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第21回 全国病児保育研究大会in大分開催に寄せて
全国病児保育協議会会頭

藤 本

保

このたびの東日本大震災で犠牲になられた方々のご

いただき、大会 2 日目のセッ

冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された方々

ションでは演者に 3 分間でポ

へ心よりお見舞い申し上げ、一刻も早い復旧復興を祈

イントを簡潔に説明していた

願いたします。

だいて、座長には深く十分な討論ができるように進

梅雨入りしたと同時に大雨が追い打ちをかけ、水害
が心配されておりますが、ふと目にする紫陽花の彩り
がホッと心を和ませてくれる昨今です。

行をしていただきます。
第一報でお知らせしていた内容に加えて、
1 日目の新たなプログラムに「保育士のための感染症

今回の大会は 21 回目で、新たな一巡目の第一歩と

基礎知識」と題したセミナーを行います。また、引

なります。今後、誰がどこで開催することになっても、

き続いてはインシデント管理システムのご紹介を予

誰もが主催できる大会のモデルとなるよう、スリムで

定しています。病児保育施設での危機管理をより効

コンパクトでコストがかからないことを目標に企画し

率的に行うためのツールとして活用できることを期

てまいりました。本日までに 440 名の方々からの事

待しております。さらに、保育園型プロジェクトチー

前登録をお受けしており、さらに参加者が増えること

ムによる初の会合も行われます。該当施設にはご案内

を期待しております。

が届いていると思いますので、ぜひご参加ください。

テーマは「究極の育児支援『病児保育』のさらなる

特別講演と 2 題の教育講演は、子育て支援そのもの

発展を目指して〜誰のために、何を求めて〜」といた

よりも、子育て支援に必要な心構えや心のゆとりの

しました。新保育所保育指針には、健康及び安全の章で、

持ち方がテーマになっています。一歩ひいたところか

保育士等は保護者からの情報と毎日の子どもの心身の

ら広い視野で育児や自分自身を見直す機会になれば

状態観察を通じて、健康状態ならびに発育・発達状態

と思います。きっと心のお土産になることでしょう。

の把握に努め、保育中に体調不良や傷害が発生した場

各会場は iichiko 総合文化会館内の 4 階・5 階と地階

合には嘱託医、かかりつけ医または適切な医療機関に

に大きく離れておりますが、中心にある大きな吹き

指示を求めるなど適切な対応をせねばならないことが

抜け「アトリウムプラザ」を企業展示と交流スペー

明記されています。また、病児・病後児保育事業を実

スとして開放いたします。飲み物でのどを潤しなが

施する場合の配慮についても解説の中で触れられてい

ら情報交換を楽しんでください。

ます。ややもすると就労支援が前掲になりがちな病児・

大会スケジュールは非常にタイトです。参加すべき

病後児保育事業にあって、この事業に携わる我々には、

セッションを予めお決めになって、効率的に積極的

正に病児保育の質が問われるところです。子どもの育

にご参加ください。会場内では復興支援シンボルであ

ちと親の子育てを専門家による専門的な方法で全面的

る花びらを象ったマークを胸に掲げた白いポロシャ

に支援する病児保育は究極の育児支援なのです。

ツを着たスタッフがご案内に当たります。なんなり

一般演題はすべてポスターセッションといたしまし

とお尋ねください。

た。ありがたいことに 30 題もご応募いただき、充実

暑い大分ではありますが、クールな姿でホットな討

したセッションになりそうです。ポスターの閲覧は会

論を行いましょう。皆様のご来県を心からお待ちし

期中いつでも可能です。予めじっくりと読んでおいて

ております。
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全国病児保育研究大会 in 大分
ご あ ん な い

究極の育児支援 病児保育のさらなる発展を目指して
〜誰のために、何を求めて〜
日

程

時

2011年

会

場

iichiko総合文化センター

7月23日（土）
■iichiko総合文化センター
開場
会頭あいさつ
会頭講演
教育講演Ⅰ（上野行良先生）
基調講演
行政説明
休憩
特別講演（松井 猛先生）
教育講演Ⅱ（杉村太郎先生）
休憩
ステップアップ研修
総会および次期会頭あいさつ

◎５階ホワイエ
11：55〜19：10 広報委員会

11：55〜

メイン会場：音の泉ホール

◎音の泉ホール
11:20
11:55〜12:00
12:00〜12:20
12:30〜13:25
13:30〜14:10
14:15〜14:55
〜15:10
15:10〜16:10
16:15〜17:10
〜17:30
17:30〜18:30
18:40〜19:10

