
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 承認年月
2108-B-001 北海道 札幌市小児科医会研究会 性的虐待児の診療 母坪　智行 札幌市小児科医師会 2021.11.17 2021.9

2108-B-002 神奈川県 第58回日本小児アレルギー学会学術大会
小児アレルギー　正しい診断・評価
～ご法度から学ぶ～

勝沼　俊雄
東京慈恵会医科大学附属
第三病院小児科

2021.11.13 2021.9

2108-B-003 神奈川県 第58回日本小児アレルギー学会学術大会
小児アレルギー疾患ガイドライン
～最新ガイドラインのエッセンス～

勝沼　俊雄
東京慈恵会医科大学附属
第三病院小児科

2021.11.14 2021.9

2108-B-004 東京都 第587回　葛飾区医師会小児科集談会
新しい小児生活習慣病予防健診システムと
腹部肥満小児に対する事後指導

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.11.16 2021.9

2108-B-005 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第8回スポーツ医学セミナー
（兼第45回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

食でもっと強くなる：スポーツ栄養学の導入事例 田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2022.1.15 2021.9

2108-B-006 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第8回スポーツ医学セミナー
（兼第45回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

東京2020大会　医療サービスのレガシー 田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2022.1.15 2021.9

2108-B-007 愛知県
第62回日本先天代謝異常学会学術集会
第18回アジア先天代謝異常症シンポジウム

小児期から認知されるべき治療可能な代謝性疾患
「脳腱黄色腫症」

伊藤　哲哉 藤田医科大学医学部小児科学 2021.11.4 2021.9

2108-B-008 愛知県
第62回日本先天代謝異常学会学術集会
第18回アジア先天代謝異常症シンポジウム

概日リズムと代謝・生理機能の発達 伊藤　哲哉 藤田医科大学医学部小児科学 2021.11.5 2021.9

2108-B-009 愛知県
第62回日本先天代謝異常学会学術集会
第18回アジア先天代謝異常症シンポジウム

メチルマロン酸血症の治療戦略 伊藤　哲哉 藤田医科大学医学部小児科学 2021.11.6 2021.9

2108-B-010 愛知県
第62回日本先天代謝異常学会学術集会
第18回アジア先天代謝異常症シンポジウム

先天性GPI欠損症 伊藤　哲哉 藤田医科大学医学部小児科学 2021.11.6 2021.9

2108-B-011 三重県 第8回周産期救急医療連絡会 家族の愛着形成と児の発達支援（仮） 内薗　広匡
三重中央医療センター
小児科/新生児科

2021.11.18 2021.9

2108-B-012 愛知県
第311回愛知県小児科医会例会
兼令和3年度日本医師会生涯教育講座

オンライン診療の現状と課題 津村　治男 愛知県小児科医会 2021.11.28 2021.9

2108-B-013 三重県
令和3年度
新生児聴覚スクリーニングに関する講習会

先天性サイトメガロウイルス感染症の最新情報 二井　栄 公益社団法人三重県医師会 2021.11.28 2021.9

2108-B-014 兵庫県 第75回兵庫県小児科医会小児医学講座
性暴力から子どもを守る
~支援とつながる最初の一歩~

藤田　位 兵庫県小児科医会 2021.11.20 2021.9

2108-B-015 兵庫県 第75回兵庫県小児科医会小児医学講座 性同一障害について 藤田　位 兵庫県小児科医会 2021.11.20 2021.9

2108-B-016 鳥取県 第73回中国四国小児科学会 「感染症と闘う宿主免疫」 難波　範行
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2021.11.6 2021.9

2108-B-017 鳥取県 第73回中国四国小児科学会 小児医療のアンメットニーズを俯瞰する 難波　範行
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2021.11.7 2021.9

2108-B-018 鳥取県 第546回鳥取県東部小児科医会例会
「低リン血症性くる病の診断と治療
(抗FGF23抗体による新しい治療を中心に)」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.11.17 2021.9

2108-B-019 岡山県
第322回　岡山市小児科専門医会
11月例会

耳鼻科領域における小児の手術適応と実際 神﨑　晋 旭川荘療育・医療センター 2021.11.20 2021.9

2108-B-020 愛媛県
第102回日本小児科学会
愛媛地方会

「拡大新生児スクリーニング」 江口　真理子
愛媛大学大学院
医学系研究科小児科学

2021.11.28 2021.9

2108-B-021 徳島県
第156回日本小児科学会
徳島地方会

小児領域のCOVID-19
最新情報と当院の受け入れ状況について

香美　祥二 徳島大学病院 2021.12.5 2021.9

2108-B-022 鳥取県 第547回鳥取県東部小児科医会例会 「小児の頭痛」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2022.1.19 2021.9

2108-B-023 長崎県 第18回長崎県小児保健学会
シンポジウム:
LGBTQ児童生徒に対する
医療と教育の連携

森内　浩幸 長崎大学医学部小児科 2021.11.19 2021.9

2108-B-024 佐賀県 第89回佐賀小児科地方会
ICTと医療・健康・生活情報を活用した
「次世代型子ども医療支援システム」の開発

松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2021.12.12 2021.9

2107-B-001 北海道 札幌市小児科医会研究会 新たに導入された新生児マス・スクリーニング 母坪　智行 札幌市小児科医会 2021.10.26 2021.8

2107-B-002 北海道 釧路小児科医会　周産期講演会
NICUから始まる医療的ケアを
要する在宅小児医療

仲西　正憲 釧路赤十字病院小児科 2021.10.29 2021.8

2107-B-003 北海道
第37回日本小児神経学会
北海道地方会

小児MRI画像診断の基礎と応用 福村　忍 札幌医科大学小児科 2021.10.30 2021.8



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 承認年月
2107-B-004 北海道 第4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 小西　央郎 中国労災病院小児科 2021.11.14 2021.8

2107-B-005 秋田県
秋田県小児保健会
特別講演会（ハイブリット開催）

プライマリケアにおける
COVID-19の対応と今後の展望

高橋　勉 秋田大学医学部小児科 2021.10.16 2021.8

2107-B-006 秋田県
秋田県小児保健会
特別講演会（ハイブリット開催）

コロナ禍における子どもたちの生活と健康 高橋　勉 秋田大学医学部小児科 2021.10.16 2021.8

2107-B-007 福島県
第135回日本小児科学会
福島地方会

COVID-19最近の動向 細矢　光亮
福島県立医科大学
医学部小児科学講座

2021.10.31 2021.8

2107-B-008 山形県 第56回山形県小児保健会研修会
新型コロナウイルス感染症の
小児と小児医療へのインパクト

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2021.11.6 2021.8

2107-B-009 東京都 第30回日本小児リウマチ学会学術集会
新時代を迎える膠原病・
全身性自己免疫疾患の治療

宮前　多佳子
東京女子医科大学病院
膠原病リウマチ痛風センター
小児リウマチ科

2021.10.16 2021.8

2107-B-010 東京都 第586回　葛飾区医師会小児科集談会
よくある主訴（低身長・夜尿）から
見逃してはいけない疾患を
見つけるための診察・診断のポイント

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.10.19 2021.8

2107-B-011 埼玉県 第28回小児集中治療ワークショップ 肺損傷と呼吸管理 櫻井　淑男
埼玉医科大学総合医療センター
小児救命救急センター

2021.10.23 2021.8

2107-B-012 埼玉県 第28回小児集中治療ワークショップ
小児心臓外科医との協働作業としての
周術期管理

櫻井　淑男
埼玉医科大学総合医療センター
小児救命救急センター

2021.10.23 2021.8

2107-B-013 埼玉県 第28回小児集中治療ワークショップ
小児の中枢神経障害の
リハビリにおける理論と実践

櫻井　淑男
埼玉医科大学総合医療センター
小児救命救急センター

2021.10.24 2021.8

2107-B-014 神奈川県
第3回横浜市小児科医会・
同耳鼻科医会合同研究会

Phase　で見極める！ホンネ！？とホント！？
の小児中耳炎の診かた＆治しかた

相原　雄幸
相原アレルギー科・
小児科クリニック

2021.10.27 2021.8

2107-B-015 東京都 板橋区小児科医会定例会 感染症・予防接種（最近の話題－2021） 依藤　壽 板橋区小児科医会 2021.11.4 2021.8

2107-B-016 東京都 第44回日本小児遺伝学会学術集会

シンポジウム１
小児の各臓器における遺伝性疾患の診断と治療
遺伝性神経筋疾患の診断と治療
遺伝性腎疾患の診断と治療
遺伝性血液疾患の診断と治療
先天異常と気道病変

山本　俊至
東京女子医科大学
遺伝子医療センターゲノム診療科

2021.11.12 2021.8

2107-B-017 東京都 第44回日本小児遺伝学会学術集会

シンポジウム2
ゲノム解析と機能解析
バリアントとその機能解析
医学研究におけるAI技術の現状
non-coding RNA
iPS細胞と疾患機能解析

山本　俊至
東京女子医科大学
遺伝子医療センターゲノム診療科

2021.11.12 2021.8

2107-B-018 東京都 第44回日本小児遺伝学会学術集会

シンポジウム4
告知から療育まで
診断と告知
告知される当事者として
乳幼児期のケア
音楽療法

山本　俊至
東京女子医科大学
遺伝子医療センターゲノム診療科

2021.11.13 2021.8



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 承認年月

2107-B-019 東京都 第44回日本小児遺伝学会学術集会

分科会1
これからの移行医療を考える
-先天性・遺伝性疾患における現状と課題-
ダウン症候群のある患者の移行医療支援ガイド
先天性疾患のある子供への本人開示
急性期病院における移行医療の実践
当事者団体として

山本　俊至
東京女子医科大学
遺伝子医療センターゲノム診療科

2021.11.13 2021.8

2107-B-020 栃木県 第154回日本小児科学会栃木県地方会 情報過多と思春期 山形　崇倫 自治医科大学小児科学 2021.11.28 2021.8

2107-B-021 茨城県 第127回茨城小児科学会
次世代シークエンサーの小児医療への活用
～感染症、がん、遺伝性疾患

菊池　正広 日立総合病院 2021.11.28 2021.8

2107-B-022 長野県 第48回日本小児栄養消化器肝臓学会
「特殊ミルク事業の実績と課題
～適正使用に向けたガイドブックの作成～」

中山　佳子
信州大学医学部
小児医学教室

2021.10.2 2021.8

2107-B-023 長野県 第48回日本小児栄養消化器肝臓学会
「ヒトiPS細胞を用いた疾患モデル研究による
先天性肝線維症の病態解明」

中山　佳子
信州大学医学部
小児医学教室

2021.10.2 2021.8

2107-B-024 長野県 第48回日本小児栄養消化器肝臓学会
「食道胃接合部疾患
～診断の基礎から最新の診断法・治療戦略まで～」

中山　佳子
信州大学医学部
小児医学教室

2021.10.3 2021.8

2107-B-025 愛知県 令和3年度　あいち小児在宅医療実技講習会
「子どもの緩和ケア：非がんの子どもの看取り
-　ACPを含めた当センターでの取り組みを中心に」

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2021.10.17 2021.8

2107-B-026 富山県 第7回高岡市小児科医会学術講演会 いまどきの小児の近視と斜視と弱視 市村　昇悦 高岡市医師会 2021.10.26 2021.8

2107-B-027 愛知県 令和3年度　尾張東部小児在宅医療講習会

「尾張東部医療圏の小児在宅の現状と課題」
１）小児在宅の訪問看護の実際
２）地域における児童発達支援事業所
（重心型）の役割及び多職種連携支援について
３）豊明市の現状とかけはしの取り組みについて

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2021.10.30 2021.8

2107-B-028 石川県 石川県小児科医会秋季例会
「食物アレルギー発症予防の最新情報。
～特異IgE抗体陽性の子どもに
どう食べさせるか？当院での試み～」

久保　実 石川県小児科医会 2021.11.23 2021.8

2107-B-029 大阪府 第69回日本小児神経学会近畿地方会 当院のジストニア診療と国際学会での試み 底田　辰之 滋賀医科大学　小児科 2021.10.9 2021.8

2107-B-030 大阪府 河内医師会学術講演会
小児糖尿病の進歩と
医療コミュニケーションとしての動機づけ面接

佐堀　彰彦 河内医師会 2021.10.20 2021.8

2107-B-031 兵庫県 第48回日本小児臨床薬理学会学術集会 COVID-19の特徴と札幌市における行政対応 平野　慎也
大阪母子医療センター
新生児科

2021.10.23 2021.8

2107-B-032 兵庫県 第48回日本小児臨床薬理学会学術集会 小児アレルギー疾患治療の最前線 平野　慎也
大阪母子医療センター
新生児科

2021.10.24 2021.8

2107-B-033 広島県 第534回広島市小児科医会例会 小児肥満の食事療法 森　美喜夫 もり小児科 2021.10.13 2021.8

2107-B-034 鳥取県
令和3年度鳥取県
西部医師会学校医講習会

「野球ひじ検診　in Yonagoを含めた運動器健診」 長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.10.21 2021.8

2107-B-035 山口県 2021年度山口県小児保健研究会 コロナ禍における母子保健の現状と課題 長谷川　俊史
山口大学大学院
医学系研究科医学専攻

2021.10.30 2021.8

2107-B-036 佐賀県
令和3年度佐賀県小児科医会
発達障害対応力向上研修会

幼児期のことばの問題とことばを育む関わり
～外来での対応を中心に～

島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.10.2 2021.8

2107-B-037 佐賀県
令和3年度佐賀県小児科医会
発達障害対応力向上研修会

幼児期の気になる行動とその対応 島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.10.2 2021.8

2107-B-038 熊本県 第154回熊本小児科学会 整形外科領域における小児疾患 中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学講座

2021.10.3 2021.8



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 承認年月

2107-B-039 鹿児島県 第177回日本小児科学会鹿児島地方会 小児における耳鼻咽喉科疾患 岡本　康裕
鹿児島大学大学院
歯学総合研究科小児科学分野

2021.10.17 2021.8

2107-B-040 宮崎県
令和３年度宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

胎児期からの先天性心疾患医療、
がん・生殖医療の発展の過程

髙村　一志 宮崎県小児科医会 2021.10.24 2021.8

2107-B-041 佐賀県
令和3年度佐賀県小児科医会
発達障害対応力向上研修会

佐賀県の発達障害支援ビジョンについて 島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.11.27 2021.8

2107-B-042 佐賀県
令和3年度佐賀県小児科医会
発達障害対応力向上研修会

地域における新しい育児支援研修の枠組み
ペアレントプログラムについて
～育児不安から発達障害まで、
子育てに悩むすべての親向け
グループプログラムのご紹介～

島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.11.27 2021.8

2107-B-043 佐賀県
令和3年度佐賀県小児科医会
発達障害対応力向上研修会

集団の中で育つ子どもの理解
～子どもにとって診断を持つ意味とは～

島田　興人 佐賀県小児科医会 2022.1.22 2021.8

2107-B-044 佐賀県
令和3年度佐賀県小児科医会
発達障害対応力向上研修会

日常診療でできる子どもの睡眠指導 島田　興人 佐賀県小児科医会 2022.1.22 2021.8

2106-B-001 北海道 第72回北日本小児科学会
オルガネラ標的型DDSを基盤とした
創剤研究の最前線

真部　淳 北海道大学 2021.9.10 2021.7

2106-B-002 北海道 第72回北日本小児科学会 こどものがんと遺伝医療 真部　淳 北海道大学 2021.9.10 2021.7
2106-B-003 北海道 第72回北日本小児科学会 Down症候群に合併する血液・腫瘍性疾患 真部　淳 北海道大学 2021.9.11 2021.7

2106-B-004 山形県
（福島県）第109回
県南小児科医会総会・学術講演会

小児によくみられる血管炎
ー病態と治療ー
(COVID-19関連多系統炎症性症候群も含めて）

佐久間 弘子 星総合病院小児科 2021.10.14 2021.7

2106-B-005 神奈川県
第19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
総合診療科

2021.9.4 2021.7

2106-B-006 神奈川県
第19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・小児の心エコー入門 田上　幸治
神奈川県立こども医療センター
総合診療科

2021.9.4 2021.7

2106-B-007 神奈川県
第19回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

小児科医が知っておくと得をする
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
総合診療科

2021.9.5 2021.7

2106-B-008 神奈川県
第19回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

簡単だけど差がつく！
プライマリケアにおけるアレルギー診断のポイント

田上　幸治
神奈川県立こども医療センター
総合診療科

2021.9.5 2021.7

2106-B-009 東京都
2021年度　第1回　町田市民病院
小児科症例検討会

シトリン欠損症：
甘いものが苦手で多彩な症状を持つ
日本人に頻度の高い疾患

藤原　優子 町田市民病院　小児科 2021.9.9 2021.7

2106-B-010 千葉県
第48回日本マススクリーニング学会
学術集会

教育講演
小児神経難病治療の進歩がもたらす新たな課題

南谷　幹史
帝京大学ちば総合医療センター
小児科

2021.9.17 2021.7

2106-B-011 千葉県
第48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1「内分泌・代謝疾患の成長予後」
演題①先天性副腎皮質過形成と体格について
～適切な糖質コルチコイド補充量設定の難しさ
演題②アミノ酸代謝異常症・尿素サイクル異常症の成長予後
演題③シトリン欠損症の成長の特徴
演題④有機酸代謝異常症の成長予後

南谷　幹史
帝京大学ちば総合医療センター
小児科

2021.9.17 2021.7

2106-B-012 東京都
第585回　葛飾区医師会
小児科集談会

最近の法医学のトピックス
～チャイルドデスレビューと臨床法医学

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.9.21 2021.7

2106-B-013 神奈川県 第3回小児科フォーラム in Yokohama
プロスタグランディンE受容体EP4による
血管の発達・分化と炎症・破壊のメカニズム

藤原　芳人 医療法人ふじわら小児科 2021.9.25 2021.7

2106-B-014 栃木県
令和3年度栃木県
小児保健会総会・研修会

学校における新型コロナウイルス感染症の
現状と対策

吉原　重美 獨協医科大学小児科学 2021.9.26 2021.7

2106-B-015 山梨県
第157回日本小児科学会
山梨地方会

腸内細菌が子どもの健康に果たす役割 犬飼　岳史 山梨大学医学部小児科学講座 2021.10.2 2021.7



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 承認年月

2106-B-016 埼玉県 第28回小児集中治療ワークショップ

急性脳症の診断と治療
①急性脳症診断の鑑別についての概論
②急性脳症の早期診断について
③急性脳症の体温管理療法のPRO
④急性脳症の体温管理療法のCON

櫻井　淑男
埼玉医科大学総合医療センター
小児救命救急センター

2021.10.24 2021.7

2106-B-017 山梨県
第25回日本小児神経学会
甲信越地方会

筋疾患のミカタ 加賀　佳美 山梨大学医学部小児科 2021.10.31 2021.7

2106-B-018 愛知県 第54回日本てんかん学会学術集会
てんかん診療拠点病院が目指す包括的医療
～地域・企業・医療が手を結ぶこれからの未来～

兼本　浩祐
愛知医科大学医学部
精神科学講座

2021.9.23 2021.7

2106-B-019 愛知県 第54回日本てんかん学会学術集会
早期乳児てんかん性脳症
（大田原症候群）の診療最前線

兼本　浩祐
愛知医科大学医学部
精神科学講座

2021.9.23 2021.7

2106-B-020 愛知県 第54回日本てんかん学会学術集会 てんかん症候群診断における遺伝子解析の意義 兼本　浩祐
愛知医科大学医学部
精神科学講座

2021.9.24 2021.7

2106-B-021 愛知県 第54回日本てんかん学会学術集会 てんかんの希少疾患 兼本　浩祐
愛知医科大学医学部
精神科学講座

2021.9.24 2021.7

2106-B-022 愛知県 第54回日本てんかん学会学術集会 非専門医のための一日てんかん講座 兼本　浩祐
愛知医科大学医学部
精神科学講座

2021.9.25 2021.7

2106-B-023 三重県
三重県医師会乳幼児保健講習会・
5歳児健診研修会

次世代を見据えた乳幼児健診 二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2021.10.3 2021.7

2106-B-024 三重県
三重県医師会乳幼児保健講習会・
5歳児健診研修会

妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援と
子育て世代包括支援センター

二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2021.10.3 2021.7

2106-B-026 石川県 第31回石川県小児保健学会
学校における新型コロナウイルス感染症対策とは何か
～教育委員会と小児科医の連携～

和田　泰三
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2021.10.23 2021.7

2106-B-027 大阪府 第231回　大阪小児科学会 急性腹症に対する腹腔鏡下手術の有用性 大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科　小児科学

2021.9.12 2021.7

2106-B-028 滋賀県
令和3年度　滋賀小児科医会
総会・学術講演会

精神科診断がよくわからないあなたのために
～一般身体科診断と精神科診断の違い～

西澤　嘉四郎
近江八幡市立総合医療センター
小児科

2021.9.26 2021.7

2106-B-029 滋賀県
令和3年度　滋賀小児科医会
総会・学術講演会

外来小児科医の新しい価値 西澤　嘉四郎
近江八幡市立総合医療センター
小児科

2021.9.26 2021.7

2106-B-030 滋賀県 第86回　日本小児科学会滋賀地方会 小児慢性特定疾病と骨系統疾患 丸尾　良浩
滋賀医科大学
小児科学講座

2021.10.2 2021.7

2106-B-031 京都府 第38回　子どものこころと身体懇話会
コロナ禍でも増える「摂食障害」、
小児科医として何ができるか

栗山　政憲 京都小児科医会 2021.10.23 2021.7

2106-B-032 京都府 第38回　子どものこころと身体懇話会
コロナ禍でこそ重要となる「摂食障害」における
小児科と精神科の連携

栗山　政憲 京都小児科医会 2021.10.23 2021.7

2106-B-035 岡山県
第321回岡山市小児科専門医会
9月例会

小児の水・電解質異常と輸液 神﨑　晋 旭川荘療育・医療センター 2021.9.11 2021.7

2106-B-036 広島県 第273回安佐小児臨床懇話会 小児の頭部外傷～押さえておくべきポイント 杉野　禮俊 杉野小児科 2021.9.15 2021.7
2106-B-037 鳥取県 第564回小児診療懇話会 「小児の鎮静について考える～当院の現状と課題～」 長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.9.15 2021.7

2106-B-038 鳥取県 第106回山陰小児科学会 結節性硬化症の診療の進化と患者の未来 前垣　義弘
鳥取大学医学部附属病院
脳神経小児科

2021.9.20 2021.7

2106-B-039 香川県
令和3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

「育てにくさ」に寄り添う支援 宮崎　雅仁 香川県小児科医会 2021.10.17 2021.7

2106-B-040 島根県
2021年度　第2回
島根県小児科医会学術講演会

「新生児乳幼児健診と子どもの貧困対策」 羽根田　紀幸
どれみクリニック
基常小児科

2021.10.17 2021.7

2106-B-041 鳥取県
第545回
鳥取県東部小児科医会例会

「小児科日常診療において遭遇する
小児外科、小児泌尿器科疾患」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.10.20 2021.7

2106-B-042 香川県
第108回　日本小児科学会
香川地方会

小児疾患とゲノム異常ー研究の進歩と臨床応用ー 日下　隆
香川大学医学部
小児科学講座

2021.12.4 2021.7

2106-B-043 島根県
第114回日本小児科学会
島根地方会

「成長障害のみかた」 竹谷　健 島根大学医学部小児科 2021.12.12 2021.7

2106-B-044 大分県
第114回日本小児科学会
大分地方会例会

小児気道疾患の診断と治療 井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2021.9.12 2021.7
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2106-B-045 熊本県
第41回熊本県小児科医会
学術集会

小児の肝胆膵・移植外科領域の未来を拓く 杉野　茂人 杉野クリニック 2021.9.26 2021.7

2106-B-046 福岡県
第514回日本小児科学会
福岡地方会例会

未来を見据えた小児医療
～適切な介入を選択する意味～

大賀　正一 九州大学大学小児科 2021.10.9 2021.7

2105-B-001 山形県
第38回山形県周産期・
新生児医療研究会

我が国の新生児における
新型コロナウイルス感染対策

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2021.9.18 2021.6

2105-B-002 山梨県 山梨大学児童虐待地域連携研修会
医療機関における虐待対応プログラム
BEAMS　stage2

小鹿　学 山梨大学医学部小児科 2021.9.11 2021.6

2105-B-003 埼玉県
第184回日本小児科学会
埼玉地方会

もしかして心疾患？
―あした小児科外来で出会う
未診断症例への対処ABC

市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター　小児科

2021.9.12 2021.6

2105-B-004 東京都 周産期医療研修会1＜小児科＞ 脳機能モニタリング 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会

2021.9.13 2021.6

2105-B-005 東京都 周産期医療研究会1＜小児科＞ 早産児の内分泌疾患 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会

2021.9.13 2021.6

2105-B-006 東京都 周産期医療研修会1＜小児科＞ 新生児医療と臨床倫理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会

2021.9.14 2021.6

2105-B-007 東京都 周産期医療研究会1＜小児科＞ 新生児の呼吸管理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会

2021.9.14 2021.6

2105-B-008 東京都 周産期医療研修会1＜小児科＞ 新生児仮死と低体温療法 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会

2021.9.15 2021.6

2105-B-009 東京都 周産期医療研修会1＜小児科＞ 新生児の循環管理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会

2021.9.15 2021.6

2105-B-010 三重県
第6回三重県小児在宅医療
実技講習会・講演会

医療的ケア児の急変時対応と在宅医療連携 野村　豊樹 三重県小児科医会 2021.8.1 2021.6

2105-B-011 三重県
第6回三重県小児在宅医療
実技講習会・講演会

三重県在宅医療の現状 野村　豊樹 三重県小児科医会 2021.8.1 2021.6

2105-B-012 愛知県
第21回名古屋市
小児科医会例会学術講演会

小児の斜視・弱視への小児科医の関わり方 江口　秀史 江口医院 2021.10.24 2021.6

2105-B-013 愛知県
第21回名古屋市
小児科医会例会学術講演会

アトピー性皮膚炎診療のpitfall
～石けん要否・塗り方確認

江口　秀史 江口医院 2021.10.24 2021.6

2105-B-014 京都府
第30回日本外来小児科学会
年次集会

児童・青年期における性的指向
と性別違和に関わるライフイベント

幸道　直樹 こうどう小児科 2021.8.21 2021.6

2105-B-015 京都府
第30回日本外来小児科学会
年次集会

生命との出会いを紡ぐ出生前診断 幸道　直樹 こうどう小児科 2021.8.22 2021.6

2105-B-016 京都府
第30回日本外来小児科学会
年次集会

在宅での医療的ケアの実際 幸道　直樹 こうどう小児科 2021.8.22 2021.6

2105-B-017 奈良県 第23回奈良県小児保健学会 スマホ育児が子どもに与える影響 野上　恵嗣 奈良県立医科大学小児科 2021.11.4 2021.6

2105-B-018 香川県
香川県小児科医会
令和3年度学術集会/総会

『小児生活習慣病対策に関するミニシンポジウム』
「香川県における小児生活習慣病
予防健診マニュアルについて」
「地域で育む小児生活習慣病予防健診」

永井　崇雄 永井小児科医院 2021.9.11 2021.6

2105-B-019 高知県
第100回日本小児科学会
高知地方会

biopsychosocialに子どもと家族を捉え、
支援する医療を目指して

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2021.9.12 2021.6

2105-B-020 鳥取県
第５４４回鳥取県
東部小児科医会例会

「ワクチン忌避と小児科医の役割」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.9.15 2021.6

2105-B-021 福岡県 第68回九州学校保健学会
学童・思春期のメンタルヘルス
　ー家族・学校・かかりつけ医の役割ー

大賀　正一 九州大学大学院医学研究院 2021.8.21 2021.6

2105-B-022 鹿児島県 第34回鹿児島県小児保健学会 わが国の至適なチャイルド・デス・レビュー制度確立 根路銘　安仁 鹿児島大学医学部保健学科 2021.8.29 2021.6

2105-B-023 福岡県 第30回日本小児心筋疾患学会学術集会
腑に落ちる臨床循環生理学
～病態で異なる補助循環デバイスのスイートスポット～

山村　健一郎 九州大学大学院医学研究院 2021.10.16 2021.6

2104-B-001 秋田県
第118回日本小児科学会
秋田地方会

小児がん診療の進歩と課題 高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2021.7.10 2021.5

2104-B-002 青森県
令和 3年度青森県小児科医会
学術講演会

発達障害児の診療
～気になる子に対して小児科医ができること

差波　司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2021.7.17 2021.5



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 承認年月

2104-B-003 青森県
令和 3年度青森県小児科医会
学術講演会

症例から学ぶ原発性免疫不全症 差波　司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2021.7.17 2021.5

2104-B-004 東京都
第45回日本小児皮膚科学会
学術大会

①原発性免疫不全を疑う皮膚症状
②自己炎症性疾患を疑う皮膚症状

大矢　幸弘
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

2021.7.3 2021.5

2104-B-005 東京都
第45回日本小児皮膚科学会
学術大会

①皮膚科医と小児科医が知っておきたい
生活管理指導表の記載
②小児科医と皮膚科医が知っておきたい
学校保健の皮膚科的課題

大矢　幸弘
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

2021.7.3 2021.5

2104-B-006 東京都
第45回日本小児皮膚科学会
学術大会

紫斑を見たら～出血性疾患に関する最近の進歩 大矢　幸弘
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

2021.7.4 2021.5

2104-B-007 東京都
第45回日本小児皮膚科学会
学術大会

①アトピー性皮膚炎発症予防の最前線
②食物アレルギー発症予防の観点から見た
乳児期の栄養・離乳食の進め方
「授乳・離乳の支援ガイド」（2019年）改定のポイント

大矢　幸弘
国立研究開発法人
国立成育医療研究センター

2021.7.4 2021.5

2104-B-008 埼玉県
第9回彩の国予防接種推進協議会
ワクチンフォーラム

HPVワクチンの国内外現状と効果について
-2，4，9価ワクチンの違いも含めて

峯　眞人
医療法人自然堂
峯小児科

2021.7.4 2021.5

2104-B-009 栃木県
第153回日本小児科学会
栃木県地方会

宇都宮市の新型コロナウイルス感染症の対応 高橋　努 済生会宇都宮病院 小児科 2021.7.25 2021.5

2104-B-010 東京都
「コロナ禍における外国人診療の現状と課題」
研修セミナー

外国人診療の過去、現在、未来：
コロナパンデミックの影響

神川　晃 神奈川小児科クリニック 2021.9.5 2021.5

2104-B-011 東京都
「コロナ禍における外国人診療の現状と課題」
研修セミナー

外国人診療における感染対策 神川　晃 神奈川小児科クリニック 2021.9.5 2021.5

2104-B-012 神奈川県 第28回みなと小児疾患研究会
眼科医から小児科に伝えたいこと
～アレルギー眼疾患から子どもの眼の病気

磯崎　淳
横浜市立みなと赤十字病院
小児科

2021.9.28 2021.5

2104-B-013 静岡県
第4回静岡中部渡航医学セミナー
兼第44回静岡小児臨床研究ネットワーク勉強会

①海外在住する日本人関係者の健康管理
②フィリピンのスラム街より

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.10.30 2021.5

2104-B-014 愛知県 令和3年度　海部・津島小児在宅医療講習会

「海部医療圏の小児在宅の現状と課題」
1）愛西市における小児在宅医療の現状と課題
2）申請から始まる家族への相談支援と災害対策
3）今までの取り組みと課題について

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2021.7.17 2021.5

2104-B-015 三重県 第29回三重県胎児新生児研究会 小児重症心不全治療 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科

2021.7.25 2021.5

2104-B-016 大阪府 
第16回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

小児耳鼻咽喉科学の世界の歩み 土井　勝美
近畿大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2021.7.8 2021.5

2104-B-017 大阪府 
第16回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

小児の新型コロナウイルス感染症 土井　勝美
近畿大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2021.7.8 2021.5

2104-B-018 大阪府 
第16回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

頭頚部がん、希少がんの診療と療育 土井　勝美
近畿大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2021.7.9 2021.5

2104-B-019 大阪府 
第16回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

小児疾患の遺伝子診断と遺伝カウンセリング 土井　勝美
近畿大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2021.7.9 2021.5

2104-B-020 奈良県 第5回奈良呼吸器アレルギーセミナー 食物アレルギーの最前線 南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科 2021.7.10 2021.5

2104-B-021 山口県 2021年度山口県小児科医会総会・特別講演
「スクールソーシャルワーカーの
活動と役割（仮）」

田原　卓浩 山口県小児科医会 2021.7.4 2021.5

2104-B-022 鳥取県 第543回鳥取県東部小児科医会例会 「小児の機能性消化管障害について」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.7.21 2021.5

2104-B-023 鳥取県 第563回小児診療懇話会
「多職種で取り組む心身症の診療
～摂食障害を中心に～」

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.7.21 2021.5

2104-B-024 広島県 第80回広島県小児科医会総会
見て聞いて（聴いて）、
そして触ってわかる小児の心不全

森　美喜夫 もり小児科 2021.7.25 2021.5

2104-B-025 広島県 第535回広島市小児科医会例会 小児の貧血について 森　美喜夫 もり小児科 2021.8.4 2021.5

2104-B-026 徳島県 徳島県小児科医会学術講演会 小児眼科疾患について 田山　正伸
徳島県小児科医会
田山チャイルドクリニック

2021.8.5 2021.5
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2104-B-027 長崎県 長崎県小児科医会総会・特別講演会
色覚異常の指導の実際・弱視のスクリーニング
～スポットビジョンスクリーナー～について

木下　英一 長崎県小児科医会 2021.7.3 2021.5

2104-B-028 長崎県
第88回佐賀地方会・
第212回日本小児科学会
長崎地方会合同地方会

臨床科でもここまでできた！
～福岡大学小児科でのてんかん分子病態研究～

森内　浩幸 長崎大学医学部小児科 2021.7.4 2021.5

2104-B-029 宮崎県
第57回日本周産期・
新生児医学会学術集会

新生児に対する血液浄化療法の可能性 鮫島　浩 宮崎大学医学部附属病院 2021.7.11 2021.5

2104-B-030 宮崎県
第57回日本周産期・
新生児医学会学術集会

低体温療法 鮫島　浩 宮崎大学医学部附属病院 2021.7.12 2021.5

2104-B-031 宮崎県
第57回日本周産期・
新生児医学会学術集会

新生児領域のNO吸入療法 鮫島　浩 宮崎大学医学部附属病院 2021.7.12 2021.5

2104-B-032 佐賀県 佐賀県小児科医会学術講演会
こども政策の今後の行方
ーこども庁の創設を目指して

島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.7.17 2021.5

2103-B-002 東京都 第32回小児医療セミナー
学校心臓検診の目的
抽出対象の変化について

森尾　友宏
宇田川　智宏
満生　紀子
山口　洋平
大槻　彩子

東京医科歯科大学小児科 2021.6.5 2021.4

2103-B-003 千葉県 第37回日本小児肝臓研究会 ミトコンドリア肝症 村山　圭
千葉県こども病院
遺伝診療センター・代謝科

2021.6.5 2021.4

2103-B-004 東京都 第584回　葛飾区医師会小児科集談会
学童・思春期の消化器疾患の診療
～繰り返す腹部症状の評価やその対応を中心に

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.6.15 2021.4

2103-B-005 東京都 第121回多摩小児科懇話会 難治性夜尿症のピットフォール 勝沼　俊雄
東京慈恵会医科大学附属
第三病院小児科

2021.6.17 2021.4

2103-B-006 山梨県 第17回山梨県小児医療セミナー 心の発達と薬物療法 犬飼　岳史 山梨大学　小児科 2021.7.6 2021.4

2103-B-007 静岡県
第43回　静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

子どもたちにとってのCOVID-19
～本当の敵はどこにいる？～

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.9.11 2021.4

2103-B-008 三重県 1歳6か月児健診マニュアル講習会
三重県医師会作成1歳6か月児
健診マニュアルについての解説ー診察編ー

二井　栄 公益社団法人　三重県医師会 2021.6.13 2021.4

2103-B-009 三重県 1歳6か月児健診マニュアル講習会
三重県医師会作成1歳6か月児
健診マニュアルについての解説ー保健指導編ー

二井　栄 公益社団法人　三重県医師会 2021.6.13 2021.4

2103-B-010 福井県
第67回福井県小児保健協会
学術集会

シンポジウム
「発達障害を地域でどのように見ていくか」
「子どものこころの診療医療養成事業についての報告と課題」
「福井県小児科医会地域支援班の取り組みについて」
「2019年度に越前市で実施した支援研究会の報告」
「福井県の発達障がい支援の現状」

