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特別企画

特別企画　7月30日（土）13:40 ～ 14:40　第1会場

座長：白石 裕子（東京工科大学 医療保健学部 看護学科）

夢は叶う。逆境からの挑戦
桂　 雀々　 落語家

特別講演

特別講演　7月30日（土）11:20 ～ 12:10　第2会場

座長：長村 敏生（京都市子ども保健医療相談・事故防止センター 小児科）

SL  母子健康手帳はどのようにして生まれたのか
梅田 　勝　 東京工科大学

会長 /副会長講演

会長/副会長講演　 オンデマンド配信

座長：白石 裕子（東京工科大学 医療保健学部 看護学科） 
　　　松裏 裕行（東邦大学医療センター大森病院 小児科）

PL1-1  小児救急と私
松裏 裕行　 東邦大学医療センター大森病院 小児科

PL1-2  小児救急看護とのあゆみ
白石 裕子　 東京工科大学 医療保健学部 看護学科
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教育講演

教育講演1　7月30日（土）14:50 ～ 15:40　第1会場

座長：米倉 竹夫（近畿大学奈良病院 小児外科）

EL1  地域BCPに基づく災害時医療の総論的考察
森村 尚登　 帝京大学医学部 救急医学講座

教育講演2　7月31日（日）11:20 ～ 12:10　第2会場

座長：植松 悟子（国立成育医療研究センター 救急診療科）

EL2  感染症と救急医療～ COVID-19から耐性菌まで～
舘田 一博　 東邦大学医学部 微生物感染症学講座

教育講演3　7月31日（日）14:50 ～ 15:40　第2会場

座長：神薗 淳司（社会医療法人聖ルチア会 聖ルチア病院 児童精神科） 
　　　日沼 千尋（天使大学 看護栄養学部） 　　　　　　　　　　　　

EL3  子どもの自傷・ODに対する理解と対応
松本 俊彦　 国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所 薬物依存研究部

教育講演4　7月31日（日）15:50 ～ 16:40　第2会場

座長：浮山 越史（杏林大学病院 小児外科）

EL4  救急医療と輸血～小児を中心に～
梶原 道子　 東京医科歯科大学病院 輸血・細胞治療センター
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医療倫理講習

医療倫理講習　7月31日（日）10:10 ～ 11:10　第2会場

座長：松裏 裕行（東邦大学医療センター大森病院 小児科）

医療倫理 ―医療の質を中心に―
岡本 天晴　 防衛医科大学校 哲学科名誉教授

シンポジウム

シンポジウム1　�子どもたちが苦痛なく安全に処置を受けられるために
―処置時における鎮静鎮痛手引き―

7月30日（土）9:00 ～ 10:00　第2会場

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） 
　　　山本 英一（愛媛県立中央病院 小児科） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

S1-1  「救急外来における子どもの鎮静・鎮痛ガイダンス（仮）」作成の経緯
新田 雅彦　 日本小児救急医学会 医療安全委員会 鎮痛・鎮静ガイダンス作成WG

S1-2  MRI検査時の鎮静に関する共同提言を策定した立場から
久我 修二　 大分こども病院 小児科

S1-3  集団作業において経験した2つの課題：品質と生産性の管理
小林 　匡　 北九州市立八幡病院 小児科

S1-4  ビジネスチャットツールと対面のはざまで　
～アンケート調査報告及びチームビルディングの過程と課題～

林　 卓郎　 処置時における子どもの鎮静・鎮痛ガイダンスワーキンググループ

S1-5  救急外来における子どもへの鎮痛鎮静に対する看護
杉澤 由香里　 国立研究開発法人国立成育医療研究センター 看護部/手術室
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シンポジウム2　�在宅医療と救急医療の架け橋
7月30日（土）10:10 ～ 11:10　第2会場

座長：梅原 　実（うめはらこどもクリニック） 
　　　前田 浩利（医療法人財団はるたか会）　

S2-1  小児基幹病院における退院・在宅支援の現況～医師の立場から～
星野 陸夫　 神奈川県立こども医療センター 地域連携家族支援局

S2-2  在宅医療への移行後の現況：訪問看護師の立場から
島田 珠美　 川崎大師訪問看護ステーション 療養通所介護まこと

S2-3  小児救急医療と小児在宅医療の架け橋
前田 浩利　 医療法人財団はるたか会

シンポジウム3　�今こそ再考する小児救急災害医療
7月30日（土）15:50 ～ 16:50　第1会場

座長：清水 直樹（聖マリアンナ医科大学 小児科学講座） 
　　　賀来 典之（九州大学病院 救命救急センター）   　

S3-1  大田区の災害医療の取り組み
三上 浩史　 大田区健康政策部 災害時医療担当課長

S3-2  小児医療従事者に求められる災害医療との関わり
伊藤 友弥　 あいち小児保健医療総合センター 小児救命救急センター

S3-3  医療的ケア児の災害時トリアージの問題点
中村 裕子　 鳥取大学医学部附属病院 脳神経小児科

S3-4  新型コロナウイルス感染症を契機に進みはじめた
群馬県の小児災害時医療体制

中林 洋介　 前橋赤十字病院 集中治療科・救急科

S3-5  千葉県災害時小児周産期リエゾンの進化と今後の課題
戸石 悟司　 成田赤十字病院 新生児科
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シンポジウム4　�医師看護師の新たなcollaboration
7月31日（日）10:10 ～ 11:10　第3会場

