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1811-B-001 北海道
日本小児科学会
北海道地方会第304回例会

エキノコックス症と条虫症 東　寛
旭川医科大学
小児科

2019.2.17

1811-B-002 北海道 札幌市小児科医会研究会
小児科医が知ってほしいこと
〜小児歯科からの発信〜

中田　修二 札幌市小児科医会 2019.3.5

1811-B-003 宮城県 宮城県小児科医会学術講演会
PICU専門診療の意義
～宮城県立こども病院集中治療科の取り組み～

奥村　秀定 虹の丘小児科内科クリニック 2019.2.7

1811-B-004 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第2ステージ・郡山市開催

1.小児科クリニックにおけるアレルギー診療
2.症例から学ぶ食物アレルギー
3.給食と学校生活指導管理表

竹内　真弓 竹内こどもクリニック 2019.3.6

1811-B-005 岩手県 第29回東北小児腎臓病研究会
新規ステロイド感受性遺伝子とCrumbsからみた
特発性ネフローゼの病態

田中　完
弘前大学医学部
小児科

2019.3.9

1811-B-006 埼玉県
第20回彩の国予防接種推進協議会
学術講演会

「すぐそこにいた、百日咳！
～2016年東京都文京区での
百日咳集団発生を経験して～」

峯　眞人
医療法人自然堂
峯小児科

2019.2.2

1811-B-007 東京都 第26回日本ダウン症療育研究会
歩き方からわかること
～ダウン症児・者の理想的な歩き方を目指して～

小野　正恵
東京逓信病院
小児科

2019.2.2

1811-B-008 東京都
2018年度　CDR
（チャイルド・デス・レビュー）
国際シンポジウム

米国の40年のCDRの歴史から 溝口　史剛 前橋赤十字病院 2019.2.2

1811-B-009 山梨県
第35回日本小児科学会
山梨神経懇話会

山梨県におけるLD児フォローのための
システム作りへの取り組み

相原　正男
山梨大学　健康・生活支援
看護学講座

2019.2.2

1811-B-010 山梨県
第35回日本小児科学会
山梨神経懇話会

学習障害　診断と対応 相原　正男
山梨大学　健康・生活支援
看護学講座

2019.2.2

1811-B-011 埼玉県 第３４回小児連携医療研究会
地域小児１次救急医療現場からの
エビデンスの発信

土屋　喬義
医療法人
土屋小児病院

2019.2.4

1811-B-012 東京都 板橋区医師会予防接種研修会
「予防接種の副反応・有害事象とリスク管理、
BCG接種手技も含めて」

水野　重樹 板橋区医師会 2019.2.8

1811-B-013 神奈川県
第52回都築区小児科医会
北部病院連携勉強会

「一般小児科医が診る発達障害の診療」 百々　秀心
横浜市都築区
小児科医会

2019.2.8

1811-B-014 東京都 第4回CReSS Medical Writingセミナー 医学論文執筆の基本2019 藤澤　隆夫
国立病院機構
三重病院

2019.2.9

1811-B-015 東京都 第4回CReSS Medical Writingセミナー 論文に必要な英語表現 藤澤　隆夫
国立病院機構
三重病院

2019.2.9

1811-B-016 東京都 第4回CReSS Medical Writingセミナー 基本的な統計手法の使い方 藤澤　隆夫
国立病院機構
三重病院

2019.2.9

1811-B-017 山梨県 山梨小児在宅医療連携協議会　研修 在宅医療と災害対策 犬飼　岳史
山梨大学医学部
小児科

2019.2.9

1811-B-018 埼玉県
第175回日本小児科学会
埼玉地方会

防衛医科大学校小児科における
小児血液腫瘍性疾患の診療・教育・研究

佐藤　清二
さいたま市立病院
小児科

2019.2.10

1811-B-019 群馬県 群馬病児弱児療育研究会
「学童期の肥満
～なぜ肥満児対策に多機関連携が必要なのか～」

前田　昇三
伊勢崎市民病院
小児科

2019.2.16

1811-B-020 神奈川県
第355回日本小児科学会
神奈川県地方会

新生児の非侵襲的呼吸管理：
現状と今後の展望

伊藤　秀一
横浜市立大学附属病院
小児科

2019.2.16
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1811-B-021 千葉県
日本保育保健協議会
平成30年度　関東（第３）ブロック研修会

「気づきの目
ー小さな「変かな？」に目を向けると
大きな「えっ大変！」は少なくなる」

服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1811-B-022 千葉県
日本保育保健協議会
平成30年度　関東（第３）ブロック研修会

