
承認番号 開催地 研修集会名 講習会名 会頭・世話人 所属 開催日

1812-B-001 北海道
第9回日本小児禁煙研究会
学術集会

タバコフリーキッズから
タバコゼロ社会へ

今野　美紀
札幌医科大学
保健医療学部

2019.3.3

1812-B-002 北海道
第9回日本小児禁煙研究会
学術集会

子どもの喫煙開始を防止するための
tabacco literacyとコミュニケーションスキル

今野　美紀
札幌医科大学
保健医療学部

2019.3.3

1812-B-003 新潟県
第116回阿賀北
小児科臨床研究会

failure to thriveの臨床から見えてくるもの
～健診の実状からの提言～

嶋倉　泰裕 嶋倉小児クリニック 2019.3.2

1812-B-004 宮城県
宮城県小児科医会
学術講演会

乳児期のけいれんを診たときの考え方 奥村　秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2019.3.14

1812-B-005 岩手県
第2回発達障がい
対応力向上研修

ADHDにおける診断の実際
「大人になってからの
ADHDの方たちの状態像に向けて
～子どものうちに始める対応について～」

小原　紀彰 一般社団法人岩手県医師会 2019.3.21

1812-B-006 岩手県
第2回発達障がい
対応力向上研修

発達障害児・者の発達の道筋と
身体および精神科的併存症

小原　紀彰 一般社団法人岩手県医師会 2019.3.21

1812-B-007 静岡県
第255回浜松市小児科医会
研究会

1枚の超音波画像から
小児消化器疾患の病態を考える

太田　邦明 天竜こども医院 2019.3.6

1812-B-008 埼玉県 第138回埼玉小児疾患集談会

「医療安全セミナー」
・医療裁判の概要と統計
・医療過誤における法律上の責任
・事故事例（ケーススタディ）

浜野　晋一郎
埼玉県立小児医療センター
神経科

2019.3.7

1812-B-009 静岡県 第1回アレルギー疾患拠点病院研修会
アトピー性皮膚炎の薬物療法
～プロアクティブ療法指導説明のコツ～

西田　光宏 浜松医療センター小児科 2019.3.13

1812-B-010 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

不登校から見た神経発達症 作田　亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17

1812-B-011 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

チックの子は不安がいっぱい 作田　亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17

1812-B-012 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

子ども虐待と脳科学
ーマルトリートメントによる
脳への影響と回復へのアプローチ

作田　亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17

1812-B-013 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

アタッチメントが不安定な子どもの支援 作田　亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17



承認番号 開催地 研修集会名 講習会名 会頭・世話人 所属 開催日

1812-B-014 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

思春期神経発達症への支援を考える 作田　亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17

1812-B-015 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

学習障害の診断と支援 作田　亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17

1812-B-016 群馬県
第209回日本小児科学会
群馬地方会講話会

「小児医療の質と安全を考える
ー国内外の現状と将来構想」

荒川　浩一
群馬大学大学院医学系研究科
小児科学分野

2019.3.17

1812-B-017 東京都 葛飾区医師会小児科集談会
小児期発症の心疾患：
生育に伴った問題点と注意点

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.3.19

1812-B-018 栃木県
第146回日本小児科学会
栃木県地方会

乳幼児における喘鳴の診断と治療（仮） 吉原　重美 獨協医科大学小児科学 2019.3.24

1812-B-019 富山県
第325回日本小児科学会北陸地方会
第41回日本小児科学会富山地方会

【シンポジウム】
子供の採血･血管確保時の苦痛緩和

足立　雄一 富山大学医学部小児科 2019.3.10

1812-B-020 三重県
平成30年度
みえ出産前後からの親子支援講習会

子育て世代包括支援センターの
目指すところ

松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.3.21

1812-B-021 三重県 平成30年度産婦健康診査研修会
妊産婦健診における
メンタルヘルスについて

松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.3.21

1812-B-022 三重県 平成30年度産婦健康診査研修会
母子保健
ー精神保健多職種連携の課題と解決

松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.3.21

1812-B-023 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

大学病院医育機関における
小児集中治療室の役割:
Academic pediatric critical care

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.19

1812-B-024 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

ERで遭遇する小児救急心疾患
-この疾患を見逃すな-

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.19

1812-B-025 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

人工胎盤
-周産期医療の限界に挑戦する-

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.19

1812-B-026 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

新生児疾患とサイトカイン 谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20

1812-B-027 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

心筋分化とiPS細胞研究 谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20

1812-B-028 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

・新生児期に備わる内在性幹細胞が関連した
脳障害後の神経再生メカニズム
・再生できなかったはずの神経の
再生医療はここまで来た

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20
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1812-B-029 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

