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平成 30 年度日本小児科学会分科会開催予定（30. 1. 現在）
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日本新生児成育医学会（63）

30. 11. 22（木）
～ 11. 24（土）

東京都市センターホテル

東邦大学医学部新生児学講座
与田 仁志

日本小児循環器学会（54）

30. 7. 5（木）
～ 7. 7（土）

パシフィコ横浜

昭和大学横浜市北部病院
富田

英

日本小児神経学会（60）

30. 5. 31（木）
～ 6. 2（土）

幕張メッセ国際会議場

東京大学医学部小児科
岡

明

日本小児血液・がん学会（60）

30. 11. 14（水）
～ 11. 16（金）

ロームシアター京都 / 京都市勧業館み
やこめっせ

京都府立医科大学小児科学教室
細井
創

日本小児アレルギー学会（55）

30. 10. 20（土）
～ 10. 21（日）

岡山コンベンションセンター，岡山県
医師会館

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小
児急性疾患学講座
池田 政憲

日本先天代謝異常学会（60）

30. 11. 8（木）
～ 11. 10（土）

じゅうろくプラザ

岐阜大学大学院医学系研究科小児病態
学
深尾 敏幸

日本小児腎臓病学会（53）

30. 6. 29（金）
～ 6. 30（土）

ホテル福島グリーンパレス，ザ・セレ
クトン福島

福島県立医科大学医学部小児科学講座
川崎 幸彦

日本小児内分泌学会（52）

30. 10. 4（木）
～ 10. 6（土）

ホテルイースト 21 東京

日本大学医学部小児科学系小児科学分
野
浦上 達彦

日本小児感染症学会（50）

30. 11. 10（土）
～ 11. 11（日）

福岡国際会議場 / 福岡サンパレス

九州大学大学院医学研究院成長発達医
学分野（小児科）
大賀 正一

日本小児呼吸器学会（51）

30. 9. 28（金）
～ 9. 29（土）

ロイトン札幌

北海道医療大学病院小児科
柴田 睦郎

日本小児栄養消化器肝臓学会（45）

30. 10. 5（金）
～ 10. 7（日）

大宮ソニックシティ

埼玉県立小児医療センター附属岩槻診
療所
鍵本 聖一

日本小児心身医学会（36）

30. 9. 7（金）
～ 9. 9（日）

大宮ソニックシティホール

獨協医科大学埼玉医療センター子ども
のこころ診療センター
作田 亮一

日本小児臨床薬理学会（45）

30. 10. 6（土）
～ 10. 7（日）

東京ビックサイト TFT ホール

国立成育医療研究センター薬剤部
石川 洋一

日本小児遺伝学会（41）

31. 1. 11（金）
～ 1. 12（土）

ウィンクあいち（愛知県産業労働セン
ター）

愛知県心身障害者コロニー中央病院
水野 誠司

日本小児精神神経学会（119）

30. 6. 9（土）
～ 6. 10（日）

跡見学園女子大学文京キャンパスブ
ロッサムホール

跡見学園女子大学

（120）

30. 12. 15（土）
～ 12. 16（日）

日 本 消 防 会 館（ ニ ッ シ ョ ー ホ ー ル ）/
Nissho Hall

筑波大学

日本外来小児科学会（28）

30. 8. 24（金）
～ 8. 26（日）

東京国際フォーラム

医療法人社団嗣業の会外房こどもクリ
ニック
黒木 春郎

日本小児東洋医学会（46）

30. 9. 30（日）

プラザエフ東京

下田メディカルセンター
本城美智恵

日本小児運動スポーツ研究会

未定

未定

未定

日本小児救急医学会（32）

30. 6. 2（土）
～ 6. 3（日）

つくば国際会議場

土浦協同病院小児科
渡部

日本小児リウマチ学会（28）

30. 10. 26（金）
～ 10. 28（日）

御茶ノ水ソラシティプラザ

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研
究科生涯免疫難病学講座教授
森
雅亮

日本国際小児保健学会（2）

30. 9. 8（土）

ペリエホール（千葉市）

千葉大学真菌医学研究センター感染症
制御分野
石和田稔彦

日本小児体液研究会（40）

30. 9. 15（土）

名古屋第二赤十字病院

藤田保健衛生大学医学部小児科
池住 洋平

日本マススクリーニング学会（45）

30. 8. 17（金）
～ 8. 18（土）

ラフレさいたま

埼玉医科大学小児科
大竹

日本小児科医会総会フォーラム（29）

30. 6. 23（土）
～ 6. 24（日）

日本小児科医会生涯研修セミナー（14）

30. 10.   8（月・祝） ホテルグランヴィア広島

広島県小児科医会

日本周産期・新生児医学会（54）

30. 7. 8（日）
～ 7. 10（火）

東京国際フォーラム

日本医科大学多摩永山病院
中井 章人

日本小児保健協会（65）

30. 6. 14（木）
～ 6. 16（土）

米子コンベンションセンター

鳥取大学医学部周産期・小児医学教授
神㟢
晋

日本保育保健協議会（24）

30. 10. 13（土）
～ 10. 14（日）

朱鷺メッセ

やぎもと小児科

日本小児外科学会（55）

30. 5. 30（水）
～ 6. 1（金）

朱鷺メッセ新潟コンベンションセン
ター

新潟大学大学院医歯学総合研究科小児
外科分野教授
窪田 正幸
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パシフィコ横浜

神奈川小児科医会

横田俊一郎
新田

柳本

康郎

利夫

