
承認番号 開催地 研修集会名 演題名 会頭・世話人 所属 開催日

1902-Ｂ-001 北海道 札幌市小児科医会研究会
乳児股関節脱臼の早期診断・
早期治療の大切さ
〜検診体制再構築への取り組み〜

中田　修二 札幌市小児科医会 2019.5.14

1902-Ｂ-002 北海道
2019年度第1回
旭川小児科医会

小児科一次救急での
抗菌薬適性使用を考える

長野　奈緒子
医療法人ながのこども
クリニック

2019.5.22

1902-Ｂ-003 北海道 第16回医療的ケア研修セミナー
消化管運動異常の診断と栄養管理：
胃ろうの適応と効果・配慮点

石川　悠加
国立病院機構
八雲病院小児科

2019.10.6

1902-Ｂ-004 北海道 第16回医療的ケア研修セミナー
全国の学校での
医療的ケア実施状況と課題

石川　悠加
国立病院機構
八雲病院小児科

2019.10.6

1902-Ｂ-005 山形県
第111回日本小児科学会
山形地方会

ヒトの生命の恒常性維持システムと疾患について
～「視床下部症候群」としての
HPVワクチン副反応性疾患～

三井　哲夫
山形大学医学部
小児科学講座

2019.5.12

1902-Ｂ-006 福島県
小児の食物アレルギー研修会
第2stage・会津若松市開催

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)学校給食と学校生活指導管理表

竹内　真弓・
佐久間弘子

竹内こどもクリニック・
福島県小児科医会
小児の食物アレルギー対策委員長

2019.6.5

1902-Ｂ-007 宮城県
第227回日本小児科学会
宮城地方会

発達性読み書き障害の診断と治療 呉　　繁夫
東北大学大学院医学系研究科
小児病態学分野教授

2019.6.16

1902-Ｂ-008 埼玉県
第176回日本小児科学会
埼玉地方会

新生児の貧血予防と新生児・
小児の輸血療法の指針

佐藤　清二
さいたま市立病院
小児科

2019.5.12

1902-Ｂ-009 東京都
第24回国立成育医療研究センター
アレルギー臨床講話会

アトピー性皮膚炎診療ガイドライン
2018の改訂ポイント

大矢　幸弘
国立成育医療研究センター
アレルギーセンター

2019.5.16

1902-Ｂ-010 東京都
第571回　葛飾区医師会
小児科集談会

実臨床に役立つ
小児科領域の漢方治療

石川　辰雄 石川循環器クリニック 2019.5.21

1902-Ｂ-011 東京都
第65回板橋区
小児科医科定例会

感染症・予防接種
（最近の話題ー2019）

依藤　壽 板橋区小児科医会 2019.5.21

1902-Ｂ-012 東京都
第7回荏原病院
小児科医療連携の会

・こどものかぜの診かた
～薬剤耐性対策と抗菌薬の適正使用～
≪追加発言≫
・抗菌薬の適正使用
～世田谷区医師会の取り組みと現況～

髙柳　隆章
東京都保健医療公社
荏原病院　小児科

2019.5.23

1902-Ｂ-013 東京都 第30回小児医療セミナー

グループセッション【膠原病】
1.マクロファージ活性化症候群を合併した
若年性皮膚筋炎の一例
2.診断に苦慮した
全身性若年性特発性関節炎の１例
3.ミニレクチャー　小児リウマチ性疾患における
緊急性を要する病態

森尾　友宏
今井　耕輔
前田　佳真
長島　彩子

東京医科歯科大学
小児科

2019.5.25
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1902-Ｂ-014 東京都 第30回小児医療セミナー 小児の中枢神経と感染症

森尾　友宏
今井　耕輔
前田　佳真
長島　彩子

東京医科歯科大学
小児科

2019.5.25

1902-Ｂ-015 東京都 第9回東日本小児リウマチ研究会
ループス腎炎の腎病理を学ぶ
ー結果報告書を読むための知識ー

五十嵐　徹
日本医科大学
小児科

2019.5.25

1902-Ｂ-016 東京都 第9回東日本小児リウマチ研究会
皮膚科医が語る
乾癬と乾癬性関節炎

五十嵐　徹
日本医科大学
小児科

2019.5.25

1902-Ｂ-017 東京都 第253回下町小児科懇話会
大人との違いから見る
小児の不定愁訴

小澤　美和
聖路加国際病院
小児科

2019.5.28

1902-Ｂ-018 栃木県
平成31年度栃木県
小児保健総会・研修会

自閉スペクトラム症；
生涯に渡る支援のために

小坂　仁
自治医科大学
小児科学

2019.6.15

1902-Ｂ-019 東京都
第111回東京小児科医会
学術講演会

知っておきたい母子感染 塙　佳生 東京小児科医会 2019.6.16

1902-Ｂ-020 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

シンポジウム1
小児救急医による小児救急のためのエコー
1.小児救急外来における
Ｐoint-of-care Ultrasoundの応用
－症例を通して考えてみよう
2.小児救急のためのエコー検査
3.小児科救急で実践できる、
気道・肺・循環評価のためのエコー

