
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 2016年9月24日 Ishimori S,et al.
Examination of clinical relationship between influenza virus vaccine
and relapse of nephrotic syndrome in children.

17th Congress of the International
Pediatric Nephrology Association

ブラジル
フォス・
ド・イグ
アス

oral 有

2 学会 2016年5月13日
大山 正平,先濱 大,上田 太郎,大西 徳子,横田 知之,
森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦

反復する気胸を契機に発見された先天性肺気道奇形の早産児例 第119回 日本小児科学会学術集会 日本 札幌 有

3 学会 2016年5月13日
楢林 成之,谷中 好子,澤 由起子,親里 嘉展,西山 敦
史,米谷 昌彦

同一側鎖を持つ抗菌薬に交差反応を示したセフトリアキソンアレルギーの1
例

第119回 日本小児科学会学術集会 日本 札幌 有

4 学会 2016年5月13日
平海 良美,佐藤 有美,亀井 直哉,城戸 佐知子,田中
俊克

胎児期より拡張型心筋症（DCM）と診断され周産期死亡した兄弟例 第119回 日本小児科学会学術集会 日本 札幌 有

5 学会 2016年5月14日
沖田 空,平田 量子,中尻 智史,橋本 総子,石森 真吾,
親里 嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦

繰り返す腹痛に対するステロイド依存性を呈したヘノッホ・シェーンライン
紫斑病の一例

第119回 日本小児科学会学術集会 日本 札幌 有

6 学会 2016年5月15日
永瀬 静香,石森 真吾,平田 量子,中尻 智史,橋本 総
子,沖田 空,楢林 成之,親里 嘉展,西山 敦史,米谷 昌
彦

不適切な育児及びその指導に対する介入が得られずに重度の栄養障害に至っ
た一例

第119回 日本小児科学会学術集会 日本 札幌 有

7 学会 2016年5月28日
上田 太郎,永瀬 静香,大西 徳子,横田 知之,森川 悟,
佐藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦

当院の18トリソミーに対する治療方針の変更による在宅移行率の変化 第268回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 神戸 有

8 学会 2016年5月28日 井上 真太郎,佐々木 香織,谷中 好子
当院の川崎病に対するウリナスタチン早期大量療法第3報（2011～2015年の
成績）

第268回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 神戸 有

9 学会 2016年6月3日
永瀬 静香,親里 嘉展,金川 温子,中尻 智史,沖田 空,
西山 敦史

脳血流SPECTにより潜在性病変を描出できた可逆性脳梁膨大部病変を有する
軽症脳炎/脳症(MERS)の１例

第58回 日本小児神経学会学術集会 日本 東京 有

10 学会 2016年6月3日 親里 嘉展,金川 温子,中尻 智史,沖田 空,西山 敦史 近赤外線酸素飽和度（NIRS）でとらえた急性脳炎脳症の特徴 第58回 日本小児神経学会学術集会 日本 東京 有

11 学会 2016年6月4日 沖田 空,金川 温子,中尻 智史,西山 敦史,親里 嘉展 中枢神経症状を合併した急性巣状細菌性腎炎の4例の検討 第58回 日本小児神経学会学術集会 日本 東京 有

12 学会 2016年6月17日
石森 真吾,亀井 宏一,好川 貴久,加納 優治,永田 裕
子,才田 謙,佐藤 舞,小椋 雅夫,松岡 健太郎,義岡 孝
子,緒方 健太郎,伊藤 秀一,石倉 健司

