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1 学会 2019年4月19日

本郷 裕斗, 阪田 美穂, 増田 知佳, 北
角 英晶, 城戸 拓海, 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, 親里 嘉展,
西山 敦史, 三舛 信一郎, 米谷 昌彦

RSウイルス感染症の冬季と夏季における臨床的特徴の比較検討
第122回 日本小児科学会学術集
会

石川県立音楽堂・ANA
クラウンプラザホテル
金沢・ホテル日航金沢

日本 金沢 oral 有

2 学会 2019年4月19日
増田 祥行, 前田 晶子, 松本 朋子, 吉
田 阿寿美, 小寺 孝幸, 山名 啓司, 森
川 悟, 佐藤 有美, 森沢 猛, 米谷 昌彦

横隔膜縫縮術が有効であった横隔膜挙上症合併CDMの一例
第122回 日本小児科学会学術集
会

石川県立音楽堂・ANA
クラウンプラザホテル
金沢・ホテル日航金沢

日本 金沢 poster 有

3 学会 2019年4月20日

城戸 拓海, 藤村 順也, 前田 晶子, 増
田 知佳, 本郷 裕斗, 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

一般市中病院における小児患者に対するドクターカー運用の現状
と課題

第122回 日本小児科学会学術集
会

石川県立音楽堂・ANA
クラウンプラザホテル
金沢・ホテル日航金沢

日本 金沢 poster 有

4 学会 2019年5月11日 吉田 阿寿美，他
鎖骨頭蓋骨異形成症を呈した 6 番染色体短腕中間部欠失の新生児
例

第277回 日本小児科学会兵庫県
地方会

神戸大学医学部 日本 神戸 oral 有

5 学会 2019年5月11日 松本 朋子，他
母体からの移行抗体による甲状腺機能低下症をきたしたと考えら
れる新生児の 1 例

第277回 日本小児科学会兵庫県
地方会

神戸大学医学部 日本 神戸 oral 有

6 学会 2019年5月31日
沖田 空, 金川温子, 中尻智史, 西山敦
史, 親里嘉展

熱性けいれん重積患者における発作終了後早期の arterial spin
labeling
（ASL）を用いた脳血流の検討

第61回 日本小児神経学会学術
集会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

7 学会 2019年6月1日
金川 温子, 中尻 智史, 沖田 空, 西山
敦史, 親里 嘉展

迷走神経刺激療法中にてんかん重積を発症した 2 症例
第61回 日本小児神経学会学術
集会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

8 学会 2019年6月1日
親里 嘉展, 永瀬 静香, 高橋 幸利, 金
川 温子, 中尻 智史, 沖田 空, 西山 敦
史

抗GluD2抗体による自己免疫性発達退行が考えられた 1 例
第61回 日本小児神経学会学術
集会

名古屋国際会議場 日本 名古屋 poster 有

9 学会 2019年6月7日

増田 知佳, 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, 春名 晶子, 杉多 良文, 米
谷 昌彦

陰部からの膿分泌を認めた左重複腎盂尿管の一例
第54回 日本小児腎臓病学会学
術集会

大阪国際会議場 日本 大阪 poster 有

10 学会 2019年6月7日

藤村 順也, 吉田 阿寿美, 山名 啓司,
小寺 孝幸, 中尻 智史, 平田 量子, 橋
本 総子, 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

10q26 欠失症候群で新生児期に尿貯留による腹部膨満を呈した一
例

第54回 日本小児腎臓病学会学
術集会

大阪国際会議場 日本 大阪 poster 有

11 学会 2019年6月7日

石森 真吾, 堀之内 智子, 藤村 順也,
南川 将吾, 山村 智彦, 松野下 夏樹,
神吉 直宙, 小椋 雅夫, 貝藤 裕史, 野
津 寛大, 亀井 宏一, 石倉 健司, 飯島
一誠

