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1 学会 2013年5月7日
Ishii Y, Yamana K, Minatogawa M, Morisawa T,
Yonetani M.

Lamellar Body Count in Amniotic Fluid Can Predict Respiratory
Prognosis in Late Preterm and Term Neonates

Pediatric Academic Societies
Annual Meeting 2013

Walter E. Washington Convention
Center

アメリカ
ワシント
ンD.C.

oral 有

2 学会 2013年4月19-21日
山名 啓司，藤村 順也，多田 慎吾，萩原 優子，
中川 温子，沖田 空，湊川 誠，森沢 猛，
米谷 昌彦，森岡 一朗

一過性骨髄異常増殖症への化学療法後に後天性CMV感染を発症した21トリソ
ミーの一例

第116回 日本小児科学会学術集会 広島国際会議場，広島市文化交流会館 日本 広島 有

3 学会 2013年4月19-21日
渡邊 愛可，松本 享，前納 万里，親里 嘉展，西
山 敦史

カゼイン含有のう歯予防ペースト剤によるアナフィラキシーの1例 第116回 日本小児科学会学術集会 広島国際会議場，広島市文化交流会館 日本 広島 有

4 学会 2013年4月19-21日 鴨井 良明，他 顕微鏡的多発血管炎加療中にWegener肉芽腫症様の肺病変を認めた1例 第116回 日本小児科学会学術集会 広島国際会議場，広島市文化交流会館 日本 広島 有

5 学会 2013年4月19-21日 沖田 空，他 超早産児における生後早期の酸素使用網膜血管伸長の関係についての検討 第116回 日本小児科学会学術集会 広島国際会議場，広島市文化交流会館 日本 広島 有

6 学会 2013年4月19-21日 石森 真吾,他
小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者の成人期における現状と問題
点

第116回 日本小児科学会学術集会 広島国際会議場，広島市文化交流会館 日本 広島 有

7 学会 2013年5月25日 徳元 翔一，他 新生児バセドウ病の一例
第259回 日本小児科学会 兵庫県地
方会

生田神社会館 日本 神戸 有

8 学会 2013年5月25日 藤村 順也，他 無気肺を認めなかった鋳型気管支炎の一例
第259回 日本小児科学会 兵庫県地
方会

生田神社会館 日本 神戸 有

9 学会 2013年5月30日 大西 伸悟，足立 昌夫
下肢痙縮に対するボツリヌストキシン療法とTENSの併用により歩容は改善
する

第55回 日本小児神経学会学術集会
iichiko総合文化センター，大分オアシ
スタワーホテル

日本 大分 有

10 学会 2013年5月30日
中川 温子，沖田 空，親里 嘉展，西山 敦史，足
立 昌夫

Dravet 症候群2 例に対するLevetiracetam の治療経験 第55回 日本小児神経学会学術集会
iichiko総合文化センター，大分オアシ
スタワーホテル

日本 大分 有

11 学会 2013年5月31日 足立 昌夫，常石 秀市，河崎 洋子
てんかんを有する重度障害児者へのlevetiracetam投与により尿閉を来した
8症例の検討

第55回 日本小児神経学会学術集会
iichiko総合文化センター，大分オアシ
スタワーホテル

日本 大分 有

12 学会 2013年5月31日
親里 嘉展，中川 温子，沖田 空，西山 敦史，足
立 昌夫

経皮的近赤外線モニターにより脳局所組織酸素飽和度の変化を評価できた
けいれん重積後一過性片麻痺の1例

第55回 日本小児神経学会学術集会
iichiko総合文化センター，大分オアシ
スタワーホテル

日本 大分 有

13 学会 2013年6月1日 親里 嘉展，他
五苓散が奏効し ATP1A3遺伝子ミスセンス変異も同定できた 小児交互性片
麻痺の1例

第64回 日本東洋医学会学術総会 城山観光ホテル 日本 鹿児島 有

14 学会 2013年6月14日 渡邊 愛可，他 新生児期に心原性ショックを契機に診断されたWPW症候群の1例 第27回 小児救急学会学術集会 沖縄コンベンションセンター 日本 那覇 有

