
7月21日（月・祝）午前の部
「一般演題A」第2会場（1階　小ホール）

時間 カテゴリ 座長 演題番号 所属 演題名

9:45-9:55 A-1 佐藤 里美 医療法人社団健育会　さとう小児科医院病児保育室バンビーノ  病児保育室におけるインシデント管理システムmims（Medical Incident Management System）の活用と課題

9:55-10:05 A-2 川村 美香 ファミリークリニックせぐち小児科病児保育室ペンギンハウス 薬にかかわる事故防止対策
10:05-10:15 A-3 吉野 友美 ニコ子どもクリニック、ニコのおうち 病児保育室における食物アレルギー対応の意識調査と今後の課題
10:15-10:25 A-4 増井 朝子 ニコ子どもクリニック、ニコのおうち 《小児アレルギーエデュケーター(看護師)が関わる病児保育室の食物アレルギー対応の実際と今後の課題》

10:25-10:35 A-5 遠藤 典子 東北大学病院病後児保育室「星の子ルーム」 食物アレルギー児の給食発注における問題と対策

10:35-10:45 A-6 若林 千秋 大分こども病院キッズケアルーム キッズケアルームにおけるインシデント・アクシデントの検討
10:45-10:55 A-7 中澤 大輔 ニコ子どもクリニック、ニコのおうち 病児保育室で急性脳症の児をお預かりして　～病児保育室での対策と今後への展望～

10:55-11:05 A-8 佐藤 好範 医療法人社団健育会　さとう小児科医院病児保育室バンビーノ 千葉県内、病児・病後児施設における食物アレルギー児への対応の現状と課題

11:05-11:15 A-9 児嶋 清美 東京女子医科大学病院附属保育所 病院付属の院内保育所・病児保育室・病棟保育の相互作用

11:15-11:25 A-10 新井 秀俊 美女木げんき保育園　病児保育室げんきルーム  病児保育利用統計による現状と課題～医療機関連携・保育園併設型病児保育室の現状～

11:25-11:35 A-11 飛梅 董 トビウメ小児科医院付属病児保育室子どもの家 小児科外来、病時保育、一時預かり保育の連携

11:35-11:45 A-12 谷本 弘子 病児看護センターベアーズデイサービス 病児保育における遠隔監視診断システムの試用

11:45-11:55 A-13 今村 光子 医療法人協仁会小松病院併設病児保育所　つくし  病児保育所つくし開設42周年を迎えて

時間 カテゴリ 座長 演題番号 所属 演題名

13:30-13:40 B-1 宮葉 麻美 桐和会グループ新小岩わんぱくクリニック病児保育室 葛飾区における病児・病後児の連携の現状と今後の課題

13:40-13:50 B-2 木戸 倫子 巻石堂病後児保育ルーム　げんきだゾウ 他県から「葛飾病児・病後児保育協議会」に参加した取り組みと今後の課題

13:50-14:00 B-3 岩井 美恵子 葛飾病児病後児協議会 葛飾の取組みから見える病児・病後児保育のあり方―あなたの地域はどうですかー

14:00-14:10 B-4 西村 理歩 砂原保育園 地域に病後児保育を広める取り組み
14:10-14:20 B-5 佐藤 勇武 医療法人社団徳枝会こどもデイケアプリムラ 初利用病児の利用実態と病状の分析－病児保育における看護保育業務の定量的分析　第４報－

14:20-14:30 B-6 安武 由紀子 ならざき小児科病児保育室ぞうさんの家 “メディア漬け”から子どもたちを守るために～アンケート調査から見えてきたこと～

14:30-14:40 B-7 川本 あかね 神奈川県立衛生看護専門学校第一看護学科 病児・病後児保育施設で働く保育士と看護師の専門性に対する意識調査

14:40-14:50 B-8 城 雅子 片山キッズクリニック　病児保育室プエリ  病児保育室における保育園行事実施の試み～開設10年を迎えて～

14:50-15:00 B-9 植田 美穂 社会医療法人真美会　中野こども病院付属　病児保育室きしゃぽっぽ 病児保育室における登録用紙の重要性について

15:00-15:10 B-10 細谷 真弓 病児保育室　ハグルーム 子ども理解を深めるために～『乳児保育』基本の見直し～

15:10-15:20 B-11 赤川 有紀 ＯＣＦＣ病児保育室うさぎのママ 一年目保育士の保育園研修での学びから、病児保育室でできること

15:20-15:30 B-12 花房 茜 病児保育室  ハグルーム 病児保育室における「導入を意識した遊び」実践例の報告―地域勉強会での取り組みより―

15:30-15:40 B-13 岩井 美由紀 岡山大学病院　ますかっと病児保育ルーム
岡山大学ますかっと病児保育ルームの疾患別確認事項の作成
『熱性けいれん』『呼吸器疾患』の症例から

15:40-15:50 B-14 渡部 真由美 むかいだ小児科　キッズハウス 病児の“食べたいメニュー”のために　―食事メニュー表の工夫―

15:50-16:00 B-15 高屋 まち子 医療法人上原医院病児保育室ユーネスト 病児と保護者の朝の生活実態調査～病児は朝食を摂ってきているか？～

16:00-16:10 B-16 栗山 陽子 病児保育室Ami
インフルエンザ感染症患児の隔離対応について
＜インフルエンザＡとＢ感染症患児同室保育の安全性＞

7月21日（月・祝）午後の部

「一般演題C」第3会場(５階　第２講習室)

時間 カテゴリ 座長 演題番号 所属 演題名
13:30-13:40 C-1 根賀 智美 ひかり病児保育園 ＰＣで管理できる「保育日誌システム」の導入

13:40-13:50 C-2 清水 亨 保育所さうだーで
「保育所さうだーで」における病児保育の情報共有法
～レイダーチャート・キーワードシステムを用いて～

13:50-14:00 C-3 原田 圭子 健生病児保育室ほっとルーム 個別保育看護支援計画書の導入について～安心・安全な保育看護の提供の

14:00-14:10 C-4 木村 奈緒子
あらいこどもクリニック/ 眼科クリニック病児保育室
「きりん」

フェイス・スケールによる病児保育室の預かり児の生活状態の定量化

14:10-14:20 C-5 吉野 真理子 病児看護センターベアーズデイサービス 利用者ファイルについて
14:20-14:30 C-6 秋山 知子 松本小児科医院　早良部病児デイケアルーム 「エンゼルさわらでの予約方法の検討」　～当日予約について～
14:30-14:40 C-7 東 千晶 医療法人愛幸会　病児保育室リトルベアー Accept all requests　～予約と部屋割りについて～
14:40-14:50 C-8 茂木 安里 病児保育室ベアルーム 利用者に対するアンケート調査と延長保育の開始

14:50-15:00 泉　裕之 C-9 嶋井 真奈美 福富医院　すずらん病児保育園 病児の病状が変化した時の保護者への連絡についての検討

15:00-15:10 平澤　恵美子 C-10 加藤 紀子 練馬区医師会病児保育センターぱるむ大泉 練馬区医師会立単独型病児保育センターの２園を比較して

15:10-15:20 C-11 中村 加奈子 えがみ小児科　病児保育エミー 病児保育室における保育士のストレス調査

15:20-15:30 C-12 浜本 芳彦 全国病児保育協議会　大阪支部(大阪府医師会) 大阪における病院内病児保育所の現状と課題

15:30-15:40 C-13 岩壁 加津子 東海大学大学院工学部建築学専攻修士2年
全国病児保育協議会調査報告
施設利用状況における室機能と面積・設備環境に関する研究
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発表者
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