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1901-B-001 青森県
第169回日本小児科学会
青森地方会

小児期好中球減少症 伊藤　悦朗
弘前大学大学院
医学研究科小児科学講座

2019.4.27

1901-B-002 山形県
2019年度山形県
小児科医会総会

運動器検診で留意すべきこと 秋場　伴晴
あかねヶ丘
あきば小児科医院

2019.5.11

1901-B-003 山形県
第36回山形県周産期・
新生児医療研究会

新生児低酸素性虚血性脳症に対する
再生医療の現状と未来

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2019.5.18

1901-B-004 福島県
第131回日本小児科学会
福島地方会

福島における小児形成外科の新展開：
これまでの取り組みと今後の展望

細矢　光亮
福島県立医科大学
医学部小児科学講座

2019.5.19

1901-B-005 宮城県
第62回日本糖尿病学会
年次学術集会

シンポジウム
「Recent advances in type 1 diabetes research
(1 型糖尿病研究の最新情報）」
1)Overview of pathophysiology of
type 1 diabetes
2)疫学（推定患者数を含む）について
3)遺伝子（ゲノムデ-タを含む）について
（委員会報告）
4)PDl抗体関連1型糖尿病 （委員会報告）
5)自己抗原について
6)細胞性免疫について
7)動物実験からの病態理解

山田　祐一郎
秋田大学大学院
医学系研究科内分泌・代謝・
老年内科学講座

2019.5.24

1901-B-006 宮城県
第62回日本糖尿病学会
年次学術集会

シンポジウム
「糖尿病の自己抗体をいかに活用するか」
1)Role of anti-islet autoantibodies
in type 1 diabetes
2)小児における膵島関連自己抗体の活用法
3)成人における膵島関連自己抗体の活用法
4)1型糖尿病における甲状腺自己抗体の活用法
5)自己免疫性膵炎における自己抗体の活用法

山田　祐一郎
秋田大学大学院
医学系研究科内分泌・代謝・
老年内科学講座

2019.5.24
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1901-B-007 宮城県
第62回日本糖尿病学会
年次学術集会

シンポジウム
「1型糖尿病患児の小児科から内科への移行」
 1)1 型糖尿病患児の診療の移行は海外では
どうしているか
2) 1 型糖尿病患児との長い付き合いと
インスリンメンタ-の経験から-問題はどこに？
3)小児サマ-キャンプに長年従事した経験から
-障害はどこに？
4)チェックリストの紹介
5)1 型糖尿病患児の診療の移行を
理想に近づけるには
-小児科の意見
6)1 型糖尿病患児の診療の移行の
理想に近づけるには
-内科の意見
7)委員会作成のチェックリストを
活用してスム-ズに

山田　祐一郎
秋田大学大学院
医学系研究科内分泌・代謝・
老年内科学講座

2019.5.25

1901-B-008 新潟県
第38回東北北海道
連合会総会

小児における抗菌薬の適正使用 川﨑　琢也 新潟県小児科医会 2019.9.28

1901-B-009 新潟県
第38回東北北海道
連合会総会

小児がん経験者への社会的支援 川﨑　琢也 新潟県小児科医会 2019.9.28

1901-B-010 東京都
第124回
東京新生児研究会

Bronchopulmoary dysplasia
-Associated Pulmonary　Hypertension
In Preterm Infants

与田　仁志
東邦大学
新生児学教室

2019.4.9

1901-B-011 神奈川県
第165回茅ヶ崎
小児医療セミナー

心臓は口ほどにものを言う
～超音波が映し出す、心血管病の分子病態～

小田　洋一郎
茅ヶ崎市立病院
小児科

2019.4.16

1901-B-012 東京都
第570回　葛飾区医師会
小児科集談会

小児病院跡地に設営した
障害児入所施設について

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.4.16

1901-B-013 埼玉県 第35回小児連携医療研究会 小児に見られる長びく腹痛の診断と治療 土屋　喬義 医療法人　土屋小児病院 2019.4.24

1901-B-014 東京都
世田谷区小児医療
技術向上連携学術講演会

こどもの皮膚病診断、自信ありますか？
～診断のコツと落とし穴を症例から学ぼう～

小林　俊夫
賀藤　均

世田谷区医師会小児科医会
国立成育医療研究センター

2019.4.26
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1901-B-015 神奈川県
川崎市小児科医会
症例検討会

