専門医資格更新のための研修と単位数及び2018年度学会等開催日一覧(2018年4月1日現在)
（臨床遺伝専門医制度施行細則第9条（２））

＊細則が改訂されました。2013年4月より下記の単位となります。2013年3月末までに開催の研修会については（ ）内の単位となります。
単位数 開 催 日

日本人類遺伝学会

開催場所

主催者(所属)

2018年10月10日～13日

神奈川：パシフィコ横浜

松本 直通（横浜市立大学大学院医学研究科遺伝学）

2018年6月28日～7月1日

宮城：江陽グランドホテル 仙台

川目 裕（東北大学）

岐阜：じゅうろくプラザ

深尾 敏幸（岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学）

対象となる
ロールプレイ
有無・回数

10
日本遺伝カウンセリング学会
日本医学会総会

8

なし

日本先天代謝異常学会

2018年11月8日～10日

日本小児遺伝学会

2019年1月11日～12日

日本遺伝子診療学会
日本先天異常学会
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2018年7月12日〜14日

愛知：ウィンクあいち（愛知県産業労
水野 誠司（愛知県心身障害者コロニー中央病院）
働センター）
三重：シンフォニアテクノロジー響ホー
中谷 中（三重大学医学部附属病院中央検査部）
ル伊勢 （伊勢市観光文化会館）

2018年7月27日～29日

東京：ベルサール新宿グランド

日本家族性腫瘍学会

2018年6月8日～9日

兵庫：神戸ファッションマート

日本遺伝子細胞治療学会(旧・日本遺伝子治療学会)

2018年7月26日～28日

東京：虎ノ門ヒルズフォーラム

2018年12月14日～15日

東京：スクエア荏原

2018年4月14日

東京：研究社英語センタービル

2018年6月9日

東京医科大学病院

2018年10月6日

東京医科大学病院

2018年12月8日

埼玉県立小児医療センター

2018年11月17日

北海道：株式会社ムトウ

日本産科婦人科遺伝診療学会（2015年より単位認
定）

5

染色体研究会

北海道出生前診断研究会
東北出生前医学研究会
周産期遺伝医療懇話会
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松原 長秀（尼崎中央病院）
田村智英子（FMC東京クリニック）
小野寺 雅史（国立成育医療研究センター研究所 成育遺伝研
究部）
関沢 明彦（昭和大学医学部 産婦人科）

有賀正（医療法人母恋天使病院理事長）

澤井英明(事務局世話人：兵庫医科大学)
2019年2月2日

香川：サンポートホール高松

苛原稔（徳島大学）

遺伝性疾患に関する出生前診断研究会
臨床細胞分子遺伝研究会

澤井英明（第47回世話人：兵庫医科大学）

1/5

1

大橋 博文（平成３０年度幹事世話人：埼玉県立小児医療セン
ター 遺伝科）
問合せ先：染色体研究会事務局（神奈川県立こども医療セン
ター 遺伝科内）

未定

関西出生前診療研究会
中国四国出生前医学研究会

沼部 博直（東京医科大学病院遺伝子診療センター）

松原洋一（代表世話人：国立成育医療研究センター・
東北大学）

未定

なし

なし

単位数 開 催 日

北海道先天代謝異常症研究会

2018年7月7日

開催場所

北海道：札幌グランドホテル

中部出生前医療研究会

主催者(所属)

対象となる
ロールプレイ
有無・回数

長尾雅悦（代表世話人：北海道医療センター、事務局 田中藤
樹）
深尾敏幸弘（大会長：岐阜大学小児科）

北関東遺伝診療フォーラム

さいたま市：大宮パレスホテル

大竹明（事務局：埼玉医科大学小児科、代表世話人）

大阪：ホテルグランヴィア大阪

新宅治夫（大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学）

未定

Dysmorphologyの夕べ

未定
近畿先天代謝異常症研究会

2018年6月30日

日本精神・行動遺伝医学会

未定

東北・北海道代謝異常症研究会
（旧 東北代謝異常症治療研究会）

2018年5月11日

広島先天代謝異常研究会

*3
（5）

事務局：大阪医科大学神経精神医学教室
宮城：江陽グランドホテル

大浦敏博(代表世話人：仙台市立病院小児科）

広島：広島グランドインテリジェントホ
佐倉伸夫(代表世話人：重症児・者福祉医療施設鈴が峰)
テル

なし

北陸臨床遺伝研究会
群馬遺伝子診療研究会

小澤厚志（群馬大学医学部附属病院 遺伝子診療部）

東海臨床遺伝・代謝懇話会

2018年6月12日
2019年2月予定

国立精神・神経医療研究センター遺伝カウンセリングセミナー

なし

日本聴覚医学会難聴遺伝子の研究会

2018年10月18日

兵庫県：神戸国際会議場

中四国臨床細胞遺伝学研究会（2014年より単位認定）

2019年2月24日

岡山県：倉敷中央病院
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2018年7月14日
2019年2月予定