新生児
-乳児食物蛋白誘発胃腸症:
新しい診療ガイドライン

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20

1812-B-030 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

国際小児科学会(IPA),
アジアオセアニア
小児科学会(APPA)の活動について

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.21

1812-B-031 石川県
第122回日本小児科学会
学術集会

ゲノム編集技術を応用した
ヒト受精胚研究について

谷内江　昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.21

1812-B-032 富山県 第3回高岡市小児科医会講演会
小児の成長について
成長曲線のみかた

小栗　絢子 高岡市小児科医会 2019.4.23

1812-B-033 福井県
第326回日本小児科学会
北陸地方会

小児消化管疾患領域の
診療ガイドラインを実臨床でどのように使うか

大嶋　勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2019.6.9

1812-B-034 愛知県
第15回日本小児科医会
生涯研修セミナー

子供のけいれん up to date 岡田　純一 愛知県小児科医会 2019.10.13

1812-B-035 愛知県
第15回日本小児科医会
生涯研修セミナー

全エキソーム解析が変える小児医療 岡田　純一 愛知県小児科医会 2019.10.13

1812-B-036 愛知県
第15回日本小児科医会
生涯研修セミナー

小児血液･腫瘍性疾患の最新医療 岡田　純一 愛知県小児科医会 2019.10.13

1812-B-037 大阪府 第28回近畿新生児研究会
気になる子への対応の指導のために
～応用行動分析学～

南　宏尚
社会医療法人愛仁会
高槻病院

2019.3.2

1812-B-038 京都府 第38回京都府小児保健研究会 食の入り口 滝田　順子 京都大学小児科 2019.3.3

1812-B-039 京都府 第35回子どものこころと身体懇話会
学校に求められている
いじめへの対応と現状

藤田　克寿 京都小児科医会 2019.3.16

1812-B-040 京都府 第35回子どものこころと身体懇話会 ネット社会と子どもたちの実態 藤田　克寿 京都小児科医会 2019.3.16

1812-B-041 兵庫県 第3回小児在宅医療講習会
熊本地震・豪雨災害時の経験と
事後対策について

藤田　位
空地　顕一

兵庫県小児科医会
兵庫県医師会

2019.3.17

1812-B-042 大阪府
第7回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム）
胎児口唇口蓋裂診断から外科治療まで

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.3.20

1812-B-043 大阪府
大阪府南部
児童虐待防止医療ネットワーク
第11回ネットワーク連絡会

大阪の子ども虐待予防の歴史とこれから 光田　信明 大阪母子医療センター 2019.3.24

1812-B-044 大阪府 第221回大阪小児科学会
発達障害の考え方と
大阪府の支援の取り組み

大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科　小児科学

2019.4.6

1812-B-045 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
乳児期からの心の発達
～その課題とかかわり方～

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.18

1812-B-046 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
発達障がいの早期発見・対応
～大阪府行政とのとりくみ～

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.18
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1812-B-047 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 学童期発達障害児への医療的介入 内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.18
1812-B-048 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 発達障がいのペアレント・トレーニング 内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.19
1812-B-049 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 母子保健と子ども虐待予防 内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.19

1812-B-050 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
被虐待児の社会的入院
～大阪の現状とその課題～

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.19

1812-B-051 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
子どもの心身症をどう診るか
～その診たてと対応について～

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.5.19

1812-B-052 大阪府 第11回こども心身セミナー
「小児消化器疾患に使う認知行動療法(CBT)」
過敏性腸症候群の心身医療(薬物+CBT)

冨田　和巳
一般社団法人大阪総合医学・
教育研究会
こども心身医療研究所

2019.5.26

1812-B-053 大阪府 第11回こども心身セミナー
「小児消化器疾患に使う認知行動療法(CBT)」
参加者による体験学習

冨田　和巳
一般社団法人大阪総合医学・
教育研究会
こども心身医療研究所

2019.5.26

1812-B-054 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

疾患特異的iPS細胞を活用した
病態解明から創薬

藤田　克寿 京都小児科医会 2019.6.8

1812-B-055 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

虐待を見たとき、あなたの頭の中に
起こる10のこと

藤田　克寿 京都小児科医会 2019.6.9

1812-B-056 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

シンポジウム：
子育ての精神保健
～子育てに悩む親とともに～

藤田　克寿 京都小児科医会 2019.6.9

1812-B-057 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

思春期の女性アスリートの問題点 藤田　克寿 京都小児科医会 2019.6.9

1812-B-058 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

新しく始まった成長曲線を用いた
学校保健の現状と取りくみ

藤田　克寿 京都小児科医会 2019.6.9

1812-B-059 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

オキシトシンが作る母子の絆について 藤田　克寿 京都小児科医会 2019.6.9
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1812-B-060 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 子どもの心とことばの育ち 内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.14

1812-B-061 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
感情のコントロールが困難な子どもへの
アンガーマネジメント

