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9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

第1会場
長崎ブリックホール 1F 大ホール

第2会場
長崎ブリックホール 3F 国際会議場

第3会場
長崎ブリックホール 2F リハーサル室

第4会場
長崎ブリックホール 3F 会議室2・3

9:30～10:15 9:30～10:30

15:10～16:10

10:15～11:00

一般口演1
『周産期・乳幼児』O1-001～O1-004

座長：新田 康郎

11:00～11:50

特別講演1
『先端医学と医療』

座長：小田 慈　演者：細谷 亮太

12:00～12:50

ランチョンセミナー1
共催：MSD株式会社

12:00～12:50

ランチョンセミナー2
共催：JCRファーマ株式会社

12:00～12:50

ランチョンセミナー3
共催：アンジェスMG株式会社

9:30～10:00
教育講演1

『タンデムマス導入にともなう新生児マススクリーニングの新しい体制』
座長：重松 陽介　演者：山口 清次

10:00～10:30
教育講演2

『共生の哲学と実践―長崎で考える』
座長：松本 正　演者：高橋 眞司

10:30～11:00
教育講演3

『支援が必要な世界の子どもたち』
座長：鈴木 順造　演者：黒﨑 伸子

10:30～11:00
教育講演4

『家族愛の脳内メカニズム：母性、父性、祖母愛、思春期を介したこどもの親への愛』
座長：大西 文子　演者：篠原 一之

14:00～15:00

特別講演2
『ゴリラの子育てから見た
人間の子どもの不思議』

座長：森内 浩幸　演者：山極 壽一

13:00～14:00

総会

15:10～17:10

シンポジウム1
『学校不適応を予防するために
～学習障害の視点から～』

座長：小枝 達也

演者：小枝 達也・平林 ルミ・

増本 利信・井上 智

15:10～17:30

シンポジウム2
『子育てを考える』

座長：池本 美香・髙村 寿子

演者：池本 美香・棚橋 美智子・小山 浩・

黒島 孝子・髙野 幸恵・髙村 寿子

会頭講演
『母から子へのたいせつな贈りものと
不都合なお荷物～母子感染の話』

座長：辻 芳郎　演者：森内 浩幸

9:00～9:30

会頭講演

開会挨拶
9:00～9:30

一般口演3
『喫煙』O1-008～O1-012

座長：高橋 義博

一般口演4
『国際保健・海外協力』O1-013～O1-016

座長：石井 榮一

18:45～
情報交換会

16:10～17:10

一般口演5
『慢性疾患』O1-017～O1-021

座長：田﨑 考

一般口演2
『育児　子育て支援1』O1-005～O1-007

座長：生田 まちよ

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

第6会場
長崎新聞文化ホール 3F 真珠の間

第5会場
長崎ブリックホール 3F 会議室4・5

第7会場
長崎新聞文化ホール 3F 珊瑚の間

ポスター会場
長崎新聞文化ホール 2F 翔鶴の間

9:30～10:30

一般口演6
『在宅医療・医療的ケア』O1-022～O1-026

座長：長谷川 ともみ

9:30～10:30

小児歯科セミナー
座長：藤原 卓　
演者：弘中 祥司

15:10～16:10 15:10～17:10

一般口演7
『地域保健・検診・健診』O1-027～O1-031

座長：髙田 哲

17:30～18:30

8:30～11:00

ポスター発表 1～14
P1-001～P1-069

ポスター貼付

11:00～17:30

ポスター閲覧

16:10～17:10

一般口演8
『生活習慣病』O1-032～O1-036

座長：花木 啓一

シンポジウム3
『乳幼児健診；現在・過去・未来』

座長：衞藤 隆

演者：衞藤 隆・納富 博子・

白田 千代子・児玉 浩子

 1 家族支援
 2 地域支援
 3 災害
 4 慢性疾患・アレルギー・その他
 5 国際保健・メディア
 6 災害（その他）
 7 看護
 8 栄養
 9 発育・発達（精神・心理）
 10 育児 医療
 11 歯科
 12 健診・発達障がい
 13 学校保健
 14 身体活動・スポーツ

12:00～12:50

ランチョンセミナー4
共催：ファイザー株式会社

12:00～12:50

ランチョンセミナー5
共催：武田薬品工業株式会社

日程表　2日目  6月19日㊎
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