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1806-B-001 北海道 北海道 函館小児科医会学術講演会
「子供の”遊び”が危ない！！」
～まず大人が”遊び力”を身につけよう～

山田　豊
函館中央病院
小児科

2018.9.22

1806-B-002 北海道 北海道 第51回日本小児呼吸器学会 特別講演「免疫不全症と呼吸疾患」 柴田　睦郎
北海道医療大学病院
小児科

2018.9.28

1806-B-003 北海道 北海道 第51回日本小児呼吸器学会
シンポジウム1
「小児の呼吸機能検査」

柴田　睦郎
北海道医療大学病院
小児科

2018.9.28

1806-B-004 北海道 北海道 第51回日本小児呼吸器学会
シンポジウム２
「呼吸理学療法をどんな症例に、
いつやる？何やる？」

柴田　睦郎
北海道医療大学病院
小児科

2018.9.28

1806-B-005 北海道 北海道 第51回日本小児呼吸器学会
シンポジウム３
「在宅呼吸ケアと医療的ケア児の
呼吸管理上の問題点・地域連携の現状」

柴田　睦郎
北海道医療大学病院
小児科

2018.9.29

1806-B-006 北海道 北海道 第51回日本小児呼吸器学会
ワークショップ
「間質性肺疾患のライフステージ別の
問題点と知識共有」

柴田　睦郎
北海道医療大学病院
小児科

2018.9.29

1806-B-007 北海道 北海道
日本乳幼児精神保健学会
FOUR WINDS
第21回全国学術集会

甘えと愛着：
健やかな共存可能の未来基盤として

小銭　寿子 名寄市立大学 2018.9.29

1806-B-008 北海道 北海道
日本乳幼児精神保健学会
FOUR WINDS
第21回全国学術集会

トラウマと養育者支援 小銭　寿子 名寄市立大学 2018.9.30

1806-B-009 東北 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第１ステージ・会津若松市開催

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 2018.9.12

1806-B-010 東北 秋田県 第70回北日本小児科学会 移行期医療－最善の医療を求めて－ 高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2018.9.15

1806-B-011 東北 秋田県 第70回北日本小児科学会
ロタ、ポリオ、B型肝炎ウイルス
ワクチンの現状とトピックス

高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2018.9.15

1806-B-012 東北 秋田県 第70回北日本小児科学会 病原微生物学の歴史的基盤 高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2018.9.16

1806-B-013 東北 福島県
第4回小児神経学
サテライトセミナー

小児のけいれんの診かた・考え方 横山　浩之
福島県立医科大学
ふくしま子ども・
女性医療支援センター

2018.10.7

1806-B-014 東北 福島県
第4回小児神経学
サテライトセミナー

療育の訓練を知ろう
－身体障害を中心に－

横山　浩之
福島県立医科大学
ふくしま子ども・
女性医療支援センター

2018.10.7

1806-B-015 東北 福島県
第4回小児神経学
サテライトセミナー

新生児の脳保護戦略の進歩
～低体温療法の適応判断・
実際と予後を中心に～

横山　浩之
福島県立医科大学
ふくしま子ども・
女性医療支援センター

2018.10.7

1806-B-016 東北 福島県
第4回小児神経学
サテライトセミナー

小児の神経学的診察法 横山　浩之
福島県立医科大学
ふくしま子ども・
女性医療支援センター

2018.10.7

1806-B-017 東北 福島県
第4回小児神経学
サテライトセミナー

発達障害の肯定的理解と
具体的支援

横山　浩之
福島県立医科大学
ふくしま子ども・
女性医療支援センター

2018.10.7
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1806-B-018 東北 山形県
第13回日本小児心身医学会
東北地方会

