
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 2017月4月15日
榊原 尚子,親里 嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦,
高橋 幸利

パルボウイルスB19が原因と考えられた急性辺縁系脳炎の一例 第120回 日本小児科学会学術集会 グランドプリンスホテル新高輪 日本 東京 oral 有

2 学会 2017月4月16日
西田 浩輔,森岡 一朗, 出口 雅士, 谷村 憲
司, 平久 進也, 蝦名 康彦, 山田 秀人

胎児腹水を呈した症候性先天性サイトメガロウイルス感染症3例の
出生後の臨床経過

第69回 日本産科婦人科学会学術講演
会

広島県立総合体育館（広島グリー
ンアリーナ）・リーガロイヤルホ
テル広島・NTTクレドホール

日本 広島 poster 有

3 学会 2017月4月16日
石森 真吾,大山 正平,大西 徳子,横田 知之,
森川 悟,森沢 猛,吉田 瑶子,加藤 秀樹,宮田
敏行,米谷 昌彦

胎児水腫で出生し，生直後より血栓性微小血管症を呈した1例 第120回 日本小児科学会学術集会 グランドプリンスホテル新高輪 日本 東京 oral 有

4 学会 2017年5月6日
Nishida K,Iwatani S,Kurokawa D,Yamana K,
Ohyama S,Fujioka K,Nagase H,Sugioka Y,
Nishii T,Iijima K,Morioka I.

Brain magnetic resonance imaging findings in infants with
congenital cytomegalovirus infection early in life.

Pediatric Academic Societies
Meeting 2017

the Moscone West Convention
Center

アメリカ
サンフラ
ンシスコ

poster 有

5 学会 2017年5月20日
榊原 尚子,大西 徳子,永瀬 静香,藤井 順子,
横田 知之,森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,米谷
昌彦

新生児期に両側脳室内出血を認めた眼皮膚白皮症の一例
第271回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫県医師会館 日本 神戸 oral 有

6 学会 2017年5月20日 佐藤 有美,阪田 美穂,白井 丈晶 VSDの手術適応～手術症例から振り返る～
第271回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫県医師会館 日本 神戸 oral 有

7 学会 2017年5月20日 白井 丈晶,佐藤 有美,阪田 美穂 小児循環器外来に通院中の15歳以上の先天性心疾患患者
第271回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫県医師会館 日本 神戸 oral 有

8 学会 2017年5月20日
石森 真吾,森川 悟,親里 嘉展,西山 敦史,森
沢 猛,米谷 昌彦

水腎症コホート研究：中間報告　～中核病院で行うべき臨床研究～
第271回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫県医師会館 日本 神戸 oral 有

9 学会 2017年5月20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, 永瀬 静
香, 吉田 阿寿美

低蛋白血症・電解質異常をきたし入院した重症アトピー性皮膚炎の
乳児例

第271回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫県医師会館 日本 神戸 oral 有

10 学会 2017年6月1日
石森 真吾,大山 正平,大西 徳子,横田 知之,
森川 悟,森沢 猛,吉田 瑶子,加藤 秀樹,宮田
敏行,南学 正臣,米谷 昌彦

胎児期に血栓性微小血管症を発症し,胎児水腫を呈したと考えられ
た1例

第52回 日本小児腎臓病学会学術集会 京王プラザホテル 日本 東京 oral 有

11 学会 2017年6月3日 親里 嘉展
ステロイドの外用薬では効果不十分であったが漢方薬併用が有効で
あった限局性強皮症の一小児例

第68回 日本東洋医学会総会 名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

12 学会 2017年6月16日
永瀬 静香,親里 嘉展,金川 温子,中尻 智史,
沖田 空,佐々木 香織,西山 敦史

急性脳炎脳症の予後不良例における急性期脳波の特徴 第59回 日本小児神経学会学術集会 大阪国際会議場 日本 大阪 poster 有

13 学会 2017年6月16日
中尻 智史, 永瀬 静香, 金川 温子, 沖田
空, 佐々木 香織, 親里 嘉展, 西山 敦史

乳児けいれんの発症時発作時脳波の比較 第59回 日本小児神経学会学術集会 大阪国際会議場 日本 大阪 poster 有

14 学会 2017年6月24日 永瀬 静香,親里 嘉展,西山 敦史
頭部MRIを用いた死亡時画像診断により急性壊死性脳症と診断した1
幼児例

第31回 日本小児救急医学会学術集会 聖路加国際大学 日本 東京 oral 有

15 学会 2017年7月9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

卵円孔早期狭小を合併し、生後に呼吸循環不全を呈した6症例の検
討

第53回 日本小児循環器学会学術集会 アクトシティ浜松 日本 浜松 oral 有

16 学会 2017年7月16日
榊原 尚子,大西 徳子,横田 知之,森川 悟,佐
藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦

新生児期に両側脳室内出血を認めた眼皮膚白皮症の双胎例
第53回 日本周産期・新生児医学会学
術集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

17 学会 2017年7月16日
西田 浩輔,森岡 一朗,大山 正平,福嶋 祥代,
山名 啓司,黒川 大輔,岩谷 壮太,藤岡 一路,
飯島 一誠,出口 雅士,谷村 憲司,山田 秀人

先天性CMV感染児の出生体重と神経学的予後に関する検討
第53回 日本周産期・新生児医学会学
術集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 oral 有

18 学会 2017年7月18日
大西 徳子,榊原 尚子,横田 知之,森川 悟,佐
藤 有美,森沢猛, 米谷 昌彦,安福 正男,會田
洋輔

緊張性間質性肺気腫に対し外科的介入を要した一乳児例
第53回 日本周産期・新生児医学会学
術集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

19 学会 2017年9月21日 石森 真吾,西山 敦史,親里 嘉展,米谷 昌彦
腎代替療法導入にあたり，成人科への移行時期を考えさせられた
Joubert症候群の1例

第39回 日本小児腎不全学会学術集会 淡路夢舞台国際会議場 日本 淡路 oral 有

20 学会 2017年9月29-30日 西田 浩輔,大久保 沙紀,藤岡 一路
早産児マウス敗血症モデルを用いたヒトリコンビナントトロンボモ
ジュリン(rh-TM)の敗血症防御効果の検討

第32回 日本Shock学会総会 ぎふメディアコスモス 日本 岐阜 oral 有
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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

21 学会 2017年9月30日
本郷 裕斗,城戸 拓海,西田 浩輔,小寺 孝幸,
大西 徳子,森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,岩出
珠幾,安福 正男,久野 克也,米谷 昌彦

臍帯内ヘルニアに合併した卵黄腸管遺残の1例
第272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 oral 有

22 学会 2017年9月30日

吉田 阿寿美,榊原 尚子,永瀬 静香,平田 量
子,中尻 智史,石森 真吾,橋本 総子,阪田 美
穂,佐々木 香織,谷中 好子,西山 敦史,親里
嘉展,白井 丈晶,米谷 昌彦

尿路結石による排尿時の啼泣を主訴に発見されたadenine
phosphoribosyltransferase欠損症の1例

第272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 oral 有

23 学会 2017年9月30日
小寺 孝幸,永瀬 静香,中尻 智史,石森 真吾,
佐藤 有美,森川 悟,佐々木 香織,谷中 好子,
親里 嘉展,西山 敦史,森沢 猛,米谷 昌彦

当院におけるベッドサイドでの喉頭気管気管支鏡検査
第272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 oral 有

24 学会 2017年9月30日
圓尾 文子,山本 真由子,白井 丈晶,佐藤 有
美,阪田 美穂

僧帽弁クレフトによる僧帽弁逆流に対する外科的治療の1症例
第272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 oral 有

25 学会 2017年10月6日
Ishimori S,Ishikura K,Sato M,Kikunaga K,
Terano C,Komaki F,Hamasaki Y,Ando T, Ito
S,Honda M.

Examination of clinical relationship between relapse of
nephrotic syndrome, influenza virus vaccine, and influenza
virus infection in children: a nationwide survey in Japan
(JP-SHINE study)

13th Asian Congress of Pediatric
Nephrology

Shangri La Hotel
マレーシ
ア

クアラル
ンプール

oral 有

26 学会 2017年10月13日

永瀬 静香,親里 嘉展,多屋 馨子,新井 智,奥
野 英雄,黒田 誠,高崎 智彦,片野 晴隆,荻
美貴,近平 雅嗣,高橋 幸利,榊原 尚子,中尻
智史,米谷 昌彦

詳細な検索によりウイルス感染の関与が示された抗NMDA型GluRに対
する抗体陽性脳炎の小児3症例

第22回 日本神経感染症学会総会・学
術大会

北九州国際会議場 日本 福岡 oral 有

27 学会 2017年10月13日

中尻 智史, 永瀬 静香, 橋本 総子, 石森 真
吾, 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

マイコプラズマ感染を契機にクリーゼを来たした重症筋無力症の1
女児例

第22回 日本神経感染症学会総会・学
術大会

北九州国際会議場 日本 福岡 oral 有

28 学会 2017年10月14日
城戸 拓海,本郷 裕斗,西田 浩輔,小寺 孝幸,
大西 徳子,森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,米谷
昌彦

