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1906-B-001 北海道 札幌市小児科医会研究会
急性虫垂炎、鼠径ヘルニア、
臍ヘルニア、慢性便秘について

母坪　智行 札幌市小児科医会 2019.9.4

1906-B-002 北海道 釧路小児科医会学術研修会
小児の心臓カテーテル治療
-BASからADO・ASOまでー

仲西　正憲 釧路赤十字病院小児科 2019.9.12

1906-B-003 山形県 第71回北日本小児科学会
ウイルス感染症の疫学研究は
１本の臨床検体から

三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2019.9.14

1906-B-004 山形県 第71回北日本小児科学会
SDGs（持続開発目標）と
グローバルヘルス

三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2019.9.14

1906-B-005 山形県 第71回北日本小児科学会 スマホが子どもの脳発達に与える影響 三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2019.9.15
1906-B-006 山形県 第71回北日本小児科学会 小児がんにおける遺伝的素因 三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2019.9.15

1906-B-007 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第２ステージ・福島市開催

1)小児科クリニックにおけるアレルギー診療
2)症例から学ぶ食物アレルギー
3)学校給食と学校生活管理指導表

佐久間弘子
星総合病院小児科
福島県小児科医会・副会長兼
小児の食物アレルギー対策委員長

2019.10.9

1906-B-008 千葉県 第29回遺伝医学セミナー 遺伝カウンセリング 佐村　修
東京慈恵会医科大学
産婦人科

2019.9.6

1906-B-009 千葉県 第29回遺伝医学セミナー 遺伝医療の倫理的課題 佐村　修
東京慈恵会医科大学
産婦人科

2019.9.7

1906-B-010 千葉県 第29回遺伝医学セミナー プレジション・メディシン 佐村　修
東京慈恵会医科大学
産婦人科

2019.9.7

1906-B-011 東京都 第125回東京新生児研究会
先天性溶血性貧血
～新生児期における鑑別診断の重要性

与田　仁志
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

2019.9.10

1906-B-012 東京都 第254回下町小児科懇話会
乳児血管腫の治療適応：
ヘマンジオルシロップか？
レーザー治療か？

小澤　美和
聖路加国際病院
小児科

2019.9.10

1906-B-013 東京都 第26回日本小児高血圧研究会 新規ミトコンドリア治療薬ＭＡ-5 芦田　明
大阪医科大学
小児科

2019.9.14

1906-B-014 千葉県
第214回日本小児科学会
千葉地方会

シンポジウム
「半世紀たった川崎病の現在と未来」
・病因究明の現在
・診断の手引きの改訂
・急性期治療の進歩と課題
・遠隔期管理の進歩と課題

下条　直樹
千葉大学大学院
医学研究院
小児病態学

2019.9.15

1906-B-015 東京都 第28回発達腎研究会
糸球体での濾過から間質での水の移動まで
ー腎臓が尿を作るための構造と機能ー

宮崎　陽一
東京慈恵会医科大学
腎臓・高血圧内科

2019.9.15

1906-B-016 東京都
第573回葛飾区医師会
小児科集談会

同時期に当院を受信した
習慣性多飲の２幼児例

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.9.17
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1906-B-017 群馬県 第35回群馬周産期研究会
周産期遺伝医療を通じた
包括的な家庭支援
～IRUD拠点病院の経験から～

岩瀬　明
群馬大学大学院
医学系研究科
産婦人科学

2019.9.21

1906-B-018 神奈川県
第358回日本小児科学会
神奈川県地方会

小児の慢性腎臓病
～疫学と腎機能の評価について～

伊藤　秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2019.9.21

1906-B-019 東京都 第5回小児救急研修会
子ども虐待への小児科医の役割を考える
～虐待死を防ぐために大切なこと～
（含：災害時の子どもの心のケア）

神川　晃 日本小児科医会 2019.9.22

1906-B-020 東京都 第5回小児救急研修会 災害医療研修会について 神川　晃 日本小児科医会 2019.9.22

1906-B-021 東京都
令和元年度
東京都立小児総合医療センター
第2回医療連携講演会

「出生前診断のその後」
・胎児外科疾患について
・胎児心臓病診断について

三浦　大 東京都立小児総合医療センター 2019.10.23

1906-B-022 群馬県
第70回群馬県小児科医会
学術講演会

これからの小児医療・保健について 松島　宏 群馬県小児科医会 2019.10.26

1906-B-023 山梨県
第154回日本小児科学会
山梨地方会

現代における遺伝医療 犬飼　岳史 山梨大学　小児科 2019.10.26

1906-B-024 山梨県
第154回日本小児科学会
山梨地方会

山梨県における小児科医の
抗菌薬適正使用に対する
取り組みとその成果について

犬飼　岳史 山梨大学　小児科 2019.10.26

1906-B-025 神奈川県
第2回小児科フォーラム
in Yokohama

新型タバコの本当のリスク 藤原　芳人 医療法人ふじわら小児科 2019.10.30

1906-B-026 東京都
日本保育保健協議会
第15回全国研修会in東京

発達障害児に必要な
ライフスキルトレーニング

岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.11.10

1906-B-027 東京都
日本保育保健協議会
第15回全国研修会in東京

乳幼児の栄養、特に鉄欠乏について 岡　明 東京大学医学部　小児科 2019.11.10

1906-B-028 東京都
第5回予防接種・
海外渡航合同研修会

百日咳関連ワクチンの諸外国と
日本との違い（TdapとDPT)

