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1804-B-001 北海道 北海道 札幌市小児科医会研究会
平成30年度診療報酬改定で
期待される小児科臨床

中田　修二 札幌市小児科医会 2018.7.24

1804-B-002 北海道 北海道
第15回日本小児心身医学会
北海道地方会

発達障害と愛着障害
ーアタッチメントの視点からー

荒木　章子 氏家記念こどもクリニック 2018.7.29

1804-B-003 東北 山形県
第500回記念
山形地方小児科集談会

ゲノム医療の現況
－がん関連遺伝子を中心に－（仮）

土田　秀二 土田小児科医院 2018.7.18

1804-B-004 東北 秋田県
第113回日本小児科学会
秋田地方会

神経発達症の治療
～薬にできることできないこと～

高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2018.7.28

1804-B-005 東北 山形県
第24回日本小児神経学会
東北地方会

発達期脳神経疾患の
分子病態の解明

三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2018.11.10

1804-B-006 関東 神奈川県
第54回日本小児
循環器学会総会・学術集会

教育講演1
1.失神について
2.ペースメーカーについて

富田　英
昭和大学病院　小児循環器・
成人先天性心疾患センター

2018.7.5

1804-B-007 関東 神奈川県
第54回日本小児
循環器学会総会・学術集会

教育講演2
1.カテーテル操作、成型の基本：
ラジフォーカス無しでカテーテルを操る
2.冠動脈ステント最前線

富田　英
昭和大学病院　小児循環器・
成人先天性心疾患センター

2018.7.5

1804-B-008 関東 神奈川県
第54回日本小児
循環器学会総会・学術集会

教育講演3
1.圧と長さと時間から診た
先天性心疾患の身体所見
2.Bモードエコーで先天性心疾患を見る；
ドプラは無くても形態でここまで分かる

富田　英
昭和大学病院　小児循環器・
成人先天性心疾患センター

2018.7.6

1804-B-009 関東 神奈川県
第54回日本小児
循環器学会総会・学術集会

教育講演4
1.DORVの外科解剖
2.MRIを含めた3D画像診断

富田　英
昭和大学病院　小児循環器・
成人先天性心疾患センター

2018.7.7

1804-B-010 関東 東京都 新生児低体温療法講習会
新生児脳症に対する細胞治療
up-to date

鍋谷　まこと 淀川キリスト教病院 2018.7.7

1804-B-011 関東 東京都 成育救急集中治療セミナー
小児救急集中治療の現状
呼吸管理（気管挿管・外科的気道確保）について

五十嵐　隆
賀籐　均

成育医療研究センター 2018.7.7

1804-B-012 関東 東京都 成育救急集中治療セミナー
小児救急集中治療の現状
循環管理（エコーガイド下穿刺・骨髄路確保）について
救急外来マネージメント、急性腎障害

五十嵐　隆
賀籐　均

成育医療研究センター 2018.7.7

1804-B-013 関東 東京都 成育救急集中治療セミナー
小児救急集中治療の現状
中枢神経管理（頭部外傷、中枢神経管理）について

五十嵐　隆
賀籐　均

成育医療研究センター 2018.7.8

1804-B-014 関東 東京都 成育救急集中治療セミナー
小児救急集中治療の現状
（患者搬送時の対応について）

五十嵐　隆
賀籐　均

成育医療研究センター 2018.7.8

1804-B-015 関東 東京都
第54回日本周産期・
新生児医学会学術集会

シンポジウム2：Inter-Professional Network
NICUから始まる移行期医療
1.当院における移行期医療の現況と取り組み
2.診断技術の進歩で変容していく周産期・新生児医療
3.先天性心疾患の移行の実際　成人先天性心疾患
4.在宅医療に求められる周産期にかかわる医師の役割

中井　章人 日本医科大学産婦人科 2018.7.8
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1804-B-016 関東 東京都
第54回日本周産期・
新生児医学会学術集会

シンポジウム4：早産-2　Inter-Professional Network
後期早産、早産正期産の戦略
1.早期正期産を減らすために産科医ができること：
反復帝王切開の時期選定に関する検討
2.INSUREメソッドによる呼吸窮迫症候群の呼吸管理戦略
3.我が国における後期早産児の新生児呼吸障害発症に関する
産科管理のエビデンスの確立を目指して：
国立病院機構成育医療ネットワーク研究の試み
4.在胎37週、38週の早期正期産児（early term 児）の
臨床的検討～自験例を中心に～

中井　章人 日本医科大学産婦人科 2018.7.9

1804-B-017 関東 東京都
第54回日本周産期・
新生児医学会学術集会

シンポジウム5：早産-3 Biological Network
早産と絨毛膜羊膜炎
1.早産と絨毛膜羊膜炎
～周産期学シンポジウムアンケート結果を中心に～
2.胎盤病理から見る早産の病態
3.母体臨床所見から羊水感染が予測可能であるかの検討
4.子宮内感染・子宮内炎症に応じた
切迫早産管理を受けた児の予後
5.Polymyxin B Hemoperfusion を施行した
新生児敗血症の予後（多施設後方視的検討）

