第 12 回
子どもの療養環境
どもの療養環境
研究発表会
主 催：NPO 子ども健康フォーラム
共 催：あいち小児保健医療総合センター

東日本大震災で
東日本大震災で被災された
被災された子
された子どもたちが、
どもたちが、早く元気になれるよう
元気になれるよう願
になれるよう願っています。
っています。
子どもの療養環境には病気をもつ成長発達途上の子どもとその家族への身体的・精神的・
社会的な負担を軽減し、楽しく、有意義な生活を送ることができることが求められています。
最近、子どもの療養環境への関心が年々高まっていますが、過去 11 回開催してきた「子ども
の療養環境研究発表会」もこれに大きく寄与しているのではないかと自負しています。今年
も 12 回目となる子どもの療養環境研究発表会を開催し、人的・心理的・物理的な面を含めた
子どもの療養環境の改善について考える機会になることを期待しています。
皆様方には、日頃の取り組みをご発表いただく機会として、第 12 回子どもの療養環境研究
発表会を企画いたしました。子どもの療養環境、すなわち、保育・医療・看護・遊び・教育・
養護・建築・森などを含む多くの分野での演題のご応募をお待ちしております。
特定非営利活動法人子ども健康フォーラム

理 事 長 田邊 穰
実行委員長 渡辺芳夫

日時：
会場：
日時：平成 23 年 6 月 12 日（日）
会場：あいち小児保健医療総合
あいち小児保健医療総合センター
小児保健医療総合センター地階大会議室
センター地階大会議室
参加費：
参加費：NPO 子ども健康
ども健康フォーラム
健康フォーラム会員
フォーラム会員：
会員：無料 会員以外：
会員以外：一般 2,000 円、学生 1,000 円（懇親会、
懇親会、抄録代含）
抄録代含）
出席のための
出席のための事前申込
のための事前申込は
事前申込は必要ありません
必要ありません

。
レ
「リトルバード」がございますが、入院しているお子様のご家族の方などで混雑いたし
す。 き して お弁当 500 円で準備さ て ただき す。ご希望の方は、6 月 3 日（金）までに下記事務局へ FAX、E-Mail のいずれかでお申し
込み さ 。お支払 当日
て受付
お支払 ただき、お弁当券を配布します。
研究発表 終了後 ホワイエ て懇親 開催し す 7 0～18：00）。参加費無料なので、是非参加下さい。
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会
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に
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「子どもの療養環境研究発表会事務局
どもの療養環境研究発表会事務局」
療養環境研究発表会事務局」（弁当申し
弁当申し込み先）

〒454-0818 名古屋市中川区松葉町5-25-101佐藤方
担当：佐藤高子
TEL：090-6072-1171、FAX：052-304-9002
E-Mail：office@npo-cln.org

プログラム
9：30～

9：40

「特定非営利法人子ども
特定非営利法人子ども健康
ども健康フォーラム
健康フォーラム事務局
フォーラム事務局」
事務局」

〒470-0233 愛知県みよし市三好丘あおば2-5-8-706篠原方
TEL:090-6570-2709FAX:0561-36-6643
E-mail:nami-shino@mtc.biglobe.ne.jp
ホームページ:http://www.npo-cln.org/

受付 9：00～ 9：30
主催者挨拶 田邊 穰（NPO 子ども健康フォーラム理事長）
共催者挨拶 前田正信（あいち小児保健医療総合センターセンター長）

9：40～ 10：10

教育講演「
教育講演「子どもの権利条約
どもの権利条約とあいち
権利条約とあいち小児保健医療総合
とあいち小児保健医療総合センター
小児保健医療総合センター」
センター」あいち小児保健医療総合センター名誉センター長 長嶋正實
座長：奥田陸子（子どもの遊ぶ権利を守る国際協会）

10：10～ 11：05

一般口演 第１部 座長：坂本扶美枝（福岡大学病院チャイルド･ライフ･スペシャリスト）渡邉三恵子（あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ看護師長）
１．「『
．「『めざせ！
めざせ！プチわくわくる
プチわくわくるー
わくわくるーむ』改善後の
改善後の様子と
様子と今後の
今後の課題」
課題」
林里美（あいち小児保健医療総合センター31 病棟看護師）渡邉三恵子（看護師長）棚瀬佳見（保育士）古川愛

