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1809-B-001 北海道 北海道 第39回道北小児科懇話会 炎症性腸疾患の現状とこれから 東　寛
旭川医科大学
小児科学講座

2018.12.8

1809-B-002 東北 秋田県
第114回日本小児科学会
秋田地方会

小児における環境リスクと健康 高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2018.12.2

1809-B-003 東北 新潟県
第57回新潟県小児科医会
学術講演会

子どもとメディア 川﨑　琢也 新潟県小児科医会 2019.4.13

1809-B-004 関東 埼玉県
第33回
小児連携医療研究会

子どもの肥満、何が問題？ 土屋　喬義
医療法人
土屋小児病院

2018.12.5

1809-B-005 関東 埼玉県
第30回小児地域連携勉強会
特別講演会

ADHDに関して（仮） 入江　一雄 入江こどもクリニック 2018.12.5

1809-B-006 関東 東京都
第2回墨田区小児科
医療連携懇話会

小児感染症に対する抗菌薬適正使用
AMR（薬剤耐性）対策にむけて今できること

小松　充孝
賛育会病院
小児科

2018.12.5

1809-B-007 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【研修セミナー】
子どものトラウマインフォームドケアと治療
―発達過程におきるトラウマと
関係性トラウマの影響という眼鏡をかけて
子どもを診る―

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.15

1809-B-008 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【会長講演】
教育とトラウマ

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.15

1809-B-009 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【テーマ企画1】
虐待とトラウマ

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.15

1809-B-010 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【テーマ企画2】
災害とトラウマ

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.15

1809-B-011 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【テーマ企画3】
虐待事例への支援と治療的介入
～PCITの実践～

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.16

1809-B-012 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【テーマ企画4】
発達性トラウマ障害と複雑性PTSD

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.16

1809-B-013 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【特別講演】
社会性の形成と維持を司る脳の働き・
ホルモンの働き

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.16

1809-B-014 関東 東京都
日本小児精神神経学会
120回記念大会

【テーマ企画5】
複雑性トラウマ障害の治療

宮本　信也 白百合女子大学 2018.12.16

1809-B-015 関東 東京都 板橋区医師会学校医会 成長曲線と低身長の医療介入 水野　重樹
板橋区医師会
学校医会

2018.12.19
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1809-B-016 関東 山梨県
山梨県HTLV1母子感染
予防対策研修会

HTLV1の基礎知識と
キャリア妊産婦・患者への支援

下川　和夫
山梨県福祉保健部
健康増進課

2019.1.22

1809-B-017 関東 栃木県
栃木県小児在宅医療体制
構築事業
小児在宅医療実技講習会

在宅医療の現場におけるチーム医療と
小児在宅医療における診療報酬
医療的ケア児の支援にむけた主な取り組み

髙橋　昭彦
ひばりクリニック
認定特定非営利活動法人　うりずん

2019.1.27

1808-B-018 関東 栃木県
栃木県小児在宅医療体制
構築事業
小児在宅医療実技講習会

NICU退院と在宅医療
重症心身障がい児・医療的ケア児への理解
がんの子どものエンドオブライフ

髙橋　昭彦
ひばりクリニック
認定特定非営利活動法人 うりずん

2019.1.27

1808-B-019 関東 栃木県
栃木県小児在宅医療体制
構築事業
小児在宅医療実技講習会

成人在宅医療と小児在宅医療の実際について
胃ろうの管理
気管カニューレの管理
在宅人工呼吸器・在宅酸素の管理
リハビリ・嚥下

髙橋　昭彦
ひばりクリニック
認定特定非営利活動法人 うりずん

2019.1.27

1808-B-020 関東 東京都 第19回食物アレルギー研究会

食物アレルギーと管理栄養士の役割
1患者の保護者の立場で経験した
この20年余の食物アレルギーを
取り巻く環境の変化
2管理栄養士の食物アレルギーに関する
卒前・卒後教育の現状
3専門病院での専門栄養士の育成とその役割
4行政での役割
5食物アレルギー管理栄養士を目指して

吉原　重美
獨協医科大学医学部
小児科

2019.2.17

1809-B-021 関東 東京都 第19回食物アレルギー研究会

「食物アレルギー診療の安全性向上を考える」
1食物アレルギー診療の安全性を
如何に担保するか？
2専門施設での負荷試験の安全性の確保
3クリニックで安全に負荷試験を行う工夫
4経口免疫療法の安全性を如何に確保するか

吉原　重美
獨協医科大学医学部
小児科

2019.2.17

1809-B-022 関東 栃木県
第10回日本小児心身医学会
関東甲信越地方会

親ががんになったとき、
子どもをどう支えるか

朝野　春美
前自治医科大学附属病院
地域医療振興協会

2019.3.10

1809-B-023 中部 三重県 平成30年度　学校医研修会
名張市教育支援委員会と乳幼児健診･
個別乳幼児特別支援事業・
5歳児健診事業との連携について

松本　純一
公益社団法人
三重県医師会

2018.12.16
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1809-B-024 中部 愛知県
第41回日本小児遺伝学会
学術集会

