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会長講演
8月30日（土） 16：00～16：30� 大阪国際会議場���5F���メインホール

座長：下村　国寿 （…下村小児科医院）

外来小児科学会の過去・現在・未来　−子どもたちの幸せのため、私たちは何をなすべきか−
藤岡　雅司 （…ふじおか小児科）

特別企画
8月31日（日） 14：10～15：10� 大阪国際会議場���5F���メインホール

座長：藤岡　雅司 （…ふじおか小児科）

未来を想像し、未来を創ることについて　 
〜〝生まれかけの贈りもの〟としての生命科学と医療を考える〜

瀬名　秀明 （…SF作家）

特別講演1
8月30日（土） 16：00～17：00� 大阪国際会議場���3F���イベントホールA

座長：藤田　位 （…藤田小児科）

わかっていても、しない、できない？いやできる！　〜保護者の安全心理を理解する〜
掛札　逸美 （…NPO法人保育の安全研究・教育センター）

特別講演2
8月31日（日） 13：00～14：00� 大阪国際会議場���5F���メインホール

座長：北　知子 （…こどもクリニック北）

リッツカールトンから学ぶホスピタリティの真髄
岡澤　ひとみ （…株式会社WEDDGE）

シンポジウム１
8月30日（土） 9：00～11：00� 大阪国際会議場���5F���メインホール

子どもたちの幸せを目指して　－私がおこなってきたこと－
座長：川村　和久 （…かわむらこどもクリニック）、藤岡　雅司 （…ふじおか小児科）

小児科外来ならではのリサーチ活動からアドボカシーへ
橋本　裕美 （…橋本こどもクリニック）
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地域の実情に合ったシステムで支える小児救急
松下　享 （…松下こどもクリニック）

子どもたちの幸せを目指して　〜今、私にできること〜
蜂谷　明子 （…蜂谷医院小児科）

教育委員として地域の子どもたちを支援する
崎山　弘 （…崎山小児科）

シンポジウム2
8月30日（土） 16：30～18：30� 大阪国際会議場���5F���メインホール

小児のプライマリ・ケアはどうあるべきか
座長：横田　俊一郎 （…横田小児科医院）、藤岡　雅司 （…ふじおか小児科）

日本外来小児科学会への期待　〜小児プライマリ・ケア分野における役割〜
五十嵐　隆 （…国立成育医療研究センター）

子どもたちと家族を守るためのAcademic Innovation　 
〜地域性・総合性を‘見える化’した小児医療サービスの展開〜

田原　卓浩 （…たはらクリニック）

小児科を学びたい人のための小児診療ワークショップの目的　 
〜「Happy! こどものみかた」で伝えたいこと〜

児玉　和彦 （…こだま小児科）

教育部会の歴史から小児プライマリ・ケア医のアウトカムを創る
森田　潤 （…教育検討委員会委員長，こどもクリニックもりた）

ミニシンポジウム
8月30日（土） 13：00～14：30� 大阪国際会議場���5F���メインホール

子ども・家族と医療をつなぐ　－当事者から学ぼう、いのち輝く医療－
座長：武内　一 （…耳原総合病院小児科／佛教大学社会福祉学部）
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一般演題
8月30日（土）

13：00～13：50� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

感染１
座長：池澤　滋 （…いけざわこどもクリニック）

1　 PCV7導入とPCV13への切り替えによる下気道感染症乳幼児上咽頭由来肺炎球菌株
における血清型の変化

成相　昭吉（医） （…横浜南共済病院小児科）

2　 肺炎マイコプラズマ感染症の小流行から学んだこと
岡空　輝夫（医） （…岡空小児科医院）

3　 肺炎マイコプラズマ感染症の地域流行と経時的変化について
板垣　勉（医） （…山辺こどもクリニック）

4　 幼稚園でのクラミジア肺炎の集団感染例
矢野　康行（医） （…あおばファミリークリニック）

13：50～14：40� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

感染２
座長：落合　仁 （…落合小児科医院）

5　 突発性発疹の高年齢化について
五十嵐　登（医） （…富山県立中央病院小児科）

6　 横浜市西部地域における地域的水痘流行に関する考察
池部　敏市（医） （…池部小児科・アレルギー科）

7　 水痘ワクチンの有効性の検討
幸道　直樹（医） （…近畿外来小児科学研究グループ）

14：40～15：20� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

感染３
座長：古川　裕 （…ふるかわ医院）

8　 麻しん2例の経験〜事後対応を中心に〜
福田　弥一郎（医） （…福田診療所）

9　 ヒトメタニューモウイルス感染症の疫学と臨床症状
鈴木　英太郎（医） （…鈴木小児科医院）

10　 沖縄県小児科外来における気道感染のウイルススタディ
浜端　宏英（医） （…アワセ第一医院）
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13：00～14：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1003

