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ホスピタル・プレイ・スペシャリスト 

第 14 回国際シンポジウム・研究大会 

今こそ、遊び始めよう 

－Let’s start Playing－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催方法 ： ハイブリッド開催（オンデマンド、オンライン、対面） 

開催期間 ： ２０２２年３月１９日（土）から２０２２年３月２７日（日） 

主 催 ： 静岡県立大学短期大学部 

         ＮＰＯ法人ホスピタル・プレイ協会 

後 援 ： 静岡県、静岡市、重症心身障害児（者）を守る会 

SMA（脊髄性筋萎縮症）家族の会 
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第 1４回 HPS 国際シンポジウム・研究大会開催によせて 
 

今こそ、遊び始めよう －Let’s start Playing－ 

  

全世界が新型コロナの脅威に覆われた状態のなかで、第 14 回国際シンポジウム・研究大会がここに

開催されますことに、大学を代表して深く感謝申し上げます。 

 今現在、世界中が新型コロナの感染拡大で、Stay Home（自宅待機）が呼びかけられています。

日本でも 2020 年 4 月 7 日に緊急事態宣言が出され、その後、変異株の拡大により、静岡県下に

おいては、まん延防止の措置がとられております。 

 また、世界を見るとロシアによるウクライナへの攻撃により 200 万人以上の人々がポーランドなど

隣国に避難しています。この避難民の数は、静岡市人口約 69 万、浜松市人口約 79 万をはるかに

超えた驚くべき人数です。そこでは、家が壊され家族がバラバラになり、必死で地下鉄などの防空壕

に避難している様子が痛ましいです。いつの時代も子どもたちにとって家庭は最も安全な居場所で

なければいけません。今回のテーマも「今こそ、遊びを始めよう」をテーマに多くの方々にご報告して

いただきます。 

 今私たちに求められているものは何か。新型コロナにより世界中が危険な状態にさらされています。

また、戦争により世界の平和が大きく崩れようとしております。そのような状況下で、第 14回HPS国

際シンポジウムが開催された意義は極めて大きいと言えます。 

 2021 年度よりコロナ感染拡大によりオンデマンド中心で開催してきております。 

HPS 国際シンポジウムは今年で 14 回目を迎えます。今年度（2022 年）は、3 月 19 日～27 日の

期間にハイブリッド（オンデマンド、オンライン） にて開催いたします（開催期間中は何度でも視聴可

能）。国際シンポジウムの内容は、基調対談、教育講演、ミニシンポジウム、遊びのワークショップ、口

頭発表、ポスター発表と多彩なプログラムをご用意しております。 

 また、HPS 養成講座はコロナ禍のため、講義はオンライン、感染状況をみながらの病院実習を行っ

ています。2021 年 10 月末までの HPS 修了生は 218 名となり、全国 33 都道府県の約 100 ヶ所

の施設で、それぞれ HPS で学んだ専門性を発揮し活躍しているところです。 

 HPS 養成は 2007（平成 19）～2009（平成 21）年度に文部科学省から委託を受け、本学初の

「社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム」が採択され開始しました。 

 HPS 養成課程がこれまで大きく発展してきた背景には、皆様方の HPS に対する熱い思いと社会

における HPS のニーズがあったからだと深く感謝申し上げます。 

 新型コロナにより、経済、文化、物流、国際交流など、全ての分野で社会が停止及び延滞したような

感がありますが、保健・医療・福祉そしてこどもたちの遊び場や健全育成活動を止めてはいけないの

です。コロナ禍の状況の中で、HPS 活動及び皆様方の活動はとても重要だと考えます。  

 HPSのさらなる発展とすべての子どもたちの幸福を祈念して、挨拶とさせていただきます。ありがと

うございました。    

 

       2022 年 3 月 

       静岡県立大学短期大学部 

     部長  佐々木 隆志 
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ご案内 

 

● 視聴方法 

事務局よりお送りいたします視聴用ページの URL とパスワードを入力してログインしてください。 

※参加登録をされた方には、本シンポジウム・研究大会事務局より視聴用パスワードを 3 月 15 日

（火）以降にメールにてご案内します。開催前日 3 月 18 日（金）になっても届かない場合はメールで

お問合せください。視聴用パスワードは info@hps-japan.net からお送りします。info@hps-

japan.net からのメールを受信できるよう設定をお願いいたします。 
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● 推奨環境 

ブラウザ: Microsoft Edge、Mozilla Firefox、Safari、Google Chrome 最新版 

視聴用端末：スマートフォンからも視聴できますが、配信画面が小さくなるため、PC やタブレットでの

閲覧をお勧めします。 

インターネット環境：光ファイバーや Wi-Fi などのインターネット環境を整え、十分な容量または無制

限のネット環境を準備することをお勧めします。 

目安として 90 分で約 500MB（0.5 ギガ）のデータ通信量が発生します。 

 

 

