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1803-B-001 北海道 北海道
日本小児科学会　北海道地方会
第302回例会

遺伝子検査を臨床に活用していただくために：
現在の課題と将来展望

東　寛 旭川医科大学小児科 2018.6.10

1803-B-002 北海道 北海道 堤裕幸　教授退職記念講演会 感染症、免疫　そして　ワクチン 仲西　正憲 釧路赤十字病院小児科 2018.6.14

1803-B-003 東北 岩手県
第141回日本小児科学会
岩手地方会

小児の貧血について 小山　耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座教授

2018.6.9

1803-B-004 東北 岩手県
第141回日本小児科学会
岩手地方会

周期熱･不明熱の診療（PFAPAを含む）
〜大学病院での経験から学んだこと

小山　耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座教授

2018.6.9

1803-B-005 東北 宮城県
第225回日本小児科学会
宮城地方会

人工知能技術の基礎と医学・医療への応用 呉　　繁夫
東北大学大学院医学系研究科
小児病態学分野教授

2018.7.1

1803-B-006 東北 福島県
福島県小児科医会
学術講演会

大規模画像データベースから見る
小児の脳発達と生活習慣、メディアの影響

竹内　真弓 竹内こどもクリニック 2018.7.1

1803-B-007 東北 岩手県 第58回岩手周産期研究会 新生児側から見た双胎間輸血症候群 菊池　昭彦
岩手医科大学
産婦人科学講座教授

2018.7.28

1803-B-008 東北 山形県
第37回東北・北海道
小児科医会連合会総会

じりつを育てる
-肥満予防教室「一っこセミナー」の取り組み

秋場　伴晴 あかねケ丘あきば小児科医院 2018.9.29

1803-B-009 関東 茨城県
第32回日本小児救急医学会
学術集会

小児救急医療と感染免疫 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2018.6.2

1803-B-010 関東 茨城県
第32回日本小児救急医学会
学術集会

在宅医療と救急医療 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2018.6.2

1803-B-011 関東 茨城県
第32回日本小児救急医学会
学術集会

病態を考えて経過を予測する小児救急画像診断 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2018.6.3

1803-B-012 関東 茨城県
第32回日本小児救急医学会
学術集会

中毒110番～小児救急～ 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2018.6.3

1803-B-013 関東 茨城県
第32回日本小児救急医学会
学術集会

マクロファージ活性化症候群に対する救急的対応 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2018.6.3

1803-B-014 関東 東京都 第18回 新生児栄養フォーラム 早産低出生体重児の栄養管理―現状と展望― 宮沢　篤生
昭和大学医学部
小児科学講座

2018.6.16

1803-B-015 関東 神奈川県
第96回こども医療センター
学術集談会

テーマ「周産期医療のひろがり」
1.妊娠前相談外来
-次の妊娠・出産を安心して迎えるために-
2.NICU病棟における退院支援パスと教育プログラム
3.胎児診断から始まる先天性心疾患治療
～重症例の救命と予後向上に向けて～
4.母性内科
～女性未病外来　お母さんの健康を守る
5.当院で出生した18トリソミー児の予後と母の想い
6.リニューアルオープンするこども医療センター
NICUのビジョン

石川　浩史
神奈川県立こども医療センター
産婦人科

2018.6.16

1803-B-016 関東 神奈川県
第96回こども医療センター
学術集談会

第7次医療計画と周産期医療 猪谷　泰史 神奈川県立こども医療センター 2018.6.16

1803-B-017 関東 東京都 第18回 新生児栄養フォーラム
ガイドラインに基づいた新生児・
乳児消化管アレルギー診断と管理

宮沢　篤生 昭和大学医学部小児科学講座 2018.6.17

1803-B-018 関東 東京都 第108回東京小児科医会 小児の難聴－ムンプス難聴を含めて 神川　晃 東京小児科医会 2018.6.17

1803-B-019 関東 東京都
第563回葛飾区医師会
小児科集談会

日常診療で出会う筋疾患の診療のポイント 安藤　進 葛飾区医師会 2018.6.19

1803-B-020 関東 千葉県
第67回日本アレルギー学会
学術大会

食物アレルギーの予後：最新の知見から 岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

2018.6.22

1803-B-021 関東 千葉県
第67回日本アレルギー学会
学術大会

衛生仮説を再考する 岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

2018.6.22
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1803-B-022 関東 千葉県
第67回日本アレルギー学会
学術大会

