第27回 日本小児外科QOL研究会

参加者へのお知らせ
Ⅰ．開始時間、参加費、プログラムなど
○開場・受付開始は午前8時30分です。
○研究会参加費5,000円を受付にてお支払いの上、参加証兼領収書をお受け取りください。
クレジットカードによる参加費のお支払いはできません。
ただし、学生は無料ですので受付にて学生証を提示してください。
○学会期間中、会場内ではネームカードを必ず着用ください
○会場内での携帯電話等のご使用は会の進行の妨げになりますので、電源をお切りいただくか、マ
ナーモードへの切り替えをお願いいたします。
○プログラム・抄録集は、あらかじめ発表者に送付します。当日ご持参ください。
○会場内は禁煙です。

Ⅱ．発表形式、受付
○発表時間は5分、討論時間は3分です。
発表時間を厳守し、討論は座長の支持に従ってください。
○発表はPCプレゼンテーションに限らせていただきます。下記の事項にご留意いただき、ご準備
いただきますようお願いいたします。
○演者は発表の30分前までに演者受付にて発表データの受付・試写を行うか、PC持ち込みの旨を
お伝えください。
■データ持ち込みの場合：
・会場で使用するPCのOSはWindows7,

アプリケーションはPowerPoint2010です。

Macintoshはご用意しておりませんので、ご自身のノートパソコンをお持ちください。
・受け入れ可能メディアはUSBフラッシュメモリーのみです。その他メディアは受付できません。
念のためにバックアップもお持ちください。
・PowerPoint2007ファイルの作成に当たっては、OS Windows7標準フォント（例：MS明朝、
MSゴシック、MSP明朝、MSPゴシック）をご使用ください。それ以外は正しく表示できない場
合があります。
・発表データのファイル名は「（演者番号）（氏名）」としてください。
・メディアは、ウィルス定義データが最新のものに更新されたセキュリティーソフトを使用して、
ウィルスが感染していないことをご確認の上お持ちください。
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・動画をご使用になる場合には、動画ファイルとPowerPointファイルを必ず1つのフォルダにま
とめて保存してください。動画をご使用の場合はWindows Media Playerの初期状態に含まれ
るコーデックで再生できる動画ファイルをお持ちください（動画ファイルはWMV形式を推奨し
ます）。なお、動画については再生に問題を生じる可能性がありますのでバックアップにご自身
のノートパソコンをお持ちください。
・音声はご使用になれませんのでご了承ください。
・コピーした発表データは、発表終了後、事務局で責任を持って消去いたします。
■ノートパソコンをお持ち込みになる方へ
・会場に用意するプロジェクター接続のコネクタ形状は、D-sub15ピン（ミニ）です。これ以外の
映像出力端子の場合は変換アダプタが必要になりますので、ご自身で必ずご用意ください。
・モニター出力の解像度はVGA（1024×768）に設定をお願いいたします。
・ACアダプタ（電源）は忘れずにご持参ください。
・演者は発表時間30分前までに会場PC席までノートパソコンをお持ちください。起動時にパス
ワードを設定している場合には必ず解除し、またスクリーンセーバーも解除した状態で発表ファ
イルを起動してください。
■お車でお越しになられる方へ
無料駐車券を発行いたします。病院正門から構内にお入りになり、附属病院前にある外来駐車場
（第一駐車場）をご利用ください。
注意：１）県道162号線（旧国道２号線）より北側にある駐車場は職員・学生専用駐車場のため、
対応していません。
２）第２駐車場は対応していますが、会場である現代医学教育博物館からは少し離れており
ます。

幹事会・懇親会は、倉敷美観地区（最寄駅はJR倉敷駅）、学会会場は、川崎学園：現代医
学教育博物館（最寄駅はJR中庄駅）となりますのでご注意ください。
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Ⅲ．二次抄録提出のお願い
本研究会での発表内容は「日本小児外科学会雑誌」に研究会記録として掲載されます。演題登録
時に400字を超えた方は、研究会当日までに二次抄録（本文400字以内、文字数厳守）を事務局ま
でメールにてお送りいただくか、発表当日にUSBフラッシュメモリーにてご提出ください。