座長：西山 和孝（北九州市立八幡病院 小児救急センター） 　　　　　 
　　　吉野 尚一（東邦大学医療センター大森病院 看護部 看護管理室）

S4-1  小児救急看護から小児プライマリケア認定看護師への移行の意義
荒木 暁子　 東邦大学 看護学部・小児看護学研究室

S4-2  医師や地域を橋渡しする小児プライマリケア認定看護師の教育の実際
鈴木 千琴　 済生会横浜市東部病院 人材開発センター小児プライマリケア認定看護師教育

課程室

S4-3  コミュニケーションツールとしてのSIメンバー制度
西山 和孝　 北九州市立八幡病院 小児救急センター

S4-4  クリニックにおける児童虐待予防のための医師・看護師の協働
藤森 　誠　 藤森小児科

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　�
�再考しよう！これからの小児救急看護における教育
～コロナ禍での学びをもとにさまざまな教育の立場から～
7月30日（土）10:10 ～ 11:10　第3会場

座長：菅野 淳平（日本私立学校振興・共済事業団 東京臨海病院 集中治療室） 　　　　　　　　 
　　　飯村 知広（Child-Lifes代表・NPO法人つなぐいのちの輪バイタルネットジャパン理事）

かけがえのない子どもの 1 日を支える保育と教育
斉藤 竜弐　 株式会社ピノーコーポレーション ピノキオ幼児舎 採用育成ディビジョン 研修

担当（L.S.F.A.-Children‘sインストラクター・防災士・保育士）

リソース乗り入れ型教育の取り組みから見えた教育上、大切な考え
星野 友佳里　 昭和大学病院 小児医療センター

医学教育での臨床推論力育成から学ぶ
リアルさを追求するシミュレーション教育

大和田 芽衣子　 東邦大学 医学部医学教育センター
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ワークショップ

ワークショップ1　�子どもの事故を再考する（我々はこどもを事故から守れているか！）
7月31日（日）9:00 ～ 10:00　第2会場

座長：梅原 　実（うめはらこどもクリニック）

WS1-1  子どもは静かに溺れます
～溺水予防啓発のために知っておくべきこと～

坂本 昌彦　 佐久総合病院佐久医療センター 小児科

WS1-2  命を守るために必要な知識を学校教育に取り込む試み
（教育と医療との連携における課題）

小山 典久　 豊橋市民病院 小児科

WS1-3  「事故予防」から「傷害制御」へ
－変えられるものを見つけ、変えられるものを変える

山中 龍宏　 緑園こどもクリニック

ワークショップ2　�コロナに翻弄される子どもと家族への新たな取り組み
7月31日（日）13:40 ～ 14:40　第2会場

座長：原田 香奈（東邦大学医療センター大森病院 看護部） 
　　　渡邊 輝子（済生会横浜市東部病院 看護部）　　　　

WS2-1  コロナ禍における救急領域での小児患者と家族の関わり
工藤 享佳　 大阪大学医学部附属病院

WS2-2  コロナ禍における小児病棟の実際と取り組み　
～子どもと家族の日常を守るために～

西嶋 真綸　 東邦大学医療センター大森病院 看護部

WS2-3  コロナ禍における小児救急医的アプローチ　～教育委員会との連携～
種市 尋宙　 富山大学 小児科

WS2-4  新たな時代の子育て支援
加藤 雅江　 杏林大学 保健学部健康福祉学科
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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　7月31日（日）11:20 ～ 12:10　第3会場

座長：齊藤 　修（東京都立小児総合医療センター 救命･集中治療部） 
　　　村田 祐二（仙台市夜間休日こども急病診療所）　　　　　　　

AW-01  小児における血清プロカルシトニンと血液培養陽性率の関係
岸尾 　望　 大和市立病院 小児科

AW-02  新型コロナウイルスによる重症脳症の早期乳児例 -脳波は大事だよ-
鉄原 健一　 福岡市立こども病院 集中治療科

AW-03  当院集中治療室に入室したCOVID-19呼吸不全症例の検討
石田 貴裕　 兵庫県立こども病院 小児集中治療科

AW-04  令和2年度に実施した京都府のChild Death Review(CDR)
モデル事業の総括

安　 炳文　 京都小児科医会

AW-05  脳死下臓器提供を行った子どもと家族へのケアの実際
日沼 千尋　 天使大学 看護栄養学部 小児看護学

要望演題

要望演題1　�COVID-19
7月30日（土）11:15 ～ 12:15　第3会場

座長：石川 順一（大阪市立総合医療センター 小児救命救急センター） 
　　　古野 憲司（福岡市立こども病院 総合診療科）　　　　　　　　

R1-1  富山医療圏における小児の新型コロナウイルス感染症自宅療養支援
体制について

八木 信一　 富山県小児科医会新型コロナウイルス感染症小児療養支援チーム

R1-2  搬送先決定に時間を要した新型コロナ感染症の小児例
伊藤 友理枝　 あいち小児保健医療総合センター 救急科
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R1-3  オミクロン株流行期新型コロナウイルス感染症(COVID-19)小児重症
例～気管挿管管理が遷延したクループ症候群

