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特別講演

特別講演 6月19日（土）　 14:20～15:20　第1会場 Live 配信

座長：米倉 竹夫 （近畿大学奈良病院 小児外科）

SL 子どもに夢を
安藤 忠雄 氏    建築家、東京大学名誉教授

会長講演

会長講演 6月19日（土）　 16:30～16:50　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：上野　 滋 （岡村一心堂病院 総合診療科・外科）

PL 小児外科と小児救急
米倉 竹夫   近畿大学奈良病院 小児外科

招待講演

招待講演 　 　 オンデマンド配信

　1）  Evaluation of Pediatric Blunt Abdominal Trauma:  
Who needs a CT? 

【米国小児外傷医から学ぶ小児腹部外傷マネージメント 
―CTはどんな時に必要？】

Richard A. Falcone, Jr   Department of Surgery Cincinnati Children’s 
Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio, US

　2）  Standardized Screening for Non-Accidental Trauma:  
Why and How? 

【米国小児病院における小児虐待（ノン-アクシデンタル　 
トラウマ）に対する標準化されたスクリーニング法とは】

Richard A. Falcone, Jr   Department of Surgery Cincinnati Children’s 
Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio, US
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招待講演 Special live discussion

Special live discussion 6月19日（土）　 9:00～9:30　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：渡邊 美穂 （大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科学）

　　　米倉 竹夫 （近畿大学奈良病院 小児外科）　　　　　　　　

Richard A. Falcone, Jr   Department of Surgery Cincinnati Children’s 
Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio, US

特別企画 Skill up seminar

Skill up seminar 　 　 オンデマンド配信

モデュレーター：Richard A. Falcone, Jr （シンシナティ小児病院 小児外科・小児外傷科）

　　　　　　　　渡邊 美穂 （大阪大学 小児成育外科）

　　　　　　　　林　 卓郎 （兵庫県立こども病院 救命救急科）

　　　　　　　　稲田　 雄 （大阪母子医療センター 集中治療科）

Simulation, teamwork and communication to improve 
trauma team function and care 
高品質な救急救命を行えるチーム作りに必要なもの 
―シミュレーショントレーニング、チームワーク、 
コミュニケーション

Richard A. Falcone, Jr   Department of Surgery Cincinnati Children’s 
Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio, US
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特別企画 Skill up seminar live discussion

Skill up seminar live discussion 6月19日（土）　 9:40～10:10　第3会場 Zoom Live 配信

モデュレーター：Richard A. Falcone, Jr （シンシナティ小児病院 小児外科・小児外傷科）

　　　　　　　　渡邊 美穂 （大阪大学 小児成育外科）

　　　　　　　　林　 卓郎 （兵庫県立こども病院 救命救急科）

　　　　　　　　稲田　 雄 （大阪母子医療センター 集中治療科）

Simulation, teamwork and communication to improve 
trauma team function and care 
高品質な救急救命を行えるチーム作りに必要なもの 
―シミュレーショントレーニング、チームワーク、 
コミュニケーション

Richard A. Falcone, Jr   Department of Surgery Cincinnati Children’s 
Hospital Medical Center Cincinnati, Ohio, US

特別教育講演(医療安全)

特別教育講演(医療安全) 6月19日（土）　 13:20～14:10　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：平本 龍吾 （松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科・小児集中治療科 小児医療センター）

EL リスクマネジメントの基本
松村 由美   京都大学医学部附属病院 医療安全管理部

教育講演

教育講演1 オンデマンド配信

EL1 救急を要する小児泌尿器疾患
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
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教育講演2 オンデマンド配信

EL2 人工呼吸器関連肺傷害と肺保護換気戦略をupdateする
吉田 健史   大阪大学大学院 医学系研究科 麻酔集中治療医学講座

教育講演3 オンデマンド配信

EL3 小児救急外来で遭遇する心原性失神
吉澤 弘行   奈良県西和医療センター 小児科

教育講演4 オンデマンド配信

EL4 小児救急の現場で遭遇する炎症性腸疾患
岩間　 達   埼玉県立小児医療センター 消化器・肝臓科

教育講演5 オンデマンド配信

EL5 アナフィラキシー出現後のアレルギー診療　 
～運動誘発アナフィラキシーは突然発症する～

濱田 匡章   八尾市立病院 小児科

教育講演6 オンデマンド配信

EL6-1 蘇生ガイドライン策定と参画の本質的意義 
～指針を変えて、社会を変える～

清水 直樹   聖マリアンナ医科大学小児科学講座
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EL6-2 最新の小児蘇生科学と今後の方向性
黒澤 寛史   兵庫県立こども病院 小児集中治療科

教育講演7 オンデマンド配信

EL7 小児救急における中枢画像診断
相田 典子   神奈川県立こども医療センター 放射線科

教育講演8 オンデマンド配信

EL8 死亡時画像診断とこども虐待の画像診断
小熊 栄二   埼玉県立小児医療センター 放射線科

教育講演9 オンデマンド配信

初学者のための投稿論文の書き方講座

EL9-1 投稿指針とチェックリストの説明
柏木　 充   市立ひらかた病院 小児科

EL9-2 テンプレート投稿の紹介
井上 岳司   大阪市立総合医療センター 小児神経内科

教育講演10 

EL10 キャンセル



<#1>-（20） 日本小児救急医学会雑誌

教育講演11 オンデマンド配信

EL11 内分泌救急症～初期対応のポイント～
松井 克之   滋賀医科大学小児科学講座

教育講演12 オンデマンド配信

EL12 血液浄化療法、ECMO、ECMOによる低体温療法
茨　　 聡   鹿児島市立病院総合周産期医療センター 新生児内科

教育講演live discussion 

教育講演live discussion 1 6月19日（土）　 17:40～18:10　第1会場 Live 配信・事後配信

教育講演1	 座長：藤代　	準	 東京大学医学部附属病院	小児外科
	 演者：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
教育講演2	 座長：竹内	宗之	 大阪母子医療センター	集中治療科
	 演者：吉田	健史	 大阪大学大学院	医学系研究科	麻酔集中治療医学講座
教育講演3	 座長：谷口	昌志	 大阪母子医療センター	集中治療科
	 演者：吉澤	弘行	 奈良県西和医療センター	小児科

教育講演live discussion 2 6月19日（土）　 17:40～18:10　第2会場 Live 配信・事後配信

教育講演4	 座長：虫明	聡太郎	 近畿大学奈良病院	小児科
	 演者：岩間　	達	 埼玉県立小児医療センター	消化器・肝臓科
教育講演5	 座長：清水	義之	 大阪母子医療センター	集中治療科
	 演者：濱田	匡章	 八尾市立病院	小児科
教育講演6	 座長：阪井	裕一	 埼玉医科大学総合医療センター	小児科
	 演者：清水	直樹	 聖マリアンナ医科大学小児科学講座
	 　　　黒澤	寛史	 兵庫県立こども病院	小児集中治療科
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教育講演live discussion 3 6月20日（日）　 12:00～12:30　第1会場 Live 配信・事後配信

教育講演7	 座長：黒田	達夫	 慶應義塾大学	小児外科
	 演者：相田	典子	 神奈川県立こども医療センター	放射線科
教育講演8	 座長：新田	雅彦	 大阪医科大学	小児科
	 演者：小熊	栄二	 埼玉県立小児医療センター	放射線科
教育講演9	 座長：西山	和孝	 北九州市立八幡病院	小児科
	 演者：柏木　	充	 市立ひらかた病院	小児科
	 　　　井上	岳司	 大阪市立総合医療センター	小児神経内科

