平成２８年（２０１６年）
１２月～２月：強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）西部・中央部・東部
演題：強度行動障害と医療
１１月５・６日：日本小児精神神経学会講演
宇部市文化会館
演題：５歳児健診
９月 ３日：チャイルドラインしものせき 受け手ボランティア養成講座
環境みらい館しものせき
演題：子どもたちの現状
８月２１日：平成２８年度障害者スポーツ指導員中級養成講座
山口市
演題：障害各論
７月２４日：スペシャルオリンピクス日本・山口地区協議会
演題：障害の理解と関わり方-共生社会に求められるもの
７月１８日：第２６回全国病児保育研究大会 in にいがた

下関市陸上競技場

朱鷺メッセ新潟ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ

演題：地域ネットワークの中の病児保育：ネットワークのつくり方
７月 ７日：下関看護リハビリテーション専門学校講義 下関看護リハビリテーション専門学校
演題：小児の神経疾患・精神疾患
６月３０日：山口県小児科医会小児在宅医療研修会
宇部市 ANA クラウンプラザホテル
演題：在宅小児の医療的ニーズ
６月２６日：宇部つくし園
演題：幼児期の発達障害の理解と支援-将来を見据えてなにをすればよいか
６月１１・１２日：第２７回日本小児科医会総会フォーラム 米子コンベンションセンター
シンポジウムテーマ：発達障害の初歩から概念の変遷と研究療育の発展
演題：開業医が行う発達障害診療
一般小児科医にできること
６月 ９日：勝山保育園子育て支援センター つくしんの会講演会
勝山保育園
演題：金ちゃん先生なんでも相談
５月１５日：第１１９回日本小児科学会学術集会 総合シンポジウム
ロイトン札幌・さっぽろ芸術文化の館
シンポジウムテンーマ：地域連携によるハイリスク児のフォローアップ
演題：開業医と障害児の発達支援ネットワーク
５月１２日：一の宮小学校エピペン講習会
一の宮小学校
演題：食物アレルギーによるアナフィラキシーショックとエピペン使用
５月１１日：下関市小児疾患カンファレンス
下関市立市民病院
演題：外来で行う発達障害の診断と対応：多面的な見方と評価法①
（第１８回日本小児科医会子どもの心研修会講演内容から）
５月７・８日：日本小児科医会第１８回子どもの心研修会
九州大学１００年講堂

演題：発達障害の診断と対応
３月 ６日：下関女性薬剤師会総会・講演会

下関市薬剤師会館

演題：思春期青年期の発達障害—医療にできること
３月 ３日：平成２７年度強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）山口県庁 1 階視聴覚室
演題：強度行動障害と医療
２月 ７日：広島県地域保健対策協議会圏域地対協研修会 福山ニューキャッスルホテル
演題：発達障害医療の実際とこれからの地域支援体制づくり
２月 ６日：日本不安症学会
千葉大学亥鼻キャンパス
かんもくシンポジウム：場面緘黙—知られていない実態—
演題：開業小児科医を受診する場面緘黙の臨床像
１月２８日：第 20 回発達障害支援医学研修
国立精神神経医療研究センター
演題：地域における発達障害支援—関連機関との連携構築について－
１月１６日：スペシャルオリンピクス日本/やまぐちボランティア説明会
山口県セミナーパーク
演題：障害の理解と関わり方-共生社会に求められるもの

平成２７年（２０１５年）
１１月２９日：平成２７年度下関市障害者理解促進研修啓発セミナー
環境みらい館
演題：障がい・個性・その人らしさの視点－共生社会に求められるもの－
１１月 ５日：第５回下関発達障害勉強会（イーライリリー）
海峡メッセ下関
演題：発達障害がある子どもの移行期医療
９月１１～１２日：日本小児心身医学会学術集会 国立オリンピック記念青少年総合センター
演題：下関市の SSW（スクールソーシャルワーカー）の活動
９月 ５日：チャイルドラインしものせき受け手ボランティア養成講座
環境みらい館
演題：子どもたちの現状
８月１～２日：かんもくフォーラム
国立オリンピック記念青少年総合センター
分科会講演：かん動と併存症を伴う重度の場面緘黙
７月１９～２０日：第４回小児他職種研究会

北九州市国際会議場

演題：不安が強い子と関連疾患の理解と支援−不登校・ひきこもりの予防をめざして−
７月１６日：ラジオ NIKKEI 小児科診療 UP-to-DATE
ＫＢＣメディアＨＰ
テーマ：重症心身障害児者の在宅医療と地域生活支援
７月１１日：ふくふくこども館 子どもサミット講演
ふくふくこども館
演題：子育てに役立つ：子どもの心と体
６月２７日：全国重症心身障害児者を守る会全国集会 ヒルトン福岡シーホーク（福岡市）
在宅部会講演 地域における医療・福祉・教育の連携

６月１１日：勝山保育園子育て支援センター講演
演題：金ちゃん先生なんでも相談

勝山保育園

５月１２日：下関小児疾患カンファレンス
下関市立市民病院
演題：小児難病・慢性疾病の移行期医療（トランジション）の動向と課題
５月 ９日：ふくふくごっくん講演
勝山公民館
演題：重症心身障がい児者〜呼吸・栄養・排泄を中心に
４月１２日：日本小児科医会中四国ブロック小児在宅医療講習会 岡山国際交流センター
演題：小児在宅医療ＡＢＣ 「小児在宅医療 開業医の立場から」
３月 ５日：平成 26 年度強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）山口県庁 1 階視聴覚室
演題：強度行動障害と医療
２月 ８日：第 4 回 日本小児科医会乳幼児学校保健研修会
JA 共済ビル（東京）
テーマ「5 歳児を診る・つなぐ」
：個別に（園医が）行う 5 歳児健診
１月３１日：福岡の重症児の教育と医学を考える会
聖マリア学院大学
第１１回「医療と教育」実践セミナー
演題：重症児と家族のSOSに応える

