
プ
ロ
グ
ラ
ム

会頭講演
9月2日（土） 13：30～13：50� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

座長：横田　俊一郎 （…横田小児科医院）

多職種の限りない連携を目指して  リエゾン－Liaison－
落合　仁 （…落合小児科医院）

特別講演1
9月2日（土） 9：00～10：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

座長：近藤　久 （…近藤小児科医院）

ここまでわかったアレルギー
藤澤　隆夫 （…国立病院機構三重病院）

特別講演2
9月2日（土） 10：30～12：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

ワクチン感染症のこれまでとこれから
座長：落合　仁 （…落合小児科医院）

ワクチンの失敗学－過去の歴史に学ぶワクチン－
中山　哲夫 （…北里生命科学研究所）

Think Different
熊谷　卓司 （…くまがい小児科）

特別講演3
9月2日（土） 13：00～13：15� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

座長：横田　俊一郎 （…横田小児科医院）

子どもの未来を考える
自見　はなこ （…参議院議員・小児科医）

27第27回日本外来小児科学会年次集会 第27回日本外来小児科学会年次集会



プ
ロ
グ
ラ
ム

特別講演4
9月2日（土） 13：15～13：30� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

座長：梅本　正和 （…うめもとこどもクリニック）

すべての子どもが豊かに育つために 
～妊娠・出産から子育てまで途切れのない支援をめざして～

鈴木　英敬 （…三重県知事）

会頭指定講演
9月3日（日） 13：10～14：40� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　中ホール

座長：梅本　正和 （…うめもとこどもクリニック）

愛着の絆の大切さとそれを深める子育て支援
ヘネシー　澄子 （…クロスロード・フォー・ソーシャルワーク社所長／

社会福祉学博士・東京福祉大学名誉教授）

教育講演1
9月2日（土） 16：00～17：00� 三重県総合博物館　3F　レクチャールーム

アナフィラキシー
座長：德田　玲子 （…德田ファミリークリニック）

ガイドラインに基づくアナフィラキシーへの対応
伊藤　浩明 （…あいち小児保健医療総合センター）

教育講演2 ※メディカルスタッフ対象

9月2日（土） 15：00～16：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

外来看護
座長：杉本　陽子 （…鈴鹿医療科学大学………看護学部………教授）

子どもの外来看護
及川　郁子 （…東京家政大学………教授）
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教育講演3 ※メディカルスタッフ対象

9月2日（土） 11：00～11：50� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　中ホール

ワクチン
座長：谷口　清州 （…国立病院機構…三重病院）

予防接種を安心してうけてもらうために
中野　貴司 （…川崎医科大学小児科学………教授）

神谷　元 （…国立感染症研究所感染症疫学センター）

教育講演4
9月2日（土） 17：00～17：50� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム

小児がん
座長：矢嶋　茂裕 （…矢嶋小児科小児循環器クリニック）

小児がん治療の最近の進歩について
平山　雅浩 （…三重大学大学院医学系研究科小児科学分野………教授）

教育講演5
9月2日（土） 9：00～10：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール

自己免疫疾患
座長：篠木　敏彦 （…国立病院機構…三重病院………小児科医長）

一般外来でみられる自己免疫疾患の基本的なアプローチ
森　雅亮 （…東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科…生涯免疫

難病学講座………教授）

教育講演6
9月2日（土） 10：00～11：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール

SUID（Sudden�Unexpected�Infant�Death）
座長：奥山　眞紀子 （…国立成育医療研究センター………こころの診療部…部長）

sudden unexpected infant death (SUID、予測不能な乳児突然死)
成田　正明 （…三重大学大学院医学系研究科発生再生医学………教授）
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教育講演7
9月2日（土） 11：00～12：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール

泌尿器
座長：水谷　健一 （…桜花台こどもクリニック）

小児科医が診る腎・泌尿器科疾患 
―専門医コンサルトまでの対応について―

林　祐太郎 （…名古屋市立大学大学院医学研究科………小児泌尿器科学分野………教授）

教育講演8
9月2日（土） 15：00～15：30� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール

チャイルド・デス・レビュー（CDR）
座長：山田　不二子 （…認定NPO法人チャイルドファーストジャパン）

子どもの死亡事例全数検証制度(CDR：チャイルド・デス・レビュー)
奥山　眞紀子 （…国立成育医療研究センター）

教育講演9
9月2日（土） 15：00～16：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　2F　セミナー室A

小児外科
座長：早川　豪俊 （…はやかわこどもクリニック）

外来小児科で知っておくべき外科疾患について
内田　恵一 （…三重大学医学部………小児外科）

教育講演10
9月2日（土） 16：00～17：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　2F　セミナー室A

整形外科
座長：二井　英二 （…鈴鹿医療科学大学）

乳児股関節健診、学校運動器健診の注意点
西山　正紀 （…国立病院機構三重病院）
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教育講演11
9月2日（土） 17：00～18：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　2F　セミナー室A

