
種別 発表日 発表者名 演題名 学会名 会場名 国名 都市名 発表形式 査読有無 備考

1 学会 2018年4月18日 Ishimori S.
A case of pathological mesangiolysis on renal biopsy in a
1-year-old child: Investigation of relationship between
pathological findings and clinical course in infant age.

16th Korea-China-Japan
Pediatric Nephrology
Seminar

Shilla Stay Haendae Korea Busan oral 有

2 学会 2018年4月19日

本郷 裕斗,中谷 尚子,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,岡本 伸彦,下澤 伸
行,米谷 昌彦

表現型に差異を認めたX染色体優性Conradi-Hunermann型点状軟
骨異形成症の母子例

第121回 日本小児科学会
学術集会

福岡国際会議場 日本 福岡 oral 有

3 学会 2018年4月20日

阪田 美穂,親里 嘉展,白井 丈晶,佐藤
有美,吉田 阿寿美,中谷 尚子,永瀬 静
香,中尻 智史,平田 量子,橋本 総子,石
森 真吾,佐々木 香織,谷中 好子,西山
敦史,米谷 昌彦,吉田 葉子,鈴木 嗣敏

頻拍を主症状としたてんかん発作を認めた結節性硬化症の一例
第121回 日本小児科学会
学術集会

福岡国際会議場 日本 福岡 poster 有

4 学会 2018年4月22日

吉田 阿寿美,石森 真吾,中谷 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 正夫,谷口 敦夫,米谷 昌彦

尿路結石を契機に診断されたadenine
phosphoribosyltransferase欠損症の1歳例

第121回 日本小児科学会
学術集会

福岡国際会議場 日本 福岡 poster 有

5 学会 2018年5月19日

城戸 拓海,小寺 孝幸,本郷 裕斗,西田
浩輔,大西 徳子,森川 悟,岩出 珠幾,佐
藤 有美,森沢 猛,安福 正男,久野 克
也,米谷 昌彦

High flow nasal cannula と口腔・食道内持続吸引が有効で
あった食道閉鎖症の 1 例

第274回 日本小児科学会
兵庫県地方会

神戸大学医学部会館 日本 神戸 oral 有

6 学会 2018年5月19日

石森 真吾,北角 英晶,増田 知佳,城戸
拓海,松本 和徳,平田 量子,中尻 智史,
橋本 総子,沖田 空,阪田 美穂,親里 嘉
展,西山 敦史,米谷 昌彦

胆汁鬱滞が遷延した重症川崎病の乳児例
第274回 日本小児科学会
兵庫県地方会

神戸大学医学部会館 日本 神戸 oral 有

7 学会 2018年5月19日

沖田 空,本郷 裕斗,吉田 阿寿美,城戸
拓海,小寺 孝幸,中尻 智史,平田 量子,
橋本 総子,石森 真吾,阪田 美穂,森川
悟,佐藤 有美,親里 嘉展,西山 敦史,森
沢 猛,米谷 昌彦

ASL による血流評価が有用であった PRES の一例
第274回 日本小児科学会
兵庫県地方会

神戸大学医学部会館 日本 神戸 oral 有

8 学会 2018年5月19日

西山 敦史,沖田 空,本郷 裕斗,吉田 阿
寿美,城戸 拓海,小寺 孝幸,中尻 智史,
平田 量子,橋本 総子,石森 真吾,沖田
空,阪田 美穂,森川 悟,佐藤 有美,親里
嘉展,森沢 猛,米谷 昌彦

TSH 刺激性レセプター抗体陰性バセドウ病の 1 例
第274回 日本小児科学会
兵庫県地方会

神戸大学医学部会館 日本 神戸 oral 有

9 学会 2018年5月24日 Kodera T,Morisawa T,Yonetani M.
Management of patients with trisomy 13 and trisomy 18,and
problems in cases who underwent cardiac surgery.

2nd Korea-Japan-Taiwan
Joint Congress on
Neonatology

Grand Walkerhill
Seoul

Korea Seoul 有

10 学会 2018年6月1日

西山 将広,永瀬 裕朗,冨岡 和美,田中
司,佐々木 香織,親里 嘉展,中川 卓,高
見 勇一,山口 宏,石田 悠介,豊嶋 大
作,丸山 あずさ,高田 哲,飯島 一誠