水野 光規　 名古屋大学医学部附属病院 救急・内科系集中治療部

R1-4  COVID-19患児に対する急性虫垂炎手術の経験
河野 　淳　 九州大学医学研究院 小児外科学分野

R1-5  新型コロナウイルス流行下での遅発性先天性横隔膜ヘルニアの対応例
福原 雅弘　 大分県立病院 小児外科

R1-6  COVID-19医療調整本部における小児リエゾンの役割
長谷川 聡　 新潟県立新発田病院 小児科

要望演題2　�小児救急看護・電話相談
7月30日（土）14:50 ～ 15:40　第3会場

座長：藤澤 盛樹（四天王寺大学 看護学部）  　　　　　　　　　　　　　　 
　　　福井 聖子（特定非営利活動法人小児救急医療サポートネットワーク）

R2-1  「急病時の子どもの見方と受診の目安のための問診票」を介した保護
者の「いつもと違う」の評価に関する検討

齋藤 多恵子　 日本小児救急医学会 地域密着型家庭内トリアージ推進ワーキンググループ

R2-2  #8000の緊急度判定（受診の判断）の検討
渡部 誠一　 土浦協同病院 小児科

R2-3  チャイルドデスレビューの実装に向けた都内小児死亡に関する疫学
調査

内田 佳子　 国立成育医療研究センター 救急診療科

R2-4  小児救急医療における多職種連携は医療職種だけにあらず！
地元企業と連携した重症小児患者の搬送資機材開発

石川 祥一朗　 あいち小児保健医療総合センター 救急科

R2-5  遠隔ICU(elCU)の小児への適応と問題点
渡井 　有　 昭和大学 小児外科
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要望演題3　�事故予防
7月30日（土）15:50 ～ 16:40　第3会場

座長：鈴木 雅子（埼玉医科大学病院 看護部）　　　　　　　　　　　　　 
　　　井上 信明（国立国際医療研究センター 国際医療協力局人材開発部）

R3-1  本院での小児消化管異物の検討と啓発活動の取り組み
内田 恵一　 三重県立総合医療センター 小児外科

R3-2  病院併設保育所におけるPBLS講習の実施
菊地 　斉　 相模原協同病院 救急科

R3-3  医薬品の不適正使用（薬物誤飲および過量内服）により当院救急
外来を受診した症例のまとめ

谷 柚衣子　 埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター

R3-4  ガストログラフィン®を用いた小腸造影が奏効し手術を回避し得た
高吸水性樹脂玩具大量誤飲の幼児例

矢野 圭輔　 鹿児島大学 小児外科

R3-5  腸管内で膨張する高吸水性樹脂を誤飲し腸閉塞をきたした2例
川見 明央　 神奈川県立こども医療センター 外科

要望演題4　�小児重症外傷治療の現況
7月31日（日）14:50 ～ 15:50　第3会場

座長：志馬 伸朗（広島大学大学院医系科学研究科救急集中治療医学） 
　　　宇津木 忠仁（伊東市民病院 心療内科） 　　　　　　　　　　

R4-1  解剖学的評価指標を用いた重症外傷の定義における課題
問田 千晶　 帝京大学医学部 救急医学講座

R4-2  当院における小児重症外傷の現況
宮本 大輔　 埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター

R4-3  血管アクセスデバイスを用いてActive observationを行った鈍的
外傷性肺動脈損傷

渡邊 春花　 聖マリアンナ医科大学 小児外科
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R4-4  早期乳児の重症感染症診断における病歴聴取とPrimary Surveyの
優先度

野村 　理　 弘前大学大学院医学研究科 救急・災害医学講座

R4-5  小児鈍的腹部外傷の特徴とその治療戦略に関する検討
上谷 　遼　 岐阜大学医学部附属病院 高度救命救急センター

R4-6  COVID-19流行が小児の家庭内事故に与えた影響：
分割時系列デザインによる因果推論

吉田 尊彦　 沖縄県立中部病院 小児科

要望演題5　�終末期医療・グリーフケア
7月31日（日）9:00 ～ 9:50　第4会場

座長：西田 志穗（共立女子大学 看護学部）　　　　　　　　　　　　 
　　　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）

R5-1  小児における院外心停止後の目標体温管理と良好な神経学的転帰を
伴う生存の関連

松井 　鋭　 兵庫県立こども病院 救急科

R5-2  COVID-19流行前後で救急搬送された小児・思春期自殺企図症例の
重症化率の変化

齋藤 　匠　 医療法人渓仁会 手稲渓仁会病院

R5-3  当院救急救命センターに搬送された自殺企図症例の検討
大森 多恵　 東京都立墨東病院 小児科

R5-4  小児の脳死下臓器提供に関わった医療者の想い
日沼 千尋　 天使大学 看護栄養学部

R5-5  「予期せぬ乳児の突然死」家族・遺族ケア
-ケースディスカッション研修会の地域展開

堀川 慎二郎　 富山県立中央病院 救命救急センター
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一般口演

一般口演1　�在宅医療
7月30日（土）9:00 ～ 9:40　第3会場

座長：泉　 裕之（板橋区医師会病院 小児科）　　　 
　　　平田 倫生（日本女子大学家政学部 児童学科）

O1-1  小児科から内科への移行を検討した重症心身障害者の２例
梅原 　直　 聖路加国際病院 小児科

O1-2  医療的ケア児の災害時対応についての取り組み
吉野 有理香　 千葉県こども病院 看護局

O1-3  複数の微量栄養素欠乏症を合併したと思われる、完全静脈栄養の
重症心身障害児の一例

山岡 達宏　 東邦大学医療センター大森病院 小児科

O1-4  在宅輸液ポンプが正常に作動せず低血糖、けいれんを来した
Hirschsprung病類縁疾患の1例

坂野 慎哉　 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 小児外科

一般口演2　�循環器1
7月30日（土）9:00 ～ 9:50　第5会場

座長：太田 邦雄（金沢大学附属病院 小児科）

O2-1  発作性上室性頻拍を疑われた特発性持続性心室頻拍の１例
池田 麻衣子　 仙台市立病院 小児科

O2-2  アデノシン三リン酸の急速投与にて診断できた幼児の特発性心房粗動
箕輪 大樹　 長野県立こども病院 小児集中治療科

O2-3  当院救急外来を受診した発作性上室頻拍の小児の臨床像
吉井 拓眞　 兵庫県立こども病院 救急科
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O2-4  発作性交感神経過活動により循環血液量減少性ショックを来たし
心肺蘇生を要した11歳重症心身障害児

