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1903-B-001 北海道
日本小児科学会
北海道地方会第305回例会

小児でよくみられる腎疾患と学校検尿 東　寛
旭川医科大学
小児科

2019.6.16

1903-B-002 岩手県
第143回日本小児科学会
岩手地方会

心不全徴候を見逃さない
‐日常診療のポイント-（仮）

小山　耕太郎
岩手医科大学
小児科

2019.6.8

1903-B-003 岩手県
第143回日本小児科学会
岩手地方会

子どもの虐待と脳科学
‐アタッチメント（愛着）の視点から‐

小山　耕太郎
岩手医科大学
小児科

2019.6.8

1903-B-004 栃木県 第8回関東胎児心エコー勉強会 周産期/新生児医療の生命倫理 片岡　功一
自治医科大学
とちぎ子ども医療センター
小児科

2019.6.9

1903-B-005 東京都
第25回日本家族性腫瘍学会
学術集会

シンポジウム
「がんゲノム新時代」
1：がんゲノム医療のビックデータ解析へ向けて
2：がんのクリニカルシーケンスから次世代の治療戦略へ
3：個別化がん医療の臨床開発と診療体制の設備
4：がんゲノム医療における二次所見の取り組みと考察

1：青木　大輔
2：村上　好恵

1：慶應義塾大学医学部
産婦人科学教室
2：東邦大学看護学部
がん看護学研究室

2019.6.14

1903-B-006 東京都
第25回日本家族性腫瘍学会
学術集会

プレシジョン医療の現状と課題
1：青木　大輔
2：村上　好恵

1：慶應義塾大学医学部
産婦人科学教室
2：東邦大学看護学部
がん看護学研究室

2019.6.15

1903-B-007 東京都
第25回日本家族性腫瘍学会
学術集会

シンポジウム
「ＭＥＮ」
1：家族性副甲状腺機能亢進症
2：ＭＥＮに対する手術療法
3：ＭＥＮ研究の最新の知見
4：小児科における
多発性内分泌腫瘍症（ＭＥＮ）2型の診療実態：
子どもたちの健やかな成長発達を目指して

1：青木　大輔
2：村上　好恵

1：慶應義塾大学医学部
産婦人科学教室
2：東邦大学看護学部
がん看護学研究室

2019.6.15

1903-B-008 茨城県
第121回茨城小児科学会
特別講演

小児難治性疾患に対する遺伝子治療の展望 須磨﨑　亮
茨城県立こども病院、
筑波大学　小児科

2019.6.16

1903-B-009 東京都
第572回葛飾区医師会
小児科集談会

当院における小児形成外科の現状について 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.6.18

1903-B-010 埼玉県 第9回脳死判定セミナー
救急医療の死生学
-脳死の二重基準の意味と意義

荒木　尚
埼玉医科大学
総合医療センター

2019.6.21

1903-B-011 埼玉県 第9回脳死判定セミナー
レシピエントからドナーになれなかった
患者家族として。
その経験から移植医療に臨むもの

荒木　尚
埼玉医科大学
総合医療センター

2019.6.21

1903-B-012 東京都
第66回日本小児保健協会
学術集会

幼児期の発達障害をめぐって 岡　明
東京大学医学部
小児科

2019.6.21

1903-B-013 東京都
第66回日本小児保健協会
学術集会

今日の小児保健の課題と将来への展望 岡　明
東京大学医学部
小児科

2019.6.21

1903-B-014 東京都
第66回日本小児保健協会
学術集会

エビデンスがもたらす
アレルギー診療のパラダイムシフト

岡　明
東京大学医学部
小児科

2019.6.22
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1903-B-015 東京都
第66回日本小児保健協会
学術集会

