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ご挨　拶

「子どもは未来のたからもの

　～みんなで育てる　みんなで育つ 保育保健～」

第24回日本保育保健学会

会頭柳本利夫
　　　新潟市小児科医会会長・やぎもと小児科理事長

　第24回日本保育保健学会にご参加くださり、感謝申し上げます。

　新潟学会のメインテーマは「子どもは未来のたからもの　～みんなで育てる　みんなで育つ　保育

保健～」です。いうまでもなく、子どもは未来につながる大切な宝物です。その子どもたちにかかわ

る様々な職種が、保護者も含めて連携し、協力しあいながら子どもを守り育てていくこと、また、そ

のことを通じて私たち自身も学び、成長していくこと、それを大切にしたいという願いからこのテー

マに決めました。

　保育園や幼稚園の子どもたちの年頃は、健康面でのさまざまな配慮や注意が必要です。感染症や予

防接種、食物アレルギーや不慮の事故、発達障害など、子どもの保健面についての課題は多く、そし

てひとつひとつが重要です。その上、日々新しい知見が加わりその内容も変化が見られます。現場で

子どもに直接かかわる様々な職種の方が、子どもの保健について新しい情報を聞き、話し合い、学ぶ

ことで、子どもの安全と健康を守り、すごやかな成長と発達を保障していくことが可能になると思わ

れます。今回の学会がそのような機会と場になれるならば幸甚です。

　教育講演では、①集団生活と感染症、②睡眠と生活習慣、③発達からみる気づきのポイント、④保

育の価値とリスクを伝える保護者コミュニケーションなど、現在保育現場で問題になっている話題を

取り上げました。シンポジウム1とシンポジウム2は並行で開催し、1は「これからの保育保健」と

題し、学会の中核ともいえる保育保健の話題で討論を深めます。2は「専門医からのアドバイス」と

いうタイトルで各科専門医からのミニレクチャーを提供する予定です。さらに、新機軸として協議会

各委員会からのレクチャーをランチョンセミナー形式で企画しました。より現場に即した内容の情報

が聞けるはずです。市民公開セミナーの講師はテレビドラマ「コウノドリ」の撮影現場となった神奈

川県立こども医療センターの新生児科医です。子どもの命がテーマです。

　日本保育園保健学会の新潟県開催は初めてのことです。ほとんど基盤のない状態から、県内の協議

会会員が中心になって実行委員となり、少しずつ準備をすすめてきた学会です。不手際も多々あろう

かと思いますが、新潟ならではの学会をぜひよろしくお願いいたします。
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第24回日本保育保健学会　新潟大会 2018年10月13日田 タイムスケジュール

2 皆β

11：00

A会場（スノーホールA） B会場（スノーホールB） 　C会場
（中会議室201B）

　D会場
（中会議室201A）

E会場
（ホワイエ）

『11：00　受付開始

11：55～12：00開会式
12：00

12：00～12：30

会頭講演「みんなで育てるみんなで育つ」

座長：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）

演者：柳本　利夫

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

12：30～13：10

会長講演
「濡れてふやけた母子健康手帳」

座長：柳本　利夫（第24回日本保育保健学会会頭）
演者：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）　　　’

13：10～13：50

特別講演
「保育行政の動向と課題」（仮題）

座長：渡辺　一彦（日本保育保健協議会副会長）

演者：厚生労働省子ども家庭局保育課

13：30～14：30

一般演題

13：50～14：40

基調講演
「保育保健に期待される子育て支援とは　発達障害の視点から」

座長：藤Bヨ　位（日本保育保健協議会副会長）

◆ ．　　．　　・　　　．　　　．　　●　　　．　　令　　　．　　．　　　．　　⑨　　．　　■　　●　　■　　■　　　●　　　●　　●　　■　　●　　●　　　●　　●　　　●　　●　　●　　●　　　●　　■　　　●　　●　　■　　　●　　●　　　●　　■　　　●　　● ，　　●　　●　　■　　●　　●　　■　　●　　●　　■　　■　　■　　■　　■ ・　　◆　　　・　　．　　．　　　・　　　．　　　・　　．　　●　　　・　　．　　◆ 心

