
カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

新生児② N-06 11月4日 11:00〜12:00 岩間 直 社会医療法人緑泉会米盛病院 航空機を使用した新生児搬送 ―熊本大震災から1年、次の大災害に備える―

新生児② N-07 11月4日 11:00〜12:00 浅沼 秀臣 北海道立子ども総合医療・療育センター 当院NICUにおける航空機による遠隔地からの搬入とバックトランスファーの実態
新生児② N-08 11月4日 11:00〜12:00 伊藤 一之 川口市立医療センター 当院NICUに入院した外国人患児についての検討
新生児② N-09 取り下げ
新生児② N-10 11月4日 11:00〜12:00 大西 聡 大阪市立大学付属病院 NICUにおける院内倫理コンサルテーションチームの役割
新生児② N-11 11月4日 11:00〜12:00 穐吉 眞之介 愛媛県立中央病院 極低出生体重児の認知機能におけるキャッチアップはいつまで可能か？

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

小児内科② SO-06 11月4日 9:00〜10:00 額賀 俊介 榊原記念病院 新潟県の中学校における百日咳集団発生事例

小児内科② SO-07 11月4日 9:00〜10:00 小池 涼介 厚生連北信総合病院 スイセン誤食による食中毒の家族例
小児内科② SO-08 11月4日 9:00〜10:00 八木 英哉 沖縄県立八重山病院 自家発電機による一酸化炭素中毒の集団発生
小児内科② SO-09 11月4日 9:00〜10:00 木谷 豊 船橋市立医療センター 往診により負担・混乱を最小限に抑えられた発達障害児の結核集団接触者健診について
小児内科② SO-10 11月4日 9:00〜10:00 八木 信一 富山県小児科医会・八木小児科医院 富山市の地域クリニックにおける保育園児かぜ症候群を極めるために
小児内科③ SO-11 11月4日 10:00〜11:00 竹内 勇介 信州大学医学部 周期性発熱・アフタ性口内炎・咽頭炎・頸部リンパ節炎症候群（PFAPA）の臨床像
小児内科③ SO-12 11月4日 10:00〜11:00 豊福 悦史 神奈川県立こども医療センター 当院でのPFAPA症候群39例の治療経過
小児内科③ SO-13 11月4日 10:00〜11:00 藤澤 卓爾 藤沢こどもクリニック B型肝炎母子感染防止における課題と多職種連携による対策
小児内科③ SO-14 11月4日 10:00〜11:00 小池 由美 長野県立こども病院 長野県立こども病院における食物アレルギーへの取り組み
小児内科③ SO-15 11月4日 10:00〜11:00 岡田 はるか みくりキッズくりにっく 感覚偏倚に伴う偏食により遷延性の低血糖を生じた乳児の1例

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

小児外科③ SU-14 11月4日 13:00〜14:15 長谷川 聡 新潟県立新発田病院 新潟県におけるドクターヘリによる小児の転院搬送

小児外科③ SU-15 11月4日 13:00〜14:15 松尾 祐吾 千葉市立海浜病院 夜間救急外来小児科における院内トリアージを導入して
小児外科③ SU-16 11月4日 13:00〜14:15 加藤 愛香里 茨城県立こども病院小児外科 当科における腹部外傷診療プロトコールの有用性の検討
小児外科③ SU-17 11月4日 13:00〜14:15 馬場 理絵子 大分県立病院 口腔内杙創：管理・治療プロトコール導入後症例の臨床的検討
小児外科③ SU-18 11月4日 13:00〜14:15 山田 耕嗣 鹿児島大学病院 腹腔鏡下虫垂切除術におけるReduced Port Surgeryの検証
小児外科③ SU-19 11月4日 13:00〜14:15 堤 範音 東京医科大学病院 小児カプセル内視鏡検査における当科での取り組み
小児外科③ SU-20 11月4日 13:00〜14:15 河野 淳 飯塚病院小児外科 乳児臍ヘルニアに対する新規圧迫材を用いた臍圧迫固定療法の経験

