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ご挨拶

守ろう　育てよう　子どもは未来のメッセージ

第25回日本保育保健学会

会頭藤田　位
　　日本保育保健協議会副会長

　兵庫県小児科医会会長

　藤田小児科医院理事長

≧

神戸へようこそ

　平成7年に第1回保育保健学会が開催され、四半世紀が経って初めて神戸で開催されることに

なりました。今回は令和になって第1回目の記念すべき学会になります。

　今年の学会のテーマは「守ろう　育てよう　子どもは未来のメッセージ」です。子どもは私た

ちの宝であることはもちろんのこと、未来へつなげるメッセンジャーでもあります。子どもの周

りにいる私たちの対応はそのまま未来への遺産となります。正の遺産になるか負の遺産になるか

は私たち次第です。

　メッセージは言葉だけではありません。私たちが起こした行動も子どもたちへのメッセージに

なります。未来を託す子どもたちに私たち大人はどんなメッセージを贈ることができるでしょう

か？　どんなメッセージを送れば良い未来へとつながっていくのでしょうか？　「未来の創造」

言葉にすれば簡単です。でも行動を起こすには多くの難題にあふれすぎている現状に少しメスを

入れてみたいと思いこのテーマにしました。

　以前から伝達手段としてのコミュニケーションの大切さを実感していたことより、コミュニ

ケーションについて考えることを学会全体の基調といたしました。医師や保育者の間だけでなく、

保護渚や子どもたちともみんながどのようなコミュニケーションをすれば子どもたちをより健や

かに育て守っていけるのかを考えていきたいと思います。

　シンポジウム1ではこども園の内外で積極的に嘱託医活動に取り組んでおられる方2名を講師

にお呼びして、実践内容を具体的に紹介していただき、コミュニケーションをはじめとする今後

の園医の在り方について考えていきます。シンポジウム2では保育士の疑問に一つ一つ答えてい

きながら、医師と保育士とのコミュニケーションの在り方の一つを示していきます。

　その他、日本保育保健協議会の活動として、発達支援委員会からは同委員会で作成した保育者

向け研修講義用テキストの説明を、感染症対策委員会からは新しい感染症ガイドラインと感染症

の手引きについての説明を、事故防止・安全対策委員会からは保育所における事故対策について

各委員会より説明していただきます。2日間を通してコミュニケーションをとることの重要性を

再確認していただければ幸いです。

　第1回目の学会が開催された平成7年は阪神淡路大震災があり、神戸市が大打撃を受けた年で

あります。あれから24年たち、神戸市は大復興を遂げました。5月18，19日は神戸まつりが開催

され神戸市一番の賑わいを見せています。まだ日本各地で天災禍に苦しんでおられる方々に少し

でもお力になれれば幸いです。
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5月18日（土） タイムスケジュール

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

A会場 B会場 ポスター会場

（1階メインホール） （3階301国際会議室） （3階レセプションホール）

一　　一　　＿　　，　　一　　→　　，　　←　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　←　　一　　A　　－　　一　　一　　”　　ら　　．　　s　　－　　一　　一　≡　　一　　一　　一　　一　一　　≡　　一　　一　　←　　一　　一　　・　　“　　A　　←　　’　　一　　≡　　一　　一　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一 ，　　一　　，　　●　　←　　●　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　≡　　一　　一　　≡　　’　　≡　　一　　≡　　一　　’　　一　　一　　一

11：30～　　　　　　受付開始

一　　．　　一　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　≡　　一　　一　’　　≡　　’　　一　　一　　．　　⇔　　・　　一　　’　　鍾　　一　　一　　←　　一　　≡　　≡　　一　　一　　≡　　’　　一　　一　　≡　　≡　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　…　　一　　一　　≡　　一　　’　　一　　一　　≡　　≡　　一　　一　　一　　一　　一
一　　一　　一　　一　　宇　　一　　一　　・　　・　　“　　，　　一　　一　　≡　　一　　一　一　　≡　　≡　　’　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　・　　一　　一　　’　　．　　”　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　＝　　一　　≡　　一　　’　　一　　’　　・　　≡　　・　　一　　一　　一　　’　　．　　一　　・■　一　　一　　巳　　←　　一　　一　　一　　≡ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　←　　・　　’

