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ご挨拶
北の大地で語らいましょう

第19回日本保育園保健学会会頭渡辺一彦

　皆さん。さわやかな秋の北の大地にようこそ。北海道での開催は故南部先生が会頭を務められた大会から

8年ぶりです。

　政権交代後、自民党安倍内閣がアベノミクスで盛んにデフレ脱却、景気回復を図ろうとしています。その

一方教育、福祉領域は隅に追いやられた感があります。保育関係をみても、待機児童対策として、今後5年

間で保育の受け皿を40万人分増やして、待機児童を0にするという計画を打ち出しましたが、ほんとうに可

能でしょうか。その一環として厚労省は株式会社の認可保育所参入を促すため、自治体に緩和要請を行いま

した。これで果たして安心して預けられる保育園ができるのでしょうか。

　近年貧困と格差の広がりによって、子どもたちも大きな負担を強いられています。また保育現場での感染

症の様変わりやアレルギーの増加、予防接種の拡大、保育現場での安全対策の向上が話題になっています。

園児が大きな愛情に育まれ、たくましく健康に育ってほしいという願いを込めて、メインテーマは「子ども

たちに健康と愛を一北の大地からのメッセージー」といたしました。

　学会では一般演題のほか、会長講演、会頭講i演、宮本太郎中央大学（前北大）教授による「子育て支援を

軸にした社会保障改革へ」の基調講演、厚労省による保育政策の解説、食物アレルギーのシンポジウム、く

る病の教育講演、保育園での事故、ヒヤリハットの特別報告、予防接種、感染症に関するコーヒーブレイク

セミナー、ランチョンセミナーなどを予定しております。同時並行として保育に有益な展示も行う予定で

す。また全国からの参加者と楽しく交流できる懇親会も札幌の観光スポットであるサッポロビール園で行い

ます。

　会場の藤女子大学は保育教育も担う北海道の女子教育の殿堂です。明日からの保育園活動にとって実りあ

るものになるよう、大いに語らい深め合いましょう。
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第19回日本保育園保健学会日程表

第1日目　9月28日（土）
A会場 B会場 C会場 新館6階 新館6階

（3階講堂） （新館6階　651講義室） （新館6階　655講義室） 653演習室 657講義室

12：00

受付開始

12：50

開会式

会頭挨拶　渡辺　一彦
（北海道保育園保健協議会会長）

13：00

会頭講演

座長：穴倉　廻彌
（北海道保育園保健協議会）

「ささやかな園医活動から学んだこと」

渡辺　一彦
（北海道保育園保健協議会会長）

13：30

教育講演

座長：飛世　千恵
（北海道保育園保健協議会）

「ビタミンD欠乏症の最近の知見と対策」

母坪　智行
（NTT東ll本札幌病院小児科医長）

14：00

基調講演

座長：渡辺　一彦
（北海道保育園保健協議会）

「子育て支援を軸にした社会保障改革へ

ビジョンと展望」

宮本　太郎
（中央大学法学部教授）

企
15：00

コーヒーブレイクセミナー1
座長：富樫　武弘

コーヒーブレイクセミナー皿

座長：有賀　　正
業

（札幌市立大学看護学部特任教授） （北海道大学大学院医学研究科小児
科学分野教授） 展

「集団生活と予防接種　一お母さんに

気にしてほしいワクチン接種一」

「インフルエンザに罹ったら

　　　一保育園での感染症対策一」

シンポジウム打合せ

（15：00～15：45） 示
武内　　一 石黒　信久
（佛教大学社会福祉学部教授） ↓北海道大学病院感染制御部診療教

授）

共催：サノフィパスツール㈱
第一三共㈱ 共催：グラクソ・スミスクライン㈱

16：00

16：15

シンポジウム

「保育現場での食物アレルギー」

座長：飯塚　　進（北海道保育園保健協議会）

吾田富七子（北海道保育園保健協議会）

「札幌市の保育所における食物アレルギー等の
現状について」

本間ひとみ
（札幌市子ども未来局保育課栄養指導担当係
長）

「食物アレルギーの診断・治療」

渡辺　一彦
（北海道保育園保健協議会会長）

「栄養士の立場から」

佐々木由紀子
（幌北ゆりかご保育園栄養士）

「エピペンの預かりについて一看護師の立場から」

吉木　美恵
（花山保育園看護師）

18：00

18：30

専用バス等で交流会場へ移動

交流会　（サッポロビール園）
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第2日目　9月29日（日）
A会場 B会場 C会場 新館6階 新館6階

