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1805-Ｂ-001 北海道 北海道 札幌市小児科医会研究会

小児科医が知っておかなければならない
遺伝子の知識
-遺伝子解析で何が分かるのか？
どこまで分かるのか？
次世代シークエンサーって何？-

中田　修二 札幌市小児科医会 2018.8.4

1805-Ｂ-002 北海道 北海道
釧路小児科医会
懇話会「レインマンの会」

自閉スペクトラム症　up to date 仲西　正憲 釧路赤十字病院小児科 2018.9.1

1805-Ｂ-003 北海道 北海道 札幌市小児科医会研究会 （仮）妊娠・授乳中の投薬 中田　修二 札幌市小児科医会 2018.9.22

1805-Ｂ-004 北海道 北海道
第28回北海道
小児腎臓病研究会

（仮）教育シンポジウム：
そこが知りたい「ネフローゼのきほん」

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

2018.9.22

1805-Ｂ-005 東北 秋田県
秋田市医師会
乳幼児健診管理講習会

乳幼児期にみられる形成外科疾患
-治療の適応と至適時期について-

大野　忠行 一般社団法人　秋田市医師会 2018.8.29

1805-Ｂ-006 東北 福島県
第106回県南小児科医会
学術講演会

重心病棟を一緒に覗いてみませんか？ 佐久間　弘子 星総合病院診療部兼小児科 2018.9.6

1805-Ｂ-007 東北 山形県
第109回日本小児科学会
山形地方会

食物アレルギーの診断・治療の進歩 三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2018.9.8

1805-Ｂ-008 東北 山形県
第109回日本小児科学会
山形地方会

小児循環器診療における画像診断の進歩 三井　哲夫 山形大学医学部小児科 2018.9.8

1805-Ｂ-009 関東 埼玉県
第45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
新生児マススクリーニングの「質の担保」
1.検査法の変更に伴う対応
-ELISA法からAutoDELFIA法への変更-
2.検査法の追加によるインパクト
-LC-MS/MS法による先天性副腎過形成症二次検査-
3.web解析システムからみた内部精度管理
-CPT2スクリーニングマーカーから-
4.外部精度管理の現状
5.日本マススクリーニング学会教育研修委員会の
取り組み
6.総合討論

大竹　明
埼玉医科大学小児科・
難病センター

2018.8.17

1805-Ｂ-010 関東 埼玉県
第45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
代謝性疾患マススクリーニング診療に
おける遺伝子検査の重要性（意義）
1.遺伝子変異を同定してフォローする
2.AMED深尾班の遺伝子パネル現状（仮）
3.フェニールケトン尿症と遺伝子診断の意義（仮）
4.プロピオン酸血症における遺伝子診断の意義（仮）
5.総合討論

大竹　明
埼玉医科大学小児科・
難病センター

2018.8.17

1805-Ｂ-011 関東 埼玉県
第45回日本マススクリーニング学会
学術集会

「Molecular Diagnostics of Metabolic disorders,
from Exome and Genome to RNA-sequencing」
（代謝疾患の分子診断：
全エクソーム、全ゲノムから
ＲＮＡシークエンスへ）

大竹　明
埼玉医科大学小児科・
難病センター

2018.8.17
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1805-Ｂ-012 関東 埼玉県
第45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
内分泌疾患マススクリーニング診療
における遺伝子検査の重要性（意義）
-どのような時に必要か、
どう進めればよいか-
1.総論（基本的な考え方）
2.先天性甲状腺機能低下症に関して
3.先天性中枢性甲状腺機能低下症に関して
4.先天性副腎過形成症に関して

大竹　明
埼玉医科大学小児科・
難病センター

2018.8.18

1805-Ｂ-013 関東 埼玉県
第45回日本マススクリーニング学会
学術集会

New mitochondrial diseases
- new treatment options.
Do we need a next generation of screening?
（ミトコンドリア病の新規病因と病因に
基づく治療法の発見。
これにかなう次世代のスクリーニング方とは？）

大竹　明
埼玉医科大学小児科・
難病センター

2018.8.18

1805-Ｂ-014 関東 東京都
第37回日本思春期学会総会・
学術集会

なぜ今、産後ケアが必要か
―少子高齢化社会におけるまちづくり―

古谷　健一
防衛医科大学校
産科婦人科学講座

2018.8.18

1805-Ｂ-015 関東 東京都
第37回日本思春期学会総会・
学術集会

Advanced Molecular Reproductive
Endocrinology in Adolescent Medicine

古谷　健一
防衛医科大学校
産科婦人科学講座

2018.8.18

1805-Ｂ-016 関東 東京都
第37回日本思春期学会総会・
学術集会

若いお母さんに知ってもらいたい
赤ちゃんの気持ち

古谷　健一
防衛医科大学校
産科婦人科学講座

2018.8.19

1805-Ｂ-017 関東 東京都 在宅技術講習会　part1
1.小児の気管切開
2.気管切開チューブの管理
3.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