中井　章人 日本医科大学産婦人科 2018.7.9

1804-B-018 関東 東京都
第54回日本周産期・
新生児医学会学術集会

シンポジウム8：Network Medicine
新生児低体温療法の今後（仮）
1.低体温療法中に一酸化窒素吸入両方を
併用した5症例
2.Baby Cooling Japanからの報告
3.冬眠動物から学べることはあるか？
4.新生児HIE治療の今後の臨床研究のあり方

中井　章人 日本医科大学産婦人科 2018.7.9

1804-B-019 関東 東京都
第54回日本周産期・
新生児医学会学術集会

シンポジウム10：Inter-Professional Network
出生前診断を考える
1.胎児検査・診断と情報提供支援の
相互サポート・相乗効果
2.出生前診断と「こころ」のサポート
3.胎児から始まる出生後管理と新生児科医の役割
4.出生前診断と生命倫理（仮）

中井　章人 日本医科大学産婦人科 2018.7.10

1804-B-020 関東 東京都
第62回板橋区
小児科医会定例会

小児期気管支ぜん息の最新の治療
-JPGL2017を踏まえて-

依藤　壽 板橋区小児科医会 2018.7.19

1804-B-021 関東 東京都
第21回ちよだ
小児疾患検討会

早産・SGA児における乳幼児期の成長と発達 渕上　達夫
日本大学病院
総合診療センター小児科

2018.7.20

1804-B-022 関東 埼玉県
彩の国予防接種推進協議会
第6回ワクチンフォーラム

日本と海外のワクチン事情 峯　眞人
医療法人自然堂
峯小児科

2018.7.22

1804-B-023 関東 栃木県
第144回日本小児科学会
栃木県地方会

少子化時代の小児医療とPICU 吉田　真
佐野厚生総合病院
小児科

2018.7.22

1804-B-024 関東 東京都
第58回日本先天異常学会
学術集会

遺伝子解析の最前線 沼部　博直
東京医科大学病院
遺伝子診療センター

2018.7.28



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

1804-B-025 関東 東京都
第58回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム1「細胞遺伝学アップデート」
1.染色体構造異常の発生機構
2.染色体異常の臨床評価
3.染色体微細構造異常の解析と臨床

沼部　博直
東京医科大学病院
遺伝子診療センター

2018.7.28

1804-B-026 関東 東京都
第58回日本先天異常学会
学術集会

形態発生に関わる遺伝子 沼部　博直
東京医科大学病院
遺伝子診療センター

2018.7.29

1804-B-027 関東 東京都
第58回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム2「先天異常症候群と生きる」
1.Down症候群
2.Angelman症候群
3.Beckwith-Wiedemann症候群
4.Marfan症候群
5.Rubinstein-Taybi症候群
6.軟骨無形成症

沼部　博直
東京医科大学病院
遺伝子診療センター

2018.7.29

1804-B-028 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー 進化する小児疾患の遺伝子診断

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.28

1804-B-029 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー
発達障害：
ライフステージに応じた課題と対応、
幼児期から成人期まで

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.28

1804-B-030 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー 脳科学で読み解く発達障害

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.28

1804-B-031 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー 食物アレルギーの発症予防

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.28

1804-B-032 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー
症例を通して学ぶVPD
（Vaccine preventable disease）

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.28

1804-B-033 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー 画像診断を日常診療でどう使うか

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.29

1804-B-034 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー 搬送医療はここまで進歩した

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.29
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1804-B-035 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー
整形外科で診る小児疾患
（先天股脱、内反足、斜頸など）