大森 教雄　 長野県立こども病院 小児集中治療科

O2-5  上室性頻拍から心停止に至った一乳児例
若杉 俊宏　 埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター

一般口演3　�内分泌
7月30日（土）10:10 ～ 11:10　第5会場

座長：窪田 　満（国立成育医療研究センター 総合診療部）

O3-1  重度の意識障害と高血圧を契機にCushing病の診断に至った1女児例
四宮田 悠　 日本大学医学部 小児科学系小児科学分野

O3-2  トスフロキサシンの内服が重度低血糖の原因と考えられた一例
谷村 聡一郎　 藤沢市民病院 こども診療センター 小児科

O3-3  色素性痒疹が発見契機となった小児1型糖尿病の女児例
尾路 絵理香　 大阪赤十字病院 臨床研修医

O3-4  糖尿病性ケトアシドーシスに重症急性膵炎を合併した２型糖尿病
男児例

足立 　翼　 大阪市立総合医療センター 小児集中治療部

O3-5  1型糖尿病患児における初診時の臨床症状とその後の臨床経過
今田 　寛　 千葉大学医学部附属病院 小児科

O3-6  当院におけるカルニチン欠乏症の臨床検討
伊上 敦哉　 東京医科大学病院 小児科思春期科学分野
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一般口演4　�消化器1
7月30日（土）11:20 ～ 12:10　第5会場

座長：黒田 達夫（慶應義塾大学 小児外科）

O4-1  複数個の磁石玩具の誤飲による小腸穿孔の1例
青山 統寛　 茨城県立こども病院 小児外科

O4-2  外科的摘出を要した複数磁石誤飲の２例
安井 昭洋　 名古屋大学医学部附属病院 小児外科

O4-3  0歳3 ヶ月で発症し，Meckel憩室が病的先進部であった頻回再発の
腸重積例

鈴木 雅彦　 函館五稜郭病院 小児科

O4-4  膵酵素の上昇と下腹部痛を呈したメッケル憩室炎の一例
奈良井 哲　 鳥取県立厚生病院 小児科

O4-5  99mTcシンチグラフィ陰性であったが超音波検査とCTが診断に
有用であったMeckel憩室の1例

若林 えり子　 桑名市総合医療センター 小児科

一般口演5　�消化器2
7月30日（土）14:50 ～ 15:40　第5会場

座長：吉元 和彦（熊本赤十字病院 小児外科）

O5-1  クリンダマイシンによる食道潰瘍が疑われた11歳男児の例
田中 早紀　 宮崎大学医学部附属病院 救命救急センター

O5-2  A型インフルエンザ罹患後に発症した十二指腸潰瘍出血の1幼児例
石本 健太　 福岡歯科大学医科歯科総合病院 外科

O5-3  Sandifer症候群の1例
滝本 愛太朗　 名古屋大学医学部附属病院 小児外科

O5-4  鼠径ヘルニア嵌頓で緊急手術を要した生後1 ヶ月男児の1例
奥山 直樹　 新潟県立中央病院 小児外科
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O5-5  広範囲の腸管嵌頓にて緊急手術を施行したAmyand’s hernia の一例
坂元 直哉　 JAとりで総合医療センター 小児外科

一般口演6　�消化器3
7月30日（土）15:50 ～ 16:50　第5会場

座長：川瀬 弘一（聖マリアンナ医科大学 小児外科）

O6-1  ワクチン接種当日に嘔吐、顔色不良を認め、腸回転異常症と乳び
腹水を認めた2か月女児

東　 陽三　 聖マリア病院 小児科

O6-2  腸重積症発症へのノロウイルスの関与についての検討
小川 将人　 北九州総合病院 小児科

O6-3  東京都島しょ部で発症し観血的整復術を要した腸重積症の2例
石川 未来　 東京都立小児総合医療センター 外科

O6-4  腸管動静脈奇形が関与したと考えられる10か月男児の小腸穿孔
松井 　淳　 大阪市立総合医療センター 小児外科

O6-5  反復する腹痛により急性腹症として救急受診を繰り返した前皮神経
絞扼症候群（ACNES）の一例

森田 　輝　 京都山城総合医療センター 初期研修医

O6-6  消化器症状で発症した重症疾患の5症例
金子 千夏　 川口市立医療センター 小児科

一般口演7　�外傷1
7月30日（土）9:00 ～ 9:50　第6会場

座長：神山 雅史（大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科学）

O7-1  当科における小児膵外傷の検討
中畠 賢吾　 近畿大学奈良病院 小児外科
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O7-2  自施設における腹部外傷入院症例164例の検討　 
外科専門医資格は外傷手術に対応しうるか？

