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Ⅰ

事業の実施方針

クリニクラウン養成事業を重点課題とし、新規クリニクラウンを育成することで、多くの
入院中の子どもたちにこども時間を届け、クリニクラウン派遣事業の充実を目指し、療養
中の子どもの QOL向上を目指す。併せて、設立10周年記念事業を実施し、設立から10年間
の活動実績を報告し、より多くの人に活動を知ってもらう機会を作る。また、認定NPO法
人取得に向け、組織体制の整理と組織基盤の強化を目指す。

Ⅱ

事業の実施に関する事項

１．特定非営利活動に係る事業
(1)クリニクラウン養成事業 ※最重点課題事業
「①新規クリニクラウン候補生（2016年度研修生）募集事業」と、「②新規クリ
ニクラウン（2015年度研修生）養成事業」
「③クリニクラウン研修事業」の3つの事
業を行う。
※「②新規クリニクラウン候補生（2015年研修生）養成事業」「③クリニクラウン研
修事業」の中で外部講師を招き年3回公開講座（無料）を開催。クリニクラウン
や一般の方の入院中の子どもたちの理解を深めると共に、クリニクラウンになり
たいという人に向けてクリニクラウンの活動を知ってもらうきっかけをつくる。
① 新規クリニクラウン候補生（2016年研修生）募集事業
クリニクラウンの派遣活動の充実するため、「新規クリニクラウン候補生（2016
年度研修生）募集事業」を行う。今年度は、7月～10月中旬まで「A.エントリー募
集」を行い、
「B.選考会ガイダンス」と「C.選考会」「D.合格者面談」を行う。
※2016年度養成トレーニングは東京にて開催予定。
Ａ．エントリー募集
【エントリー期間】2015年7月1日～2015年10月17日（土）（予定）
【方法】
協会ホームページにてエントリーシートを公開する。会員、NPO
中間支援組織等への募集チラシの送付、新聞へのプレスリリース
Ｂ．選考会ガイダンス
ガイダンスは、大阪の1か所・計1回を計画。選考会についての説明会及びワ
ークショップを行う。選考会出席には、この選考会ガイダンスを受講するこ
とが条件とする。
開催日程

開催場所

2015年10月17日（土）

大阪

Ｃ．選考会
大阪にて選考会を実施し、2015年度研修生を選出する。
開催日程

開催場所

2015年11月14日（土）

大阪
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D．合格者面談
選考会で合格した2015年度研修生を対象に個別面談を行う。
開催日程

開催場所

2015年12月19日（土）

大阪

②新規クリニクラウン（2015年度研修生対象）養成事業
（計16回 病院での臨床研修回数を除く）
新規クリニクラウンを養成するため、2015年度研修生に「A.養成トレーニング」
「B.
臨床研修会」「C.病院での臨床研修」「D.フォーロー研修」「E.クリニクラウン認定
試験」を行う。
Ａ.養成トレーニング（計6回）
2015年度研修生を対象とした養成トレーニングを行う。臨床研修に向けての審
査を2日間行い、審査合格者は、臨床研修生として次の研修に進む。
また、クリニクラウンが研修に参加し進行などを担当することで自らのスキル
アップを図る。
●養成トレーニング日程表