7 月 23・24 日

日

アトリウムプラザ・県民ギャラリー・映像小ホール・会議室
一般演題

今回はポスター発表のみといたします。
24 日（日）午前中にポスター前での発表の時間を設けます。

特別講演

松井

教育講演

上野行良

先生 福岡県立大学人間社会学部および大学院人間社会学研究科教授

杉村太郎

先生 保育士。現在は児童養護施設勤務。
2004 年から約３年半、カンボジアで「ゴミ集積所周辺に暮
らす家族のための生活向上支援プロジェクト」に従事。

猛 先生

野生猿で有名な高崎山自然動物園の元案内係で日本猿の研究家

■セミナーと説明会が追加されました。

◎県民ギャラリー
11：20〜 ポスター掲示作業
12：00〜19：00 ポスター展示

セミナー

◎映像小ホール 追加
16：15〜17：20 セミナー（鈴木先生・大川先生）
17：30〜18：30 説明会（向田先生）

■ 場 所／映像小ホール

説明会

◎アトリウムプラザ
12：00〜19：00 ベストショット・企業展示
◎中会議室１
17：30〜18：30 保育園型プロジェクト

◎事前申し込みは不要です。
『保育士のための感染症基礎知識』
鈴木英太郎 先生（鈴木小児科医院院長）
大川 洋二 先生（大川こども＆内科クリニック院長）

■ 時 間／ 16：15 〜 17：20

『インシデントレポーティングシステム、mims の説明会』
向田 隆通 先生（むかいだ小児科 キッズハウス） ◎事前申し込みは不要です。
■ 場 所／映像小ホール

■ 時 間／ 17：30 〜 18：30

１件の重大事故の背後には、29の軽微な事故があり、その背景には300のヒヤリハットが存在する。
これは、ハインリッヒの法則と言われる労働事故・労働災害における経験則の法則です。重大事故の
防止のためには、事故の発生が予測されたヒヤリ・ハットの段階で対処していくことが必要であると

7月24日（日）
■iichiko総合文化センター
◎音の泉ホール
９：00 会場
９：05〜12：00 研修委員会（60分×3）
閉会のことば
◎５階ホワイエ
９：00〜12：00 広報委員会
◎県民ギャラリー
９：20〜11：55 ポスター発表

いうことを示すものです。
安全で質の高い病児保育サービスの提供には、全国の病児保育室でリスクマネジメントの標準化が
求められています。全国病児保育協議会では、数年前より「インシデントレポーティングシステム」
を開発し、研修会でその普及に努めてきました。
しかし、書類の枚数が多いことや、インシデントの定量化に計算やスキルを要することから、なか
なか普及に至りませんでした。そこで協議会として、このシステムをアプリケーション化し、半自動
化することでヒヤリハットの報告、インシデントレポーティングシステムの簡易に入力、集計を行う
ことができるように改良いたしました。mimsと命名された「インシデントレポーティングシステム」
のソフトを、11の施設での試験的に運用し、検討の結果、協議会として全施設への導入を目指し、病
児保育室でのリスクマネジメントの標準化とすることを常任協議員会で決定しました。
総会で承認いただければ、今年度は全国で100施設、来年度は全施設への導入を行う予定です。
１施設、2万円程度のご負担をいただく予定ですが、負担以上のメリットを、デメリット以上のメリッ
トを感じていただけると自負しております。多くの施設からの説明会への参加をお待ちしております。

◎映像小ホール
９：15〜10：30 支部長会議
10：45〜12：00 施設長懇談会
◎アトリウムプラザ
９：15〜12：00 ベストショット・企業展示

懇 親 会

日時：2011年7月23日（土）19:30開始（予定）
会場：大分全日空ホテルオアシスタワー 5階

孔雀の間

※ iichiko 総合文化センターと大分全日空ホテルは隣接した建物です。
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一般演題発表 スケジュール（ポスター前）
１題５分（発表3分・質疑2分）です。
セッション