教育講演live discussion 4 6月20日（日）　 12:00～12:30　第2会場 Live 配信・事後配信

教育講演10	 キャンセル
教育講演11	 座長：近藤	宏樹	 近畿大学奈良病院	小児科
	 演者：松井	克之	 滋賀医科大学小児科学講座
教育講演12	 座長：黒澤	寛史	 兵庫県立こども病院	小児集中治療科
	 演者：茨　　	聡	 鹿児島市立病院総合周産期医療センター	新生児内科

小児救急看護認定看護師会企画シンポジウム

小児救急看護認定看護師会企画シンポジウム 6月20日（日）　 9:00～10:30　第3会場 Zoom Live 配信

座長：山下 治子 （地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター）

　　　藤澤 盛樹 （四天王寺大学 看護学部）　　　　　　　　　　　　　　　　　

救急外来における小児救急看護教育－考えよう！効果的な教育方法！

　1）  新人看護職員の教育体制からみた小児救急看護教育の 
課題

山根 民子   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

　2）  小児専門病院における小児救急看護の教育の現状と課題
平井（出井）香   東京都小児総合医療センター

　3）  救命救急センターにおける小児救急看護教育の現状
尾島 由美   済生会滋賀県病院



<#1>-（22） 日本小児救急医学会雑誌

　4）  小児救急救命センターを標榜している看護師教育の実際 
～救急外来の一例～

山﨑 祐嗣   社会医療法人愛仁会高槻病院 救急センター

Webシンポジウム

Webシンポジウム 6月19日（土）　 15:30～17:00　第3会場 Zoom Live 配信

座長：川口 めぐみ （地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター）

　　　山下 治子 （地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター）

子どもの急死に対する家族のケアと私たち自身のケア

　1）  高度救命救急センターでの家族ケアと私たち自身のケア
塚原 紘平   岡山大学病院 高度救命救急センター

　2）  救急外来で予期せぬ死を迎えた家族への悲嘆ケアと 
スタッフへの関わり

藤原 健太   兵庫県立こども病院 救急・HCU病棟

　3）  子どもの急死に対する家族のケアと私たち自身のケア 
－公認心理師の立場から－

出﨑　 躍   淀川キリスト教病院

　4）  小児救急での急死におけるメンタルヘルスケア
松尾 康次   奈良市消防局 中央消防署
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シンポジウム

シンポジウム1　  小児救急と成人救急との連携
 6月19日（土）　 9:40～11:10　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：嶋津 岳士 （大阪大学大学院医学系研究科 生体統御医学講座 救急医学）

　　　植田 育也 （埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター）　　　　

S1-1 小児の救急と集中治療をめぐる連携 
－bestではなくとも、なるべく良い体制作りを積み上げる－

北村 真友   長野県立こども病院 小児集中治療科

S1-2 病院前から始める小児救急と成人救急との連携
石原 唯史   順天堂大学医学部附属浦安病院

S1-3 小児救急ニヲケル、成人救急ノススメ
吉野 智美   大阪市立総合医療センター 救命救急センター

S1-4 小児救急搬送患者を円滑に受け入れるための救急搬送患者の実態解析；
大阪府における地域網羅的疫学研究

片山 祐介   大阪大学医学部附属病院 高度救命救急センター

S1-5 救急科医師からみた小児科との協働
西山 和孝   北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター

S1-6 小児病院前救護の現況と課題 - 全国消防本部アンケート調査 -
問田 千晶   東京大学医学部附属病院 災害医療マネジメント部

シンポジウム2　  医学と法学との対話
 6月19日（土）　 15:30～16:30　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：清水 直樹 （聖マリアンナ医科大学 小児科）

S2-1 法医学教室との連携―死因不明をゼロにするために―
松永 綾子   千葉県こども病院 遺伝診療センター・代謝科
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S2-2 法医学からみたチャイルドデスレビュー
岩瀬 博太郎   千葉大学 法医学教室

S2-3 法的思考と事実認定
水沼 直樹   東京神楽坂法律事務所

シンポジウム3　  小児腸重積症の診療ガイドラインの改訂に向けて
 6月20日（日）　 10:00～10:50　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：草川　 功 （聖路加国際病院 ガイドライン作成委員会）

S3 小児腸重積症の診療ガイドラインの改訂について
平田 倫生   日本小児救急医学会 ガイドライン作成委員会

S3 CQ　ロタウィルスワクチン接種は腸重積症の発生リスクを上昇させるか
伊藤 陽里   京都田辺中央病院 小児科

藤井 喜充   関西医科大学 小児科

S3 CQ34、37　超音波下非観血整復術は有効か？について
藤野 明浩   国立成育医療研究センター 外科

S3 CQ50　腹腔鏡下整復術は有効か？について
古田 繁行   聖マリアンナ医科大学 小児外科

シンポジウム4　  小児救急における脳蘇生と治療の限界について考える－脳死とは何か 
 6月20日（日）　 9:40～10:40　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：神薗 淳司 （北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター）　

　　　荒木　 尚 （埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター）

S4-1 こどもの脳死下臓器提供と被虐待児除外に関する検討　
種市 尋宙   富山大学 小児科

S4-2 脳死下臓器提供への体制整備と障壁
西山 和孝   北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター
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S4-3 15歳未満の脳死下臓器提供の課題　　日本救急医学会による意識調査から
伊藤 友弥   あいち小児保健医療総合センター

S4-4 小児重症脳損傷に対する治療限界を考える 
‐ 子どもたちの脳の可塑性を信じて ‐

朴　 永銖   奈良県立医科大学 脳神経外科

シンポジウム5　  外来における虐待防止活動の充実のために－活動の評価を得るために
 6月20日（日）　 14:40～15:40　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：西田 志穂 （共立女子大学 看護学部）

　　　日沼 千尋 （天使大学 看護栄養学部）

S5 仙田 昌義   総合病院国保旭中央病院 小児科

S5 大島　 誠   総合病院国保旭中央病院 看護局

S5 中林 洋介   前橋赤十字病院 集中治療科・救急科

シンポジウム6　  小児の敗血症の診断・治療
 6月20日（日）　 13:40～15:00　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：松裏 裕行 （東邦大学医療センター大森病院 小児科）　　　　　　　　　

　　　中川　 聡 （国立成育医療研究センター 手術・集中治療部 集中治療科）

S6-1 小児の敗血症の病態
川崎 達也   静岡県立こども病院 小児集中治療科

S6-2 子どもの敗血症診療と体温上昇に応じた心拍数･呼吸数評価と臨床応用
神薗 淳司   北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター

S6-3 小児敗血症オーバービュー
目馬 由貴   兵庫県立尼崎総合医療センター 小児感染症科

S6-4 小児の敗血症性ショックにおける循環管理
加藤 宏樹   国立成育医療研究センター 手術集中治療部 集中治療科
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S6-5 小児敗血症の治療－外科的な見地から―
福本 弘二   静岡県立こども病院 小児外科

シンポジウム7　  「小児救急医療の教育・研修目標」改定報告 
－新しい教育目標の効果的な活用方法

 6月20日（日）　 15:10～16:10　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：市橋　 光 （自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科）

　　　野村　 理 （弘前大学大学院医学研究科 救急・災害医学講座）

S7-1 コアコンピテンシーとサブコンピテンシー
大野 直幹   川崎医科大学 小児科学

S7-2 学習方略と評価：現場での活用方法
池山 由紀   あいち小児保健医療総合センター 救急科

S7-3 コンピテンシー基盤型医学教育の枠組みを用いた小児救急医療の教育・
研修目標の改定

野村　 理   弘前大学大学院医学研究科 救急・災害医学講座

パネルディスカッション

パネルディスカッション1　  地域密着型家庭内トリアージ推進のための指標について
 6月19日（土）　 10:50～12:10　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：長村 敏生 （京都第二赤十字病院 小児科）