13：00～13：10　　　開会式

13：10～13：40　　会頭講演

小児科医が小児科医であること
座長：三浦義孝（日本保育保健協議会　会長） 一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　一　　A　　”　　鍾　　’　　←　　’　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　参　　－　　一　　一　　一　　r　　－　　一　　一　　’　　〔　　一　　一　　←　　一　　一　　≡　　一　　一　　’　　一　　一　　’　　－　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　←　　一　　’　　一　　≡　　一　　一 ’一一一一一－←’s－一一一一一一≡一一一一←●←

演者：藤田　位

B：40～14：40

基調講演

一 これからの保育保健の発展に向けて

座長：藤田　位（第25回日本保育保健学会　会頭）

演者：岡　　明（東京大学医学部小児科　教授）

一　　≡　　一　　一　　≡　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　一　　・　　ひ　　，　　，　　，　　，　　”　　一　　’　　一　　一　　≡　　≡　　一　　一　　一　　一　　一　　’　　一　　一　　s　　←　　←　　一　　→　　’　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　≡　　一　　一　　一　　’　　←　　←　　向　　ウ　　・　　“　　一　　一　　〔　　一 一一≡≡一≡一’一一一←・←“一一一一一一一≡一一

14：40～15：20　　会長講演

「保育士と良好な関係を築くために」

～ 「病院へ行って、○○の検査をしてもらって」は禁句である～
一

座長：小川　實（小川クリニック） 15：00～16：00

演者：三浦義孝（日本保育保健協議会　会長） 一般演題ポスター
発表

15：20～15：50　　特別講演1
新しい保育所保育指針について（仮） 〔一一一≡←卓一≡一 座長：高田慶応（たかだこどもクリニック） 1－1～P3－5

座長：渡辺一彦（日本保育保健協議会　副会長） 木野　稔（中野こども病院）

演者：厚生労働省こども家庭局（予定） 西原　信（すくすくこどもクリニック）

16：00～17：00 16：00～18：00

特別講演2 シンポジウム1

今どきの子育てに寄りそうコミュニケーションとは
嘱託医が嘱託医であるために

座長：松下　享（松下こどもクリニック）
座長： 高屋和志（高屋こども診療所）

●　　●　　一　　一　　●　　■　　←　　，　　一　　’　　”　　一　　≡　　≡　≡　　一　　’　　一　　一　　一　　・　　一　　’　　一

演者：野間大路（野間こどもクリニック）
薗部真理（みずこしこどもクリニック）

嘱託医として何ができるかを一緒に考えてみましょう

シンポジスト1川上一恵（かずえキッズクリニック）

17：00～18：00

教育講演1

社会的養育の視点からみた保育所嘱託医の役割

シンポジスト：稲持英樹（名張市子どもセンター運営協
　　　　　　　　　　　議会委員長・なばりこどもク

気になる子の理解と関わり方 リニック）

一保育者向け研修講義用テキストを用いて一 一≡’一一一一一A－一←・一一一“－w－一一一≡一

座長：小田　慈（新見公立大学　副学長）

演者：金原洋治（かねはら小児科　日本保育保健協議会
発達支援委員会委員長）

19：00～21：00　　　　　　　　交流会 神戸ポートピアホテル 本館30階　「GOCO⊂U」
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5月19日（日） タイムスケジュール

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

A会場 B会場 ポスター会場

（1階メインホール） （3階301国際会議室） （3階レセプションホール）

8：15～　　　　　　受付開始

9：00～9：50 9：00～9：50

一般演題口演1 一般演題口演2
座長：三品浩基（神戸市こども家庭局こども企画育成課） 座長：西原 信（すくすくこどもクリニック）

O－1～O－5 O－6～O－10
一’一一一一一・一”←”，知一砺一一≡一一一≡

9：50～10：30

10：00～10：30　　　教育講演2 一般演題口演3

保育園における個人情報の保護（子どもの権利） 座長：柏井健作（かしい小児科）

座長：松浦伸郎（松浦医院） O－11～O－14
演者：西村英一郎（きずな大阪法律事務所　所長）

10：30～11：30 10：30～12：30
一一一≡一≡一≡’≡一一一－一巨一≡一≡≡一一≡一

教育講演3 シンポジウム2

保育園と食物アレルギー対応 保育士の疑問にお答えします

座長：松下 享（松下こどもクリニック）
一 座長：横井　透（横井小児科内科医院）

演者：勝沼俊雄（東京慈恵会医科大学附属第三病院小児 保育と医療の連携を本音で語ろう（感染症を通して考える）
科　教授） シンポジスト：西村龍夫（涼楓会にしむら小児科）

