
9:00

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

●F　多目的ホール ●F　国際会議室 ●F　小ホール

第 1会場 第 2会場 第 5会場
1F　多目的ホール 2F　国際会議室 3F　第 3会議室

シンポジウム1
『発達障害の早期発見から
支援への新たな可能性』

　座長：井上 雅彦・小枝 達也
　指定演者：大羽 沢子・原口 英之
　　　　　　浜田 恵・井口 妙子

シンポジウム2
『不登校から見える家庭環境

-子どもを取り巻く環境への包括的な
支援が必要なことを伝える-』

　座長：岡田 あゆみ・山崎 嘉久
　指定演者：小林 正幸・直島 克樹
　　　　　　小柳 憲司・石谷 暢男

開会の挨拶

13：00～15：00

シンポジウム3
『成人移行支援の現状と今後の課題』
座長：位田 忍・長谷川 奉延
指定演者：兒玉 祥彦・鈴木 保宏
　　　　　丸 光惠・山本 悦代・辻野 元祥

13：00～15：00

14：00～16：30　傷害予防教育セミナー（3F　第2会議室）

理事会

17：00～18：00

15：00～17：00

シンポジウム4
『小児領域における家族支援看護』
座長：中山 美由紀・田久保 由美子
指定演者：田久保 由美子・山口 桂子
　　　　　浅井 桃子・山内 文
　　　　　野々山 敦夫

15：00～17：00

12：55～13：00
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9:00

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
1F　多目的ホール 2F　国際会議室 2F　小ホール

教育講演1
『エコチル調査の概要』

座長：平岩 幹男　指定演者：新田 裕史
シンポジウム6

『小児肥満のこれから』
座長：岡田 知雄・花木 啓一

指定演者：原 光彦・菊池 透・久保 俊英
　 村上 潤・太田 百合子

12：00～12：50

9：00～9：30

9：40～10：25 一般口演1
『育児』O1-001～O1-005

座長：八木 信一

9：30～10：20

一般口演2
『子育て支援』O1-006～O1-009

座長：前田 美穂

15：00～15：40

一般口演3
『発達障がいと遺伝』O1-010～O1-014

座長：河野 由美

15：50～16：40

会頭講演
座長：岡 明　演者：神﨑 晋

9：30～11：30

14：00～14：50

15：00～16：00

16：00～17：00

15：00～15：45

16：00～18：00

総　会
13：00～13：50

情報交換会
会場：ホワイエ

19：00～21：00

特別講演1
『食物アレルギー』

座長：佐藤 清二　指定演者：海老澤 元宏

10：40～11：40

基調講演
座長：神﨑 晋　指定演者：平井 伸治

ミニシンポジウム1
『今、求められる子どもの食の支援』

座長：金子 一成
指定演者：堤 ちはる・井上 美津子

ミニシンポジウム2
『子どもの突然死－最近の話題』

座長：小保内 俊雅・山中 龍宏
指定演者：要 匡・森川 嘉郎・溝口 史剛

教育講演2
『学校検尿』

座長：香美 祥二　指定演者：岡田 晋一

シンポジウム5
『小児看護の未来～職種や施設の枠をこえ、

ともに子どもの育ちを考えよう～』
座長：濵田 裕子・南前 恵子

指定演者：高梨 都・石浦 光世・室岡 明美
　　　　　山下 郁代・柴田 和子

ランチョンセミナー1
『教育現場における低身長児の

スクリーニング
－成長曲線の活用を中心に－』
座長：久保 俊英　演者：三善 陽子

共催：JCRファーマ株式会社

12：00～12：50

ランチョンセミナー2
『ワクチンの功績と今も問題となる

Vaccine preventable disease
 ～私たちが頑張り続けなければならない理由～』

座長：多屋 馨子　演者：宮入 烈
共催：ジャパンワクチン株式会社/第一三共株式会社

9:00

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第 4会場 第 5会場 ポスター会場
6F　第 7会議室 3F　第 3会議室 5F　第 4～ 6会議室

ランチョンセミナー3
『川崎病について本当に知りたい10の質問』

座長：辻 靖博　演者：鮎沢 衛
共催：帝人ファーマ株式会社

12：00～12：50
ランチョンセミナー4
『こどもの骨の病気とその治療』
座長：田中 弘之　演者：長谷川 高誠
共催：アレクシオンファーマ合同会社

12：00～12：50

一般口演4
『事故・災害と子ども』O1-015～O1-019

座長：瀬島 斉

9：30～10：20
一般口演7

『心と体の成長』O1-029～O1-033
座長：大西 文子

9：30～10：20

ポスター貼付

9：30～10：30

17：00～18：00

ポスター撤去

18：00～19：00

ポスター閲覧

10：30～17：00

一般口演5
『心身障がい・在宅医療』O1-020～O1-023

座長：祖父江 育子

15：00～15：40

17：00～17：30 17：30～18：00

一般口演8
『医療・生活習慣病』O1-034～O1-037

座長：有阪 治

15：00～15：40

一般口演6
『学校保健・児童虐待』O1-024～O1-028

座長：小田 慈

15：50～16：40
一般口演9

『健診と疾患検診』O1-038～O1-042
座長：藤枝 幹也

ポスター1【家族支援・地域保健1】　
座長：涌水 理恵
ポスター2【家族支援・地域保健2】　
座長：高野 政子
ポスター3【家族支援・地域保健3】　
座長：石崎 優子
ポスター4【看護とケア1】
座長：富田 恵子
ポスター5【看護とケア2】
座長：森藤 香奈子
ポスター6【健康教育】
座長：田口（袴田） 理恵
ポスター7【歯科】
座長：土井 理恵子