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.29

1804-B-036 関東 東京都 第5回成育サマーセミナー 小児敗血症の特徴

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

成育医療研究センター 2018.7.29

1804-B-037 関東 神奈川県
第69回神奈川胎児エコー研究会
スペシャル講座

1.上部尿路閉寒性疾患の胎児診断
2.下部尿路閉寒の胎児診断と胎児治療

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.7.29

1804-B-038 関東 神奈川県
第69回神奈川胎児エコー研究会
スペシャル講座

1.cloaca、cloaca extrophyの胎児診断
2.cloaca、cloaca extrophyの治療

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.7.29

1804-B-039 関東 静岡県
第1回 静岡県
バスケットボール協会
スポーツ医学セミナー

1.勝つためにたべることを考えてみませんか!?
2.コンディショニングの新しいかたち
-乳酸菌でからだの防御率アップ-
3.身近にあるドーピングの危険とその対策

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2018.8.10

1804-B-040 関東 群馬県
第60回群馬県
小児保健会研究集会

子どもの健康と貧困 荒川　浩一
群馬大学大学院
医学系研究科
小児科学分野

2018.8.30

1804-B-041 関東 東京都 第32回成育臨床懇話会
子どもの心の診療ネットワーク事業
～発達障害医療の均てん化と教育との
連携をめざして～

賀籐　均 国立成育医療研究センター 2018.9.1

1804-B-042 関東 神奈川県 第26回みなと小児疾患研究会 アレルギー疾患の移行期医療 磯崎　淳 横浜市立みなと赤十字病院 2018.9.11

1804-B-043 関東 埼玉県
第173回日本小児科学会
埼玉地方会

小児の内視鏡手術：
過去・現在・未来

佐藤　清二 さいたま市立病院 2018.9.16

1804-B-044 関東 東京都 第8回乳幼児学校保健研修会
乳幼児に必要な栄養
～最近の問題点

松平　隆光 日本小児科医会 2018.9.16

1804-B-045 関東 東京都 第8回乳幼児学校保健研修会
離乳食の進め方
～保護者への支援も含めて

松平　隆光 日本小児科医会 2018.9.16

1804-B-046 関東 山梨県
第22回日本小児神経学会
甲信越地方会

筋疾患のミカタ 相原　正男
山梨大学大学院
総合研究部

2018.11.17

1804-B-047 中部 長野県
第5回 長野小児救急セミナー
Nagano Pediatric
Emergency Care(NPEC)

小児救急症例実践シュミレーション 北村　真友 長野県立こども病院 2018.7.21

1804-B-048 中部 三重県
第26回三重県
胎児新生児研究会

短腸症候群の基礎と栄養管理 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科

2018.7.29

1804-B-049 中部 三重県
第3回三重県小児在宅医療
実技講習会･講演会

気管カニューレ交換に必要な知識 野村　豊樹 三重県小児科医会 2018.8.5

1804-B-050 中部 三重県
第3回三重県小児在宅医療
実技講習会･講演会

胃瘻カテーテル交換に必要な知識 野村　豊樹 三重県小児科医会 2018.8.5

1804-B-051 中部 三重県
第3回三重県小児在宅医療
実技講習会･講演会

いつも笑顔をありがとう 野村　豊樹 三重県小児科医会 2018.8.5
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1804-B-052 中部 愛知県 第54回中部日本小児科学会 概日周期と睡眠制御研究のフロンティア 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

2018.8.19

1804-B-053 中部 愛知県 第54回中部日本小児科学会
全エキソーム解析の報告書を読み解く：
ゲノム医療の実装に備えて

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

2018.8.19

1804-B-054 中部 愛知県 第54回中部日本小児科学会 不明熱をどう見るか 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

2018.8.19

1804-B-055 中部 愛知県
第12回東海地区
小児神経セミナー

誰でもできる発達障がい児への支援
〜小児科医だからできること〜

高橋　純哉
国立病院機構
三重病院小児科

2018.9.8

1804-B-056 中部 愛知県
第12回東海地区
小児神経セミナー

児童精神科医療の中での
発達障害の位置づけ

高橋　純哉
国立病院機構
三重病院小児科

2018.9.8

1804-B-057 中部 愛知県
第12回東海地区
小児神経セミナー

支援困難な子どもを支える
言語的媒介の用い方

高橋　純哉
国立病院機構
三重病院小児科

2018.9.8

1804-B-058 中部 愛知県
第12回東海地区
小児神経セミナー

発達障害児へのABA応用行動
分析による支援

高橋　純哉
国立病院機構
三重病院小児科

2018.9.8

1804-B-059 中部 愛知県 第40回日本小児体液研究会 小児腎疾患と精密医療 池住　洋平
藤田保健衛生大学
医学部小児科学

2018.9.15

1804-B-060 近畿 兵庫県
第5回小児在宅
医療実技講習会

重症児者の呼吸障害の管理
〜呼吸リハを中心に〜

藤田　位
空地　顕一

兵庫県小児科医会
兵庫県医師会

2018.7.8

1804-B-061 近畿 大阪府
大阪小児科医会
第191回学術集会

２型自然リンパ球による
アレルギー発症機構

田尻　仁 大阪小児科医会 2018.7.14

1804-B-062 近畿 兵庫県
平成30年度神戸市
小児科医会総会・学術講演会

神戸市の小児救急の現状と
今後の展望

二宮　道人 神戸市小児科医会 2018.7.14

1804-B-063 近畿 奈良県
第25回日本ダウン症
療育研究会

成人期ダウン症候群における
認知症と血液診断

土井　拓 天理よろづ相談所病院 2018.7.21

1804-B-064 近畿 大阪府 第25回国循小循夏季セミナー
①先天性心疾患の新生児期治療
②胎児エコー
③CT/模型

黒嵜　健一
国立循環器病研究センター
小児循環器科

2018.7.22

1804-B-065 近畿 大阪府
第219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 大阪小児科学会 2018.9.30