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名
プレパレーション① PR-01 11月4日 10:15-11:00 西條 智美 大阪市立住吉市民病院 A病院における外来での遊びのコーナーの活動報告と考察
プレパレーション① PR-02 11月4日 10:15-11:00 佐伯 和美 神戸市立医療センター中央市民病院 医療に関わる子どもへのタブレット端末の活用方法 ―ＨＰＳによる多施設の実践から―
プレパレーション① PR-03 11月4日 10:15-11:00 都丸 健一 群馬県立小児医療センター 胸部レントゲン撮影時の工夫が患児・保護者の癒しとなった1例
プレパレーション① PR-05 11月4日 10:15-11:00 服部 淳子 愛知県立大学看護学部 花びら型プレパレーション・ツールを用いたプレパレーションの客観的指標を用いた評価

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

整形外科② SU-25 11月4日 11:00〜12:00 小谷 俊明 聖隷佐倉市民病院 小児整形外科手術患者の1/3が保健医療系の進路を選択する
整形外科② SU-26 11月4日 11:00〜12:00 藤間 龍 新潟手の外科研究所病院 小児の肘関節側面単純Ｘ線撮影における撮影体位の検討
整形外科② SU-27 11月4日 11:00〜12:00 日下部 浩 いなぎ整形外科内科 オーバーヘッド牽引にて治療を行った発育性股関節形成不全3症例
整形外科② SU-28 11月4日 11:00〜12:00 星野 弘太郎 西部島根医療福祉センター 先天性股関節脱臼に対する全例エコーとリスク因子による検診強化
整形外科② SU-29 11月4日 11:00〜12:00 松原 光宏 長野県立こども病院 乳児股関節健診の現状



カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

耳鼻科 SU-38 11月4日 13:00〜14:45 鳥居 直子 聖隷横浜病院 ボタン型電池による鼻腔異物の１例

耳鼻科 SU-39 11月4日 13:00〜14:45 杉山 剛 一宮西病院小児科・山梨大学医学部小児科 小児の鼻副鼻腔炎に対する小児科医と耳鼻科医の治療方針の違いに関する検討
耳鼻科 SU-40 11月4日 13:00〜14:45 原 亜希子 鼻のクリニック東京 小児アレルギー性鼻炎に対する鼻洗浄併用療法の効果
耳鼻科 SU-41 11月4日 13:00〜14:45 高木 太郎 愛媛県立新居浜病院 輪状後部静脈叢隆起の1例
耳鼻科 SU-42 11月4日 13:00〜14:45 竹山 孝明 宇高耳鼻咽喉科医院 一側性難聴児における理解語彙の発達　―PVT-R絵画語い発達検査による検討―
耳鼻科 SU-43 11月4日 13:00〜14:45 長井 今日子 たかさき耳鼻咽喉科 両耳難治性滲出性中耳炎の合併により補聴が遅れた中等度難聴児について
耳鼻科 SU-44 11月4日 13:00〜14:45 阪本 浩一 大阪市立大学大学院 大阪市立大学耳鼻咽喉科における言語外来の 現況と課題
耳鼻科 SU-45 11月4日 13:00〜14:45 木暮 由季 たかさき耳鼻咽喉科 当院における難聴診断に至る経緯と診断時期の検討
耳鼻科 SU-46 11月4日 13:00〜14:45 森本 千裕 奈良県立医科大学 補聴器を装用したダウン症児の聴力と経過

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

眼科 SU-47 11月4日 9:00〜10:00 大山 祐佳里 埼玉県立小児医療センター 先天無眼球・小眼球の臨床背景と全身合併症、義眼治療の経過

眼科 SU-48 11月4日 9:00〜10:00 岡田 智幸 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 「めまいと頭痛」を訴え、登校困難になった13歳男児の眼球運動について
眼科 SU-49 11月4日 9:00〜10:00 中村 顕子 倉重こどもクリニック 幼稚園・保育園で行う目の他覚的屈折検査