看護・プレパレーション
座長：稲光　毅 （…いなみつこどもクリニック）

11　 予防接種を少しだけ楽しくするための工夫　〜シリンジカバーを作製してみて〜
舘野　里江子（育） （…森医院こどもクリニック）

12　 子どもを尊重した関わりを求めて〜だっこ採血を実施して〜
渡部　恵子（看） （…かなざきこどもクリニック）

13　 小児プレパレーション〜おくるみ固定ゼロを目指して〜
八尋　奈央（看） （…千鳥橋病院）

14　 プレパレーション導入後の患者家族意識調査　 
〜幼児に採血検査説明の絵本を使用して〜

加藤　明美（看） （…小牧市民病院）

15　 外来の点滴室に入室した母親の不安に対するアロマセラピーの効果
植木　慎悟（看） （…大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻）

14：00～14：50� 大阪国際会議場���10F���会議室1003

育児支援１
座長：横林　文子 （…よこばやし医院）

16　 クリニックで出来る子育て支援　 
〜コミュニケーショントレーニング・遊びの会「すてきなクジラ」活動報告

佐藤　ゆか（育） （…はるこどもクリニック）

17　 小児科診療所における早期育児支援としてのＢＰプログラム
柳本　恭子（保） （…やぎもと小児科）

18　 当院で関係機関と連携して支援した育児困難事例
伊藤　恵子（看） （…わしざわ小児科）

19　 子どもが暴れることを主訴に受診した親に対するアタッチメントに注目した心理社
会的介入とその効果

牛田　美幸（医） （…四国こどもとおとなの医療センター）

14：50～15：25� 大阪国際会議場���10F���会議室1003

アレルギー１
座長：岡　勝巳 （…岡こどもクリニック）

20　 当科におけるエピペン Ⓡ 処方例の背景と保護者の不安度についての検討
上原　宏美（育） （…福山医療センター）
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21　 乳児期早期の湿疹に対するスキンケア指導
川井田　直子（看） （…白子クリニック小児科）

22　 低蛋白血症・ステロイド皮膚症合併のアトピー性皮膚炎児への看護の実際
石崎　愛子（看） （…阪南中央病院）

13：00～13：50� 大阪国際会議場���10F���会議室1004-1005

予防接種１
座長：太田　文夫 （…おおた小児科・循環器科）

23　 提唱された予防接種スケジュールと現況の解析（第2報）
武井　智昭（医） （…スマイルこどもクリニック東戸塚院）

24　 MRワクチン1期の接種時点での未接種ワクチンのその後の接種状況
牟田　広実（医） （…飯塚市立病院小児科）

25　 日本外来小児科学会医師会員の予防接種の接種方法に関する意識・実態調査
牟田　広実（医） （…飯塚市立病院小児科）

26　 苫小牧市の予防接種台帳のデータ分析
高柳　直己（医） （…たかやなぎ小児科）

13：50～14：40� 大阪国際会議場���10F���会議室1004-1005

予防接種２
座長：岡藤　隆夫 （…岡藤小児科）

27　 予防接種事故を起こさないための工夫
今垣　美香（看） （…松下こどもクリック）

28　 「インターネットを利用した小児科診療所におけるインシデント全国調査」分析報告
齊藤　匡（医） （…国保多古中央病院小児科）

29　 トラベルクリニックを受診する小児のニーズ
福島　慎二（医） （…東京医科大学病院渡航者医療センター）

30　 インフルエンザ経鼻生ワクチンと注射型不活化ワクチンの有効率の検討
西野　多聞（医） （…アルパカこどもクリニック／カピバラあかちゃ

んこどもクリニック）

14：40～15：30� 大阪国際会議場���10F���会議室1004-1005

一般診療１
座長：日野　利治 （…日野小児科内科医院）

31　 当院におけるORS実施状況と問題点　〜帰宅後の電話確認から見えてきたもの
加藤　哉子（看） （…あきつこどもクリニック）
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32　 発熱患者に対するグリセリン浣腸処方の試み
草刈　章（医） （…くさかり小児科）

33　 腹部超音波断層像による小児直腸径の基準値の検討
冨本　和彦（医） （…とみもと小児科クリニック）

34　 小児期慢性便秘の治療　−酸化マグネシウムとラクチュロースの有効性の比較−
冨本　和彦（医） （…とみもと小児科クリニック）

13：00～13：40� 大阪国際会議場���10F���会議室1006-1007

アレルギー２
座長：土田　晋也 （…つちだ小児科）

35　 小児気管支喘息患児の指導実施後の評価
上地　嘉美（看） （…ちばなクリニック）

36　 pMDIの残量計測による喘息患者の吸入指導の試み
西藤　由美子（薬） （…西藤小児科こどもの呼吸器・アレルギークリ

ニック）

37　 就学前の小児を対象にした喘鳴の疫学的調査
西村　龍夫（医） （…近畿外来小児科学研究グループ）

13：40～14：30� 大阪国際会議場���10F���会議室1006-1007

一般診療２
座長：杉村　徹 （…杉村こどもクリニック）

38　 外来小児科医を対象とした風邪患者に対する診療行為と投薬についてのアンケート
調査

西村　龍夫（医） （…第24回日本外来小児科学会年次集会………春季カ
ンファレンス実行委員会）

39　 小児科外来を受診した軽症気道感染症の経過に影響する因子について
西村　龍夫（医） （…大阪小児科医会学術部会調査研究委員会）

40　 小児科外来における臍ヘルニアの治療方針に関する実態調査
長田　伸夫（医） （…ひらおか公園小児科）

41　 小児科外来における重要疾患の経験数調査（第二期調査の中間報告）
橋本　裕美（医） （…近畿外来小児科学研究グループ）
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14：30～15：20� 大阪国際会議場���10F���会議室1006-1007