在宅医療へ向けて経口Prostaglandin E1 製剤によりLipo-PGE1持続
静注から離脱できた肺動脈閉鎖兼心室中隔欠損症合併13トリソミー
の1例

第62回 日本新生児成育医学会・学術
集会

ソニックシティ 日本 大宮 oral 有

29 学会 2017年10月14日 佐藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦,他 NICUにおけるトルバプタンの使用経験
第62回 日本新生児成育医学会・学術
集会

ソニックシティ 日本 大宮 oral 有

30 学会 2017年10月14日
西田 浩輔,藤岡 一路,芦名 満理子,生田 寿
彦,福嶋 祥代,大山 正平,大久保 沙紀,山名
啓司,飯島 一誠,森岡 一朗

早産児マウス敗血症モデルを用いたヒトリコンビナントトロンボモ
ジュリン(rh-TM)の保護効果の検討

第62回 日本新生児成育医学会・学術
集会

ソニックシティ 日本 大宮 oral 有

31 学会 2017年11月3日

中尻 智史, 吉田 阿寿美, 榊原 尚子, 永瀬
静香, 平田 量子, 橋本 総子, 石森 真吾,
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,
池田 真理子

Infantile spasmsにケトン食が奏効したミトコンドリアDNA枯渇症
候群の1例

第51回 日本てんかん学会 国立京都国際会館 日本 京都 poster 有

32 学会 2017年11月10日

石森 真吾,永瀬 静香,吉田 阿寿美,榊原 尚
子,平田 量子,中尻 智史,橋本 総子,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

努力呼吸を呈する小児急性呼吸器疾患に対する体外式持続陰圧療法
の短期的効果：前方視的検討

第50回 日本小児呼吸器学会学術集会 一橋大学 講堂 日本 東京 oral 有

33 学会 2017年11月11日
小寺 孝幸,徳増 智子,荻野 佳代,林 知宏,渡
部 晋一,脇 研自, 新垣 義夫,谷中 好子,阪
田 美穂,西山 敦史,米谷 昌彦

先天性心疾患術後の左声帯麻痺に対側の声帯運動障害を合併した2
例

第50回 日本小児呼吸器学会学術集会 一橋大学 講堂 日本 東京 oral 有

34 学会 2017年11月18日

橋本 総子,吉田 阿寿美,永瀬 静香,中尻 智
史,平田 量子,石森 真吾,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

鉄欠乏性貧血による摂食障害を合併した乳児消化管アレルギーの1
例

第54回 日本アレルギー学会学術集会 ホテル東日本宇都宮 日本 宇都宮 oral 有

35 学会 2018年2月3日 城戸 拓海 超早期発症炎症性腸疾患の 1 新生児例
第273回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫医科大学「平成記念会館」 日本 西宮 oral 有

36 学会 2018年2月3日 西山 敦史
3歳以降に体幹短縮が顕著となり診断に至った先天性脊椎骨端異形
成症の1例

第273回 日本小児科学会兵庫県地方
会

兵庫医科大学「平成記念会館」 日本 西宮 oral 有



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

37 学会 2018年3月11日
石森 真吾,永瀬 静香,中谷 尚子,平田 量子,
中尻 智史,橋本 総子,佐々木 香織,親里 嘉
展,西山 敦史,米谷 昌彦

努力呼吸を呈する小児急性呼吸器疾患に対する体外式持続陰圧療法
の短期的効果：前方視的検討

第31回 近畿小児科学会 大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

38 学会 2018年3月11日
本郷 裕斗,西田 浩輔,城戸 拓海,小寺 孝幸,
大西 徳子,森川 悟,佐藤 有美,森沢 猛,米谷
昌彦

極低出生体重児の3歳時精神運動発達と周産期要因との関連 第31回 近畿小児科学会 大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

39 学会 2018年3月11日
中谷 尚子,西山 敦史,阪田 美穂,佐々木 香
織,親里 嘉展,白井 丈晶,米谷 昌彦,岩出 珠
機,安福 正男,久野 克也

予防接種部位からの出血を契機に発見された胆道閉鎖症の乳児例 第31回 近畿小児科学会 大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

40 研究会 2017年4月27日 橋本 総子 舌下免疫療法を開始した3例 第332回 東播小児臨床談話会 加古川中央市民病院　光ホール 日本 加古川 oral

41 研究会 2017年4月27日 西山 敦史
新生児マススクリーニングで発見されたビタミンB12反応性メチル
マロン酸血症1例

第332回 東播小児臨床談話会 加古川中央市民病院　光ホール 日本 加古川 oral

42 研究会 2017年5月18日 石森 真吾 マイPKフィットを用いて投与量の調節を行った重症血友病の1例 加古川ヘモフィリアカンファレンス 加古川プラザホテル 日本 加古川 oral

