなみ小児科 病児保育室ハグルーム

2020年の１月から始まったコロナ感染症の流行
のため、病児保育室で一時閉鎖や利用者数の減少
など深刻な運営困難が生じてきました。このよう

児科・病児保育室の運営モデルは成り立たなくな
る可能性があります。
それでは今後、病児保育室や小児科が生き残る

な状況は誰も想定していなかったと思います。今

にはどのようにすべきでしょうか。

後コロナ感染症が落ち着いてきたとしても、テレ

私たちが出来ることの一つは、子育て支援でしょ

ワークの増加などにより病児保育室利用者が戻っ

う。子育て支援には様々なものがありますが、そ

てくるとは限らないと思われます。

の施設で無理なく出来る子育て支援を行うことが、

同様に、小児科外来患者数も激減しています。

施設の付加価値になると思います。また、同時に

これまで小児科は感染症が主な対象患者で、それ

地域社会に出て、行政や他の子育て支援施設と連

に付随して病児保育室も運営されていました。ま

携も必要もあるでしょう。

た、予防接種もコロナ感染症の心配の少ない産院

これらのことが病児保育や小児科のアイデンティ

などで行う傾向もあります。これまでのような小

ティになるのではないかと考えております。

第30回 病児保育研究大会のお知らせ
今回は、ほとんどすべてのプログラムをWEBで
視聴することができます。従来は一部しか参加で
きなかったものが、参加する皆様は自宅や職場で、
すべてを視聴することが出来ることにより研修の
機会が増え、内容の深い研究大会になると期待し
ております。なお、資格認定の単位取得に関して
は出来る限りの考慮をいたします。

［閲覧方法］
研究大会ホームページ内に、専用サイトを開
設いたします。
事前登録した方に、アクセスURLをお知ら
せいたします。当日は、そちらのサイトにアク
セスいただくと閲覧できます。
尚、登録された方以外のアクセスはご遠慮く
ださい。

事前申し込みは終了致しました。
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倫理委員会

倫理なくして病児なし
委員長

木野

稔

中野こども病院 アリス病児保育室

当協議会では、一般社団法人化にともない倫理

していただいています。なかでも保育活動と倫理

委員会が設置されています。医療に限らず保育分

面への配慮については、事例研究保育活動、調査

野でも、研究発表や調査に倫理的配慮がなされて

研究（アンケート調査）
、記述調査研究、事例研究

いるかが重要になってきています。施設に倫理委

に分けて、研究の具体的な内容とその点における

員会が設置されていない場合や、多施設で共同研

倫理的配慮とは何かを表にまとめていただいてい

究を行う際には、協議会の倫理審査委員会で行う

ます。保育現場のスタッフのみならず施設長の方々

ことになります。しかし、これまで当協議会では

にも大変参考になると思います。病児保育研究誌

研究や調査に対して倫理審査の申請は活発ではあ

を是非ご熟読ください。第30回研究大会において

りませんでした。そこで、第29回全国病児保育研

も、倫理委員会セミナーを予定しておりますが、

究大会in岩手において、倫理委員会主催の研修会

オンライン配信になるようです。研究のみならず、

を開催しました。研修会で講師をお願いしました

病児保育室としての倫理綱領や倫理規範、プライ

名古屋学芸大学の金城やす子先生には、
「病児保育

バシーポリシーの策定など、利用者に対する真摯

研究

第11号（ｐ34-41）
」に総説を寄稿していた

な取組みなくして、病児保育の理念は成り立ちま

だいています。倫理とはなにか、なぜ研究倫理が

せん。
「倫理なくして病児なし」です。このコロナ

問われるようになったか、倫理的配慮とは、そし

禍にいま一度、倫理的配慮とは何かを皆で話し合っ

て倫理審査申請の手続きなどについて詳細に記述

てみてはいかがでしょうか。

広報委員会

広報の新たな道を探して
委員長

藤本

保

大分こども病院 キッズケアルーム

広報委員会は年５回の協議会ニュース発行のほ

広報ブースを出して、協議会の紹介や病児保育そ

か、日本小児科学会学術集会・日本小児科医会総

のものを知ってもらえるよう広報活動を行うのが

会フォーラム・日本外来小児科学会年次集会・日

仕事です。

本保育保健学会など全国規模の学術・年次集会に

新型コロナ感染症の流行によって社会も生活も
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従来の広報のあり方のままではいられません。

