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1709-B-001 東北 青森県
平成29年度
青森県小児保健協会総会・学術集会

「児童虐待に関する最新情報
-青森県の現状と対策-」

伊藤　悦朗
弘前大学大学院
医学研究科小児科学

2017.12.3

1709-B-002 東北 福島県
第105回県南小児科医会
学術講演会

「新生児の蘇生法（NCPR）2015」 佐久間　弘子 星総合病院診療部兼小児科 2018.1.11

1709-B-003 東北 宮城県
宮城県小児科医会
学術講演会

「宮城県立こども病院における抗菌薬適正使用
小児感染症医としての歩み（仮）」

奥村　秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2018.1.18

1709-B-004 東北 秋田県
第112回日本小児科学会
秋田地方会

「アレルギー性鼻炎治療の重要性」 高橋　　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2018.1.21

1709-B-005 東北 秋田県
第112回日本小児科学会
秋田地方会

「乳児健診～異常所見は何を意味しているのか？～」 髙橋　　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2018.1.21

1709-B-006 東北 新潟県 第54回新潟小児神経学研究会 「小児・重症心身症児に対する気道管理と外科的サポート」 齋藤　昭彦 新潟大学小児科 2018.1.27

1709-B-007 東北 新潟県 第301回新潟市小児科医会集談会 「病院で取り組む肥満診療の実際（仮）」 柳本　利夫 やぎもと小児科 2018.6.2

1709-B-008 関東 群馬県
第205回日本小児科学会
群馬地方会講話会

「PICU～小児緊急最後の砦」リターンズ
あれから10年

荒川　浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2017.12.2

1709-B-009 関東 神奈川県
第95回　こども医療センター
学術集談会

シンポジウム「”育ち”を支える医療の進歩」
1.新生児医療の進歩、NICUから始まる育ち支援
2.胆道閉鎖症患児の”育ち”を支える　進歩と課題
3.希少難病における診断・治療の進歩
4.地域での“育ち”を支える看護
　―先天性心疾患患者を取り巻く医療・生育環境から考える―
5. 慢性疾患・身体疾患を持つ子どもへの心理的支援

井合　瑞江 障害児入所施設局 2017.12.9

1709-B-010 関東 神奈川県
第95回　こども医療センター
学術集談会

特別講演「小児難治性ネフローゼ症候群への
リツキシマブ療法の開発
～小児腎臓病学会による医薬品開発の挑戦～」

山下　純正 神奈川県立こども医療センター 2017.12.9

1709-B-011 関東 東京都 成育在宅医療懇話会

シンポジウム「トランジション医療
～子どもたちと家族の成人移行に向けた成育での取り組み～」
総論：トランジション医療の実際
各論：1.トランジション医療　－最善の医療を求めて－
　　　　2.トランジション外来
　　　　3.大人になりゆくこどもたち
　　　　4.地域医療機関との連携

賀籐　均 国立成育医療研究センター 2017.12.16

1709-B-012 関東 山梨県 第9回山梨県小児医療セミナー 山梨県における小児救急体制の現状と将来 杉田　完爾 山梨大学　小児科 2018.1.9

1709-B-013 関東 東京都
第40回日本小児遺伝学会
学術集会

「教育講演」
AIは小児遺伝学の診療・研究にどうかかわるか？

長谷川　奉延
慶應義塾大学医学部
小児科学教室

2018.1.12

1709-B-014 関東 東京都
第40回日本小児遺伝学会
学術集会

「特別講演」
ゲノム医療の時代を迎え小児遺伝学会に望むこと

長谷川　奉延
慶應義塾大学医学部
小児科学教室

2018.1.13

1709-B-015 関東 埼玉県
第7回埼玉県西部地区
新生児臨床検討会

新生児科医の小児科医による
研究の進め方と論文の書き方

田村　正徳
埼玉医科大学総合医療センター
総合周産期母子医療センター

2018.1.16

1709-B-016 関東 東京都 多摩小児神経懇話会
有馬症候群とジュベール症候群：
絨毛障害の疾患概念

池上　真理子
東海大学医学部付属
八王子病院小児科

2018.1.20

1709-B-017 関東 東京都 第12回　子どもの食育を考えるフォーラム

シンポジウム
「新しい授乳・離乳の支援ガイドについて」
1.授乳の支援
2.離乳の支援

位田　忍 大阪母子医療センター 2018.1.20

1709-B-018 関東 東京都 第249回下町小児科懇話会 子どもの成長とスポーツ 小澤　美和 聖路加国際病院小児科 2018.1.23
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1709-B-019 関東 山梨県
第34回日本小児神経学会
山梨小児神経懇話会

