
第 3 回 三重県小児在宅医療実技講習会・講演会

小児在宅医療の実際と実技講習

【共催】　三重県小児科医会、三重県医師会、三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンター　　　【後援】　三重県

午前の部
先着 30名

9:30 ～13:05（受付 9:00） 午後の部 13:30 ～16:30（受付 13:00）

医師
（小児科新専門医制度研修単位取得研修会（申請中））

どなたでも
　　ご参加いただけます実技講習会 講 演 会対

象
対
象

参加無料

※小児科新専門医制度研修単位取得研修会（申請中）

どなたでも
　　　参加可能医師限定︕

午前の部  9:30 ～ 13:05（受付 9:00）

午後の部  13:30 ～16:30（受付 13:00）

2018 年8月5日    日

会場　三重県医師会館

 9:30  　 9:35 　開会の辞
　　　　　　 　 三重県小児科医会 会長 野村豊樹

 9:35 　 9:40 　プログラム説明

 9:40  　10:55　「気管カニューレ交換に必要な知識」
　　　　　　 　 馬路智昭 氏　桑名市総合医療センター 小児科部長

10:55　12:10　「胃瘻カテーテル交換に必要な知識」
　　　　　　　内田恵一 氏　三重大学大学院 消化管・小児外科准教授
　　　　　　　　　　　 　　三重大学病院 医療福祉支援センター センター長

12:10　12:20　休憩

12:20　13:00　「平成 30 年度診療報酬改定後の
在宅医療・小児在宅医療の診療報酬」

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　   埼玉県済生会川口総合病院小児科主任部長
　　　　　　　大山昇一 氏　日本小児科学会社会保険委員会副委員長

13:00　13:05　閉会の辞
　　　　　　 　 三重県小児科医会 理事 松田 正

▼
▼

▼
▼

▼
▼

▼

座長　松田　正
まつだ小児科クリニック 院長

13:30　13:35　開会の辞
　　　　　　 　 三重県医師会　

13:35　14:15　「小児在宅医療体制整備における
日本医師会の役割」

　　　　　　 　 松本吉郎 氏　　日本医師会 常任理事

14:15　14:55　「もっと知って︕もっと利用して︕
相談支援専門員」

　　　　　　 　 福岡 寿 氏　日本相談支援専門員協会 顧問

14:55　15:05　休憩

15:05　16:25　「いつも笑顔をありがとう
～医療的ケアを要する重症児者を診るうえで大切なこと～」

　　　　　　 　 小沢 浩 氏　島田療育センターはちおうじ

16:25　16:30　閉会の辞
　　　　　　 　 三重県小児科医会 副会長 落合 仁
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座長　中村康一
三重県医師会 常任理事

座長　岩本彰太郎
三重大学医学部附属病院 小児トータルケアセンター長

座長　平山雅浩
三重大学大学院医学系研究科 小児科学分野 教授

気管カニューレ

胃ろうカテーテル

ランチョンセミナー

講　　演

講　　演

講　　演



第 3 回 三重県小児在宅医療実技講習会・講演会

小児在宅医療の実際と実技講習
午前の部 実技講習会 先着 30 名
9:30 ～13:05（受付 9:00）

午後の部 講演会
13:30 ～16:30（受付 13:00）

対象︓医師（小児科新専門医制度研修単位取得研修会（申請中））
※定員満了になり次第、受付を終了させていただきます。ご了承ください。

参加希望枠に○をご記入ください

対象︓どなたでもご参加いただけます
※小沢浩氏講演︓小児科新専門医制度研修単位取得研修会（申請中）

参加申込用紙

ご氏名

※↑参加者全員のお名前をご記入ください。

E-mail

勤務先
住所

電話番号

ふりがな

施設名

役職・職種 午前
の部

午後
の部

〒　　　－

電話番号（　　　　　）　　　　　－

FAX 059-231-5435
※ 午前の部 お申込みの方
　 返信用 FAX 番号（受付完了のお返事をさせていただきます。必ずご記入ください。）

（　　　） 　　－

どなたでも
　　　参加可能

医師限定︕

2018 年

8月5日    日

〒514-0003
三重県津市桜橋2丁目191-4

会 場
三重県医師会

※無料駐車場あり。
　数に限りがございます。出来る限り公共交通機関にてお越しください。

三重大学医学部附属病院　小児トータルケアセンター
TEL︓059-231-5768　FAX︓059-231-5435

お問い合わせ
（事務局）

共催︓三重県小児科医会、三重県医師会、三重大学医学部附属病院小児トータルケアセンター
後援︓三重県

※申込締切
午前の部︓2018 年 7 月　8 日（日）
午後の部︓2018 年 7月20 日（金）
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