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　平成29年７月16日～ 17日に第27回全国病児保
育研究大会を大阪市中之島公会堂で開催します。
大会直前号としてこのように本誌で大会の概要を
紹介する機会をいただきましたが、５月19日の事
前参加登録締切日の時点で、すでに981名の方か
ら登録をいただいており、うれしいながらも責任
の大きさを感じています。本誌前号（87号 平成
29年４月発行）での原田佳明先生（大会実行委員
長）の「まいど！おおさか大会」という大会紹介
文で本大会の内容はほぼ網羅されていますので、
本号では会頭としての大会への思いを述べさせて
いただきます。それを一言で述べますと、大阪に
足を運んでいただく限りは、病児保育のこれまで
の歩みを振り返るとともに、今後の展望を皆で考
えていきたいということです。
　前回大阪で開催したのは、第16回大会（平成18
年７月）なので、11年ぶりに初期協議会研修の土
地に戻ってくることになります。平成３年（1991
年）大阪の地で協議会が発足しましたが、その後平
成15年（2003年）までは、毎年春に総会、秋に研
修会と大阪（千里）の地で開催されてきました。ほ
んの15年ほど前ですが、何と活気のある集会であっ
たかと懐かしく思い出されます。全く初めての人で
あっても、その会の中に入るとマジックにかかった
ように一瞬にして同志になるのです。病児保育につ
いての一般社会の理解が進まない中で、大阪の地に
集まることで、皆が同じ方向を向いていることが実
感されたのだと思います。このように感慨深い土地
での開催ですが、前回の開催から10年以上経過し、
社会情勢の変化もさることながら、病児保育に対す
る認識や取り巻く環境はあまりにも大きく変化し戸
惑うばかりです。当地大阪では、医師会や大学病院
が率先して病児保育の重要性を訴え開設を推進し、
訪問型病児保育が一部の地域ながらも広がりつつあ
るのですが、その実は病児保育の理念も事業のあり
方もそっちのけで、就労支援にばかり関心が向いて
いるのではと危惧せざるを得ません。

　さて、今大会は、実行委員
長の原田支部長はじめ、大阪
支部および賛同いただく施設
20数施設を中心に準備されました。大会テーマを
募集したところ、実行委員から多数提案され、最
終的に会頭の思いと通ずる「これからの病児保育
－大切にしたいこと、始めていくこと－」になり
ました。大会初日の最初のシンポジウムでは、テー
マに沿った内容を４名の歴代会長と意見交換した
いと思います。また、２日目最終の市民公開講座
では、病児保育に限らずに育児と就労の両立支援
で大切にしたいこと、始めていくことについて、
厚労省や企業の取組を紹介してもらいます。特別
講演・教育講演は、スタッフが日頃から聞きたい
と願っていたのかもしれませんが、実行委員会で
直ぐに決定し、協議会の各委員会プログラムとと
もに幅広く内容の濃いものとなりました。８つの
ワークショップは小規模ながら参加型のプログラ
ムとして人気があり、登録開始とともに定員が一
杯になったと聞いています。これも、最近の研究
大会の傾向ですね。さらに、多くの一般演題も登
録していただきました。中央公会堂の最も人が集
まる広いスペースを、ポスター発表の場としまし
た。今回は、口演演題にもポスターを用意しても
らっています。２日目の昼に、サンドイッチを食
べながら、畏まることなく普段のスタイルでディ
スカッションしてほしいです。施設長会議、なん
でも相談コーナー、代議員会は、施設長はじめこ
れから病児保育を始めてみたいと考える方のため
に、しっかりと時間を確保させていただきました。
　大会中に不手際があり、ご迷惑をおかけすること
があるならば会頭のせい、楽しく有意義な時間が持
つことができれば実行委員会の力と心得ております。
１年で最も暑い海の日の連休期間中、お互いに青春
を燃焼していただければうれしいです。「青春とは人
生のある時期ではなく、 心の持ち方を言う」 （サミュ
エル・ウルマン）。どうぞよろしくお願いします。