津田　明美 福井県こども療育センター 2021.7.11 2021.4

2103-B-011 愛知県 第10回小児在宅医療支援研究会 小児死亡　防ぎ得た死亡 水野美穂子 大同病院　小児科 2021.9.5 2021.4
2103-B-012 愛知県 第10回小児在宅医療支援研究会 気管軟化症　呼吸管理の知識 水野　美穂子 大同病院　小児科 2021.9.5 2021.4

2103-B-013 京都府
第445回日本小児科学会
京都地方会

新生児スクリーニングの温故知新
～PKUからの学びを未来に生かす

滝田　順子
京都大学大学院
医学研究科発達小児科学

2021.6.12 2021.4

2103-B-014 滋賀県
令和3年度　滋賀小児科医会
第一回定期学術講演会

地域における発達相談
～大津市子ども発達相談センターの実践より

西澤　嘉四郎
近江八幡市立総合医療センター
小児科

2021.6.13 2021.4

2103-B-015 滋賀県
令和3年度　滋賀小児科医会
第一回定期学術講演会

小児の感染症サーベイランスin静岡：
コロナの時代を見据えて

西澤　嘉四郎
近江八幡市立
総合医療センター小児科

2021.6.13 2021.4

2103-B-016 大阪府 第230回大阪小児科学会 小児がんにおけるゲノム医療の現状と展望 大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科　小児科学

2021.6.26 2021.4

2103-B-017 兵庫県
第77回但馬地区
小児科医懇話会

学校生活で問題となる小児循環器疾患：
心電図異常、起立性調節障害など

港　敏則
公立豊岡病院組合立
豊岡病院　小児科

2021.8.21 2021.4

2103-B-018 徳島県
第155回日本小児科学会
徳島地方会

小児慢性便秘症治療のKnack &Pitfalls 香美　祥二 徳島大学病院 2021.6.5 2021.4

2103-B-019 島根県
令和3年度
第1回島根県小児科医会学術講演会

腸内細菌叢が子どもの健康に及ぼす影響 羽根田　紀幸
どれみクリニック
基常小児科

2021.6.6 2021.4
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2103-B-020 島根県
令和3年度
第1回島根県小児科医会学術講演会

“コロナ時代”の小児市中感染症における
4つの課題

羽根田　紀幸
どれみクリニック
基常小児科

2021.6.6 2021.4

2103-B-021 広島県 第534回広島小児科医会例会 小児肥満の食事療法 森　美喜夫 もり小児科 2021.6.9 2021.4

2103-B-022 鳥取県
第542回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児の睡眠障害」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.6.16 2021.4

2103-B-023 鳥取県 第562回小児診療懇話会 「性犯罪を起こすこどもとその背景」 長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.6.16 2021.4

2103-B-024 徳島県
第62回徳島県小児保健協会総会
及び講演会

当クリニックでの小児在宅医療を振り返って 香美　祥二 徳島大学病院 2021.9.12 2021.4

2103-B-025 鳥取県 第106回山陰小児科学会
小児の難治性てんかんの治療：
外来治療を含めて

前垣　義弘
鳥取大学医学部附属病院
脳神経小児科

2021.9.20 2021.4

2103-B-026 熊本県 第153回熊本小児科学会 アトピー性皮膚炎UPDATE 中村　公俊
熊本大学大学院生命科学研究部
小児科学講座

2021.6.20 2021.4

2103-B-027 鹿児島県
第176回日本小児科学会
鹿児島地方会

小児脳腫瘍に対する
脳神経外科治療の進歩と展望

岡本　康裕
鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科
小児科学分野

2021.6.6 2021.4

2103-B-028 福岡県 小倉医師会園医会　特別講演 「選択理論心理学」を用いた「親」への支援 松村　洋 小倉医師会 2021.6.29 2021.4

2103-B-029 宮崎県 第90回日本小児科学会宮崎地方会
ADHDのSummer Treatment Program :
 15年間の実践から学んだこと

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

2021.9.12 2021.4

2103-B-030 福岡県 小倉小児科医会臨床懇話会 小児外科　Up to date 田中　正章 田中こどもクリニック 2021.7.15 2021.4
2103-B-031 福岡県 第512回日本小児科学会福岡地方会例会 小児医療の課題と展望 大賀　正一 九州大学小児科 2021.6.12 2021.4

2102-B-001 新潟県
第233回日本小児科学会
新潟地方会

子ども虐待と脳科学-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-

齋藤　昭彦 新潟大学小児科 2021.5.8 2021.3

2102-B-002 福島県
第134回日本小児科学会
福島地方会

原発性免疫不全症と脊髄性筋萎縮症に対する
新生児マススクリ ーニング
-国内外の現況と宮城県における取組み-

細矢 光亮
福島県立医科大学
医学部小児科学講座

2021.6.6 2021.3

2102-B-003 東京都
第583回　葛飾区医師会
小児科集談会

小児・AYA世代がん晩期合併症と長期フォローアップ 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.5.18 2021.3

2102-B-004 静岡県
第42回　静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

それでもインフルエンザワクチン株は選ばれなければならない
～2020/21シーズンの流行がほとんどない中で～

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.8.28 2021.3

2102-B-005 富山県
第1回　富山県医師会
MOP研修《基礎編》

子育て相談の基本とオーダーメイド・ペアレンティング 村上　美也子
むらかみ小児科
アレルギークリニック

2021.5.16 2021.3

2102-B-006 三重県 周産期救急医療連絡会 先天性心疾患への対応～小児循環器医から～ 内薗　広匡 三重中央医療センター 2021.5.20 2021.3
2102-B-007 愛知県 第308回　愛知県小児科医会例会 食物アレルギーリスク予測に基づく予防と治療 津村　治男 愛知県小児科医会 2021.5.30 2021.3
2102-B-008 愛知県 第308回　愛知県小児科医会例会 小児科医が遭遇する重症心疾患 津村　治男 愛知県小児科医会 2021.5.30 2021.3
2102-B-009 長野県 日本小児科学会長野地方会 脳性麻痺の最近の話題ー症候・遺伝子・治療 笛木　昇 信濃医療福祉センター 2021.6.6 2021.3

2102-B-010 富山県
第2回　富山県医師会
MOP研修《応用編》

オーダーメイド・ぺアレンティングを
用いた子育て相談の実際

村上　美也子
むらかみ小児科
アレルギークリニック

2021.6.20 2021.3

2102-B-011 大阪府 河内医師会小児科領域講習
小児喘息の治療と難治性喘息のマネージメントについて。
および小児喘息ガイドライン2020の改定ポイントの解説。

佐堀　彰彦 河内医師会 2021.05.10 2021.3

2102-B-012 大阪府 河内医師会学術講演会 小児在宅医療の診療報酬算定の特徴について 佐堀　彰彦 河内医師会 2021.05.13 2021.3

2102-B-013 滋賀県
第85回日本小児科学会
滋賀地方会

ゲノム医療の実現に向けて 丸尾　良浩
滋賀医科大学
小児科学講座

2021.05.16 2021.3

2102-B-014 奈良県
第67回奈良県小児科医会
学術集会

腸内細菌叢が子どもの健康に及ぼす影響 新家　興 奈良県小児科医会 2021.05.29 2021.3

2102-B-015 奈良県
第67回奈良県小児科医会
学術集会

新生児マススクリーニングの現状と展望に関する話題 新家　興 奈良県小児科医会 2021.05.29 2021.3

2102-B-016 大阪府
第8回大阪小児科医会総会・
教育セミナー

これからの時代を支える小児科医のあり方 松下　亨
一般社団法人
大阪小児科医会

2021.05.29 2021.3

2102-B-017 岡山県
第320回　岡山市小児科専門医会
5月例会

てんかんに関する最近の話題：
診断と治療、診療連携、てんかん重積状態の初期治療

樋口　譲二 樋口クリニック 2021.5.8 2021.3

2102-B-018 広島県 第533回広島市小児科医会例会 小児のてんかんー診断と治療の現在地ー 森　美喜夫 もり小児科 2021.5.12 2021.3

2102-B-019 鳥取県
第541回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児特発性ネフローゼ症候群の現状
-新ガイドラインの刊行にあたってー」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.5.19 2021.3

2102-B-020 鳥取県 第561回小児診療懇話会
「新生児医療国内研修の経験報告
～コロナウイルス流行下の　医療経験を含めて～」

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.5.19 2021.3



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 承認年月

2102-B-021 愛媛県
第102回日本小児科学会
愛媛地方会

「志賀毒素産生性大腸菌による
溶血性尿毒症症候群」

江口　真理子
愛媛大学大学院
医学系研究科小児科学

2021.5.23 2021.3

2102-B-022 鳥取県
日本小児科学会
鳥取地方会第74回例会

新生児医療Update 2021 難波　範行
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2021.6.6 2021.3

2102-B-023 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

デジタルデバイスと子どもの目 髙村　一志 宮崎県小児科医会 2021.5.23 2021.3

2102-B-024 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

子どもの“遊び”があぶない‼
～まず大人が“遊び力”を身につけよう

髙村　一志 宮崎県小児科医会 2021.5.23 2021.3

2101-B-001 東京都
第4回
墨田区小児科医療連携懇話会

小児科医46年、個人史 唐澤　賢祐
墨田区医師会・小児科医会
唐澤医院

2021.4.8 2021.2

2101-B-002 東京都
第583回　葛飾区医師会
小児科集談会

B型肝炎ワクチンの歴史と今後の課題 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.4.20 2021.2

2101-B-003 埼玉県
第183回日本小児科学会
埼玉地方会

こどもの腹痛 市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2021.5.16 2021.2

2101-B-004 静岡県
第39回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

定期予防接種の地域格差について
～どこでも同じでしょうか～

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.6.12 2021.2

2101-B-005 静岡県
第41回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

Society5.0で実現する小児薬物療法 田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.7.17 2021.2

2101-B-006 静岡県
第41回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

①中心静脈栄養関連新生児胆汁うっ滞（PNAC）患児への
ω３系脂肪酸製剤（オメガベン）投与例
②患者さんの声に耳を傾けよう
～薬がアレルゲンになる可能性～

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.7.17 2021.2

2101-B-007 群馬県
第17回日本小児科医会
生涯研修セミナー

新しい時代の小児科医の姿 松島　宏 群馬県小児科医会 2021.10.10 2021.2

2101-B-008 群馬県
第17回日本小児科医会
生涯研修セミナー

乳幼児の養育者の心のケア
～小児科医に期待すること～

松島　宏 群馬県小児科医会 2021.10.10 2021.2

2101-B-009 富山県
第6回高岡市小児科医会
学術講演会

夜尿症：あなたはどう考えますか？ 小栗　絢子 高岡市小児科医会 2021.4.27 2021.2

2101-B-010 兵庫県
加古川小児科医会総会
学術講演会

「子育てハッピーアドバイス」
～自己肯定感を育む～子育て支援を考える

水野　正之 加古川小児科医会 2021.4.3 2021.2

2101-B-011 鳥取県
第540回鳥取県東部
小児科医会例会

「小児の気道病変」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.4.21 2021.2

2101-B-012 鳥取県 第560回小児診療懇話会 「学校保健のトピックス」 長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.4.21 2021.2

2101-B-013 福岡県
第512回日本小児科学会
福岡地方会例会

福岡大学医学部小児科での
てんかんの分子病態研究の歩み

大賀　正一 九州大学小児科 2021.4.10 2021.2

2101-B-014 佐賀県 第87回佐賀小児科地方会 小児泌尿器科診療 up to data 松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2021.4.25 2021.2

2101-B-015 長崎県
第211回日本小児科学会
長崎地方会

小児IgA腎症のエビデンスに基づく
治療と最近の知見

森内　浩幸 長崎大学医学部小児科 2021.4.11 2021.2

2012-B-002 福島県
（福島県）第108回県南小児科医会総会・
学術講演会

2020新型コロナウイルス感染症と子どもの行動異常 佐久間　弘子 星総合病院小児科 2021.3.3 2021.1

2012-B-003 岩手県
令和2年度
発達障がい対応力向上研修

発達障害の早期兆候と 療育支援
小原　紀彰
金濱　誠己

一般社団法人
岩手県医師会

2021.3.13 2021.1

2012-B-004 岩手県
令和2年度
発達障がい対応力向上研修

発達障害のある子の療育
小原　紀彰
金濱　誠己

一般社団法人
岩手県医師会

2021.3.13 2021.1

2012-B-005 岩手県 第62回岩手周産期研究会
岩手県の周産期死亡率改善のためには
何をすべきか（仮）

馬場　長 岩手医科大学産婦人科 2021.3.20 2021.1

2012-B-006 山梨県
第156回日本小児科学会
山梨地方会

小児在宅医療と各医療機関の役割 犬飼　岳史 山梨大学　小児科 2021.3.13 2021.1

2012-B-007 東京都
第582回葛飾区医師会
小児科集談会

予防接種の現状 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.3.16 2021.1

2012-B-008 栃木県
第152回日本小児科学会
栃木県地方会

長引く咳嗽診療のポイント
～小児の咳嗽診療ガイドライン2020を踏まえて～

吉原　重美 獨協医科大学小児科学 2021.3.28 2021.1

2012-B-009 東京都 第4回日本DCD学会学術集会 発達障害の1タイプとしてDCDの位置付け 古荘　純一
青山学院大学
教育人間科学部

2021.4.24 2021.1
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2012-B-010 東京都 第4回日本DCD学会学術集会 スポーツ庁における障害児・者スポーツ振興 古荘　純一
青山学院大学
教育人間科学部

2021.4.25 2021.1

2012-B-011 東京都 第4回日本DCD学会学術集会
DCDとスポーツ：
不器用な子どもにとってのスポーツの意味

古荘　純一
青山学院大学
教育人間科学部

2021.4.25 2021.1

2012-B-012 東京都 第23回「子どもの心」研修会 発達性読み書き障害の診断と治療 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.5.8 2021.1

2012-B-013 東京都 第23回「子どもの心」研修会
読み書きの困難さを助ける
ICT利用の可能性とその課題

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.5.8 2021.1

2012-B-014 東京都 第23回「子どもの心」研修会 子どもの性別違和 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.5.9 2021.1

2012-B-015 東京都 第23回「子どもの心」研修会 児童精神科医からかかりつけ小児科医へ伝えたいこと 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.5.9 2021.1

2012-B-016 東京都 第23回「子どもの心」研修会 思春期の発達障害とトラウマの理解と支援を考える 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.7.10 2021.1

2012-B-017 東京都 第23回「子どもの心」研修会 ひといちばい敏感な子（HSC)への接し方 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.7.10 2021.1

2012-B-018 東京都 第23回「子どもの心」研修会 子どもの不安に対する認知行動療法を用いた支援 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.7.11 2021.1

2012-B-019 東京都 第23回「子どもの心」研修会 睡眠障害に悩む子どもたち 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.7.11 2021.1

2012-B-020 岐阜県
令和2年度岐阜県小児科医会
第2回学術講演会

日常診療で診かける小児外科疾患（仮） 矢嶋　茂裕 岐阜県小児科医会 2021.3.14 2021.1

2012-B-021 三重県

令和2年度
みえ出産前後からの親子支援講習会・
令和2年度産前産後の
親子安心サポート研修会

三重中央医療センターの取り組みについて 二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2021.3.21 2021.1

2012-B-022 三重県

令和2年度
みえ出産前後からの親子支援講習会・
令和2年度産前産後の
親子安心サポート研修会

周産期メンタルヘルス
ー多職種連携の現状と課題ー

二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2021.3.21 2021.1

2012-B-023 大阪府
第40回大阪小児科医会感染症
サーベイランスモニター会

新型コロナウイルス感染症の伝播の特徴：
数理モデルと子供の感染リスク

松下　亨
一般社団法人
大阪小児科医会

2021.3.13 2021.1

2012-B-024 奈良県 奈良県小児科医会研修会 幼児の発達障碍を診る 新家　興 奈良県小児科医会 2021.3.13 2021.1
2012-B-025 大阪府 第18回日本小児栄養研究会 小児エネルギー必要量の概要 西本　裕紀子 大阪母子医療センター 2021.3.27 2021.1

2012-B-026 大阪府 第229回大阪小児科学会 溶血性尿毒症症候群の診断と治療 大薗　恵一
大阪大学大学院医学系研究科
小児科学

2021.4.3 2021.1

2012-B-027 京都府 第124回日本小児科学会学術集会
新しいてんかん・てんかん発作型
国際分類の要点と実際

細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.16 2021.1

2012-B-028 京都府 第124回日本小児科学会学術集会 小児がんゲノム医療 細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.16 2021.1

2012-B-029 京都府 第124回日本小児科学会学術集会 小児の頭部打撲のすべてを知る！ 細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.17 2021.1

2012-B-030 京都府 第124回日本小児科学会学術集会 医学部におけるキャリア教育の実践 細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.17 2021.1

2012-B-031 京都府 第124回日本小児科学会学術集会
小児蘇生協議会ガイドラインに基づいた
新生児蘇生法2020ガイドライン

細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.18 2021.1

2012-B-032 京都府 第124回日本小児科学会学術集会 児童虐待問題総論と課題~福祉分野の実際～ 細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.18 2021.1

2012-B-033 京都府 第124回日本小児科学会学術集会 こどもたちのための遺伝医療 細井　創
京都府立医科大学大学院
医学研究科小児科学

2021.4.18 2021.1

2012-B-034 兵庫県
第65回日本リウマチ学会総会・
学術集会

小児リウマチ患者のための移行期における
クリニカルクエスチョン

竹内　勤
慶応義塾大学医学部
リウマチ・膠原病内科

2021.4.26 2021.1

2012-B-035 岡山県
第319回岡山市小児科専門医会
3月例会

COVID-19とワクチン
～小児科医として知っておきたいこと

樋口　譲二 樋口クリニック 2021.3.13 2021.1

2012-B-036 愛媛県 第75回愛媛県小児科医会教育集会
ネット依存、ゲーム障害の現状
および予防・介入について

久寿　正人 愛媛県小児科医会 2021.3.14 2021.1



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 承認年月

2012-B-037 愛媛県 第75回愛媛県小児科医会教育集会
人はなぜ依存症になるのか
～思春期の薬物乱用～

久寿　正人 愛媛県小児科医会 2021.3.14 2021.1

2012-B-038 鳥取県 第539回鳥取県東部小児科医会例会 「食物アレルギー診療の基礎知識」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.3.17 2021.1

2012-B-039 鳥取県
鳥取県西部小児科医会3月例会
（第559回小児診療懇話会）

「新生児、乳児食物蛋白誘発胃腸症
（新生児、乳児消化管アレルギー）
当院における2014ｰ2020のまとめ）」

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.3.17 2021.1

2012-B-040 徳島県
令和2年度　徳島県医師会学校保健委員会
心臓検診対策班　研修会

学校心臓検診。こんな心電図には要注意！ 早渕　康信
徳島大学病院
地域小児科診療部

2021.3.19 2021.1

2012-B-041 島根県 第105回山陰小児科学会 性暴力被害をうけた子どもへの対応 竹谷　健 島根大学医学部小児科 2021.3.20 2021.1
2012-B-042 岡山県 第225回倉敷小児科専門医会 成長障害診療の実際　Chips and Tips 尾内　一信 川崎医科大学　小児科学 2021.3.24 2021.1

2012-B-043 大分県
第113回日本小児科学会
大分地方会例会

新しい生活様式と小児医療の未来 井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2021.3.7 2021.1

2012-B-044 大分県
第113回日本小児科学会
大分地方会例会

出生前から出生後までを繋げる周産期・小児医療
－大分県の課題

井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2021.3.7 2021.1

2011-B-003 東京都
第25回国立成育医療研究センター
アレルギー臨床懇話会

小児から成人への移行期における
治療や対策が大切な
皮膚アレルギー疾患について

大矢　幸弘 国立成育医療研究センター 2021.2.4 2020.12

2011-B-004 東京都 第25回ちよだ小児疾患検討会 SGAの病態と治療 浦上　達彦
日本大学病院
総合診療センター小児科

2021.2.10 2020.12

2011-B-005 東京都
第581回葛飾区医師会
小児科集談会

学童・思春期のくり返す腹痛
～過敏性腸症候群の病態とその対応を中心に

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2021.2.16 2020.12

2011-B-006 群馬県
群馬病弱児療育研究会
総会・研究会

小児白血病の患者に必要な医療と支援について 前田　昇三 伊勢崎市民病院　小児科 2021.2.27 2020.12

2011-B-007 山梨県
第37回日本小児神経学会
山梨小児神経懇話会

シンポジウム：山梨県の小児神経
～これまで・これから～

相原　正男
山梨大学　大学院
総合研究部

2021.2.27 2020.12

2011-B-008 埼玉県 第144回埼玉小児疾患集談会 小児在宅医療の現状と問題点 浜野　晋一朗
埼玉県立小児医療センター
神経科

2021.3.11 2020.12

2011-B-009 静岡県
第38回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

ゲノム解読からゲノム編集へ：
ゲノムが拓く医学の新展開

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.5.22 2020.12

2011-B-010 大阪府 令和2年度第4回周産期医療研修会 多因子疾患としての性分化疾患発症機序 茂松　茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2021.2.20 2020.12

2011-B-011 大阪府 第43回近畿小児血液・がん研究会 緩和医療 入院生活のQOL向上を目指して 奥山　宏臣
大阪大学大学院
医学系研究科小児外科

2021.2.20 2020.12

2011-B-012 京都府 第6回京都小児在宅医療実技講習会
在宅人工呼吸器の基本と
呼吸器リハビリテーションの理論

藤田　克寿
京都府医師会
乳幼児保健委員会

2021.2.27 2020.12

2011-B-013 大阪府 第34回近畿小児科学会 小児科診療における遺伝子診断の実際 大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科小児科学

2021.2.28 2020.12

2011-B-014 大阪府 第34回近畿小児科学会
染色体異常症のマネジメントにおける
医学的・倫理的・心理社会的側面

大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科小児科学

2021.2.28 2020.12

2011-B-015 京都府 第37回 子どものこころと身体懇話会 自殺対策の現状と課題～10代の自殺対策～ 栗山　政憲 京都小児科医会 2021.3.13 2020.12

2011-B-016 京都府 第37回 子どものこころと身体懇話会
児童青年の自殺行動などの背景の
多重問題への支援と治療～ケースを通して考える～

栗山　政憲 京都小児科医会 2021.3.13 2020.12

2011-B-017 大阪府 第57回近畿小児腎臓病研究会
iPS細胞を用いた腎臓病における
臨床応用と研究の展望

金子 　一成
関西医科大学
小児科学講座

2021.3.27 2020.12

2011-B-018 鳥取県 第538回鳥取県東部小児科医会例会 「新生児・乳児消化管アレルギーについて」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.2.17 2020.12

2011-B-019 鳥取県
鳥取県西部小児科医会2月例会
（第558回小児診療懇話会）

「発達障害特性を持つ小児の機能性便秘・
遺糞症に対する心理社会的アプローチ」

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2021.2.17 2020.12

2011-B-020 広島県 第530回広島市小児科医会例会
最近の不妊症・不育症治療と小児科の先生方に
知っておいてもらいたいこと

森　美喜夫 もり小児科 2021.3.10 2020.12

2011-B-021 岡山県 岡山県周産期医療従事者研修会
仮）フィンランドのネウボラの
エッセンスと日本の子育て支援の再構築

梶　俊策 津山中央病院　小児科 2021.3.11 2020.12

2011-B-022 香川県
令和3（2021）年度
香川県小児科医会春期学術集会/総会

『小児生活習慣病対策に関するミニシンポジウム』
「香川県における小児生活習慣病予防健診
マニュアルについて」
「地域で育む小児生活習慣病予防健診」

永井　崇雄 永井小児科医院 2021.4.10 2020.12
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2011-B-023 熊本県 第152回熊本小児科学会 小児における耳鼻科疾患 中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学講座

2021.2.14 2020.12

2010-B-001 岩手県 第35回岩手県学校保健・学校医大会 がん教育について 小原　紀彰
一般社団法人
岩手県医師会

2021.1.17 2020.11

2010-B-002 新潟県 第309回新潟市小児科医会集談会
支援と理解につなげるための発達の視点
～診療で使える発達凸凹の見方、考え方～

梅沢　哲郎 梅沢こども診療所 2021.2.27 2020.11

2010-B-003 山梨県 第16回山梨県小児医療セミナー 児童・思春期における睡眠の問題 犬飼　岳史 山梨大学医学部小児科 2021.1.12 2020.11

2010-B-004 埼玉県
第22回彩の国予防接種推進協議会
学術講演会

予防接種の接種間隔に関して 峯　眞人 医療法人自然堂　峯小児科 2021.1.16 2020.11

2010-B-005 神奈川県 第21回食物アレルギー研究会 食物アレルギー患者のQOL向上への取り組み 近藤　康人
藤田医科大学ばんたね病院
小児科

2021.2.14 2020.11

2010-B-006 神奈川県 第21回食物アレルギー研究会 『食物アレルギー診療ガイドライン2021』改訂に向けて 近藤　康人
藤田医科大学ばんたね病院
小児科

2021.2.14 2020.11

2010-B-007 山梨県
第37回日本小児神経学会
山梨小児神経懇話会

山梨県における小児神経の歩み
～フィールド、研究、そして今後の展望

相原　正男
山梨大学　大学院
総合研究部

2021.2.27 2020.11

2010-B-008 愛知県
令和2年度
海部・津島小児在宅医療講習会

「海部医療圏の小児在宅の現状と課題」
1）愛西市における小児在宅医療の現状と課題
2）申請から始まる家族への相談支援と災害対策
3）今までの取り組みと課題について

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2021.1.23 2020.11

2010-B-009 奈良県
第4回
奈良呼吸器アレルギーセミナー

食生活・生活習慣から見直す子どものアレルギー 南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科 2021.1.16 2020.11

2010-B-010 大阪府
大阪小児科医会
第199回学術集会

食物アレルギー
ー最近の診療の考え方から保育所・学校対応までー

松下　亨
一般社団法人
大阪小児科医会

2021.1.30 2020.11

2010-B-011 滋賀県
令和２年度　滋賀小児科医会
定期学術講演会

運動器検診と子どもの運動 西澤　嘉四郎
近江八幡市立
総合医療センター小児科

2021.1.31 2020.11

2010-B-012 滋賀県
令和２年度　滋賀小児科医会
定期学術講演会

子どもの育ちをネットワークでつなぎ見守るために
～虐待対応の仕組みを知る

西澤　嘉四郎
近江八幡市立
総合医療センター小児科

2021.1.31 2020.11

2010-B-013 広島県 第80回広島県小児科医会総会 小児科疾患におけるゲノム医療の応用 森　美喜夫 もり小児科 2021.1.10 2020.11

2010-B-014 鹿児島県
第175回日本小児科学会
鹿児島地方会

虐待による乳幼児頭部外傷の診断と
血液凝固異常

河野　嘉文
鹿児島大学大学院
医歯学総合研究科小児科学分野

2021.2.7 2020.11

2010-B-015 宮崎県
第89回日本小児科学会
宮崎地方会

見逃してはいけない小児の皮膚疾患
-炎症性疾患から腫瘍まで-

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

2021.2.14 2020.11

2009-B-001 北海道 第41回道北小児科懇話会 症例から学ぶ小児感染・免疫学の歴史と展望 東　寛 旭川医科大学小児科 2020.12.12 2020.10

2009-B-002 秋田県
第117回日本小児科学会
秋田地方会

より低侵襲な小児外科手術を目指して 髙橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2020.12.6 2020.10

2009-B-003 埼玉県
第181回日本小児科学会
埼玉地方会

子どもの足の皮膚・爪トラブルと足育 市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2020.12.6 2020.10

2009-B-004 千葉県 小児科学会千葉地方会
小児悪性固形腫瘍を対象とした
小児がんパネル開発の試みと
小児がんゲノム医療の展望

下条　直樹
千葉大学
予防医学センター

2021.2.21 2020.10

2009-B-005 静岡県
第37回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

オンライン診療普及のカギ 田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2021.3.13 2020.10

2009-B-006 三重県 令和2年度　学校医研修会 「学校におけるアレルギー疾患への対応」 二井　栄 三重県医師会 2020.12.20 2020.10
2009-B-007 三重県 令和2年度　学校医研修会 「新型コロナウイルス感染症の学校における対応」 二井　栄 三重県医師会 2020.12.20 2020.10

2009-B-008 兵庫県
令和2年度兵庫県立こども病院
周産期医療センター研修会

NCPR2020の改訂のポイントと
SARS-Cov-2流行下での新生児蘇生の留意点

中尾　秀人 兵庫県立こども病院 2020.12.12 2020.10

2009-B-009 和歌山県
一般社団法人日本保育保健協議会
令和2年度近畿（第5）ブロック研修会

子どもの食物アレルギーとその対応 柏井　健作 かしい小児科 2021.1.24 2020.10

2009-B-010 和歌山県
一般社団法人日本保育保健協議会
令和2年度近畿（第5）ブロック研修会

気づきの認識から始まる子ども虐待防止
～体罰等によらない子育てとは～

柏井　健作 かしい小児科 2021.1.24 2020.10

2009-B-011  兵庫県 第77回　但馬地区小児科医懇話会
学校生活で問題となる小児循環器疾患：
心電図異常、起立性調節障害など

港　敏則
公立豊岡病院組合立
豊岡病院

2021.1.30 2020.10
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2009-B-012 奈良県
第66回　奈良県小児科医会
学術集会

京都における小児在宅医療の取り組みと課題
～医療的ケア児実数調査から見えてきたこと～

新家　興 奈良県小児科医会 2021.1.30 2020.10

2009-B-013 奈良県
第66回　奈良県小児科医会
学術集会

小児科医だからこそできる傷・熱傷の治療 新家　興 奈良県小児科医会 2021.1.30 2020.10

2009-B-014 徳島県
第154回日本小児科学会
徳島地方会

今後の子育て支援の方向性について（仮） 香美　祥二 徳島大学病院 2020.12.6 2020.10

2009-B-015 山口県
第83回山口県小児科医会
学術講演会

「一般小児科医のための腹部超音波検査（仮）」 田原　卓浩 山口県小児科医会 2020.12.13 2020.10

2009-B-016 島根県
第112回日本小児科学会
島根地方会

シンポジウム
「コロナ禍における小児科医の果たすべき役割」

竹谷　健 島根大学医学部小児科 2020.12.13 2020.10

2009-B-017 広島県 第270回安佐小児臨床懇話会 小児の頭部外傷～抑えておくべきポイント 杉野　禮俊 杉野小児科 2021.1.20 2020.10
2009-B-018 広島県 第271回安佐小児臨床懇話会 食物アレルギー児のプライマリー診療 杉野　禮俊 杉野小児科 2021.3.17 2020.10

2009-B-019 佐賀県 第86回佐賀小児科地方会 小児における不明熱の診療　症例を中心にして 松尾　宗明
佐賀大学医学部
小児科

2020.12.12 2020.10

2009-B-020 大分県
第112回日本小児科学会
大分地方会

小児科一次診療における小児がん診断の糸口 井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2020.12.13 2020.10

2008-B-004 北海道
日本小児科学会北海道地方会
第309例会

小児疾患とゲノム医療：小児がんを例にとって 川崎　幸彦
札幌医科大学
小児科学講座

2020.11.29 2020.9

2008-B-005 福島県
第133回日本小児科学会
福島地方会

感染症対策の進歩と課題
-ロタウイルス感染症を中心に-

細矢　光亮
福島県立医科大学
医学部小児科学講座

2020.12.6 2020.9

2008-B-006 栃木県
第151回日本小児科学会
栃木県地方会

児童虐待の未然防止・早期発見と対応について 山形　祟倫 自治医科大学小児科 2020.11.8 2020.9

2008-B-007 東京都 第36回小児保健セミナー
増えるアレルギー症状の子どもたち
ー花粉症，喘息から食物アレルギーまで上手な対応法

小枝　達也
公益社団法人
日本小児保健協会

2020.11.15 2020.9

2008-B-008 東京都 第36回小児保健セミナー
ネット依存、心身症、不登校
ー子どもの心の不調に家庭・学校・
かかりつけ医はどのように向き合うべきか

小枝　達也
公益社団法人
日本小児保健協会

2020.11.15 2020.9

2008-B-009 東京都 第580回葛飾区医師会小児科集談会 生活習慣病に至る成長の軌跡 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2020.11.17 2020.9

2008-B-010 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第6回スポーツ医学セミナー
（兼第36回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

バスケットボールのメディカルサポートについて 田中　敏博 静岡厚生病院小児科 2021.2.27 2020.9

2008-B-011 愛知県
令和2年度
あいち小児在宅医療実技講習会

「災害対策シンポジウム」
1）保護者の立場から～今不安に思うこと・
準備していること～
2）特別支援学校から
3）福祉避難所の取り組み
4）総合討論

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2020.11.1 2020.9

2008-B-012 愛知県 刈谷安城碧南小児科医会 新型コロナのパンデミックと小児医療 田和　俊也 刈谷医会（田和小児科医院） 2020.11.10 2020.9

2008-B-013 三重県
令和2年度三重県医師会乳幼児保健講習会
令和2年度5歳児健診研修会
令和2年度乳児健診マニュアル講習会

「授乳・離乳の支援ガイド（2019年改定版）」の概要と
改定のポイント～食物アレルギーへの対応など～

二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2020.11.23 2020.9

2008-B-014 三重県
令和2年度三重県医師会乳幼児保健講習会
令和2年度5歳児健診研修会
令和2年度乳児健診マニュアル講習会

先天性心疾患を疑ったら
～出生前後のスクリーニングについて～

二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2020.11.23 2020.9

2008-B-015 愛知県
第202回東三河小児科医会
学術講演会

小児内分泌科医が行う異常所見への対応
　～新生児期から思春期まで～

佐々木　俊也 東三河小児科医会 2020.11.28 2020.9

2008-B-016 三重県
令和2年度
新生児聴覚スクリーニングに関する講習会

福岡県の多職種連携による小児難聴への取り組み 二井　栄
公益社団法人
三重県医師会

2020.11.29 2020.9

2008-B-017 愛知県 愛知県小児保健協会学術研修会
「応答する保育」ってどんな保育？
～子どもの「やりたい」を見つけ出そう～

伊藤　浩明 愛知県小児保健協会 2021.2.21 2020.9

2008-B-018 岡山県
第318回岡山市小児科専門医会
11月例会

「思春期健診の実際と課題」 樋口　譲二 樋口クリニック 2020.11.7 2020.9
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2008-B-019 愛媛県
第101回日本小児科学会
愛媛地方会

シンポジウム
「愛媛の小児災害医療を考える」

江口　真理子
愛媛大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.11.23 2020.9

2008-B-020 岡山県 第224回倉敷小児科専門医会
小児の内視鏡手術の今
～創のない低侵襲手術をめざして～

尾内　一信 川崎医科大学　小児科学 2020.11.25 2020.9

2008-B-021 広島県 第72回中国四国小児科学会 小児白血病のゲノム異常 岡田　賢
広島大学大学院
医系科学研究科小児科学

2020.11.28 2020.9

2008-B-022 鳥取県 第537回鳥取県東部小児科医会例会
「抗微生物薬適正使用の手引きから
再考する抗菌薬適正使用」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2021.1.20 2020.9