眼科 SU-50 11月4日 9:00〜10:00 楠 美由紀 倉重こどもクリニック 他覚的屈折検査装置（スポット ビジョンスクリーナー）の使用経験

眼科 SU-51 11月4日 9:00〜10:00 柳沢 翠芳 兵庫県立こども病院 当科における心因性視力障害の臨床経過と心因の検討

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

リハビリ② R-08 11月4日 14:15〜15:30 井本 文也 医療法人醇和会有島病院 地域における小児作業療法　～当院作業療法部門10年のあゆみと課題～

リハビリ② R-09 11月4日 14:15〜15:30 岡田 美佐子 東京都立多摩総合医療センター 作業療法（OT）としての一個人が、視覚障がい特別支援学校で行ってきたこと
リハビリ② R-10 11月4日 14:15〜15:30 大戸 普賢 いろは訪問看護リハビリステーション 訪問作業療法による不登校児の高校受験に向けての支援と課題～不登校の症例を通して～
リハビリ② R-11 11月4日 14:15〜15:30 安岡 祐二 いろは訪問看護リハビリステーション 不登校児に対して訪問作業療法の有用性
リハビリ② R-12 11月4日 14:15〜15:30 吉岡 和哉 県立広島大学保健福祉学部作業療法学科 不登校中学生に対する個別支援と地域マネージメントを組み合わせた作業療法支援
リハビリ② R-13 11月4日 14:15〜15:30 渡邊 絵都子 みくりキッズくりにっく 乳児定期健診で要観察となった児への作業療法士による運動発達支援

リハビリ② R-14 11月4日 14:15〜15:30 大久保 浩子 国立成育医療研究センター 医療型短期入所施設「もみじの家」における理学療法士の役割について

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

リハビリ③ R-15 11月4日 15:30〜16:45 藤野 泰子 倉重こどもクリニック 言語聴覚士としての“読み”の支援

リハビリ③ R-16 11月4日 15:30〜16:45 緒方 祐子 倉重こどもクリニック 母音の未分化がみられた機能性構音障害の一例
リハビリ③ R-17 11月4日 15:30〜16:45 永松 佳子 医療法人三省会こどもクリニック永松 出水市の小児科クリニックにおける言語療法とそのニーズ
リハビリ③ R-18 11月4日 15:30〜16:45 酒井 奈緒美 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 幼児吃音の介入ガイドライン作成に向けた文献・カルテレビューによる考察
リハビリ③ R-19 11月4日 15:30〜16:45 白井 裕美子 神戸市立西神戸医療センターリハビリテーション科 当科における小児声帯結節に対する音声治療
リハビリ③ R-20 11月4日 15:30〜16:45 石川 仁美 南部地域療育センターそよ風 マカトンサインの導入が音声表出へとつながった1例
リハビリ③ R-21 11月4日 15:30〜16:45 山地 加奈 医療法人社団ゆずかこうざと矯正歯科クリニック EPG(electropalatography）を用いた口腔筋機能療法
リハビリ③ R-22 11月4日 15:30〜16:45 中道 尚美 富山大学附属病院 構音操作を習得した後に歯茎摩擦音が唇歯音化した２症例における訓練経過
リハビリ③ R-23 11月4日 15:30〜16:45 牧 直美 社会医療法人敬和会 大分岡病院総合 リハビリテーションセンター 舌運動訓練による口蓋裂幼児の異常構音固定化予防