小児在宅医療の現状と展望 相原　正男
山梨大学
健康・生活支援看護学講座

2018.2.3

1709-B-020 関東 茨城県 第117回　茨城小児科学会 小児神経・脳疾患診療のポイント 須磨﨑　亮
茨城県立こども病院、
筑波大学小児科

2018.2.12

1709-B-021 関東 神奈川県 第18回　食物アレルギー研究会

シンポジウム「学校・保育所等でのアレルギー対応研修は
どこまで進んでいるのか」
1.東京都調布市のこれまでの対策
2.保育士養成課程での食物アレルギー教育の取り組み
3.アレルギーエデュケーターによる教職員研修モデルの紹介
4.アレルギー非専門医が活用できる研修ツールの紹介
5.食物アレルギー対応のこれから

赤澤　晃
東京都立小児総合医療センター
アレルギー科

2018.2.18

1709-B-022 関東 神奈川県 第18回　食物アレルギー研究会

シンポジウム「食物アレルギーの感作成立、
発症予防、治療における課題」
1.乳児期早期のアレルゲン感作機序に関して
2.日本小児アレルギー学会からの
鶏卵アレルギー発症予防に関する提言について
3.食物アレルギーの経口免疫療法の課題

赤澤　晃
東京都立小児総合医療センター
アレルギー科

2018.2.18

1709-B-023 関東 神奈川県 第23回　中郡小児科の会　講習会 アトピー性皮膚炎・汗・スキンケア 松田　倫夫
中郡医師会
ひよこクリニック

2018.2.28

1709-B-024 関東 東京都 第84回関東小児腎臓研究会 糸球体足細胞（ポドサイト）研究の新展開 三浦　健一郎 東京女子医科大学　腎臓小児科 2018.3.3

1709-B-025 関東 群馬県
第206回日本小児科学会
群馬地方会講話会

小児における医科歯科連携 荒川　浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2018.3.11

1709-B-026 関東 静岡県
第145回日本小児科学会
静岡地方会

IC（インフォームドコンセント）
－医療メディエーション概念からみたリスク

遠藤　彰 磐田市立総合病院　小児科 2018.3.25

1709-B-027 関東 東京都 第90回東京都小児保健協会学術講演会 子どもの事故と予防（仮） 岡　明 東京都小児保健協会 2018.5.13

1709-B-028 関東 東京都 第90回東京都小児保健協会学術講演会 子どもとメディア（仮） 岡　明 東京都小児保健協会 2018.5.13

1709-B-029 関東 千葉県 第60回日本小児神経学会学術集会
教育講演
「神経筋電気診断：小児への応用も含めて」

岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.5.31～6.2

1709-B-030 関東 千葉県 第60回日本小児神経学会学術集会
教育講演
「思春期の神経発達症における二次障害：理解と対応」

岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.5.31～6.2

1709-B-031 関東 千葉県 第60回日本小児神経学会学術集会
教育講演
「小児てんかんに対する外科治療アップデート」

岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.5.31～6.2

1709-B-032 関東 千葉県 第60回日本小児神経学会学術集会
教育講演
「自閉症スペクトラム障害のゲノム解析結果を起点とした
分子病態解明」

岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.5.31～6.2

1709-B-033 関東 千葉県 第60回日本小児神経学会学術集会
教育講演
「プレゼンの極意：わかりやすい発表のための10カ条」

岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.5.31～6.2

1709-B-034 関東 群馬県
第207回日本小児科学会
群馬地方会講話会

最新情報技術は医療をどのように変えて行くか
～AI（人工知能）、IoT、BigDataの解説と応用事例の紹介～

荒川　浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2018.6.10

1709-B-035 関東 静岡県
第146回日本小児科学会
静岡地方会

ライフコース・ヘルスケアにおける小児期の重要性
－出生コホート研究の意義

五十嵐　健康
静岡市立静岡病院
小児科新生児科

2018.6.10

1709-B-036 関東 山梨県 山梨県小児科医会学術研修会 子どもの心を地域で育む 今井　秀人
今井小児科
山梨県小児科医会

2018.6.13

1709-B-037 関東 茨城県 第118回茨城小児科学会 小児死因順位の変遷と小児がん対策の役割増大について 須磨﨑　亮
茨城県立こども病院、
筑波大学小児科

2018.6.17

1709-B-038 中部 三重県 三重県小児セラピー研究会 脳性麻痺の診断と治療 野村　豊樹 三重県小児科医会 2017.12.3
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1709-B-039 中部 石川県 第321回日本小児科学会北陸地方会
北陸3県合同シンポジウム
｢災害に備える｣