遠隔期に腎生検を行った造血幹細胞移植関連血栓性微小血管障害の3例 第59回 日本腎臓学会学術集会 日本 横浜 有

13 学会 2016年7月7日 石森 真吾
インフルエンザウイルスに罹患した小児特発性ネフローゼ症候群患者の臨床
的検討

第51回 日本小児腎臓病学会学術集会 日本 名古屋 有

14 学会 2016年7月7日
佐藤 有美,亀井 直哉,平海 良美,城戸 佐知子,三木
康暢,小川 禎治,富永 健太,藤田 秀樹,田中 敏克

blocked APCと誤診したAV blockの1例 第52回 日本小児循環器学会学術集会 日本 東京 有

15 学会 2016年7月16日 大西 徳子
妊娠24週未満の前期破水母体より出生した早産児における短期予後：破水時
期による検討

第52回 日本周産期新生児学会学術集会 日本 富山 有

16 学会 2016年7月16日
上田 太郎,森沢 猛,森川 悟,佐藤 有美,横田 知之,大
山 正平,大西 徳子,永瀬 静香,米谷 昌彦

当院の18トリソミーに対する治療方針の変更による在宅移行率の変化 第52回 日本周産期新生児学会学術集会 日本 富山 有

17 学会 2016年9月17日 石森 真吾,米谷 昌彦,切田 学 中高生に対する心肺蘇生実習の経験 第269回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 姫路 有

18 学会 2016年9月17日
先濱 大,永瀬 静香,榊原 尚子,藤井 順子,大西 徳子,
横田 知之,森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦

在胎34週以降に出生し、ラメラ体数から診断したTTN症例に対するSTA投与の
有効性の検討

第269回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 姫路 有

19 学会 2016年9月17日
佐藤 有美,阪田 美穂,白井 丈晶,榊原 尚子,永瀬 静
香,藤井 順子,大西 徳子,横田 知之,森川 悟,森沢
猛,米谷 昌彦

小児循環器科医からみたNICUでの循環管理 第269回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 姫路 有

20 学会 2016年10月22日
佐々木 香織,親里 嘉展,西山 敦史,沖田 空,中尻 智
史,金川 温子,永瀬 裕朗

熱性けいれん重積に対するミダゾラム静注と持続静注療法の比較検討 第60回 日本小児神経学会近畿地方会 日本 大阪 有

21 学会 2016年10月27-29日
永井 正志,粟野 宏之,松本 真明,坊 亮輔,冨岡 和美,
西山 将広,西山 敦史,永瀬 裕朗,長谷川 有紀,飯島
一誠

ビタミンB12反応性を認めた軽症メチルマロニルCoAムターゼ欠損症の一例 第58回 日本先天代謝異常学会学術集会 日本 東京 有

22 学会 2016年12月1-3日
森沢 猛,榊原 尚子,永瀬 静香,藤井 順子,大西 徳子,
横田 知之,森川 悟,佐藤 有美,米谷 昌彦

極低出生体重児の6歳時神経発達予後に与える在胎週数の影響 第61回 日本新生児成育医学会学術集会 日本 大阪 有

23 学会 2016年12月1-3日
先濱 大,永瀬 静香,榊原 尚子,藤井 順子,大西 徳子,
横田 知之,森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦

在胎34週以降に出生し、ラメラ体数から診断したTTN症例に対するSTA投与の
有効性の検討

第61回 日本新生児成育医学会学術集会 日本 大阪 有

24 学会 2017年2月18日
西山 敦史,米谷 昌彦,白井 丈晶,親里 嘉展,谷中 好
子,佐々木 香織,森川 悟,阪田 美穂,石森 真吾,橋本
総子,中尻 智史,金川 温子,先浜 大

早朝の低血糖を認めた複合下垂体機能低下症の1 例 第270回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 尼崎 有

25 学会 2017年2月18日
谷中 好子,米谷 昌彦,白井 丈晶,西山 敦史,親里 嘉
展,佐々木 香織,阪田 美穂,石森 真吾,橋本 総子,中
尻 智史,金川 温子,先浜 大

当院で経験したコッホ現象のまとめ 第270回 日本小児科学会兵庫県地方会 日本 尼崎 有
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学会・研究会・講演会等　発表