　　　　　　1ポスター

発表
P1－1～P3－4

演者：岡　明

（東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢

医学専攻小児医学講座教授）

一
一　一

14：45～16：15　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

座長：大久保 総一朗

教育講演1
． ・　　　．　　・　　．　　　■　　　．　　・　　　⑨　　．　　■　　　◆　　■　　，　　■　　●　　■　　　●　　　●　　●　　　■　　●　　●　　　●　　●　　　●　　●　　■　　　●　　●　　●　　　●　　●　　●　　　●　　■　　　●　　■　　　●　　■　　■ ．　　・　　　．　　…　　　　　　　　　．　　　．　　　・　　・　　．　　．　　・ ．　　　・　　◆　　　・　　甫

（済生会第二病院）

「子どもの集団生活と感染症」 伊藤 巨志

座長：川崎　琢也（かわさきこどもクリニック） （新潟県立大学）

竹内　亜希子（竹野町保育園） 白井 智佳子

演者：齋藤　昭彦先生 （新潟中央短期大学）

（新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学

分野教授）

． ・　　　・　　・　　…　　　　　　　　　．　　…　　　　　　　　　．　　・　　・　　．　　・　　．　　　・　　　．　　　．　　■　　●　　．　　．　　　■　　．　　．　　●　　　‘　　●　　　■　　●　　●　　●　　　．　　●　　　．　　●　　　●　　●　　　● ，　　．　　●　　．　　．　　●　　●　　●　　．　　．　　■　　●　　■　　● ●　　●　　●　　．　　●　　●　　●　　●　　■　　■　　．　　■　　■ ●　　■　　■　　●　　●　　●　　●　　■　　●　　●　　．　　ふ　　．

16：20～18：20 16：20～18：20

シンポジウム1 シンポジウム2
「これからの保育保健」 「そこが知リたい！子どもの体

座長：廣井　茂道（鎧郷保育園） ～専門医からのアドバイス～」

並木　由美江（全国保育園保健師看護師連絡会） 座長：佐藤　雅久（さとう小児科医院）

・ ・　　． 猪俣　清子先生（翠松保育園） ． 1　　．　　．　　・　　・　　魯　　　守　　　魯　　　・　　　・　　．　　　．　　白　　　． 香　　　．　　　．　　●　　・　　　．　　　●　　●　　●　　令　　　・　　．　　． ．　　●　　　．　　　・　　　●　　　・　　・　　．　　◆　　　・　　　・　　　．　　　・

シンポジスト：後藤　文子

（世田谷区役所子ども・若者部保育課） シンポジスト：長谷川　聡（新潟県立新発田病院）

峯　眞人（峯小児科） 大川　真名子（大川クリニック）

大谷　光代（第三なでしこ保育園） 高橋　喜一（高橋小児歯科医院）

鈴木　由美 大倉　隆弘（おおくら耳鼻科）

（佐野医院、保育保健情報交流会

「ほけんの集い」）

． ■　　■ ・ 白　　・　　●　　・　　．　　．　　．　　・　　●　　●　　．　　●　　・ ・　　　．　　　．　　令　　　・　　s　　　●　　　・　　●　　　．　　・　　．　　　． ．　　　・　　　．　　・　　　．　　．　　．　　　．　　．　　　・　　　．　　・　　　・

19：00～20：30交流会ホテル日航新潟4階「朱鷺」
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第24回日本保育保健学会　新潟大会 2018年10月14日圓 タイムスケジュール