Ⅳ．座長・司会について
原則として進行に関するアナウンスは行わない予定です。座長・司会の先生におかれましてはプ
ログラムに従い、時間厳守でご進行いただきますようお願いいたします。

◇会議・懇親会◇
幹事会
日時：平成28年10月14日（金）16：00～17：00
場所：倉敷物語館

多目的ホール

施設代表者会議
日時：平成28年10月15日（土）13：15～13：45
場所：川崎学園

現代医学教育博物館

懇親会
日時：平成28年10月14日（金）17：30～
場所：①大原美術館イブニングツアー
②林源十郎商店

ミュージアムカフェ

17:30～19：00
19：00～

会費：2,000円

人数に制限があります ので、大原美術館イブニングツアーに参加ご希望の方は必ず
事前申し込み（10月1日まで）をお願い致します。（懇親会のみ参加の場合は、お申
し込み不要です、詳細はホームページにて公開しております。）

日
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日程表

10/14（金）
【幹事会】
【会員懇親会】
倉敷物語館
大原美術館
多目的ホール
倉敷市中央1-1-15
場所
（倉敷美観地区）
倉敷市阿知2-23-18

10/15（土）
【会員懇親会】
【会場】
林源十郎商店
現代医学教育博物館2階 大講堂
（川崎医科大学）
ミュージアムカフェ 岡山県倉敷市松島577
倉敷市阿知2丁目
23-10

8：55

開会挨拶

9：00

9：00～9：32 一般演題1
座長：河野 美幸（金沢医科大学 小児外科）
9：32～10：04 一般演題2
座長：池田 均（獨協医科大学越谷病院 小児外科）

10：00

10：04～10：14

（休憩）

10：14～10：54 一般演題3
座長：高野 邦夫（山梨大学医学部小児外科）
10：54～11：18 プレパレーション
座長：仁尾 正記（東北大学大学院 小児外科）
大室 真由美（川崎医科大学附属病院 小児病棟）

11：00

11：18～11：48 特別講演1
座長：中新 美保子（川崎医療福祉大学医療福祉学部
保健看護学科）
11：48～11：58

（休憩）

11：58～12：14 漏斗胸
座長：米倉 竹夫（近畿大学医学部奈良病院 小児外科）

12：00

12：15～13：15 ランチョンセミナー
座長：植村 貞繁（川崎医科大学 小児外科）

13：00

13：15～13：45

施設代表者会議

13：45～14：25 一般演題4
座長：増本 幸二（筑波大学医学医療系 小児外科）

14：00

14：25～14：57 多職種連携・外来
座長：大野 康治（大分こども病院）
中村 雅恵（静岡県立こども病院 看護部）
14：57～15：07

15：00

（休憩）

15：07～15：37 特別講演2
座長：窪田 昭男（和歌山県立医科大学 第二外科）
15：37～16：25 療養支援
座長：漆原 直人（静岡県立こども病院 小児外科）
瀬戸口 あづさ（大分こども病院 医療技術部
医療専門保育士室）

16：00 16：00～17：00
倉敷物語館
（倉敷美観地区）

16：25～16：57 看護
座長：加藤 純爾（愛知県心身障害者コロニー中央病院
小児外科）
清水 奈保（群馬県立小児医療センター 看護部）
16：57～17：00 閉会の挨拶
植村 貞繁（川崎医科大学 小児外科）
次期会長挨拶
漆原 直人（静岡県立こども病院 小児外科）

