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今年のちば大会では、コロナの感染状
況を鑑み、大会１日目の終了後の懇親会
は開催いたしません。例年楽しみにして
くださった方々には大変申し訳ございま
せん。
でもせっかく千葉においでいただいたの
で、ゆっくりおいしいものを食べていただきたいと実行委
員会で検討の結果、千葉県と千葉県飲食店認証事務局のご
協力をいただき、右上の QR コードから会場近くの飲食店
を検索できるようにいたしました。
ページに入っていただき、「マップから探す」で幕張メッセ
と入れて検索していただくと、会場周辺の飲食店が見つけ
られます。認証店か確認店をお選び下さい。
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スッキリと読みやすくなりました。
リニューアル第 1 号となる今号は、研
究大会 in ちばの直前号として実行委
員 長 からのご 挨 拶、大 会タイムスケ
ジュールを掲載しました。同大会は現
地開催。ひさしぶりに会場の雰囲気に
直に触れて勉強し、人の輪を拡げられ
る絶好の機会です。ぜひ盛り上げてま
いりましょう。感染防止対策を万全にし
て現地でお会いできるのを楽しみにして
います。
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行：一般社団法人 全国病児保育協議会

おおた小児科

協議会の年度は、６月１日から５月３１日となっております。今年度
(２０２２年６月１日から２０２３年５月３１日 ) の年会費請求は、事務局
の交代に伴い９月ごろになりますのでご了承ください。

施設情報の更新はお済みでしようか ?
協議会では、施設情報を会員ご自身が各々いつでも更新できるシ
ステムを導入しています。
また、会員専用パスワードはセキユリテイーの観点から随時変え
てまいりますが、一度はシステムにログインし情報を更新するプロセ
スを経ておいていただかないと、新しいパスワードを確認することが
できません。協議会から会員だけに向けたダイレクトな情報発信、
例えば委託金関連の情報なども施設情報として登録されているメー
ルアドレスをシステムから抽出して一斉送信していますので、アドレ
ス情報が正しくないと配信を受けることができません。昨年5月に文
書でお送りしたシステムログイン用のご案内以降、まだ一度もログイ
ン・更新作業を済まされていない施設は、大至急更新をお願いします。
お問い合わせは・・・・
kouhoutoiawase@gmail.com からメールでお願いいたします。

全国病児保育協議会 広報委員会

〒870-0943

川

（大川こども内科クリニック）

〒860-0059 熊本県熊本市西区野中２丁目 12-26
みるく病児保育センター内
電話・FAX：096-352-5837

第 32 回全国病児保育研究大会 in ちば 実行委員長

協議会ニュースに関するお問い合わせ先
一般社団法人

大

今年は千葉でお会いしましょう！
！

事務局よりお知らせ

協議会ニュースはデザインを一新。

（広報委員長

全国病児保育協議会ホームページ https://www.byoujihoiku.net/

長

大分県大分市片島 83-7 大分こども病院
Email： byoujiưoita-kodomo.jp

担当：藤

本

FAX.097-568-2970

保

2022 年 7 月 17 日（日）18 日（月・祝）に千葉市幕張メッ
セで第 32 回全国病児保育研究大会を開催する事となり
ました。2019 年岩手大会以来久しぶりの現地開催を目
指し、実行委員を中心に安全・安心な大会を計画して
います。
新型コロナウイルスの流行は世界中を巻き込み、いま
だ収束の気配を見せていません。特に今年に入ってから
の小児の感染急増は、小児科外来での混乱や混雑、病
児保育室での感染対策や利用者激減等、病児保育を直
撃しました。緊急事態宣言等による預かり不可能、利用
希望者の激減、感染の危険性等は、病児保育室の経営
を圧迫し、雇用の維持や職員の安全も脅かします。全
国で感染状況による差はあれど皆様同じような厳しい状
況の中、病児保育を維持継続していこうとする志は共通
していると感じます。
そんな状況である今年は、現地で実際にお会いでき
る研究大会を開催したいと準備し、残念ながら懇親会
は中止と決断しましたが、大会そのものを安全安心に運
営するためとご理解いただけたらと思います。
千葉での全国研究大会は第 19 回平成 21 年以来 2 度
目となります。その時の実行委員の複数施設が今回も
実行委員として参加しており、さらに新しい施設も加わ
り、実行委員、準備委員一同協力共働し、千葉県全体
でお迎えの準備をしています。
今年の大会テーマは「未来をつくる子育て支援」〜
子どもに寄り添う新しい病児保育を考えよう〜です。様々
な困難に直面している現在の病児保育ですが、未来を
見据え、子どものための病児保育を今こそ考える時では
ないでしょうか。
対面での細かな打ち合わせや準備が必要な企画は難
しく、講演や発表、展示等が主となっていますが、内
容はどれも皆様の興味をひくものではないかと自負してお
ります。
ぜひホームページをご覧ください。こちらでもいくつか