平成２６年（２０１４年）
平成２６年（２０１４年）
１２月 ７日：第７回小児在宅医療実技講習会講演
演題：医療が必要な子どものレスパイト事業
１１月２３日：わたる会講演会

ホテルＪＡＬシティー仙台
ウイズゆくはし

演題：親と子の笑顔が輝く街にー私たち大人にできること
１０月２９日：下関小児疾患カンファレンス
演題：子どもの貧困が成長や健康に及ぼす影響
１０月２６日：全国重症心身障害児を守る会
特別講演：地域で在宅重症児者を支えるために必要なこと
１０月１３日：第５５回日本児童青年精神医学会総会

下関市医師会看護学校
ホテルかめ福（山口市）
アクトシティー浜松

ワークショップ７「PARS」
：小児科診療におけるPARS（PARS-TR）の活用
９月２７日：チャイルドラインしものせき受け手養成講座
環境みらい館
演題：子ども達の現状・子どもの心の問題と発達障害
９月 ４日：こども発達センター保護者会講演
演題：金ちゃん先生なんでも相談
７月２７日：三重県医師会園医部会５歳児健診講習会
演題：山口県の５歳児健診・発達相談

下関こども発達センター

７月１０日：子どもサミット
演題：金ちゃんのなんでも相談：知っておきたいこどもの話

三重県医師会館
ふくふくこども館

７月 ６日：じねんじょ開設１０周年事業
演題：じねんじょの今までとこれから

下関グランドホテル

６月２４日：下関発達障害自主学習会
演題：DSM-5で変わったこと－発達障害の診断と支援－
６月１２日：勝山保育園子育て支援センター講演
演題：金ちゃん先生なんでも相談

じねんじょホール
勝山保育園

６月 ４日：重症児連携会議
済生会下関総合病院
演題：重症児のレスパイト・ショートステイ
５月３１日：日本小児神経学会学術集会市民公開講座
アクトシティ浜松
シンポジウムテーマ：支援が必要な子ども達への対応を考える－医療・教育・
社会に求められること－
演題：開業医が行う子育て支援と地域生活支援の取り組み
５月２５日：第２２回日本小児心身医学会中国四国地方会総合

あんしんセンター高知市

演題：下関市におけるスクールソ−シャルワーカー（SSW）の活動
５月２２日：じねんじょ保護者会１０周年記念総会・講演
演題：じねんじょの今までを振り返りこれからを考える
５月２１日：下関市小児疾患カンファレンス
演題：重症児のレスパイト・ショートステイ
５月１８日：八女市障害を持つ子どもの勉強会
演題：障害がある子どもを地域で支える
４月２７日：全国ストラテラ講演会ツアーin福岡

環境みらい館
下関市民病院
八女市綜合庁舎
ホテル日航福岡

演題：開業小児科医の発達障害診療と地域連携・多職種連携
３月２９日：日本外来小児科学会第14回園・学校保健勉強会
アシスト２１
演題：スクールソーシャルワーカー（SSW）の役割と効果的な活用法
２月２３日：第４回小児在宅医療実技講習会講演
ホテルＪＡＬシティー仙台
演題：医療が必要な子どものレスパイト事業

平成２５年（２０１３年）
平成２５年（２０１３年）
１２月１４日：ＮＰＯ法人広島県自閉症協会発達障害啓発セミナー

福山すこやかセンター

演題：育ちの課題をもつ子と家族のサポート
～発達障害のある子が抱える課題を理解し「育ち」と「育て」を支援する～
１２月 ２日：MSD 社内研修会
海峡メッセしものせき
演題：心身症・障害がある子どもの現状の理解のために知って欲しいこと
１２月 １日：第９回萩市健康づくり大会
萩市市民会館大ホール
演題：親と子の笑顔が輝く街に－

１１月３０日：第４回うすき福祉支援フォーラム
臼杵市民館
演題：その子らしさを活かすために－５歳児健診・発達相談の意義と実際
１１月１７日：名古屋大学医学部小児科同門会順清会総会
名古屋ニューグランドホテル
演題：障害がある子を地域とともに支える
１１月 ８日：下関中央ロータリークラブ卓話
下関グランドホテル
演題：児童虐待予防オレンジリボン運動とチャイルドライン
１１月 ４日：山口県助産師会 いいお産の日講演会
関門医療センター
演題：妊婦、子育て中のお母さん・家族へのエール
１０月２７日：香川県小児科医会子どものこころ研修会
サンポートホテル高松
演題：地域とともに行う心の問題・発達障害のプライマリケア
１０月２５日：下関市の未来を語る会
下関市北部公民館
演題：逆境を生きる子ども達へ－私たち大人にできること－
９月１４日：第 31 回日本小児心身医学会学術集会
米子コンベンションセンター
シンポジウム「本音で語ろう小児心身医学と教育との連携」
演題：小児心身医学と教育との連携における課題：小児科医の本音
８月２７日：キョーリン製薬株式会社研修会
演題：子どもの発達障害と心の問題

