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求められています。近年、子ど
もの療養環境への関心が高まっています。過去 15 回開催してきました「子どもの療養環境研
究会」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。今回 16 回目となる研究
会においても、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。
口演の皆様方に、子どもの療養環境に関する日頃の取り組みを発表いただく場として活用
してもらえるように企画いたしました。保育・医療・看護・遊び・教育・養護・建築・森等
様々な分野でご活躍の皆様のご参加をお待ちしております。

第 16 回
子どもの療養環境
研究会
研究会
主 催：NPO 子ども健康フォーラム
協 力：あいち小児保健医療総合センター

特定非営利活動法人子ども健康フォーラム

日時：平成 27 年 6 月 7 日（日）

理 事 長
実行委員長

長嶋 正實
渡邊 芳夫

会場：あいち小児保健医療総合センター地階大会議室

参加費：NPO
参加費：NPO 子ども健康フォーラム会員：無料 会員以外：一般 2,000 円、学生 1,000 円（懇親会、抄録代含）
出席のための事前申込は必要ありません
会場の周辺には、飲食店がございません。会場にはレストラン「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
ます。つきましては、お弁当を 550 円で準備させていただきますので、ご希望の方は、5 月 28 日（木）までに下記事務局へ TEL、FAX、E-Mail のいずれ
かでお申し込み下さい。お支払いは当日会場にて受付の際にお支払いいただき、お弁当券を配布します。
研究会終了後、研修室にて懇親会を開催します（17：10～18：00）。懇親会の参加費は無料なので、是非参加下さい。

特定非営利法人子ども健康フォーラム事務局
子どもの療養環境研究会事務局 （弁当申し込み先）
〒462-0847 名古屋市北区金城一丁目2番B-907佐藤方
担当：佐藤 高子

プログラム
9：30～

9：40

受付 9：00～ 9：30
主催者挨拶
主催者挨拶
挨拶

9：40～ 10：40

長嶋 正實（NPO 法人子ども健康フォーラム
服部 義（あいち小児保健医療総合センター

理事長）
センター長）

教育講演
篤樹（NPO 法人子ども健康フォーラム）
教育講演「子どもが喜ぶ建築～療養環境、生活環境、学習環境」
講演「子どもが喜ぶ建築～療養環境、生活環境、学習環境」堀部
「子どもが喜ぶ建築～療養環境、生活環境、学習環境」
座長：前田

10：40～ 11：55

E-Mail ： office@npooffice@npo-cln.com
cln.com
TEL ： 090090-60726072-1171 (佐藤) FAX ： 052052-325325-5877
ホームページ ： http://www.npohttp://www.npo-cln.com
cln.com

正信（NPO 法人子ども健康フォーラム

理事）

一般口演 第１部 座長：望月 ます美（静岡済生会総合病院 ホスピタルプレイスペシャリスト）
平野 祐子（あいち小児保健医療総合センター ホスピタルプレイスペシャリスト）

１．「みんなが主役！ ～障がいがあっても、長期入院していても、生活を楽しみたい！！～」
丸澤由美子（国立病院機構 三重病院 児童指導員）、西野さとみ（医療保育専門士）
、横山尚子（児童主任）
前田桂子（重症心身障害児者病棟 看護師長）
、長谷由加理（重症心身障害児者病棟 副師長）
服部恵子（重症心身障害児者病棟 副師長）
、村田博昭（小児科部長）
２．「重症心身障害児における自発的行動を促す介入の検討」
村上 遥香（愛知県心身障害者コロニー中央病院 看護師）
、小松 則登（作業療法士）
、
山口 智治（看護師）
、中山 千佳（医療保育専門士）

３．「小児専用病棟におけるプレイルームでの遊び ～楽しかったな プレイルームで遊んで～」
中川 美紀（刈谷豊田総合病院 保育士）、太田 佳子（保育士）、杉山 まき子（病棟 看護師長）
、
兵藤 睦美（病棟 看護師）