2 比
白β

8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

A会場（スノーホールA）
　　　B会場
（スノーホールB）

　　　C会場
（中会議室201B）

　　　D会場
（中会議室201A）

　E会場
（ホワイエ）

一

一

9：00～10：00

教育講演2
「子どもの睡眠・生活リズムの重要性」

座長：臼井　智佳子（新潟中央短期大学）

　　　伊藤　巨志（新潟県立大学）

演者：成田　奈緒子先生

　　　（文教大学教育学部特別支援教育専修教授）

・　　　．　　．　　．　　も　　　．　　　．　　　・　　◆　　　●　　　．　　●　　　．

10：00～11：00

教育講演3
「子どもの行動異常を保育・幼児教育で予防しよう

～発達からみる気づきのポイント」

座長：武藤　明美（新通こども園）

　　　五十嵐　久美子（新通こども園）

演者：横山　浩之先生
　　　（福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支

　　　援センター教授）

．　　　．　　．　　　．　　■　　●　　●　　　●　　●　　　●　　●　　　■　　●　　　■　　■　　●　　　●　　　■　　　■　　■　　●　　　■

．　　　■　　■　　　●　　■　　■　　●　　　■　　■　　　●　　■　　　●　　■　　　●　　●　　■　　　●　　●　　　●　　●　　■　　　●

・　　◆　　　・　　◆　　．　　．　　　．　　δ　　　●　　●　　　●　　●　　　■　　●　　●　　　■　　■　　　●　　　■　　　●　　●　　　●

・　　．　　　・　　．　　●　　　．　　◆　　●　　ふ　　　．　　　■　　●　　　●　　●　　●　　　■　　■　　　●　　　■　　　●　　●　　　●

．　　　・　　　・　　　．　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　．　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　．　　　・　　　●　　　．　　　．　　　．　　　．

．　　　．　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　．　　　●　　　．　　　・　　　・　　　●　　　香　　　香　　　．　　　●　　　．　　　．　　　●　　　●　　　●

・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　・　　　・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　．　　　・　　　・　　　．　　　．

．　　　・　　　・　　　・　　　・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　．　　　・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　・　　　．　　　．　　　．　　　・　　　．

．　　　・　　　．　　　・　　　．　　　会　　　．　　　■　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　●　　　．　　　．　　　●　　　●　　　●　　　●　　　直

・　　　・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　．　　　・　　　・　　　．　　　・　　　・　　　・　　　・　　　…　　　　　　　　　　　．　　　．　　　・　　　・　　　．

．　　　．　　　・　　　◆　　　．　　　・　　　．　　　．　　　．　　　．　　　ふ　　　．　　　●　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　令　　　・　　　．　　　．

．

．

10：00～11：00

一般演題

ポスター

発表
P4－1～P6－6

・

一
◆

11：00～12：00

教育講演4
「午睡対応から食事、与薬、予防接種まで：

保育の価値とリスクを伝える保護者コミュニケーション」

座長：福田　淳子（松の実第二こども園）

　　　中野　由佳（松の実第二こども園）

演者：掛札　逸美先生

　　　（NPO法人保育の安全研究・教育センター代表理事）

座長：相坂　滋子

　　　（風の子保育園）

　　　村田　健

　　　（石上どれみ保育園）

　　　三条　公子
　　　（恵和こども園）

　
・　　　・　　●　　　．　　◆　　　．　　令　　　．　　◆　　　・　　．　　令　　　・ ．

12：00～12：30

会員報告会、表彰、次期開催県挨拶

一

12：40～13：45

ランチョンセミナー1（発達支援委員会）
「園で気になる子どもの理解と関わり方と取り組み

一保育者向け研修講義スライドとリーフレットー1

座長：和田　有子（発達障害クリニックぱすてる）

演者：金原　洋治（かねはら小児科）

．　　　．

◆

12：40～13：45

ランチョンセミナー2
（事故予防・安全対策

委員会）

． ．

12：40～13：45

ランチョンセミナー3
（アレルギー対策委員会） ・ ・

12：40～13：45

ランチョンセミナー4
（感染症対策委員会） ・

・　　●　　●　　●　　■　　●　　■　　，　　●　　■　　●　　●　　■

／ ／

一

14：00～15：30

市民公開講座
「命を支える一Nに∪卒業生と御家族の生きづらさの緩和を目指して一」

座長：山□　誠二（新潟市こども未来部部長）

　　　柳本　利夫（第24回日本保育保健学会会頭）

講師：豊島　勝昭先生

　　　（神奈川県立こども医療センター新生児科部長）

「集めたヒヤリハット等から

事故の予防を考える」

座長：伊藤　清嗣

　　　（みつばちこども園）

演者：吉岡　敦志

　　　（ぢどり保育園）

・ 座長：佐藤　勇

　　　（よいこの小児科さとう）

1，「食物アレルギーアンケート

　結果報告」

演者：横井　透

　　　（横井小児科内科医院）

2．「食物アレルギーへの対応」

演者：渡辺　一彦

　　　（渡辺一彦小児科医院）

●　　　．

・　　　．

座長：遠藤　牧枝

　　　（新潟市こども未来部保育課）

1，「保育保健における感染症の

　手引き改訂について」

演者：中島　夏樹（中島医院）

2，「感染症：困っている事、

　疑問に思うことQ＆A」
演者：藤田　位（藤田小児科医院）

　　　松浦　伸郎（松浦診療所）

　　　八木　信一（八木小児科医院）

　　　渡邉　久i美（看護師）

・　　　・　　　．　　　．

●　　書　　●　　ウ一
．　　　●　　　●　　●　　　■　　■　　■　　●　　　●　　■　　　●　　■　　　●　　●　　令　　　●　　■　　　■　　　白　　　■　　●　　　■
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学会プログラム