　　　清澤 伸幸 （京都第二赤十字病院 検査部）

PD1-1 保護者の評価と#8000　 
-休日急病診療所および病院時間外外来における#8000の実態-

小山 典久   豊橋市民病院 小児科

PD1-2 保護者が行う子どもの評価と救急外来における看護トリアージ結果との
比較

加藤 佳美   京都第二赤十字病院 看護部
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PD1-3 救急外来における子どもの全身状態に対する保護者、看護師による評価と
小児科当直医の評価との比較検証

齋藤 多恵子   京都第二赤十字病院 小児科

PD1-4 急病診療所と後送病院の機能分担について
伊藤 英介   済生会滋賀県病院 小児科

PD1-5 問診票を用いた子どもの全身状態に対する保護者の経時的評価の有用性に
関する検討結果

木村　 学   財団医療法人中村病院 小児科

パネルディスカッション2　  重症頭部外傷診療の明日
 6月19日（土）　 17:00～17:30　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：荒木　 尚 （埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター）

　　　齋藤　 修 （東京都立小児総合医療センター 救命・集中治療部）　　　

PD2-1 「頭部外傷治療・管理ガイドライン」を用いて軽症頭部外傷小児を診る
井手 健太郎   国立成育医療研究センター 集中治療科

PD2-2 小児重症頭部外傷診療の明日　―次なる地平線を目指してー
池山 貴也   あいち小児保健医療総合センター 集中治療科

PD2-3 高度救命救急センターでの小児重症頭部外傷の現状と課題
塚原 紘平   岡山大学病院救命救急災害医学科

パネルディスカッション3　  小児の重症外傷に対する治療
 6月20日（日）　 8:30～9:50　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：阪井 裕一 （埼玉医科大学総合医療センター 小児科）

　　　松藤　 凡 （聖路加国際病院 小児総合医療センター）

PD3-1 初療室開胸を行った小児の検討
高橋　 航   済生会横浜市南部病院 外科



<#1>-（28） 日本小児救急医学会雑誌

PD3-2 重症外傷ではなく、重症外傷を負った「小児」を診る取り組み
吉元 和彦   熊本赤十字病院 小児外科

PD3-3 小児科医が重症外傷診療に関わる意義とは？
小原 隆史   岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 救命救急・災害医学講座

PD3-4 当院における50年間の小児腹部外傷症例162例の検討
渡井　 有   昭和大学 外科学講座 小児外科部門

PD3-5 小児重症外傷に対する経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）施行後の 
死亡例の特徴

嶽間澤 昌泰   横須賀共済病院 救急科

パネルディスカッション4　  小児虐待
 6月20日（日）　 15:50～16:30　第1会場 Live 配信・事後配信

座長：村田 祐二 （仙台市立病院 救命救急センター）

PD4-1 低エネルギー外傷による乳児急性硬膜下血腫の診療経験
森吉 研輔   北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター

PD4-2 虐待も鑑別した重症小児症例について
天羽 清子   大阪市立総合医療センター 小児救急科

PD4-3 虐待防止委員会発足後9年を経過して見えてきた課題 
－院内連携の必要性－

小川 恵理子   聖路加国際病院 小児総合医療センター

PD4-4 虐待による頭部外傷AHTの検討（死亡・重症事例検証報告例から）
渡部 誠一   総合病院土浦協同病院小児科
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ワークショップ

ワークショップ1　  働き方改革を小児救急医療で実現させる
 6月19日（土）　 16:40～17:30　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：靏　 知光 （雪の聖母会聖マリア病院 臨床・教育・研究本部）

　　　白石 裕子 （東京工科大学 医療保健学部看護学科）　　　　　

WS1-1 未来にむけた「働き方改革」とは
演者（基調講演）：大内 智重子   株式会社 電通 執行役員

WS1-2 当院小児外科における働き方改革を考える
演者（一般演題）：吉田 史子   さいたま市立病院 小児外科

WS1-3 働き方改革のその先へ
演者（特別演者）：清水 教弘   日本マイクロソフト株式会社

ワークショップ2　  令和時代の小児救急医療を語り合おう
 6月20日（日）　 8:30～9:30　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：久保　 実 （石川県立総合看護専門学校）　　　　　　　　

　　　井上 信明 （国立国際医療研究センター 国際医療協力局）

WS2-1 令和時代に求められる小児救急医の育成をめざして
萩原 佑亮   東京都立小児総合医療センター 救命救急科

WS2-2 令和時代に求められる小児救急医療のかたち
野澤 正寛   滋賀県立総合病院・小児保健医療センター 救急科・小児救急科

WS2-3 令和時代の小児救急医療を語り合おう
井上 信明   国立国際医療研究センター国際医療協力局

WS2-4 令和時代に求められる「やさしい」保護者向け医療啓発とは
坂本 昌彦   佐久総合病院佐久医療センター小児科
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ワークショップ3　  小児救急・小児科医ではないですがそれが何か
 6月20日（日）　 10:50～11:50　第2会場 Live 配信・事後配信

座長：有吉 孝一 （神戸市立医療センター中央市民病院 救命救急センター）

　　　浮山 越史 （杏林大学 小児外科）　　　　　　　　　　　　　　　　

WS3-1 小児救急医について考えてみました
林　 卓郎   兵庫県立こども病院 救急科

WS3-2 当施設の受診傾向からER型救急医というバックグラウンドを考える
伊原 崇晃   東京都立小児総合医療センター 救命救急科

WS3-3 小児の病院前診療、小児科医ではないですがそれが何か？ 
～小児の病院前救急診療は救急医が行うべきである～

後藤　 保   公立豊岡病院 但馬救命救急センター

WS3-4 小児救急・小児科医ではないですがそれが何か～小児外科医の立場から～
島　 秀樹   聖マリアンナ医科大学 小児外科

ワークショップ4　  突撃！お宅の救急カートどないしてはる？
 6月20日（日）　 13:40～14:40　第3会場 Zoom Live 配信

座長：新田 雅彦 （大阪医科薬科大学 救急医学教室講師）　　

　　　鷲尾 祥子 （山城小児科医院 小児救急看護認定看護師）

WS4-1 医療の質向上への取り組みを映し出す鏡  
― 大阪母子医療センターの救急カートの中身と管理の変遷

稲田　 雄   地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪母子医療センター  
集中治療科

WS4-2 全統一の救急カートを目指して ～うちのは全部一緒～
松村 京子   地方独立行政法人 大阪市民病院機構 大阪市立総合医療センター

WS4-3 総合病院小児救急カートの工夫と課題
田中 英行   公益財団法人天理よろづ相談所病院 看護部



<#1>-（31）19巻2号　（2021年）

WS4-4 あれもこれも入りません！うちの救急カートはシンプルを目指しています。
深井 佳子   大阪医科薬科大学病院 看護部

日本小児救急医学会学術集会奨励賞候補演題

日本小児救急医学会学術集会奨励賞候補演題 6月19日（土）　 9:30～10:40　第2会場 Live 配信

座長：渡部 誠一 （土浦協同病院 小児科）　　　　　　　　　　

選者：長村 敏生 （京都第二赤十字病院 小児科）　　　　　　　

　　　久保　 実 （石川県立総合看護専門学校）　　　　　　　　

　　　松裏 裕行 （東邦大学医療センター大森病院 第一小児科）

　　　米倉 竹夫 （近畿大学奈良病院 小児外科）　　　　　　　

AW-01 乳幼児急性胃腸炎患者の入院転帰に関連するトリアージ評価項目の検討
鮫島 智大   兵庫県立こども病院 救急総合診療科

AW-02 小児専門病院救急外来で血液培養適性使用マニュアル導入の有用性
阪井 彩香   静岡県立こども病院

AW-03 小児院外心停止後患者の病院前後での特徴、管理、長期予後について　 
―大阪の多施設前向きレジストリよりー

松井　 鋭   兵庫県立こども病院 救急総合診療科

AW-04 小児RSV感染症に対する体外式持続陰圧換気 
(Continuous negative extrathoracic pressure: CNEP)の検討