「保育所における感染症とその対策」 服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1811-B-023 千葉県
日本保育保健協議会
平成30年度　関東（第３）ブロック研修会

「児童虐待の現状と今後の課題」 服部　明子 府馬保育園 2019.2.17

1811-B-024 東京都
葛飾区医師会
小児科集談会

ワクチンスケジュール　百日咳、ムンプス、
HPVなど最近の話題

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.2.19

1811-B-025 東京都 第22回ちよだ小児疾患検討会 「不登校とゲーム依存」 渕上　達夫
日本大学病院総合
診療センター小児科

2019.2.20

1811-B-026 埼玉県 第45回川越小児科臨床検討会
「明日から使える！小児外来・救急での
コツとピットフォール」

森脇　浩一
埼玉医科大学総合
医療センター小児科

2019.2.26

1811-B-027 東京都
世田谷区小児医療技術向上
連携学術講演会

遺伝子治療の最新の動向と今後の展望
小林　俊夫
賀藤　均

世田谷区医師会
小児科医会
国立成育医療研究センター

2019.2.27

1811-B-028 東京都 小児がん地域連携推進研修会
「小児がんの画像診断：
初診時の画像所見」

越永　徒道
日本大学医学部附属板橋病院
小児外科

2019.2.28

1811-B-029 神奈川県 第61回神奈川小児神経懇話会 Device Aided Therapyを用いた運動異常症の治療 後藤　知英
神奈川県立こども医療センター
神経内科

2019.3.2

1811-B-030 東京都 第85回関東小児腎臓研究会 先天代謝異常症における腎障害 秋岡　祐子
埼玉医科大学
小児科

2019.3.2

1811-B-031 埼玉県
第70回日本小児神経学会
関東地方会

神経発達症児のこころの支援 山内　秀雄
埼玉医科大学
小児科

2019.3.16

1811-B-032 静岡県
第17回静岡小児臨床
研究ネットワーク勉強会

「虫歯がないのに通う歯医者：
口腔健康の現状と課題」

田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.3.16

1811-B-033 東京都
第110回東京小児科医会
学術講演会

「子どものSOS」 塙　佳生 東京小児科医会 2019.3.17

1811-B-034 静岡県
第18回日本小児心身医学会
東海北陸地方会

シンポジウム
「子どもの虐待の対応に必要となるトラウマ治療と
精神科訪問看護システム」
1.子どものこころの診療所について
2.ひとり親家庭の現状
3.精神科訪問看護におけるパイロット研究
4.親子のトラウマ治療における現状と課題

山崎　知克
浜松市
子どものこころの診療所

2019.3.17



承認番号 開催地 研修集会名 講習会名 会頭・世話人 所属 開催日

1811-B-035 静岡県
第18回日本小児心身医学会
東海北陸地方会

「複雑性トラウマ障害の概念とその治療」 山崎　知克
浜松市
子どものこころの診療所

2019.3.17

1811-B-036 愛知県
平成30年度東尾張
小児在宅医療講習会

医療的ケアの実際/(胃瘻・気管切開） 柵木　充明
公益社団法人
愛知県医師会

2019.2.9

1811-B-037 愛知県
第275回日本小児科学会
東海地方会

未診断疾患イニシアチブと小児科学の近未来 高橋　義行
名古屋大学大学院
医学系研究科

2019.2.10

1811-B-038 福井県
第62回福井県小児保健協会
学術集会

｢新生児聴覚スクリーニングについて
　ーこどもの難聴の早期発見のためにー」

竹内　惠子 福井大学教育学部 2019.2.10

1811-B-039 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

「From Visiting To Staying〜面会から家族の時間に〜」
①「VisitingとStaying」
②｢乳児期早期の母子アタッチメントの重要性」
③「Stayingの現況」
④「NICU/GCUで現在行われているまた行うべき、
母子関係に焦点をあてたケア」
⑤｢母子関係を強化するための
プログラムとしての音楽療法」

廣間　武彦 長野県立こども病院 2019.2.15

1811-B-040 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

「痛みのケアガイドライン」
①「ガイドラインちゃんと読んだことありますか？
〜ちゃんと読まなくても10分でわかる
GLスピードラーニング〜」
②｢痛みのガイドラインで現場はどのくらい変わったのか？
眼底検査や術後疼痛管理の実情は？
〜全国調査の結果から〜」
③「使いやすくなったEMLAクリームが変える
新生児の痛みのケア」
④「EMLA以外の薬理的鎮痛の解説
(術後痛を中心に)」

廣間　武彦 長野県立こども病院 2019.2.15

1811-B-041 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

｢新生児黄疸アップデート」 廣間　武彦 長野県立こども病院 2019.2.15
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1811-B-042 長野県
第21回新生児呼吸法･
モニタリングフォーラム