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

虐待 AB-01 11月4日 14:45〜15:45 橋本 清香 東北大学病院 静岡県立子ども病院における虐待を疑われた小児の眼底所見

虐待 AB-02 11月4日 14:45〜15:45 木村 将裕 東京医科大学病院 被虐待児における医学的・社会的判断のジレンマに苦慮した症例
虐待 AB-03 11月4日 14:45〜15:45 米澤 篤代 相模原市立当麻田小学校 虐待を受けた可能性を裏付ける医療と学校との連携
虐待 AB-04 11月4日 14:45〜15:45 古田 洋子 埼玉県中央児童相談所 性同一性障害・性別違和と性的虐待の関連と連携の重要性
虐待 AB-05 11月4日 14:45〜15:45 川口 真澄 北九州市立八幡病院 多職種・多機関で取り組む虐待事案検証と家族支援
虐待 AB-06 11月4日 14:45〜15:45 原田 なな子 東京医科大学病院 虐待評価におけるカテゴリー診断でわかったこと
虐待 AB-07 11月4日 14:45〜15:45 下田 由香 大阪市立住吉市民病院 妊娠期からの虐待予防介入による支援の検証と今後の課題



カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

家族支援① FS-01 11月4日 16:45〜17:30 宮城 大雅 生涯医療クリニックさっぽろ 重篤な疾患をもつ子どもの医療における多職種連携による協働意思決定支援の一例

家族支援① FS-02 11月4日 16:45〜17:30 仲宗根 法子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 母乳保育補助システムを用いて食品の経口摂取が可能となった乳幼児摂食障害の一例
家族支援① FS-03 11月4日 16:45〜17:30 蜂谷 純 横浜市立大学附属市民総合医療センター 母親による療育が困難な人工内耳装用児に対する多職種連携
家族支援① FS-04 11月4日 16:45〜17:30 鎌田 裕子 大阪発達総合療育センター NMCS児の在宅に向けての多職種協働の取り組み
家族支援② FS-05 11月4日 16:45〜17:30 柴 邦代 愛知県立大学 ポルトガル語版事故危険回避教育ツールの開発過程における課題
家族支援② FS-06 11月4日 16:45〜17:30 上倉 緑 聖マリアンナ医科大学横浜市西部 母に知的障害とてんかんがある児への退院支援　～多職種・多機関での連携を通して～
家族支援② FS-07 11月4日 16:45〜17:30 坂田 友 九州がんセンター 造血幹細胞移植を受ける患児のきょうだいがドナーになることで抱える精神・身体的影響

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

研究・実践① RS-01 11月4日 14:45〜15:45 益田 直美 島田療育センターはちおうじ 島田療育センターはちおうじにおけるこども相談外来の役割と活用について

研究・実践① RS-02 11月4日 14:45〜15:45 柏木 直見 浜松市発達医療総合福祉センター 障害児福祉サービスの現状と課題　家族支援の視点からのｱﾌﾟﾛｰﾁ(第2報)
研究・実践① RS-03 11月4日 14:45〜15:45 伊藤 智恵子 浜松市発達医療総合福祉センター 相談支援事業所からみた障害児福祉サービスの現状と課題（第１報）
研究・実践① RS-04 11月4日 14:45〜15:45 小泉 雄一 たすくよこはまセンター南教室 事例報告：発達障害児に対する「身体づくり」プログラム
研究・実践① RS-05 11月4日 14:45〜15:45 塩田 勉 静岡済生会総合病院 乳幼児健診の受診率に影響を及ぼす社会経済的要因とは何か？

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

研究・実践② RS-06 11月4日 15:45〜16:45 中村 由以 学校法人智睛学園 発達障害児における海洋療法の実践と治療効果の検証

研究・実践② RS-07 11月4日 15:45〜16:45 谷口 梢 オーシャンキッズクリニック ＳＮＳを利用した診察空き時間対策～乳児健診・予防接種キャンセルをどうする？～
研究・実践② RS-08 11月4日 15:45〜16:45 田中 理恵 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 看護師と保育士の協働  -看護・保育過程の実践を通してー
研究・実践② RS-09 11月4日 15:45〜16:45 澤部 啓子 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 看護・保育過程（大雄会モデル）の実践による保育士の意識と行動の変化
研究・実践② RS-10 11月4日 15:45〜16:45 瀬川 千春 鳥取大学医学部附属病院 特別支援学校における医療的ケアに関する研修会の効果と今後の課題
研究・実践② RS-11 11月4日 15:45〜16:45 横山 美佐子 北里大学医療衛生学部 呼吸理学療法ワーキンググループの活動と呼吸理学療法に関する実態調査報告

