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1807-B-001 東北 新潟県
第57回
新潟県小児保健研究会

食物アレルギーの診断・
治療と社会的対応

齋藤　昭彦 新潟大学医学部小児科 2018.10.17

1807-B-002 東北 秋田県
秋田県小児保健会
特別講演会

発達障害と、発達性トラウマ障害 高橋　勉
秋田大学大学院医学系研究科・
医学専攻機能展開医学系
小児科学講座

2018.10.20

1807-B-003 東北 青森県
第168回日本小児科学会
青森地方会

小児ネフローゼ症候群の
新規治療法開発と病因探索研究

伊藤　悦朗
弘前大学大学院医学研究科
小児科学講座

2018.11.3

1807-B-004 東北 宮城県
東北外来小児科学研究会
（第17回）

小児の血便・嘔吐 川村　和久 かわむらこどもクリニック 2018.11.11

1807-B-005 東北 宮城県
東北外来小児科学研究会
（第17回）

一般病院で経験する血便症例
（特に消化管アレルギーについて）

川村　和久 かわむらこどもクリニック 2018.11.11

1807-B-006 東北 青森県
平成30年度
青森県小児保健協会総会・
学術集会

発達障害について 伊藤　悦朗
弘前大学大学院医学研究科
小児科学講座

2018.11.11

1807-B-007 東北 宮城県
第226回日本小児科学会
宮城地方会

自閉症研究、５歳児発達健診と
学校コホートの試み

呉　繁夫
東北大学大学院医学系研究科
小児病態学分野

2018.11.18

1807-B-008 東北 宮城県
仙台小児科医会
学術研修会

小児耳鼻科健診のコツと
落とし穴

川村　和久 仙台小児科医会 2018.11.28

1807-B-009 東北 青森県
第4回予防接種・
海外渡航合同研修会

渡航関連感染症とワクチン 関場　慶博 日本小児科医会 2018.12.2

1807-B-010 東北 青森県
第4回予防接種・
海外渡航合同研修会

まだある日本のワクチンギャップ 関場　慶博 日本小児科医会 2018.12.2

1807-B-011 東北 青森県
第4回予防接種・
海外渡航合同研修会

グローバル化社会での輸入感染症のリスク 関場　慶博 日本小児科医会 2018.12.2

1807-B-012 東北 青森県
第4回予防接種・
海外渡航合同研修会

間違い接種事例の事後対応 関場　慶博 日本小児科医会 2018.12.2

1807-B-013 東北 新潟県
第229回日本小児科学会
新潟地方会

小児医療における最近の課題：
特に移行期ケア・医療的ケア児・
小児慢性特定疾患と指定難病

齋藤　昭彦 新潟大学小児科 2018.12.8

1807-B-014 関東 東京都
第52回日本小児内分泌学会
学術集会

小児1型糖尿病治療の温故知新
－発症率の低いわが国での対応－

浦上　達彦
日本大学医学部 小児科学系
小児科学分野

2018.10.4

1807-B-015 関東 東京都
第52回日本小児内分泌学会
学術集会

私が学んだこと
そして皆さんに学んでほしいこと

浦上　達彦
日本大学医学部 小児科学系
小児科学分野

2018.10.6

1807-B-016 関東 東京都
第52回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム2「1型糖尿病に関する移行期医療」
1.日本小児内分泌学会の考え方
2.日本糖尿病学会・日本糖尿病協会の考え方
3.小児科からのメッセージ
4.内科からのメッセージ
5.糖尿病サマーキャンプの役割

浦上　達彦
日本大学医学部 小児科学系
小児科学分野

2018.10.6

1807-B-017 関東 東京都
第52回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム3「小児甲状腺がんの理解を深める」
1.福島県における甲状腺検査の現状
2.小児の甲状腺超音波検査
3.小児甲状腺分化癌の治療成績と予後因子
4.小児・若年者甲状腺癌における遺伝子変異：
放射線誘発と散発性の違いについて

浦上　達彦
日本大学医学部 小児科学系
小児科学分野

2018.10.6
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1807-B-018 関東 東京都
第52回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム4
「こどもの糖尿病と多職種連携
―患者と家族を支える伴走者たち―」
1.糖尿病を持つ子どもと家族のための
多職種連携を進めるチームマネジメント
2.子どもの糖尿病療養指導において
看護師ができること
～看護師の役割を広げよう～
3.小児糖尿病サマーキャンプにおける
栄養士の役割
4.小児医療における
心理社会的支援の必要性