広島：未定

日本遺伝子診療学会 遺伝子診断・検査技術推進
フォーラム 公開シンポジウム

3

2018年12月予定

東北小児成長フォーラム
（2014年より単位認定：2014年は3単位、2016年1月
28日開催分より１単位）

1

広島臨床遺伝研究会（広島臨床遺伝セミナー）

愛知：安保ホール

堤 正好（委員長：株式会社エスアールエル）
衞藤義勝（代表世話人：脳神経疾患研究所附属総合南東北病
院/東京慈恵会医科大学）

2018年10月16日～20日
8

American College of Medical Genetics and Genomics

2018年4月10日～14日

European Society of Human Genetics

2018年6月16日～19日

East Asian Union of Human Genetic Societies

1

丸山博文（会長：広島大学病院 遺伝子診療部副部長/脳神経
内科教授 、事務局：広島大学病院遺伝子診療部）

International Congress of Human Genetics
American Society of Human Genetics

深尾敏幸（代表世話人：岐阜大学小児病態学）、サノフィ（株）共
催
問合せ先：国立精神・神経医療研究センター病院
遺伝カウンセリング室
宇佐美真一（代表世話人：信州大学）
事務局：工穣，西尾信哉（信州大学医学部耳鼻咽喉科学教室
内）
高原里枝（倉敷中央病院検査技術部）

San Diego（ アメリカ カリフ ォル ニア
州）
Charlotte( ア メ リ カ ノ ー ス カ ロラ イナ
州)
Milan（イタリア）

5

2/5

なし

単位数 開 催 日

開催場所

主催者(所属)

その他の国際的臨床遺伝関連学会出席

対象となる
ロールプレイ
有無・回数

なし
5

EAUHGS国際シンポジウム
遺伝カウンセリングロールプレイ(ＧＣＲＰ)研修会（2014年より単位認定）

3

遺伝カウンセリングロールプレイ(ＧＣＲＰ研修会（暫定制度利用合格者）

7

遺伝医学セミナー

10

全国数か所
2018年9月7日～9日

事務局：福嶋義光（信州大学）

大阪：ホテル阪急エキスポパーク

2
2

佐村 修（実行委員会委員長：東京慈恵会医科大学）
遺伝医学セミナー 入門コース

8

2019年2月10日～11日

東京：東京慈恵会医科大学

遺伝カウンセリング研修会

12

2018年7月20日～22日

岩手：岩手県民情報交流センター

福島 明宗（実行委員会委員長：岩手医科大学）

5

遺伝カウンセリングアドバンストセミナー

8

2019年2月2日～3日

東京：東京女子医科大学

山本 俊至（実行委員長：東京女子医科大学）

2

家族性腫瘍セミナー
（※同一年度に2回開催。ただし内容は同じなので、
参加単位・ロールプレイは1回参加分のみ。）
臨床細胞遺伝学セミナー
日本先天代謝異常学会セミナー
東北遺伝医学セミナー

8※

なし

前期：2017年8月25日～27 福島：公益財団法人 星総合病院ポラ
野水整（セミナー実行委員長：星総合病院）
日
リス保健看護学院

2※

後期：2018年3月2日～4日 国立がん研究センター
8

2018年8月25日～26日

*5（8） 2018年7月14日～15日
1

臨床遺伝情報検索講習会（2017年12月第12回より認定） 3

東京：家の光会館7階

黒澤健司（実行委員会委員長：神奈川県立こども医療センター ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲは
遺伝科）
2016年で終

東京：東京カンファレンスセンター・品
窪田 満（国立成育医療研究センター 総合診療部長）
川
川目 裕（問い合わせ先：東北メディカルメガバンク機構人材育
成部門）
中山 智祥（日本遺伝子診療学会ジェネティックエキスパート認
東京：日本大学医学部
定制度委員会 委員長）

3/5

なし

単位数 開 催 日

開催場所

主催者(所属)