神川　晃 神川小児科クリニック 2019.11.10

1906-B-029 東京都
第5回予防接種・
海外渡航合同研修会

小児結核の現状とBCGの意義 神川　晃 神川小児科クリニック 2019.11.10

1906-B-030 東京都
公開シンポジウム
子どもの権利条約批准25周年記念
療養と子どもの権利を考える

国連子どもの権利委員会2019の
総括所見とわが国での課題

小川　厚
福岡大学筑紫病院　小児科
こどもの生活環境改善委員会

2019.11.17

1906-B-031 福井県
小児精神神経学会
第122回大会プレセミナー

教育状況とトラウマ
〜みんなが一生懸命なのに
子どもの心が傷つくとき〜

大西　将史
福井大学教育学部・
教育学研究科

2019.9.7

1906-B-032 愛知県 第76回東海小児がん研究会 血管腫・脈管異常の分子病態学について 小関　道夫
岐阜大学大学院
医学系研究科
小児病態学

2019.9.14

1906-B-033 三重県 第177回三重県小児科医会例会 小児救急の現状について(仮) 野村　豊樹 三重県小児科医会 2019.9.29
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1906-B-034 岐阜県
令和元年度岐阜県小児科医会
第2回学術講演会

小児呼吸器・アレルギー疾患(仮) 久野　保夫 岐阜県小児科医会 2019.9.29

1906-B-035 石川県 第30回石川県小児保健学会 性分化疾患の正しい理解と支援 塚脇　京子 石川県助産師会 2019.10.20

1906-B-036 三重県 第5回家庭看護力醸成セミナー
シンポジウム
あっ！あぶない!!
ー家庭での気づきー

野村　豊樹 三重県小児科医会 2019.10.27

1906-B-037 大阪府
2019年度第4回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児疾患に対する鏡視下手術の適応と実際
～創のない手術を目指して～

鈴木　保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.9.4

1906-B-038 大阪府
”第11回'つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム）
新生児診療のコツと紹介のタイミング

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.9.18

1906-B-039 滋賀県
令和元年度
第34回滋賀県小児保健学会

技術の進歩にともなう光と影
～テレビからソーシャルネットワークまで～

桑田　弘美
滋賀医科大学医学部看護学科
臨床看護学講座（小児）

2019.9.28

1906-B-040 大阪府
大阪小児科医会
第195回学術集会

平成30年大阪府北部地震における
災害時小児周産期リエゾンの活動と
今後起こりうる災害への備え

松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.9.28

1906-B-041 大阪府
大阪小児科医会
第195回学術集会

災害時小児周産期リエゾンの役割と連携 松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.9.28

1906-B-042 滋賀県
滋賀小児科医会
総会・学術講演会

学校腎臓検診と小児腎疾患の
診かた・考えかた

奥野　昌彦 おくのこどもクリニック 2019.9.29

1906-B-043 滋賀県
滋賀小児科医会
総会・学術講演会

小児気管支喘息治療管理ガイドライン2017
長期管理のポイント

奥野　昌彦 おくのこどもクリニック 2019.9.29

1906-B-044 兵庫県 第18回日本新生児黄疸管理研究会
胎盤血輸血と黄疸
我が国で正期産児に必要か？

米谷　昌彦
加古川中央市民病院
小児科

2019.10.5

1906-B-045 大阪府
第66回日本小児神経学会
近畿地方会

小児の中枢神経免疫性疾患 青天目　信
大阪大学大学院
医学系研究科
小児科学

2019.10.5

1906-B-046 滋賀県
小児アレルギー疾患対策
医療関係者研修会

食物経口負荷試験の実際 楠　隆
滋賀県立小児保健医療センター
小児科

2019.10.19

1906-B-047 奈良県
第46回日本小児
栄養消化器肝臓学会

「医療者は食・健康情報をどう捉え、
どう伝えるべきか？EBNという考え方」

虫明　聡太郎 近畿大学奈良病院 2019.11.2

1906-B-048 奈良県
第46回日本小児
栄養消化器肝臓学会

「体内時計と子どもの栄養・成長」 虫明　聡太郎 近畿大学奈良病院 2019.11.2

1906-B-049 奈良県
第46回日本小児
栄養消化器肝臓学会

「腸内細菌と疾患との関わり」 虫明　聡太郎 近畿大学奈良病院 2019.11.3

1906-B-050 奈良県
第46回日本小児
栄養消化器肝臓学会

「胆汁うっ滞症とトランスポーター（仮題）」 虫明　聡太郎 近畿大学奈良病院 2019.11.3

1906-B-051 鳥取県 第103回山陰小児科学会
鳥取県西部地区における難病児、
医療的ケア時の在宅支援

岡田　晋一
鳥取大学医学部周産期・
小児医学

2019.9.1
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1906-B-052 山口県
令和元年度山口県
小児保健研究会