● 視聴にあたっての禁止事項  

本シンポジウム・研究大会に関わる講演および発表データの視聴に際し、以下の行為については禁止しま

す。 

①視聴用 URL およびパスワードの共有すること 

②個人の利用及び二次利用など、いかなる理由に関わらず、無断でパソコン・カメラ・スマートフォン

などの記録媒体に録画録音しデータを保存すること（スクリーンショットを含む） 

③Web 視聴サイトに掲載の発表データ（スライド、画像、動画など）を無断で引用・転載等をすること 

上記①～③のいずれかの行為が判明した参加者については、事務局より録画・録音の停止および削除要

請とともに開催期間中であっても以後の視聴はお断りします。この場合、参加費は返金いたしません。あ

らかじめご承知おきください。 

 

● オンデマンド配信期間中の問合せ先 

第 14 回 HPS 国際シンポジウム・研究大会事務局（NPO 法人ホスピタル・プレイ協会） 

E-mail ： info@hps-japan.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@hps-japan.net
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プログラム 
 

 

基調対談１                                            D１ 

 

尾池和夫学長と語る俳句、芸術、そしてホスピタル・プレイ 

 尾池 和夫 

 静岡県立大学学長 

 松平千佳 

 静岡県立大学短期大学部/NPO 法人ホスピタル・プレイ協会 

 

基調対談２                                            D２ 

 

「医療のための人生」から「人生のための医療」への転換を目指して

 淺野一恵 

 社会福祉法人 小羊学園 つばさ静岡 

 松平千佳 

 静岡県立大学短期大学部/NPO 法人ホスピタル・プレイ協会 

 

 

産学民連携報告                                        R１ 

 

コロナ禍における病児の遊び（ホスピタル・プレイ）を守り促進するための取り組み

 成島優 

 株式会社 Do System 

 横山純 

 Joyful Pleasure Design 

 松平千佳 

 静岡県立大学短期大学部/NPO 法人ホスピタル・プレイ協会 

 

  

 

教育講演１                                            E1 

 

植物状態患者と看護師との〈身体〉を介した交流

 西村ユミ  

 東京都立大学 学部長、教授 
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教育講演２                                            E２ 

 

障がいのある子どもをケアする家族の「権利」を守るための支援のあり方 

 松澤 明美 

 茨城キリスト教大学看護学部看護学科 教授 

  

教育講演３                                            E３ 

 

パートナーシップから生まれるバリアフリー絵本 

 攪上久子 

 女子美術大学・小平市健康センター 非常勤講師・公認心理師 

 

教育講演４                                             E４ 

 

コロナ時代の医療的ケア児の一時預かり事業～医療職と保育職の協働～ 

 宮本直彦 

 げんきキッズクリニック 院長 

 宮本知子 

 げんき夢こども園 園長 

 

教育講演５                                            E５ 

 

デジタル×遊びで拡がる！デジリハで子どもの可能性を楽しもう

 加藤さくら 

 株式会社デジリハ 

 

教育講演６                                            E６ 

 

二者性について

 最首 悟 

 和光大学 名誉教授 

 

教育講演７                                            E７ 

 

こどもたちに緩和ケアを届けるために大切にしたいこと

 余谷 暢之 

 国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科 診療部長 
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教育講演８                                            E８ 

 

重い障害や神経疾患がある子どもと家族のアンメットニーズを語る 

～文科研（岡崎班）小児緩和ケア児の「生きる体験」調査体験を元に～ 

 岡崎 伸 

 大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科 副部長 

 

教育講演９                                            E９ 

 

身体に不自由のある子どもたちへの Playful Approach

 高塩 純一 

 びわこ学園医療福祉センター草津 リハビリテーション課 

 

教育講演１０                                          E10 

 

Play for Health. A Journey for Life 

健康のための遊び：人生の旅 

 Julia Whitaker 

 Health Play Specialist, UK 

 

教育講演１１                                          E11 

 

HPS experience of providing play services throughout the pandemic 

コロナ禍の期間を通じ、遊びのサービスを提供した HPSが経験したこと

 Norma Jun-Tai 

 Lecturer in Childhood Studies and Health Play Specialist program leader 

 

 

ミニシンポジウム                                        S１ 

 

小児期の入院時の遊びと生活～YouTuber のにゅーいんさんに聞く～ 

にゅーいん 

YouTuber 

西川恵利 

HPS・看護師・糖尿病療養指導士 

鈴木和香子 

静岡県立大学看護学部 小児看護学領域 
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遊びのワークショップ１                                    W１ 

 

きょうはみんなでくまがりだ 

松平千佳 

静岡県立大学短期大学部/NPO 法人ホスピタル・プレイ協会 

山本学 

静岡県立大学短期大学部 

 

遊びのワークショップ２                                    W２ 

 

プレイ・プレパレーション・ワークショップ ばい菌退治 

山田 芙美子 

NPO 法人ホスピタル・プレイ協会 静岡ブロック 

 

遊びのワークショップ３                                    W３ 

 

ディストラクション・セラピー・ワークショップ 

作ってみよう！ディストラクションツール＆手洗いプレパレーション  

NPO法人ホスピタル・プレイ協会 関西ブロック 

 

遊びのワークショップ４                                    W４ 

 

防災ランチ  

江原勝幸 

社会福祉学科 地域防災ゼミ 企画責任者 准教授 

 