小児特発性ネフローゼ症候群におけるインフルエンザウイルスワ
クチン接種とネフローゼ病勢との関連 : 多施設共同研究

第54回 日本小児腎臓病学会学
術集会

大阪国際会議場 日本 大阪 oral 有

12 学会 2019年6月15日
平田 量子, 山田 陽三, 前田 晶子, 松
本 和徳, 橋本 総子, 親里 嘉展, 西山
敦史, 米谷 昌彦

アトピー性皮膚炎を合併した家族性汎発性黒色表皮腫の一例
第68回 ⽇本アレルギー学会学
術⼤会

東京国際フォーラム 日本 東京 poster 有

13 学会 2019年6月21日 西山 敦史，親里 嘉展
ドクターカー出動により早期に治療できたノロウイルス性胃腸炎
に起因する重症低血糖の1例

第33回 日本小児救急医学会学
術集会

大宮ソニックシティ 日本 大宮 poster 有

14 学会 2019年6月27日
Kodera T, Watabe S, Marisawa T,
Yonetani M

Evaluation of the pharyngeal pressure provided by two high-
flow nasal cannula devices in preterm infants

18th International Congress
of Pediatric Pulmonology

Makuhari Messe 日本 Chiba poster 有

15 学会 2019年6月27日
佐藤 有美, 阪田 美穂, 白井 丈晶, 山
本 真由子, 圓尾 文子

NICUにおけるトルバプタンの使用経験
第55回 日本小児循環器学会学
術集会

札幌コンベンションセ
ンター

日本 札幌 シンポジウム有

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：小児科 2019年度：2019年4月～2020年3月
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16 学会 2019年6月29日
上村 和也, 田中 敏克, 城戸 佐知子,
林 賢, 久保 慎吾, 三木 康暢, 松岡 道
生, 亀井 直哉, 小川 禎治, 富永 健太

フォンタン術後 蛋白漏出性胃腸症に対してbudesonide腸溶性顆粒
充填カプセルを使用した4症例の経験

第55回 日本小児循環器学会学
術集会

札幌コンベンションセ
ンター

日本 札幌 poster 有

17 学会 2019年7月13日

山名 啓司, 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, 藤岡 一路, 飯島 一誠,
森岡 一朗

在胎30週未満の早産児における新旧黄疸治療基準による管理と予
後の変化

第55回 日本周産期・新生児医
学会学術集会

キッセイ文化ホール 日本 松本 oral 有

18 学会 2019年7月13日
吉田 阿寿美，山名 啓司，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

当院における新黄疸治療基準で交換輸血基準を超えた児の背景，
管理および予後

第55回 日本周産期・新生児医
学会学術集会

キッセイ文化ホール 日本 松本 oral 有

19 学会 2019年7月14日
増田 祥行, 吉田 阿寿美, 小寺 孝幸,
山名 啓司, 森川 悟, 佐藤 有美, 森沢
猛, 米谷 昌彦

保存的治療により肺葉切除を回避できた肺葉性肺気腫の新生児例
第55回 日本周産期・新生児医
学会学術集会

キッセイ文化ホール 日本 松本 poster 有

20 学会 2019年7月27日
西山 かすみ，佐治 恵梨香，多田 陽
子，松本 和徳，平田 量子，橋本 総子

当院の食物経口負荷試験対象者における除去食品の現状
第36回 日本小児臨床アレル
ギー学会

和歌山県民文化会館 日本 和歌山 oral 有

21 学会 2019年7月28日
上田 拓耶，親里 嘉展, 沖田 空，中尻
智史，金川 温子，西山 敦史，米谷 昌
彦

MRIのArterial Spin-Labeling（ASL）法による脳血流評価を行っ
た小児Todd麻痺3症例

第15回 日本てんかん学会近畿
地方会

大阪大学中之島センター日本 大阪 oral 有

22 学会 2019年7月28日
親里 嘉展, 金川 温子，中尻 智史，沖
田 空

非けいれん性てんかん重積にTopiramateが奏効したAngelman症候
群の2例

第15回 日本てんかん学会近畿
地方会

大阪大学中之島センター日本 大阪 oral 有

23 学会 2019年9月28日

北角 英晶，森川 悟, 広田 幸穂，増田
知佳，小寺 孝幸, 山名 啓司, 佐藤 有
美, 森沢 猛, 高寺 明弘，森沢 猛，笠
井 正志，安福 正男，米谷 昌彦