第1日目　10月13日（土）

11．00　　　　受付開始

A会場（スノーホールA）

11　55～12．00 開会式

12’OO～12．30 会頭講演

「みんなで育てる

　　演者：柳本　利夫

　　　　　　　座長：三浦

みんなで育つ」

義孝（日本保育保健協議会会長）

12’30～13　10 会長講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：柳本

「濡れてぷやけた母子健康手帳」

　　演者：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）

利夫（第24回日本保育保健学会会頭）

13．10～13’50 特別講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：渡辺

「保育行政の動向と課題」（仮題）

　　演者：厚生労働省子ども家庭局保育課

一彦（日本保育保健協議会副会長）

1350～1440 基調講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：藤田　位（日本保育保健協議会副会長）

「保育保健に期待される子育て支援とは　発達障害の視点から」

　　演者：岡　明（東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻小児医学講座教授）

14．45～1615　教育講演1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：川崎　琢也　（かわさきこどもクリニック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　竹内　亜希子（竹野町保育園）

　　　　　　　　　「子どもの集団生活と感染症」

　　　　　　　　　　　演者’齋藤　昭彦先生（新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科学分野教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本専門医機構・小児科領域専門医（iii小児科領域講習）1単位）
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］6：20～18：20　シンポジウム1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：廣井　茂道　（鎧郷保育園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　並木　由美江（全国保育園保健師看護師連絡会）

　　　　　　　　　「これからの保育保健」

　　　　　　　　　　　シンポジスト：後藤　文子（世田谷区役所子ども・若者部保育課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　峯　眞人　（峯小児科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大谷　光代（第三なでしこ保育園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木　由美（佐野医院、保育保健情報交流会rほけんの集い」）

E会場（2階ホワイエ）ポスター発表

1330～14130　一般演題発表（1）

　　　　　　　　　P1－1～P3－4
座長：大久保　総一朗（済生会第二病院）

　　　伊藤　巨志　　（新潟県立大学）

　　　白井　智佳子　（新潟中央短期大学）

B会場（スノーホールB）

16120～1820　シンポジウム2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：佐藤　雅久　　　（さとう小児科医院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　猪俣　清子先生（翠松保育園）

　　　　　　　　　「そこが知りたい！子どもの体～専門医からのアドバイス～」

　　　　　　　　　　　シンポジスト’長谷川　聡　　（新潟県立新発田病院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大川　真名子（大川クリニック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高橋　喜一　（高橋小児歯科医院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　大倉　隆弘　（おおくら耳鼻科）

ホテル日航新潟4階　「朱鷺」

1900～20．30　交流会

一 15一



第2日目　10月14日（日）

A会場（スノーホールA）

900～10．00 教育講演2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：白井　智佳子（新潟中央短期大学）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤　巨志　（新潟県立大学）

「子どもの睡眠・生活リズムの重要性」

　　演者．成田　奈緒子先生（文教大学教育学部’寺別支援教育専修教授）

　　　　　　　　　　　　　　　（日本専門医機構・小児科領域専門医（iii小児科領域講習）1単位）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本小児科医会「子どもの心」相談医研修2単位）

1000～1100　教育講演3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：武藤　明美　　（新通こども園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　五十嵐　久美子（新通こども園）

　　　　　　　　　「子どもの行動異常を保育・幼児教育で予防しよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～発達からみる気づきのポイント」

　　　　　　　　　　　演者．横山　浩之先生（福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター教授）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本専門医機構・小児科領域専門医（川小児科領域講習）1単位）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本小児科医会「子どもの心」相談医研修2単位）

1100～1200　教育講演4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：福田　淳子（松の実第二こども園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中野　由佳（松の実第二こども園）

　　　　　　　　　「午睡対応から食事、与薬、予防接種まで：

　　　　　　　　　　　　保育の価値とリスクを伝える保護者コミュニケーション」

　　　　　　　　　　　演者：掛札　逸美先生（NPO法人保育の安全研究・教育センター代表理事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本専門医機構・小児科領域専門医（lll小児科領域講習）1単位）