 

口頭発表 「病児・障害児への遊び支援」 

 

Ｏ１ GCU でのスライムを使用した感覚遊びの支援 

静岡県立こども病院 岡田真帆 

 

Ｏ２ 感染症対応病棟に入院した子どもへの支援 

静岡県立総合病院 石田瞳 

 

Ｏ３ あいち小児保健医療総合センターにおける COVID‐19入院児への関わり  

（感染第５波・第６波の報告） 

あいち小児保健医療総合センター 金岡好 
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Ｏ４ F-words を使用したことで参加の拡大に繋がった施設入所の重症心身障害児 

の一事例 

医療福祉センター聖ヨゼフ園 三浦悠雅 

 

Ｏ５ 「すべてのこどもたちのあそびばづくり」  

HPSの学びを活かした児童発達・放課後等デイサービスの取り組み 

NPO 法人 laule'a 遊びリパークリノアたまプラ 安田一貴 

 

口頭発表 「プレイ・プレパレーション」 

 

Ｏ６ 食物経口負荷試験プレパレーションの実践報告～ 

短時間でもポイントを絞って子どもに伝わるようにするために～ 

静岡県立こども病院成育支援室 寺田智子 

 

Ｏ７ 血液疾患の子どもとその兄へのプレイプレパレーション 

ー子どもの心に、より添う取り組みー 

群馬大学医学部附属病院 山田治美 

 

Ｏ８ プレパレーションブックの作成ー高気圧酸素治療ー 

静岡済生会総合病院 望月ます美 

 

口頭発表 「病児・障がい児に対する援助方法の開発と取り組み」 

 

Ｏ９ ベッド上での簡易スヌーズレンの開発と実践 

‐デリバリースヌーズレンの導入‐ 

あいち小児保健医療総合センター 黒瀬惠子 

 

Ｏ１０ 子どもが主役になれる処置室作りへの取り組み 

島根大学医学部付属病院 CLS 黒崎あかね 

 

口頭発表 「医療的ケア児」 

 

Ｏ１１ ”いい湯だな””お魚さんがいっぱい”みんなお風呂が大好き 

一宮医療療育センター 吉田悠貴 

 

Ｏ１２ 保育園における医療的ケア児の受け入れ実態 

札幌市子ども発達支援総合センター 塩谷晴美 
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口頭発表 「きょうだい支援」 

 

Ｏ１３ あいち小児保健医療総合センターでの「きょうだいの会」実施報告-オンライ

ンを活用した初めての取り組み-  

あいち小児保健医療総合センター 池田祐子 

 

口頭発表 「療養環境改善」 

 

Ｏ１４ おいでよ、動物の世界♪ ～できるがいっぱい～ 小児病棟処置室の改善報告 

 愛知医科大学病院 小笠原慶子 

 

口頭発表 「コロナ禍の療養環境とアドボカシー」 

 

Ｏ１５ コロナ禍の制限された療養環境における子どもの気持ち  

‐結核病棟の子どもの療養生活から学ぶコミュニケーション‐ 

静岡県立総合病院 小長谷秀子 

 

口頭発表 「クリニック立ち上げ記録」 

 

Ｏ１６ 外来クリニック立ち上げ記録と HPSの役割について 

あそびと発達リハビリクリニック 大森頌子 

 

口頭発表 「学校教育支援」 

 

Ｏ１７ スクールソーシャルワーカーの遊びを使った精神的支援 

福井県敦賀市教育委員会 山田智恵美 

 

口頭発表 「調査報告」 

 

Ｏ１８ 双極性障害患者の遊びの記憶と回復段階に関する調査報告 

関西大学大学院社会学研究科 松元圭 

 

 

ポスター発表 

 

Ｐ１ HPS 活動報告及び病棟での取り組みについて 

神奈川県立こども医療センター 石谷学 
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Ｐ２ HPS養成講座での学びと活動報告 

 

前橋赤十字病院 狩野美沙 

 

Ｐ３ 養成講座での学びと今後の活動について 

竹内歯科医院 小山麻莉 

 

Ｐ４ HPS取得後の活動報告 〜救急外来での取り組み〜 

聖路加国際病院 救命救急センター 山口保菜未 

 

Ｐ５ HPS1年目の活動報告 

群馬県立小児医療センター 狩野美紀 

 

Ｐ６ MSWの立場で HPSの活動を考える 

九州大学病院 室岡明美 

 

Ｐ７ 実習生による医療的ケア児への遊びを通した支援報告  

～姉妹のはじめてのおつかい～ 

HPS 養成週末講座 第 6 クール受講生 森佳子 小笠原慶子 

 

Ｐ８ コロナ禍におけるショートステイ利用者への遊びの工夫  

‐製作キットを作成して‐ 

心身障害児総合医療センター 鈴木由貴 

 

Ｐ９ 学童・思春期の子どもへの支援 

釧路赤十字病院 堀内朱夏 

 

Ｐ１０ コロナ禍で医療に関わる子どものためにできること 

社会福祉法人はーとわーく 中村理恵 
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