ウロキナーゼの胸腔内投与を施行した新生児膿胸の一例
第278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 2019年9月28日
増田 祐，上村 和也，金谷 真吾，佐藤
有美，米谷 昌彦，白井 丈晶，小武 道
雄

学校心臓検診を契機に診断された重症肺動脈性肺高血圧症の 1 例
第278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 2019年9月28日

松本 和徳，金谷 真吾，松本 朋子，上
田 拓耶，前田 晶子，増田 祥行，藤村
順也，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

食物抗原特異的 IgG 抗体を根拠に、長期的に食物除去が行われて
いた一例

第278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 2019年10月22日
橋本 総子，前田 晶子，松本 和徳, 平
田 量子

急速皮下免疫療法を開始した7例
第2回 日本アレルギー学会地方
会近畿支部学術講演会

メルパルク京都 日本 京都 有

27 学会 2019年10月27日
藤村 順也, 親里 嘉展, 西山 敦史, 米
谷 昌彦

2010年以降の急性巣状細菌性腎炎症例の当院での検討
第51回 日本小児感染症学会総
会・学術集会

星野リゾートOMO7旭川 日本 旭川 oral 有

28 学会 2019年10月31日
中尻 智史，金川 温子，沖田 空，親里
嘉展

ペランパネルがてんかん発作抑制に加え睡眠障害にも有用であっ
た 1 小児例

第53回 日本てんかん学会学術
集会

神戸国際会議場 日本 神戸 poster 有

29 学会 2019年10月31日 親里 嘉展
自律神経発作に心拍感知型迷走神経刺激が有効であった結節性硬
化症の一例

第53回 日本てんかん学会学術
集会

神戸国際会議場 日本 神戸 poster 有

30 学会 2019年11月2日
前田 晶子, 松本 和徳, 平田 量子, 橋
本 総子, 親里 嘉展, 西山 敦史, 米谷
昌彦

乳糖で即時反応を認めた牛乳アレルギーの1例
第56回 日本小児アレルギー学
会学術大会

幕張メッセ 日本 幕張 poster 有

31 学会 2019年11月27日
高寺 明弘，北角 英晶，広田 幸穂，増
田 知佳，小寺 孝幸，山名 啓司，佐藤
有美，森沢 猛，米谷 昌彦

当院で外科的加療を行った十二指腸、回腸の狭窄および閉鎖症の
臨床像

第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 oral 有

32 学会 2019年11月27日

鈴村 めぐみ，井澤 ありさ，広田 幸
穂，増田 知佳，北角 英晶，山名 啓
司，小寺 孝幸，佐藤 有美，高寺 明
弘，森沢 猛，米谷 昌彦

言語聴覚士による直接授乳への介入の効果
第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 oral 有
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33 学会 2019年11月27日
北角 英晶 ，森川 悟，広田 幸穂，増田
知佳，小寺 孝幸 ，山名 啓司，佐藤 有
美，高寺 明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

ウロキナーゼの胸腔内投与により外科的治療を回避できた、新生
児膿胸の 1 例

第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 poster 有

34 学会 2019年11月29日

井澤 ありさ，広田 幸穂 ，増田 知佳，
北角 英晶，山名 啓司 ，小寺 孝幸 ，
佐藤 有美，高寺 明弘，森沢 猛，米谷
昌彦

超低出生体重児における新生児期のストレスサインと発達との関
連

第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 poster 有

35 学会 2019年11月29日
広田 幸穂，佐藤 有美，上村 和也，北
角英晶，増田 知佳，小寺 孝幸，山名
啓司，高寺 明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