石森 真吾   愛仁会 高槻病院 小児科

AW-05 小児警告スコアリングシステム(PEWSS)の評価者間信頼性の検証 
-前方視的調査から見えた評価不一致の要因-

宮園 直人   福岡市立こども病院 看護部 看護師

AW-06 脳炎・脳症における非けいれん性発作管理のための最適な持続脳波 
モニタリング方法の検討

山本 直寛   大阪市立総合医療センター 小児青年てんかん診療センター， 
小児神経内科
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AW-07 US所見を基にした積極的な保存的治療の試み
東間 未来   茨城県立こども病院 小児外科

一般口演

ITの活用と小児救急医療  　 オンデマンド配信

座長：家入 里志 （鹿児島大学学術研究院）　　

　　　新津 健裕 （埼玉県立小児医療センター）

1-01 本邦における遠隔ICUの現在と小児診療における未来像
鴻池 善彦   株式会社 T-ICU

1-02 ER型救急外来における入院でのクリニカルパス運用の実際
大西 志麻   国立成育医療研究センター 救急診療科

1-03 AIを活用した自動応答ソフトウェアによる救急相談
天笠 俊介   国立成育医療研究センター 救急診療科

1-04 小児骨折診療における整形外科医との遠隔画像共有の有用性
多賀谷 貴史   国立成育医療研究センター 救急診療科

画像診断・検査  　 オンデマンド配信

座長：大日方 薫 （順天堂大学医学部附属浦安病院）

　　　古川 泰三 （京都府立医科大学）　　　　　　

2-01 脳静脈洞血栓症を合併した特発性ネフローゼ症候群の2歳男児例
井上 真依子   愛媛県立中央病院

2-02 人工知能によるCT画像解析を用いた腸閉塞診断
城田 千代栄   名古屋大学大学院医学系研究科 小児外科学

2-03 当院救急外来でwhole-body CTを行った外傷患者の検討
福島 正大   埼玉県立小児医療センター
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2-04 小児頭部外傷におけるCT実施の現状と適応基準の検討
余湖 直紀   熊本赤十字病院

2-05 死亡時画像診断(Autopsy imaging:A.I.)が死因究明に有用であった劇症型
心筋炎の一例

飯島 将由   茨城県立こども病院 総合診療科

中枢神経系・痙攣・脳症1  　 オンデマンド配信

座長：柏木　 充 （市立ひらかた病院）　　　　

　　　井上 岳司 （大阪市立総合医療センター）

3-01 簡易脳波検査導入による痙攣重積患者への抗痙攣薬使用の変化： 
前後比較研究

高瀬　 亮   国立成育医療研究センター 総合診療部 救急診療科

3-02 小児二次救急病院で経験された二相性脳症についての臨床的検討
上野 靖史   熊本地域医療センター 小児科

3-03 痙攣重積型(二相性)急性脳症早期発症予測スコアの検討
大塚 康義   大阪市立総合医療センター小児集中治療部

3-04 急性脳症の早期診断の可能性について
櫻井 淑男   埼玉医科大学総合医療センター、小児救命救急センター

3-05 難治性の外傷性てんかんに対し大脳半球離断が有効であった被虐待児 
症候群の一例

中山 俊宏   東京医科大学 小児科・思春期科学分野

3-06 左右交代性に脳葉病変を反復した片側けいれん-片麻痺症候群の一例
齊藤　 悠   富山県立中央病院 小児科

3-07 発熱と痙攣を主訴に受診し低血糖脳症の診断となった幼児例
成重 勇太   仙台市立病院
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中枢神経系・痙攣・脳症2  　 オンデマンド配信

座長：大前 禎毅 （おおまえハローキッズクリニック）

　　　渡辺 章充 （土浦協同病院）　　　　　　　　　

4-01 取り下げ

4-02 自律神経性てんかん重積状態時に無呼吸を呈したPanayiotopoulos症候群
の2例

東　 弘貴   東京都立墨東病院 小児科

4-03 腸球菌による急性巣状細菌性腎炎から急性脳症をきたした一例
武田 真梨子   船橋市立医療センター

4-04 60ヶ月以下と60ヶ月超過齢における熱性けいれんの季節性の比較
藤澤 惇平   イムス富士見総合病院

4-05 RSウイルス感染症を契機に急性脳症に至ったDravet症候群の1例
藤井 秀一   沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児集中治療科

4-06 取り下げ

4-07 異なる部位で再発した抗myelin oligodendrocyte glycoprotein抗体陽性
自己免疫介在性脳炎の1例

堀田 貴大   大阪市立総合医療センター 小児救急・感染症内科

循環器1  　 オンデマンド配信

座長：大野 直幹 （川崎医科大学）　　

　　　岡本 吉生 （香川県立中央病院）

5-01 当院における学校管理下での心停止症例の検討
西岡 正人   川口市立医療センター 小児科

5-02 取り下げ
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5-03 当院における腹部症状を呈した川崎病の臨床的検討
庄司 理以沙   仙台市立病院 小児科

5-04 失神を主訴に救急外来を受診した170例の検討
宮森 拓也   仙台市立病院 小児科

5-05 乳児ビタミンK欠乏性出血症による血性心嚢液・心タンポナーデが 
疑われた1例

田村 義輝   防衛医科大学校 小児科

5-06 救急外来を受診した上室性頻拍の9例の検討
新田　 恩   仙台市立病院 小児科

循環器2  　 オンデマンド配信

座長：山本 英一 （愛媛県立中央病院）

　　　太田 邦雄 （金沢大学医学部）　

6-01 小児期に発症した心室性不整脈の臨床的特徴の検討
堀川 輝斗   松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科

6-02 遠隔期に重症肺高血圧症を発症した慢性肺疾患の4歳女児例
宮本 辰樹   福岡大学病院 小児科

6-03 速やかな高次搬送、体外循環管理で後遺症なく治癒した劇症型心筋炎の1例
久米 里佳   京都第二赤十字病院 小児科

6-04 多種の治療に抵抗し巨大冠動脈瘤を合併した重症川崎病の1例
森田 可奈子   松戸市立総合医療センター 小児科

6-05 発作性上室性頻拍症に心不全を伴ったWPW症候群の1乳児例
西本 草太   京都第二赤十字病院 小児科

6-06 小児劇症型心筋炎に対する当院における現状と補助循環導入の検討
矢内　 敦   仙台市立病院 小児科
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呼吸器1  　 オンデマンド配信