1804-B-066 中四国 山口県
平成30年度山口県
小児科医会総会・特別講演

子どもの貧困対策（仮） 田原　卓浩 山口県小児科医会 2018.7.1

1804-B-067 中四国 岡山県
第26回岡山
小児心身症研究会

津山での小児心身医療の
これまでとこれからの夢

塚原　宏一 岡山大学小児医科学 2018.7.1

1804-B-068 中四国 岡山県
第26回岡山
小児心身症研究会

子ども虐待の向こう側 塚原　宏一 岡山大学小児医科学 2018.7.1

1804-B-069 中四国 岡山県
第26回岡山
小児心身症研究会

コグトレとは？
～困っている子どもへの
治療トレーニング

塚原　宏一 岡山大学小児医科学 2018.7.1
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1804-B-070 中四国 鳥取県
日本小児科学会
鳥取地方会第72回例会

小児死亡事例に関する登録検証システムの
制度確立に向けた取り組み
～予防可能死を減らすために医療者が
できること、知っておくべきこと～

神﨑　晋
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2018.7.22

1804-B-071 中四国 岡山県
第214回倉敷小児科
専門医会

泉熱再考
－病態から感染症を考えるー

尾内　一信 川崎医科大学小児科学 2018.7.25

1804-B-072 中四国 高知県
平成30年度高知県
小児保健協会 総会・学会

子どもの貧困
～子どもへの影響と支援

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学教室

2018.8.2

1804-B-073 中四国 香川県
第10回日本子ども虐待
医学会学術集会

BEAMS Stage 2
(医療機関のための虐待対応プログラム）

木下　あゆみ
四国こどもとおとなの
医療センター

2018.8.3

1804-B-074 中四国 香川県
第10回日本子ども虐待
医学会学術集会

「子どもシェルターの現場から
～カリヨン子どもセンターの活動について～」

木下　あゆみ
四国こどもとおとなの
医療センター

2018.8.4

1804-B-075 中四国 香川県
平成30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

子どもの発達と愛着（仮） 宮崎　雅仁
香川県小児科医会/
小児科内科三好医院

2018.10.7

1804-B-076 中四国 香川県
平成30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

症例から学ぶ発達障害
（反応性愛着障害児を提示予定）

宮崎　雅仁
香川県小児科医会/
小児科内科三好医院

2018.10.7

1804-B-077 九州 鹿児島県
鹿児島市小児科医会
特別講演会

「ないもの」からではなく、「あるもの」から
考えるケニアの療育事業

鈴木　重澄 鹿児島市小児科医会 2018.7.14

1804-B-078 九州 長崎県
第195回長崎市小児科医会
学術研修会

小児神経疾患の新しい知見 神村　直久 長崎市小児科医会 2018.7.19

1804-B-079 九州 福岡県
第32回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

電顕標本の見方（第2段）と
糸球体管外性病変の解釈

郭　義胤
福岡市立こども病院
腎疾患科

2018.7.22

1804-B-080 九州 福岡県
第3回筑後小児
プライマリケア研究会

初期印象診断の実際 大部　敬三
聖マリア病院
小児科

2018.7.26

1804-B-081 九州 長崎県
第18回九州沖縄小児
救急医学研究会

子供への虐待を考える
～法医学的診断法と自験例の紹介～

橋本　邦生
長崎大学病院
小児科

2018.7.28

1804-B-082 九州 福岡県
第35回日本小児臨床
アレルギー学会

アレルギー疾患難治化の機序
～内的、外的要因を考える～

本村　知華子
独立行政法人
国立病院機構福岡病院

2018.7.28

1804-B-083 九州 福岡県
第35回日本小児臨床
アレルギー学会

病気を持つ子どもと親のきずなを深めよう 本村　知華子
独立行政法人
国立病院機構福岡病院

2018.7.28

1804-B-084 九州 福岡県
第35回日本小児臨床
アレルギー学会

アレルギー診療に応用する
行動科学とチーム医療

本村　知華子
独立行政法人
国立病院機構福岡病院

2018.7.28

1804-B-085 九州 福岡県
第35回日本小児臨床
アレルギー学会

アレルギー疾患を持つ子どものケア 本村　知華子
独立行政法人
国立病院機構福岡病院

2018.7.28

1804-B-086 九州 福岡県
第35回日本小児臨床
アレルギー学会

アレルギー疾患診療の最前線 本村　知華子
独立行政法人
国立病院機構福岡病院

2018.7.29

1804-B-087 九州 沖縄県
沖縄小児科学会
第92回例会

本土とはちょっと違う沖縄の皮膚病
～アトピーは軽くてもアタマジラミは治らない～

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

2018.9.9


