
120227 沖縄県小児科医会会報 
 
10 年間の研修会のテーマ及び講師名 
 
S 60. 7.25 (木) 
 ｢小児奇形と先天性異常｣   琉球大学医学部助教授 成富 研二 
S 60. 9.26 休） 
 カナダにおける卒後研修 「トロント小児病院レジデントの経験」 
               県立中部病院小児科 我那覇 仁 
S 60. 11.28（木） 
  ｢小児喘息の管理｣       中頭病院小児科 宮里 善次 
S 61. 8.30(土) 
  ｢開業医の研究とそれへの対応｣  大村市出口小児科医院 出口 雅経 
S61.10.18（土） 
 「乳児ビタミンＫ欠乏性血症」東邦大学医学部小児科教授 塙 嘉之 
S61.11.27（木） 
  「英国における小児腎臓疾患の管理について」 
          県立中部病院小児科 玉那覇 康一郎 
S 62. 5.23（土） 
  「小児の下痢、嘔吐の治療」順天堂大学小児科助教授 山城 雄一郎 
S62.7.25(土) 
  ｢水痘と水痘ワクチン｣  九州大学医学部小児科学教授 植田 浩司 
                                   
S 62. 8.29(土） 
  免疫アレルギー 一小児気管支喘息を中心に－ 
              刈谷総合病院小児科部長 広瀬 滋之 
S62.11.25（水） 
  小児アレルギー性疾患における最近の話題 
   ① アトピー性皮膚炎 
        国立南福岡病院小児科医長 柴田 瑠美子 
   ②気管支喘息 
        国立南福岡病院臨床研究部長 西間 三馨 
S 63. 5.26(木) 
   ｢小人症の診断と治療｣ 千葉大学医学部小児科助教授 新美 仁男 
S 63. 7.29（金） 
  「慢性腎炎の保存期の治療法」 
              県立南部病院小児科 高良 聡子 
S 63. 10.20（木） 
   「マイコプラズマ肺炎の臨床」 中頭病院小児科 宮里 善次 
S63.12.8（木） 
  「メイヨークリニックにおける小児心臓病学の臨床研修について」 
              県立中部病院小児科 吉里 時雄 



 
Ｈ１．５．２７（土） 
  「小児科診療報酬の現状と展望」日本小児科医会常任理事 小池 一郎 
Ｈ１．８．１８（金） 
   「小児の発熱について」    県立中部病院小児科 安次嶺 馨 
 
H1.10.31 
①「社会保険診療における諸問題」     長田小児科 長田 紀春 
②ＭＭＲ実施にあたっで緊急話題”県立那覇病院小児科 高良 吉広 
                中頭病院小児科   玉那覇 栄一 
Ｈ２．３．２２（木） 
  外来における喘息児への対応（保険点数も含めて） 
    「外来での取扱い方、吸入療法など」中頭病院小児科 宮里 善次 
    「アミノフィリン点滴法の工夫 かぜ症候群の漢方」 
               おおぎみクリニック 大宜見 義夫 
Ｈ２．６．１６ 
｢小児科総合医と外来小児科学｣  北海道厚岸町立病院長 五十嵐 正紘 
Ｓ２．９．１４（金） 
   「小児の耳鼻科的疾患について」 
               県立中部病院耳鼻科部長 与座 朝義 
H2.10.26（金） 
   「小児科レセプトの現状と問題点」 
           国保連合会審査課長補佐 仲村 益夫 
Ｈ３．４．２５休） 
   「自費診療について」 
   ①「保育園医について」 
    ＊第３回日本保育園医協議会総会に参加して。 
               おおしろ小児科 大城  隆 
   ②「自費診療について」 
             おおぎみクリニック 大官見 義夫 
 
                                   
 
H3.6.22（土） 
   わが国の国際医療協会事業 
   －メキシコ家族計画母子保健についてのプロジェクトにかかわって－ 
                 沖縄県立中部病院小児科 安次嶺 馨 
Ｈ３．８．３（土） 
  「小児科外来感染症の治療について」 国立東京第２病院 砂川 慶介 
 