眼科
座長：都築　欣一 （…あいち小児保健医療総合センター………眼科）

最近の小児眼科のエッセンス
築留　英之 （…三重大学医学部………眼科）

教育講演12
9月3日（日） 9：00～10：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

耳鼻科
座長：増田　佐和子 （…国立病院機構…三重病院………耳鼻咽喉科）

気道異物を予防しよう!　～啓発の歩み：伝え方・広げ方～
坂井田　麻祐子 （…三重耳鼻咽喉科）

教育講演13
9月3日（日） 10：00～11：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

食物アレルギー
座長：長尾　みづほ （…国立病院機構三重病院）

園・学校での食物アレルギー対応に向けた医療機関の役割
伊藤　浩明 （…あいち小児保健医療総合センター）

教育講演14
9月3日（日） 11：00～11：50� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

ステロイド治療
座長：川田　康介 （…かわだ小児科アレルギークリニック）

アトピー性皮膚炎の正しい外用療法－安心・安全な使い方、教えます！－
福家　辰樹 （…国立成育医療研究センター）
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シンポジウム1
9月2日（土） 9：00～11：30� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム

【在宅医療】多様化する小児の在宅医療を知ろう
座長：岩本　彰太郎 （…三重大学医学部………小児トータルケアセンター）

NICUから在宅移行する子どもの特性
盆野　元紀 （…国立病院機構三重中央医療センター………成育診療部長

/新生児科医長/臨床研究部室長）

病気をもった子どもの在宅支援―地域小児科医ができること
折居　恒治 （…折居クリニック・障がい福祉施設こぱんだ）

在宅医療　大人と子どもはどこが違うの？
南條　浩輝 （…医療法人輝優会かがやきクリニック）

小児在宅医療を通じた小児科医の地域連携
中村　知夫 （…国立成育医療研究センター…総合診療部…在宅診療科

医長／医療連携・患者支援センタ－…在宅医療支援
室…室長）

シンポジウム2
9月2日（土） 15：00～17：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　中ホール

【乳幼児健診】乳幼児健診　これが大事!
座長：山崎　嘉久 （…あいち小児保健医療総合センター）

母子保健の立場から：日本の乳幼児健診の事情と連携―課題と方策―
山崎　嘉久 （…あいち小児保健医療総合センター）

クリニックの立場から：乳幼児健診の実際とクリニックでできる支援
秋山　千枝子 （…あきやま子どもクリニック）

療育の立場から：乳幼児の社会性を見る視点と社会性を伸ばす関わり
小倉　尚子 （…公益社団法人………発達協会）

発達の支援の立場から：発達支援の視点から見る乳幼児健診での重要なポイント
平岩　幹男 （…Rabbit………Developmental………Research）
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シンポジウム3
9月2日（土） 15：00～17：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム

【性】思春期の性の理解と支援
座長：定本　ゆきこ （…京都少年鑑別所………児童精神科医）

思春期における軽度知的障害の女子生徒への性的逸脱行動への介入
國分　聡子 （…静岡県立清水特別支援学校）

ナンパは性暴力である
小栗　正幸 （…特別支援教育ネット）

思春期世代へのライフプラン指導～中高生への性教育講話のなかで～
金丸　恵子 （…金丸産婦人科）

『妊娠SOS』相談の現場から見る若者の性の課題と支援
松岡　典子 （…NPO法人MCサポートセンターみっくみえ・全国

妊娠SOSネットワーク）

シンポジウム4
9月2日（土） 15：30～17：30� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール

【虐待】虐待の最前線
座長：奥山　眞紀子 （…国立成育医療研究センター）

業務の変遷と児童相談所の今　―三重の現状から―
鈴木　聡 （…三重県児童相談センター）

児童相談所・警察・検察・医療が連携して子ども虐待に対応する
山田　不二子 （…認定NPO法人チャイルドファーストジャパン………

理事長）

虐待と医療そして子育ち支援
西田　寿美 （…NPOライフ・ステージ・サポートみえ）

保護から養育へのパラダイムシフト
加賀美　尤祥 （…社会福祉法人山梨立正光生園）

33第27回日本外来小児科学会年次集会 第27回日本外来小児科学会年次集会



プ
ロ
グ
ラ
ム

シンポジウム5
9月3日（日） 9：00～11：30� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　中ホール

【発達障害】発達障害対応エキスパート結集!
座長：小栗　正幸 （…特別支援教育ネット・宇部フロンティア大学………臨床教授）

発達障害をどう伝えるか
林　隆 （…西川医院………発達診療部・発達障害研究センター）

教育現場における発達障害のある子どもの対応について
平松　有吾 （…津市教育委員会）

発達障害対応エキスパート結集　　非行臨床の現場から
定本　ゆきこ （…京都少年鑑別所………児童精神科医）

気づいてみんなでささえたい～地域における支援・連携の可能性
小野　次朗 （…和歌山県発達障害者支援センター）

シンポジウム6
9月3日（日） 9：00～11：30� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム

【救急看護】小児科クリニックに今必要とされている小児救急看護�
～メディカルスタッフだからこそできる&求められる小児救急看護～
座長：鈴木　研史 （…竜美ヶ丘小児科）

多職種によるトリアージスキルで（クリニックの）医療安全を目指そう！
市川　光太郎 （…北九州市立八幡病院小児救急センター）

小児救急医療の現状と看護の可能性
小山田　惠 （…一般社団法人………日本海員掖済会………名古屋掖済会病院………

小児救急看護認定看護師）

小児救急の問題点と私たちにできること～受ける立場から～
阿真　京子 （…知ろう小児医療守ろう子ども達の会）

クリニックにおける小児救急看護の実践
野村　さちい （…竜美ヶ丘小児科………小児救急看護認定看護師）
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シンポジウム7
9月3日（日） 13：10～15：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム

【食物アレルギー】外来で出来る経口食物負荷試験
座長：近藤　久 （…近藤小児科医院）

外来で出来る経口食物負荷試験
川田　康介 （…かわだ小児科アレルギークリニック）

診療所ならではの経口負荷試験を目指して
漢人　直之 （…かんど…こどものアレルギークリニック）

当院における食物経口負荷試験の現状～除去解除を目指した積極的な食事指導～開業
医どこまで安全か？

松田　正 （…まつだ小児科クリニック）

病診連携「直接入院食物経口負荷試験」の取り組み
谷田　寿志 （…聖霊病院）

看護シンポジウム ※メディカルスタッフ対象

9月2日（土） 9：00～10：50� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　中ホール

様々な場で子どもと家族に関わる看護の専門職から学ぶ
座長：橋爪　永子 （…鈴鹿医療科学大学看護学部）

村端　真由美 （…三重大学大学院医学系研究科看護学専攻）

クリニック併設の保育所における多職種の連携について（食物アレルギーや発達支援の
取り組みについて）

米野　悦子 （…にしむら小児科………看護師）

「様々な場で子どもと家族に関わる看護の専門職から学ぶ」 
－救急外来を受診した子どもと家族への関わり－

渡邉　圭子 （…三重県立総合医療センター………小児救急看護認定看護師）

保育園のこどもたちとその家族
本田　美奈 （…津市相愛保育園………看護師）

定時制高等学校に通う生徒の実態と支援について
岸本　茉莉 （…三重県立みえ夢学園高等学校………養護教諭）
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薬剤師シンポジウム ※メディカルスタッフ対象

9月3日（日） 9：00～11：30� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室

薬剤師と医師が発信する育児支援�
～薬剤師にできること、薬剤師に期待して欲しいこと～
座長：上荷　裕広 （…すずらん調剤薬局）

服薬支援～さらにその先へ～
三浦　哲也 （…アップル薬局）

メディカルスタッフによる育児支援
上荷　裕広 （…すずらん調剤薬局）

アレルギー診療のkeyになるメディカルスタッフを目指して
森　吉寛 （…豊川市民病院………薬局）

薬局での調査・研究を服薬支援に役立てる
松本　康弘 （…ワタナベ薬局上宮永店）

発達障がい児へのくすりの飲ませ方-医師から薬剤師の皆さんへのメッセージ
黒木　春郎 （…外房こどもクリニック）

スポンサードセミナー1
9月2日（土） 9：00～11：00� 三重県総合文化センター　文化会館　B1F　小ホール

ワクチン「ナースによる予防接種のトラブル防止の工夫」
座長：渡辺　裕美 （…シロアムこどもクリニック）、石井　美智代 （…シロアムこどもクリニック）

育児支援を見据えた接種スケジュール作成
室矢　智美 （…くまがいこどもクリニック）

任意接種の勧め方
土井　美樹子、上林　友美子、五十嵐　まき�
�  （…片山キッズクリニック）

ヒヤリハット事例から見えてきたことは？
池田　美枝子 （…シロアムこどもクリニック）

誤接種防止への取組み
中村　有希 （…松下こどもクリニック）

共催：サノフィ株式会社

第27回日本外来小児科学会年次集会 第27回日本外来小児科学会年次集会36



プ
ロ
グ
ラ
ム

スポンサードセミナー2
9月2日（土） 15：00～17：30� 三重県総合文化センター　文化会館　B1F　小ホール

ワクチン「日々診療でのワクチン啓発と今後」
座長：中山　哲夫 （…北里大学北里生命科学研究所…特任教授）

ムンプス診断13年間のまとめからみえるもの
渡辺　正博 （…すずかこどもクリニック…院長）

水痘ワクチン定期接種化後3年目を迎えて
吉川　哲史 （…藤田保健衛生大学医学部………小児科学…教授）

胃腸炎ウイルスの分子疫学と予防ワクチン ～ノロウイルス、ロタウイルスを中心に～
片山　和彦 （…北里大学北里生命科学研究所・感染制御科学府ウイ

ルス感染制御学Ⅰ…教授）

アナフィラキシーの評価
長尾　みづほ （…国立病院機構三重病院………臨床研究部………アレルギー

疾患治療開発研究室…室長）

共催：ジャパンワクチン株式会社

スポンサードセミナー3
9月3日（日） 9：00～11：30� 三重県総合文化センター　文化会館　B1F　小ホール

ワクチン「リスクに応じたワクチン接種」
座長：南　武嗣 （…みなみクリニック）

子どもの健康リスクを考える
岡田　賢司 （…福岡看護大学）

感染症とワクチンのリスク・ベネフィットアセスメント
谷口　清州 （…国立病院機構三重病院臨床研究部）

免疫不全状態におけるワクチン接種
菅　秀 （…国立病院機構三重病院小児科）

Ｂ型肝炎ワクチン　今後の課題
四柳　宏 （…東京大学医科学研究所………先端医療研究センター………感染

症分野………教授）

共催：MSD株式会社
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ワークショップ（WS）一覧
9月２日（土）　9：00～11：30