こどもの虐待と脳への影響 岡　明
東京大学医学部
小児科

2019.6.22

1903-B-016 神奈川県
第357回日本小児科学会
神奈川地方会

知っておくべき先天性股関節脱臼と
障がい児側弯症の現在

伊藤　秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2019.6.22

1903-B-017 東京都 第74回多摩小児神経懇話会 小児の脱髄性疾患 伊藤　昌弘 東京都立府中療育センター 2019.6.22

1903-B-018 東京都 第121回日本小児精神神経学会
学童期・思春期の発達障害の
子どたちへの医療の関わり

小林　潤一郎
明治学院大学
心理学部教育発達学科

2019.6.29

1903-B-019 東京都 第121回日本小児精神神経学会
発達障害のある子どもの学校教育の
現状と医療に期待すること

小林　潤一郎
明治学院大学
心理学部教育発達学科

2019.6.29

1903-B-020 東京都 第121回日本小児精神神経学会

スウェーデンの教育現場における
医療専門職の役割
－神経発達症群の支援にかかわる
学校医の活動を中心にー

小林　潤一郎
明治学院大学
心理学部教育発達学科

2019.6.30

1903-B-021 東京都 第121回日本小児精神神経学会

シンポジウム
「子どもの学校生活にかかわる医療
－診療の質を高めることと学校精神保健への関与ー」
①療育センターにおける学校支援事業について
②盲特別支援学校に対する支援
③子ども発達支援センター
名張版ネウボラと医療のかかわり

小林　潤一郎
明治学院大学
心理学部教育発達学科

2019.6.30

1903-B-022 栃木県
第147回日本小児科学会
栃木県地方会

肝臓外科医からみた肝機能
ー小児生体肝移植ドナー手術270例の経験から

菊池　豊
芳賀赤十字病院
小児科

2019.7.13

1903-B-023 東京都
第66回板橋区小児科医会
定例会

小児領域の形成外科系疾患の
取り扱いについて

佐藤　壽 板橋区小児科医会 2019.7.19

1903-B-024 群馬県 第2回群馬県小児科医会セミナー
保護者と医療者の信頼関係の築き方
～いまの、そして未来の子どもたちのために～

松島　宏 群馬県小児科医会 2019.7.19

1903-B-025 埼玉県
第43回日本小児皮膚科学会
学術大会

変わるヘルペスウイルス感染症診療
－水痘ワクチン定期接種の影響と
麻疹流行時の年長児ＨＨＶ-7感染ー

松原　知代
獨協医科大学
埼玉医療センター　小児科

2019.7.20

1903-B-026 埼玉県
第43回日本小児皮膚科学会
学術大会

臨床法医学について 松原　知代
獨協医科大学
埼玉医療センター　小児科

2019.7.20

1903-B-027 埼玉県
第43回日本小児皮膚科学会
学術大会

皮疹からみる小児の腫瘍性疾患 松原　知代
獨協医科大学
埼玉医療センター　小児科

2019.7.21

1903-B-028 埼玉県
第43回日本小児皮膚科学会
学術大会

シンポジウム
学校で教えたい小児の皮膚疾患の知識

松原　知代
獨協医科大学
埼玉医療センター　小児科

2019.7.21

1903-B-029 神奈川県
第17回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

小児感染症ケーススタディー 田上　幸治
神奈川県立こども医療センター
患者家族支援部

2019.9.7

1903-B-030 神奈川県
第17回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

新生児のフィジカルアセスメント 田上　幸治
神奈川県立こども医療センター
患者家族支援部

2019.9.7

1903-B-031 神奈川県
第17回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

小児科医に伝えたい小児外科の
知識と技術

田上　幸治
神奈川県立こども医療センター
患者家族支援部

2019.9.8
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1903-B-032 神奈川県
第17回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

