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日程表　1日目 6月20日㊎

コラッセ福島 4F
『多⽬的ホール』

コラッセ福島 4F
『中会議室401』

コラッセ福島 3F
『企画展⽰室』

コラッセ福島 3F
『⼩会議室302』

福島ビューホテル2F
『摺上』

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

12：30〜16：30

小児救急
電話相談

スキルアップ
研修会

（基礎コース）

13:00
13：00〜17：00

DENVER II 講習会

14:00
14：00〜16：30 14：00〜16：30

保健師のための
乳幼児健康診査
技能講習会

傷害予防教育
セミナー

15:00

16:00

17:00
17：00〜18：00

理事会

18:00
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日程表　2日目

第1会場
福島グリーンパレス 2F『瑞光』

第2会場
福島ビューホテル 3F『吾妻』

第3会場
福島ビューホテル 3F『安達太良 I』

8:30

開会の辞
9:00

9:00〜9:20 会頭講演
9:20〜10:20

基調講演
『『健やか親⼦21』をふりかえり、

これからの⺟⼦保健・⼩児保健を展望する』
座長：岡田 知雄　演者：柳澤 正義

10:00

10:20〜11:20

特別講演
『福島原発事故と健康リスク管理』
座長：五十嵐 隆　演者：山下 俊一11:00

11:30〜12:10教育講演1
『ソーシャルスキルトレーニング ：

さまざまな問題に対して』
座長：高橋 孝雄　演者：平岩 幹男

11:30〜12:10 教育講演2
『⼩児がん経験者とその家族の⽀援』
座長：前田 美穂　演者：小澤 美和

11:30〜12:10 教育講演3
『⺟乳育児を介する親⼦の絆のもつ意味』

座長：大西 文子　演者：吉永 宗義12:00

12:20〜13:20　　　教育セミナー 1
『放射線被ばくの甲状腺への影響について 
－福島第⼀原発事故とチェルノブイリ原発
事故後の甲状腺がん発⽣について－』
座長：久保 俊英　演者：西 美和
共催：JCRファーマ（株）