WS番号 テーマ 会場 リーダー名 当日
参加

WS2-1 子どもの心のサインを読みとる②
・・・ロバートソンフィルムを教材にして・・・

三重県総合文化センター
文化会館

2F　大会議室
松原　　徹

空きが
あれば
可

WS2-2 発達障害児への服薬支援
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
2F　セミナー室B

松本　康弘 不可

WS2-3 定期予防接種委託料金の算定根拠を検討する
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
3F　特別会議室

藤岡　雅司 不可

WS2-4 子どもの貧困に気づき支援するためにPart2
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
3F　フィットネスルーム

和田　　浩 可

WS2-5 「WISCを支援に繋げよう」
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
2F　セミナー室A

高田　　修 不可

WS2-6 保育士はもっと積極的に保護者をサポートしよう！Ⅲ
　～多職種による保護者支援の実践に向けて～

三重県総合文化センター
生涯学習センター　2F

2階小研修室
宇野久美子 不可

WS2-7 離乳食を科学的に語ろう
三重県総合文化センター

文化会館
2F　第2ギャラリー

岡田　清春 不可

WS2-8 自分らしく生きるために「アドラー心理学」を学んでみま
せんか？

三重県総合博物館
博物館　3F

レクチャールーム
吉田　　均

空きが
あれば
可

WS2-9 「えっ、薬を飲まない！？さぁ困った・・どんなアドバイ
スをしよう？」～事例からみんなで考え演じてみよう！～

三重県総合文化センター
男女共同参画センター
3F　セミナー室C

齋藤　栄二 不可

WS2-10 質的研究方法をみんなで検討しよう！
～これからはじめる人も、すでにはじめた人も～

三重県総合文化センター
文化会館

2F　小会議室
齊藤　　匡 可

WS2-11 明日からもっとうまくなる小児科での禁煙支援
三重県総合文化センター

文化会館
2F　中会議室

牟田　広実 不可

WS2-12 「乳幼児の本当の遊びとは」～一緒に考えましょう！～
三重県総合文化センター
生涯学習センター
2F　視聴覚室

蜂谷　明子 不可

WS2-13 予防接種アプリを評価する
三重県総合文化センター
生涯学習センター
4F　中研修室

岡藤　隆夫
空きが
あれば
可
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WS番号 テーマ 会場 リーダー名 当日
参加

WS3-1 小児救急初療コース
（Triage…&…Actionコース：小児T&Aコース）

三重県総合文化センター
男女共同参画センター
3F　セミナー室C

茂木　恒俊
空きが
あれば
可

WS3-2 服薬指導への取り組みその16
「子どものお薬手帳を活用してみよう」

三重県総合文化センター
男女共同参画センター
1F　多目的ホール

高橋　　肇 可

WS3-3 外来での事故防止を進めよう
～事故防止対策の企画・運営を学んでみませんか～

三重県総合文化センター
文化会館

2F　大会議室
及川　郁子…… 不可

WS3-4 地域医療の中での小児科医の役割
三重県総合文化センター

文化会館
2F　小会議室

松浦　伸郎
数名
のみ
可

WS3-5 赤ちゃんの食物アレルギーが心配な保護者への離乳食支援
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
1F　生活工房

土屋　千枝 不可

WS3-6 小児科外来における未成年への禁煙支援をどうするか？
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
2F　セミナー室B

野田　　隆 不可

WS3-7 前向き子育て十か条を考えよう
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
2F　セミナー室A

藤田　一郎
空きが
あれば
可

WS3-8 始めてみよう、小児漢方！
～アレルギー疾患に対する漢方薬～

三重県総合文化センター
文化会館

2F　中会議室
森　　蘭子 可

WS3-9 食物アレルギーに関する新しいエビデンス
三重県総合文化センター
生涯学習センター　2F

2階小研修室
伊藤　純子…

空きが
あれば
可

WS3-10
みんなが笑顔になれる母乳育児支援
～それぞれの母子のもつ力を活かして支援する小児科外来
に～

三重県総合文化センター
生涯学習センター　4F

4階小研修室
江田明日香 可

WS3-11 クリニック院長の幸せなリタイアを目指して
三重県総合文化センター
男女共同参画センター
3F　フィットネスルーム

佐藤　順一 可
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ハンズオンセミナー1A／1B
9月2日（土） 15：00～18：00� 三重県総合文化センター　文化会館　2F　大会議室

座長：上荷　裕広 （…すずらん調剤薬局）

見て、聞いて、触って、考えて、納得の吸入指導！
青野　珠可 （…株式会社杏林堂薬局………ハーバル薬局）

ハンズオンセミナー2
9月2日（土） 13：30～16：30� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　生活工房

座長：赤塚　さおり （…NPO法人三重食物アレルギーを守る会（アレルギーっこの会…ぽかぽか））
徳田　玲子 （…徳田ファミリークリニック）

作ってみませんか？アレルギーっ子に優しいお料理を！
赤塚　さおり （…NPO法人三重食物アレルギーを守る会（アレル

ギーっこの会…ぽかぽか））
徳田　玲子 （…徳田ファミリークリニック）

ハンズオンセミナー3
9月2日（土） 15：00～17：30� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　3F　セミナー室C