回

日程

1

2015年4月18日（土）

10時～17時

内容

対象者

臨床研修実施のガイダンス・協会の概要説明

研修生

／養成トレーニング①
2

2015年5月16日（土）

10時～17時

養成トレーニング②

研修生

3

2015年5月30日（土）

10時～17時

養成トレーニング③個人面談

研修生

4

2015年6月20日（土）

10時～12時

公開講座①

ＣＣ／研修生

入院中の子どもや家族の気持ちを考える

一般

内部講師：森下理事

5

2015年7月11日（土）

13時～17時

養成トレーニング④

10時～17時

臨床研修に向けての審査⑤⑥（2日間）

研修生

※審査合格者は、臨床研修生として次の研修
6

2015年7月12日（日）

10時～17時
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研修生

Ｂ.臨床研修会（臨床研修生対象）（計 5 回）
臨床研修にむけての審査の合格者は、臨床研修生となり、病院訪問に向けての研修を行う。
回

日程

内容

対象

7

2015年7月18日（土）10時～17時

病院訪問に向けての研修①

臨床研修生

病院での臨床研修の概要説明（スケジュール確認など）
8

2015年8月15日（土）10時～17時

病院訪問に向けての研修②

臨床研修生

9

2015年8月30日（日）10時～17時

病院訪問に向けての研修③

臨床研修生

10

2015年9月12日（土）10時～17時

病院訪問に向けての研修④

臨床研修生

11

2015年9月19日（土）10時～17時

病院訪問に向けての研修⑤

臨床研修生

Ｃ．病院での臨床研修（臨床研修生対象）
（計8回×10名）
トレーナーや認定クリニクラウンの指導のもと病院での臨床経験を積む。
●臨床研修受け入れ病院
日程

研修病院

訪問回数

研修対象者

2015年10月

大阪府立母子保健総合医療センター

各計 8 回×10 名

臨床研修に向けての審査合格者

～2016年3月

京都医科大学附属病院
市立堺病院など

Ｄ.フォロー研修（臨床研修生対象）（計5回）
病院訪問での課題解決のための、フォロー研修を行う。
Ｅ.クリニクラウン認定試験
日程：2016年3月5日（土）13時～16時
※認定試験の日程については、研修の状況によって変更する場合があります。
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③クリニクラウン研修事業
認定クリニクラウンを対象とした研修を行う。
Ａ.クリニクラウン研修
小児病棟における療育環境の改善も視野に入れた視点と医療スタッフとの
さらなる協働を目指して、認定クリニクラウンのコミュニケーション力を向上
させる目的で研修を行う。
●クリニクラウン研修日程表（予定）

1

2015年4月25日（土）

10時～17時

内容

対象

2015年度病院訪問について／10周年記念報告書など

CC

の撮影研修
2

2015年4月26日（日）

3

5月～6月中旬

4

2015年7月4日（土）

13時～17時

2015年度の活動についての話し合い

CC

5

2015年10月24日（土）

13時～17時

ＣＣＮＬ報告

CC

18時～20時

クリニクラウンの役割や専門性について考える

9時～12時

ＣＣの個性や特技を教え合う。

13時～16時

海外のクラウンの映像を見てのトレーニング

6

2015年10月25日（日）

12時～17時

10周年記念報告書などの撮影研修
個人面談（20分程度）

CC

個人面談
7

2015年11月28日（土）

10時～12時

10時～17時
13時～16時

公開講座②

ＣＣ・・臨床研

外部講師：小児がんの子どもたちについて

修生・一般

公開講座をうけて、クリニクラウンの役割を話し合う

ＣＣ

／次年度事業について
8

2016年3月12（土）

10時～12時

10周年記念活動報告会準備など

CC

Ｂ．クリニクラウントレーニング（自主練習）
クリニクラウンが主体となり、トレーニング計画を耐え実施を行う。
年6回大阪府内・東京近郊で開催する。
対象者：認定クリニクラウン

Ｃ.クリニクラウンへの外部研修補助
認定クリニクラウンが外部の研修会や学会などへ参加した場合、交通費や研修参加
費を支給する。（参加者は報告書を提出すること。）
対象者：CC（1人1回まで）
Ｄ.クリニクラウンオランダ財団への視察研修
クリニクラウンオランダ財団への視察研修の旅費の一部補助を行う。
日程：2015年10月10日（土）～2015年10月18日（日）7泊8日
内容：クリニクラウンオランダ財団視察。
日本クリニクラウン協会の10周年の報告。
運営やクリニクラウンのトレーニング方法などを学ぶ。
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（２）クリニクラウン派遣事業
2015年度は、病院に入院している子どもや保護者を対象に、「クリニクラウン定期訪問事
業」、
「クリニクラウンデモンストレーション訪問事業」、
「クリニクラウン東北支援事業」の
3つの事業を行う。
●2015年度派遣計画
訪問回数

定期訪問／スポット訪問

208回

デモンストレーション訪問

8回

クリニクラウン東北支援事業

14回

年間230回

訪問病院数

33病院

派遣クリニクラウン数

460名

訪問によって関わる子どもの数

※平均30名で算出

約6,780名

① クリニクラウン定期訪問事業（スポット訪問も含む）
クリニクラウンを小児病棟に派遣する。（年間212回）
※定期訪問とは、年間 4 回以上訪問する病院を指し、スポット訪問は過去に訪問実績
があり年間訪問回数が 4 回未満の病院を指す。
●2015年度定期訪問病院表
旧東日本エリア