㈱セイエル

８月２５日：萩市健康づくり大会
萩市民会館大ホール
演題：親と子の笑顔が輝くまちに〜あなたの大好きは伝わるよ〜
８月１８日：日本育療学会講演
九州大学百年講堂
パネルディシカッション：病院と地域を結ぶ慢性疾患児のトータルケアを担うチーム
の形成と地域連携
演題：
「慢性疾患の QOL を高めるために、医療の立場から教育や福祉 行政の中で何
をどのように共有し、それに伴う責任とは何か」
７月２０日：チャイルドラインしものせき聞き手養成講座
下関市環境みらい館
演題：子ども達の現状・子どもの心の問題と発達障害
７月１７日：下関小児疾患カンファレンス
下関市立市民病院
演題：幼児期の発達が気になる子どもの見方
７月１５日：第２３回全国病児保育研究大会
ANA クラウンプラザホテル宇部
演題：乳幼児の発達についての気づきと大人の役割
７月１２日：中国四国母子支援施設研修会
演題：逆境を生きる子ども達へー私たち大人ができることー
７月 ７日：第２回日本小児診療多職種研修会公開講座
演題：障害がある子を地域とともに支える
７月 ６日：第２回日本小児診療多職種研修会
講演：５歳児健診の進め方と問題点

西の雅常磐（山口市）
八戸市民病院講堂
八戸市グランドホテル

７月 ４日：下関市こども発達センター保護者研修会
演題：脳性麻痺・肢体不自由児について
６月１３日：勝山保育園子育て支援センター講演会
演題：金ちゃん先生なんでも相談室
５月３０日：日本小児神経学会総会学術集会シンポジウム
演題：開業医が行う障害児医療への取り組み

下関市こども発達センター
勝山保育園
おおいた国際交流センター

５月２６日：日本小児心身医学会中国四国地方会
岡山国際交流センター
演題：１ヶ月健診（公費負担）を起点とした母子のメンタルヘルス支援の取り組み
４月 ６日：大阪小児科学会シンポジウム特別講演
業年金会館（大阪）
演題：重症児（者）の地域支援と在宅医療支援の取り組み
４月 ４日：下関市民生児童委員研修会
演題：そうだったのか！子どもの心と体
３月２７日：筑豊小児科医会
演題：障害がある子を地域で支える
３月１０日：山口県医師会保育サポーター研修会
演題：そうだったのか子どもの病気・子育て
３月 ７日：下関東ローターリークラブ講話

川中公民館
麻生飯塚病院
山口県医師会会議室
下関グランドホテル

演題：児童虐待予防 オレンジリボン運動とチャイルドライン
２月２１日：一の宮小学校性教育
一の宮小学校
演題：思春期の心とからだ
２月１７日：第７回日本小児神経学会プライマリケアセミナー医のための子どもの心の診療セミナー
久留米大学キャンパス筑水館
演題：開業医が行う発達障害診療の工夫
２月 ３日：山口ハートフォーラム
演題：発達障害がある人たちの支援と地域連携
１月２４日：長門市学校保健研究大会
演題：発達障害の子ども達の理解と対応
１月１９日：唐津市要保護者等対策協議会
演題：発達や行動が気になる子の理解と関わり方

翠山荘（山口市）
長門市商工会館
唐津市文化体育館

平成２４年（２０１２年
平成２４年（２０１２年）
１１月１１日：平成２４年度山口県産婦人科医会研修会
やまぐち綜合保健会館
演題：新生児・乳児へのビタミンＫ２製剤投与のガイドライン改訂と投与法の変更－意義と過程－
１１月 ６日：山口県小児科医会５歳児発達相談研修会
山口グランドホテル
演題：相談後の保護者への説明と事後フォロー

１１月 ４日：日本小児科学会静岡地方会講
演題：地域とともに障がいがある子を支える

静岡プレスセンタータワービル浜松

１０月２０日：九州ブロック訪問看護師養成講座
熊本第一病院会議室
演題：地域とともに障がいがある子どもを支える
１０月 ８日：下関小児疾患カンファレンス
下関市医師会看護学校
演題：精神科・保健所と連携して支援を行った産後うつの１例
９月３０日：大阪小児科学会シンポジウム特別講演
近畿大学医学部
演題：重症児(者)の地域支援と在宅医療支援の取り組み
９月１４日：下関市こども発達センター保護者会
下関市こども発達センター
演題：脳性麻痺・肢体不自由児について
８月２６日：日本外来小児科学会 ＷＳ場面緘黙
横浜国際会議場
演題：シャイな子・引っ込み思案な子の育て方－場面緘黙の子の関わり方を中心に－
８月１８日：チャイルドライン受け手ボランティア養成講座
川中公民館
演題：子ども達の現状:子どもの心の問題と発達障害
７月１４日：ＣＡＰＹネット総会講演会
演題：子どものことばにならない声を聴く
７月 ５日：勝山保育園子育て支援センター講演

海北園（防府市）
勝山保育園

演題：金ちゃん先生なんでも相談
６月 ５日：グラント１０周年講演会
川中公民館
演題：自閉症の特性がある人たちの発達段階の特徴と思春期青年期の心と体
５月２５日：平成２４年度特別支援教育フォーラム
山口県セミナーパーク
演題：特別支援教育のこれから―ニーズに応じた支援と心のつながりを求めて―
５月２５日：山口県公立幼稚園ＰＴＡ連合会総会講演会
川中公民館
演題：障害の受容過程と関係機関の連携を大切にした子育て支援
５月２２日：山口県母子推進委員研修会
山口県健康づくりセンター
演題：親と子の笑顔が輝く町に―私たち大人にできること
５月 ９日：下関小児疾患カンファレンス
下関市立市民病院
演題：障害者自立支援法・児童福祉法改正とじねんじょの支援体制
４月２２日：第１１５回日本小児科学会総会学術集会教育講演
福岡国際会議場
演題：どうしたらいい地？域における発達・在宅生活支援
４月１２日：学校での医療的ケア研修会
演題：学校での医療的ケアの理解と実際
３月２４日：ありんこクラブ講演会