12．OO～1230

1240～13．45

会員報告会、表彰、次期開催県挨拶

ランチョンセミナー1（発達支援委員会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：和田　有子（発達障害クリニックぱすてる）

「園で気になる子どもの理解と関わり方と取り組み

　　　　　　一保育者向け研修講義スライドとリーフレットー」

　　演者：金原　洋治（かねはら小児科）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日本小児科医会「子どもの心」相談医研修2単位）
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14：00～15：30　市民公開講座

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：山口　誠二（新潟市こども未来部部長）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柳本　利夫（第24回日本保育保健学会会頭）

　　　　　　　　「命を支える

　　　　　　　　一NICU卒業生と御家族の生きづらさの緩和を目指して一」

　　　　　　　　　講師：豊島　勝昭先生（神奈川県立こども医療センター新生児科部長）

E会場（2階ホワイエ）ポスター発表

10．oo～11’oo　一般演題発表（2）

　　　　　　　　P4－1～P6－6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：相坂　滋子（風の子保育園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村田健（石上どれみ保育園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三条　公子（恵和こども園）

　B会場（スノーホールB）

12．40～13・45　ランチョンセミナー－2（事故予防・安全対策委員会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：伊藤　清嗣（みつばちこども園）

　　　　　　　　「集めたヒヤリ八ット等から事故の予防を考える」

　　　　　　　　　演者’吉岡　敦志（ちどり保育園）

　C会場（中会議室201B）

12．40～13・45　ランチョンセミナー3（アレルギー対策委員会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：佐藤　勇（よいこの小児科さとう）

　　　　　　　　1．「食物アレルギーアンケート結果報告」

　　　　　　　　　　演者：横井　透（横井小児科内科医院）

　　　　　　　　2．「食物アレルギーへの対応」

　　　　　　　　　　演者：渡辺　一彦（渡辺一彦小児科医院）
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D会場（中会議室201A）

12．40～1345　ランチョンセミナー4（感染症対策委員会）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：遠藤　牧枝（新潟市こども未来部保育課）