動脈管結紮術前にインドメタシンを投与し、大動脈弓修復術の適
応を判断した動脈管開存症・大動脈縮窄の 1 例

第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 poster 有

36 学会 2019年11月29日
増田 知佳，小寺 孝幸，北角 英晶，広
田 幸穂，山名 啓司，佐藤 有美，高寺
明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

早産児の遷延性無呼吸発作に対し、喉頭気管気管支鏡検査施行に
より適切な治療介入をし得た 4 症例

第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 poster 有

37 学会 2019年11月29日
小寺 孝幸，増田 知佳，北角 英晶，広
田 幸穂，山名 啓司，佐藤 有美，高寺
明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

在宅呼吸器に保存された治療データを活用し、在宅非侵襲的陽圧
換気療法で退院し得た超低出生体重児
の 1 例

第64回 日本新生児成育医学会
学術集会

SHIROYAMA HOTEL
kagoshima

日本 鹿児島 poster 有

38 学会 2019年11月30日
上村 和也，佐藤 有美，北角 英晶，高
寺 明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

胎児徐脈で緊急帝王切開となり、出生後に先天性 QT 延長症候群
と診断した新生児の一例

第24回 日本小児心電学会 リジェール松山 日本 松山 oral 有

39 学会 2019年12月21日 岡田 由美子
周産期からの虐待予防─周産期医療から地域、保育所まで切れ目
のない親子の関わりを考える─

日本子ども虐待防止学会第25回
学術集会ひょうご大会

神戸国際会議場 日本 神戸 シンポジウム有

40 学会 2020年2月1日
前田 晶子，山名 啓司，小林 孝生，増
田 知佳，小寺 孝幸 ，佐藤 有美，高寺
明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

黄疸を主訴に外来受診した正期産児のアンバウンドビリルビンの
経時的評価

第279回 日本小児科学会兵庫県
地方会

兵庫医科大学 日本 西宮 oral 有

41 学会 2020年2月1日
花見洋太朗，金子尚樹，宮下徳久，青木
一憲，黒澤寛史，広田幸穂，山名啓司，
森沢猛，米谷昌彦

肝移植を念頭に転院搬送した昏睡型肝不全の新生児の一例
第279回 日本小児科学会兵庫県
地方会

兵庫医科大学 日本 西宮 oral 有

42 学会 2020年2月1日
白井 丈晶，米原 昇吾，西山 敦史，阪
田 美穂，佐藤 有美，上村 和也，圓尾
文子，角谷 誠，米谷 昌彦，大西 祥男

青年期に初回診断に至った大動脈離断・部分肺静脈還流異常・
Turner症候群の1例

第279回 日本小児科学会兵庫県
地方会

兵庫医科大学 日本 西宮 oral 有

43 学会 2020年2月1日

田中 愛音，藤村 順也，金谷 真吾，上
田 拓耶，北角 英晶，松本 朋子，増田
祥行，上村 和也，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

当院での6年間の侵襲性肺炎球菌感染症症例の検討
第279回 日本小児科学会兵庫県
地方会

兵庫医科大学 日本 西宮 oral 有

44 研究会 2019年4月25日 前田 晶子 診断に苦慮した咽後膿瘍の１例 第348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

45 研究会 2019年4月25日 西山 敦史 当院での小児科ICU入室症例のまとめ 第348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

46 研究会 2019年5月11日 佐藤 有美 胎児診断された心臓脱の1例 第5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

47 研究会 2019年5月23日 吉川 なつ子 黄色靱帯骨化症を来したCoffin-Lowry症候群の1例 第349回 東播小児臨床談話会 明石医療センター 日本 明石 oral

