
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
1904-B-001 北海道 旭川市小児漢方研究会 診療の抽斗を増やしてくれる漢方治療 土田　晃 土田こどもクリニック 2019.7.3

1904-B-002 北海道
日本ラクテーション・コンサルタント協会
第46回母乳育児支援学習会in札幌

早産児に対するEHMD:
Exclusive Human Milk Dietの利点

瀬川　雅史 医療法人社団のえる小児科 2019.7.6

1904-B-003 北海道
日本ラクテーション・コンサルタント協会
第46回母乳育児支援学習会in札幌

NICUでの母乳分泌の確立と維持
UP TO DATE 母乳の保存と取り扱いを含む

瀬川　雅史 医療法人社団のえる小児科 2019.7.6

1904-B-004 北海道 札幌市小児科医会研究会
学校検尿および日常診療中の
尿異常と腎疾患

母坪　智行 札幌市小児科医会 2019.7.17

1904-B-005 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

BEAMS Stage 1 石倉　亜矢子
社会福祉法人　函館厚生院
函館中央病院

2019.7.26

1904-B-006 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

BEAMS Stage 2 石倉　亜矢子
社会福祉法人　函館厚生院
函館中央病院

2019.7.26

1904-B-007 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

居る、つながっている、会える
〜かかわり続けることに意味がある〜

石倉　亜矢子
社会福祉法人　函館厚生院
函館中央病院

2019.7.27

1904-B-008 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

マルトリートメントによる脳への
影響と回復へのアプローチ
〜気づき・支え・次世代につなぐ
医療者の役割〜

石倉　亜矢子
社会福祉法人　函館厚生院
函館中央病院

2019.7.27

1904-B-009 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

モーニングレクチャー
「虐待画像診断
ー見分けたいものと見るべきところー
超音波検査の有用性に注目しつつ」
「法医学からみた損傷所見の採取」

石倉　亜矢子
社会福祉法人　函館厚生院
函館中央病院

2019.7.28

1904-B-010 北海道
第11回日本子ども
虐待医学会学術集会

トラウマインフォームドケア
〜虐待のある家庭の親子と関わる〜

石倉　亜矢子
社会福祉法人　函館厚生院
函館中央病院

2019.7.28

1904-B-011 北海道
第16回日本小児心身医学会
北海道地方会

電子メディアの子どもへの影響
〜親子でメディアリテラシー
離れる力を育てよう〜

荒木　章子 氏家記念こどもクリニック 2019.7.28

1904-B-012 北海道 第28回母乳育児シンポジウム

基調講演
「改訂2018母乳育児成功のための
10ヵ条およびBFH認定方式について」
「改訂授乳離乳の支援ガイドについて」

長屋　建
旭川医科大学病院
周産母子センター新生児科

2019.8.3

1904-B-013 北海道 第28回母乳育児シンポジウム
特別講演
「アイヌ文化の世界観と育児」

長屋　建
旭川医科大学病院
周産母子センター新生児科

2019.8.4

1904-B-014 北海道 釧路小児科医会学術研修会
児童虐待の予防や防止における
医療機関への期待
-多機関連携が円滑に機能するために-

仲西　正憲 釧路赤十字病院 2019.9.21

1904-B-015 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会
多機能性エンベロープ型
ナノ構造体の創製とナノ医療への展開

坂田　宏 旭川厚生病院　小児科 2019.9.28

1904-B-016 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会
臨床研究が叶える未来の医療
〜素朴な疑問から研究の実施に向けて〜

坂田　宏 旭川厚生病院　小児科 2019.9.28

1904-B-017 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会
舌下免疫療法は
小児のアレルギー史を変えうるか？

坂田　宏 旭川厚生病院　小児科 2019.9.29

1904-B-018 北海道 第46回日本小児臨床薬理学会 旭山動物園における薬物療法 坂田　宏 旭川厚生病院　小児科 2019.9.29
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1904-B-019 宮城県 第2回発達障害多職種セミナー
発達性読み書き障害のすべて
～T式ひらがな　音読支援による理論と実践