発達特性に寄り添う支援（仮） 石川　充 鶴岡協立病院附属クリニック 2018.10.14

1806-B-019 東北 山形県
第53回山形県
小児保健会研修会

『乳幼児期からの肥満予防』
乳幼児期体重増加の将来における肥満、
メタボリックシンドロームへの影響
-adiposity rebound の観点から-

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2018.10.20

1806-B-020 東北 福島県
第130回日本小児科学会
福島地方会

見逃しがちな小児外科疾患 細矢　光亮
福島県立医科大学
医学部小児科学講座

2018.10.21

1806-B-021 関東 東京都 第250回青戸小児科医会
小児のてんかん
～発作と診断、抗てんかん薬～

齋藤　義弘
慈恵医大葛飾医療センター
小児科

2018.9.10

1806-B-022 関東 東京都 第122回東京新生児研究会
無痛分娩up to date：
新生児科の先生方に知っておいて
いただきたいこと

与田　仁志
東邦大学医療センター
大森病院　新生児科

2018.9.11

1806-B-023 関東 東京都
緩和ケアレクチャー
「緩和ケアを実践から学ぼう」

グリーフケア 松本　公一 国立成育医療研究センター 2018.9.14

1806-B-024 関東 東京都 第8回乳幼児学校保健研修会
乳幼児に必要な栄養
～最近の問題点

川上　一恵
日本小児科医会
乳幼児学校保健委員会

2018.9.16

1806-B-025 関東 東京都 第8回乳幼児学校保健研修会
離乳食の進め方
～保護者への支援も含めて

川上　一恵
日本小児科医会
乳幼児学校保健委員会

2018.9.16

1806-B-026 関東 千葉県
第211回日本小児科学会
千葉地方会

シンポジウム
「希少難病（代謝性疾患、
原発性免疫不全症等）に対する
新たな新生児スクリーニングの試み
～千葉県における早期診断・
診療ネットワークの構築～」
1.新しい時代の新生児スクリーニング：
over view
2.新生児スクリーニングの実施と
それに続く遺伝子検査
3.新たな新生児スクリーニングにおける
遺伝カウンセリングの役割
4.愛知県における重症複合免疫不全症
マススクリーニング
5.千葉県での原発性免疫不全・
自己炎症性疾患の診断診療体制

下条　直樹
千葉大学大学院
医学研究院小児病態学

2018.9.16

1806-B-027 関東 東京都
第564回葛飾区小児科
集談会講演会

小児期において血清ALPを評価するには
－骨や歯に症状を来す低ホスファターゼ症を
通して考える
身近になった「ゲノム医療」

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2018.9.18
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1806-B-028 関東 東京都 第4回小児救急研修会

シンポジウム
「小児科医は#8000とどうかかわるか。」
≪小児かかりつけ医が#8000と
どうかかわるかを話し合い、
目に見える形にしていく。≫
1.#8000の現状
2.小児科勤務医と#8000
3.小児科開業医と#8000
4.ディスカッション

渡部　誠一 日本小児科医会 2018.9.23

1806-B-029 関東 東京都 第4回小児救急研修会 保育所の小児救急医療 渡部　誠一 日本小児科医会 2018.9.23
1806-B-030 関東 東京都 第4回小児救急研修会 食物アレルギーの救急 渡部　誠一 日本小児科医会 2018.9.23
1806-B-031 関東 東京都 第4回小児救急研修会 小児プライマリケアの画像診断 渡部　誠一 日本小児科医会 2018.9.23

1806-B-032 関東 東京都 第4回小児救急研修会

シンポジウム
「小児在宅医療と小児救急」
1.診療所の立場
2.病院の立場

渡部　誠一 日本小児科医会 2018.9.23

1806-B-033 関東 東京都 第251回下町小児科懇話会
小児科の一般診療現場における
PALSの実際～
早期に気づき、評価し、介入すること～

小澤　美和
聖路加国際病院
小児科

2018.9.25

1806-B-034 関東 東京都
町田市民病院
小児科症例検討会

患者のために論文を読むのだ 藤原　優子 町田市民病院 2018.9.27

1806-B-035 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

不公平を嫌うのは人間だけか
―動物にもある共感と嫉妬―

岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.28

1806-B-036 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

重症心身障害におけるてんかん治療の
新規抗てんかん薬の適応

岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.28

1806-B-037 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

障害児の睡眠障害について 岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.28

1806-B-038 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

重症心身障害児（者）の
コミュニケーション支援（仮）

岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.28

1806-B-039 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

あらゆる場での看護の提供
―地域包括ケアにおける、
重症児施設の役割（仮）―

岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.29

1806-B-040 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

摂食嚥下障害の基礎と対応 岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.29

1806-B-041 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

重症心身障害児（者）の
ポスチェアリング（姿勢の選定）

岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.29

1806-B-042 関東 東京都
第44回日本重症心身
障害学会学術集会

重症心身障害児（者）の
骨粗鬆症・骨折予防

岩崎　裕治
東京都立
東部療育センター

2018.9.29

1806-B-043 関東 静岡県
第14回静岡小児臨床
研究ネットワーク勉強会

抗インフルエンザ薬への
期待と限界

田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2018.9.29

1806-B-044 関東 東京都
第45回日本小児
臨床薬理学会学術大会

教育講演「進化を続ける小児医薬品開発」
1.小児科学会の医薬品開発事業
2.ＰＭＤＡの動向
3.国際シンポジウムのトピックス
4.欧米における小児製剤の開発動向

石川　洋一
明治薬科大学薬学部
小児医薬品評価額研究室

2018.10.6
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1806-B-045 関東 東京都
第45回日本小児臨床
薬理学会学術大会

