承認番号

開催地 研修集会名

1905-B-001 北海道

演題名

臨床遺伝2019 in Sapporo
シンポジウム6 遺伝性疾患の治療の最新動向
（第43回日本遺伝カウンセリング学会・
第26回日本遺伝子診療学会合同学術集会）

会頭・世話人 所属
櫻井 晃洋

開催日

札幌医科大学医学部
遺伝医学

2019.8.4

新潟県小児科医会

2019.9.29

1905-B-002 新潟県

第38回東北北海道
小児科医会連合会総会

シンポジウム「子育て支援のいま」
1)公衆衛生医の立場から
2)病児保育事業の現状と課題
（青森県およびその近傍地域の状況を中心に）
3)子とも療育は三位一体（医療・教育・福祉）
-もりおかこども病院30年の療育を通して4)酒田市における子育て世代包括支援センター
川﨑 琢也
（ネウボラ）事業について
5)不登校児のカウンセリングと絡めて。
EMDR (Eyemovement Desensitization and Reprocessing）
手法や小児科医と臨床心理士の立場から
6)乳児健診から絵本の会、こども食堂まで
7)福島県における子育て支援～震災から8年半を経て～
8)他科連携・多機関連携で行う
虐待予防についての秋田県の取り組み

1905-B-003 東京都

第38回日本思春期学会総会・
学術集会

思春期における精索静脈瑠手術～男性不妊症予防

永尾 光一

東邦大学医学部
泌尿器科学講座

2019.8.24

1905-B-004 東京都

第38回日本思春期学会総会・
学術集会

ワークショップ1
これからの学校におけるインターネット・情報モラル教育

永尾 光一

東邦大学医学部
泌尿器科学講座

2019.8.24

1905-B-005 埼玉県

第36回小児連携医療研究会

乳幼児喘息について

土屋 喬義

医療法人
土屋小児病院

2019.8.30

1905-B-006 東京都

第３回国際小児保健学会
シンポジウム

【総合シンポジウム】
「子どもの権利条約：
生存、発達、保護、参加という4つの要因」
・生存：アフリカの子ども達の命をいかに守っていくか？
・発達：途上国の障害児支援の現状と課題
・保護：バングラデシュにおける児童労働の現状
・参加：被災地と子どもの遊び

高橋 謙造

帝京大学大学院
公衆衛生学研究科

2019.8.31

1905-B-007 東京都

第41回日本小児体液研究会

透析患者における体液評価：
Vｏ1ｕｍe≠Ｈｙｄｒａｔｉｏｎ Ｓｔａｔｕｓ

三浦 健一郎

東京女子医科大学
腎臓小児科

2019.9.14

1905-B-008 東京都

よくわかる輸液セミナー2019

小児の輸液
①common disease
②ネフローゼ症候群

・服部 元史
・東京女子医科大学 腎臓小児科、日本小児腎臓病学会
・三浦 健一郎 ・東京女子医科大学 腎臓小児科、日本小児体液研究会 2019.9.15
・飯島 一誠
・神戸大学 小児科、日本小児高血圧研究会

小児のTPPV/NPPV〜適応と実践
〜事例から考えてみよう

野村 豊樹

三重県小児科医会

2019.8.4

北海道の医療的ケア児者とともに！
〜大切にしていること〜（仮）

野村 豊樹

三重県小児科医会

2019.8.4

1905-B-009 三重県

1905-B-010 三重県
1905-B-011 愛知県
1905-B-012 富山県

第4回三重県小児在宅
医療実技講習会・講演会
小児在宅医療の実際と実技講習
第4回三重県小児在宅
医療実技講習会・講演会
小児在宅医療の実際と実技講習
第12回愛知県
小児臨床研究会
第55回中部日本小児科学会