座長：尾藤 祐子 （神戸大学大学院医学研究科）

　　　梅原　 直 （聖路加国際病院）　　　　　

7-01 急性細気管支炎例入院時の人工呼吸管理リスク因子に関する検討
井上 智貴   川崎医科大学 小児科学

7-02 急激な経過で死亡した遅発性先天性横隔膜ヘルニアの2例
木村 昂一郎   鳥取県立厚生病院 小児科

7-03 声門下狭窄に対して準緊急気管切開となった乳幼児2例
東　 真弓   京都府立医科大学 小児外科

7-04 縦隔・皮下気腫、気胸を発症した神経性やせ症の一例
諸岡 雄也   福岡市立こども病院 総合診療科

7-05 痙攣重積から低酸素脳症に至った先天性中枢性低換気症候群の1例
横山 能文   岐阜市民病院

7-06 健常年長児に短期間で発生した, 粘液栓による右上葉のみの完全無気肺の
1例

難波 かほり   日本赤十字社医療センター 小児外科

7-07 上気道炎により上気道狭窄症状が急速に進行した声門下嚢胞の一例
高成田 祐希   社会医療法人愛仁会高槻病院 小児外科

呼吸器2  　 オンデマンド配信

座長：川嶋　 寛 （埼玉県立小児医療センター）

　　　南野 初香 （総合病院聖隷三方原病院）　

8-01 神経筋疾患により呼吸不全に至り集中治療管理を要した5例
間野 智子   松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科
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8-02 歯科治療後に呼吸不全をきたし、呼吸管理に難渋した気管・気管支軟化症
の一例

小川 裕子   大阪母子医療センター 集中治療科

8-03 小児呼吸器感染症患者に対する一般病棟における呼吸リハビリテーション
の有用性

土田　 琢   社会医療法人財団慈泉会相澤病院 小児科

8-04 小児特発性縦隔気腫2例の検討
三浦 和樹   松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科

8-05 先天性食道閉鎖症の術後、偶発的に食道憩室を経由する気管食道瘻を 
認めた1例

岩崎　 駿   大阪大学 小児成育外科

8-06 小児における硬性気管支鏡検査の適応と検査所見
久松 千恵子   愛仁会高槻病院 小児外科

消化管1  　 オンデマンド配信

座長：古田 繁行 （聖マリアンナ医科大学）

　　　起塚　 庸 （高槻病院）　　　　　　

9-01 腸回転異常を伴わない小腸軸捻転の5例
渡邉 佳子   杏林大学医学部 小児外科

9-02 ボタン型胃瘻の迷入による逆行性幽門胃重積症の1例
出口 晴教   聖路加国際病院小児外科

9-03 回腸異所性膵を先進部とした小腸重積症の1例
西村 雄宏   松戸市立総合医療センター 小児外科
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9-04 初回腹痛発作で膵嚢胞を認め、内視鏡治療を行った遺伝性膵炎の1例
浦山 建治   福山医療センター小児科

9-05 取り下げ

9-06 症状や目的に応じた99mTc04-シンチグラフィの適応についての考察
河野　 淳   九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

9-07 内ヘルニアが誘因と考えられたメッケル憩室茎捻転の1例
大竹 耕平   三重県立総合医療センター 小児外科

消化管2  　 オンデマンド配信

座長：吉元 和彦 （熊本赤十字病院）　　　　　

　　　岡田　 広 （松戸市立総合医療センター）

10-01 重篤な敗血症性ショックをきたしたHirschsprung associated enterocolitis 
(HAEC)の二例

後藤 悠大   福島県立医科大学附属病院 小児外科

10-02 Meckel憩室に付随する索状物により腸閉塞をきたした4症例
形見 祐人   香川大学医学部 小児外科

10-03 急性腹症で発症した重複腸管捻転の幼児例
山田 耕嗣   鹿児島大学 小児外科

10-04 アルカリ誤飲による腐食性食道炎に対しステロイド局注併用バルーン 
拡張術が有効であった1幼児例

本多 昌平   北海道大学大学院医学研究院 消化器外科学教室Ⅰ

10-05 意識障害を主訴に救急外来を受診し，最終的に腹部エコーで腸重積症と
診断された2例

槇　　 竣   新潟県立中央病院 小児科

10-06 急性胃腸炎罹患後に発症した十二指腸潰瘍出血の幼児例
長谷川 里奈   東京医科大学 小児科・思春期科学分野
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10-07 石灰化した玩具のゴム製タイヤにより小腸イレウスを呈した1例
三谷 泰之   和歌山県立医科大学 第2外科

消化管3  　 オンデマンド配信

座長：高見澤 滋 （長野県立こども病院）　　　

　　　加藤 隆宏 （りんくう総合医療センター）

11-01 重症心身症児の腹部病変に対する画像診断：造影CTにより腸管温存できた
中腸軸捻転の一例

野村 元成   大阪大学医学部付属病院

11-02 取り下げ

11-03 小児救急室における超音波ガイド下胃管留置法の症例集積研究
森　 崇晃   東京都立小児総合医療センター 救命集中治療部 救命救急科

11-04 腸管切除に至った腸間膜裂孔ヘルニアに伴う絞扼性イレウスの2例
落合 佳代   宮崎県立日南病院 小児科

11-05 急性腹症で発症した遊走脾に伴う急性胃軸捻転の3歳女児
内山 知佳   国保旭中央病院 小児科

11-06 新生児期に手術歴のある幼児期に発症した腸管気腫症の2例
渡部 靖郎   北里大学病院 小児外科

11-07 術前に診断された胆嚢捻転の1小児例
藤枝 悠希   高知大学医学部外科学講座 外科1

消化管4  　 オンデマンド配信

座長：内田 恵一 （三重大学医学部附属病院）

　　　平田 倫生 （聖路加国際病院）　　　　

12-01 小児胆嚢捻転症の2例
太田 健人   鳥取県立厚生病院 小児科
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12-02 著明な腹部膨満を来した肛門膜様狭窄症の2例
銭谷 昌弘   兵庫医科大学 小児外科

12-03 超音波検査が有用であったH.pyloriによる急性胃粘膜病変の1例
松浦 宏樹   鳥取県立厚生病院 小児科

12-04 開腹術および回腸切開を要した、柿の多量摂取による食餌性イレウスの 
7歳男児の一例

黒沢 大樹   新潟市民病院 小児科

12-05 胎児期に発症した特発性小腸捻転の新生児例
洲尾 昌伍   奈良県立医科大学 消化器・総合外科

12-06 開腹歴のないイレウスへの対応について－特に最近の絞扼性イレウス症例
から

武藤　 充   鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野

急性虫垂炎を極める1  　 オンデマンド配信

座長：石川 暢己 （福井県立病院）

　　　宇津木 忠仁 （伊東市民病院）

13-01 当院救急外来で診断された小児急性虫垂炎43例の超音波検査および 
CT施行率

野田 昇宏   市立函館病院 小児科

13-02 急性虫垂炎のエコー診断　特に穿孔早期の評価について
吉元 和彦   熊本赤十字病院 小児外科

13-03 Superb Microvascular Imagingを用いた急性虫垂炎の血流評価
小坂 征太郎   茨城県立こども病院 小児外科

13-04 急性虫垂炎に対する腹部エコーの実際－忙しい外来で何分くらいエコー
を頑張るか

山根 侑子   広島市立舟入市民病院
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13-05 早期に診断しえなかった急性虫垂炎の2例
一城 千都絵   東京大学医学部附属病院

急性虫垂炎を極める2  　 オンデマンド配信

座長：古村　 眞 （埼玉医科大学）

　　　起塚　 庸 （高槻病院）　　

14-01 小児急性虫垂炎における穿孔例と非穿孔例の臨床像の比較
野中 航仁   自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科