急性散在性脳脊髄炎24例における発症から軽快までの経時的な
臨床経過の特徴

第60回 日本小児神経学
会学術集会

幕張メッセ国際会議
場

日本 千葉 oral 有

11 学会 2018年6月1日
沖田 空,金川 温子,中尻 智史,佐々木
香織,西山 敦史,親里 嘉展

脳症症例における来院後早期の心拍数の変化と予後に関する検
討

第60回 日本小児神経学
会学術集会

幕張メッセ国際会議
場

日本 千葉 poster 有

12 学会 2018年6月2-3日
吉田 阿寿美,永瀬 静香,西山 敦史,親
里 嘉展

プロプラノロール内服中に無熱性痙攣をきたした乳児血管腫の1
例

第32回 日本小児救急医
学会学術集会

つくば国際会議場 日本 つくば 有

13 学会 2018年6月22日

橋本 総子,平田 量子,吉田 阿寿美,中
谷 尚子,永瀬 静香,中尻 智史,石森 真
吾,沖田 空,阪田 美穂,佐々木 香織,親
里 嘉展,西山 敦史,白井 丈晶,米谷 昌
彦

内服誘発試験が有用であったトスフロキサシンによるアナフィ
ラキシーの４歳女児例

第67回 日本アレルギー
学会学術大会

幕張メッセ国際会議
場

日本 千葉 poster 有

学会・研究会・講演会 発表

診療科名等：小児科 2018年度（平成30年度）：2018年4月～2019年3月
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14 学会 2018年6月28日

石森 真吾,吉田 阿寿美,永瀬 静香,中
谷 尚子,平田 量子,中尻 智史,橋本 総
子,沖田 空,阪田 美穂,佐々木 香織,親
里 嘉展,西山 敦史,白井 丈晶,米谷 昌
彦

小児発熱性尿路感染症症例の腎超音波検査所見による急性期腎
長径の検討

第53回 日本小児腎臓病
学会

ホテル福島グリーン
パレス/ザ・セレクト
ン福島

日本 福島 oral 有

15 学会 2018年6月28日

北角 英晶,石森 真吾,吉田 阿寿美,中
谷 尚子,永瀬 静香,中尻 智史,平田 量
子,橋本 総子,沖田 空,阪田 美穂,佐々
木 香織,親里 嘉展,西山 敦史,白井 丈
晶,米谷 昌彦

ステロイド加療により腎結石生成を助長したと考えられた全身
型若年性特発性関節炎の1例

第53回 日本小児腎臓病
学会

ホテル福島グリーン
パレス/ザ・セレクト
ン福島

日本 福島 oral 有

16 学会 2018年7月5日
佐藤 有美,阪田 美穂,白井 丈晶,山本
真由子,圓尾 文子

稀な一側肺動脈欠損（右肺動脈下行大動脈起始）の1例
第54回 日本小児循環器
学会学術集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

17 学会 2018年7月7日 阪田 美穂,佐藤 有美,白井 丈晶 頻拍を主症状としたてんかん発作を認めた結節性硬化症の一例
第54回 日本小児循環器
学会学術集会

パシフィコ横浜 日本 横浜 poster 有

18 学会 2018年7月9日
森川 悟,本郷 裕斗,西田 浩輔,大西 徳
子,小寺 孝幸,佐藤 有美,森沢 猛,米谷
昌彦

腹部エコーによる門脈内ガス像の検出が早期診断に有用であっ
た壊死性腸炎の1例

第54回 日本周産期・新
生児医学会学術集会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

19 学会 2018年7月9日
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

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54回 日本周産期・新
生児医学会学術集会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

20 学会 2018年7月9日
森沢 猛,本郷 裕斗,西田 浩輔,大西 徳
子,小寺 孝幸,森川 悟,佐藤 有美,米谷
昌彦

在胎30週未満で出生した重症胎児成長障害児における6歳時神経
発達予後の検討

第54回 日本周産期・新
生児医学会学術集会

東京国際フォーラム 日本 東京 oral 有

21 学会 2018年9月29日

小寺 孝幸,吉田 阿寿美,城戸 拓海,本
郷 裕斗,中尻 智史,平田 量子,橋本 総
子,石森 真吾,沖田 空,阪田 美穂,森川
悟,佐藤 有美,親里 嘉展,西山 敦史,森
沢 猛,米谷 昌彦

在宅呼吸器の保存データ解析が設定の評価や治療効果の確認に
有用であった非侵襲的陽圧換気療法施行中の小児2例

第51回 日本小児呼吸器
学会

ロイトン札幌 日本 札幌 oral 有

22 学会 2018年9月29日

橋本 総子,増田 知佳,北角 英晶,本郷
裕斗,城戸 拓海,藤村 順也,松本 和德,
金川 温子,中尻 智史,平田 量子,沖田
空,阪田 美穂,親里 嘉展,西山 敦史,川
上 由香里,山田 陽三,米谷 昌彦