下関総合支援学校
愛媛県愛南町一本松交流促進センター

演題：親と子の笑顔が輝く町に~障害がある子の存在意義を考える~
３月１１日：医療的ケアシンポジウム(久留米市)
久留米市役所くるみホール
演題：重症心身障害児(者)を地域で支える

３月１０日：山口県発達障害者支援センター講演会
演題：発達障害がある子の理解と関わり方．

山口県セミナーパーク

３月 １日：神奈川県小児保健協会特別講演会
神奈川県立こども医療センター講堂
演題：障害がある子どもの支援と関係機関の連携
２月１９日：医療と教育セミナー -2012 in Fukuoka聖マリア学院大学講堂
演題：医療的ケアとともに地域で生きる―福岡県医療と教育を考える会
２月１６日：北九州市小児保健研究究会
演題：シャイな子・不安が高い子の理解と関わり方
２月 ２日：一の宮小学校性教育
演題：思春期の心と体

小倉医師会館
一の宮小学校

１月２８日：山口県社会福祉士会下関ブロック研修会
しものせき環境みらい館
演題：親と子の笑顔が輝く街に－小児科医から見たソーシャルワーク

平成２３年（２０１１年）
１２月 ８日：周南市立和田小学校校内研修会
演題：場面緘黙の理解と対応

周南市立和田小学校

１１月１２～１３日：日本未熟児新生児学会学術集会
東京国際フォーラム
WS：新生児科 OB 医は NICU の経験をどのように生かしているのか？
演題：心身障害児の地域生活支援活動
１０月１６日：山口県小児保健研究会
山口県総合保健会館
演題：子どもの不安の理解と場面緘黙への対応
９月１１日：全国病児保育北九州ブロック職員研修会
演題：病児保育における発達障害がある子への対応
９月１０日：下関市スポーツ指導員養成講座
演題：身体障害／知的障害の理解と関わり方
９月 ７日：イーライリリー社内研修会

北九州国際会議場
下関市障害者福祉センター
東京第一ホテル下関

演題：発達障害・子どもの心の病気の理解と治療
８月３０日：チャイルドラインしものせき受け手ボランティア養成講座 しものせき環境みらい館
演題：発達障害と子どもの心の病気
８月２７～２８日：第３１回日本外来小児科学会
神戸国際会議場
WS：シャイな子・引っ込み思案の子の育て方について学ぼう―場面緘黙を中心に―
WS：１ヶ月健診
８月２０日：全国養護教諭サークル・山口サークル研修会
名田島地域交流センター
演題：子ども達の現状と養護教諭の役割—発達障害の子どもたちとともに－
８月１８日：あゆみ学園職員研修会

あゆみ学園（福岡市）

演題：障害がある子を支える－地域に根ざした支援－
８月 ６日：三重県人権センター講演会
三重県人権センター（三重県津市）
演題：場面緘黙の理解と対応—学校や園で話せない子の支援のために
８月 ４日：北九州市情緒障害研究大会
小倉南学習センター
演題：通常学級にいる適応が難しい子どもの指導・支援について
７月１６日：J-COM 生き生き市民講座
J-COM 下関スタジオ
演題：子育て支援と心身障害者の地域支援
７月１２日：下関市立こども発達センター研修会
演題：脳性麻痺・肢体不自由の子どもの理解と支援
６月３０日：秋穂中学校性教育講演会

下関市こども発達センター
秋穂中学校

演題：思春期を生きる君たちへー思春期のこころとからだ
６月 ５日：第２７回ハイリスク児フォローアップ研究会講演
九州医療センター講堂
演題：赤ちゃん成育ネットワークとハイリスク児のフォローアップ
６月 ２日：信望学園未就園児研修会
演題：発達障害について
５月２１日：勝山保育園子育て支援センター
演題：そうだったのか！！子どもの病気

海の星幼稚園

４月１４日：下関総合支援学校校内研修会
演題：障害がある子どもの医療的ケア
３月２０日：子育て支援講座
演題：そうだったのか！子どもの心と体

下関総合支援学校

３月 ６日：Nest 講演会
演題：生きる
３月 １日：第３回筑後地区発達障害治療研究会
演題：発達障害の支援と関係機関との連携

勝山保育園

シーモールホール
しものせき環境みらい館
筑陽グランドホテル

２月１９日：九州山口自閉症研究会シンポジウム
山口大学学生会館
演題：当事者ニーズを主体としたこれからの自閉症支援のあり方
２月１３日：国際ロータリー第 2710 地区大会・RCC 地区大会
彦島八幡宮
演題：我が街で生きること暮らすこと－障害がある人との関わり方－
２月１０日：一の宮小学校性教育
一の宮小学校
演題：思春期の心と体
２月 ５日：仙台市小児科医会乳幼児健診研修会
江陽グランドホテル
演題：やってみよう５歳児発達健診—一般小児科医・園医が行う５歳児健診
１月２３日：日本保育園保健協議会第１ブロック研修会
演題：園で気になる子への対応