市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.21

1902-Ｂ-021 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

小児救急における画像診断の基本
・小児救急における単純Ｘ線の読み方
・小児救急における超音波検査

市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.21

1902-Ｂ-022 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

Ｔhe身体診察
ー子どもの身体診察の深みへー

市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.22

1902-Ｂ-023 埼玉県
第33回日本小児救急医学会
学術集会

救急外来で出会う代謝疾患への対応 市橋　光
自治医科大学附属
さいたま医療センター小児科

2019.6.22
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1902-Ｂ-024 東京都 第19回新生児栄養フォーラム

シンポジウム1
「早産児・ＳＧＡ児の長期予後の諸問題」
●成長・体組成（低身長、肥満）
●生活習慣病（高血圧、2型糖尿病、脂質代謝異常）
●発達障害（自閉症スペクトラム症、
注意欠如多動症、限局性学習症）

森岡　一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.6.22

1902-Ｂ-025 東京都 第19回新生児栄養フォーラム
Developmental Origins of
Healty and Disease(DOHaD)と非感染性疾患

森岡　一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.6.23

1902-Ｂ-026 千葉県

第18回国際小児呼吸器学会
（18th International Congress on Pediatric
Pulmonology:CIPPXVⅢ）
（併催・第5回アジア小児呼吸器学会：
5thAnnual Meeting ofAsian
Pediatric Pulmonology Society:5thAPPS

シンポジウム
「Chronic Suppurative Lung Disease
And Pneumonia」
(1)Pro.Con Debate:Protracted
Bacterial Bronchitis
-A Precursor to Bronchiectasis?
(2)Atypical Pneumonia:Etiology and Management.

高瀬　真人
日本医科大学
多摩永山病院小児科

2019.6.29

1902-Ｂ-027 千葉県

第18回国際小児呼吸器学会
（18th International Congress on Pediatric
Pulmonology:CIPPXVⅢ）
（併催・第5回アジア小児呼吸器学会：
5thAnnual Meeting ofAsian
Pediatric Pulmonology Society:5thAPPS

シンポジウム
「Asthma and Preschool Wheezing
Disorders-Update」
(1)Difficult to Treat Asthma.
(2)Lung Trajectories from
Childhood to Adulthood:
Determinants and Intervention Strategies.
(3)Rural Function Against Asthma-Insight
for Primary Prevention.

高瀬　真人
日本医科大学
多摩永山病院小児科

2019.6.29

1902-Ｂ-028 千葉県

第18回国際小児呼吸器学会
（18th International Congress on Pediatric
Pulmonology:CIPPXVⅢ）
（併催・第5回アジア小児呼吸器学会：
5thAnnual Meeting ofAsian Pediatric
Pulmonology Society:5thAPPS

シンポジウム
「Technology Advances in
Management of Lung Disease」
(1)Non-invasive Ａｓｓｅｓｓｍｅｎｔ ｏｆ
Ａｉｒｗａｙ Ｉｎｆｌａｍｍａｔｉｏｎ ａｎｄ Ｉｎｆｅｃｃｔｉｏｎ．
(2)Will Long Distance and Remote
Assessment ever Work?
(3)Cardiopulmonary Exercise Test in Children.

