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1712-B-001 東北 岩手県 第2回発達障がい対応力向上研修
発達障がい児を持つ保護者に伝えたいこと
～学齢期から成人期～

金濱　誠己/
石川　育成

一般社団法人
岩手県医師会

2018.3.18

1712-B-002 東北 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
精神科的併存症について

金濱　誠己/
石川　育成

一般社団法人
岩手県医師会

2018.3.18

1712-B-003 東北 山形県
第35回山形県周産期・
新生児医療研究会

周産期診療におけるチーム志向での
医療の質向上と患者安全

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2018.6.30

1712-B-004 東北 宮城県 第35回日本小児肝臓研究会 原発性硬化性胆管炎（PSC）を考える 虻川　大樹
宮城県立こども病院
総合診療科・消化器科

2018.7.14～15

1712-B-005 関東 群馬県
群馬県虐待防止医療ネットワーク
講演会

「"困った子"は困っている子」
～支援者として、"子どもをみる"ということ～

松井　敦
前橋赤十字病院
小児科

2018.3.2

1712-B-006 関東 東京都 第20回ちよだ小児疾患検討会
小児の尿異常・腎疾患
-診断の進め方-（仮）

渕上　達夫
日本大学病院総合診療センター
小児科

2018.3.2

1712-B-007 関東 埼玉県 第134回埼玉小児疾患集談会 埼玉県の感染症サーベイランス

世話人：
川野　豊
浅沼　聡
会頭：
小川　潔

埼玉県立小児医療センター 2018.3.8

1712-B-008 関東 東京都
平成29年度小児がん早期診断
推進研修会

シンポジウム
「小児がんの在宅緩和ケア」
1.当科に紹介となった小児脳腫瘍患者について
症例提示
2.小児脳腫瘍と在宅緩和ケア
3.在宅緩和ケアと地域開業医の関わり

秋山　政晴
東京慈恵会医科大学
小児科

2018.3.12

1712-B-009 関東 神奈川県
第40回横須賀・三浦小児科医会
学術講演会

病原診断に基づく百日咳の臨床 髙宮　光 横須賀・三浦小児科医会 2018.3.16

1712-B-010 関東 栃木県
第143回日本小児科学会
栃木県地方会

アレルギーの発症阻止と食餌療法
～食べるべきか、避けるべきか～

吉原　重美 獨協医科大学小児科 2018.3.18

1712-B-011 関東 東京都
第560回葛飾区医師会
小児科集談会

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

会長：
石川　辰雄
世話人：
永友　祥子
平木　洋子

会長：
石川循環器クリニック
世話人：
お花茶屋こどもクリニック
平木こどもクリニック

2018.3.20

1712-B-012 関東 埼玉県
第44回
川越小児科臨床検討会

AMR時代到来！
小児外来・救急での抗菌薬の賢い使い方

森脇　浩一
埼玉医科大学総合医療センター
小児科

2018.3.23

1712-B-013 中部 岐阜県
平成29年度第3回
岐阜県小児科医会学術講演会

侵襲性感染症今昔物語
〜これまでの10年とこれからの10年〜

久野　保夫 岐阜県小児科医会 2018.3.4

1712-B-014 中部 三重県
第74回
三重県小児保健学会

子どものちょっと変わった運動発達 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2018.3.4

1712-B-015 中部 三重県
第74回
三重県小児保健学会

ATL流行の国際的動向：
予防から治療への学際的歩み

平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2018.3.4
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1712-B-016 中部 三重県
平成29年度
5歳児健診研修会

5歳児健診で気づかれた発達が
気になる子への指導について

青木　重孝
公益社団法人
三重県医師会

2018.3.18

1712-B-017 中部 三重県
平成29年度
乳児健診マニュアル講習会

育てにくさを感じる親に寄り添う支援 青木　重孝
公益社団法人
三重県医師会

2018.3.18

1712-B-018 中部 愛知県
第192回
東三河小児科医会学術講演会

外来で注意すべき小児悪性腫瘍の
症状と先進医療の現状、
愛知県小児医療のこれから

鈴木　敏弘 東三河小児科医会 2018.6.16

1712-B-019 近畿 大阪府
第63回日本小児神経学会
近畿地方会

ミトコンドリア病の基礎と臨床UPDATE 柏木　充
市立ひらかた病院
小児科

2018.3.3

1712-B-020 近畿 京都府
第33回
子どものこころと身体懇話会

母乳育児支援のための基礎知識
（小児科医の立場から）

藤田　克寿 京都小児科医会 2018.3.17

1712-B-021 近畿 大阪府
第33回
近畿外来小児科学研究会

食物アレルギーの予防と治療。
除去か？食べさせるのか？

藤岡　雅司 ふじおか小児科 2018.4.15

1712-B-022 中四国 島根
第101回
山陰小児科学会

子どもの創傷や皮膚腫瘍に
どう対応すれば良いか？
～世界に誇る日本の最新治療～

竹谷　健　
島根大学医学部
小児科

2018.3.25

1712-B-023 中四国 広島
第507回
広島市小児科医会例会

成長曲線から見た小児の成長と疾患 森　美喜夫 もり小児科 2018.4.11

1712-B-024 中四国 広島
第302回
呉小児科医会学術講演会

食物アレルギーにおける外来食物経口
負荷試験とその後の対応

渡辺　弘司
渡辺小児科循環器科
クリニック

2018.4.26

1712-B-025 中四国 広島
第14回　日本小児科医会
生涯研修セミナー

感作経路からみた食物アレルギー 新田　康郎 新田小児科医院 2018.10.8

1712-B-026 九州 沖縄
沖縄小児科学会
第91回例会

研究と臨床の架け橋
～てんかん研究から～

中西　浩一
琉球大学大学院医学研究科
育成医学講座

2018.3.11

1712-B-027 九州 長崎
第204回日本小児科学会
長崎地方会

シンポジウム
「New Drugs～小児領域の新たな治療薬」

森内　浩幸
長崎大学医学部
小児科

2018.4.15