シンポジウム1
「妊婦・授乳婦の薬：
最新のデータをどう読み解くか」
1.催奇形性をどう判断するか：
アセトアミノフェンの例と最近の知見
2.薬剤を使用する妊婦授乳婦の
診療にどう取り組むか：
向精神薬を中心に
3.妊娠と薬剤使用の安全性評価における
有用な研究方法論：
バルプロ酸の例から

石川　洋一
明治薬科大学薬学部
小児医薬品評価額研究室

2018.10.7

1806-B-046 関東 神奈川県
第51回都筑区小児科医会
北部病院連携勉強会

小児の脂質異常症 梅田　陽
昭和大学横浜市北部病院
小児科

2018.10.12

1806-B-047 関東 群馬県 第34回群馬周産期研究会
切れ目のない妊娠・出産・子育て支援
―母子のメンタルヘルスを
考慮した地域との連携―

岩瀬　明
群馬大学大学院
医学系研究科　産婦人科学

2018.10.13

1806-B-048 関東 東京都
第23回豊島病院
小児科公開勉強会

成長曲線と、こどもの成長障害
-点と点をつなぐこどもの成長-

中澤　友幸 豊島病院　小児科 2018.10.16

1806-B-049 関東 山梨県
第152回日本小児科学会
山梨地方会

小児科外来における抗菌薬の適正使用を
地域でどのように進めるか

杉田　完爾
山梨県赤十字血液センター
山梨大学

2018.10.20

1806-B-050 関東 神奈川県
第52回日本てんかん学会
学術集会

発作症例のビデオ脳波：小児 山本　仁
聖マリアンナ医科大学小児科、
聖マリアンナ医科大学病院
てんかんセンター

2018.10.25

1806-B-051 関東 神奈川県
第52回日本てんかん学会
学術集会

発達障害とてんかん 山本　仁
聖マリアンナ医科大学小児科、
聖マリアンナ医科大学病院
てんかんセンター

2018.10.26

1806-B-052 関東 神奈川県
第52回日本てんかん学会
学術集会

QOL・トランジションを考えた
小児てんかん治療

山本　仁
聖マリアンナ医科大学小児科、
聖マリアンナ医科大学病院
てんかんセンター

2018.10.26

1806-B-053 関東 神奈川県
第52回日本てんかん学会
学術集会

てんかんの外科適応評価 山本　仁
聖マリアンナ医科大学小児科、
聖マリアンナ医科大学病院
てんかんセンター

2018.10.26

1806-B-054 関東 神奈川県
第52回日本てんかん学会
学術集会

急性脳炎/脳症への対応
1.急性脳炎・脳症とてんかん発生機序
2.成人の急性脳炎・脳症への対応：
ガイドラインを中心に
3.小児の急性脳炎・脳症への対応：
ガイドラインを中心に
4.急性脳炎・脳症に関連する発作に対する
外科的アプローチ

山本　仁
聖マリアンナ医科大学小児科、
聖マリアンナ医科大学病院
てんかんセンター

2018.10.27

1806-B-055 関東 東京都
緩和ケアレクチャー
「緩和ケアを実践から学ぼう」

スピリチュアルペインについて 松本　公一 国立成育医療研究センター 2018.11.7
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1806-B-056 関東 東京 在宅技術講習会 part2

1.小児の人工呼吸管理の落とし穴
2.人工鼻・加温加湿器
3.喀痰排出補助装置
4.胃瘻・気管切開の皮膚のケア

中村　知夫
国立成育医療研究センター
総合診療部

2018.11.24

1806-B-057 関東 東京都
緩和ケアレクチャー
「緩和ケアを実践から学ぼう」

消化器症状（吐き気・嘔吐）の
アセスメントとそのケア

松本　公一 国立成育医療研究センター 2019.1.30

1806-B-058 中部 愛知県 第74回東海小児がん研究会 小児脳腫瘍の内視鏡治療 間瀬 光人
名古屋市立大学
脳神経外科

2018.9.22

1806-B-059 中部 三重県 第174回三重県小児科医会例会 三重県の小児救急の現状と課題(仮) 野村豊樹 三重県小児科医会 2018.9.30
1806-B-060 中部 石川県 第29回石川県小児保健学会 学校現場におけるこどもたちへのがん教育 越田理恵 金沢市保健局 2018.10.7

