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病(後)児保育開始にあたって

http://www.twmu.ac.jp/NICU-support/

さわやかな季節となりました。皆様には日頃より女子医大ファミリ

ーサポート活動にご協力いただき大変感謝いたしております。

さて、女子医大ファミリーサポートでは、一時預かり保育サービ

スを始めて１年が過ぎ、文部科学省からも「多くの医療従事者が継

続復帰支援を利用し、ニーズに応じて独自の取り組み（ファミリー

サポートなど）を展開し、地域をも視野に入れている。地域貢献面

の成果も含め、女性医師支援に具体的成果が出ている。周産期

医療の充実や女性医師継続・復帰支援のみならず、地域との協

働を果たし、一定の効果をあげていることは素晴らしい。住民の医

療への理解にもつながっている。」との高い中間評価をいただきま

した。

そして今年度からは病（後）児保育サービスとお泊り保育サービ

スも開始しました。子どもを持つ医療従事者にとっては、子どもが

病気の時や、夜勤、宿泊を伴う出張の際などに、安心して子どもを

お願いできる方が身近にいてくださることは本当に安心でありがた

いことです。提供会員の皆様のご協力によりこのような環境を整備

できていることを私も大変ありがたく感じております。様々な子育て

支援サービスを提供することは、男女共同参画社会を実現する上

で、非常に重要なことと考えています。

しかしそれと同時にいつも「本当に保護者の子育てを支援でき

ているかな？」と自問しています。以前に私が行った全国調査で

は、ほとんどの親が「子どもが病気の時には自分で看てあげたい」

と回答しています。どうしても仕事に行かなければならない時に、

子どもを安全に保育看護してくれるところは必要です。しかし、子

どもが病気の時は保護者を休ませてあげられる職場環境づくりも

同時に進める必要があると考えています。

「子どもは病児保育に頼んで仕事に出てきなさい」と言われるこ

とのないように、子育て支援が逆に保護者の子育てを妨害しない

ようにと思っています。皆様がファミリーサポートの活動を通じて感

じられたことや、ご提案などぜひお寄せいただき、引き続き皆様と

女子医大ファミリーサポートを発展させていけたらと思っています。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

文部科学省大学病院人材養成機能強化事業（周産期医療に関わる専門的スタッフの養成）男女共同参画型 NICU 人材養成プログラム― 地域とささえあう周産期医療

▲ファミリーサポート室のセンターテーブル

の前で、子育て支援と職場環境の微妙な

バランスについて思いを語る（東京女子医

科大学公衆衛生学(一)教室准講師）

●女子医大ファミリーサポート室

室長 野原理子
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女子医大ファミリーサポートの

ホームページに【活動の手引き】

が追加されました。登録や利用

の際に使用する様式をダウンロ

ードすることができます。

お知らせ



●女子医大ファミリーサポート２３年度の活動状況をお知らせします。

１、会員数  依頼会員４０名 ／ 提供会員６０名   計１００名

２、活動件数  ３６２件 （H２３年５月１６日～H２４年３月末日）

３、事前打合せ件数（マッチングが済んでいる）・・・・・３５件（依頼会員１６名  提供会員１８名）

＊依頼会員で多い人は４回事前打合せをしています。

＊事前打合せをしても、まだ援助活動を依頼していない場合、キャンセルになった場合もあります。

利用した

依頼会員

活動した

提供会員

活動
件数

事前打
合せ数

活動内容 依頼件数が多い順番（３６２件の内訳）

５月 １名 １名 ６件 １件
①保育園のお迎え                    １１２件

②登園前の預かりと幼稚園保育園への送り     ９９件

③保育園・幼稚園・学校のお休み時の預かり  ３３件

④保育園への送り                 ２７件

⑤保護者の臨時的就労の場合の預かり       ２４件

⑥保育園お迎え帰宅後の預かり           ２１件

⑦習い事・塾への送迎                １３件

⑧保護者の買い物・リフレッシュ等外出時の預かり１０件

⑨保護者の学会・研修会参加時の預かり        ６件

⑨保護者のリフレッシュ等外出時の預かり       ６件

⑪他の子の行事・病気通院時の場合の預かり    ４件

⑫保育園等の入所前の預かり             ３件

⑬下校後の預かり                    １件

○その他                          ３件

６月 １名 ２名 １３件 １件

７月 １名 ２名 ８件 ２件

８月 ３名 ５名 ２５件 ２件

９月 ３名 ５名 ２５件 ２件

１０月 ５名 ６名 ３８件 ４件

１１月 ８名 ７名 ４７件 １件

１２月 ８名 ９名 ３６件 ５件

１月 ８名 ８名 ５１件 ５件

２月 ８名 ７名 ４５件 ２件

３月 ９名 １０名 ６７件 １０件

計 １６名 １８名 ３６２件 ３５件

■活動開始までの流れ(活動の手引き９ページ参照)