浦上　達彦
日本大学医学部 小児科学系
小児科学分野

2018.10.6

1807-B-019 関東 茨城県
第17回日本新生児黄疸
管理研究会

先天性溶血性貧血の疫学と
病型診断

宮園　弥生
筑波大学医学医療系
小児科

2018.10.6

1807-B-020 関東 茨城県
第17回日本新生児黄疸
管理研究会

早産児の核黄疸
―21世紀の難病

宮園　弥生
筑波大学医学医療系
小児科

2018.10.6

1807-B-021 関東 埼玉県
第45回日本小児栄養消化器
肝臓学会

アジア人の食と腸内フローラ 鍵本　聖一
社会福祉法人桜楓会
医療型障害児入所施設
カリヨンの杜

2018.10.6

1807-B-022 関東 埼玉県
第45回日本小児栄養消化器
肝臓学会

小児肝移植の現在とこれから 鍵本　聖一
社会福祉法人桜楓会
医療型障害児入所施設
カリヨンの杜

2018.10.7

1807-B-023 関東 神奈川県
日本人類遺伝学会
第63回大会

New syndromes, new concepts
松本　直通 横浜市立大学 2018.10.12

1807-B-024 関東 神奈川県
日本人類遺伝学会
第63回大会

人工知能が切り拓く
次世代の難病研究 松本　直通 横浜市立大学 2018.10.13

1807-B-025 関東 東京都
第27回日本小児心筋疾患学会
学術集会

iPS技術を用いたヒト心筋発生研究と
心筋疾患モデルへの応用

深澤　隆治
日本医科大学付属病院
小児科

2018.10.13

1807-B-026 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

胎児診断に役立つ発生学の最新知識 川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.13

1807-B-027 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

頻脈性不整脈と胎児治療 川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.13

1807-B-028 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

4CVでスクリーニングが難しい心疾患：
isolate TAPVD、TGA、DORV（TTGAtype）、
TOF、DORV（TOFtype）

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.13

1807-B-029 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

ハイブリッド治療、カテーテル治療と
胎児診断：complex TAPVD with PVO、
TGA with RFO

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.13

1807-B-030 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

徐脈性不整脈と胎児治療 川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.14

1807-B-031 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

4CVでスクリーニングが難しい心疾患：
single outlet(PAVSD,TAC,AAVSD）、COA IAA

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.14

1807-B-032 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

4CVでスクリーニングが難しい心疾患：
ccTGA、vascular ring、PA sling

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.14

1807-B-033 関東 東京都
第70回神奈川胎児エコー研究会
アドバンス講座

ハイブリッド治療、カテーテル治療と
胎児診断：criticalAS、high risk HLHS

川瀧　元良
神奈川県立
こども医療センター

2018.10.14

1807-B-034 関東 東京都 葛飾区医師会小児科集談会 小児の肥満 石川　辰雄 石川循環器クリニック 2018.10.16

1807-B-035 関東 神奈川県
小児科フォーラム
in Yokohama

小児科医としての受動喫煙防止対策 藤原　芳人 ふじわら小児科 2018.10.17

1807-B-036 関東 神奈川県
川崎市小児科医会
症例検討会

子どものアレルギー疾患の診かた
～食物アレルギーを中心に～

勝部　康弘
日本医科大学
武蔵小杉病院小児科

2018.10.19
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1807-B-037 関東 東京都
第23回日本神経感染症学会
総会・学術大会