食物アレルギーに対する
経口免疫療法の現状と課題

岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

2018.6.23

1803-B-023 関東 千葉県
第67回日本アレルギー学会
学術大会

コホート研究からの知見 岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

2018.6.23

1803-B-024 関東 神奈川県
第29回日本小児科医会
総会フォーラム

少子化社会での病児保育 横田　俊一郎 横田小児科医院 2018.6.23

1803-B-025 関東 神奈川県
第29回日本小児科医会
総会フォーラム

小児のかぜ診療 横田　俊一郎 横田小児科医院 2018.6.24

1803-B-026 関東 千葉県
第67回日本アレルギー学会
学術大会

喘息治療の常識と課題
-小児科と内科のteam up-

岡本　美孝
千葉大学大学院医学研究院
耳鼻咽喉科・頭頸部腫瘍学

2018.6.24

1803-B-027 関東 神奈川県
第4回 地域総合小児医療認定医
指導者研修会

食物アレルギー
～小児科外来で行う食物負荷試験と、病診連携～

佐藤　好範 日本小児科医会 2018.6.24

1803-B-028 関東 栃木県
平成30年度
栃木県小児保健会総会・研修会

小児在宅医療と多職種連携
～子どもの暮らしにどう向き合うか～

小坂　仁
自治医科大学
小児科学

2018.7.7

1803-B-029 関東 神奈川県
第13回日本小児
耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

小児アレルギー性鼻炎に対する
舌下免疫療法

望月　博之
東海大学　医学部
小児科

2018.7.12

1803-B-030 関東 神奈川県
第13回日本小児
耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

気道異物の現状と予防 望月　博之
東海大学　医学部
小児科

2018.7.12

1803-B-031 関東 神奈川県
第13回日本小児
耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

乳幼児における喘鳴の鑑別と治療 望月　博之
東海大学　医学部
小児科

2018.7.13

1803-B-032 関東 神奈川県
第13回日本小児
耳鼻咽喉科学会総会・学術講演会

シンポジウム
「救急対応を要する小児耳鼻咽喉科疾患」

望月　博之
東海大学　医学部
小児科

2018.7.13

1803-B-033 関東 東京都
第42回日本小児皮膚科学会
学術大会

川崎病の皮膚所見とその臨床的考察 照井　正
日本大学医学部皮膚科学系
皮膚科学分野

2018.7.14

1803-B-034 関東 東京都
第42回日本小児皮膚科学会
学術大会

シンポジウムテーマ
「小児における皮膚GVHDとPhototherapy：
最近の知見と治療の進歩」

照井　正
日本大学医学部皮膚科学系
皮膚科学分野

2018.7.14

1803-B-035 関東 東京都
第42回日本小児皮膚科学会
学術大会

シンポジウムテーマ
「小児の皮膚感染症」

照井　正
日本大学医学部皮膚科学系
皮膚科学分野

2018.7.15

1803-B-036 関東 東京都
第42回日本小児皮膚科学会
学術大会

シンポジウムテーマ
「小児皮膚疾患での外用療法の基本知識を見直す」

照井　正
日本大学医学部皮膚科学系
皮膚科学分野

2018.7.15

1803-B-037 関東 千葉県
第2回日本国際小児保健学会
学術大会

シンポジウム「世界のこどもたちのために出来ること」
1.母子保健活動の経験から
2.海外渡航する小児に対する医療支援
3.ベトナムにおける小児感染症の国際共同研究
4.医療は文化です：こどもの健康をめぐる宗教文化的考察
5.在日外国人の住民に対する母子保健行政のサービス

石和田　稔彦
千葉大学真菌医学研究センター
感染症制御分野

2018.9.8

1803-B-038 関東 千葉県
日本小児アレルギー学会
第4回臨床研究支援セミナー

臨床研究立案の基本 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2018.9.8

1803-B-039 関東 千葉県
日本小児アレルギー学会
第4回臨床研究支援セミナー

観察研究のポイント：だれでもできる臨床研究 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2018.9.8

1803-B-040 関東 千葉県
日本小児アレルギー学会
第4回臨床研究支援セミナー

研究初心者が知るべき倫理指針10のポイント 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2018.9.8

