
１９６９(昭和 44)年４月１日	 誕生 
	 日本初の医療機関併設型病児保育室が、大阪府枚方市の香里団地内で、保坂

医師によって開設されました。市との交渉で、委託形態が決まらないままでの

見切り発車でした。委託を打診されていた枚方市医師会が委託を断り、９月に

なってようやく、枚方市より委託された社会福祉協議会が保坂医師に委託する

という形態で正式契約されたのでした。 
	 これを機に、病児保育室設立の中心となった「病児保育推進委員会」は発展

的解消し、「病児保育共済会」となりました。この後、病児保育共済会が枚方病

児保育室（香里）の運営の中心となって今日に至っています。 
 
１９６９(昭和 44)年８月	 第１回長野合研集会参加 
	 「長野合研」は、現在の「全国保育団体合同研究集会」の前身です。1987(昭
和 62)年の第 19回まで長野で行われ、「長野合研」と呼ばれていました。（第 20
回からは全国持ち回りで開催されるようになりました。）広範な保育関係者が一

堂に集まる”合同研究集会”で、多くの分科会からなります。その中に「病(後)
児保育」の分科会を設けて、全国の病(後)児保育関係者の貴重な研修の場・情報
交換の場としています。私たち枚方病児保育室（香里）は第１回よりずっと参

加し続けています。（合研の事務局は全国保育団体連絡会） 
 
１９７４（昭和 49)年	 第２保育室確保 
	 それまで１室定員５名だったのが、２室定員８名になりました。２つの部屋

は隔離されているので、感染症の病児も、他の病児への感染の心配なく保育で

きるようになりました。  
 
１９７９(昭和 54)年	 枚方市民病院に枚方市直営の病児保育室誕生 
	 大阪府枚方市で２つ目の病児保育室は、日本で唯一の自治体直営の病児保育

室です。 
	 当時、新しい病児保育室が枚方市民病院内にできるにあたって、枚方市は「香

里は廃止」との方針を打ち出したため、署名運動をはじめ、度重なる対市交渉

を行って、枚方病児保育室（香里）の存続が決まったのでした。 
 
 
 



１９８０(昭和 55)年	 寝屋川つくし病気明け保育所開設 
	 大阪府下で３番目の病児保育室が枚方市に隣接する寝屋川市で開設されまし

た。寝屋川保育運動連絡会を中心とする運動の成果です。当保育室と同じく、

共済会が運営の中心となっています。 
	 寝屋川つくし病気明け保育所の場合、回復期（”病後”とか”病児明け”と

いいます）の子どものための病児保育といところが医療機関併設型の枚方と異

なりますが、病児保育草創期から手を取り合って歩んできました。それが次の

「近畿ブロック病児保育学習交流会」として結実しました。 
 
１９８５(昭和 60)年	 第１回近畿ブロック病児保育学習交流会 
	 当時、まだわずかしかない病児保育室のスタッフは、研修や交流の場が非常

に限られていました。また、これから病児保育を立ち上げようとする場合や新

設の施設の場合はなおさらです。 
	 そこで、病児保育のスタッフの学習と交流の場とするために”近畿ブロック

病児保育学習交流会”を立ち上げました。第１回は枚方２と寝屋川１そして「京

都に病気あけ保育所を作る会」の４団体 24名の参加というこぢんまりしたもの
でした。以後も枚方・寝屋川が中心となって、毎年催してきました。 
	 当初数団体の交流の場だったものが、近年参加団体・人数が急増し、2002年
３月の第 17回近畿ブロック病児保育学習交流会では、南北２グループに分かれ
て交流を行わざるをえないほど参加団体・人数が多くなりました。（北グループ

12団体 41名、南グループ 13団体 37名） 
 
	 １９９１年に次の「全国病児保育協議会」ができるまで、病児保育の研修・

交流の場はこの近畿ブロック病児保育学習交流会だけでした。その後も、地区

単位で病児保育が集まり研修・交流できる場はやはりこの近畿ブロック病児保

育学習交流会だけでした。 
	 最近になって、宮崎や横浜で、病児保育の横のつながりが出来始めていると

聞きます。これからは全国各地にこのような交流の場ができて欲しいと思って

います。 
 
 
 
 