ハゼノキによる接触性皮膚炎の１例
第275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 2018年9月29日

増田 知佳,北角 英晶,本郷 裕斗,城戸
拓海,藤村 順也,松本 和德,金川 温子,
中尻 智史,平田 量子,橋本 総子,沖田
空,阪田 美穂,親里 嘉展,西山 敦史,米
谷 昌彦

呼気性喘鳴で発症した大葉性肺気腫の 1 例
第275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 2018年9月29日

松本 和德,増田 知佳,北角 英晶,本郷
裕斗,城戸 拓海,藤村 順也,金川 温子,
中尻 智史,平田 量子,橋本 総子,沖田
空,阪田 美穂,親里 嘉展,西山 敦史,米
谷 昌彦

薬物中毒検出用キット（トライエージ ®）が診断に有用であっ
た意識障害の一例

第275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 2018年9月29日
松本 朋子,山名 啓司,前田 晶子,吉田
阿寿美,増田 祥行,小寺 孝幸,森川 悟,
佐藤 有美,森沢 猛,米谷 昌彦

当院での B 型肝炎ウイルス母子感染予防新方式による HBs 抗
体獲得の現況

第275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

26 学会 2018年10月20日
金川 温子,中尻 智史,沖田 空,西山 敦
史,親里 嘉展

小脳症状を呈した連続3症例における頭部ASL（arterial spin
labeling）の検討

第64回 日本小児神経学
会近畿地方会

神戸大学医学部会館 日本 神戸 oral 有

27 学会 2018年10月20日
沖田 空,永瀬 静香,金川 温子,中尻 智
史,西山 敦史,親里 嘉展,森貞 直哉,飯
島 一誠

GRIN1変異を認めたEpileptic spasms without hypsarrythmiaの
一男児例

第64回 日本小児神経学
会近畿地方会

神戸大学医学部会館 日本 神戸 oral 有
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28 学会 2018年10月22日

平田 量子,城戸 拓海,北角 英晶,増田
知佳,松本 和徳,小寺 孝幸,中尻 智史,
石森 真吾,橋本 総子,沖田 空 ,阪田
美穂 ,親里 嘉展,西山 敦史 ,米谷 昌
彦

喉頭軟化症合併のため診断に苦慮した母乳による新生児・乳児
消化管アレルギーの１例

第55回 日本小児アレル
ギー学会

岡山コンベンション
センター／岡山県医
師会館

日本 岡山 oral 有

29 学会 2018年10月22日
松本 和徳,光田 好寛,安島 英裕,竹中
尚美,田中 由起子,江口 純治

ダニのプリックテストでアナフィラキシーを認めた１例
第55回 日本小児アレル
ギー学会

岡山コンベンション
センター／岡山県医
師会館

日本 岡山 oral 有

30 学会 2018年11月10日
増田 知佳,北角 英晶,石森 真吾,親里
嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦

インフルエンザB感染を契機に可逆性脳梁膨大部病変を有する軽
症脳炎脳症を発症し,その後小脳炎を合併した1例

第50回 日本小児感染症
学会総会学術集会

福岡国際会議場 / 福
岡サンパレスホテル
＆ホール

日本 福岡 oral 有

31 学会 2018年11月10日
北角 英晶,石森 真吾,親里 嘉展,西山
敦史,米谷 昌彦

ヒトメタニューモウイルス感染後に高サイトカイン血症を合併
したと考えられた2例

第50回 日本小児感染症
学会総会学術集会

福岡国際会議場 / 福
岡サンパレスホテル
＆ホール

日本 福岡 oral 有

32 学会 2018年11月23日
長野 伸彦,山名 啓司,藤岡 一路,森岡
一朗

母子感染予防新方式によるB型肝炎ウイルス母子感染予防
第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 シンポジウム有