座長：岡田　清春 （…おかだ小児科医院）
福田　弥一郎 （…福田診療所）

『外傷と熱傷の湿潤療法』湿潤療法ってどうするの? 
-子どもの熱傷&外傷への対応 基礎と応用-

禹　満 （…禹小児クリニック）
宮原　篤 （…かるがもクリニック）
八木　和郎 （…小児科八木医院）
浅井　俊行 （…キッズクリニックありす）
柿澤　美保 （…光ケ丘スペルマン病院）
ファシリテーター�若干名　�…

ハンズオンセミナー4
9月3日（日） 9：00～11：50� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　中研修室

明日からできる！「体験型スキンケア教室」
岡本　まゆ美 （…つつじが丘こどもクリニック）
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ハンズオンセミナー5
9月3日（日） 9：00～12：00� 三重県総合博物館　3F　レクチャールーム

小児救急電話相談から学ぶ電話受付の応対
福井　聖子 （…(一社)大阪小児科医会…NPO法人小児救急医療サ

ポートネットワーク）

ハンズオンセミナー6 ※メディカルスタッフ対象

9月2日（土） 10：30～11：30� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室

リーダー：梅本　正和 （…うめもとこどもクリニック）
サブリーダー：鈴木　研史 （…竜美ヶ丘小児科）

救急処置　①心肺蘇生（CPR）　②気道異物除去
スーパーバイザー：今井　寛 （…三重大学救急部教授）
　　　　　　　　　鈴木　幸広 （…三重県津市消防本部）
　　　　　　　　　中島　一晃 （…三重県津市消防本部）
　　　　　　　　　富田　泰成 （…三重県津市消防本部）

一般演題
9月2日（土）

15：00～16：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　2F　視聴覚室

Ａ．投薬・救急外来
座長：鈴木　研史 （…竜美ヶ丘小児科）

1　 「こどもクスリ教室」を振り返って ［ポスター発表］
浦上　勇也（薬） （…スター薬局）

2　 クラリスロマイシンドライシロップの食物との相性：第26回外来小児科学会のワーク
ショップより

松本　康弘（薬） （…ワタナベ薬局上宮永店）

3　 小児救急トリアージにおける看護師のトリアージスキルの認識の構造 ［ポスター発
表］

藤澤　盛樹（看） （…千里金蘭大学看護学部）

4　 夜間休日初期急病センターにおける教育支援の実際　～新規採用者にチェックリスト
を活用して～

安井　美佳（看） （…神戸こども初期急病センター）

5　 クリニックの看護師が行う小児救急講座の実践報告～「つながる　ひろがる　子ども
の救急」活動より～

野村　さちい（看） （…竜美ヶ丘小児科）
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6　 看護外来における事故予防に対する取り組みと課題
川西　貴志（看） （…兵庫県立尼崎総合医療センター）

16：00～17：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　2F　視聴覚室

Ｂ．外来看護
座長：圀府寺　美 （…中野こども病院）／橋爪　永子 （…鈴鹿医療技術大学看護学部）

7　 クリニック・診療所を受診後に、保護者はなぜ電話相談をするのか？　～大阪府小児救
急電話相談（＃8000）平成28年度の報告より～

山下　治子（看） （…NPO法人小児救急医療サポートネットワーク）

8　 多職種カンファレンスから見える貧困
和田　浩（医） （…健和会病院）

9　 生後1か月の児を持つ保護者の予防接種に対する意識調査～アンケート調査から効果
的な指導方法を考える～

占部　紋子（看） （…独立行政法人国立病院機構………福山医療セン
ター）

10　 小児科外来の看護師が認識する「保護者の外来への満足度」との関連要因
藤田　優一（看） （…武庫川女子大学…看護学部…看護学科）

11　 保育士が行うフロアアシスタントの効果
内山　侑子（育） （…社会医療法人………真美会………中野こども病院）

12　 小児科外来の看護師が行っている診療や看護をスムーズにさせるための情報収集と
情報共有の方法

北尾　美香（看） （…武庫川女子大学）

13　 診療場面において小児科外来の看護師が診療や看護をスムーズにさせるために実施
している判断や技術

吉田　陽子（看） （…兵庫医科大学病院）

14　 採血場面において小児科外来の看護師が診療や看護をスムーズにさせるために実施
している判断や技術

植木　慎悟（看） （…武庫川女子大学）

17：00～18：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　2F　視聴覚室

Ｃ．外来治療
座長：川井　進 （…川井小児科クリニック）／村端　真由美 （…三重大学大学院医学系研究科看護学専攻）

15　 1500件の貧血検査からわかったこと   ～その有用性とリスクファクター～
井村　美穂（看） （…ひだかこどもクリニック）

16　 排便日誌をもちいた乳幼児便秘指導
鶴田　恵子（看） （…川井小児科クリニック）
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17　 アンケートからみた乳児スキンケア教室 の有用性
谷　美樹（看） （…川井小児科クリニック）