2008-B-023 長崎県 第205回長崎市小児科医会学術研修会
小児における形成外科疾患
～小児熱傷も含めて～

永野　清昭 長崎市小児科医会 2020.11.19 2020.9

2007-B-001 北海道
釧路小児科医会
周産期講演会

医療スタッフに知ってほしい難聴の話 仲西　正憲 釧路赤十字病院小児科 2020.10.15 2020.8

2007-B-002 山形県
第55回山形県
小児保健会研修会

学校心臓検診の意義 三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2020.10.3 2020.8

2007-B-003 新潟県
第58回新潟県
小児科医会学術集会

よくみる子どもの
腎疾患とそのマネージメント

川崎　琢也 新潟県小児科医会 2020.10.17 2020.8

2007-B-004 秋田県
第35回秋田県周産期・
新生児医療研究会

胎児超音波の基礎と応用 寺田　幸弘
秋田大学大学院医学系研究科
産婦人科学講座

2020.10.25 2020.8

2007-B-005 栃木県
令和2年度栃木県小児保健会総会・
研修会

園・学校のアレルギー疾患に対する
取り組みガイドライン

吉原　重美 獨協医科大学小児科学 2020.10.4 2020.8

2007-B-006 東京都 第579回葛飾区医師会小児科集談会
食物アレルギーの関与する
乳児アトピー性皮膚炎の管理について

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2020.10.20 2020.8

2007-B-007 神奈川県 第177回芽ヶ崎小児医療セミナー
小児患者さんの自立とは
～成人移行支援の現状と課題～

小田　洋一郎 芽ヶ崎市立病院　小児科 2020.10.20 2020.8

2007-B-008 東京都
第47回日本小児
栄養消化器肝臓学会

教育講演Ⅰ
肝臓疾患に対する再生医療

河島　尚志
東京医科大学小児科・
思春期科

2020.10.24 2020.8

2007-B-009 東京都
第47回日本小児
栄養消化器肝臓学会

教育講演Ⅱ
遺伝子治療

河島　尚志
東京医科大学小児科・
思春期科

2020.10.24 2020.8

2007-B-010 東京都
第47回日本小児
栄養消化器肝臓学会

教育講演Ⅲ
食物アレルゲン（蛋白）を科学する

河島　尚志
東京医科大学小児科・
思春期科

2020.10.25 2020.8

2007-B-011 東京都
第47回日本小児
栄養消化器肝臓学会

教育講演Ⅳ
肝移植

河島　尚志
東京医科大学小児科・
思春期科

2020.10.25 2020.8

2007-B-012 東京都
2020年度　第1回　町田市民病院
小児科症例検討会

未診断疾患イニシアチブ（IRUD）を通じた
包括的な遺伝子診療連携

藤原　優子 町田市民病院小児科 2020.10.27 2020.8

2007-B-013 神奈川県 第18回医療的ケア研修セミナー 全国の学校での医療的ケア実施状況と課題 宮本　雄策
川崎市立多摩病院小児科・
聖マリアンナ医科大学小児科

2020.11.15 2020.8

2007-B-014 神奈川県 第18回医療的ケア研修セミナー 小児在宅呼吸管理の実際とピットフォール 宮本　雄策
川崎市立多摩病院小児科・
聖マリアンナ医科大学小児科

2020.11.15 2020.8

2007-B-015 愛知県
令和2年度　西三河北部
小児在宅医療講習会

豊田市とみよし市の小児在宅の現状と課題
1）豊田市の内科医が担う小児・障害児者在宅医療
2）みよし市でのこども訪問看護ステーション
momの取り組み
3）在宅診療所　言語聴覚士の事例について
4）障害児通所支援とリハビリテーション

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2020.10.3 2020.8

2007-B-016 富山県 第5回高岡市小児科医会学術講演会
子育てを支えること
ーきずなでの児童発達支援ー

小栗　絢子 高岡市小児科医会 2020.10.27 2020.8

2007-B-017 石川県 石川県小児科医会秋季例会 先天性心疾患の外科治療～新生児から成人まで 渡部　礼二 石川県小児科医会 2020.11.15 2020.8

2007-B-018 長野県 第43回日本小児遺伝学会学術集会

『Gene Hunting』
「稀少疾患の遺伝子同定と発症メカニズムの解明」
「Disorders of Transcriptional Regulations:
Molecular mechanisms of NKAP-related syndrome」

古庄　知己
信州大学医学部
遺伝医学教室

2021.1.8 2020.8

2007-B-019 長野県 第43回日本小児遺伝学会学術集会
Management of Genetic Syndromes:
13トリソミー、18トリソミーを中心に

古庄　知己
信州大学医学部
遺伝医学教室

2021.1.9 2020.8
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2007-B-020 長野県 第43回日本小児遺伝学会学術集会

『Management of Genetic Syndromes　』
「ダウン症候群児への包括的マネジメント」
「小児病院における認定遺伝カウンセラーの役割
～長野県立こども病院での18年間の
取り組みから～」
「ダウン症児の運動能力測定
ー「あんぱんくらぶ」の活動報告ー」
「13トリソミー、18トリソミーを持つ
子どもへの心臓手術」

古庄　知己
信州大学医学部
遺伝医学教室

2021.1.9 2020.8

2007-B-021 大阪府
第68回　日本小児神経学会
近畿地方会

ゲノム解析時代の小児神経診療 酒井　規夫

大阪大学大学院医学系研究科
保健学専攻
生命育成看護科学講座
成育小児科学

2020.10.17 2020.8

2007-B-022 大阪府
令和２年度第３回
周産期医療研修会

本邦における脊髄髄膜瘤胎児手術に
むけての取り組み

茂松　茂人 大阪府医師会 2020.10.31 2020.8

2007-B-023 大阪府
令和２年度
第３回周産期医療研修会

先天性横隔膜ヘルニアの胎児治療 茂松　茂人 大阪府医師会 2020.10.31 2020.8

2007-B-024 徳島県
第208回徳島県
小児科医会学術講演会

小児整形外科疾患
～特に発育性股関節形成不全のエコー診断、
治療について～

田山　正伸
徳島県小児科医会/
田山チャイルドクリニック

2020.10.7 2020.8

2007-B-025 広島県
第528回広島市
小児科医会例会

小児歯科医から小児科医へのお願い
ー子どもたちのよりよい健康のためにー

森　美喜夫 もり小児科 2020.10.14 2020.8

2007-B-026 鳥取県
第535回鳥取県
東部小児科医会例会

「川崎病新診断基準と診断・
治療の振り返り」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.10.21 2020.8

2007-B-027 鳥取県
鳥取県西部医師会・
鳥取県西部小児科医会合同講演会

「日常診療で遭遇する小児外科疾患：
紹介のタイミングと注意すべき点」

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2020.10.21 2020.8

2007-B-028 岡山県 第104回美作こども医療研究会 当科で最近経験した糖尿病 梶　俊策 津山中央病院小児科 2020.10.26 2020.8

2007-B-029 鳥取県
第536回
鳥取県東部小児科医会例会

「子どもの運動器障害」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.11.18 2020.8

2007-B-030 鳥取県
第536回
鳥取県東部小児科医会例会

「繊毛と小児疾患」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.11.18 2020.8

2007-B-031 岡山県
第93回日本小児科学会
岡山地方会

「診療に直結する遺伝子検査」 塚原　宏一
岡山大学大学院
医師薬学総合研究科
小児医科学

2020.12.6 2020.8

2007-B-032 熊本県 第151回熊本小児科学会
小児ネフローゼ症候群の診療と
最近の知見

中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部小児科学講座

2020.10.4 2020.8

2007-B-033 長崎県
長崎県小児科医会総会・
特別講演会

色覚異常の指導の実際・弱視のスクリーニング
～スポットビジョンスクリーナー～について

木下　英一
長崎県小児科医会
きのしたこどもクリニック

2020.10.10 2020.8

2007-B-034 佐賀県
佐賀県小児科医会
発達障害研修会

就学前の発達障害児への支援体制と
一般小児科医の関わり

島田　興人 佐賀県小児科医会 2020.10.17 2020.8

2007-B-035 佐賀県
佐賀県小児科医会
発達障害研修会

就学前にみられやすい
発達障害の基礎知識

島田　興人 佐賀県小児科医会 2020.10.17 2020.8

2007-B-036 熊本県 芝蘭会特別講演会
新生児免疫不全症マススクリーニングと
予防接種

杉之原　佳子 さくらんぼ子どもクリニック 2020.10.24 2020.8

2007-B-037 佐賀県
佐賀県小児科医会
発達障害研修会

ことばやコミュニケーションの遅れとその対応 島田　興人 佐賀県小児科医会 2020.11.21 2020.8

2007-B-038 佐賀県
佐賀県小児科医会
発達障害研修会

暮らしの中で、子どものことばを育む関わり 島田　興人 佐賀県小児科医会 2020.11.21 2020.8

2007-B-039 佐賀県
佐賀県小児科医会
発達障害研修会

親子のより良い関係づくりのための
保護者の関わり

島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.1.16 2020.8

2007-B-040 佐賀県
佐賀県小児科医会
発達障害研修会

明日から使えるお父さん・
お母さんへのアドバイス

島田　興人 佐賀県小児科医会 2021.1.16 2020.8

2006-B-001 山形県
第37回山形県周産期・
新生児医療研究会

ショートトコライシスと
早産予防ペッサリーによる切迫早産管理

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2020.9.26 2020.7

2006-B-002 東京都 第127回東京新生児研究会
千葉県災害時小児周産期リエゾンの
取り組みについて～台風・大雨・コロナ～

与田　仁志
東邦大学
新生児学教室

2020.9.8 2020.7
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2006-B-003 東京都
第666回日本小児科学会
東京都地方会講話会

小児のアレルギー治療の新展開
～発症から極長期予後を踏まえて～

伊藤　保彦
日本小児科学会
東京都地方会

2020.9.12 2020.7

2006-B-004 東京都
第579回葛飾区医師会
小児科集談会

小児画像読影のBrushupとRenewal 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2020.9.15 2020.7

2006-B-005 東京都
第7回日本ボツリヌス
治療学会学術大会

自験例を踏まえた
最近の小児領域のトピックス

安保　雅博
東京慈恵会医科大学
リハビリテーション医学講座

2020.9.18 2020.7

2006-B-006 東京都
第7回日本ボツリヌス
治療学会学術大会

エビデンスに基づくボツリヌス治療の実践 安保　雅博
東京慈恵会医科大学
リハビリテーション医学講座

2020.9.18 2020.7

2006-B-007 静岡県 診療協議会・生涯教育研修会
子どもを胃癌から守ろう！
-めざせ！胃癌ゼロのまちづくり

幸田　隆彦 幸田クリニック 2020.9.24 2020.7

2006-B-008 東京都 第10回乳幼児学校保健研修会 学童・思春期の心の課題 神川　晃 日本小児科医会 2020.9.27 2020.7
2006-B-009 東京都 第10回乳幼児学校保健研修会 学童・思春期のスポーツ活動と健康 神川　晃 日本小児科医会 2020.9.27 2020.7

2006-B-010 東京都 第256回下町小児科懇話会
「COVID-19感染の小児患者の傾向」
～子どもの生活への影響～

小澤　美和
聖路加国際病院
小児科

2020.9.29 2020.7

2006-B-011 東京都 第69回板橋区小児科医会定例会 感染症・予防接種（最近の話題-2020） 依藤　壽 板橋区小児科医会 2020.10.13 2020.7

2006-B-012 東京都
第667回日本小児科学会
東京都地方会講話会

小児科医のためのリウマチ学 伊藤　保彦
日本小児科学会
東京都地方会

2020.10.17 2020.7

2006-B-013 岐阜県
第47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
副腎皮質過形成or甲状腺機能低下症の
新生児マススクリーニング症例の診療ガイドライン

下澤　伸行

岐阜大学
科学研究基盤センター
ゲノム研究分野・
医学部附属病院小児科

2020.9.25 2020.7

2006-B-014 岐阜県
第47回日本マススクリーニング学会
学術集会

シンポジウム-2
タンデムマススクリーニングの問題点

下澤　伸行

岐阜大学
科学研究基盤センター
ゲノム研究分野・
医学部附属病院小児科

2020.9.25 2020.7

2006-B-015 岐阜県
第47回日本マススクリーニング学会
学術集会

シンポジウム-3
新生児スクリーニングの
二次検査を考える

下澤　伸行

岐阜大学
科学研究基盤センター
ゲノム研究分野・
医学部附属病院小児科

2020.9.26 2020.7

2006-B-016 岐阜県
第47回日本マススクリーニング学会
学術集会

シンポジウム-4
わが国での新規対象疾患の選定基準を
策定する上での論点について考える

下澤　伸行

岐阜大学
科学研究基盤センター
ゲノム研究分野・
医学部附属病院小児科

2020.9.26 2020.7

2006-B-017 愛知県 名古屋市小児科医会　講演会 乳幼児腸内フローラの形成機構 江口　秀史 江口医院 2020.10.25 2020.7

2006-B-018 愛知県 名古屋市小児科医会　講演会
今だから知りたい
新型コロナウィルスから学ぶべき事

江口　秀史 江口医院 2020.10.25 2020.7

2006-B-019 大阪府
第29回大阪小児科医会
救急・新生児研修会

チャイルド・デス・レビュー：
モデル事業と研究のこれから

松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.9.12 2020.7

2006-B-020 兵庫県
第281回日本小児科学会
兵庫県地方会

COVID-19診療の最前線で見た光と影 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

2020.9.26 2020.7

2006-B-021 大阪府
大阪小児科医会
第198回学術集会

Graf法によらないエコーによる
乳児股関節脱臼の実用的なスクリーニング法

松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.9.26 2020.7

2006-B-022 大阪府
大阪小児科医会
第198回学術集会

初診が小児科である場合が多い
小児整形外科疾患

松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.9.26 2020.7

2006-B-023 滋賀県 第35回滋賀県小児保健学会 子どもの貧困と医療格差 桑田　弘美
滋賀医科大学医学部
看護学科臨床看護学講座

2020.9.26 2020.7

2006-B-024 大阪府 第227回大阪小児科学会
拡大する新生児マススクリーニング：
ガスリーからタンデムマスへ/
新規候補疾患の現状と課題

大薗 恵一
大阪大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.9.27 2020.7

2006-B-025 大阪府 第228回大阪小児科学会 検尿異常を認めにくい小児腎疾患 大薗 恵一
大阪大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.12.5 2020.7

2006-B-026 広島県 第527回広島市小児科医会例会
広島市における
発達障害児支援の現状と課題

森　美喜夫 もり小児科 2020.9.9 2020.7



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 承認年月

2006-B-027 高知県
第98回日本小児科学会
高知地方会

子どもを取り巻く法制度について
～「子どもの最善の利益」の視点から～

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2020.9.13 2020.7

2006-B-028 高知県
第98回日本小児科学会
高知地方会

児童虐待の理解と対応 藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2020.9.13 2020.7

2006-B-029 広島県 第268回安佐小児臨床懇話会
「気になる子」を客観的に評価する発達・
心理検査

杉野　禮俊 杉野小児科 2020.9.16 2020.7

2006-B-030 鳥取県 第534回鳥取県東部小児科医会例会 「小児期のアレルギー疾患の最近の話題」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.9.16 2020.7

2006-B-031 岡山県 第223回倉敷小児科専門医会
ADHDの包括的治療：
Summer Treatment Program15年の実践

尾内　一信 川崎医科大学附属病院小児科 2020.9.23 2020.7

2006-B-032 山口県 令和2年度山口県小児保健研究会
医療・教育・保健・福祉・保育の
連携が笑顔の子どもを育む地域を創る

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

2020.9.26 2020.7

2006-B-033 香川県
令和2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

発達性読み書き障害の診断と治療 宮崎　雅仁 香川県小児科医会 2020.10.11 2020.7

2006-B-034 高知県
第15回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

臨床セミナー2
「小児気道アレルギー疾患の現状と対応」

兵頭　政光
高知大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2020.12.1 2020.7

2006-B-035 高知県
第15回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

臨床セミナー4
「ワクチンを考える：
Hibワクチン、肺炎球菌ワクチン、
百日咳ワクチンの効果と課題」

兵頭　政光
高知大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2020.12.2 2020.7

2006-B-036 長崎県
第204回長崎市小児科医会
学術研修会

てんかん重積に対する救急診療 永野　清昭 長崎市小児科医会 2020.9.17 2020.7

2006-B-037 熊本県
第40回熊本県小児科医会
学術集会

グローバル社会における
ワクチンプラクティス

杉野　茂人 杉野クリニック 2020.9.27 2020.7

2006-B-038 熊本県
第28回
熊本小児先進医療研究会

先天性心疾患患者の
より良い診療体制の構築を目指して

中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学講座

2020.9.30 2020.7

2006-B-039 鹿児島県
第174回日本小児科学会
鹿児島地方会

鹿児島県の発達障がい児支援体制と
小児科医の役割

河野　嘉文
鹿児島大学医学部
小児科学教室

2020.10.18 2020.7

2006-B-040 熊本県
第50回熊本赤十字病院
小児症例検討会

小児科医が知っておきたい
「子どものこころ」～心の育ちから病まで～

右田　昌宏 熊本赤十字病院　小児科 2020.11.14 2020.7

2005-B-001 埼玉県
第180回日本小児科学会
埼玉地方会

IgY:抗体から学ぶ生物の進化と感染症 市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター　小児科

2020.9.13 2020.6

2005-B-002 東京都
第3回町田市民病院
胎児心エコー勉強会

胎児心エコー勉強会 藤原　優子 町田市民病院　小児科 2020.9.16 2020.6

2005-B-003 東京都
第29回日本小児心筋疾患学会
学術集会

小児重症心不全における循環補助のup-to-date 上田　秀明
神奈川県立こども医療センター
循環器内科

2020.10.10 2020.6

2005-B-004 石川県
第23回日本小児科学会
石川地方会

コロナが教えてくれた本当のかぜ診療と処方 渡部　礼二 わたなべ小児科医院 2020.9.13 2020.6

2005-B-005 愛知県
第28回中部日本
小児腎臓病研究会

公立福生病院透析中止問題の真実と
そこから学んだこと

藤田　直也
あいち小児保健医療総合センター
腎臓科

2020.10.3 2020.6

2005-B-006 愛知県
第280回日本小児科学会
東海地方会

Emerging infectious diseasesへの対応：
日本と米国を比較して

吉川　哲史
藤田医科大学　医学部
小児科学

2020.11.15 2020.6

2005-B-007 大阪府
大阪小児科医会
第17回子どものこころの研修会

今を生きる子ども達と起立性調節障害 松下　亨
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.8.1 2020.6

2005-B-008 兵庫県
第37回兵庫県小児保健協会
シンポジウム　特別講演会

子どもとゲーム 高田　哲 神戸市総合療育センター 2020.8.8 2020.6

2005-B-009 愛媛県
第74回愛媛県小児科医会
教育集会

HPVワクチンの基本と臨床 久寿　正人 愛媛県小児科医会 2020.9.6 2020.6

2005-B-010 愛媛県
第74回愛媛県小児科医会
教育集会

B型、C型肝炎の現況と課題 久寿　正人 愛媛県小児科医会 2020.9.6 2020.6

2005-B-011 岡山県
第317回岡山市小児科専門医会
9月例会

耳鼻科領域における小児の手術適応 樋口　譲二 樋口クリニック 2020.9.12 2020.6

2005-B-012 福岡県
第38回日本小児心身医学会
学術集会

特別講演1
「長期出生コホートを用いた思春期、
青年期の心身の健康におけるDOHaD研究」

永光　信一郎
久留米大学医学部
小児科学講座

2020.9.11 2020.6
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2005-B-013 福岡県
第38回日本小児心身医学会
学術集会

特別講演2
「思春期の認知行動療法：考え方と応用」

永光　信一郎
久留米大学医学部
小児科学講座

2020.9.11 2020.6

2005-B-014 福岡県
第38回日本小児心身医学会
学術集会

基調講演
「Biopsychosocialに子どもを捉え、
支援する医療を目指して」

永光　信一郎
久留米大学医学部
小児科学講座

2020.9.12 2020.6

2005-B-015 福岡県
第38回日本小児心身医学会
学術集会

特別講演3
「思春期の脳とこころ」

永光　信一郎
久留米大学医学部
小児科学講座

2020.9.12 2020.6

2005-B-016 宮崎県
第88回日本小児科学会
宮崎地方会

ADHDのSummer Treatment Program：
15年間の実践から学んだこと

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

2020.9.27 2020.6

2004-B-001 青森県
2020年青森県小児科医会
学術講演会

就学前後の発達相談 差波　司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2020.7.11 2020.5

2004-B-002 青森県
2020年青森県小児科医会
学術講演会

COVID19 の現状について 差波　司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2020.7.11 2020.5

2004-B-003 群馬県
第213回　日本小児科学会
群馬地方会講話会

小児外科医療のこれまでとこれから 荒川　浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2020.7.5 2020.5

2004-B-004 東京都
令和2年度　東京都立小児総合医療センター
第1回医療連携連携講演会

共通テーマ「免疫異常」 三浦　大 東京都立小児総合医療センター 2020.7.8 2020.5

2004-B-005 埼玉県 第8回ワクチンフォーラム 保護者にワクチンを躊躇させる因子は何か？ 峯　眞人
医療法人自然堂
峯小児科

2020.7.12 2020.5

2004-B-006 千葉県 第7回千葉県小児臨床カンファレンス 動画とフォトで見る小児神経の診かた 佐藤　好範 千葉県小児科医会 2020.7.18 2020.5

2004-B-007 東京都 第7回成育サマーセミナー 小児てんかんの診療について

①中川　聡
②石黒　精
③小枝　達也
④余谷　暢之

国立成育医療研究センター 2020.7.18 2020.5

2004-B-008 東京都 第7回成育サマーセミナー
小児喘息の難治化を防ぐ
行動医学的管理（慢性期も含む）

①中川　聡
②石黒　精
③小枝　達也
④余谷　暢之

国立成育医療研究センター 2020.7.18 2020.5

2004-B-009 東京都 第7回成育サマーセミナー
小児でよく見る皮膚病変
～どのように診断して、対応しますか？

①中川　聡
②石黒　精
③小枝　達也
④余谷　暢之

国立成育医療研究センター 2020.7.19 2020.5

2004-B-010 東京都 第7回成育サマーセミナー 思春期外来ファーストタッチ

①中川　聡
②石黒　精
③小枝　達也
④余谷　暢之

国立成育医療研究センター 2020.7.19 2020.5

2004-B-011 栃木県
第149回　日本小児科学会
栃木県地方会

乳幼児期～青年期のアトピー性皮膚炎の
皮膚所見と軟膏の使い方についてのポイント

吉原　重美 獨協医科大学小児科学 2020.7.19 2020.5

2004-B-012 栃木県
第149回/第150回日本小児科学会
栃木県地方会

インフルエンザの治療・予防と感染対策 小林　靖明 足利赤十字病院小児科 2020.7.19 2020.5

2004-B-013 静岡県
第3回静岡中部渡航医学セミナー
（兼第34回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

静岡市における感染症の届出事例について 田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2020.10.5 2020.5

2004-B-014 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会
小児科医が診る不登校
～見立てと対応

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.10.10 2020.5

2004-B-015 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会 ビジョントレーニングの現状と可能性 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.10.10 2020.5

2004-B-016 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会 LGBTの子どもとその対応 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.10.11 2020.5

2004-B-017 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会 スマホ社会の子どもたち 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.10.11 2020.5

2004-B-018 静岡県
第35回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

①診断に難渋した場合
②治療に難渋した場合

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2020.10.24 2020.5
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2004-B-019 群馬県
第71回　群馬県小児科医会
学術講演会

小児期の歯科に関する諸問題 松島　宏 群馬県小児科医会 2020.11.7 2020.5

2004-B-020 群馬県
第71回　群馬県小児科医会
学術講演会

発達性読み書き障害のすべて 松島　宏 群馬県小児科医会 2020.11.7 2020.5

2004-B-021 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会
思春期の健康を向上させる
新しい「健診」をめざして

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.2.20 2020.5

2004-B-022 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会 発達障害支援のコツ 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.2.20 2020.5

2004-B-023 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会 子どもの貧困を考える 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.2.21 2020.5

2004-B-024 神奈川県 第22回　「子どもの心」研修会 小児科臨床に活かす認知行動療法 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2021.2.21 2020.5

2004-B-025 大阪府
2020年度第2回
大阪母子医療センターイブニングセミナー

小児のてんかん
ー診断と治療ー

鈴木　保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2020.7.2 2020.5

2004-B-026 大阪府
第44回日本小児皮膚科学会
学術大会

小児膠原病・リウマチ性疾患診療のポイント 森脇　真一
大阪医科大学
感覚器機能形態医学講座
皮膚科学

2020.7.11 2020.5

2004-B-027 大阪府
第44回日本小児皮膚科学会
学術大会

小児のアザ、どう治す 森脇　真一
大阪医科大学
感覚器機能形態医学講座
皮膚科学

2020.7.11 2020.5

2004-B-028 大阪府
第44回日本小児皮膚科学会
学術大会

小児でみられる血管炎の診かた・考え方 森脇　真一
大阪医科大学
感覚器機能形態医学講座
皮膚科学

2020.7.12 2020.5

2004-B-029 大阪府 第20回’つながる’胎児エコーみらいの会 心臓腫瘍に対する診断と治療 萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2020.7.15 2020.5

2004-B-030 広島県 第79回広島県小児科医会総会 診断に直結する遺伝子検査 森　美喜夫 もり小児科 2020.7.12 2020.5

2004-B-031 鳥取県 第533回鳥取県東部小児科医会例会
「ガイドラインを活用とした
小児の慢性咳嗽の診療」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.7.15 2020.5

2004-B-032 岡山県
第31回日本小児神経学会
中国・四国地方会

子どもの摂食障害の理解と治療 森　健治
徳島大学大学院
子どもの保健・看護学分野

2020.7.25 2020.5

2004-B-033 広島県 第526回広島市小児科医会例会 小児急性腹症の画像診断 森　美喜夫 もり小児科 2020.8.5 2020.5

2004-B-034 長崎県 第17回長崎県小児保健学会
身体的不調を伴う不登校の子どもにどう関わるか
－医療と教育の連携を軸に考える－

森内　浩幸 長崎大学医学部小児科 2020.8.7 2020.5

2003-B-001 北海道
日本小児科学会
北海道地方会第308回例会

血友病A新規治療薬
（emicizumab,ヘムライブラ皮下注）
-その開発から出血予防治療まで

川崎　幸彦
札幌医科大学
小児科学講座

2020.6.21 2020.4

2003-B-002 福島県
第133回日本小児科学会
福島地方会

感染症対策の進歩と課題
-ロタウイルス感染症を中心に-

細矢　光亮
福島県立医科大学
医学部小児科学講座

2020.6.14 2020.4

2003-B-003 宮城県
第229回日本小児科学会
宮城地方会

小児脳腫瘍の早期診断における注意事項 呉　　繁夫
東北大学大学院
医学系研究科小児病態学分野

2020.6.14 2020.4

2003-B-004 静岡県
第93回日本内分泌学会
学術集会

シンポジウム1
小児内分泌-1：
副腎疾患の診断と治療の最前線

緒方　勤 浜松医科大学小児科 2020.6.4 2020.4

2003-B-005 静岡県
第93回日本内分泌学会
学術集会

クリニカルアワー3
小児内分泌：DOHaD仮設にせまる

緒方　勤 浜松医科大学小児科 2020.6.4 2020.4

2003-B-006 神奈川県
第56回日本小児放射線学会
学術集会

シンポジウム：新生児と画像診断 望月　博之
東海大学医学部
専門診療学系小児科学

2020.6.5 2020.4

2003-B-007 静岡県
第93回日本内分泌学会
学術集会

シンポジウム8
骨・カルシウム-1：遺伝性骨疾患：
分子病態の解明から治療の開発まで

緒方　勤 浜松医科大学小児科 2020.6.5 2020.4

2003-B-008 静岡県
第93回日本内分泌学会
学術集会

シンポジウム16
小児内分泌-3：性ホルモン研究最前線

緒方　勤 浜松医科大学小児科 2020.6.5 2020.4

2003-B-009 静岡県
第93回日本内分泌学会
学術集会

シンポジウム18
小児内分泌-2：性分化疾患

緒方　勤 浜松医科大学小児科 2020.6.6 2020.4
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2003-B-010 静岡県
第93回日本内分泌学会
学術集会

特別シンポジウム3
内分泌疾患における性差医療

緒方　勤 浜松医科大学小児科 2020.6.6 2020.4

2003-B-011 東京都 第32回小児医療セミナー

グループセッション（新生児）
1.早期診断につなげた新生児糖尿病の一例
2.新生児期の頭部MRIにて
cystic PVL様の白質病変を認めた
新生児低血糖性脳症の一例
3.ミニレクテャー　新生児の血糖管理

・森尾　友宏
・今井　耕輔
・宇田川　智宏
・長島　彩子

東京医科歯科大学
小児科

2020.6.6 2020.4

2003-B-012 東京都 第32回小児医療セミナー
学校心臓検診の目的
抽出対象の変化について

・森尾　友宏
・今井　耕輔
・宇田川　智宏
・長島　彩子

東京医科歯科大学
小児科

2020.6.6 2020.4

2003-B-013 埼玉県 第38回　小児連携医療研究会 発達障害の理解を支援 土屋　喬義
医療法人
土屋小児病院

2020.6.11 2020.4

2003-B-014 東京都
第580回葛飾区医師会
小児科集談会

子どもの健診
乳児期から思春期までの
ヘルススーパービジョンに向けて

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2020.6.16 2020.4

2003-B-016 山梨県 第15回山梨県小児医療セミナー 小児がん治療70年と子どもの人権 犬飼　岳史 山梨大学医学部小児科 2020.7.7 2020.4

2003-B-017 神奈川県
第18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

2020.9.12 2020.4

2003-B-018 神奈川県
第18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・小児の心エコー入門 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

2020.9.12 2020.4

2003-B-019 神奈川県
第18回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

知っていると役立つ、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

2020.9.13 2020.4

2003-B-020 神奈川県
第18回神奈川県立こども医療センター
小児科セミナー

明日の当直から役に立つ
救急室でのアレルギーEBM

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

2020.9.13 2020.4

2003-B-021 神奈川県 第28回みなと小児疾患研究会
アレルギーマーチと
小児のアレルギー疾患

磯崎　淳
横浜市立みなと赤十字病院
小児科

2020.10.13 2020.4

2003-B-022 福井県 福井県総合周産期勉強会
染色体疾患・先天性症候群の
診断とフォローアップ

畑　郁江 福井県立病院 2020.6.28 2020.4

2003-B-023 三重県 第28回三重県胎児新生児研究会 小児重症心不全治療について 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科

2020.7.12 2020.4

2003-B-024 愛知県
第53回日本小児神経学会
東海地方会

小児もやもや病の診断と治療 奥村　彰久
愛知医科大学
医学部小児科

2020.7.23 2020.4

2003-B-025 愛知県 第10回日本小児在宅医療支援研究会
教育講演1
「小児死亡事例から学ぶ　防ぎえた死亡」

水野　美穂子 大同病院 2020.9.6 2020.4

2003-B-026 愛知県 第10回日本小児在宅医療支援研究会
教育講演2
「気管・気管支軟化症の診断と管理」

水野　美穂子 大同病院 2020.9.6 2020.4

2003-B-028 大阪府
第19回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム)
心不全管理を要する心疾患

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2020.6.17 2020.4

2003-B-029 大阪府
令和２年度
第２回周産期医療研修会

新生児内視鏡外科手術の挑戦 茂松　茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2020.6.20 2020.4

2003-B-030 大阪府
令和２年度
第２回周産期医療研修会

先天性横隔膜ヘルニアの治療成績 茂松　茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2020.6.20 2020.4

2003-B-031 兵庫県 第29回日本ダウン症療育研究会
ダウン症児と運動
-させてあげたいこと、してはいけないこと-

野中　路子
兵庫県立
こども発達支援センター

2020.6.27 2020.4

2003-B-032 兵庫県 第29回日本ダウン症療育研究会
だれひとりとり残されない社会をめざして：
ダウン症の子どもをめぐる
国際協力の現場からの学び

野中　路子
兵庫県立
こども発達支援センター

2020.6.27 2020.4

2003-B-033 徳島県
第154回日本小児科学会
徳島地方会

今後の子育て支援の方向性について（仮） 香美　祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部　小児科学

2020.6.6 2020.4

2003-B-034 徳島県 第4回　徳島脳波セミナー2020
シンポジウム
正常脳波とノーマルバリアント

森　健治
徳島大学大学院
子どもの保健・看護学

2020.6.7 2020.4

2003-B-036 鳥取県 第552回小児診療懇話会
うんちおしっこ医からみた
プライマリーケアとしての
夜尿、遺尿、便秘症

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2020.6.17 2020.4
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2003-B-037 広島県 第51回広島県小児保健研究会 障碍児支援の福祉制度 祖父江　育子
広島大学大学院
医系科学研究科

2020.6.21 2020.4

2003-B-038 島根県
第112回日本小児科学会
島根地方会

「肥満対策を考える」 竹谷　健 島根大学医学部小児科 2020.6.21 2020.4

2003-B-039 島根県
令和2年度第1回
島根県小児科医会学術講演会

様々な小児疾患における腸内細菌叢：
その病因的役割

及川　馨 及川医院 2020.6.21 2020.4

2003-B-040 高知県
第15回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

臨床セミナー2
　「小児気道アレルギー疾患の現状と対応」

兵頭　政光
高知大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2020.7.2 2020.4

2003-B-041 高知県
第15回日本小児耳鼻咽喉科学会総会・
学術講演会

臨床セミナー4
「ワクチンを考える：
Hib ワクチン、肺炎球菌ワクチン、
百日咳ワクチンの効果と課題」

兵頭　政光
高知大学医学部
耳鼻咽喉科学講座

2020.7.3 2020.4

2003-B-042 愛媛県 愛媛県小児神経研究会 学習障害への対応
相原　香織
鈴木　由香

松山赤十字病院 2020.7.4 2020.4

2003-B-043 山口県
2020年度山口県小児科医会総会・
特別講演

「新型コロナウイルス感染症
（COVID－19）」（仮）

田原　卓浩 山口県小児科医会 2020.7.5 2020.4

2003-B-044 徳島県 第32回四国小児アレルギー研究会

シンポジウム
「食物アレルギーに対する各県の
これまでの取り組みと今後の課題」
・徳島県として
・高知県として
・香川県として
・愛媛県として

七條　光市
徳島県立中央病院
小児科

2020.7.12 2020.4

2003-B-045 徳島県 第32回四国小児アレルギー研究会
アナフィラキシーにどう向き合うか？
～開業医と勤務医、各々の立場でできること～

七條　光市
徳島県立中央病院
小児科

2020.7.12 2020.4

2003-B-046 徳島県
第66回徳島県小児保健協会総会及び
講演会

当クリニックでの小児在宅医療を振り返って 香美　祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部　小児科学