48 研究会 2019年5月30日 増田 知佳 熱傷後、川崎病症状を呈した毒素性ショック症候群の1例 第6回 播磨川崎病研究会 ホテル日航姫路 日本 姫路 oral

49 研究会 2019年6月20日 増田 祐 穿刺排膿を行った扁桃周囲膿瘍の1例 第350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

50 研究会 2019年6月20日 佐藤 有美 ネーザルハイフロー下でのiNOの使用経験 iNO Experts Meetin in 兵庫 兵庫県立こども病院 日本 神戸 oral

51 研究会 2019年6月22日 山名 啓司 新生児黄疸　母乳とUGT1A1 第19回 新生児栄養フォーラム SMBC ホール 日本 東京 oral

52 研究会 2019年9月14日 前田 晶子 診断時に著明な高血圧を呈していた神経線維腫症1型の9歳男児例 第26回 小児高血圧研究会 東京慈恵会医科大学 日本 東京 oral

53 研究会 2019年9月21日
広田 幸穂，佐藤 有美，上村 和也，北
角 英晶，増田 知佳，小寺 孝幸，山名
啓司，高寺 明弘，森沢 猛，米谷 昌彦

動脈管結紮術前にインドメタシンを投与し、大動脈弓修復術の適
応を判断した動脈管開存症・大動脈縮窄の 1 例

第23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

54 研究会 2019年9月26日 河合 嘉一 急性糸球体腎炎の３例を通して 第351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
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55 研究会 2019年9月26日 田中 愛音 肺炎球菌ワクチンを接種していたが、菌血症を呈した１例 第351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

56 研究会 2019年10月5日 山名 啓司
黄疸を主訴に外来受診した正期産児の総ビリルビン/アンバウンド
ビリルビン比の経時的評価

第18回 日本新生児黄疸管理研
究会

スペースアルファ三宮 日本 神戸 oral

57 研究会 2019年10月17日 橋本 総子 アレルギー性鼻炎に対して急速導入皮下免疫療法を開始した7例
第27回 播磨小児アレルギー・
感染症懇話会

姫路西播磨地場産業セ
ンター

日本 姫路 oral

58 研究会 2019年10月26日 北角 英晶
パルスオキシメータのデータ解析が在宅酸素療法導入の契機とな
り、治療効果の確認にも有用であった、気道病変合併の慢性肺疾
患児の1 例

第32回 日本新生児慢性肺疾患
研究会

ムーブ町屋ムーブホール日本 東京 oral

59 研究会 2019年10月26日
小寺 孝幸，北角 英晶，広田 幸穂，増
田 知佳，山名 啓司，高寺 明弘，森沢
猛，米谷 昌彦

在宅呼吸器に保存された治療データを活用し、在宅非侵襲的陽圧
換気療法で退院し得た超低出生体重児の1 例

第32回 日本新生児慢性肺疾患
研究会

ムーブ町屋ムーブホール日本 東京 oral

60 研究会 2019年10月31日 増田 祥行 疼痛を主訴としたギラン・バレー症候群の1例 第352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

61 研究会 2019年11月21日 松本 朋子 体重減少を主訴に紹介となった好酸球増多症の1例 第353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

62 研究会 2019年11月21日 西山 敦史 低身長精査目的で紹介となった甲状腺疾患の３例 第353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

63 研究会 2020年1月25日 田中 愛音 当科における6年間の侵襲性肺炎球菌感染症症例の検討
第28回 加古川市民病院機構学
術研究会

加古川中央市民病院 日本 加古川 oral

64 講演会 2019年9月7日 松本 和徳 当院におけるアトピー性皮膚炎教育入院による指導方法 加古川小児科医会学術講演会 加古川プラザホテル 日本 加古川 oral

65 講演会 2020年2月6日 小寺 孝幸 在宅呼吸器の保存データを活用した在宅呼吸管理
第2回 関西エリアx小児HMVミー
ティング

TKPガーデンシティー
東梅田

日本 大阪 oral