大学人として過ごした50年
ーおもしろい研究とはー
思春期の性の現状と課題

齋藤 伸治
足立 雄一

名古屋市立大学大学院医学研究科
新生児・小児医学分野
富山大学医学部小児科

2019.8.9
2019.8.25

承認番号

開催地 研修集会名

演題名

会頭・世話人 所属

開催日

1905-B-013 富山県

第55回中部日本小児科学会

小児科領域で出会う発熱性疾患の鑑別と対応（仮題）

足立 雄一

富山大学医学部小児科

2019.8.25

1905-B-014 長野県

第31回長野県小児保健研究会

松本市がめざす健康寿命延伸都市戦略
ｰ特に小児医療･保健の支援施策を中心に-

古庄 知己

信州大学医学部遺伝医学教室

2019.8.31

1905-B-015 愛知県

第13回東海地区
小児神経セミナー（1）

chronic complex childrenの肺炎
〜その抗緑膿菌薬は本当に必要か？〜

糸見 和也

あいち小児保健医療総合センター神経科

2019.9.14

1905--B-016 愛知県

第13回東海地区
小児神経セミナー（2）

小児てんかん治療の現代的考え方：
抗てんかん薬 vs 特殊専門治療

糸見 和也

あいち小児保健医療総合センター神経科

2019.9.14

補体からみたC3腎症とaHUS

金田 尚

小松市民病院 小児科

2019.9.28

子どものネット・メデイア依存と健康問題への対処

田尻 仁

一般社団法人大阪小児科医会

2019.8.3

1905-B-017 石川県
1905-B-018 大阪府

第27回中部日本
小児腎臓病研究会
大阪小児科医会
第16回子どものこころの研修会

1905-B-019 兵庫県

第6回小児在宅医療実技講習会

重症児の栄養摂取・消化管の管理
～栄養経路および便秘・イレウスなど～

藤田 位
空地 顕一

兵庫県小児科医会
兵庫県医師会

2019.8.4

1905-B-020 兵庫県

第36回兵庫県小児保健協会
シンポジウム・特別講演会

子どもたちの心身の健康を守る眠り

高田 哲

神戸市総合療育センター

2019.8.10

高槻病院における児童虐待対応について
～症例提示をまじえながら～

光田 信明

大阪母子医療センター

2019.8.22

改めて、和歌山の子どもの未来を考えましょう
～外来抗菌化学療法レジメンアップデート2019～

平石 英三

和歌山小児科医会

2019.9.7

原発性線毛運動不全症の早期診断に向けて

亀田 誠

大阪はびきの医療センター小児科

2019.9.14

遺伝医療について
小児科診療で経験する疾患を中心に

港 敏則

公立豊岡病院組合立豊岡病院

2019.10.5

機械的循環補助の理論と実際（仮）

村上 洋介

小児消化管感染症UPDATE

大島 利夫

親子の関わりが子どもに与える影響について
-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-

嶋 緑倫

奈良県立医科大学小児科

2019.11.7

長田 郁夫

鳥取県小児科医会

2019.8.25

梶 俊策

津山中央病院小児科
高知大学医学部
小児思春期医学
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.8.26

小児科内科三好医院

2019.9.8

児童虐待防止医療ネットワーク
事業連絡会(南部)
第1回アドバンス編
第339回和歌山小児科医会
1905-B-022 和歌山県
学術講演会
第57回大阪小児呼吸器談話会
1905-B-023 大阪府
（日本小児呼吸器学会地方会）
第74回但馬地区
1905-B-024 兵庫県
小児科医懇話会
第28回日本小児
1905-B-025 大阪府
心筋疾患学会学術集会
第295回堺市医師会
1905-B-026 大阪府
小児科医会学術例会
1905-B-021 大阪府

1905-B-027 奈良県

第22回奈良県
小児保健学会

1905-B-028 鳥取県

令和元年度鳥取県
小児科医会学術集会

1905-B-029 岡山県
1905-B-030 高知県
1905-B-031 高知県
1905-B-032 香川県

第100回美作こども医療研究会
第96回日本小児科学会
高知地方会
第96回日本小児科学会
高知地方会
令和元年度香川県プライマリケア医等・
発達障害対応力向上研修会

