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　これまで多くの院内保育園、病児・病後児保育園を訪ねてきました。どこも工夫を
凝らしながらの運営が一層充実してきた病院もあります。訪問後さらに発展して、病
児保育や学童の夏休みへの対応などの一層の充実がなされている病院もあります。
　今回3か所のそれぞれ違うタイプの病院保育園、病児保育室そしてユニークな夏休
み小学生学習塾をご紹介します。

　川内市医師会立市民病院は薩摩川内市
の中心部からはやや郊外にあります。そ
のため平成5年病院設立にあたっては看
護師の方々の勤務環境を整えることが必
須条件であったことでしょう。病院の裏
手、やや高台に平成24年に新築された保
育園と平成30年新築の給食棟がありまし
た。新築時には0歳児専用室も増築され
ています。また平成20年に看護宿舎内に

開設されていた病児室も新保育園内に合
体、完全に隔離された快適な部屋として
整えられていました。チューリップがシ
ンボルマークの施設です。
　平成5年、創立当初から勤務の野口真
理園長と病院事務部総務コンシェル課　
谷口誠道課長がお迎えくださり、お話を
伺いました。
　訪問時は0歳から3歳ぐらいの子どもた
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ちが、各部屋にわかれて、保育士さんた
ちの見守りを受けて、お昼寝中でした。
自由に移動可能な小さな木のベットの部
屋、床に敷かれたふとんの部屋などどこ
も、とても清潔感がありました。給食棟
では2名の調理スタッフが、手作りのおや
つの準備を始めていました。もうすぐお
昼寝も終わります。給食は病院の管理栄
養士により厳格に管理されていました。
　保育園の沿革や事業内容については、
頂戴した資料のまま示しますが、ここは
地域型事業所内保育所です。薩摩川内市
より3号認定を受けた子どもが対象です。
対象者は当病院勤務職員の乳幼児（0才・
産休明け〜6才・就学前）です。現在55名
が在籍していました。入園料なども公的
規定通りであり、収入によって差があり
ますが、上限は月2万5千円です。給食も
補助されています。
　平成5年開院当時25名でスタートした
院内保育園は27年度に地域型保育所の事
業所内保育所として認定され、新たなス
タートを切りました。現在定数60名、内
訳は45名の市医師会病院職員枠と15名
（3歳未満）の地域枠に設定されておりま
す。その地域枠の中で、例えば済生会川
内病院勤務の方も利用できます。預かり
規定も一般の保育園と同じで、保護者の
勤務時間帯のみの預かりというわけでは
ありません。しかも夜勤などには病院ぐ
るみで対応し、1歳未満の乳児を持つス
タッフの夜勤はありません。夜間勤務者
は病院との連携により夜間保育があり、

配慮が行き届いているため、中堅看護師
の方々も定着できます。そのため病院は
医療の質も向上し、安心・安全も担保さ
れるというわけです。きっと笑顔があふ
れた病院だと思います。
　行政との交渉など「創める」ことは少し
大変かもしれませんが、法的に形のでき
た保育所は動き出せば公的補助金の対象
ともなります。平成28年、29年は5,900
万円、平成30年度は5,700万円（園児の人
数による）の公的補助金が運営費として
交付されています。まず「創める」ことが
何事も大事と思いました。事務局の方々
も頑張ったことでしょう。川内市医師会
久留敏弘会長のお誘いで伺いましたが、
川内市医師会に敬服です。
　お暇する前に園庭に下りてみました。遊
具やきれいな砂場があり、水槽にはカメ
が飼われていました。砂場に卵を産んで
いたのを孵化させ、育てたそうです。早
く涼しくなって、お庭や、近くの公園に
もお散歩したいですね。秋には運動会や
親子遠足もありますね。パンフレットも
七夕まつりなど季節ごとの行事がいっぱ
い掲載されていました。毎月の行事とし
ては、誕生会、身体測定、避難訓練、体
操教室もありました。年長さんはみんな
でお泊り保育などもあり、ウキウキしま
すね。みんな元気でたくましく育ってね。
　ご対応くださった野口真理園長先生、
谷口誠道課長、すてきな保育士の方々あ
りがとうございました。

お昼寝から起きた子どもたち 給食棟の様子
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　かごしまたんぽぽ小児科のパンフレッ
トに山元先生は「かごしまたんぽぽ小児
科は、安心できる小児科を目指し、こど

もたちと一緒に成長していきたいと思っ
ています」とお書きになっています。そ
してクリニックのすぐ近くに病児保育施

〔対象者〕

川内市医師会立市民病院に勤める職員の乳幼児（0才・産休明け〜6才・就学前まで）
地域枠　�薩摩川内市より3号認定を受けた子ども
定員　60名（職員枠：45名、地域枠：15名）

