
プログラム

 プレコングレス 8月3日（金） 

ＢＥＡＭＳ　 13：30～16：15 　６F　61会議室

ＢＥＡＭＳ　Stage１ 　　( すべての医療関係者 )   13：30～14：30

講師 ：村田　祐二（仙台市立病院 副院長）

ＢＥＡＭＳ　Stage２ ( CPTメンバー・小児科医 )　 14：45～16：15

講師 ：安　炳文（京都第一赤十字病院 救急科副部長）

AHT研究部　第５回シンポジウム 13：30～17：00 ５F　第２小ホール

第１部 13：30～14：30

座長 ：山田　不二子（認定NPO法人 チャイルドファーストジャパン 理事長）

１） AHT(Abusive Head Trauma), SBS(Shaken Baby Syndrome)の基礎知識

：溝口　史剛（群馬県前橋赤十字病院 小児科 副部長）　

２） 刑事裁判における児童虐待事案の立証―医学的知見の重要性

：名倉　俊一（最高検察庁 刑事政策推進室 検事）　

第２部 14：45～17：00

座長 ：美作　宗太郎（秋田大学 法医科学講座 教授）

座長 ：埜中　正博（関西医科大学付け属病院 脳神経外科 診療教授）

１） 事例①　5ヶ月、男児

・ 症例提示 ：山田　不二子（認定NPO法人 チャイルドファーストジャパン 理事長）

・ 指定発言 ：相田　典子（神奈川県立こども医療センター 放射線科 部長）　

：小谷　泰一（京都大学大学院 法医学講座 法医学分野 准教授）　

・ 検察官発言 ：名倉　俊一（最高検察庁 刑事政策推進室 検事）　

２） 事例②　4ヶ月、男児

・ 症例提示 ：丸山　朋子（大阪急性期・総合医療センター 小児科）　

・ 指定発言 ：相田　典子（神奈川県立こども医療センター 放射線科 部長）　

・ 検察官発言 ：名倉　俊一（最高検察庁 刑事政策推進室 検事）　



ケースレビュー委員会主催　第10回事例検討会　18：00～20：30 ５F　第２小ホール

座長 ：田上　幸治（地方独立行政法人 神奈川県立病院機構 神奈川県立こども医療センター）

座長 ：田崎　みどり（横浜市中央児童相談所）

1. 法医解剖後の多職種合同症例検討会で対応を検討した、自宅での乳児突然死例

○ 松田　修

愛媛県立今治病院 小児科

2. てんかん発作を偽証した母親による代理ミュンヒハウゼン症候群の１例

○ 井上　賢治

滋賀県立小児保健医療センター　

３. 母によるインスリン投与によつて低血糖をきたした１歳女児例

○ 福嶋　志穂

高槻病院 小児科　

4. 第５子の飛び込み出産を契機に第１子から第４子の養育不全が判明し保護となつた症例

○ 栗原　八千代

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 小児科



主要プログラム 

コングレス 8月4日（土）

注意事項・・・

　　　　質疑応答を希望の方は第１会場での聴講となります

第1会場（４F　第1小ホール） サテライト　第２会場（５F　第２小ホール）

記念講演 　9：30～10：10

座長 ：木下　あゆみ（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）　

　　　日本子ども虐待医学会の発足時状況とそれから10年のあゆみ

講師 ：市川　光太郎（北九州市立八幡病院 病院長）　

特別講演１ 　12：50～13：50

座長 ：前田　和寿（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）

　　　妊娠中からの虐待予防～周産期の現場では～　　ピアノ演奏

講師 ：荻田　和秀（りんくう総合医療センター 産婦人科部長）

シンポジウム１ 　16：00～18：20

座長 ：加藤   雅江（杏林大学医学部付属病院 患者支援センター）

座長 ：勝連　啓介（名護療育医療センター附属育ちのクリニック）

基調講演 16：15～17：15

　　　子どもシェルターの現場から～カリヨン子どもセンターの活動について～

講師 ：坪井   節子（社会福祉法人 カリヨン子どもセンター 理事長／弁護士）