シンポジスト：那脇美奈子（大阪府保育所保健連絡協議会）

11：30～12：30 11：30～12：30

教育講演4 一般演題ポスター

子どもの食べる機能の発達と不全
発表

一 座長：田中英一（田中歯科クリニック） P4－1～P6－5

演者：弘中祥司（昭和大学歯学部スペシャルニーズロ腔
医学講座口腔衛生学部門　教授）

12：45～13：30 12：45～13：30

ランチョンセミナー1 ランチョンセミナー2
一

RSウイルス感染症がわかる

座長：柏井健作（かしい小児科）

演者：植村幹二郎（うえむら小児科内科クリニック）

一一－一一・－－・一一’ s－⇒≡≡一一一一一

13：30～14：20

特別講演3
座長：高屋和志（高屋こども診療所）

　　　三品浩基（神戸市こども家庭局こども企画育成課）
パパの子育て、家族の子育て～みんなで子育て考えよう～ 南谷智代（あかね保育園）

一 座長：伊達恵一（西脇こども園） 薗部真里（みずこしこどもクリニック） 一

三上智代（社会福祉法人夕陽会） 1

演者：小崎恭弘（大阪教育大学教育学部教員養成課家政教育講座）
12：45～13：30

ランチョンセミナー2

14：30～16：00

一

座長：中島夏樹（日本保育保健協議会感染症対策委員会・
一一≡一一一’一≡一≡一一一≡一一一．一’一一

市民公開講座
中島医院）

子育て子育ちのための小児科医の知恵袋 新しい感染症ガイドラインと感染症の手引きについて

座長：藤田　位（第25回日本保育保健学会　会頭） 演者：中島夏樹（日本保育保健協議会感染症対策委員会・
一 一 中島医院）

子育てを楽しむ
子どもの脳を知り、あたたかい心を育む 保育所等における事故対策

演者：中村　肇（神戸大学名誉教授） 演者：吉岡敦志（ちどり保育園）

親の軸が子を変える一育てにくい子ほどよく伸びます一 一一一≡’一’一一’“一一一’”一一一’一一一一一≡一≡一≡一一”一一一一一一一≡一≡一一一≡一一≡≡≡皐一一一一一一≡一一≡ 一一一一一≡一一一一一一一一，一一’一一≡一一一一

演者：成田奈緒子（文教大学教育学部特別支援教育専修
教授）
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学会プログラム

第1日目　5月18日（土）

A会場（1階メインホール）

13：10～13：40　会頭講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）

　　　　　　　小児科医が小児科医であること

　　　　　　　　　演者：藤i田　　位

13：40～14：40　基調講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：藤i田　　位（第25回日本保育保健学会会頭）

　　　　　　　これからの保育保健の発展に向けて

　　　　　　　　　演者：岡　　　明（東京大学医学部小児科教授）

14：40～15：20　会長講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：小川　實（小川クリニック）

　　　　　　　「保育士と良好な関係を築くために」

　　　　　　　～　「病院へ行って、○○の検査をしてもらって」は禁句であ

　　　　　　　る　～

　　　　　　　　　演者：三浦　義孝（日本保育保健協議会会長）

15：20～15：50　特別講演1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：渡辺　一彦（日本保育保健協議会副会長）

　　　　　　　新しい保育所保育指針について（仮）

　　　　　　　　　演者：厚生労働省こども家庭局（予定）

16：00～17：00　特別講演2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：松下　　享（松下こどもクリニック）

　　　　　　　今どきの子育てに寄りそうコミュニケーションとは

　　　　　　　　　演者：野間　大路（野間こどもクリニック）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　－16一



17：00～18：00　教育講演1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：小田　　慈（新見公立大学　副学長）

　　　　　　　気になる子の理解と関わり方

　　　　　　　一保育者向け研修講義用テキストを用いて一

　　　　　　　　　演者：金原　洋治（かねはら小児科　日本保育保健協議会発達支援委員会委員長）

B会場（3階301国際会議室）

16：00～18：00　シンポジウム1　嘱託医が嘱託医であるために

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：高屋　和志（高屋こども診療所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　薗部　真理（みずこしこどもクリニック）