２．「のぞいてみよう不思議
のぞいてみよう不思議な
不思議な世界」
世界」
鈴木せつ子（NPO 法人メンタルセラピスト協会）細谷小織、神丸栄、黒田敦子、清家ゆり子、山田裕子、佐藤高子

３．「おうちのように
．「おうちのようにリラックス
おうちのようにリラックス～
リラックス～自分らしく
自分らしく過
らしく過ごせる癒
ごせる癒しの空間
しの空間」
空間」
斉藤深雪（相模原協同病院看護師）葛西澄江(保育士)鎌田順子(小児科病棟師長) 横田行史(副院長小児科部長)

４．「お
．「お料理トントン
料理トントン、
トントン、はいどうぞ♪
はいどうぞ♪～ままごとの世界
ままごとの世界でい
世界でいー
でいーっぱい遊
っぱい遊ぼう！～
ぼう！～」
！～」
滝本真理子(川崎医科大学附属病院小児病棟保育士）石本多津子（小児科師長）寺田喜平（医療保育室室長）
11：05～ 12：00

一般口演 第 2 部 座長：平野祐子（あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ保育士）篠原佳則（NPO 子ども健康ﾌｫｰﾗﾑ、安井建築設計事務所）
５．「入院中
．「入院中の
入院中の子どもたちの成長発達
どもたちの成長発達を
成長発達を援助する
援助する療養環境
する療養環境の
療養環境の提供を
提供を目指して
目指して ―わくわくるー
わくわくるーむの開設
むの開設にむけての
開設にむけての取
にむけての取り組み」
中島愛（滋賀県立小児保健医療センター学童病棟保育士）永田照実（看護師）松倉とよ美、永福亜也子

６．「わくわくる
．「わくわくるー
わくわくるーむの環境における
環境における取
における取り組みーわくわくるー
わくわくるーむプロジェクト、
プロジェクト、その後
その後―」
京極恵（近畿大学医学部附属病院病棟保育士）千田晶子、竹村亜希子（看護師長）

７．「プレールーム
．「プレールームの
プレールームの環境改善へ
環境改善へ取り組みと課題
みと課題」
課題」
笠原健（市立堺病院病棟看護師）久井篤子（保育士）長野江見子、古下正義（経営企画課）
森吉恵（病棟看護師）好井理世、柳原永子（病棟看護師長）河合律子（看護師長）岡村隆行（小児科部長）

８．「小児病棟
．「小児病棟における
小児病棟における看護師
における看護師と
看護師と保育士の
保育士の協働による
協働による効果
による効果ー
効果ーわくわくるー
わくわくるーむプロジェクト、
プロジェクト、その後
その後―」
能登由美子(旭川厚生病院病棟看護師主任)沖潤一（副院長)菊地洋子（病棟科長）福田尚美（看護師主任）
小林恵美（病棟保育士）

会場案内 あいち小児保健医療総合
あいち小児保健医療総合センター
小児保健医療総合センター地階大会議室
センター地階大会議室
〒474愛知県大府市森岡町尾坂田1
1-2
474-0031 愛知県大府市森岡町尾坂田
電 話 05620562-4343-0500（
0500（代表）
代表）
・JR名古屋駅よりJR大府駅まで約12～20分、
JR岡崎駅よりJR大府駅まで約15～20分
JR大府駅西口から知多バスで約10分、
バス停「小児センター」にて下車
・名古屋市の中心部より自動車で約30分、
名古屋高速から知多半島道路経由

13：00～ 13：55

成

一般口演 第３部 座長：相吉恵（国立 育医療ｾﾝﾀｰチャイルド･ライフ･スペシャリスト）渡邊芳夫（あいち小児保健医療総合ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長）
９．「福岡大学病院小児科病棟
．「福岡大学病院小児科病棟における
福岡大学病院小児科病棟における保育士
における保育士の
保育士の３５年間
３５年間の
年間の歩み〜子どもたちの笑顔
どもたちの笑顔と
笑顔と命の輝きに支
きに支えられて〜
えられて〜」

東島明子（福岡大学病院小児科元病棟保育士）鳥巣麻衣子（病棟保育士）坂本扶美枝（チャイルド･ライフ･スペシャリスト）
中山麗（臨床心理士）泊由美子(小児医療センター主任看護師)松田美奈子（小児医療センター師長）
安元佐和（小児科医）廣瀬伸一（小児科部長）