太 田 まり子
病児保育室ミルキー

ご紹介します。
特別講演ではトリセツシリーズでご高名な黒川伊保子
さんがお話しくださいます。教育講演では子どもの心、
食、虐待、病気、等多様な講演を準備しています。特
別企画 1「医療的ケアをもっと知ろう」小児神経の専門
家や施設のお話、
医療機器の展示・見学もあります。「
2 お
もちゃとあそび」おもちゃコンサルタントが選ぶおもちゃ
の展示・Q＆A、病児保育室での活用を紹介します。モー
ニングセミナーは「おねしょ」
「便秘」
「吃音・構音障害」
について専門の先生方のお話しをお聞きします。
この 2 年各種学会の現地開催はほぼなかった一方、
ライブ配信やハイブリッド形式、オンデマンド、などの
便利な方式も急速に広まりました。今回も可能な限りオ
ンデマンド等を活用し、当日聞けなかった講演も後日聞
けるよう考えています。
2 年の間に社会は激変し、企業の協力はあまり得られ
なくなり、感染対策や映像配信関係、人件費にコストが
嵩み、学会運営は大変厳しいものとなっています。
この研究大会は参加者で成り立ちます。皆様どうぞ
参加登録をお願いいたします。
幕張メッセは東京駅からも羽田や成田からも比較的ア
クセスが良く、宿泊のためのホテルも近隣に数多く、研
究大会にいらっしゃる皆様には使いやすい場所となって
います。
沿線にある夢の国をはじめ、近隣にはアウトレットモー
ル、大規模スポーツ施設等もあり、海辺の散歩やレンタ
サイクルでの散策も楽しめます。東京湾越しの夕陽は絶
景ですし、天気が良いとスカイツリーから富士山まで見
えます。
今後フェイスブック、インスタグラム等の SNS でも大
会の企画と近隣地域の紹介をして行く予定です。大会
ホームページと共にぜひご覧ください。
最後にもう一度、参加登録をお願いします！今年の夏、
千葉・幕張メッセでお待ちしています。
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展示・ポスター会場

コンベンションホール①

201

301

302

304

コンベンションホール②
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表

第 1 会場

第 2 会場

第 3 会場

第 4 会場

第 5 会場

展示・ポスター会場

コンベンションホール①

201

301

302

304

コンベンションホール②

受付開始
9:00

10:30-12:20
会頭要望
シンポジウム
【未来をつくる
子育て支援】

8:45-10:20 9:00-10:50 9:00-11:30
9:00-10:30 ９:00-10:20
モーニングセミナー 感染症対策
倫理委員会セミナー
大会特別企画１ 保育園型
【おねしょ・おもらし、 委員会セミナー【医療的ケアをもっと 委員会セミナー （倫理委員会）
便秘、吃音・構音障害】（感染症対策委員会） 知ろう】

10:30-12:00
教育講演１
【子どもの心を守り
育む大人の言葉かけ
ー『となりのトトロ』 一般演題 A
からの贈り物ー】
( 口頭発表 )

＜定員制プログラム＞

つながれる・保育が
楽しくなる〜
伝承のわらべうたあ
そびで保育を豊かに】

11:00
企画展示
広報の部屋
mims 展示

一般演題ポスター貼付
9:00-15:00

保育研究大会 in ちば
実行委員会）

13:40-14:40 13:40-15:10
ステップアップ研修 安全対策委員会
（研修委員会） セミナー

一般演題ポスター閲覧
15:00-17:50

＜定員制プログラム＞ （安全対策委員会）

15:20-16:20
代議員総会
全国病児保育
15:50-17:50 連盟総会
ブラッシュアップ
セミナー②
＜定員制プログラム＞ 16:30-16:50
調査研究委員会
報告
16:50 -17:50
施設長会議