盛岡市医師会館

平成２２年（２０１０年）
１２月１９日：日本保育園保健協議会第４ブロック研修会
全体テーマ：子どもたちのためにできること
演題：障害がある子への保育園での関わり方
１２月 ４日：保育ボランティア養成講座・保母・活ける講座
演題：子どもの病気—保育士の基礎知識—
１１月１０日：小倉区小児科医会
演題：場面緘黙の理解と関わり方
１１月 ７日：かんもくネット講演会

崇城大学市民ホール

しものせき環境みらい館
小倉区医師会会館

ひょうごボランタリープラザ（神戸）

演題：場面緘黙と発達に関する問題—５０数人の子ども達から学んだこと
１１月 ６日：新生児未熟児学会
神戸国際会議場
演題：シンポジウムテーマ どうしたらいい？地域における在宅支援・発達支援
さまざまな形の地域生活支援—赤ちゃん成育ネットワーク会員の取り組み
１０月２７日：西ロータリークラブ卓話
シーモールパレス
演題：チャイルドライン下関について
１０月１６日：下関市社会福祉協議会２級ヘルパー養成講座
下関市社会福祉センター
演題：関連領域の基礎知識：医学の基礎知識
１０月１０日：第３３回北九州子どもの心懇話会
演題：子どもの不安と場面緘黙ー理解と関わり方ー
１０月 ９日：山口県看護協会訪問看護師養成講座

小倉医師会館
山口県看護協会（防府市）

演題：小児看護・障害児看護
１０月 ５日：５歳児発達相談研修会
山口グランドホテル
演題：５歳児発達相談を進めるにあたってーシステムづくりを中心に
９月２６日：絵本とおやすみ、いい夢たっぷりプロジェクト
秋穂地域交流センター
演題：その子らしさを活かす子育て－子供の生活習慣とこころとからだ－
９月１１日：下関市障害者スポーツ指導員養成講座
下関市社会福祉センター
演題：身体障害／知的障害の理解と関わり方
８月２８日：第２０回日本外来小児科学会年次集会
福岡国際会議場
セミナー１：乳幼児健診をめぐって
ワークショップ：シャイな子・引っ込み思案な子のー育て方について学ぼう
８月１９日：中原養護学校研修会
中原養護学校（佐賀県）
演題：発達障害児の地域生活支援
８月 ８日：祖父母の孫育て応援講座パート３
演題：
７月２５日：下関市こども発達センター研修会

海峡メッセ
アブニール菊川

演題：幼児期の発達障害の理解と関わり方—園における気になる保護者への関わり方—
７月１３日：チャイルドラインしものせき受け手ボランティア養成講座
川中公民館
演題：知っておくと役に立つ発達障害の理解と関わり方
７月 １日：第４６回日本周産期・新生児学会
神戸国際会議場
演題：赤ちゃん成育ネットワーク会員の NICU 卒業生や重症心身障害児の医療とケアの実態調査報告
６月２５日：下関市発達障害研修会
じねんじょ
演題：子どもの不安と場面緘黙への関わり方－最近の知見と取り組み－
６月 ６日：第２１回日本小児科医会総会フォーラムシンポジウム 山口県総合保険会館
シンポジウムテーマ：達人に学ぶ地域に根ざした育児支援
クリニックがおこなう育児支援〜みんなでネットワーク〜
６月 ５日：第 21 回日本小児科医会総会フォーラム
山口県総合保健会館
演題：山口県小児科医会「子どもの心の臨床に関する委員会」の取り組み
５月２２日：第５２回日本小児神経学会総会実践教育セミナー
福岡国際会議場
シンポジウムテーマ：やってみよう先駆者から学ぶ実践のイロハ
演題：下関市の５歳児発達相談—園医・一般小児科医が行う５歳児発達相談の取り組み
５月１９日：下関ローターアクト講演会
下関市市民センター
演題：発達障害の理解と関わり方
４月１０日：岡山県小児科医会講演会
岡山市コンベンションセンター
演題：どうすればいい？一般小児科医が行う発達障害のスクリーニングと対応
３月２８日：日本外来小児科学会「第 10 回園・学校保健勉強会」大阪大学中之島センター
演題：園医・学校医が知っておきたい就学相談と就学指導の知識
２月１３日：財団法人日本障害者スポーツ協会第６回障害者スポーツ指導者全国研修会

海峡メッセ下関

演題：発達障害のスポーツ・レクレーション指導
１月３１日：日本小児神経学会第４回プライマリケア医のための子どもの心研修会
大阪府立医師会館
演題：連携の視点からープライマリケア医として地域の起点となるために
１月１７日：５歳児研修会講演周南市保健センター発達指導者研修会 光市総合福祉センターあいぱーく
テーマ：発達障害がある子の親への関わり方—５歳児発達相談を通して
１月１０日：赤ちゃん成育ネットワーク総会
都市センターホテル（東京）
演題：赤ちゃん成育ネットワーク会員の NICU 卒業生や重症心身障害者の在宅医療とケアの実態調査報告

平成２１年（２００９年）
１１月 ６日：第４２回中国四国地区幼児通園施設職員研究協議会山口大会 下関グランドホテル
演題：乳幼児健診の新しい取り組みと幼児通園に求められるもの
１０月３１日：山口県家庭教育学会出前講座学習会
防府市地域恊働支援センター
演題：ちょっと気になるこどもにどうかかわればいいか—幼児期の子育てを中心に－

