第 20 回日本保育園保健学会 in 東京のご案内
一併催

第 3 ブロック研修会一

メインテ一マ「チームで支える子どもの育ち」
厚生労働省の推計では，2013 年の年間出生数は 103 万 1 千人と戦後最少となることが明らかです。少子化に歯
止めがかからない状況です。未来の日本を支える子ども達は，社会の宝です。生まれてきた子どもの育ちをみんな
で応援し，子どもの成長をみんなで喜び会うことが大切ではないでしょうか。
就学前の子どもたちの多くが，1 日の多くの時間を過ごすところが保育園や幼稚園です。そこに関わるさまざま
な専門職はもちろん，地域に暮らす人や家庭が手を携えて子どもの育ちを支えることが必要です。そんな想いをメ
インテーマ「チームで支える子どもの育ち」に込めました。
保育園や幼稚園に通う子どもたちの心や身体の健やかな育ち，すなわち「保育保健」を考えてきた本協議会の
20 回目となる節目の大会です。今回は会期の 1 日半を同じ会場に集まり，参加された皆さんの心を一つにして，
私たちに出来ること，しなければならないことを考える機会にしたいと企画を考えました。
交流会も堅苦しくなく楽しい語り合いの場となればと思います。10 月に中野でお待ちしています。多くの方の
参加を熱望します。
会

頭：田中英ー（日本保育園保健協議会理事

会

期：2014 年 10 月 25 日（土）～ 26 日（日）

会

場：なかの ZERO 大ホール

田中歯科クリニック院長：中野区）

東京都中野区中野 2- 4- 7

電話：03-3340-5000

JR 中央・総武線または東京メトロ東西線中野駅南口徒歩 8 分
参 加 費：事前参加費 6,000 円（当日参加費 7,000 円）学生 1,000 円 交流会（懇親会）：6,000 円（中野サンプラザ）
申込方法：①最終ページの参加申込書該当欄に必要事項を記入
②同封の振込票にて，学会参加費、交流会参加費を郵便局または銀行より振り込む
③①に②の受領証を貼付し，事務局へ FAX（03-6912-1224）または郵送する
④学会前に，参加予約証をお送りします。（参加予約証は学会当日，受付へ提出して下さい）
※①②はいずれも学会ホームページ（http://www.nhhk-society.net/）からダウンロードできます。
申込締切：9 月 30 日（火）必着
後

援：厚生労働省，文部科学省，日本医師会，日本歯科医師会，日本小児科学会，中野区，他

生涯研修：日本保育園保健協議会生涯研修
日本小児科学会専門医制度

15 単位，日本医師会生涯教育制度
8 単位，日本小児歯科学会専門医制度

10 単位
5 単位

大会ホームページ：http://www.nhhk-society.net/

一プログラム一

プレセミナ一 10 月 25 日（土）※参加希望の方は「保育と保健 20 巻 2 号」に同送の申込書をお使いください。
1．
「こどもの一時救命処置」
（定員 60 名：事前申込要）
10：00 ～ 11：30

なかの ZERO 西館２階

学習室 1

講師：清田敏恵（日本赤十字社事業局救護福祉部参事），他
2．
「リスクマネージャ一養成講座」
（定員 40 名：事前申込要）
9：30 ～ 12：00

なかの ZERO 西館 1 階

学習室 A

講師：吉岡敦志（事故予防・安全対策委員会委員統括リスクマネージャーちどり保育園），他

第 1 日目 10 月 25 日（土）大ホール
12：30 開会式
会長挨拶

遠藤郁夫（日本保育園保健協議会会長・浜町小児科医院理事長）

12：40 会頭講演

座長：遠藤郁夫（日本保育園保健協議会会長）

「協議会の 20 年を振り返って一チームで取り組む子どもの育ちを目指して一」
田中英一（第 20 回日本保育園保健学会会頭・日本保育園保健協議会理事）
13：00 基調講演

座長：田中英ー（日本保育園保健協議会理事）

「今後のわが国における保育保健が果たす役割」
五十嵐隆（日本保育園保健協議会副会長・独立行政法人国立成育医療研究センター総長）
14：00 特別講演 1

座長：藤田

位（日本保育園保健協議会理事・藤田小児科院長）

「最近の子どもの歯や口の話題」
井上美津子（昭和大学歯学部小児成育歯科学講座教授）
15：10 会員活動報告会ならびに表彰式
15：30 記念企画Ⅰ「これからの保育保健を考える」
座長：北野久美（日本保育園保健協議会理事・あけぼの愛育保育園園長）
有益