企画教育講演
｢遺伝医学のフロントランナー」
1.染色体構造異常の解析
2.稀少難治性疾患に於ける
遺伝子解析の現状と展望
3.遺伝学的研究による
川崎病の謎への挑戦

水野　誠司
愛知県心身障害者
コロニー中央病院

2019.1.11

1809-B-025 中部 愛知県
第41回日本小児遺伝学会
学術集会

｢スプライシング異常を伴う
遺伝病とその新しい治療薬」

水野　誠司
愛知県心身障害者
コロニー中央病院

2019.1.12

1809-B-026 中部 愛知県
第41回日本小児遺伝学会
学術集会

シンポジウム２
｢小児臨床遺伝学の新展開
ーゲノム医学は小児科診療をどう変えるか−」
1.若年性骨髄単球性白血病の網羅的遺伝子解析
2.小児てんかん診療の現状と未来
ーゲノム医学のインパクト(仮題)
3.ゲノム編集技術がもたらす変革
ーダウン症研究とこれからの
診療に与えるインパクト
4.遺伝子検査の限界と可能性

水野　誠司
愛知県心身障害者
コロニー中央病院

2019.1.12

1809-B-027 中部 愛知県
愛知県小児保健協会
学術研修会

子どもの栄養格差の現状・
課題と取り組みについて

伊藤　浩明 愛知県小児保健協会 2019.1.27

1809-B-028 中部 三重県
第76回三重県
小児保健学会

｢自律を見据えた移行支援」 平山　雅浩
三重大学大学院
医学系研究科小児科学

2019.3.3

1809-B-029 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

2018.12.2

1809-B-030 近畿 大阪府
第18回
日本小児医学教育研究会

これからの小児科専攻医の育成 金子　一成
関西医科大学医学部
小児科学講座

2018.12.9

1809-B-031 近畿 京都府
平成30年度 近畿(第5)
ブロック研修会

「保育所における
感染症対策ガイドライン2018」
の改訂点

禹　満 禹小児クリニック 2019.1.20

1809-B-032 近畿 京都府
平成30年度 近畿(第5)
ブロック研修会

子どもの耳・鼻・のどについて 禹　満 禹小児クリニック 2019.1.20

1809-B-033 近畿 京都府
平成30年度 近畿(第5)
ブロック研修会

保育現場における
感染症対策とワクチンについて

禹　満 禹小児クリニック 2019.1.20

1809-B-034 近畿 京都府
平成30年度 近畿(第5)
ブロック研修会

子どもの眼の健康について 禹　満 禹小児クリニック 2019.1.20

1809-B-035 近畿 京都府
平成30年度 近畿(第5)
ブロック研修会

哺乳から捕食へ
～口の役割～

禹　満 禹小児クリニック 2019.1.20

1809-B-036 近畿 兵庫県
第4回 実践臨床小児
睡眠医学セミナー

体内時計と概日リズムの形成 菊池　清
兵庫県立リハビリテーション中央病院
子どもの睡眠と発達医療センター

2019.1.26
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1809-B-037 近畿 兵庫県
第4回 実践臨床小児
睡眠医学セミナー

胎児期の体内リズム形成 菊池　清
兵庫県立リハビリテーション中央病院
子どもの睡眠と発達医療センター

2019.1.26

1809-B-038 近畿 兵庫県
第4回 実践臨床小児
睡眠医学セミナー

心身の発達と
小児期リズム形成異常

菊池　清
兵庫県立リハビリテーション中央病院
子どもの睡眠と発達医療センター

2019.1.26

1809-B-039 近畿 兵庫県
第4回 実践臨床小児
睡眠医学セミナー

睡眠と発達障害 菊池　清
兵庫県立リハビリテーション中央病院
子どもの睡眠と発達医療センター

2019.1.26

1809-B-040 近畿 兵庫県
第4回 実践臨床小児
睡眠医学セミナー

体内リズムの形成と乳幼児期・
児童期の教育

菊池　清
兵庫県立リハビリテーション中央病院
子どもの睡眠と発達医療センター

2019.1.26

1809-B-041 近畿 大阪府
第15回 日本小児消化管
感染症研究会

腸内共生細菌から理解する
子どもの健康と病気

徳原　大介
大阪市立大学大学院
医学研究科　発達小児医学

2019.2.2

1809-B-042 近畿 大阪府
第15回 日本小児消化管
感染症研究会

消化管感染症に対する
経口コメ型ワクチンの実用化へ向けた
取り組みとコメ型抗体医薬の展望

徳原　大介
大阪市立大学大学院
医学研究科　発達小児医学

2019.2.2

1809-B-043 近畿 滋賀県
平成30年度 第3回
滋賀小児科医会定期学術講演会

乳児血管腫に対する当院の取り組み
～小児科医ができること、
やるべきこと～

奥野　昌彦 おくのこどもクリニック 2019.2.3

1809-B-044 近畿 滋賀県
平成30年度 第3回
滋賀小児科医会定期学術講演会

子どもの貧困
～海外比較からみえてくる
日本の課題～

奥野　昌彦 おくのこどもクリニック 2019.2.3

1809-B-045 近畿 大阪府 第11回 こども心身セミナー
発達障碍の精神医学
-併依存とその表現をめぐって

冨田　和巳
一般社団法人　大阪総合医学・
教育研究会　こども心身医療研究所

2019.5.25

1809-B-046 近畿 大阪府 第11回 こども心身セミナー 発達障碍は現代の文化 冨田　和巳
一般社団法人　大阪総合医学・
教育研究会　こども心身医療研究所