2018.8.25

1805-Ｂ-018 関東 埼玉県
第36回日本小児心身医学会学
術集会

視る力から知る：赤ちゃんの心の発達 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

2018.9.7

1805-Ｂ-019 関東 埼玉県
第36回日本小児心身医学会
学術集会

問題行動を予防する早期発達支援 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

2018.9.7

1805-Ｂ-020 関東 埼玉県
第36回日本小児心身医学会
学術集会

子どものこころを育む音楽療法
―コミュニケーションと社会性を育てるために

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

2018.9.7

1805-Ｂ-021 関東 埼玉県
第36回日本小児心身医学会
学術集会

子どもの貧困と家族への支援 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

2018.9.8

1805-Ｂ-022 関東 埼玉県
第36回日本小児心身医学会
学術集会

落語で知る家族の
コミュニケーション

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

2018.9.8

1805-Ｂ-023 関東 静岡県
第13回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

日本人のビタミンDを考える 田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2018.9.8

1805-Ｂ-024 関東 東京都
第63回板橋区小児科医会
定例会

小児1次救急医療現場からの
エビデンスの発信

依藤　壽 板橋区小児科医会 2018.9.14

1805-Ｂ-025 関東 神奈川県
第353回日本小児科学会
神奈川県地方会

小児期てんかんへの包括的取り組み 伊藤　秀一 横浜市立大学附属病院　小児科 2018.9.15

1805-Ｂ-026 関東 東京都 第69回関東小児神経学会
小児神経科医が知っておくべき
ゲノム医療

平澤　恭子 東京女子医科大学小児科 2018.10.13

1805-Ｂ-027 関東 東京都 第69回関東小児神経学会
発達障害児をどのように診るか？
－横浜市中部地域療育センターでの
経験から

平澤　恭子 東京女子医科大学小児科 2018.10.13
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1805-Ｂ-028 関東 東京都
第6回「こどもの心」研修会
（導入編）

子どもと大人の絆を深めるプログラム
～CARE（Child-Adult Relationship
 Enhancement）を用いた関係づくり

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.10.14

1805-Ｂ-029 関東 東京都
第6回「こどもの心」研修会
（導入編）

LGBTの理解と対応 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.10.14

1805-Ｂ-030 関東 東京都
第6回「こどもの心」研修会
（導入編）

愛着障害と疑似発達障害 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.10.14

1805-Ｂ-031 関東 東京都
第6回「こどもの心」研修会
（導入編）

七快（眠食便笑泣遊学）のすすめ
～眠りを中心に

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.10.14

1805-Ｂ-032 関東 埼玉県
第31回日本新生児慢性
肺疾患研究会

生命の根幹と新生児医療を
つなぐ発生学

清水　正樹 埼玉県立小児医療センター 2018.10.20

1805-Ｂ-033 関東 東京都
第28回日本小児リウマチ学会
総会・学術集会

子どものリウマチ・大人のリウマチ 森　雅亮
東京医科歯科大学大学院
医歯学総合研究科障害
免疫難病学講座

2018.10.27

1805-Ｂ-034 関東 東京都 第18回思春期の臨床講習会
自傷・自殺する子どもの
理解と援助

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.11.4

1805-Ｂ-035 関東 東京都 第18回思春期の臨床講習会
認知行動療法とその応用
（こころアプリなど）

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.11.4

1805-Ｂ-036 関東 東京都 第18回思春期の臨床講習会
思春期のこころ
～不登校事例を中心に

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.11.4

1805-Ｂ-037 関東 東京都 第18回思春期の臨床講習会
思春期の保健課題の克服
～中高生2万人のアンケート調査から

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.11.4

1805-Ｂ-038 関東 茨城県 第119回茨城小児科学会 小児循環器診療のポイント 須磨﨑　亮
茨城県立こども病院/
筑波大学小児科

2018.11.4

1805-Ｂ-039 中部 三重県 第75回三重県小児保健学会
慢性疾患・難病の子どもの支援
−｢患者｣から｢患者」へ-

平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科
小児科学

2018.9.2

1805-Ｂ-040 中部 愛知県 第27回発達腎研究会
ヒト由来幹細胞から作った
腎芽を育てる戦略

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

2018.9.15

1805-Ｂ-041 中部 愛知県 第25回日本小児高血圧研究会 小児の急性脳症 up to date 藤永　周一郎
埼玉県立小児医療センター
腎臓科

2018.9.16

1805-Ｂ-042 中部 富山県 第57回富山県小児保健学会
子育て世代を切れ目なく
支えるために

垣内　孝子 富山県砺波厚生センター 2018.10.14

1805-Ｂ-043 中部 富山県 第57回富山県小児保健学会
子育て世代包括支援センターと
切れ目のない支援

垣内　孝子 富山県砺波厚生センター 2018.10.14

1805-Ｂ-044 中部 富山県 第2回高岡市小児科医会講演会
学校検尿・3歳児検尿の見方・考え方
〜実例を通して

小栗　絢子 高岡市小児科医会 2018.10.23

1805-Ｂ-045 近畿 大阪府
大阪小児科医会
第15回子どものこころの研修会

スマホやネットに潜む危険 田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2018.8.4

1805-Ｂ-046 近畿 奈良県
第2回奈良呼吸器
アレルギーセミナー

新しい「思春期の喘息」
－移行期医療と自己管理ー

南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科 2018.9.8

1805-Ｂ-047 近畿 京都府
第37回京都府
小児保健研究会

遠隔医療とオンライン診療 平家　俊男
兵庫県立尼崎総合医療センター、
京都大学小児科

2018.9.9
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1805-Ｂ-048 近畿 兵庫県
第275回日本小児科学会
兵庫県地方会