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系 小児科

2017.12.10

1709-B-040 中部 三重県 松阪地区医師会 小児臨床懇話会
(仮)三重県における新生児医療、
救急医療について

大久保　俊樹 松阪地区小児科医会 2017.12.26

1709-B-041 中部 愛知県 第48回 小児神経学会東海地方会 小児と成人の運動障害疾患 木部　哲哉 聖隷三方原病院 2018.1.20

1709-B-042 中部 愛知県
第50回若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会総会

児童生徒の生活習慣病の最近の話題 柵木　充明 公益社団法人 愛知県医師会 2018.2.4

1709-B-043 中部 愛知県
第50回若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会総会

学校心臓検診の過去・現在・未来 柵木　充明 公益社団法人 愛知県医師会 2018.2.4

1709-B-044 中部 愛知県 岡崎小児科医会 学術講演会 先天性代謝異常の患者さんが日常診療に現れた時 水野　周久 岡崎小児科医会 2018.3.14

1709-B-045 中部 富山県 第1回高岡市小児科医会学術講演会 子どもの食物アレルギー〜その具体的対応について 小栗　絢子 高岡小児科医会 2018.6.26

1709-B-046 近畿 大阪 第40回近畿小児血液・がん研究会

シンポジウム　自分らしく生きていくことを支えるには？
〜医療者と患者・家族ができることを考える〜
1）小児がん経験者より
2）妊孕性温存医療技術の進歩と今後の展望について
3）闘病意欲を高める取り組み（セラピードック）
4）心理士:患者･家族の心理的支援について
5）ソーシャルワーカーの立場より現状と問題点

井上　雅美 大阪母子医療センター 2018.2.17

1709-B-047 近畿 京都
第24回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

乳児特発性僧帽弁腱索断裂の臨床的特徴 長村　敏生 京都第二赤十字病院 2018.2.23～2.24

1709-B-048 近畿 京都
第24回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウム　乳幼児突然死の死亡原因究明に
向けての多種職連携のあり方

長村　敏生 京都第二赤十字病院 2018.2.23～2.24

1709-B-049 近畿 奈良 第64回奈良県小児科医会学術集会
小児の成長トラブルあれこれ
〜成長障害から思春期発来異常まで〜

新家　興 奈良県小児科医会 2018.5.26

1709-B-050 近畿 奈良 第64回奈良県小児科医会学術集会
小児の便通異常
-ガイドラインに沿った便秘の診療について-

新家　興 奈良県小児科医会 2018.5.26

1709-B-051 近畿 兵庫 加古川小児科医会総会学術講演会 母親のメンタルヘルスと子どもの発達 多木　秀雄 加古川小児科医会 2018.4.14

1709-B-052 近畿 滋賀
平成29年度第3回滋賀小児科医会
定期学術講演会

小児の気道疾患について 廣田　常夫 大津赤十字病院 2018.1.21

1709-B-053 近畿 滋賀
平成29年度第3回滋賀小児科医会
定期学術講演会

子どもの頭痛〜頭痛の治療薬が効く頭痛と効かない頭痛 廣田　常夫 大津赤十字病院 2018.1.21

1709-B-054 近畿 大阪 第10回こども心身セミナー 発達障碍最前線の話題 冨田　和巳
大阪総合医学･教育研究会
こども心身医療研究所

2018.5.26～5.27

1709-B-055 近畿 大阪 第10回こども心身セミナー 抗精神病薬の極少量と漢方で考える治療 冨田　和巳
大阪総合医学･教育研究会
こども心身医療研究所

2018.5.26～5.27

1709-B-056 近畿 大阪 第10回こども心身セミナー
斜めにみる心身医療（3）
-幕末に活躍した医師たちから考える-

冨田　和巳
大阪総合医学･教育研究会
こども心身医療研究所

2018.5.26～5.27

1709-B-057 近畿 大阪
大阪小児科医会
第37回感染症サーベイランスモニター会

百日咳について 田尻　仁 大阪小児科医会 2018.3.10

1709-B-058 近畿 大阪 第31回近畿小児科学会
教育講演4
周期熱・不明熱の診療　～大学病院での経験から学んだこと

平家　俊男 京都大学 2018.3.11

1709-B-059 近畿 大阪 第31回近畿小児科学会
教育講演5
新生児内分泌最近の話題〜SGA児の内分泌学的異常〜

平家　俊男 京都大学 2018.3.11

1709-B-060 中四国 島根 第108回日本小児科学会島根地方会
小児科診療における精神医学の知識
～自験例のビデオを用いて～

竹谷　健
島根大学医学部
小児科

2017.12.3

1709-B-061 中四国 岡山 第308回　岡山市小児科専門医会3月例会 学校での運動器検診のコツとピットフォール 江口　尚彦 江口小児科 2018.3.3
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1709-B-062 中四国 岡山 第212回　倉敷小児科専門医会 わが国の小児保健・小児医療の課題(仮) 尾内　一信 川崎医科大学小児科学 2018.3.28