15 学会 2013年6月29日 石森 真吾、他
早期に末期腎不全に至ったSALL1ヘテロ全欠失によるTownes-Brocks症候群
の1男児例

第48回 日本小児腎臓病学会学術集
会

あわぎんホール 日本 徳島 有

16 学会 2013年7月15日 藤村 順也，他
コンセンサス2010に基づく新生児蘇生法(NCPR2010)の導入による当院にお
ける効果

第49回 日本周産期新生児学会学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 有

17 学会 2013年7月15日 大西 昭雄，他 当院における新生児低血糖の発症に関するリスク因子解析
第49回 日本周産期新生児学会学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 有

18 学会 1900年1月2日 稲熊 洸太郎，他
出生前の羊水過多を契機とし，生後の呼吸嚥下障害が診断の手がかりと
なったCHARGE症候群の1例

第49回 日本周産期新生児学会学術
集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 有

19 学会 2013年9月28日 永井 正志，他 哺乳不良を契機に発見された新生児の無菌性髄膜炎の一例
第260回 日本小児科学会兵庫県地方
会

姫路キャスパホール 日本 姫路 有

20 学会 2013年9月28日 片岡 大，他 胃食道逆流症（GERD)による無呼吸発作と考えられた一乳児例
第260回 日本小児科学会兵庫県地方
会

姫路キャスパホール 日本 姫路 有

21 学会 2013年10月12日 親里 嘉展，他 同一のKCNQ2遺伝子変異にも関わらず全く異なる臨床経過を呈する2症例 第47回 日本てんかん学会学術集会 北九州国際会議場 日本 北九州 有

22 学会 2013年10月26日 多田 慎吾，他
抗菌剤加療中に化膿性関節炎を発症したインフルエンザ桿菌性髄膜炎の一
例

第45回 日本小児感染症学会学術集
会

札幌コンべェンションセンター 日本 札幌 有

23 学会 2013年10月26日 西山 敦史，他 エピトープの異なる抗GAD抗体を認めた1型糖尿病の一卵性双胎例 第11回 1型糖尿病研究会 軽井沢プリンスホテル 日本 軽井沢 有

24 学会 2013年10月26日 足立 昌夫，他 結節性硬化症の腎血管筋脂肪腫へのEverolimus投与とその評価
第54回 日本小児神経学会近畿地方
会

大阪市立大学 日本 大阪 有

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：小児科
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25 学会 2013年11月30日 稲熊 洸太郎，他
呼吸窮迫症候群の診断における羊水中Lamellar body countとマイクロバブ
ルテストの診断精度についての比較検討

第58回 日本未熟児新生児学会学術
集会

石川県立音楽堂，ANAクラウンプラザホ
テル金沢，ホテル金沢

日本 金沢 有

26 学会 2013年12月2日 徳元 翔一，他
新生児高アンバウンドビリルビン血症に対するアルブミン製剤の有効性の
検討

第58回 日本未熟児新生児学会学術
集会

石川県立音楽堂，ANAクラウンプラザホ
テル金沢，ホテル金沢

日本 金沢 有

27 学会 2013年12月2日 森沢 猛，他
光線療法の機器の違いが血清アンバウンドビリルビン(UB)値に与える効果
についての検討

第58回 日本未熟児新生児学会学術
集会

石川県立音楽堂，ANAクラウンプラザホ
テル金沢，ホテル金沢

日本 金沢 有

28 学会 2013年12月2日 稲熊 洸太郎，他 新生児期に心原性ショックを契機に発見されたWPW症候群の1例
第58回 日本未熟児新生児学会学術
集会

石川県立音楽堂，ANAクラウンプラザホ
テル金沢，ホテル金沢

日本 金沢 有

29 学会 2014年2月15日 片岡 大，他 出生後早期に採血後の手背腫脹を契機に診断された血友病Aの双胎例
第261回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫医科大学 日本 西宮 有

30 学会 2014年2月15日 大山 正平，他
7歳時の尿路感染を契機に発見されるも分腎機能低下を認めなかった高度先
天性水腎症の1例

第261回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫医科大学 日本 西宮 有

31 学会 2014年2月15日 稲熊 洸太郎，他 異常血管に対しコイル塞栓術を施行した肺葉内肺分画症の1例
第261回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫医科大学 日本 西宮 有

32 研究会 2013年4月27日 稲熊 洸太郎 新生時期の心源性ショックを契機に診断されたWPW症候群の一例 第10回阪神小児循環器疾患研究会 日本 尼崎 無

33 研究会 2013年5月30日 石森 真吾 小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群の成人期における現状と問題点 第298回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