9：20〜9：45
セッションＡ

9：45〜10：10

演題番号

発表者名

セッションＣ

10：35 〜 11：00

セッションＥ

11：30〜11：55
セッションＦ

演

題

名

Ａ−１

渡邉

Ａ−２

西谷

幸子 よしだ小児科医院併設 病児保育室 りんご

Ａ−３

飛梅

Ａ−４

榎本

愛子

Ａ−５

金子

織江 病児保育室 うさぎのママ

Ｂ−１

嶋井真奈美 福富医院 すずらん病児保育園

岐阜県内における病児・病後児保育施設の
施設評価の結果報告

Ｂ−２

押村

茂子 病児看護センター ベアーズデイサービス

閉所時間についての検討

Ｂ−３

野口

文子

医療法人青木内科小児科医院
山陽ちびっこ療育園

情報提供とニーズの掘り起こしによる利用
者増加に向けて〜地域有病児ケアマネジメ
ントの適応と取り組み〜

Ｂ−４

本郷

葵

医療法人青木内科小児科医院
山陽ちびっこ療育園

地域医療と少子化対応の「山陽ちびっこ療育
園・牛窓」の取り組み〜過疎地域の中におけ
る病児保育室の役割〜

Ｂ−５

長谷川尚美 健生病児保育室 ほっとルーム

C −１

清田

幸子 早良部病児デイケアルーム エンゼルさわら 当施設における朝食摂取状況の調査

C −２

井阪

佳子 京都大学医学部附属病院 病児保育室

感染隔離室設置の有効性と今後の課題

C −３

名越

三鈴 京都大学医学部附属病院 病児保育室

子どもが快適に過ごせるための病児保育室
の環境作り

C −４

岡

真美 岡山大学 ますかっと病児保育ルーム

岡山大学病児保育施設の開設１年目に実施
したアンケート調査結果

Ｄ−１

碓氷ゆかり 聖和短期大学

Ｄ−２

福隅

美鈴

Ｄ−３

辻本

暁

Ｄ−４

伊藤

和秀

Ｄ−５

野原

東京女子医科大学 衛生学公衆衛生
理子 （一）教室 東京女子医科大学
女性医師・研究者支援センター

東京女子医大モデル−病児保育室とファミ
リーサポートの連携−

Ｅ−１

原

文子

社会福祉法人惣栄会 ひよこ保育園
病後児保育室 ひよこのいえ

病児保育におけるフィジカルアセスメント
〜目と手と耳でおこなう保育看護〜

Ｅ−２

安武由紀子

ならざき小児科
病児保育室 ぞうさんの家

投薬方法の検討〜おくすりじょうずにのめ
るかな？〜

Ｅ−３

松下麻理

医療法人あおぞら会 ふじもとクリニック
病児保育室 こひつじ

病児保育室でＯＲＴを実施して−保育士の
意識の変化−

佐藤皮膚科小児科クリニック併設
こどもデイケア・プリムラ

病児保育室における看護・保育業務の定量
的分析−１

さとう小児科医院
病児保育室バンビーノ

病児保育に対する不安を軽減するために
保育中の写真付きカードの作成を始めて

董 高松市 子どもの家

セッションＤ

11：05〜11：30

属

東日本大震災〜東北地方太平洋沖地震〜を
晶子 東北大学病院病後児保育室「星の子ルーム」
体験して

セッションＢ

10：15〜10：35

所

勇武

早川小児科クリニック併設
病時保育室 カンガルー

病児保育におけるクリニカルパス導入の試み
食物アレルギーを持つ患児への対応について
断続的施設利用者のインフルエンザ発症に
よる同室者への感染についての検討

2010 年度における新規利用児の動向

保育系学生の病児保育室での学び
−ボランティアでの関わりを通して−

鈴木小児科医院 鈴木小児科
病児保育所「すくすくハウス」

多角的な病児保育の取り組み

医療法人愛幸会 くまだ内科クリニック
病児保育室 リトルベアー

安心して利用できるよりよい施設を目指し
て !! 〜看護師・保育士の枠を超えて〜

医療法人創健会 ウエルネス医療クリニック 病児がいない場合の病児保育士の仕事につ
こどもケアハウス ぞうさん
いて

Ｅ−４

佐藤

Ｅ−５

及川真知子

Ｆ−１

柳井由美子

Ｆ−２

近藤

玉枝

Ｆ−３

大野

真代 中野こども病院 病児保育室きしゃぽっぽ

Ｆ−４

あらいこどもクリニック・眼科クリニック
七戸あずさ
病児保育室「きりん」

Ｆ−５

荒田

陽子

子どもの安全な睡眠を守るために
−睡眠時チェック表を試みて−

かわむら小児科病児保育室
「モーモーハウス」
矢田こどもクリニック
病児保育室クローバー

医療法人上原医院
病児保育室ユーネスト

タッチケアを参考にした手遊び歌を試みて
摂取カロリーからみた遊びの提供
病児保育室での設定保育の意義
Wong-Baker のフェイス・スケールを応用
した生活状態の定量化
利用回数が多い児の保育記録用紙の工夫
〜保育の質の向上をめざして〜
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研究大会参加で行くので、ゆっくり観光や食事をしている時間はなさそ