Ｈ3.10.18（金） 
 「小児の皮膚科的問題について」琉球大学医学部皮膚科 宮里 肇 



Ｈ４．３．２７（金） 
   「外来における腹部エコー検査について」 
             ふくはら小児科医院 普久原 朝正 
Ｈ４．６．２０辻) 
   ｢外来における喘息の呼吸療法｣ 
       国立療貴所香川小児病院呼吸器医長 西川 清 
Ｈ４．８．５ 休) 
   ｢小児歯科的問題について｣ 
                 みやぎ歯科 宮城 正廣 
 
H4.11.27(金) 
   ｢食物アレルギーについて｣ 
           東高知病院小児科副院長 小倉 英郎 
Ｈ５．６．１９（土） 
   「小児のウイルス感染症 一最近の話題－」 
            九州医療短期大学教授 布上 ｶｵﾙ？ 
Ｈ ５． ８．１４(土) 
   ｢小児の難聴ー早期診断、治療と教育ー」 
      東京大学耳鼻咽喉科学教室教授 加我 君孝 
H5.12.4（土） 
   「小児科外来での咳と熱と脱水について」 
           福岡市中尾小児科医院長 中尾 弘 
Ｈ６．２．２６(土） 
  ①「成長障害を示す各種疾患について」 
        広島赤十字原爆病院小児科部長 西 美和 
  ②「肥満症とＧＨ欠損症におけるボディコンポジション」 
       福岡市立こども病院内分泌代謝科主幹 河野 斉 
Ｈ６．４．２１（木） 
  会員によるフォーラム 
   ー乳幼児医療費公的助成について－ 
Ｈ６．６．１８(土) 
   ｢小児の代謝性疾患について｣ 
      大阪市立大学医学部小児科学教室教授 一色 玄 
Ｈ６．７．１６(土) 
   ｢小児アレルギー疾患の考え方、診方｣ 
      国立小児病院免疫アレルギ一研究部長 飯倉 洋治 
Ｈ６．9.22（木） 
「予防接種法の改正について ―特に施行規則の改正一」 
    九州大学医学部小児科学教室教授 植田 浩司 
Ｈ７．４．２７（木） 
   「小児腎疾患膠原病の管理」 
           沖縄県立中部病院小児科 吉村 博 



Ｈ７．６．２４(土) 
   ｢外来における自閉症関連小児への対応について｣ 
         横浜市総合リハビリテーション 
         参与、東京女子医大小児科講師 佐々木 正美 
H7.9.21 
   保険審査医との懇談会 
     審査医：知念 正雄、宮里 義弘、高良 吉広 
 
平成７年 11 月 16 日 （木）7 :30pm～ 
   中部地区医師会成人病検診センター 
     県立中部病院形成外科  新城  憲 先生 
       「|ntroductionto Plastic Surgery」 
 
平成７年 11 月 30 日 
 （木）蔵の庄 
   7 :00pm～ 
 
平成８年１月 20 日 
於：那覇東急ホテル 7:30pm～ 
新年会及び特別講演会 
  講師：東京都 松平小児科院長 松平 隆光 先生 
      ｢小児科診療所の社会保険報酬制度の改定について｣ 
 
平成８年２月９日(金) 
パレスオンザヒル沖縄 7 :30pm～ 
特別講演会(武田薬品共催) 
講師：国立小児医療研究センター内分泌代謝科部長 田中 敏章 先生 
      ｢中枢性思春期早発症について｣ 
 
平成８年４月６日土）７ ：Ｏｏｐｍ 
那覇東急ホテル 
研 修 会 
  ｢最近の小児感染症とその化学療法｣一経口抗菌薬を中心に－ 
    講師：久留米大学 小児科感染症研究室 本廣 孝先生 
 
平成８年６月 29 日(土）７ ：００ｐｍ 
那覇東急ホテル 
総会及び特別講演会 
 ｢小児気管支喘息の総合治療｣ 
一患児の成長、発達支援－ 
講師：大阪府立羽曳野病院アレルギー小児科部長 豊島 協一郎 先生 
 



H8.7 大宜見 義夫会長 
 
平成８年８月 30 日（金）７ ：３ｏｐｍ 
県医療福祉センター 
研 修 会 
    ｢食物アレルギーと小児の腸管免疫の発達｣ 
      講師：順天堂大学 山城 雄一郎先生 
 