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

研究・実践③ RS-12 11月4日 13:00〜14:15 永井 理紗 金沢大学附属病院 いしかわ赤ちゃんきこえの相談支援センター（みみずくクラブ）7年の活動の成果と課題

研究・実践③ RS-13 11月4日 13:00〜14:15 島田 珠美 療養通所介護まこと 児童発達支援・放課後等デイサービス・生活介護を併設した多機能型療養通所介護の取組
研究・実践③ RS-14 11月4日 13:00〜14:15 馬場 悠輔 みくりキッズくりにっく ～アクティブラーニング「楽しむを売る会社」～
研究・実践③ RS-15 11月4日 13:00〜14:15 大鷲 しのぶ 南部医療センター・こども医療センター ―多職種の役割と支援の意義―
研究・実践③ RS-16 11月4日 13:00〜14:15 坂本 彩菜 みくりキッズくりにっく 小児科クリニックにおけるダウン症児を対象としたグループプログラム
研究・実践③ RS-17 11月4日 13:00〜14:15 池角 深雪 みくりキッズくりにっく 〜モンテッソーリ教育を用いたグループ活動の報告〜
研究・実践③ RS-18 変更 11月3日、社会支援②に変更

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

研究・実践④ RS-19 11月4日 14:15〜15:30 渡井 有 昭和大学横浜市北部病院 小児外科における国際医療協力 　海外医療協力と多職種連携について

研究・実践④ RS-20 11月4日 14:15〜15:30 三宅 秀彦 お茶の水女子大学大学院 Down症候群を持つ人達の自己認識と社会的要因の関連
研究・実践④ RS-21 11月4日 14:15〜15:30 主藤 悦美 JCHO札幌北辰病院 感染性胃腸炎で入院している患児の付添者の感染予防行動について
研究・実践④ RS-22 11月4日 14:15〜15:30 菅野 都 福岡大学病院看護部 長期入院をしている子どもの家族が考える医療者とのパートナーシップ形成
研究・実践④ RS-23 11月4日 14:15〜15:30 菅 力也 琉球大学医学部附属病院 A病院の小児科病棟における患者・家族への退院支援の現状と課題
研究・実践④ RS-24 11月4日 14:15〜15:30 與儀 清武 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児がん患者の多職種協働によるリハビリテーションアプローチの検討
研究・実践④ RS-25 11月4日 14:15〜15:30 玉城 達矢 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 手術室における小児プレパレーション ―　発達段階に応じた援助　―



カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

社会支援③ SS2-08 11月4日 9:00〜10:15 玉崎 章子 鳥取大学医学部附属病院 「遊び」を通して医療的ケア児、重症心身障害児の支援を多職種で考える

社会支援③ SS2-09 11月4日 9:00〜10:15 原口 光代 神奈川県立こども自立生活支援センター 学校・療育起案への支援を目的とした発達障害等専門外来の試み
社会支援③ SS2-10 11月4日 9:00〜10:15 鈴木 悠介 茨城西南医療センター病院 家族を対象とした「発達障害相談会」の現況と課題

社会支援③ SS2-11 11月4日 9:00〜10:15 杉山 剛 一宮西病院・山梨大学医学部
スキンケアを重視したスキンケア沐浴法による1ヶ月健診受診児の皮膚状態変化
～助産師との協働による沐浴イノベーションの取り組み～

社会支援③ SS2-12 11月4日 9:00〜10:15 石塚 丈広 地域療育センターあおば 療育センター診療所の多職種連携の取り組み～地域療育センターあおば～
社会支援③ SS2-13 11月4日 9:00〜10:15 吉野 友美 みくりキッズくりにっく 小児科クリニックにおける重症心身障害児日中ショートステイの取り組み
社会支援③ SS2-14 11月4日 9:00〜10:15 松井 直子 国立成育医療研究センター 行動化（暴言・暴力）を呈する脳腫瘍患児に対する多職種連携