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.14

1812-B-062 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 発達に課題のある児の睡眠について考える 内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.14

1812-B-063 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
発達に課題のある児に対する
性の健康教育

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.15

1812-B-064 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 子どもの健康と笑い 内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.15

1812-B-065 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
思春期における発達障害の理解と
支援を考える

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.15

1812-B-066 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
子どもの学習を考える
～医療にできることは何だろう？～

内海　裕美 公益社団法人日本小児科医会 2019.7.15

1812-B-067 岡山県 第311回　岡山市小児科専門医会 小児歯科と小児科の連携 樋口　譲二 樋口クリニック 2019.3.9

1812-B-068 愛媛県
第71回愛媛県小児科医会
教育集会

市区町村における虐待予防
～保健・医療・福祉・教育の顔の見える
連携と小児科医の役割～

児玉　義史 愛媛県小児科医会会長 2019.3.10

1812-B-069 愛媛県
第71回愛媛県小児科医会
教育集会

《総ての赤ちゃんにあたたかい家庭を》
『RAD.・反応性愛着障害、子どもが必死に訴える姿から』
～「愛知方式・赤ちゃん縁組」
30年余の経験で得たもの～

児玉　義史 愛媛県小児科医会会長 2019.3.10

1812-B-070 香川県
香川県児童虐待防止医療連携強化事業
平成30年度第2回研修会

BEAMS Stage1 木下　あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2019.3.17

1812-B-071 香川県
香川県児童虐待防止医療連携強化事業
平成30年度第2回研修会

BEAMS Stage2 木下　あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2019.3.17

1812-B-072 鳥取県 第519回鳥取県東部小児科医会例会 小児クローン病の診断と治療と最近の知見 石谷　暢男 石谷小児科医院 2019.3.20

1812-B-073 鳥取県 第102回山陰小児科学会 臍帯血幹細胞治療の新たな可能性 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2019.3.24

1812-B-074 岡山県 第217回倉敷小児科専門医会
小児がんの分子病態の解明と
新規克服法の開発

尾内　一信 川崎医科大学 2019.3.27

1812-B-075 香川県
2019年度
香川県小児科医会
春期学術集会／総会

『小児のサイトカイン関連疾患
～自験例を中心に～』

永井　崇雄 永井小児科医院 2019.4.6

1812-B-076 岡山県 第74回　岡山県小児科医会学術講演会 ダウン症候群とわたし 横山　裕司 岡山愛育クリニック 2019.4.7



承認番号 開催地 研修集会名 講習会名 会頭・世話人 所属 開催日

1812-B-077 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児のてんかん診療の勘どころ
ー発作の見分けのポイント：
治療の実際：新しいてんかん分類について

鈴木　由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30

1812-B-078 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児の脳波判読の勘どころ
ー基本的な読み方のポイント

鈴木　由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30

1812-B-079 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
急性脳炎・脳症の勘どころ
ー初期対応と診断：
治療後のフォローアップについて

鈴木　由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30

1812-B-080 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児の発達障害診療の勘どころ
－日常診療における発達障害の見分け方：
疾患ごとの特徴とその指導

鈴木　由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30

1812-B-081 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児の神経学的診察の勘どころ
－不随意運動をまじえて

鈴木　由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30

1812-B-082 熊本県
日本保育保健協議会
平成30年度　九州（第８）プロック研修会

保育園における感染症と
ワクチンの重要性
（演者　柳井雅明）

杉野　茂人 杉野クリニック 2019.3.3

1812-B-083 熊本県
日本保育保健協議会
平成30年度　九州（第８）プロック研修会

新たな障害概念
『医療的ケア児』の保育園での対応

杉野　茂人 杉野クリニック 2019.3.3

1812-B-084 沖縄県 第94回沖縄小児科学会

不明熱の診療
～いつ自己炎症性疾患を疑い、
どのように診断するか
（演者　西小森隆太）

中西　浩一
琉球大学
小児科

2019.3.17

1812-B-085 熊本県
小児在宅医療支援センター
開設2周年記念講演会

治癒が望めない病気をもつ
こどもと家族を支える
～小児緩和ケアの視点から～
（演者　余谷暢之）

中村　公俊
熊本大学
小児科

2019.3.23

1812-B-086 熊本県
小児在宅医療支援センター
シリーズセミナー
テーマ～腕頭動脈気管圧排～

重症心身障害児における
腕頭動脈気管圧排
～予防的腕頭動脈離断術の適応と実際～

中村　公俊
熊本大学
小児科

2019.4.12

1812-B-087 熊本県 熊本小児科症例検討会
脳MRIで白質に異常所見を認め
脳生検により診断された片麻痺
（演者　澤田貴彰）

城戸　淳
熊本大学
小児科

2019.4.17


