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1 学会 2015年4月25-28日 Takeshi Morisawa
Lung immaturity is the main cause of respiratory distress syndrome
in neonates of ≥34 wk gestational age.

2015 Pediatric Academic Societies'
Annual Meeting

San Diego Convention Center アメリカ San Diego poster 有

2 学会 2015年4月25-28日 Shohei Ohyama
The influence of gestational age on the prevalence of neonatal
respiratory distress syndrome and lamellar body count in amniotic
fluid.

2015 Pediatric Academic Societies'
Annual Meeting

San Diego Convention Center アメリカ San Diego poster 有

3 学会 2015年10月15日 Shigeyuki Narabayashi
Individuals allergic to cow’s milk should be vigilant when
consuming beef because it may be injected beef.

XXIII World Allergy Congress Coex Convention Center 韓国 Seoul poster 有

4 学会 2015年4月17-19日 永井 正志,親里 嘉展,高橋 幸利,他
日本脳炎ウイルス感染を契機としたNMDA型Glu受容体抗体陽性の脳症の一
例

第118回 日本小児科学会学術集会 大阪国際会議場 大阪 日本 有

5 学会 2015年4月17-19日 石森 真吾,藤村 順也,金川 温子,他
インフルエンザウイルス感染及びワクチンによる小児ネフローゼ症候群再
発頻度の検討

第118回 日本小児科学会学術集会 大阪国際会議場 大阪 日本 有

6 学会 2015年4月17-19日 大山 正平,森川 悟,片岡 大,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118回 日本小児科学会学術集会 大阪国際会議場 大阪 日本 有

7 学会 2015年5月26日 楢林 成之,岡藤 郁夫,田中 裕也,他 加工牛肉摂取によりアナフィラキシーを呈した牛乳アレルギーの1例 第64回 日本アレルギー学会学術集会 グランドプリンスホテル新高輪 東京 日本 有

8 学会 2015年5月30日 永瀬 静香,他 新生児早発型リステリア敗血症を呈した早産児の1例 第265回 日本小児科学会兵庫県地方会 シスメックスホール 神戸 日本 有

9 学会 2015年6月12-14日 親里 嘉展,他 抑うつ・不安を伴う小児心身症に対する漢方薬の有効性 第66回 日本東洋医学会学術集会 富山国際会議場 富山 日本 有

10 学会 2015年6月18-20日 石森 真吾,先浜 大,永瀬 静香,他
新生児期に同定され、経過中に自然改善しない軽度水腎症に寄与する因子
の検討

日本小児腎臓病学会学術集会第50回記
念大会

神戸国際会議場 神戸 日本 有

11 学会 2015年7月10-12日 大山 正平,他
在胎34週以降の新生児一過性多呼吸診断法：マイクロバブルテストと
Lamellar body countについて

第51回 日本周産期新生児学会学術集
会

ヒルトン福岡シーホーク 福岡 日本 有

12 学会 2015年7月10-12日 黒田 伸治,他
ベビーセンター退院時の哺乳能力と3歳時言語、摂食嚥下発達予後との関
係についての検討

第51回 日本周産期新生児学会学術集
会

ヒルトン福岡シーホーク 福岡 日本 有

13 学会 2015年7月10-12日 片岡 大,他
オリーブ油による腸洗浄にて緊急手術を回避しえたミルクカード症候群の
一例

第51回 日本周産期新生児学会学術集
会

ヒルトン福岡シーホーク 福岡 日本 有

14 学会 2015年7月18日 佐藤 有美
グレン・フォンタン術前の肺動脈圧評価は、術後の値をどの程度反映する
か？

第51回 日本小児循環器学会 ホテル日航東京 東京 有

15 学会 2015年9月26日 先濵 大,他 糖尿病母体から出生し、肥厚性心筋症による呼吸障害が遷延した新生児例 第266回 日本小児科学会兵庫県地方会 姫路キャスパホール 姫路 日本 有

16 学会 2015年9月26日 澤 由紀子,他 B群溶連菌性髄膜炎6例の臨床的検討 第266回 日本小児科学会兵庫県地方会 姫路キャスパホール 姫路 日本 有

17 学会 2015年10月22-23日 中尻 智史,沖田 空,親里 嘉展,他 脳血流SPECTでのみ異常を認めた日本脳炎の１小児例 第20回 日本神経感染症学会学術大会 ホテルメルパルク長野 長野 日本 有