〔保育時間〕

月曜日〜日曜日の24時間保育
日祝・・・職員の勤務帯のみ保育（地域枠の子どもも受け入れ可能）
夜間保育 � �保護者が夜勤の時は夜間保育を受けられます（熱が38度以上ある場合は

入室不可）。
日祝保育 � 基本的に両親が仕事のため保育の必要な子どもたち対象。
� この場合、保護者の平日休みの時に休みとなる。
病児保育 � 38度以上の熱が出たら保護者に連絡し病児室に移動。
� 職員枠の保護者は勤務終了30分以内にお迎え。
� 地域枠の保護者は延長保育は行わない。
� 感染性の病気については、院内感染担当者に報告し、指示を仰ぐ。
延長保育 � 地域枠は18：00より延長保育となり100円の保育料。
� 19：00までに降園。希望があれば軽食も。
� 職員枠は18：45に軽食。保護者勤務終了まで。

病児保育　ぱふ　（鹿児島市）

かごしまたんぽぽ小児科　山元公惠先生開設
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設も開設されました。
　定員は9名というこじんまりとした清
潔で可愛い施設です。スタッフ室からそ
のまま見通せる4室は落ち着いた個室で
可愛い遊具があり、不用なときには間仕
切りを外すことができるタイプです。ス
タッフは山元先生のほか、看護師3名、
保育士3名のかたがたです。ベテランの
看護師他皆さんとてもいきいきとしてお
られました。お昼には必ず「メール」で保
護者あてにお子さんの状況報告をなさる
そうです。対象は、鹿児島市に住所を有
する0歳から小学6年生のお子さんです。
利用時間帯は月〜金曜日8：30〜18：
00、土曜日8：30〜13：00です。入室の
決まりなど、ほかの施設と同様に公的補
助事業の規定によっていますが、先生は
「朝からではなく昼時間や午後からの入
室もあり」で、いろいろな事情に対応し
たいと考えておられました。例えば保育
園からお昼ごろ発熱があると勤務中の保
護者に連絡がありますが、午後もまた勤
務を継続しなければならない場合など、
本当に困ります。そのような時「保護者
の方が連れてこられれば、診察の結果、
入院が必要なレベルではないと判断出来
たら預かれる。もちろん料金は発生する
が、これは病児保育室の賢い使い方だと
思う。ただし、診察には必ず保護者、ご
家族が同伴していただかないと、こちら

も責任上無理です。子どももかわいそう
です」と説明されました。同感です。
　先日、県医師会女性医師支援室に、突
然ご相談があり、「（今から）保育園に迎
えに行って、かつその後も付き添いいた
だける人を」との内容でした。しかし急
な要請への対応は、病児でもあり、県医
師会と提携しているベビーシッターや家
政婦派遣事業所でも無理でした。
　子育て支援とは、「母親もプロとして
成長していく、子どもも安全で、心豊か
に成長していくことを願ってサポートす
る」のが目的です。これは職場全体の働
き方改革の大切な基本要綱の一つです。
この場合もきっと上司の方に相談なされ
ば解決したのではないでしょうか。まず
はご相談なさることです。具合が悪くな
った子どもは早くお母さんに会いたい、
お母さんが抱きしめてくださるのを待っ
ています。そのあとお休みが取れなくて
も、山元先生のような「柔軟な対応」があ
ることをここでお知らせします。でも条
件は、ご両親や身内の方がお連れくださ
ることです。そして1日の終わりには子
どもの笑顔をみたいですよね。
　山元先生、これからも病児保育のいろ
いろな工夫をご提案ください。よろしく
お願いいたします。スタッフの方々もご
対応下さりありがとうございました。

仕切ることができるお部屋 お昼寝中の子どもたち
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習字を習う子どもたち

　これから“共働き家庭の子どもたちの
こんな夏休みのすごし方はいかがです
か”と、「なんぷう塾」をご紹介します。
　南風病院別館4階の大きなホールに午
前10時ごろ出かけました。テーブルと椅
子がある場所と反対側には、子どもたち
にも大人気の卓球台があって、大変広い
部屋です。丁度休憩時間にお邪魔したよ
うで、小学校1年生から6年生までの9人
の子供たちが、サッカーボールを蹴りな
がら遊んでいました。お休みが終わると、
広いテーブルに集まり、折り紙を始めま
した。窓側には、自分たちが折り紙で作
った「つるし飾り」がありました。紙は新
聞に折り込みの広告紙や、通販の雑誌の
綺麗な洋服や小物など載っている楽しい
ものでした。紙質がしっかりしていまし
た。お母さんたちの持ち寄りです。いろ
いろな大きさで、きちんと四角に切って
ありました。折鶴をしていました。小さ
い子たちには上級生が教えていました。
私も仲間になって折り始めましたが、早
速「ちがう、ちがう」と6年生から指南を

うけました。うっかり“膨らし雀”ができ
るところでした。その日の担当は箸野先
生です。先生は元大龍小学校の校長先生
で、上町地区にお住まいです。子どもた
ちには、縦の人間関係も教えたいと話し
ておられました。
　隣のテーブルには、お習字の道具があ
り、すでにのびのびとした書「太陽」が完
成していました。書道の先生は医事課の
書道師範・永田貴子さんです。
　学習時間には、本読みをして、読書感
想文も書きます。宿題にも取り組みます。
科学の先生とは実験もします。気象予報
士からは雲のお話も聞きました。自分た
ちで絵本つくりもします。先生のアコー
ディオンに合わせて歌も歌います。先生
は主として上町地区にお住いの定年退職
後の校長先生など教職にあった方々です。
みなさまの頭の中に特技の宝物が詰まっ
ています。8月18日は大瀧校区まちづくり
協議会共催で、大人の方たちと一緒に都
市農業センターに農業体験ツアー（病院
の畑があるそうです）にも出かけました。
　南風病院では2018年10月より、「鹿児島
市新産業創出支援事業補助金」を活用し、
“生涯にわたって健康でいきいきと活躍で
きるまちづくり”をコンセプトに「アクテ
ィブシニア向け就労支援付き健康管理サ
ービス事業」創出に向けて検討を重ねてお
られます。それが「シニア向け就労支援付
き健康管理サービス」名付けて“なんぷう
ジョブ�フィット”です。小学生の学習支
援サービス「なんぷう塾」もその一環です。
目指しているのは、上町地区の小学生に
対する「安価な学習支援サービスの提供

学習支援サービス「なんぷう塾」　（鹿児島市）

──�鹿児島市新産業創出支援事業�──　
公益社団法人鹿児島共済会　南風病院　
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女性医師支援室からのお知らせ
●   「託児所・ベビーシッター」など育児をサポートします。

●   「家事代行」なども遠慮なくご相談下さい。

　　　鹿児島県医師会　庶務課　TEL 099-254-8121
●   医師の求職についてもご相談下さい。

　（特に女性医師の非常勤など）

　　　医療従事者無料職業紹介所　TEL 099-254-8126

（本稼働は2019年4月以降）」ですが、まず
は職員のお子さん（上町地区とは限らな
い）を対象に夏休み塾が始まったというわ
けです。夏休み後の塾についてはまだ検
討課題のようでした。
　南風病院には以前から2歳までの乳幼
児保育室があります。
　ちょっと覗いてみました。ミルクを呑
んでいる子、ねんねの子、起きたばかり
で泣いている子みんな元気でした。「こ
の暑さではお散歩にも連れ出せません」
と保育士さんはおっしゃいました。
　さて、「なんぷう塾」の子どもたちのお

昼は弁当持参です。お母さん手作り弁当、
もし作れないときには近くのお弁当屋さ
んの弁当です。みんなそれぞれ大きな飲
み物ポットを持ってきていました。お弁
当、今日も楽しみですね。
　お付き合いくださいました箸野�守先
生�この事業担当の吉永拓真様、齋藤潤
栄様ありがとうございました。プロジェ
クトのこれからのご発展を祈ります。

「なんぷう塾」の運用基準（9月以降）

コンセプト 学習機会の均等と居場所づくり

基本方針

なんぷう塾は、「わからない」をなくすため
の支援、「自ら学習するくせ」をつくるため
の支援、「勉強したいこと」をみつける支援、
「知っていること・できること」を増やすた
めの支援、「社会の中で生活していること」
を学ぶ支援をする。

開塾日時 月曜日〜金曜日　15：30〜18：30

利用料 塾費用�3,000円（月額）
塾総合保険（※上記に含む）

スタッフ
有償ボランティア
１単位（3時間程度）：2,280円�※1時間、2時
間も可

企画内容
※学習支援以外

昔の遊び体験、お仕事体験（鹿児島のキッ
ザニアへ）（ドクター体験、新聞社訪問な
ど）、気象予報士の天気のお話、農園体験
ツアー（そうめん流しなど）

※当院の「夏休みの実績」を加味し基準を作成

糸電話の実験をする子どもたち