小児摂食障害、
3歳までの予防的なアプローチ

長谷川　俊史
山口大学大学院
医学系研究科
医学専攻小児科学講座

2019.9.7

1906-B-053 徳島県
第61回徳島県
小児保健協会総会及び講演会

子どもの心の健康問題
(メンタルヘルス)について

香美　祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学

2019.9.8

1906-B-054 広島県
第520回
広島市小児科医会例会

一次医療機関における
発達障害児のフォローアップ

森　美喜夫 もり小児科 2019.9.11

1906-B-055 岡山県
第313回　岡山市
小児科専門医会　9月例会

新生児医療の現在(いま) 樋口　譲二 樋口クリニック 2019.9.14

1906-B-056 岡山県
第37回中国四国地区
小児循環器談話会

小児の心筋症診療：
遺伝子検査の光と影

安田　謙二 島根大学　小児科 2019.9.14

1906-B-057 鳥取県
第524回
鳥取県東部小児科医会例会

「小児のアナフィラキシー＆
PEARS(小児緊急時評価認識安定化)」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2019.9.18

1906-B-058 広島県 第264回安佐小児臨床懇話会 小児カウンセリングの実際 杉野　禮俊 杉野小児科 2019.9.18

1906-B-059 岡山県
第45回日本重症心身障害学会
学術集会

大地震・大雨など大災害時の支援のあり方 末光　茂 社会福祉法人旭川荘 2019.9.20

1906-B-060 岡山県
第45回日本重症心身障害学会
学術集会

人工呼吸器管理のような高度医療ケア児の
学校における看護ケアをどうするか？

末光　茂 社会福祉法人旭川荘 2019.9.20

1906-B-061 岡山県
第45回日本重症心身障害学会
学術集会

気管切開のケアの実地の諸問題
ー特注カニューレの活用、
事故抜去への対応などー

末光　茂 社会福祉法人旭川荘 2019.9.21

1906-B-062 鳥取県
令和元年度
鳥取県西部児童虐待防止医療
連携強化研修会

「BEAMS  1」 長田　郁夫 鳥取県西部医師会 2019.10.22

1906-B-063 長崎県
第201回長崎市小児科医会
学術研修会

チーム学校への参画
スクールカウンセリングの24年間

神村　直久 長崎市小児科医会 2019.9.19

1906-B-064 沖縄県

西日本小児
血液・免疫・腫瘍研究会
（第25回九州山口小児
血液・免疫・腫瘍研究会）

シンポジウム
免疫疾患の病態メカニズムの理解

中西　浩一
琉球大学医学部
小児科学講座

2019.9.21

1906-B-065 沖縄県

西日本小児
血液・免疫・腫瘍研究会
（第25回九州山口小児
血液・免疫・腫瘍研究会）

小児がんの外科治療 中西　浩一
琉球大学医学部
小児科学講座

2019.9.21

1906-B-066 福岡県 第3回小児死亡時対応講習会 死亡診断書の記載方法・司法との連携 沼口　敦
名古屋大学付属病院救急・
内科系集中治療部

2019.9.29

1906-B-067 鹿児島県
第4回鹿児島市立病院・
鹿児島市小児科医会連携の会

鹿児島市における時間外医療の
現状と将来への展望

鈴木　重澄 鹿児島市小児科医会 2019.10.9
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1906-B-068 福岡県
福岡県小児等在宅医療推進事業
小児在宅医療研修会

診療所における小児在宅医療
1.小児在宅医療総論、
2.小児在宅医療における医療的ケア、
3.小児在宅医療における診療報酬

落合　正行
九州大学大学院医学研究院
周産期・小児医療学講座

2019.10.20

1906-B-069 宮崎県
宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

口腔機能の発達と発達不全 髙山　修二 宮崎県小児科医会 2019.10.27

1906-B-070 宮崎県
宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

ウイルス感染防御における
腸管免疫賦活による新しいアプローチ
～乳酸菌の活用～

髙山　修二 宮崎県小児科医会 2019.10.27

1906-B-071 鹿児島県 第52回日本小児呼吸器学会
生命維持のための呼吸管理から
生活の質を考えた呼吸管理

西　順一郎
鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科
微生物学分野

2019.11.15

1906-B-072 鹿児島県 第52回日本小児呼吸器学会
小児の肺聴診
―基礎と臨床―

西　順一郎
鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科
微生物学分野

2019.11.16