18 学会 2015年10月23-25日 先濵 大,他 VACTERL連合に新生児型Scimitar症候群を合併した1例 第60回 日本新生児成育医学会学術集会岩手「アイーナ」,他 盛岡 日本 有

19 学会 2015年10月23-25日 上田 太郎,他
正期産児における光線療法によるビリルビン低下率の検討：ネオブルーと
ネオブルーコージーでの比較

第60回 日本新生児成育医学会学術集会岩手「アイーナ」,他 盛岡 日本 有

20 学会 2015年10月23-25日 森沢 猛,他
多職種を通した地域への母乳育児推進運動(baby friendly hospital
initiative: BFHI):BFHの役割

第60回 日本新生児成育医学会学術集会岩手「アイーナ」,他 盛岡 日本 有

21 学会 2015年10月31日 澤 由紀子,他 B群溶連菌性髄膜炎6例の臨床的検討 第47回 日本小児感染症学会学術集会 ザ・セレクトン福島 福島 日本 有

22 学会 2015年11月21-22日 楢林 成之,岡藤 郁夫,田中 裕也,他
Ara h2に対する特異的IgE抗体検査に好塩基球活性化試験を追加すること
によるピーナッツアレルギー診断精度向上に関する評価

第52回 日本小児アレルギー学会 なら100年会館，ホテル日航奈良 奈良 日本 有

23 学会 2016年2月19日 佐藤 有美 胎児心疾患により胎児死亡した症例の検討 第22回 日本胎児心臓病学会 国立成育医療研究センター 東京 日本

24 学会 2016年2月20日 上田 太郎,他 ショック状態で搬送となった新生児胃破裂の1症例 第267回 日本小児科学会兵庫県地方会 兵庫医科大学 西宮 日本 有

25 学会 2016年2月20日 澤 由紀子,他
中枢神経症状で発症した急性巣状細菌性腎炎2症例におけるサイトカイン
の特徴

第267回 日本小児科学会兵庫県地方会 兵庫医科大学 西宮 日本 有

26 学会 2015年4月23日
榊原 尚子，親里 嘉展，西山 敦史，米谷 昌
彦

小児敗血症におけるプレセプシンの有用性に関する研究 第29回近畿小児科学会 大阪国際交流センター 大阪 日本 有

27 研究会 2015年4月23日 永瀬 静香 様々な症状を呈した著明な低栄養の一例 第315回 東播小児臨床談話会 加古川東市民病院 加古川 日本 無

28 研究会 2015年5月9日 佐藤 有美 新生児期開心術症例の検討～胎児診断を生かしたより良い分娩時期を～ 第1回阪神胎児心臓病研究会 兵庫県立尼崎病院 尼崎 日本 無

29 研究会 2015年5月28日 西山 敦史
川崎病IVIG不応ハイリスク群に対するステロイド併用療法導入後の治療成
績

第316回 東播小児臨床談話会 加古川西市民病院 加古川 日本 無

30 研究会 2015年7月2日 楢林 成之
アレルギー対応食によるアナフィラキシーを二度経験した牛乳アレルギー
の1例

兵庫小児呼吸器アレルギー研究会 神戸 日本 無

31 研究会 2015年8月1日 佐藤 有美
極低出生体重児で出生しPH遷延のために治療に難渋した三心房心を伴う
HLHSの1例

PH-CHDクリニカルカンファレンス 大阪 日本 無

32 研究会 2015年9月24日 澤 由紀子 B群溶連菌性髄膜炎6例の臨床的検討 第318回 東播小児臨床談話会 愛仁会看護専門学校 高槻 日本 無

33 研究会 2015年10月3日 横田 知之 成熟児における経皮ビリルビン濃度測定計(JM-103)の正確性に関する検討 第14回 新生児黄疸管理研究会 フクラシア品川 東京 日本 無

34 研究会 2015年11月26日 親里 嘉展 発達相談～当院での対応と現状 第320回 東播小児臨床談話会 加古川東市民病院 加古川 日本 無

35 研究会 2015年3月24日 西山 敦史 マイコプラズマPCR検査採用前の予備的検討 第323回 東播小児臨床談話会 加古川西市民病院 加古川 日本 無

36 講演会 2015年6月25日 楢林 成之 食物アレルギーへの対応 加古川・高砂・加古郡給食施設協議会 加古川 日本 無

37 講演会 2015年7月9日 楢林 成之 学校における食物アレルギーへの対応
学校における現代的な課題解決支援事
業

加古川 日本 無

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：小児科（西市民病院） 2015年度（平成27年度）：2015年4月～2016年3月