17：00
18：00
19：00

17：30～19：00
大原美術館
イブニングツアー
19：00～
林源十郎商店
ミュージアムカフェ

程

表
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プ ロ グ ラ ム
■8：55〜

開会挨拶
会長

■9：00〜9：32

植村 貞繁（川崎医科大学小児外科）

一般演題1
座長：河野 美幸（金沢医科大学 小児外科）

1. 外来通院している 18 トリソミー食道閉鎖症の 1 例

里見 美和／金沢医科大学 小児外科

2. 18 トリソミーを有する食道閉鎖症患者の手術方針

林 豊／東京医科大学

3. Gastrojejunostomy tube が原因となった上部消化管出血の 2 例

消化器・小児外科学分野

山木 聡史／兵庫県立こども病院

小児外科

4. 順行性洗腸路と S 状結腸ストーマ造設により QOL の向上が得られた尾部退行症候群の 1 例

堀内 俊男／自治医科大学小児外科

■9：32〜10：04

一般演題2
座長：池田 均（獨協医科大学越谷病院 小児外科）

5. 両側顔面・頚部・縦隔の巨大リンパ管腫の３症例の検討

竹添 豊志子／国立成育医療研究センター 臓器・運動器病態外科部

6. QOL を考慮して治療方法を選択した前立腺原発横紋筋肉腫の１例

渡邉 佳子／杏林大学医学部 小児外科

7. 肺内パーカション人工呼吸器在宅導入にて感染制御できた primary ciliary dyskinesia の 1 例

矢本 真也／静岡県立こども病院 小児外科

8. 妊娠中に水腎症が増悪し WJ ステントチューブを挿入し、無事に出産を行えた二分脊椎の女性の 1 例

上野 悠／国立病院機構岡山医療センター 小児外科
NPO 法人中国四国小児外科医療支援機構

■10：14〜10：54

一般演題3
座長：高野 邦夫（山梨大学医学部 小児外科）

9. 当科における MR 画像検査時鎮静法

田浦 康明／長崎大学病院 小児外科

10. 小児外科におけるプレメディケーションとしての抑肝散使用経験
11. 小児急性虫垂炎手術症例の術後 QOL 向上のための取り組み
12. 気管切開患児におけるスピーチバルブ早期導入の検討

古澤 敬子／飯塚病院 小児外科
中村 晶俊／飯塚病院 小児外科

矢本 真也／静岡県立こども病院 小児外科

13. 気管カニューレ周囲の難治性気管内肉芽に対する腕頭動脈切離術の有効性

加藤 純爾／愛知県心身障害者コロニー中央病院 小児外科

プログラム

プ ロ グ ラ ム
■10：54〜11：18 プレパレーション
座長：仁尾 正記（東北大学大学院 小児外科）

大室 真由美（川崎医科大学附属病院 小児病棟）

14. 生体肝移植を控えた家族への支援 :