プライマリケアにおける
アレルギー診療のポイント

田上　幸治
神奈川県立こども医療センター
患者家族支援部

2019.9.8

1903-B-033 山梨県
第3回山梨県小児科医会
学術研修会

小児の在宅医療
山梨県での今後の展望と方向性

今井　秀人 （医）秀紘会　今井小児科 2019.9.25

1903-B-034 東京都
第32回日本新生児慢性
肺疾患研究会

新生児胸部画像診断のピットホール 長谷川　久弥
東京女子医科大学
東医療センター　新生児科

2019.10.26

1903-B-035 愛知県
第296回愛知県小児科医会例会兼
創立60周年記念講演

わが国の小児保健・医療の課題 岡田　純一 愛知県小児科医会 2019.6.2

1903-B-036 岐阜県
平成31年度第1回岐阜県小児科医会
学術講演会

血管腫の診断と最新の治療(仮) 久野　保夫 岐阜県小児科医会 2019.6.2

1903-B-037 愛知県
第29回日本産婦人科･
新生児血液学会 学術集会

抗リン脂質抗体症候群の病態と臨床 杉浦　真弓
名古屋市立大学大学院
医学研究科産科婦人科学

2019.6.7

1903-B-038 愛知県
第29回日本産婦人科･
新生児血液学会 学術集会

血友病Ａの新たな治療 杉浦　真弓
名古屋市立大学大学院
医学研究科産科婦人科学

2019.6.8

1903-B-039 愛知県
第29回日本産婦人科･
新生児血液学会 学術集会

1．Diamond-Blackfan貧血の
最近の知見
2． 未熟児貧血予防と新生児蘇生としての
胎盤血輸血
3．血液製剤の使用指針改訂にともなう
新生児･小児輸血

杉浦　真弓
名古屋市立大学大学院
医学研究科産科婦人科学

2019.6.8

1903-B-040 福井県
第63回福井県小児保健協会
学術集会

思春期の性教育(仮) 竹内　惠子 福井大学教育学部 2019.7.14

1903-B-041 三重県 第27回三重県胎児新生児研究会
発達早期の睡眠/睡眠覚醒リズムの
その後の発達への影響

平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科

2019.7.21

1903-B-042 岐阜県
第5回岐阜県
小児在宅医療実技講習会

病院(小児科)からみた小児在宅医療 西村　悟子
岐阜大学障がい児者
医療学寄附講座

2019.7.21

1903-B-043 岐阜県
第5回岐阜県
小児在宅医療実技講習会

子育て支援としての小児在宅医療 西村　悟子
岐阜大学障がい児者
医療学寄附講座

2019.7.21

1903-B-044 三重県
第77回三重県
小児保健学会

ネット依存の現状と対応 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2019.9.8

1903-B-045 三重県
第77回三重県
小児保健学会

場面緘黙と不安症の子どもたちの理解と支援 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2019.9.8

1903-B-046 愛知県 第33回日本PD・HD研究会 より良い腹膜透析療法を目指して 後藤　芳充
名古屋第二赤十字病院
小児腎臓科

2019.11.1

1903-B-047 三重県 第78回三重県小児保健学会 子どもの心の発達と愛着 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.3.1

1903-B-048 大阪府 第35回近畿外来小児科学研究会
ネット・スマホ依存
－小児科医はどうするべきか－

藤岡　雅司 ふじおか小児科 2019.6.2

1903-B-049 大阪府
2019年度第2回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児期の下肢痛
～股関節疾患を中心に～

鈴木　保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.6.5

1903-B-050 大阪府
第54回日本小児腎臓病学会
学術集会

小児腎臓病学会とともに歩んだ30年 金子　一成
関西医科大学
小児科学講座

2019.6.7

1903-B-051 大阪府
第54回日本小児腎臓病学会
学術集会

腎臓病の克服を目指して 金子　一成
関西医科大学
小児科学講座

2019.6.7

1903-B-052 大阪府 第222回　大阪小児科学会 中枢神経障害に対する新しい治療法の試み 大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科　小児科学

2019.6.15
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1903-B-053 大阪府
第10回”つながる”
胎児エコーみらいの会