中枢神経感染症における病理（仮） 亀井　聡
日本大学医学部内科学系
神経内科学分野

2018.10.19

1807-B-038 関東 東京都
第23回日本神経感染症学会
総会・学術大会

脳炎・脳症の神経放射線診断（仮） 亀井　聡
日本大学医学部内科学系
神経内科学分野

2018.10.20

1807-B-039 関東 東京都
第23回日本神経感染症学会
総会・学術大会

急性脳症、自己抗体関連脳症 亀井　聡
日本大学医学部内科学系
神経内科学分野

2018.10.20

1807-B-040 関東 東京都
日本小児循環器学会
第10回教育セミナー
Advanced Course

心筋症の基礎研究 土井　庄三郎 東京医科歯科大学 2018.10.20

1807-B-041 関東 東京都
第109回東京小児科医会
学術講演会

新しく変わった就学時検診 塙　佳生 東京小児科医会 2018.10.21

1807-B-042 関東 東京都
第14回医師のための
母乳育児支援セミナーin東京

母乳で育つ赤ちゃんは体重が少なくてもいい？
（母乳育ちの子どもの発育評価）

斎藤　朋子
神奈川県立
こども医療センター

2018.11.3

1807-B-043 関東 東京都
第14回医師のための
母乳育児支援セミナーin東京

NICUでの母乳育児支援：
母乳を出すように無理強いすることになるのでは？
（ファミリーセンタードケアとNeo-BFHI）

斎藤　朋子
神奈川県立
こども医療センター

2018.11.4

1807-B-044 関東 神奈川 第111回横浜市東部小児科医会 小児の内分泌疾患 川端　清 川端こどもクリニック 2018.11.15

1807-B-045 関東 東京都
第91回東京都小児保健協会
学術講演会

子どもの発達診療と育児支援について
～小児科医の役割

岡　明 東京都小児保健協会 2018.11.17

1807-B-046 関東 東京都
第91回東京都小児保健協会
学術講演会

保育所における感染症対策
～2018年改訂ガイドラインより～

岡　明 東京都小児保健協会 2018.11.17

1807-B-047 関東 神奈川県
第354回日本小児科学会
神奈川県地方会

育児支援について 伊藤　秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2018.11.17

1807-B-048 関東 静岡県
第147回日本小児科学会
静岡地方会

小児先天性水腎症・
小児膀胱尿管逆流現象ガイドライン
2016をひも解く

宇津木　忠仁
伊東市民病院
小児科

2018.11.18

1807-B-049 関東 東京都
平成30年度
母子保健指導者養成研修
「子どもの心の診療医」養成研修

発達障害と他機関連携 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.12.16

1807-B-050 関東 東京都
平成30年度
母子保健指導者養成研修
「子どもの心の診療医」養成研修

児童虐待と他機関連携 内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.12.16

1807-B-051 関東 東京都
平成30年度
母子保健指導者養成研修
「子どもの心の診療医」養成研修

いじめ・不登校をめぐる
介入と連携

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.12.16

1807-B-052 関東 東京都
平成30年度
母子保健指導者養成研修
「子どもの心の診療医」養成研修

一歩踏み込んだ他機関連携を
するためのコツ

内海　裕美
公益社団法人
日本小児科医会

2018.12.16

1807-B-053 関東 東京都 第19回成育在宅医療懇話会
シンポジウム
「多職種連携～成長を支えるレスパイト」

賀籐　均 国立成育医療研究センター 2018.12.22

1807-B-054 中部 愛知県
第26回
中部日本小児腎臓病研究会

LDLアフェレシスによる
難治性ネフローゼ症候群治療の
多彩な可能性と展望

永井　琢人
愛知医科大学
腎臓･リウマチ膠原病内科

2018.10.13

1807-B-055 中部 三重県
平成30年新生児聴覚
スクリーニングに関する講習会

シンポジウムディスカッション
『行政の取り組み』

松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2018.10.14

1807-B-056 中部 三重県
平成30年新生児聴覚
スクリーニングに関する講習会

新生児聴覚スクリーニングの
全国の動向と地域での取り組み

松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2018.10.14

1807-B-057 中部 愛知県
平成30年度
あいち小児在宅医療実技講習会

小児在宅医療を始めてみよう！
(小児在宅医療診療報酬の基礎)

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2018.10.14
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1807-B-058 中部 愛知県
平成30年度
あいち小児在宅医療実技講習会

共生社会の実現に向けた
要医療的ケア児への支援
〜学校教育における取り組みの
過去･現在･そして未来〜

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2018.10.14

1807-B-059 中部 愛知県
平成30年度
あいち小児在宅医療実技講習会

特別支援学校において
医療的ケアが行われるまで

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2018.10.14

1807-B-060 中部 愛知県
平成30年度
あいち小児在宅医療実技講習会

愛知県の学校の医療的ケア
1)管理職の立場から
2)肢体不自由特別支援学校の現状
3)小学校特別支援学級における
医療的ケアのあるお子さんへの支援

柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2018.10.14

1807-B-061 中部 愛知県
平成30年度
あいち小児在宅医療実技講習会

押さえておきたい小児の特徴（仮題） 柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2018.10.14