健診
座長：谷村　聡 （…たにむら小児科）

42　 こんな乳児健診あったんだ！！　〜親子に寄り添う集団健診スタイル〜
米田　友紀（看） （…やまもと小児科クリニック）

43　 ４年間に経験した乳幼児の陰唇癒合と地域での取り組みについて
播磨　良一（医） （…はりま小児科）

44　 健診時には、母子手帳で母親の風疹抗体価もチェックをしよう
渡部　礼二（医） （…わたなべ小児科医院）

45　 小児科・プライマリケア診療所における2か月健診の試みと評価
北西　史直（医） （…トータルファミリーケア北西医院）

13：00～14：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1008

感染４
座長：八若　博司 （…はちわかこどもクリニック）

46　 受付におけるインフルエンザ流行期の効率的な隔離を考える（第２報）
大谷　妙子（事） （…あきつこどもクリニック）

47　 小児における抗インフルエンザ薬の解熱日数と咳症状の改善効果について
浦上　勇也（薬） （…サンシャインスター薬局）

48　 保険薬局におけるブリストルスケールを用いた下痢症状の評価：インフルエンザ 
A/B型での差異

松本　康弘（薬） （…ワタナベ薬局上宮永店）

49　 2013/14シーズンにおけるインフルエンザ患者に対するノイラミニダーゼ阻害薬
の臨床効果

中野　聡（医） （…順天堂大学小児科／時田げんきクリニック）

50　 船橋市内小学校における過去4シーズンのインフルエンザ流行状況の分析：学校欠席
者情報システムを利用して

小口　学（医） （…船橋市医師会／おぐち小児科）

14：00～14：40� 大阪国際会議場���10F���会議室1008

貧血
座長：上原　久和 （…上原医院）

51　 貧血スクリーニングにおけるPOCTの比較検討   
〜経皮的ヘモグロビン測定(SpHb)を中心に〜

天野　出月（医） （…あきつこどもクリニック）
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52　 幼児の鉄欠乏症60例に関する検討
有瀧　健太郎（医） （…ありたき小児科）

53　 個別乳児健康診査における乳児栄養指導の離乳期鉄欠乏性貧血に対する影響について
森井　章子（看） （…なばりこどもクリニック）

14：40～15：20� 大阪国際会議場���10F���会議室1008

発達障害
座長：高屋　和志 （…高屋こども診療所）

54　 ペアレンティングプログラムが発達障がい外来通院中の児・保護者・家族に与えた効果
涌水　理恵（看） （…筑波大学医学医療系）

55　 発達障害を疑い受診したが、定型発達であった3例についての考察
太田　秀紀（医） （…兵庫県立こども発達支援センター）

56　 自閉スペクトラム症児に対する援助効果について
荻野　高敏（医） （…ニコニコこどもクリニック）

13：00～13：50� 大阪国際会議場���10F���会議室1009

育児支援２
座長：田中　秀朋 （…あかちゃんとこどものクリニック）

57　 地域と共同してのイベント「子ども医学部」の試み
吉永　陽一郎（医） （…吉永小児科医院）

58　 医学生の長期小児科外来実習の経験
和田　浩（医） （…健和会病院）

59　 外来診療での子育て世代実情調査　予備調査結果について
佐藤　洋一（医） （…生協こども診療所）

60　 （一社）全国病児保育協議会　病児保育専門士認定制度報告
永野　和子（育） （…杉野クリニック）

13：50～14：40� 大阪国際会議場���10F���会議室1009

連携・ネットワーク
座長：西原　信 （…すくすくこどもクリニック）

61　 アンケートから見た院外薬局と診療所の連携の必要性と課題 
〜より良い医療と子育て支援のために〜

久山　登（医） （…くやま小児科医院）
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62　 乳幼児健診委員会と地域母子保健事業の連携の取り組み
稲持　英樹（医） （…名賀医師会乳幼児健診委員会／なばりこどもク

リニック）

63　 富山市における小児在宅医療情報ネットワーク構築にむけて
八木　信一（医） （…富山県小児科医会）

64　 小児科外来診療の可視化と高品質な情報収集による新しい臨床研究の形
森川　和彦（医） （…東京都立小児総合医療センター臨床研究支援セ

ンター）

14：40～15：30� 大阪国際会議場���10F���会議室1009

歯科・服薬
座長：野田　隆 （…のだ小児科医院）

65　 挿管時等の歯と口の外傷を予防するマウスピース
宮新　美智世（歯） （…東京医科歯科大学大学院小児歯科学分野）

66　 放射線治療から小児の歯と水晶体を守る
金沢　英恵（歯） （…国立成育医療研究センター感覚器・形態外科部

歯科）

67　 保護者が求める子どもの内服薬の味
松本　勉（医） （…まつもと小児・アレルギークリニック）

68　 アンケート調査を参考にした当院での服薬指導の取り組み
久保　彩奈（事） （…わしざわ小児科）

以下の演題は口演発表はありません。� 大阪国際会議場���3F���イベントホールBCD

69　 子どもに関わる診療所医師が看護職に求める看護実践能力と看護職の役割認識
末永　香（看） （…城西国際大学看護学部）

70　 不安を減らしてワクチンをはじめよう   〜産科併設小児科クリニックでの試み〜
別所　典子（看） （…じきはらこどもクリニック）
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ワークショップ（WS）一覧
8月30日（土）