ようこそ！おおさかへ！ようこそ！おおさかへ！
木　野　　稔第 27回全国病児保育研究大会 会頭
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第27回 全国病児保育研究大会 in 大阪 日程表  〔第１日目〕  平成29年７月16日（日）

会場名
第１会場 第２会場 展示会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 第８会場 第９会場

大阪市中央公会堂 ＡＰ大阪淀屋橋
１階 大集会室 ３階 中集会室 ３階 中集会室回廊 ３階 小集会室 Ｂ１階 大会議室 ２階 ６・７・８会議室 ３階 ルームＧ ３階 ルームＨ＋Ｉ ３階 ルームＪ＋Ｋ ４階 ルーム北Ｂ

9：30 ９時 30分　開場・受付開始
（大阪市中央公会堂 1階 大集会室ロビー）

９：30－11：00

ポスター貼付

９：50－10：00
開会式

10：00
10：00－11：50

会頭要望
シンポジウム
「これからの病児保育
－大切にしたいこと、
始めていくこと－」

藤本　　保
木野　　稔
稲見　　誠
大川　洋二

10：00－18：00

企業展示

10：00－11：00

基礎研修
（保育）

10：00－12：00

ワーク
ショップ２

「病（後）児保育室
における構成あ
そびの一例」

石田　典子

10：00－12：00
ワーク
ショップ１
「やさしい看護 
ゆたかな保育 そ
の三～これから
の病児保育室 病
後児保育室 分か
り合えば何かが
変わる！～」

岸本　範子

11：00

11：00－12：00

ポスター閲覧

11：00－12：00

基礎研修
（看護）

12：00

12：10－13：10

ランチョン
セミナー１
〈共催〉
ＭＳＤ㈱

12：10－13：10

教育セミナー
「ちょっと困って
いるこどもたちへ
の気付きと対応」

村上　貴孝

12：10－13：10

ランチョン
セミナー２
〈共催〉

ジャパンワクチン㈱
第一三共㈱13：00

13：10－14：10

特別講演
「絵本ライブ」

長谷川 義史
13：10－15：10

調査研究委員会

13：10－14：10

基礎研修
（保育看護）

14：00

14：20－15：20

教育講演１
「温かく丁寧な支援とは
～支援者がいきいきと
仕事をするために～」

津村　 薫

14：20－15：32

一般演題Ａ
（口演）

【会頭要望演題】
15：00

15：10－18：00

ポスター閲覧

15：30－16：30

教育講演２
「こどものかぜ」

西村　龍夫

15：35－16：35

一般演題Ｂ
（口演）
【一般演題】

15：50－16：40

施設長会議 16：00－18：00

ワーク
ショップ５
「病児保育室でで
きる服薬支援」

木下　博子

16：00－18：00

ワーク
ショップ３

「急変時の対応～
アナフィラキシー
とこどもの一次救
命処置法～」

井上　幸子

16：00－18：00

ワーク
ショップ４

「チーム全体でア
セスメント力を高
めよう～保育看護
の事例検討を通じ

て～」

江頭　則子

16：00

16：40－17：20

資格更新説明会

16：40－17：20

なんでも
相談コーナー17：00

17：30－18：30

代議員総会18：00

19：00

19：00－21：00

懇親会
リーガロイヤルホテル ２階 山楽の間

20：00

21：00



一般社団法人 全国病児保育協議会ニュース2017年（平成29年）７月１日 （3）第88号

第27回 全国病児保育研究大会 in 大阪 日程表  〔第２日目〕  平成29年７月17日（月・祝）

◆ 第27回 全国病児保育研究大会 in 大阪 広報の部屋 ◆

「たいせつにしていること」 
「始めていきたいこと」で

つながろう！

　施設紹介写真と
   　「たいせつにしていること」
　 　　「始めていきたいこと」を大募集!!
　　 　大阪会場広報の部屋でみんなでつながりましょう!

