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1907-B-001 北海道
第29回日本小児リウマチ学会総会・
学術集会

自己免疫のメカニズム 小林　一郎
KKR札幌医療センター
小児・アレルギーリウマチセンター

2019.10.5

1907-B-002 北海道
第29回日本小児リウマチ学会総会・
学術集会

移行期支援シンポジウム 小林　一郎
KKR札幌医療センター
小児・アレルギーリウマチセンター

2019.10.6

1907-B-003 北海道 第51回日本小児感染症学会 アジュバント免疫学 東　寛
旭川医科大学
小児科

2019.10.26

1907-B-004 北海道 第51回日本小児感染症学会
シンポジウム1
「動物由来感染症について考える」

東　寛
旭川医科大学
小児科

2019.10.26

1907-B-005 北海道 第51回日本小児感染症学会 小胞体ストレス 東　寛
旭川医科大学
小児科

2019.10.27

1907-B-006 北海道 第51回日本小児感染症学会
インフルエンザ：
古くて新しい話題

東　寛
旭川医科大学
小児科

2019.10.27

1907-B-007 北海道 周産期医療講演会 NICUの療養環境 仲西　正憲 釧路赤十字病院 2019.11.1

1907-B-008 新潟県 第58回新潟県小児保健研究会

キレる、暴れる、不登校などの
不適応の子どもの理解と対応
～愛着形成、発達特性、睡眠、
メディアの問題から考える子育て支援の重要性～

齋藤　昭彦 新潟大学医学部小児科 2019.10.16

1907-B-009 宮城県
第25回日本小児神経学会
東北地方会

脳腸連関における腸内細菌の役割 萩野谷　和裕 宮城県立こども病院神経科 2019.10.19

1907-B-010 秋田県
秋田県小児保健会
特別講演会

子どものできた！がふえる生活動作・学習動作
指導アラカルト

高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科・
医学専攻機能展開医学系
小児科学講座

2019.10.19

1907-B-011 山形県 第 54 回山形県小児保健会研修会
思春期における
発達障害とトラウマの臨床

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2019.10.19

1907-B-012 新潟県
第 23 回 日本小児神経学会
甲信越地方会

小児リハビリテーションの
現状、課題、展望
～長野県立こども病院の
リハビリテーションを中心に～

遠山　潤
国立病院機構
西新潟中央病院

2019.10.19

1907-B-013 新潟県
第 23 回 日本小児神経学会
甲信越地方会

脳システム論＋ネットワーク視点による
個別支援計画つくりを
―発達凸凹ぱすてるな貴方の物語を
考えてみたいのです！ ―

遠山　潤
国立病院機構
西新潟中央病院

2019.10.20

1907-B-014 秋田県
第61回日本先天代謝異常学会総会
第17回アジア先天代謝異常症シンポジウム

先天代謝異常症に対する遺伝子治療の現状 高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2019.10.24

1907-B-015 秋田県
第61回日本先天代謝異常学会総会
第17回アジア先天代謝異常症シンポジウム

ニーマンンピック・タイプCなどの
先天性疾患とオレキシン神経系
～情動脱力発作を知り早期診断を～

高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2019.10.25

1907-B-016 秋田県
第61回日本先天代謝異常学会総会
第17回アジア先天代謝異常症シンポジウム

ミトコンドリア病の最新治療 高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2019.10.25

1907-B-017 秋田県
第61回日本先天代謝異常学会総会
第17回アジア先天代謝異常症シンポジウム

糖原病の食事療法 高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2019.10.26

1907-B-018 秋田県
第61回日本先天代謝異常学会総会
第17回アジア先天代謝異常症シンポジウム

シンポジウム
「先天代謝異常症患児の医療的ケア」

高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2019.10.26
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1907-B-019 福島県
第132回日本小児科学会
福島地方会