呉　繁夫 東北大学医学部小児科 2019.7.19

1904-B-020 青森県
2019年青森県小児科医会
学術講演会

母乳育児推進のために・・
母乳栄養児のビタミンD欠乏の現状と対策

差波　司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2019.7.20

1904-B-021 青森県
2019年青森県小児科医会
学術講演会

明らかになってきたダウン症の
白血病発症の仕組み

差波　司
青森県小児科医会、
日本小児科学会

2019.7.20

1904-B-022 秋田県
第115回日本小児科学会
秋田地方会

一市立病院小児科のPICU新設・
常勤医増員戦略
～小児科医9人から29人へ～

高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2019.7.27

1904-B-023 秋田県
第115回日本小児科学会
秋田地方会

Respiratory Syncytial Virus 感染症と
中枢神経感染症
―疫学研究による罹患病態解析―

高橋　勉
秋田大学大学院
医学系研究科小児科学講座

2019.7.27

1904-B-024 東京都 第30回城北成育医療研究会 小児の四肢疼痛の鑑別と診断 森岡　一朗
日本大学医学部
小児科学系小児科学分野

2019.7.4

1904-B-025 埼玉県
第7回彩の国予防接種推進協議会
ワクチンフォーラム

現在の日本の風疹対策 峯　眞人 医療法人自然堂　峯小児科 2019.7.7

1904-B-026 千葉県
第5回千葉県小児科医会
小児臨床カンファレンス

小児の切創、挫創、やけどなどの
初期対応、処置

佐藤　好範
医療法人社団健育会
さとう小児科医院

2019.7.13

1904-B-027 東京都 第23回ちよだ小児疾患検討会
川崎病　診断の手引改訂第６版：
作成の経緯と今後の展望

渕上　達夫
日本大学病院総合診療センター
小児科

2019.7.17

1904-B-028 東京都 子ども心の諸問題と依存 ゲーム依存症 小枝　達也 国立成育医療研究センター 2019.7.19

1904-B-029 東京都 子ども心の諸問題と依存
人はなぜ依存症になるのか
ー回復支援のためのヒント

小枝　達也 国立成育医療研究センター 2019.7.19

1904-B-030 東京都 第7回臍帯血による再生医療研究会
自己臍帯血幹細胞治療の臨床効果と
今後の課題

中林　正雄 総合母子保健センター愛育病院 2019.7.20

1904-B-031 東京都 第６回成育サマーセミナー 障害を抱えた子どもの就学と就労

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

国立成育医療研究センター 2019.7.20

1904-B-032 東京都 第６回成育サマーセミナー 小児医療における在宅支援の意味

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

国立成育医療研究センター 2019.7.20

1904-B-033 東京都 第６回成育サマーセミナー 遺伝子治療はここまで来ている

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

国立成育医療研究センター 2019.7.21

1904-B-034 東京都 第６回成育サマーセミナー
小児科医に知ってほしい
不妊扶育治療の今

中川　聡
石黒　精
小枝　達也
窪田　満

国立成育医療研究センター 2019.7.21

1904-B-035 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）

我国におけるサプリメントのアンチ・
ドーピング認証プログラムの実態：
うっかりと言ってられないサプリメントによる
うっかりドーピングを防ぐには

田中　敏博 静岡厚生病院　小児科 2019.7.27

1904-B-036 静岡県 第2708回診療協議会
官学民三者協働事業として発足した
神戸の初期救急
～その現状と課題について～

横田　卓也 よこたこどもクリニック 2019.8.8

1904-B-037 東京都
ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

小枝　達也 国立成育医療研究センター 2019.8.24
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1904-B-038 群馬県
第61回群馬県小児保健会
研究集会

小児保健(医療、行政、教育）で
考えなければならないLGBTの課題

荒川　浩一
群馬大学大学院医学系研究科
小児科学分野

2019.8.29

1904-B-039 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 脳機能モニタリング 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.9

1904-B-040 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 新生児の循環管理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.9

1904-B-041 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 周産期における生命倫理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.10

1904-B-042 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 新生児の呼吸管理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.10

1904-B-043 神奈川県 第27回みなと小児疾患研究会 乳幼児のアトピー性皮膚炎と食物アレルギー 磯崎　淳
横浜市立みなと赤十字病院
小児科

2019.9.10

1904-B-044 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞
遺伝子診断と遺伝カウンセリング
ー先天異常症のみかたー

中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.11

1904-B-045 東京都 周産期医療研修会２＜小児科＞ 新生児の栄養・体液管理 中林　正雄
社会福祉法人
恩賜財団母子愛育会
総合母子保健センター

2019.9.11

1904-B-046 東京都 第67回板橋区小児科医会 小児消化器疾患、最近の話題 依藤　壽 板橋区小児科医会 2019.9.12

1904-B-047 東京都
第657回日本小児科学会
東京都地方会懇話会

予防接種と免疫不全 河島　尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2019.9.14

1904-B-048 東京都 第９回乳幼児学校保健研修会 小児がんについての基礎知識 稲光　毅 日本小児科医会 2019.9.15
1904-B-049 東京都 第９回乳幼児学校保健研修会 性教育について 稲光　毅 日本小児科医会 2019.9.15

