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1810-B-001 東北 宮城県 第47回宮城県周産期医療懇話会 HTLV-1母子感染とその予防 八重樫　伸生
東北大学医学部
産科婦人科学

2019.1.12

1810-B-002 東北 岩手県 第1回発達障がい対応力向上研修
支援に生かす
『発達障がいの理解』

金濱　誠己
小原　紀彰

一般社団法人
岩手県医師会

2019.1.13

1810-B-003 東北 岩手県 第1回発達障がい対応力向上研修
顕在化しにくい発達障害
早期抽出可能なアセスメントツールの紹介
学校における精神保健支援

金濱　誠己
小原　紀彰

一般社団法人
岩手県医師会

2019.1.13

1810-B-004 東北 岩手県 第34回岩手県学校保健・学校医大会
幼小接続期における
幼児教育の取組み

金濱　誠己
小原　紀彰

一般社団法人
岩手県医師会

2019.1.20

1810-B-005 東北 宮城県
仙台小児科医会学術研修会
救急医療研修会

胆道閉鎖症について（仮題） 川村　和久 仙台小児科医会 2019.1.26

1810-B-006 東北 岩手県 岩手県小児保健学会
最近の小児歯科診療における
トピックス

小山　耕太郎
岩手医科大学付属病院
小児科

2019.2.9

1810-B-007 東北 新潟県 新潟市小児科医会集談会
小児のけいれん
－初期対応を中心に－（仮）

柳本　利夫 やぎもと小児科 2019.2.23

1810-B-008 東北 岩手県 第59回岩手周産期研究会 胎児心電図；今後の展望（仮） 菊池　昭彦
岩手医科大学
産婦人科学講座

2019.3.9

1810-B-009 関東 東京都
第13回子どもの食育を考えるフォーラム
～思春期のやせ～

シンポジウム
思春期の「やせ」

位田　忍 大阪母子医療センター 2019.1.26

1810-B-010 関東 茨城県
第120回茨城小児科学会
特別講演

「『朝が弱い』はＯＤだけの
症状ではありません」

須磨﨑　亮
茨城県立こども病院、
筑波大学小児科

2019.2.17

1810-B-011 関東 千葉県
平成３０年度
関東（第3）ブロック研修会

「小児歯科について」 服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1810-B-012 関東 千葉県
平成３０年度
関東（第3）ブロック研修会

「感染症について」 服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1810-B-013 関東 千葉県
平成３０年度
関東（第3）ブロック研修会

「児童虐待について」 服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1810-B-014 関東 千葉県
平成３０年度
関東（第3）ブロック研修会

「保護者の精神疾患について」 服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1810-B-015 関東 静岡県

（一社）静岡県バスケットボール協会
第２回スポーツ医学セミナー
（兼 第16回 静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

①スポーツ選手と風邪の薬物療法
②スポーツ選手は歯が命
～スポーツ歯科と口腔外傷予防
③初動負荷理論
ー違う角度からのリカバリーと
メインテナンスの提案

田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.2.23

1810-B-016 関東 静岡県
第148回日本小児科学会
静岡地方会

心理職の国家資格化と
小児科関連領域における連携

三枝　弘和
ＪＡ静岡厚生連
遠州病院　小児科

2019.3.3

1810-B-017 関東 東京都 第１６回多摩療育と栄養研究会
重度心身障害者施設における
栄養管理

糀　敏彦 都立東大和療育センター 2019.3.9

1810-B-018 中部 三重県
平成30年度
乳児健診マニュアル講習会

小児科医だからこそできる乳児健診
〜2週間健診･1か月健診を極める〜

松本　純一 三重県医師会 2019.1.6
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1810-B-019 中部 三重県
平成30年度三重県医師会
乳児保健講習会