18　 チームで取り組む成長ホルモン治療～クリティカルパスってすごく良い！～
神田　香緒里（看） （…医療法人双優会つつじが丘こどもクリニック）

19　 当院における経口補水療法の実施状況（第２報）～説明の単純化による理解度の変化
についての検討

肥沼　英子（看） （…あきつこどもクリニック）

20　 吸入器、吸引器レンタル時の看護を考える ～効果的に使用してもらうためのポイン
ト～

濱田　有希（看） （…はしもと赤ちゃんキッズクリニック）

21　 『在宅医療が必要な患児の継続看護を目指して』 ～外来での在宅物品の管理とは～
梅﨑　しおり（看） （…千葉市立海浜病院）

22　 当院で行う夜尿症治療の取り組み
岡本　まゆ美（看） （…医療法人双優会つつじが丘こどもクリニック）

15：00～16：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　中研修室

Ｄ．アレルギー
座長：菅谷　昭則 （…すがやこどもクリニック）／舘　和宏 （…たちこどもクリニック）

23　 6か月間アトピー性皮膚炎患者にステロイド外用剤を用いずに経過観察した前向き
研究

佐藤　美津子（医） （…佐藤小児科）

24　 小児アレルギーエデュケーター看護師の介入によりスキンケアを継続できた難治性
アトピー性皮膚炎の一例

塚本　佐知子（看） （…医療法人社団………さいわいこどもクリニック）

25　 当院アレルギー外来における食物経口負荷試験の現状
池根　里奈（看） （…ちばなクリニック）

26　 HRT（ヒスタミン遊離試験）を活用した食物アレルギー診療の実際（第2報）
久寿　正人（医） （…くす小児科）

27　 ２歳未満で喘鳴を認めた小児の９歳までの再発回数の検討
鷲澤　一彦（医） （…わしざわ小児科）

28　 鼻炎症状期間や鼻汁と咳との時期の差は、喘息既往児の喘息発作のリスクを予測で
きるか？

杉村　徹（医） （…(医)杉村こどもクリニック）

29　 当院外来を受診した喘息児の下痢の合併について
出澤　亨（医） （…でざわ小児科）
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30　 重症喘息に対するメポリズマブ使用の経験
村上　綾子（医） （…あきつこどもクリニック）

16：00～17：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　中研修室

Ｅ．Ｖｔ．Ｄ・感染症
座長：山中　弘文 （…やまなかこどもクリニック）／豊田　秀実 （…三重大学………小児科）

31　 日本でのビタミンＤ欠乏状態の乳幼児の頻度
平井　沙依子（医） （…順天堂大学………医学部………小児科）

32　 ビタミンD単体液体サプリメントで治療を行ったビタミンD欠乏性くる病の1例
松田　明奈（医） （…順天堂大学………医学部………小児科）

33　 母乳栄養児のビタミンＤ―第１報　八戸地域における母乳栄養児のビタミンＤ欠乏
状態評価―

冨本　和彦（医） （…とみもと小児科クリニック）

34　 母乳栄養児のビタミンＤ―第２報　ＶＤ欠乏状態にあるほぼ母乳栄養児における適
切なＶＤ補充の検討―

冨本　和彦（医） （…とみもと小児科クリニック）

35　 インフルエンザ解熱回復期に精神神経症状が遷延した５症例
五十嵐　登（医） （…富山県立中央病院）

36　 ヒトパレコウイルス3型感染症について
板垣　勉（医） （…山辺こどもクリニック）

37　 百日咳実態調査の重要性と研究方法の検討課題
沼口　俊介（医） （…東京小児科医会公衆衛生委員会）

17：00～18：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　中研修室

Ｆ．小児疾患・小児医療
座長：松田　和之 （…まつだこどもクリニック）

38　 一診療所で経験したＰＦＡＰＡ症候群5例の臨床像
青木　道子（医） （…あおきクリニック）

39　 保険適応となったプロプラノロール（ヘマンジオルシロップⓇ）内服治療が有効だっ
た乳児血管腫の男児例

立花　幸晃（医） （…中村記念愛成病院小児科）

40　 川越市A小学校就学時健診での生活習慣アンケート結果について
小林　憲昭（医） （…あいの会………こばやしこどもクリニック）

41　 当院における子ども医療費助成制度拡充後の受診状況の変化
佐藤　洋一（医） （…生協こども診療所）
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42　 小児かかりつけ診療料算定の実態と問題点：福岡地区小児科医会（丹々会）会員に対
するアンケート調査より ［ポスター発表］

松崎　彰信（医） （…福岡地区小児科医会（丹々会）小児の医療を考え
る会）

43　 「かかりつけ医について考える」～福岡地区における小児科受診実態調査～
松田　健太郎（医） （…松田小児科医院）

15：00～16：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室

Ｇ．小児発達・神経
座長：関　志麻子 （…池田ファミリークリニック）／永井　正高 （…永井こどもクリニック）

44　 小児科クリニックにおける心理カウンセリングの実践報告　－その意義についての
検討－

竹﨑　摩由（心） （…ファミリークリニックせぐち小児科）

45　 当院で行っている発達相談外来の試み
藤本　伸治（医） （…つつじが丘こどもクリニック）

46　 プライマリケアに必要な発達障害児への対応力向上の試み：香川県小児科医会の取
り組み

宮崎　雅仁（医） （…香川県小児科医会発達障害対応委員会）

47　 「気になる子ども」を含む発達障がい児の外来受診時におけるスタッフの対応実態
宮城　由美子（看） （…福岡大学）

48　 在宅重症心身障害児の家族エンパワメントに焦点を当てたケアモデルの構築
涌水　理恵（看） （…筑波大学）

49　 心のワクチン外来（1）
村上　博（医） （…ユニコの森………村上こどもクリニック）

50　 心のワクチン外来（2）
鈴木　常葉（心） （…ユニコの森………村上こどもクリニック）

16：00～17：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室

Ｈ．子育て支援・健診
座長：稲持　英樹 （…なばりこどもクリニック）／水谷　健一 （…桜花台こどもクリニック）

51　 子育て教室30年の歩みと地域への広がり
倉信　均（医） （…梶原診療所）

52　 小児科クリニックで出来る子育て支援事業～当院での取り組み～
吉岡　淑隆（医） （…医療法人社団シンセリティ………いなみ小児科）

53　 乳児健診を午前中の予約に変更しました ［ポスター発表］
轉馬　博之（医） （…転馬こどもの診療所）
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54　 医師移動型プレイスタイルグループ乳児健診を都心で研修医がやってみました
永田　万純（医） （…順天堂大学練馬病院）