　　　　　　　嘱託医として何ができるかを一緒に考えてみましょう

　　　　　　　　　シンポジスト：川上　一恵（かずえキッズクリニック）

　　　　　　　社会的養育の視点からみた保育所嘱託医の役割

　　　　　　　　　シンポジスト：稲持　英樹（名張市子どもセンター運営協議会委員長・なばりこどもクリ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ニツク）

ポスター会場（3階レセプションホール）　　　　　　　　　　　　　　　　tE

15：00～16：00　セッション1

　　　　　　　Pl－1～P1－5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：高田　慶応（たかだこどもクリニック）

15：00～16：00 セッション2

P2－1～P2－5

座長：木野　　稔（中野こども病院）

15：00～16：00 セッション3

P3－1～P3－5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：西原

神戸ポートピアホテル　本韓39贋二rGgCgC～14≧

19：00～21：00　交流会

信（すくすくこどもクリニック）

一 17一



第2日目　5月19日（日）

A会場（1階メインホール）

9：00～9：50

10：00～10：30

10：30～11：30

11：30～12：30

12：45～13：30

一般演題ロ演1

0－1～O－5

　　　　　　　　　　　　　座長二三品　浩基（神戸市こども家庭局こども企画育成課）

教育講演2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：松浦　伸郎（松浦医院）

保育園における個人情報の保護（子どもの権利）

　　演者：西村英一郎（きずな大阪法律事務所所長）

教育講演3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：横井　　透（横井小児科内科医院）

保育園と食物アレルギー対応

　　演者：勝沼　俊雄（東京慈恵会医科大学附属第三病院小児科教授）

教育講演4

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：田中　英一（田中歯科クリニック）

子どもの食べる機能の発達と不全

　　演者：弘中　祥司（昭和大学歯学部スペシャルニーズロ腔医学講座□腔衛生学部門教授）

ランチョンセミナー1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長二柏井　健作（かしい小児科）

RSウイルス感染症がわかる

　　演者：植村幹二郎（うえむら小児科内科クリニック）

一 18一



13：30～14：20　特別講演3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：伊達　恵一（西脇こども園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三上　智代（社会福祉法人夕陽会）

　　　　　　　パパの子育て、家族の子育て～みんなで子育て考えよう～

　　　　　　　　　演者：小崎　恭弘（大阪教育大学教育学部教員養成課家政教育講座）

14：30～16：00　市民公開講座　子育て子育ちのための小児科医の知恵袋

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：藤田　　位（第25回日本保育保健学会会頭）

　　　　　　　子育てを楽しむ

　　　　　　　子どもの脳を知り、あたたかい心を育む

　　　　　　　　　演者：中村　　肇（神戸大学名誉教授）

　　　　　　　親の軸が子を変える一育てにくい子ほどよく伸びます一

　　　　　　　　　演者：成田奈緒子（文教大学教育学部特別支援教育専修教授）

B会場（3階301国際会議室）

9：00～9：50

9：50～10：30

10：30～12：30

一般演題ロ演2

0－6～O－10

　　　　　　　　　　　　　　　　座長：西原　　信（すくすくこどもクリニック）

一般演題口演3

0－11～O－14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：柏井　健作（かしい小児科）

シンポジウム2　保育士の疑問にお答えします

　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：松下　　享（松下こどもクリニック）

保育と医療の連携を本音で語ろう（感染症を通して考える）

　　シンポジスト：西村　龍夫（涼楓会にしむら小児科）

　　シンポジスト：那脇美奈子（大阪府保育所保健連絡協議会）
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12：45～13：30　ランチョンセミナー2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：中島夏樹（日本保育保健協議会感染症対策委員会・中島医院）

　　　　　　　　新しい感染症ガイドラインと感染症の手引き

　　　　　　　　　　　演者：中島　夏樹（日本保育保健協議会感染症対策委員会・中島医院）

　　　　　　　　保育所等における事故対策

　　　　　　　　　　　演者：吉岡　敦志（ちどり保育園）

遭ズダ』会場（3階レセi7Pションホニル）

11：30～12：30　セッション4

　　　　　　　　P4・一　1～P4－5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：高屋　和志（高屋こども診療所）

11：30～12：30　セッション5

　　　　　　　　P5－1～P5－6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：三品　浩基（神戸市こども家庭局こども企画育成課）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南谷　智代（あかね保育園）