1904-B-050 東京都
ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

ディスレクシアの評価と
指導のワークショップ

小枝　達也 国立成育医療研究センター 2019.11.9

1904-B-051 東京都
第659回日本小児科学会
東京都地方会懇話会

小児循環器のファーストタッチからの専門診療編へ 河島　尚志
日本小児科学会
東京都地方会

2019.12.14

1904-B-052 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

新生児期から重篤な神経疾患を
抱えるこどものこれからについて話し合う
〜アドバンス・ケア・プランニングについて
考える～

中村　友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.13

1904-B-053 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

NAVA International Symposium 中村　友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.13

1904-B-054 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

2020年 NICUに入院している
新生児の痛みのケアＧＬ改定案

中村　友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.14

1904-B-055 長野県
第55回日本周産期･
新生児医学会学術集会

新生児科医の働き方改革 中村　友彦
長野県立こども病院
信州大学医学部
新生児学･療育学講座

2019.7.14

1904-B-056 愛知県
第51回日本小児神経学会
東海地方会

先天代謝異常と中枢神経系
ーケトン体代謝を中心にー

大西　秀典 岐阜大学医学部附属病院 2019.7.27

1904-B-057 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム
22q11.2欠失症候群の包括治療

夏目　長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.27
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1904-B-058 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム
葉酸

夏目　長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.27

1904-B-059 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

ワークショップ：
顎顔面/耳　形成手術

夏目　長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.28

1904-B-060 愛知県
第59回日本先天異常学会
学術集会

シンポジウム
先天異常モニタリング

夏目　長門

愛知学院大学歯学部附属病院
口唇口蓋裂センター
愛知学院大学歯学部
口腔先天異常学研究室

2019.7.28

1904-B-061 愛知県
名古屋市小児科医会
講演会

自然免疫とアレルギー疾患 江口　秀史 江口医院 2019.10.27

1904-B-062 愛知県
名古屋市小児科医会
講演会

発達障害と乳幼児健診 江口　秀史 江口医院 2019.10.27

1904-B-063 大阪府
大阪小児科医会
第194回学術集会

学童の近視にチャレンジする！ 田尻　仁
一般社団法人
大阪小児科医会

2019.7.6

1904-B-064 大阪府
2019年度第3回
大阪母子医療センター
イブニングセミナー

小児の集中治療とPICUホットライン 鈴木　保宏
大阪母子医療センター
患者支援センター

2019.7.18

1904-B-065 和歌山県
第36回日本小児臨床
アレルギー学会

子どものこころとからだを診る
～心身症・発達障害の親子へのかかわり～
心身症専門医からの提言

土生川　千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.27

1904-B-066 和歌山県 第36回日本小児臨床アレルギー学会 新しい時代が始まる！AIと小児喘息 土生川　千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.27

1904-B-067 和歌山県 第36回日本小児臨床アレルギー学会
ここでしか聞けない！
解剖から臨床までの呼吸器学

土生川　千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.28

1904-B-068 和歌山県 第36回日本小児臨床アレルギー学会

喘息児に対する患者教育
喘息死から学んだこと
子どもの目線から見た喘息治療
～今日に至るまで～

土生川　千珠
南和歌山医療センター
小児アレルギー科

2019.7.28

1904-B-069 大阪府 第26回国循小循夏季セミナー

シンポジウム：
新生児の循環管理
（新生児の先天性心疾患、
新生児の集中治療）

黒嵜　健一
国立循環器病研究センター
小児循環器科

2019.8.4

1904-B-070 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム1
若年2型糖尿病：
長期予後不良な本疾患をどうみるか？

依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.26

1904-B-071 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム2
小児のdifficult thyroid

依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.26

1904-B-072 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム5
Updates in epigenetics:from rare
to common disorders.

依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.27

1904-B-073 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム6
性分化異常症：診療と研究の進歩

依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.28
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1904-B-074 京都府
第53回日本小児内分泌学会
学術集会