1709-B-063 中四国 香川
平成30年度香川県小児科医会
春期学術集会/総会

食物アレルギーUp to date 永井　崇雄 永井小児科医院 2018.4.7

1709-B-064 中四国 岡山 第309回　岡山小児科専門医会5月例会
学校医・園医のための成長障害のみかた
～グラフのみかたを中心に～

江口　尚彦 江口小児科 2018.5.12

1709-B-065 九州 福岡
第29回
日本Pediatric Interventional Cardiology
学会学術集会

シンポジウム「ICEとTEEの使い方、使い分け」
（演者　杉山央、上田秀明）

須田　憲治
久留米大学
小児科

2018.1.18

1709-B-066 九州 福岡
第29回
日本Pediatric Interventional Cardiology
学会学術集会

シンポジウム「カテーテルインターベンションは乳児ToFの
治療戦略にどこまで寄与し得るのか」
（演者　鎌田政博、佐藤誠一、矢崎諭）

須田　憲治
久留米大学
小児科

2018.1.20

1709-B-067 九州 熊本 第35回熊本県小児科医会学術集会

特別講演
「HTLV1～縄文のウイルス、
平成の現状、将来の課題」
（演者　森内浩幸）

杉野　茂人 杉野クリニック 2018.1.21

1709-B-068 九州 熊本 小児在宅医療実技講習会

実技講習
「機械による咳介助・肺内パーカッション
ベンチレーターを使用した呼吸リハビリテーション」
（演者　小篠史郎）

中村　公俊
熊本大学医学部附属病院
小児科

2018.1.27

1709-B-069 九州 熊本 小児在宅医療実技講習会

実技講習
「気管切開カニューレ交換手技・吸引・
在宅用人工呼吸器の取り扱い方法とトラブル対処」
（演者　小篠史郎）

中村　公俊
熊本大学医学部附属病院
小児科

2018.1.27

1709-B-070 九州 熊本 小児在宅医療実技講習会
実技講習
「胃瘻の交換手技・トラブル対処」
（演者　森博子）

中村　公俊
熊本大学医学部附属病院
小児科

2018.1.27

1709-B-071 九州 長崎
第127回長崎県県北小児科医会
学術講演会

特別講演
「小児の集中治療に必要な新しいデバイス・手技」
（演者　大坪善数）

田中　博弥 たなかこどもクリニック 2018.2.8

1709-B-072 九州 熊本 芝蘭会　学術講演会
演題「乳児血管腫・血管奇形の治療」
（演者　佐々木了）

北野　昭人 北野小児科医院 2018.3.2

1709-B-073 九州 熊本
第12回プライマリケア医のための
子どもの心の診療セミナー

発達障害診療のエッセンス
（演者　山下裕史郎）

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター 2018.3.4

1709-B-074 九州 熊本
第12回プライマリケア医のための
子どもの心の診療セミナー

応用行動分析による支援
（演者　井上雅彦）

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター 2018.3.4

1709-B-075 九州 熊本
第12回プライマリケア医のための
子どもの心の診療セミナー

発達障害児の感覚・運動面の評価と支援
（演者　岩永竜一郎）

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター 2018.3.4

1709-B-076 九州 熊本
第12回プライマリケア医のための
子どもの心の診療セミナー

学習障害の診療と治療
（演者　小枝達也）

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター 2018.3.4

1709-B-077 九州 熊本
第12回プライマリケア医のための
子どもの心の診療セミナー

体内時計形成及び睡眠障害に伴う発達障害
-治療のポイント-
（演者　三池輝久）

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター 2018.3.4

1709-B-078 九州 熊本
第12回プライマリケア医のための
子どもの心の診療セミナー

自閉症スペクトラム症（ASD)のある子どもと
家族へのライフステージを通じた支援
（演者　高田　哲）

木村　重美 熊本市子ども発達支援センター 2018.3.4

1709-B-079 九州 長崎
第128回長崎県県北小児科医会
学術講演会

特別講演
「神経発達症～自閉スペクトラム症・ADHDの診断・
対応・治療を中心に～」
（演者　迎美由紀）

田中　博弥 たなかこどもクリニック 2018.5.10
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1709-B-080 九州 宮崎
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

特別講演
「子どものための心理的応急処置」
（演者　赤坂美幸）

髙山　修二 宮崎県小児科医会 2018.5.13

1709-B-081 九州 宮崎
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

特別講演
「診療所で行っている小児在宅医療
-在宅Drネットを利用しながら-」
（演者　下村　千栄子）

髙山　修二 宮崎県小児科医会 2018.5.13

1709-B-082 九州 福岡 日本小児科学会福岡地方会

特別講演
「ヒトiPS細胞を用いた代謝性肝疾患に対する
新規治療法の開発」
（演者　谷口英樹）

楠原　浩一
産業医科大学
小児科学教室

2018.6.9