平成８年 11 月 15 日 （金）７ ：３０ｐｍ 
県医療福祉センター 
研 修 会 
   「包括医療について」 
        話題提供者：「開業医の立場から」 
            おおしろ小児科 大城 隆先生 
        話題提供者：「病院の立場から」 
           沖縄赤十字病院 宮城 裕之先生 
 
平成９年３月 19 日(水）７ ：００ｐｍ 
那覇束急ホテル 
研 修 会 
  「乳幼児健診の実際と指導のポイント」 
      講師：東邦大学医学部付属病院小児科 青木 継稔先生 
※小児保健協会、小児科地方会と共催で開催 
 
平成９年６月 21 日(土)7:00pm 
那覇束急ホテル 
総会及び特別講演会 
   ｢一般小児科医の心身症の考え方・診かた｣ 
      講師：大阪こども心身医療研究所所長 冨田 和己 先生 
 
平成９年９月６日(土)7:30pm 
那覇束急ホテル 
研 修 会 
｢県立中部病院における小児期Ｄ(十)ＨＵＳの臨床的検討｣一透析症例から－ 
  講師：吉 村   博 先生(県立中部病院小児科医長) 
 ｢腸管出血性大腸菌 〇－157｣ 
  講師：橋 爪 孝 雄 先生(市立堺病院小児科部長) 
 
平成９年 11 月８日(土)4:00pm 
かりゆしｱｰﾊﾞﾝﾘｿﾞｰﾄ那覇 
九州医師会医学会小児科学会 
  ・平成９年度九州小児科医会役員会 



   (大宜見会長､王那覇栄一副会長､高良聡子副会長､呉屋五十六理事) 
  ・平成９年度九州小児科医会社保委員会 
   (玉那覇栄一副会長) 
  ・平成９年度九州小児科医会審査委員連絡協議会 
   (知念正雄理事) 
 
平成 10 年２月 28 日(土)7:30pm 
那覇東急ホテル 
研 修 会 
   ｢ムンプス罹患後の難聴について｣ 
     講師：高良 聡子 先生(たから小児科医院) 
   ｢小児の難聴について｣ 
     講師：源河 朝博先生(げんか耳鼻咽喉科) 
 
平成 10 年６月 27 日(土)7 : 00pm 
パシフィックホテル 
総会及び特別講演会 
・平成 10 年度総会 
・特別講演会：「小児科医と育児の問題」 
       講師：元国立小児病院副院長 今村 藁一 先生 
 
平成 11 年２月４日(木) 
7 : 30pm 
那覇東急ホテル 
研修会 
   ・「小児肥満の現状と対策」 
      講師：琉球大学医学部小児科教授 太田 孝男 先生 
 
平成 11 年 7 月３日(土)7:00pm 
那覇束急ホテル 
総会及び特別講演会 
・平成 11 年度総会 
・特別講演会：「胸部単純Ｘ線像から何か読みとれるか」  
    講師：静岡県立こども病院 放射線科医長 青木 克彦 先生 
 
平成 11 年 11 月 11 日(木)7:30pm 
医療福祉センター 
研 修 会 
   ．「予防接種の現状と対策」 
       研修会担当理事 普久原朝政、野原薫 
 
平成 12 年２月３日(木)7:30pm 



医療福祉センター 
研 修 会 
  ．「乳幼児健診後のフォローについて」 
      講師：沖縄小児発達センター院長 落合 靖男 先生 
 
H12. 野原 薫会長 
 
平成 12.7.1 総会＆特別講演会 
 那覇東急ホテル 
 「21 世紀日本の構想懇談会の回顧と本会の展望」 
  天野日本小児科医会会長 
 
研修会 
 平成 12 年 10 月 20 日（金）午後７時 30 分 県立医療福祉センター 
  ・「保険診療講習会；レセプト請求事務を中心に」 
    講師：社保審査委員 知念正雄先生 
       国保審査委員 宮城義弘先生 
 
研修会 
 平成 13 年２月 22 日（木）午後７時 30 分 県立医療福祉センター 
  ・「小児の脳外科的疾患、特に三角頭蓋について」 
   講師：県立那覇病院脳神経外科 下地武義先生 
 