高瀬　真人
日本医科大学
多摩永山病院小児科

2019.6.30

1902-Ｂ-029 栃木県
第43回ハイリスク児
フォローアップ研究会

早産児・低出生体重児と
ＤＯＨaD(Developmental Origins of
Health and Disease)

河野　由美
自治医科大学
小児科学

2019.6.30

1902-Ｂ-030 群馬県
第210回日本小児科学会
群馬地方会講話会

Ｇut health　から考える
健康社会の近未来

荒川　浩一
群馬大学大学院医学系
研究科小児科学分野教授

2019.7.7
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1902-Ｂ-031 静岡県
静岡県小児症例検討会・
未来開拓セミナー2019

国立精神・神経医療研究センターに
おける小児神経診療と臨床研修

緒方　勤
浜松医科大学
小児科学教室

2019.7.19

1902-Ｂ-032 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第３回スポーツ医学セミナー
（兼第21回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

正しい靴の選び方と履き方 田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.7.27

1902-Ｂ-033 静岡県

静岡県バスケットボール協会後援
第３回スポーツ医学セミナー
（兼第21回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会）

スポーツ眼科 田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.7.27

1902-Ｂ-034 静岡県
第22回静岡小児臨床研究
ネットワーク勉強会

Ｂ型肝炎、小児期に感染するとどうなるか？ 田中　敏博
静岡厚生病院
小児科

2019.8.3

1902-Ｂ-035 東京都
第71回日本小児神経学会
関東地方会

小児神経疾患の排尿状態と管理について 小沢　浩
島田療育センター
はちおうじ

2019.9.28

1902-Ｂ-036 東京都
第71回日本小児神経学会
関東地方会

親と子のストレングスに着目した
超早期療育をめざして

小沢　浩
島田療育センター
はちおうじ

2019.9.28

1902-Ｂ-037 神奈川県
第47回日本小児東洋医学会
学術集会

小児に用いられる
漢方処方とその特性

豊川　達記 豊川小児科内科医院 2019.9.29

1902-Ｂ-038 神奈川県
第47回日本小児東洋医学会
学術集会

子どもの漢方
～漢方薬の上手な効かせ方、のませ方～

豊川　達記 豊川小児科内科医院 2019.9.29

1902-Ｂ-039 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１
「心エコー図で迫る僧帽弁の形態機能診断：
臨床現場で活躍する新技術」
・画像診断のための僧帽弁解剖学
・３Dエコー図で診る･測る：
僧帽弁形態診断の実際
・ストレイン心エコー図で診る
僧帽弁機能と左室機能
･弁下部病変へのアプローチと
その臨床応用
・僧帽弁カテーテル治療の時代に向けて：
fusion imagingの可能性

安河内　聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.10

1902-Ｂ-040 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム３
「先天性心疾患：解剖と心エコー：
３D printing時代の心エコー
(心室中隔欠損、房室中隔欠損)」
・New application for Echocardiography
education by 3D printed model
・3Dprintingによる心臓モデル作成最前線
・胎児心エコーSTICを使用した３Dmodeling
・3D printing技術の臨床応用

安河内　聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.10
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1902-Ｂ-041 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム７
「Fontan循環のABCと心エコーの役割」
・Keynote lectureフォンタンの予後
(問題点も含めて)最新情報
・フォンタン手術とは何か
・小児科の立場から：小児フォンタン患者の
心エコーの役割：成人期とここが違う
・内科の立場から：成人フォンタン患者の心エコー役
割：小児期とここが違う
・フォンタン術後の妊娠における心エコーの役割

安河内　聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.11

1902-Ｂ-042 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１０
「先天性心疾患術後遠隔期の心エコー：
小児期から成人期への移行に伴う変化」
・Right ventricle exposed to different loading
conditions:from Ebstein's to pulmonary
  hypertension
・Fontan循環
・房室弁機能
・大動脈弁及び大動脈系
・肺動脈系

安河内　聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.11

1902-Ｂ-043 愛知県
豊田加茂小児科医会総会
講演会

弱視の早期発見･早期介入を目指して
ｰ市･眼科・小児科の協働ｰ

高橋　昌久 医療法人 こどもクリニック・パパ 2019.5.11

1902-Ｂ-044 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１５
「修正大血管転位の修復のタイミングと方法」
・修正大血管転位を見逃さないために
・体心室右室の病態生理、予後に与える影響
・伝導路異常
・修正大血管転位の修復のタイミングと方法
(conventional repairとanatomical repair)
・外科的修復を考える場合に､
心エコーに要求されること一心室容積の評価、
弁の性状

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.12

1902-Ｂ-045 長野県
一般社団法人日本心エコー図学会
第30回学術集会

シンポジウム１９
「生涯病としての先天性心疾患：エブスタイン病」
・三尖弁の発生と先天性三尖弁閉鎖不全の病因
・小児期のエプスタイン病の臨床像と治療戦略
・成人期のエプスタイン病の臨床像と治療戦略
・エプスタイン病の外科治療とその問題点

