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1808-B-001 北海道 北海道
第71回北海道
小児循環器研究会

小児肺高血圧症最新の話題（仮） 石川　成津矢 旭川医科大学心臓外科 2018.11.3

1808-B-002 北海道 北海道
日本小児科学会
北海道地方会第303回例会

我が国における
子供の死亡登録検証制度実施への課題

東　寛 旭川医科大学小児科 2018.12.2

1808-B-003 東北 秋田県
第33回秋田県周産期・
新生児医療研究会

コウノドリの撮影協力で気づいたこと・
伝えたかったこと

高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科
小児科学講座

2018.11.10

1808-B-004 東北 福島県 福島県小児保健フォーラム 新たな国民病、子どものロコモ 鈴木　順造 福島県小児保健協会 2018.11.17

1808-B-005 東北 福島県 福島県小児保健フォーラム 健康的な食生活でロコモ予防 鈴木　順造 福島県小児保健協会 2018.11.17

1808-B-006 東北 秋田県
平成30年度
東北（第2）ブロック研修会

保育所における感染症対策（仮） 湊　元志
湊小児科医院、
秋田県小児科医会

2018.11.18

1808-B-007 東北 秋田県
平成30年度
東北（第2）ブロック研修会

食物アレルギーと
アナフィラキシーへの対応（仮）

湊　元志
湊小児科医院、
秋田県小児科医会

2018.11.18

1808-B-008 東北 秋田県
平成30年度
東北（第2）ブロック研修会

発達障害に惑わされない
子どもの発達支援

湊　元志
湊小児科医院、
秋田県小児科医会

2018.11.18

1808-B-009 東北 岩手県
第142回日本小児科学会
岩手地方会

胎児期からの
母子間コミュニケーション（仮）

小山耕太郎 岩手医科大学小児科学講座 2018.12.8

1808-B-010 東北 岩手県
第142回日本小児科学会
岩手地方会

新生児蘇生法について（仮） 小山　耕太郎 岩手医科大学小児科学講座 2018.12.8

1808-B-011 関東 東京都 第34回小児保健セミナー

食とメディア
1食で育む子育て
―食育の理論と実践―
2子育てにおけるメディア
―メディアの上手な利用とは

秋山　千枝子
公益社団法人日本小児保健協会
あきやま子どもクリニック

2018.11.4

1808-B-012 関東 東京都 小児救命技術向上講習会 小児の心肺停止 小林　俊夫 世田谷区医師会小児科医会 2018.11.10

1808-B-013 関東 東京都
第19回
東京小児臨床感染症勉強会

症例から考える
小児免疫不全感染症

堀越　裕歩 東京都立小児総合医療センター 2018.11.16

1808-B-014 関東 埼玉県
第19回
彩の国予防接種推進協議会
学術講演会

～ありふれた感染症の重い合併症～
ムンプス難聴について

峯　眞人 医療法人自然堂　峯小児科 2018.11.17

1808-B-015 関東 東京都
第567回
葛飾区医師会小児科集談会

こどものけいれん
～ガイドラインに基づく
熱性けいれんへの対応と、
てんかんの見分け方から
成人期を見据えた治療戦略～

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2018.11.20

1808-B-016 関東 神奈川県 第161回茅ヶ崎小児医療セミナー 中国の漢方と日本の漢方 小田　洋一郎 茅ヶ崎市立病院　小児科 2018.11.20

1808-B-017 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

早産児に対するステロイド療法 与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.22

1808-B-018 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

医師の働き方改革と周産期医療 与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.22

1808-B-019 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

超低出生体重児の消化管穿孔
―壊死性腸炎とその周辺―

与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.22
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1808-B-020 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

