
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 備考

1 学会 2020年7月3日
佐藤 優,西山 敦史,東出 和子,西尾 久英,大
西 祥男,岡村 篤夫

遺伝子診療部開設に向けての取り組み
第44回 日本遺伝カウンセリング
学会学術集会

Web開催 日本 Web/那覇 Web oral

2 学会 2020年7月20日
尾崎 佳代,三星 アカリ,永井 正志,西山 敦
史,森貞 直哉,飯島 一誠

PTH耐性・TSH耐性を有する進行性骨異形成オーバーラップ症候群 第93回 日本内分泌学会学術総会 Web開催 日本 WEB Web oral

3 学会 2020年8月17日
松本 朋子,親里 嘉展,金川 温子,中尻 智史,
沖田 空,西山 敦史

Late-onset epileptic spasmsを発症したCASK異常症の1男児例
第62回 日本小児神経学会学術集
会

Web開催 日本 幕張
Web
poster

4 学会 2020年8月17日
上田 拓耶,親里 嘉展,金川 温子,中尻 智史,
沖田 空,西山 敦史

特徴的な臨床経過を辿っているCACNA1A関連てんかん性脳症の1例
第62回 日本小児神経学会学術集
会

Web開催 日本 幕張
Web
poster

5 学会 2020年8月17日
村岡 莉帆,井澤 ありさ,大西 伸悟,増田 知
佳,松本 朋子,親里 嘉展

急性弛緩性脊髄炎により人工呼吸器管理となった4歳男児に対す
る作業療法の経験 - 急性期から在宅へ向けて -

第62回 日本小児神経学会学術集
会

Web開催 日本 幕張
Web
poster

6 学会 2020年8月17日

冨岡 和美,西山 将広,山口 宏,石田 悠介 徳
元 翔一,豊嶋 大作,丸山 あずさ,服部 有香,
親里 嘉展,中川 卓,高見 勇一,多田 弘子,佐
久間 啓,飯島 一誠,永瀬 裕朗

有熱時けいれん / 意識障害の発症6時間以内のサイトカインによ
る予後予測 ; 血清IL-1RA,IL-10の可能性

第62回 日本小児神経学会学術集
会

Web開催 日本 幕張 Web oral

7 学会 2020年8月21日

小寺 孝幸,上村 和也,藤村 順也,松本 和徳,
金川 温子,中尻 智史,平田 量子,山名 啓司,
沖田 空,橋本 総子,阪田 美穂,佐藤 有美,親
里 嘉展,西山 敦史,高寺 明弘,森沢 猛,米谷
昌彦

基礎疾患のない乳児に診断された気道病変の臨床像と短期予後
第123回 日本小児科学会学術集
会

Web開催 日本 神戸 Web oral

8 学会 2020年8月21日

金谷 真吾,阪田 美穂,上田 拓耶,前田 晶子,
松本 朋子,増田 祥行,上村 和也,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,米
谷 昌彦

川崎病の追加免疫グロブリン療法におけるFractional changeの
検討

第123回 日本小児科学会学術集
会

Web開催 日本 神戸 Web oral

9 学会 2020年9月26日
小寺 孝幸,前田 晶子,山名 啓司,小林 孝生,
増田 知佳,佐藤 有美,高寺 明弘,森沢 猛,米
谷 昌彦

唇顎口蓋裂に対する Hotz 床の装着が呼吸に与える影響を評価し
得た 1 例

第281回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

10 学会 2020年9月26日

増田 祐,藤村 順也,伊藤 立人,今川 幸人,溝
口 智子,吉岡 慶太,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,米谷 昌彦

挿管中の鎮静管理で離脱症候群を発症した2 症例
第281回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

11 学会 2020年9月26日

今川 幸人,藤村 順也,伊藤 立人,増田 祐,溝
口 智子,吉岡 慶太,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,米谷 昌彦

頭部MRI のASL で血流低下を認めた小児良性発作性めまい症の 1
例

第281回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

12 学会 2020年10月31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

当院における1年間の「気管支喘息発作」入院症例の背景とダニ
感作の影響の検討

第57回 日本小児アレルギー学会
学術大会

Web開催 日本 WEB Web oral

13 学会 2020年11月7日
今川 幸人,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,米谷 昌彦

当院でのヒトパレコウイルス感染症例の臨床像と入院時所見の特
徴

第52回 日本小児感染症学会学術
集会

Web開催 日本 WEB Web oral

14 学会 2020年11月22日 広田 幸穂,佐藤 有美,上村 和也,圓尾 文子
新生児期にインドメサシン投与により、大動脈弓形成術の適応を
判断した動脈管開存症・大動脈縮窄の1例

第56回 小児循環器学会学術集会 Web/国立京都国際会館 日本 京都 Web oral

15 学会 2020年11月22日 青田 恭朋,佐藤 有美,上村 和也,白井 丈晶
小児心臓カテーテル検査・治療におけるNIRSを用いた下肢血流評
価の有用性

第56回 小児循環器学会学術集会 Web/国立京都国際会館 日本 京都 Web oral

16 学会 2020年11月22日 阪田 美穂 起立性調節障害における起立負荷によるQTc、QT分散の変化 第56回 小児循環器学会学術集会 Web/国立京都国際会館 日本 京都 Web oral