1807-B-062 中部 三重県
松阪地区医師会
小児臨床懇話会

小児の膠原病 大久保　俊樹 松阪地区小児科医会 2018.10.23

1807-B-063 中部 愛知県
第274回小児科学会
東海地方会

再生医療の現状と未来：
再生医療は難治性小児疾患患者を
救えるか？

吉川　哲史
藤田保健衛生大学
医学部小児科

2018.11.4

1807-B-064 中部 福井県
平成30年度福井県小児科医会
第1回例会

エキソーム時代の小児神経診療 大嶋　勇成
福井大学医学系部門
医学領域小児科学

2018.11.17

1807-B-065 中部 石川県
平成30年度石川県小児科医会
秋季例会

シンポジウム
｢小児科診療に役立つ漢方医学｣

渡部　礼二 石川県小児科医会 2018.11.25

1807-B-066 近畿 京都府
第34回子どものこころと
身体懇話会

子どもの貧困
-海外比較からみえる日本の問題

藤田　克寿 京都小児科医会 2018.10.13

1807-B-067 近畿 京都府
第34回子どものこころと
身体懇話会

格差と貧困の広がりの中で
小児科医療機関のはたす役割

藤田　克寿 京都小児科医会 2018.10.13

1807-B-068 近畿 大阪府
第21回大阪南部
小児科勉強会

子どもの心筋疾患 小垣　滋豊
大阪急性期・
総合医療センター小児科

2018.10.18

1807-B-069 近畿 兵庫県
第64回日本小児神経学会
近畿地方会

治療できる神経代謝疾患（仮） 永瀬　裕朗
神戸大学医学部附属病院
親と子の診療部

2018.10.20

1807-B-070 近畿 奈良県 第21回奈良県小児保健学会

食物アレルギー、集団生活での
症状誘発にどう対応するか
～実際に起こった症例で
ロールプレイングしてみましょう～
（日本専門医機構認定小児科領域講習）

嶋　緑倫
奈良県立医科大学
小児科

2018.11.8

1807-B-071 近畿 京都府
日本音楽医療研究会
第12回学術集会
テーマ：子どもの発達と音楽療法

低出生体重児の音楽療法
～日米の現状～

呉　東進

京都大学大学院
医学研究科
エコチル京都
ユニットセンター

2018.12.9

1807-B-072 近畿 兵庫県
第276回日本小児科学会
兵庫県地方会

医療機関における
トラウマインフォームドケア

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

2019.2.2

1807-B-073 近畿 大阪府
第37回周産期学シンポジウム
プレコングレス

・「胎児MRI診断の現状：
何がどこまでわかるのか？」
・「胎児疾患に関する全国調査報告」

臼井　規朗
大阪母子医療センター
小児外科

2019.2.8

1807-B-074 近畿 大阪府
第37回周産期学シンポジウム
プレコングレス

Development of the artificial womb：
Challenges and Milestones

臼井　規朗
大阪母子医療センター
小児外科

2019.2.8

1807-B-075 近畿 大阪府 第37回周産期学シンポジウム
胎児診断から始める治療戦略診断
～予後予測からトリアージへ～

臼井　規朗
大阪母子医療センター
小児外科

2019.2.9

1807-B-076 近畿 大阪府 第37回周産期学シンポジウム
胎児診断から始める治療戦略
治療～難治性疾患へのアプローチ～

臼井　規朗
大阪母子医療センター
小児外科

2019.2.9
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1807-B-077 中四国 岡山県
第55回
日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム
「食物アレルギーの発症予防と
アトピー性皮膚炎」
1）早期接種による食物アレルギー発症予防
2）アレルギーマーチ源流としてのアトピー性皮膚炎
3）International positioning of
atopic dermatitis in allergy march
4)  二重曝露仮説を再考する：
これからの研究の方向性