旧西日本エリア
年6回

日本大学医学部附属板橋病院

―

東京都立小児総合医療センター

大阪府立母子保健総合医療センター

年44回

大阪大学医学部附属病院

年8回

茨城県立こども病院

年24回

大阪市立総合医療センター

年4回

千葉県こども病院

年12回

市立堺病院

年12回

静岡県立こども病院

年4回

京都府立医科大学医学部附属病院

年9回

東京医科歯科大学医学部附属病院

年2回

岡山大学病院

年12回

信州大学医学部医学部附属病院

年1回

加古川西市民病院

年12回

群馬県立小児医療センター

年12回

香川大学医学部附属病院

年9回

自治医科大学とちぎこども医療センター

年4回

兵庫県立こども病院

年6回

慶應義塾大学病院

年2回

福井大学医学部附属病院

年6回

東京慈恵会医科大学附属病院

年1回

富山大学医学部附属病院

年6回

旭川医科大学医学部付属病院

年1回

愛媛大学医学部附属病院

年6回

愛知コロニー病院

年1回

高知大学医学部付属病院

年2回

奈良医科大学付属病院

年2回

-

大阪赤十字病院
兵庫医科大学付属病院
計

69回
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計

139回

②クリニクラウンデモンストレーション訪問事業
クリニクラウンの活動を医療関係者に周知するため、全国各地の病院で、病棟訪問の
デモンストレーションと協会の活動紹介ガイダンスは、今年度状況をみて判断する。
●訪問先病院
病院名

希望

1

大阪府立急性期・総合医療センター

今年度実施

2

北野病院

今年度実施

3

近畿大学医学部奈良病院

今年度実施

4

金沢大学附属病院

今年度実施

5

兵庫県立塚口病院

希望あり

6

社会医療法人

希望あり

7

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

希望あり

8

琉球大学病院

希望あり

9

滋賀医科大学医学部附属病院

希望あり

10

山口大学医学部附属病院

希望あり

11

川﨑医科大学附属病院

希望あり

12

福岡県内への病院訪問

希望あり

13

順天堂大学医学部附属順天堂医院

希望あり

14

千葉県循環器病センター

希望あり

15

長崎大学病院

希望あり

16

山梨大学医学部附属病院

希望あり

札幌北喩病院

計

③クリニクラウン東北支援事業
東北地域への支援として小児医療施設へのクリニクラウンの東北支援事業として、ク
リニクラウンの派遣を実施する。
●クリニクラウン東北支援事業

訪問先病院
回数

訪問先病院名
東北大学病院

年6回

宮城県立こども病院

年6回

岩手県立大船渡病院

年1回

いわき市立総合磐城共立病院

年1回

計

14回

※東日本大震災におけるクリニクラウンの特別派遣事業（2011年～2013年3月末）という名称
で2年間実施した。2013年度からは、「クリニクラウン東北支援事業」と名称を変え2013
年～2015年までの3年計画として実施する。
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（３）クリニクラウンに関する啓発事業
クリニクラウンの活動を周知させ、活動の理解を深め、支援を拡大することを目的とし
て啓発活動（協会主催の啓発活動、対外的な啓発活動とその他啓発活動）を実施する。
※新規会員・寄付者の増加を目指し、支援者の顧客管理を整備する。
①.協会主催の啓発活動
Ａ.クラウニケーションワークショップ（年1回 東京開催）
実施日程

2015年9月5日（土）10時～11時30分

内容

協会の概要説明／クラウニケーションワークショップ

対象

協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人・クリニクラウンになりたいと考え
ている人

Ｂ.活動報告会（年数回）
協会の活動を支える活動会員やボランティア活動を行う人材を募集し、協会のボラン
ティアとして参加できるきっかけをつくる。
実施日程

第1回

2015年7月4日（土）10時～12時

※2回目以降未定
内容

活動報告会／クラウニケーションワークショップ／ボランティア説明会

対象

協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人

Ｃ．チャリティイベント「RED NOSE DAYの実施」
入院中の子どもを支援するチャリティイベントとして、2015年8月7日に「RED NOSE DAY～1万
人の笑顔大作戦～」を企画。ホームページ、チラシの制作、プレスリリース等を行い、全国各
地に広報を実施する。
実 施 日： 2015年8月7日(金)12：00～12：01
実施場所： 日本全国・世界中どこでも
実 施 内 容： 8月7日正午12時から1分間、RED NOSE(赤い鼻)をつけることをシンボルと
して、日本中に笑顔のムーブメントを広げる。
●実行委員会主催プレイベント
実 施 日： 2015年8月7日(金)
会場：阪急うめだ本店 祝祭広場（予定）
Ｄ．ボランティア育成
・ＲＥＤ ＮＯＳＥ ＤＡＹの当日イベントボランティア
実施日程