シンポジウム

　　　子どもの小さな声をきく～子どもが主体的に生きていくために～

事例提示

：福田　育美（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター MSW）

搾取される子どもたちの背景の一考察

：勝連　啓介

   （名護療育医療センター附属育ちのクリニック 院長）

子どもが主体的に生きていくために必要なこと～「社会による子育て」という視点から～　

：星野　崇啓（さいたま子どものこころクリニック 院長）



8月５日（日）

注意事項・・・

　　　　質疑応答を希望の方は第１会場での聴講となります

第1会場（４F　第1小ホール） サテライト　第２会場（５F　第２小ホール）

モーニングレクチャー　 8：45～9：45

座長 ：村田　祐二（仙台市立病院）

傷の診察・記録

講師 ：溝口   史剛（群馬県前橋赤十字病院 小児科副部長）

画像オーダーの仕方

講師 ：横井　広道

   （国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 小児整形外科医長）

証拠保全のお願い

講師 ：堀川　浩伸（香川県警察本部 刑事部 捜査第一課）

特別講演２ 　11：10～12：00

座長 ：木下　博之（香川大学医学部）

　　　子ども虐待における法医学の役割  ～臨床法医学からみた証拠の採り方と保存～ 

講師 ：佐藤  喜宣（杏林大学医学部 名誉教授／日本歯科大学生命歯学部 客員教授／

　広島大学医学部 客員教授）

シンポジウム２ 　13：30～15：50

座長 ：毎原　敏郎（兵庫県立尼崎総合医療センター）

座長 ：木下　あゆみ（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）　

　　　児童虐待防止医療ネットワーク事業と多機関連携～香川県の現状と課題～

　 第一部　『香川県児童虐待防止医療ネットワーク事業』の取り組み

シンポジスト ：山下　晶子（香川県健康福祉部子ども政策推進局 子ども家庭課 副主幹）

：佐々木　剛（三豊総合病院 小児科部長）

：西岡　敦子（医療法人社団仁泉会 西岡医院 理事長）

　 第二部　多機関連携の実際と今後の課題

シンポジスト ：岸本　智成（香川県西部子ども相談センター 次長）

：松本　佳久（香川県警察本部 刑事部 捜査第一課）

：赤澤　孝博（香川県警察本部 刑事部 捜査第一課）

：平野　慎　（高松地方検察庁 刑事部長）

指定発言 ：名倉　俊一（最高検察庁 刑事政策推進室 検事）



一般演題プログラム

第1会場（４F　第1小ホール） 8月4日（土）

一般演題１ 　ＣＰＴ１ 10：20～　

座長 ：小西　央郎（労働者健康安全機構 中国労災病院）

座長 ：山本　真由美（小豆島中央病院）　

1-1. 児童虐待～予防早期発見への取り組み～

○ 上山　敦子

りんくう総合医療センター

1-2. 成人患者の診療から児童虐待にアプローチする必要性“親おやシート”の活用

○ 田中　敏春

新潟市民病院 児童虐待対策委員会

1-3. 旭中央病院における家族支援チームの告知・一時保護対応について

○ 木脇  和利

総合病院 国保旭中央病院 

1-4. こども養育支援チームの現状と課題-救急外来での取り組み-

○ 鈴木  雅子

埼玉医科大学病院

一般演題２ 　ＣＰＴ２ 11：05～　

座長 ：山本　英一（愛媛県立中央病院）

座長 ：杉田　まゆみ（釧路赤十字病院）

2-1. 当院における小児虐待対策チーム発足１年間の報告

○ 平澤　薫

埼玉協同病院 小児科

2-2. 当院における過去３年間のCPTによる効果と今後の展望

○ 木村　将裕

東京医科大学病院 小児科学分野

2-3. 地方病院における虐待診療の現状と課題～児童虐待対策部会設置一年の経過から～

○ 港　敏則

公立豊岡病院組合立豊岡病院 小児科

2-4. 地方病院における虐待診療の現状と課題（2）～看護師の立場から～

○ 拵井　弘美

