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1710-B-001 東北 岩手県
第33回岩手県学校保健・
学校医大会

「メディア漬けで壊れる子どもたち
～スマホ社会の落とし穴～」

金濱　誠己
石川　育成

一般社団法人
岩手県医師会

2018.1.21

1710-B-002 東北 岩手県 第57回岩手周産期研究会
「胎盤の病理
～肉眼所見の重要性～（仮）」

菊池　昭彦
岩手医科大学
産婦人科学講座

2018.3.3

1710-B-003 東北 宮城県 宮城県小児科医会学術講演会
「身近なこどもの免疫異常
～あなたはもう気づいていますか？～」

奥村　秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2018.3.15

1710-B-004 関東 埼玉県
第7回埼玉県西部地区
新生児臨床検討会

新生児科医と小児科医による研究の
進め方と論文の書き方

森脇　浩一 埼玉医科大学総合医療センター 2018.1.16

1710-B-005 関東 東京都 多摩小児科懇話会（第112回）
小児難聴
-hear well,living well-

勝沼　俊雄
東京慈恵会医科大学附属第三病院
小児科

2018.1.18

1710-B-006 関東 東京都 第251回山の手小児懇話会 実地医家による食物アレルギーの実践 土屋　恵司
日本赤十字社医療センター
小児科

2018.1.25

1710-B-007 関東 東京都
第20回日本成人先天性
心疾患学会総会・学術集会

先天性心疾患と妊娠/出産 河田　政明
自治医科大学　とちぎ子ども医療センター・
成人先天性心疾患センター
小児・先天性心臓・血管外科

2018.1.27～1.28

1710-B-008 関東 東京都 第26回　西多摩小児医療の会

シンポジウム「小児がんと地域連携」
1.小児がんについて
2.小児がん患者のワクチン接種
3.SOSを見逃さないように！造血器腫瘍・
固形腫瘍編
4.小児がん患者の在宅医療

松村　昌治 公立阿伎留医療センター 2018.1.29

1710-B-009 関東 神奈川県
第13回茅ケ崎周産期
連携カンファレンス

先天性心疾患の胎児治療
～最近の話題～

小田　洋一郎 茅ケ崎市立病院　小児科 2018.2.5

1710-B-010 関東 東京都 ディスレクシアワークショップ
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
こころの診療部

2018.2.18

1710-B-011 関東 埼玉県
第171回　日本小児科学会
埼玉地方会

From bench to bedside
- 経験から得られる知恵、染色体分析を中心に

佐藤　清二 さいたま市立病院　小児科 2018.2.18

1710-B-012 関東 神奈川県 第155回茅ケ崎小児医療セミナー
ほしつ☆メソッド
～しつけの練習講座の中身と効果～

小田　洋一郎 茅ケ崎市立病院　小児科 2018.4.17

1710-B-013 関東 埼玉県
第172回　日本小児科学会
埼玉地方会

ガイドラインから考える有熱性尿路感染症、
膀胱尿管逆流の診断と治療

佐藤　清二 さいたま市立病院　小児科 2018.5.13

1710-B-014 中部 三重県 第172回三重県小児科医会例会
①｢小児期のうつ病の診断方法、治療法、予防法｣
②～④学校メンタルヘルス事業の実践報告
　　｢学校で取り組むメンタルヘルス活動｣

野村　豊樹 三重県小児科医会 2018.1.21

1710-B-015 中部 岐阜県 第4回東海三県小児在宅医療研究会 ｢小児在宅における多職種協働の取り組み」 西村　悟子 岐阜大学障がい児者医療学寄付講座 2018.2.10