― 生後 2 ヶ月から入退院を繰り返す患児の幼児期同胞へのプレパレーション ―

篠原 夏美／名古屋大学医学部附属病院 医療支援室

15. 小児外科領域で検査を受ける発達障がいがある子どもへのプレパレーションの取り組み

半田 浩美／岡山大学病院 看護部

16. 漏斗胸手術のパンフレットの改訂～退院までのイメージ化に向けて～

礒野 有加理／川崎医科大学附属病院

■11：18〜11：48

特別講演1
座長：中新 美保子（川崎医療福祉大学 医療福祉学部保健看護学科）

プレパレーションツールをデザインの視点から考える

岩藤 百香／川崎医療福祉大学 医療福祉マネジメント学部
医療福祉デザイン学科

■11：58〜12：14

漏斗胸
座長：米倉 竹夫（近畿大学医学部奈良病院 小児外科）

17. アンケート調査からみた漏斗胸に対するバキュームベル療法の評価
18. 当院における漏斗胸術後疼痛管理の現状

大浜 和憲／公立松任石川中央病院 小児外科
吉田 篤史／川崎医科大学 小児外科

■12：15〜13：15 ランチョンセミナー
座長：植村 貞繁（川崎医科大学 小児外科）
漏斗胸患者の QOL 向上に外科医として出来ること

■13：15〜13：45 施設代表者会議

野口 昌彦／長野県立こども病院形成外科

第27回 日本小児外科QOL研究会

プ ロ グ ラ ム
■13：45〜14：25

一般演題4
座長：増本 幸二（筑波大学医学医療系 小児外科）

19. 臍ストーマ閉鎖後の QOL

白井 剛／関西医科大学 小児外科

20. 小児人工肛門閉鎖術での皮膚環状縫合の経験
21. ストーマ脱出に対して小建中湯が有効であった 2 症例

大山 慧／静岡県立こども病院 小児外科

江角 元史郎／九州大学大学院医学研究院 小児外科学分野

22. Total Colonic Aganglionosis 患児 ; 術後中期的排便機能の推移
23. 総排泄腔遺残症術後で成人期に到達した４症例の検討

宮野 剛／順天堂大学 小児外科

山田 耕嗣／鹿児島大学学術研究院 医歯学域医学系 小児外科学分野

■14：25〜14：57

多職種連携・外来
座長：大野 康治（大分こども病院）

中村 雅恵（静岡県立こども病院 看護部）

24. 腸管ＧＶＨＤ等による経口摂取困難患児へのストーマ造設における多職種連携支援

坂田 淳一／九州大学病院 看護部小児医療センター

25. 多職種連携チームによる治療が奏功した大量腸管切除後腸閉塞の 1 小児例
26. 小児便秘外来の現状と課題

遠藤 悠紀／東北大学 小児外科

二ッ橋 未来／杏林大学医学部付属病院 看護部

27. 小児専門病院におけるＷＯＣ専門外来の現状と課題

中村 雅恵／独立行政法人静岡県立病院機構 静岡県立こども病院 看護部

■15：07〜15：37

特別講演2
座長：窪田 昭男（和歌山県立医科大学 第二外科）

小児外科医療におけるチャイルド・ライフ・スペシャリストの役割と支援

原田 香奈／チャイルド・ライフ・スペシャリスト協会 会長

プログラム

プ ロ グ ラ ム
■15：37〜16：25

療養支援
座長：漆原 直人（静岡県立こども病院 小児外科）
瀬戸口 あづさ（大分こども病院

医療技術部 医療専門保育士室）

28. チャイルド・ライフ・スペシャリスト（ＣＬＳ）による同胞への支援

阿部 智慧子／九州大学病院 小児医療センターＣＬＳ

29. 外科病棟でのホスピタルプレイスペシャリスト・保育士の取り組み
村上 勝美

静岡県立こども病院 ホスピタルプレイスペシャリスト・保育士

30. 小児病棟におけるクリニクラウンの活動と役割

上原英幸／静岡県立こども病院 外科系病棟

特定非営利活動法人 日本クリニクラウン協会

31. 当院小児病棟における手術をうける子どもの療養支援

丸嶋 史代／横須賀市立うわまち病院 小児医療センター

32. 小児外科手術に対する保育士の取り組み～保護者アンケートによる評価～

徳守 那津弥／大分こども病院 医療技術部 医療専門保育士室

33. 小児外科病棟における保育士の役割

■16：25〜16：57

看

病棟での笑顔を目指して

長谷川 沙織／九州大学病院 小児医療センター 保育士

護
座長：加藤 純爾（愛知県心身障害者コロニー中央病院 小児外科）
清水 奈保（群馬県立小児医療センター 看護部）

34. 医療的ケア児と家族の退院支援における小児トータルケアセンターの取り組み
－自宅訪問で退院後の生活と QOL 向上を考える－

末藤 美貴／三重大学医学部附属病院 小児トータルケアセンター

35. 救急外来で小児の看取りを行った看護師の体験

～不慮の事故により搬送された１事例に焦点をあてて～

二宮 千春／川崎医療福祉大学大学院 医療福祉学研究科 保健看護学専攻

36. 外国人患者家族とのコミュニケーションのふりかえり

～異文化コミュニケーションを通して学んだこと～

37. 肛門形成術後患児に対する下肢固定帯の工夫

■16：57〜17：00

荒木 七生／群馬県立小児医療センター 第 2 病棟
福田 卓／久留米大学病院 東 6 階病棟

閉会の挨拶
会長

植村 貞繁（川崎医科大学 小児外科）

次期会長挨拶
漆原 直人（静岡県立こども病院 小児外科）