修（日本保育園保健協議会理事・有益小児科医院院長）

1）会長講演

15：30「保育保健の現状と課題」

遠藤郁夫（日本保育園保健協議会会長・浜町小児科医院理事長）
2）記念講演 I

15：45 「これからの保育行政・保育指針およびガイドラインを活かした保育保健のあり方」

朝川知昭（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課課長）
3）記念講演Ⅱ

16：25 「日本医師会の保育保健への取り組み−園医の役割，地域の支援体制など−」

今村定臣（日本医師会常任理事）
4）提言 1

17：05「保育園看護師の立場から」

並木由美江（日本保育園保健協議会理事・全国保育園保健師看護師連絡会会長）
5）提言 2

17：15 「園長の立場から」

菊地政幸（日本保育園保健協議会理事・船堀中央保育園園長）
6）まとめ

17：25

遠藤郁夫（日本保育園保健協議会会長）

第 2 日目 10 月 26 日（日）大ホール
9：00 記念企画Ⅱ「症状からみた乳幼児の病気：子どもの育ちの最新情報」
座長：三浦

義孝（日本保育園保健協議会副会長・みうら小児科院長）

並木由美江（日本保育園保健協議会理事・全国保育園保健師看護師連絡会会長）
1）
「発熱・発疹」9：00

崎山

弘（崎山小児科院長）

2）
「この咳：なんの咳？」9：25
3）
「下痢・嘔吐」9：50

横井茂夫（横井こどもクリニック院長）

渡辺克也（わたなベこどもクリニック院長）

4）
「かゆみ・暮麻疹・アトビ一性皮膚炎」10：15
5）
「けいれん・てんかん発作」10：40
6）
「肥満とやせ」11：05

寛（青梅市立総合病院小児科副部長）

北中幸子（東京大学大学院小児医学講座准教授）

11：40 ランチョンセミナ一

座長：崎山

「予防接種の基本を知ろう」 田島
12：30

高橋

成田雅美（国立成育医療研究センターアレルギー科）

弘（崎山小児科院長） 共催：ジャパンワクチン株式会社

剛（博慈会記念総合病院副院長）

休憩

13：00 実践報告

座長：小川

實（日本保育園保健協議会副会長・小川クリニック理事長）

「保育園での食育実践」 渡邊賢礼（新潟大学大学院医歯学総合研究科摂食嚥下リハビリテーション学分野）

13：30 特別講演 2

座長：野矢淳子（日本保育園保健協議会理事・たまこどもクリニック院長）

「かかわりの中で心を育てる」 荻野美佐子（上智大学総合人間科学部心理学科教授）
14：30 公開講座「インフルエンザ対策

up to date」

座長：和田紀之（日本保育園保健協議会理事・和田小児科医院院長）
佐藤直子（足立区立沼田保育園看護師）
1）
「学校保健安全法施行規則の一部改正一インフルエンザの登園基準の変更について一」14：30
和田紀之（和田小児科医院院長）
2）
「インフルエンザワクチンの小児接種量の変更について」14：50
中島夏樹（川崎市医師会育園医部会・中島医院院長）
3）
「保育園，幼稚園におけるインフルエンザ感染状況調査」 15：10
萩原温久（萩原医院院長）
4）
「保育所におけるインフルエンザ対策」 15：30
佐藤直子（足立区立沼田保育園看護師）
16：00 閉会式
○一般演題（ポスター発表）について
・今回はポスター発表のみですが，ポスター前での，座長の進行による
口頭発表（5 分）
・質疑応答（3 分）があります。
・場所：なかの ZERO 大ホール 3F ホワイエ

20cm

70cm

20cm P1-A1

演題名
発表者 共同演者 所属

・掲示期間：大会期間中 （掲示 25 日 14 時～撤去 26 日 15 時）
・口頭発表・質疑応答：25 日（土）午後 4 時 30 分～ 5 時 30 分
26 日（日）午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分

160cm

・演題申込締め切りは 7 月 31 日（木）です。
・申し込みは，一般演題登録フォーム（学会 HP よりダウンロードできます）に
必要事項を記入の上「20th.nhhk@gmail.com」へメールでお申し込みください。
・演題の採否，発表時間は事務局にご一任願います。
・演者は共同演者を含め，本協議会会員となります。
・ポスターサイズ：横 90cm 縦 180cm このスペース内で発表ください。演題名，所属，演者名は，各自ご用
意ください。演題番号は予め貼ってあります。
・発表形式等，わからないことは，協議会事務局へお問い合わせください。
○交流会（懇親会）について
日

時

10 月 25 日（土）午後 6 時 15 分（大会 1 日目終了後）

会

費

6,000 円

会

場

中野サンプラザ 14 階

一アトラクション一

クレセントルーム http://sunplaza.jp/access/

中野 ZERO から徒歩 9 分

まあせんせい公式ホ一ムぺ一ジ http://masensei.com/

「まあせんせい」でおなじみの，カリスマ保育士菊地政隆先生のミニイベントです。
〇宿泊については，各自手配をお願いします。
○問い合わせ先：第 20 回大会事務局（日本保育園保健協議会内） http://www.nhhk.net/
〒 102-0083 千代田区麹町 4-5-20

KS ビル 5F

中野駅

電話：03-6912-1222

FAX：03-6912-1224

FAX

03-6912-1224 日本保育園保健協議会

第2 0 回 日本保 育 園 保 健 学 会 （東京）
平成 26 年10月25日（土）
・26日（日）

参加申込書

※前登録は平成26年9月30日
（火）
までにお申し込みください
※会員番号不明の場合は空欄にしてください
※会員外，一般の方もご参加いただけます

協議会団体会員登録名

（会員番号

）

（会員番号

）

参加者全員の
氏名・ふりがな
協議会個人会員
氏名・ふりがな
一般参加者
氏名・ふりがな
学
生
氏名・ふりがな

※受付で学生証を提示してください

交流会参加者
氏名・ふりがな
10月26日（日）11:40 ランチョンセミナー
「予防接種の基本を知ろう」
田島 剛（博慈会記念総合病院 副院長）

（○印）

お振り込み後の「振替払込請求書兼
受領証」を貼付してください

栄養士・医師・歯科医師・教育・行政・
その他（

）

〒
住

所

電

話

ＦＡＸ
Ｅ-mail

※参加費払込取扱票がお手許にない場合は，ゆうちょ銀行備付の払込票，または学会
ホームページ（http://www.nhhk-society.net/）からダウンロードしてご利用ください。
口座番号：00130-3-489003
加入者名：日本保育園保健学会
通 信 欄：振込内容の明細(参加費・交流会の区別，人数を記入してください)

振替払込請求書兼受領証貼付位置

※団体会員の
方には協議会
登録の団体所
在地へお送り
しますので記
入不要です

加 ・ 不参加

施設長・保育士・看護師・管理栄養士・

職種
（○印）

参 加
予約証
郵送先

参