（3階講堂） （新館6階　651講義室） （新館6階　655講義室） 652・653演習室 657講義室

7：30

理事会（京王プラザホテル札幌）

9：00

一般演題B－1～B－3　　9：00～9：30 一般演題C－1～C－4　　9：00～9：40
「食物」 「保育環境」

座長：飯塚　　進 座長．吾田富士子
（社会医療法人母恋天使病院） （藤女子大学人間生活学部保育学科）

出村　　守 吉木　美恵
（医療法人社団健守会 （花山保育園）

札幌でむら小児クリニック）

一般演題B－4～B－7　　9：30～10：10 一般演題C－5～C－7　　9：40～10：10
「感染症・予防接種」 「食育」

座長：菊田　英明 座長：川合　洋子
（特定医療法人とこはる東栄病院） （日の丸保育園）

古田　博文 古賀　康嗣
（医療法人社団ふるた小児科クリニソク） （みんなのこどもクリニック）

一般演題B－8～B－11　10：10～10：50 一般演題C－8～C－11　10：10～10：50
「事故」 「医療的ケアほか」

座長：中山　雅之（JR札幌病院） 座長．小笠原由法
高橋美佐子（愛和えるむ保育園） （医療法人社団ポプラ小児科医院）

津田　哲哉
（医療法人社団つだ小児科）

11：00

総会・表彰式

12：30

ランチョンセミナー1 ランチョンセミナー皿

座長：渡辺　　徹 座長ヅ1・林　邦彦

（札幌市小児科医会会長） （北海道大学名誉教授）

編集委員会
「小児侵襲性細菌感染症の過去・
現在・そして未来

「保育園でよくある感染症

　　　　一溶連菌・とびひなど一」
（11：30～13：45、

653演習室） 企
一 集団生活にこそ必要な『予防』と 菊田　英明

いう考え方一」

　堤　　裕幸

（東栄病院副院長・北海道大学客員
教授）

業

（札幌医科大学小児科教授戊

共催：プアイザー㈱ 共催：Meiji　Seikaファルマ㈱ 展
13：30

13：40
一エピペン講習会 不

講師：渡辺　一彦
（北海道保育園保健協議会会長）

14：00

特別講演

座長：笠原　昇一
（北海道保育園保健協議会） 事故予防・安全対

策委員会

「保育行政の最近の動き」 （13：45～15：00、

橋本　泰宏 653演習室）

（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長）
14：30

会長講演
特別報告打合せ
（14：30～14：50、

座長：川合　洋r
（北海道保育園保健協議会）

652演習室）

「保育保健の現状とこれからの課題」

遠藤　郁夫
（日本保育園保健協議会会長）

15：00

特別報告

座長：高橋美佐子
（北海道保育園保健協議会）

「保育園での事故の経験」

菅野由美子
（幌北ゆりかご保育園園長）

「開園当時からのヒヤリ・ハットのまとめ」

宮野　陽子
（白石うさこ保育園主任保育士〉

指定発言

「保育園における事故予防・安全対策の

確立に向けて

一 日本保育園保健協議会によるインターネッ
トIA報告システムー」

帆足　英一

（日本保育園保健協議会事故予防・安全対策
委員長／世田谷子どもクリニック院長）

16：00

閉会式

閉会挨拶　菊田　英明
（第19回日本保育園保健学会実行委員長）
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講演・シンポジウム・セミナー・講習会　ご案内