渡井 　有　 昭和大学 小児外科

O7-3  地方大学病院での小児救急における小児外科医の役割と課題
升井 大介　 久留米大学病院 外科学講座小児外科部門

O7-4  口腔内所見が目立たなかった気道熱傷の幼児例
堀江 貞志　 富山大学 小児科

O7-5  電子レンジで加熱されたお粥摂取により気管内挿管を要した喉頭熱
傷の一例

板垣 考洋　 都立小児総合医療センター 総合診療科

一般口演8　�外傷2
7月30日（土）10:10 ～ 11:00　第6会場

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）

O8-1  軽微な頭部打撲患者に対する保護者啓発リーフレット「頭部打撲
3日日誌」の検討

福井 聖子　 （一社）大阪小児科医会 病診連携部会救急委員会

O8-2  腹部打撲後5日目に発症し外科的介入を要した外傷性脾損傷の一例
吉田 眞之　 大阪大学医学部附属病院 小児外科

O8-3  閉鎖湿潤療法中に毒素性ショック症候群を呈した一例
武士 那津美　 東京都立墨東病院 小児科

O8-4  シートベルト外傷による遅発性小腸狭窄をきたした14歳男児例
本間 利生　 茨城県立こども病院 総合診療科

O8-5  水筒により外傷性十二指腸・小腸損傷をきたした小児例
東　 浩輝　 三重県立総合医療センター 小児外科
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O8-6  巨大皮下血腫により出血性ショックをきたした筋拘縮型エーラス・
ダンロス症候群の一例

上村 義季　 成育医療研究センター 集中治療科

一般口演9　�搬送
7月30日（土）11:20 ～ 12:10　第6会場

座長：平井 克樹（熊本赤十字病院こども医療センター 小児科）

O9-1  日本最北端の小児外科医による救急医療体制への取り組み
宮城 久之　 旭川医科大学 外科学講座小児外科

O9-2  当院の小児救命救急センター ERから他院へ転送を要した症例に
関する検討

山下 雄平　 埼玉県立小児医療センター 小児救命救急センター

O9-3  仙台市においてCOVID-19感染流行が小児救急搬送に与えた影響の検討
近田 祐介　 仙台市立病院 小児科

O9-4  看護師同乗システムが確立している小児迎え搬送における看護師の
関わりに対する家族の思い

中迎 美穂　 熊本赤十字病院 小児集中治療病棟

O9-5  新型コロナウイルス感染症流行により小児の夜間救急車利用は変化
したか

西岡 正人　 川口市立医療センター 小児科

一般口演10　�泌尿生殖器
7月30日（土）14:50 ～ 15:40　第6会場

座長：松藤 　凡（聖路加国際病院 小児外科）

O10-1  カテーテル尿採取時の汚染がポイントオブケア尿グラム染色に及ぼ
す影響

鮫島 智大　 兵庫県立こども病院 救急科
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O10-2  少量アルブミンと利尿薬の投与により改善したネフローゼ症候群に
伴う急性腎障害の1例

高橋 俊成　 仙台市立病院 小児科

O10-3  蘇生された院外心肺停止小児における中枢性尿崩症と予後の関係
富 雄太郎　 東邦大学医療センター大森病院 小児科

O10-4  新生児出生後精巣捻転症の一例
坂田 裕香　 東京女子医科大学八千代医療センター 小児科

O10-5  超音波検査で精巣捻転の方向と角度を評価して行う用手整復法
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

一般口演11　�コロナ禍と小児救急医療
7月30日（土）15:50 ～ 16:40　第6会場

座長：渡部 誠一（土浦協同病院 小児科）

O11-1  コロナ禍における小児科外来新規受診患者数と救急外来walk in受診
小児患者数の推移

若林 知宏　 市立函館病院 小児科

O11-2  入院を要した新型コロナウイルス陽性患者の臨床的検討
崔　 裕貴　 仙台市立病院 小児科

O11-3  Withコロナ時代における子どもの事故予防のあり方
福政 宏司　 北九州市立八幡病院 小児総合医療センター

O11-4  乳幼児突発性危急事態/Brief Resolved Unexplained Eventにおけ
る有害転帰のリスク因子

田中 大貴　 国立成育医療研究センター 総合診療部救急診療科

O11-5  当院における院外心肺停止症例に対する剖検率の検討
本山 景一　 茨城県立こども病院 救急集中治療科
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一般口演12　�虐待
7月31日（日）15:50 ～ 16:40　第3会場

座長：西村 奈穂（国立成育医療研究センター 集中治療科）　　　　　　　　　　　 
　　　大島 　誠（地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院 医療安全管理推進室）

O12-1  虐待が疑われた脾損傷の一例
長島 俊介　 東邦大学医療センター大森病院 小児外科

O12-2  重症の被虐待児症例の集約化により見えてくるもの
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

O12-3  防犯カメラの映像が虐待の否定に有用であった外傷性くも膜下出血
の乳児例

清水 翔一　 日本大学医学部 小児科

O12-4  虐待による乳幼児頭部外傷との鑑別を要した副縫合線の一例
橋本 小百合　 東京都立墨東病院 小児科

O12-5  当初虐待が疑われた骨形成不全症の2歳男児例
渡辺 鹿乃子　 京都第二赤十字病院 小児科

一般口演13　�教育・研修
7月31日（日）11:20 ～ 12:10　第4会場

座長：竹井 寛和（兵庫県立こども病院 救急科）　　　　　 
　　　天笠 俊介（国立成育医療研究センター 救急診療科）

O13-1  都道府県のこども救急ガイドブックの分析
渡部 誠一　 土浦協同病院 小児科

O13-2  小児救急Script Concordance Testを用いた日本語版医学感情尺度
の妥当性検証

野村 　理　 弘前大学大学院医学研究科 救急・災害医学講座/ 医学教育センター

O13-3  コロナ禍における小児看護学実習の学内実技演習プログラムの構築
－観察とケアの関連性に重点をおいた試み－

荒木 美津子　 日本医療科学大学 保健医療学部 看護学科
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O13-4  小児救急領域を超えた多職種による千葉県の災害医療の取り組み
石原 唯史　 順天堂大学浦安病院 救急診療科/こども救急センター