WS番号 テーマ 会場 リーダー名 当日
参加

WS30-1 小児救急初療コース
（Triage…&…Actionコース：T&Aコース）

大阪国際会議場………11F………
会議室1102 茂木　恒俊 不可

WS30-2 外来小児科の“おもちゃ”を考えませんか？………Part2 リーガロイヤルホテル
（タワー）………2F………牡丹 森　　庸祐 可

WS30-3 クリニック外来での経口食物負荷試験 大阪国際会議場………7F………
会議室702 福岡　圭介 可

WS30-4 一緒に治していこう小児喘息（その２）
〜患者教育で何をどのように伝えるのか〜

大阪国際会議場………8F………
会議室801 上荷　裕広 可

WS30-5 臍ヘルニアの治療について考えてみませんか（その２） リーガロイヤルホテル
（ウエスト）………2F………松 鈴江　純史 可

WS30-6 あまえ療法（その10）　「あまえ」の世界を探る リーガロイヤルホテル
（ウエスト）………2F………梅 澤田　　敬 可

WS30-7 赤ちゃん・子どものアトピー治療ーステロイドは必要
不可欠なものか？ステロイドフリーの治療を考えよう

大阪国際会議場………8F………
会議室802 佐藤美津子 可

WS30-8 スタッフを輝かせるために〜チームワークと
コミュニケーションを学ぶ体験学習やってみよう！

リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………末広 田草　雄一 可

WS30-9 好感のもてる身だしなみを考えよう リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………羽衣 鶴田　恵子 不可

WS30-10 ワクチン未接種者に、私たちは診療現場で
何ができるでしょうか

リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………扇 石井美智代 不可

WS30-11 「放射線の小児の健康への影響」について
勉強しませんか？

大阪国際会議場………12F………
会議室1201 吉田　　均 可

WS30-12 ダウン症児の赤ちゃん体操をはじめてみませんか 大阪国際会議場………8F………
会議室803 中村　　豊 不可

WS30-13 手作りの小児科行動規範・倫理規範を作ってみよう リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………紅梅 岡本　　茂 可

WS30-14 子どもの足を考えるパート７
「もう一度、子どもたちの足や靴を考えよう」

リーガロイヤルホテル
（ウエスト）………2F………桜 松田　　隆 可

WS30-15 （取り消し）

WS30-16 始めてみよう、小児漢方！（処方編）…
step1……風邪、胃腸炎に漢方を使ってみる

大阪国際会議場………8F………
会議室805 森　　蘭子 可

WS30-17 『事務スタッフに出来る工夫・事務スタッフの悩み（A)』
〜初参加の方のための体験ワークショップ

リーガロイヤルホテル
（タワー）………2F………ゴールデンルーム 寺田ともゑ 可

WS30-18 エビデンスのある便秘治療を目指して 大阪国際会議場………12F………
会議室1203 冨本　和彦 可

WS30-19 フリー統計ソフト「R」初歩の初歩 大阪国際会議場………8F………
会議室804 卯月　勝弥 可

WS30-20 事務が関わる予防接種の業務〜その３　
〜チェックシートを完成させよう

リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………錦 加藤　篤子 不可
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WS番号 テーマ 会場 リーダー名 当日
参加

WS31-1 イチオシ絵本、児童書で「ビブリオバトル」してみよう！ リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………紅梅 北原　文徳 可