参考資料（以下） 
近畿ブロック病児保育学習交流会について（2002年度全国病児保育協議会・研修会発表資料） 

 

 

第１１回全国病児保育協議会研修会（2002年 12月７・８日実施） 

分科会２：「病児保育の地域交流」発表資料 

 

近畿ブロック病児保育学習交流会について 

 

枚方病児保育室（香里） 

	 看護師	 堀田	 和子 

１．発足のきっかけ 

	 1969年４月に開設した枚方病児保育室（以下「枚方」と略記）と、1973年５月に開設した寝

屋川病気あけつくし保育所（以下「寝屋川」と略記）は、隣接する市にあり、直線距離にして数

km程の場所にあります。 

	 寝屋川は開設にあたって枚方を参考にし、人の行き来があった関係で、1978年から２施設の

懇親会が始まりました。会食をしながら、年に１度くらいはということでその後も続き、交流と

共に学習もしたいと実行委員会を立ち上げました。 

 

２．当初の様子（第１回～第４回） 

	 1984年１月に第１回の近畿ブロック学習交流会を行いました。枚方、寝屋川以外にも呼びか

けて、枚方市民病院内にできていた「枚方市病児保育室」と「京都に病気あけ保育所を作る会」

を合わせた４団体２４名の参加で、「運動の経過と形態」「保育内容」について交流を行いました。 

	 当時、非常に貴重な病児保育の学習と交流の場であり、ぜひともということで以後毎冬開催さ

れています。当初の運営方式は以下の通りです。 

	 枚方と寝屋川から毎年委員を出す実行委員会形式。 

	 場所は、枚方と寝屋川交代で、日時は、日曜日の午後３時間ぐらい。 

	 内容は、報告と分科会、講演と交流会など２部制。 

	 参加者は、４団体２４名で始まり、第４回では１１団体５２人（広島さくらんぼ初参加）。 

	 経費は施設よりの負担金で。 

	 報告集を作成。後日参加者に配布。 

３．最近（第１６回）の様子 

	 実行委員を４施設（枚方、寝屋川、大阪市の「すみれ」、大東市の「彩貴」）から出し、2001



年３月４日に枚方市で開催しました。内容は次の通りです。 

	 報	 告 	 「乳幼児健康支援一時預かり事業の現状」について 

	 講	 演 	 「病児保育の給食について」 

	 交流会 	 １．保育士 

	 ２．看護師 

	 ３．調理師 

	 ４．運営 

	 参加者は、１５団体５１名。（京都市、宇治市、津市、鳥羽市、箕面市、尼崎市などから参加） 

	 参加費は、１人５００円。お弁当代６００円。 

	 報告集の作成は、手作りで後日参加者に配布。 

４．今後のあり方 

	 第１６回の反省の中で、参加施設も増え、より参加し易いシステムに変えていくために、第１

７回は、北グループ、南グループと地域別に分かれての学習交流会になりました。今まで大切に

してきた 

	 	 	 少人数のグループ討議で、参加者一人一人が発言する 

	 	 	 自分達でテーマを決め、自分達でつくりあげる 

ことを続けていくために、今一度再検討の時期に来て、北グループ南グループに分かれて、第１

８回の準備が始まりました。今後も病児保育の横のつながりを深め、情報を密に交流できる努力

をしていきたいと思っています。 

 
近畿ブロック病児保育学習交流会年表 

年月日 回 参加団体 

1985.1.20 第１回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

京都に病気あけ保育所を作る会 

1986.1.26 第２回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

耳原病院 

1987.1.25 第３回 
枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 



いずみ保育所 

1988.1.31 第４回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

広島さくらんぼ病児保育室 

堺市に病児・病後保育所をつくる会 

京都市立病院内青いとり保育園 

高槻ひむろこだま保育園 

向日市保護者連合会 

大阪保育運動連絡会 

東大阪保育運動連絡会 

堺保育運動連絡会 

1989.1.29 第５回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

堺市に病児・病後保育所をつくる会 

京都市立病院内青いとり保育園 

門真ちびっこ共同保育所 

小松病院労働組合 

寝屋川保育運動連絡会 

大阪保育運動連絡会 

1990.1.28 第６回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

堺市に病児・病後保育所をつくる会 