43 研究会 2017年5月18日 米谷 昌彦 高度のスポーツ活動を望む血友病の兄弟例 加古川ヘモフィリアカンファレンス 加古川プラザホテル 日本 加古川 oral

44 研究会 2017年5月26日
石森 真吾,伊藤 秀一,石倉 健司,佐藤 舞,濱
崎 祐子,寺野 千香子,菊永 佳織,小牧 文代,
安藤 高志

小児特発性ネフローゼ症候群　全国疫学調査
小児難治性腎疾患治療研究会学術講
演会

ホテルモントレ仙台 日本 仙台 oral

45 研究会 2017年5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
梅田センタービル  クリスタル
ホール

日本 大阪 oral

46 研究会 2017年6月4日 佐藤 有美 異なる経過を辿った胎児大動脈弁狭窄の3例 第11回 近畿胎児心臓病研究会 大阪市立総合医療センター 日本 大阪 oral

47 研究会 2017年6月28日 親里 嘉展 頻拍発作として循環器外来で診られていた結節性硬化症の一例 播磨てんかん懇話会 姫路医師会館 日本 姫路 oral

48 研究会 2017年7月22日

吉田 阿寿美,石森 真吾,榊原 尚子,永瀬 静
香,平田 量子,中尻 智史,橋本 総子,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,岩出 珠幾,安福 正男,米谷
昌彦

βブロッカー内服中に低血糖発作を起こした1例 第23回 若葉小児科臨床研究会 生田神社会館 日本 神戸 oral

49 研究会 2017年9月1日 榊原 尚子 私たちのワークライフバランス～それぞれの立場から～ WOMEN in KAKOGAWA 日本 加古川 oral

50 研究会 2017年9月28日 小寺 孝幸 当院における喉頭気管気管支鏡検査の導入とその成果について 第335回 東播小児臨床談話会 加古川中央市民病院 日本 加古川 oral

51 研究会 2017年10月7日 佐藤 有美 経口PGE1製剤にて管理した肺動脈閉鎖合併13トリソミーの1例 第19回 阪神小児循環器疾患研究会 県立尼崎総合医療センター 日本 尼崎 oral

52 研究会 2017年10月26日 佐々木 香織 極端な偏食から心不全を呈し死亡に至ったと考えられた2歳男児 第336回 東播小児臨床談話会 北播磨総合医療センター 日本 小野 oral

53 研究会 2017年10月29日 石森 真吾
小児ネフローゼ症候群　～インフルエンザ感染,インフルエンザワ
クチン～

兵庫県腎炎・ネフローゼ児を守る会
腎炎ネフローゼ児のための相談会

日本 西宮 oral

54 研究会 2017年11月21日 親里 嘉展 こどものけいれん、こどもの病気の初期対応
加古川中央市民病院　小児科公開講
座

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral

55 研究会 2017年11月30日 西山 敦史
出生時に四肢短縮性低身長症が疑われた先天性脊椎骨端異形成症の
1例

第337回 東播小児臨床談話会 加古川中央市民病院　光ホール 日本 加古川 oral

56 研究会 2018年1月25日 吉田 阿寿美
全身型若年性特発性関節炎の1例－最終診断に至るまでに細菌感染
や薬疹の可能性を常に考えるべき疾患－

第338回 東播小児臨床談話会 明石医療センター 日本 明石 oral

57 研究会 2018年1月26日 小寺 孝幸 加古川中央市民病院における喉頭気管気管支鏡検査の現状 第266回 兵庫県未熟児新生児懇話会 日本 神戸 oral

58 研究会 2018年2月1日
石森 真吾,森川 悟,佐藤 有美,貝藤 裕史,森
沢 猛,野津 寛大,飯島 一誠,米谷 昌彦

乳児期に血尿・蛋白尿が持続し、組織学的にMesangiolysisを認め
た1例

第2回 神戸腎炎・移植腎病理セミ
ナー

神戸大学 神緑会館 日本 神戸 oral

59 研究会 2018年2月24日 鶴野 雄大 急性腹症で来院した遺伝性球状赤血球症の一例
第1回 後期研修医のための若葉小児
科臨床研究会

兵庫県立こども病院 日本 神戸 oral

60 講演会 2017年8月5日 森沢 猛 現代社会に蔓延するこどもの危機 -母乳育児の視点から考える- 第26回 母乳育児シンポジウム 神戸国際展示場 日本 神戸 oral

61 講演会 2017年8月6日 米谷 昌彦 黄疸と母乳育児支援 第26回 母乳育児シンポジウム 神戸国際展示場 日本 神戸 oral