11：30～12：30　セッション6

　　　　　　　　P6－1～P6－5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：薗部　真里（みずこしこどもクリニック）
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口頭演題発表のご案内　5月19日（日）

A会場（1階メインホール）

演題番号 発表時間 演題名・演者氏名・所属

○－1 9：00～9：09
すべての保育所に小児科嘱託医を！

岡　　勝巳（岡こどもクリニック）

○－2 9：09～9：18
川崎市保育園における新入園児予防接種状況一6年間の検討一

小野木恵子（川崎市医師会保育園医部会）

○－3 9：18～9：27

川崎市保育会キャリアアップ研修への川崎市医師会保育園医部会からの

講師派遣の経験

金子　光延（川崎市医師会保育園医部会）

○－4 9：27～9：36

“箱庭あそぴ一あそびの際の子どものことばや作品を子育て支援に生かす一

紙上美奈子（阿波国慈恵院保育園）

○－5 9：36～9：45

保育者養成における「子どもの保健」授業研究

アレルギー緊急時対応シミュレーション授業実践の一考察

木村　美佳（田園調布学園大学子ども未来学部子ども未来学科）

口頭演題発表のご案内　5月19日（日）

B会場（3階301国際会議室）

演題番号 発表時間 演題名・演者氏名・所属

年長クラスの子どもを対象に「いのち」をテーマにした健康教育実施の効果

○－6 9：00～9：09 ～保護者へのアンケート調査からの検討～

田中　美樹（福岡県立大学看護学部）

生体情報による「気になる」子どもと担任保育教諭の心の相互作用について
○－7 9：09～9：18

辻野　順子（姫路日ノ本短期大学）

○－8 9：18～9：27
ハイハイ運動・午前ひるねを中核とする健康教育と保育実践の効果

山内　清視（大宝保育園）

○－9 9：27～9：36
保育園に通う乳幼児のモバイル機器使用状況の実態と生活習慣との関係

泉　　秀生（東京未来大学）

○－10 9：36～9：45
保育園における育児支援に関する課題についての調査

木野　　稔（大阪府医師会学校医部会就学前児保健委員会、中野こども病院）

震災による子どもと保育者のストレスに関する調査2

○－11 9：50～9：59 一北海道胆振東部地震時の園の対応と地震後の状況調査一

吉木　美恵（花山認定こども園）

○－12 9：59～10：08
兵庫県における保育施設の嘱託医の活動についてのアンケート調査

相原　浩輝（兵庫県医師会乳幼児保健委員会）

保育現場で活用される安全マニュアル作成の試み

○－13 10：08～10：17 一事故発生を想定した連携図の一考案

速見かおり（社会福祉法人明和会　稗田保育園）

○－14 10：17～10：26
保育園（所）における与薬対応について～東京都江東区内の園（所）を対象に～

岩本　圭子（有明教育芸術短期大学子ども教育学科）
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ポスター演題発表のご案内

