
種別 発表日時 演者名（共同演者名含む） 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 形式 査読有無
1 学会 2014年4月11-13日 片岡 大，親里 嘉展，他 排尿後の頭痛で発見された膀胱部パラガングリオーマの7歳男児例 第117回 日本小児科学会学術集 名古屋国際会議場 日本 名古屋 有

2 学会 2014年4月11-13日 石森 真吾，他
診断時に急性腎障害を合併した小児全身性エリテマトーデス患者の
腎予後に関する検討

第118回 日本小児科学会学術集
会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 有

3 学会 2014年4月11-13日 稲熊 洸太郎，他 ABCA3遺伝子変異を伴う先天性間質性肺疾患の1例 第119回 日本小児科学会学術集 名古屋国際会議場 日本 名古屋 有

4 学会 2014年5月4日 Inaguma K,Tokumoto S,Nagai M,et al.
Lamellar Body Count in Amniotic Fluid by Using the Stable
Microbubble Test for Diagnosing Neonatal Respiratory
Distress Syndrome.

Pediatric Academic Societies
Annual Meeting 2014

Vancouver Convention Centre アメリカ
バンクー
バー

有

5 学会 2014年5月6日 Morisawa T,Tokumoto S,Nagai M,et al.
Efficacy of Phototherapy Devices in Decreasing Unbound Serum
Bilirubin Levels.

Pediatric Academic Societies
Annual Meeting 2014

Vancouver Convention Centre アメリカ
バンクー
バー

有

6 学会 2014年5月6日 Tokumoto S,Morisawa T,Nagai M,et al.
The Efficacy of Intravenous Albumin Administration for
Decreasing Unbound Bilirubin Levels.

Pediatric Academic Societies
Annual Meeting 2014

Vancouver Convention Centre アメリカ
バンクー
バー

有

7 学会 2014年5月6日 Nakamura H,Morisawa T,Yonetani M,et al.
Bilirubin/Albumin Molar Ratios at the Critical Level of
Serum Unbound Bilirubin in Hyperbilirubinemic Neonates.

Pediatric Academic Societies
Annual Meeting 2014

Vancouver Convention Centre アメリカ
バンクー
バー

有

8 学会 2014年5月24日 大山 正平，他
低血糖を契機に発見されたピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症の1
例

第262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 2014年5月24日 徳元 翔一，他
川崎病に伴う関節炎の診断にサイトカインプロフィールが有用で
あった一例

第262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

10 学会 2014年5月24日 親里 嘉展，他 生後早期の脳波における新生児発作と発達予後の検討 第56回 日本小児神経学会学術集会アクトシティ浜松 日本 浜松 有

11 学会 2014年6月12日 藤村 順也，他
頻回再発型ネフローゼ症候群におけるインフルエンザワクチン接種
による再発抑止効果についての検討

第49回 日本小児腎臓病学会学術
集会

秋田ビューホテル 日本 秋田 有

12 学会 2014年6月12日 大山 正平，他
小児発熱性尿路感染症の 急性期超音波検査における 腎腫大の臨床
的意義

第49回 日本小児腎臓病学会学術
集会

秋田ビューホテル 日本 秋田 有

13 学会 2014年6月29日 親里 嘉展，他
てんかん発作に対して有効であった半夏白朮天麻湯の効果を近赤外
線モニターで検証できた一例

第65回 日本東洋医学会学術集会 東京国際フォーラム 日本 東京 有

14 学会 2014年7月13-15日 永井 正志，他 在胎34週以降に出生した呼吸障害児の病態・病因の検討
第50回 日本周産期新生児学会学
術集会

シェラトン・グランデ・トー
キョウベイ・ホテル

日本 浦安 有

15 学会 2014年7月13-15日 鴨井 良明，他
Pseudo 2:1 AV blockの原因として児の低Ca血症・母体高Mg血症が
示唆された早産児の一例

第50回 日本周産期新生児学会学
術集会

シェラトン・グランデ・トー
キョウベイ・ホテル

日本 浦安 有

16 学会 2014年9月27日 片岡 大，他 高度の皮下浮腫に対して切開ドレナージが有効であった一例
第263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

17 学会 2014年9月27日 永瀬 静香，他
乳児喘息に伴う急性呼吸不全に対し体外式持続陰圧管理が奏功した
１例

第263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

18 学会 2014年10月4日 片岡 大，他
極低出生体重児における光線療法による短期予後の検討：高放射照
度と低放射照度の比較

第13回 新生児黄疸管理研究会
フクラシア品川クリスタルスク
エア

日本 東京 有

19 学会 2014年10月18日 徳元 翔一，他
ワクチン接種に伴う外転神経麻痺と視神経炎の合併が考えられた一
例

第46回 日本小児感染症学会学術
集会

京王プラザホテル 日本 東京 有

20 学会 2014年10月25日 中尻 智史，他 水無脳症の1例 第56回 小児神経学会近畿地方会 大阪市立総合医療センター 日本 大阪 有

21 学会 2014年10月30日 石森 真吾，他
潰瘍性大腸炎に合併し、2年の経過で慢性病変の進行した尿細管間
質性腎炎の1例

第36回 日本小児腎不全学会学術
集会

ホテル一畑 日本 松江 有

22 学会 2014年11月10-12日 森沢 猛，他
新生児呼吸障害診断と羊水中Lamellar body count (LBC)：在胎週
数の影響

第59回 日本未熟児新生児学会学
術集会

ひめぎんホール 日本 松山 有

23 学会 2014年11月10-12日 大山 正平，他
新生児呼吸障害診断とLamellar body count(LBC)：在胎34週前後で
分けた診断精度の検討