34 研究会 2013年6月9日 足立 昌夫 ボトックス治療を中心としたハイリスク児の筋緊張コントロール
第31回 ハイリスク児フォローアッ
プ研究会

日本 神戸 無

35 研究会 2013年6月26日 足立 昌夫 驚愕てんかんの3例 播磨てんかん研究会 日本 姫路 無

36 研究会 2013年6月26日 多田 慎吾 川崎病合併症としての聴覚障害のスクリーニング 第299回 東播小児臨床談話会 日本 小野 無

37 研究会 2013年8月3日 足立 昌夫 小児脳性麻痺児の下肢痙縮に対するボツリヌス毒素と電気治療の併用 第2回 播磨痙縮勉強会 日本 姫路 無

38 研究会 2013年9月26日 藤村 順也 AFBNを契機に膀胱憩室とVURを認めた男児例 第300回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

39 研究会 2013年11月9日 足立 昌夫 当院での小児下肢痙縮に対するボトックス治療〜重症度別の治療略〜 第10回 近畿ボツリヌス療法研究会 日本 大阪 無

40 研究会 2013年11月21日 大山 正平 7歳時の初発尿路感染症を契機に発見された腎盂尿管移行部狭窄の1例 播磨小児アレルギー・感染症懇話会 日本 姫路 無

41 研究会 2013年11月28日 片岡 大 心筋炎により一過性の不整脈を呈した川崎病の一例 第302回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

42 研究会 2014年1月30日 親里 嘉展 ｢排尿後のみ」に激しい頭痛を認めた7歳男児例 第303回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

43 研究会 2014年2月22日 鴨井 良明 日齢１に突然発症した早産・低出生体重児の pseudo 2:1 AV blockの１例 第16回 若葉小児科臨床研究会 日本 神戸 無

44 研究会 2014年3月1日 親里 嘉展 小児心身症の漢方診療 東播磨臨床漢方研究会 日本 加古川 無

45 研究会 2014年3月27日 松本 享 ロタウイルスワクチン接種後の腸重積症の乳児の1例 第305回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

46 研究会 2014年3月27日 足立 昌夫
新規抗てんかん薬に抵抗性の難治性"Nodding seizure" を呈する結節性硬
化症の男児例

神戸てんかん研鑽会 日本 神戸 無

47 講演会 2013年5月30日 米谷 昌彦 低出生体重児の発育・発達の特徴について 加古川市未熟児専門技術研修 日本 加古川 無

48 講演会 2013年6月22日 渡邊 愛可 アレルギー講習会 髙砂市民間保育士会研修 日本 高砂 無
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49 講演会 2013年7月24日 渡邊 愛可 アレルギー講習会 平荘小学校教員研修 日本 加古川 無

50 講演会 2013年7月31日 渡邊 愛可 アレルギー講習会 加古川医師会，川西小学校教員研修 日本 加古川 無

51 講演会 2013年8月21日 足立 昌夫 一般市中病院でのてんかん診療と病診連携 徳島県小児科医会学術講演会 日本 徳島 無

52 講演会 2013年8月23日 渡邊 愛可 アレルギー講習会 氷上小学校教員研修 日本 加古川 無

53 講演会 2013年8月31日 足立 昌夫 小児における抗てんかん薬治療の現状と可能性
小児てんかん治療学術講演会 in 神
戸

日本 神戸 無

54 講演会 2013年9月3日 渡邊 愛可 アレルギー講習会 高砂小学校教員研修 日本 高砂 無

55 講演会 2013年9月28日 足立 昌夫 一般市中病院でのレベチラセタムの使用経験 近畿小児てんかん診療講演会 日本 大阪 無

56 講演会 2013年9月30日 足立 昌夫 医療的ケアについて知る 加古川養護学校保護者会講演会 日本 加古川 無

57 講演会 2013年11月6日 米谷 昌彦 新生児・小児の病態生理
平成25年度 院内助産所・助産師外
来開設のための管理者および助産師
研修

日本 神戸 無

58 講演会 2013年11月14日 足立 昌夫 小児科医が期待するTSCに対するmTOR阻害剤の効果 阪神腎疾患セミナー 日本 尼崎 無

59 講演会 2013年11月30日 足立 昌夫 加古川周辺地域におけるてんかん治療の現状と課題 第3回 加古川てんかんフォーラム 日本 加古川 無

60 講演会 2014年1月11日 米谷 昌彦 古くて新しい新生児黄疸の話題
第16回 研修医のための小児救急・
新生児勉強会

日本 大阪 無