会長講演　　9月29日（日）14：30～15：00　A会場

　　座長：川合　洋子（北海道保育園保健協議会）

　　「保育保健の現状とこれからの課題」

　　　　遠藤　郁夫（日本保育園保健協議会　会長）

会頭講演　　9月28日（土）13：00～13：30　A会場

　　座長：穴倉　廼彌（北海道保育園保健協議会）

　　「ささやかな園医活動から学んだこと」

　　　　渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会　会長）

基調講演　　9月28日（土）14：00～15：00　A会場

　　座長：渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会）

　　「子育て支援を軸にした社会保障改革ヘ　ビジョンと展望」

　　　　宮本　太郎（中央大学法学部教授）

特別講演　　9月29日（日）14：00～14：30　A会揚

　　座長：笠原　昇一（北海道保育園保健協議会）

　　「保育行政の最近の動き」

　　　　橋本　泰宏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長）

教育講演　　9月28日（土）13：30～14：00　A会場

　　座長：飛世　千恵（北海道保育園保健協議会）

　　「ビタミンD欠乏症の最近の知見と対策」

　　　　母坪　智行（NTT東日本札幌病院小児科医長）

シンポジウム　　9月28日（土）16：15～18：00　A会場

「保育現場での食物アレルギー」

　　座長：飯塚　進・吾田富士子（北海道保育園保健協議会）

　・「札幌市の保育所における食物アレルギー等の現状」

　　　　本間ひとみ（札幌市子ども未来局保育課栄養指導担当係長）

　・「食物アレルギーの診断・治療」

　　　　渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会会長）

　・「栄養士の立場から」

　　　　佐々木由紀子（幌北ゆりかご保育園　栄養士）

　・「エピペンの預かりについて一看護師の立場から」

　　　　吉木　美恵（花山保育園　看護i師）
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コーヒーブレイクセミナー（生涯研修プログラム）　9月28日（土）15：00～16：00

コーヒーブレイクセミナーI　　B会場

　座長：富樫　武弘（札幌市立大学看護学部特任教授）

　「集団生活と予防接種～お母さんに気にしてほしいワクチン接種～」

　　　武内　一（佛教大学社会福祉学部教授）

コーヒーブレイクセミナーII　　C会場

　座長：有賀　正（北海道大学大学院医学研究科小児科学分野教授）

　「インフルエンザに罹ったら一保育園での感染症対策一」

　　　石黒　信久（北海道大学病院感染制御部診療教授）

ランチョンセミナー（生涯研修プログラム）　9月29日（日）12：30～13二30

ランチョンセミナーI　　B会場

　座長：渡辺　徹（札幌市小児科医会　会長）

　「小児侵襲性細菌感染症の過去・現在・そして未来

　　～集団生活にこそ必要な『予防』という考え方～」

　　　堤裕幸（札幌医科大学小児科教授）

ランチョンセミナーll　　C会場

　座長：小林　邦彦（北海道大学名誉教授）

　「保育園でよくある感染症一溶連菌・とびひなど一」

　　　菊田　英明（特定医療法人とこはる東栄病院副院長・北海道大学客員教授）

エピペン講習会　9月29日（日）13：40～14：00　C会場

　　講師：渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会　会長）

　　　　　・受　付一学会1日目（28日・事前受付）先着150名

　　　　　・参加費一無料
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学会プログラム

［第1日目　9月28日（土）］
12：00～ 開場（受付開始）

12：50～13：00　　開会式 会頭挨拶　渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会会長）

13：00～13：30 会頭講演　　　　　　　　　　　　　　座長：穴倉

「ささやかな園医活動から学んだこと」

　　渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会会長）

廼彌（北海道保育園保健協議会）

　　　　　　　　　　　A会場

13：30～14：00 教育講演　　　　　　　　　　　　　　　座長：飛世

「ビタミンD欠乏症の最近の知見と対策」

　　母坪　智行（NTT東日本札幌病院小児科医長）

千恵（北海道保育園保健協議会）

　　　　　　　　　　　A会場

14：00～15：00 基調講演　　　　　　　　　　　　　　　座長：渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会）

「子育て支援を軸にした社会保障改革ヘ　ビジョンと展望」　　　　　　　　　A会場

　　宮本　太郎（中央大学法学部教授）

15：00～16：00 コーヒーブレイクセミナー（生涯研修プログラム）

○コーヒーブレイクセミナーI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B会場

　　　　　　　　　　　　　　　座長：富樫　武弘（札幌市立大学看護学部特任教授）

「集団生活と予防接種～お母さんに気にしてほしいワクチン接種～」

　　武内　　一（佛教大学社会福祉学部教授）

　　　（共催：サノフィパスッール㈱、第一三共㈱）

○コーヒーブレイクセミナー皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C会場

　　　　　　　　座長：有賀　　正（北海道大学大学院医学研究科小児科学分野教授）

「インフルエンザに罹ったら一保育園での感染症対策一」

　　石黒　信久（北海道大学病院感染制御部診療教授）

　　　（共催：グラクソ・スミスクライン㈱）

16：15～18：00　　シンポジウム「保育現場での食物アレルギー」　　　　　　　　　　　　　　A会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：飯塚　　進（北海道保育園保健協議会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吾田富士子（北海道保育園保健協議会）

