
プログラム 

9:55−10:00  開会の辞  瀧谷公隆（大阪医科大学 医学教育センター） 

 

10:00-10:50  特別講演  

「小児臨床薬理・発達薬理学的な視点からみた栄養」 

座長：高谷竜三（大阪府済生会茨木病院小児科） 

演者：河田興（摂南大学薬学部 実践薬学分野） 

 

10:50-11:30  一般演題 I 演題番号 1−4 

座長：有阪 治（那須赤十字病院 小児科） 

1. 日本ダウン症児の尿酸値、甲状腺機能および体格の評価 

〇にえ川智美１） 松田卓也１） 黒柳裕一２）岡空圭輔３）高谷竜三４） 

瀧谷公隆５） 玉井浩１） 
１）大阪医科大学小児科 ２）済生会吹田病院小児科 ３）市立ひらかた

病院小児科 ４）済生会茨木病院小児科  
５）大阪医科大学医学教育センター 

 

2. 日常診療で低脂血症の学童から学んだこと 

〔家族性低βリポ蛋白血症：FHBL（ヘテロ）を中心に〕 

〇古川冨美枝 1) 藤井建一 2) 田中充 2) 金子愛子 2) 瀧栄志郎 2) 

瀬戸司 2) 森定基裕 2) 瀬邉翠 2) 岡本裕宏 3) 中川元 3) 眞鍋穰 4)

社会医療法人同仁会 1)みみはら高砂クリニック小児科 2)耳原総合

病院小児科 3)耳原鳳クリニック 4)阪南医療生協診療所 

 

3. 妊娠前から栄養制限を受けた母体から出生した児の発達・代謝 

異常に及ぼす影響 

〇吉元魁人 1) 竹森久美子 1) 松尾拓哉 2) 谷間志帆 1) 米谷俊 1) 
1)近畿大・農・食品栄養 2)近畿大・医・基盤教育 

 

4. ビフィズス菌垂直伝達における新生児口腔内液の関与 

〇荒井美輝 1) 久田研 1) 戸田一弥 2) 清水金忠 2) 東海林宏道 1)  

合阪幸三 3) 清水俊明 1) 
1)順天堂大学小児科 2)森永乳業基礎研究所 3)浜田病院産婦人科 

 

11:30-12:20  教育講演Ⅰ  

座長：清水俊明（順天堂大学 小児科） 

「食育におけるヘルスリテラシーと食環境整備」 

演者：吉池信男 （青森県立保健大学 健康科学部栄養学科） 

 

 

 

 



12:20-13:20 ランチョンセミナー（ノーベルファーマ株式会社／ 

    株式会社メディパルホールディングス共催） 

座長：瀧谷公隆（大阪医科大学 医学教育センター） 

「亜鉛欠乏症の診療指針 2018」のポイント  

～小児の亜鉛欠乏症を見逃さないために～ 

演者：児玉浩子（帝京平成大学健康メディカル学部 健康栄養学科） 

 

13:20-13:50  コーヒーブレイク  

 

13:50-14:30  一般演題 II 演題番号 5−8 

座長：原 光彦（東京家政学院大学人間栄養学部 人間栄養学科） 

  5. 都内某区立中学生における肥満度と生活習慣の関連 

〇岡山和代１） 児玉浩子１） 野村恭子２） 鈴木由美子３） 武見ゆかり４） 

中西明美４） 衛籐久美４） 髙橋均３） 川田裕樹５） 朝倉比都美６） 
1)帝京平成大学健康メディカル学部健康栄養学科 2)秋田大学医学部

公衆衛生学講座 3) 広島大学大学院教育学研究科 4)女子栄養大学栄

養学部 5)國學院大學人間開発学部 6)帝京大学板橋病院栄養課 

 

  6. 小児肥満児における血管内皮機能障害の検討 

  〇小田中 豊 瀧谷公隆 片山博視 蘆田温子 尾崎智康 玉井 浩 

  大阪医科大学小児科 

 

  7. ３歳健診での肥満予防の取り組み  

〇市川 剛１,２) 有阪 治１) 中山幸量２) 長沼純子２) 小山さとみ２)

 吉原重美２)   
１)那須赤十字病院小児科 ２)獨協医科大学小児科 

 

  8. 小児生活習慣病検診における小児肥満症合併症の肥満度による 

                 比較 

〇青木真智子 

福岡市医師会小児生活習慣病対策部会 福岡市医師会小児生活習

慣病対策部会 青木内科循環器科小児科クリニック 

 

14:30-15:10  一般演題 III 演題番号 9−12 

座長：市川 剛（那須赤十字病院 小児科）  

9. 難治性てんかん児にケトン食を導入し自宅退院に向けて食事内

容を調整した一例 

〇山下千春 1) 早崎麻衣子 1) 内田加奈江 1) 相原綾香 1) 江島寛幸 1) 

山口恵実 1) 田巻ともみ 1) 朝倉比都美 1) 星野英紀 2) 三牧正和 2)  
1)帝京大学医学部附属病院栄養部 2)帝京大学医学部小児科 

 

10. 修正アトキンズ食療法を外来管理下に導入した難治性 

てんかんおよびグルコーストランスポーター1 欠損症の 5 症例 



〇橋本 泰子 1) 黒沢 彩乃 1) 坂田 章 1) 西川 愛子 2） 伊藤 進 2)  

永田 智 2) 
1) 東京女子医科大学病院栄養管理部 2) 東京女子医科大学小児科 

 

11. 福島県新地町のスーパー食育スクールにおける食事調査 

について 

〇原 光彦 1,2) 斉藤恵美子 1) 阿部百合子 2,2) 西村美帆子 1)   

岡田知雄 3) 
1)東京家政学院大学人間栄養学部人間栄養学科 
2)日本大学医学部小児科学系小児科学分野 
3)神奈川工科大学応用バイオ科学部栄養生命科学科 

 

12. 子どもの食と栄養の大切さ・楽しさをいかに共有するか 

―小児病院での取り組み 

〇前川貴伸 1) 益田静夏 2) 
1) 国立成育医療研究センター 総合診療部 総合診療科 
2)国立成育医療研究センター 栄養管理部 

 

15:10-15:30  教育講演 II  

座長：上田玲子（帝京科学大学人間教育学部 幼児保育学科) 

「小児専門管理栄養士制度の策定に向けて」 

演者：位田 忍 （大阪母子医療センター） 

 

15:30-16:50  シンポジウム「地域における学校医の役割：食育・肥満・成長」 

  （一般社団法人 大阪府医師会 学校医部会 共催） 

座長：東野博彦 （東野医院、大阪府医師会学校医部会） 

1.「最近の学校保健；①肥満度曲線の活用と肥満度評価の注意点、   

 ②運動器検診について」 

演者：高谷竜三（大阪府済生会茨木病院小児科、 

        大阪府医師会学校医部会） 

２.「大阪市学童・生徒のやせと肥満：貧困が体格と生活スタイ 

  ルに及ぼす影響」  

演者：高屋淳二（河内総合病院小児科、大阪府医師会学校医部会）    

３.「子供たちの食事情」 

演者：村山 聡（高槻支援学校） 

 

16:50-17:00  第 16 回日本小児栄養研究会 優秀演題表彰式  

★「ビフィズス菌垂直伝達における新生児口腔内液の関与」 

荒井美輝（順天堂大学小児科） 

★「妊娠前から栄養制限を受けた母体から出生した児の発達・代謝異常に及ぼす影響」 

吉元魁人（近畿大学農学部食品栄養学科） 

 

17:00-17:05 閉会の辞  瀧谷公隆（大阪医科大学 医学教育センター） 