【周産期医療のトピックス】
①「周産期の感染症」
②「災害時小児周産期リエゾンの現状」
津山から紹介のあった小児外科症例から
小児における抗微生物薬の適正使用
ーAMR対策としての位置づけー

藤枝 幹也

今すぐできる発達障害診療

藤枝 幹也

発達性協調運動障害(仮)

宮崎 雅仁

大阪市立総合医療センター
小児循環器内科
専門学校ベルランド
看護助産大学校

2019.10.19

2019.11.2

2019.9.8
2019.9.8

承認番号
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開催日

1905-B-033 香川県

令和元年度香川県プライマリケア医等・
発達障害対応力向上研修会

子どものネット依存(仮)

宮崎 雅仁

小児科内科三好医院

2019.9.8

1905-B-034 愛媛県

第72回愛媛県小児科医会教育集会

睡眠からみる子どものこころと発達：
児童精神科医の立場から

児玉 義史

愛媛県小児科医会

2019.9.8

1905-B-035 愛媛県

第72回愛媛県小児科医会教育集会

小児科医として知っておきたい
子どもの眠りの現況と課題

児玉 義史

愛媛県小児科医会

2019.9.8

1905-B-036 香川県

第104回日本小児科学会香川地方会

小児アレルギー疾患における感染症の重症化

日下 隆

香川大学医学部小児科学講座

2019.12.7

1905-B-037 長崎県

第16回長崎県小児保健学会

児童相談所の現状と多職種連携

森内 浩幸

長崎大学医学部小児科

2019.8.2

1905-B-038 大分県

第25回大分小児保健学会

医療的ケアが必要な子どもの生活を
支える医療、福祉、保育・教育の連携
～相互理解のために～

井原 健二

大分大学医学部小児科学講座

2019.8.18

1905-B-039 長崎県

日本保育保健協議会
第4回 長崎県研修会

保育園における痙攣の対応

小野 靖彦

おの小児科医院

2019.8.18

1905-B-040 長崎県

日本保育保健協議会
第4回 長崎県研修会

医療的ケア児を保育園に：
医療的ケア児の現状と課題

小野 靖彦

おの小児科医院

2019.8.18

1905-B-041 鹿児島県 第33回鹿児島県小児保健学会

小児歯科から食べる力を育む
～もぐもぐ外来の活動と地域連携の重要性～

根路銘 安仁

鹿児島大学医学部保健学科
成育看護学講座

2019.8.25

1905-B-042 宮崎県

第67回 九州学校保健学会

ひきこもり支援からみる不登校児への対応

盛武 浩

宮崎大学医学部 小児科

2019.8.25

1905-B-043 宮崎県

第67回 九州学校保健学会

子どもの運動器が危ない！

盛武 浩

宮崎大学医学部 小児科

2019.8.25

1905-B-044 沖縄県

第95回 沖縄小児科学会

黄斑疾患診療の現状と近未来

中西 浩一

琉球大学大学院医学研究科
育成医学（小児科）講座

2019.9.15

1905-B-045 熊本県

第27回熊本小児先進医療研究会

小児腎移植の術式と周術期管理について

中村 公俊

熊本大学大学院生命科学研究部
小児科学分野

2019.9.24

1905-B-046 熊本県

第27回熊本小児先進医療研究会

わが国における小児腎移植の歩みと現況

中村 公俊

熊本大学大学院生命科学研究部
小児科学分野

2019.9.24

1905-B-047 福岡県

第55回日本肺サーファクタント・
界面医学会学術研究会

Insights into alveolar epithelial biology
from single cell analyses

藤田 昌樹

福岡大学医学部呼吸器内科

2019.10.26

承認番号
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開催日

1905-B-048 沖縄県

日本乳幼児精神保健学会 FOUR WINDS
第22回全国学術集会 沖縄大会

胎児期～乳幼児期の心の世界を
温かく支える人・環境

新城 正紀

沖縄大学

2019.11.23

1905-B-049 宮崎県

第87回日本小児科学会宮崎地方会

小児難病の早期診断と遺伝カウンセリング

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

2020.2.9