2020.9.27 2020.4

2003-B-047 香川県
第106回日本小児科学会
香川地方会

食物アレルギーの新規治療を目指して 日下　隆
香川大学医学部
小児科学講座

2020.12.5 2020.4

2003-B-048 沖縄県 令和2年度沖縄県小児保健学会 0歳から見つけたい！子どもの眼の病気 宮城　雅也
公立社団法人
沖縄県小児保健協会

2020.6.6 2020.4

2003-B-049 長崎県
第134回長崎県県北小児科医会
学術講演会

アレルギー疾患への対応について 金氏　正弘 かねうじ小児科 2020.6.11 2020.4

2003-B-050 長崎県
第204回長崎市小児科医会
学術研修会

小児膠原病 up to date 永野　清昭 長崎市小児科医会 2020.6.18 2020.4

2003-B-051 沖縄県
沖縄県小児科医会総会
特別講演

沖縄県の新生児マススクリーニングの
現状と今後について

上原　弘行 沖縄県小児科医会 2020.6.20 2020.4

2003-B-054 宮崎県 第73回九州小児科学会 小児科診療と在宅医療 髙村　一志 宮崎県小児科医会 2020.11.29 2020.4

2002-B-001 北海道 小児救急市民公開フォーラム 子どもの発熱・下痢・嘔吐 松裏　裕行
東邦大学医療センター
大森病院　小児科

2020.5.16 2020.3

2002-B-002 宮城県 第188回東北小児神経学研究会 小児科医のための高次脳機能障害学入門 萩野谷 和裕
宮城県立こども病院
神経科

2020.5.9 2020.3

2002-B-003 青森県
第45回ハイリスク児
フォローアップ研究会

障害児者の成人期における『性』の問題に関して 網塚　貴介 青森県立中央病院成育科 2020.5.24 2020.3

2002-B-004 青森県
第45回ハイリスク児
フォローアップ研究会

発達障害の子どもたちの進路と多様な可能性 網塚　貴介 青森県立中央病院成育科 2020.5.24 2020.3

2002-B-005 山形県
第113回日本小児科学会
山形地方会

新たに同定された疾患
「小児四肢疼痛発作症」の臨床と病態

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2020.5.24 2020.3

2002-B-006 新潟県
第5回
小児ニューロリハビリテーション研究会

1）発達性協調運動障害と
そのリハビリテーション
2）超早産児に発症する
限局性学習症の視覚情報処理能力

玉井　浩 大阪医科大学附属病院　小児科 2020.5.28 2020.3

2002-B-007 新潟県
第62回日本小児神経学会
学術集会

学会発表の仕方、論文の書き方、
研究費獲得のコツ

佐々木　征行
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院

2020.5.28 2020.3

2002-B-008 新潟県
第62回日本小児神経学会
学術集会

てんかんの外科治療 佐々木　征行
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院

2020.5.28 2020.3



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 承認年月

2002-B-009 新潟県
第62回日本小児神経学会
学術集会

Size matters:
the genetic basis of human megalencephaly
 and associated malformations of
cortical development

佐々木　征行
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院

2020.5.29 2020.3

2002-B-010 新潟県
第62回日本小児神経学会
学術集会

Movement Disorders in Children
-ATP1A3-related disorders and
differential diagnoses

佐々木　征行
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院

2020.5.29 2020.3

2002-B-011 新潟県
第62回日本小児神経学会
学術集会

サイボーグ型ロボット HALの
小児神経筋疾患に対する臨床
-複合療法をめざして-

佐々木　征行
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院

2020.5.30 2020.3

2002-B-012 新潟県
第62回日本小児神経学会
学術集会

てんかんと自閉症の本体を探る 佐々木　征行
国立研究開発法人
国立精神・神経医療研究センター病院

2020.5.30 2020.3

2002-B-013 福島県 第7回福島県小児神経研究会
小児における起立性調節障害の
診療の進め方

細矢　光亮
福島県立医科大学医学部
小児科学講座

2020.7.12 2020.3

2002-B-014 埼玉県
第180回日本小児科学会
埼玉地方会

先天性腎尿路異常の診かた
ー成人へと続く慢性腎臓病のはじまりー

佐藤　清二 さいたま市立病院　小児科 2020.5.17 2020.3

2002-B-015 東京都
第93回東京都小児保健協会
学術講演会

子どもの排尿機能の発達と
昼間のおもらし・夜尿症

岡　明 東京都小児保健協会 2020.5.17 2020.3

2002-B-016 東京都
第93回東京都小児保健協会
学術講演会

外国人家族にやさしい
小児保健をめざして：言葉と文化の壁を超える

岡　明 東京都小児保健協会 2020.5.17 2020.3

2002-B-017 東京都 第80回調布小児科医会研修会
積極的勧奨を妨げるものは何か？
～HPVワクチンの真の価値～

麻生　泰二 調布小児科医会 2020.5.20 2020.3

2002-B-018 東京都
第8回荏原病院
小児科医療連携の会

25人に1人は弱視危険因子を持っている 髙柳　隆章
東京都保健医療公社
荏原病院　小児科

2020.5.21 2020.3

2002-B-019 東京都 第256回下町小児科懇話会
・小児肥満症の診断と内科的管理
・子ども肥満手術とロボット手術

小澤　美和 聖路加国際病院　小児科 2020.5.26 2020.3

2002-B-020 神奈川県
第405回川崎市小児科医会症例検討会
第28回川崎市北部小児ネットワーク講演会

小児感染症診療と抗菌薬適正使用 清水　直樹 聖マリアンナ医科大学医学部 2020.5.29 2020.3

2002-B-021 千葉県 第9回関東胎児心エコー勉強会
教育講演
1.胎児心不全
2.初心者に役立つ胎児スクリーニング

尾本　暁子
千葉大学医学部附属病院
周産期母性科

2020.5.31 2020.3

2002-B-022 千葉県 第9回関東胎児心エコー勉強会
胎児心疾患の診断に役立つ
臨床心臓発生学

尾本　暁子
千葉大学医学部附属病院
周産期母性科

2020.5.31 2020.3

2002-B-023 神奈川県
第56回日本小児放射線学会
学術集会

小児画像診断のABC 望月　博之
東海大学医学部
専門診療学系小児科学

2020.6.6 2020.3

2002-B-024 静岡県
第152回日本小児科学会
静岡地方会

子どもの健診・ヘルススーパービジョン
胎児期から思春期までの支援に向けて

清水　信隆 焼津市立総合病院　小児科 2020.6.7 2020.3

2002-B-025 東京都
第664回日本小児科学会
東京都地方会講話会

小児の便通異常 伊藤　保彦
日本小児科学会
東京都地方会

2020.6.13 2020.3

2002-B-026 東京都
ディスレクシアの
評価と指導のワークショップ

ディスレクシアの評価と指導のワークショップ 小枝　達也 国立成育医療研究センター 2020.6.13 2020.3

2002-B-027 東京都 第1回BReSS基礎研究支援セミナー 論文解説/実験原理の説明 藤澤　隆夫
・一般社団法人
日本アレルギー学会
・国立病院機構三重病院

2020.6.20 2020.3

2002-B-028 東京都
第114回東京小児科医会
学術講演会

HPVワクチンの神経障害 塙　佳生 東京小児科医会 2020.6.21 2020.3

2002-B-029 千葉県 第37回日本小児肝臓研究会 Genetics of acute liver failure 村山　圭
千葉県こども病院
遺伝診療センター・代謝科

2020.6.27 2020.3

2002-B-030 埼玉県
第29回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

キーポイントレクチャー1
ガイドラインから学ぶCAKUTの診療

宋　成浩
獨協医科大学
さいたま医療センター泌尿器科
小児泌尿科

2020.7.1 2020.3

2002-B-031 埼玉県
第29回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

キーポイントレクチャー2
急性陰嚢症ガイドライン改訂にむけて

宋　成浩
獨協医科大学
さいたま医療センター
泌尿器科　小児泌尿科

2020.7.3 2020.3
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2002-B-032 東京都
第665回日本小児科学会
東京都地方会講話会

先天代謝異常症最近の知見 伊藤　保彦
日本小児科学会
東京都地方会

2020.7.18 2020.3

2002-B-033 静岡県
第32回静岡小児臨床
研究ネットワーク勉強会

ロタウイルスワクチン定期接種化までの長い道のり 田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2020.8.1 2020.3

2002-B-034 東京都
ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

ディスレクシアの評価と指導のワークショップ 小枝　達也 国立成育医療研究センター 2020.11.14 2020.3

2002-B-035 石川県
第55回日本小児腎臓病学会
学術集会

小児腎臓病学会の歴史と今後の展望 太田　和秀
（独）国立病院機構
金沢医療センター小児科

2020.5.29 2020.3

2002-B-036 石川県
第55回日本小児腎臓病学会
学術集会

小児の輸液療法　Up-to-date
①総論
小児の輸液療法　Up-to-date
②初期輸血とは
小児の輸液療法　Up-to-date
③維持輸血のあり方
小児の輸液療法　Up-to-date
④電解質異常の輸血の基本
小児の輸液療法　Up-to-date
⑤酸塩基異常時の輸血の基本

太田　和秀
（独）国立病院機構
金沢医療センター小児科

2020.5.29 2020.3

2002-B-037 石川県
第55回日本小児腎臓病学会
学術集会

小児腎臓疾患の今と昔①IgA腎臓
小児腎臓疾患の今と昔②ネフローゼ症候群
小児腎臓疾患の今と昔③溶血性尿毒症症候群
小児腎臓疾患の今と昔④慢性腎不全
小児腎臓疾患の今と昔⑤遺伝性腎疾患

太田　和秀
（独）国立病院機構
金沢医療センター小児科

2020.5.30 2020.3

2002-B-038 石川県
第55回日本小児腎臓病学会
学術集会

小児腎臓病専門医の
約30年間を振り返って伝えたいこと。

太田　和秀
（独）国立病院機構
金沢医療センター小児科

2020.5.30 2020.3

2002-B-039 愛知県
第302回愛知県
小児科医会例会

食物アレルギーリスク予測に基づく予防と治療 岡田　純一 愛知県小児科医会 2020.5.31 2020.3

2002-B-040 愛知県
第302回愛知県
小児科医会例会

小児科医が遭遇する重症心疾患 岡田　純一 愛知県小児科医会 2020.5.31 2020.3

2002-B-041 長野県 日本小児科学会長野地方会
脳性麻痺に関する最近の話題：
症候、遺伝子、治療・リハ、CPフォーラムなど

笛木　昇 信濃医療福祉センター 2020.6.7 2020.3

2002-B-042 長野県 第6回小児神経学サテライトセミナー 小児の神経学的診方と魅力 稲葉　雄二
長野県立こども病院
神経小児科

2020.7.11 2020.3

2002-B-043 長野県 第6回小児神経学サテライトセミナー 楽しく学ぶ不随意運動 稲葉　雄二
長野県立こども病院
神経小児科

2020.7.11 2020.3

2002-B-044 兵庫県 第280回日本小児科学会兵庫県地方会 アトピー性皮膚炎診療の実際 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

2020.5.16 2020.3

2002-B-045 大阪府 第71回大阪小児保健研究会 たばこと子ども 佐藤　拓代
大阪母子医療センター
母子保健情報センター

2020.5.16 2020.3

2002-B-046 大阪府 第71回大阪小児保健研究会 子どもの健康と腸内フローラ（細菌叢） 佐藤　拓代
大阪母子医療センター
母子保健情報センター

2020.5.16 2020.3

2002-B-047 滋賀県
第63回日本糖尿病学会
年次学術集会

テクノロジーが変える糖尿病診療 前川　聡
滋賀医科大学
糖尿病内分泌・腎臓内科

2020.5.21 2020.3

2002-B-048 滋賀県
第63回日本糖尿病学会
年次学術集会

思春期をうまく乗り越え
成人になるためのUnite for Diabetes

前川　聡
滋賀医科大学
糖尿病内分泌・腎臓内科

2020.5.21 2020.3

2002-B-049 滋賀県
第63回日本糖尿病学会
年次学術集会

劇症1型糖尿病発見から20年：
研究の進歩と将来展望

前川　聡
滋賀医科大学
糖尿病内分泌・腎臓内科

2020.5.22 2020.3

2002-B-050 兵庫県
加古川小児科医会総会
学術講演会

子育てハッピーアドバイス
～自己肯定感を育む子育て支援を考える～

多木　秀雄 加古川小児科医会 2020.5.30 2020.3
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2002-B-051 大阪府
第7回大阪小児科医会総会・
教育セミナー

総合医としての小児科医のあり方 松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.5.30 2020.3

2002-B-052 奈良県
第66回奈良県小児科医会
学術集会

京都における小児在宅医療の取り組みと課題
～医療的ケア児実数調査から見えてきたこと～

新家　興 奈良県小児科医会 2020.5.30 2020.3

2002-B-053 奈良県
第66回奈良県小児科医会
学術集会

小児科医だからこそできる傷・熱傷の治療 新家　興 奈良県小児科医会 2020.5.30 2020.3

2002-B-054 滋賀県
令和2年度　滋賀小児科医会
第1回定期学術講演会

地域における発達支援
～大津市の取組み～

西澤　嘉四郎
近江八幡市立
総合医療センター小児科

2020.6.14 2020.3

2002-B-055 滋賀県
令和2年度　滋賀小児科医会
第1回定期学術講演会

地域を結び、地域から発信する
医療情報ネットワークの歩みin静岡

西澤　嘉四郎
近江八幡市立
総合医療センター小児科

2020.6.14 2020.3

2002-B-056 兵庫県
第76回但馬地区
小児科医懇話会

小児の蛋白尿・血尿　どう対応する 港　敏則 公立豊岡病院組合立豊岡病院 2020.7.4 2020.3

2002-B-057 大阪府
大阪小児科医会
第197回学術集会

食物アレルギー
－最近の診療の考え方から保育所・学校対応まで－

松下　享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.7.4 2020.3

2002-B-058 兵庫県 第45回吉馴学術記念講演会
わが国の思春期の子ども達が抱える
精神・心理的問題
－思春期ヘルスプロモーションを目指して－

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

2020.7.11 2020.3

2002-B-059 兵庫県 第45回吉馴学術記念講演会
子どもをbiopsychosocialに捉え、
支援する保健・医療を目指して

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

2020.7.11 2020.3

2002-B-060 岡山県
第316回岡山市小児科専門医会
5月例会

耳鼻科領域における小児の手術適応 樋口　譲二 樋口クリニック 2020.5.9 2020.3

2002-B-061 香川県
高松市学校心臓検診マニュアル
刊行記念講演会

学校心臓検診の基礎から最新情報まで
～2019年改訂２次検診抽出ガイドラインを含めて～

神内　仁
高松市医師会
西春日小児科医院

2020.5.20 2020.3

2002-B-062 鳥取県
日本小児科学会
鳥取地方会第74回例会

新生児医療Update2020 難波　範行
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2020.5.24 2020.3

2002-B-063 愛媛県 　第101回日本小児科学会愛媛地方会

シンポジウム「愛媛の小児災害医療を考える」
1．災害時の超急性期・
急性期の連携について（仮題）
2．小児周産期リエゾンとは（仮題）

江口　真理子
愛媛大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.5.24 2020.3

2002-B-064 徳島県
第208回徳島県小児科医会
学術講演会

小児整形外科疾患
～特に発育性股関節形成不全の
エコー診断、治療について～

田山　正伸
徳島県小児科医会/
田山チャイルドクリニック

2020.5.27 2020.3

2002-B-065 岡山県
第38回中国四国地区
小児循環器談話会

出生前診断
ー”親の子への向き合い”にどう寄り添うかー

寺田　一也
四国こどもとおとなの医療センター
小児科

2020.9.5 2020.3

2002-B-066 鹿児島県
第95回鹿児島県
小児科医会学術講演会

病院に紹介すべきウイルス感染症の
病像とタイミング　RS、ヒトメタ、パレコ、
インフル、新型コロナなど」

南　武嗣 鹿児島県小児科医会 2020.5.16 2020.3

2002-B-067 福岡県
第30回日本産婦人科・
新生児血液学会学術集会

新生児の血栓症
～疫学と病因～タイ（仮）

大賀　正一
九州大学大学院
医学研究院
成長発達医学分野

2020.6.5 2020.3

2002-B-068 福岡県
第30回日本産婦人科・
新生児血液学会学術集会

造血幹細胞の分化制御機能と
血液疾患への臨床応用（仮）

大賀　正一
九州大学大学院
医学研究院
成長発達医学分野

2020.6.5 2020.3

2002-B-069 福岡県
第30回日本産婦人科・
新生児血液学会学術集会

周産期血液学を拓く：血液腫瘍・造血不全・免疫不全
・全身性エリテマトーデス合併妊娠（仮）
・血球分化における不規則抗体の発生と
新生児溶血性貧血性疾患
・産科・新生児科で遭遇する
先天性溶血性貧血：最近のトピックス
・母子の血小板減少症
・Down症の小児における
TAMから骨髄性白血病進展の分子機構

大賀　正一
九州大学大学院
医学研究院
成長発達医学分野

2020.6.6 2020.3
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2002-B-070 福岡県
第30回日本産婦人科・
新生児血液学会学術集会

新生児DICセミナー
・新生児期のDICの特徴とその背景（仮）
・新生児DICの紛らわしい疾患（病態）と
その鑑別方法（仮）
・新生児DICに関する診断
・治療の現況
-九州地区におけるアンケート調査－
・新生児DICに対する抗凝固療法のエビデンス（仮）

大賀　正一
九州大学大学院
医学研究院
成長発達医学分野

2020.6.6 2020.3

2002-B-071 鹿児島県
第174回日本小児科学会
鹿児島地方会

鹿児島県の発達障がい児
支援体制と小児科医の役割

河野　嘉文
鹿児島大学医学部
小児科学教室

2020.6.7 2020.3

2002-B-072 福岡県
小倉医師会園医会
特別講演

「選択理論心理学」を用いた「親」への支援 宇野　卓也 小倉医師会 2020.6.30 2020.3

2001-B-001 北海道
第31回
日本小児科医会総会フォーラム

血液-胎盤関門を再考してみる 渡邊　徹
わたなべ小児科
アレルギー科クリニック

2020.6.6 2020.2

2001-B-002 北海道
第31回
日本小児科医会総会フォーラム

小児期によくみられる
腎疾患と学校検尿の役割

渡邊　徹
わたなべ小児科
アレルギー科クリニック

2020.6.6 2020.2

2001-B-003 北海道
第31回
日本小児科医会総会フォーラム

小児からAYA世代のがん治療の現況と展望 渡邊　徹
わたなべ小児科
アレルギー科クリニック

2020.6.7 2020.2

2001-B-004 北海道
第31回
日本小児科医会総会フォーラム

小児医療におけるコミュニケーション・
デザインの可能性

渡邊　徹
わたなべ小児科
アレルギー科クリニック

2020.6.7 2020.2

2001-B-005 北海道
第17回日本小児心身医学会
北海道地方会総会

読み書きにつまずく子どもの理解と対応 荒木章子 氏家記念こどもクリニック 2020.7.5 2020.2

2001-B-006 新潟県
第232回日本小児科学会
新潟地方会

子ども虐待と脳科学
—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—

齋藤　昭彦 新潟大学小児科 2020.5.9 2020.2

2001-B-007 山形県
令和2年度
山形県小児科医会総会

子宮頸がんの現状と
ヒ トパピローマウイルスワクチンについて

秋場　伴晴 あかねケ丘あきば小児科医院 2020.5.23 2020.2

2001-B-008 山形県
第37回山形県周産期・
新生児医療研究会

切迫早産管理の最近の流れ―
リトドリン48時間投与と
早産予防用ペッサリーの勧め

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2020.6.6 2020.2

2001-B-009 埼玉県
第22回彩の国予防接種推進協議会
学術講演会

保護者にワクチンを躊躇させる因子は何か？ 峯　眞人
医療法人自然堂
峯小児科

2020.4.4 2020.2

2001-B-010 東京都 第127回東京新生児研究会
2019年台風15号千葉県災害時の
小児周産期リエゾンの活動

与田　仁志 東邦大学　新生児学教室 2020.4.14 2020.2

2001-B-011 東京都
第578回葛飾区医師会
小児科集談会

最近の法医学のトッピクス
～チャイルドデスレビューと臨床法医学

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2020.4.21 2020.2

2001-B-013 東京都
2019年度第3回町田市民病院
胎児心エコー勉強会

胎児心エコー勉強会 藤原　優子 町田市民病院　小児科 2020.4.22 2020.2

2001-B-014 東京都
世田谷区小児医療技術
向上連携学術講演会

小児の眼科健診
～異常の早期発見の手技を学び、
子どもの視覚を守る～

・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

2020.4.25 2020.2

2001-B-015 東京都
第4回日本DCD学会
学術集会

発達障害の１タイプとしてのDCDの位置づけ 古荘　純一
青山学院大学
教育人間科学部

2020.4.25 2020.2

2001-B-016 東京都
第4回日本DCD学会
学術集会

スポーツ庁における障害児スポーツ振興 古荘　純一
青山学院大学
教育人間科学部

2020.4.26 2020.2

2001-B-017 東京都
第4回日本DCD学会
学術集会

DCDとスポーツ：
不器用な子どもにとってのスポーツの意味

古荘　純一
青山学院大学
教育人間科学部

2020.4.26 2020.2

2001-B-018 東京都
第37回
日本小児臨床アレルギー学会

特別シンポジウム
これだけはやってはいけない！
小児アレルギー治療

増田　敬 同愛記念病院小児科 2020.5.9 2020.2

2001-B-019 東京都
第37回
日本小児臨床アレルギー学会

エキスパートに聞く治療のコツ 増田　敬 同愛記念病院小児科 2020.5.9 2020.2
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2001-B-020 東京都
第37回
日本小児臨床アレルギー学会

教育講演「発達障害と地域連携」
病院小児科医が関わる
医療・福祉・教育連携と院外活動の現状

増田　敬 同愛記念病院小児科 2020.5.10 2020.2

2001-B-021 東京都
第37回
日本小児臨床アレルギー学会

特別講演
病気のある子どもに教育は必要ですか？

増田　敬 同愛記念病院小児科 2020.5.10 2020.2

2001-B-022 東京都 第69回板橋区小児科医会定例会 感染症・予防接種（最近の話題－2020） 依藤　壽 板橋区小児科医会 2020.5.14 2020.2

2001-B-023 静岡県
静岡県小児症例検討会・
未来開拓セミナー2020

あいち小児保健医療総合センターにおける
小児腎臓診療と臨床研修

緒方　勤 浜松医科大学小児科学教室 2020.7.17 2020.2

2001-B-024 三重県
松坂地区医師会
小児臨床懇話会

発達がゆっくりな子、

体が柔らかい子をみたとき考えること
大久保俊樹 松坂地区小児科医会 2020.4.14 2020.2

2001-B-025 富山県
第５回高岡市
小児科医会講演会

夜尿症の見方、考え方 小栗　絢子 高岡市小児科医会 2020.4.28 2020.2

2001-B-026 愛知県 豊田加茂小児科医会総会講演会
よくみる小児腎疾患と

そのマネージメント
髙橋　昌久 豊田加茂小児科医会 2020.5.9 2020.2

2001-B-027 岐阜県
令和2年度第1回
岐阜県小児科医会学術講演会

小児脳神経外科診療について

ヘルメット治療・臀部のくぼみ
久野　保夫 岐阜県小児科医会 2020.5.24 2020.2

2001-B-028 大阪府 第225回大阪小児科学会 検尿異常を認めにくい小児腎疾患 大薗　恵一
大阪大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.4.4 2020.2

2001-B-029 大阪府
第17回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム）
心臓腫瘍に対する診断と治療

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2020.4.15 2020.2

2001-B-030 奈良県
第4回
奈良呼吸器アレルギーセミナー

食習慣・生活習慣から見直す
子どものアレルギー

南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科 2020.5.16 2020.2

2001-B-031 滋賀県
第83回日本小児科学会
滋賀地方会

カルシウム・リン代謝異常症Update 丸尾　良浩
滋賀医科大学
小児科学講座

2020.5.17 2020.2

2001-B-032 大阪府
第298回堺市医師会
小児科医会学術例会

日常診療で見られる血液疾患
症例からのアプローチ

大島　利夫
専門学校ベルランド
看護助産大学校

2020.6.6 2020.2

2001-B-033 広島県 第525回広島市小児科医会例会
広島市における
発達障害児支援の現状と課題

森　美喜夫 もり小児科 2020.4.8 2020.2

2001-B-034 鳥取県
第530回
鳥取県東部小児科医会例会

「甲状腺機能障害を認めない
甲状腺ホルモンに異常をきたす疾患
～Low　T3　syndrome　を中心に～」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.4.15 2020.2

2001-B-035 鳥取県 第550回小児診療懇話会 「成長障害研究のこれまでとこれから」 長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2020.4.15 2020.2

2001-B-036 岡山県
第76回
岡山県小児科医会学術講演会

小児呼吸器感染症　up-to-date
ー最新のトピックスと近未来予想ー

横山　裕司 岡山愛育クリニック 2020.4.19 2020.2

2001-B-037 岡山県 第102回美作こども医療研究会 小児の胸部レントゲンのみかた 梶　俊策 津山中央病院小児科 2020.4.27 2020.2

2001-B-038 鳥取県
第531回
鳥取県東部小児科医会例会

「臨床遺伝学の最近の知見」 石谷　暢男 石谷小児科医院 2020.5.20 2020.2

2001-B-039 長崎県
長崎県小児科医会総会・
特別講演会

色覚異常の指導の実際・弱視のスクリーニング
～スポットビジョンスクリーナー～について

小野　靖彦
長崎県小児科医会
おの小児科

2020.4.18 2020.2

2001-B-040 長崎県
第210回日本小児科学会
長崎地方会

小児IgA腎症の
エビデンスに基づく治療と最近の知見

森内　浩幸 長崎大学医学部小児科 2020.4.19 2020.2

2001-B-041 熊本県 第28回熊本小児先進医療研究会
先天性心疾患患者の
より良い診療体制の構築を目指して

坂本　理恵子
熊本大学大学院
生命科学研究部小児科学講座

2020.4.21 2020.2

2001-B-042 熊本県 第17回医療的ケア研修セミナー
シンポジウム
～小児の医療的ケア～

小篠　史郎
熊本大学病院
小児在宅医療支援センター

2020.4.26 2020.2
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2001-B-043 熊本県 第17回医療的ケア研修セミナー
全国の学校での
医療的ケア実施状況と課題

小篠　史郎
熊本大学病院
小児在宅医療支援センター

2020.4.26 2020.2

2001-B-044 佐賀県 第86回佐賀小児科地方会 不明熱の診療 松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2020.4.26 2020.2

2001-B-045 長崎県 第40回長崎市小児科医会総会
出生前診断
～現状とこれから～

永野　清昭 長崎市小児科医会 2020.5.9 2020.2

2001-B-046 福岡県
第56回福岡県
小児科医会総会学術講演会

プライマリ・ケアで実践する
アトピー性皮膚炎の治療と
食物アレルギーの予防

下村　国寿 福岡県小児科医会 2020.7.4 2020.2

1911-B-066 岐阜県
令和元年度岐阜県小児科医会
第3回学術講演会

日常診療で診かける小児科外科疾患と便秘症（仮） 久野　保夫 岐阜県小児科医会 2020.3.15 2020.2

1912-B-001 北海道 札幌市学校医協議会勉強会 小児難聴-早期発見、いかに治療、予防をするか 小池 明美 札幌市学校医協議会 2020.3.4 2020.1
1912-B-002 宮城県 宮城県小児科医会学術講演会 日常診療で遭遇する小児骨系統疾患の診断と治療 奥村 秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2020.3.12 2020.1
1912-B-003 岩手県 第61回岩手周産期研究会 周産期医療のトピックス 小山　耕太郎 岩手医科大学小児科 2020.3.21 2020.1

1912-B-004 山形県
日本保育保健協議会 2019年度
東北（第2)ブロック研修会 in山形

食物アレルギー 秋場 伴晴 山形県小児科医会 2020.3.29 2020.1

1912-B-005 山形県
日本保育保健協議会 2019年度
東北（第2)ブロック研修会 in山形

発達障がいの理解と支援 秋場 伴晴 山形県小児科医会 2020.3.29 2020.1

1912-B-006 青森県
第171回日本小児科学会
青森地方会

夜尿症の診療指針：2020 伊藤 悦朗
弘前大学大学院
医学研究科小児科学講座

2020.4.25 2020.1

1912-B-007 茨城県 第123回茨城小児科学会
医療ケア児の現状や患者さん側から
必要としていることについて

高田 英俊
筑波大学
医学医療系 小児科

2020.3.1 2020.1

1912-B-008 東京都 第1回 小児保健講習会 健やか親子21（第2次）について 秋山 千枝子 あきやま子どもクリニック 2020.3.8 2020.1
1912-B-009 東京都 第1回 小児保健講習会 授乳・離乳の支援ガイド2019年改訂版について 秋山 千枝子 あきやま子どもクリニック 2020.3.8 2020.1

1912-B-010 東京都
2019年度東京都
小児がん早期診断研修会

シンポジウム
小児脳腫瘍の診断・治療と長期フォロー

秋山 政晴
東京慈恵会医科大学
小児科

2020.3.9 2020.1

1912-B-011 東京都 小児がん地域連携推進研修会 小児がんの画像診断：初診時の画像所見 越永 従道
日本大学医学部
附属板橋病院
小児外科

2020.3.11 2020.1

1912-B-012 東京都 第4回新生児生命倫理研究会
子どものいのちをめぐる対話
～代理意思決定について考える～

高橋 尚人
東京大学医学部附属病院
小児・新生児集中治療部

2020.3.14 2020.1

1912-B-013 東京都
第72回日本小児神経学会
関東地方会

Ａｕｔｉｓｍ to ASD:We come a long way 久保田 雅也
国立成育医療研究センター
神経内科

2020.3.14 2020.1

1912-B-014 東京都 第17回日本小児栄養研究会 重症心身障害児の栄養管理 窪田 満
国立成育医療研究センター
総合診療部

2020.3.14 2020.1

1912-B-015 神奈川県
第361回日本小児科学会
神奈川県地方会

食物アレルギーの最近の考え方 伊藤 秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2020.3.14 2020.1

1912-B-016 群馬県
第212回日本小児科学会
群馬地方会講話会

「小児外科医療のこれまでとこれから」 荒川 浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2020.3.15 2020.1

1912-B-017 東京都
第577回 葛飾区医師会
小児科集談会

小児慢性便秘症の実態と
世界標準へと歩みだした最新治療

石川 辰雄 石川循環器クリニック 2020.3.17 2020.1

1912-B-018 群馬県
群馬県児童虐待防止
医療ネットワーク講演会

体罰によらない子育てが
当たり前の社会を目指して
医療者ができること

松井 敦 前橋赤十字病院 小児科 2020.3.18 2020.1

1912-B-019 栃木県
第149回日本小児科学会
栃木県地方会

乳幼児期～青年期のアトピー性皮膚炎の
皮膚所見と軟膏の使い方についてのポイント（仮）

吉原 重美
獨協医科大学
小児科学

2020.3.22 2020.1

1912-B-020 静岡県 第2739回診療協議会
子どもを胃癌から守ろう！
-めざせ！胃癌ゼロのまちづくり-

幸田 隆彦 幸田クリニック 2020.4.2 2020.1

1912-B-021 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 小児科医が診る不登校～見立てと対応 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.4.25 2020.1

1912-B-022 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 ビジョントレーニングの現状と可能性 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.4.25 2020.1
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1912-B-023 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 ＬＧＢＴの子どもとその対応 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.4.26 2020.1

1912-B-024 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 スマホ社会の子どもたち 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.4.26 2020.1

1912-B-025 静岡県
第29回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

医療と新聞報道：メディア情報の読み解き方 田中 敏博 静岡厚生病院 小児科 2020.6.13 2020.1

1912-B-026 東京都 第20回新生児栄養ファーラム 早産児の摂食機能と食行動発達の諸問題 東海林 宏道 順天堂大学小児科 2020.6.21 2020.1

1912-B-027 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 思春期の健康を向上させる新しい「健診」をめざして 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.7.11 2020.1

1912-B-028 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 発達障害支援のコツ 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.7.11 2020.1

1912-B-029 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 子どもの貧困を考える 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.7.12 2020.1

1912-B-030 神奈川県 第22回「子どもの心」研修会 子どもの認知行動療法（ＣＢＴ） 内海 裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2020.7.12 2020.1

1912-B-031 奈良県 奈良県災害時医療研修会
経験からの学び。
災害時の小児周産期医療を考える

西久保 敏也
奈良県立医科大学附属病院
総合周産期母子医療センター

2020.3.8 2020.1

1912-B-032 大阪府
大阪府児童虐待防止医療ネットワーク
令和元年度第10回ネットワーク連絡会

法医学から見た児童虐待 光田 信明 大阪母子医療センター 2020.3.8 2020.1

1912-B-033 大阪府 第29回近畿新生児研究会 新生児期の低血糖症の病態生理 南 宏尚
社会医療法人 愛仁会
高槻病院

2020.3.14 2020.1

1912-B-034 大阪府
第39回大阪小児科医会感染症
サーベイランスモニター会

大阪市における小児活動性結核と
潜在性結核の現状

松下 享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.3.14 2020.1

1912-B-035 大阪府
第17回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム）
合指症・多指症に対する形成術

萱谷 太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2020.3.18 2020.1

1912-B-036 京都府 第37回子どものこころと身体懇話会
自殺対策の現状と課題
～10代の自殺対策～（仮）

藤田 克寿 京都小児科医会 2020.3.28 2020.1

1912-B-037 京都府 第37回子どものこころと身体懇話会
児童青年の自殺行動などの
背景の多重問題への支援と治療
～ケースを通して考える～

藤田 克寿 京都小児科医会 2020.3.28 2020.1

1912-B-038 大阪府
第15回赤ちゃん成育ネットワーク
研修フォーラム

赤ちゃんの視覚世界を科学する 堺 武男
さかいたけお
赤ちゃんこどもクリニック

2020.3.29 2020.1

1912-B-039 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演3

小児慢性特定疾患児童等
自立支援事業を活かすため

香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.10 2020.1

1912-B-040 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演4

こどもの精神医学 香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.10 2020.1

1912-B-041 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演5

「英語の論文 事始め。まず書き始めてみよう！」 香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.10 2020.1

1912-B-042 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演7

子どもの育ちとスマホ社会 香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.11 2020.1

1912-B-043 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演8

炎症性疾患の基礎医学 香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.11 2020.1

1912-B-044 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演10

緊急時の子どものこころの反応とその支援
～子どもの心理的応急処置（PFA）を学ぶ～

香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.12 2020.1

1912-B-045 兵庫県
第123回日本小児科学会学術集会
教育講演11

治療用特殊ミルクの使用実績と
安定供給上の課題
～適正使用に向けての取り組み～

香美 祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部
小児科学分野

2020.4.12 2020.1

1912-B-046 徳島県
令和元年度
徳島県医師会学校保健委員会
心臓検診対策班 研修会

学校心臓検診。こんな心電図には要注意！ 森 一博
徳島県立中央病院
小児科

2020.3.6 2020.1



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 承認年月

1912-B-047 広島県 第524回広島市小児科医会例会
小児泌尿器科疾患
ー検診時等にもみつかる
外陰部の疾患を中心に

森 美喜夫 もり小児科 2020.3.11 2020.1

1912-B-048 岡山県
第315回 岡山市小児科専門医会
3月例会

思春期健診の実際と課題 樋口 譲二 樋口クリニック 2020.3.14 2020.1

1912-B-049 高知県
四国子ども虐待医療セミナー
第1回研修会

『法医学者から見た子ども虐待
～声なき子どもの声を聴く』

木下 あゆみ
四国こどもとおとなの
医療センター

2020.3.15 2020.1

1912-B-050 鳥取県
第529回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児のてんかんと脳波
～基礎から最近の話題～」

石谷 暢男 石谷小児科医院 2020.3.18 2020.1

1912-B-051 鳥取県 第549回小児診療懇話会
「授乳・離乳を通した育児支援
～授乳・離乳の支援ガイド（2019年）より～」

長田 郁夫 鳥取県西部小児科医会 2020.3.18 2020.1

1912-B-052 島根県 第104回山陰小児科学会 乳幼児における小児整形外科疾患 竹谷 健 島根大学医学部小児科 2020.3.22 2020.1

1912-B-053 香川県
令和2（2020）年度
香川県小児科医会
春期学術集会／総会

『小児生活習慣病対策に関するミニシンポジウム』
「香川県における小児生活習慣病予防健診
マニュアルについて」
「家族性高コレステロール血症（FH）について（仮）」

永井 崇雄 永井小児科医院 2020.4.18 2020.1

1912-B-054 山口県 第26回日本保育保健学会 in  下関 園で行う感覚や運動の問題がある子の支援 金原 洋治 かねはら小児科 2020.5.23 2020.1