公立豊岡病院組合立豊岡病院 看護部



一般演題３ 　法医学診断 13：50～　

座長 ：内ヶ崎　西作（日本大学医学部）

座長 ：主田　英之（兵庫医科大学）

3-1. 虐待が疑われた小児熱傷症例の検討

○ 友松　佐和

愛媛県立中央病院 小児科

3-2. 電子加熱式タバコによる火傷

○ 内ヶ崎　西作

日本大学医学部 社会医学系法医学分野

3-3. 硬膜下血腫を発症した血友病に認めた網膜出血

○ 青野　泰正

倉敷中央病院 教育研修部

一般演題４ 　精神　・　神経発達症 14：35～　

座長 ：舟橋　敬一 （埼玉県立小児医療センター）

座長 ：平山　哲 （大阪府立病院機構 大阪母子医療センター ）

4-1. 不登校の背後にある虐待

○ 阿部　惠一郎

あベクリニック

4-2. バウムテストから見た性的加害・性的被害

○ 阿部　惠一郎

あベクリニック

4-3. 被虐待児への非言語的な介入としてのアートサイコセラピー

○ 森　香保里

国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター

4-4. 児童相談所が発達の問題として関わっていたマルトリートメント事例について

○ 横山　浩之

福島県立医科大学 ふ＜しま子ども・女性医療支援センター

4-5. 乳児虐待のリスク因子である妊婦の衝動コントロールの困難さと発達障害傾向について

○ 立花　良之

国立成育医療研究センター こころの診療部乳幼児メンタルヘルス診療科



第２会場（５F　第２小ホール） 8月4日（土）

一般演題６ 　ネグレクト　・　医療問題　 10：20～　

座長 ：石倉　亜矢子（函館厚生院函館中央病院）

座長 ：藤本　縁（国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター）

6-1. 要支援家庭への関連機関との連携の課題

－白血病で救急搬送されたネグレクト事例を通して－

○ 山本　千晴

九州大学病院 看護部

6-2. 医療機関での一時保護が必要かどうか迷った一例について

○ 山田　篤志

JA神奈川県厚生連相模原協同病院 患者総合支援センター

6-3. 医療型障害児入所施設措置入所児の現状と問題点

○ 河田　真由美

かがわ総合リハビリテーシヨンセンター

6-4. てんかん発作が疑われたが、裸絞めによる意識障害であった一例

○ 小川　悠

順天堂大学医学部付属浦安病院 小児科

一般演題７ 　ＣＰＴ３　・　救急　 　 11：05～　

座長 ：神薗　淳司（北九州市立八幡病院 小児救急センター）

座長 ：中村　冨美江（東京臨海病院）

7-1. CPTを円滑にする工夫～MSWの視点から～

○ 城戸　貴史

静岡県立こども病院 地域医療連携室

7-2. 小児病棟看護師の気付きを高めるアセスメントシート

○ 斉藤　文

函館中央病院 小児病棟

7-3. 救急外来の外傷患者の中に被虐待児はどのくらいいるか？

○ 藤原　恵子

国立病院機構金沢医療センター 虐待防止委員会

7-4. 国保旭中央病院における異物誤飲症例についての検討

○ 太刀川　潤

新潟県立中央病院

7-5. 救急現場における救急隊員の児童虐待対応への認識と経験実態についての調査研究

○ 四宮　理絵

香川大学医学部附属病院 救命救急センター



一般演題８ 　周産期１ 13：50～　

座長 ：米山　法子（秋田市立秋田総合病院）

座長 ：木脇　和利（総合病院 国保旭中央病院）

8-1. 北海道における妊婦健診未受診妊婦の実態

○ 古瀬　優太

北海道大学周産母子センター

8-2. 養育を希望しない女性への支援～産科と小児科の視点から～

○ 平田　瑛子

大阪母子医療センター 看護部母性中央部

8-3. 被虐待歴があり、精神疾患を有する特定妊婦を多機関が連携して地域で支えている１事例

○ 山本　佳美

豊中市保健所 健康増進課

8-4. 障害を持って出生した児に対する母の受け入れの葛藤を児童虐待と誤認された一例

○ 起塚　庸

高槻病院 こどもと家族の支援センター

一般演題９ 　教育　・　予防 14：35～　

