
社会福祉法人 三心会 

平成２７年度 第３回 看護師会議 

 

日 時   平成 28年 3月 10日（木）   

  16：00～           

場 所   織笠保育園          

出席者   山田町第一保育所 佐々木 舞 

織笠保育園    野田シメ子 

司会・記録 豊間根保育園   栗原 良子 

 

 

 

１.開会 

 

２.議題 

 ⑴平成 27年度感染症報告について 

 

 ⑵平成 27年度月別与薬依頼について 

   与薬の多い疾病 

  

 ⑶与薬について 

 

 ⑷園でのケガ、事故、病気について 

 

３.情報交換 

 

４.その他 

 

５.閉会 

 

 

 

 

 

 



平成 27年度 社会福祉法人 三心会 第３回 看護師会議録 

 

日 時   平成 28年 3月 10日（木） 16：00～ 

場 所   織笠保育園 

出 席 者   山田町第一保育所 佐々木 舞 

                織笠保育園    野田 シメ子 

司会・記録   豊間根保育園   栗原 良子 

 

 

1. 開 会 

 

2. 議 題 

 

⑴平成 27年度感染症報告について 

 山田町第一保育所 豊間根保育園 織笠保育園 

4月 ・溶連菌感染症（2名） ・胃腸炎（5 名） 

・ロタウィルスによる胃腸炎の

疑い（1名） 

なし 

 

5月 

 

・流行性耳下腺炎疑い（1名） ・アデノウィルス感染症（3名） 

・溶連菌感染症（1名） 

・とびひ（1 名） 

なし 

6月 ・水ぼうそう（1名） 

・流行性耳下腺炎疑い（1名） 

・胃腸炎の疑い（1名） 

・アデノウィルス感染症（4名） 

・とびひ（1 名） 

・感染性結膜炎（2名） 

・突発性発疹（2名） 

・流行性耳下腺炎疑い（1名） 

・溶連菌感染症（1名） 

・溶連菌感染症（1名） 

7月 ・アデノウィルス感染症（1名）  ・溶連菌感染症（1名） 

・アデノウィルス感染症（2名） 

・とびひ（2 名） 

・突発性発疹（1名） 

・手足口病(19名) 

・とびひ（1 名） 

・アデノウィルス感染症（1名） 

 

8月 ・手足口病（4名） ・アデノウィルス感染症（1名） 

・とびひ（2 名） 

・手足口病(35名) 

・ヘルパンギーナ（1名） 

・とびひ（2 名） 

・手足口病(1名) 

 



9月 ・水ぼうそう（3名） 

・溶連菌感染症（1名） 

・手足口病（21名） 

・ヘルパンギーナ（1名） 

・手足口病(12名) 

・突発性発疹（2名） 

・マイコプラズマ肺炎（1名） 

・手足口病(3名)※疑い含む 

10月 なし ・手足口病（8名） ・とびひ（1 名） 

11月 ・マイコプラズマ肺炎(2名) 

・突発性発疹（1名） 

・RSウィルス感染症（1名） 

・RSウィルス感染症（2名） 

・突発性発疹（1名） 

 

・とびひ（1 名） 

 

12月 ・水ぼうそう（3名） 

・マイコプラズマ肺炎(2名) 

・感染性胃腸炎 

  ロタウィルス（1名） 

  ノロウィルス（1名） 

・突発性発疹（1名） 

 

なし 

1月 ・インフルエンザ A型(30名) 

・りんご病（1名） 

 ※症状があっても受診 

しない人数名あり 

・突発性発疹（1名） 

・とびひ（1 名） 

・インフルエンザ A型(2名) 

・インフルエンザの疑い（1名） 

・溶連菌感染症（1名） 

・胃腸炎（1 名） 

 

なし 

2月 ・インフルエンザ A型(23名) 

・とびひ（1 名） 

・インフルエンザ A型(5名) 

・胃腸炎（2 名） 

・とびひ（3 名） 

・インフルエンザ A型(1名) 

・ノロウィルス(1名) 

3月  ・インフルエンザ A型(34名) 

・アデノウィルス感染症（1名） 

・とびひ（1 名） 

 

※３月１０日現在 

 

 

