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1711-B-001 北海道 北海道
第39回北海道
小児内分泌研究会

性腺機能低下症の診断と治療 棚橋　祐典
旭川医科大学
小児科学講座

2018.2.3

1711-B-002 北海道 北海道
平成29年度
第1回旭川小児科医会講演会

小児の頭部外傷の診かた 髙木　朗 高木小児科医院 2018.2.14

1711-B-003 北海道 北海道
平成30年度
第1回旭川小児科医会講演会

小児耳鼻咽喉科診療の論点 髙木　朗 高木小児科医院 2018.5.16

1711-B-004 東北 岩手県
第56回岩手小児保健学会
学術集会

小児領域の地域包括ケアについて 小山　耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座

2018.2.17

1711-B-005 東北 新潟県
第112回阿賀北
小児科臨床研究会

小児の頭部外傷の診かた 嶋倉　泰裕
阿賀北小児科臨床研究会・
(医)しまくらクリニック

2018.3.3

1711-B-006 東北 福島県
第92回会津小児科医会
学術講演会

小児の便秘と肛門疾患 伊藤　俊晴 (医)いとう子どもクリニック 2018.3.7

1711-B-007 関東 東京都 第26回日本逆流性腎症フォーラム

シンポジウム
「今、これから、我々から発信できること！」
1.RNフォーラム学術委員会・乳児VURの長期成績
2.RNフォーラム学術委員会・RNデータベース登録と
前方視的研究
3.VURおよびRN診断におけるカラードプラ法超音波検査を用いた
尿管口jet角測定の有用性：尿路感染症患児への新たな診断アプローチ
4.膀胱尿管逆流が先天性腎尿路異常による
小児慢性腎臓病の進行に与える影響
5.新たな腎障害の尿中バイオマーカー・アンジオテンシノーゲン
6.尿路感染症の初期診療における壁と打開策

浅沼　宏
慶應義塾大学医学部
泌尿器科学教室

2018.2.3

1711-B-008 関東 東京都 第24回日本小児肺循環研究会
肺血管の発達と密接な関連を有する
動脈管の発達【仮題】

小山　耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座

2018.2.3

1711-B-009 関東 静岡県 第13回静岡小児感染症研究会

シンポジウム
「小児の皮膚感染症：皮膚科と小児科の連携」
1.小児科医に知ってもらいたい皮膚感染症
2.小児の皮膚感染症における抗菌薬の使い方のポイント

田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2018.2.3

1711-B-010 関東 東京都 成育臨床懇話会

シンポジウム
「成育医療について」
1.成育の周産期～産科・胎児・不育～
2.小児の長引く咳～2017年症例を中心に～

賀藤　均 国立成育医療研究センター 2018.2.5

1711-B-011 関東 東京都 第22回小児免疫リウマチ研究会 単一遺伝子異常による自己免疫疾患 山﨑　崇志
埼玉医科大学総合医療センター
小児科

2018.2.9

1711-B-012 関東 東京都 第7回乳幼児学校保健研修会 小児メタボリックシンドロームの概念、病態、診断基準 松平　隆光 日本小児科医会 2018.2.11

1711-B-013 関東 千葉県
第209回　日本小児科学会
千葉地方会

臨床法医学について 下条　直樹
千葉大学大学院
医学研究院小児病態学

2018.2.11

1711-B-014 関東 東京都 第9回　成城救急フォーラム

シンポジウム
「東京都区西南部の小児救急搬送症例の現状と問題点」
1.東京都こども救命センター運営事業：区西南部 2016年度の報告
2.小児外傷搬入例の現状と階段転落に関する検討
3.救急外来での事故予防に関して
4.救急隊による小児虐待早期発見にむけた取り組み
5.症例検討：現場活動にあたり判断に迷った症例・症状

五十嵐　隆
賀藤　均

国立成育医療研究センター 2018.2.16

1711-B-015 関東 東京都
葛飾区医師会
小児科集談会

川崎病急性期の的確な診断と治療
石川　辰雄
永友　祥子
平木　洋子

石川循環器クリニック
お花茶屋こどもクリニック
平木こどもクリニック

2018.2.20
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1711-B-016 関東 千葉県
市川市医師会
小児科医会学術講演会

シンポジウム
「オンライン診療・遠隔診療は地域医療に何をもたらすか」
1.医療のIT化と地域医療
-オンライン・遠隔診療の活用-
2.オンライン診療 - 背景から実際の運用、
新しい地域医療の概念創出へ
3.オンライン診療と地域医療
- 当院での経験と将来への展望