14-02 取り下げ

14-03 小児虫垂炎の超音波と病理と臨床
古田 繁行   聖マリアンナ医科大学 小児外科

14-04 痙攣、敗血症性ショックで死亡した乳幼児虫垂炎の1例
小早川 雄介   大同病院 小児科

感染症1  　 オンデマンド配信

座長：天羽 清子 （大阪市立総合医療センター）　　　

　　　松島 卓哉 （社会医療法人陽明会 小波瀬病院）

15-01 嘔吐を主訴に当院ERを受診したsolid FPIESの3症例
梶田 直樹   東京都立小児総合医療センター

15-02 旅行者だけが「外国人」ではない、愛知県の特徴
石川 祥一朗   あいち小児保健医療総合センター 救急科

15-03 川崎病を合併した熱傷後毒素性ショック症候群の1例
増田 知佳   加古川中央市民病院小児科

15-04 ESRを除いたCaird予測因子の有効性、化膿性股関節炎と単純性股関節炎
の臨床像

花井 教史   都立墨東病院 小児科
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15-05 川崎病の診断基準を満たしており病初期の抗菌薬投与が遅れたMRSA 
脾膿瘍・菌血症の一例

友利 伸也   松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科

15-06 当院で経験したライノウイルス感染症例のまとめ
楯 真由美   宮崎県立宮崎病院

感染症2  　 オンデマンド配信

座長：萩原 佑亮 （東京都立小児総合医療センター）

　　　濱田 洋通 （千葉大学大学院医学研究院）　　

16-01 破傷風に対して集中治療を行ったワクチン未接種児の1例
阿見 祐規   沖縄県立南部医療センターこども医療センター 小児集中治療科

16-02 コロナウイルスとRSウイルスが検出された重症ARDSの幼児例
山田 浩平   大阪母子医療センター 集中治療科

16-03 感染性頭血腫に対し抗菌薬治療及び外科的処置を実施した1例
藤井 明日香   順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科

16-04 経母乳感染が疑われたMRSA敗血症の1例
北村 宏之   函館五稜郭病院 小児科

アレルギー  　 オンデマンド配信

座長：武藤 順子 （東京女子医科大学附属八千代医療センター）

　　　一木 美穂 （近畿大学奈良病院）　　　　　　　　　　　

17-01 アナフィラキシーと誤診したPanayiotopoulos症候群の一例
土肥 周平   社会医療法人愛仁会高槻病院 小児科

17-02 β遮断薬の影響で症状が遷延し管理に難渋したアナフィラキシーの1例
吉岡 慶太   加古川中央市民病院 小児科
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17-03 強い上気道狭窄が遷延した豆乳によるアナフィラキシーの10歳男児例
平尾 恵子   あきつこどもクリニック

17-04 擦過傷からprobable Toxic Shock Syndromeを発症した一例
髙田 尚志   日本赤十字社 和歌山医療センター 小児科

17-05 過去5年間の当科におけるアナフィラキシー症例の臨床的検討
西村 佑真   独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 小児科

代謝異常・内分泌  　 オンデマンド配信

座長：窪田　 満 （国立成育医療研究センター）　　

　　　久保 俊英 （国立病院機構岡山医療センター）

18-01 急性増悪を認めたミトコンドリア病の1例
堀江 貞志   東京女子医科大学八千代医療センター 小児集中治療科

18-02 国内における小児甲状腺クリーゼ12例の検討
若林 知宏   市立函館病院 小児科

18-03 外用薬過剰塗布による症候性高Ca血症をきたした乳児の1例
三浦 義文   埼玉県立小児医療センター 集中治療科

18-04 頭蓋内出血を伴った新生児糖尿病の一例
市村　 将   松戸市立総合医療センター 小児科

18-05 著明な代謝性アシドーシスで発症した先天性ケトン体産生障害の月齢6の
男児

志村 和馬   佐野厚生総合病院 小児科
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泌尿器・生殖器1  　 オンデマンド配信

座長：大部 敬三 （聖マリア病院）　　　

　　　東間 未来 （茨城県立こども病院）

19-01 急性陰嚢症における小児救急医による超音波検査の有用性の検討
梶原 伸介   兵庫県立こども病院

19-02 精巣上体炎に対する抗菌薬処方の現状調査と有効性の検討
鞍谷 沙織   兵庫県立こども病院

19-03 精巣捻転に対するSuperb Microvascular Imagingによる血流評価
小坂 征太郎   茨城県立こども病院 小児外科

19-04 小児正常卵巣捻転の再々発を認めた1例
井深 奏司   国立病院機構福山医療センター 小児外科

19-05 当院におけるIgA血管炎59例の検討
高橋 俊成   仙台市立病院 小児科

19-06 激しい腹痛を主訴に診断された泌尿器科疾患
山本 英一   愛媛県立中央病院 小児科

泌尿器・生殖器2  　 オンデマンド配信

座長：田中　 潔 （北里大学医学部）　

　　　大森 多恵 （東京都立墨東病院）

20-01 生後90日以下の乳児における尿培養陽性の予測因子の検討
小西 采良   聖路加国際病院 小児科

20-02 新生児精巣捻転の一例
木村 翔大   昭和大学病院 小児外科

20-03 当院での過去5年間における小児卵巣捻転症例の検討
佐々木 真之   京都市立病院
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20-04 当院における小児嵌頓包茎の臨床的特徴と問題点
福原 雅弘   大分県立病院 小児外科

20-05 手術時に精巣を温存した精巣捻転症における術後予後の臨床的検討
東尾 篤史   田附興風会医学研究所北野病院 小児外科

Oncologic emergency  　 オンデマンド配信

座長：吉澤 穣治 （昭和大学江東豊洲病院）

　　　川崎 達也 （静岡県立こども病院）　

21-01 当施設におけるOncologic Emergency症例に対する治療戦略
木下 義晶   新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児外科学分野

21-02 当院PICUにおけるOncologic Emergencyの特徴と死亡リスク因子の検討
坂口 高章   大阪市立総合医療センター 小児集中治療部

21-03 著明な乳酸アシドーシスと重症貧血を呈した急性リンパ性白血病による
Oncologic emergency の1例

大西 康裕   成育医療研究センター 救急診療科

21-04 Oncologic emergencyをきたし新生児期に肝左葉切除を要した先天性肝
芽腫の1例

後藤 悠大   福島県立医科大学附属病院 小児外科

21-05 小児固形腫瘍に起因したoncologic emergencyの検討
清水 裕史   福島県立医科大学附属病院 小児外科

21-06 固形腫瘍oncologic emergency 2例の経験
小林　 完   弘前大学医学部附属病院 小児外科
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虐待1  　 オンデマンド配信