　　　　　　　　1．「保育保健における感染症の手引き改訂について」

　　　　　　　　　演者：中島　夏樹（中島医院）

　　　　　　　　2．「感染症：困っている事、疑問に思うことQ＆A」

　　　　　　　　　演者：藤田　位　（藤田小児科医院）

　　　　　　　　　　　　松浦　伸郎（松浦診療所）

　　　　　　　　　　　　八木　信一（八木小児科医院）

　　　　　　　　　　　　渡邉　久美（看護師）
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ポスター演題発表のご案内

演題番号 発表日 演題名・演者氏名・所属

P1－1
10月13日
　（土）

保育者養成における「子どもの保健」授業研究

一保育者養成教育での、アレルギー緊急対応シミュレーションからの検討一

木村　美佳（田園調布学園大学）

P1－2
10月13日
　（土）

教育・保育施設における1型糖尿病幼児入園に関する調査

小川　洋平（新潟大学医歯学総合病院小児科）

P1－3
10月13日
　（土）

札幌市認可保育園における急病時の呼び出し基準と感染症対策

楠　幸博（札幌市乳幼児園医協議会）

P1－4
10月13日
　（土）

病児保育プラットフォーム事業（ICT化・ネットワーク化）とその課題

園田　正樹（東京大学医学部附属病院）

P2－1
10月13日
　（土）

保育園幼児の生活リズムと体力の実態、およびその課題一園内生活時の活動量からの検討一

松坂　イニ美（早稲田大学大学院）

P2－2
10月13日
　（土）

保育園幼児の生活時間と保護者の設定する就寝時刻との関連性

泉　秀生（東京未来大学）

P2－3
10月13E］
　（土）

真砂保育園の里山保育が園児の健康生活に及ぼす影響

一 睡眠覚醒リズム、身体活動量、体力、免疫レベルを指標として一

三宅　孝昭（大阪府立大学）

P2－4
10月13日
　（土）

保育者の視点からみた小動物を介した保育の効果と課題

佐藤　夢花（みつばち第二こども園）

P3－1
10月13日
　（土）

行動コンサルテーションによる子育て相談がコミュニケーション行動の乏しい幼児と養育者に

与えた効果

齊藤　勇紀（新潟青陵大学）

P3－2
10月13日
　（土）

就学前施設に勤務する新人保育者の不安とやりがいに対する一考察

岡田　恵（松山東雲短期大学）

P3－3
10月13日
　（土）

にいがた　ふじみ子ども食堂の実践報告～地域の居場所として子どもの育ちを支える取り組み～

立松　有美（特定非営利活動法人にいがた子育ちステイション）

P3－4
10月］3日
　（土）

子育て何でも相談センターきらきら一より有効な相談事業のあり方の模索一

佐藤　勇（よいこの小児科さとう）

P4－1
10月14日
　（日）

新潟市保育園の眼科健診における視力検査の現状について

旭香代子（太田眼科）

P4－2
10月14日
　（日）

幼児眼科健診におけるSpotTM　Vision　Screenerを用いた屈折検査の試み

生方　北斗（新潟医療福祉大学医療技術学部視機能科学科）

P4－3
10月14日
　（日）

　　　　　1

乳幼児期における誤嚥の特徴調査

脇　真由美（アサヒグループ食品株式会社）
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演題番号 発表日 演題名・演者氏名・所属

｝

　P4－4

一

10月14日
　（日）

保育施設で働く看護職の保健活動実施状況と学習機会の実態

鈴木　千琴（関西医科大学看護学研究科博士後期課程）

P4－5
10月14日
　（日）

子育て家族の夫婦関係に影響を与える因子

久保　恭子（東京医療保健大学）

P4－6
10月13日
　（土）

2017／2018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

中島　夏樹（川崎市医師会保育園医部会）

P5－1
10月14日
　（日）

自己評価と当事者意識の関連一対人援助職の長期就労継続要因（2）一

倉田　郁也（佐久大学信州短期大学部）

P5－2
10月14日
　（日）

幼児をもつ保護者の育児不安と保護者への支援

小西　眞弓（大阪総合保育大学非常勤講師）

P5－3
10月14日
　（日）

北海道の保育士の現状と課題一職務満足度に関する調査から一

吾田　富士子（藤女子大学）

一

　P5－4
10月14日
　（日）

保育者養成校における実習関連授業を通した学生の心身の育ちの実態と保障

井狩　芳子（和泉短期大学）

P5－5
10月14日
　（日）

保育者養成校における学生の心身の現状および保育者としての健康管理の課題

推野　万里子（草苑保育専門学校／洗足こども短期大学）

P5－6
10月13日
　（土）

地域子育て支援拠点施設の環境一施設の機能及びリスクマネジメントの視点から一

梶　美保（皇學館大学教育学部）

P6－1
10月14El
　（日）

手形スタンプ式寒天培地を用いた健康指導（手洗い）の教育的効果の評価に関する研究

谷川　友美（別府大学短期大学部初等教育科）

　P6－2

一

10月14日
　（日）

いのちキラキラ第2弾～あたまのはなし～

前島　記子（社会福祉法人東京児童協会ひらがなのツリーほいくえん）

　P6－3

一

10月14日
　（日）

「いのちの授業」の効果評価一子どもの個性覚知と生活意欲を育む教育実践一

益川　順子（宇都宮短期大学）

P6－4
10月14日
　（日）

幼児期における遊びが及ぼす影響に関する一考察一遊びの振り返りに着目して一

大庭　三枝（福山市立大学）

一

　P6－5
10月14日
　（日）

乳幼児期における朝食・夕食に求める内容の実態調査

岡　哉耶花（アサヒグループ食品株式会社）

P6－6
10月13日
　（土）

朝食時のテレビ視聴の有無が幼児の生活習慣とそのリズムに及ぼす影響と課題

五味　葉子（早稲田大学大学院人間科学研究科）
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正誤表

3頁　後援、実行委員一覧内について下記の3点の訂正をご案内いたします。

1．　後援

　誤）新潟県私立幼稚園・認定こども園協会

　正）（一社）新潟県私立幼稚園・認定こども園協会

2．　実行委員

　　誤）立川小百合（認定こども園遊びの森金鶉つばさ保育園）

　　正）立川小百合（認定こども園あそびの森つばさ幼稚園）

3．　実行委員

　誤）長島美佳（めぐみ保育園）

　正）長島美佳（めぐみこども園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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