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：小児科 2020年度：2020年4月～2021年3月



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 備考

17 学会 2021年1月9日 藤村 順也 2010年以降の紫斑病性腎炎の腎生検施行時期の検討
第55回 日本小児腎臓病学会学術
集会

Web開催 日本 金沢 Web oral

18 学会 2021年1月9日 増田 祐
腹部超音波検査で腸管壁肥厚が著明であった腸管出血性大腸菌に
よるHUSの1例

第55回 日本小児腎臓病学会学術
集会

Web開催 日本 金沢 Web oral

19 学会 2021年2月6日
相馬 健人,高寺 明弘,今川 幸人,宇保 早希
子,長谷部 匡毅,吉岡 慶太,金谷 真吾,呉 東
祐,小寺 孝幸,森沢 猛,米谷 昌彦

Appropriate for gestational ageの極低出生体重児に発症した
胎便関連性腸閉塞症の１例

第282回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

20 学会 2021年2月6日

呉 東祐,高寺 明弘,吉岡 慶太,今川 幸人,長
谷部 匡毅,宇保 早希子,相馬 健人,金谷 真
吾,小寺 孝幸,森沢 猛,米谷 昌彦,鮫島 由友,
中尾 真,安福 正男

腸瘻の陥没を初期症状としたミルクカード症候群の早産児例
第282回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

21 学会 2021年2月6日

伊藤 立人,西山 敦史,今川 幸人,増田 祐,溝
口 智子,吉岡 慶太,藤村 順也,松本 和徳,金
川 温子,中尻 智史,二階堂 量子,橋本 総子,
沖田 空,親里 嘉展,米谷 昌彦

遺尿症、遺糞症を伴う重症睡眠時無呼吸症候群を呈した児がCPAP
導入により改善した１例

第282回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

22 学会 2021年2月6日
小寺 孝幸,金谷 真吾,相馬 健人,邱 智前,高
寺 明弘,親里 嘉展,西山 敦史,森沢 猛,米谷
昌彦

当院における在宅人工呼吸管理中の児に対する嚥下、気道、呼吸
の包括的評価の試み

第282回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

23 学会 2021年2月6日
金谷 真吾,小寺 孝幸,西山 敦史,親里 嘉展,
森沢 猛,米谷 昌彦

呼吸器保存データ解析と経皮的CO2分圧測定を用いて適切に在宅
呼吸器設定の調整を行えた一例

第282回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

24 学会 2021年2月6日

溝口 智子,橋本 総子,相馬 健人,宇保 早希
子,伊藤 立人,増田 祐,藤村 順也,松本 和徳,
金川 温子,中尻 智史,二階堂 量子,沖田 空,
親里 嘉展,西山 敦史,米谷 昌彦

IgE低値で食物アレルギーの誘発症状を認めたIgG2欠損症の1例
第282回 日本小児科学会兵庫県
地方会

Web開催 日本 神戸 Web oral

25 研究会 2020年9月24日 吉岡 慶太 β遮断薬の影響でアナフィラキシーが遷延したWPW症候群の1例 第355回 東播小児臨床談話会 Web開催 日本 加古川 Web oral

26 研究会 2020年9月24日 親里 嘉展 当院のコロナ対応－これまでとこれから－ 第355回 東播小児臨床談話会 Web開催 日本 加古川 Web oral

27 研究会 2020年9月30日 親里 嘉展 当院でのぺランパネル使用経験～副次的効果を中心に～ 第32回 播磨てんかん懇話会 Web開催 日本 Web Web oral

28 研究会 2020年11月26日 西山 敦史 高度肥満に伴う重篤な健康障害を呈した2例 第356回 東播小児臨床談話会 Web開催 日本 加古川 Web oral

29 研究会 2020年11月26日 藤村 順也
3歳時検尿、学校検尿で見つかる腎疾患－検尿異常の当院での
フォローを含めて－

第356回 東播小児臨床談話会 Web開催 日本 加古川 Web oral

30 研究会 2021年2月25日 吉岡 慶太 溺水を契機に診断されたQT延長症候群の1例 第358回 東播小児臨床談話会 Web開催 日本 加古川 Web oral

31 研究会 2021年2月25日 増田 祐 小腸間膜裂孔ヘルニアにより小腸壊死を呈した1例 第358回 東播小児臨床談話会 Web開催 日本 加古川 Web oral

32 講演会 2020年6月9日 橋本 総子,平田 量子,松本 和徳
オマリズマブを導入した症例～Bio製剤導入により生まれるメ
リット

第3回 小児重症喘息ネットワー
ク講演会

Web開催 日本 神戸 Web oral

33 講演会 2020年11月5日 松本 和徳 当院のアレルギー診療の現状 小児皮膚スキンケアセミナー Web開催 日本 加古川 Web oral

34 講演会 2020年12月1日 森沢 猛 コロナ流行期こそ重要な親子の愛着について
加古川市令和2年度産前産後サ
ポート事業従事者研修会

青少年女性センター 日本 加古川 oral

35 講演会 2021年2月25日 西山 敦史
「成長曲線を用いた学校検診で要精査となった児童への当院での
対応」

令和2年度　加古川医師会　学校
保健講演会

ウェルネージ加古川 日本 加古川 oral



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 2020年11月22日 広田 幸穂
新生児期にインドメタシン投与により,大動脈弓形成術の適応を
判断した動脈管開存症・大動脈縮窄の1例

第56回 日本小児循環器学
会学術集会

京都国際会館 日本 京都
Web
poster

有

2 研究会 2021年2月21日 吉岡 慶太 溺水の原因となったQT延長症候群
第7回 後期研修医のため
の若葉小児科臨床研究会

神戸大学医学部附属病
院

日本 神戸 Web oral 無

3 研究会 2021年3月27日 邱 智前 喘鳴を契機に診断に至った不完全型重複大動脈弓の1例
第24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 Web oral 無

学会・研究会・講演会　発表

診療科名等：小児循環器内科 2020年度：2020年4月～2021年3月


