
すべての子どもの健やかな成長のために

～さらなる保育保健の推進をめざして～

◆会場◆ 京都府立京都学・歴彩館
(京都市左京区下鴨半木町1‐29)

◆対象◆ 就学前教育保育施設等に係る保健師・看護師・助産師・

嘱託医・小児科医・栄養士・調理師、保育士、保育教諭、
幼稚園教諭、養護教諭、就学前教育保育施設等の管理職、
各養成校の教職員、その他乳幼児保健に関心をお持ちの方

◆費用◆ 事前参加申込(資料代含む) 5,000円（当日6,000円）

1日ずつの参加 各3,000円

主催：一般社団法人 全国保育園保健師看護師連絡会

交流会(会費 6,000円)

皆様との交流の場を設けました。
是非ご参加ください。

2月1日 17:15～19:15
於 稲盛記念会館「たまご」
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実践型講座開催！
研究大会お申込み頂いた方なら
どなたでも無料で参加できます。
1.園児への健康教育：小ホール
(定員50名)

2.感染症対策の実際：大ホール
（人数制限なし）
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大会委員長 (公社)京都府看護協会常任理事 辻村美春

後 援 京都府 京都市 (公社)京都府看護協会 (一社)京都府医師会
京都小児科医会 (一社)京都府保育協会 (公社)京都市保育園連盟
全国認定こども園協会 京都支部 (一社)日本保育保健協議会
(公社)日本小児保健協会 (公社)日本看護協会 日本赤十字社
(公社)日本小児科学会 (公社)日本小児科医会 (福)日本保育協会
(公社)全国私立保育園連盟 (福)全国社会福祉協議会全国保育協議会
(福)全国社会福祉協議会全国保育士会



第31回全国保育園保険研究大会 参加事前申し込みのご案内

近年、社会の要望から保育需要は高まり、保育園等の数は増加し、保育形態も多様になってい
ます。また、受け入れる子どもは 低年齢化し、さらに慢性疾患等で医療的な配慮を必要とする
子どもたちも増え、従来以上に子どもの健康と安全を守るための保健 活動の充実が求められて
います。 感染症予防対策やアレルギー児への対応、安全管理に加え医療的ケアを要する子ども
や発達面で気になる子ども、育児不安を抱 える保護者等、子どもとその家族のニーズは多様化
し、より個別的な保健活動が求められるようになっています。子どもたちの健 やかな育ちを多
職種と連携し、子どもたちの未来の健康へつながる支援を行うことは、保育保健の課題といえ
ます。 本研究大会は、保育園等の保健活動に関して情報・意見交換を行い、参加者が保育保健
のさらなる充実を目指して活動していく ことを目的としています。参加者にとって自己研鑽で
きる場となり、子どもたちの健やかな育ちへ貢献する一助となれば幸いです。

主催：一般社団法人 全国保育園保健師看護師連絡会

▶プログラム▶プログラム

▶アクセス
京都市営地下鉄 北山駅下車南へ徒歩約4分

▶アクセス
京都市営地下鉄 北山駅下車南へ徒歩約4分

１．参加費を「郵便払振込取扱票」にてお振込みください 。
「郵便振込票の控え」は研究大会終了後まで必ず保管して
ください。

● 口座番号 ００１１０－２－５８６２４７
● 加入者名 全国保育園保健研究大会

２．通信欄に下記の①～⑥の項目を記入してください

①第31 回保育園保健研究大会
②参加資料代 5,000円（2日間）

または 3,000円（1日）
③交流会費 6,000 円（交流会に参加する場合）
④会員（会員番号）・ 非会員
⑤実践型講座希望の有無と希望講座名
⑥職種：保健師、看護師、助産師、保育士、その他

３．入金確認後『参加証のはがき』を送付いたします。

４．申込締切 ２０１９年１２月２７日(金)
※上記期日は郵便局への払い込み期限です。
※振込後の返金には応じられません。予めご了承下さい。
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▶申込方法▶申込方法

【１日目】
12：30  開会
12：50 特別講演

「保育行政について」(仮)(依頼中)
厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課

13：45 記念講演
「小児保健の現状」(仮)

京都府立医科大学小児科 教授 細井 創
14：50 教育講演

「保育現場での感染症対策」
高屋こども診療所 院長 高屋 和志

15：50 研究発表及び各地からの報告
17：15 交流会

於：稲盛記念館1階京都北 DeliCafeたまご
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【2日目】
9：30 教育講演

「医療的ケアの必要な児への
保育所における支援」（仮）

はせがわ小児科 院長 長谷川 功
10：40 教育講演
「保育所におけるアレルギー疾患への対応

―改訂ガイドラインの活用―」
京都府立医科大学小児科 講師 土屋 邦彦

11：45 会員報告会
12：15 昼食休憩
13：10 教育講演
「保育保健における看護職の役割と連携」（仮）

名古屋学芸大学看護学部看護学科 教授 金城 やす子
14：15 シンポジウム
「保育園における子どもたちの健康支援

―保育保健の充実を目指して―」
コーディネーター 京都府山城南保健所 所長 三沢 あき子

全国保育園保健師看護師連絡会 会長 藤井 祐子
①嘱託医の立場から 禹小児クリニック 院長 禹 満
②園長の立場から 一般社団法人京都府保育協会 会長 楠 文範
③看護師の立場から 亀岡市立中部保育所 主幹(保健師) 庄田 晴美
15：20 パネルディスカッション
15：55  閉会 次期開催地から （茨城県）
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