55　 一般小児科クリニックで行う新生児聴覚スクリーニング検査
橋本　政樹（医） （…医療法人社団まなと会………はしもと小児科）

56　 3歳児眼科健診に視力スクリーナー機器を導入することで視覚障害発見率は改善す
るのか

山口　朋奈（医） （…なないろこどもクリニック）

57　 母子健康手帳に対する母親の認識・利用度調査
小口　学（医） （…おぐち小児科）

17：00～18：00� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室

Ｉ．予防接種
座長：菅　秀 （…国立病院機構三重病院）／谷口　清洲 （…国立病院機構三重病院）

58　 クリニックで行う子どもの渡航ワクチン
伊藤　舞美（看） （…はしもと小児科）

59　 病院職員とその子どものＢ型肝炎ワクチン接種の現状
樋口　和美（看） （…総合病院………水島協同病院）

60　 対話型ヒューマノイドロボット「NAO」を用いたワクチン接種の事前チェックにつ
いて

西藤　成雄（医） （…西藤小児科こどもの呼吸器アレルギークリニック）

61　 インフルエンザワクチンを５シーズン継続接種した小児のインフルエンザ罹患状況
に関する検討

池部　敏市（医） （…池部小児科・アレルギー科）

62　 地域小児科との連携によるインフルエンザワクチン効果速報体制の構築 豊島区医師
会/都立大塚病院多施設共同研究

木実谷　貴久（医） （…都立大塚病院小児科、さいわいこどもクリ
ニック）

63　 「予防接種スケジューラー」のデータからみた1歳からの予防接種の問題点
菅谷　明則（医） （…NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会）

64　 「予防接種スケジューラー」のデータによるロタウイルスワクチン初回接種時期別の
腸重積合併頻度の検討

菅谷　明則（医） （…NPO法人VPDを知って、子どもを守ろうの会）

65　 開業医におけるロタワクチンの有効性評価と遺伝子型について
青木　才一志（医） （…あおき小児科）
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メディカルスタッフミーティング
9月2日（土） 15：00～17：30� 三重県総合文化センター　文化会館　2F　中会議室

ここに受診してよかったと思われる“おもてなし”スキル
蜂谷　明子 （…蜂谷医院小児科）

オープンクリニックネットワーク
9月2日（土） 15：00～17：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　2F　セミナー室B

オープンクリニックネットワーク施設発表とスライドでみるオープンクリ
ニック紹介
座長：池澤　滋 （…いけざわこどもクリニック）／松井　祐治 （…松井小児科医院）／

米川　元晴 （…おひげせんせいのこどもクリニック）

複数のクリニック立ち上げに携わることで考えられたクリニックの形
米川　元晴 （…おひげせんせいのこどもクリニック）

個室型クリニックの良いとこ悪いとこ
日高　秀信 （…日高小児科）

いちずに「子育て支援」の畑を耕しています
江田　明日香 （…かるがも藤沢クリニック………）

新院長の試み
佐藤　和人 （…上大岡こどもクリニック）

こども目線の『おひさまクリニック』
須貝　京子 （…おひさまクリニック）

オープンクリニックから取り入れた工夫と当院独自の工夫
松井　祐治 （…松井小児科医院）

市民公開講座1
9月2日（土） 16：30～18：00� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

座長：梅本　正和 （…うめもとこどもクリニック）

フライドチキンの恐竜学～食卓の骨には進化のナゾがつまっている～
盛口　満 （…沖縄大学人文学部………こども文化学科）
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市民公開講座2
9月3日（日） 13：10～14：50� 三重県総合文化センター　文化会館　1F　大ホール

座長：成田　正明 （…三重大学大学院………医学系研究科発生再生医学分野…教授）

「子育てハッピーアドバイス」～親と子の心のパイプはうまく流れていますか～
明橋　大二 （…真生会富山病院心療内科）

前夜セミナー1
9月1日（金） 19：00～20：00� ホテルグリーンパーク津　6F　伊勢

座長：早川　豪俊 （…はやかわこどもクリニック）

三谷　義英 （…三重大学医学部附属病院周産母子センター………病院教授）

前夜セミナー2
9月1日（金） 19：00～20：00� ホテルグリーンパーク津　6F　安濃

座長：谷口　清州 （…国立病院機構…三重病院）

松島　由実 （…社会医療法人…畿内会…岡波総合病院………副看護部長…………
感染管理認定看護師………認定看護管理者）

医療保育ネットワーク会議
9月2日（土） 15：30～16：30� 三重県総合文化センター　生涯学習センター　2F　2階小研修室

池澤　滋 （…いけざわこどもクリニック）

こどもどこセミナー
9月3日（日） 13：10～15：00� 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　3F　セミナー室C