池田　政憲
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児急性疾患学講座

2018.10.20

1807-B-078 中四国 岡山県
第55回
日本小児アレルギー学会
学術大会

研究と論文執筆に必要な基礎知識
ー研究倫理の向上を目指してー

池田　政憲
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児急性疾患学講座

2018.10.20

1807-B-079 中四国 岡山県
第55回
日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム
「アトピー性皮膚炎　新統一ガイドライン」
1）アトピー性皮膚炎の診断、重症度、検査等の
評価について
2）ガイドラインに基づいた
アトピー性皮膚炎の治療
3）アトピー性皮膚炎患者における
食物アレルギーへの対応

池田　政憲
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児急性疾患学講座

2018.10.20

1807-B-080 中四国 岡山県
第55回
日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム
「小児免疫療法の最前線」
1）免疫療法の進歩と耐性獲得のメカニズム
2）食物アレルギーに対する免疫療法最前線
3）経皮免疫療法の現状と展望
4）吸入アレルゲンに対するアレルゲン免疫療法

池田　政憲
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児急性疾患学講座

2018.10.20

1807-B-081 中四国 岡山県
第55回
日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム「食物アレルギー」
1）小児期の即時型食物アレルギーの予後
2）日常診療で判断に迷う
魚・甲殻類・魚卵・果物などのアレルギーの診断
3）食物負荷試験＋食事指導（食べることを目指して）
4）食物アレルギーのOITの安全性を踏まえた方法と管理
5）経口免疫療法の長期経過

池田　政憲
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児急性疾患学講座

2018.10.21

1807-B-082 中四国 岡山県
第55回
日本小児アレルギー学会
学術大会

シンポジウム「再認識！アナフィラキシー対応」
1）再認識！アナフィラキシーショックの対応
2）病院内で起こる（食物負荷試験、経口免疫療法）
アナフィラキシーとその対応
3）家庭で起こるアナフィラキシーとその対応
4）学校・保育所・幼稚園（誤食、初発等）で起こる
アナフィラキシーとその対応

池田　政憲
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科
小児急性疾患学講座

2018.10.21

1807-B-083 中四国 岡山県
第96回美作こども医療
研究会

喘鳴の診方 梶　俊策 津山中央病院小児科 2018.10.22

1807-B-084 中四国 広島県
第48回広島県
小児保健研究会

なぜ一緒に絵本を楽しめるのか
ー発達障害の子ども臨床から

祖父江　育子
広島大学大学院
医歯薬保健学研究科
小児看護開発学

2018.10.28

1807-B-085 中四国 島根県 初学者の為の漢方講座
小児の漢方治療
小児科医が漢方薬をつかうポイント２

崎山　武志
一般社団法人
日本小児東洋医学会

2018.12.16

1807-B-086 九州 熊本県 熊本小児科症例検討会
数年前より神経学的退行を来たした
14才男児の最終診断は？

世話人：百崎謙
会長：中村公俊

熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学分野

2018.10.3

1807-B-087 九州 熊本県 第146回熊本小児科学会
小児の腹部臓器移植が拓く
がん治療の未来

中村　公俊
熊本大学大学院
生命科学研究部
小児科学分野

2018.10.28
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1807-B-088 九州 宮崎県
第40回
日本小児腎不全学会
学術集会

先天性腎尿路異常と腎不全 賀本　敏行
宮崎大学医学部
発達泌尿生殖医学講座
泌尿器科学分野

2018.11.9

1807-B-089 九州 佐賀県 九州小児不整脈研究会
心内心電図の読み方
アレルギーをなくそう

田崎　考
佐賀整肢学園
こども発達医療センター

2018.11.24

1807-B-090 九州 佐賀県 九州小児不整脈研究会 頻拍心電図の診断と治療 田崎　考
佐賀整肢学園
こども発達医療センター

2018.11.25

1807-B-091 九州 佐賀県 九州小児不整脈研究会
不整脈診療の進化と先天性および
構造的心疾患患者への応用

田崎　考
佐賀整肢学園
こども発達医療センター

2018.11.25

1807-B-092 九州 大分県
第106回日本小児科学会
大分地方会例会

小児難病の診断と遺伝カウンセリング 井原　健二
大分大学医学部
小児科学講座

2018.12.2

1807-B-093 近畿 京都府
日本音楽医療研究会第12回学術集会
テーマ：子どもの発達と音楽療法

重症児と音楽療法 呉　東進
京都大学大学院医学研究科
エコチル京都ユニットセンター

2018.12.9