WS31-2 医療者のためのNLPワークショップ 大阪国際会議場………8F………
会議室806 杉原　　桂 可

WS31-3 模擬患者さんを相手に、禁煙の声掛けをしてみよう！ 大阪国際会議場………8F………
会議室803 牟田　広実 可

WS31-4 外来看護の検討（8）
子どもの予防接種教育をやってみよう（その3）

大阪国際会議場………8F………
会議室804 川口　千鶴 不可

WS31-5 服薬指導への取り組みその13　
母親の薬に対する不満と患者満足度を高める工夫

リーガロイヤルホテル
（タワー）………2F………牡丹 高橋　　肇 可

WS31-6 子どもの貧困を考える　part4 大阪国際会議場………11F………
会議室1102 和田　　浩 可

WS31-7 小学生・中学生に予防接種を知ってもらおう!! 大阪国際会議場………8F………
会議室805 落合　　仁 不可

WS31-8 外来小児科における臨床心理士の存在意義と展望 大阪国際会議場………12F………
会議室1201 安東　大起 可

WS31-9 電子カルテ検討会開発プロジェクトANNYYS…
-…タブレット端末を利用しましょう

リーガロイヤルホテル
（ウエスト）………2F………桜 山口　秀人 可

WS31-10 事務スタッフのオリエンテーション・プログラムを
作ってみよう〜その2

大阪国際会議場………8F………
会議室801 島田　　等 不可

WS31-11 「予防接種の法令を理解する」-法の専門家を囲んで 大阪国際会議場………8F………
会議室802 松浦　伸郎 可

WS31-12 小児救急電話相談の対応を学ぼう 大阪国際会議場………7F………
会議室702 福井　聖子 可

WS31-13 WISCを体験してみよう（その４） リーガロイヤルホテル
（ウエスト）………2F………松 高田　　修 不可

WS31-14 多職種で取り組むプレパレーション…
−…プレパレーション・ツールの作成…−

リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………末広 松本　康弘 可

WS31-15 質的研究の実践的理解ーこんな研究もあるんですー リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………羽衣 藤岡　　寛 可

WS31-16 小児科クリニックでの看護記録を考えてみませんか リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………扇 朝賀智恵子 不可

WS31-17 始めてみよう、小児漢方！「飲ませ方編」 リーガロイヤルホテル
（タワー）………6F………錦 坂崎　弘美 可

WS31-18 遊びのちから　ホスピタルプレイワークショップ 大阪国際会議場………12F………
会議室1203 岸本　範子 可

WS31-19 学校医は学校へ行こう！シーズン２ リーガロイヤルホテル
（ウエスト）………2F………梅 岩田　祥吾 可

WS31-20 『事務スタッフに出来る工夫・事務スタッフの悩み(B)』
〜初参加の方のための体験ワークショップ

リーガロイヤルホテル
（タワー）………2F………ゴールデンルーム 加藤　篤子 可
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　熱血リレー発表会　～今、私がしていること～
8月31日（日） 13：00～15：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

座長：小林　謙 （…こばやし小児科）、橋本　裕美 （…橋本こどもクリニック）

1　 確認しよう！予防接種の予約
野中　里恵（事） （…松下こどもクリニック：大阪府）

2　 ワクチン延期児とりこぼしゼロを目指して
小池　美枝（看） （…志田病院：佐賀県）

3　 彩の国予防接種推進協議会の活動
峯　真人（医） （…彩の国予防接種推進協議会：埼玉県）

4　 生後2・3か月のワクチン接種での来院時に行う「子育てアンケート」
吉田　ゆかり（医） （…よしだ小児科医院：福岡県）

5　 生まれてすぐからの育児支援
瀬尾　智子（医） （…緑の森こどもクリニック：愛知県）

6　 “かしこい母さん”になろう
奥崎　有紀（事） （…田村こどもクリニック：高知県）

7　 産後の母親学級「ひだまりクラス」
佐山　圭子（医） （…ひだまりクリニック：埼玉県）

8　 空き時間を利用して、子育て応援をしてみよう
中野　希巳江（看） （…たかだこどもクリニック：奈良県）

9　 ぶんぶん広場の活動報告
有瀧　愉子（医） （…ありたき小児科：大阪府）

10　 「地域に溶け込む、地域を育てるクリニック・薬局を目指して」 
〜夏休みの職業体験開催を通じてお互いが得たもの〜

飯泉　哲哉（医） （…いいずみファミリークリニック：静岡県）

11　 「地域に溶け込む、地域を育てるクリニック・薬局を目指して」 
〜夏休みの職業体験開催を通じてお互いが得たもの〜

松本　郁乃（薬） （…はなまる薬局：静岡県）

12　 小児薬物療法認定薬剤師制度について
小高　賢一（薬） （…新百合ヶ丘総合病院：神奈川県）

13　 自尊心をくすぐる　薬の「おとなのみ」指導
稲垣　美知代（薬） （…いながき薬局立川店：東京都）

14　 ラオスにおける小児医療プロジェクト
早川　依里子（医） （…伊奈病院：埼玉県）
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15　 「待合室コンサート」やってます
八若　博司（医） （…はちわかこどもクリニック：兵庫県）

16　 開業医も新生児医療に参加しよう
矢嶋　茂裕（医） （…矢嶋小児科小児循環器クリニック：岐阜県）

17　 保育園内における感染症の軽減（保育園症候群の予防と早期医療介入に努めて）
新谷　尚久（医） （…しんたにこどもクリニック：富山県）

18　 虐待予防・早期発見のために
川上　一恵（医） （…かずえキッズクリニック：東京都）

19　 小児科医による高校生への性教育
谷村　聡（医） （…たにむら小児科：山口県）

20　 職員一斉退職　そのとき、院長は
匿名希望　（医） 

セミナー1
8月30日（土） 9：30～11：30� 大阪国際会議場���3F���イベントホールA

クリニックで研究をしてみよう　そして発表しよう
座長：牟田　広実 （…飯塚市立病院）

1　 はじめての臨床研究　リサーチクエスチョンをつくってみよう
三品　浩基 （…神戸常盤大学保健科学部医療検査学科）

2　 コメディカルのための学会発表入門
中村　好一 （…自治医科大学公衆衛生学教室）

セミナー2
8月30日（土） 9：00～11：50� 大阪国際会議場���3F���イベントホールE

クリニックで対応する発達障害　外来で困りませんか　児への対応
座長：佃　宗起 （…つくだクリニック）

1　 発達障害児の診療　医療のバリアフリー
大屋　滋 （…旭中央病院脳神経外科／千葉県自閉症協会）

2　 気になる子どもたちに出会ったらどうしますか
安田　美香 （…児童発達支援センターしおん）

3　 外来小児科で臨床心理士はどんな支援ができるのか
安東　大起 （…野間こどもクリニック）
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4　 小児科受診について　母として思ったこと、思うこと
永山　早世 （…一般社団法人無限）