10．「
10．「『
．「『チャイルドプラネット in NCU ☆』名古屋市立大学病院での
名古屋市立大学病院でのセクション
でのセクションを
セクションを超えた取
えた取り組み」
松井

幸子(名古屋市立大学病院小児病棟看護師)小川綾香、藤田えり、村田佐知子(小児病棟看護師長)山村清佳、早川則子

11．「
どもたちが考
考える小児
11．「子
．「子どもたちが
える小児がんの
小児がんの夢
がんの夢の病院」
病院」

楠木重範（NPO 法人チャイルド・ケモ・ハウス）幡清巳、田村亜紀子

12．
12．「被虐待児に
被虐待児に小児科病棟でできること
小児科病棟でできること」
でできること」
川西三
13：55～ 14：55

特別講演「
特別講演「東京都立小児総合医療センター
東京都立小児総合医療センターの
センターの療養環境づくり
療養環境づくり」
づくり」
前

14：55～ 15：05

紀（国立病院機構大阪医療センター保育士）楠木重範（小児科医）多和昭雄

東京都立小児総合医療センター院長

林

奐

座長：

田邊

穰（NPO 子ども健康フォーラム理事長）

「マニュライフ生命子
マニュライフ生命子どもの
生命子どもの療養環境改善寄付金
どもの療養環境改善寄付金」「
療養環境改善寄付金」「マニュライフ
」「マニュライフわくわくる
マニュライフわくわくるー
わくわくるーむプロジェクト」
プロジェクト」ご案内
埼玉病院における
埼玉病院における東日本大
における東日本大震災
東日本大震災での
震災での、
での、わくわくるー
わくわくるーむ及び療養環境改善寄付金の
療養環境改善寄付金の対応

15：05～ 15：20

休

15：20～ 15：50

基調講演「
基調講演「子どもにとってやさしい医療
どもにとってやさしい医療と
医療と療養環境をつくるための
療養環境をつくるための第
をつくるための第 3 の職種の
職種の必要性

15：50～ 17：00

憩

スペシャリストの
スペシャリストのスペシャルな
スペシャルな部分を
部分を理論化、
理論化、体系化するための
体系化するための試
するための試み」
静岡県立大学短期大学部准教授 松平千佳
座長：長嶋正實（NPO 子ども健康フォーラム理事）
賢

屋

一般口演 第 4 部 座長：京極恵（近畿大学医学部附属病院保育士）鈴木 一（名古 市立大学

芸術工学部教授）

13．「小児病棟
．「小児病棟における
小児病棟における廊下
における廊下の
廊下の環境改善への
環境改善への取
への取り組み－元気になるんやさかい
元気になるんやさかい！－
になるんやさかい！－」
！－」
好井理世（市立堺病院病棟看護師）

塩田智枝子、笠原健、末延國康（大阪芸術大学）金田惠美子、本田健太、西下美緒子

政義（市立堺病院経営企画課）柳原永子（病棟看護師長）河合律子（看護師長）岡村隆行（小児科部長）
14．「
14．「動物
．「動物の
動物の森へ☆出発！
出発！しんこう
しんこうー♪♪―介助沐浴室
♪♪―介助沐浴室の
介助沐浴室の改善を
改善を行って―
って―」
植田公子（大阪市総合医療ｾﾝﾀｰ小児医療ｾﾝﾀｰさくら 7 病棟看護師）藤見絵理、山地理恵（ホスピタルプレイスペシャリスト）
岸本典子（保育士）宮崎明子（看護師長）
15．「子
．「子どもの療養環境
どもの療養環境整備の実態と課題」
課題」
岡庭純子（名古屋市立大学大学院芸術工学研究科）鈴木賢一
16．「ほっとス
っとスポットー青いお空
いお空のＧＣＵ－ＧＣＵ療養環境向上への取
への取り組みー」
栗本淳子（独立行政法人国立病院機構長良医療センターNICU 副看護師長）竹田錦紀、渡會涼子（看護師長）
17．「処置室革命！！！『こわいの
！！！『こわいの、
こわいの、いたいのとんでいけー
いたいのとんでいけー！！』」
柳川亜希（中部ろうさい病院看護師）濱田 直、山田政功（小児科医）村瀬眞理子（看護師長）稲垣良子（師長補佐）
吉岡 美歩（看護師）飯田 あけみ、桂川 美穂（保育士）平野 祐子（あいち小児保健医療総合センター 保育士）
古下