1710-B-016 中部 三重県 第272回日本小児科学会東海地方会
造血細胞移植とがん免疫
〜 同種免疫から特異的免疫へ 〜

平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科・小児科学

2018.2.12

1710-B-017 近畿 京都府 平成29年度乙訓小児在宅医療フォーラム 医療的ケア児への地域生活支援 三沢　あき子 京都府乙訓保健所 2018.1.13

1710-B-018 近畿 京都府 平成29年度乙訓小児在宅医療フォーラム
手と手をつなぐ小児地域
包括ケアシステムを目指して
※5演者のパネルディスカッション

三沢　あき子 京都府乙訓保健所 2018.1.13

1710-B-019 近畿 奈良県 第15回日本小児心身医学会関西地方会 特別支援教育を考える 佃　宗紀 つくだクリニック 2018.1.21

1710-B-020 近畿 大阪府 大阪小児科医会第190回学術集会
小児栄養疫学研究の勧め：
未来の生活習慣病をどのように防ぐか？

田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.1.27

1710-B-021 近畿 兵庫県 第273回日本小児科学会兵庫県地方会
小児･思春期の頭痛
〜頭痛の治療薬が効く頭痛と効かない頭痛

竹島　泰弘 兵庫医科大学小児科 2018.2.3

1710-B-022 近畿 和歌山県 第180回日本小児科学会和歌山地方会
動き始めたプログラム制による
新小児科専門医研修

鈴木　啓之
和歌山県立医科大学
小児科学講座

2018.2.17

1710-B-023 近畿 兵庫県
第339回東播小児臨床談話会
特別講演会

抗菌薬の適正使用と小児呼吸器
感染症診療ガイドライン
2017改訂のポイント

米谷　昌彦 加古川中央市民病院 2018.2.22

1710-B-024 近畿 兵庫県 周産期医療事例検討会
最近の周産期精神医学の
現状と課題

空地　顕一 兵庫県医師会 2018.3.10

1710-B-025 近畿 兵庫県 第71回但馬地区小児科医懇話会 小児の非悪性血液･腫瘍疾患 港　敏則
公立豊岡病院組合立豊岡病院
小児科

2018.3.17



承認番号 開催地区 開催地 研修集会名 講習会名 会頭・世話人 所属 開催日

1710-B-026 近畿 兵庫県
第69回兵庫県小児科医会
小児医学講座

予防できている
小児重症感染症とこれから

熊谷　直樹 兵庫県小児科医会 2018.3.17

1710-B-027 近畿 兵庫県
第69回兵庫県小児科医会
小児医学講座

夜尿症診療ガイドライン2016を
活用した夜尿症解決法

熊谷　直樹 兵庫県小児科医会 2018.3.17

1710-B-028 近畿 大阪府 第55回近畿小児腎臓病研究会
CKD診療ガイドライン2013の
評価と改訂

芦田　明 大阪医科大学小児科 2018.3.24

1710-B-029 近畿 大阪府 第54回大阪小児呼吸器談話会
小児科医に知ってもらいたい閉塞を
きたす上気道疾患

井上　壽茂 住友病院小児科 2018.3.24

1710-B-030 近畿 滋賀県 第79回日本小児科学会滋賀地方会
家族性高コレステロール血症、
小児科領域でできること

丸尾　良浩 滋賀医科大学小児科学講座 2018.5.13

1710-B-031 中四国 香川県
平成29年度第3回香川県児童虐待
防止医療ネットワーク事業研修会

子育て支援から始まる子ども虐待の防止を考える
～発達支援外来で出会う子どもたち～

木下　あゆみ 四国こどもとおとなの医療センター 2018.1.14

1710-B-032 中四国 愛媛県 松山小児科会　1月例会 医師のメンタルヘルス 田中　公仁康 南の町こども医院 2018.1.16

1710-B-033 中四国 岡山県 日本ダウン症療育研究会 ダウン症の合併症について 上地　玲子 山陽学園大学 2018.2.10

1710-B-034 中四国 岡山県 日本ダウン症療育研究会
ダウン症児の口ケア
-口腔機能を高めよう-

上地　玲子 山陽学園大学 2018.2.10

1710-B-035 中四国 愛媛県 松山小児科会　2月例会 小児の斜視の診断と治療 田中　公仁康 南の町こども医院 2018.2.20

1710-B-036 中四国 岡山県 第92回美作こども医療研究会
小児整形外科疾患についての
最近の話題

梶　俊策 津山中央病院小児科 2018.2.26

1710-B-037 中四国 愛媛県 第69回愛媛県小児科医会教育集会
小児の斜視
-その診断と治療-

児玉　義史 愛媛県小児科医会 2018.3.11

1710-B-038 中四国 愛媛県 第69回愛媛県小児科医会教育集会 発音が悪い子 児玉　義史 愛媛県小児科医会 2018.3.11

1710-B-039 中四国 愛媛県 松山小児科会　3月例会 小児期の頭痛 田中　公仁康 南の町こども医院 2018.3.20

1710-B-040 九州 福岡県
第29回日本Pediatric Interventional
Cardiology学会学術集会

シンポジウム
「術後早期カテーテルインターベンション」

須田　憲治 久留米大学医学部小児科 2018.1.18

1710-B-041 九州 福岡県
第29回日本Pediatric Interventional
Cardiology学会学術集会

シンポジウム
「今問うPDA閉鎖術のデバイスの選択
-どんな形態に何が適当か？-」

須田　憲治 久留米大学医学部小児科 2018.1.20

1710-B-042 九州 大分県
平成29年度 九州（第8）ブロック研修会in大
分

抱っこの魅力 藤本　保
医療法人藤本育成会
大分こども病院

2018.1.28

1710-B-043 九州 大分県
平成29年度 九州（第8）ブロック研修会in大
分

園医に求められること 藤本　保
医療法人藤本育成会
大分こども病院

2018.1.28

1710-B-044 九州 大分県
平成29年度 九州（第8）ブロック研修会in大
分

バイタルサインを読み取る 藤本　保
医療法人藤本育成会
大分こども病院

2018.1.28

1710-B-045 九州 大分県
平成29年度 九州（第8）ブロック研修会in大
分

アレルギーとアナフィラキシー 藤本　保
医療法人藤本育成会
大分こども病院

2018.1.28

1710-B-046 九州 大分県
平成29年度 九州（第8）ブロック研修会in大
分

障がい児の園での対応を考える 藤本　保
医療法人藤本育成会
大分こども病院

2018.1.28

1710-B-047 九州 福岡 第294回筑豊小児科医会勉強会 夜尿症～診療ガイドラインに沿った治療法～ 森田　潤
筑豊小児科医会
こどもクリニックもりた

2018.2.15

1710-B-048 九州 宮崎県
第83回日本小児科学会
宮崎地方会

小児がんの治療と研究の現状 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

2018.2.18

1710-B-049 九州 宮崎県 第22回九州外来小児科学研究会 小児の生活習慣病とその予防 高村　一志 たかむら小児科クリニック 2018.3.18

1710-B-050 九州 宮崎県 第22回九州外来小児科学研究会 発達外来から見た子育て支援 高村　一志 たかむら小児科クリニック 2018.3.18

1710-B-051 九州 沖縄県 平成30年度第1回医師研修会 乳幼児健診の進め方 宮城　雅也 公益社団法人沖縄県小児保健協会 2018.5.17

1710-B-052 九州 沖縄県 平成30年度　沖縄県小児保健学会
食物アレルギーの予防とアトピー性皮膚炎を
寛解に導く対策

宮城　雅也 公益社団法人沖縄県小児保健協会 2018.6.2