○麻疹撲滅についてのミニシンポジウム(出席 38 名) 
 平成 13 年 10 月 25 日(木) 沖縄県医療福祉センター 
  1.世界の麻疹の現状と予防接種(県立那覇病院 安座田英樹先生) 
  2.小児科診療所におけるワクチン接種(知念小児科医院 知念正雄先生) 
  3.1 歳末満足への予防接種の実施経験(県立中部病院 小演守安先生) 
  4.麻疹予防接種に対する行政の取り組み(具志川市役所市民健康課 平良真知様) 
 
○第１回研修会(出席 21 名) 
 平成 13 年 11 月 15 日(木)県立医療福祉センター 
   ｢病医院経営における従業員の労務管理｣ 
       講師 外間経営労務管理事務所所長 外 間 守 和 
 
○第２回研修会(出席 26 名) 
 平成 14 年２月 28 日(木)県立医療福祉センター 
    ｢小児の外科的疾患；胸郭形成術、尿道下裂を中心にして｣ 
       講師 那覇市立病院小児外科 山里聘仁先生 
 
・総会及び特別講演会 
   平成 14 年６月 29 目 



      講師：国立感染症研究所感染症情報センター長 岡部 信彦 
         ｢麻疹根絶にむけて｣ 
 
・研修会 
   平成 14 年 11 月 13 日 
    ｢社保、国保審査委員との懇談会｣ 
 
・研修会 
   平成 15 年３月 12 日 
      講師：県立那覇病院皮膚科 宮里 肇先生 
         ｢小児領域の皮膚疾患｣ 
 
・総会及び特別講演会 
   平成 15 年６月 14 日（土）総 会 
      特別講演会 大分こども病院院長 藤本 保 先生 
            「小児科医でもここまでできる！」 
    
・研修会、講演会 
   平成 15 年４月 10 日(本) はしか”Ｏ”フリートーキング 
   平成 16 年３月 17 日(水) 県立中部病院 小濱 守安 先生 
              「子どもの事故と対策」 
 
・総会及び特別講演会 
   平成 16 年６月 26 日（土） ↓9:00～22 : 00 
      特別講演会 「小児救急：熊本市小児科医会の取り組み」 
             講師：熊本地域医療センター 後藤 善隆 
    
・研修会 
   平成 16 年８月 26 日（木）「沖縄県の乳幼児死亡率の現状」 
             講師：ハ重山福祉保健所 譜久山 民子   平成 16 年 10 月 13 日（水）「祉保・

国保審査委員との懇談会」 
   平成 16 年 11 月↓7 日（水）「小児の急性呼吸障害の診かた」 
          講師：前ハワイ大学小児科率教授 Byron Aoki 先生 
   平成 17 年２月 24 日（本)「沖縄県の小児救急の現状ミニシンポジウム 
 
・総会及び特別講演会 
  平成 17 年６月 25 日（土）19 : 00～22 : 00 ホテル日航那覇 歓会の間 
      特別講演会 講師：福岡県小児科医会会長 松本 寿通先生 
            演題：これからの園医活動 
       
・研修会 
  平成 17 年４月 13 日（水）19 : 30～沖縄県立医療福祉センター中講堂 



    講 師：那覇市立病院小児外科 山 里 拵 仁先生 
    演 題：新しい外傷の治療法 
  平成 17 年８月 10 日（水）19 : 30～ 沖縄県立医療福祉センター中講堂 
    講 師：海邦病院副院長 喜友名琢也先生 
    演 題：小児の禁煙教育 
  平成 17 年 10 月 19 日（水）19 : 30～ 沖縄県立医療福祉センター中講堂 
    話題提供：アワセ第一医院 浜 端 宏 英先生 
    テーマ：予防接種法の改正について 
  平成 17 年 12 月 14 日（水）19 : 30～沖縄県立医療福祉センター中講堂 
    講 師：県立中部病院小児科 照屋 秀樹先生 
    演 題：インフルエンザについて 
  平成 18 年２月８日（水）19 : 30～ 沖縄県立医療福祉センター中講堂 
    講 師：県立中部病院小児科 吉 村 仁 志先生 
    演 題：尿異常からいろいろ見える子どもの病気 
 