おまけ

うですが…。空港等で売っているお土産、また、美味しいお勧めのお土産
は何なんだろ…ということで、食いしん坊 N がリサーチしてみました！
◎クロメ…タイトルの県民 SHOW で思い出したんですが、先日の「秘密
のケンミン SHOW」で「きらすまめし」と「クロメ」が紹介されてま
したね。クロメは採れる時期が限られているので、研究大会の時期には
生のものを手に入れることはできません。1 月に「採取解禁！」となる
と会頭・藤本先生のおめめがキラキラ輝くそうですよ。それほどに「ん
まぃ！」んですね。この季節なら佃煮や乾燥クロメがお薦めだそうです。
◎いいちこ、二階堂むぎなどの麦焼酎…いいちこの CM は、坂本冬美さん

の「また君に恋してる」で有名ですよね〜。研究大会会場の iichiko 総合文化センターって、この「いいちこ」のメー
カーである三和酒類が命名権を獲得したことから名付けられたんですって。
◎鳥天…大分は鶏肉の消費量が日本一らしい !「鳥天」って鶏肉の天ぷらのこと。天ぷらと言っても天つゆではなく辛
子酢醤油でいただくんだとか。同じ鶏の揚げたのでも唐揚げとは違うんですよ〜。冷凍の「鳥天」、大分の老舗デパー
ト「トキハ」の地下 2 階で手に入りますから、お土産にいかが？
◎だんご汁、やせうま…やせうまは、協議会ニュースの 59 号トツゲキ昼ご飯にも紹介されていますね〜。家庭で作
るのが一般的ですが、レトルトタイプや乾燥麺も売られてるんですって。
「やせうま」についてのうんちくを語らせ
たら会頭・藤本先生の独壇場 !? 大のお薦めです。
◎吉四六漬け（きっちょむづけ）…大分行ってきたから〜とよくいただくお土産です ! おつまみにもピッタリ !「吉
四六」とは、民話の主人公の名前。豊後国野津院（現在の大分県臼杵市野津町）に実在した人物の名前ですって。「吉
四六話」で検索してみて！
◎かぼす加工品…大分と言えば「カボス」。さわやかな香りの高さとたっぷりの果汁が特徴であることから香母酢とい
う字を充てることもあります。大分駅のホームにはカボスをモチーフにしたベンチがあるんですよ。駅の KIOSK
やデパートの特産品売り場を覗いてみて！カボスを使ったオリジナル商品がいっぱい！かぼす醤油やカボスマヨ
ネーズはここだけ！らしい。
◎しいたけ…大分県の乾しいたけ生産量は国内生産量の 32％をしめてるんですって。全国一の生産量を誇ります。
大相撲千秋楽の表彰シーンで見たことないですか？巨大で透明なトロフィーいっぱいに詰められた干し椎茸が賞品
として贈られてますよね。椎茸にもいろんな種類があるんですよ。中でも「冬茹（どんこ）」は肉厚で人気です。

広報の部屋
第21回 全国病児保育研究大会 in 大分
「ベストシヨット」募集締め切り延長しました！
広報委員長

広報委員会「ベストシヨット」
、続々届いております。封を開けて、
笑ってしまうものも！中には、画伯並みの絵のお写真もありました。
子どもたちの絵や作品にタイトルをつけた写真を送っていただいても
OK です。賞品も右記のようになりました。どんどんご応募ください。
応募締め切り

7月15日（金）

ベストショットに関する
お問い合わせ先

神原雪子

◎１位 … 10,000円のギフトカード
◎２位 … 5,000円のギフトカード
◎３位 … 3,000円のギフトカード×2施設

みるく病児保育室（担当：永野）
TEL 096−351−8825

FAX 096−351−8830

◎今回は特集号のため各コーナーはお休みさせていただきました。

協議会ニュースに関するお問い合わせ先
〔広報委員会総務〕

〔全国病児保育協議会事務局〕

〒577−0802 大阪府東大阪市小阪本町1−11−3
医療法人あおぞら会 ふじもとクリニック

〒535−0022 大坂市旭区新森4−13−17
社会医療法人真美会 中野こども病院

病児保育室こひつじ 岸本 範子 宛

TEL：06−6952−4778 FAX：06−6954−8621

TEL：06−6730−5828 FAX：06−6730−5828

担当：薮田・堀込
http：//www.byoujihoiku.ne.jp

E-mail：kohituji@fujimoto-clinic.org