2015年8月3日（月）19時～20時30分

内容

活動紹介／ＲＥＤ

対象

協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人

ＮＯＳＥボランティア説明会

・事務局の軽作業ボランティア・インターンシップの受け入れなど
※定期的にボランティアに来れるような体制を創っていく。
実施日程

月2～6回

年10回～24回程度

内容

事務局での軽作業・ランティアレッドノーズ検品・袋詰め／封入作業など
定期的にボランティアに来れる方には、チャリティイベントの企画や会員獲得キャン
ペーンの企画などに参画してもらい、その事務作業の補助をしてもらう。

対象

協会会員・支援者、協会の活動に関心がある人

Ｅ.募金・会員獲得のためのキャンペーンを実施（年1回～２回）
実施日程：年１回～２回
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②.対外的な啓発活動
Ａ.講演会・ワークショップ報告会など
クリニクラウンの活動紹介、及びクリニクラウンの方法論や臨床実践の成果を伝える
ための講演会、養成トレーニングで培われた対人援助技術を学ぶワークショップの講演
の依頼を受ける。また、協会の活動報告や支援者への支援報告などをおこなう。
Ｂ.メディアなどへの取材協力
新聞、ＴＶ、ラジオ局からの取材協力や雑誌などの掲載などの協力を行う。

③.その他啓発事業
Ａ．情報発信事業
・ホームページ・ブログ管理
→ホームページのリニュアル （スマートフォンに対応へ移行）
・ニュースレターの発行
・クリニクラウンガイドブック、リーフレット、ポストカードなどの作成
・写真パネル展示の実施
クリニクラウンの活動を広く啓発するために、活動の様子を紹介する写真展を開催。
写真パネルの貸出なども行う。
・クリニクラウンの訪問の様子の写真撮影を行い広報に役立てる。
Ｂ．企業・団体との協力事業
a.未来への手紙プロジェクト（継続）
／主催：公益財団法人日本フィランソロピー協会
b.オーガビッツ×クリニクラウンプロジェクト（継続）
／豊島株式会社（チーム・オーガビッツ）
c.チャリティネットワークH2Oサンタ
／H₂Oリテーリンググループ
e.献血応援プロジェクト
／大阪府赤十字血液センターほか
Ｃ.10周年記念事業
a.アジアへのCC親善訪問計画
親善訪問国：タイ・韓国（計2か国）
＜タイ バンコク＞
日程：2015年6月23日（火）～2015年6月30日（火）7泊8日
内容：
・「The 16th annual pediatric meeting of National Child Health 2015」
上記学会で6/24（水）のオープニングセレモニーでクリニクラウンの
日本での活動紹介を行う。
・Queen Siriki National Institute of Child Health病院での、クリニ
クラウンの訪問。（決定）
・シーラー病院（東南アジアで一番大きな病院の小児血液・腫瘍科）訪問
＜調整中＞
・タイの医療関係者・NPOなどとの交流
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＜韓国 ソウル＞
候補日程：2015年9月21日（月）～23日（火）
訪問病院：ソウル大付属小児病院／アサンメデイカルセンター／延世大小児病院
カソリック医大／サムソン病院など
※上記の病院のうち日程があう病院の小児病棟を訪問予定。
（デモンストレーションという形で
全部の病室を訪問するのではない。）

b.10周年記念冊子の作成
10周年記念報告会の時に配布。その後郵送にて配布予定
発行部数：2000部
配布先：当協会会員・寄付者・寄付団体・助成団体・訪問先病院・関係団体など

c.10周年記念 報告会
日程：2016年3月12日（土）14時～16時30分（2時間半）
会場：未定
参加者：協会関係者（理事 監事 事務局 クリニクラウン
当協会会員・寄付者・寄付団体・助成団体・
訪問先病院スタッフ・関係団体など

研修生）

ｄ.クリニクラウンの似顔や１０周年のお祝メッセージを募集
クリニクラウンが訪問している訪問先病院やホームページで呼びかけ、子ども
たちや支援者からクリニクラウンの似顔絵や１０周年のお祝メッセージを募集
する。似顔絵は10周年記念活動報告会の時に展示。
募集期間：2015年7月～2015年12月頃を予定
展示：2016年3月12日（土）10周年記念活動報告会会場にて展示
E.その他
10周年の記念品などの作成を行う。

2．その他事業

※特になし。
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