座長：石川 暢己 （福井県立病院）　　　

　　　竹井 寛和 （兵庫県立こども病院）

22-01 CPTとして特定妊婦にどう対応すべきか？
篠田 邦大   岐阜市民病院 CPT

22-02 取り下げ

22-03 帯下を主訴に受診した膣内異物の一例
守谷 充司   仙台市立病院 小児科

22-04 異なる社会的対応を行った両側頭頂骨骨折の2乳児例
小山 智史   高槻病院 小児科

22-05 AHTに関する医師の意識調査
丸山 朋子   大阪急性期・総合医療センター 小児科

22-06 虐待性頭部外傷に神経原性肺水腫とたこつぼ型心筋症を合併した11か月
男児例

柚木 清花   飯田市立病院

虐待2  　 オンデマンド配信

座長：渡辺 稔彦 （東海大学医学部）

　　　平井 克樹 （熊本赤十字病院）

23-01 入院が必要な小児の頭部外傷に眼底出血は合併しうるのか？
石川 順一   大阪市立総合医療センター

23-02 千葉大学小児科臨床法医外来での被虐待児診察について
齋藤 直樹   千葉大学大学院医学研究院附属法医学教育研究センター

23-03 医療施設の虐待対策チームが直面している困難と課題
西田 志穗   共立女子大学 看護学部



<#1>-（47）19巻2号　（2021年）

23-04 揺さぶりが受傷機転となった3歳児急性硬膜下血腫症例
青島 賢治   岡山大学病院 卒後研修センター

23-05 在宅勤務で生じたAbusive Head traumaの4か月女児例
玉那覇 瑛太   藤沢市民病院 小児科

外傷1  　 オンデマンド配信

座長：高間 勇一 （大阪市立総合医療センター）

　　　辻　　 聡 （国立成育医療研究センター）

24-01 入院加療を要した腎損傷8例の検討
江國　 哲   社会医療法人 愛仁会 高槻病院 小児外科

24-02 劇症型経過をたどり減張切開を要したマムシ咬傷の7歳男児例
坂口 嘉彬   独立行政法人地域医療機能推進機構 九州病院 小児科

24-03 高度救命救急センターを有する大学病院における小児外傷の検討
出口 幸一   大阪大学 大学院医学系研究科小児成育外科

24-04 小児Grade III外傷性脾損傷に対する保存的治療の観察入院期間の検討
木戸 美織   金沢医科大学病院 小児外科

24-05 当院での小児手指外傷の疫学
福政 宏司   北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター

24-06 小児転落・墜落外傷の検討
中山 智理   昭和大学 医学部 外科学講座 小児外科学部門

外傷2  　 オンデマンド配信

座長：漆原 直人 （静岡県立こども病院）

　　　林　 卓郎 （兵庫県立こども病院）

25-01 交通外傷によるデグロービング損傷で下肢切断に至った一例
青山 りな   市立函館病院
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25-02 当院における15歳以下の外因性症例の臨床的検討
和久田 直   聖隷三方原病院 小児科

25-03 ERでの開胸開腹術で救命しえた外傷性心停止の小児例
長野 心太   宇治徳洲会病院 外科

25-04 キャスターボードによる学童期転倒事故症例の特徴と事故予防に対する
提言

吉田　 峻   北九州市立八幡病院 小児救急・小児総合医療センター

25-05 交通外傷に起因する小児外傷性遅発性小腸狭窄の1例
小泉 敬一   山梨県立中央病院 小児外科

25-06 取り下げ

外傷3  　 オンデマンド配信

座長：大畠 雅之 （高知大学医学部附属病院）

　　　石原 唯史 （順天堂大学浦安病院）　　

26-01 チャイルドシート不適切着用における小児交通外傷の検討 
～チャイルドシート着用指導の結果から～

平岡　 聡   埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター

26-02 鈍的外傷にて上部空腸穿孔をきたした1例
大山　 慧   聖マリアンナ医科大学 小児外科

26-03 虐待による馬蹄腎損傷に対し、尿管ステント留置および血管塞栓により
良好な経過が得られた1例

五嶋　 翼   日本赤十字社医療センター 小児外科

26-04 当院救急外来を受診した脳震盪の小児107例の臨床像
吉野　 豪   兵庫県立こども病院 救急科

26-05 小児外傷性腎梗塞の1例
佐永田 友季子   松戸市立総合医療センター
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26-06 LEDトランスイルミネーターによる低温熱傷の1例
石川 暢己   福井県立病院 小児外科

異物1  　 オンデマンド配信

座長：平川　 均 （東海大学八王子病院）

　　　安　 炳文 （京都第一赤十字病院）

27-01 取り下げ

27-02 パウチタイプのこんにゃくゼリー摂取後に窒息をきたした一例
藤森 大輔   鳥取県立中央病院 小児科

27-03 スポンジを誤飲して十二指腸閉塞を起こし、上部消化管内視鏡での異物
除去を要したDown症候群の一男児例

森　 春輝   松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科

27-04 除去に難渋した左気管支内異物：デバイス選択の工夫
田中 保成   茨城県立こども病院 小児外科

27-05 取り下げ

27-06 大学付属病院における過去11年間の異物誤飲症例の検討
日比生 武蔵   順天堂大学医学部附属練馬病院 小児科

異物2  　 オンデマンド配信

座長：武藤　 充 （鹿児島大学医学部・歯学部附属病院）

　　　石川 順一 （大阪市立総合医療センター）　　　　

28-01 幽門輪を通過後に摘出を要した消化管異物の4例
矢野 圭輔   鹿児島大学 小児外科

28-02 ピアス誤嚥後に肺炎となり硬性気管支鏡にて摘出した1例
広原 和樹   埼玉医科大学 小児外科
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28-03 最近経験した複数個磁石誤飲3症例におけるピットフォールの検討と診療
フローの提案

三宅 和恵   国立成育医療研究センター 外科

28-04 誤飲後に胃壁内に迷入したマグネットの診断と治療戦略の検討
梅山 知成   慶應義塾大学医学部 外科学教室（小児）

28-05 爪楊枝を誤飲した精神発達遅滞のある児の一例
児玉　 匡   兵庫医科大学 小児外科

28-06 胸部単純エックス線で呼気時撮影を追加したことにより異物誤嚥と診断
できた1小児例

小倉　 隆   社会医療法人 中野こども病院

集中治療  　 オンデマンド配信

座長：六車　 崇 （横浜市立大学附属市民総合医療センター）

　　　藤野 明浩 （国立成育医療研究センター）　　　　　　

29-01 緊急ECMO導入を要する小児心筋炎に対する当院の治療体制
岸本 健寛   埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター

29-02 特発性胃破裂を原因とする腹部コンパートメント症候群にABTHERAを
用いた1例

冨田 真裕   熊本赤十字病院 小児外科

29-03 当科におけるECPR症例の後方視的検討
宮下 徳久   兵庫県立こども病院 小児集中治療科

29-04 取り下げ

29-05 小児三次医療施設におけるVV-ECMOの実施状況
海老原 直樹   国立成育医療研究センター
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29-06 多職種によるシミュレーションを通した小児脳死下臓器提供のための院内
体制整備への取り組み

林田　 真   福岡市立こども病院 小児外科

災害医療  　 オンデマンド配信

座長：伊藤 友弥 （あいち小児保健医療総合センター）

　　　島　 秀樹 （聖マリアンナ医科大学）　　　　　

30-01 取り下げ

30-02 BCPを意識した大規模災害想定シミュレーションの経験 
～災害拠点病院の小児病棟・PICUからの報告～

小正 江里奈   北里大学病院 周産母子成育医療センター PICU

30-03 取り下げ

30-04 新型コロナウイルス流行下における周産期リエゾンを中心とした千葉県の
小児救急ネットワークの構築

石原 唯史   順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科

30-05 平成30年北海道胆振東部地震での経験　在宅酸素療法症例を中心に
佐々木 吉明   網走厚生病院 小児科

30-06 富山医療圏における小児医療的ケア実習研修会と富山県医療的ケア児の
災害時対応マニュアルの作成

八木 信一   富山県小児科医会

搬送・連携1  　 オンデマンド配信

座長：渡井　 有 （昭和大学附属病院）　　　　　　

　　　伊原 崇晃 （東京都立小児総合医療センター）

31-01 小児CPAOA患者蘇生における小児科と救急科の連携
横山 奈緒実   松戸市立総合医療センター
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31-02 取り下げ