対象となる
ロールプレイ
有無・回数

《 単発会の認定研修会 一覧 》
遺伝性疾患に関する甲信越・北陸出生前診断研究会

5

2012年

3

2013年 3月 5日

長崎：NCC&スタジオ

増崎英明（長崎産婦人科学会・長崎大学）

3

2013年 5月 24日

東京：聖路加看護大学

聖路加国際病院・遺伝診療部/臨床検査科

1

2013年 5月 29日

東京：東京国際フォーラム

水澤英洋（東京医科歯科大学）

3

2013年 12月 21日

東京：聖路加看護大学

聖路加国際病院・遺伝診療部

3

2013年 12月 13日

東京：コクヨホール

堤 正好（委員長：株式会社エスアールエル）

第16回 日本ダウン症療育研究会

3

2014年 2月 22日

奈良：奈良市保健所

玉井 浩（会長：近畿大学）

聖路加国際病院 遺伝診療部 講演会
「今さら聞けない遺伝の話 vol.2-遺伝子検査はどう使う？」

1

2014年 6月 20日

東京：聖路加看護大学

聖路加国際病院・遺伝診療部

公開講座第11回「遺伝性神経難病のケア」

1

2014年 8月 23日

東京：フクラシア品川クリスタルスクエア

大阪難病医療情報センター（事務局：大阪府立急性期・総合医療セン
ター内）

1

2014年 10月 10日

長野：信州大学医学部附属病院

福嶋義光（代表世話人：信州大学遺伝医学・予防医学教室）

市民公開講座： 「女性の、女性による、女性のための勉強
会、２０１３—生まれる前に赤ちゃんの異常が分かる？－」
聖路加国際病院 遺伝診療部 第7回講演会
「今さら聞けない遺伝の話 vol.1-羊水検査で見られる染色
体異常について-」
第54回日本神経学会学術大会 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ（１）3-2
「臨床遺伝専門医の立場から考える発症前遺伝子診断の
現状と課題」
聖路加国際病院 遺伝診療部 第7回講演会 Part2
「家族性腫瘍：Lynch症候群について学ぼう」
日本遺伝子診療学会 遺伝子診断・検査技術推進フォーラ
ム 公開ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2013

長野県稀少難病治療研究会
胎児遺伝子診断研究会（2014年終了）
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2014年 11月 7日～11月 8日 長崎：ハウステンボス

増﨑英明（当番世話人：長崎大学）

第2回遺伝看護＜出生前診断をめぐるケア＞セミナー

3

2014年 11月 8日～ 9日

東京：東京医科歯科大学

中込さと子（委員長：山梨大学大学院医学工学総合研究部）

日本人類遺伝学会第59回大会市民公開講座「多様性を取
り込んだ遺伝学教育に向けて」

1

2014年 11月 22日

東京：タワーホール船堀

櫻井晃洋（札幌医科大学）

東北小児成長フォーラム（2014年より単位認定）

3

2015年 1月 29日

宮城県：ホテルメトロポリタン仙台

衞藤義勝（代表世話人：脳神経疾患研究所附属総合南東北病院/東京
慈恵会医科大学）

1

2015年 2月 2日

兵庫：神戸大学医学部大会議室

戸田達史（神戸大学医学部附属病院遺伝子診療部）

1

2015年 3月 8日

長崎：長崎大学病院

増崎英明（長崎産婦人科学会・長崎大学）

1

2015年 4月 25日

東京：聖路加国際病院 本館2階 トイス
ラーホール

聖路加国際病院・遺伝診療部

第11回国際ゲノム会議

8

2015年 5月 20日～22日

東京：学術総合センター 一橋講堂

東京大学大学院新領域創成科学研究科

長野県稀少難病治療研究会

1

2015年 5月 23日

長野：ホテルブエナビスタ

福嶋義光（代表世話人：信州大学遺伝医学・予防医学教室）

ＨＢＯＣセミナー

3

2015年 7月 19日～20日

北野病院５階 きたのホール

山内清明（北野病院）

公開講座第12回「遺伝性神経難病のケア」

1

2015年 8月 1日

大阪：北浜フォーラム

大阪難病医療情報センター（事務局：大阪府立急性期・総合医療セン
ター内）

第11回長野県稀少難病治療研究会

1

2015年 10月 2日

長野：ホテルブエナビスタ

福嶋義光（代表世話人：信州大学遺伝医学・予防医学教室）

第33回日本染色体遺伝子研究会

1

2015年 10月 10日～ 11日

かがわ高松国際会議場

前田和寿（四国こどもとおとなの医療センター）

東北大学病院遺伝子診療部キックオフミーティング

1

2015年 10月 22日

東北大学病院６号館一階講堂（予定）

青木洋子（東北大学病院遺伝子診療部）

第６回国際協力遺伝病遺伝子治療フォーラム

1

2016年 1月 21日

東京慈恵会医科大学

衛藤義勝（脳疾患研究所先端医療研究ｾﾝﾀｰ＆
遺伝病治療研究所）

神戸大学付属病院遺伝子診療部
第２回遺伝子診療部セミナー
市民公開講座 メンデルから150年～遺伝の歴史を旅しよう
～
聖路加国際病院 遺伝診療部 第8回講演会
「ＤＴＣ遺伝子検査って？」