小児けいれん重積の管理
-熱性けいれん-
急性脳症における私の経験と
新しいガイドライン-

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

2018.9.29

1805-Ｂ-049 近畿 滋賀県
平成30年度
滋賀小児科医会総会・
学術講演会

鉄欠乏について
～母子の鉄欠乏を中心に～

廣田　常夫 大津赤十字病院 2018.9.30

1805-Ｂ-050 近畿 滋賀県
平成30年度
滋賀小児科医会総会・
学術講演会

赤ちゃんの"食"を支援する：
"離乳食"から"補完食"へ

廣田　常夫 大津赤十字病院 2018.9.30

1805-Ｂ-051 近畿 大阪府
第29回日本成長学会
学術集会

こどもの身長を伸ばす法 依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2018.11.3

1805-Ｂ-052 近畿 大阪府
第29回日本成長学会
学術集会

小児の成長とＬＥＤ：その光と影 依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2018.11.3

1805-Ｂ-053 中四国 広島県 第510回広島市小児科医会例会 抗菌剤の適正使用に関して 森　美喜夫 もり小児科 2018.8.8
1805-Ｂ-054 中四国 岡山県 第95回美作こども医療研究会 半陰陽をどうみる？ 梶　俊策 津山中央病院小児科 2018.8.27

1805-Ｂ-055 中四国 徳島県
第36回四国小児神経
症例検討会

発達障害のABC:早期の気づきから
専門診療まで

森　健治
徳島大学大学院子どもの保健・
看護学分野

2018.9.2

1805-Ｂ-056 中四国 高知県
第94回日本小児科学会
高知地方会

小児の肺聴診
ー基礎と臨床

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2018.9.9

1805-Ｂ-057 中四国 広島県
第511回広島市
小児科医会例会

こどもの便秘 森　美喜夫 もり小児科 2018.9.12

1805-Ｂ-058 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

学童期の発達障害と不登校の治療 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.15

1805-Ｂ-059 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

学童期の脳波の読み方 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.15

1805-Ｂ-060 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

小児片頭痛の診療 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.15

1805-Ｂ-061 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

小児集中治療における中枢神経系への
アプローチ

前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.15

1805-Ｂ-062 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

発達性読み書き障害の診断と治療 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.15

1805-Ｂ-063 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

てんかんの診かた
～学童期を中心に～

前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.16

1805-Ｂ-064 中四国 鳥取県
第16回小児神経学入門講座・
第37回米子セミナー

学童期に発症する中枢神経疾患の画像診断 前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2018.9.16

1805-Ｂ-065 中四国 山口県
平成30年度山口県
小児保健研究会

児童虐待とその支援について（仮） 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

2018.9.29

1805-Ｂ-066 中四国 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

2018.9.30

1805-Ｂ-067 中四国 香川県
第102回日本小児科学会
香川地方会

子どものけいれんの初期対応 日下　隆 香川大学　小児科 2018.12.1

1805-Ｂ-068 九州 長崎県 第27回母乳育児シンポジウム
共に生きる
―新しいいのちに向き合って―

青木　幹弘
国立病院機構
長崎医療センター

2018.8.4
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1805-Ｂ-069 九州 鹿児島県 第32回鹿児島県小児保健学会
食物アレルギーの医療と学校・
家庭の連携

根路銘　安仁
鹿児島大学医学部
保健学科成育看護学講座

2018.8.19

1805-Ｂ-070 九州 鹿児島県 第66回九州学校保健学会
発達障害のある子供の教育における
医療と教育の連携

根路銘　安仁
鹿児島大学医学部
保健学科成育看護学講座

2018.8.26

1805-Ｂ-071 九州 鹿児島県 第66回九州学校保健学会
発達障害児の対応について
教育と医療との連携

根路銘　安仁
鹿児島大学医学部
保健学科成育看護学講座

2018.8.26

1805-Ｂ-072 九州 大分県 第24回大分小児保健協会
小児の食物アレルギーについて
～現場での対応から予防まで～

井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2018.9.30

1805-Ｂ-073 九州 鹿児島県
第169回日本小児科学会
鹿児島地方会

小児難病の早期診断と
遺伝カウンセリング

河野　嘉文
鹿児島大学医学部
小児科学教室

2018.10.21

1805-Ｂ-074 九州 鹿児島県 第71回九州小児科学会 新生児医療の過去と未来 河野　嘉文
鹿児島大学医歯学総合研究科
小児科学分野

2018.11.18