O13-5  日本における小児集中治療研修に必要な項目の検討
井手 健太郎　 国立成育医療研究センター 集中治療科

一般口演14　�痙攣
7月31日（日）14:50 ～ 15:40　第4会場

座長：渡辺 章充（総合病院土浦協同病院 小児科）　　　　　　　　　　　 
　　　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）

O14-1  長期間フォローアップした進行性頭蓋骨骨折による症候性てんかん
野田 昇宏　 市立函館病院 小児科

O14-2  FilmArray呼吸器パネル®検査を用いた熱性けいれん患者の原因
ウイルスの調査

松本 　感　 福岡市立こども病院 総合診療科

O14-3  ポータブル自動瞳孔計による急性脳症と熱性痙攣重積症の早期鑑別
の可能性

細川 　透　 日本大学医学部 救急集中治療医学分野

O14-4  単純型熱性けいれんで救急受診した児の採血の必要性の検討
吉橋 知邦　 都立墨東病院 小児科

O14-5  小児における初回無熱性けいれんの実態と再発のリスク因子
菊池 奈々絵　 成育医療研究センター 救急診療科
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一般口演15　�アレルギー
7月31日（日）15:50 ～ 16:40　第4会場

座長：新津 健裕（埼玉県立小児医療センター 集中治療科） 
　　　伊藤 英介（済生会滋賀県病院 小児科）　　　　　　

O15-1  ピーナッツによるアナフィラキシー発症時に膵酵素上昇を呈した
2歳女児例

石井 大裕　 東京都立墨東病院 小児科

O15-2  川崎病治療で投与したアスピリンが誘発因子となった小麦アナフィ
ラキシーの一例

上野 靖史　 熊本地域医療センター 小児科

O15-3  小児のアナフィラキシーにおけるアドレナリンの適正使用に関する
実態評価

吉岡 　純　 医療法人 藤本育成会 大分こども病院 小児科

O15-4  新型コロナウイルス流行下に救急受診した食物アレルギー児の現状
と今後の課題

早乙女 壮彦　 東邦大学医療センター大森病院 小児科

O15-5  救急外来における急性食物蛋白誘発胃腸炎（acute FPIES）有症状
時の診療とアクションプランの活用

大西 志麻　 国立成育医療研究センター 救急診療科

一般口演16　�消化器4
7月31日（日）9:00 ～ 9:50　第5会場

座長：渡井 　有（昭和大学附属病院 小児外科）

O16-1  検査で診断できず吐物内容を契機に診断に至った毛髪胃石症の一例
半田 貴之　 東邦大学医療センター大森病院 小児科

O16-2  吐血を主訴に受診した肝外門脈閉塞症の1例
板野 亜弓　 聖隷三方原病院 小児科
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O16-3  保存的治療にて改善した急性壊疽性胆嚢炎の1例
石川 暢己　 福井県立病院 小児外科

O16-4  セフトリアキソンによる偽胆石症に対して内視鏡的胆道結石除去術
を要した男児例

中尾 支奈　 鳥取県立厚生病院 臨床研修・教育センター

O16-5  受傷時期が不明で全身状態が安定している外傷性主膵管損傷２例の
治療経験

東間 未来　 茨城県立こども病院 小児外科

一般口演17　�消化器5
7月31日（日）10:10 ～ 11:00　第5会場

座長：内田 正志（JCHO徳山中央病院 健康管理センター）

O17-1  胃腸炎の経過中に発見されたネオジム磁石による盲腸穿孔・後腹膜
異物の2歳男児例

荻田 　薫　 総合病院 聖隷三方原病院 小児科

O17-2  コロナ禍における小児急性虫垂炎診療の変化
田中 　潔　 北里大学 小児外科

O17-3  Reduced Portで行われた緊急腹腔鏡下虫垂切除術の検討
岩出 珠幾　 大阪赤十字病院 小児外科

O17-4  超音波検査所見と病理組織学的検査所見から考えるinterval 
appendectomyの意義

堀口 比奈子　 茨城県立こども病院 小児外科

O17-5  小児急性虫垂炎診療ガイドラインは臨床現場に浸透しているのか  
―画像診断の選択の観点から―

則内 友博　 群馬県立小児医療センター 外科
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一般口演18　�血液・悪性腫瘍
7月31日（日）11:20 ～ 12:10　第5会場