安河内 聰
長野県立こども病院
循環器センター

2019.5.12

1902-Ｂ-046 岐阜県 第24回障害支援研究会
地域でのディスレクシアの支援
〜福井県での実践から〜

金子　英雄
（独）国立病院機構
長良医療センター

2019.5.26
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1902-Ｂ-047 愛知県 第61回日本小児神経学会学術集会

企画シンポジウム１：急性脳炎・脳症
ｰこれからの診断と治療ｰ
①東海小児神経研究会における
症例登録の現況と課題
②疾患レジストリーへの展開
Baby Cooling Japan 低体温療法
全国登録事業の経験から
③脳波モニタリングを用いた治療介入
④急性脳炎・脳症における代謝物分析
⑤全身管理ー小児集中治療の現場からー
⑥病態仮説に基づいたけいれん
重積型急性脳症の新規治療の試み

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院医学研究
科 新生児・小児医学分野

2019.5.31

1902-Ｂ-048 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

シンポジウム４：小児てんかん診療update2019
①結節性硬化症と限局性皮質異形成
②特発性てんかん
③代謝異常症によるてんかん
④遺伝子異常によるてんかん
⑤免疫介在てんかん

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院
医学研究科
新生児・小児医学分野

2019.5.31

1902-Ｂ-049 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

教育講演２
HHV-6の中枢神経病原性に関する
最近の話題

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院
医学研究科
新生児・小児医学分野

2019.6.1

1902-Ｂ-050 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

シンポジウム１２
①｢多動｣を主訴とする症例の診断と鑑別および
注意欠如多動症児への支援について
②｢かんしゃく・パニック｣を主訴とする
症例の診断と鑑別および
自閉スペクトラム症児への支援について
③｢勉強が苦手｣を主訴とする症例の診断と
鑑別および限局性学習症(学習障害)児への
支援について
④発達障害児のための社会資源

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院
医学研究科
新生児・小児医学分野

2019.6.1

1902-Ｂ-051 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

教育講演１２
ATR-X症候群

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院
医学研究科
新生児・小児医学分野

2019.6.2

1902-Ｂ-052 愛知県
第61回日本小児神経学会
学術集会

教育講演１３
骨格筋研究から見える生命現象の不思議

齋藤　伸治
名古屋市立大学大学院
医学研究科
新生児・小児医学分野

2019.6.2

1902-Ｂ-053 三重県 第242回伊勢地区小児科医会
これだけは知っておきたい!
生物統計と臨床研究の基本

酒徳　浩之 医療法人 さかとく小児科 2019.6.19
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1902-Ｂ-054 大阪府 第9回‛つながる’胎児エコーみらいの会
(シンポジウム)
胎児診断された家族への支援について

萱谷　太
大阪母子医療センター
小児循環器科

2019.5.15

1902-Ｂ-055 大阪府
2019年度第1回大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児の腎機能評価と腎代替療法 鈴木　保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.5.16

1902-Ｂ-056 奈良県
第65回奈良県小児科医会
学術集会

小児心電図の読み方 新家　興 奈良県小児科医会 2019.5.25

1902-Ｂ-057 奈良県
第65回奈良県小児科医会
学術集会

小児科医に知ってもらいたい脳神経外科疾患
ー見逃してはならない大事な兆候ー

新家　興 奈良県小児科医会 2019.5.25

1902-Ｂ-058 大阪府
第6回大阪小児科医会総会・
教育セミナー

小児科医が支える「人生100年時代」 田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.5.25

1902-Ｂ-059 滋賀県
平成31年度　第1回
滋賀小児科医会定期学術講演会

小児科・小児外科に共通する
日常外来診療

奥野　昌彦 おくのこどもクリニック 2019.6.23

1902-Ｂ-060 滋賀県
平成31年度　第1回
滋賀小児科医会定期学術講演会

発達性読み書き障害の診断と治療
～T式ひらがな音読支援を中心に～

奥野　昌彦 おくのこどもクリニック 2019.6.23

1902-Ｂ-061 奈良県
第3回
奈良呼吸器アレルギーセミナー

どうする？思春期喘息
ー内科への移行とGERー

南部　光彦 なんぶ小児科アレルギー科 2019.6.29

1902-Ｂ-062 広島県
第517回広島市
小児科医会例会

小児科医が知って役立つ！小児歯科 森　美喜夫 もり小児科 2019.5.8

1902-Ｂ-063 鳥取県 第543回小児診療懇話会
学校保健のトピックス・
思春期のメンタルの諸問題とその支援

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.5.8

1902-Ｂ-064 岡山県
第312回
岡山市小児科専門医会

小児科外来診療における小児外科疾患
ーピットフォールとその回避ー

樋口　譲二 樋口クリニック 2019.5.11

1902-Ｂ-065 鳥取県
第521回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児におけるヘリコバクター・
ピロリ感染の診断と治療と最近の話題」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2019.5.15