33 学会 2018年11月24日
小寺 孝幸,渡部 晋一,森沢 猛,米谷 昌
彦

早産児におけるHigh flow nasal cannulaで得られる咽頭圧の評
価

第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 シンポジウム有

34 学会 2018年11月2日

城戸 拓海,森沢 猛,松本 朋子,吉田 阿
寿美,増田 祥行,小寺 孝幸,山名 啓司,
森川 悟,佐藤 有美,米谷 昌彦

超早期発症型炎症性腸疾患の1新生児例
第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 oral 有

35 学会 2018年11月22日
井澤 ありさ,森沢 猛,吉田 阿寿美,増
田 祥行,山名 啓司,小寺 孝幸,森川
悟,佐藤 有美,米谷 昌彦

医療的ケアが必要な児の自宅退院に向けた介入―自家用車での
移動練習に着目して

第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 poster 有

36 学会 2018年11月24日
片山 義規,阿部 真也,藤岡 一路,山名
啓司,森沢 猛,横田 知之,黒川 大輔,五
百蔵 智明,森岡 一朗

在胎27-29週児における生後8週までの経皮ビリルビン基準曲線
の作成

第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 oral 有

37 学会 2018年11月24日

吉田 阿寿美,山名 啓司,松本 朋子,増
田 祥行,小寺 孝幸,森川 悟,佐藤 有
美,森沢 猛,米谷 昌彦,森岡 一朗

在胎35週以降の児における新黄疸治療基準を用いた黄疸管理の
現状

第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 oral 有

38 学会 2018年11月24日

山名 啓司,松本 朋子,吉田 阿寿美,増
田 祥行,小寺 孝幸,森川 悟 ,佐藤 有
美,森沢 猛,大山 正平,福嶋 祥代,藤岡
一路,米谷 昌彦,飯島 一誠,森岡 一朗

新黄疸治療基準で管理した早産児における聴性脳幹反応と頭部
MRI による予後評価

第63回 日本新生児成育
医学会学術集会

都市センターホテル
／
海運クラブ

日本 東京 oral 有

39 学会 2019年2月2日 吉田 阿寿美,他
先天性気管狭窄症のため管理に難渋し,生後早期にバルーン拡張
を行った超低出生体重児の1例

第276回 日本小児科学会
兵庫県地方会

ハーティ―21 日本 尼崎 oral 有

40 学会 2019年2月2日

前田 晶子,増田 知佳,城戸 拓海,本郷
裕斗,藤村 順也,松本 和徳,金川 温子,
中尻 智史,平田 量子,橋本 総子,沖田
空,阪田 美穂,親里 嘉展,西山 敦史,米
谷 昌彦,岩出 珠幾,安福 正男,久野 克
也

治療介入後も貧血が進行した新生児−乳児食物蛋白誘発胃腸炎の1例
第276回 日本小児科学会
兵庫県地方会

ハーティ―21 日本 尼崎 oral 有

41 学会 2019年2月15日 佐藤 有美,阪田 美穂,白井 丈晶 心房粗動との鑑別に難渋した多源性心房頻拍の1例
第25回 日本胎児心臓病
学会学術集会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

42 学会 2019年3月17日
小寺 孝幸,中尻 智史,沖田 空,阪田 美
穂,森川 悟,佐藤 有美,親里 嘉展,西山
敦史,森沢 猛,米谷 昌彦

当院小児科におけるベッドサイドでの喉頭気管気管支鏡検査の
現状について

第32回 近畿小児科学会 京都国際会館 日本 京都 oral 有

43 学会 2019年3月17日
松本 和徳,平田 量子,橋本 総子,親里
嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦

食物アレルギーが疑われた重症心身障害児3症例の検討 第32回 近畿小児科学会 京都国際会館 日本 京都 oral 有

44 学会 2019年3月17日
中尻 智史,金川 温子,小寺 孝幸,沖田
空,親里 嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦

喉頭気管気管支鏡検査が治療方針の決定に有用であった重症心
身障害児の3例

第32回 近畿小児科学会 京都国際会館 日本 京都 oral 有
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45 学会 2019年3月17日
増田 知佳,松本 和徳,金川 温子,平田
量子,中尻 智史,橋本 聡子,沖田 空,親
里 嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦

不適切な民間療法により様々な合併症を認めたアトピー性皮膚
炎の1例

第32回 近畿小児科学会 京都国際会館 日本 京都 oral 有

46 研究会 2018年4月26日 松本 和徳
ダニ抗原の擦過によるアナフィラキシーが疑われ,プリックテス
トで確定診断に至った一例

第340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 無

47 研究会 2018年4月26日 西山 敦史
血液・腫瘍性疾患のため高次医療機関に転院となった紹介症例
の報告

第340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 無

48 研究会 2018年5月19日 親里 嘉展 当院小児科におけるてんかん診療
第2回 てんかん
Symposium in 加古川

加古川 日本 加古川 oral 無

49 研究会 2018年6月6日 佐藤 有美
胎児期に心房粗動と診断したが生後の心電図で多源性心房頻拍
であった1症例

第4回 阪神胎児心臓病研
究会

兵庫県立尼崎総合医
療センター

日本 尼崎 oral 無

50 研究会 2018年6月28日 増田 知佳 急性骨髄炎の1例
第342回 東播小児臨床談
話会

明石医療センター 日本 明石 oral 無

51 研究会 2018年7月14日 増田 知佳 喘鳴を契機に診断した大葉性肺気腫の一例
第2回 後期研修医のため
の若葉小児科臨床研究会

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

52 研究会 2018年7月14日 小寺 孝幸 小児の喘鳴 ─本当に喘鳴？本当にクループ？
第2回 後期研修医のため
の若葉小児科臨床研究会

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

53 研究会 2018年7月25日 親里 嘉展 抗てんかん薬投与による精神症状
第7回 加古川てんかん
フォーラム

加古川プラザホテル 日本 加古川 oral 無

54 研究会 2018年9月15日 佐藤 有美 稀な一側肺動脈欠損（右肺動脈下行大動脈起始）の1例
第21回 阪神小児循環器
疾患研究会

兵庫県立尼崎総合医
療センター

日本 尼崎 oral 無

55 研究会 2018年9月22日 佐藤 有美,他 フォンタン術後患者に対する早期心臓リハビリテーション
第4回 日本小児循環器集
中治療研究会学術集会

兵庫県立こども病院 日本 神戸 oral 無

56 研究会 2018年9月27日 橋本 総子 舌下免疫療法～当院導入例の報告
第343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 無

57 研究会 2018年9月27日 城戸 拓海 保存的療法で治癒したH.pylori陽性十二指腸潰瘍穿孔の一例
第343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 無

58 研究会 2018年10月6日 吉田 阿寿美
在胎35週以降の児における新黄疸治療基準を用いた黄疸管理の
現状

第17回 日本新生児黄疸
管理研究会

つくば国際会議場 日本 つくば oral 無

59 研究会 2018年10月6日 山名 啓司
新黄疸治療基準で管理した早産児における聴性脳幹反応と頭部
MRIによる予後評価

第17回 日本新生児黄疸
管理研究会

つくば国際会議場 日本 つくば oral 無

60 研究会 2018年10月11日

増田 知佳,北角 英晶,本郷 裕斗,城戸
拓海,藤村 順也,松本 和徳,金川 温子,
平田 量子,中尻 智史,橋本 総子,沖田
空 ,阪田 美穂 ,親里 嘉展,西山 敦史,
米谷 昌彦

不適切な民間療法により重症化し,中枢神経感染を合併したカポ
ジ水痘様発疹症の一例

播磨小児アレルギー・感
染症懇話会

ホテル日航姫路 日本 姫路 oral 無

61 研究会 2018年11月22日 前田 晶子 当院で経験した急性巣状細菌性腎炎の３例
第345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 無

62 研究会 2018年11月22日 本郷 裕斗 好中球減少をきたした乳児例
第345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 無

63 研究会 2018年11月24日 西山 敦史 病院での在宅医療における災害時対策の現状
東播磨小児在宅医療連携
協議会主催フォーラム

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

64 研究会 2019年1月25日 小寺 孝幸
在宅呼吸器の保存データ解析が設定の評価や治療効果の確認に
有用であった非侵襲的陽圧換気療法施行中の小児2例

兵庫県未熟児新生児懇談
会

兵庫県立こども病院 日本 神戸 oral 無

65 研究会 2019年2月23日 城戸 拓海 けいれんに嘔吐が先行した無熱性けいれんの1例
第2回 後期研修医のため
の若葉小児科臨床研究会

千船病院 日本 大阪 oral 無

66 講演会 2018年6月21日 石森 真吾
小児夜尿症診療 一般小児科医が広く診療できる時代となった疾
患

夜尿症診療病診連携講演
会

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

67 講演会 2018年7月22日 平田 量子,松本 和徳 上手につきあおうこどものアレルギー
加古川中央市民病院市民
公開講座

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

68 講演会 2018月12月1日
松本和徳,西馬照明,安井理絵,橋本総
子,平田量子

つなごう舌下免疫療法 Link SCIT Meeting 加古川中央市民病院 日本 加古川 oral 無

69 講演会 2018年12月4日 親里 嘉展 起立性調節障害と（軽度）発達障害 氷丘中学学校保健委員会 加古川市立氷丘中学 日本 加古川 oral 無

70 講演会 2019年3月7日 佐藤 有美 学校心臓検診～最新ガイドラインを踏まえて～
芦屋市医師会学校園医講
演会

芦屋市医師会医療セ
ンター

日本 芦屋 oral 無