は例年の内容を臨機に変更し新型コロナに対応す

協議会ニュースは、全国に散らばり開設形態も

る特集を組み、各施設でどうやって子ども達とス

さまざまな施設をつなぎ情報と病児保育の意義を

タッフを感染から守るか、協議会が如何に国や自

共有するために在ります。一堂に会する機会が減っ

治体に働きかけを行うのか、その時点で可能な限

たなら、紙面に皆様の顔が見えるコンテンツを増

りの情報を集め、会員の皆様と共有できるよう努

やしてもいいでしょう。
「うちの施設を紹介したい」

めました。大きな学術集会は軒並み中止・延期が

「私達はこんな取り組みをしています」
「こんな工

決まり、広報ブースは出展取り消しを余儀なくさ

夫はどうですか」など、積極的に声をお寄せくだ

れました。対面でアピールする術を失ったのです。

さい。

また、毎年の研究大会で続けてきた『広報の部屋』

さらに当委員会はホームページやメールマガジ

も、第30回記念大会では協議会ニュース100号の

ン、Facebookなど、対面せずとも情報を伝達でき

歴史を皆様に見ていただけるよう企画していまし

るツールを管理しています。これをもっとうまく

たが、Web開催が中心となる開催方式となったた

活用して、会員の皆様だけでなく会員外の方々に

め断念するに至っています。

も協議会をアピールし、架け橋とすることができ

そして今年もなお、新しい生活様式、新しい社

るのではないかと思っています。

会活動のあり方の模索は続くでしょう。協議会も

安全対策委員会

危機を乗り越え成長するために
委員長
大名よねくら小児科クリニック

米倉

順孝

ベビートットセンター

「想定外」という言葉があります。あらかじめ想

このような危機が発生した際に、その影響を

定していなかった状況や出来事のことです。この

最 小 限 に す る と と も に、 い ち 早 く 危 機 状 態 か

言葉は、東日本大震災において福島第一発電所の

ら の 脱 出・ 回 復 を 図 る こ と を 危 機 管 理（Crisis

原子力災害が発生した際に使用されたため、クロー

Management）と言います。危機の発生はいつ起

ズアップされました。そして、新型コロナウイル

きてもおかしくないという前提に立って、危機が

スの流行は、まさにその「想定外」という言葉が

発生したときに何を準備しておけば、その危機に

皆様の頭をよぎったことと思います。

よる影響を最小化でき早期回復ができるかを、施

さて、果たして本当に想定外なのでしょうか。

設内で検討しておく必要があります。

2009年には新型インフルエンザが流行しました

子ども達を相手にする職業である皆様は、突発

し、日本に直接的な影響はありませんでしたが、世

的な事態には比較的強いのではないかと思ってい

界的には2003年にSARS、2012年にMERSの流行

ます。なぜなら、予想もできない動きや考えをす

が確認されています。さらに日本では、地震、豪雨、

る子ども達と毎日接しているため、柔軟性と判断

台風など、多数の人命に関わる災害が毎年のよう

力は日々養われているはずですし、子ども達のこ

に、想定外とは言えない頻度で発生しています。

とを第一に考えて行動できる人たちは、緊急事態
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においても適切な行動がとれるはずです。その上

現在委員会では、「病児保育室の事故防止ガイド

で、危機管理に関する知識やトレーニングを積む

ライン」の改訂作業を行っています。その中に、

ことで、危機に強い保育者と施設が育っていき、

新たに危機管理の項目を章立てして鋭意作成中で

危機を乗り越える時にはより良い保育者と施設と

す。危機を乗り越えられる施設の体制作りに役立

して成長できると期待できます。

てて頂ければ幸いです。

保育園型委員会

『これからの保育を考えるために』
委員長
洋光台中央福澤保育センター

西倉

美奈

病後児保育室ひまわり

昨年は新型コロナウイルス流行の影響から、保

の徹底により体調を崩すお子さんが減っていると

育園は登園自粛要請や休園の措置を取るところも

いう面もあるようですが、少しでも安全に、安心

ありました。地域差はあれ、全国の保育所や病児

して預けていただけるように、更なる工夫やイン

病後児保育室で勤務される皆さんは、園児や保護

フォメーションが必要な時期に来ているのかもし

者の感染リスクを下げる為に、毎日の消毒や保育

れません。

の見直し、保護者の協力を仰ぎ、預かりや行事の

全国大会の保育園型委員会セミナーでは、グルー

在り方なども変更しながら、細心の注意を払って

プディスカッションの機会をもつことで情報の共

保育をしていることだと思います。保育は

有や他の施設と繋がりを持つ機会にしてきました。

もの命を預かる仕事

子ど

と言いますが、コロナ禍に

今の状況こそ、情報交換を期待したいところと思

おいては日々実感しながら、緊張感をもって勤務

いますが、実際に顔を合わせることは難しい時期

されているのではないでしょうか。

です。今回の保育園型セミナーは保育所併設型の

そんな中にあって、保育所に併設される病児病

病児病後児保育室の始まりをWEB配信で振り返り

後児保育室も、受け入れ基準を自治体と相談した

ます。コロナ禍で不安を感じる今だからこそ、原

り、施設内で検討したりして工夫をしながら開所

点を振り返り、揺るぎない想いで子育ての支援を

しているかと思いますが、どこの施設でも利用者

していきましょう。

が減少していると聞きます。手洗いうがい、消毒
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次回大会のご案内

第31回

全国病児保育研究大会
in

北九州

※ひまわりは北九州市の花です。

預けて良かった〜伝えよう病児保育の魅力を〜
2021年10月９日 土 ・10日 日
北九州国際会議場／西日本総合展示場新館AIM
北九州市小倉北区浅野3-9-30

TEL：093-541-5931

●大会事務局●

よしだ小児科医院内
よしだ小児科医院併設 病児保育室りんご
〒802-0077
福岡県北九州市小倉北区馬借3-3-36
●運営事務局●（お問合せ先）

会

頭

吉田雄司（よしだ小児科医院 病児保育室りんご）

実行委員長 古賀一吉 （あだち古賀クリニック キッズルームあだち）

iコンベンション株式会社内
〒812-0016
福岡市博多区博多駅南1-7-14 BOIS博多ビル
TEL：092-402-1320 FAX：092-402-1340
E-mail：hoiku2021@iconvention.jp

協議会ニュースに関するお問い合わせ先
コロナコロナで夜も日も明けぬ風情で 2021 年が始ま
りました。気の抜けない日々が続きます。けれども今号の
各委員会抱負をごらんください、一歩も退いていません。
学び、歩みを止めず、滞りは正し、脆弱なものは補強の道
を探し、病児保育の存在をよりたしかなものに。
広報委員会 委員長 藤 本

保
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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