｢安全かつ確実な観血的血圧測定
･動脈ルート管理を目指して
①｢どうやってみてるの？動脈ルート管理
施設間アンケート調査より」
②｢血圧波形が教えてくれること
〜血圧値だけじゃもったいないよ〜」
③「マンシェットとAライン。どちらで測る？正確なの？」
④｢信州で考える！非侵襲血行動態モニタリングの可能性」
⑤｢これで完璧！動脈ルート管理 セッションまとめ」

廣間　武彦 長野県立こども病院 2019.2.16

1811-B-043 愛知県 第75回東海小児がん研究会
がん遺伝子検査による
プレシジョンメディシンの今後の展開

平山　雅浩
山田　鉄也

三重大学　小児科
社会医療法人厚生会
木澤記念病院 病理診断センター

2019.2.16

1811-B-044 三重県
第5回東海三県
小児在宅医療研究会

全国の学校での医療的ケア実施の
現状と課題

岩本　彰太郎
三重大学
医学部附属病院

2019.2.17

1811-B-045 岐阜県
平成30年度第3回
岐阜県小児科医会学術講演会

トラベルワクチンについて(仮) 久野　保夫 岐阜県小児科医会 2019.3.10

1811-B-046 愛知県
岡崎小児科医会
学術講演会

汗とアトピー性皮膚炎
意外な汗の免疫機能とその制御

水野　周久
医療法人川島小児科
水野医院

2019.3.22

1811-B-047 石川県 第26回小児呼吸器セミナー

シンポジウム
｢小児の睡眠時無呼吸症候群のup to date」
(1)小児OSAの基本病態
(2)小児OSAの治療の最前線
(3)小児PSGの装着と解析

梅原　 実 うめはらこどもクリニック 2019.4.19

1811-B-048 大阪府
大阪小児科医会
第26回救急・新生児研修会

大阪府における災害時
小児周産期リエゾンの活動

田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.2.9

1811-B-049 和歌山
第183回日本小児科学会
和歌山地方会

小児救急医療の特徴と今後の課題 鈴木　啓之
和歌山県立医科大学
小児科

2019.2.16

1811-B-050 大阪府
第25回胎児心臓病学会
学術集会

心血管発生・形態形成に働くシグナル伝達系の
下流遺伝子群の意義

黒嵜　健一 国立循環器病研究センター 2019.2.16

1811-B-051 大阪府
第22回大阪南部
小児科勉強会

日常診療でみられる小児の血液疾患 小垣　滋豊
大阪急性期・総合医療センター
小児科

2019.2.21

1811-B-052 奈良県
第67回近畿医師会連合
学校医研究協議会総会

発達障害の理解と支援 広岡　孝雄
近畿医師会連合会学校
医研究協議会

2019.2.24
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1811-B-053 大阪府
第65回日本小児神経学会
近畿地方会

診断推論-診断する努力を継続すること 南　弘一
和歌山県立医科大学
小児科

2019.3.2

1811-B-054 京都府 第32回近畿小児科学会 小児てんかん診療上の特徴と問題点 細井　創
京都府立医科大学
小児科学教室

2019.3.17

1811-B-055 京都府 第32回近畿小児科学会
プライマリ・ケアにおける小児がん
-Oncologic Emergency-

細井　創
京都府立医科大学
小児科学教室

2019.3.17

1811-B-056 兵庫県
第71回兵庫県小児科医会
小児医学講座

こども病院における遺伝子診療部門の役割 藤田　位 兵庫県小児科医会 2019.3.23

1811-B-057 兵庫県
第71回兵庫県小児科医会
小児医学講座

小児の急性脳炎、脳症の画像診断 藤田　位 兵庫県小児科医会 2019.3.23

1811-B-058 大阪府 第56回大阪小児呼吸器談話会 気管切開児の在宅管理 亀田　誠
大阪はびきの医療センター
小児科

2019.3.23

1811-B-059 兵庫県
加古川小児科医会総会
学術講演会

「ペアレントトレーニング」の手法を用いた
保育現場における支援（仮題）

多木　秀雄 加古川小児科医会 2019.4.6

1811-B-060 広島県
第1回日本アレルギー学会
中国四国地方会

小児科　小児気管支喘息の評価
ー呼吸機能を中心にー

秀　道広
広島大学大学院
医歯薬学総合研究科
皮膚科学

2019.2.2

1811-B-061 広島県
第1回日本アレルギー学会
中国四国地方会

シンポジウム　広島県講習会
1)園・学校における食物アレルギー有症時対応：
ストレス軽減への取り組み
2)効果的なスキンケアについて考える
(アトピー性皮膚炎を中心に)