※4 月 20 日現在の情報です

12:00
12:30
13:00
13:30

【感性コミュニケーション

〜男心、女心、子どもの心

10:30-12:00
スペシャルインタレスト
セッション

11:00-12:00
教育講演 7

（資格認定委員会）

＜定員制プログラム＞

【子どもの健やか
な育ちに寄り添う
〜心のケアと発達〜】

表彰式（専門士・永年勤続）
次期会頭挨拶

LS3

LS4

（デンカ株式会社 / （千葉県小児科医会
大塚製薬株式会社） ＋有志の会）

企画展示
広報の部屋
mims 展示
ドリンクコーナー
など

12:00-12:30

13:40-15:00 13:40 -14:40
特別講演２
教育講演 5
【毎日の暮らしに 【子どもの虐待の発見・
対応方法について〜
14:00 役立つアウトドア
虐待のサインを見逃
防災講座
さないために〜】
アウトドアの知恵
を暮らしの中に】
15:00

（保育園型委員会） ＜定員制プログラム＞

10:30-12:00
特別講演１
のトリセツ】

ドリンクコーナー
など

LS1
LS2
（森下仁丹株式会社）（第 32 回全国病児

13:40-14:10 13:40-14:40
一般演題 B
教育講演２
行政説明
【生きる力を育む、 ( 口頭発表 )
（厚労省子ども家庭局）
これからの食】
14:20-14:50
会長講演
14:50-15:50 14:50-15:50
教育講演３
教育講演 4
15:00-16:40 【全ての子どもに 【たった一度の子ども
シンポジウム やさしい保育を 時代、忘れものをさせ
【＜お弁当で気づく食事 考える…
ていませんか？】
事故リスク >
なぜ特別な支援を
〜歯科医と救急医が予防の 必要とする子ども
ヒントを教えます！〜】 を集団で育むのか】16:00 -17:50
ブラッシュアップ
セミナー③
＜定員制プログラム＞
16:50 -17:50
教育講演６ 17:10 -17:50
【「教えて！ドクター」専門士更新説明会
から学ぶ子どもの （資格認定委員会）
病気とおうちケア】

10:30

10:30-12:20 10:30-12:00
ブラッシュアップ
実践講座１
【〜子どもと ぎゅっと
セミナー①

12:00
12:30

全国病児保育協議会ニュース

【2 日目】 ２０２２年 7 月 18 日（月・祝）

9:50-10:20
開会式
会長挨拶
会頭講演
10:30
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一般演題ポスター前発表
9:00-11:50

13:00-15:00
大会特別企画 2

【病気のときだって
あそびたい！
を叶えます〜おも
ちゃコンサルタン
トが選ぶおもちゃ
と遊び〜】

13:40-15:00
実践講座２
【日々の絵本・
絵本の日々】

一般演題ポスター撤去
12:00-14:00

閉 会 式

広報の部屋 2022 in ちば大会
〜協議会ニュースの 100 号をふり返る〜

協議会ニュースは2020年1月に発行100号を迎
えました。
今年の『広報の部屋』では協議会ニュース創刊号か
ら100号までを展示します。病児保育の今昔をその
目でお確かめください。
協議会ニュースが刻んできた時の流れの中には、
そ
れぞれの立場と役割で病児保育に携わってきた私達が

たしかにいて、
そして今、
私達は病児保育をより良くす
るために信念と情熱を持ってここに立っています。
実は2020年の第30回記念大会でお披露目する
はずだったこの企画。新型コロナの2年以上におよぶ
波を越えて、この第32回ちば大会で満を持しての開
催にたどり着きました。
『広報の部屋』にぜひお立ち寄
りください。
あのとき・あの時期・あの時代に
私は・私達はそこにいた、そして今ここにいる
We are Here.
〜 病児保育には 社会と未来を変える力がある 〜