座長 ：小穴　慎二（国立病院機構 西埼玉中央病院）

座長 ：岩瀬　孝志（香川大学医学部）

9-1. GCUにおける乳幼児揺さぶられ症候群の予防教育への取り組み

○ 橋倉　尚美

社会医療法人愛仁会 高槻病院

9-2. 豊中市の母子保健における虐待発生予防の取り組み

○ 岸田　久世

豊中市保健所 健康増進課

9-3. 虐待リスクの高い特定妊婦の特徴と虐待予防の観点から検討した支援について

○ 池上　益世

豊中市保健所 健康増進課

一般演題１０ 　支援 15：10～　

座長 ：高橋　英城（東京医科大学病院 茨城医療センター）

座長 ：鈴木　雅子（埼玉医科大学病院）

10-1. 家族や学校から孤立した少年への医療ソーシャルワーカー（MSW）支援事例

○ 荻津　守

栃木県済生会宇都宮病院



10-2. 多職種連携による発育不良のある児への成長発達支援の１例

○ 宇野　美裕紀

市立ひらかた病院 看護局

10-3. 育児支援外来における管理栄養士の関わり

○ 宮武   志帆

国立病院機構 四国こどもとおとなの医療センター 栄養管理室

10-4. 子ども虐待危急の認識と対応に関する院外ワークショップ開催の試み

○ ―木　邦彦

北九州市立八幡病院 小児救急センター



第1会場（４F　第1小ホール） 8月5日（日）

一般演題５ 　ＡＨＴ 9：55～　

座長 ：安　炳文（京都第一赤十字病院）

座長 ：小橋　孝介（松戸市立総合医療センター）

5-1. 多平面及び3D構築画像が有用であったAbusive Head Traumaの１例

○ 禅正　和真

岡山大学病院 卒後臨床研修センター

5-2. 来院時に明確な受傷機転が保護者から得られなかった乳幼児頭部外傷症例の検討

○ 石川　順－

大阪市立総合医療センター 小児救急科

5-3. 虐待による乳児硬膜下血腫の検討-非虐待例と何が違い、なぜ重症化するのか？-

○ 朴　永銖

奈良県立医科大学 脳神経外科

5-4. 虐待による小児頭部外傷の分析と取り組み

○ 高砂　浩史

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科

5-5. 硬膜下血腫の画像所見の特徴と血腫形成機序に関する考察

○ 山中　巧

京都府立医科大学 脳神経外科

5-6. 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)に関するSBUレポートの論考

○ 山田　不二子

認定NPO法人 チャイルドファーストジャパン



第２会場（５F　第２小ホール） 8月5日（日）

一般演題１１ 　周産期２ 9：55～　

座長 ：徳永　康行（市立豊中病院）

座長 ：幸山　洋子（高松赤十字病院）

11-1. 当院における妊娠期からのこども虐待予防

～周産期メンタルヘルススクリーニングシステム構築～

○ 宮田　郁

大阪医科大学附属病院 看護部

11-2. 函館市の現状から当周産期センターでの母子支援を振り返る

母子支援連絡票の送付に着目して

○ 滝澤　弘子

函館厚生院函館中央病院 周産期センター

11-3. EPDSからみた出生後の育児指導と虐待予防について

○ 大藤　佳子

愛媛県立新居浜病院 小児科／地域周産期母子医療センター

一般演題１2 　多機関連携 10：30～　

座長 ：池宮　美佐子（大阪市保健所）

座長 ：大島　誠（総合病院 国保旭中央病院）

12-1. 虐待と判断することにオーバートリアージは容認されるのか？ 

容認されるなら何が必要か？

○ 新田　雅彦

大阪医科大学 小児科学教室／大阪府三島救急医療センター

12-2. 警察を含めた多機関連携による虐待対応の有用性

○ 森　里美

神奈川県立こども医療センター

12-3. 多職種・多機関連携による子ども虐待の緊急対応事案の検証

○ 川口　真澄

北九州市立八幡病院 小児救急センター

12-4. 大阪府児童虐待防止医療ネットワーク事業“拠点病院としての当院の取組み
”

○ 田口　眞規子

愛仁会高槻病院 患者相談室