こどもの貧困workshop�～私たちは貧困に目を向けているか～
友利　伸也 （…こどもどこ代表，帝京大学医学部医学科6年）
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ランチョンセミナー
9月2日（土） 12：00～12：50

LS-1 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム
� 一般財団法人阪大微生物病研究会／田辺三菱製薬株式会社

座長：下村　国寿 （…下村小児科医院………理事長）

予防接種の環境の変化の中で、どうワクチンを勧めますか？～最適な接種スケジュール、
そして知ってほしい複数回接種が必要なワクチンのこと～

津村　直幹 （…久留米大学医学部小児科学講座………講師）

LS-2 三重県総合文化センター　文化会館　2F　第2ギャラリー
� MSD株式会社

任意ワクチンのプラクティス
座長：黒木　春郎 （…外房こどもクリニック………院長）

小児B型肝炎の現状とB型肝炎ワクチン定期接種導入後の課題
田尻　仁 （…大阪急性期・総合医療センター…臨床研究センター）

ロタウイルスワクチンの勧奨・接種の工夫
門井　伸暁 （…愛育こどもクリニック）

LS-3 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　3F　セミナー室C
� 大塚製薬工場株式会社

座長：南　武嗣 （…医療法人たけのこ会………みなみクリニック………院長）

小児急性胃腸炎診療ガイドライン2017と経口補水療法
上村　克徳 （…兵庫県立こども病院………救急総合診療科………部長）

LS-4 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール
� マルホ株式会社

座長：藤澤　隆夫 （…国立病院機構三重病院………院長）

乳児血管腫の最新治療と紹介のポイント
馬場　直子 （…神奈川県立こども医療センター………皮膚科）

LS-5 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　2F　セミナー室A
� アステラス製薬株式会社／一般財団法人化学及血清療法研究所

座長：永井　崇雄 （…医療法人社団永井小児科医院………理事長）

予防接種事故、その事後対応と再発防止
崎山　弘 （…崎山小児科）

49第27回日本外来小児科学会年次集会 第27回日本外来小児科学会年次集会



プ
ロ
グ
ラ
ム

LS-6 三重県総合文化センター　生涯学習センター　2F　視聴覚室
� 武田薬品工業株式会社

座長：尾崎　隆男 （…江南厚生病院………病院顧問）

ヘルペスウイルスによる感染症皮膚疾患の鑑別のヒント　－口唇ヘルペス、水痘、帯状疱
疹、EBウイルス感染症等を中心に－

山本　剛伸 （…川崎医科大学皮膚科）

LS-7 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室
� ジャパンワクチン株式会社／第一三共株式会社

座長：川村　和久 （…かわむらこどもクリニック………院長）

医療スタッフと考える、任意接種ワクチンの勧め方
峯　眞人 （…医療法人自然堂峯小児科………理事長）

LS-8 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　中研修室
� 東芝メディカルシステムズ株式会社

座長：中野　貴司 （…川崎医科大学………小児科学教授）

インフルエンザ診療の進歩：診断と予防を中心に
池松　秀之 （…日本臨床内科医会インフルエンザ研究班）

LS-9 三重県総合文化センター　文化会館　2F　大会議室
� 旭化成ファーマ株式会社

座長：板垣　勉 （…山辺こどもクリニック………院長）

小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017　改訂のポイント
石和田　稔彦 （…千葉大学真菌医学研究センター………感染症制御分野）

9月3日（日） 12：00～12：50

LS-10 三重県総合文化センター　文化会館　1F　レセプションルーム
� 田辺三菱製薬株式会社／一般財団法人阪大微生物病研究会

座長：中野　貴司 （…川崎医科大学………小児科学教授）

百日咳、水痘ワクチンのこれまでとこれから
菅　秀 （…国立病院機構三重病院小児科）

LS-11 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　1F　多目的ホール
� 株式会社瑞光メディカル

座長：土田　晋也 （…つちだ小児科………院長）

子どものケガと湿疹をきれいに治す
岡田　清春 （…おかだ小児科医院）
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子どものヤケドをきれいに治す
福田�　弥一郎 （…福田診療所）

LS-12 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　3F　セミナー室C
� ファイザー株式会社

座長：神川　晃 （…神川小児科クリニック………院長）

就学までの感染症とその対策　“医療機関スタッフができること”
峯　眞人 （…医療法人自然堂峯小児科………理事長）

LS-13 三重県総合文化センター　男女共同参画センター　2F　セミナー室A
� デンカ生研株式会社

座長：松永　貞一 （…永寿堂医院………院長）

迅速診断キットは日常診療に不可欠か？！
田中　敏博 （…静岡厚生病院………小児科）

LS-14 三重県総合文化センター　生涯学習センター　2F　視聴覚室
� 株式会社タウンズ

座長：進藤　静生 （…しんどう小児科）

実地医家におけるインフルエンザ診療と家族内感染
廣津　伸夫 （…廣津医院）

LS-15 三重県総合文化センター　生涯学習センター　4F　大研修室
� 富士フイルム株式会社／富士フイルムメディカル株式会社

座長：尾内　一信 （…川崎医科大学………小児科学………主任教授）

小児肺炎マイコプラズマ感染症に関する最近の話題 
―小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017―

山崎　勉 （…若葉こどもクリニック）
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