診療科名：小児科 2016年度（平成28年度）：2016年4月～2017年3月

26 学会 2017年3月4日
佐藤 有美,亀井 直哉,松岡 道生,小川 禎治,富永 健
太,藤田 秀樹,田中 敏克,城戸 佐知子,阪田 美穂,白
井 丈晶

胎児卵円孔早期狭小が疑われた3症例の検討 第23回 胎児心臓病学会学術集会 日本 東京 有

27 学会 2017年3月12日
北角 英晶,石森 真吾,山田 陽三,藤村 順也,忍頂寺
毅史,飯島 一誠,米谷 昌彦

診断に苦慮したマイコプラズマ 関連Stevens-Johnson症候群の1例 第30回 近畿小児科学会 日本 大阪 有

28 学会 2017年3月12日
石森 真吾,大西 徳子,中尻 智史,橋本 総子,横田 知
之,森川 悟,親里 嘉展,西山 敦史,森沢 猛,米谷 昌彦

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

第30回 近畿小児科学会 日本 大阪 有

29 学会 2017年3月12日
先浜 大,石森 真吾,中尻 智史,阪田 美穂,佐々木 香
織,谷中 好子,親里 嘉展,西山敦史,白井 丈晶,米谷
昌彦

全身性エリテマトーデスの寛解維持療法中にMSSA菌血症、仙骨骨髄炎を発症
した一例

第30回 近畿小児科学会 日本 大阪 有

30 学会 2017年3月18日
永瀬静香,親里嘉展,佐々木 香織,金川 温子,中尻 智
史,沖田 空,西山 敦史

頭部MRIを用いた死亡時画像診断(Ai)により 急性壊死性脳症(ANE)と診断し
た1幼児例

第61回 日本小児神経学会近畿地方会 日本 大阪 無

31 研究会 2016年4月7日 西山 敦史
当院での川崎病IVIG不応高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3回 播磨川崎病研究会 日本 姫路 無

32 研究会 2016年5月14日 佐藤 有美 胎児期に4CVの左右差にて発見された卵円孔及び動脈管早期狭小の1例 第2回 阪神胎児心臓病研究会 日本 尼崎 無

33 研究会 2016年9月24日 大西 徳子 片側性多発肺嚢胞と著明な縦隔偏位を認める一乳児例 第76回 小児外科わからん会 日本 大阪 無

34 研究会 2016年9月28日 親里 嘉展 乳児期の群発性けいれん 播磨てんかん懇話会 日本 姫路 無

35 研究会 2016年10月1日 石森 真吾 胎児水腫で出生し、生直後より二次性血栓性微小血管症を呈した1例、 第53回近畿小児腎臓病研究会 日本 大阪 無

36 研究会 2017年2月19日 親里 嘉展 小児のてんかんと治療　～抗てんかん薬の考え方～ 関西医療薬学研究会勉強会 日本 神戸 無

37 研究会 2016年4月28日 井上 真太郎
肺炎以外合併症を有さなかったが、治療が奏功せずステロイドパルス療法を
要した1例

第324回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

38 研究会 2016年4月28日 榊原 尚子 夜間多尿のため紹介となった中枢性尿崩症の1例 第324回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

39 研究会 2016年9月29日 先濱 大 デング熱の一例 第327回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

40 研究会 2016年11月17日 西山 敦史 当院での百日咳診療　－院内PCR検査の現状ー 第329回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

41 研究会 2016年11月17日 阪田 美穂 心疾患を見逃さないための理学所見のポイント 第329回 東播小児臨床談話会 日本 加古川 無

42 研究会 2017年1月26日 谷中 好子 当院で経験したコッホ現象のまとめ 第330回 東播小児臨床談話会 日本 明石 無

43 講演会 2016年5月29日 石森 真吾
小児ネフローゼ症候群におけるインフルエンザウイルス感染、インフルエン
ザウイルスワクチン

東京「腎炎・ネフローゼ児」を守る会　春
の医療講演会・医療相談会

日本 東京 無

44 講演会 2016年10月1日 佐藤 有美 先天性心疾患　～よくある日常の注意点～ 姫路市難病連：医療相談会 日本 姫路 無

45 講演会 2017年2月26日 佐藤 有美 胎児心エコー"小児循環器科からのフィードバック" 第9回大阪産婦人科臨床フォーラム 日本 大阪