 
・総会及び特別講演会 
  平成 18 年６月 24 日（土）午後７時～10 時 ホテル日航那覇グランドキャッスル 
特別講演会 演 題：個別乳幼児健診の実際 
     講 師：北九州市よしだ小児科医院 吉田 ゆかり 先生 
 
・研修会 
 平成 18 年５月 18 日（木）午後７時 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂（県立南部医療セン

ター・こども医療センター開院記念講演会） 
   講師：川 崎 富 作 先生 
   演題：川崎病の発見と研究の歴史 
 平成 18 年８月 16 日（水）午後７時半 県立浦添看護学校 中講堂 
  講師：琉球大学医学部小児科 金 城 紀 子 先生 
  演題：「小児期発症のリウマチ性疾患 その臨床像とピットホール」 
 平成 18 年 10 月 11 目（水）午後７時半 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
  保険審査委員との懇談会 25 名参加 
 平成 18 年 12 月 13 日（水）午後７時半 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
  講師：名護療育園 泉 川 良 範 先生 
  演題：あなたの外来ではどう説明してますか？『こどもとメディア』 
 平成 19 年２月 14 日（水）午後７時半 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
  講師：県立中部病院小児科 岩間 達 先生 
   演題：溶連菌感染症 
 平成 19 年４月 11 日（水）午後７時半 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
  講師：県立南部医療センター・こども医療センターこころの診療科     土岐 篤史 先生 
  演題：発達障害と地域発達支援システム 
 
 



総会及び特別講演会 
  平成 19 年 6 月 23 日(土)午後 7 時～10 時 ホテル日航那覇グランドキャッスル 
    総  会 
    特別講演会 演題：「これまでと、今を見つめ、次の世代へ向け考えよう」 
- 日本外来小児科学会の生い立ちと、 
第 17 回日本外来小児科学会年次集会のご案内? 
講師 : 島田 康 先生(しまだ小児科:熊本県) 
    懇親会 
 
研修会 
 平成 19 年 4 月１１日(水)午後 7 時半 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
    講師：県立南部医療センター・こども医療センター こころの診療科 土岐 篤史 先生 
    演題：「発達障害と地域発達支援システム」  
平成 19 年 8 月 8 日(水)午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：県立南部医療センター・こども医療センター 小児血液腫瘍科 百名 伸之 先生 
演題：「こどもの貧血よもやま話」  
平成 19 年 10 月 10 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
   講師：こども医療センター、遺伝相談外来担当 當間 隆也先生 
演題：「遺伝相談外来の役割」   
平成 19 年 12 月 12 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：琉球大学小児科 岡村 隆行先生 
演題：「ＥＢウイルス感染症の多様性」   
平成 20 年 2 月 13 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：県立南部医療センター・こども医療センター こころの診療科 土岐 篤史 先生 
演題：「発達障害という視点～動き出した沖縄の発達支援」   
 
 
 
 
 
総会及び特別講演会 
  平成 20 年 6 月 21 日(土)午後 7 時～10 時 沖縄ハーバービューホテルクラウンプラザ 
特別講演会 演題：「世界の小児医療」 
講師: 南 俊嗣 先生(みなみクリニック:鹿児島県) 
     
 
研修会 
平成 20 年 4 月 9 日（水）午後７時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：たかえすクリニック 城間 直秀 先生 
    演題：「広汎性発達障害の実際」        
平成 20 年 8 月 20 日(水)午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：中頭病院 砂川 信 先生 



演題：「外来で遭遇する小児循環器疾患、健診異常を含む」  
平成 20 年 10 月 8 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
演題：「社保・国保の審査委員の先生方との懇談会」    
平成 20 年 12 月 10 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：みやぎ小児科クリニック 宮城仲健 先生 
演題：「小児の成長と成長障害」    
平成 21 年 2 月 18 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：ちばなクリニック  池間 尚子先生 
演題：「小児科における思春期診療」  
 
 
総会及び特別講演会 
  平成 21 年 6 月 20 日（土）午後７時～10 時 ホテル日航那覇グランドキャッスル 
特別講演会 
演題：「子育ち支援・子育て支援 ～小児科医の役割り～」 
講師：内海 裕美 先生 吉村小児科 東京都 
 
