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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

8:30～9:408:30～9:00
教育講演5

『ダウン症候群の成育』
座長：岡本 伸彦　演者：近藤 達郎

10:30～11:00
教育講演6

『放射線被ばくと健康影響～長崎、チェルノブイリ、福島から考える～』
座長：細矢 光亮　演者：高村 昇

11:10～12:00

特別講演3
『NICUにおける新生児の痛みのケア
―ガイドラインにおける推奨』

座長：中野 綾美　演者：横尾 京子

13:10～14:00

特別講演4
『思春期を見すえた幼年期の甘えと遊び：
今日本の子どもたちに必要なこと』

座長：渡邉 鈴子　演者：渡辺 久子

8:30～10:30

シンポジウム4
『病児を支えるネットワーク
～医療者、患者親の会、研究者、
マスメディアの役割～』

座長：岡 明・古谷野 伸

演者：柘植 薫・渡邊 智美・

井上 直樹・中島 久美子

9:00～11:00

シンポジウム5
『非侵襲的出生前検査（NIPT）』

座長：松本 正・増﨑 英明

演者：三浦 清徳・近藤 恵里・

玉井 浩・篠原 駿一郎

14:10～16:10

シンポジウム6
『小児の事故』

座長：山中 龍宏

演者：山中 龍宏・井上 美津子・

市川 光太郎・出口 貴美子・白石 陽子

閉会挨拶

14:30～17:00

14:00～14:30

市民公開シンポジウム
『よりよく学び　よりよく育つために
～障がいのあるこどもたちの

就学を考える』

座長：相川 勝代・古川 勝也

基調講演：分藤 賢之

演者：平田 賢・山下 浩太郎・

吉田 治子・本山 和徳・谷 美絵

14:10～15:10

一般口演9
『育児　子育て支援2』O2-001～O2-006

座長：鬼頭 修 

14:10～15:00

一般口演13
『栄養』O2-024～O2-027

座長：益守 かづき

15:00～16:10

一般口演14
『看護・ケア・リハビリテーション』O2-028～O2-033

座長：吉田 恵理子

15:10～16:10

一般口演10
『保育園・幼稚園・学童保育』O2-007～O2-011

座長：柿田 正

一般口演11
『事故・救急・災害1』O2-012～O2-017

座長：西田 佳史

9:45～10:55

一般口演12
『事故・救急・災害2』O2-018～O2-023

座長：加藤 則子

12:10～13:00

ランチョンセミナー6
共催：日本イーライリリー株式会社

オープニングアトラクション

12:10～13:00

ランチョンセミナー8
共催：森永乳業株式会社

12:10～13:00

ランチョンセミナー7
共催：ジャパンワクチン株式会社

第一三共株式会社　

8:30

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

9:00～10:00

一般口演15
『心身障がい・発達』O2-034～O2-038

座長：秋山 千枝子

10:00～11:00

一般口演16
『プレパレーション・NICU』O2-039～O2-043

座長：森藤 香奈子

14:10～15:10

一般口演17
『家族支援・病弱児支援・児童虐待』

O2-044～O2-048

座長：田口（袴田）理恵

15:10～16:10

一般口演18
『エコチル・その他』O2-049～O2-054

座長：有阪 治

9:00～10:00

一般口演19
『発育・発達　発達障がい（1）』O2-055～O2-059

座長：松坂 哲應

10:00～11:00

一般口演20
『発育・発達　発達障がい（2）』O2-060～O2-064

座長：山下 裕史朗

14:10～15:10

一般口演21
『発育・発達　成長』O2-065～O2-069

座長：郷間 英世

15:10～16:10

一般口演22
『発育・発達　精神・心理』O2-070～O2-074

座長：大重 育美

14:10～15:10

ポスター発表 15～28
P2-001～P2-072

12:10～13:00

ランチョンセミナー9
共催：ノボ ノルディスク ファーマ株式会社

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

8:30～11:00

ポスター貼付

11:00～14:10

ポスター閲覧

 15 医療・疾患
 16 特別支援
 17 在宅医療
 18 児童虐待
 19 事故
 20 慢性疾患その他
 21 予防接種
 22 フォローアップ・NICU他
 23 発育・発達（発達障がい）
 24 健康教育
 25 育児 食と睡眠
 26 育児 環境
 27 心身障がい児支援（学齢期）
 28 育児 子育て支援

日程表　3日目  6月20日㊏
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