シンポジウム7
小児がんの内分泌診療：
現場のニーズとガイドライン

依藤　亨
大阪市立総合医療センター
小児代謝・内分泌内科

2019.9.28

1904-B-075 香川県
第146回西讃小児科医会
学術講演会

「NICU入院歴のある児が外来にやってきた！
～少しだけ気をつけて頂きたいこと～」

森本　雄次 もりもとこどもクリニック 2019.7.11

1904-B-076 徳島県
第205回徳島県
小児科医会学術講演会

小児科医が知っておきたい小児外科疾患 田山　正伸
徳島県小児科医会、
田山チャイルドクリニック

2019.7.17

1904-B-077 鳥取県 第545回小児診療懇話会
「二次病院小児科における
神経系疾患紹介患者の実態について
～てんかん、頭痛を中心に～

長田　郁夫 鳥取県西部小児科医会 2019.7.17

1904-B-078 広島県 第77回広島県小児科医会総会 初心者のための小児エコー 新田　康郎 新田小児科 2019.7.21

1904-B-079 鳥取県
日本小児科学会鳥取地方会
第73回例会

小児科領域のゲノム医療 岡田　晋一　
鳥取大学医学部周産期・
小児医学分野

2019.7.21

1904-B-080 広島県 第263回　安佐小児臨床懇話会 小児の自己炎症症候群 杉野　禮俊 杉野小児科 2019.7.24

1904-B-081 岡山県 第219回倉敷小児科専門医会
RSウイルス感染症
ー流行期の変化とその対策ー

尾内　一信
川崎医科大学附属病院
小児科

2019.7.24

1904-B-082 高知県
2019年度高知県
小児保健協会総会・学会

医療的ケア児を地域で支える 藤枝　幹也
高知大学医学部
小児思春期医学

2019.8.1

1904-B-083 山口県
2019年度山口県
小児科医会総会・特別講演

「性同一性障害の子どもたち」(仮) 田原　卓浩 山口県小児科医会 2019.8.4

1904-B-084 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「子どもの心の病を家族と治療する
～家族療法システムズアプローチの
小児科臨床での使い方」

河野　政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.13

1904-B-085 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「力動精神医学が
子どもの治療にもたらしたもの」

河野　政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.13

1904-B-086 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「ポジションチェンジ(人格交替催眠技術)が
示唆する対人記憶処理の重要性」

河野　政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.14

1904-B-087 広島県
第37回日本小児心身医学会
学術集会

「発達障害児にも使える東洋医学・
漢方治療とその背景」

河野　政樹 虹の子どもクリニック 2019.9.14

1904-B-088 鳥取県
第17回小児神経学入門講座・
第38回米子セミナー

乳幼児健診における発達の診方と事後対応 前垣　義弘 鳥取大学医学部脳神経小児科 2019.9.14

1904-B-089 佐賀県
第28回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

ワークショップ１
VURの治療：治療法の選択
①内科的治療と限界、
②VURのGradeと術式選択、
③Defluxの適応と長期予後、
④鏡視下手術の適応と問題点、
⑤開腹手術での盲点

野口　満 佐賀大学医学部泌尿器科 2019.7.4

1904-B-090 佐賀県
第28回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

シンポジウム3
DSD：乳児期からAYA世代までの
問題点と対処
①基調講演、
②乳幼児の問題点と対処、
③男性型養育での問題点と対処、
④女性型養育での問題点と対処

野口　満 佐賀大学医学部泌尿器科 2019.7.5

1904-B-091 長崎県
第132回長崎県県北小児科医会
学術講演会

AYA世代のがん 金氏　正弘 かねうじ小児科 2019.7.11



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

1904-B-092 沖縄県 発達障害児支援に関する研修会 発達障害の理解と対応 宮城　雅也
公益社団法人
沖縄県小児保健協会

2019.7.11

1904-B-093 佐賀県
第33回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

末梢血T細胞DNAメチル化にみる
微小変化型ネフローゼ症候群

大塚　泰史 佐賀大学医学部小児科 2019.7.13

1904-B-094 佐賀県
第33回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

DOHaDの視点から考える腎疾患対策 大塚　泰史 佐賀大学医学部小児科 2019.7.13

1904-B-095 佐賀県
第33回九州小児ネフロロジー
研究会学術集会

細胞外基質傷害の病理像の見方 大塚　泰史 佐賀大学医学部小児科 2019.7.14

1904-B-096 大分県
2019年度　日本保育保健協議会
地区研修会　第1回大分県

～せーご先生の、クイズで学ぶ～
「保育所における感染症対策
ガイドライン2018年改訂版」と
「大分県版　学校・幼稚園における
食物アレルギー対応の手引き」

藤本　保 大分こども病院 2019.7.21

1904-B-097 大分県
2019年度　日本保育保健協議会
地区研修会　第1回大分県

園と園医の協働
-園医が使命を果たすには-

藤本　保 大分こども病院 2019.7.21

1904-B-098 福岡県 小倉小児科医会臨床懇話会
重症心身障害・発達障害における
小児科の役割
－総合療育センター小児科の現状－

吉田　雄司 よしだ小児科医院 2019.7.25

1904-B-099 佐賀県
第84回佐賀小児科地方会
第208回日本小児科学会
長崎地方会　合同地方会

アレルギー疾患における感染症の重症化 松尾　宗明 佐賀大学医学部小児科 2019.7.28

1904-B-100 福岡県
第29回日本外来小児科学会
年次集会

外来での発達障害児と家族の支援 吉永　陽一郎 吉永小児科医院 2019.8.31

1904-B-101 宮崎県
第86回日本小児科学会
宮崎地方会

小児の食物アレルギーについて
～現場の対応から予防まで～

盛武　浩
宮崎大学医学部
発達泌尿生殖医学講座
小児科学分野

2019.9.1