・研修会 
 平成 21 年 4 月 8 日（水）午後７時半 県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：豊見城中央病院 小児科 二木 良夫先生 
    演題：「アメリカの開業医はつらいよ」       
平成 21 年 8 月 12 日(水)午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：県立南部医療センター・こども医療センター 小児神経科 大府 正治 先生 
演題：「小児てんかん症候群の治療選択」   
平成 21 年 10 月 14 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：那覇市教育委員会 臨床心理士 Nobody's Perfect トレーナー 佐久川 博美 先生 
演題：「再び出会った「発達」の気になる子どもたち」(発達相談員としての反省を繰り返さないために) 
平成 21 年 12 月 9 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：県立南部医療センター・こども医療センター 1.加藤温子先生 2.大府正治先生 
演題：「新型インフルエンザについて」 
     １．こども医療センター（沖縄県）のまとめと重症児症例など  
     ２．インフルエンザ脳症    
平成 22 年 2 月 10 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：中部福祉保健所 宮川 桂子 先生 
演題：「保健分野から見る性感染症」 
 
 
総会及び特別講演会 
  平成 22 年 6 月 26 日（土）午後７時～10 時 ホテル日航那覇グランドキャッスル 
特別講演会 
演題：「予防接種の推進に向けて」ー同時接種ー ー新しいワクチンについてー 
講師：及川 馨 先生 及川医院 島根県 



 
・研修会 
  平成 22 年 4 月 14 日（水）午後７時半 県立南部医療センター・こども医療センター講堂 
講師： くばがわ歯科医院 1.加藤 真由美 先生、2.加藤 進作 先生 
    演題：1.「小児歯科からの育児支援」～沖縄の子ども達のお口の現状～  
2.「むし歯 0（ゼロ）への挑戦」～フッ化物の応用～            
平成 22 年 8 月 11 日(水)午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：県立南部医療センター・こども医療センター PICU 水野 裕美子先生 
演題：「PICU で働くということ、センターでの 6 か月をふり返って～」   
平成 22 年 10 月 13 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：社保・国保の審査委員の先生方 
演題：「社保・国保の審査委員の先生方との懇談会」 
平成 22 年 12 月 8 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師：アワセ第一医院 小児科 浜端 宏英 先生 
演題：「予防接種の同時接種を中心に」 
平成 23 年 2 月 9 日(水) 午後 7 時半  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
講師： 沖縄協同病院 小児科 尾辻 健太 先生 
演題：「食物アレルギー」 
 
特別講演 
平成 23 年 6 月 25 日(土)  ホテル日航那覇グランドキャッスル 20 階スカイビュープラザ   
「“小児科医”の粋(いき)を極める」 
 たはらクリニック 田原 卓浩 先生  
 
研修会 

平成 23 年 4 月 13 日(水)  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 

『当院における小児睡眠時無呼吸症候群の現状』 

中頭病院 内科 新垣 紀子 先生 
 
平成 23 年 4 月 21 日(水)  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂   
『東日本大震災における緊急研修会』 
１、現地における医療支援報告 まちだ小児科 町田 孝 先生 
２、子どもの心のケアについて 名護療育園 泉川 良範 先生 
３、その他   
 
平成 23 年 8 月 10 日(水)  県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
『渡航ワクチン：米国のワクチン事情』厚生労働省 那覇検疫所 那覇空港検疫所支所長 上間 利一 先生 
 
平成 23 年 10 月 12 日(水)  沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
『日本脳炎の 1 歳男児例』 那覇市立病院 小児科 今給黎 亮 先生 
『赤ちゃんより始める禁煙活動』 第 6 回 日本禁煙科学会学術総会 会長 安次嶺 馨 先生   
 



平成 23 年 12 月 14 日(水)  沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
『当院における乳幼児百日咳の検討』 中頭病院 小児科 比嘉 理恵子 先生 
『アトピー性皮膚炎の治療』 沖縄協同病院 小児科 尾辻 健太 先生  
 
平成 24 年 2 月 8 日(水)  沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 講堂 
『マクロライド耐性マイコプラズマ感染症』 沖縄第一病院 小児科 下地 邦明 先生 
『小児の血便に対するアプローチ』 沖縄県立中部病院 小児科 岩間 達 先生   