網羅的遺伝子診断を用いた
未診断疾患に対する取り組み：
新生児・小児医学の新地平

与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.23

1808-B-021 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

新生児期発症のてんかん性脳症
―最新の知見―

与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.23

1808-B-022 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

胎児治療の現状と今後の展望：
双胎間輸血症候群を中心に

与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.24

1808-B-023 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

世界の中の新生児医療 与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.24

1808-B-024 関東 東京都
第63回日本新生児生育医学会・
学術集会

新生児輸血　新ガイドラインと
残された課題

与田　仁志
東邦大学医学部新生児学講座・
東邦大学医療センター大森病院
総合周産期母子医療センター

2018.11.24

1808-B-025 関東 東京都
第42回ハイリスク児
フォローアップ研究会

発達評価を支援に活かす 河野　由美 自治医科大学小児科 2018.11.23

1808-B-026 関東 東京都
第5回地域総合小児医療認定医
指導者研修会

どうすればこどもの風邪に
抗菌薬を出さずにすむことを教え広めるか

佐藤　好範 日本小児科医会 2018.11.25

1808-B-027 関東 東京都
第5回地域総合小児医療認定医
指導者研修会

臨床現場での評価の実際 佐藤　好範 日本小児科医会 2018.11.25

1808-B-028 関東 東京都
第5回地域総合小児医療認定医
指導者研修会

ワークショップ「児童虐待」を考える
第1部　医療機関向け虐待研修プログラム
BEAMS Stage1

佐藤　好範 日本小児科医会 2018.11.25

1808-B-029 関東 栃木県
第145回日本小児科学会
栃木県地方会

医療における子どもの権利を考える
～ライフステージに沿った子ども療養支援～

山形　崇倫 自治医科大学小児科学 2018.11.25

1808-B-030 関東 東京都
第32回日本小児脂質研究会
学術集会

動脈硬化学会ガイドラインと
診療アップデート

武城　英明
東邦大学医学部
臨床検査医学

2018.11.30

1808-B-031 関東 東京都
第32回日本小児脂質研究会
学術集会

酸素欠損症の最新治療 武城　英明
東邦大学医学部
臨床検査医学

2018.12.1

1808-B-032 関東 東京都
第32回日本小児脂質研究会
学術集会

小児肥満 武城　英明
東邦大学医学部
臨床検査医学

2018.12.1

1808-B-033 関東 東京都
第32回日本小児脂質研究会
学術集会

シンポジウム　リパーゼと高度高TG血症
1高カイロクロン血症の病因と病態
2活性測定とLPL異常
3成人高カイロクロン血症の治療の実際
4小児高カイロクロン血症の診断と治療の実際

武城　英明
東邦大学医学部
臨床検査医学

2018.12.1

1808-B-034 関東 東京都
第16回日本胎児治療学会
学術集会

10万個の子宮とワクチン 中田　雅彦

東邦大学大学院
医学研究科産科婦人科学講座
東邦大学医療センター
大森病院産婦人科

2018.12.1

1808-B-035 関東 群馬県
第208回日本小児科学会
群馬地方会講話会

日本のAMR対策について（仮） 荒川　浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2018.12.2

1808-B-036 関東 東京都 第73回多摩小児神経懇話会
小児神経と脳神経外科の接点：
発生・解剖・神経生理に基づいた小児神経外科

三山　佐保子
東京都立小児総合医療センター
神経内科

2019.1.19

1808-B-037 関東 東京都 第252回下町小児科懇話会 発達性読み書き障害の診断と治療 小澤　美和 聖路加国際病院小児科 2019.1.22

1808-B-038 関東 栃木県
第10回日本小児心身医学会
関東甲信越地方会

被災地の小児科医の役割
～子どもの居場所を創る～

朝野　春美 前自治医科大学附属病院 2019.3.10
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1808-B-039 中部 長野県 日本小児科学会甲信地方会
てんかん診療をやさしく
たのしくふかくゆかいに