1912-B-055 山口県 第26回日本保育保健学会 in  下関
乳幼児期からの子どもの貧困対策
ー新しい子どもの貧困対策法と大綱をてがかりにー

金原 洋治 かねはら小児科 2020.5.23 2020.1

1912-B-056 山口県 第26回日本保育保健学会 in  下関 気になる子どもの保護者支援 金原 洋治 かねはら小児科 2020.5.24 2020.1

1912-B-057 山口県 第26回日本保育保健学会 in  下関
園で行う自動虐待の早期発見と対応
～関係者が必ず知っておくべきこと～

金原 洋治 かねはら小児科 2020.5.24 2020.1

1912-B-058 大分県
第110回日本小児科学会
大分地方会

小児白血病の病因とゲノム異常 井原 健二
大分大学医学部
小児科学講座

2020.3.1 2020.1

1912-B-059 鹿児島県
日本小児心身医学会
九州沖縄地方会

2歳児問題
-乳幼児・園児のメディア使用調査から
見えてきた問題-

増田 彰則 増田クリニック 2020.3.8 2020.1

1912-B-060 鹿児島県
かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修

鹿児島県の発達障害児支援施策と
かかりつけ医にお願いしたいこと

池田 琢哉 鹿児島県医師会 2020.3.16 2020.1

1912-B-061 鹿児島県
かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修

厚生労働省 発達障害者支援施策について 池田 琢哉 鹿児島県医師会 2020.3.16 2020.1

1912-B-062 鹿児島県 第150回新生児セミナー 重症新生児の急性期循環管理について 茨 聡 鹿児島市立病院 2020.3.23 2020.1

1911-B-001 北海道
日本小児科学会北海道地方会
第307回例会

小児がんにおける遺伝性素因 東 寛 旭川医科大学小児科 2020.2.16 2019.12

1911-B-002 岩手県 第２回発達障がい対応力向上研修 自閉スペクトラム症の依存症の評価と治療
金濱 誠己
小原 紀彰

一般社団法人
岩手県医師会

2020.2.23 2019.12

1911-B-003 新潟県 第120回阿賀北小児科臨床研究会 食物アレルギーのプライマリケアについて 中野 徳 中野こどもクリニック 2020.3.7 2019.12

1911-B-004 埼玉県
第179回日本小児科学会
埼玉地方会

埼玉県における
小児重症患者管理の推移について

佐藤 清二
さいたま市立病院
小児科

2020.2.9 2019.12

1911-B-005 東京都 第31回城北成育医療研究会
子どもの健診 切れ目のない
ヘルススーパービジョン体制に向けて

森岡 一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2020.2.13 2019.12

1911-B-006 山梨県 山梨小児在宅医療連携協議会研修 医療的ケア児が学校で安心して過ごすために 犬飼 岳史
山梨大学医学部
小児科

2020.2.13 2019.12

1911-B-007 神奈川県
第54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

こどもの‟蘇生”で最も大切なことについて 百々 秀心
横浜市都筑区
小児科医会

2020.2.14 2019.12

1911-B-008 群馬県 群馬病弱児療育研究会
学校での発達障害児への支援
医療との連携の観点から

前田 昇三 伊勢崎市民病院 2020.2.15 2019.12

1911-B-009 神奈川県
第360回日本小児科学会
神奈川県地方会

ゲノム解析がもたらす白血病治療の新時代 伊藤 秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2020.2.15 2019.12

1911-B-010 東京都
第576回 葛飾区医師会
小児科集談会

PFAPA症候群と自己炎症疾患
～発熱を繰り返す児を、
どのように診察しますか～

石川 辰雄 石川循環器クリニック 2020.2.18 2019.12

1911-B-011 東京都
令和元年度
東京都立小児総合医療センター
第3回医療連携講演会

「免疫異常」
・周期性発熱症候群、原発性免疫不全
 ・小児リウマチ診療

三浦 大 東京都立小児総合医療センター 2020.2.19 2019.12
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1911-B-012 東京都
第26回日本SIDS
乳幼児突然死予防学会学術集会

「先天性疾患と突然死」
 ・先天代謝異常症と突然死
・先天異常症候群と突然死

河島 尚志
東京医科大学
小児科思春期科

2020.2.22 2019.12

1911-B-013 千葉県
第10回日本小児禁煙研究会
学術集会

‟思春期の健康行動学‟
～各種問題行動への学校での関わりについて～
－WYSH教育の視点からー

鈴木 修一
国立病院機構下志津病院
小児科

2020.2.23 2019.12

1911-B-014 千葉県
第10回日本小児禁煙研究会
学術集会

学校における健康教育の実践
喫煙防止の位置づけ

鈴木 修一
国立病院機構下志津病院
小児科

2020.2.23 2019.12

1911-B-015 東京都 第24回ちよだ小児疾患検討会 子どもの発達障害の診かた・考え方 渕上 達夫
日本大学病院
総合診療センター小児科

2020.2.26 2019.12

1911-B-016 山梨県
山梨小児在宅医療連携協議会
特別講演（研修会）

在宅に居る医療依存度の高い
お子さんへの歯科からの支援

犬飼 岳史
山梨大学医学部
小児科

2020.3.7 2019.12

1911-B-017 静岡県
第151回日本小児科学会
静岡地方会

子どもの死から学ぶこと
～チャイルド・デス・レビューのすすめ～

岩島 覚
中東遠総合医療センター
小児科

2020.3.8 2019.12

1911-B-018 山梨県
第155回日本小児科学会
山梨地方会

小児在宅医療と各医療機関の役割 犬飼 岳史
山梨大学
小児科

2020.3.14 2019.12

1911-B-019 東京都
第113回東京小児科医会
学術講演会

乳児の栄養を考える（液体ミルク） 塙 佳生 東京小児科医会 2020.3.15 2019.12

1911-B-020 東京都
第64回日本リウマチ学会総会・
学術集会

みんなで創る移行期医療
～実臨床に役立つ最近の進展と話題～

石黒 直樹

名古屋大学大学院
医学系研究科総合医学専攻
運動・形態外科学講座
整形外科学

2020.4.23 2019.12

1911-B-021 群馬県
第71回群馬県小児科医会
学術講演会

小児期の歯科に関する諸問題 松島 宏 群馬県小児科医会 2020.4.25 2019.12

1911-B-022 群馬県
第71回群馬県小児科医会
学術講演会

発達性読み書き障害のすべて 松島 宏 群馬県小児科医会 2020.4.25 2019.12

1911-B-023 静岡県
第28回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

医療とICTの現在過去未来
～現場からのツイート

田中 敏博 静岡厚生病院 小児科 2020.5.23 2019.12

1911-B-024 長野県
第22回新生児呼吸療法･
モニタリングフォーラム

全自動型ランセットで本当にいいのか？
1.全自動型ランセットVS針穿刺による足底採血
2.当院NICUにおける看護師採血
〜赤ちゃんに優しい採血を考える〜
3.看護師の採血実施を導入して
4.全自動型ランセット
〜改訂｢痛みのケアガイドライン｣での
科学的根拠と推奨〜

中村 友彦 長野県立こども病院 2020.2.14 2019.12

1911-B-025 長野県
第22回新生児呼吸療法･
モニタリングフォーラム

新生児黄疸アップデート2020：
マニアしか知らない秘密の話教えます！
1.遺伝的背景と新生児黄疸
2.UnaGを用いた新たなビリルビン測定法
3.光療法と放射照度について
4.なぜ企画セッションが新生児黄疸なのか!?
新生児黄疸の基礎のキソ

中村 友彦 長野県立こども病院 2020.2.15 2019.12
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1911-B-026 長野県
第22回新生児呼吸療法･
モニタリングフォーラム

親の話を聞けぃ！♪
(ファミリーセンタードケアを中心にいる
家族に聞いて考える)
1.今だからいえる､、、言いたい！親の本音
2.医療的ケア児が必要な母親が
NICUのスタッフに知って欲しいこと
3.ダウン症のある娘がうまれて
4.親の話を聞いて、NICUを少し変えてみた

中村 友彦 長野県立こども病院 2020.2.15 2019.12

1911-B-027 三重県
令和元年度三重県医師会
乳幼児保健講習会ならびに
令和元年度5歳児健診研修会

成育基本法について 松本 純一
公益社団法人
三重県医師会

2020.2.24 2019.12

1911-B-028 三重県
令和元年度
乳児健診マニュアル講習会

補完食(離乳食)
〜｢授乳･離乳の支援ガイド｣を考える

松本 純一
公益社団法人
三重県医師会

2020.2.24 2019.12

1911-B-029 愛知県 第13回愛知県小児臨床研究会 From Bedside to Bench, and  Back Again 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

2020.2.28 2019.12

1911-B-030 愛知県 第77回東海小児がん研究会
『小児外科医による小児がんの
トランスレーショナルリサーチ』

鈴木 達也
藤田医科大学
小児外科

2020.2.29 2019.12

1911-B-031 愛知県
第19回日本心身医学会
東海北陸地方会

シンポジウム：
対話と交流：発達障害医療
〜小児科と児童精神科の垣根を超えて

井口 敏之 星ヶ丘マタニティ病院 2020.3.15 2019.12

1911-B-032 富山県

第328回日本小児科学会
北陸地方会･
第43回日本小児科学会
富山地方会

疫学からみた小児の感染症 足立 雄一
富山大学学術研究部
医学系小児科

2020.3.8 2019.12

1911-B-033 兵庫県
第279回日本小児科学会
兵庫県地方会

幼児期～学童期の行動や
コミュニケーション課題への対応

竹島 泰弘 兵庫医科大学 小児科 2020.2.1 2019.12

1911-B-034 大阪府
2019年度第9回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児への急性期リハビリテーション 鈴木 保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2020.2.6 2019.12

1911-B-035 兵庫県 第28回日本逆流性腎症フォーラム
腎臓オルガノイド研究の進展と
社会実装への課題

田中 亮二郎
兵庫県立こども病院
腎臓内科

2020.2.8 2019.12

1911-B-036 大阪府
令和元年度
第4回周産期医療研修会

大阪新生児診療相互援助システム
（NMCS）の実績と活動

茂松 茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2020.2.15 2019.12

1911-B-037 大阪府
第16回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム)21トリソミーの合併症と管理 萱谷 太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2020.2.19 2019.12

1911-B-038 大阪府 第25回大阪南部小児科勉強会 小児外科疾患診療のポイント 小垣 滋豊
大阪急性期・総合医療センター
小児科

2020.2.20 2019.12

1911-B-039 兵庫県 第355回東播小児臨床談話会 小児科医の放射線研修 ver.5 米谷 昌彦
加古川中央市民病院
小児科

2020.2.27 2019.12

1911-B-040 大阪府 第83回南大阪小児疾患研究会
バイスペシフィック抗体製剤の開発と
血友病A治療の進歩

杉本 圭相
近畿大学医学部
小児科学教室

2020.2.29 2019.12

1911-B-041 京都府 第6回京都小児在宅医療実技講習会
在宅人口呼吸器の基本と
呼吸器リハビリテーションの理論

藤田 克寿
京都府医師会
乳幼児保健委員会

2020.2.29 2019.12

1911-B-042 京都府 第40回京都府小児保健研究会 これからの乳幼児健診 滝田 順子 京都大学小児科 2020.2.29 2019.12

1911-B-043 大阪府
第67回日本小児神経学会
近畿地方会

楽しく学ぶ不随意運動 榊原 崇文
奈良県立医科大学
小児科

2020.3.7 2019.12

1911-B-044 兵庫県
第73回兵庫県小児科医会
小児医学講座

小児の腸管アレルギーについて 藤田 位 兵庫県小児科医会 2020.3.7 2019.12

1911-B-045 兵庫県
第73回兵庫県小児科医会
小児医学講座

小児の慢性機能性便秘症
－付き合って、治る

藤田 位 兵庫県小児科医会 2020.3.7 2019.12

1911-B-046 岡山県 第101回美作こども医療研究会 当院における小児リハビリ 梶 俊策 津山中央病院小児科 2020.2.17 2019.12

1911-B-047 鳥取県
第528回鳥取県
東部小児科医会例会

「夜尿症の新しいガイドラインに基づく
治療と最近の話題」

石谷 暢男 石谷小児科医院 2020.2.19 2019.12
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1911-B-048 高知県 乳幼児の発達に関する研修会
発達が気になる子どもに出会ったとき
ー家族支援を中心にー

藤枝 幹也
高知大学医学部
小児思春期医学講座

2020.2.21 2019.12

1911-B-049 島根県 第58回山陰外科内科周産期研究会
「新生児期におけるビリルビンと
酸素代謝の特異性」

竹谷 健 島根大学医学部小児科 2020.2.22 2019.12

1911-B-050 高知県 乳幼児の発達に関する研修会
発達が気になる子どもに出会ったとき
ー家族支援を中心にー

藤枝 幹也
高知大学医学部
小児思春期医学講座

2020.2.22 2019.12

1911-B-051 徳島県 徳島県医師会学術講演会
「学校におけるアナフィラキシー
発症例の実際と対応」

田山 正伸 徳島県医師会 2020.2.26 2019.12

1911-B-052 高知県
令和元年度
高知県小児科医会総会
春季研修会

弱視と急性内斜視 船井 守 高知県小児科医会 2020.3.7 2019.12

1911-B-053 愛媛県
第７３回愛媛県
小児科医会教育集会

ネット依存、ゲーム障害の現状および
予防・介入について

児玉 義史 愛媛県小児科医会 2020.3.8 2019.12

1911-B-054 愛媛県
第７３回愛媛県
小児科医会教育集会

人はなぜ依存症になるのか
～思春期の薬物乱用

児玉 義史 愛媛県小児科医会 2020.3.8 2019.12

1911-B-055 福岡県
第315回筑豊小児科医会
勉強会

プライマリ診療で出会うかもしれない、
不明熱の診かた

森田 潤 こどもクリニックもりた 2020.2.6 2019.12

1911-B-056 鹿児島県 令和元年度HTLV-1対策講習会
HTLV-1母子感染予防対策マニュアル2017年版と
鹿児島県HTLV-1母子感染マニュアル

池田 琢哉 鹿児島県医師会 2020.2.10 2019.12

1911-B-057 熊本県 第150回熊本小児科学会 子どもの成長・発達を支える遺伝の力・環境の力 中村 公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学分野

2020.2.11 2019.12

1911-B-058 熊本県 第150回熊本小児科学会

シンポジウム
地域の研究と学会の役割
①川崎病ゲノム研究の成果に基づく
GCPグレード医師主導治験
②第150回熊本小児科学会を記念して
～過去を振り返り、未来を見据えて～

中村 公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学分野

2020.2.11 2019.12

1911-B-059 沖縄県 沖縄県小児科医会研修会 一般診療からの小児神経疾患 上原 弘行
沖縄県小児科医会
(うえはら小児科医院）

2020.2.12 2019.12

1911-B-060 長崎県
第203回長崎市小児科医会
学術研修会

小児の肥満について 神村 直久 長崎市小児科医会 2020.2.20 2019.12

1911-B-061 沖縄県
日本保育保健協議会
2019年度 九州（第８）ブロック研修会
in沖縄

発達障がいと保育園・保護者の対応 具志 一男
（医）一志会
ぐしこどもクリニック

2020.2.24 2019.12

1911-B-062 沖縄県
第42回日本小児遺伝学会
学術集会

1.AIと医療への広がり
2.国立成育医療研究センターAIホスピタル

要 匡
国立成育医療研究センター
ゲノム医療研究部

2020.2.29 2019.12

1911-B-063 沖縄県 第97回沖縄小児科学会 小児科学の魅力と小児科医の誇り 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

2020.3.8 2019.12

1911-B-064 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

デジタルデバイスと子どもの目 髙山 修二 宮崎県小児科医会 2020.5.31 2019.12

1911-B-065 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

子どもの“遊び”が危ない‼
～まず大人が“遊び力”を身につけよう

髙山 修二 宮崎県小児科医会 2020.5.31 2019.12

1910-B-001 宮城県
宮城県小児科医会
学術講演会

抗生剤をどう使うか？使わないか？
～「適正使用」をもう一度考える～

奥村 秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2020.1.9 2019.11

1910-B-002 岩手県 第1回発達障がい対応力向上研修 神経心理検査の基本と発達障害の薬物療法
金濱 誠己
小原 紀彰

一般社団法人
岩手県医師会

2020.1.12 2019.11

1910-B-003 岩手県
岩手県医師会
小児在宅医療研修

子育て支援としての小児在宅医療
金濱 誠己
小原 紀彰

一般社団法人
岩手県医師会

2020.1.26 2019.11

1910-B-004 福島県
ふくしま母乳の会
母子支援者のための研修会

子育て支援のための母乳育児
～メリットと誤解について～

市川 陽子
医療法人
いちかわクリニック小児科

2020.1.26 2019.11

1910-B-005 福島県
ふくしま母乳の会
母子支援者のための研修会

「改定授乳離乳支擾ガイド」
「改訂2018年母乳育児成功のための10か条」について

市川 陽子
医療法人
いちかわクリニック小児科

2020.1.26 2019.11
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1910-B-006 岩手県 岩手県小児保健学会 地域と未来の特効薬！子ども食堂の取り組み 小山 耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座

2020.2.8 2019.11

1910-B-007 福島県
第107回福島県県南小児科医会総会・
学術講演会

学校心電図検診について 佐久間 弘子 星総合病院小児科 2020.2.13 2019.11

1910-B-008 新潟県 第30回東北小児腎臓病研究会
メガリンに関する腎臓病の
トランスレーショナルリサーチ

田中 完 弘前大学医学部小児科 2020.2.29 2019.11

1910-B-009 千葉県
第6回千葉県小児科医会
小児臨床カンファレンス

知っておきたい耳鼻科知識「小児耳鼻科のABC」 佐藤 好範 さとう小児科医院 2020.1.19 2019.11

1910-B-010 東京都
第4回多職種のための
発達障害の研修会

自閉症スペクトラム障害の
ライフステージにおける課題

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

2020.1.19 2019.11

1910-B-011 東京都
第4回多職種のための
発達障害の研修会

発達性読み書き障害のすべて 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

2020.1.19 2019.11

1910-B-012 埼玉県 第37回 小児連携医療研究会
Bladder Bowel Dysfunction：
排尿障害と尿路感染症

土屋 喬義
医療法人
土屋小児病院

2020.1.23 2019.11

1910-B-013 東京都 第255回下町小児科懇話会
「早産・極低出生体重児の経腸栄養に関する
提言について」

小澤 美和 聖路加国際病院小児科 2020.1.28 2019.11

1910-B-014 静岡県
日本周産期・新生児医学会
第38回周産期学シンポジウム

合併症妊婦に対する最新の知見と治療戦略
①膠原病合併妊娠
②ハイリスク心疾患合併妊娠の診療
③てんかん合併妊娠-分娩状況により
誘発される特発性全般てんかんを中心に-
④膠原病母体児の高サイトカイン血症と長期予後

村越 毅
聖隷浜松病院総合
周産期母子医療センター・産婦人科

2020.1.31 2019.11

1910-B-015 静岡県
日本周産期・新生児医学会
第38回周産期学シンポジウム

内科的合併症（古典的な合併症）
①母体肥満とParturition dysfunction
-母児の分娩予後改善を目指した母体体重管理-
②当院で出生した糖尿病母体児の臨床的特徴
③バセドウ病合併妊娠における児の
甲状腺機能異常の予測因子の探索
④母児の予後からみた自己免疫疾患羅漢女性への妊娠支援
～全国実態調査と富山大学における試み

村越 毅
聖隷浜松病院総合
周産期母子医療センター・産婦人科

2020.2.1 2019.11
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1910-B-016 静岡県
日本周産期・新生児医学会
第38回周産期学シンポジウム

外科的合併症、精神神経合併症
（これから取り組んでいく合併症、カウンセリング）
①てんかん女性への妊娠に関する
情報提供における課題
②精神疾患合併妊娠の現状の問題点と
次世代へ与える影響の可能性
③小児期発症疾患合併妊娠における母児の転帰
-消化器、腎泌尿器生殖器への
小児期手術歴のある妊婦と児の検討-
④子宮腺筋症合併妊娠における
周産期予後改善を目指して
-山梨県における過去10年のデータを用いた
多施設共同研究-
⑤当院における
広汎性子宮頸部摘出術後妊娠に対する取り組み

村越 毅
聖隷浜松病院総合
周産期母子医療センター・産婦人科

2020.2.1 2019.11

1910-B-017 東京都 世田谷区小児医療技術向上連携学術講演会
外来で出会う小児外科疾患
～診断のコツと最新の治療を学ぶ～

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

2020.2.5 2019.11

1910-B-018 東京都 第5回CReSSメディカルライティングセミナー 医学論文執筆の基本 藤澤 隆夫
一般社団法人日本小児アレルギー学会
国立病院機構三重病院

2020.2.8 2019.11

1910-B-019 東京都 第5回CReSSメディカルライティングセミナー 論文に必要な英語表現 藤澤 隆夫
一般社団法人日本小児アレルギー学会
国立病院機構三重病院

2020.2.8 2019.11

1910-B-020 埼玉県 川越小児科臨床検討会 先天異常症候群の包括的ケア 森脇 浩一 埼玉医科大学総合医療センター小児科 2020.2.18 2019.11

1910-B-021 東京都 第79回調布小児科医会研修会 川崎病の新しい知見 麻生 泰二 調布小児科医会 2020.2.26 2019.11

1910-B-022 静岡県
第3回アレルギー疾患
医療拠点病院研修会

花粉症診療update 西田 光宏 浜松医療センター 小児科 2020.3.2 2019.11

1910-B-023 埼玉県
第11回日本小児心身医学会
関東甲信越地方会

家族療法の基礎と実際 作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2020.3.8 2019.11

1910-B-024 埼玉県
第11回日本小児心身医学会
関東甲信越地方会

児童思春期の神経性やせ症のための
Family Based Treatment(FBT)

作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2020.3.8 2019.11

1910-B-025 石川県
第52回若年者心疾患･
生活習慣病対策協議会総会

【ワークショップ】
学校心臓検診の方法および精度管理を考える

安田 健二 公益社団法人 石川県医師会 2020.1.26 2019.11

1910-B-026 石川県
第52回若年者心疾患･
生活習慣病対策協議会総会

アスリートの生活習慣 安田 健二
公益社団法人
石川県医師会

2020.1.26 2019.11



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 承認年月

1910-B-027 愛知県
第6回東海三県
小児在宅医療研究会

小児在宅の10年、これから歩むべき道 三浦 清邦
愛知県医療療育総合センター
中央病院

2020.2.9 2019.11

1910-B-028 三重県
第278回日本小児科学会
東海地方会

慢性皮膚炎と全身性炎症 平山 雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2020.2.24 2019.11

1910-B-029 大阪府 第15回’つながる’胎児エコーみらいの会 （シンポジウム)小児カテーテル治療の最前線 萱谷 太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2020.1.15 2019.11

1910-B-030 大阪府
大阪小児科医会
第196回学術集会

小児の高次脳機能障害の理解と支援
ー日常診療でも遭遇する目に見えにくい隠れた障害ー

松下 享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.1.18 2019.11

1910-B-031 大阪府
大阪小児科医会
第196回学術集会

外国人にやさしい小児医療をめざして 松下 享
一般社団法人
大阪小児科医会

2020.1.18 2019.11

1910-B-032 奈良県 奈良県小児科医会 研修会
自閉スペクトラム症の診断と治療
ー幼児期・学童期を中心に～

新家 興 奈良県小児科医会 2020.1.18 2019.11

1910-B-033 大阪府
2019年度第8回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児の腎移植 鈴木 保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2020.1.22 2019.11

1910-B-034 京都府 第33回京滋新生児成育研究会
新生児気道疾患について
ー診断・評価を中心にー

細井 創
京都府立医科大学
小児科学教室

2020.2.1 2019.11

1910-B-035 滋賀県
令和元年度 滋賀小児科医会
第3回定期学術講演会

学校保健安全法を紐解く
～（学校医も）学校へ行こう～

西澤 嘉四郎
近江八幡市立総合医療センター
小児科

2020.2.2 2019.11

1910-B-036 滋賀県
令和元年度 滋賀小児科医会
第3回定期学術講演会

帰してはいけない小児外来患者 西澤 嘉四郎
近江八幡市立総合医療センター
小児科

2020.2.2 2019.11

1910-B-037 奈良県
第131回日本小児科学会
奈良地方会

小児リウマチ性疾患の考え方と診療の進め方 嶋 緑倫
奈良県立医科大学
小児科

2020.2.8 2019.11

1910-B-038 兵庫県
第42回近畿小児血液・がん研究会
公開シンポジウム

小児がん患者の
質の高い長期生存を目指して

大植 孝治
兵庫医科大学
小児外科

2020.2.22 2019.11

1910-B-039 和歌山県
第68回近畿医師会連合
学校医研究協議会総会

教育現場における
子ども虐待の発見とその対応
～「子どもの最善の利益」の観点から体罰を考える～

寺下 浩彰
近畿医師会連合・近畿医師会連合
学校医研究協議会（和歌山県医師会）

2020.2.23 2019.11

1910-B-040 大阪府 第58回大阪小児呼吸器談話会
小児在宅呼吸ケアの現状と課題
～地域基幹病院の立場から～

亀田 誠 大阪はびきの医療センター小児科 2020.3.14 2019.11

1910-B-041 大阪府 第33回近畿小児科学会
教育講演1
小児科医として知っておきたい「学校心臓検診」

鈴木 啓之
和歌山県立医科大学
小児科学講座

2020.3.15 2019.11

1910-B-042 大阪府 第33回近畿小児科学会
教育講演4
発達障害の診方と対応

鈴木 啓之
和歌山県立医科大学
小児科学講座

2020.3.15 2019.11

1910-B-043 兵庫県 令和元年度 周産期医療事例検討会 新しい新生児マススクリーニングとその課題 空地 顕一 兵庫県医師会 2020.3.21 2019.11

1910-B-044 大阪府 第12回こども心身セミナー
1）子どもの発達に関する脳科学知見
2）アタッチメントに関する脳科学知見
3）子育てに関する脳科学知見

冨田 和巳
一般社団法人
大阪総合医学・教育研究会
こども心身医療研究所

2020.5.23 2019.11

1910-B-045 大阪府 第12回こども心身セミナー
子どもの問題（心身症から発達障碍まで）を
社会環境から診た40年
ー診察室の外へ目を向けてー

冨田 和巳
一般社団法人
大阪総合医学・教育研究会
こども心身医療研究所

2020.5.23 2019.11

1910-B-046 大阪府 第12回こども心身セミナー
総合的に診る愛着障碍を伴う発達障碍症例
(1)小児科での対応

冨田 和巳
一般社団法人
大阪総合医学・教育研究会
こども心身医療研究所

2020.5.24 2019.11

1910-B-047 大阪府 第12回こども心身セミナー
総合的に診る愛着障碍を伴う発達障碍症例
(2)家族療法、ユング派心理療法からの対応

冨田 和巳
一般社団法人
大阪総合医学・教育研究会
こども心身医療研究所

2020.5.24 2019.11
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1910-B-048 徳島県
第11回徳島子ども虐待および
心の問題発症予防研究会

子どもうつ、産後うつの治療・予防 森 健治
徳島大学大学院
子どもの保健・看護学

2020.1.11 2019.11

1910-B-049 広島県
第78回
広島県小児科医会総会

子どもの便秘 新田 康郎 新田小児科 2020.1.12 2019.11

1910-B-050 広島県
第78回
広島県小児科医会総会

小児外科疾患最近の話題 新田 康郎 新田小児科 2020.1.12 2019.11

1910-B-051 鳥取県
第527回鳥取県
東部小児科医会例会

「成長障害の診断と最近の話題」 石谷 暢男
医療法人
石谷小児科医院

2020.1.15 2019.11

1910-B-052 岡山県
第4回日本小児心臓MR研究会
学術集会

成人先天性心疾患のMRIフローイメージ 脇 研自 倉敷中央病院 小児科 2020.2.22 2019.11

1910-B-053 岡山県
第4回日本小児心臓MR研究会
学術集会

MRIによる右室心筋線維化評価とその可能性 脇 研自 倉敷中央病院 小児科 2020.2.22 2019.11

1910-B-054 広島県
第14回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

発達障害児・家族のライフステージを通じての支援 梶梅 あい子 広島大学病院小児科 2020.3.8 2019.11

1910-B-055 広島県
第14回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

ペアレント・トレーニングと保護者支援 梶梅 あい子 広島大学病院小児科 2020.3.8 2019.11

1910-B-056 広島県 安佐小児臨床懇話会
Spot Vision Screenerをどう使うか：
眼科医からの提言

杉野 禮俊 杉野小児科 2020.3.18 2019.11

1910-B-057 福岡県
第2回福岡地区
小児科症例検討会

救急現場で遭遇した嘔吐症例のピットフォール 黒川 美知子 福岡地区小児科医会 2020.1.15 2019.11

1910-B-058 福岡県 第215回筑後小児科医会セミナー
未来の胃がんを予防する中高生ピロリ菌検診
-佐賀県の取り組みと国内の現状－

本間 真一 本間小児科医院 2020.1.17 2019.11

1910-B-059 沖縄県
第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology 学会

①Optimus ステント、
Optimus-CVSによる大動脈縮窄の治療経験
②動脈管開存，体肺動脈側副血行路合併肺動脈閉鎖兼
心室中隔欠損に対する新しい治療戦略
－ステントによる肺血流コントロール-
③経皮的動脈管ステント留置術を施行した
Norwoodハイリスク機能的単心室患児の転帰
④小児期発症mid-aortic syndrome の長期的治療戦略
⑤大動脈弓再建術後CoAに対する治療戦略：
ステント留置と手術の長期転帰の比較

佐藤 誠一
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター
小児循環器内科

2020.1.23 2019.11

1910-B-060 沖縄県
第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology 学会

①小児カテーテル治療の黎明期とJPIC誕生
②外科医からみた『こんなインターベンション×』

佐藤 誠一
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター
小児循環器内科

2020.1.23 2019.11

1910-B-061 沖縄県
第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology 学会

HBDの歴史や成果と展望 佐藤 誠一
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター
小児循環器内科

2020.1.24 2019.11
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1910-B-062 沖縄県
第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology 学会

①JPICレジストリーの紹介と実臨床データの
利活用に向けた期待と課題（仮）
②新しい医療機器の国内早期導入に向けた
取り組みと実臨床データの利用可能性（仮）
③実臨床データを利用した新しい医療機器の
国内早期導入に向けた期待と課題（仮）

佐藤 誠一
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター
小児循環器内科

2020.1.24 2019.11

1910-B-063 沖縄県
第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology 学会

①胎児先天性心疾患診断のレベル分類に
基づいたカテーテル治療戦略の妥当性
②出生前の予測が困難であったTAPVC/PVOと
PGE1無効のcritical PSに対し、
同時に緊急カテーテル治療を行った無脾症、単心室症例
③重症大動脈弁狭窄症に対する胎児治療の取り組み
④胎児診断に基づく出生当日の
カテーテル治療計画と治療介入の検討
⑤当院における新生児期カテーテル治療症例の
経験とその検討

佐藤 誠一
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター
小児循環器内科

2020.1.25 2019.11

1910-B-064 沖縄県
第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology 学会

①経皮的心房中隔欠損閉鎖術による左房機能への影響
-2D speckle tracking echo を用いて-
②経皮的心房中隔欠損閉鎖術後遠隔期の心房機能
－3Dエコー法を用いた解析
③心房中隔欠損症治療前後の心室エネルギー効率の変化
～外科治療とカテーテル治療の比較～
④経皮的心房中隔欠損閉鎖術後の
経時的心腔リモデリングと遠隔期合併症の関連
⑤経皮的心房中隔欠損閉鎖術後に
左室拡張末期圧上昇をきたした左室の変化

佐藤 誠一
沖縄県立南部医療センター・
こども医療センター
小児循環器内科

2020.1.25 2019.11

1910-B-065 福岡県 第10回脳死判定セミナー 生死を語り合い支えあう社会をつくる 荒木 尚 埼玉医科大学総合医療センター 2020.1.26 2019.11

1910-B-066 福岡県 第10回脳死判定セミナー
子どもの尊厳をめぐる対話
～代理医師決定における医療者の役割～

荒木 尚 埼玉医科大学総合医療センター 2020.1.26 2019.11

1910-B-067 鹿児島県
第173回日本小児科学会
鹿児島地方会

エビデンスに基づく小児ネフローゼ症候群の治療 河野 嘉文 鹿児島大学医学部小児科学教室 2020.2.2 2019.11

1910-B-068 熊本県 第67回熊本小児保健研究会
小児科医だからできる身体性からの
神経発達障害へのアプローチ
～キーワードはDCD（発達性協調運動障害）～

三渕 浩 熊本大学病院 小児科 2020.2.2 2019.11

1910-B-069 福岡県 第3回九州・山口胎児心臓研究会
四腔断面の異常を来す
胎児心疾患診断のポイント

漢 伸彦 福岡市立こども病院 新生児科 2020.2.15 2019.11

1910-B-070 沖縄県 第42回日本小児遺伝学会学術集会 WEB版 Syudrome Finder と臨床診断 要 匡
国立成育医療研究センター
ゲノム医療研究部

2020.2.28 2019.11

1910-B-071 沖縄県 第42回日本小児遺伝学会学術集会

シンポジウム2
「小児のゲノム医療 -実践と体制作り- 」
1.大学における小児ゲノム医療（仮）
2.小児病院におけるゲノム医療（仮）
3.ゲノムの専門家としての臨床遺伝専門医（仮）
4.ゲノム医療実施のための検体検査精度管理（仮）

要 匡
国立成育医療研究センター
ゲノム医療研究部

2020.2.29 2019.11
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1910-B-072 福岡県 第18回日本周産期循環管理研究会 未熟児・新生児の心臓外科治療 漢 伸彦
福岡市立こども病院
新生児科

2020.5.16 2019.11

1909-B-001 北海道
日本小児科学会北海道地方会
第306回例会

溶血性尿毒症症候群：
臨床面にfocusを当てて

東 寛 旭川医科大学 2019.12.8 2019.10

1909-B-002 北海道 第40回道北小児科懇話会 食物アレルギー up to date 東 寛 旭川医科大学 2019.12.14 2019.10

1909-B-003 秋田県
第116回日本小児科学会
秋田地方会

学術研究からの少子化対策
～秋田県が抱える公衆衛生学的課題～

高橋 勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2019.12.1 2019.10

1909-B-004 宮城県
令和元年度 宮城県・仙台市
かかりつけ医発達障害対応力向上研修
（発達障害支援医学研修）

集団生活が苦手な児童•
生徒への対応

中村 洋
仙台市北部発達
相談支援センター

2019.12.7 2019.10

1909-B-005 福島県
令和元年度福島県
小児保健フォーラム

事例からみた子ども虐待の対応 鈴木 順造
公益財団法人
福島県保健衛生協会

2019.12.14 2019.10

1909-B-006 福島県
令和元年度福島県
小児保健フォーラム

身近な子ども虐待に気がつこう 鈴木 順造
公益財団法人
福島県保健衛生協会

2019.12.14 2019.10

1909-B-007 岩手県
第144回日本小児科学会
岩手地方会

我々がサステイナブルであり続けるには 小山 耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座

2019.12.14 2019.10

1909-B-008 岩手県
第144回日本小児科学会
岩手地方会

小児腹部超音波検査の実践 小山 耕太郎
岩手医科大学
小児科学講座

2019.12.14 2019.10

1909-B-009 宮城県 第48回宮城県周産期医療懇話会
先天性サイトメガロウイルス感染症：
診断、そして治療への展開

八重樫 伸生
東北大学医学部
産科婦人科学

2020.1.18 2019.10

1909-B-010 新潟県
第 308回
新潟市小児科医会集談会

子どものキズを診る
―法医学からのアプローチ―

柳本 利夫 やぎもと小児科 2020.2.22 2019.10

1909-B-011 埼玉県
第178回日本小児科学会
埼玉地方会

子どもと睡眠
ー睡眠の基礎知識と小児思春期の
睡眠の問題のプライマリ・ケア

佐藤 清二
さいたま市立病院
小児科

2019.12.1 2019.10

1909-B-012 東京都
第3回墨田区小児科
医療連携懇話会

シンポジウム：
市中病院小児科における
医療連携の実際
1）ADHD（注意欠陥多動性障害）の最近の動向
ー紹介患児を通してー
2）小児呼吸器感染症の抗菌療法について