セミナー3
8月30日（土） 9：00～11：50� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

在宅医療を始めよう　大阪のチャレンジ
座長：春本　常雄 （…大阪小児科医会／生協こども診療所）、船戸　正久 （…大阪発達総合療育センター）

【Opening remarks】 
地域の子どもは地域で診る　〜期待に応えるために〜

春本　常雄 （…大阪小児科医会／生協こども診療所）

1　 在宅小児かかりつけ医紹介事業　〜大阪小児科医会のチャレンジ〜
藤井　雅世 （…大阪小児科医会／藤井こどもクリニック）

2　 初めての在宅医療　〜在宅医療初心者のチャレンジ〜
房岡　徹 （…ふさおかこどもクリニック）

3　 小児在宅医療のコツ　〜在宅専門クリニックから〜
南條　浩輝 （…かがやきクリニック）

4　 我が娘を自宅で看取って　〜在宅医療に望むこと〜
藤井　真希 

【Closing remarks】 
大阪ショートステイ連絡協議会（SS相互援助システム）の立上げ　 
〜レスパイトケアへのチャレンジ〜

船戸　正久 （…大阪発達総合療育センター）

セミナー4
8月30日（土） 9：00～11：30� 大阪国際会議場���10F���会議室1003

子どもの食　食を通して始める楽しい育児
座長：田中　薫 （…かおる小児科）、北　知子 （…こどもクリニック北）

1　 「まだ、おっぱい飲んでいるの？」母乳育児を長く続けるためのコツ
瀬尾　智子 （…緑の森こどもクリニック）

2　 離乳期の食生活について
堤　ちはる （…相模女子大学栄養科学部健康栄養学科）

3　 未来に繋がる食育を　キッズキッチンのすすめ
坂本　廣子 （…サカモトキッチンスタジオ）
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セミナー5
8月30日（土） 13：00～15：00� 大阪国際会議場���3F���イベントホールA

クリニックのレベルアップのために�
お母さん方の質問にいかに答えるか
座長：松下　享 （…松下こどもクリニック）

1　 咳・喘鳴の患者さんの外来診療　クリニックの看護師に期待すること
山本　淳 （…星川小児クリニック）

2　 熱があるので心配です　〜クリニックでの指導の実際〜
大江　和子 （…松下こどもクリニック）

3　 嘔吐下痢症　〜保護者とともに考えるホームケア〜
中村　朱里 （…くまがいこどもクリニック）

4　 インフルエンザの出席停止について
横内　初枝、川北　英子 （崎山小児科）

5　 保護者の聞きたいことを知る電話の活用について
福井　聖子 （…大阪小児科医会／大阪府小児救急電話相談上本町事

務所）

セミナー6
8月30日（土） 13：00～15：15� 大阪国際会議場���3F���イベントホールE

外来小児科医が発達障害児を診るということ
座長：中村　豊 （…ゆたかこどもクリニック）

1　 小児科外来で発達障害児を診療する上で問題となることは何か？ 
日本外来小児科学会会員へのアンケート結果報告

中村　豊 （…ゆたかこどもクリニック）

2　 専門医の立場から小児科開業医に望むこと
村松　陽子 （…京都市児童福祉センター児童精神科）

3　 小児科医の立場からの児童発達支援事業
佃　宗紀 （…つくだクリニック）

4　 マイクリニックから地域連携まで
宮崎　雅仁 （…小児科内科三好医院／徳島大学小児医学）

5　 ふつうの小児科クリニックにおける発達支援とは
野間　大路 （…野間こどもクリニック）
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セミナー7
8月30日（土） 16：00～18：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

知っておきたい　子どもを取り巻く社会問題
座長：高田　慶応 （…たかだこどもクリニック）

1　 貧困と子どもたち　私たちにできることは
和田　浩 （…健和会病院小児科）

2　 専門職が連携して児童虐待を早期発見・早期介入するために
松岡　太郎 （…豊中市保健所）

セミナー8
8月31日（日） 9：00～11：50� 大阪国際会議場���3F���イベントホールA

見直しませんか　診察技法
座長：藤田　位 （…藤田小児科）

1　 OSCEとは
木下　洋 （…関西医科大学医学教育センター）

2　 患者からみた医学・医療への期待
山口　育子 （…NPO法人ささえあい医療人権センターCOML）

3　 明日から役に立つ診察技法をみんなで考える
藤田　位 （…藤田小児科）

4　 ビデオで見る研修医、学生教育の実際
森田　潤 （…こどもクリックもりた）

セミナー9
8月31日（日） 9：00～11：50� 大阪国際会議場���5F���メインホール

Common�disease　外来小児科の仕事
座長：西村　龍夫 （…にしむら小児科）

1　 外来小児科における嘔吐・下痢の診療と変遷　〜ロタワクチンの効果とノロの台頭〜
南　武嗣 （…みなみクリニック）

2　 こどもの慢性便秘　経験的治療からEBMへ
冨本　和彦 （…とみもと小児科クリニック）

3　 小児科外来における風邪（感冒）への対処
西村　龍夫 （…にしむら小児科）
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4　 子どもの発熱性疾患（風邪）を追いかける
板垣　勉 （…山辺こどもクリニック）