1806-B-061 中部 石川県 第15回医療的ケア研修セミナー
小児在宅医療と多職種連携
～子どもと家族の暮らしにどう向き合うか～他

佐藤 仁志
金沢医科大学
小児科

2018.11.4

1806-B-062 中部 愛知県 刈谷安城碧南小児科医会 運動器検診と成長期のケガ 田和 俊也
刈谷医師会
(田和小児科医院)

2018.11.13

1806-B-063 中部 石川県

第324回日本小児科学会
北陸地方会
第20回日本小児科学会
石川地方会

小児の睡眠と発達 犀川　太 金沢医科大学病院 2018.12.9

1806-B-064 近畿 大阪府 第55回大阪小児呼吸器談話会
小児科外来における抗菌薬適正使用の実践
～安全で安心な医療のあり方を探る

亀田　誠
大阪はびきの医療センター
小児科

2018.9.1

1806-B-065 近畿 大阪府 第28回遺伝医学セミナー
遺伝カウンセリング1：
網羅的解析の遺伝カウンセリング

佐村　修
東京慈恵会医科大学
産婦人科

2018.9.7

1806-B-066 近畿 兵庫県 姫路市小児科医会学術講演会
①ツカザキ病院眼科における
小児の斜視診療
②小児の視機能発達

本郷　彰裕 本郷小児科 2018.9.13

1806-B-067 近畿 大阪府
大阪小児科医会
第25回救急・新生児研修会

急性脳症およびけいれん重積状態に
対する初期対応
-ガイドラインを踏まえて-他

田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.9.15

1806-B-068 近畿 大阪府
平成30年度
第2回周産期医療研修会

あなたが送り出したダウン症児
その後どうなっているのか知っていますか？
-最新の臨床課題と最先端研究を分かりやすく-

茂松　茂人
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.9.22

1806-B-069 近畿 大阪府
大阪小児科医会
第192回学術集会

日本人の腸内フローラは
どのようにして決まり、今何が起きているのか？

田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.9.29

1806-B-070 近畿 滋賀県
平成30年度
第33回滋賀県小児保健学会

病気を持つ子どもと学校生活 桑田　弘美
滋賀医科大学医学部
看護学科　臨床看護学講座
（小児）

2018.9.29

1806-B-071 近畿 京都府
第26回小児集中治療
ワークショップ

PICUにおける終末期の話し合いと
看取りについて共に考える

志馬　伸朗
広島大学大学院
歯薬保健学研究科
救急集中治療医学

2018.10.14

1806-B-072 近畿 京都府
第60回日本小児血液・
がん学会学術集会シンポジウム4

血友病の現状と今後の治療選択 細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2018.11.14

1806-B-073 近畿 京都府
第60回日本小児血液・がん学会
学術集会シンポジウム4

小児がん治療後の晩期合併症に
対する新しい治療

細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2018.11.16

1806-B-074 中四国 岡山県
第309回岡山市
小児科専門医会

小児科診療で知っておきたい
眼科知識

樋口　譲二 樋口クリニック 2018.9.8
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1806-B-075 中四国 徳島県
徳島県小児保健協会
第60回記念講演会

徳島県における小児保健の現状と課題
（仮）子どもの危機-インターネット依存症-
（仮）小児歯科的な口腔の問題
（仮）開業医小児科医からみた
望まれる小児保健体制
（仮）小児保健や福祉の政策について