1902-Ｂ-066 広島県 安佐小児臨床懇話会
川崎病
～最近のトピックス～

杉野　禮俊 杉野小児科 2019.5.22

1902-Ｂ-067 愛媛県
第99回日本小児科学会
愛媛地方会

こどもの健康を増進する
小児医療を目指して

石井 榮一
愛媛大学大学院
医学系研究科
小児科学

2019.5.26

1902-Ｂ-068 岡山県 第24回岡山小児医療研究会 学校保健と成長曲線 塚原　宏一
岡山大学大学院
医歯薬学総合研究科

2019.6.2

1902-Ｂ-069 香川県
第27回日本小児心身医学会
中国四国地方会

『個をみること』と『関係をみること』
ーアタッチメント研究の死角ー

牛田　美幸
四国こどもとおとなの医療センター
児童心療内科

2019.6.9

1902-Ｂ-070 鳥取県
第522回鳥取県
東部小児科医会例会

「小児慢性機能性便秘症診療ガイドラインに
基づく小児便秘症の診断と治療」

石谷　暢男 石谷小児科医院 2019.6.19

1902-Ｂ-071 岡山県
第30回日本小児神経学会
中国・四国地方会

TORCH
～防ぎたい、見逃さない、守ってあげたい

前垣　義弘
鳥取大学医学部
脳神経小児科

2019.7.20

1902-Ｂ-072 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

下顎顔面形成異常をきたす症候群と
その対応

中川　尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.23

1902-Ｂ-073 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

シンポジウム
先天性サイトメガロウイルス感染症

中川　尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.23

1902-Ｂ-074 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

シンポジウム
小児の摂食・嚥下障害に対する診療連携

中川　尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.24

1902-Ｂ-075 福岡県
第14回日本小児耳鼻咽喉科
学術集会

シンポジウム
気道異物
-その時どう対応するか？

中川　尚志
九州大学医学部
耳鼻咽喉科

2019.5.24
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1902-Ｂ-076 長崎県
第39回長崎市
小児科医会総会特別講演

小児アトピー性皮膚炎　病態と治療 神村　直久 かみむら小児科 2019.5.25

1902-Ｂ-077 福岡県 第213回筑後小児科医会セミナー
小児AMR対策
ー我々はどこにどうやって向かうべきか？-

本間　真一 筑後小児科医会 2019.5.30

1902-Ｂ-078 鹿児島県
第171回日本小児科学会
鹿児島地方会

小児希少疾患の克服に向けて
病態から考える

河野　嘉文
鹿児島大学医学部
小児科

2019.6.2

1902-Ｂ-079 熊本県
第23回熊本県
母性衛生学会学術集会

こどもの難病
早期診断と遺伝カウンセリング

田代　浩徳
熊本大学
母子看護学分野

2019.6.2

1902-Ｂ-080 熊本県
第23回熊本県
母性衛生学会学術集会

出生前診断を改めて考える
ー事例を通して小児科医の立場からー

田代　浩徳
熊本大学
母子看護学分野

2019.6.2

1902-Ｂ-081 福岡県
日本小児科学会
福岡地方会

がんに対する免疫療法の歴史、
現状、将来展望

楠原　浩一
産業医科大学
小児科

2019.6.8

1902-Ｂ-082 大分県
大分県小児科医会
学術講演会

保育園・認定こども園と
小児科医の連携をさらに
発展させるために

石和　俊 石和こどもクリニック 2019.6.23

1902-Ｂ-083 福岡県 小倉医師会園医会
排尿の自立
－北九州12000人の園児たちからの
メッセージｰ

宇野　卓也 小倉医師会 2019.6.25

1902-Ｂ-084 熊本県 第148回熊本小児科学会
熱性けいれんの病態とマネジメント
（演者　松尾宗明）

中村　公俊
熊本大学
小児科

2019.6.30

1902-Ｂ-085 福岡県 西日本小児アレルギー研究会
生物製剤の最近の知見
（演者　森晶夫）

小田嶋　博
国立病院機構
福岡病院

2019.8.17