第59回 日本未熟児新生児学会学
術集会

ひめぎんホール 日本 松山 有

24 学会 2014年11月10-12日 萩原 優子，他
極低出生体重児における光線療法による短期予後の検討：高放射照
度と低放射照度の比較

第59回 日本未熟児新生児学会学
術集会

ひめぎんホール 日本 松山 有

25 学会 2014年11月10-12日 片岡 大，他
一過性に巨大血小板を認め診断に苦慮した同種免疫性血小板減少症
の一例

第59回 日本未熟児新生児学会学
術集会

ひめぎんホール 日本 松山 有

26 学会 2015年2月14日 片岡 大，他
オリーブ油による腸洗浄によって緊急手術を回避し得たミルクカー
ド症候群の一例

第264回 日本小児科学会兵庫県
地方会

市民健康開発センター ハーティ
21

日本 尼崎 有

27 学会 2015年2月14日 永井 正志，他
生後1 か月の川崎病患児で冠動脈拡張を来したがプレドニゾロンに
より改善した一例

第264回 日本小児科学会兵庫県
地方会

市民健康開発センター ハーティ
21

日本 尼崎 有

28 学会 2015年3月1日 石森 真吾，他
過去6 年間の急性呼吸不全症例の検討　〜当院で進行中の小児呼吸
不全に対する前方視的研究の紹介とともに〜

第28回 近畿小児科学会 グランフロント大阪 日本 大阪 有

29 学会 2015年3月1日 永瀬 静香，他 小児急性呼吸不全に対し、体外式持続陰圧換気を行った3 例の検討 第28回 近畿小児科学会 グランフロント大阪 日本 大阪 有

30 学会 2015年3月1日 平田 量子，他
コハク酸ヒドロコルチゾン投与中にアナフィラキシー様反応を呈し
た喘息性気管支炎の一例

第28回 近畿小児科学会 グランフロント大阪 日本 大阪 有

31 学会 2015年3月1日 上田 太郎，他 Solid Pseudopapillary Tumor の1 例 第28回 近畿小児科学会 グランフロント大阪 日本 大阪 有
32 研究会 2014年4月24日 上田 太郎 右側頭部腫脹の一例 第306回 東播小児臨床談話会 加古川東市民病院 日本 加古川 無
33 研究会 2014年5月29日 石森 真吾 肉眼的血尿を契機に診断された血友病の1例 第307回 東播小児臨床談話会 加古川西市民病院 日本 加古川 無
34 研究会 2014年7月12日 徳元 翔一 熱性けいれんを繰り返す男児 第16回 若葉小児科臨床研究会 生田神社会館 日本 神戸 無
35 研究会 2014年9月25日 永井 正志 メッケル憩室を原因に腸重積を繰り返した1例 第309回 東播小児臨床談話会 加古川東市民病院 日本 加古川 無

36 研究会 2014年10月11日 石森 真吾
インフルエンザウイルス感染及びインフルエンザワクチンと小児ネ
フローゼ症候群再発との関連についての検討

第50回 近畿小児腎研究会 大阪市立総合医療センター 日本 大阪 無

37 研究会 2014年10月30日 親里 嘉展 小児の身近な漢方治療 第40回 淡路漢方研究会 日本 洲本 無
38 研究会 2014年11月26日 親里 嘉展 対応に苦慮した小児てんかん症例 第4回 加古川てんかんフォーラム 日本 加古川 無
39 研究会 2014年11月27日 松本 享 当院におけるアトピー性皮膚炎のスキンケア入院について 第311回 東播小児臨床談話会 加古川西市民病院 日本 加古川 無
40 研究会 2015年2月25日 親里 嘉展 CSWSの2例 第39回 播磨てんかん懇話会 日本 姫路 無
41 研究会 2015年3月26日 上田 太郎 喉頭蓋嚢胞の1例 第314回 東播小児臨床談話会 加古川西市民病院 日本 加古川 無

42 研究会 2015年3月28日 先浜 大
肺低形成、肺分画症に部分肺静脈還流異常を伴ったVATER連合の一
例

第14回 阪神小児循環器疾患研究
会

兵庫県立尼崎病院 日本 尼崎 無

43 講演会 2014年10月1日 米谷 昌彦 新生児・小児の病態生理
平成26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

兵庫県看護協会 日本 神戸 無

44 講演会 2014年12月18日 米谷 昌彦 母乳育児支援に向けての取り組み
神戸市立医療センター西市民病
院オープン・カンファレンス

神戸市立医療センター西市民病
院

日本 神戸 無

45 講演会 2015年2月1日 森沢 猛 当院における小児科医の母乳育児支援とその課題 第6回 近畿母乳フォーラム グランフロント大阪 日本 大阪 無

学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：小児科 2014年度（平成27年度）：2014年4月～2015年3月


