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1802-B-001 北海道 北海道 有賀正教授退官記念講演会 免疫不全症から見た免疫と疾患 仲西　正憲 釧路赤十字病院小児科 2018.5.24
1802-B-002 北海道 北海道 函館小児科医会学術講演会 乳幼児の社会性と発達 山田　豊 函館中央病院小児科 2018.5.25

1802-B-003 東北 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第1ステージ・福島市開催

1)食物アレルギーの基礎知識
2)乳児とスキンケア
3)食物経口負荷試験（入院）

竹内　真弓 竹内こどもクリニック 2018.5.9

1802-B-004 東北 新潟県
第228回日本小児科学会
新潟地方会

宮城県立こども病院の成り立ち、現状と課題
-社会変化の中で求められる小児病院の役割-

齋藤　昭彦 新潟大学小児科 2018.5.12

1802-B-005 東北 山形県 平成30年度山形県小児科医会総会 予防接種と神経症状（仮題） 秋場　伴晴 あかねケ丘あきば小児科医院 2018.5.12

1802-B-006 東北 福島県
第129回日本小児科学会
福島地方会

一般小児科医のための免疫学 細矢　光亮
福島県立医科大学医学部
小児科学講座

2018.5.27

1802-B-007 東北 宮城県 第42回日本遺伝カウンセリング学会学術集会

先天代謝異常症～最近のトピックスと遺伝カウンセリング
1)オーバービュー
2)新生児スクリーニングのトピックス
3)治療のトピックス
4)遺伝カウンセリング

川目　　裕
東北大学 東北メディカル・
メガバンク機構

2018.6.28～7.1

1802-B-008 関東 東京都 第248回青戸小児科医会 小児の成長障害の診方とその対応 齋藤　義弘
東京慈恵会医科大学
葛飾医療センター小児科

2018.5.14

1802-B-009 関東 東京都 第562回葛飾区医師会小児科集談会 小児膠原病　Up-to-date 安藤　進 葛飾区医師会 2018.5.15

1802-B-010 関東 東京都 第18回成育在宅医療懇話会

小児緩和ケア
～看取りを見据えて生活を支えるために
大切にしたいこと～
Ⅰ小児緩和ケアとは
Ⅱ看取りを見据えて生活を支えるために
私たちにできること
1.最期の時を在宅で～看取りを見据えた
在宅支援の実践から考えること
2.看取りを見据えた支援
～グループワーク～

賀籘　均 国立成育医療研究センター 2018.5.19

1802-B-011 関東 東京都 第250回下町小児科懇話会 皮膚症状から診断する全身疾患のいろいろ 小澤　美和 聖路加国際病院　小児科 2018.5.22

1802-B-012 関東 東京都 第61回日本糖尿病学会年次学術集会
シンポジウム
「妊娠と糖尿病―胎生発育を巡る課題」

宇都宮　一典
東京慈恵会医科大学
糖尿病・代謝・内分泌内科

2018.5.25

1802-B-013 関東 東京都 第61回日本糖尿病学会年次学術集会
シンポジウム
「小児・思春期糖尿病を巡る課題と展望」

宇都宮　一典
東京慈恵会医科大学
糖尿病・代謝・内分泌内科

2018.5.26

1802-B-014 関東 東京都 第28回小児医療セミナー 小児の心疾患のあゆみ

森尾　友宏
今井　耕輔
前田　佳真
廣木　遥

東京医科歯科大学　小児科 2018.5.26

1802-B-015 関東 茨城県 第8回脳死判定セミナー
救急医療の死生学
-脳死の二重基準の意味と意義

荒木　尚 埼玉医科大学総合医療センター 2018.6.3

1802-B-016 関東 茨城県 第8回脳死判定セミナー
小児の脳死と終末期医療
-子どもとの死別と全人的ケアを考える-

荒木　尚 埼玉医科大学総合医療センター 2018.6.3

1802-B-017 関東 神奈川県
第352回日本小児科科学会
神奈川県地方会

小児の糖尿病
―発見・診断から治療まで―

伊藤　秀一 横浜市立大学附属病院　小児科 2018.6.9

1802-B-018 関東 東京都 第72回　多摩小児神経懇話会 発達トラウマと愛着について 濱口　弘 東京都立東大和療育センター 2018.6.16

1802-B-019 関東 東京都
第41回ハイリスク児
フォローアップ研究会

成人した超低出生体重児の生活
―本人の思いと母親の願い―

篁　倫子
お茶の水女子大学
基幹研究院

2018.6.24

1802-B-020 関東 東京都
第41回ハイリスク児
フォローアップ研究会

シンポジウム
思春期・成人期のフォロアップの目的と方法

篁　倫子
お茶の水女子大学
基幹研究院

2018.6.24

1802-B-021 関東 静岡県
第302回静岡県小児症例検討会・
浜松医科大学 小児科 未来開拓セミナー2018

あいち小児保健医療総合センターにおける
感染免疫診療と臨床研修

緒方　勤 浜松医科大学小児科学教室 2018.7.20

1802-B-022 関東 東京都
一般社団法人日本小児東洋医学会
第46回学術集会

―東洋医学からみた虚弱とは― 本城　美智恵 下田メディカルセンター 2018.9.30

1802-B-023 関東 東京都
一般社団法人日本小児東洋医学会
第46回学術集会

舌診と食育 本城　美智恵 下田メディカルセンター 2018.9.30
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1802-B-024 中部 福井県
第323回日本小児科学会北陸地方会
第17回日本小児科学会福井地方会