2019.5.25

1809-B-047 近畿 大阪府 第11回 こども心身セミナー
発達障碍のある子供の育ちと
育みを支えること

冨田　和巳
一般社団法人　大阪総合医学・
教育研究会　こども心身医療研究所

2019.5.25

1809-B-048 中四国 鳥取県
第37回鳥取県小児保健協会
総会並びに研修会

「小児食物アレルギーと
食物負荷試験」

神崎　晋
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2018.12.2

1809-B-049 中四国 鳥取県
第37回鳥取県小児保健協会
総会並びに研修会

「鳥取市子育て世代
包括支援センターの取り組み
～妊娠期から子育て期までの
切れ目ない支援を目指して～」

神崎　晋
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2018.12.2

1809-B-050 中四国 徳島県
第151回日本小児科学会
徳島地方会

小児気管支喘息と
新型インフルエンザ感染について(仮）

香美　祥二
徳島大学大学院
医歯薬学研究部　小児科学分野

2018.12.9
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1809-B-051 中四国 岡山県
第62回岡山県小児保健協会
総会及び研究発表会

子どもの貧困問題の解決に向けて
ー調査・実践から見える実態と
支援の展望ー

小田　慈 岡山県小児保健協会 2018.12.9

1809-B-052 中四国 鳥取県 第539回小児診療懇話会
多様なニーズを持つ
子どもの理解と支援

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2018.12.12

1809-B-053 中四国 山口県
第133回日本小児科学会
山口地方会

わが国の
小児医学・医療・保健の課題

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

2018.12.16

1809-B-054 中四国 山口県
第81回山口県小児科医会
学術講演会

感染症と抗菌薬の適正使用（仮） 田原　卓浩 山口県小児科医会 2018.12.16

1809-B-055 中四国 島根県
第110回日本小児科学会
島根地方会

けいれん疾患の診断と
治療のup to date

竹谷　健　
島根大学医学部
小児科

2018.12.16

1809-B-056 中四国 鳥取県
平成30年度
第2回鳥取県小児科医会総会

沖縄発の麻疹流行をふりかえる 石谷　暢男
医療法人
石谷小児科医院

2019.1.13

1809-B-057 中四国 徳島県
平成30年度
徳島県医師会学校保健委員会
心臓検診対策班　研修会

小児不整脈のデバイス治療と
アブレーション治療

森　一博
徳島県立中央病院
小児科

2019.2.22

1809-B-058 中四国 岡山県
第49回中国・四国
点頭てんかん研究会

小児てんかん治療における
医療連携の重要性
～てんかんセンター発足による変化～

森　健治
徳島大学大学院医歯薬学研究部
子どもの保健・看護学分野

2019.3.2

1809-B-059 九州 沖縄県
沖縄県小児科医会研修会
（平成30年度第5回）

「診療所からPICUまで
～”小児救急の連鎖”を考える」
（演者　藤原直樹）

上原　弘行 沖縄県小児科医会会長 2018.12.12

1809-B-060 九州 長崎県
第206回日本小児科学会
長崎地方会

鹿児島における新生児医療の
現状と課題
（演者　茨　聡）

森内　浩幸
長崎大学医学部
小児科

2018.12.16

1809-B-061 九州 鹿児島県
かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修

「児童・思春期に遭遇する問題と
医療的対応（症例への対応と考察）」
（演者　吉田巌）

池田　琢哉 鹿児島県医師会 2018.12.17

1809-B-062 九州 福岡県
福岡県小児等在宅医療推進事業
『小児在宅医療シンポジウム』

急増する医療的ケア児を支える
“地域共生社会”の実現に向けて
（演者　田村　正徳）

落合　正行
九州大学大学院医学研究院
周産期・小児医療学講座

2019.1.20

1809-B-063 九州 熊本県 第66回熊本小児保健研究会
発達性読み書き障害の診断と治療
（演者　小枝　達也）

小篠　史郎
熊本大学医学部附属病院小児科
（小児在宅医療支援センター）

2019.1.27

1809-B-064 九州 熊本県 芝蘭会講演会

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン
改訂のポイント
～何が、どうして、どう変わったのか～
（演者　手塚　純一郎）

北野　昭人 北野小児科医院 2019.2.23

1809-B-065 九州 福岡県
第41回九州地区
重症心身障害研究会

重症心身障害児（者）の
緩和ケアについて考える
（演者　笹月　桃子）

江崎　卓弘
国立病院機構
福岡東医療センター

2019.3.9


