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1708-B-001 北海道 北海道 第38回道北小児科懇話会 「新しいガイドラインに基づいた夜尿症診療の実際」 東　寛
旭川医科大学医学部
小児科学講座

2017.12.9

1708-B-002 東北 秋田県 第37回日本小児循環動態研究会 学術集会
「遺伝性出血性末梢血管拡張症（オスラー病）
の診断と治療　-最近の話題を中心に-」

豊野　学朋
秋田大学大学院
小児科学講座

2017.10.28～29

1708-B-003 東北 青森県 第166回日本小児科学会青森地方会 「代謝救急‐はじめの一歩‐」 伊藤　悦朗
弘前大学大学院
医学系研究科小児科学

2017.10.28

1708-B-004 東北 秋田県 第32回秋田県周産期・新生児医療研究会
「大阪における周産期救急システム
～２例の死戦期帝王切開を経験してから」

高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2017.11.5

1708-B-005 東北 岩手県 第1回発達障がい対応力向上研修
「かかりつけ医における発達障がい児診療
（発達障がい児診療のポイント）」

石川　育成 一般社団法人岩手県医師会 2017.11.12

1708-B-006 関東 埼玉県 第62回日本新生児成育医学会学術集会 再生医療の実用化による脳性麻痺の予防と治療 側島　久典 埼玉医科大学総合医療センター 2017.10.12
1708-B-007 関東 埼玉県 第62回日本新生児成育医学会学術集会 法的根拠を得た小児在宅医療の地域連携 側島　久典 埼玉医科大学総合医療センター 2017.10.13

1708-B-008 関東 埼玉県 第62回日本新生児成育医学会学術集会
新生児期に緊急対応が必要な先天代謝異常症：
その診断と治療

側島　久典 埼玉医科大学総合医療センター 2017.10.14

1708-B-009 関東 栃木県 第54回日本小児アレルギー学会学術大会

特別企画「ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患対策基本法で、小児ｱﾚﾙｷﾞｰ医療は
どうかわるか」
1「ｱﾚﾙｷﾞｰｴﾃﾞｭｹｰﾀｰの役割」
2「拠点病院について」
3「適切な医療が子どもたちの生活を豊かにする
環境づくりを支える」
4「行政の立場から」

吉原　重美
獨協医科大学医学部
小児科学

2017.11.18

1708-B-010 関東 栃木県 第54回日本小児アレルギー学会学術大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ3「長引く咳の治療戦略」
1「長引く咳の原因・病態」
2「長引く咳の気道分泌」
3「長引く咳の診断」
4「長引く咳の治療戦略-
本当に治療が必要な咳か見極めよう」

吉原　重美
獨協医科大学医学部
小児科学

2017.11.18

1708-B-011 関東 栃木県 第54回日本小児アレルギー学会学術大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ4「食物アレルギー診療の最前線」
1「消化管ｱﾚﾙｷﾞｰ」
2「経口免疫療法」
3「診断と検査」
4「感作の成立と予防対策」
5「学校生活管理指導表導入とその質の向上を目指して」

吉原　重美
獨協医科大学医学部
小児科学

2017.11.18

1708-B-012 関東 栃木県 第54回日本小児アレルギー学会学術大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ7「JPGL2017改訂版　ｷｰｴｯｾﾝｽ」
1「疫学調査からみた小児喘息」
2「JPGL2017におけるCQ」
3「長期管理に関する薬物療法」
4「急性増悪(発作)について」
5「乳幼児喘息について」
6「患者教育、吸入指導について」

吉原　重美
獨協医科大学医学部
小児科学

2017.11.18

1708-B-013 関東 東京都 第42回東日本小児科学会 熱性けいれん、けいれん重積の最近の知識 楊　國昌
杏林大学医学部
小児科学教室

2017.11.23

1708-B-014 関東 栃木県 第142回日本小児科学会栃木県地方会 脊髄性筋萎縮症の臨床と最新治療 山形　崇倫
自治医科大学
小児科学

2017.11.26

1708-B-015 関東 東京都 地域総合小児医療認定医　第3回指導者研修会 学校運動器健診の意義と有効性について 佐藤　好範 日本小児科医会 2017.11.26

1708-B-016 関東 東京都 第642回東京都地方会講話会 免疫療法の現状と将来 永田　智
日本小児科学会
東京都地方会

2018.1.13

1708-B-017 関東 東京都 第643回東京都地方会講話会 予防接種の必要性と安全性 永田　智
日本小児科学会
東京都地方会

2018.2.10

1708-B-018 関東 東京都 第644回東京都地方会講話会
遺伝病の中枢神経障害の治療
―最近の進歩―

永田　智
日本小児科学会
東京都地方会

2018.3.17

1708-B-019 中部 三重県 公益社団法人 三重県医師会 Late pretermの発達・注意点 青木　重孝 公益社団法人 三重県医師会 2017.11.5
1708-B-020 中部 三重県 松阪地区医師会 小児臨床懇話会 (仮) 小児の脳外科疾患について 大久保　俊希 松阪地区小児科医会 2017.11.28
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1708-B-021 中部 岐阜県 第4回発達障がい講演会
発達性読み書き障がいのすべて
-能機能から診断・治療まで

西村　悟子 岐阜大学障がい児寄附講座 2017.12.2

1708-B-022 中部 長野県
日本周産期・新生児医学会 
第36回周産期学シンポジウム

講演1：常位胎盤早期剥離と胎盤病理
講演2：常位胎盤早期剥離と低体温療法

中村　友彦 長野県立子ども病院 2018.1.19

1708-B-023 中部 長野県
日本周産期・新生児医学会 
第36回周産期学シンポジウム

常位胎盤早期剥離の診断、児の予後 中村　友彦 長野県立子ども病院 2018.1.20

1708-B-024 中部 長野県
日本周産期・新生児医学会 
第36回周産期学シンポジウム

常位胎盤早期剥離の搬送、システム 中村　友彦 長野県立子ども病院 2018.1.21

1708-B-025 近畿 兵庫県 日本人類遺伝学会第62回大シンポジウム11
生殖制帽系列における染色体異常：
成因と疾患の新知見

戸田　達史
東京大学大学院
医学研究科神経内科学

2017.11.17

1708-B-026 中四国 香川県 平成29年度香川県周産期医療従事者研修会 超音波から診る胎児機能不全 秦　利之 香川大学 2017.12.2
1708-B-027 中四国 島根県 初学者のための漢方講座 小児の漢方治療・小児科医が漢方を使うポイント 崎山　武志 一般社団法人日本小児東洋医学会 2017.12.3

1708-B-028 中四国 岡山県 第61回岡山県保健協会総会及び研究発表会
特別支援教育の現在を知る～
教育と医療の関係を深めるために

小田　慈 岡山大学 2017.12.10

1708-B-029 九州 鹿児島県 第91回鹿児島県小児科医会学術講演会 最近の小児血液疾患の進歩とプライマリケア（仮） 南　武嗣 鹿児島県小児科医会 2017.11.24

1708-B-030 九州 沖縄県 第3回小児神経学サテライトセミナー

セミナー　60分ｘ５
（①小児神経遺伝学の極意②小児神経学的診察の極意
③小児脳波判読の極意④小児頭部画像診断の極意
⑤小児てんかん診療の極意）

大府　正治
沖縄県立南部医療センター
小児神経科

2018.1.6

1708-B-031 九州 沖縄県 第110回沖縄小児神経研究会 小児神経学　in OKINAWA 大府　正治
沖縄県立南部医療センター
小児神経科

2018.3.20