小児医療における
遺伝カウンセリングの意義と役割

細矢　光亮
福島県立医科大学医学部
小児科学講座

2019.11.17

1907-B-020 静岡県
第2回アレルギー疾患医療拠点病院
研修会

大人の食物アレルギー 西田　光宏
浜松医療センター
小児科

2019.10.3

1907-B-021 東京都 在宅技術講習会　PART1

シンポジウム
・小児の気管切開
・気管切開チューブの管理
・胃瘻の管理

中村　知夫
国立成育医療研究センター
総合診療部

2019.10.5

1907-B-022 神奈川県
第53回都筑区小児科医会
昭和大学横浜市北部病院との連携勉強会

「病気のある子どもになぜ教育が必要なの？」
～院内学級の子どもたちが教えてくれた大切なこと～

百々　秀心
横浜市都筑区
小児科医会

2019.10.8

1907-B-023 千葉県 第3回市川市小児科連携カンファレンス 小児におけるA型ボツリヌス毒素療法 小林　靖幸
市川市医師会
小児科医会

2019.10.9

1907-B-024 東京都
第24回日本神経感染症学会総会・
学術大会

シンポジウム(1)
「ヘルペスウイルスと中枢神経感染症」
・単純ヘルペス脳炎の診断と治療
・水痘帯状疱疹ウイルスによる中枢神経感染症：
ワクチンのpros and cons
・新生児単純ヘルペス脳炎
・中枢神経感染症疑いの小児に対する
real-time PCR法を用いたヒトヘルペスウイルスの検討

西條　政幸
国立感染症研究所
ウイルス第一部

2019.10.11

1907-B-025 東京都
第24回日本神経感染症学会総会・
学術大会

教育セミナー（1）
中枢神経感染症の画像診断

西條　政幸
国立感染症研究所
ウイルス第一部

2019.10.11

1907-B-026 東京都
第24回日本神経感染症学会総会・
学術大会

シンポジウム(3)
「医原性中枢神経感染症」
・医療行為によるアミロイドbeta　タンパク質病理の個体間伝播
・進行性多巣性白質脳症（概説と最近の話題）
・日本国内発症PMLサーベイランス疫学調査と解析
・細菌性髄膜脳炎の発症に鼻腔原発悪性リンパ種に対する
放射線治療が関与したと考えた一例

西條　政幸
国立感染症研究所
ウイルス第一部

2019.10.12

1907-B-027 東京都
第24回日本神経感染症学会総会・
学術大会

シンポジウム(4)
「HTLV-1と中枢神経感染症」
・HAM患者への支援/HTLV-1関連脊髄症の治療法開発
・HTLV-1感染の現状
・HTLV-1の母子感染
・HTLV-1感染症の発症病理

西條　政幸
国立感染症研究所
ウイルス第一部

2019.10.12

1907-B-028 茨城県 第122回茨城小児科学会 先天性の皮膚疾患の診断と治療 高田　英俊
筑波大学　医学医療系
小児科

2019.10.13

1907-B-029 東京都
第574回
葛飾区医師会小児科集談会

小児アレルギーの温故知新
“わかったようでわかっていないこと”

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.10.15

1907-B-030 神奈川県 第170回茅ヶ崎小児医療セミナー 免疫グロブリン療法不応の川崎病への治療戦略 小田　洋一郎 茅ヶ崎市立病院　小児科 2019.10.15
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1907-B-031 東京都
第24回豊島病院
小児科公開勉強会

子どもの診療にも役立つ医事紛争・
医事法制の近時の動向

中澤　友幸 豊島病院　小児科 2019.10.16

1907-B-032 東京都 多摩小児科懇話会
ピボキシル基含有抗菌薬と
二次性カルニチン欠乏症

勝沼　俊雄
東京慈恵会医科大学
附属第三病院　小児科

2019.10.17

1907-B-033 神奈川県
川崎市小児科医会
症例検討会

横浜市の小児救急医療体制 勝部　康弘
日本医科大学
武蔵小杉病院

2019.10.18

1907-B-034 東京都
第112回東京小児科医会
学術講演会

子どものマイナーエマージェンシー 塙　佳生 東京小児科医会 2019.10.20

1907-B-035 東京都
第92回東京都小児保健協会
学術講演会

基本的な考え方と授乳について 岡　明
東京大学医学部
小児科

2019.10.20

1907-B-036 東京都
第92回東京都小児保健協会
学術講演会

離乳について 岡　明
東京大学医学部
小児科

2019.10.20

1907-B-037 東京都 第39回日本川崎病学会・学術集会

シンポジウム1
「ステロイド療法の有用性と問題点
－beyond the RAISE Study-  」
・Primary Adjunctive Corticosteroid Therapy in
 KD Patients at Risk for Coronary Artery Aneurysms
 ・ステロイド初期併用療法の多施設共同コホート研究
・ステロイド投与期間を短縮した免疫グロブリン・プレドニゾロン
初期併用療法の多施設共同ランダム化比較試験による検討
・難治性川崎病に対する
ステロイドパルス併用療法を用いた治療戦略
～当院での研究成果を踏まえて～
・急性期川崎病IVIG不応不測低危険群に対する
免疫グロブリン・ステロイドパルス併用療法に関する
他施設共同プロスペクティブ研究