香美　祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2018.9.16

1806-B-076 中四国 愛媛県
第70回愛媛県小児科医会
教育集会

小児の輸液と経口補液
ーその原理と投与方法ー

児玉　義史 愛媛県小児科医会 2018.9.23

1806-B-077 中四国 愛媛県
第70回愛媛県小児科医会
教育集会

泌尿器科側から見た尿路感染の管理、
手術適応などに関して

児玉　義史 愛媛県小児科医会 2018.9.23

1806-B-078 中四国 広島県 第32回日本小児PD・HD研究会

シンポジウム
「新生児型ARPKDに対する透析、移植」
アンケート調査の結果から
移植外科医からの提言

大田　敏之
県立広島病院
小児腎臓科

2018.10.5

1806-B-079 中四国 岡山県
第42回日本心身医学会
中国・四国地方会

シンポジウム
「多様な身体症状の訴えへのアプローチ」
内科と小児科の共働（仮）
現代版不安愁訴（MOS)の頻度・対応について
精神科医の治療アプローチ

岡田あゆみ
岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科小児医科学

2018.11.18

1806-B-080 中四国 岡山県
第42回日本心身医学会
中国・四国地方会

起立性調節障害診療の最前線 岡田あゆみ
岡山大学大学院医歯薬学
総合研究科小児医科学

2018.11.18

1806-B-081 中四国 岡山県
日本子ども虐待防止学会
第24回学術集会おかやま大会

チャイルド・デス・レビュー
～「CDR運営ガイドライン骨子JaSPCAN案」

御牧　信義
一般財団法人
倉敷成人病センター

2018.12.1

1806-B-082 中四国 岡山県
日本子ども虐待防止学会
第24回学術集会おかやま大会

フィンランドの『ネウボラ』と『早期ダイアローグ』・
子ども虐待防止に資する切れ目ない支援

御牧　信義
一般財団法人
倉敷成人病センター

2018.12.1

1806-B-083 中四国 岡山県
日本子ども虐待防止学会
第24回学術集会おかやま大会

発達障害と児童虐待に起因する
愛着形成障害との類似と相違：
神経生物学的知見から治療戦略まで

御牧　信義
一般財団法人
倉敷成人病センター

2018.12.1

1806-B-084 中四国 岡山県
日本子ども虐待防止学会
第24回学術集会おかやま大会

妊娠中からの虐待防止：
社会的ハイリスク妊産婦連絡システムから

御牧　信義
一般財団法人
倉敷成人病センター

2018.12.1

1806-B-085 九州 長崎県
第3回日本保育保健協議会
長崎県研修会

保育所における感染症対策ガイドライン 小野　靖彦 おの小児科医院 2018.9.2

1806-B-086 九州 長崎県
第3回日本保育保健協議会
長崎県研修会

教育施設における事故予防の最前線 小野　靖彦 おの小児科医院 2018.9.2

1806-B-087 九州 長崎県
第3回日本保育保健協議会
長崎県研修会

発達障害への対応 小野　靖彦 おの小児科医院 2018.9.2

1806-B-088 九州 福岡県
第24回九州山口小児血液・
免疫・腫瘍研究会

小児がんの子どもの家族の求めるもの
～小児がん相談支援室専従看護師の視点から～

大賀　正一
九州大学大学院
医学研究院
成長発達医学分野

2018.9.8

1806-B-089 九州 福岡県
第24回九州山口小児血液・
免疫・腫瘍研究会

造血細胞移植におけるGVHDの克服について 大賀　正一
九州大学大学院
医学研究院
成長発達医学分野

2018.9.8
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1806-B-090 九州 長崎県
第196回長崎市
小児科医会研修会

幼児の視力検査
～スポットビジョンスクリーナーについて～

神村　直久 長崎市小児科医会 2018.9.20

1806-B-091 九州 宮崎県
宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

ホームにたどり着いた
子どもの家族再統合への取り組み

髙山　修二 宮崎県小児科医会 2018.10.14

1806-B-092 九州 宮崎県
宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

学校突然死ゼロに向けて 髙山　修二 宮崎県小児科医会 2018.10.14

1806-B-093 九州 長崎県
第197回長崎市
小児科医会研修会

小児科泌尿器科疾患　最新の知見 神村　直久 長崎市小児科医会 2018.10.18

1806-B-094 九州 福岡県
福岡県小児等在宅医療推進事業
『小児在宅医療研修会』

医療的ケア児の在宅医療 落合　正行
九州大学大学院
医学研究院
周産期・小児医療学講座

2018.10.28

1806-B-095 九州 福岡県
第7回日本小児診療
多職種研究会

周産期とウイルス感染症 倉重　弘 倉重こどもクリニック 2018.11.24

1806-B-096 九州 福岡県
第7回日本小児診療
多職種研究会

小児の目について知っておくべきこと 倉重　弘 倉重こどもクリニック 2018.11.24

1806-B-097 九州 福岡県
第7回日本小児診療
多職種研究会

食物アレルギーにおける予防と対策 倉重　弘 倉重こどもクリニック 2018.11.25

1806-B-098 九州 宮崎県
第85回日本小児科学会
宮崎地方会

エビデンスに基づく小児
ネフローゼ症候群の治療

盛武　浩
宮﨑大学医学部
発達日尿生殖医学講座
小児科学

2019.2.17