　　　　　　　　　　・「札幌市の保育所における食物アレルギー等の現状について」

　　　　　　　　　　　本間ひとみ（札幌市子ども未来局保育課栄養指導担当係長）

　　　　　　　　　　・「食物アレルギーの診断・治療」

　　　　　　　　　　　渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会会長）

　　　　　　　　　　・「栄養士の立場から」
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佐々木由紀子（幌北ゆりかご保育園栄養士）

・ 「エピペンの預かりについて…　看護師の立場から」

吉木　美恵（花山保育園看護師）

［illjllliiilllil＝＝＝＝＝＝］
8：30～ 開場（受付開始）

9：00～11：00　　一般演題

1「食物」9：00～9：30

　座長：飯塚　　進（社会医療法人母恋天使病院）

　　　　出村　　守（医療法人社団健守会札幌でむら小児クリニック）

B－1　幼児における食品の好き嫌いとむし歯との関連の検討

　　　　　1）昭和女子大学生活科学部　2）道灌山学園保育福祉専門学校

　　　　　3）灌山幼稚園　4）実践女子大学

　　　　　　○原　　正美D、高橋　系一2）、上田　寛子3）、古川

B－2　食物アレルギーと子育て環境一予防の観点から一

　　　　　新潟県立大学

　　　　　○沼野みえ子

B－3　保育所調理担当者の業務と食に関する意識の実態

　　　　　1）美作大学大学院

　　　　　2）美作大学生活科学部

　　　　　3）淑徳大学看護栄養学部／美作大学大学院

　　　　　　○曽我　郁恵1）、土海　一美2）、森本　恭子2）、宮原

漸4）

公子3）

2「感染症・予防接種」9：30～10：10

　座長：菊田　英明（特定医療法人とこはる東栄病院）

　　　　古田　博文（医療法人社団ふるた小児科クリニック）

B－4　保育園における感染症対策の検討一第二報

　　　　一ワクチン接種に関する園医の認識と勧奨の現状

　　　　　札幌市乳幼児園医協議会

　　　　　　○小笠原由法、飯塚　　進、出村　　守、菊田　英明、渡辺　一彦、

　　　　　　　中山　雅之、八十嶋弘一

B－5　2012／2013年シーズンの川崎市保育園児のインフルエンザワクチン接種とそ

　　　　の発症について

　　　　　1）川崎市医師会保育園医部会　2）川崎市有馬保育園

　　　　　　○中島　夏樹1）、清水　　晃1）、金子　光延1）、小野木恵子D、

　　　　　　　久保田風生1）、桝井　志保1）、荒井　克彦2）
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B－6

B－7

保育園における健康管理、予防接種推進に関するアンケート調査結果〈第2

報〉

　北海道保育園保健協議会

　　○吾田富士子、飯塚　　進、菊田　英明、川合　洋子、渡辺　一彦

健康な乳幼児の集団生活の場である保育園における医療上の問題

一 与薬の取り扱いと登園許可書の取り扱い一4

　札幌市乳幼児園医協議会

　　〇八十嶋弘一、中山　雅之、小笠原由法、出村　　守、飯塚　　進

3「事故」10：10～10：50

　　座長：中山　雅之（JR札幌病院）

　　　　　高橋美佐子（愛和えるむ保育園）

B－8

B－9

B－10

B－11

看護学生による救急法のデモンストレーション

　名桜大学人間健康学部看護学科

　　○松下　聖子、金城やす子、八田早恵子

保育士養成教育における子どもの事故予防に関する意識調査

　1）聖徳大学児童学部児童学科　2）聖徳大学短期大学部保育科

　　○初鹿　静江P、小櫃　芳江2｝

事例報告からみえる子どもの安全管理について

　愛和福祉会もみじ台北保育園

　　○玉井公美代

当院における異物誤飲についての検討

　NTT東日本札幌病院小児科

　　○本庄　紗帆、河口亜津彩、森　　俊彦

4「保育環境」9：00～9：40

　　座長：吾田富士子（藤女子大学人間生活学部保育学科）

　　　　　吉木　美恵（花山保育園）

C－1　上川地区保育園看護i職連絡会の活動報告と保育保健における今後の課題

　　　　　1）上川地区保育園看護職連絡会／社会福祉法人旭川隣保会乳児保育所

　　　　　2）北海道保育園看護職連絡会／社会福祉法人清田福祉会花山保育園

　　　　　　○藤野　珠江1、吉木　美恵2）

C－2　前浜で遊ぶ保育から得た心身の健康

　　　　　根崎保育園

　　　　　　○柏倉　　義

C－3　保育園看護i師支援体制の必要性とネットワークの構築

　　　　　名桜大学人間健康学部看護i学科

　　　　　　○金城やす子、松下　聖子、八田早恵子

C－4　「保育」と「保健」の融合に関する一考察
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玉川大学教育学部乳幼児発達学科

