第12回 Neonatal Care Forum
in Tokyo Metropolitan Area （NeoForum）
日 時 ： 2017年9月30日（土）10:00～17:00
場 所 ： はまぎんホールヴィアマーレ
〒220-8611 横浜市西区みなとみらい3-1-1
横浜銀行本店ビル1階
TEL 045-225-2173

テーマ ： 『

これからのNICU

』

プログラム
＊午前シンポジウム＜これからのNICU ～ケアからシェアへ～＞（10:05～12:00)
座長：聖マリアンナ医科大学 北東 功
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 畑中 身和子
演者：聖隷浜松病院 大木 茂 他
•

＊＜ランチョン＞（12:20～13:00)
座長：横浜市立大学附属病院 西巻 滋
演者：神奈川県立こども医療センター 豊島 勝昭
＊特別講演（13:20～14:10)
座長：神奈川県立こども医療センター 猪谷 泰史
演者：公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事

大住 力

＊午後シンポジウム＜災害対策と広域連携＞ （14:10～17:00)
座長：北里大学病院 釼持 学
横浜労災病院 古都 美智子
パネルディスカッション 首都圏直下型地震を想定したシミュレーション 他

若手医師、メディカルスタッフの皆さんの積極的な参加を歓迎致します
参加費 ： ¥ 3,000
共催

NeoForum
アッヴィ合同会社

第12回 NeoForum
日時
会場
テーマ
時間
9:00 ～ 9:50
9:00 ～
10:00 ～ 10:05

2017年9月30 日（土） 10:00～17:00（受付9:00～）
はまぎんホール ヴィアマーレ 1階 ホール
『 これからのNICU 』

＜若手医師、メディカルスタッフの皆さんの積極的な参加を歓迎致します。＞
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ
幹事会
2F 控室2 ※出席対象者は幹事のみです
幹事会
受付開始
開会挨拶

幹事

10:05 ～ 10:35
10:35 ～ 10:50
10:50 ～ 11:00

11:00 ～ 11:30

11:30 ～ 12:00

総合討論

12:00 ～ 12:20

休憩

ランチョンセミナー
12:20 ～ 13:00
（お弁当あり）
13:00 ～ 13:20

休憩

13:20 ～ 14:10

特別講演

神奈川県立こども医療センター 猪谷 泰史

座長

聖マリアンナ医科大学 北東 功
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 畑中 身和子

演題

『FCC～家族の居心地とスタッフの働き心地～』

演者
演題
演者
演題
演者
演題
演者

聖隷浜松病院 大木 茂
『NIDCAPからから考えるこれからのNICU』

演者

シンポジスト（アンサーパッド使用）

座長
演題
演者

5

横浜市立大学附属市民総合医療センター 斎藤 紀子、吉野 菜穂子
『家族側から考えるケアからシェア』
山本 実菜
『スタッフと家族とのシェアの取り組み』
神奈川県立こども医療センター
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院
昭和大学横浜市北部病院

30
15
10

30

30

横浜市立大学附属病院 西巻 滋
『「コウノドリ」の撮影協力で感じたこと、伝えたかったこと』
神奈川県立こども医療センター 豊島 勝昭

40
20

座長
演題
演者

神奈川県立こども医療センター 猪谷 泰史
『ディズニーランドの災害時対応から学ぶ』
公益社団法人 難病の子どもとその家族へ夢を 代表理事 大住 力

50

『大地震対策と広域連携』
座長

北里大学 釼持 学
横浜労災病院 古都 美智子

演題

首都圏NICU施設災害対策アンケート結果（アンサーパッド使用）

14:10 ～ 14:40
休憩

30
20

演題
演者
演題
演者
演題

15:30 ～ 15:45

50

20

シンポジウム２

15:00 ～ 15:30

(分）

『これからのNICU ～ケアからシェアへ～』

シンポジウム１

14:40 ～ 15:00

プログラム

15:45 ～ 16:45

パネル
ディスカッション

演者

16:45 ～ 16:50

閉会挨拶

会長

『新生児医療連絡会の災害時広域連絡システム：熊本の経験から』
聖隷浜松病院 大木 茂
『熊本地震における地域連携について～患者受け入れ経験を通して～』
福田病院 川口 亜由美
首都圏直下型地震を想定したシミュレーション
大木 茂、加部 一彦（埼玉医科大学総合医療センター）
川口 亜由美、関 和男（横浜市立大学附属市民総合医療センター）
福島 幸恵（千葉大学）、皆川 沙織（日本赤十字社医療センター）
杏林大学 楠田 聡
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60
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≪アクセス≫

■電車
ＪＲ・横浜市営地下鉄線 桜木町駅下車 動く歩道利用５分
みなとみらい線 みなとみらい駅下車「クイーンズスクエア連絡口」「けやき通り口」より
徒歩７分
※駐車場のご用意がございませんので、ご来場の際は、公共の交通機関等をご利用く
ださるよう、お願い申しあげます。
＜新幹線新横浜駅からのご案内＞
■JR横浜線
新横浜駅～（JR東神奈川駅）～JR京浜東北線桜木町駅（15分）
JR桜木町駅～ヴィアマーレ（徒歩約5分）
■横浜市営地下鉄
新横浜駅～横浜市営地下鉄桜木町駅（15分）
横浜市営地下鉄桜木町駅～ヴィアマーレ（徒歩約9分）
＜空港からのご案内＞
○羽田空港
■京浜急行羽田空港駅～横浜駅（24分）
JR横浜駅～JR京浜東北線桜木町駅（3分）～ヴィアマーレ（徒歩約5分）
（またはみなとみらい線横浜駅～みなとみらい駅（3分）～ヴィアマーレ（徒歩約7分）
■リムジンバス～横浜シティエアーターミナル（YCAT）（約30分）
横浜シティエアーターミナル（YCAT）（横浜駅東口）～ヴィアマーレ（タクシー約5分）
（または①JR横浜駅～JR京浜東北線桜木町駅（3分）～ヴィアマーレ（徒歩約5分）
②みなとみらい線横浜駅～みなとみらい駅（3分）～ヴィアマーレ（徒歩約7分））