4/5

なし

1

なし

単位数 開 催 日

開催場所

主催者(所属)

第35回小児成長研究会

1

2016年 2月 27日

東京：霞山会館

衛藤義勝（脳疾患研究所先端医療研究ｾﾝﾀｰ＆
遺伝病治療研究所）

聖路加国際病院 第10回 遺伝診療部講演会
「出生前検査何が問題か -受ける・受けない 誰が決める
の？－遺伝相談の歴史に学ぶ」
聖路加遺伝診療部10周年記念セミナー

1

2016年 5月 21日

東京：聖路加看護大学

聖路加国際病院・遺伝診療部

遺伝性腫瘍セミナー
～Lynch症候群・FAP・Cowden病を中心に～

3

2016年 6月 11日～12日

大阪：北野病院

大瀬戸久美子（北野病院遺伝性疾患サポートチーム 認定遺伝カウン
セラー）

第58回日本小児神経学会学術集会
シンポジウム14「小児神経疾患に対する遺伝子治療の幕開
け-AADC 欠損症を中心に-」

1

2016年 6月 4日

東京：京王プラザホテル新宿

新島 新一（大会長：順天堂大学医学部附属練馬病院小児科）

公開講座 第13回「遺伝性神経難病のケア」

1

2016年 8月 20日

大阪：大阪国際会議場

事務局：大阪難病医療情報センター

聖路加サマースクール2016‐HBOC診療の実際を学ぼう－

3

2016年 9月 3日～ 4日

東京：聖路加国際病院

主催：聖路加国際病院ブレストセンター・オンコロジーセンター・遺伝診
療部

第12回長野県稀少難病治療研究会

1

2016年 9月 9日

長野：ホテルブエナビスタ

福嶋義光（代表世話人：信州大学遺伝医学・予防医学教室）

第14回小児神経学入門講座・第35回米子セミナー
鳥取大学遺伝カウンセリングロールプレイ研修会

1

2016年 10月 15日

鳥取：鳥取大学医学部アレスコ棟

難波栄二(代表世話人：鳥取大学医学部附属病院遺伝子診療科）

第3回いわて遺伝診療研究会

1

2017年 2月 4日

岩手：アイーナ(いわて県民情報交流センター)

福島明宗(代表世話人：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科）

日本周産期・新生児医学会 第35回周産期学シンポジウム

3

2017年 2月 10日・11日

大阪：ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター

光田 信明（会長：大阪府立母子保健総合医療センター）
運営事務局：（株）西日本旅行 西日本MICE営業部

今さら聞けない遺伝の話 vol.3 「今さら聞けない遺伝学的
検査-遺伝医療の現場から考える-」

1

2017年 2月 24日

東京：聖路加国際大学本館

聖路加国際病院・遺伝診療部

第1回 神奈川遺伝カウンセリング研究会

1

2017年 2月 12日

神奈川：横浜市社会福祉協議会 社会福祉センター

西川 智子（事務局：神奈川県立こども医療センター）

第12回国際ゲノム会議

8

2017年 6月 27日～29日

東京：一橋大学

油谷浩幸（組織委員長：(独)日本学術振興会産学協力研究委員会 ゲ
ノムテクノロジー第164回委員会)

第13回長野県稀少難病治療研究会

1

2017年 8月 25日

長野：ホテルブエナビスタ

福嶋義光（代表世話人：信州大学遺伝医学・予防医学教室）

いわて遺伝診療研究会 第4回研究会

1

2017年 11月 11日

岩手：岩手医科大学60周年記念館

福島明宗(代表世話人：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科）

公開講座 第14回「遺伝性神経難病のケア」

1

2017年 8月 19日

大阪：北浜フォーラム

大阪難病医療情報センター（事務局：大阪府立急性期・総合医療セン
ター内）

第2回鳥取大学遺伝カウンセリングロールプレイ研修会

1

2017年 9月 23日

鳥取：鳥取大学医学部アレスコ棟

前垣義弘(代表世話人：鳥取大学医学部附属病院遺伝子診療科）

ゲノム医療実装プロジェクト平成29年度研修会

1

2017年 12月 10日

東京：東京女子医科大学附属膠原病リウ 松尾 真理・古庄 知己
マチ痛風センター2F
（日本遺伝カウンセリング学会ゲノム医療実装化委員会）

1

2018年 2月 24日

兵庫：神戸市中央区三宮研修センター

1

2018年 2月 25日

神奈川：横浜市社会福祉協議会 横浜市
黒澤健司(代表世話人：神奈川県立こども医療センター）
健康福祉センター

第2回 神奈川遺伝カウンセリング研究会
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対象となる
ロールプレイ
有無・回数

なし