12:20〜13:20　　　教育セミナー 2
『成⻑のしくみと最近の
成⻑ホルモン治療の進歩』

座長：有阪  治　演者：水野 晴夫
共催：ノボ ノルディスク ファーマ（株）

12:20〜13:20　　　教育セミナー 3
『⼩児期によくみられる
腎疾患と学校検尿』

座長：香美 祥二　演者：川崎 幸彦
共催：旭化成ファーマ（株）

13:00

13:30〜14:30

総  会14:00

14:30〜15:30
招聘講演1

『⼈⽣に⼤切なことはすべて
絵本から教わった』

座長：鈴木  順造　演者：末盛 千枝子

15:00

15:40〜17:40 15:40〜17:40 15:40〜16:10一般口演1
『喫煙問題1』O1-001〜O1-003

座長：高橋 義博
シンポジウム1

『東⽇本⼤震災で被災した
岩⼿、宮城、福島の3県における
⼩児保健・医療の現状と復興』
座長：細矢 光亮・呉 繁夫

演者：呉 繁夫・田中 総一郎・八木 淳子・
増子 博文・細矢 光亮

シンポジウム2

『⼦どもの健康と情報通信技術（ICT）』

座長：山縣 然太朗

演者：村田 光範・大井田 隆・坂元 章

16:00

16:10〜16:50一般口演2
『喫煙問題2』O1-004〜O1-007

座長：加治 正行
16:50〜17:20一般口演3
『医療・保健・福祉1』O1-008〜O1-010

座長：衛藤 隆

17:00

17:20〜18:00一般口演4
『医療・保健・福祉2』O1-011〜O1-014

座長：加藤 忠明
18:00

18:30〜
懇親会

 9:00〜9:20
会頭講演

『⼩児慢性疾患患者の移⾏期医療
ー多職種での⽀援』

座長：鈴木 仁　演者：鈴木 順造
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6月21日㊏

第4会場
福島ビューホテル 3F『安達太良 II』

第5会場
福島ビューホテル 2F『信夫』

ポスター会場
福島グリーンパレス 2F『孔雀』

8:30

9：00 〜 11：00
9:00

ポスター貼付 10:00

11：00 〜 15：30
11:00

ポスター閲覧

11:30〜12:10 教育講演4
『災害時の⼩児保健と国際⼩児保健』
座長：森内 浩幸　演者：森 臨太郎 12:00

13:00

14:00

15:00

15:30〜16:30
15:40〜16:20一般口演5
『未熟児・新⽣児1』O1-015〜O1-018

座長：有賀 裕道

15:40〜16:20一般口演9
『事故・救急・災害1』O1-029〜O1-032

座長：山中 龍宏

一般演題 ポスター 1～5
P1-001〜P1-030, P1-059, P1-060

16:00

16:20〜16:50一般口演6
『未熟児・新⽣児2』O1-019〜O1-021

座長：氏家 二郎

16:20〜17:00一般口演10
『事故・救急・災害2』O1-033〜O1-036

座長：加藤 則子

16:30〜17:30

一般演題 ポスター 6～10
P1-031〜P1-058

16:50〜17:20一般口演7
『医療・保健・福祉3』O1-022〜O1-024

座長：小枝 達也
17:00〜17:40一般口演11
『医療・保健・福祉5』O1-037〜O1-040

座長：徳村 光昭

17:00

17:20〜18:00一般口演8
『医療・保健・福祉4』O1-025〜O1-028

座長：山崎 嘉久

17：30 〜 18：00

ポスター撤去
18:00
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日程表　3日目

第1会場
福島グリーンパレス 2F『瑞光』

第2会場
福島ビューホテル 3F『吾妻』

第3会場
福島ビューホテル 3F『安達太良 I』

8:30

9:00
9:00〜9:40 教育講演5

『教育現場における
⾷物アレルギーへの社会的対応』
座長：赤坂 徹　演者：荒川 浩一

9:00〜9:40 教育講演6
『医療の中のこどもの権利 

〜遊びとプレパレーションの重要性〜』
座長：土屋 滋　演者：田中 恭子

9:00〜9:40 教育講演7
『新⽣児マス ・ スクリーニング

〜タンデムマス導⼊の意義と課題〜』
座長：高橋 勉　演者：大浦 敏博

9:50〜11:50 9:50〜11:50 9:50〜10:40
  一般口演12

『発育・発達・思春期1』O2-001〜O2-005
座長：渡辺 博

10:00

シンポジウム3
『東⽇本⼤震災後のエコチル調査の

在り⽅を考える』
座長：新田 裕史・橋本 浩一

演者：大矢 幸弘・佐々木 清・伊藤 正樹

シンポジウム4
『⻭と⼝腔の成⻑と発育』

座長：渡部 茂

演者：新谷 誠康・田中 光郎・小野 芳明

10:40〜11:20  一般口演13
『発育・発達・思春期2』O2-006〜O2-009

座長：加藤 光広

11:00

11:20〜11:50  一般口演14
『社会・環境1』O2-010〜O2-012

座長：伊藤 悦朗

12:00
12:00〜13:00　　　教育セミナー 4
『SGA（small-for-gestational age）の

成⻑を⽀援すること』

座長：伊藤 善也　演者：千田 勝一
共催：ファイザー（株）

12:00〜13:00　　　教育セミナー 5
『先天性ムコ多糖症の診断、 治療に関する

最近の進歩 〜早期発⾒のために
⼩児保健関係者ができること〜』
座長：菊池 透　演者：衞藤 義勝
共催：アンジェスMG（株）

13:00

13:10〜14:30

招聘講演2
『⼤⼈が笑えば⼦どもは笑う 

〜⼦どもは空気を敏感に感じている』
座長：三島 　博

演者：大棟 耕介

14:00

閉会の辞
14:45〜16:45

15:00

市民公開講座
『放射線やpm2.5などが

⼦どもに及ぼす影響などに関して』
座長：鈴木 順造

演者：大津留 晶・欅田 尚樹
16:00

17:00

18:00
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6月22日㊐

第4会場
福島ビューホテル 3F『安達太良 II』

第5会場
福島ビューホテル 2F『信夫』

ポスター会場
福島グリーンパレス 2F『孔雀』

8:30〜9:30
8:30

ポスター貼付9:00〜9:40 教育講演8
『こどもの肥満対策』

座長：佐藤 清二　演者：原 光彦

9:00

9:30〜10:30

ポスター閲覧
9:50〜10:40

  一般口演15
『育児1』O2-013〜O2-017

座長：南谷 幹之

9:50〜10:40
  一般口演18

『栄養』O2-025〜O2-029
座長：有阪 治

10:00

10:30〜11:30
10:40〜11:20  一般口演16

『育児2』O2-018〜O2-021
座長：関口 進一郎

10:40〜11:10  一般口演19
『感染予防』O2-030〜O2-032

座長：堤 裕幸
一般演題 ポスター 11～16

P2-001〜P2-033

11:00

11:10〜11:50  一般口演20
『看護ケア』O2-033〜O2-036

座長：杉本 陽子

11:20〜11:50  一般口演17
『社会・環境2』O2-022〜O2-024

座長：田澤 雄作
11:30〜15:30

ポスター閲覧

12:00

13:00

14:00

15:00

15：30 〜 16：00

ポスター撤去
16:00

17:00

18:00