京都市立病院内青いとり保育園 

高槻ひむろこだま保育園 

松原市職労 

大阪保育運動連絡会 

1991.1.27 第７回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 



京都市立病院内青いとり保育園 

堺病気あけ保育所 

望の門保育園 

寝屋川保育運動連絡会 

小松病院 

1992.2.9 第８回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

京都市立病院内青いとり保育園 

堺病気あけ保育所 

高槻どんぐり病気あけ共同保育室 

広島さくらんぼ病児保育室 

病児保育を考える会（関目学園企画室） 

大分保育園キッドワールド 

東金剛保育園を作る会 

八尾市立福祉会館保育課 

寝屋川保育運動連絡会 

堺保育運動連絡会 

大阪保育運動連絡会 

1993.1.31 第９回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

京都市立病院内青いとり保育園 

高槻どんぐり病気あけ共同保育室 

堺病気あけ保育所 

松江日本赤十字病院 

1994.2.6 第10回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

堺病気あけ保育所 

寺田町こども診療所病児保育室 

病児保育室のんたんルーム 

大阪福祉事業財団すみれ病院 

中野こども病院アリス保育園 



彩貴病児保育室 

ピッコロケアルーム 

大阪保育運動連絡会 

交野保育運動連絡会 

1995.2.5 第11回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室 

すみれ病児保育所 

病児保育室のんたんルーム 

ピッコロケアルーム 

彩貴病児保育室 

高槻どんぐり病気あけ共同保育室 

京都市立病院内青いとり保育園 

東大阪どんぐり共同保育所 

大阪保育運動連絡会 

交野保育運動連絡会 

寝屋川保育運動連絡会 

1996.2.25 第12回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室  

すみれ病児保育所 

彩貴病児保育室 

病後保育新金岡すくすくルーム 

病児保育室のんたんルーム  

高槻どんぐり病気あけ共同保育室  

大阪保育運動連絡会 

1997.2.23 第13回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

枚方市民病院内病児保育室	  

彩貴病児保育室 

病後保育新金岡すくすくルーム 

病児保育室のんたんルーム 	  



すみれこどもケアルーム 

京都市立病院内青いとり保育園 

大阪保育運動連絡会 

西淀川に病児保育所を作る会 

1998.6.28 第14回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所	  

健康の里ケアサービス 

彩貴病児保育室	  

西淀川に病児保育所を作る会 

すみれこどもケアルーム 

すみれ乳児院 

その他一般の方 

2000.2.27 第15回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

医仁会武田病院	 たけだ保育所 

津病児デイケアルームひまわり  

ピッコロケアルーム 

彩貴病児保育室 

ひむろこだま病気明け共同保育室	 どんぐり 

阪神医療生協小中島診療所キッズケアハウス 

宇治病院デイサービスセンター 

健康の里ケアサービス 

医療法人童心会よいこ病児保育室 

箕面市病後児保育室ゆったりルーム 

八幡市乳幼児健康支援デイサービス保育室たんぽぽ 

大念仏乳児院タイガールーム 

河内長野ちびっこケアルーム 

ＫＫキンヤ 

すみれこどもケアルーム 

2001.3.4 第16回 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

医療法人童心会よいこ病児保育室 



津病児デイケアルームひまわり 

八幡市乳幼児健康支援デイサービス保育室たんぽぽ 

大念仏乳児院タイガールーム 

箕面市病後児保育室ゆったりルーム 

健康の里ケアサービス 

阪神医療生協小中島診療所キッズケアハウス 

中野こども病院附属アリスの保育園病児保育室 

病気あけ保育室のんたんルーム 

八尾徳洲会洲会総合病院 

西淀川区に病児ケアルームを作る会 

橋本病院彩貴病児保育室 

すみれこどもケアルーム 

堺市役所 

2002.3.3 第17回 

＜北ブロック＞ 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