１０月２９日：周南市小学校特別支援教育部秋期研修会
キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター
演題：子どもの援助ニーズに応じた支援の在り方
１０月１３日：山口県小児科医会５歳児健診研修会
山口グランドホテル
演題：下関市の５歳児発達相談—小児科医・園医の役割
１０月 ７日：北九州西部地区育児支援研究会
新水巻病院
演題：地域とともに子どもを育てる—乳幼児健診の最近の取り組みと乳幼児精神保健の重要性
１０月 ３日：兵庫県医師会乳幼児健診研修会

兵庫県医師会会館

演題：ちょっと気になる子どもの理解とかかわり方
９月２６日：山口県訪問看護師研修講座ステップ１
演題：小児看護／障害児看護

山口県看護協会

９月１９日：じねんじょ医療的ケア研修会
演題：重症児の医療的ケア
９月１７日：福岡市西部療育センター公開講座

じねんじょ
福岡市市民プラザ

演題：障害児者を地域で支える－小児科クリニックは子育て支援のベースキャンプ－
９月１３日：愛媛子ども心身医療懇話会
松山赤十字病院講堂
演題：地域とともに子どものことを支える
９月１２日：障害者スポーツ指導員養成講座
下関市社会福祉センター
演題：身体障害・知的障害
９月１１日：梅光幼稚園講演会
演題：金ちゃん先生なんでも相談
８月３０日：日本外来小児科学会

梅光幼稚園
ソニックシティー大宮

演題：選択性緘黙３３例の検討—発症要因と併存障害を中心にー
８月２４日：幡生保育園５歳児健診研修会
演題：５歳児発達相談の意義と重要性
８月２３日：日本女性学習財団

幡生保育園
環境みらい館

演題：関係づくりを育くむ知恵の輪トーク（関係づくりを育む子育て支援フォーラム）
８月１９日：秋田市乳幼児健診管理者講習会
秋田市医師会館
演題：乳幼児健診の最近の知見と取り組みー５歳児健診を中心に
８月 ５日：下関市市教研特別支援教育部会研修会
川中公民館
演題：かねはら小児科の発達障害への取り組み
７月３０日：第３８回全国公立学校難聴・言語教育研究協議会全国大会 周南市文化会館
第４２回全国情緒障害教育研究協議会シンポジウム
演題：支援をつなぐー地域で支え育ち合う特別支援教育を目指して
７月２８日：山口県小児科医会５歳児健診検討委員会
演題：下関の５歳児健診—５年間の取り組みと今後の方針—
７月２５：広島市佐伯地区小児科医会学術講演会

山口グランドホテル
ホテルグランビア

演題：５歳児発達相談の実際
７月２３日：内日小学校校内研修会

内日小学校

演題：発達障害の指導や支援の仕方
７月１７日：山口県小児科医会子どもの心の事例検討会
山口グランドホテル
演題：選択性緘黙の再考－不安障害・発達障害・心身症併存例の検討－
７月１６日：
豊浦町保健センター
演題：その子らしさを活かすために−５歳児発達相談の重要性—
７月 ９日：第４３回日本周産期新生児学会シンポジウム グランドプリンスホテル赤坂
障害を持つ子どもと家族から周産期医療へのメッセージ
演題：子どものねがい、親のねがいー障害児（者）支援の現場からー
７月 ２日：周南小児科医会子どもの心の研修会
ホテルグラマシー
演題：その子らしさを活かす子育てー５歳児発達相談の重要性—
６月１４日：第１０回発達支援ネットワーク研究会
千里サイエンスセンター
演題：地域における挑戦：診療所でできる発達支援
６月１１日：下関中等教育学校校内研修会
演題：高校時代の発達障害の理解と支援
６月２４日：日本小児心身医学会中国四国地方会

下関中等教育学校
浜田市総合福祉センター

演題：選択性緘黙事例の検討
４月１６日：下関総合支援学校医療的ケア研修会
演題：重度重複障害児の健康状態の把握と対応－基礎分野研修
３月２７日：土生クリニックカンファレンス
演題：障害や心の問題がある子の地域支援に求められるもの
２月２１日：山口県家庭教育学会
演題：気になる子どもの理解と関わり方
２月１２日：山口県小児科医会子どもの心事例検討会

下関総合支援学校
土生クリニック
山口県立大学
山口グランドホテル

演題：急激な退行様の症状（？）を呈したダウン症候群事例の検討
２月１２日：一の宮小学校性教育
演題：思春期を生きる君たちへ
１月３１日：勝山保育園子育て支援センター講演会
演題：金ちゃん先生なんでも相談・子どものよくある病気とケガ
１月２９日：赤崎小学校教育フォーラム
演題：その子らしさを活かすために

一の宮小学校
勝山保育園
赤崎小学校

平成２０年（２００８年）
１２月１８日：学校での医療的ケア研修会

山口県立下関総合支援学校

演題：学校での医療的ケアの現状と課題
１２月１３日：内日小学校校内研修会

内日小学校

演題：軽度発達障害児の理解と支援
１２月１１日：周南市立勝間小学校職員研修会
演題：不登校と緘黙
１２月１１日：周南市勝間小学校学校特別支援教育講演会

勝間小学校
勝間小学校

演題：医療から見た最近の子ども達
１２月 ６日：防府市保育連盟講演会
防府市地域協働支援センター
演題：発達障害障害がある子どもの保育について
１１月２３日：平成２０年度山口県障害者中級スポーツ指導員養成講習会 山口県スポーツ交流村
演題：障害各論「総論・脳原性運動障害」
１１月１６日：山陽小野田市保育士研修会
演題：気になる子どもの理解と支援

山陽小野田市社会福祉センター

１０月１１日：医療的と教育を考える福岡県集会
クローバープラザ
演題：重症心身障害児と家族の生活とその支援—学校での医療的ケア
１０月 ８日：新水巻病院小児科・産婦人科研修会講演会
福岡水巻看護助産学校講堂
演題：子どもの行動の背景にあるものー子どもの不安への視点—
１０月 ４日：親育ち応援講座 in 下関
演題：子どもの病気と SOS
１０月 ３日：梅光学院幼稚園講演会
演題：よくある病気とケガ

環境みらい館
梅光学院幼稚園

９月２０日：発達障害研修会
周南市熊毛総合支所
演題：その子らしさを活かす子育てー発達障害支援のポイントー
９月１３日：山口県訪問看護師研修
山口県看護協会
演題：障害児の在宅医療
８月１２日：山口県ひとづくり財団児童福祉司資格認定講習会
演題：障害児（者）福祉論
８月 ８日：第１８回日本外来小児科学会 WS 乳幼児健診
演題：下関市の乳幼児健診
８月 ４日：平成２０年度市教研特別支援教育部会研修
演題：発達障害最近の知見
７月２６日：下関市障害者スポーツ指導員養成講座
演題：身体障害者手帳・療育手帳の対象となる疾患
５月１７日：山口県特別支援教育研修会基調講演
演題：医療から見た特別支援教育
５月１７日：山口県特別支援教育研修会 シンポジウム

セミナーパーク
名古屋国際会議場
かねはら小児科
社会福祉協議会
山口県セミナーパーク
山口県セミナーパーク

演題：発達障害の早期発見・早期支援
５月２５日：日本小児心身医学会中国四国地方会
演題：障害児の地域支援とネットワーク活動（会長講演）
４月２０日：NPO 法人 Nest 設立記念フォーラム
演題：親と子の笑顔が輝く街に－障害児（者）支援の現場から－
２月２１日：於福小学校学校保健会
演題：その子らしさが輝くように－特別支援教育時代の子育て
２月２１日：芦屋町特別支援教育研修会
演題：小児科医から見た特別支援教育
２月１４日：神玉小学校性教育講演会
演題：思春期の子どもの心と体
２月 ９日：勝山保育園子育て支援センター後援会
演題：なんでも聞いてね・よくある病気とケガ
２月 ７日：一の宮小学校
演題：性教育思春期の心と体
１月３０日：宇部養護学校医療的ケア校内研修会
演題：学校での医療的ケア対象児への関わり方
１月１７日：大嶺小学校校内研修会
演題：特別支援教育について

海峡メッセ
環境みらい館
於福小学校
芦屋町中央公民館
神玉小学校
勝山保育園
一の宮小学校
宇部養護学校
大嶺小学校

平成１９年（２００７年）
１２月 ８日：財団法人やまぐち女性財団
下関市勤労福祉センター
演題：小児科医から見たＤＶ－ＤＶが子どもに与える影響
１１月２４日：美祢市自閉症親の会
美祢市勤労福祉会館
演題：親と子の笑顔が輝く街にー気になる子どもの理解と支援－
１１月１４日：水巻病院小児医療・産科医療講演会
新水巻病院
演題：軽度発達障害と地域支援－医療に求められるもの－
１１月１０日：山陽小野田地区保育士研修会
小野田市社会福祉センター
演題：発達障害の子どもの特性と保育士としてのかかわりかた
９月２７日：GSK 社内勉強会
演題：インフルンザ治療とその実際
９月２６日：第１７回日本外来小児科学会
演題：障害児の医療・保健・福祉・教育サービス CS
９月 ８日：山口県訪問看護師養成講座
演題：小児看護・障害児看護

下関グランドホテル
熊本県立劇場
山口県看護協会

８月３０日：萩・長門地区特別支援教育研修会
演題：発達障害者への理解と支援－教育実践に望むこと－
８月２２日：下関市教育研究会中学校養護部会夏期研修会
演題：軽度発達障害のある生徒の学校における対応
８月 ９日：美祢郡特別支援教育研修会
演題：軽度発達障害の理解と支援

長門市商工会館
川中公民館
美東町社会福祉センター

８月 ８日：美祢市立伊佐小学校校内研修会
演題：軽度発達障害がある子どもの支援
７月２８日：障害者スポーツ指導員養成講座
演題：障害者とスポーツ

伊佐小学校
下関市社会福祉協議会

７月２１日：日本周産期新生児学会.シンポジウム
演題：子どものねがい・親のねがい－障害児支援の現場から
７月１５日：第９回日本小児科医会子どもの心研修会

赤坂プリンスホテル
広島市 JA 会館

演題：幼児期の発達障害の見方
７月 ２日：梅光幼稚園保護者会講演会
演題：子どもの行動をどう見るか－豊かな個性を育むために－
７月 １日：中国四国小児保健学会シンポジウム

梅光幼稚園
山口大学医学部

演題：５歳児発達相談とその後の連携－山口県の実践から－
５月２５日：かねはら小児科・県発達障害者支援センター合同研修会
演題：子どもの行動をどう理解するか
５月２０日：友廣子育て相談室講演会