４．「患者図書コーナーの改善 －ありのままの君でいい」
塚田 薫代（静岡県立こども病院 司書）、渡辺 みき（病棟 師長）
、川原 利瑛（総務課総務係 主事）

５．「重心病棟における学童児童の支援～保育士による遊びを通してのアプローチ～」
山田 元子（愛知県青い鳥医療福祉センター 医療保育専門士）

11：55～ 13：00

昼食・休憩

会場案内 あいち小児保健医療総合センター地階大会議室
〒474474-8710 愛知県大府市森岡町七丁目
愛知県大府市森岡町七丁目426
七丁目426番地
426番地
電 話 05620562-4343-0500（代表）
0500（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～ 14：15

一般口演 第 2 部 座長：山田 元子（愛知県青い鳥医療福祉センター 医療保育専門士）
好井 理世（市立堺病院 小児病棟・外来 看護師長）

６．「居心地の良い処置室をめざして －小児病棟処置室の環境を見直してー」
望月 ます美（静岡済生会総合病院 ホスピタルプレイスペシャリスト）

７．「未来の扉を開けに行こう！ ～手術前プレイ・プレパレーション装飾（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏｯﾋﾟﾝｸﾞ）の準備報告～」
棚瀬 佳見（あいち小児保健医療総合センター ホスピタルプレイスペシャリスト）

８．「れいちゃんのレーザープレパレーション～形成外科の小児レーザー治療に対するプレイ・プレパレーション開発報告～」
平野 祐子（あいち小児保健医療総合センター ホスピタルプレイスペシャリスト）

９．「びょういんでリラックス」
羽場 美穂（石川県立中央病院 小児専門看護師）
、羽土 英恵（看護師 子ども療養支援士）、
松田 敏恵（小児病棟 看護師長）
、堀田 成紀（小児科 医師）

10．
10．「手術室に行こう！！」
小川 小百合（近江八幡総合医療センター 保育士）岡田

14：15～ 14：25

14：25～ 14：35
14：35～ 15：50

典子（看護師）

「マニュライフ生命子どもの療養環境支援プ
「マニュライフ生命子どもの療養環境支援プロジェクト」ご案内
支援プロジェクト」ご案内

休

憩

一般口演 第 3 部 座長：清水 千鶴（あいち小児保健医療総合センター 看護師長）
杉山 全美（静岡県立こども病院 ホスピタルプレイスペシャリスト）

11．
11．「わくわくるーむ 遊びが生まれる港」
長野 江見子（市立堺病院 病棟保育士）、長森 恵美、榊田 有里子、入江 奈緒（病棟保育士）
、
好井 理世（小児病棟・外来 看護師長）、堀端 雅美（小児病棟・外来 看護師）
、
岡村 隆行（小児科部長）
、安井 謙太（管理課長）

12．
12．「在宅療養する子ども達への遊びの提供への取り組み ～海で遊ぼう！お家に海がやってきた!
～海で遊ぼう！お家に海がやってきた!！～」
和田 丈子（訪問看護ステーション Legato 看護師）

13．
13．「小児病棟における付き添い環境の改善～大部屋での男性の付き添いの検討～」
牧田 佳代、奥田 麻友美、服部 由佳、田中 理恵、井上 真理子（総合大雄会病院 小児病棟 看護師）

14．
14．「急性期病院における院内学級（第二報）～市立堺病院での試み：2013
「急性期病院における院内学級（第二報）～市立堺病院での試み：2013 年度と 2014 年度の比較をして～」
山口 智子（市立堺病院 小児科 看護師）
、好井 理世（小児病棟・外来 看護師長）、
岡村 隆行（小児科部長）

15．
15．「みんなでいっしょに～急性期医療小児病棟での取り組みと実践、そして、展望～」
中田 政子（相模原協同病院 小児科

15：50～ 16：50

特別講演「アレルギーをもった子どもの看護と保育」

病棟保育士）

漢人 直之（元あいち小児保健医療総合センター

座長：長嶋 正實（NPO 法人子ども健康フォーラム 理事長）

16：50

閉会 挨拶

アレルギー科医長）