海外に出かける子どもたち、
日本にやってる子どもたち

松本　純一 三重県医師会 2019.1.6

1810-B-020 中部 三重県
平成30年度
5歳児健診研修会

15年間の訪問型5歳児健診の実践と
そこから見えてきたもの

松本　純一 三重県医師会 2019.1.6

1810-B-021 中部 愛知県
第50回 小児神経学会
東海地方会

｢子どもの心と知能を育む遺伝の力･環境の力」 奥村　彰久 愛知医科大学 2019.1.26

1810-B-022 近畿 大阪府
第5回”つながる”
胎児エコーみらいの会

シンポジウム
「胎児エコーで見つかる疾患と治療」
1.胎児心エコーについて
2.紹介症例経過フィードバック
3.双胎間輸血症候群に対する
レーザー治療について

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.1.16

1810-B-023 近畿 大阪府
大阪小児科医会
第193回学術集会

子どもの性別違和に対する理解と対応 田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.1.26

1810-B-024 近畿 大阪府
第16回日本小児心身医学会
関西地方会

愛着について 地嵜　和子 ちさきこどもクリニック 2019.1.27

1810-B-025 近畿 大阪府
第51回若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会総会

小児栄養疫学研究の勧め：
未来の生活習慣病予防に資する
科学的根拠をどのように構築すべきか？

茂松　茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2019.1.27

1810-B-026 近畿 大阪府
第51回若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会総会

小児重症心不全外科治療のFuturability 茂松　茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2019.1.27

1810-B-027 近畿 大阪府
第51回若年者心疾患・
生活習慣病対策協議会総会

学校心臓検診
-残されている問題点を考える-

茂松　茂人
一般社団法人
大阪府医師会

2019.1.27

1810-B-028 近畿 京都府 第32回京滋新生児成育研究会
おうちのようなNICUを目指して
～個室利用とFamily Centered Careを目指した提案

細井　創
京都府立医科大学
小児科

2019.2.2

1810-B-029 近畿 大阪府
第27回日本逆流性
腎症フォーラム学術集会

逆流性腎症の歩みと今後の展望 松本　富美
大阪母子医療センター
泌尿器科

2019.2.9

1810-B-030 近畿 大阪府 第82回南大阪小児疾患研究会
川崎病血管炎の新たな切り口
－Ca2+/NFAT pathwayやOCT所見から
見えてくるもの－

杉本　圭相
近畿大学医学部
小児科学教室

2019.2.23

1810-B-031 近畿 兵庫県 第73回但馬地区小児科医懇話会
不明熱へのアプローチ
小児のリウマチ専門医の経験

港　敏則
公立豊岡病院組合立
豊岡病院

2019.3.2

1810-B-032 近畿 大阪府 第56回近畿小児腎臓病研究会 腎疾患患者における妊娠 杉本　圭相
近畿大学医学部
小児科

2019.3.23

1810-B-033 中四国 広島県 第76回広島県小児科医会総会
抗微生物薬の処方について
ー会員アンケート調査に基づいてー

新田　康郎 新田小児科医院 2019.1.13

1810-B-034 中四国 岡山県 第21回日本成人先天性心疾患学会
成人先天性心疾患：
実際の診療体制と問題点

伊藤　浩
岡山大学
循環器内科

2019.1.13
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1810-B-035 中四国 徳島県

第6回　徳島県立中央病院
小児救急コンソーシアム/
グランドカンファレンス
特別講演会

Practical  Approach to
Pediatric Infectious Disease：
小児科診療の実践とコツ

森　一博 徳島県立中央病院 2019.2.7

1810-B-036 九州 福岡県
第1回福岡地区小児科
症例検討会

①アナフィラキシーの初期対応
‐アドレナリンはいつ使用すべきか‐
②急患診療における心雑音聴取の重要性
③ショックの認識と初期対応

黒川　美知子 福岡地区小児科医会 2019.1.16

1810-B-037 九州 長崎県
第134回長崎県
県北小児科医会学術講演会

最近の新生児医療について 金氏　正弘 かねうじ小児科 2019.2.14