⑵平成 27年度月別与薬依頼について 

 与薬の多い疾患 

  山田町第一保育所・・・①咳、鼻水症状によるかぜ 

             ②食物アレルギー 食前薬 2名 

             ③アレルギー症状 点眼薬 

 

  豊間根保育園  ・・・①咳、鼻水症状によるかぜ 

             ②アトピー性皮膚炎、乾燥肌等による塗布薬 

             ③アレルギー症状による目のかゆみ 点眼薬 



  織笠保育園   ・・・①咳、鼻水症状によるかぜ 

             ②花粉症 点眼薬 

             ③アトピー性皮膚炎、乾燥肌等による軟膏塗布 

毎日５名 

 

⑶与薬について 

  山田町第一保育所・・・今年度から薬の預かりを徹底した。 

             ・預かり書を書いてもらうこと 

             ・薬手帳、説明書の提出をしてもらうこと 

             ・担任、もしくは出迎えた先生に必ず手渡しを 

すること 

             このようなことでだいぶ定着してきた 

 

  豊間根保育園  ・・・薬を継続して服用する時は、２枚目の依頼書用紙

にもしっかり記入して持参してほしいが、無記入

が多く、声掛けをしている 

             また、シロップ入り容器、粉薬袋にも無記名があ

り、与薬依頼人数も多いため、声掛けをしている。 

 

  織笠保育園   ・・・・薬は必ず手渡しをするようにおたよりで出して

いるが、カバンに入れてくる家庭もいる 

             ・お薬説明書は提出してもらい、コピーをして返

している 

             ・お薬を飲ませる時は他職員にも確認してもらい

服用させている 

 

⑷園でのケガ、事故、病気について 

  山田町第一保育所・・・○肘内障の疑いで近藤医院を受診するが異常なし 

             ○友達同士ぶつかったり、打撲等は常時ある 

             ○熱性けいれんを病児保育中に起こす 

              父母兄に既往歴があるが、子どもは初めての熱

性けいれんであり、３８度台だった 

              県立宮古病院受診 

 

  豊間根保育園  ・・・○熱性けいれんを家庭で３回起こす子がいた 

              園ではこまめに検温をし、３７．５℃以上は保



護者と連絡をとるようにしている 

              ダイアップ坐剤１ケを園で預かっており、保護

者の指示で使用することも数回あった 

             ○肘内障３名 家庭でのできごとだった 

              その中の１名女児(２歳)は３回目を園の保育中

に起こす 

              近藤医院受診で肘内障と診断される 

   

  織笠保育園   ・・・(大人の事故) 

              クリスマス会でサンタさんをお願いした方が 

              足を負傷し、その後意識がもうろうとなる 

              救急車を呼び、県立釜石病院へ搬送となった 

救急車が園に到着したときは意識ははっきりと

する 

              足を負傷したことにより、ギブス固定となった 

              

 

3. 情報交換 

 山田町第一保育所・・・りんご病、溶連菌感染症、胃腸炎症状が出ている 

 

 豊間根保育園  ・・・インフルエンザ A 型が治まらないここ２、３日中 

    に胃腸炎症状がみられるようになった 

    また、職員の数名がインフルエンザ A型に罹患し     

    た 

 

   織笠保育園  ・・・インフルエンザが１名だけで、蔓延することもな

く良かった 

 

 

4. その他 

今年度の病気、手術、家庭でのケガ、事故 

  山田町第一保育所 

   ・包茎手術   ２名     ・頭部縫合   ２名 

   ・二相性脳炎  １名     ・母斑切除   １名が２回 

 

   



  豊間根保育園 

   ・遊巣精巣固定術    １名 ・陰のう水腫 手術    １名 

・石灰化上皮腫(右肩のしこり、左こめかみ)   １名 

   ・そけいヘルニア 手術 １名 ・多型浸出性紅斑     １名 

   ・腸重積症       １名 ・おでこの裂傷 ３針縫合 １名 

   ・転倒し前歯一部欠損  ２名 

   ・ボタン電池を右鼻に入れる   １名  

     堀耳鼻科医院から岩手医大を紹介され、４回の通院治療を行う 

     順調に回復しているため終了となる 

 

5. 閉会 

 