(シンポジウム)
当センターにおける低侵襲鏡視下手術の実際

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.6.19

1903-B-054 大阪府 第23回　大阪南部小児科勉強会 こどもの発達障害（仮） 小垣　滋豊
大阪急性期・総合医療センター
小児科

2019.6.20

1903-B-055 大阪府 第27回日本ダウン症療育研究会
いま世界のダウン症研究はどこへ
～5分で眠く…ならない基礎研究のおはなし～

玉井　浩
大阪医科大学
小児科

2019.6.30

1903-B-056 兵庫県
平成31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－

藤田　位 兵庫県小児科医会 2019.7.6

1903-B-057 京都府 第36回　日本小児肝臓研究会 iPS細胞の臨床への応用 岡島　英明
京都大学大学院医学研究科
肝胆膵・移植外科/小児外科

2019.7.13

1903-B-058 兵庫県
第44回吉馴学術記念講演会
（兵庫県地方会公式講演会）

「学校検尿の仕組みと
検尿異常児のフォローの仕方」

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

2019.7.27

1903-B-059 兵庫県
第44回吉馴学術記念講演会
（兵庫県地方会公式講演会）

「ほんとうはやさしい
タンデムマス・スクリーニング」

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

2019.7.27

1903-B-060 広島県
第305回　呉小児科医会
学術講演会

呉市の発達障害診療体制について 渡辺　弘司
渡辺小児科
循環器科クリニック

2019.6.6

1903-B-061 広島県 第518回広島市小児科医会例会
ママの気持ち
～医療講座、アンケートを通して～

森　美喜夫 もり小児科 2019.6.12

1903-B-062 徳島県 徳島　脳波セミナー2019 脳波の基本、小児てんかんの診断と薬物治療など 森　健治
徳島大学病院小児科
てんかんセンター

2019.6.16

1903-B-063 島根県
2019年度第1回島根県小児科医会
学術講演会

<仮>「予防接種の勧奨
ー信仰や自らの主義で接種を拒否する人へー」

及川　馨 医療法人及川医院 2019.6.16

1903-B-064 鳥取県 第544回小児診療懇話会 発達障がいと不登校への医学的支援 長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.6.19

1903-B-065 広島県 第49回広島県小児保健研究会 アレルギー全般と喘息 祖父江　育子
広島大学大学院
医系科学研究科

2019.6.23

1903-B-066 岡山県 第99回美作こども医療研究会 小児科に知ってもらいたい整形外科 梶　俊策
津山中央病院
小児科

2019.6.24

1903-B-067 徳島県
第152回日本小児科学会
徳島地方会

発達障害に関する
最近の知見について(仮)

香美　祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部小児科学分野

2019.6.29

1903-B-068 岡山県
第27回岡山小児心身症
研究会

子どもの不安症に対する認知行動療法 塚原　宏一
岡山大学
小児医科学

2019.6.30

1903-B-069 岡山県
第27回岡山小児心身症
研究会

非行・家庭内暴力をする子どもの理解と支援 塚原　宏一
岡山大学
小児医科学

2019.6.30

1903-B-070 香川県
第13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

2019.7.12

1903-B-071 沖縄県 沖縄県小児保健学会
妊娠期から子どもを最優先にした法律
～成育基本法～

宮城　雅也 沖縄県小児保健協会 2019.6.1

1903-B-072 長崎県
第200回長崎市小児科医会
学術研修会

食物アレルギー
～食物負荷試験の実際～

神村　直久 長崎市小児科医会 2019.6.20

1903-B-073 熊本県
小児在宅医療支援センター
シリーズセミナー

希少疾患の呼吸リハビリテーション欧米や
アジアの取り組みから学ぶ
（演者　石川　悠加）

中村　公俊
熊本大学医学部附属病院
小児科

2019.6.28

1903-B-074 沖縄県 医師研修会
乳幼児健診の進め方
～よくある質問と答えの考え方～
（演者　小濱　守安、當間　隆也）

宮城　雅也 沖縄県小児保健協会 2019.7.4
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1903-B-075 福岡県
第55回福岡県小児科医会総会
学術講演会

保険診療の理解のために
～小児科編

下村　国寿 福岡県小児科医会 2019.7.6

1903-B-076 大分県
第108回日本小児科学会
大分地方会総会

難治性小児外科疾患に対する
新規治療の開発

井原　健二
大分大学医学部
小児科

2019.7.7

1903-B-077 福岡県
第14回小児救急医療ワークショップ
in北九州

小児救急における純医学的対応と
保健医学的対応のいろいろ

松本　哲朗
北九州市保健福祉局
医務監

2019.7.13

1903-B-078 福岡県
第14回小児救急医療ワークショップ
in北九州

基礎研究と
小児呼吸器(救急）疾患との融合

松本　哲朗
北九州市保健福祉局
医務監

2019.7.13