かねはら小児科
環境みらい館

演題：ともに生きるということ－こどものねがい、おやのねがい－
３月１０日：熊本県小児科医会乳幼児健診研修会
熊本市医師会館
演題：気になる子どもをどう見るか
３月 １日：無認可保育所職員研修会
山口県セミナーパーク
演題：気になる子どもの理解と支援
２月２２日：一の宮小学校６年生授業
演題：思春期の心と体
２月 ９日：勝山保育園子育て支援センター講演
演題：生活習慣と子どもの健康
２月 ３日：下関市教育委員会子育て講演会
演題：親と子の笑顔が輝く街へ
１月２８日：女性薬剤師の会

一の宮小学校
勝山保育園
アブニール菊川
東京第一ホテル下関

演題：子どもの心の問題と薬物療法
１月２５日：下関市市内保育所主任研修会
演題：障害がある子どもや気になる子どものより良い保育のために

幡生保育園

１月２０日：下関市教育委員会子育て講演会
演題：親と子の笑顔が輝く街へ

勝山公民館

１月１１日：一の宮小学校３年生授業
一の宮小学校
演題：好ましい生活習慣について
１月 ８日：広島県小児科医会総会講演
広島市医師会館
演題：小児科外来における子どもの心の臨床の進め方—チェックリストを中心に

平成１８年（２００６年）
１２月２４日：彦島地区小学校 PTA 連合会

江の浦小学校

演題：軽度発達障害の理解
１０月２７日：山口・吉南医師会学校医研修会
演題：学校における子どもの心の問題—今、学校医にできることー
１０月２７日：日本女性会議
演題：DV と子どもの心
９月１７日：障害者スポーツ指導員養成講座
演題：障害者とスポーツ

吉南医師会館
海峡メッセ

下関市身障センター

８月３１日：広島臨床小児研修会
広島県医師会館
演題：ガイドブックを活用した心の臨床のレベルアップの取り組み
８月２０日：下関南高等学校ボランティア研修会
下関南高等学校
演題：障害者のボランティア活動
８月１０日：防府養護学校医療的ケア校内研修会
防府養護学校
演題：学校での医療的ケアの実際
８月 ２日：山口県母親大会
下関南高等学校
演題：生活習慣と子どもの心と体
７月３０日：第８回日本小児科医会子どものこころの研修会
都市センターホテル
演題：ガイドブックを活用した子どもの心の臨床の展開—軽度発達障害を中心にー
７月２７日：下関市教育委員会研修会
演題：軽度発達障害が疑われる子どもの理解と支援
７月２２日：山口市こども発達支援センター愛講演会
演題：幼児期の発達障害の理解
７月１５日：勝山保育園子育て支援センター講演会
演題：子どもの生活習慣とこころとからだ
７月１４日：向洋中学校性教育
演題：思春期の子ども達へ伝えたいこと
７月 ４日：保健所・小児科医の合同研修会

環境みらい館
こども発達支援センター愛
勝山保育園
向洋中学校
下関グランドホテル

演題：幼児期の発達障害の見方
７月 ２日：山口県母親大会

下関南高等学校

演題：生活習慣と子ども達
６月２９日：名陵中学校性教育
演題：思春期の子ども達へ伝えたいこと
６月１８日：木屋川中学校性教育
演題：思春期の子ども達へ伝えたいこと
６月 ８日：下関市こども発達センター職員研修
演題：医療的ケアについて
５月２２日：山口県教育委員会スクールカウンセラー研修

名陵中学校
木屋川中学校
下関市こども発達センター

演題：軽度発達障害と２次障害の理解と対応
４月１４日：梅光学院幼稚園保護者会
演題：その子らしさを活かす子育て
３月 ７日：筑後地区療育システム協議会１０周年記念講演会
演題：親子が輝いて見える地域へ
３月 ３日：下関市こども発達センター保護者会
演題：子どもが育つにはみんなの力が必要

山口県庁
梅光学院幼稚園
久留米医師会館大ホール

下関市こども発達センター

２月１８日：北浦地区保育・教育・療育研究会
厚生年金ハートピア萩
演題：みんなでネットワーク－障害を持つ子の学童期の支援のために
２月１７日：山の田小学校学校保健会
山の田小学校
演題：男の子の性
２月 ８日：下関市特別支援教育地域連携協議会研修会
演題：高機能自閉症とアスペルガー症候群の理解と支援
２月 ４日：幡生保育園保護者会
演題：子どもの生活習慣と心と体
１月２６日：西山小学校学校保健会
演題：子どもの生活習慣が心と体に及ぼす影響
１月２３日：社会福祉健康安全講座
演題：気になる子どもの理解と支援
１月１５日：市民フォーラム
演題：障害者福祉都市宣言について
１月１０日：こどもなんでもネットワーク勉強会
演題：どうなるの？これからの特別支援教育

平成１７年（２００５年）

下関養護学校
幡生保育園
西山小学校
山口県セミナーパーク
下関労働会館
川中公民館

９月 ９日：下関市障害者スポーツ指導員養成講座
演題：障害者とスポーツ
９月 １日：山口県ことばを育てる親の会
演題：ちょっと気になる子ども達
６月３０日：一の宮小学校学校保健会
演題：生活習慣と子どもの発達と成長
４月１４日：ふれあい教育センター相談員研修会
演題：軽度発達障害の理解と対応

下関市社会福祉協議会
アブニール菊川
一の宮小学校
山口県ふれあい教育センター

平成１５年（２００３年）
６月 １日：山口県アスペの会西部支部気になる子どもの学習会
演題：障害の告知
下関市社会福祉センター
１月３０日：学校での医療的ケアについて
演題：周南養護学校医療的ケア研修会

山口県立周南養護学校