座長：羽賀 洋一（東邦大学医療センター大森病院 小児科）

O18-1  腹腔内腫瘤の原因が血友病に合併した動静脈奇形からの出血であっ
た1例

清水 　徹　 茨城県立こども病院 小児外科

O18-2  遺伝子組換え活性型血液凝固第VII因子製剤で出血傾向改善を認め
た小児頭蓋内出血２例

泉田 侑恵　 宮城県立こども病院 集中治療科

O18-3  腹痛の経過が異なった膵腫瘍の2例
佐々木 吉明　 網走厚生病院 小児科

O18-4  初発のOncologic emergencyを呈した乳児急性骨髄性白血病
寺田 悠里子　 淀川キリスト教病院 小児科

O18-5  全身麻酔導入時に挿管困難となり緊急気管切開術を行った頸部咽頭
悪性リンパ腫の1例

吉村 翔平　 神戸大学医学部附属病院 小児外科

一般口演19　�循環器2
7月31日（日）14:50 ～ 15:40　第5会場

座長：寺井 　勝（千葉市立海浜病院 小児科）

O19-1  市中病院で診断した急性心筋炎の3例　
＜三次施設への速やかな搬送のために＞

石井 裕代　 箕面市立病院 小児科

O19-2  急性期に心電図で早期再分極を呈した急性心筋炎の小児例
大野 奈都美　 兵庫県立丹波医療センター 小児科

O19-3  心機能低下とけいれん発作を合併し虐待による頭部外傷が契機の
Neurogenic stunned myocardiumを疑った一例

伊藤 由作　 兵庫県立こども病院 小児集中治療科



21巻２号 （2022年） （39）

O19-4  新型コロナワクチン接種後に急性心筋炎を発症した1例
加藤 亮太　 板橋区医師会病院 小児科

O19-5  運動時の胸痛・失神を契機に診断された左冠動脈右冠動脈洞起始
大瀧 悠嗣　 あいち小児保健医療総合センター 総合診療科

一般口演20　�中枢神経・循環器
7月31日（日）15:50 ～ 16:40　第5会場

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）

O20-1  髄液マルチプレックスPCRが病原体診断に寄与したコクサッキー
ウイルスA6型感染に伴う急性脳症の一例

村澤 玲奈　 聖路加国際病院 小児科

O20-2  熱傷を契機とした毒素性ショック症候群が疑われ、意識障害が遷延
した一例

大海 美波　 松戸市立総合医療センター 小児医療センター 小児科

O20-3  片頭痛に伴う意識障害をきたした一例
山木 亮一　 埼玉県立小児医療センター 救急診療科

O20-4  外傷性仮性腕頭動脈瘤に対してカバードステント留置術を施行した
一例

伊元 栄人　 沖縄県立北部病院 小児科

O20-5  生後６か月未満の川崎病症例の検討
新田 　恩　 仙台市立病院 小児科

一般口演21　�外傷3
7月31日（日）9:00 ～ 9:50　第6会場

座長：靍　 知光（雪の聖母会 聖マリア病院 教育・研修センター）

O21-1  当院における肘内障の実態
石川 順一　 大阪市立総合医療センター 小児救命救急センター
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O21-2  前頸部の腫脹によるICP上昇に対し厳密な体位保持が有用であった
重症頭部外傷の小児例

小原 隆史　 岡山大学病院 高度救命救急センター

O21-3  重症頭部外傷後にMRIで皮質下白質高信号を呈した５歳児例
野上 正雄　 熊本赤十字病院 小児科

O21-4  頭部外傷受傷の翌日に急激に意識レベルが悪化し、右大脳半球の
広範な外傷後脳梗塞が判明した14歳女児例

阿部 ちひろ　 松戸市立総合医療センター小児医療センター 小児集中治療科

O21-5  当院10年間の急性硬膜外血腫の実態
早野 駿佑　 大阪市立総合医療センター 小児救命救急センター

一般口演22　�ショック・外傷
7月31日（日）10:10 ～ 11:00　第6会場

座長：伊原 崇晃（兵庫県立尼崎総合医療センター 小児科）

O22-1  ショックの早期認識は難しい
～当院における過去16年間の心肺停止患者より～

大平 智子　 宮崎県立宮崎病院 小児科

O22-2  市中発症の緑膿菌敗血症性ショックをきたした14歳女児例
入佐 浩史　 宮崎県立日南病院 小児科

O22-3  歯ブラシによる口腔咽頭損傷10例の臨床的特徴
馬　 敏宰　 総合病院国保旭中央病院 小児科

O22-4  救命救急センターにおける小児重症外傷診療の取り組み
篠原 真史　 横浜市立大学附属市民総合医療センター 高度救命救急センター

O22-5  当院PICUにおける院内心停止症例の検討
壹岐 　豊　 あいち小児保健医療総合センター 集中治療科
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一般口演23　�集中治療
7月31日（日）11:20 ～ 12:20　第6会場

座長：池山 貴也（あいち小児保健医療総合医療センター 集中治療科）

O23-1  小児集中治療室での集学的治療を要したTENの2例
石井 結香　 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

O23-2  急性脳症と鑑別を要した乳児ボツリヌス症の一例
坂口 高章　 大阪市立総合医療センター 小児集中治療部

O23-3  小児劇症型心筋炎に対してECMOとIMPELLAを併用した体外循環
管理の経験

加納 恭子　 熊本赤十字病院 こども医療センター

O23-4  劇症型心筋炎疑い症例の気管挿管と心停止についての検討
成瀬 和久　 あいち小児保健医療総合センター 集中治療科

O23-5  けいれんで来院後に換気障害を認め、小児集中治療室で人工呼吸管
理を要した69例の検討

森　 晴奈　 松戸市立総合医療センター 小児科

O23-6  小児集中治療室入室時には未診断であった心疾患症例の検討
岡田 　広　 松戸市立総合医療センター 小児集中治療科

一般口演24　�呼吸器・その他
7月31日（日）14:50 ～ 15:40　第6会場

座長：川崎 達也（静岡県立こども病院 集中治療センター）

O24-1  耳下腺腫脹・疼痛症状を契機にステノン管内唾石症と診断した一例
二口 慧介　 独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 小児科