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

社会支援④ SS3-01 11月4日 16:45〜17:30 布村 仁亮 茨城県立こども病院 小児専門病院における重症呼吸不全患者に対する多職種連携

社会支援④ SS3-02 11月4日 16:45〜17:30 野村 卓哉 茨城県立こども病院 茨城県立こども病院における在宅人工呼吸器と臨床工学技士の役割
社会支援④ SS3-03 11月4日 16:45〜17:30 川戸 大智 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 当院における子ども療養支援士の活動報告

社会支援④ SS3-04 11月4日 16:45〜17:30 知念 純 琉球大学医学部附属病院
“遊び”と“遊びの持つ多様性”について
～小児病棟における多職種協同の関わり～

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

要望演題 SP-01 変更 11月3日社会支援②に変更

要望演題 SP-02 11月4日 13:00〜14:45 松田 明 まつだクリニック 現代アートで子供たちを元気に！ークリニック美術館計画ー診察室編
要望演題 SP-03 11月4日 13:00〜14:45 荒井 勇樹 新潟大学医歯学総合研究科 難渋した治療介入に対して多職種連携による対応を要した神経芽腫の一例
要望演題 SP-04 11月4日 13:00〜14:45 木村 仁美 茨城県立こども病院 身体的虐待で大腿骨骨折をした脊髄性筋萎縮症Ⅱ型の児に対する多職種連携と退院支援
要望演題 SP-05 11月4日 13:00〜14:45 川野 孝文 鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系 鹿児島におけるヘリコプター・民間航空機併用による小児外科疾患患者搬送の現状と課題
要望演題 SP-06 11月4日 13:00〜14:45 茂木 健司 群馬医療福祉大学 児童相談所児童精神科i医療の現状と課題
要望演題 SP-07 11月4日 13:00〜14:45 駒井 弥生 医療法人社団誠弘会池袋病院 地域密着小規模病院における単孔式腹腔鏡下小児鼠径ヘルニア手術導入について
要望演題 SP-08 11月4日 13:00〜14:45 小林 恵美 JCHO札幌北辰病院 看護師と協働し関わった学童児への生活援助と学習支援を振り返って
要望演題 SP-09 11月4日 13:00〜14:45 今治 玲助  地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島市民病院 当科における精巣固定術施行症例の手術時期遅延理由および精巣萎縮についての検討

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

検査・画像・薬剤 OT-01 11月4日 10:00〜11:15 酒見 彩 佐賀大学医学部附属病院 内服治療を必要とする子どもの内服に対する意識変化

検査・画像・薬剤 OT-02 11月4日 10:00〜11:15 竹内 絵美 長野県立こども病院 小児在宅支援に対する病棟薬剤師の取り組み
検査・画像・薬剤 OT-03 11月4日 10:00〜11:15 奥 貴行 土谷総合病院 小児CT検査における自動管電流変調（ATCM）の評価
検査・画像・薬剤 OT-04 11月4日 10:00〜11:15 大橋 啓子 日本赤十字社東京都支部大森赤十字病院薬剤部 小児用薬剤を2剤以上混合した際の味の変化と、避けるべき組み合わせの検討
検査・画像・薬剤 OT-05 11月4日 10:00〜11:15 今村 寛子 大津赤十字病院 超音波検査にて菊池氏病が強く疑われた1例
検査・画像・薬剤 OT-06 11月4日 10:00〜11:15 浅井 宣美 茨城県立こども病院 Face Timeを利用した小児超音波(US)遠隔診断の有用性と将来の展望
検査・画像・薬剤 OT-07 11月4日 10:00〜11:15 大良 侑里香 倉重こどもクリニック 細菌性腸炎とウイルス性腸炎の超音波画像の比較



カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

小児看護 PN-01 11月4日 15:45〜16:45 長 順子 東邦大学医療センター大森病院 大学病院における多職種参加型感染対策グループの取り組み

小児看護 PN-02 11月4日 15:45〜16:45 磯 千寿子 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 介護力の不足した重症心身障害児を在宅へ移行するための試み
小児看護 PN-03 11月4日 15:45〜16:45 江口 紘代 九州がんセンター 造血幹細胞移植を受けた患児の復学に向けた支援
小児看護 PN-04 11月4日 15:45〜16:45 山本 千晴 九州大学病院 A病院の小児緩和ケアチームにおける小児がんの子どもの終末期への支援
小児看護 PN-05 11月4日 15:45〜16:45 宮崎 敬士 大阪労災病院小児科 炎症性腸疾患（IBD）児と母親の心理的葛藤を考慮した関わり
小児看護 PN-06 11月4日 15:45〜16:45 小松 和幸 国立大学法人浜松医科大学医学部附属病院 当院での小児がん患者に対する終末期医療の変遷
小児看護 PN-07 11月4日 15:45〜16:45 佐野 恵 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児集中治療室において生命予後が厳しい状態となった乳児のきょうだい支援に着目して

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

プレパレーション② PR-06 11月4日 9:00〜10:00 田村 美智子 横浜医療福祉センター港南 新施設におけるプレパレーションの導入 　発達障害児のスムーズな診察室入室に向けて

プレパレーション② PR-07 11月4日 9:00〜10:00 宜保 奈都季 沖縄県立南部医療センターこども医療センター 栄養士が関わるプレパレーションの取組について～企業と行った行事の報告～
プレパレーション② PR-08 11月4日 9:00〜10:00 宮本 有里 倉重こどもクリニック 場面緘黙児への支援～保育園での母子遊びを行った１事例～
プレパレーション② PR-09 11月4日 9:00〜10:00 尾上 泰弘 田川市立病院 家族同伴の抱っこ採血をより多くの施設で実現するための検討
プレパレーション② PR-10 11月4日 9:00〜10:00 三宅 香織 愛知県立大学大学院看護学研究科 バイタルサイン測定に対するプレパレーション　―鼻部皮膚温度変化による評価―
プレパレーション② PR-11 11月4日 9:00〜10:00 高頭 満美 慶應義塾大学病院 プレパレーションが奏功した神経芽細胞腫の3歳女児例

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

医療と教育① ED-01 11月4日 15:45〜16:45 松尾 洋 東京女子医科大学八千代医療センター 特別支援学校における外部専門家としての理学療法士の役割を考える

医療と教育① ED-02 11月4日 15:45〜16:45 金子 恵美 国立病院機構福岡病院 小学校職員に対するアナフィラキシー対応講習の検討―シミュレーション教育の効果―
医療と教育① ED-03 11月4日 15:45〜16:45 森川 茉麻 発達支援ルームしどれ 不登校児への復学支援の成果～放課後等デイサービスの療育効果の重要性に対して～
医療と教育① ED-04 11月4日 15:45〜16:45 西村 一 総合守谷第一病院 医師による学校訪問の効果‐学校訪問を契機に診療が大きく展開した2症例を通して

医療と教育① ED-05 11月4日 15:45〜16:45 中野 広輔
愛媛大学教育学部特別支援教育講座
（松山赤十字病院小児科非常勤）

小児医療機関と教育機関による相互訪問を伴う“医教連携”活動

カテゴリー 演題番号 発表日 発表時間 演者 氏名 所属 演題名

医療と教育② ED-06 11月4日 16:45〜17:30 濱田 恒一 医療法人ハマダ眼科 読みに困難のある児童・生徒のためのマルチメディアDAISY 教科書 2017 年

医療と教育② ED-07 11月4日 16:45〜17:30 高木 潤野 長野大学 知的障害を有する場面緘黙児１例における緘黙症状の縦断的変化
医療と教育② ED-08 11月4日 16:45〜17:30 宮田 美香 社会医療法人大雄会総合大雄会病院 保育所（園）・幼稚園における食物アレルギー発症時の統一した対応　第1報・現状調査
医療と教育② ED-09 取り下げ