①室へ依頼申し込み

予定がわかったら早めに連絡。遅くとも１週間前

までに（土日祝日含まず）会員番号・登録者名・

保育日・保育内容など援助活動は具体的に伝える。

単発利用か、定期利用か、曜日限定か等によって、

紹介する提供会員が違ってくる。

②提供会員を紹介

援助できる提供会員の氏名・電話番号を依

頼会員に伝える。（援助活動は依頼会員と提

供会員の条件が合致し、相互理解が得られ

た場合に行なわれる。急な依頼の場合など

は提供会員が見つからない場合もある。）

③事前打合せの日程決め

依頼会員が提供会員へ直接電話して、

事前打合せの日程を決め、それを依頼

会員が室に連絡する。

④事前打合せ

依頼会員とその子ども・提供会員・

コーディネーターがそろって、保育

場所で事前打合せ票(様式５)にそっ

て打合せをし、その後、活動開始。
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日 時 間 内  容 講  師

６月６日(水)

9:15～ 受付 テキスト代 2,500 円

9：40～10:30 開校式 オリエンテーション

10:30～12:30 保育の心 城田タキ子 氏 保育士

13:30～16:30 子どもの心の発達とその問題 湯汲英史 氏
（社）発達協会 早稲田大学非常勤講師
言語聴覚士・精神保健福祉士

６月７日(木)
9：30～12:30 子どものあそび 大森靖枝 氏 劇団 風の子東京

13:30～15:30 子どもの事故と安全 小俣みどり 氏 NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ代表理事

６月１３日(水)
9:30～12:30 からだの発達と病気 加藤郁子 氏 東京女子医科大学病院 小児科医師

13:30～15:30
障がいをもった子どもの預かり

について
関根さゆり 氏 新宿区子ども家庭部子ども総合センター

６月１５日(金) 13:30～16:30 普通救命講習 救急救命士 牛込消防署・東京防災救急協会

６月１８日(月)
10:00～12:00 子どもの暮らしとケア 小俣みどり 氏 NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ代表理事

13:00～16:00 子どもの栄養と食生活 牧野伸恵 氏 栄養士

６月２１日(木)

10:00～12:00 病児保育とリスクマネジメント 野原理子 氏
東京女子医科大学医学部

衛生学公衆衛生学（－）教室 准講師

13:00～15:30
保育サービスを提供するために

―相互援助活動の有効性―
小俣みどり 氏 NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ代表理事

15:30～16:30 修了式・修了証授与

６月７日(木)・１３日(水)・１８日(月) いずれか1日講習会終了後１時間 院内保育所病児保育室見学

日 時 間 内  容 講  師

１１月７日（水）

9:15～ 受付 テキスト代 2,500 円

9：40～10:30 開校式 オリエンテーション

10:30～12:30 保育の心 城田タキ子 氏 保育士

13:30～16:30 子どもの心の発達とその問題 湯汲英史 氏
（社）発達協会 早稲田大学非常勤講師
言語聴覚士・精神保健福祉士

１１月９日（金）
10:00～12:00 子どもの事故と安全

小俣みどり 氏 NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ代表理事

13:00～15:00 子どもの暮らしとケア

１１月１２日（月）
9：30～12:30 子どものあそび 大森靖枝 氏 劇団 風の子東京

13:30～16:30 子どもの栄養と食生活 牧野伸恵 氏 栄養士

１１月１４日(水)
9:30～12:30 からだの発達と病気 加藤郁子 氏 東京女子医科大学病院 小児科医師

13:30～15:30
障がいをもった子どもの預かり

について
関根さゆり 氏 新宿区子ども家庭部子ども総合センター

１１月１６日(金) 13:30～16:30 普通救命講習 救急救命士 牛込消防署・東京防災救急協会

１１月２１日（水）

10:00～12:00 病児保育とリスクマネジメント 野原理子 氏
東京女子医科大学医学部

衛生学公衆衛生学（－）教室 准講師

13:00～15:30
保育サービスを提供するために

―相互援助活動の有効性―
小俣みどり 氏 NPO 法人子育てネットワーク・ピッコロ代表理事

15:30～16:30 修了式・修了証授与

１１月９日(金)・１２日(月)・１４日(水) いずれか 1 日講習会終了後１時間   院内保育所病児保育室見学

保育サービス講習会・年間予定表

今年度も 6 月・11 月の 2 回【保育サービス講習会】を実施します。(財)女性労働協会認定の全国共通のカ

リキュラムにさらにプラスし、３０時間におよぶ充実の内容です。6 月に欠席した科目は 11 月に振り替え

ができます。お知り合いにぜひご紹介ください。また会場に余裕のある場合には再聴講を受け付けますので、

ご連絡ください。（※講習会場が変わり、東京女子医科大学健保会館大会議室になりましたのでご注意ください。）

【６月】

【平成２４年度】
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【１１月】



６月６日(水) 保育サービス講習会（詳細は３ページ）

７日(木)     会場：東京女子医科大学健保会館

１３日(水)        （昨年度とは会場が変わりました）

１５日(金)

１８日(月)

２１日(木)

７月１９日(木) スキルアップ研修会【重要】１３：３０～１６：３０

        ●グループワーク中心の事例検討。実践で役立つ研修会

９月２９日(土) 全体交流会１４：００～１６：００

会場：東京女子医科大学内佐藤記念館１階食堂

依頼会員と提供会員が顔を合わせる機会です。

心和むひとときを過ごしましょう

１１月７日(水)保育サービス講習会（詳細は３ページ）

９日(金)     会場：東京女子医科大学健保会館

１２日(月)     （昨年度とは会場が変わりました）

１４日(水)

１６日(金)

２１日(水)

１２月１日(土) 全体研修会１４：００～１６：００

        会場：東京女子医科大学臨床講堂２

       一般公開講座。

子育てに関わる、ちょっと楽しいお話

２５年２月２２日(金) スキルアップ研修会【重要】１３：３０～１６：３０

●グループワーク中心の事例検討。実践で役立つ研修会

平成２４年４月末日現在

会員 人数

依頼会員 43 名

提供会員 60 名

■ファミリーサポート室 開室時間 月～金曜日 9:00～17:00

●直通電話 03-5369-9075 ※外出時・休日・時間外は転送電話または留守番

電話になっていますのでメッセージを残してください。

●大学代表電話 03-3353-8112（内線 39911）受付時間は上記と同じです

が、こちらには留守電機能がありません。開室時間内にもかかわらず応答がない場

合は、直通電話の方へかけ直して、メッセージを残してください。

●FAX 03-5369-9081 ２４時間受付。すぐにスタートボタンを押してください。

女子医大ファミリーサポート室 東京女子医科大学巴寮１階

直通 tel：03-5369-9075 代表 tel：03-3353-8112（内線 39911） fax：03-5369-9081
family-support.bm@twmu.ac.jp http://www.twmu.ac.jp/NICU-support/
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援助活動をしてから聴くと、改めて気づくことがたくさんあ

ります。再受講を希望する方はご連絡ください。

提
供
会
員

【重要】３月に行った病児・病後児保育のスキルアップ研修会に参加で

きなかった提供会員さんは、２１日の講習をもう一度受けてください。

受講後に病児・病後児保育の援助活動をすることができます。

年間スケジュール ぜひお出かけください。お会いできるのを楽しみにしております。

依
頼
会
員

一
般
の
方

▼対象者

提供会員

提
供
会
員

依
頼
会
員

提
供
会
員

依
頼
会
員

一
般
の
方

提
供
会
員

依
頼
会
員

一
般
の
方

提供会員

※スケジュール・会場は変更される場合があります。詳細は後日お知らせします。

再受講したい科

目がある方はご

連絡ください。

お子さんと一緒に

参加してください。

楽しいですよ♪

どなたでも参加で

きます。ご家族・

ご友人とどうぞ。

お子さんの好き

な方をお誘いく

ださい。

大
学
職
員


