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各 位 

第 70 回中国四国小児科学会 開催並びに演題募集のご案内 

 
謹啓 入梅の候、ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。 
さて、この度、第 70 回中国四国小児科学会を 2018 年 11 月 24 日（土）から 25 日（日）の 2 日間、

松山市の愛媛県医師会館にて開催する運びとなりました。実りの多い学会となりますよう、準備委員一

同、鋭意準備を進めております。 
今回の学会のテーマは「子どもの夢、小児科の未来」といたしました。また学会のプログラムは、例年

通り特別講演、教育講演、ワークショップ、一般演題で構成する予定です。開催を契機に多くの医療機

関の関係者が集い、交流が促進され、中国四国地域の小児医療の発展につながることを期待しています。 
是非、多数の演題応募ならびにご参加をいただきますよう、皆様のご協力をお願い申し上げます。 
末筆となりましたが、皆様のますますのご繁栄をお祈り申し上げます。 

謹白 
記 

＜第 70 回中国四国小児科学会 開催概要＞ 
会  期： 2018 年（平成 30 年）11 月 24 日（土）～25 日（日） 

  会  場： 愛媛県医師会館 〒790-0003 愛媛県松山市三番町 4 丁目 5-3（TEL:089-943-7582） 
テ ー マ： 子どもの夢、小児科の未来 
参 加 費： 医師 7,000 円、医師以外 3,000 円、学生・初期研修医 無料（※証明書の提示が必要） 
懇 親 会： 11 月 24 日（土）19：00～ 松山全日空ホテル 

  参加費： 事前申込 4,000 円、当日申込：5,000 円です。 
  会場で県対抗のダーツ大会を開催します。 

事前参加のお申し込みは学会ホームページより受け付けています。 
皆さまお誘いあわせの上、奮ってご参加ください。 

   
※プログラムは別紙をご参照ください。 

 

＜演題募集のご案内＞ 
募集期間： 2018 年 5 月 31 日（木）～7 月 6 日（金）正午 （予定） 

  応募方法： 演題登録は演題登録システムによるインターネットオンライン登録となります。 
学会ホームページ（http://www.c-linkage.co.jp/jps2018）よりご応募ください。 

 
以上 

 
第 70 回中国四国小児科学会 

会長 石井 榮一 
事務局長 石前 峰斉 

 
＜学会事務局＞ 

愛媛大学大学院医学系研究科小児科学講座内 
  

＜お問い合わせ先＞  
運営事務局 （株）コンベンションリンケージ内 

〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-19-3 PIAS TOWER 11F 
TEL: 06-6377-2188 / FAX: 06-6377-2075/ 

E-mail: jps2018@c-linkage.co.jp 
  



第 70 回中国四国小児科学会 プログラム（予定） 

 
 
特別講演 1 「子ども政策をめぐる今日的課題」 
日時：11 月 24 日（土） 午後 予定 
座長：石井 榮一先生（愛媛大学小児科） 
演者：自見 はなこ先生（参議院議員） 

※ 小児科専門医更新単位（iii 小児科領域講習） 申請予定 
 
特別講演 2 「小児がん拠点病院と小児がん治療の現状」 
日時：11 月 24 日（土） 午後 予定 
座長：香美 祥二 先生（徳島大学小児科） 
演者：小林 正夫 先生（広島大学小児科） 

石井 榮一 先生（愛媛大学小児科）  
共催：バイエル薬品株式会社 

 
教育講演 1 「ファブリー病の診断と治療のポイント」 

日時：11 月 24 日（土） 午後 予定 
演者：酒井 規夫 先生（大阪大学） 
座長：日下 隆 先生（香川大学小児科） 
共催：大日本住友製薬株式会社 
 

教育講演 2 「小児科医として新生児を診る」 
日時：11 月 25 日（日） 午前 予定 
座長：長友 太郎 先生（愛媛県立中央病院新生児科） 
演者：佐藤 和夫 先生（九州医療センター小児科医長） 

 
男女共同参画シンポジウム  
日時：11 月 25 日（日） 午前 予定 
コーディネーター：   

福原 里恵先生（県立広島病院新生児科） 
江口 真理子先生（愛媛大学小児科） 

座長：福原 里恵 先生（県立広島病院新生児科） 
近藤 陽一 先生（松山赤十字病院小児科） 

演者：福原 里恵 先生（県立広島病院新生児科） 
加藤 育子 先生（香川大学小児科） 
原 祐子 先生（愛媛大学眼科） 
吉岡 章 先生（奈良県立医科大学名誉教授） 
※ 小児科専門医更新単位(iii 小児科領域講習)申請予定 
 

  



 
感染対策講習会 「日常診療での感染対策」 
日時：11 月 25 日（日） 午後 予定 
演者：田内 久道 先生（愛媛大学小児科・感染制御部） 

※ 小児科専門医更新単位（ii 専門医共通講習） 申請予定  
 
ランチョンセミナー1 
「オミックス解析を基盤とした難治性小児がんの治療標的の探索（仮）」 
日時：11 月 25 日（日） 昼 予定 
演者：滝田 順子 先生（東京大学小児科） 
座長：藤枝 幹也 先生（高知大学小児科） 
共催：中外製薬株式会社 

 
ランチョンセミナー2 
「全身性若年性特発性関節炎 Up-to-date（仮）」 
日時：11 月 25 日（日） 昼 予定 
共催：ノバルティスファーマ株式会社 

 
一般演題（口演）     
 
懇 親 会 
日 時：11 月 24 日（土）19：00～ （予定） 
会 場：松山全日空ホテル 

〒790-8520 愛媛県松山市一番町 3-2-1（TEL:089-933-5511(代) ） 
参加費：事前申込 4,000 円・ 当日申込：5,000 円です。 
 
会場で県対抗のダーツ大会を開催します。 
現在、学会ホームページにて、事前参加のお申し込みを受け付けています。 
皆さまお誘いあわせの上、奮ってご参加ください。 

 
※プログラムは 2018 年 6 月現在の内容です。開催日程は若干変更する可能性がございます。 

最新のプログラムは、学会ホームページにてご確認ください。 
 
 

以上 