O24-2  哺乳時に増悪する耳漏を契機に診断に至った深頸部膿瘍の4か月児
庄司 夕季乃　 松戸市立総合医療センター 小児科

O24-3  硬性気管支鏡による粘液栓除去が著効した鋳型気管支炎の3歳男児例
江國 　哲　 社会医療法人 愛仁会 高槻病院 小児科
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O24-4  肥厚性幽門狭窄症による胃膨満が呼吸状態を増悪させたRSウイルス
細気管支炎の一乳児例

岡本 　剛　 国立病院機構弘前病院 小児科

O24-5  COVID-19流行下における下気道感染と気管支喘息入院症例の変化
柳川 靖人　 東邦大学医療センター大森病院 小児科

一般口演25　�感染症・ワクチン
7月31日（日）15:40 ～ 16:40　第6会場

座長：黒澤 寛史（兵庫県立こども病院 小児集中治療科）

O25-1  マラリアと診断した患者の特徴　
～マラリアを早期に診断するために～

米田 　哲　 産業医科大学 小児科

O25-2  侵襲性A群レンサ球菌感染症を発症した脈管奇形症候群の1例
土居 秀基　 総合病院国保旭中央病院 小児科

O25-3  大腸菌から緑膿菌への菌交代現象を起こした急性巣状細菌性腎炎の
男児例

高田 尚志　 日本赤十字社和歌山医療センター 小児科

O25-4  サルモネラ脳症に横紋筋融解症を合併し持続的血液透析を施行した
一例

齊藤 　悠　 大阪市立総合医療センター 小児集中治療部

O25-5  後咽頭浮腫を呈した小児多系統炎症症候群（MIS-C）の一例
新村 　啓　 東京医科大学 小児科・思春期科学分野

O25-6  救急外来屋外に併設されたCOVID-19検査テントにおける小児検査
対応の経験

高嶋 英樹　 医療法人財団明理会新松戸中央総合病院 感染症内科・総合診療科
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一般口演26　�異物
7月31日（日）10:10 ～ 11:00　第7会場

座長：安　 炳文（京都第一赤十字病院 第二救急科）

O26-1  検査所見からエチレングリコール中毒を疑い、血液浄化療法により
救命し得た女児例

堀川 輝斗　 東京都立小児総合医療センター 集中治療科

O26-2  ソーシャルメディアで得た情報により市販薬の大量服薬を繰り返し
ていた12歳女児例

小林 　涼　 沖縄県立中部病院 小児科

O26-3  吸引チューブ部品の誤嚥により気道異物をきたした重症心身障害者
の1例

児嶋 耕太郎　 国立病院機構宮崎病院 小児科

O26-4  気管内異物摘出に体外式膜型人工肺が有用であった1例
出口 幸一　 大阪大学 小児成育外科学

O26-5  ER型単施設小児救急外来における鼻腔異物症例の検討
遠藤 理紗　 兵庫県立こども病院 救急科

一般口演27　�脳症
7月31日（日）11:20 ～ 12:10　第7会場

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）

O27-1  発症後２年が経過し良好な発達が得られている、急性脳腫脹型脳症
と考えられた一例

佐々木 真之　 京都市立病院 小児科

O27-2  Probable antibody-negative autoimmune encephalitisの早期診断、
治療介入の臨床的検討

山田 直紀　 大阪市立総合医療センター 小児脳神経内科
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O27-3  Arterial Spin Labeling（ASL）が診断，予後の評価に有用であった
非ヘルペス性辺縁系脳炎の2例

河畑 孝佳　 石川県立中央病院 小児内科

O27-4  未指摘心房中隔欠損による奇異性脳塞栓症に対し血栓回収術を行っ
た13歳男児

八木 悠貴　 仙台市立病院 小児科

O27-5  異なる経過を辿った急性脳症合併川崎病の3例
丸谷 健太朗　 福岡市立こども病院 総合診療科

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1　�小児救急現場で改めて知っておきたいこと
7月30日（土）12:30 ～ 13:20　第3会場

共催：MSD株式会社
座長：草川 　功（元学校法人聖路加国際大学聖路加国際病院 小児科）

 ロタウイ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　 医療法人社団 石鎚会 京都田辺中央病院 小児科

 医療現場での B 型肝炎ウイルス感染ゼロをめざして
～もう一度確認しよう

高野 智子　 たかのこどもクリニック

ランチョンセミナー2　7月31日（日）12:30 ～ 13:20　第2会場

共催：ビオメリュー・ジャパン株式会社
座長：松裏 裕行（東邦大学医学部小児科学講座）

 小児救急における中枢神経疾患の診断方法
吉良 龍太郎　 福岡市立こども病院 小児神経科
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ランチョンセミナー3　�川崎病�
7月31日（日）12:30 ～ 13:20　第3会場

共催：武田薬品工業株式会社
座長：濱田 洋通（千葉大学大学院医学研究院 小児病態学）

 川崎病心血管病変の病理学的特徴
大原関 利章　 東邦大学医療センター大橋病院 病理診断科

 川崎病診療の今：救急医療にも役立つ最近の知識
加藤 太一　 名古屋大学大学院医学系研究科 成長発達医学

セミナー

セミナー1　7月29日（金）
会場：東邦大学医療センター大森病院5号館

  エコーハンズオンセミナー

セミナー2　7月29日（金）10:00 ～ 12:30（予定）

会場：東邦大学医療センター大森病院5号館

  災害医療研修会

セミナー3　7月29日（金）16:00 ～ 18:30　

様式：ZOOMによるオンライン配信

  脳死判定 WEB セミナー