セミナー10
8月31日（日） 9：00～11：50� 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002

アレルギー診療レベルアップ　外来での指導法を学びなおす
座長：井上　徳浩 （…大阪南医療センター）

1　 楽しくなるスキンケア　指導のポイント
益子　育代 （…都立小児総合医療センター）

2　 より良い吸入支援を目指して
嶋津　史恵 （…大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）

3　 ダニアレルゲン測定実習と環境改善アドバイス
中臣　昌広 （…文京区文京保健所生活衛生課）

4　 食物アレルギーの栄養食事指導の実際
榊原　理恵 （…認定NPO法人アレルギー支援ネットワーク）

セミナー11
8月31日（日） 9：30～11：30� 大阪国際会議場���10F���会議室1003

予防接種は小児科診療の要である
座長：八木　和郎 （…小児科八木医院）

1　 保護者に寄り添ったワクチンスケジュールを立てる
室矢　智美 （…くまがいこどもクリニック）

2　 子どもを泣かせない工夫：ABC
横井　茂夫 （…横井こどもクリニック）

3　 予防接種外来での事故予防
後藤　幹生 （…静岡県熱海健康福祉センター／熱海保健所）
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セミナー12
8月31日（日） 13：00～15：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1003

食物アレルギー　外来での対応
座長：福岡　圭介 （…福岡小児科・アレルギー科）

1　 食物アレルギー診療における考え方の変遷
井上　徳浩 （…大阪南医療センター）

2　 不必要な除去食導入（指導）を防ぐために
福岡　圭介 （…福岡小児科アレルギー科）

3　 外来でできる食物負荷試験
田中　泰樹 （…すこやかアレルギークリニック）

ハンズオンセミナー
8月31日（日） 9：00～11：50� 大阪国際会議場���3F���イベントホールE

外傷と熱傷の湿潤療法
進行役：岡田　清春 （…おかだ小児科医院）

岡田　清春 （…おかだ小児科医院）

共田　義秀 （…石山内科整形外科）

福田　弥一郎 （…福田診療所）

宮原　篤 （…かるがもクリニック）

こどもどこセミナー
8月31日（日） 13：00～15：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1004-1005

こどもどこ�in�年次集会�
小児医療におけるQOL（生命の輝き）の重要性����
～小児がんを例にとって～
司会：永澤　俊 （…こどもどこ代表………宮崎大学医学部医学科６年）
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コメディカル茶話会
8月31日（日） 13：30～15：00� 大阪国際会議場���10F���会議室1006-1007

コメディカルの皆さんとのティータイム
担当：日本外来小児科学会・診療部会　　 

田中　秀朋 （…あかちゃんとこどものクリニック）

山本　淳 （…星川小児クリニック）

赤平　幸子 （…城東こどもクリニック）

ランチョンセミナー
8月30日（土） 12：00～12：50

LS-1 大阪国際会議場���10F���会議室1003� 大正富山医薬品株式会社

座長：武知　哲久 （…武知小児科内科）

iPadで学ぶ小児中耳炎・鼻副鼻腔炎の診療ガイドライン
山中　昇 （…和歌山県立医科大学耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

LS-2 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002� 一般財団法人�阪大微生物病研究会

座長：庵原　俊昭 （…独立行政法人国立病院機構三重病院）

水痘ワクチン・定期化前の注意点〜免疫抑制下での生ワクチンの接種基準〜
中野　貴司 （…川崎医科大学小児科学）

LS-3 大阪国際会議場���10F���会議室1004-1005� 第一三共株式会社

座長：西村　龍夫 （…にしむら小児科）

市中病院の一小児科医が考える現代のインフルエンザ診療
田中　敏博 （…JA静岡厚生連…静岡厚生病院小児科）

LS-4 大阪国際会議場���10F���会議室1006-1007� デンカ生研株式会社

座長：及川　馨 （…及川医院）

小児科初期診療のニュービジョン〜動画で学ぶ初期印象診断・PALS・迅速診断キット〜
時田　章史 （…時田げんきクリニック）
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LS-5 大阪国際会議場���10F���会議室1008� ノボ�ノルディスク�ファーマ株式会社

座長：佐藤　真理 （…東邦大学医療センター大森病院小児科学講座）

明日からの診療に役立つ成長障害の診かた
三善　陽子 （…大阪大学大学院医学系研究科小児科学）

LS-6 大阪国際会議場���10F���会議室1009� 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：須磨崎　亮 （…筑波大学医学医療系小児科）