5月18日（土）ポスター会場（3階レセプションホール）

演題番号 発表日 演題名・演者氏名・所属

P仁1 5月18日（土）

園（保育園・幼稚園・認定子ども園）における保育士等の「気になる子ども」に

対する認識と支援の現状

奥野みどり（日本医療科学大学）

P1－2 5月18日（土）
「一本鉛筆」投影法の試み　一自己愛傾向との関連一

倉田　郁也（佐久大学信州短期大学部）

P1－3 5月18日（土）
「気になる子」支援における保育者の困り感尺度の作成の試み

吉田　将大（ルーテル学院大学大学院総合人間学研究科）

P1－4 5月18日（土）

震災による子どもと保育者のストレスに関する調査1

一 北海道胆振東部地震時の園の対応と地震後の状況調査一

吾田富士子（藤女子大学）

P1－5 5月18日（土）

ASD児のく知覚一情動〉過敏性から生じる不安や恐れ

一 聴覚に過敏性のある女児の事例から一

七木田方美（比治山大学短期大学部）

P2－1 5月18日（土）
保育者養成校における学生の心身の育ちの実態とその保障（第2報）

井狩　芳子（和泉短期大学）

P2－2 5月18日（土）
幼児教育専攻学生の「おむつに関するアンケート調査」から

伊達かなめ（安田女子大学教育学部）

P2－3 5月18日（土）

アドレナリン注射（エピペン）の実践力を育むアクティブラーニング方法の一考察

一 保育者養成機関における学生を対象とした教育実践より一

谷川　友美（別府大学短期大学部初等教育科）

P2－4 5月18日（土）
病児保育に関する大学生の意識調査

藤田　佑菜（安田女子大学教育学部）

P2－5 5月18日（土）
保育士を目指す学生の就労環境ニーズ

益川　順子（宇都宮短期大学）

P3－1 5月18日（土）
待合コンシェルジュを実施して

奥田　真美（（医）熱田小児科クリニック　津病児デイケアルーム「ひまわり」）

P3－2 5月18日（土）
保育園児をもつ母親の子ども虐待の認識の虐待予防にむけた効果的な支援

久保　恭子（東京医療保健大学東が丘・立川看護学部看護学科）

P3－3 5月18日（土）
大学生の間食に関する意識調査

阪田　友香（安田女子大学教育学部）

P3－4 5月18日（土）
大学生の幼少期の共食に関する調査

大丸　亜侑（安田女子大学教育学部）

P3－5 5月18日（土）
「子ども食堂」の役割とこれからの展望について

山田　修三（安田女子大学）
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ポスター演題発表のご案内

5月19日（日）ポスター会場（3階レセプションホール）

演題番号 発表日 演題名・演者氏名・所属

P4－1 5月19日（日）
札幌市認可保育園児における感染症罹患状況の検討

．楠　幸博（札幌市乳幼児園医協議会）

P4－2 5月19日（日）
子どもの緊急時における保育所等保育士・看護師の対応の現状

宮城由美子（福岡大学医学部看護学科）

P4－3 5月19日（日）

保育所における感染症・アレルギー・事故予防対策に関する

各ガイドラインの周知状況

板金　康子（いたがねファミリークリニック）

P4－4 5月19日（日）
同胞出生前後の子どもと家族の支援に関する保育所看護職の経験と意識

勝又すみれ（文京区立向丘保育園）

P4－5 5月19日（日）
保育中おける体調不良の子どもの対応について

西村　文江（姫路市立前之庄こども園〉

P5－1 5月19日（日）
北海道胆振東部地震発生時の認可保育施設の休園状況

西村　実穂（東京未来大学こども心理学部）

P5－2 5月19日（日）
小規模保育施設の現況調査：地区医師会での連携と実態把握

木野　　稔（大阪府医師会学校医部会就学前児保健委員会、中野こども病院）

P5－3 5月19日（日）
兵庫県の保育施設等における健康管理についてのアンケート調査

杉原加寿子（兵庫県医師会乳幼児保健委員会）

P5－4 5月19日（日）
子育て応援ステーション「はぴいく」の取り組み

藤井　貴子・上田　歌織（西脇市くらし安心部健康課・西脇市福祉部こども福祉課）

P5－5 5月19日（日）
「西脇市就学前教育・保育カリキュラム」の取り組み

藤原　幸恵（西脇市教育委員会　幼保連携課（幼児教育センター））

P5－6 5月19日（E］）

公立保育所、私立幼稚園及び認定子ども園における医療的ケア児の受け入れ事業

一神戸市の試み一

井出　絹代（神戸市こども家庭局子育て支援部）

P6－1 5月19日（日）
動画視聴時間帯別にみた幼児の生活習慣とそのリズムに及ぼす影響

五味　葉子（早稲田大学大学院）

P6－2 5月19日（日）
動物触れ合いの生理学・心理学的効果一動物種による差異の検討一

成田奈緒子（文教大学教育学部特別支援教育専修）

P6－3 5月19日（日）
保育園幼児の生活習慣の実態とその課題（2017年）

前橋　　明（早稲田大学人間科学学術院）

P6－4 5月19日（日）
地域社会における幼児の健康づくり支援「沖縄キャラバン」の実際

小石　浩一（早稲田大学大学院）

P6－5 5月19日（日）
中国幼児の生活習慣の実態とその課題

姜　　碧螢（早稲田大学大学院）
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