日本小児科学会北陸地方会学術委員会主催
北陸三県合同シンポジウム
｢気がかり妊婦への切れ目の無いサポート｣
1.福井県立病院母子医療センターでの現状
2.院内要保護委員会による気がかり母子等の支援
-多様な予防的視点-
3.妊産婦を支える様々な社会資源とネットワーク
-心のこもった母子保健行政の視点から-

大嶋　勇成
福井大学医学系部門医学領域
小児科学

2018.6.10

1802-B-025 中部 石川県
第27回日本小児泌尿器科学会総会･学術集会
(第17回小児泌尿器科教育セミナー)

性分化疾患の基礎と臨床 河野　美幸 金沢医科大学 小児外科学 2018.6.26

1802-B-026 中部 愛知県 第273回日本小児科学会東海地方会
小児の機能性消化管障害を学ぶ
〜ありふれた腹部症状から器質的疾患を
見落とさないために〜

奥村　彰久
愛知医科大学医学部
小児科

2018.7.1

1802-B-027 中部 愛知県 第49回　小児神経学会東海地方会 網羅的手法による着床前診断の現状と問題点 石原　尚子
藤田保健衛生大学大学
医学部小児科

2018.7.29

1802-B-028 近畿 兵庫県
第274回日本小児科学会
兵庫県地方会

小児遺伝性疾患に対するゲノム医療体制の構築に向けて 飯島　一誠
神戸大学大学院医学研究科
内科系講座小児科学分野

2018.5.19

1802-B-029 近畿 大阪府 第5回大阪小児科医会総会・教育セミナー
ビリルビンUDP
ｰグルクロン酸転移酵素と新生児黄疸

田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.5.26

1802-B-030 近畿 滋賀県
平成30年度
第1回滋賀小児科医会定期学術講演会

発達障害児・者支援における滋賀県の現状と課題
〜日々の診療から垣間見えるもの〜

廣田　常夫 大津赤十字病院 2018.6.10

1802-B-031 近畿 滋賀県
平成30年度
第1回滋賀小児科医会定期学術講演会

小児の口腔疾患について 廣田　常夫 大津赤十字病院 2018.6.10

1802-B-032 中四国 広島県 第508回広島市小児科医会例会 小児の熱傷、外傷、動物咬傷への対応について 森　美喜夫 もり小児科 2018.5.9

1802-B-033 中四国 徳島県 徳島脳波セミナー　2018

1.脳波の基本と脳波計
2.脳波判読の基本
3.小児の脳波
4.てんかんの薬物治療
5.成人の脳波

森　健治
徳島大学病院
てんかんセンター

2018.5.13

1802-B-034 中四国 愛媛県 松山小児科会　5月例会 川崎病～古くて新しい病気～ 吉田　和弘 ひまわりこどもクリニック 2018.5.15

1802-B-035 中四国 島根県
第26回日本小児心身医学会
中国四国地方会

小児心身と性
～知っておいた方が良いこと～

大野　貴子 西部島根医療福祉センター 2018.5.27

1802-B-036 中四国 愛媛県
第97回日本小児科学会
愛媛地方会

小児の感染症とその対策 石井　榮一
愛媛大学大学院
医学系研究科
小児科学

2018.5.27

1802-B-037 中四国 広島県 第509回広島市小児科医会例会 先天性股関節脱臼とよく見る小児整形疾患に関して 森　美喜夫 もり小児科 2018.6.13

1802-B-038 中四国 広島県 第47回広島県小児保健研究会
乳幼児の摂食嚥下
-リスク管理の観点から-

祖父江　育子
広島大学大学院
医歯薬保健学研究科
小児看護開発学

2018.6.17

1802-B-039 九州 熊本県 小児在宅医療実技講習会

実技1：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
実技2：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
実技3：胃瘻の交換手技・トラブル対処

中村　公俊
熊本大学医学部
小児科学教室

2018.5.19

1802-B-040 九州 福岡県 第2回筑後小児プライマリケア研究会 食物アレルギー診療の実際 大部　敬三 聖マリア病院小児科 2018.5.24

1802-B-041 九州 福岡県
平成30年度　第14回全国研修会
（日本保育保健協議会）

保育園における事故対応 吉田　ゆかり よしだ小児科医院 2018.5.27

1802-B-042 九州 福岡県
平成30年度　第14回全国研修会
（日本保育保健協議会）

熱性けいれんへの対応 吉田　ゆかり よしだ小児科医院 2018.5.27

1802-B-043 九州 福岡県
平成30年度　第14回全国研修会
（日本保育保健協議会）

子どもの正常発達について 吉田　ゆかり よしだ小児科医院 2018.5.27

1802-B-044 九州 福岡県
平成30年度　第14回全国研修会
（日本保育保健協議会）

食物アレルギーと環境要因のアレルギー 吉田　ゆかり よしだ小児科医院 2018.5.27

1802-B-045 九州 鹿児島県
第168回日本小児科学会
鹿児島地方会

熱性けいれんの病態とマネジメント 河野　嘉文
鹿児島大学医学部
小児科学教室

2018.6.3

1802-B-046 九州 福岡県 小倉医師会園医会　特別講演
「治さない」発達支援
～発達障害児への対応～

宇野　卓也 小倉医師会 2018.6.26