秀　道広
広島大学大学院
医歯薬学総合研究科
皮膚科学

2019.2.2

1811-B-062 徳島県
平成30年度学校保健委員会
学術講演会

「クリニック外来での食物負荷試験と、
食物アレルギーの予防・治療のトピックス」

田山　正伸 徳島県医師会 2019.2.9

1811-B-063 鳥取県 第57回山陰外科内科周産期研究会
「周産期の画像診断の進歩
ー胎児MRI-」(仮題）

神崎　晋
鳥取大学医学部周産期・
小児医学

2019.2.16

1811-B-064 岡山県
第25回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウムⅠ：
乳幼児突然死の現状と将来～統計の視点から
①　病理剖検情報からみた乳幼児突然死(仮題)
②　人口動態統計にみる
乳幼児死亡統計の問題点(仮題)

宮石　智
岡山大学
法医学分野

2019.2.22

1811-B-065 岡山県
第25回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウムⅡ：
発展途上国における乳幼児突然死
①　ルワンダにおける乳幼児突然死の
現状と将来(仮題)
②　ミャンマーにおける乳幼児突然死の
現状と将来(仮題)

宮石　智
岡山大学
法医学分野

2019.2.23
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1811-B-066 岡山県
第25回日本SIDS・
乳幼児突然死予防学会学術集会

シンポジウムⅢ：
小児科診療と乳幼児突然死
①　一般小児科医の乳幼児突然死への
対応とその限界(仮題)
②　小児救急における
乳幼児突然死の問題点(仮題)

宮石　智
岡山大学
法医学分野

2019.2.23

1811-B-067 高知県
第95回日本小児科学会
高知地方会

小児がん・白血病治療における最新医療
～次世代シークエンサーの臨床応用と
遺伝子導入T細胞療法～

藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.2.24

1811-B-068 岡山県 第97回美作こども医療研究会 20の努力で80点取る感染症診療 梶　俊策
津山中央病院
小児科

2019.2.25

1811-B-069 鳥取県
鳥取県西部医師会
学校医講習会

「大人になれない・世界一寂しい・
自尊心の低い日本の子どもたち
～笑顔をとりかえす・正常をとりもどす！」

瀬口　正史 鳥取県西部医師会 2019.3.13

1811-B-070 高知県
平成30年度高知県小児科医会総会
春季研修会

小児アレルギーについて 船井　守 高知県小児科医会 2019.3.30

1811-B-071 福岡県 第305回筑豊小児科医会勉強会 発達障害の見方、考え方、つなぎ方 森田　潤 筑豊小児科医会 2019.2.7

1811-B-072 鹿児島県
かかりつけ医等
発達障害対応力向上研修

発達障害児及び保護者に対しての
地域におけるとりくみ
～かかりつけ医の役割と実践～

池田　琢哉 鹿児島県医師会 2019.2.13

1811-B-073 熊本県 第147回熊本小児科学会 Rare diseaseから学ぶ 中村　公俊
熊本大学
小児科

2019.3.3

1811-B-074 大分県
第107回日本小児科学会
大分地方会例会

エビデンスに基づく
小児ネフローゼ症候群治療

井原　健二
大分大学
医学部小児科

2019.3.3

1811-B-075 福岡県
日本小児心身医学会
九州沖縄地方会

子どものEMDR,その活用と限界 山本　佳恵
医療法人飯塚恵仁会
たていわ病院

2019.3.10

1811-B-076 福岡県
第484回福岡地区小児科医会
学術講演会

小児科クリニックにおける
労務管理のポイント

黒川　美知子
福岡地区
小児科医会

2019.3.27

1811-B-077 福岡県
日本外来小児科学会
第29回春季カンファランス

小児科医だからこそできる1カ月健診
学ぶ、実践する、極める

吉永　陽一郎 吉永小児科医院 2019.4.7

1811-B-078 福岡県
日本外来小児科学会
第29回春季カンファランス

地域で始まる在宅医療
やってみると繋がる！はじけるキッズケア

吉永　陽一郎 吉永小児科医院 2019.4.7

1811-B-079 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

解決志向アプローチ：
問題ではなく、解決を扱う

髙山　修二
宮崎県
小児科医会

2019.5.26

1811-B-080 宮崎県
宮崎県小児科医会総会・
春季学術講演会

2018沖縄県の麻疹アウトブレイク
―沖縄県はしかゼロプロジェクト19年の経験―

髙山　修二
宮崎県
小児科医会

2019.5.26