小林　靖幸 市川市医師会小児科医会 2018.3.7

1711-B-017 関東 千葉県
第9回　日本小児心身医学会
関東甲信越地方会

発達障害の二次障害としての心身症（適応障害）
-脳科学の臨床への応用-

柿沼　宏明 千葉市桜木園 2018.3.11

1711-B-018 関東 東京都
第107回 東京小児科医会
学術講演会

日本におけるアナフィラキシーの実態とガイドライン 神川　晃 東京小児科医会 2018.3.18

1711-B-019 関東 山梨県
第151回日本小児科学会
山梨地方会

子供のてんかんの見方 杉田　完爾
山梨大学
小児科

2018.3.24

1711-B-020 関東 東京都 ディスレクシアワークショップ ディスレクシアの評価と指導のワークショップ 小枝　達也
国立成育医療研究センター
こころの診療部

2018.5.12

1711-B-021 関東 東京都 ディスレクシアワークショップ ディスレクシアの評価と指導のワークショップ 小枝　達也
国立成育医療研究センター
こころの診療部

2018.10.13

1711-B-022 関東 東京都 ディスレクシアワークショップ ディスレクシアの評価と指導のワークショップ 小枝　達也
国立成育医療研究センター
こころの診療部

2019.2.23

1711-B-023 中部 長野県
第20回 新生児呼吸療法・
モニタリングフォーラム

｢新生児期･小児期の呼吸理学療法こんな工夫してます」 廣間　武彦
長野県立こども病院
新生児科

2018.2.17

1711-B-024 中部 愛知県
第17回日本小児心身医学会
東海北陸地方会

発達障害児の青年期･成人期における課題と
そのために必要な小児期の支援
～発達障害児の将来を知り小児期に知っておくとよいこと・
やっておくとよいことを考える～

宮地　泰士 名古屋市西部地域療育センター 2018.3.11

1711-B-025 中部 愛知県
第17回日本小児心身医学会
東海北陸地方会

シンポジウム：
子どもの心の発達と身体の発達の早期療育
～協調運動機能の発達とその療育についての現状と
今後の展望と課題～

宮地　泰士 名古屋市西部地域療育センター 2018.3.11

1711-B-026 中部 富山県
第322回日本小児科学会北陸地方会・
第39回日本小児科学会富山地方会

最新の小児アレルギー診療
～ガイドライン改定をふまえて～

足立　雄一
富山大学医学部
小児科

2018.3.11

1711-B-027 近畿 大阪 第19回大阪南部小児科勉強会 こんな時どうする？小児腎疾患患児の外来と入院 髙野　智子
大阪急性期・総合医療センター
小児科

2018.2.15

1711-B-028 近畿 大阪
大阪小児科医会　第24回救急・
新生児研修会

小児喘息
―急性増悪時の対応を中心に―

田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.2.17

1711-B-029 近畿 京都 第36回京都府立小児保健研究会
被虐待児の自立支援
～それぞれの立場から～

細井　創
京都府立医科大学
小児科

2018.3.4

1711-B-030 近畿 大阪 第217回大阪小児科学会
急性脳症の診断と治療
～小児急性脳症診断ガイドラインから～

新宅　治夫
大阪市立大学大学院
医学研究科　発達小児医学

2018.4.7

1711-B-031 近畿 和歌山
第16回日本周産期循環管理研究会
学術集会

胎児心エコーから始まる周産期循環管理(仮） 熊谷　健
和歌山県立医科大学
小児科

2018.5.19

1711-B-032 中四国 高知
乳幼児の発達に関する研修会
(応用編)

発達が気になる子に出会ったとき
―地域で取り組める親子支援―

藤枝　幹也
日本小児科学会
高知地方会

2018.2.1

1711-B-033 中四国 高知
乳幼児の発達に関する研修会
(応用編)

発達が気になる子に出会ったとき
―地域で取り組める親子支援―

藤枝　幹也
日本小児科学会
高知地方会

2018.2.3

1711-B-034 中四国 高知
第93回日本小児科学会
高知地方会

AI時代に活躍出来る医師像を考える 藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2018.2.18

1711-B-035 中四国 香川
第141回西讃小児科医会
学術講演会

新しい乳児血管腫の治療について 森本　雄次 もりもとこどもクリニック 2018.6.14

1711-B-036 九州 熊本 第144回熊本小児科学会 機能的単心室症の外科治療 遠藤　文夫 くまもと江津湖療育医療センター 2018.2.4

1711-B-037 九州 鹿児島
第167回日本小児科学会
鹿児島地方会

神経発達症の治療：薬にできること
・できないこと

河野　嘉文
鹿児島大学医学部
小児科学教室

2018.2.4
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1711-B-038 九州 熊本 第41回熊本小児科症例検討会
下肢皮下腫瘤を主訴に来院した
１3歳女児の最終診断は？

世話人：鍬田　直美
会長：遠藤 文夫

熊本大学大学院
生命科学研究部小児科学分野

2018.2.28

1711-B-039 九州 大分
第104回日本小児科学会
大分地方会例会

電撃性紫斑病～感染と遺伝から考える～ 井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2018.3.4

1711-B-040 九州 福岡 第25回小児呼吸器セミナー 小児在宅人工呼吸器療法の理論と実践 梅原　実 うめはらこどもクリニック 2018.4.20