三浦　大 東京都立小児総合医療センター 2019.10.25

1907-B-038 東京都 第7回「子どもの心」研修会（導入編）
日常診療での虐待対応
（BEAMS、要対協の活用）

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2019.10.27

1907-B-039 東京都 第7回「子どもの心」研修会（導入編）
特別養子縁組を中心とした里親・養親制度
～小児科医が知っておくべきこと

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2019.10.27

1907-B-040 東京都
第35回小児保健セミナー
（テーマ：性の多様性を考える）

性とは何か
－からだの性・こころの性：
内分泌学的側面から-

秋山　千枝子
公益社団法人　日本小児保健協会
あきやま子どもクリニック

2019.10.27

1907-B-041 東京都
第35回小児保健セミナー
（テーマ：性の多様性を考える）

性的マイノリティの考え方
ー正しい理解のためにー

秋山　千枝子
公益社団法人　日本小児保健協会
あきやま子どもクリニック

2019.10.27

1907-B-042 栃木県 第148回日本小児科学会栃木県地方会
小児免疫疾患の基礎知識と
遺伝子解析について

山形　崇倫 自治医科大学小児科 2019.11.4

1907-B-043 栃木県
栃木県小児在宅医療体制構築事業
小児在宅医療実技講習会

小児在宅医療の実際について
・小児在宅医療の現場におけるチーム医療と多職種連携
・重症心身障がい児・医療的ケア児への理解
・嚥下・成人在宅医療と小児在宅医療の実際について

髙橋　昭彦
ひばりクリニック
認定特定非営利活動法人
うりずん

2019.11.10
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1907-B-044 栃木県
栃木県小児在宅医療体制構築事業
小児在宅医療実技講習会

講義と実技
・胃ろうの管理
・在宅での栄養管理
・気管カニューレの管理
・在宅人工呼吸器・在宅酸素の管理

髙橋　昭彦
ひばりクリニック
認定特定非営利活動法人
うりずん

2019.11.10

1907-B-045 東京都 第19回思春期の臨床講習会
自閉スペクトラム症；
思春期の課題とその支援

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2019.11.10

1907-B-046 東京都 第19回思春期の臨床講習会
『10代の性』の現状について
～婦人科臨床の現場から

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2019.11.10

1907-B-047 東京都
令和元年度市民公開講座
「病気とともに生きる
子どもを支えるネットワーク（仮）」

・港区の子ども支援について
・食物アレルギーを含む子どものアレルギー全般について
・難病の患児と家族支援について
・医療的ケア児の現状・医療的ケア児の家族支援について
・パネルディスカッション

高橋　孝雄
公益財団法人
小児医学研究振興財団

2019.11.10

1907-B-048 静岡県
第150回日本小児科学会
静岡地方会

先天性サイトメガロウイルス感染症の
Therapeutic Orphanの脱却に向けた取り組み

田内　守之 たうち小児科医院 2019.11.10

1907-B-049 東京都
第15回医師のための
母乳育児支援セミナーin東京

新しくなった「赤ちゃんにやさしい病院運動」と
「母乳育児がうまくいくための10のステップ」

滝島　茂 草加市立病院　小児科 2019.11.23

1907-B-050 東京都
第15回医師のための
母乳育児支援セミナーin東京

はじめの1000日
～胎児期から乳児期の栄養の重要性～

滝島　茂 草加市立病院　小児科 2019.11.24

1907-B-051 神奈川県 第62回神奈川小児神経懇話会 小児科医が知っておくべき頭痛診療の知識 根津　敦夫 横浜医療福祉センター港南 2019.11.30

1907-B-052 東京都
2019年度緩和ケアレクチャー
「緩和ケアの視点を広げよう」

医療者のセルフケアについて考える
セルフケアの工夫を共有しよう

松本　公一
国立成育医療研究センター
小児がんセンター

2019.12.14
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1907-B-053 東京都
2019年度母子保健指導者養成研修
「子どもの心の診療医」指導医研修

「発達障害（特にASD）への支援」
♢小児科医の立場から
・自閉スペクトラム症への支援
・小児科医の立場からの早期発見のために　等
♢児童精神科医の立場から
・発達障害の子を児童精神科へつなぐタイミング
・ASDの二次障害とその予防　等

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2019.12.22

1907-B-054 東京都
2019年度母子保健指導者養成研修
「子どもの心の診療医」指導医研修

「不登校・引きこもりの子への支援」
♢小児科医の立場から
・地域の小児科医の不登校の子への支援　等
♢児童精神科医の立場から
・児童精神科での支援の実際
・見逃してほしくない児童精神科へつなぐべきポイント等