中沢　洋三 信州大学医学部医学教室 2018.11.4

1808-B-040 中部 岐阜県 第60回日本先天代謝異常学会総会

シンポジウム｢ムコ多糖症の治療管理を考える｣
1)患者の立場から
(10年間の経験から10年後の治療選択と可能性)
 医師の立場から
(ムコ多糖症の診断と治療法の選択における課題)
2)ムコ多糖症：治療の現状と今後の課題
3)Effect and limitation of hematopoietic stem cell
transplantation for mucopolysaccharidoses
4) ムコ多糖症の新生児スクリーニング
5)総合質疑：家族にとって幸せな選択とは？

深尾　敏幸
岐阜大学大学院
医学系研究科

2018.11.8

1808-B-041 中部 岐阜県 第60回日本先天代謝異常学会総会
糖鎖の構造と生命機能
-ヘパリン、シアロ糖鎖、
糖脂質ガングリオシドを中心に-

深尾　敏幸
岐阜大学大学院
医学系研究科

2018.11.9

1808-B-042 中部 岐阜県 第60回日本先天代謝異常学会総会
とにかく分かる先天代謝異常症
－日常診療の場面で－

深尾　敏幸
岐阜大学大学院
医学系研究科

2018.11.10

1808-B-043 中部 岐阜県 第60回日本先天代謝異常学会総会
とにかくわかる先天代謝異常症
(救急の場面で)

深尾　敏幸
岐阜大学大学院
医学系研究科

2018.11.10

1808-B-044 中部 愛知県
平成30年度
西三河小児在宅医療講習会

医療的ケアの実際 柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2018.11.17

1808-B-045 中部 愛知県
第293回愛知県小児科医会例会兼
平成30年度日本医師会生涯教育講座

思春期の不安愁訴への対応
（起立性調節障害を中心に）

岡田　純一 愛知県小児科医会 2018.11.18

1808-B-046 中部 愛知県
第293回愛知県小児科医会例会兼
平成30年度日本医師会生涯教育講座

乳幼児健診における子育て支援 岡田　純一 愛知県小児科医会 2018.11.18

1808-B-047 中部 岐阜県 第23回障害支援研究会 小児における動作分析について 金子　英雄 長良医療センター 2018.11.25

1808-B-048 近畿 兵庫県
第70回兵庫県小児科医会
小児医学講座

こどもの健康を促す小児予防医学
～米国の健診システムから
応用できること～

藤田　位 兵庫県小児科医会 2018.11.10

1808-B-049 近畿 兵庫県
第70回兵庫県小児科医会
小児医学講座

フィンランドにおける
小児医療と育児支援
～ネウボラは全てのこどもを見守る～

藤田　位 兵庫県小児科医会 2018.11.10

1808-B-050 近畿 滋賀県
第3回滋賀県多職種連携学会
研究大会

地域共生社会にむけた自立支援とは 清水　和也
一般社団法人
滋賀県病院協会

2018.11.11

1808-B-051 近畿 大阪府
第4回日本小児超音波研究会
学術集会
※備考あり

（シンポジウム：
小児超音波におけるピットフォール
1）小児泌尿器領域の基礎とピットフォール
2）小児日常診療における
超音波検査の活用とピットフォール

余田　篤 大阪医科大学小児科 2018.11.11

1808-B-052 近畿 和歌山県
第38回日本川崎病学会
学術集会イブニングセミナー

小児用医薬品開発における最近の動向 鈴木　啓之
和歌山県立医科大学
小児科

2018.11.17

1808-B-053 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー 小児の免疫性神経疾患へのアプローチ 岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.23

1808-B-054 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー
熱性けいれん・けいれん重積・急性脳症
診療ガイドラインの概説

岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.23

1808-B-055 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー
目でみる小児神経1　乳児の発達
－正常と疾患を比べようー

岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.24

1808-B-056 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー 小児の中枢脱髄性疾患 岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.24

1808-B-057 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー
抹消の病態
～GBS、CIDP、MGの理解と実践

岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.24



承認番号 開催地区 開催地 研修集会名 演題名 会頭・世話人 所属 開催日

1808-B-058 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー グリア細胞の生理機能と神経回路機能 岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.24

1808-B-059 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー
小児の感染／炎症：
脳神経外科のできること

岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.24

1808-B-060 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー 目でみる小児神経2　てんかん 岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.25

1808-B-061 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー 小児けいれん性疾患と神経炎症 岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.25

1808-B-062 近畿 大阪府 第48回小児神経学セミナー
辺緑系脳炎（自己免疫介在性脳炎）
とてんかん

岡　明
一般社団法人
日本小児神経学会

2018.11.25

1808-B-063 中四国 高知県
乳幼児の発達に関する
研修集会

保護者支援に活用できる子どもの
行動の捉え方と対応
ー応用行動分析（ABA)を用いてー

藤枝　幹也
日本小児科学会高知地方会
高知大学医学部
小児思春期医学講座

2018.11.1

1808-B-064 中四国 香川県
第143回　西讃小児科医会
学術講演会

1.症例提示、診断ならびに遺伝子解析
ー遺伝因子の解析の試みー
2.急性腎障害と腎性低尿酸血症の診療
（ガイドラインに基づいて）

森本　雄次 もりもとこどもクリニック 2018.11.8

1808-B-065 中四国 岡山県
第310回　岡山市小児科
専門医会 11月例会

小児形成外科から見た小児科医との
連携の重要性について

樋口　譲二 樋口クリニック 2018.11.10

1808-B-066 中四国 鳥取県 第538回小児診療懇話会

頻度の高い小児外科的疾患の
診察のポイント
～鳥取県の小児外科医療の
現況報告を兼ねて～

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2018.11.14

1808-B-067 中四国 高知県
第35回中国四国
小児腎臓病学会

血清C1値からひも解く
酸塩基平衡障害

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2018.11.18

1808-B-068 中四国 愛媛県
第70回中国四国
小児科学会

子ども政策をめぐる
今日的課題

石井　榮一
愛媛大学大学院
医学系研究科小児科学

2018.11.24

1808-B-069 中四国 愛媛県
第70回中国四国
小児科学会

男女共同参画シンポジウム 石井　榮一
愛媛大学大学院
医学系研究科小児科学

2018.11.25

1808-B-070 中四国 岡山県
第216回倉敷小児科
専門医会

小児アレルギー診療アップデート 尾内　一信
川崎医科大学
小児科学

2018.11.28

1808-B-071 中四国 高知県
乳幼児の発達に関する
研修集会

保護者支援に活用できる
子どもの行動の捉え方と対応
ー応用行動分析（ABA)を用いて

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2018.12.1

1808-B-072 中四国 愛媛県
平成30年度 中国・四国
（第6・7）ブロック研修会

園と園医をつなぐために 児玉　義史 愛媛県小児科医会 2019.1.20

1808-B-073 中四国 愛媛県
平成30年度 中国・四国
（第6・7）ブロック研修会

幼児期の発達障がいについて
～教育・保育現場と小児科との連携～

児玉　義史 愛媛県小児科医会 2019.1.20

1808-B-074 中四国 愛媛県
平成30年度 中国・四国
（第6・7）ブロック研修会

保育所における
感染症対策ガイドラインについて

児玉　義史 愛媛県小児科医会 2019.1.20
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1808-B-075 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

シンポジウム1
「見逃されそうな小児の感染症制御策」
①ウイルス感染症と不顕性感染者対策
②見逃されそうな小児の感染症制御策
細菌感染症
③海外渡航する小児の感染症予防

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.10

1808-B-076 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

シンポジウム2「自然免疫と疾患病理」
①ヒトにおける自然免疫の役割
②自然免疫とアレルギー疾患
③自然免疫と自己免疫性疾患
④自然免疫と腸管疾患
⑤尿路における自然免疫の重要性

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.10

1808-B-077 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

Keynote Speech2
"One Century after Spanish Flu,
Two Decades after H5N1 Flu"
①Once century after Spanish flu
②Two Decades after H5N1 Flu