B型肝炎ワクチン―なぜ今、すべての子どもに接種が必要なのか？−
乾　あやの （…済生会横浜市東部病院小児肝臓消化器科）

LS-7 大阪国際会議場���12F���特別会議場� 武田薬品工業株式会社

座長：永井　崇雄 （…永井小児科医院）

もし知っていたら、教えてくれていたら・・・をなくす、小児科スタッフが知っておくべき
母子感染症の知識

森内　浩幸 （…長崎大学大学院医歯薬学総合研究科）

LS-8 大阪国際会議場���12F���会議室1202� 和光純薬工業株式会社／サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社

座長：天羽　清子 （…大阪市立総合医療センター小児救急科）

プロカルシトニン測定（半定量キット・定量）の実際 
―熱性けいれんと細菌性髄膜炎の鑑別、その他の疾患での解釈―

尾上　泰弘 （…独立行政法人国立病院機構小倉医療センター小児
科）

LS-9 大阪国際会議場���3F���イベントホールA� MSD株式会社

座長：野々山　恵章 （…防衛医科大学校小児科学講座）

HPVワクチンの有効性と安全性〜子宮頸がん患者を診てきた産婦人科医の立場から〜
近藤　一成 （…NTT東日本関東病院産婦人科）

LS-10 大阪国際会議場���3F���イベントホールE� キョーリンメディカルサプライ株式会社

座長：鍋谷　佳子 （…大阪大学医学部附属病院感染制御部）

実践！療養環境の整備　〜日常の衛生管理から嘔吐物処理〜
森下　幸子 （…医療法人永広会島田病院クオリティマネジメントセ

ンター医療安全管理室）
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8月31日（日） 12：00～12：50

LS-11 大阪国際会議場���10F���会議室1003� ジャパンワクチン株式会社／第一三共株式会社

座長：永井　崇雄 （…永井小児科医院）

安心できる予防接種の推進に向けて〜誤接種防止への取り組み〜
崎山　弘 （…崎山小児科）

LS-12 大阪国際会議場���10F���会議室1001-1002� 旭化成ファーマ株式会社

座長：尾内　一信 （…川崎医科大学小児科学）

ミクロの世界を再現して肺炎マイコプラズマの実像に迫る‐原点から考える診断と治療‐
成田　光生 （…札幌徳洲会病院小児科）

LS-13 大阪国際会議場���10F���会議室1004-1005� アンジェスMG株式会社

座長：古城　真秀子 （…国立病院機構岡山医療センター小児科）

先天代謝異常疾患“ムコ多糖症”の診断・治療に関する最近の進歩 
〜早期発見のために小児科医が外来診療でできること〜

小須賀　基通 （…国立成育医療研究センター臨床検査部高度・先進
検査室）

LS-14 大阪国際会議場���10F���会議室1006-1007� ファイザー株式会社

座長：浜端　宏英 （…アワセ第一医院小児科）

小児用肺炎球菌ワクチンの普及による疫学像の変化と今後の課題
安慶田　英樹 （…沖縄県立南部医療センター・こども医療センター）

LS-15 大阪国際会議場���10F���会議室1008� 株式会社タウンズ

座長：土田　晋也 （…つちだ小児科）

急性呼吸器感染症の診断における迅速キットの有用性　−現状と展望―
進藤　静生 （…しんどう小児科医院）

LS-16 大阪国際会議場���10F���会議室1009� 協和発酵キリン株式会社／フェリング・ファーマ株式会社

座長：津留　徳 （…つるのぼるクリニック）

おねしょと夜尿症の違い−夜尿症スッキリ対策法
服部　益治 （…兵庫医科大学小児科学講座）
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LS-17 大阪国際会議場���12F���特別会議場� ファイザー株式会社

座長：西間　三馨 （…福岡女学院看護大学）

保育園・幼稚園・学校における食物アナフィラキシーへの対応 〜医師の役割〜
亀田　誠 （…大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）

LS-18 大阪国際会議場���12F���会議室1202� アッヴィ合同会社

座長：杉浦　正俊 （…杉浦小児科）

RSウイルス感染症の予防ならびに地域連携の重要性
渡部　晋一 （…倉敷中央病院小児科）

LS-19 大阪国際会議場���3F���イベントホールA� 株式会社堀場製作所／フクダ電子株式会社

座長：藤田　直久 （…京都府立医科大学感染制御・検査医学）

ワクチン新時代の小児感染症への取り組み方〜私の考え〜
吉田　均 （…よしだ小児科クリニック）

LS-20 大阪国際会議場���3F���イベントホールE� 第一三共株式会社／サノフィ株式会社

座長：田原　卓浩 （…たはらクリニック）

お母さんお父さんにわかりやすく伝えよう、ワクチンの導入効果　 
〜細菌性髄膜炎に関する10道県調査から見えてきたこと〜

菅　秀 （…独立行政法人国立病院機構三重病院）

モーニングセミナー
8月31日（日） 8：00～8：50

MS 大阪国際会議場���10F���会議室1003� MSD株式会社／ジャパンワクチン株式会社

座長：落合　仁 （…落合小児科医院）

HPVワクチン関連のトピックス
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