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2019.12.22

1907-B-055 富山県 第58回富山県小児保健学会 エコチル調査のこれまでと今後 稲寺　秀邦
富山大学医学部
公衆衛生学

2019.10.6

1907-B-056 三重県
令和元年度
新生児聴覚スクリーニングに関する講習会

パネルディスカッション『対応困難なケースへの支援』 松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.10.6

1907-B-057 三重県
令和元年度
新生児聴覚スクリーニングに関する講習会

新生児聴覚スクリーニングがもたらすもの 松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.10.6

1907-B-058 富山県 第4回高岡市小児科医会学術講演会 医療機関と児童虐待ー初期対応と予防的視点 小栗　絢子 高岡市小児科医会 2019.10.15

1907-B-059 愛知県
令和元年度
あいち小児在宅医療実技講習会

災害時のネットワーク作り 小児周産期リエゾンについて 柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2019.10.22

1907-B-060 愛知県
令和元年度
あいち小児在宅医療実技講習会

在宅での呼吸管理：よくある問題とその対応 柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2019.10.22

1907-B-061 愛知県 刈谷安城碧南小児科医会 学校･園でのアレルギー対応；小児科医の役割 田和　俊也
刈谷医師会
(田和小児科医院)

2019.11.12

1907-B-062 愛知県
日本保育保健協議会
2019年度中部(第4)ブロック研修会

子育て支援とこどもの虐待防止
〜産婦人科医の立場から〜

高橋　昌久
こどもクリニック･パパ
ビスケッツ梅坪保育園

2019.11.23
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1907-B-063 愛知県
日本保育保健協議会
2019年度中部(第4)ブロック研修会

シンポジウム
「こどもの虐待　子育て支援の視点から、
園として虐待防止にできることは何か？」

高橋　昌久
こどもクリニック･パパ
ビスケッツ梅坪保育園

2019.11.23

1907-B-064 石川県
第1回日本アレルギー学会
北陸地方会

食物アレルギー　up-to-data 大嶋　勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2019.11.24

1907-B-065 滋賀県
第82回日本小児科学会
滋賀地方会

日常診療の中で遭遇する小児がん 丸尾　良浩
滋賀医科大学
小児科学講座

2019.10.5

1907-B-066 京都府 第36回子どものこころと身体懇話会 ネット・スマホ依存の支援について 藤田　克寿 京都小児科医会 2019.10.5

1907-B-067 大阪府 第24回大阪南部小児科勉強会 子どもの内分泌・骨代謝の病気（仮） 小垣　滋豊
大阪急性期・総合医療センター
小児科

2019.10.17

1907-B-068 大阪府
2019年度第5回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

こどもを守ろう！
-こどもの不整脈、学校心臓検診-

鈴木　保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.10.17

1907-B-069 大阪府 第27回小児集中治療ワークショップ 小児集中治療における代謝救急疾患 竹内　宗之 大阪母子医療センター 2019.10.19

1907-B-070 大阪府 第27回小児集中治療ワークショップ Team Chemistry-specialists in PICU 竹内　宗之 大阪母子医療センター 2019.10.20

1907-B-071 大阪府 第12回'つながる’胎児エコーみらいの会
(シンポジウム)
性分化疾患

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.10.23

1907-B-072 兵庫県 第53回日本てんかん学会学術集会
シンポジウム8
小児期発症のてんかん性脳症
up to date

加藤　天美
近畿大学医学部脳神経外科
難治てんかんセンター

2019.10.31

1907-B-073 兵庫県 第53回日本てんかん学会学術集会
シンポジウム4
小児期のてんかんと認知発達

加藤　天美
近畿大学医学部脳神経外科
難治てんかんセンター

2019.10.31

1907-B-074 兵庫県 第53回日本てんかん学会学術集会
シンポジウム13
思春期若年成人のてんかん診療について

加藤　天美
近畿大学医学部脳神経外科
難治てんかんセンター

2019.11.1

1907-B-075 兵庫県 第53回日本てんかん学会学術集会
シンポジウム14
小児のてんかん脳症に対する外科治療
-対象、手術次期、発作予後、発達予後

加藤　天美
近畿大学医学部脳神経外科
難治てんかんセンター

2019.11.1

1907-B-076 兵庫県 第53回日本てんかん学会学術集会
シンポジウム18
小児期発症てんかんの断薬

加藤　天美
近畿大学医学部脳神経外科
難治てんかんセンター

2019.11.2

1907-B-077 兵庫県
令和元年度兵庫県立こども病院
周産期医療センター研修会

早産期胎児発育不全の予後因子から
至適分娩時期を考える

中尾　秀人 兵庫県立こども病院 2019.12.14

1907-B-078 高知県
日本子ども虐待医学会
四国地方会(仮称)