1803-B-041 関東 千葉県
日本小児アレルギー学会
第4回臨床研究支援セミナー

文献検索のコツ 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2018.9.8

1803-B-042 関東 千葉県
日本小児アレルギー学会
第4回臨床研究支援セミナー

臨床研究と統計学 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2018.9.9

1803-B-043 関東 山梨県 山梨県小児科医会学術研修会 小児の泌尿障害と尿路感染症の関係 今井　秀人 今井小児科 2018.11.20
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1803-B-044 中部 岐阜県
平成30年度第1回
岐阜県小児科医会学術講演会

小児眼疾患
-専門医紹介のベストタイミングとは？-

久野　保夫 岐阜県小児科医会 2018.6.10

1803-B-045 中部 福井県
第60回福井県小児保健協会
学術集会

色覚検査と配慮の実際 竹内　惠子 福井大学教育学部 2018.7.8

1803-B-046 中部 愛知県
第6回 臍帯血による
再生医療研究会学術集会

周産期脳障害に対する臍帯血幹細胞療法 早川　昌弘
名古屋大学医学部附属病院
総合周産期母子医療センター

2018.7.22

1803-B-047 中部 愛知県
第6回 臍帯血による
再生医療研究会学術集会

臍帯血治療における障害脳組織周辺での
ｹﾓｶｲﾝ発現プロファイル

早川　昌弘
名古屋大学医学部附属病院
総合周産期母子医療センター

2018.7.22

1803-B-048 中部 愛知県
第6回 臍帯血による
再生医療研究会学術集会

脳性麻痺の予防に対する新しい治療戦略 早川　昌弘
名古屋大学医学部附属病院
総合周産期母子医療センター

2018.7.22

1803-B-049 中部 岐阜県
第4回 岐阜県小児在宅医療
実技講習会

在宅人工呼吸器ケアと
小児の気管切開ケアの実際(仮）

西村　悟子
岐阜大学大学院医学系研究科
障がい児者医療学寄附講座

2018.7.22

1803-B-050 中部 岐阜県
第4回 岐阜県小児在宅医療
実技講習会

医療からみた岐阜県特別支援学校の
医療的ケアの歩みと今後の課題

西村　悟子
岐阜大学大学院医学系研究科
障がい児者医療学寄附講座

2018.7.22

1803-B-051 近畿 大阪府 第20回大阪南部小児科勉強会 小児の脳外科疾患 髙野　智子 大阪急性期・総合医療センター 2018.6.21

1803-B-052 近畿 兵庫県
平成30年度兵庫県小児科医会
定時総会・講演会

自己炎症症候群の過去・現在・未来 熊谷　直樹 兵庫県小児科医会 2018.7.7

1803-B-053 近畿 兵庫県
平成30年度兵庫県小児科医会
定時総会・講演会

子どもの社会的な心の発達
-子どもの「うそ」はどのように発達するのか-

熊谷　直樹 兵庫県小児科医会 2018.7.7

1803-B-054 近畿 兵庫県
第72回但馬地区
小児科医懇話会

日常診療で見逃してはいけない代謝疾患 港　敏則 公立豊岡病院組合立豊岡病院 2018.9.22

1803-B-055 近畿 兵庫県
第8回日本小児在宅医療支援
研究会

シンポジウム
「どないするねん、地域での小児包括支援
―近畿でのユニークな取組み―」
医療的ケアと教育機関との連携　他

船戸　正久 大阪発達総合療育センター 2018.9.29
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1803-B-056 中四国 島根県
第109回日本小児科学会
島根地方会

臨床心理学から見た子どものこころの今 竹谷　健
島根大学医学部
小児科

2018.6.10

1803-B-057 中四国 徳島県
第150回日本小児科学会
徳島地方会

エクソームデータを活用した小児の
先天性疾患の臨床ゲノム解析

香美　祥二
徳島大学大学院 医歯薬学研究部
小児科学分野

2018.6.16

1803-B-058 中四国 岡山県 第94回美作こども医療研究会 津山から紹介のあった小児外科症例から 梶　俊策 津山中央病院小児科 2018.6.18
1803-B-059 中四国 広島県 第75回広島県小児科医会　総会 小児てんかん治療の進歩 新田　康郎 新田小児科医院 2018.7.1