　○鈴木美枝子

5「食育」9：40～10：10

　座長：川合　洋子（日の丸保育園）

　　　　古賀　康嗣（みんなのこどもクリニック）

C－5　自然と子ども（健康づくりと食育）

　　　　　1）社会福祉法人釧路若草会釧路はるとり保育園

　　　　　2）社会福祉法人釧路若草会

　　　　　　○本間　弘美1）、山本　時子2）

C－6　当園での食育に関する取り組みについて一栄養士の立場から一

　　　　　社会福祉法人愛和福祉会愛和新穂保育園

　　　　　　○小林　陽子

C－7　豊かな心と体・生きる力を育む食事づくり

　　　　　栄町あおそら保育園

　　　　　　○大宮　萌子

6「医療的ケアほか」10：10～10：50

　座長二小笠原由法（医療法人社団ポプラ小児科医院）

　　　　津田　哲哉（医療法人社団つだ小児科）

C－8　医療職と連携し、限定的医療行為を行える保育者育成について考える

　　　　　社会福祉法人札幌光明園まこと保育所

　　　　　　○真鍋　尚美

C－9　札幌市における小児アナフィラキシー対策網

　　　　　札幌市小児科医会

　　　　　　○飯塚　　進、渡辺　　徹、小笠原由法、出村　　守、菊田　英明、

　　　　　　　中田　修二

C－10　1CTを活用した子育て支援に関する研究

　　　　　1）岩手県立大学社会福祉学部　2）群馬大学大学院

　　　　　　○井上　孝之い、音山　若穂2）

C－11　感染性胃腸炎の中枢神経合併症についての検討

　　　　　NTT東日本札幌病院小児科

　　　　　　○河口亜津彩、本庄　紗帆、森　　俊彦

11：00～12：30　　総会・表彰式

12二30～13：30 ランチョンセミナー（生涯研修プログラム）

○ランチョンセミナー1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：渡辺

「小児侵襲性細菌感染症の過去・現在・そして未来

　　～集団生活にこそ必要な『予防』という考え方～」

　　堤　　裕幸（札幌医科大学小児科教授）

A会場

　　　　　　　　　　B会場

徹（札幌市小児科医会会長）
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13：40～14：00

14：00～14：30

14：30～15：00

15：00～16’00

16：00～16：10

　　（共催：フアイザー㈱）

○ランチョンセミナー皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C会場

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：小林　邦彦（北海道大学名誉教授）

「保育園でよくある感染症一溶連菌・とびひなど一」

　　菊田　英明（特定医療法人とこはる東栄病院副院長・北海道大学客員教授）

　　（共催：Meiji　Seikaファルマ㈱）

エピペン講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　C会場

　　渡辺　一彦（北海道保育園保健協議会会長）

　　　◆受　付一学会1日目（28日・事前受付）先着150名

　　　◆参加費一無料

特別講演　　　　　　　　　　　　　　座長二笠原　昇一（北海道保育園保健協議会）

「保育行政の最近の動き」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A会場

　　橋本　泰宏（厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長）

会長講演　　　　　　　　　　　　　　座長：川合　洋子（北海道保育園保健協議会）

「保育保健の現状とこれからの課題」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A会場

　　遠藤　郁夫（日本保育園保健協議会会長）

特別報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：高橋美佐子（北海道保育園保健協議会）

・ 「保育園での事故の経験」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A会場

　　菅野由美子（幌北ゆりかご保育園園長）

・ 「開園当時からのヒヤリ・ハットのまとめ」

　　宮野　陽子（白石うさこ保育園主任保育士）

【指定発言】

「保育園における事故予防・安全対策の確立に向けて

　　一日本保育園保健協議会によるインターネットiA報告システムー」

　　帆足　英一（日本保育園保健協議会事故予防・安全対策委員長／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　世田谷子どもクリニック院長）

閉会式
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