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.10

1808-B-078 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

Symposium1
"Asia-a Perennial Spring of Emerging
and Re-emerging Infections"
①Enterovirus 71,D68
②Avian Influenza（H7N9) the Emerging
Infectious Diseases
③MERS　④SARS

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.10

1808-B-079 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

招待講演２
「Severe Hyperinflammation
-An Update on Primary and
Secondary Hemophagocytic
Lymphohistiocytosis」
Severe Hyperinflammation
-An Update on Primary and
Secondary HLH

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.11

1808-B-080 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

特別講演
「感染症とアレルギーの病態形成」
感染症とアレルギー疾患の病態制御

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.11

1808-B-081 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

シンポジウム３
「ヘルペスウイルス感染症
～重症化とその要因～」
①ヘルペスウイルス感染症の重症化と
ウイルスの病原因子
②免疫不全と
薬剤耐性単純ヘルペスウイルス感染症
③EBウイルス関連疾患の病態把握と
基礎研究の現状
④HHV-6Bの重症合併症とその発症機構
⑤カポジ肉腫関連ヘルペスウイルス感染症

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.11
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1808-B-082 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

合同シンポジウム1/ACPID and JSPID
Joint Symposium 1
"Recent trends on Mycoplasma pneumoniae
infection in Asia"
①MYCOPLASMA PNEUMONIA INFECTION
AMONG JAPANESE CHILDREN
②Molecular Epidemiology of
Mycoplasma pneumoniae Pneumonia
in Children in Korea
③Pediatric Mycoplasma pneumoniae
infection in China

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.11

1808-B-083 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

Symposium7
"Dengue-Problems to Be Solved"
①Dengue virus neutralization
versus infection-enhancement
②Dengue: Pitfalls in Diagnosis and
Management
③Hemostatic derangement in severe dengue
④Novel Dengue Virus Vaccine

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.12

1808-B-084 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

Symposium9
"Global Prospective and Local Activities
for Neglected Vaccine Preventable Diseases"
①Polio endgame, and future prospective
of eradication programme
②Past and Present Challenges of Rabies
Prevention in the Philippines
③Measles outbreak in Philippines 2018,
its epidemiology and response
④Pertussis disease burden
and its countermeasures in Asia

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.12

1808-B-085 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

Symposium 10
"Inborn errors of immunity to infection in
Asia"
①Infection and PID in Japan
②Diagnostic network of PID in Asia
③Infection and HLH in Korea
④NTM and PID in Asia
⑤Infecton and WAS in China

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.12

1808-B-086 九州 福岡県
第50回日本小児感染症学会総会・
学術集会
第9回アジア小児感染症学会

Symposium 13
"Kawasaki disease:
 Recent Advances in the Pathophysiology
and Management"
①Kawasaki disease: overview
②Kawasaki Diseas, Innate or Acquired
Immune Disease?
③Kawasaki Diseas care and management
in Taiwan
④Kawasaki diseas:
vasculitis and endothelial microparticles
⑤Kawasaki disease:
recent topics of the pathogenesis
and treatments

大賀　正一
九州大学大学院医学研究院
成長発達医学分野（小児科）

2018.11.12
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1808-B-087 九州 長崎県
第198回長崎市小児科医会
学術研修会

ＲＳ感染症、最近の症例についての検討 神村　直久 長崎市小児科医会 2018.11.15

1808-B-088 九州 福岡県
第4回筑後小児
プライマリケア研究会

小児の長引く腹痛へのアプローチ 大部　敬三 聖マリア病院小児科 2018.11.22

1808-B-089 九州 宮崎県
第30回宮崎県
小児保健学会

子どもの食とこころの問題 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

2018.11.25

1808-B-090 九州 宮崎県
第30回宮崎県
小児保健学会

医療的ケアを含む重症児者と
家族を支える多職種連携
～三重県での取組を中心に～

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

2018.11.25

1808-B-091 九州 佐賀県 第82回佐賀小児科地方会
地域医療は、小児保健・医療提供体制2.0の
モデルとなり得るか？

松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2018.12.9