1803-B-060 中四国 香川県 第12回香川県小児腎疾患研究会 『検尿異常をおこす疾患あれこれ』 伊藤　滋
香川県立中央病院
小児科

2018.7.6

1803-B-061 中四国 広島県
第303回　呉小児科医会
学術講演会

呉市乳児死亡事例の報告とCDR
チャイルド・デス･レビューについて

渡辺　弘司
渡辺小児科
循環器科クリニック

2018.7.12

1803-B-062 中四国 岡山県
第29回日本小児神経学会
中国・四国地方会

ADHDの治療法　up-to-date 小林　勝弘

岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児医科学分野
発達神経病態学領域

2018.7.21

1803-B-063 中四国 香川県
第39回香川県
小児心身医学研究会

『小児心身症（精神疾患を含む）における薬物療法』 日下　隆
香川大学医学部
小児科学講座

2018.10.14

1803-B-064 九州 沖縄県
沖縄県小児科医会
平成30年度第2回研修会

ESSENCEを早期に発見するには
ー保健師の役割の重要性、早期の兆候、
ESSENCE-Qについて

呉屋　良信 わんぱくクリニック 2018.6.13

1803-B-065 九州 宮崎県
第28回日本産婦人科・
新生児血液学会学術集会

ワークショップ2
「新生児とDIC」

鮫島　浩
宮崎大学医学部
発達泌尿生殖医学講座
産婦人科学分野

2018.6.16

1803-B-066 九州 熊本県 第145回熊本小児科学会
特殊ミルク供給の問題点と今後の展開
先天代謝異常症の新生児マススクリーニング：
「ガスリー」から「タンデムマス」へ

中村　公俊
熊本大学大学院
生命学研究部小児科学分野

2018.6.17

1803-B-067 九州 熊本県 第145回熊本小児科学会 新しい時代の先天代謝異常学 中村　公俊
熊本大学大学院
生命学研究部小児科学分野

2018.6.17

1803-B-068 九州 沖縄県
沖縄県小児科医会
平成30年度総会・特別講演会

沖縄県における小児造血細胞移植の
過去・現在・未来

呉屋　良信 わんぱくクリニック 2018.6.30

1803-B-069 九州 大分県
第105回日本小児科学会
大分地方会総会

世界を視野に地域から始めよう 井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2018.7.1

1803-B-070 九州 福岡県
第54回福岡県小児科医会
総会学術講演会

ワクチン接種を躊躇する家族への対応
～相互理解をめざして～

進藤　静生 福岡県小児科医会 2018.7.7

1803-B-071 九州 長崎県
第129回長崎県県北小児科医会
学術講演会

最近の小児気管支喘息の治療・
小児気管支喘息治療・
管理ガイドライン2017について

田中　博弥 たなかこどもクリニック 2018.7.12

1803-B-072 九州 長崎県
第130回長崎県県北小児科医会
学術講演会

小児における血管腫、母斑の治療 田中　博弥 たなかこどもクリニック 2018.9.13

1803-B-073 九州 福岡県 小倉小児科医会臨床懇話会
歴史ある当院での先天性心疾患に
対する外科治療

松元　透 まつもとクリニック 2018.7.19

1803-B-074 九州 福岡県
第32回九州小児ネフロロジー研究会
学術集会

ネフロン癆の病態と診断のポイント 郭　義胤
福岡市立こども病院
腎疾患科

2018.7.21

1803-B-075 九州 福岡県
第32回九州小児ネフロロジー研究会
学術集会

遺伝性ネフローゼ症候群を
診断するための傾向と対策

郭　義胤
福岡市立こども病院
腎疾患科

2018.7.21

1803-B-076 九州 長崎県
第81回佐賀小児科地方会・
第205回日本小児科学会長崎地方会
合同地方会

難治性小児がん克服への挑戦 森内　浩幸
長崎大学医学部
小児科

2018.7.22
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1803-B-077 九州 宮崎県
第84回日本小児科学会
宮崎地方会

小児科診療のための臨床遺伝学と
臨床カウンセリングの基礎知識

盛武　浩
宮崎大学医学部
発達泌尿生殖医学講座
小児科学分野

2018.9.23