浅妻パピールーム 

キッズケアハウス 

ゆったりルーム 

たんぽぽ 

健康の里ケアサービス 

青桐保育園 

ひまわりルーム 

エンジェルさんのお家 

貴島中央病院 

豊中市保育課 

＜南ブロック＞ 

医療法人童心会よいこ病児保育室 

津病児デイケアルームひまわり 

四日市市病児保育カンガルーム 

上野市病児保育室くまさんルーム 

さわだクリニック病後児保育室こひつ

じ 

橋本病院彩貴病児保育室 

老木レディスクリニック病児保育室 

八尾徳洲会洲会総合病院 

病気あけ保育室のんたんルーム 

げんきっこホーム 

大念仏乳児院タイガールーム 

西淀川福祉会みどり保育園 

すみれこどもケアルーム 

2003.2.9 第18回 

＜北ブロック＞ 

枚方病児保育室 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

キッズケアハウス 

＜南ブロック＞ 

医療法人童心会よいこ病児保育室 

すみれこどもケアルーム 

四日市市病児保育カンガルーム 



高槻どんぐり病気あけ共同保育室 

ひまわりルーム 

エンジェルさんのお家 

彩貴病児保育室 

金井病院 

豊中市保育課 

八幡市役所児童福祉課 

金井病院病児デイケアすくすく 

さわだクリニック病後児保育室こひつ

じ 

寝屋川つくし病気あけ保育所 

老木レディスクリニック病児保育室 

八尾徳洲会洲会総合病院 

病気あけ保育室のんたんルーム 

げんきっこホーム 

大念仏乳児院タイガールーム 

四恩学園乳児院 

 
 
 
１９９１(平成３)年	 第１回全国病児保育連絡協議会開催 
	 1991(平成 3)年３月、枚方病児保育室（香里）は、厚生省児童家庭局長の諮問
機関「これからの母子医療に関する検討会」のメンバーによる視察訪問を受け

ました。この後病児保育の必要性を含めた答申が出され、５月には「小児有病

児デイケアに関する研究班」が厚生省心身障害研究の課題の一つとして組織さ

れました。枚方病児保育室（香里）の保坂医師もその委員の１人に招かれまし

た。この研究班の発足が、国の手によって病児保育が取り上げられ制度化され

る第一歩を踏み出したことになります。 
	 これを契機に、当時互いに連絡の取り合える全国１４病児保育施設に呼びか

けて、全国病児保育協議会を設立することになりました。1991(平成 3)年９月枚
方市商工会議所の会議室で、第１回設立総会がもたれ、その席上、厚生省研究

班による調査研究に積極的に協力して国の制度化を促進し、看護や保育内容の

充実につとめることが確認されました。初代会長は保坂医師です。 
	 全国病児保育協議会は以後毎年総会と施設長研修会およびスタッフ研修会を

行い、また厚生省の調査研究に協力するだけでなく独自の調査研究も行って貴

重な資料を加盟施設に提供しています。（「病児保育マニュアル」「新病児保育マ

ニュアル」は病児保育の実践的なバイブルとなっています）また厚生省（現厚

生労働省）に働きかけて病児保育がより良い制度となるよう活動しています。 
 



１９９４(平成６)年	 給食	 始まる 
	 1989年５月の共済会総会で”給食制度の実現を目指す”ことを決めてから丸
５年の活動の末、ようやく実現しました。給食委員会を作り、２度にわたる利

用者アンケート、他施設の実態調査、度重なる検討（給食委員会の検討は 16回
を数えました。）と対市交渉を経ての実現です。 
 
参考資料	 PDF   3.給食制度の実現をめざした５年間 
参考資料	 PDF   4. 病児保育室の給食について 
 
	 現在給食制度は完全に定着し、なくてはならないものとなっています。  
	 （現在の利用料１日 2,000円は、給食費、おやつ代込みのものです。） 
 
１９９７(平成９)年	 共済会の単独事業で延長保育開始 
	 利用者から、保育時間延長の強い要望があり、共済会としても対市交渉で取

り上げ続けているのですが、枚方市からは財政事情を理由に良い返事はもらえ

ないままです。 
	 そこで共済会の事業として職員の協力を得て、延長保育を実施することにな

りました。 
	 7:30～8:00，18:00～18:30	 各 30分。 
	 最初は年 2000円の登録料のみで運営する予定でしたが、年度途中で赤字確実
になったため、登録料 1000円、利用１回 300円/30分と変更しました。これで
年間収支が釣り合い、現在に至っています。（ただしギリギリの運営には変わり

ありませんが） 
	 実施当初から年間 400回以上の利用があり、近年も年 500回以上の利用があ
ります。(2002年度は 525回) 
	 今後も枚方市の制度となるよう枚方市に要求していきたいと思っています。 	  