三澤 正弘 都立墨東病院小児科 2019.12.5 2019.10

1909-B-013 静岡県 第2724回診療協議会
医療的ケア児を含めた地域共生社会の
構築と震災対策

宮本 健 浜松医療センター 2019.12.5 2019.10

1909-B-014 群馬県
第211回日本小児科学会
群馬地方会講話会

先天性サイトメガロウイルス感染症：
診断の確立から治療への展開

荒川 浩一
群馬大学大学院
医学系研究科小児科学分野

2019.12.7 2019.10

1909-B-015 東京都
アレルギー疾患治療専門研修
「アレルギー疾患医療のスキルアップ
～明日からの診療に役立てよう～」

小児アレルギー疾患医療のスキルアップ
1.子どもをとりまく施設関係者への
エピペン指導のポイント
2.乳幼児の吸入療法
3.小児アトピー性皮膚炎治療のポイント

成田 雅美
東京都立小児総合医療センター
アレルギー科

2019.12.9 2019.10

1909-B-016 埼玉県
第21回彩の国予防接種推進協議会
学術講演会

児童養護施設の子どもたちの
予防接種事情

峯 眞人 医療法人自然堂 峯小児科 2019.12.21 2019.10

1909-B-017 東京都 在宅技術講習会 PART2

シンポジウム
①人工鼻・加温加湿器
②気管切開チューブの管理、
小児の人工呼吸管理の
落とし穴・喀痰排出補助装置
③胃瘻・気管切開の皮膚のケア

中村 知夫
国立成育医療研究センター
総合診療部

2019.12.21 2019.10
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1909-B-018 静岡県 第22回静岡県小児救命救急研究会
小児救急医療における
医療者の感染防御策

川崎 達也
静岡県立こども病院
小児集中治療科

2019.12.22 2019.10

1909-B-019 山梨県 第14回山梨県小児医療セミナー
『子ども虐待』をどのように理解し、
支援するか

犬飼 岳史 山梨大学医学部小児科 2020.1.7 2019.10

1909-B-020 東京都
第660回日本小児科学会
東京都地方会講話会

小児がんの早期発見 河島 尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2020.1.11 2019.10

1909-B-021 東京都 子どもの虐待シンポジウム 子ども虐待に関する行政や法律の動向 小枝 達也 国立成育医療研究センター 2020.1.17 2019.10
1909-B-022 東京都 子どもの虐待シンポジウム 子ども虐待に関する医療と福祉の連携 小枝 達也 国立成育医療研究センター 2020.1.17 2019.10

1909-B-023 東京都 第75回多摩小児神経懇話会 筋ジストロフィー医療の進歩 佐々木 征行
国立精神・神経医療研究センター病院
小児神経診療部

2020.1.25 2019.10

1909-B-024 山梨県
山梨県HTLV-1
母子感染予防対策研修会

HTLV-1の基礎知識と
キャリア妊産婦・患者への支援

下條 勝
山梨県子育て支援局
子育て政策課

2020.1.28 2019.10

1909-B-025 山梨県
第35回日本小児科学会
山梨小児神経懇話会

「地域で子どもの心を育む」
1.心が育つプロセス～愛着形成～
2.子ども虐待（愛着障害）
－医療的立場からー
3.子ども虐待（愛着障害）
－心理的立場からー

相原 正男
山梨大学
健康・生活支援看護学講座

2020.2.1 2019.10

1909-B-026 山梨県
第35回日本小児科学会
山梨小児神経懇話会

社会全体で心を育む 相原 正男
山梨大学
健康・生活支援看護学講座

2020.2.1 2019.10

1909-B-027 東京都
第661回日本小児科学会
東京都地方会講話会

小児内分泌疾患の診断と加療 河島 尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2020.2.8 2019.10

1909-B-028 神奈川県 第20回食物アレルギー研究会 食物アレルギー対策の最近のトピックス 大嶋 勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2020.2.9 2019.10

1909-B-029 神奈川県 第20回食物アレルギー研究会
アレルギー疾患対策基本法と
食物アレルギー診療の均てん化

大嶋 勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2020.2.9 2019.10

1909-B-030 東京都 第17回多摩療育と栄養研究会
最新の誤嚥性肺炎の発症機序とその対策
～障害児者から高齢者まで～

松田 光展 東京小児療育病院 2020.2.15 2019.10

1909-B-031 山梨県
第4回山梨県小児科医会
学術研修会

小児がん治療の進歩と
治療後の子どもたち

今井 秀人
山梨県小児科医会
今井小児科

2020.2.19 2019.10

1909-B-032 東京都 第86回関東小児腎臓研究会

AIによる糸球体病理画像の
自動分類に関する研究
-所見定義の標準化と
腎病理診断の自動化にむけて-

張田 豊
東京大学医学部附属病院
小児科

2020.2.29 2019.10

1909-B-033 山梨県
山梨県立中央病院
地域連携研修会

虐待対応啓発プログラム
BEAMS stage1

反頭 智子
山梨県立中央病院
Child protection team

2020.3.5 2019.10

1909-B-034 山梨県
山梨県立中央病院
地域連携研修会

虐待対応啓発プログラム
BEAMS stage２

反頭 智子
山梨県立中央病院
Child protection team

2020.3.5 2019.10

1909-B-035 東京都
第662回日本小児科学会
東京都地方会講話会

溶血性尿毒症症候群を通じて
腎臓・全身管理

河島 尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2020.3.14 2019.10
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1909-B-036 静岡県
第27回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

小児期、成長期における嗜好品から
接種されるカフェインの影響

田中 敏博
静岡厚生病院
小児科

2020.3.14 2019.10

1909-B-037 愛知県
第299回愛知県小児科医会例会兼
令和元年度日本医師会生涯教育講座

瀬川病・睡眠・レット症候群・チック
〜瀬川昌也先生から学んだこと〜

岡田 純一 愛知県小児科医会 2019.12.1 2019.10

1909-B-038 岐阜県 第25回障害支援研究会 ダウン症候群の経過と関わり 金子 英雄
(独)国立病院機構
長良医療センター

2019.12.8 2019.10

1909-B-039 岐阜県 第25回障害支援研究会 発達障害と子育て支援 金子 英雄
(独)国立病院機構
長良医療センター

2019.12.8 2019.10

1909-B-040 三重県 令和元年度 学校医研修会 児童生徒に対するがんの教育について 松本 純一 三重県医師会 2019.12.8 2019.10
1909-B-041 三重県 令和元年度 学校医研修会 中央情勢報告等について 松本 純一 三重県医師会 2019.12.8 2019.10

1909-B-042 愛知県
令和元年度
西三河南部小児在宅医療講習会

｢刈谷市立刈谷特別支援学校と小児在宅医療｣
1)設立の経緯と医療連携について
2)刈谷豊田総合病院の医療連携
3)刈谷市立刈谷特別支援学校の看護について

柵木 充明
公益社団法人
愛知県医師会

2019.12.14 2019.10

1909-B-043 三重県
子育て支援フォーラムin三重
〜子育て支援とゼロ歳児からの
虐待防止を目指して〜

シンポジウム
『子育て支援とゼロ歳児からの
虐待防止を目指して』

松本 純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.12.14 2019.10

1909-B-044 愛知県 愛知県小児保健協会学術研修会
地域で取り組む母子歯科保健の
新たな戦略について

伊藤 浩明 愛知県小児保健協会 2020.1.12 2019.10

1909-B-045 愛知県
第52回日本小児神経学会
東海地方会

神経発達と運動学習における
ニューロリハビリテーション

奥村 彰久
愛知医科大学
医学部小児科

2020.1.25 2019.10

1909-B-046 福井県
第64回福井県小児保健協会
学術集会

授乳･離乳の支援ガイドと
食物アレルギーの考え方

津田 明美 福井県こども療育センター 2020.2.11 2019.10

1909-B-047 大阪府
2019年度第7回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児科医として
知っておきたい上気道疾患

鈴木 保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.12.4 2019.10

1909-B-048 大阪府
第6回若手医師のための
小児呼吸器ワークショップ

胸部画像診断 錦戸 知喜
大阪母子医療センター
呼吸器・アレルギー科

2019.12.7 2019.10

1909-B-049 大阪府
第6回若手医師のための
小児呼吸器ワークショップ

人工呼吸管理 錦戸 知喜
大阪母子医療センター
呼吸器・アレルギー科

2019.12.7 2019.10

1909-B-050 京都府
第443回日本小児科学会
京都地方会

小児の難聴と人工内耳 細井 創 京都府立医科大学 小児科 2019.12.8 2019.10

1909-B-051 大阪府
第6回若手医師のための
小児呼吸器ワークショップ

肺機能検査 錦戸 知喜
大阪母子医療センター
呼吸器・アレルギー科

2019.12.8 2019.10

1909-B-052 大阪府
第6回若手医師のための
小児呼吸器ワークショップ

呼吸器感染症の病原診断 錦戸 知喜
大阪母子医療センター
呼吸器・アレルギー科

2019.12.8 2019.10

1909-B-053 兵庫県 令和元年度 乳幼児保健研修会

発達障害児の乳児期の
発達特徴と早期介入の意義
～乳幼期の理想的な
姿勢運動発達から見えること

藤田 位
兵庫県医師会
乳幼児保健委員会

2019.12.12 2019.10

1909-B-054 大阪府
第14回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム）
当院における脊髄髄膜瘤診療について

萱谷 太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.12.18 2019.10

1909-B-055 兵庫県
日本子ども虐待防止学会
第25回学術集会ひょうご大会

シンポジウム6
障害児虐待の予防と対策
（現状と今後のあり方）

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

2019.12.21 2019.10
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1909-B-056 兵庫県
日本子ども虐待防止学会
第25回学術集会ひょうご大会

シンポジウム5
①日本小児科学会の
パイロット・スタディーで判明した日本の問題点
②CDRで、子ども虐待死・
ネグレクト死の見逃しを防ぐ
③CDRで子どもの事故死を防ぐ
④CDRで子どもの自死を防ぐ
⑤CDRを日本で制度化するために
必要な解決方法

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

2019.12.21 2019.10

1909-B-057 兵庫県
日本子ども虐待防止学会
第25回学術集会ひょうご大会

シンポジウム9
性虐待をうけた子どもに必要な支援とは？
～チャイルドファーストな
ワンステップセンターを提案する～

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

2019.12.22 2019.10

1909-B-058 兵庫県
日本子ども虐待防止学会
第25回学術集会ひょうご大会

①代替養育の選択肢としての里親養育
その役割と促進
②施設と里親との協働による
社会的養護の向上
③施設における
養育と里親による養育の連続性
④措置権者としての
児童相談所の役割

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

2019.12.22 2019.10

1909-B-059 愛媛県
第100回日本小児科学会
愛媛地方会

小児白血病研究の進歩 石井 榮一
今治市医師会
市民病院

2019.12.1 2019.10

1909-B-060 鳥取県
第38回鳥取県
小児保健協会研修会

障がい児の育ちを支えるための地域連携
～鳥取県西部地区
ハブ拠点としての当院の役割～

花木 啓一
鳥取大学医学部
保健学科

2019.12.1 2019.10

1909-B-061 鳥取県
第38回鳥取県
小児保健協会研修会

成長曲線から考える成長障害診療の実際 花木 啓一
鳥取大学医学部
保健学科

2019.12.1 2019.10

1909-B-062 岡山県
第92回日本小児科学会
岡山地方会

21世紀出生児縦断調査を
利用した研究でわかったこと

久保 俊英 岡山医療センター 2019.12.1 2019.10

1909-B-063 香川県
児童虐待防止医療ネットワーク事業
令和元年度第3回研修会

ハイリスク妊婦との関わり方と虐待予防（仮） 木下 あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2019.12.1 2019.10

1909-B-064 徳島県
第153回日本小児科学会
徳島地方会

小児・思春期糖尿病研究の進歩
ー遺伝的要因を中心にー（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

2019.12.8 2019.10

1909-B-065 山口県
第82回山口県小児科医会
学術講演会

「思春期医療（仮）」 田原 卓浩 山口県小児科医会 2019.12.15 2019.10

1909-B-066 山口県
第135回日本小児科学会
山口地方会

食物アレルギーアップデート 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

2019.12.15 2019.10

1909-B-067 鳥取県 第548回小児診療懇話会 「小児の発達障害診療」 長田 郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.12.18 2019.10

1909-B-068 大分県
第109回日本小児科学会
大分地方会例会

自然免疫の異常と感染症 井原 健二
大分大学医学部
小児科学講座

2019.12.1 2019.10

1909-B-069 長崎県
第209回日本小児科学会
長崎地方会

新生児期の飢餓：
タンデムマスからオートファジーまで

森内 浩幸 長崎大学医学部小児科 2019.12.8 2019.10

1909-B-070 長崎県
第133回長崎県県北小児科医会
学術講演会

小児の失神 金氏 正弘 かねうじ小児科 2019.12.12 2019.10

1909-B-071 鹿児島県
令和元年度小児在宅医療
推進研修会

小児の在宅医療
～医療的ケア児の医療と生活を支援する～

池田 琢哉 鹿児島県医師会 2019.12.13 2019.10
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1909-B-072 福岡県
日本小児科学会
福岡地方会

溶連菌感染症：
咽頭扁桃炎から
劇症型レンサ球菌感染症まで

楠原 浩一 産業医科大学小児科 2019.12.14 2019.10

1909-B-073 佐賀県 第85回佐賀小児科地方会
小児科クリニックにおける
医療的ケア児の訪問診療の問題点と
その克服について

松尾 宗明 佐賀大学医学部小児科 2019.12.15 2019.10

1909-B-074 鹿児島県
かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修

発達障害の評価と支援の考え方 池田 琢哉 鹿児島県医師会 2019.12.18 2019.10

1909-B-075 福岡県
令和元年度福岡県
小児等在宅医療推進事業
小児在宅医療シンポジウム

”中間施設“として地域の急性期病院が
取り組んできたこと

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

2020.1.19 2019.10

1909-B-076 福岡県
北九州地区小児科医会年次総会・
特別講演

発達障害のある子どもと楽しさを
共有できる診療をめざして

三宅 巧 北九州地区小児科医会 2020.1.19 2019.10

1909-B-077 熊本県
2019年度熊本県産前・
産後母子支援事業報告会・講演会

医療と行政・福祉の連携で、
母と子の人生を守る支援を

河上 祥一
医療法人社団愛育会福田病院
熊本県地域周産期母子センター

2020.2.29 2019.10

1909-B-078 大分県 第24回九州外来小児科学研究会
Q＆Aで楽しく学ぶ
小児の内分泌・代謝疾患

松本 重孝 医療法人 松本小児科 2020.3.22 2019.10

1908-B-001 北海道 第73回北海道小児循環器研究会
先天性心疾患
-最良の血行動態を得るための治療戦略（仮）

八田 英一郎 手稲渓仁会病院 心臓血管外科 2019.11.9 2019.10

1908-B-002 北海道 第29回北海道小児腎臓病研究会
教育シンポジウム
「血尿・蛋白尿の見方」

荒木 義則
国立病院機構北海道医療センター
小児腎臓病センター

2019.11.16 2019.9

1908-B-003 青森県
第170回日本小児科学会
青森地方会

Respiratory Syncytial Virus感染症と
中枢神経感染症における疫学研究からみた
罹患病態解析

伊藤 悦朗
弘前大学大学院医学研究科
小児科学講座

2019.11.2 2019.9

1908-B-004 秋田県
第34回秋田県周産期・
新生児医療研究会

新生児外科疾患の診断と治療 高橋 勉
秋田大学大学院医学系研究科
小児科学講座

2019.11.2 2019.9

1908-B-005 青森県
令和元年度青森県小児保健協会総会・
学術集会

青森県における
医療的ケア児支援体制構築の現状と課題

伊藤 悦朗
弘前大学大学院医学研究科
小児科学

2019.11.10 2019.9

1908-B-006 宮城県
第228回日本小児科学会
宮城地方会

学校検尿・3歳検尿 と小児腎疾患
―異常所見の見方と考え方

呉  繁夫
東北大学大学院医学系研究科
小児病態学分野

2019.11.10 2019.9

1908-B-007 宮城県
仙台小児科医会学術勉強会
乳幼児健診研修会

３歳児カリエスフリー85プロジェクト
3年経過後の評価

川村 和久 仙台小児科医会 2019.12.10 2019.9

1908-B-008 新潟県
第231回日本小児科学会
新潟地方会

小児思春期のがん免疫療法の現状と
今後の課題：
CAR-T細胞療法を中心に

齋藤 昭彦 新潟大学小児科 2019.12.14 2019.9

1908-B-009 千葉県
第56回日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム1
アレルゲン分子の理解に基づく
食物アレルギー診療
・アレルゲンの物理化学的特徴と臨床
・PFASの基礎から最新情報
・Nut allergies

下条 直樹
千葉大学大学院医学系研究院
小児病態学

2019.11.2 2019.9

1908-B-010 千葉県
第56回日本小児アレルギー学会
学術大会

アレルギー診療のための基礎医学セミナー
1.粘膜免疫学研究の最前線
2.次世代シーケンサー（NGS)の進展と
微生物研究への応用

下条 直樹
千葉大学大学院医学系研究院
小児病態学

2019.11.2 2019.9
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1908-B-011 千葉県
第56回日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム3
小児の気管支喘息の予後の向上を目指して
1.乳幼児期喘鳴への薬物療法
2.重症気管支喘息の評価・治療
3.抗炎症療法による小児期発症喘息の予後改善

下条 直樹
千葉大学大学院
医学系研究院小児病態学

2019.11.3 2019.9

1908-B-012 千葉県
第56回日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム5
食物アレルギーの診療連携体制の構築
1.クリニックにおけるアレルギー専門医の役割
2.アレルギー非専門医が安全に行える
食物経口負荷試験の試み
3.地域基幹病院の役割
4.拠点病院の役割

下条 直樹
千葉大学大学院医学系研究院
小児病態学

2019.11.3 2019.9

1908-B-013 神奈川県
第359回日本小児科学会
神奈川県地方会

小児救急・集中治療は、
はたして小児科研修に役立のか？

伊藤 秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2019.11.16 2019.9

1908-B-014 東京都 第30回日本成長学会学術集会
日本人のカルシウム摂取の現状と課題：
成長期に着目して

小林 正子 女子栄養大学栄養学部 2019.11.16 2019.9

1908-B-015 東京都 第30回日本成長学会学術集会

シンポジウム
学校における成長曲線の活用と今後の課題
1.学校における子どもの心身の変化を捉える
ツールとしての成長曲線の活用
2.小学校における児童の健康を守るための活用
3.中学校における保健指導での成長曲線の活用
4.長野市の成長曲線活用のためのシステム
5.日本学校保健会および成長学会の取り組み

小林 正子 女子栄養大学栄養学部 2019.11.16 2019.9

1908-B-016 千葉県 第49回小児神経学セミナー 小児の神経学的所見の取り方・考え方 岡 明
一般社団法人
日本小児神経学会

2019.11.16 2019.9

1908-B-017 千葉県 第49回小児神経学セミナー 頭部画像診断の勘ドコロ 岡 明
一般社団法人
日本小児神経学会

2019.11.16 2019.9

1908-B-018 千葉県 第49回小児神経学セミナー 学習障害に関する機能画像研究のトピックス 岡 明
一般社団法人
日本小児神経学会

2019.11.17 2019.9

1908-B-019 千葉県 第49回小児神経学セミナー 神経生理を知り病を癒す、一歩深める病態理解 岡 明
一般社団法人
日本小児神経学会

2019.11.17 2019.9

1908-B-020 東京都
第575回葛飾区医師会
小児科集談会

小児生活習慣病の現状と対策 石川 辰雄 石川循環器クリニック 2019.11.19 2019.9

1908-B-021 東京都
第35回日本糖尿病・
妊娠学会年次学術集会

シンポジウム1
DOHaD update
①：新生児期・小児期
②：妊娠時の食事内容が次世代に与える影響
③：肥満・耐糖能異常素因の世代間連鎖
④：DOHaD学説における
エピゲノム記憶とDNAメチル化の機能的意義

杉原 茂孝
東京女子医科大学東医療センター
小児科

2019.11.22 2019.9

1908-B-022 東京都 第21回東京小児臨床感染症勉強会
新生児・早期乳児の感染症
ーパレコウイルスを中心にー

久田 研
順天堂大学医学部附属順天堂医院
小児科・思春期科

2019.11.22 2019.9

1908-B-023 東京都 第44回東日本小児科学会
小児在宅医療
ー医療的ケア児と子どもと家族を支える医療技術

森尾 友宏
東京医科歯科大学
発生発達病態学分野

2019.11.23 2019.9

1908-B-024 東京都
2019年度 第2回 町田市民病院
周産期勉強会

大血管転位症及び
総肺静脈還流異常症の診断と管理

藤原 優子 町田市民病院 小児科 2019.11.27 2019.9

1908-B-025 東京都 第34回成育臨床懇話会
小児神経疾患
～困った症例集、失敗から学ぶ～

賀藤 均 国立成育医療研究センター 2019.11.27 2019.9
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1908-B-026 東京都
世田谷区
小児医療技術向上連携学術講演会

子どもの発達評価、今こそ理解を深めよう
～正しい発達評価が子どもの未来を変える～

・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

2019.11.30 2019.9

1908-B-027 東京都 第32回発達障害医学セミナー 発達障害児の栄養管理 古荘 純一
青山学院大学
教育人間科学部

2019.11.30 2019.9

1908-B-028 東京都 第32回発達障害医学セミナー
排尿機能
～排尿の自立は自分をコントロールして
社会に適応すること～

古荘 純一
青山学院大学
教育人間科学部

2019.11.30 2019.9

1908-B-029 東京都 第32回発達障害医学セミナー
発達障害者にみられる視覚の問題：
理解とサポート

古荘 純一
青山学院大学
教育人間科学部

2019.12.1 2019.9

1908-B-030 東京都 第32回発達障害医学セミナー
歯科医療を提供する上で注意していること
～QOL向上をめざして～

古荘 純一
青山学院大学
教育人間科学部

2019.12.1 2019.9

1908-B-031 東京都
第22回日本成人
先天性心疾患学術集会

日本成人先天性心疾患学会・
循環器学会ジョイントシンポジウム：
『専門医制度元年における
成人先天性心疾患診療体制の課題と展望』
1.スタートしたACHD専門医制度と
修練施設整備の現状と展望
2.本邦におけるACHD総合診療体制・
専門医制度における心臓外科の意義
3.ACHD専門診療センター構築のモデルケースから学ぶ：
九州モデル
4.ACHD専門診療センター構築のモデルケースから学ぶ：
長野モデル
5.沖縄圏におけるACHD専門診療センターの
構築の現状と課題
6.静岡県立病院機構内ACHD
専門診療体制の現状と課題

森田 紀代造
東京慈恵会医科大学
心臓外科

2020.1.19 2019.9

1908-B-032 東京都 第14回子どもの食育を考えるフォーラム
第14回子どもの食育を考えるフォーラム
～子どもたちの健康を守るために知っておきたい！
「ヘルスリテラシー」と食育～

位田 忍 大阪母子医療センター 2020.1.25 2019.9

1908-B-033 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第4回スポーツ医学セミナー
（兼 第26回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

ジュニアアスリートに必要な婦人科の知識 田中 敏博 静岡厚生病院 小児科 2020.2.22 2019.9

1908-B-034 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第4回スポーツ医学セミナー
（兼 第26回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

陸上ジュニアアスリートの現状と取り組み 田中 敏博 静岡厚生病院 小児科 2020.2.22 2019.9

1908-B-035 東京都
第21回日本子ども健康科学会
学術大会

小児科医のみた『いのちの輝き』 柴田 玲子
聖心女子大学
現代教養学部心理学科

2020.3.7 2019.9

1908-B-036 東京都
第21回日本子ども健康科学会
学術大会

シンポジウム1
「子どもにとってやさしい医療」

柴田 玲子
聖心女子大学
現代教養学部心理学科

2020.3.7 2019.9

1908-B-037 東京都
第21回日本子ども健康科学会
学術大会

発達障害の心を育む治療 柴田 玲子
聖心女子大学
現代教養学部心理学科

2020.3.8 2019.9

1908-B-038 東京都
第21回日本子ども健康科学会
学術大会

これからの社会の中でいかに子どもを守るか 柴田 玲子
聖心女子大学
現代教養学部心理学科

2020.3.8 2019.9

1908-B-039 福井県 第122回日本小児精神神経学会 発達障害のある子どもの家族への支援 友田 明美
福井大学
子どものこころの発達研究センター

2019.11.2 2019.9

1908-B-040 福井県 第122回日本小児精神神経学会 小児精神神経科領域とトラウマインフォームドケア 友田 明美
福井大学
子どものこころの発達研究センター

2019.11.2 2019.9

1908-B-041 福井県 第122回日本小児精神神経学会
シンポジウム3
「神経発達症」に関する研究の最前線
ー連合小児発達学研究科の取り組みー

友田 明美
福井大学
子どものこころの発達研究センター

2019.11.3 2019.9
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1908-B-042 福井県 第122回日本小児精神神経学会 子育てで一番大切なこと 友田 明美
福井大学
子どものこころの発達研究センター

2019.11.3 2019.9

1908-B-043 愛知県
第199回東三河小児科医会
学術講演会

こどもの頭痛
ー診断と治療ー

鈴木 敏弘 東三河小児科医会 2019.11.9 2019.9

1908-B-044 福井県
2019年度福井県小児科医会
第1回例会

好中球の異常と易感染性 橋本 剛太郎
福井県小児科医会長･
はしもと小児科クリニック

2019.11.9 2019.9

1908-B-045 愛知県
令和元年度
春日井･小牧小児在宅医療講習会

｢春日井市と小牧市の小児在宅の現状と課題｣
1)春日井市の一般医が担う小児･障害児者在宅医療
2)小牧市での小児･障害児者訪問診療の実際
〜20年を振り返って〜
3)春日井市での訪問看護･通所事業の役割と実践
4)小牧市での看護師を中心とした
地域包括支援と今後の課題

柵木 充明 公益社団法人愛知県医師会 2019.11.16 2019.9

1908-B-046 石川県
第327回日本小児科学会
北陸地方会

自閉スペクトラム症の多様性を測定する 和田 泰三
金沢大学医薬保健研究域医学系
小児科学

2019.12.8 2019.9

1908-B-047 大阪府
2019年度第6回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

重症心身障がい児の栄養管理 鈴木 保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.11.7 2019.9

1908-B-048 兵庫県 阪神小児在宅研修会 小児在宅医療が切り開く地域共生社会 谷口 賢蔵 西宮市医師会 2019.11.16 2019.9

1908-B-049 大阪府
第13回’つながる’
胎児エコーみらいの会

ファロー四徴症の診断・管理・治療 萱谷 太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.11.20 2019.9

1908-B-050 兵庫県
第72回兵庫県小児科医会
小児医学講座

一般小児科診療所でもできる小児在宅医療 藤田 位 兵庫県小児科医会 2019.11.30 2019.9

1908-B-051 兵庫県
第72回兵庫県小児科医会
小児医学講座

在宅医療への移行から見た新生児医療の変遷 藤田 位 兵庫県小児科医会 2019.11.30 2019.9

1908-B-052 滋賀県
第17回日本小児心身医学会
関西地方会

不登校の臨床～子どもが再び社会で育つために～ 龍田 直子 大津市子ども発達センター 2020.1.26 2019.9

1908-B-053 大阪府 第57回近畿小児腎臓病研究会 腎疾患におけるiPSに関する研究（仮） 金子 一成 関西医科大学小児科 2020.3.28 2019.9

1908-B-054 岡山県
第314回
岡山市小児科専門医会 11月例会

岡山市の発達障害児支援の現状 樋口 譲二 樋口クリニック 2019.11.9 2019.9

1908-B-055 島根県 第71回中国四国小児科学会 骨系統疾患診療update 竹谷 健 島根大学医学部小児科 2019.11.9 2019.9

1908-B-056 島根県 第71回中国四国小児科学会

小児医療における
チャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)の役割
-子どもの”がんばる力”を引き出すポイント
①CLSの役割と心理社会的支援の必要性
②化学療法を受ける子どもと
その家族に対するCLSの関わり
③手術を受ける子どもへのCLSの関わり

竹谷 健 島根大学医学部小児科 2019.11.10 2019.9

1908-B-057 広島県
第306回 呉小児科医会
学術講演会

小児の結核 渡辺 弘司 渡辺小児科循環器科クリニック 2019.11.15 2019.9

1908-B-058 鳥取県
第526回鳥取県
東部小児科医会例会

「自閉症の最近の知見」 石谷 暢男 石谷小児科医院 2019.11.20 2019.9

1908-B-059 鳥取県 第547回小児診療懇話会
「小児肥満診療の動向：
小児肥満症診療ガイドラインと幼児肥満ガイドについて」

長田 郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.11.20 2019.9

1908-B-060 高知県
第41回日本小児腎不全学会
学術集会

「DOHaD(ドーハッド）説からみた
胎生期環境と腎臓循環器疾患」
-Nitri-epigenomicsとDOHaDからー

藤枝 幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.11.29 2019.9

1908-B-061 岡山県
第50回中国・四国
点頭てんかん研究会

「重症心身障害児・者のてんかん」(仮題) 市山 高志
鼓ヶ浦こども医療福祉センター
小児科

2020.3.14 2019.9



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 承認年月

1908-B-062 長崎県
日本人類遺伝学会
第64回大会

テーマ「先天異常疾患の遺伝子解析最前線」
①日本の先天異常疾患解析の現状
②小児神経疾患の遺伝子解析最前線：
脳形成異常とてんかん性脳症
③新生児・乳児胆汁うっ滞疾患と遺伝学的検査・
診断の最前線
④遺伝性腎疾患の包括的遺伝子解析
⑤小児心筋症における次世代シーケンサーによる
網羅的解析の成果
⑥先天性甲状腺機能低下症の包括的遺伝子解析：
14年の解析経験

増﨑 英明
長崎大学名誉教授/
学長特別補佐/
附属図書館長

2019.11.7 2019.9

1908-B-063 長崎県
第202回長崎市小児科医会
学術研修会

川崎病 up to date
～診断基準改定を中心に～

神村 直久 長崎市小児科医会 2019.11.21 2019.9

1908-B-064 佐賀県 九州小児不整脈研究会 心内心電図の見方 田崎 考 佐賀整肢学園こども発達医療センター 2019.11.23 2019.9
1908-B-065 佐賀県 九州小児不整脈研究会 小児の心室細動 田崎 考 佐賀整肢学園こども発達医療センター 2019.11.23 2019.9

1908-B-066 佐賀県 九州小児不整脈研究会
頻拍の機序と起源を見抜くための
心電図判読トレーニング

田崎 考 佐賀整肢学園こども発達医療センター 2019.11.24 2019.9

1908-B-067 佐賀県 九州小児不整脈研究会 小児のデバイス治療 田崎 考 佐賀整肢学園こども発達医療センター 2019.11.24 2019.9

1908-B-068 鹿児島県
第44回ハイリスク児
フォローアップ研究会

ハイリスク児の長期予後
～精神科を受診する子ども達～

河野 由美 自治医科大学小児科 2019.11.27 2019.9

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8
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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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8
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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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8
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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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8
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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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8
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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8
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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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.8

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7
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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 2019.7
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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7
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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7
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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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7
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 2019.7
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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7
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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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

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 2019.7

1905-B-001 北海道
臨床遺伝2019 in Sapporo
（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）

シンポジウム6
遺伝性疾患の治療の最新動向

櫻井 晃洋 札幌医科大学医学部遺伝医学 2019.8.4 2019.6

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
 （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

川﨑 琢也 新潟県小児科医会 2019.9.29 2019.6
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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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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    ・
三浦 健一郎
・飯島 一誠

・東京女子医科大学 腎臓小児科、
日本小児腎臓病学会
・東京女子医科大学 腎臓小児科、
日本小児体液研究会
・神戸大学 小児科、
日本小児高血圧研究会

2019.9.15 2019.6

1905-B-009 三重県

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

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 2019.6

1905-B-010 三重県

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

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 2019.6

1905-B-011 愛知県 第12回愛知県小児臨床研究会
大学人として過ごした50年
ーおもしろい研究とはー

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

2019.8.9 2019.6

1905-B-012 富山県 第55回中部日本小児科学会 思春期の性の現状と課題 足立 雄一 富山大学医学部小児科 2019.8.25 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

1905-B-017 石川県 第27回中部日本小児腎臓病研究会 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 2019.6

1905-B-018 大阪府
大阪小児科医会
第16回子どものこころの研修会

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

1905-B-021 大阪府
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

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 2019.6

1905-B-022 和歌山県
第339回和歌山小児科医会
学術講演会

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 2019.6
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1905-B-023 大阪府
第57回大阪小児呼吸器談話会
（日本小児呼吸器学会地方会）

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 2019.6

1905-B-024 兵庫県
第74回但馬地区
小児科医懇話会

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 2019.6

1905-B-025 大阪府
第28回日本小児心筋疾患学会
学術集会

機械的循環補助の理論と実際（仮） 村上 洋介
大阪市立総合医療センター
小児循環器内科

2019.10.19 2019.6

1905-B-026 大阪府
第295回堺市医師会
小児科医会学術例会

小児消化管感染症UPDATE 大島 利夫
専門学校ベルランド
看護助産大学校

2019.11.2 2019.6

1905-B-027 奈良県 第22回奈良県小児保健学会
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 2019.6

1905-B-028 鳥取県
令和元年度鳥取県小児科医会
学術集会

【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」

長田 郁夫 鳥取県小児科医会 2019.8.25 2019.6

1905-B-029 岡山県 第100回美作こども医療研究会 津山から紹介のあった小児外科症例から 梶 俊策 津山中央病院小児科 2019.8.26 2019.6

1905-B-030 高知県
第96回日本小児科学会
高知地方会

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
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.9.8 2019.6

1905-B-031 高知県
第96回日本小児科学会
高知地方会

今すぐできる発達障害診療 藤枝 幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.9.8 2019.6

1905-B-032 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

発達性協調運動障害(仮) 宮崎 雅仁 小児科内科三好医院 2019.9.8 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6
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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

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 2019.6

1904-B-001 北海道 旭川市小児漢方研究会 診療の抽斗を増やしてくれる漢方治療 土田 晃 土田こどもクリニック 2019.7.3 2019.5



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 承認年月

1904-B-002 北海道
日本ラクテーション・コンサルタント協会
第46回母乳育児支援学習会in札幌

早産児に対するEHMD:
Exclusive Human Milk Dietの利点

瀬川 雅史 医療法人社団のえる小児科 2019.7.6 2019.5

1904-B-003 北海道
日本ラクテーション・コンサルタント協会
第46回母乳育児支援学習会in札幌

NICUでの母乳分泌の確立と維持
UP TO DATE 母乳の保存と取り扱いを含む

瀬川 雅史 医療法人社団のえる小児科 2019.7.6 2019.5

1904-B-004 北海道 札幌市小児科医会研究会
学校検尿および日常診療中の
尿異常と腎疾患

母坪 智行 札幌市小児科医会 2019.7.17 2019.5

1904-B-005 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

BEAMS Stage 1 石倉 亜矢子
社会福祉法人 函館厚生院
函館中央病院

2019.7.26 2019.5

1904-B-006 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

BEAMS Stage 2 石倉 亜矢子
社会福祉法人 函館厚生院
函館中央病院

2019.7.26 2019.5

1904-B-007 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

居る、つながっている、会える
〜かかわり続けることに意味がある〜

石倉 亜矢子
社会福祉法人 函館厚生院
函館中央病院

2019.7.27 2019.5

1904-B-008 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

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
〜気づき・支え・次世代につなぐ
医療者の役割〜

石倉 亜矢子
社会福祉法人 函館厚生院
函館中央病院

2019.7.27 2019.5

1904-B-009 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

モーニングレクチャー
「虐待画像診断
ー見分けたいものと見るべきところー
超音波検査の有用性に注目しつつ」
「法医学からみた損傷所見の採取」

石倉 亜矢子
社会福祉法人 函館厚生院
函館中央病院

2019.7.28 2019.5

1904-B-010 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

トラウマインフォームドケア
〜虐待のある家庭の親子と関わる〜

石倉 亜矢子
社会福祉法人 函館厚生院
函館中央病院

2019.7.28 2019.5

1904-B-011 北海道
第16回日本小児心身医学会
北海道地方会

電子メディアの子どもへの影響
〜親子でメディアリテラシー
離れる力を育てよう〜

荒木 章子 氏家記念こどもクリニック 2019.7.28 2019.5

1904-B-012 北海道 第28回母乳育児シンポジウム

基調講演
「改訂2018母乳育児成功のための
10ヵ条およびBFH認定方式について」
「改訂授乳離乳の支援ガイドについて」

長屋 建
旭川医科大学病院
周産母子センター新生児科

2019.8.3 2019.5

1904-B-013 北海道 第28回母乳育児シンポジウム
特別講演
「アイヌ文化の世界観と育児」

長屋 建
旭川医科大学病院
周産母子センター新生児科

2019.8.4 2019.5

1904-B-014 北海道 釧路小児科医会学術研修会
児童虐待の予防や防止における
医療機関への期待
-多機関連携が円滑に機能するために-

仲西 正憲 釧路赤十字病院 2019.9.21 2019.5

1904-B-015 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会
多機能性エンベロープ型
ナノ構造体の創製とナノ医療への展開

坂田 宏 旭川厚生病院 小児科 2019.9.28 2019.5

1904-B-016 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会
臨床研究が叶える未来の医療
〜素朴な疑問から研究の実施に向けて〜

坂田 宏 旭川厚生病院 小児科 2019.9.28 2019.5

1904-B-017 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会
舌下免疫療法は
小児のアレルギー史を変えうるか？

坂田 宏 旭川厚生病院 小児科 2019.9.29 2019.5

1904-B-018 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会 旭山動物園における薬物療法 坂田 宏 旭川厚生病院 小児科 2019.9.29 2019.5

1904-B-019 宮城県 第2回発達障害多職種セミナー
発達性読み書き障害のすべて
～T式ひらがな 音読支援による理論と実践

呉 繁夫 東北大学医学部小児科 2019.7.19 2019.5

1904-B-020 青森県
2019年青森県小児科医会
学術講演会

母乳育児推進のために・・
母乳栄養児のビタミンD欠乏の現状と対策

差波 司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2019.7.20 2019.5

1904-B-021 青森県
2019年青森県小児科医会
学術講演会

明らかになってきたダウン症の
白血病発症の仕組み

差波 司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2019.7.20 2019.5

1904-B-022 秋田県
第115回日本小児科学会
秋田地方会

一市立病院小児科のPICU新設・
常勤医増員戦略
～小児科医9人から29人へ～

高橋 勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2019.7.27 2019.5



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 承認年月

1904-B-023 秋田県
第115回日本小児科学会
秋田地方会

Respiratory Syncytial Virus 感染症と
中枢神経感染症
―疫学研究による罹患病態解析―

高橋 勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2019.7.27 2019.5

1904-B-024 東京都 第30回城北成育医療研究会 小児の四肢疼痛の鑑別と診断 森岡 一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.7.4 2019.5

1904-B-025 埼玉県
第7回彩の国予防接種推進協議会
ワクチンフォーラム

現在の日本の風疹対策 峯 眞人 医療法人自然堂 峯小児科 2019.7.7 2019.5

1904-B-026 千葉県
第5回千葉県小児科医会
小児臨床カンファレンス

小児の切創、挫創、やけどなどの
初期対応、処置

佐藤 好範
医療法人社団健育会
さとう小児科医院

2019.7.13 2019.5

1904-B-027 東京都 第23回ちよだ小児疾患検討会
川崎病 診断の手引改訂第６版：
作成の経緯と今後の展望

渕上 達夫
日本大学病院総合診療センター
小児科

2019.7.17 2019.5

1904-B-028 東京都 子ども心の諸問題と依存 ゲーム依存症 小枝 達也 国立成育医療研究センター 2019.7.19 2019.5

1904-B-029 東京都 子ども心の諸問題と依存
人はなぜ依存症になるのか
ー回復支援のためのヒント

小枝 達也 国立成育医療研究センター 2019.7.19 2019.5

1904-B-030 東京都 第7回臍帯血による再生医療研究会
自己臍帯血幹細胞治療の臨床効果と
今後の課題

中林 正雄 総合母子保健センター愛育病院 2019.7.20 2019.5

1904-B-031 東京都 第６回成育サマーセミナー 障害を抱えた子どもの就学と就労

中川 聡
石黒 精
小枝 達也
窪田 満

国立成育医療研究センター 2019.7.20 2019.5

1904-B-032 東京都 第６回成育サマーセミナー 小児医療における在宅支援の意味

中川 聡
石黒 精
小枝 達也
窪田 満

国立成育医療研究センター 2019.7.20 2019.5

1904-B-033 東京都 第６回成育サマーセミナー 遺伝子治療はここまで来ている

中川 聡
石黒 精
小枝 達也
窪田 満

国立成育医療研究センター 2019.7.21 2019.5

1904-B-034 東京都 第６回成育サマーセミナー
小児科医に知ってほしい
不妊扶育治療の今

中川 聡
石黒 精
小枝 達也
窪田 満

国立成育医療研究センター 2019.7.21 2019.5

1904-B-035 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第3回スポーツ医学セミナー
（兼第21回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

我国におけるサプリメントのアンチ・
ドーピング認証プログラムの実態：
うっかりと言ってられないサプリメントによる
うっかりドーピングを防ぐには

田中 敏博 静岡厚生病院 小児科 2019.7.27 2019.5

1904-B-036 静岡県 第2708回診療協議会
官学民三者協働事業として発足した
神戸の初期救急
～その現状と課題について～

横田 卓也 よこたこどもクリニック 2019.8.8 2019.5

1904-B-037 東京都
ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

小枝 達也 国立成育医療研究センター 2019.8.24 2019.5

1904-B-038 群馬県
第61回群馬県小児保健会
研究集会

小児保健(医療、行政、教育）で
考えなければならないLGBTの課題

荒川 浩一
群馬大学大学院医学系研究科
小児科学分野

2019.8.29 2019.5

1904-B-039 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 脳機能モニタリング 中林 正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.9 2019.5

1904-B-040 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 新生児の循環管理 中林 正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.9 2019.5

1904-B-041 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 周産期における生命倫理 中林 正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.10 2019.5

1904-B-042 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 新生児の呼吸管理 中林 正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.10 2019.5
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1904-B-043 神奈川県 第27回みなと小児疾患研究会 乳幼児のアトピー性皮膚炎と食物アレルギー 磯崎 淳
横浜市立みなと赤十字病院
小児科

2019.9.10 2019.5

1904-B-044 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞
遺伝子診断と遺伝カウンセリング
ー先天異常症のみかたー

中林 正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.11 2019.5

1904-B-045 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 新生児の栄養・体液管理 中林 正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.11 2019.5

1904-B-046 東京都 第67回板橋区小児科医会 小児消化器疾患、最近の話題 依藤 壽 板橋区小児科医会 2019.9.12 2019.5

1904-B-047 東京都
第657回日本小児科学会
東京都地方会懇話会

予防接種と免疫不全 河島 尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2019.9.14 2019.5

1904-B-048 東京都 第９回乳幼児学校保健研修会 小児がんについての基礎知識 稲光 毅 日本小児科医会 2019.9.15 2019.5
1904-B-049 東京都 第９回乳幼児学校保健研修会 性教育について 稲光 毅 日本小児科医会 2019.9.15 2019.5

1904-B-050 東京都
ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

小枝 達也 国立成育医療研究センター 2019.11.9 2019.5

1904-B-051 東京都
第659回日本小児科学会
東京都地方会懇話会

小児循環器のファーストタッチからの専門診療編へ 河島 尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2019.12.14 2019.5

1904-B-052 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

新生児期から重篤な神経疾患を
抱えるこどものこれからについて話し合う
〜アドバンス・ケア・プランニングについて考える～

中村 友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.13 2019.5

1904-B-053 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

NAVA International Symposium 中村 友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.13 2019.5

1904-B-054 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

2020年 NICUに入院している
新生児の痛みのケアＧＬ改定案

中村 友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.14 2019.5

1904-B-055 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

新生児科医の働き方改革 中村 友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.14 2019.5

1904-B-056 愛知県
第51回日本小児神経学会
東海地方会

先天代謝異常と中枢神経系
ーケトン体代謝を中心にー

大西 秀典 岐阜大学医学部附属病院 2019.7.27 2019.5

1904-B-057 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム
22q11.2欠失症候群の包括治療

夏目 長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.27 2019.5

1904-B-058 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム
葉酸

夏目 長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.27 2019.5

1904-B-059 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

ワークショップ：
顎顔面/耳 形成手術

夏目 長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.28 2019.5

1904-B-060 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム
先天異常モニタリング

夏目 長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.28 2019.5

1904-B-061 愛知県
名古屋市小児科医会
講演会

自然免疫とアレルギー疾患 江口 秀史 江口医院 2019.10.27 2019.5

1904-B-062 愛知県
名古屋市小児科医会
講演会

発達障害と乳幼児健診 江口 秀史 江口医院 2019.10.27 2019.5

1904-B-063 大阪府
大阪小児科医会
第194回学術集会

学童の近視にチャレンジする！ 田尻 仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.7.6 2019.5
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1904-B-064 大阪府
2019年度第3回
大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児の集中治療とPICUホットライン 鈴木 保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.7.18 2019.5

1904-B-065 和歌山県
第36回日本小児臨床
アレルギー学会

子どものこころとからだを診る
～心身症・発達障害の親子へのかかわり～
心身症専門医からの提言

土生川 千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.27 2019.5

1904-B-066 和歌山県 第36回日本小児臨床アレルギー学会 新しい時代が始まる！AIと小児喘息 土生川 千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.27 2019.5

1904-B-067 和歌山県 第36回日本小児臨床アレルギー学会
ここでしか聞けない！
解剖から臨床までの呼吸器学

土生川 千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.28 2019.5

1904-B-068 和歌山県 第36回日本小児臨床アレルギー学会

喘息児に対する患者教育
喘息死から学んだこと
子どもの目線から見た喘息治療
～今日に至るまで～

土生川 千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.28 2019.5

1904-B-069 大阪府 第26回国循小循夏季セミナー

シンポジウム：
新生児の循環管理
（新生児の先天性心疾患、
新生児の集中治療）

黒嵜 健一
国立循環器病研究センター
小児循環器科

2019.8.4 2019.5

1904-B-070 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム1
若年2型糖尿病：
長期予後不良な本疾患をどうみるか？

依藤 亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.26 2019.5

1904-B-071 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム2
小児のdifficult thyroid

依藤 亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.26 2019.5

1904-B-072 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム5
Updates in epigenetics:from rare
to common disorders.

依藤 亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.27 2019.5

1904-B-073 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム6
性分化異常症：診療と研究の進歩

依藤 亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.28 2019.5

1904-B-074 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム7
小児がんの内分泌診療：
現場のニーズとガイドライン

依藤 亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.28 2019.5

1904-B-075 香川県
第146回西讃小児科医会
学術講演会

「NICU入院歴のある児が外来にやってきた！
～少しだけ気をつけて頂きたいこと～」

森本 雄次 もりもとこどもクリニック 2019.7.11 2019.5

1904-B-076 徳島県
第205回徳島県
小児科医会学術講演会

小児科医が知っておきたい小児外科疾患 田山 正伸
徳島県小児科医会、
田山チャイルドクリニック

2019.7.17 2019.5

1904-B-077 鳥取県 第545回小児診療懇話会
「二次病院小児科における
神経系疾患紹介患者の実態について
～てんかん、頭痛を中心に～

長田 郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.7.17 2019.5

1904-B-078 広島県 第77回広島県小児科医会総会 初心者のための小児エコー 新田 康郎 新田小児科 2019.7.21 2019.5

1904-B-079 鳥取県
日本小児科学会鳥取地方会
第73回例会

小児科領域のゲノム医療 岡田 晋一 
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2019.7.21 2019.5

1904-B-080 広島県 第263回 安佐小児臨床懇話会 小児の自己炎症症候群 杉野 禮俊 杉野小児科 2019.7.24 2019.5

1904-B-081 岡山県 第219回倉敷小児科専門医会
RSウイルス感染症
ー流行期の変化とその対策ー

尾内 一信
川崎医科大学附属病院
小児科

2019.7.24 2019.5

1904-B-082 高知県
2019年度高知県
小児保健協会総会・学会

医療的ケア児を地域で支える 藤枝 幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.8.1 2019.5

1904-B-083 山口県
2019年度山口県
小児科医会総会・特別講演

「性同一性障害の子どもたち」(仮) 田原 卓浩 山口県小児科医会 2019.8.4 2019.5

1904-B-084 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「子どもの心の病を家族と治療する
～家族療法システムズアプローチの
小児科臨床での使い方」

河野 政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.13 2019.5

1904-B-085 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「力動精神医学が
子どもの治療にもたらしたもの」

河野 政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.13 2019.5

1904-B-086 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「ポジションチェンジ(人格交替催眠技術)が
示唆する対人記憶処理の重要性」

河野 政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.14 2019.5
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1904-B-087 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「発達障害児にも使える東洋医学・
漢方治療とその背景」

河野 政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.14 2019.5

1904-B-088 鳥取県
第17回小児神経学入門講座・
第38回米子セミナー

乳幼児健診における発達の診方と事後対応 前垣 義弘 鳥取大学医学部脳神経小児科 2019.9.14 2019.5

1904-B-089 佐賀県
第28回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

ワークショップ１
VURの治療：治療法の選択
①内科的治療と限界、
②VURのGradeと術式選択、
③Defluxの適応と長期予後、
④鏡視下手術の適応と問題点、
⑤開腹手術での盲点

野口 満 佐賀大学医学部泌尿器科 2019.7.4 2019.5

1904-B-090 佐賀県
第28回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

シンポジウム3
DSD：乳児期からAYA世代までの
問題点と対処
①基調講演、
②乳幼児の問題点と対処、
③男性型養育での問題点と対処、
④女性型養育での問題点と対処

野口 満 佐賀大学医学部泌尿器科 2019.7.5 2019.5

1904-B-091 長崎県
第132回長崎県県北小児科医会
学術講演会

AYA世代のがん 金氏 正弘 かねうじ小児科 2019.7.11 2019.5

1904-B-092 沖縄県 発達障害児支援に関する研修会 発達障害の理解と対応 宮城 雅也
公益社団法人
沖縄県小児保健協会

2019.7.11 2019.5

1904-B-093 佐賀県
第33回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

末梢血T細胞DNAメチル化にみる
微小変化型ネフローゼ症候群

大塚 泰史 佐賀大学医学部小児科 2019.7.13 2019.5

1904-B-094 佐賀県
第33回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

DOHaDの視点から考える腎疾患対策 大塚 泰史 佐賀大学医学部小児科 2019.7.13 2019.5

1904-B-095 佐賀県
第33回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

細胞外基質傷害の病理像の見方 大塚 泰史 佐賀大学医学部小児科 2019.7.14 2019.5

1904-B-096 大分県
2019年度 日本保育保健協議会
地区研修会 第1回大分県

～せーご先生の、クイズで学ぶ～
「保育所における感染症対策
ガイドライン2018年改訂版」と
「大分県版 学校・幼稚園における
食物アレルギー対応の手引き」

藤本 保 大分こども病院 2019.7.21 2019.5

1904-B-097 大分県
2019年度 日本保育保健協議会
地区研修会 第1回大分県

園と園医の協働
-園医が使命を果たすには-

藤本 保 大分こども病院 2019.7.21 2019.5

1904-B-098 福岡県 小倉小児科医会臨床懇話会
重症心身障害・発達障害における
小児科の役割
－総合療育センター小児科の現状－

吉田 雄司 よしだ小児科医院 2019.7.25 2019.5

1904-B-099 佐賀県
第84回佐賀小児科地方会
第208回日本小児科学会
長崎地方会 合同地方会

アレルギー疾患における感染症の重症化 松尾 宗明 佐賀大学医学部小児科 2019.7.28 2019.5

1904-B-100 福岡県
第29回日本外来小児科学会
年次集会

外来での発達障害児と家族の支援 吉永 陽一郎 吉永小児科医院 2019.8.31 2019.5

1904-B-101 宮崎県
第86回日本小児科学会
宮崎地方会

小児の食物アレルギーについて
～現場の対応から予防まで～

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

2019.9.1 2019.5

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 2019.4

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 2019.4
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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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4
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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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4
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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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4
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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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

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 2019.4

1902-Ｂ-001 北海道 札幌市小児科医会研究会
乳児股関節脱臼の早期診断・
早期治療の大切さ
〜検診体制再構築への取り組み〜

中田 修二 札幌市小児科医会 2019.5.14 2019.3

1902-Ｂ-002 北海道
2019年度第1回
旭川小児科医会

小児科一次救急での
抗菌薬適性使用を考える

長野 奈緒子
医療法人ながのこども
クリニック

2019.5.22 2019.3

1902-Ｂ-003 北海道 第16回医療的ケア研修セミナー
消化管運動異常の診断と栄養管理：
胃ろうの適応と効果・配慮点

石川 悠加
国立病院機構
八雲病院小児科

2019.10.6 2019.3

1902-Ｂ-004 北海道 第16回医療的ケア研修セミナー
全国の学校での
医療的ケア実施状況と課題

石川 悠加
国立病院機構
八雲病院小児科

2019.10.6 2019.3

1902-Ｂ-005 山形県
第111回日本小児科学会
山形地方会

ヒトの生命の恒常性維持システムと疾患について
～「視床下部症候群」としての
HPVワクチン副反応性疾患～

三井 哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2019.5.12 2019.3

1902-Ｂ-006 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第2stage・会津若松市開催

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指導管理表

竹内 真弓・
佐久間弘子

竹内こどもクリニック・
福島県小児科医会
小児の食物アレルギー対策委員長

2019.6.5 2019.3

1902-Ｂ-007 宮城県
第227回日本小児科学会
宮城地方会

発達性読み書き障害の診断と治療 呉  繁夫
東北大学大学院医学系研究科
小児病態学分野教授

2019.6.16 2019.3

1902-Ｂ-008 埼玉県
第176回日本小児科学会
埼玉地方会

新生児の貧血予防と新生児・
小児の輸血療法の指針

佐藤 清二
さいたま市立病院
小児科

2019.5.12 2019.3

1902-Ｂ-009 東京都
第24回国立成育医療研究センター
アレルギー臨床講話会

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン
2018の改訂ポイント

大矢 幸弘
国立成育医療研究センター
アレルギーセンター

2019.5.16 2019.3

1902-Ｂ-010 東京都
第571回 葛飾区医師会
小児科集談会

実臨床に役立つ
小児科領域の漢方治療

石川 辰雄 石川循環器クリニック 2019.5.21 2019.3

1902-Ｂ-011 東京都
第65回板橋区
小児科医科定例会

感染症・予防接種
（最近の話題ー2019）

依藤 壽 板橋区小児科医会 2019.5.21 2019.3

1902-Ｂ-012 東京都
第7回荏原病院
小児科医療連携の会

・こどものかぜの診かた
～薬剤耐性対策と抗菌薬の適正使用～
≪追加発言≫
・抗菌薬の適正使用
～世田谷区医師会の取り組みと現況～

髙柳 隆章
東京都保健医療公社
荏原病院 小児科

2019.5.23 2019.3
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1902-Ｂ-013 東京都 第30回小児医療セミナー

グループセッション【膠原病】
1.マクロファージ活性化症候群を合併した
若年性皮膚筋炎の一例
2.診断に苦慮した
全身性若年性特発性関節炎の１例
3.ミニレクチャー 小児リウマチ性疾患における
緊急性を要する病態

森尾 友宏    今
井 耕輔
前田 佳真
長島 彩子

東京医科歯科大学
小児科

2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-014 東京都 第30回小児医療セミナー 小児の中枢神経と感染症

森尾 友宏    今
井 耕輔
前田 佳真
長島 彩子

東京医科歯科大学
小児科

2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-015 東京都 第9回東日本小児リウマチ研究会
ループス腎炎の腎病理を学ぶ
ー結果報告書を読むための知識ー

五十嵐 徹
日本医科大学
小児科

2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-016 東京都 第9回東日本小児リウマチ研究会
皮膚科医が語る
乾癬と乾癬性関節炎

五十嵐 徹
日本医科大学
小児科

2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-017 東京都 第253回下町小児科懇話会
大人との違いから見る
小児の不定愁訴

小澤 美和
聖路加国際病院
小児科

2019.5.28 2019.3

1902-Ｂ-018 栃木県
平成31年度栃木県
小児保健総会・研修会

自閉スペクトラム症；
生涯に渡る支援のために

小坂 仁
自治医科大学
小児科学

2019.6.15 2019.3

1902-Ｂ-019 東京都
第111回東京小児科医会
学術講演会

知っておきたい母子感染 塙 佳生 東京小児科医会 2019.6.16 2019.3

1902-Ｂ-020 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

シンポジウム1
小児救急医による小児救急のためのエコー
1.小児救急外来における
Ｐoint-of-care Ultrasoundの応用
－症例を通して考えてみよう
2.小児救急のためのエコー検査
3.小児科救急で実践できる、
気道・肺・循環評価のためのエコー

市橋 光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.21 2019.3

1902-Ｂ-021 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

小児救急における画像診断の基本
・小児救急における単純Ｘ線の読み方
・小児救急における超音波検査

市橋 光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.21 2019.3

1902-Ｂ-022 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

Ｔhe身体診察
ー子どもの身体診察の深みへー

市橋 光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.22 2019.3

1902-Ｂ-023 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

救急外来で出会う代謝疾患への対応 市橋 光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.22 2019.3

1902-Ｂ-024 東京都 第19回新生児栄養フォーラム

シンポジウム1
「早産児・ＳＧＡ児の長期予後の諸問題」
●成長・体組成（低身長、肥満）
 ●生活習慣病（高血圧、2型糖尿病、脂質代謝異常）
●発達障害（自閉症スペクトラム症、
注意欠如多動症、限局性学習症）

森岡 一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.6.22 2019.3

1902-Ｂ-025 東京都 第19回新生児栄養フォーラム
Developmental Origins of
Healty and Disease(DOHaD)と非感染性疾患

森岡 一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.6.23 2019.3
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1902-Ｂ-026 千葉県

第18回国際小児呼吸器学会
（18th International Congress on
Pediatric Pulmonology:CIPPXVⅢ）
（併催・第5回アジア小児呼吸器学会：
5thAnnual Meeting ofAsian
Pediatric Pulmonology Society:5thAPPS

シンポジウム
「Chronic Suppurative Lung Disease
And Pneumonia」
(1)Pro.Con Debate:Protracted
Bacterial Bronchitis
-A Precursor to Bronchiectasis?
(2)Atypical Pneumonia:Etiology and Management.

高瀬 真人
日本医科大学
多摩永山病院小児科

2019.6.29 2019.3

1902-Ｂ-027 千葉県

第18回国際小児呼吸器学会
（18th International Congress on
Pediatric Pulmonology:CIPPXVⅢ）
（併催・第5回アジア小児呼吸器学会：
5thAnnual Meeting ofAsian
Pediatric Pulmonology Society:5thAPPS

シンポジウム
「Asthma and Preschool Wheezing
Disorders-Update」
(1)Difficult to Treat Asthma
(2)Lung Trajectories from
Childhood to Adulthood:
Determinants and Intervention Strategies.
 (3)Rural Function Against Asthma-Insight
for Primary Prevention.

高瀬 真人
日本医科大学
多摩永山病院小児科

2019.6.29 2019.3

1902-Ｂ-028 千葉県

第18回国際小児呼吸器学会
（18th International Congress on
Pediatric Pulmonology:CIPPXVⅢ）
（併催・第5回アジア小児呼吸器学会：
5thAnnual Meeting ofAsian Pediatric
Pulmonology Society:5thAPPS

シンポジウム
「Technology Advances in
Management of Lung Disease」
 (1)Non-invasive Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ ｏｆ
Ａｉｒｗａｙ Ｉｎｆｌａｍｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｉｎｆｅｃｃｔｉｏｎ．
(2)Will Long Distance and Remote
Assessment ever Work?
(3)Cardiopulmonary Exercise Test in Children.

高瀬 真人
日本医科大学
多摩永山病院小児科

2019.6.30 2019.3

1902-Ｂ-029 栃木県
第43回ハイリスク児
フォローアップ研究会

早産児・低出生体重児と
ＤＯＨaD(Developmental Origins of
Health and Disease)

河野 由美
自治医科大学
小児科学

2019.6.30 2019.3

1902-Ｂ-030 群馬県
第210回日本小児科学会
群馬地方会講話会

Ｇut health から考える
健康社会の近未来

荒川 浩一
群馬大学大学院医学系
研究科小児科学分野教授

2019.7.7 2019.3

1902-Ｂ-031 静岡県
静岡県小児症例検討会・
未来開拓セミナー2019

国立精神・神経医療研究センターに
おける小児神経診療と臨床研修

緒方 勤
浜松医科大学
小児科学教室

2019.7.19 2019.3

1902-Ｂ-032 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第３回スポーツ医学セミナー
（兼第21回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

正しい靴の選び方と履き方 田中 敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.7.27 2019.3

1902-Ｂ-033 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第３回スポーツ医学セミナー
（兼第21回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

スポーツ眼科 田中 敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.7.27 2019.3

1902-Ｂ-034 静岡県
第22回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

Ｂ型肝炎、小児期に感染するとどうなるか？ 田中 敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.8.3 2019.3

1902-Ｂ-035 東京都
第71回日本小児神経学会
関東地方会

小児神経疾患の排尿状態と管理について 小沢 浩
島田療育センター
はちおうじ

2019.9.28 2019.3

1902-Ｂ-036 東京都
第71回日本小児神経学会
関東地方会

親と子のストレングスに着目した
超早期療育をめざして

小沢 浩
島田療育センター
はちおうじ

2019.9.28 2019.3

1902-Ｂ-037 神奈川県
第47回日本小児東洋医学会
学術集会

小児に用いられる
漢方処方とその特性

豊川 達記 豊川小児科内科医院 2019.9.29 2019.3

1902-Ｂ-038 神奈川県
第47回日本小児東洋医学会
学術集会

子どもの漢方
～漢方薬の上手な効かせ方、のませ方～

豊川 達記 豊川小児科内科医院 2019.9.29 2019.3
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1902-Ｂ-039 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１
「心エコー図で迫る僧帽弁の形態機能診断：
臨床現場で活躍する新技術」
・画像診断のための僧帽弁解剖学
・３Dエコー図で診る･測る：
僧帽弁形態診断の実際
・ストレイン心エコー図で診る
僧帽弁機能と左室機能
･弁下部病変へのアプローチと
その臨床応用
・僧帽弁カテーテル治療の時代に向けて：
fusion imagingの可能性

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.10 2019.3

1902-Ｂ-040 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム３
「先天性心疾患：解剖と心エコー：
３D printing時代の心エコー
(心室中隔欠損、房室中隔欠損)」
・New application for Echocardiography
education by 3D printed model
・3Dprintingによる心臓モデル作成最前線
・胎児心エコーSTICを使用した３Dmodeling
・3D printing技術の臨床応用

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.10 2019.3

1902-Ｂ-041 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム７
「Fontan循環のABCと心エコーの役割」
・Keynote lectureフォンタンの予後
(問題点も含めて)最新情報
・フォンタン手術とは何か
・小児科の立場から：小児フォンタン患者の
心エコーの役割：成人期とここが違う
・内科の立場から：成人フォンタン患者の心エコー役割：
小児期とここが違う
・フォンタン術後の妊娠における心エコーの役割

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.11 2019.3

1902-Ｂ-042 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１０
「先天性心疾患術後遠隔期の心エコー：
小児期から成人期への移行に伴う変化」
・Right ventricle exposed to different loading conditions:
from Ebstein's to pulmonary
  hypertension
・Fontan循環
・房室弁機能
・大動脈弁及び大動脈系
・肺動脈系

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.11 2019.3

1902-Ｂ-043 愛知県
豊田加茂小児科医会総会
講演会

弱視の早期発見･早期介入を目指して
ｰ市･眼科・小児科の協働ｰ

高橋 昌久 医療法人 こどもクリニック・パパ 2019.5.11 2019.3



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 承認年月

1902-Ｂ-044 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１５
「修正大血管転位の修復のタイミングと方法」
・修正大血管転位を見逃さないために
・体心室右室の病態生理、予後に与える影響
・伝導路異常
・修正大血管転位の修復のタイミングと方法
(conventional repairとanatomical repair)
・外科的修復を考える場合に､
心エコーに要求されること一心室容積の評価、
弁の性状

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.12 2019.3

1902-Ｂ-045 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１９
「生涯病としての先天性心疾患：エブスタイン病」
・三尖弁の発生と先天性三尖弁閉鎖不全の病因
・小児期のエプスタイン病の臨床像と治療戦略
・成人期のエプスタイン病の臨床像と治療戦略
・エプスタイン病の外科治療とその問題点

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.12 2019.3

1902-Ｂ-046 岐阜県 第24回障害支援研究会
地域でのディスレクシアの支援
〜福井県での実践から〜

金子 英雄
（独）国立病院機構
長良医療センター

2019.5.26 2019.3

1902-Ｂ-047 愛知県 第61回日本小児神経学会学術集会

企画シンポジウム１：急性脳炎・脳症
ｰこれからの診断と治療ｰ
①東海小児神経研究会における
症例登録の現況と課題
②疾患レジストリーへの展開
Baby Cooling Japan 低体温療法
全国登録事業の経験から
③脳波モニタリングを用いた治療介入
④急性脳炎・脳症における代謝物分析
⑤全身管理ー小児集中治療の現場からー
⑥病態仮説に基づいたけいれん
重積型急性脳症の新規治療の試み

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

2019.5.31 2019.3

1902-Ｂ-048 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

シンポジウム４：小児てんかん診療update2019
①結節性硬化症と限局性皮質異形成
②特発性てんかん
③代謝異常症によるてんかん
④遺伝子異常によるてんかん
⑤免疫介在てんかん

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

2019.5.31 2019.3

1902-Ｂ-049 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

教育講演２
HHV-6の中枢神経病原性に関する
最近の話題

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

2019.6.1 2019.3
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1902-Ｂ-050 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

シンポジウム１２
①｢多動｣を主訴とする症例の診断と鑑別および
注意欠如多動症児への支援について
②｢かんしゃく・パニック｣を主訴とする
症例の診断と鑑別および
自閉スペクトラム症児への支援について
③｢勉強が苦手｣を主訴とする症例の診断と
鑑別および限局性学習症(学習障害)児への
支援について
④発達障害児のための社会資源

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

2019.6.1 2019.3

1902-Ｂ-051 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

教育講演１２
ATR-X症候群

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

2019.6.2 2019.3

1902-Ｂ-052 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

教育講演１３
骨格筋研究から見える生命現象の不思議

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

2019.6.2 2019.3

1902-Ｂ-053 三重県 第242回伊勢地区小児科医会
これだけは知っておきたい!
生物統計と臨床研究の基本

酒徳 浩之 医療法人 さかとく小児科 2019.6.19 2019.3

1902-Ｂ-054 大阪府 第9回‛つながる’胎児エコーみらいの会
(シンポジウム)
胎児診断された家族への支援について

萱谷 太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.5.15 2019.3

1902-Ｂ-055 大阪府
2019年度第1回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児の腎機能評価と腎代替療法 鈴木 保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.5.16 2019.3

1902-Ｂ-056 奈良県
第65回奈良県小児科医会
学術集会

小児心電図の読み方 新家 興 奈良県小児科医会 2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-057 奈良県
第65回奈良県小児科医会
学術集会

小児科医に知ってもらいたい脳神経外科疾患
ー見逃してはならない大事な兆候ー

新家 興 奈良県小児科医会 2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-058 大阪府
第6回大阪小児科医会総会・
教育セミナー

小児科医が支える「人生100年時代」 田尻 仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-059 滋賀県
平成31年度 第1回
滋賀小児科医会定期学術講演会

小児科・小児外科に共通する
日常外来診療

奥野 昌彦 おくのこどもクリニック 2019.6.23 2019.3

1902-Ｂ-060 滋賀県
平成31年度 第1回
滋賀小児科医会定期学術講演会

発達性読み書き障害の診断と治療
～T式ひらがな音読支援を中心に～

奥野 昌彦 おくのこどもクリニック 2019.6.23 2019.3

1902-Ｂ-061 奈良県
第3回
奈良呼吸器アレルギーセミナー

どうする？思春期喘息
ー内科への移行とGERー

南部 光彦 なんぶ小児科アレルギー科 2019.6.29 2019.3

1902-Ｂ-062 広島県
第517回広島市
小児科医会例会

小児科医が知って役立つ！小児歯科 森 美喜夫 もり小児科 2019.5.8 2019.3

1902-Ｂ-063 鳥取県 第543回小児診療懇話会
学校保健のトピックス・
思春期のメンタルの諸問題とその支援

長田 郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.5.8 2019.3

1902-Ｂ-064 岡山県
第312回
岡山市小児科専門医会

小児科外来診療における小児外科疾患
ーピットフォールとその回避ー

樋口 譲二 樋口クリニック 2019.5.11 2019.3

1902-Ｂ-065 鳥取県
第521回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児におけるヘリコバクター・
ピロリ感染の診断と治療と最近の話題」

石谷 暢男 石谷小児科医院 2019.5.15 2019.3

1902-Ｂ-066 広島県 安佐小児臨床懇話会
川崎病
～最近のトピックス～

杉野 禮俊 杉野小児科 2019.5.22 2019.3

1902-Ｂ-067 愛媛県
第99回日本小児科学会
愛媛地方会

こどもの健康を増進する
小児医療を目指して

石井 榮一
愛媛大学大学院
医学系研究科
小児科学

2019.5.26 2019.3

1902-Ｂ-068 岡山県 第24回岡山小児医療研究会 学校保健と成長曲線 塚原 宏一
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科

2019.6.2 2019.3

1902-Ｂ-069 香川県
第27回日本小児心身医学会
中国四国地方会

『個をみること』と『関係をみること』
ーアタッチメント研究の死角ー

牛田 美幸
四国こどもとおとなの医療センター
児童心療内科

2019.6.9 2019.3

1902-Ｂ-070 鳥取県
第522回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインに
基づく小児便秘症の診断と治療」

石谷 暢男 石谷小児科医院 2019.6.19 2019.3
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1902-Ｂ-071 岡山県
第30回日本小児神経学会
中国・四国地方会

TORCH
～防ぎたい、見逃さない、守ってあげたい

前垣 義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2019.7.20 2019.3

1902-Ｂ-072 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

下顎顔面形成異常をきたす症候群と
その対応

中川 尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.23 2019.3

1902-Ｂ-073 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

シンポジウム
先天性サイトメガロウイルス感染症

中川 尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.23 2019.3

1902-Ｂ-074 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

シンポジウム
小児の摂食・嚥下障害に対する診療連携

中川 尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.24 2019.3

1902-Ｂ-075 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

シンポジウム
気道異物
-その時どう対応するか？

中川 尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.24 2019.3

1902-Ｂ-076 長崎県
第39回長崎市
小児科医会総会特別講演

小児アトピー性皮膚炎 病態と治療 神村 直久 かみむら小児科 2019.5.25 2019.3

1902-Ｂ-077 福岡県 第213回筑後小児科医会セミナー
小児AMR対策
ー我々はどこにどうやって向かうべきか？-

本間 真一 筑後小児科医会 2019.5.30 2019.3

1902-Ｂ-078 鹿児島県
第171回日本小児科学会
鹿児島地方会

小児希少疾患の克服に向けて
病態から考える

河野 嘉文
鹿児島大学医学部
小児科

2019.6.2 2019.3

1902-Ｂ-079 熊本県
第23回熊本県
母性衛生学会学術集会

こどもの難病
早期診断と遺伝カウンセリング

田代 浩徳
熊本大学
母子看護学分野

2019.6.2 2019.3

1902-Ｂ-080 熊本県
第23回熊本県
母性衛生学会学術集会

出生前診断を改めて考える
ー事例を通して小児科医の立場からー

田代 浩徳
熊本大学
母子看護学分野

2019.6.2 2019.3

1902-Ｂ-081 福岡県
日本小児科学会
福岡地方会

がんに対する免疫療法の歴史、
現状、将来展望

楠原 浩一
産業医科大学
小児科

2019.6.8 2019.3

1902-Ｂ-082 大分県
大分県小児科医会
学術講演会

保育園・認定こども園と
小児科医の連携をさらに
発展させるために

石和 俊 石和こどもクリニック 2019.6.23 2019.3

1902-Ｂ-083 福岡県 小倉医師会園医会
排尿の自立
－北九州12000人の園児たちからの
メッセージｰ

宇野 卓也 小倉医師会 2019.6.25 2019.3

1902-Ｂ-084 熊本県 第148回熊本小児科学会
熱性けいれんの病態とマネジメント
（演者 松尾宗明）

中村 公俊
熊本大学
小児科

2019.6.30 2019.3

1902-Ｂ-085 福岡県 西日本小児アレルギー研究会
生物製剤の最近の知見
（演者 森晶夫）

小田嶋 博
国立病院機構
福岡病院

2019.8.17 2019.3

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2
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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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

1901-B-011 神奈川
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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

1901-B-015 神奈川
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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2
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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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

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 2019.2

1812-B-001 北海道
第9回日本小児禁煙研究会
学術集会

タバコフリーキッズから
タバコゼロ社会へ

今野 美紀
札幌医科大学
保健医療学部

2019.3.3 2019.1

1812-B-002 北海道
第9回日本小児禁煙研究会
学術集会

子どもの喫煙開始を防止するための
tabacco literacyとコミュニケーションスキル

今野 美紀
札幌医科大学
保健医療学部

2019.3.3 2019.1

1812-B-003 新潟県
第116回阿賀北
小児科臨床研究会

failure to thriveの臨床から見えてくるもの
～健診の実状からの提言～

嶋倉 泰裕 嶋倉小児クリニック 2019.3.2 2019.1

1812-B-004 宮城県
宮城県小児科医会
学術講演会

乳児期のけいれんを診たときの考え方 奥村 秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2019.3.14 2019.1

1812-B-005 岩手県
第2回発達障がい
対応力向上研修

ADHDにおける診断の実際
「大人になってからの
ADHDの方たちの状態像に向けて
～子どものうちに始める対応について～」

小原 紀彰 一般社団法人岩手県医師会 2019.3.21 2019.1

1812-B-006 岩手県
第2回発達障がい
対応力向上研修

発達障害児・者の発達の道筋と
身体および精神科的併存症

小原 紀彰 一般社団法人岩手県医師会 2019.3.21 2019.1

1812-B-007 静岡県
第255回浜松市小児科医会
研究会

1枚の超音波画像から
小児消化器疾患の病態を考える

太田 邦明 天竜こども医院 2019.3.6 2019.1
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1812-B-008 埼玉県 第138回埼玉小児疾患集談会

「医療安全セミナー」
・医療裁判の概要と統計
・医療過誤における法律上の責任
・事故事例（ケーススタディ）

浜野 晋一郎
埼玉県立小児医療センター
神経科

2019.3.7 2019.1

1812-B-009 静岡県 第1回アレルギー疾患拠点病院研修会
アトピー性皮膚炎の薬物療法
～プロアクティブ療法指導説明のコツ～

西田 光宏 浜松医療センター小児科 2019.3.13 2019.1

1812-B-010 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

不登校から見た神経発達症 作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17 2019.1

1812-B-011 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

チックの子は不安がいっぱい 作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17 2019.1

1812-B-012 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

子ども虐待と脳科学
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

作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17 2019.1

1812-B-013 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

アタッチメントが不安定な子どもの支援 作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17 2019.1

1812-B-014 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

思春期神経発達症への支援を考える 作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17 2019.1

1812-B-015 埼玉県
第13回プライマリケア医
（小児科、総合診療医）のための
子どもの心の診療セミナー

学習障害の診断と支援 作田 亮一
獨協医科大学埼玉医療センター
子どものこころ診療センター

2019.3.17 2019.1

1812-B-016 群馬県
第209回日本小児科学会
群馬地方会講話会

「小児医療の質と安全を考える
ー国内外の現状と将来構想」

荒川 浩一
群馬大学大学院医学系研究科
小児科学分野

2019.3.17 2019.1

1812-B-017 東京都 葛飾区医師会小児科集談会
小児期発症の心疾患：
生育に伴った問題点と注意点

石川 辰雄 石川循環器クリニック 2019.3.19 2019.1

1812-B-018 栃木県 第146回日本小児科学会栃木県地方会 乳幼児における喘鳴の診断と治療（仮） 吉原 重美 獨協医科大学小児科学 2019.3.24 2019.1

1812-B-019 富山県
第325回日本小児科学会北陸地方会
第41回日本小児科学会富山地方会

【シンポジウム】
子供の採血･血管確保時の苦痛緩和

足立 雄一 富山大学医学部小児科 2019.3.10 2019.1

1812-B-020 三重県
平成30年度
 みえ出産前後からの親子支援講習会

子育て世代包括支援センターの
目指すところ

松本 純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.3.21 2019.1

1812-B-021 三重県 平成30年度産婦健康診査研修会
妊産婦健診における
メンタルヘルスについて

松本 純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.3.21 2019.1

1812-B-022 三重県 平成30年度産婦健康診査研修会
母子保健
ー精神保健多職種連携の課題と解決

松本 純一
公益社団法人
三重県医師会

2019.3.21 2019.1

1812-B-023 石川県 第122回日本小児科学会学術集会
大学病院医育機関における
小児集中治療室の役割:
Academic pediatric critical care

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.19 2019.1

1812-B-024 石川県 第122回日本小児科学会学術集会
ERで遭遇する小児救急心疾患
-この疾患を見逃すな-

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.19 2019.1

1812-B-025 石川県 第122回日本小児科学会学術集会
人工胎盤
-周産期医療の限界に挑戦する-

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.19 2019.1

1812-B-026 石川県 第122回日本小児科学会学術集会 新生児疾患とサイトカイン 谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20 2019.1

1812-B-027 石川県 第122回日本小児科学会学術集会 心筋分化とiPS細胞研究 谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20 2019.1
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1812-B-028 石川県 第122回日本小児科学会学術集会

・新生児期に備わる内在性幹細胞が関連した
脳障害後の神経再生メカニズム
・再生できなかったはずの
神経の再生医療はここまで来た

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20 2019.1

1812-B-029 石川県 第122回日本小児科学会学術集会
新生児
-乳児食物蛋白誘発胃腸症:
新しい診療ガイドライン

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.20 2019.1

1812-B-030 石川県 第122回日本小児科学会学術集会
国際小児科学会(IPA),
アジアオセアニア
小児科学会(APPA)の活動について

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.21 2019.1

1812-B-031 石川県 第122回日本小児科学会学術集会
ゲノム編集技術を応用した
ヒト受精胚研究について

谷内江 昭宏
金沢大学
医薬保健研究域医学系
小児科

2019.4.21 2019.1

1812-B-032 富山県 第3回高岡市小児科医会講演会
小児の成長について

成長曲線のみかた
小栗 絢子 高岡市小児科医会 2019.4.23 2019.1

1812-B-033 福井県 第326回日本小児科学会北陸地方会
小児消化管疾患領域の
診療ガイドラインを実臨床でどのように使うか

大嶋 勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2019.6.9 2019.1

1812-B-034 愛知県
第15回日本小児科医会
生涯研修セミナー

子供のけいれん up to date 岡田 純一 愛知県小児科医会 2019.10.13 2019.1

1812-B-035 愛知県
第15回日本小児科医会
生涯研修セミナー

全エキソーム解析が変える小児医療 岡田 純一 愛知県小児科医会 2019.10.13 2019.1

1812-B-036 愛知県
第15回日本小児科医会
生涯研修セミナー

小児血液･腫瘍性疾患の最新医療 岡田 純一 愛知県小児科医会 2019.10.13 2019.1

1812-B-037 大阪府 第28回近畿新生児研究会
気になる子への対応の指導のために
～応用行動分析学～

南 宏尚
社会医療法人愛仁会
高槻病院

2019.3.2 2019.1

1812-B-038 京都府 第38回京都府小児保健研究会 食の入り口 滝田 順子 京都大学小児科 2019.3.3 2019.1

1812-B-039 京都府 第35回子どものこころと身体懇話会
学校に求められている
いじめへの対応と現状

藤田 克寿 京都小児科医会 2019.3.16 2019.1

1812-B-040 京都府 第35回子どものこころと身体懇話会 ネット社会と子どもたちの実態 藤田 克寿 京都小児科医会 2019.3.16 2019.1

1812-B-041 兵庫県 第3回小児在宅医療講習会
熊本地震・豪雨災害時の経験と
事後対策について

藤田 位
空地 顕一

兵庫県小児科医会
兵庫県医師会

2019.3.17 2019.1

1812-B-042 大阪府
第7回’つながる’
胎児エコーみらいの会

（シンポジウム）
胎児口唇口蓋裂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

2019.3.20 2019.1

1812-B-043 大阪府
大阪府南部児童虐待防止医療ネットワーク
第11回ネットワーク連絡会

大阪の子ども虐待予防の歴史とこれから 光田 信明 大阪母子医療センター 2019.3.24 2019.1

1812-B-044 大阪府 第221回大阪小児科学会
発達障害の考え方と
大阪府の支援の取り組み

大薗 恵一
大阪大学大学院
医学系研究科 小児科学

2019.4.6 2019.1

1812-B-045 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
乳児期からの心の発達
～その課題とかかわり方～

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.18 2019.1

1812-B-046 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
発達障がいの早期発見・対応
～大阪府行政とのとりくみ～

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.18 2019.1

1812-B-047 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 学童期発達障害児への医療的介入 内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.18 2019.1

1812-B-048 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 発達障がいのペアレント・トレーニング 内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.19 2019.1

1812-B-049 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 母子保健と子ども虐待予防 内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.19 2019.1

1812-B-050 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
被虐待児の社会的入院
～大阪の現状とその課題～

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.19 2019.1

1812-B-051 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
子どもの心身症をどう診るか
～その診たてと対応について～

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.5.19 2019.1

1812-B-052 大阪府 第11回こども心身セミナー
「小児消化器疾患に使う認知行動療法(CBT)」
過敏性腸症候群の心身医療(薬物+CBT)

冨田 和巳
一般社団法人大阪総合医学・
教育研究会
こども心身医療研究所

2019.5.26 2019.1
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1812-B-053 大阪府 第11回こども心身セミナー
「小児消化器疾患に使う認知行動療法(CBT)」
参加者による体験学習

冨田 和巳
一般社団法人大阪総合医学・
教育研究会
こども心身医療研究所

2019.5.26 2019.1

1812-B-054 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

疾患特異的iPS細胞を活用した
病態解明から創薬

藤田 克寿 京都小児科医会 2019.6.8 2019.1

1812-B-055 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

虐待を見たとき、あなたの頭の中に
起こる10のこと

藤田 克寿 京都小児科医会 2019.6.9 2019.1

1812-B-056 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

シンポジウム：
子育ての精神保健
～子育てに悩む親とともに～

藤田 克寿 京都小児科医会 2019.6.9 2019.1

1812-B-057 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

思春期の女性アスリートの問題点 藤田 克寿 京都小児科医会 2019.6.9 2019.1

1812-B-058 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

新しく始まった成長曲線を用いた
学校保健の現状と取りくみ

藤田 克寿 京都小児科医会 2019.6.9 2019.1

1812-B-059 京都府
第30回日本小児科医会
総会フォーラム

オキシトシンが作る母子の絆について 藤田 克寿 京都小児科医会 2019.6.9 2019.1

1812-B-060 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 子どもの心とことばの育ち 内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.14 2019.1

1812-B-061 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
感情のコントロールが困難な子どもへの
アンガーマネジメント

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.14 2019.1

1812-B-062 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 発達に課題のある児の睡眠について考える 内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.14 2019.1

1812-B-063 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
発達に課題のある児に対する
性の健康教育

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.15 2019.1

1812-B-064 大阪府 第21回「子どもの心」研修会 子どもの健康と笑い 内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.15 2019.1

1812-B-065 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
思春期における発達障害の理解と
支援を考える

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.15 2019.1

1812-B-066 大阪府 第21回「子どもの心」研修会
子どもの学習を考える
～医療にできることは何だろう？～

内海 裕美
公益社団法人日本小児科医会
業務執行理事

2019.7.15 2019.1

1812-B-067 岡山県 第311回 岡山市小児科専門医会 小児歯科と小児科の連携 樋口 譲二 樋口クリニック 2019.3.9 2019.1

1812-B-068 愛媛県
第71回愛媛県小児科医会
教育集会

市区町村における虐待予防
～保健・医療・福祉・教育の顔の見える
連携と小児科医の役割～

児玉 義史 愛媛県小児科医会会長 2019.3.10 2019.1

1812-B-069 愛媛県
第71回愛媛県小児科医会
教育集会

《総ての赤ちゃんにあたたかい家庭を》
『RAD.・反応性愛着障害、子どもが必死に訴える姿から』
～「愛知方式・赤ちゃん縁組」
30年余の経験で得たもの～

児玉 義史 愛媛県小児科医会会長 2019.3.10 2019.1

1812-B-070 香川県
香川県児童虐待防止医療連携強化事業
平成30年度第2回研修会

BEAMS Stage1 木下 あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2019.3.17 2019.1

1812-B-071 香川県
香川県児童虐待防止医療連携強化事業
平成30年度第2回研修会

BEAMS Stage2 木下 あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2019.3.17 2019.1

1812-B-072 鳥取県 第519回鳥取県東部小児科医会例会 小児クローン病の診断と治療と最近の知見 石谷 暢男 石谷小児科医院 2019.3.20 2019.1

1812-B-073 鳥取県 第102回山陰小児科学会 臍帯血幹細胞治療の新たな可能性 前垣 義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2019.3.24 2019.1

1812-B-074 岡山県 第217回倉敷小児科専門医会
小児がんの分子病態の解明と
新規克服法の開発

尾内 一信 川崎医科大学 2019.3.27 2019.1

1812-B-075 香川県
2019年度
香川県小児科医会
春期学術集会／総会

『小児のサイトカイン関連疾患
～自験例を中心に～』

永井 崇雄 永井小児科医院 2019.4.6 2019.1

1812-B-076 岡山県 第74回 岡山県小児科医会学術講演会 ダウン症候群とわたし 横山 裕司 岡山愛育クリニック 2019.4.7 2019.1

1812-B-077 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児のてんかん診療の勘どころ
ー発作の見分けのポイント：
治療の実際：新しいてんかん分類について

鈴木 由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30 2019.1
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1812-B-078 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児の脳波判読の勘どころ
ー基本的な読み方のポイント

鈴木 由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30 2019.1

1812-B-079 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
急性脳炎・脳症の勘どころ
ー初期対応と診断：
治療後のフォローアップについて

鈴木 由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30 2019.1

1812-B-080 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児の発達障害診療の勘どころ
－日常診療における発達障害の見分け方：
疾患ごとの特徴とその指導

鈴木 由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30 2019.1

1812-B-081 高知県 第5回小児神経学サテライトセミナー
小児の神経学的診察の勘どころ
－不随意運動をまじえて

鈴木 由香
松山赤十字病院
小児科

2019.6.30 2019.1

1812-B-082 熊本県
日本保育保健協議会
平成30年度 九州（第８）プロック研修会

保育園における感染症と
ワクチンの重要性
（演者 柳井雅明）

杉野 茂人 杉野クリニック 2019.3.3 2019.1

1812-B-083 熊本県
日本保育保健協議会
平成30年度 九州（第８）プロック研修会

新たな障害概念
『医療的ケア児』の保育園での対応

杉野 茂人 杉野クリニック 2019.3.3 2019.1

1812-B-084 県沖縄 第94回沖縄小児科学会

不明熱の診療
～いつ自己炎症性疾患を疑い、
どのように診断するか
（演者 西小森隆太）

中西 浩一
琉球大学
小児科

2019.3.17 2019.1

1812-B-085 熊本県
小児在宅医療支援センター
開設2周年記念講演会

治癒が望めない病気をもつ
こどもと家族を支える
～小児緩和ケアの視点から～
（演者 余谷暢之）

中村 公俊
熊本大学
小児科

2019.3.23 2019.1

1812-B-086 熊本県
小児在宅医療支援センター
シリーズセミナー
テーマ～腕頭動脈気管圧排～

重症心身障害児における
腕頭動脈気管圧排
～予防的腕頭動脈離断術の適応と実際～

中村 公俊
熊本大学
小児科

2019.4.12 2019.1

1812-B-087 熊本県 熊本小児科症例検討会
脳MRIで白質に異常所見を認め
脳生検により診断された片麻痺
（演者 澤田貴彰）

城戸 淳
熊本大学
小児科

2019.4.17 2019.1

1811-B-001 北海道
日本小児科学会
北海道地方会第304回例会

エキノコックス症と条虫症 東 寛
旭川医科大学
小児科

2019.2.17 2018.12

1811-B-002 北海道 札幌市小児科医会研究会
小児科医が知ってほしいこと
〜小児歯科からの発信〜

中田 修二 札幌市小児科医会 2019.3.5 2018.12

1811-B-003 宮城県 宮城県小児科医会学術講演会
PICU専門診療の意義
～宮城県立こども病院集中治療科の取り組み～

奥村 秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2019.2.7 2018.12

1811-B-004 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第2ステージ・郡山市開催

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.給食と学校生活指導管理表

竹内 真弓 竹内こどもクリニック 2019.3.6 2018.12

1811-B-005 岩手県 第29回東北小児腎臓病研究会
新規ステロイド感受性遺伝子とCrumbsからみた
特発性ネフローゼの病態

田中 完
弘前大学医学部
小児科

2019.3.9 2018.12

1811-B-006 埼玉県
第20回彩の国予防接種推進協議会
学術講演会

「すぐそこにいた、百日咳！
～2016年東京都文京区での
百日咳集団発生を経験して～」

峯 眞人
医療法人自然堂
峯小児科

2019.2.2 2018.12

1811-B-007 東京都 第26回日本ダウン症療育研究会
歩き方からわかること
～ダウン症児・者の理想的な歩き方を目指して～

小野 正恵
東京逓信病院
小児科

2019.2.2 2018.12

1811-B-008 東京都
2018年度 CDR（チャイルド・デス・レビュー）
国際シンポジウム

米国の40年のCDRの歴史から 溝口 史剛 前橋赤十字病院 2019.2.2 2018.12

1811-B-009 山梨県
第35回日本小児科学会
山梨神経懇話会

山梨県におけるLD児フォローのための
システム作りへの取り組み

相原 正男
山梨大学 健康・生活支援
看護学講座

2019.2.2 2018.12

1811-B-010 山梨県
第35回日本小児科学会
山梨神経懇話会

学習障害 診断と対応 相原 正男
山梨大学 健康・生活支援
看護学講座

2019.2.2 2018.12
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1811-B-011 埼玉県 第３４回小児連携医療研究会
地域小児１次救急医療現場からの
エビデンスの発信

土屋 喬義
医療法人
土屋小児病院

2019.2.4 2018.12

1811-B-012 東京都 板橋区医師会予防接種研修会
「予防接種の副反応・有害事象とリスク管理、
BCG接種手技も含めて」

水野 重樹 板橋区医師会 2019.2.8 2018.12

1811-B-013 神奈川県
第52回都築区小児科医会
北部病院連携勉強会

「一般小児科医が診る発達障害の診療」 百々 秀心
横浜市都築区
小児科医会

2019.2.8 2018.12

1811-B-014 東京都 第4回CReSS Medical Writingセミナー 医学論文執筆の基本2019 藤澤 隆夫
国立病院機構
三重病院

2019.2.9 2018.12

1811-B-015 東京都 第4回CReSS Medical Writingセミナー 論文に必要な英語表現 藤澤 隆夫
国立病院機構
三重病院

2019.2.9 2018.12

1811-B-016 東京都 第4回CReSS Medical Writingセミナー 基本的な統計手法の使い方 藤澤 隆夫
国立病院機構
三重病院

2019.2.9 2018.12

1811-B-017 山梨県 山梨小児在宅医療連携協議会 研修 在宅医療と災害対策 犬飼 岳史
山梨大学医学部
小児科

2019.2.9 2018.12

1811-B-018 埼玉県
第175回日本小児科学会
埼玉地方会

防衛医科大学校小児科における
小児血液腫瘍性疾患の診療・教育・研究

佐藤 清二
さいたま市立病院
小児科

2019.2.10 2018.12

1811-B-019 群馬県 群馬病児弱児療育研究会
「学童期の肥満
～なぜ肥満児対策に多機関連携が必要なのか～」

前田 昇三
伊勢崎市民病院
小児科

2019.2.16 2018.12

1811-B-020 神奈川県
第355回日本小児科学会
神奈川県地方会

新生児の非侵襲的呼吸管理：
現状と今後の展望

伊藤 秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2019.2.16 2018.12

1811-B-021 千葉県
日本保育保健協議会
平成30年度 関東（第３）ブロック研修会

「気づきの目
ー小さな「変かな？」に目を向けると
大きな「えっ大変！」は少なくなる」

服部 明子 府馬保育園 2019.2.17 2018.12

1811-B-022 千葉県
日本保育保健協議会
平成30年度 関東（第３）ブロック研修会

「保育所における感染症とその対策」 服部 明子 府馬保育園 2019.2.17 2018.12

1811-B-023 千葉県
日本保育保健協議会
平成30年度 関東（第３）ブロック研修会

「児童虐待の現状と今後の課題」 服部 明子 府馬保育園 2019.2.17 2018.12

1811-B-024 東京都
葛飾区医師会
小児科集談会

ワクチンスケジュール 百日咳、ムンプス、
HPVなど最近の話題

石川 辰雄 石川循環器クリニック 2019.2.19 2018.12

1811-B-025 東京都 第22回ちよだ小児疾患検討会 「不登校とゲーム依存」 渕上 達夫
日本大学病院総合
診療センター小児科

2019.2.20 2018.12

1811-B-026 埼玉県 第45回川越小児科臨床検討会
「明日から使える！小児外来・救急での
コツとピットフォール」

森脇 浩一
埼玉医科大学総合
医療センター小児科

2019.2.26 2018.12

1811-B-027 東京都
世田谷区小児医療技術向上
連携学術講演会

遺伝子治療の最新の動向と今後の展望
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

2019.2.27 2018.12

1811-B-028 東京都 小児がん地域連携推進研修会 「小児がんの画像診断：初診時の画像所見」 越永 徒道
日本大学医学部附属板橋病院
小児外科

2019.2.28 2018.12

1811-B-029 神奈川県 第61回神奈川小児神経懇話会 Device Aided Therapyを用いた運動異常症の治療 後藤 知英
神奈川県立こども医療センター
神経内科

2019.3.2 2018.12

1811-B-030 東京都 第85回関東小児腎臓研究会 先天代謝異常症における腎障害 秋岡 祐子
埼玉医科大学
小児科

2019.3.2 2018.12

1811-B-031 埼玉県
第70回日本小児神経学会
関東地方会

神経発達症児のこころの支援 山内 秀雄
埼玉医科大学
小児科

2019.3.16 2018.12

1811-B-032 静岡県
第17回静岡小児臨床
研究ネットワーク勉強会

「虫歯がないのに通う歯医者：
口腔健康の現状と課題」

田中 敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.3.16 2018.12

1811-B-033 東京都
第110回東京小児科医会
学術講演会

「子どものSOS」 塙 佳生 東京小児科医会 2019.3.17 2018.12
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1811-B-034 静岡県
第18回日本小児心身医学会
東海北陸地方会

シンポジウム
「子どもの虐待の対応に必要となるトラウマ治療と
精神科訪問看護システム」
1.子どものこころの診療所について
2.ひとり親家庭の現状
3.精神科訪問看護におけるパイロット研究
4.親子のトラウマ治療における現状と課題

山崎 知克
浜松市
子どものこころの診療所

2019.3.17 2018.12

1811-B-035 静岡県
第18回日本小児心身医学会
東海北陸地方会

「複雑性トラウマ障害の概念とその治療」 山崎 知克
浜松市
子どものこころの診療所

2019.3.17 2018.12

1811-B-036 愛知県
平成30年度東尾張
小児在宅医療講習会

医療的ケアの実際/(胃瘻・気管切開） 柵木 充明
公益社団法人
愛知県医師会

2019.2.9 2018.12

1811-B-037 愛知県
第275回日本小児科学会
東海地方会

未診断疾患イニシアチブと小児科学の近未来 高橋 義行
名古屋大学大学院
医学系研究科

2019.2.10 2018.12

1811-B-038 福井県
第62回福井県小児保健協会
学術集会

｢新生児聴覚スクリーニングについて
 ーこどもの難聴の早期発見のためにー」

竹内 惠子 福井大学教育学部 2019.2.10 2018.12

1811-B-039 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

「From Visiting To Staying〜面会から家族の時間に〜」
①「VisitingとStaying」
②｢乳児期早期の母子アタッチメントの重要性」
③「Stayingの現況」
④「NICU/GCUで現在行われているまた行うべき、
母子関係に焦点をあてたケア」
⑤｢母子関係を強化するための
プログラムとしての音楽療法」

廣間 武彦 長野県立こども病院 2019.2.15 2018.12

1811-B-040 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

「痛みのケアガイドライン」
①「ガイドラインちゃんと読んだことありますか？
〜ちゃんと読まなくても10分でわかる
GLスピードラーニング〜」
②｢痛みのガイドラインで現場はどのくらい変わったのか？
眼底検査や術後疼痛管理の実情は？
〜全国調査の結果から〜」
③「使いやすくなったEMLAクリームが変える
新生児の痛みのケア」
④「EMLA以外の薬理的鎮痛の解説
(術後痛を中心に)」

廣間 武彦 長野県立こども病院 2019.2.15 2018.12

1811-B-041 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

｢新生児黄疸アップデート」 廣間 武彦 長野県立こども病院 2019.2.15 2018.12

1811-B-042 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

｢安全かつ確実な観血的血圧測定
･動脈ルート管理を目指して
①｢どうやってみてるの？動脈ルート管理
施設間アンケート調査より」
②｢血圧波形が教えてくれること
〜血圧値だけじゃもったいないよ〜」
③「マンシェットとAライン。どちらで測る？正確なの？」
④｢信州で考える！非侵襲血行動態モニタリングの可能性」
⑤｢これで完璧！動脈ルート管理 セッションまとめ」

廣間 武彦 長野県立こども病院 2019.2.16 2018.12

1811-B-043 愛知県 第75回東海小児がん研究会
がん遺伝子検査による
プレシジョンメディシンの今後の展開

平山 雅浩
山田 鉄也

三重大学 小児科
社会医療法人厚生会
木澤記念病院 病理診断センター

2019.2.16 2018.12

1811-B-044 三重県
第5回東海三県
小児在宅医療研究会

全国の学校での医療的ケア実施の
現状と課題

岩本 彰太郎
三重大学
医学部附属病院

2019.2.17 2018.12

1811-B-045 岐阜県
平成30年度第3回
岐阜県小児科医会学術講演会

トラベルワクチンについて(仮) 久野 保夫 岐阜県小児科医会 2019.3.10 2018.12
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1811-B-046 愛知県
岡崎小児科医会
学術講演会

汗とアトピー性皮膚炎
意外な汗の免疫機能とその制御

水野 周久
医療法人川島小児科
水野医院

2019.3.22 2018.12

1811-B-047 石川県 第26回小児呼吸器セミナー

シンポジウム
｢小児の睡眠時無呼吸症候群のup to date」
(1)小児OSAの基本病態
(2)小児OSAの治療の最前線
(3)小児PSGの装着と解析

梅原  実 うめはらこどもクリニック 2019.4.19 2018.12

1811-B-048 大阪府
大阪小児科医会
第26回救急・新生児研修会

大阪府における災害時
小児周産期リエゾンの活動

田尻 仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.2.9 2018.12

1811-B-049 和歌山
第183回日本小児科学会
和歌山地方会

小児救急医療の特徴と今後の課題 鈴木 啓之
和歌山県立医科大学
小児科

2019.2.16 2018.12

1811-B-050 大阪府
第25回胎児心臓病学会
学術集会

心血管発生・形態形成に働くシグナル伝達系の
下流遺伝子群の意義

黒嵜 健一 国立循環器病研究センター 2019.2.16 2018.12

1811-B-051 大阪府
第22回大阪南部
小児科勉強会

日常診療でみられる小児の血液疾患 小垣 滋豊
大阪急性期・総合医療センター
小児科

2019.2.21 2018.12

1811-B-052 奈良県
第67回近畿医師会連合
学校医研究協議会総会

発達障害の理解と支援 広岡 孝雄
近畿医師会連合会学校
医研究協議会

2019.2.24 2018.12

1811-B-053 大阪府
第65回日本小児神経学会
近畿地方会

診断推論-診断する努力を継続すること 南 弘一
和歌山県立医科大学
小児科

2019.3.2 2018.12

1811-B-054 京都府 第32回近畿小児科学会 小児てんかん診療上の特徴と問題点 細井 創
京都府立医科大学
小児科学教室

2019.3.17 2018.12

1811-B-055 京都府 第32回近畿小児科学会
プライマリ・ケアにおける小児がん
-Oncologic Emergency-

細井 創
京都府立医科大学
小児科学教室

2019.3.17 2018.12

1811-B-056 兵庫県
第71回兵庫県小児科医会
小児医学講座

こども病院における遺伝子診療部門の役割 藤田 位 兵庫県小児科医会 2019.3.23 2018.12

1811-B-057 兵庫県
第71回兵庫県小児科医会
小児医学講座

小児の急性脳炎、脳症の画像診断 藤田 位 兵庫県小児科医会 2019.3.23 2018.12

1811-B-058 大阪府 第56回大阪小児呼吸器談話会 気管切開児の在宅管理 亀田 誠
大阪はびきの医療センター
小児科

2019.3.23 2018.12

1811-B-059 兵庫県
加古川小児科医会総会
学術講演会

「ペアレントトレーニング」の手法を用いた
保育現場における支援（仮題）

多木 秀雄 加古川小児科医会 2019.4.6 2018.12

1811-B-060 広島県
第1回日本アレルギー学会
中国四国地方会

小児科 小児気管支喘息の評価
ー呼吸機能を中心にー

秀 道広
広島大学大学院
医歯薬学総合研究科
皮膚科学

2019.2.2 2018.12

1811-B-061 広島県
第1回日本アレルギー学会
中国四国地方会

シンポジウム 広島県講習会
1)園・学校における食物アレルギー有症時対応：
ストレス軽減への取り組み
2)効果的なスキンケアについて考える
(アトピー性皮膚炎を中心に)

秀 道広
広島大学大学院
医歯薬学総合研究科
皮膚科学

2019.2.2 2018.12

1811-B-062 徳島県
平成30年度学校保健委員会
学術講演会

「クリニック外来での食物負荷試験と、
食物アレルギーの予防・治療のトピックス」

田山 正伸 徳島県医師会 2019.2.9 2018.12

1811-B-063 鳥取県 第57回山陰外科内科周産期研究会
「周産期の画像診断の進歩
ー胎児MRI-」(仮題）

神崎 晋
鳥取大学医学部周産期・
小児医学

2019.2.16 2018.12

1811-B-064 岡山県
第25回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウムⅠ：
乳幼児突然死の現状と将来～統計の視点から
① 病理剖検情報からみた乳幼児突然死(仮題)
② 人口動態統計にみる
乳幼児死亡統計の問題点(仮題)

宮石 智
岡山大学
法医学分野

2019.2.22 2018.12
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1811-B-065 岡山県
第25回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウムⅡ：
発展途上国における乳幼児突然死
① ルワンダにおける乳幼児突然死の
現状と将来(仮題)
② ミャンマーにおける乳幼児突然死の
現状と将来(仮題)

宮石 智
岡山大学
法医学分野

2019.2.23 2018.12

1811-B-066 岡山県
第25回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウムⅢ：
小児科診療と乳幼児突然死
① 一般小児科医の乳幼児突然死への
対応とその限界(仮題)
② 小児救急における
乳幼児突然死の問題点(仮題)

宮石 智
岡山大学
法医学分野

2019.2.23 2018.12

1811-B-067 高知県
第95回日本小児科学会
高知地方会

小児がん・白血病治療における最新医療
～次世代シークエンサーの臨床応用と
遺伝子導入T細胞療法～

藤枝 幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.2.24 2018.12

1811-B-068 岡山県 第97回美作こども医療研究会 20の努力で80点取る感染症診療 梶 俊策
津山中央病院
小児科

2019.2.25 2018.12

1811-B-069 鳥取県
鳥取県西部医師会
学校医講習会

「大人になれない・世界一寂しい・
自尊心の低い日本の子どもたち
～笑顔をとりかえす・正常をとりもどす！」

瀬口 正史 鳥取県西部医師会 2019.3.13 2018.12

1811-B-070 高知県
平成30年度高知県小児科医会総会
春季研修会

小児アレルギーについて 船井 守 高知県小児科医会 2019.3.30 2018.12

1811-B-071 福岡県 第305回筑豊小児科医会勉強会 発達障害の見方、考え方、つなぎ方 森田 潤 筑豊小児科医会 2019.2.7 2018.12

1811-B-072 鹿児島県
かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修

発達障害児及び保護者に対しての
地域におけるとりくみ
～かかりつけ医の役割と実践～

池田 琢哉 鹿児島県医師会 2019.2.13 2018.12

1811-B-073 熊本県 第147回熊本小児科学会 Rare diseaseから学ぶ 中村 公俊
熊本大学
小児科

2019.3.3 2018.12

1811-B-074 大分県
第107回日本小児科学会
大分地方会例会

エビデンスに基づく
小児ネフローゼ症候群治療

井原 健二
大分大学
医学部小児科

2019.3.3 2018.12

1811-B-075 福岡県
日本小児心身医学会
九州沖縄地方会

子どものEMDR,その活用と限界 山本 佳恵
医療法人飯塚恵仁会
たていわ病院

2019.3.10 2018.12

1811-B-076 福岡県
第484回福岡地区小児科医会
学術講演会

小児科クリニックにおける
労務管理のポイント

黒川 美知子
福岡地区
小児科医会

2019.3.27 2018.12

1811-B-077 福岡県
日本外来小児科学会
第29回春季カンファランス

小児科医だからこそできる1カ月健診
学ぶ、実践する、極める

吉永 陽一郎 吉永小児科医院 2019.4.7 2018.12

1811-B-078 福岡県
日本外来小児科学会
第29回春季カンファランス

地域で始まる在宅医療
やってみると繋がる！はじけるキッズケア

吉永 陽一郎 吉永小児科医院 2019.4.7 2018.12

1811-B-079 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

解決志向アプローチ：
問題ではなく、解決を扱う

髙山 修二
宮崎県
小児科医会

2019.5.26 2018.12

1811-B-080 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

2018沖縄県の麻疹アウトブレイク
―沖縄県はしかゼロプロジェクト19年の経験―

髙山 修二
宮崎県
小児科医会

2019.5.26 2018.12