川崎市内において検知されている
感染症の流行及び感染症疑い例の
解析などについて

勝部　康弘
日本医科大学
武蔵小杉病院

2019.4.26

1901-B-016 東京都
第654回日本小児科学会
東京都地方会講話会

早産児のための新しい黄疸管理
～なぜ、今再び黄疸が注目されているのか～

河島　尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2019.5.11

1901-B-017 静岡県
第2回静岡中部渡航医学セミナー
（兼　第19回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

小児科開業医が渡航外来を初めて10年 田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.6.8

1901-B-018 東京都
第656回日本小児科学会
東京都地方会講話会

臨床現場で役立つ母乳育児支援 河島　尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2019.7.13

1901-B-019 三重県
松阪地区医師会
小児臨床懇話会

新生児科医からみた周産期医療
ー赤ちゃんの予後を改善するためにー

大久保　俊樹 松阪地区小児科医会 2019.4.23

1901-B-020 長野県
日本小児科学会
長野地方会

子どもの虐待と脳科学
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ー

関　ひろみ
国立病院機構
東長野病院

2019.5.26

1901-B-021 愛知県
第19回 日本小児医学
教育研究会

国際的な視点から見た卒前教育における
小児科教育

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院
医学研究科
新生児・小児医学分野

2019.12.8

1901-B-022 京都府
第63回日本リウマチ学会総会・
学術集会

小児期発症リウマチ性疾患の
実践的移行期診療に向けて

山中　寿
東京女子医科大学
医学部膠原病
リウマチ内科学

2019.4.16

1901-B-023 京都府
第63回日本リウマチ学会総会・
学術集会

小児リウマチ性疾患における
生物学的製剤使用の実際

山中　寿
東京女子医科大学
医学部膠原病
リウマチ内科学

2019.4.16

1901-B-024 大阪府
第８回‛つながる’
胎児エコーみらいの会

(シンポジウム)胎児完全大血管転位症例の
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

2019.4.17

1901-B-025 兵庫県
第277回日本小児科学会
兵庫県地方会

「こどものいのちをかんがえよう」 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

2019.5.11

1901-B-026 兵庫県
第25回日本保育保健学会
in神戸

気になる子の理解と関わり方
-保育者向け研修講義テキストを用いて-

藤田　位 日本保育保健協議会 2019.5.18

1901-B-027 兵庫県
第25回日本保育保健学会
in神戸

保育園と食物アレルギー対応 藤田　位 日本保育保健協議会 2019.5.19

1901-B-028 滋賀県
第81回日本小児科学会
滋賀地方会

Ca2+/NFAT pathway関連遺伝子や
OCT所見から得られた
川崎病血管炎の新たな知見

丸尾　良浩
滋賀医科大学
小児科学講座

2019.5.19
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1901-B-029 兵庫県
第17回日本周産期
循環管理研究会

周産期心肺疾患に起因する
重症心肺不全に対する成人期移植手術

芳本　誠司 兵庫県立こども病院 2019.5.25

1901-B-030 鳥取県
第520回鳥取県
東部小児科医会例会

「グルコーストランスポーター
１欠損症候群の診断と治療と最近の知見」

石谷　暢男 医療法人　石谷小児科医院 2019.4.17

1901-B-031 岡山県 第98回美作こども医療研究会 虐待の診方 梶　俊策 津山中央病院小児科 2019.4.22

1901-B-032 佐賀県 第83回佐賀小児科地方会 周産期とウイルス感染症 松尾　宗明
佐賀大学医学部
小児科

2019.4.7

1901-B-033 鹿児島県
第93回鹿児島県小児科医会
学術講演会

社会保険の仕組みと
小児科領域での請求の仕方

南　武嗣
鹿児島県
小児科医会

2019.5.11

1901-B-034 福岡県 西日本小児アレルギー研究会 皮膚アレルギーの最近の進歩 小田嶋　博
国立病院機構
福岡病院

2019.8.18