「子ども虐待対応における医療機関の役割」(仮) 木下　あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2019.10.13
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1907-B-079 鳥取県 第525回鳥取県東部小児科医会例会 「ロタウイルス感染症Update] 石谷　暢男 石谷小児科医院 2019.10.16

1907-B-080 鳥取県 第546回小児診療懇話会
小児科医がみた児童精神科医療
～不登校、拒食症から総合失調症まで～

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.10.16

1907-B-081 岡山県 第101回美作こども医療研究会 当院の川崎病UpToDate 梶　俊策 津山中央病院小児科 2019.10.21

1907-B-082 広島県 第50回広島県小児保健研究会 子育てを楽しむ 祖父江　育子
広島大学大学院医系科学研究科
小児看護開発学

2019.10.27

1907-B-083 徳島県 第5回日本小児超音波研究会学術集会
シンポジウム
胸部の超音波検査も是非トライを！

森　一博 徳島県立中央病院小児科 2019.11.16

1907-B-084 鳥取県
第14回日本てんかん学会
中国・四国地方会

てんかんの遺伝子研究と
日常診療での役立ち

前垣　義弘 鳥取大学脳神経小児科 2020.2.15

1907-B-085 熊本県 芝蘭会講演会
小児科保険診療：
レセプト審査の現状と今後

北野　昭人 北野小児科医院 2019.10.5

1907-B-086 福岡県
第39回日本小児循環動態研究会
学術集会

知って得するかも知れない
AI時代の心臓の話

石川　友一 福岡市立こども病院循環器科 2019.10.12

1907-B-087 福岡県
第39回日本小児循環動態研究会
学術集会

心臓MRIを活かして血行動態を識る 石川　友一 福岡市立こども病院循環器科 2019.10.13

1907-B-088 熊本県
第149回
熊本小児科学会

小児食物アレルギーの対策と予防 中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部小児科学分野

2019.10.20

1907-B-089 宮崎県
第31回
宮崎県小児保健学会

子宮頸がん患者の悲劇と我々の取り組み
～HPVワクチンで予防できるのに～

此元　隆雄
宮崎大学医学部
発達泌尿生殖医学講座
小児科学分野

2019.11.10

1907-B-090 宮崎県
第31回
宮崎県小児保健学会

世界が警戒する
日本の子宮頸がんワクチン問題

此元　隆雄
宮崎大学医学部
発達泌尿生殖医学講座
小児科学分野

2019.11.10

1907-B-091 佐賀県 第72回九州小児科学会
乳児股関節一次健診方法の標準化
―遅診断例ゼロへの取り組み―

松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2019.11.17

1907-B-092 佐賀県 第72回九州小児科学会 食行動の発達から考えた離乳支援 松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2019.11.17

1907-B-093 沖縄県
第46回日本マススクリーニング学会
学術集会

シンポジウム1
「新生児マススクリーニング陽性者の初期対応」
１）再採血と即精検例の違い,判定基準
（国内検査機関の現状を含む）と実際の対応
２）タンデムマス・スクリーニングにおける
血清MS/MS検査体制
3）緊急対応が必要な症例（内分泌疾患）
4）緊急対応が必要な症例（内分泌疾患以外）

知念　安紹
琉球大学大学院
医学研究科育成医学
（小児科）講座

2019.11.22

1907-B-094 沖縄県
第46回日本マススクリーニング学会
学術集会

人類集団の起源と変遷（集団遺伝学）
～古代の劣性遺伝性疾患など
様々な角度から見つめる～

知念　安紹
琉球大学大学院
医学研究科育成医学
（小児科）講座

2019.11.23

1907-B-095 沖縄県
第46回日本マススクリーニング学会
学術集会

ワークショップ
「新規対象疾患のパイロット研究の現状と課題」
１）免疫不全
２）ALD
３）SMA
４）ライソゾーム病

知念　安紹
琉球大学大学院
医学研究科育成医学
（小児科）講座

2019.11.23
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1907-B-096 鹿児島県 第5回超早産児神経発達症研究会

シンポジウム
「早産児の発達障害を考える」
１）子宮内低灌流による低出生体重
モデルラットを用いた行動障害の機序検討と
治療法開発への応用
２）早産児における就学後の問題点

森岡　一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.11.27

1907-B-097 熊本県 第33回日本小児脂質研究会
小児期から考える健康長寿に向けた
脂質異常症治療戦略と展望

中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学講座

2019.11.30

1907-B-098 熊本県 第33回日本小児脂質研究会 脂肪酸・ケトン体代謝とその異常症の病態 中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学講座

2019.12.1