ポスター8【子どもと社会・環境】　
座長：遠藤 有里
ポスター9【医療・生活習慣病、事故・災害と子ども】
座長：上山 潤一
ポスター10【心と体の成長】
座長：瀬戸 淳子
ポスター11【発達障がいと遺伝】
座長：西村 洋子
ポスター12【感染症・新生児他1】
座長：小西 恵理
ポスター13【感染症・新生児他2】
座長：玉崎 章子

一般演題ポスター
1～13

P1-001～P1-068

15：50～16：40
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9:00

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第 1 会場 第 2 会場 第 3 会場
1F　多目的ホール 2F　国際会議室 2F　小ホール

ランチョンセミナー5
『治療可能となった脊髄性筋萎縮症（SMA）

～乳幼児健診で、早期発見を！！～』
座長：高橋 孝雄　演者：小牧 宏文

共催：バイオジェン・ジャパン株式会社 　　　　  ランチョンセミナー6
『子宮頸がんとHPVワクチンの現況

～子宮頸がん患者を診てきた産婦人科医の立場から～』
座長：浅井 秀実　演者：近藤 一成

共催：MSD株式会社

9：00～9：45 9：00～11：00

12：00～12：50

13：00～15：00 13：00～14：00

12：00～12：50

9：00～10：00

10：10～11：10

9：50～10：35

10：40～11：40

13：00～13：45

13：50～14：50

ミニシンポジウム4
『健やか親子21を効果的にすすめるために』

座長：加藤 則子・秋山 千枝子
指定演者：山縣 然太朗・山崎 嘉久・加藤 則子

ミニシンポジウム3
『新型タバコの子どもへの影響』

座長：齋藤 麗子
指定演者：齋藤 麗子・欅田 尚樹・田淵 貴大

第2回
多職種のための

投稿論文書き方セミナー

教育講演3
『PM2.5とアレルギー疾患』

座長：塚原 宏一　指定演者：大西 一成 シンポジウム7
『映像メディア・スマホ依存は赤ちゃん

の時から～現状とその対策』
　　座長：田澤 雄作・大谷 良光
指定演者：田澤 雄作・中島 匡博
　　　　　鈴木 武敏・中山 秀紀
 　 　 　  大谷 良光

市民公開講座
『映像メディア・スマホと「子どもの成長」』

座長：花木 啓一・瀬口 正史
指定演者：田澤 雄作・片岡 直樹　
　　　　 中島 匡博・山中 千枝子

教育講演4
『ワクチン Up To Date』

座長：竹谷 健　指定演者：尾内 一信

教育講演5
『子どもの傷害予防に取り組む』
座長：山中 龍宏　指定演者：北村 光司

特別講演2
『タンデムマス・スクリーニングの臨床的意義と

患者の全数登録・長期追跡の重要性』
座長：山下 裕史朗　指定演者：山口 清次

特別講演3
『在宅医療』
座長：酒井 規夫

指定演者：前垣 義弘

閉会の挨拶
15：00～

第 4 会場 第 5 会場 ポスター会場
6F　第 7 会議室 3F　第 3 会議室 5F　第 4～6 会議室

9:00

8:30

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

12：00～12：50

ランチョンセミナー8
『早期発見、ムコ多糖症
希少疾患を疑うポイント』

座長：根路銘 安仁　演者：冨田 和慶
共催：アンジェス株式会社

9：00～9：50

9：50～10：40

12：00～12：50

13：00～13：50 13：00～13：50

9：50～10：40

9：00～9：40 9：00～10：00

10：00～14：00

14：00～15：00

15：00～16：00

一般口演10
『家族支援・地域保健』O2-001～O2-005

座長：大野 耕策

一般口演11
『看護とケア』O2-006～O2-010

座長：上山 和子

一般口演12
『栄養と食育』O2-011～O2-015

座長：長谷川 高誠

一般口演13
『健康教育』O2-016～O2-019

座長：林原 博 ポスター貼付

ポスター閲覧

ポスター撤去

一般演題ポスター 14～26
P2-001～P2-076

一般口演14
『慢性疾患の取扱』O2-020～O2-024

座長：長谷川 俊史

一般口演15
『感染症・新生児他』O2-025～O2-029

座長：日下 隆

ランチョンセミナー7
『成長曲線が教えてくれる子どもの健康

～つなげよう点と点～』
座長：神﨑 晋
演者：曽根田 瞬

共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

14：00～14：30 14：30～15：00

ポスター14【育児1】　
座長：深田 敦子
ポスター15【子育て支援1】　
座長：永井 利三郎
ポスター16【子育て支援2】　
座長：西村 玲
ポスター17【子育て支援3】
座長：鞁嶋 有紀
ポスター18【健診と疾患検診】
座長：宇都宮 靖
ポスター19【看護とケア3】
座長：広瀬 京子

ポスター20【育児2】
座長：山縣 然太朗
ポスター21【学校保健・児童虐待1】
座長：美野 陽一
ポスター22【学校保健・児童虐待2】
座長：沖 潤一
ポスター23【心身障がい・在宅医療】
座長：高田 哲
ポスター24【慢性疾患の取扱】
座長：林 篤
ポスター25【栄養と食育1】
座長：長石 純一
ポスター26【栄養と食育2】
座長：梶 俊策
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6月16日㊏日程表　3日目�




