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1703-B-001 北海道 北海道 第28回日本夜尿症学会学術集会
特別講演
「夜尿症と発達障害」

柿崎　秀宏
旭川医科大学
腎泌尿器外科学

2017.7.15

1703-B-002 北海道 北海道
第14回日本小児心身医学会
北海道地方会

特別講演
「学童期におけるｱﾝｶﾞｰﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄ」

荒木　章子
北海道こども診療内科
氏家医院

2017.7.30

1703-B-003 北海道 北海道
札幌市小児科医会研究会
（平成29年8月例会）

「小児・思春期の頭痛
～頭痛薬の効く頭痛と効かない頭痛」

中田　修二 2017.8.19

1703-B-004 北海道 北海道 第69回北日本小児科学会
特別講演
「筋ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰ症の先駆的治療]

堤　裕幸 札幌医科大学小児科 2017.9.2

1703-B-005 北海道 北海道 函館小児科医会学術講演会
特別講演
「子どものいのちの傍らで」

山田　豊 函館小児科医会 2017.9.5

1703-B-006 北海道 北海道
札幌市小児科医会研究会
（平成29年9月例会）

「バイタルサインからみた小児救急医療～「気づき」を「行動」
に」

中田　修二 札幌市小児科医会 2017.9.16

1703-B-007 北海道 北海道 第27回北海道小児腎臓病研究会
「小児ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群の新規治療法開発と
病因探索研究」

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

2017.10.21

1703-B-008 北海道 北海道 第31回日本小児PD・HD研究会
教育講演
「医者は一人では何もできない」

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

2017.11.2～11.3

1703-B-009 北海道 北海道 第118回日本小児精神神経学会
研修ｾﾐﾅｰ
「発達障害児者の行動問題に関する機能分析ｱﾌﾟﾛｰﾁの実際」

安達　潤
北海道大学大学院
教育学研究院

2017.11.3～11.4

1703-B-010 北海道 北海道 第118回日本小児精神神経学会
基調講演
「教育周辺との連携-懸け橋としての医療-（仮）」

安達　潤
北海道大学大学院
教育学研究院

2017.11.3～11.4

1703-B-011 北海道 北海道 第118回日本小児精神神経学会
教育講演
「異年齢期ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞの発達学～
<ｲﾔｲﾔ期>を生み出す関係的力学の考察」

安達　潤
北海道大学大学院
教育学研究院

2017.11.3～11.4

1703-B-012 北海道 北海道
札幌市小児科医会研究会
（平成29年11月例会）

「一般診療での発達障害」 中田　修二 札幌市小児科医会 2017.11.4

1703-B-013 北海道 北海道 第31回日本小児脂質研究会
特別講演
「小児のNASH、NAFLD」

小杉山　清隆
医療法人渓仁会
手稲渓仁会病院　小児科

2017.11.4～11.5

1703-B-014 北海道 北海道 第31回日本小児脂質研究会
特別講演
「臨床検査における脂質測定」

小杉山　清隆
医療法人渓仁会
手稲渓仁会病院　小児科

2017.11.4～11.5

1703-B-015 北海道 北海道 第31回日本小児脂質研究会
特別講演
「内分泌からみた小児の肥満と脂質

小杉山　清隆
医療法人渓仁会
手稲渓仁会病院　小児科

2017.11.4～11.5

1703-B-016 北海道 北海道
日本小児科学会　北海道地方会
第300回例会

特別講演
「北海道の生まれの一小児科医に何が出来たのか？」

堤　裕幸 札幌医科大学小児科 2017.12.3

1703-B-017 東北 福島 第52回福島県小児科医会総会・学術講演会
記念講演
「小児の減感作療法～舌下免疫療法を中心に（仮）」

竹内　真弓 竹内こどもｸﾘﾆｯｸ 2017.7.2

1703-B-018 東北 福島 第52回福島県小児科医会総会・学術講演会
記念講演
「震災とこどものﾒﾝﾀﾙﾍﾙｽ（仮）」

竹内　真弓 竹内こどもｸﾘﾆｯｸ 2017.7.2

1703-B-019 東北 福島 第90回会津小児科医会講演会 「川崎病の治療と予後」 伊藤　俊晴 医療法人いとう子どもｸﾘﾆｯｸ 2017.7.12

1703-B-020 東北 岩手 第56回岩手周産期研究会
特別講演
「新生児低酸素症虚血性脳症に対する
自己臍帯血幹細胞治療」

千田　勝一 2017.8.5

1703-B-021 東北 山形 第106回日本小児科学会山形地方会
特別講演2「子育ての自然誌：ナミビア北中部のクンにおける養
育者―子ども間相互行為の事例から」

三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2017.8.26

1703-B-022 東北 山形 第106回日本小児科学会山形地方会 特別講演1「急性脳症の診療：新しいガイドラインの解説」 三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2017.8.26

1703-B-023 東北 新潟 第226回日本小児科学会新潟地方会
特別講演
「小児肝移植に関する最近の知見」

齋藤　昭彦 新潟大学医学部小児科 2017.8.26

1703-B-024 東北 新潟 第56回新潟県小児保健研究会
特別講演
「その抗菌薬、本当に必要ですか？
-抗菌薬の適正使用の重要性-」

齋藤　昭彦 新潟大学医学部小児科 2017.9.6
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1703-B-025 東北 宮城 第13回日本小児科医会生涯研修ｾﾐﾅｰ 「小児気管支喘息と咳嗽のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ活用のﾎﾟｲﾝﾄ」 奥村　秀定 宮城県小児科医会 2017.10.8

1703-B-026 東北 秋田 第12回日本小児心身医学会　東北地方会
会長講演
「心身症の背景に隠れた自閉症ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ特性」

渡部　泰弘
秋田県立医療療育ｾﾝﾀｰ
小児科

2017.10.15

1703-B-027 東北 福島
第36回東北・北海道小児科医会連合会総会・
学術講演会

「わが国の小児医療の課題と展望（仮）」 竹内　真弓 竹内こどもｸﾘﾆｯｸ 2017.10.21～10.22

1703-B-028 東北 福島
第36回東北・北海道小児科医会連合会総会・
学術講演会

「発達障害児診療における地域との連携（仮）」 竹内　真弓 竹内こどもｸﾘﾆｯｸ 2017.10.21～10.22

1703-B-029 東北 宮城 第224回日本小児科学会宮城地方会
特別講演
「ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病を見逃さない（仮題）」

呉　繁夫 日本小児科学会宮城地方会 2017.11.19

1703-B-030 東北 福島 第91回会津小児科医会講演会 「小児感染症における迅速診断ｷｯﾄの適応限界」 伊藤　俊晴 医療法人いとう子どもｸﾘﾆｯｸ 2017.12.7

1703-B-031 東北 岩手 第140回日本小児科学会岩手地方会
特別講演
「小児の整形外科疾患について（仮）」

小山　耕太郎 岩手医科大学小児科教授 2017.12.9

1703-B-032 東北 新潟 第227回日本小児科学会新潟地方会
特別講演
「小児集中治療に関する最近の知見」

齋藤　昭彦 新潟大学医学部小児科 2017.12.16

1703-B-033 関東 東京 第88回東京都小児保健協会学術集会
「子どもを大切に思いながら、愛し方がわからない親たちへの支
援
-大人の中にいつまでも残る子どものこころ、

岡　明 東京都小児保健協会 2017.7.2

1703-B-034 関東 東京 第88回東京都小児保健協会学術集会 「知っておきたい最新の予防接種の知識」 岡　明 東京都小児保健協会 2017.7.2

1703-B-035 関東 東京 食物アレルギー研修 食物アレルギー一般 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.3

1703-B-036 関東 東京 食物アレルギー研修 負荷試験の方法論治療タイミング 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.3

1703-B-037 関東 東京 食物アレルギー研修 除去食物解除方法，経口免疫療法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.4

1703-B-038 関東 東京 食物アレルギー研修 特殊な食物アレルギー 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.5

1703-B-039 関東 東京 食物アレルギー研修 皮膚プリック検査 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.5

1703-B-040 関東 東京 食物アレルギー研修 エピペンの適応と使用方法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.7

1703-B-041 関東 東京 第638回東京都地方会講話会 教育講演「川崎病発見50年を迎えて」 永田　智 2017.7.8

1703-B-042 関東 栃木 平成29年度栃木県小児保健会総会・研修会 特別講演「病気の子どものﾄｰﾀﾙｹｱ」 黒澤　秀光 獨協医科大学小児科学 2017.7.8

1703-B-043 関東 東京 食物アレルギー研修 アトピー性皮膚炎のバリア障害と悪化因子 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.10

1703-B-044 関東 東京 食物アレルギー研修 アトピー性皮膚炎の治療 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.11

1703-B-045 関東 東京 食物アレルギー研修 ステロイド外用剤の副作用とその回避法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.12

1703-B-046 関東 東京
第20回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー」

母親への継続的な支援―第10条 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.12

1703-B-047 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー」

あなたの病院を「赤ちゃんにやさしくする」には 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.12

1703-B-048 関東 東京 食物アレルギー研修 アレルゲン二重暴露仮説 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.14

1703-B-049 関東 神奈川 第53回日本周産期新生児医学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「ﾊｲﾘｽｸ新生児のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟを考える
～誰が、どのように、そしていつまでﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟするのか」

板橋　家頭夫
昭和大学医学部
小児科学講座

2017.7.16～7.18

1703-B-050 関東 神奈川 第53回日本周産期新生児医学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「周産期のｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝは医療を変えたのか」

板橋　家頭夫
昭和大学医学部
小児科学講座

2017.7.16～7.18

1703-B-051 関東 神奈川 第53回日本周産期新生児医学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「早産児の栄養管理のﾄﾋﾟｯｸｽ」

板橋　家頭夫
昭和大学医学部
小児科学講座

2017.7.16～7.18

1703-B-052 関東 神奈川 第53回日本周産期新生児医学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「先制医療の実現に向けた課題
DOHaＤを臨床に生かすために」

板橋　家頭夫
昭和大学医学部
小児科学講座

2017.7.16～7.18

1703-B-053 関東 神奈川 第53回日本周産期新生児医学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「出産前診断は新生児予後の改善につながったか？」

板橋　家頭夫
昭和大学医学部
小児科学講座

2017.7.16～7.18
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1703-B-054 関東 神奈川 第53回日本周産期新生児医学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「新生児予後からみたART」

板橋　家頭夫
昭和大学医学部
小児科学講座

2017.7.16～7.18

1703-B-055 関東 埼玉 第105回埼玉県小児血液同好会
特別講演
「埼玉県立小児医療ｾﾝﾀｰの血液腫瘍疾患診療の
現状と方向性（仮）」

森脇　浩一
埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ
小児科

2017.7.20

1703-B-056 関東 東京 第19回ちよだ小児疾患検討会
教育講演
「食物ｱﾚﾙｷﾞｰの診断と管理について（仮）」

渕上　達夫
日本大学病院総合診療ｾﾝﾀｰ
小児科

2017.7.21

1703-B-057 関東 東京
子どもの心の診療ネットワーク事業
中央拠点病院主催　研修会

脳科学からみた子どもの強迫症・トゥレット症へのアプローチ 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.21

1703-B-058 関東 東京
子どもの心の診療ネットワーク事業
中央拠点病院主催　研修会

脳科学からみた被虐待児へのアプローチ 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.21

1703-B-059 関東 東京
子どもの心の診療ネットワーク事業
中央拠点病院主催　研修会

脳科学からみた発達障がいへのアプローチ 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.21

1703-B-060 関東 東京
子どもの心の診療ネットワーク事業
中央拠点病院主催　研修会

脳科学からみたうつへのアプローチ 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.21

1703-B-061 関東 東京 第554回葛飾区医師会小児科集談会 当院で経験したﾋﾞｰｯｶｰｽﾀｯﾌ脳幹脳炎の1例 石川　辰雄 葛飾区小児科医会 2017.7.22

1703-B-062 関東 東京
第3回 新生児蘇生法講習会
「スキルアップ」コース

NCPR Sコース 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.7.25

1703-B-063 関東 神奈川 第9回日本子ども虐待医学会学術集会 「子ども虐待に適切に対応するための臨床法医学」（仮） 田崎　みどり 横浜市中央児童相談所 2017.8.5

1703-B-064 関東 東京 成育サマーセミナー
小児救急最前線，新生児医療最前線，
急性細気管支炎の管理

五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.5

1703-B-065 関東 東京 成育サマーセミナー
救急外来での抗菌薬処方，小児のネフローゼ症候群，
小児形成外科が対象とする疾患

五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.5

1703-B-066 関東 神奈川 第9回日本子ども虐待医学会学術集会 教育講演「画像診断から見た小児虐待」 田崎　みどり 横浜市中央児童相談所 2017.8.6

1703-B-067 関東 東京 成育サマーセミナー
後期研修プログラムの動向と成育のレジデント教育，
実践例から学ぶ子どものメンタルヘルス

五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.6

1703-B-068 関東 東京 臨床研究セミナー 臨床研究の研究倫理 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.10

1703-B-069 関東 東京 臨床研究セミナー 臨床研究論文の読み方 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.17

1703-B-070 関東 東京 実地医家を対象とした在宅技術講習会  医療的ケア児診察のための実技研修会 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.19

1703-B-071 関東 東京 ディスレクシアワークショップ 読み書き障害に対する評価と指導 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.20

1703-B-072 関東 東京
第4回 新生児蘇生法講習会
「スキルアップ」コース

NCPR Sコース 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.8.24

1703-B-073 関東 東京 食物アレルギー研修 食物アレルギー一般 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.4

1703-B-074 関東 東京 食物アレルギー研修 負荷試験の方法論治療タイミング 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.4

1703-B-075 関東 東京 食物アレルギー研修 除去食物解除方法，経口免疫療法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.5

1703-B-076 関東 東京 食物アレルギー研修 特殊な食物アレルギー 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.6

1703-B-077 関東 東京 食物アレルギー研修 皮膚プリック検査 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.7

1703-B-078 関東 東京 食物アレルギー研修 エピペンの適応と使用方法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.8

1703-B-079 関東 東京 第639回東京都地方会講話会
教育講演
「小児の炎症性腸疾患 -適切な診断と治療法-」

永田　智 2017.9.9

1703-B-080 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

コミュニケーションスキル 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.9

1703-B-081 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

妊娠中の母乳育児の推進―第3条 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.9

1703-B-082 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

母乳育児の保護 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.9
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1703-B-083 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

出産の実践と母乳育児―第4条 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.9

1703-B-084 関東 東京 成育、心身障害児総合センター合同講習会 医療的ケア児診療のための講習会 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.9

1703-B-085 関東 東京 食物アレルギー研修 アトピー性皮膚炎のバリア障害と悪化因子 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.11

1703-B-086 関東 神奈川 みなと小児疾患研究会 特別講演「ｱﾚﾙｷﾞｰ疾患の病診連携」 菊池　信行
横浜市立みなと赤十字病院
小児科

2017.9.12

1703-B-087 関東 東京 食物アレルギー研修 アトピー性皮膚炎の治療 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.12

1703-B-088 関東 東京 食物アレルギー研修 ステロイド外用剤の副作用とその回避法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.13

1703-B-089 関東 東京 食物アレルギー研修 アレルゲン二重暴露仮説 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.14

1703-B-090 関東 埼玉 第169回日本小児科学会埼玉地方会 「日常一般診療で悪性疾患に気づくために」 佐藤　清二 埼玉地方会 2017.9.17

1703-B-091 関東 東京 第555回葛飾区医師会小児科集談会 てんかん発作と間違いやすい小児の異常運動 石川　辰雄 葛飾区小児科医会 2017.9.19

1703-B-092 関東 東京 第3回母子保健メンタルケア研修会 メンタルヘルス不調の母親の見立て 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.21

1703-B-093 関東 東京 第3回母子保健メンタルケア研修会 母子保健メンタルケアにおける多職種地域連携 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.21

1703-B-094 関東 東京 第3回日本小児科医会小児救急研修会 「緊急対応を要する児の初期診療と一次救命処置」 渡部　誠一 日本小児科医会 2017.9.24

1703-B-095 関東 東京 第3回日本小児科医会小児救急研修会 「一次診療場面での子ども虐待対応」 渡部　誠一 日本小児科医会 2017.9.24

1703-B-096 関東 東京 食物アレルギー研修
食物アレルギー負荷試験の実践ならびに
食物除去や解除法

五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.25

1703-B-097 関東 東京
第5回 新生児蘇生法講習会
「スキルアップ」コース

NCPR Sコース 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.26

1703-B-098 関東 東京 緩和ケアレクチャー わが国の小児緩和ケアの現状と課題 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.9.29

1703-B-099 関東 埼玉
第67回日本小児神経学会
関東地方会

教育講演1
「小児急性脳症：診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを理解する」

作田　亮一
獨協医科大学越谷病院
子どものこころ診療ｾﾝﾀｰ

2017.10.7

1703-B-100 関東 埼玉
第67回日本小児神経学会
関東地方会

教育講演2
「ﾌﾟﾗﾀﾞｰｳｨﾘｰ症候群：診療の進歩」

作田　亮一
獨協医科大学越谷病院
子どものこころ診療ｾﾝﾀｰ

2017.10.7

1703-B-101 関東 静岡 第44回日本小児臨床薬理学会　学術集会
特別講演
「ｹﾞﾉﾑ医学の進展と小児臨床薬理学へのｲﾝﾊﾟｸﾄ（仮）」

田中　敏博
JA静岡厚生連
静岡厚生病院　小児科

2017.10.7～10.8

1703-B-102 関東 静岡 第44回日本小児臨床薬理学会　学術集会
特別講演
「Choosing Wisely Japan～小児医療での展開」

田中　敏博
JA静岡厚生連
静岡厚生病院　小児科

2017.10.7～10.8

1703-B-103 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

直接授乳を援助するー第5条 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.10.8

1703-B-104 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

母乳育児を支援するための具体的な方法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.10.8

1703-B-105 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

母乳の分泌 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.10.8

1703-B-106 関東 東京
第21回　UNICEF/WHO
「母乳育児支援基礎セミナー20時間コース」

特別な援助が必要な赤ちゃん 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.10.8

1703-B-107 関東 埼玉 第59回日本先天代謝異常学会学術集会
特別講演
「ｼﾄﾘﾝ欠損症に関わって」

大竹　明
埼玉医科大学
小児科学教室

2017.10.12～12.14

1703-B-108 関東 埼玉 第59回日本先天代謝異常学会学術集会
特別講演
「ｵｰﾄﾌｧｼﾞｰ研究の最前線：基礎から応用への過程」

大竹　明
埼玉医科大学
小児科学教室

2017.10.12～12.14

1703-B-109 関東 埼玉 第59回日本先天代謝異常学会学術集会
教育講演TBA
（ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病の分子学的診断に患者会の話も絡めて
お願いしてあります）

大竹　明
埼玉医科大学
小児科学教室

2017.10.12～12.14

1703-B-110 関東 埼玉 第59回日本先天代謝異常学会学術集会

教育講演Genomic diagnosis of mitochondrial disorders:
how good are we and how can we increase diagnostic yield?
（ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病の遺伝子診断：
どうすれば効率よく正確な解答を得られるか？）

大竹　明
埼玉医科大学
小児科学教室

2017.10.12～12.14
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1703-B-111 関東 埼玉 第59回日本先天代謝異常学会学術集会
教育講演TBA
（ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病を中心とする先天代謝異常症全般の新しい診断・
治療全般の話をお願いしてあります。）

大竹　明
埼玉医科大学
小児科学教室

2017.10.12～12.14

1703-B-112 関東 東京 第640回東京都地方会講話会
教育講演
「遺伝医学からｹﾞﾉﾑ治療へ」

永田　智 2017.10.14

1703-B-113 関東 東京 第5回「子どもの心」研修会（導入編） 「ちょっと気になる子への対応」 内海　裕美 2017.10.15

1703-B-114 関東 茨城 第48回茨城県小児科医会研修ｾﾐﾅｰ 小児急性虫垂炎診療ガイドライン 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2017.10.15

1703-B-115 関東 茨城 第48回茨城県小児科医会研修ｾﾐﾅｰ 小児急性脳症診療ガイドライン 渡部　誠一 総合病院土浦協同病院 2017.10.15

1703-B-116 関東 東京 第556回葛飾区医師会小児科集談会 今の子どもの生活習慣病と健康障害 石川　辰雄 葛飾区小児科医会 2017.10.17

1703-B-117 関東 埼玉 第23回埼玉県新生児・小児ｸﾘﾃｨｶﾙｹｱ研究会 「埼玉県における小児救急医療の動向（仮）」 田村　正徳
埼玉医科大学総合医療ｾﾝﾀｰ
総合周産期母子医療ｾﾝﾀ-

2017.10.21

1703-B-118 関東 東京 第106回東京小児科医会学術講演会 小児領域講習教育講演「小児白血病の最新知識」 神川　晃 2017.10.22

1703-B-119 関東 東京 緩和ケアレクチャー 緩和ケアにおけるコミュニケーション 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.10.25

1703-B-120 関東 東京
第6回 新生児蘇生法講習会
「スキルアップ」コース

NCPR Sコース 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.10.26

1703-B-121 関東 群馬 第33回群馬周産期研究会総会
特別講演
「周産期医療における災害対策」

荒川　浩一 群馬大学小児科学教授 2017.10.28

1703-B-122 関東 東京 第49回小児皮膚科学ｾﾐﾅｰ 「小児の皮膚真菌症」 高森　建二 順天堂大学皮膚科 2017.10.28

1703-B-123 関東 東京 第49回小児皮膚科学ｾﾐﾅｰ
「乳幼児ｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎：
natural courseと治療介入の要点」

高森　建二 順天堂大学皮膚科 2017.10.28

1703-B-124 関東 東京 第16回京浜新生児医療研究会
特別講演
「先天性心疾患における気道病変の診断と治療」

長谷川　久弥
東京女子医大東医療ｾﾝﾀｰ
新生児科

2017.10.28

1703-B-125 関東 東京 第89回東京都小児保健協会学術集会
「離乳食と幼児の食事
平成27年度乳幼児栄養調査の結果から（仮）」

岡　明 東京都小児保健協会 2017.10.29

1703-B-126 関東 東京 第89回東京都小児保健協会学術集会 「小児の気になる食行動（仮）」 岡　明 東京都小児保健協会 2017.10.29

1703-B-127 関東 東京 第13回医師のための母乳育児支援ｾﾐﾅｰ
健診における育児支援
～6-7ヵ月健診と9-10ヵ月健診

滝　元宏 都立荏原病院小児科 2017.11.4～11.5

1703-B-128 関東 山梨 第122回日本小児科学会甲信地方会
茨城県立こども病院での30年、
医師不足地域の小児医療

杉田　完爾 2017.11.5

1703-B-129 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（心エコー） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.11

1703-B-130 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（胸腔穿刺） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.11

1703-B-131 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（胸腔穿刺） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.11

1703-B-132 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（臍帯カテーテル） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.11

1703-B-133 関東 静岡
第144回日本小児科学会
静岡地方会

特別講演
「小児科医が知っておくべきミトコンドリア病の基礎と臨床」

窪田　和興 ｸﾎﾞﾀ小児科 2017.11.12

1703-B-134 関東 東京 第33回小児保健ｾﾐﾅｰ
「たたかない育児
-健やか親子21で取り組む虐待防止-

秋山　千枝子
公益社団法人
日本小児保健協会

2017.11.12

1703-B-135 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（出生時対応） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.12

1703-B-136 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（気管挿管） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.12

1703-B-137 関東 東京
新生児シミュレーションセミナー
「NeoSim-J 2017」

シミュレーショントレーニング（腹部エコー） 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.12
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1703-B-138 関東 東京 第17回思春期の臨床講習会 「発達障害の二次障害」 内海　裕美 2017.11.19

1703-B-139 関東 東京 第17回思春期の臨床講習会 「思春期の睡眠の問題」 内海　裕美 2017.11.19

1703-B-140 関東 東京 第17回思春期の臨床講習会 「摂食障害のｱｾｽﾒﾝﾄと初期介入」 内海　裕美 2017.11.19

1703-B-141 関東 東京 第557回葛飾区医師会小児科集談会 子どもの結核、今とこれから 石川　辰雄 葛飾区小児科医会 2017.11.21

1703-B-142 関東 神奈川
平成29年度 横浜市小児科医会
学術講演会（研修会）

講演①
「小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017 改訂のポイント」

相原　雄幸 横浜市小児科医会 2017.11.22

1703-B-143 関東 神奈川
平成29年度 横浜市小児科医会
学術講演会（研修会）

講演②
「アレルギー性結膜炎の診療 PM2.5の影響も含めて」

相原　雄幸 横浜市小児科医会 2017.11.22

1703-B-144 関東 東京 緩和ケアレクチャー 緩和ケアにおける身体症状の評価と対応 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.22

1703-B-145 関東 茨城 第116回茨城小児科学会
特別講演
「遺伝性疾患への新しい臨床的取り組み（仮）」

須磨崎　亮 2017.11.26

1703-B-146 関東 東京 食物アレルギー研修 食物アレルギー一般 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.27

1703-B-147 関東 東京 食物アレルギー研修 負荷試験の方法論治療タイミング 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.27

1703-B-148 関東 東京 食物アレルギー研修 除去食物解除方法，経口免疫療法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.28

1703-B-149 関東 東京 食物アレルギー研修 特殊な食物アレルギー 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.29

1703-B-150 関東 神奈川 第106回横浜市東部小児科医会
特別講演
「小児のｱﾄﾋﾟｰ性皮膚炎（仮）」

川端　清 横浜市東部小児科医会 2017.11.30

1703-B-151 関東 東京 食物アレルギー研修 皮膚プリック検査 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.30

1703-B-152 関東 東京
第7回 新生児蘇生法講習会
「スキルアップ」コース

NCPR Sコース 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.11.30

1703-B-153 関東 東京 食物アレルギー研修 エピペンの適応と使用方法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.12.1

1703-B-154 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

大会特別講演
「子ども家庭福祉分野における地域包括的・継続的支援の可能

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-155 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「家族を支える子ども虐待対応の最前線」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-156 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「社会的養護の子どもの参加・参画をめぐって
～当事者の声とそれを支える大人たちの役割～」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-157 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「子どもの死因究明制度の普及に向けて」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-158 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「子ども虐待における多職種連携教育
～多機関連携推進の鍵として～」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-159 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「もしもあなたが貧困になったら
～貧困・虐待・ﾚｼﾞﾘｴﾝｽ～」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-160 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「妊娠期からの虐待予防（ﾎﾟﾋﾟｭﾚｰｼｮﾝｱﾌﾟﾛｰﾁ）
～ﾈｳﾎﾞﾗを通して～」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-161 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「妊娠期からの虐待予防（ﾊｲﾘｽｸｱﾌﾟﾛｰﾁ）
～妊娠SOSの活動を通して～」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-162 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「発達障害と子ども虐待」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-163 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「ｽｸｰﾙ･ｿｰｼｬﾙﾜｰｸ」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3
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1703-B-164 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「家庭内性暴力被害を受けた子どもの初期ｹｱ」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-165 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「現象学の視点から見た加害親回復の過程」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-166 関東 千葉
日本子ども虐待防止学会
第23回学術集会ちば大会

教育講演
「心理的視点から見た里親支援」

金子　重紀 千葉明徳短期大学 2017.12.2～12.3

1703-B-167 関東 埼玉
第170回日本小児科学会
埼玉地方会

「新生児医療の倫理的課題」 佐藤　清二 埼玉地方会 2017.12.3

1703-B-168 関東 東京 食物アレルギー研修 アトピー性皮膚炎のバリア障害と悪化因子 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.12.4

1703-B-169 関東 東京 食物アレルギー研修 アトピー性皮膚炎の治療 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.12.5

1703-B-170 関東 東京 食物アレルギー研修 ステロイド外用剤の副作用とその回避法 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.12.6

1703-B-171 関東 東京 食物アレルギー研修 アレルゲン二重暴露仮説 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2017.12.7

1703-B-172 関東 東京 アレルギー臨床懇話会 アレルギー疾患の発症予防と早期介入 五十嵐　隆・賀藤　均 成育医療研究センター 2018.1.25

1703-B-173 関東 東京 第641回東京都地方会講話会
教育講演
「新生児医療の進歩とﾊｲﾘｽｸ児の予後の関係」

永田　智 2017.12.9

1703-B-174 関東 東京 第558回葛飾区医師会小児科集談会
当院小児科における基質特異性拡張型
β-ﾗｸﾀﾏｰｾﾞ（ESBL）産生菌の検出状況と今後の課題

石川　辰雄 葛飾区小児科医会 2017.12.19

1703-B-175 中部 福井 第41回日本小児科皮膚科学会学術集会
特別講演
「その後の経過を考えた小児の母斑、腫瘍の対処法」

大嶋　勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2017.7.8～7.9

1703-B-176 中部 三重 第2回三重県小児在宅医療講演会
基調講演
「疾患別在宅人工呼吸器の選択と設定（仮）」

野村　豊樹 2017.7.9～7.10

1703-B-177 中部 愛知 第47回日本小児神経学会東海地方会
特別講演
「ｵｰﾄﾌｧｼﾞｰ機能と病態　SENDA/BPANを中心に」

城所　博之 名古屋大学小児科 2017.7.29

1703-B-178 中部 三重 国際保健・感染・地域医療勉強会 「新興・再興感染症の最近の状況と対策」 菅　秀 国立病院機構三重病院 2017.9.5

1703-B-179 中部 愛知 第11回東海地区小児神経ｾﾐﾅｰ 「てんかん診療の初歩」 奥村　彰久 愛知医科大学小児科 2017.9.9

1703-B-180 中部 愛知 第11回東海地区小児神経ｾﾐﾅｰ 「発達性読み書き障害の診断と治療」 奥村　彰久 愛知医科大学小児科 2017.9.9

1703-B-181 中部 愛知 第11回東海地区小児神経ｾﾐﾅｰ 「動画とﾌｫﾄで考える小児神経学20」 奥村　彰久 愛知医科大学小児科 2017.9.9

1703-B-182 中部 愛知 第11回東海地区小児神経ｾﾐﾅｰ 「急性脳症診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを読み解く」 奥村　彰久 愛知医科大学小児科 2017.9.9

1703-B-183 中部 石川 第35回日本小児心身医学会学術集会
特別講演
「幼児期の心理的発達と思春期心性」

梶原　荘平
社会福祉法人石川整肢学園
金沢こども医療福祉ｾﾝﾀ-

2017.9.15～9.17

1703-B-184 中部 石川 第35回日本小児心身医学会学術集会
教育講演1
「機能性消化管疾患：
病態および治療と心身医学的視点」

梶原　荘平
社会福祉法人石川整肢学園
金沢こども医療福祉ｾﾝﾀ-

2017.9.15～9.17

1703-B-185 中部 石川 第35回日本小児心身医学会学術集会
教育講演2
「小児の頭痛と治癒的対応
－慢性連日性頭痛を中心に－」

梶原　荘平
社会福祉法人石川整肢学園
金沢こども医療福祉ｾﾝﾀ-

2017.9.15～9.17

1703-B-186 中部 石川 第35回日本小児心身医学会学術集会
教育講演3
「発達障害は身体障害？
～身体性からの神経発達障害へのアプローチ～」

梶原　荘平
社会福祉法人石川整肢学園
金沢こども医療福祉ｾﾝﾀ-

2017.9.15～9.17

1703-B-187 中部 石川 第35回日本小児心身医学会学術集会
指定講演
「思春期・青年期気管支喘息の心身医学的治癒の重要性」

梶原　荘平
社会福祉法人石川整肢学園
金沢こども医療福祉ｾﾝﾀ-

2017.9.15～9.17

1703-B-189 中部 岐阜 第271回日本小児科学会東海地方会
特別講演
「小児で鑑別すべき重要な代謝性神経疾患
-副腎白質ｼﾞｽﾄﾛﾌｨｰとﾍﾟﾙｵｷｼｿｰﾑ病-]

深尾　敏幸 岐阜大学小児病態学 2017.10.15

1703-B-190 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

招待講演
「Lesson from ａ MERS-CoV Outbreak；
epidemiology,clinical manifestation and infection control.」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22
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1703-B-191 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

特別講演
「腸内ﾏｲｸﾛﾊﾞｲｵｰﾑ（仮）」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-192 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

特別講演
「ｵｰﾄﾌｧｼﾞｰ（仮）」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-193 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

ｾｯｼｮﾝ：
ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞｾｯｼｮﾝ
ﾃｰﾏ「感染症と免疫異常（仮）」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-194 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
ﾃｰﾏ「新しい小児感染症専門医・認定医制度」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-195 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
ﾃｰﾏ「小児呼吸器感染症ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2017」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-196 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
ﾃｰﾏ「感染症診療のﾊﾟﾗﾀﾞｲﾑｼﾌﾄ
-ｼｽﾃﾑﾊﾞｲｵﾛｼﾞｰの視点からｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ治療を考える-」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-197 中部 石川
第49回日本小児感染症学会総会・
学術集会

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
ﾃｰﾏ「EBV関連ﾘﾝﾊﾟ増殖性疾患の病態解明と制御戦略」

谷内江　昭宏
金沢大学医薬保健研究域
医学系小児科

2017.10.21～10.22

1703-B-198 中部 三重 平成29年度三重県医師会乳幼児保健講習会 健診事業と地域連携（仮） 青木　重孝 三重県医師会 2017.11.5

1703-B-199 中部 愛知 刈谷・安城・碧南小児科医会
特別講演
「最新の夜尿症の診療：ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2016を踏まえて」

兼子　哲一 刈谷・安城・碧南小児科医会 2017.11.14

1703-B-200 中部 三重 国際保健・感染・地域医療勉強会 「最近のﾜｸﾁﾝの話題」 菅　秀 国立病院機構三重病院 2017.11.21

1703-B-201 中部 愛知
第287回愛知県小児科医会例会
兼平成29年度日本医師会生涯教育講座

「小児がん治療の最近の話題と愛知県小児医療」 岡田　純一 2017.11.26

1703-B-202 近畿 大阪 第188回大阪小児科医会学術集会 「食べる機能の発達と支援」 武知　哲久 一般社団法人大阪小児科医 2017.7.8

1703-B-203 近畿 兵庫 第42回吉馴学術記念講演会
講演：1
「ｴﾝﾃﾛｳｲﾙｽD68が我が国にもたらした課題」

飯島　一誠
日本小児科学会兵庫県地方
会

2017.7.29

1703-B-204 近畿 大阪
第３回小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会
臨床研究支援ｾﾐﾅｰ

CQから研究ﾃﾞｻﾞｲﾝを構築する 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2017.8.19

1703-B-205 近畿 大阪
第３回小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会
臨床研究支援ｾﾐﾅｰ

観察研究の進め方 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2017.8.19

1703-B-206 近畿 大阪
第３回小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会
臨床研究支援ｾﾐﾅｰ

臨床研究のﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙ 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2017.8.19

1703-B-207 近畿 大阪
第３回小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会
臨床研究支援ｾﾐﾅｰ

人を対象とする医学系研究に関する倫理指針を踏まえた研究
計画

藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2017.8.19

1703-B-208 近畿 大阪
第３回小児ｱﾚﾙｷﾞｰ学会
臨床研究支援ｾﾐﾅｰ

臨床研究と統計学：実例から学ぶ 藤澤　隆夫 国立病院機構三重病院 2017.8.19

1703-B-209 近畿 大阪 第23回救急・新生児研修会 「要注意の稀な感染症（仮）」 武知　哲久
一般社団法人
大阪小児科医会

2017.9.16

1703-B-210 近畿 大阪 第23回救急・新生児研修会 「重症心身障がい児の急性悪化への対応（仮）」 武知　哲久
一般社団法人
大阪小児科医会

2017.9.16

1703-B-211 近畿 大阪 第215回大阪小児科学会
「思春期のこどもの診療と問題点
～円滑なtransitionを目指して～」

新宅　治夫
大阪市立大学大学院
医学研究科発達小児医学

2017.9.17

1703-B-213 近畿 滋賀
第2回滋賀小児科医会
定期学術講演会

「小児呼吸器感染症診療ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ2017
改訂のﾎﾟｲﾝﾄ」

廣田　常夫 大津赤十字病院小児科 2017.9.24

1703-B-214 近畿 大阪 第189回大阪小児科医会学術集会 「出生前遺伝子診断について」 武知　哲久
一般社団法人
大阪小児科医会

2017.9.30

1703-B-215 近畿 京都 第27回日本小児ﾘｳﾏﾁ学会総会・学術集会 自己炎症性疾患の診療基盤確立の歩み 西小森　隆太 2017.10.6～10.8

1703-B-216 近畿 京都 第27回日本小児ﾘｳﾏﾁ学会総会・学術集会
抗ｳｲﾙｽ自然免疫機構の恒常活性化に起因する
自己免疫疾患ﾓﾃﾞﾙの解析

西小森　隆太 2017.10.6～10.8



承認番号 開催地区 開催地 研修集会名 演題名 会頭・世話人 所属 開催日
1703-B-217 近畿 京都 第27回日本小児ﾘｳﾏﾁ学会総会・学術集会 多発性筋炎・皮膚筋炎の病型と自己抗体 西小森　隆太 2017.10.6～10.8

1703-B-218 近畿 滋賀 第78回日本小児科学会滋賀地方会
特別講演
「ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝUDP-ｸﾞﾙｸﾛﾝ酸転移酵素（UGT1A1）と黄疸」

丸尾　良浩 滋賀医科大学小児科学講座 2017.10.14

1703-B-219 近畿 大阪 第62回日本小児神経学会近畿地方会
特別講演
「愛着障害を伴なった発達障害への治療」

下野　九理子
大阪大学連合小児発達学
研究科

2017.10.21

1703-B-220 近畿 兵庫 第68回兵庫県小児科医会小児医学講座
小児の救急医療と養育支援
～事故の予防と虐待への対応～

熊谷　直樹 兵庫県小児科医会 2017.10.28

1703-B-221 近畿 兵庫 第68回兵庫県小児科医会小児医学講座
小児の外科的救急疾患
-地域との連携について-

熊谷　直樹 兵庫県小児科医会 2017.10.28

1703-B-222 近畿 大阪

新生児診療相互援助ｼｽﾃﾑ（NMCS）40周年・
産婦人科診療相互援助ｼｽﾃﾑ（OGCS）
30周年記念講演会
（平成29年度第2回周産期医療研修会）

「これからの周産期医療・これからのNMCSとOGCS」 茂松　茂人 大阪府医師会 2017.10.28

1703-B-223 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ﾏﾗｿﾝﾚｸﾁｬｰ
「てんかんの診断と治療（小児・成人）」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-224 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ﾏﾗｿﾝﾚｸﾁｬｰ
「てんかんと遺伝子、女性とてんかん」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-225 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ﾏﾗｿﾝﾚｸﾁｬｰ
「就業とてんかん、てんかんの医療福祉ｻｰﾋﾞｽ」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-226 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「ｳｲﾙｽ性脳炎・脳症後てんかん」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-227 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
「てんかんと家族（男女共同参画委員会）」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-228 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
「てんかんの基本対策・医療経済　政策」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-229 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
「小児から成人へのてんかん診療の架け橋」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講

2017.11.3～11.5

1703-B-230 近畿 京都 第51回日本てんかん学会学術集会
ﾏﾗｿﾝﾚｸﾁｬｰ
「VEEGｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ（小児・成人）」

池田　昭夫
京都大学大学院医学研究科
てんかん・運動異常生理学講
座

2017.11.3～11.5

1703-B-233 中四国 広島 第73回広島県小児科医会総会 「小児在宅医療の現状と展望」 新田　康郎 広島県小児科医会 2017.7.9

1703-B-234 中四国 岡山 第209回倉敷小児科専門医会 「成長曲線の見方、肥満度判定曲線の見方」 尾内　一信 倉敷中央病院 2017.7.26

1703-B-235 中四国 岡山 第209回倉敷小児科専門医会 「学童運動器検診の現状と課題」 尾内　一信 倉敷中央病院 2017.7.26

1703-B-236 中四国 高知
平成29年度高知県小児保健協会
総会・学会

進化する子どもの「劣化」
ースマホ社会の落とし穴

藤枝　幹也 高知県小児保健協会 2017.8.3

1703-B-237 中四国 高知 第92回日本小児科学会高知地方会
特別講演
「難治性小児疾患に対する再生医療（間葉系幹細胞治療）

藤枝　幹也 日本小児科学会高知地方会 2017.9.10

1703-B-238 中四国 愛媛 第68回愛媛県小児科医会教育集会 発達障害のﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ-脳科学を活かした対応- 児玉　義史 愛媛県小児科医会 2017.9.10

1703-B-239 中四国 愛媛 第68回愛媛県小児科医会教育集会 食物ｱﾚﾙｷﾞｰの最近の話題 児玉　義史 愛媛県小児科医会 2017.9.10

1703-B-240 中四国 香川 第16回日本新生児黄疸管理研究会 「ﾋﾞﾘﾙﾋﾞﾝの分析化学と臨床化学（仮）」 岡田　仁 香川大学医学部小児科 2017.9.16

1703-B-241 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

小児の神経学的所見の見方 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24

1703-B-242 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

乳幼児の心の発達 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24

1703-B-243 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

てんかんの見方（乳幼児期に発症する疾患を中心に） 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24

1703-B-244 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

脳波の読み方（乳幼児期の正常と異常） 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24
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1703-B-245 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

発達症のある子供の感覚と運動の問題への支援 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24

1703-B-246 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

乳幼児期に発症する大赦疾患の診断と治療 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24

1703-B-247 中四国 鳥取
第15回小児神経学入門講座
第36回米子ｾﾐﾅｰ

中枢神経の発達をふまえた画像の読み方 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2017.9.23～9.24

1703-B-248 中四国 鳥取
第100回山陰小児科学会
学術集会

「小児の尿路感染症と水電解質の管理」 神崎　晋
鳥取大学医学部周産期・
小児医学

2017.10.1

1703-B-249 中四国 高知 第23回日本保育保健学会
教育講演①
「保育施設における深刻事故予防（仮）」

石黒　成人 2017.10.7～10.8

1703-B-250 中四国 高知 第23回日本保育保健学会
教育講演②
「幼児に受けさせたい予防接種（仮）」

石黒　成人 2017.10.7～10.8

1703-B-251 中四国 高知 第23回日本保育保健学会
教育講演③
「スマホに子守りをさせないで（仮）」

石黒　成人 2017.10.7～10.8

1703-B-252 中四国 岡山
第26回日本小児心筋疾患学会
学術集会

特別講演
「先天性心疾患の心不全に対する再生医療の現状と展望(仮）」

脇　研自 倉敷中央病院小児科 2017.10.14

1703-B-253 中四国 岡山
第26回日本小児心筋疾患学会
学術集会

特別講演
「小児の心移植前治療としての人工心臓の現状と展望(仮）」

脇　研自 倉敷中央病院小児科 2017.10.14

1703-B-254 中四国 岡山
第3回日本小児科医会
家庭看護力醸成ｾﾐﾅｰ

基調講演①
「見抜こう、子どもの急変！
～ﾄﾘｱｰｼﾞで家庭看護力ｱｯﾌﾟを～」

横山　裕司 岡山県小児科医会 2017.10.29

1703-B-255 中四国 香川
平成29年度ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ医等・
発達障害対応力向上研修会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（案）

特別講演
「こどもの発達と睡眠（仮）」

宮崎　雅仁
医療法人社団仁愛会
三好医院

2017.10.29

1703-B-256 中四国 山口 第34回中国四国小児腎臓病学会
教育講演
「救急医療における小児腎疾患」

水谷　誠
山口大学大学院医学系研究
科小児科学分野

2017.10.29

1703-B-257 中四国 愛媛 松山小児科会　11月例会 「小児の漢方治療について」 田中　公仁康 南の町こども医院 2017.11.21

1703-B-258 中四国 徳島 第22回日本小児心電学会学術集会
特別講演
「右室構造と電気生理（仮）」

早渕　康信
徳島大学大学院
医歯薬学研究部

2017.11.24～11.25

1703-B-259 中四国 徳島 第22回日本小児心電学会学術集会
特別講演
「心不全における電気的ﾘﾓﾃﾞﾘﾝｸﾞ（仮）」

早渕　康信
徳島大学大学院
医歯薬学研究部

2017.11.24～11.25

1703-B-260 中四国 徳島
第149回日本小児科学会
徳島地方会

教育講演
「新生児領域に関する最新の知識」

香美　祥二 徳島大学小児科 2017.12.10

1703-B-261 中四国 山口
第131回日本小児科学会
山口地方会

地方特別講演
「自然免疫因子の遺伝子異常による疾患について」

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

2017.12.17

1703-B-263 九州 福岡
第53回福岡県小児科医会
学術講演会

講演1
「ﾐﾄｺﾝﾄﾞﾘｱ病の新規ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰGDF15の開発・
企業導出・薬価収載」

進藤　静生 福岡県小児科医会 2017.7.1

1703-B-264 九州 大分
第102回日本小児科学会
大分地方会総会、例会

てんかんと自閉ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑ症 井原　健二 2017.7.2

1703-B-265 九州 長崎 長崎市小児科医会学術研修会 小児の睡眠障害について 神村　直久 長崎市小児科医会 2017.7.20

1703-B-266 九州 福岡 第31回九州小児ﾈﾌﾛﾛｼﾞｰ研究会 「遺伝子研究から分かってきた尿酸関連疾患の最近の話題」 森下　高弘 産業医科大学小児科 2017.7.22～7.23

1703-B-267 九州 福岡 第31回九州小児ﾈﾌﾛﾛｼﾞｰ研究会 「電顕標本の見方（基礎編）と糸球体管内病変をどうよむか」 森下　高弘 産業医科大学小児科 2017.7.22～7.23

1703-B-268 九州 福岡 第24回日本小児高血圧研究会 特別講演「高血圧症の成因と治療（仮）」 大田　敏之 県立広島病院 小児腎臓科 2017.8.26

1703-B-269 九州 宮崎 第82回日本小児科学会宮崎地方会 特別講演「先天代謝異常症の治療」 三宅　和昭 2017.9.10

1703-B-270 九州 沖縄 沖縄小児科学会　第89回例会 「ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽに基づく小児腎疾患の治療」 中西　浩一
琉球大学医学部
育成医学講座

2017.9.10

1703-B-271 九州 長崎 長崎市小児科医会学術研修会 大人になった小児腎疾患患者 神村　直久 長崎市小児科医会 2017.9.21

1703-B-272 九州 大分 第23回大分小児保健学会 災害時小児周産期ﾘｴｿﾞﾝ-新しい災害支援のあり方- 井原　健二 2017.9.24
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1703-B-273 九州 大分
第578回大分県北部地区
小児科医会例会

気管支喘息についての最近の文献紹介とﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ 松本　重孝 松本小児科 2017.10.3

1703-B-274 九州 佐賀 第19回佐賀県小児保健大会 佐賀市の子育て支援について 田崎　考
佐賀整肢学園
こども発達医療ｾﾝﾀｰ小児科

2017.10.7

1703-B-275 九州 長崎
第142回長崎県中地区小児科医会
学術集会

「熱性けいれんｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝを読み解く」 澤　芳弘 長崎県中地区小児科医会 2017.10.14

1703-B-276 九州 長崎
第142回長崎県中地区小児科医会
学術集会

「発達障害の最近の話題」 澤　芳弘 長崎県中地区小児科医会 2017.10.14

1703-B-277 九州 鹿児島
第166回日本小児科学会
鹿児島地方会

特別講演
「小児科診療ﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙ：
低身長症に潜在する希少遺伝病を診断するために」

河野　嘉文
鹿児島大学医歯学総合研究
科 小児科学分野

2017.10.15

1703-B-278 九州 宮崎
宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

特別講演
「ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞに学ぶ子育て支援
～“日本版ﾈｳﾎﾞﾗ”の課題～」

髙山　修二 宮崎県小児科医会 2017.10.15

1703-B-279 九州 宮崎
宮崎県小児科医会
秋季学術講演会

特別講演
「Academic genera;l pediatrician を目指して」

髙山　修二 宮崎県小児科医会 2017.10.15

1703-B-280 九州 長崎 長崎市小児科医会学術研修会 法医学分野からの乳幼児突然死症候群 神村　直久 長崎市小児科医会会長 2017.10.19

1703-B-281 九州 福岡 第44回日本小児栄養消化器肝臓学会
教育講演
「小児消化器・肝疾患における漢方治療」

田口　智章
九州大学大学院医学研究院
小児外科学分野

2017.10.20～10.22

1703-B-282 九州 福岡 第44回日本小児栄養消化器肝臓学会
教育講演
「IBDおよび類縁疾患の遺伝学的背景」

田口　智章
九州大学大学院医学研究院
小児外科学分野

2017.10.20～10.22

1703-B-283 九州 福岡 第1回筑後小児ﾌﾟﾗｲﾏﾘｹｱ研究会
特別講演
「新生児菌血症へのｱﾌﾟﾛｰﾁ」

本間　真一 筑後小児科医会 2017.10.26

1703-B-284 九州 福岡 第70回九州小児科学会
特別講演
小児臨床超音波～「扉を開ければ」～

山下　裕史朗 久留米大学小児科学講座 2017.10.28～10.29

1703-B-285 九州 福岡 第70回九州小児科学会
特別講演
発達障害と愛着障害

山下　裕史朗 久留米大学小児科学講座 2017.10.28～10.29

1703-B-286 九州 佐賀 第30回九州小児不整脈研究会
特別講演
「小児不整脈学概要」

田崎　考 2017.11.11～11.12

1703-B-287 九州 佐賀 第30回九州小児不整脈研究会
特別講演
「九州小児不整脈研究会30年を振り返って」

田崎　考 2017.11.11～11.12

1703-B-288 九州 佐賀 第30回九州小児不整脈研究会
特別講演
「CHDにおける小児不整脈」

田崎　考 2017.11.11～11.12

1703-B-289 九州 佐賀 第30回九州小児不整脈研究会
特別講演
「小児不整脈の対するｱﾌﾞﾚｰｼｮﾝ治療」

田崎　考 2017.11.11～11.12

1703-B-290 九州 長崎 長崎市小児科医会学術研修会 長崎市学校心臓検診の変遷 神村　直久 長崎市小児科医会 2017.11.16

1703-B-291 九州 宮崎 第29回宮崎県小児保健学会
特別講演
「共に遊び、共に育ち、共に生きる
－子どもの多様な個性を尊重する集団保育の在り方-」

盛武　浩 2017.11.26

1703-B-292 九州 宮崎
第33回日本糖尿病・
妊娠学会年次学術集会

「糖尿病母体児の管理（仮）」 鮫島　浩
宮崎大学医学部発達泌尿生
殖医学講座　産婦人科学分野

2017.12.2～12.3

1703-B-293 九州 大分
第103回日本小児科学会
大分地方会総会、例会

ADHDの治療法　up-to-date 井原　健二 2017.12.3

1703-B-294 九州 長崎
第143回長崎県中地区
小児科医会学術集会

「先天性皮膚洞の合併症：髄膜炎、皮下膿瘍」 澤　芳弘 長崎県中地区小児科医会 2017.12.9

1703-B-295 九州 長崎
第143回長崎県中地区
小児科医会学術集会

「鼻副鼻腔の解剖、疾患、治療」 澤　芳弘 長崎県中地区小児科医会 2017.12.9

1703-B-296 九州 佐賀 第79回佐賀小児科地方会 「ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽにもとづく小児ﾈﾌﾛｰｾﾞ症候群の治療」 松尾　宗明 2017.12.9