お送りした募集要項をご覧いただき、所定の用紙でご応募ください。応募作品の
中から抽選で商品券をプレゼント！締め切りは ６月16日（金）までです。

たくさんのご応募、お待ちしております。

会場名
第１会場 第２会場 展示会場 第３会場 第４会場 第５会場 第６会場 第７会場 第８会場 第９会場

大阪市中央公会堂 ＡＰ大阪淀屋橋
１階 大集会室 ３階 中集会室 ３階 中集会室回廊 ３階 小集会室 Ｂ１階 大会議室 ２階 ６・７・８会議室 ３階 ルームＧ ３階 ルームＨ＋Ｉ ３階 ルームＪ＋Ｋ ４階 ルーム北Ｂ

9：30 ９時 30分　開場・受付開始
（大阪市中央公会堂 1階 大集会室ロビー）

10：00

10：00－12：00

感染症セミナー
10：00－12：00

ポスター閲覧

10：00－14：30

企業展示

10：00－12：00

ステップ
アップ研修

10：00－12：00

保育園型
プロジェクト

10：00－12：00
ワーク
ショップ９
「病児保育室は
どんなところ？
～私たちが子ど
も達にできるこ
と・大切にして
いる思いとは～」

城　 雅子

10：00－12：00
ワーク
ショップ６

「病児保育から子
どもの貧困を考
えてみよう」

前田 梨少子

10：00－12：00
ワーク
ショップ７

「発達障がいの子
どもの家族を支
えるために～病
児保育室ででき
ること～」

原木　真名

10：00－12：00
ワーク
ショップ８

「未就学児の虐待
の兆候～CAP実
践より探る～」

木下 由美子

10：00－12：00
スペシャル
インタレスト
セッション

「病児保育専門士
スペシャルインタ
レストセッション」

永野　和子

11：00

12：00

12：00－13：00

ポスター発表
【A・C・E・G・Ｉ・K】

13：00
13：00－13：50

ポスター発表
【B・D・F・H・J】13：30－13：50

資格認証式
次回会頭挨拶

13：50－14：30

ポスター撤去
14：00

14：00－15：30

市民公開講座
「少子化時代の育児
と就労を支援する
－大切にしたいこ
と、推進していく

こと－」

吉田　　学
泉田　友紀

15：00

15：30－15：40
閉会式

16：00

（平成29年５月30日現在）
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今号は、第27回全国病児保
育研究大会 in 大阪の大会直
前号です。実りある大会にな
ることに期待するとともに、
皆さまと語り合えるのを楽し
みにしています。
　　（広報委員長　藤本　保）

一般社団法人 全国病児保育協議会ニュース

協議会ニュースに関するお問い合わせ先

一般社団法人 全国病児保育協議会 広報委員会
担当：藤　本　　 保

〒870－0943 大分市大字片島83－7
大分こども病院

FAX.097－568－2970
E-mail：byouji@oita-kodomo.jp

　さてさて、今年の研究大会は
「食いだおれの町」大阪 !!
　食いしん坊の N としては、
紹介したいものがいっぱいあり
すぎて、困っちゃいます !
　飛行機でお越しの皆さんは、

伊丹空港を利用されると思いますが、
横に長～い空港というイメージです。南ターミナルと北ターミナルがあり、その連

絡通路のようなところに、関西のお土産屋さんがずらりと並んでいます。551の豚まんで有名な
「蓬莱」さんもありますよ～♪
　新幹線をご利用の方は「新大阪駅」に到着です。ここは、お土産パラダイス !
大阪のお土産は、ほとんどここで購入することができます。改札外にも改札
内にも、たくさんのお土産が売っています。ついつい、新幹線に乗り遅れそ
うになるくらい、見ていて楽しいですよ♪そして、改札内には、Nが大阪に
行ったら絶対食べたい「今井」のうどんが食べられるフードコートがありま
す !どこまで好きやねん !と言われるほど、食べてます「今井」のうどん（笑）
あと、「神宗」のお昆布もお勧めです！

　スウィーツ系は、ホントにいろいろ和洋
折衷ありますので、ご自分でお好みのもの
を !! 大阪ならではの面白いネーミングのも
のがたくさんあります。
　食べ物ではないけれど、「ビリケンさん」
グッズを買って、足の裏をなでなでして、
願い事をしてみるのもお勧めです !

どこまで
好きやね

ん!

どこまで
好きやね

ん!

大阪大阪　　
　　　　

食いしん
坊Ｎの