31-03 医療スタッフ間の連携により円滑な治療をなし得た小児気道異物の1歳 
男児例

川田 孝平   北里大学 医学部 小児科学

31-04 当院における重症小児の航空機搬送27例の検討
中村　 慧   市立函館病院 小児科

31-05 小児における「肝臓」救急医療　-当院での成績と移植へつなぐ取り組み-
井原 欣幸   自治医科大学 消化器一般移植外科

31-06 北海道上川北部における痙攣を主訴とした小児救急搬送例の実態
伊藤 啓太   名寄市立総合病院

31-07 地域の基幹病院統合後の評価　転院搬送症例を振り返り二次医療機関の
役割を考察する

馬路 智昭   桑名市総合医療センター 小児科

搬送・連携2  　 オンデマンド配信

座長：植松 悟子 （国立成育医療研究センター）　

　　　神山 雅史 （大阪大学大学院医学系研究科）

32-01 小児科・小児外科が一体となった小児医療センター　 
－　良好なコンサルテーションの先にある課題

毛利　 健   横須賀市立うわまち病院 小児医療センター 小児外科

32-02 重症多発外傷症例から考える地域をあげた小児救急診療体制  
-ER型救命救急センターと小児専門病院の連携-

大西 理史   神戸市立医療センター中央市民病院 救急科

32-03 こども救急センターでの救急診療科の活動
村田 健介   順天堂大学医学部附属浦安病院 救急診療科

32-04 取り下げ
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32-05 #8000情報収集分析事業報告2019 
（#8000情報収集分析事業からみえてきたこと）

渡部 誠一   日本小児科医会#8000ワーキンググループ

32-06 兵庫県内夜間休日急病センター8施設における小児救急患者数の推移
田中 亮二郎   兵庫県立こども病院小児救命救急センター

32-07 －富山市における時間外小児初期救急体制と新型コロナウイルス感染症の
影響について－

八木 信一   富山県小児科医会

支援・その他  　 オンデマンド配信

座長：尾花 和子 （埼玉医科大学）　　

　　　鈴木 雅子 （埼玉医科大学病院）

33-01 外傷患児・家族に対するパンフレットを用いたトラウマケア 
～ケア実施前後のアンケートによる実態調査～

齊藤 久子   筑波メディカルセンター病院 リハビリテーション科

33-02 ICU病棟で看取りを行った家族ケアの一例
須藤 美奈   横須賀市立うわまち病院 小児医療センター

33-03 外傷患児・家族に対するパンフレットを用いたトラウマケア 
～アンケートによるケアの効果と課題～

古宇田 直美   筑波メディカルセンター病院 看護部

33-04 市中総合病院に看護師主導で小児急性期 Off the job training を導入して
梅原　 直   聖路加国際病院 小児科

33-05 救急外来における子どもの事故予防
小宮山 明子   国立研究開発法人国立成育医療研究センター 救急センター

33-06 動画を用いた小児心肺蘇生シミュレーション研修の効果
中村 昂也   洛和会音羽病院
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1 6月19日（土）　 12:20～13:10　第1会場 Live 配信

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
座長：日馬 由貴 （国立国際医療研究センター AMR臨床リファレンスセンター）

伊藤家の昼食卓～この血培“せんと”いかん？～
伊藤 雄介   兵庫県立尼崎総合医療センター 感染症内科

伊藤 健太   あいち小児保健医療総合センター 総合診療科

ランチョンセミナー2 6月19日（土）　 12:20～13:10　第2会場 Live 配信

共催：MSD株式会社
座長：齋藤 昭彦 （新潟大学医学部 小児科学）

ロタウイルス：ワクチン定期接種化と胃腸炎サーベイ 
ランスの課題

津川　 毅   札幌医科大学医学部 小児科学

ロタウイルスワクチンの副反応＆留意点 
（腸重積を中心に）

草川　 功   聖路加国際病院 小児科

ランチョンセミナー3 6月20日（日）　 12:40～13:30　第1会場 Live 配信

共催：ニプロ株式会社
座長：奥山 宏臣 （大阪大学 小児育成外科学）

CVポート：合併症を発生させることなく長期留置するための
コツ

井上 善文   大阪大学 国際医工情報センター 栄養ディバイス未来医工学共同研究
部門

ランチョンセミナー4 6月20日（日）　 12:40～13:30　第2会場 Live 配信

共催：ミヤリサン製薬株式会社
座長：田口 智章 （九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野）

COVID-19の病態・診断・治療・感染対策
三鴨 廣繁   愛知医科大学 感染症科
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スペシャルセミナー

スペシャルセミナー1 6月19日（土）　 11:20～12:10　第1会場 Live 配信

共催：サノフィ株式会社
座長：米倉 竹夫 （近畿大学奈良病院 小児外科）

小児救急における凝固障害症の診断・診療のアップデート
野上 恵嗣   奈良県立医科大学 小児科

スペシャルセミナー2 6月19日（土）　 13:20～14:10　第1会場 Live 配信

共催：株式会社大塚製薬工場
座長：惠谷 ゆり （大阪母子医療センター 消化器・内分泌科）

栄養法や治療薬で惹起される二次性カルニチン欠乏症と小児期
におけるカルニチンの意義

虫明 聡太郎   近畿大学奈良病院

スペシャルセミナー3 6月19日（土）　 15:30～16:20　第1会場 Live 配信

共催：太陽化学株式会社
座長：田中 芳明 （久留米大学医学部 外科学講座小児外科部門、久留米大学医学部附属病院）

腸内細菌からみた小児IBD診療
内山 和彦   京都府立医科大学 消化器内科

スペシャルセミナー4 6月20日（日）　 11:00～11:50　第1会場 Live 配信

共催：グラクソスミスクライン株式会社
座長：伊藤 陽里 （医療法人石鎚会 京都田辺中央病院）

腸重積症のリスクマネジメントとロタウイルスワクチンの適性
使用を考える

津川 二郎   愛仁会高槻病院 小児外科
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スペシャルセミナー5 6月20日（日）　 13:40～14:30　第1会場 Live 配信

共催：武田薬品工業株式会社
座長：長村 敏生 （京都第二赤十字病院 小児科）

小児てんかん重積状態の治療Up to Date  
-病院前治療と初期治療を考える-

菊池 健二郎   埼玉県立小児医療センター 神経科

セミナー

セミナー1 6月13日（日）　 9:00～11:00　 Zoom Live 配信

座長：伊藤 友弥 （あいち小児保健医療総合センター 救命科）

SE1 災害医療研修会

セミナー2 6月18日（金）17:30～19:00、6月19日（土）　 15:30～17:30　第4会場 Zoom Live 配信

座長：吉元 和彦 （熊本赤十字病院 小児外科）　

　　　竹井 寛和 （兵庫県立こども病院 救急科）

SE2 エコーハンズオンWebセミナー

セミナー3 6月20日（日）　 10:40～11:55　第3会場 Zoom Live 配信

こどものみかた

SE3 病歴と身体診察によるこどものみかた～ evidenceとexperienceの融合～
児玉 和彦   医療法人 明雅会 こだま小児科

笠井 正志   兵庫県立こども病院 感染症内科

セミナー4 6月20日（日）　 13:40～15:40　第4会場 Zoom Live 配信

座長：荒木　 尚 （埼玉医科大学 総合医療センター 高度救命救急センター）

SE4 脳死判定Webセミナー
荒木　 尚   日本小児救急医学会 脳死問題検討委員会
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セミナー5 6月20日（日）　 15:00～16:30　第3会場 Zoom Live 配信

SE5 誰でもできる緊急下の子どものこころのケア 
「子どものための心理的応急処置」　

緑川 大介   社会医療法人 北斗会 さわ病院

赤坂 美幸   公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン


