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1 学会 2021年4月17日
上田 拓耶,小寺 孝幸, 宇保 早希子, 相馬 健人,遠藤
理紗,金谷 真吾,呉 東祐,佐藤 有美,高寺 明弘,森沢
猛, 米谷 昌彦

散瞳薬とインドメタシンの同日投与が原因と考えられた壊死
性腸炎の一例

第124回 日本小児科学会
学術集会

国立京都国際会館 日本 京都
Web
poster

2 学会 2021年4月17日
小寺 孝幸, 前田 晶子,山名 啓司,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床の装着が新生児の呼吸に与える影
響

第124回 日本小児科学会
学術集会

国立京都国際会館 日本 京都 Web oral

3 学会 2021年4月18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,二階堂
量子,橋本 総子, 沖田 空,親里 嘉展, 西山 敦史,米
谷 昌彦

当院のヒトパレコウイルス感染症3型の臨床像のまとめと入院
時初見の特徴

第124回 日本小児科学会
学術集会

国立京都国際会館 日本 京都 Web oral

4 学会 2021年4月18日

吉岡 慶太,松本 和徳,伊藤 立人,今川 幸人,増田 祐,
溝口 智子,上村 和也,藤村 順也,金川 温子,中尻 智
史,二階堂 量子,橋本 総子,沖田 空,親里 嘉展, 西山
敦史,藤田 秀樹,米谷 昌彦

β遮断薬の影響で症状が遷延し管理に難渋したアナフィラキ
シーの一例

第124回 日本小児科学会
学術集会

国立京都国際会館 日本 京都 Web oral

5 学会 2021年5月15日
長谷部 匡毅,高寺 明弘,今川 幸人,吉岡 慶太,金谷
真吾,呉 東祐,小寺 孝幸, 森沢 猛, 米谷 昌彦

初期血清インスリン値による新生児低血糖の治療経過予測の
検討

第283回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 神戸 Web oral

6 学会 2021年5月15日
宇保 早希子, 二階堂 量子,相馬 健人,溝口 智子,藤
村 順也,松本 和徳,金川 温子,中尻 智史,橋本 総子,
沖田 空,親里 嘉展, 西山 敦史,米谷 昌彦

極度の偏食によりビタミンD欠乏症とカルニチン欠乏症を併発
した一例

第283回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 神戸 Web oral

7 学会 2021年5月15日
吉岡 慶太,呉 東祐,今川 幸⼈,⻑⾕部 匡毅,⾦⾕ 真
吾,⼩寺 孝幸,⾼寺 明弘,森沢 猛,⽶⾕ 昌彦

出⽣直後の免疫グロブリン投与で交換輸⾎を回避しえた
Rh(D)⾎液型不適合の1例

第283回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 神戸 Web oral

8 学会 2021年6月18日

吉岡 慶太,松本 和徳,伊藤 立人,今川 幸人,増田 祐,
溝口 智子,上村 和也,藤村 順也,金川 温子,中尻 智
史,二階堂 量子,橋本 総子,沖田 空,親里 嘉展, 西山
敦史,藤田 秀樹,米谷 昌彦

β遮断薬の影響で症状が遷延し管理に難渋したアナフィラキ
シーの一例

第34回 日本小児救急医学
会学術集会

奈良県コンベン
ションセンター

日本 奈良 Web oral

9 学会 2021年6月18日
増田 知佳,西山 敦史,清水 正樹,谷内江 昭宏,藤村
順也,親里 嘉展

川崎病を合併した熱傷後毒素性ショック症候群の１例
第34回日本小児救急医学
会学術集会

奈良県コンベン
ションセンター

日本 奈良 Web oral

10 学会 2021年7月9日
藤村 順也,上村 和也,松本 和徳,金川 温子,中尻 智
史,二階堂 量子,橋本 総子,沖田 空,藤田 秀樹,親里
嘉展,西山 敦史,石森 真吾,米谷 昌彦

当院3年間の上部尿路感染症後のDMSAシンチ施行症例の検討
第56回 日本小児腎臓病学
会

高知市文化プラザ
かるぽーと

日本 高知
Web
poster

11 学会 2021年7月11日
金谷 真吾,高寺 明弘,呉 東祐,小寺 孝幸,森沢 猛,米
谷 昌彦

一過性骨髄異常増殖症に伴う偽性高K血症において検体処理ま
での時間経過がK値に与える影響

第57回 日本周産期・新生
児医学会学術集会

シーガイアコンベ
ンションセンター

日本 宮崎
Web
poster

12 学会 2021年9月25日
溝口 智子,西田 浩輔,伊藤 立人,今川 幸人,増田 祐,
吉岡 慶太,呉 東祐,⼩寺 孝幸,⾼寺 明弘,森沢 猛,大
山 正平,芳本 誠司

無呼吸発作の精査で新生児頭蓋内出血を認め,Spontaneous
Superficial Parechymal and Leptomeningeal Hemorrhageと
考えた一例

第284回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 姫路 Web oral

13 学会 2021年9月25日 今川 幸人,増田 祐,上村 和也,藤田 秀樹 川崎病のフォロー中に診断に至った単一冠動脈の症
第284回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 姫路 Web oral

診療科名等：小児科 2021年度：2021年4月～2022年3月

学会・研究会・講演会　発表
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14 学会 2021年10月1日 宇保 早希子, 二階堂 量子,西山 敦史,
極度の偏食によりビタミンD欠乏症とカルニチン欠乏症による
痙攣重積を併発した一例

第48回 日本小児栄養消化
器肝臓病学会学術集会

ホテルブエナビス
タ

日本 松本 Web oral

15 学会 2021年10月11日 田中 愛音,金川 温子,沖田 空,親里 嘉展
「乳児期より認める脳波の速波活動を契機に診断に至ったβ-
プロペラタンパク関連神経変性症（BPAN）の一例」

第69回 日本小児神経学会
近畿地方会

日本 堺 oral

16 学会 2021年10月15日
相馬 健人, 藤村 順也, 清水 正樹，宇保 早希子, 松
本 和徳, 金川 温子, 二階堂 量子, 橋本 総子, 沖田
空, 親里 嘉展, 西山 敦史, 米谷 昌彦

「病初期に血清フェリチンの上昇を認めなかった全身型若年
性特発性関節炎の一例」

第30回 日本小児リウマチ
学会学術集会

渋谷ソラスタコン
ファレンス

日本 東京 Web oral

17 学会 2021年10月15日 相馬 健人,藤村 順也,清水 正樹,森沢 猛
病初期に血清フェリチンの上昇を認めなかった全身型若年性
特発性関節炎の1例

第30回 日本小児リウマチ
学会学術集会

WEB 日本 東京 Web oral

18 学会 2021年10月22日
伊藤 立人,⼩寺 孝幸,増田 祐,藤村 順也,松本 和徳,
金川 温子,二階堂 量子,橋本 総子,沖田 空,親里 嘉
展,西山 敦史,森沢 猛

咽頭狭窄,喉頭軟化症を呈した児に対してHFNCを導入し,哺乳
障害が改善した1例

第53回 日本小児呼吸器学
会

WEB 日本 福井 Web oral

19 学会 2021年10月22日

増田 祐, 小寺 孝幸, 伊藤 立人, 今川 幸人, 宇保
早希子, 相馬 健人, 溝口 智子, 吉岡 慶太, 呉 東
祐, 藤村 順也, 松本 和徳, 西田 浩輔, 金川 温子,
二階堂 量子, 橋本 総子, 沖田 空, 高寺 明弘, 親里
嘉展, 西山 敦史, 森沢 猛

当院における基礎疾患のない喉頭軟化症22例の臨床像と治療
介入例の特徴

第53回 日本小児呼吸器学
会

WEB 日本 福井 Web oral

20 学会 2022年2月5日
増田 祐,⼩寺 孝幸,伊藤 立人,今川 幸人,宇保 早希
子,相馬 健人,増田 祐,溝口 智子,吉岡 慶太,呉 東
祐,西田 浩輔,⾼寺 明弘,森沢 猛

当院でCOVID-19妊婦から出生した12例の診療経験
第285回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 神戸 Web oral

21 学会 2022年2月5日
小寺 孝幸,藤村 順也,松本 和徳,金川 温子,西田 浩
輔,二階堂 量子,橋本 総子,沖田 空,高寺 明弘, 親里
嘉展, 西山 敦史,森沢 猛

当院における乳幼児の気道病変に対する在宅経鼻的持続気道
陽圧療法の現状と課題

第285回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 神戸 Web oral

22 学会 2022年2月5日

大橋 浩基, 藤村 順也, 田中 愛音, 吉川 なつこ, 今
川 幸人, 吉岡 慶太, 松本 和徳, 金川 温子, 二階堂
量子, 橋本 総子, 沖田 空, 親里 嘉展, 西山 敦史,
森沢 猛

当院におけるCOVID-19入院症例に関する検討
第285回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 WEB Web oral

23 学会 2022年2月5日

吉川 なつこ, 二階堂 量子, 田中 愛音, 大橋 浩基,
吉岡 慶太, 今川 幸人, 藤村 順也, 松本 和徳, 金川
温子, 橋本 総子, 沖田 空, 親里 嘉展, 西山 敦史,
今井 幸弘, 寺尾 秀一, 森沢 猛

総合的な要因で発症した思春期の高度鉄欠乏性貧血の一例
第285回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 WEB Web oral

24 学会 2022年2月5日

今川 幸人, 金川 温子, 大橋 浩基,田中 愛音, 吉川
なつこ, 吉岡 慶太, 藤村 順也, 松本 和徳, 二階堂
量子, 橋本 総子, 沖田 空, 親里 嘉展, 西山 敦史,
瀧井 猛将, 森沢 猛

抗結核薬を使用せず軽快したBCGリンパ節炎の1例
第285回 日本小児科学会
兵庫県地方会

WEB 日本 WEB
Web
poster

25 学会 2022年2月27日
伊藤 立人,呉 東祐,親里 嘉展,西田 浩輔,金川 温
子,⼩寺 孝幸,沖田 空,⾼寺 明弘,森沢 猛,下野 九理
子

片側巨脳症を合併した結節性硬化症に対して新生児期からエ
ベロリムスを使用した1例

第35回 近畿小児科学会 大阪国際会議場 日本 大阪
Web
poster

26 学会 2022年2月27日
田中 愛音, 藤村 順也, 松本 和徳, 金川 温子, 二階
堂 量子, 橋本 総子, 沖田 空, 親里 嘉展, 西山 敦
史, 森沢 猛

1ヶ月持続した頻回の水様性下痢が食事療法で改善を得た
toddler’s diarrheaの1例 第35回 近畿小児科学会 大阪国際会議場 日本 大阪 Web oral

27 研究会 2021年7月3日 増田 祐

　
気管支喘息と考えていた縦隔腫瘍の1例 第8回 若葉小児科臨床研

究会
WEB 日本 WEB Web oral

28 研究会 2021年7月17日
溝口 智子,橋本 総子,松本 和徳,二階堂 量子,森沢
猛

ST合剤予防内服を行った乳児一過性低ガンマグロブリン血症
の1例」

第10回 関西免疫不全症研
究会

日本 大阪 oral
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29 研究会 2021年9月30日 親里 嘉展 当院でのペランパネル使用経験
第34回 播磨てんかん懇話
会

WEB 日本 WEB Web oral

30 研究会 2021年11月25日 吉岡 慶太
β遮断薬の影響で症状が遷延し管理に難渋したアナフィラキ
シーの一例

第73回 兵庫小児アレル
ギー・呼吸器懇話会

WEB 日本 神戸 Web oral

31 研究会 2022年1月26日 親里 嘉展 ペランパネル使用症例の検討
第2回 小児てんかんの臨
床課題を解決する会in播
磨

WEB 日本 WEB Web oral

32 研究会 2022年2月19日 大橋 浩基 咽頭損傷（歯ブラシによる咽頭損傷）
第9回 若葉小児科臨床研
究会

WEB 日本 WEB Web oral

33 研究会 2022年2月25日 橋本 総子 知っておきたいエピペンの使い方 アレルギー講習会 日本 高砂 oral

34 講演会 2021年11月13日 西山 敦史 市中病院での低身長診療と成長ホルモン治療 Nordicare Nurse Program WEB 日本 WEB Web oral

35 講演会 2022年2月3日 森沢　猛 赤ちゃんにやさしい病院（BFH）の目指すところ 臨床談話会
ウェルネージかこ
がわ

日本 加古川 Web oral

36 講演会 2022年3月17日 小寺 孝幸
小児の在宅NPPV、ネーザルハイフロー療法－適切なデバイス
選択と在宅での継続のコツ―

小児疾患Web seminar WEB 日本 WEB Web oral

37 その他 2022年1月15日 松本 和徳 誰でもわかる！舌下免疫療法！ 近畿PAE向け勉強会 WEB 日本 WEB Web 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 備考

1 学会 2021年5月7日 北角 英晶
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1例

第65回 日本新生児生育医
学会・学術集会

ＷＥＢ開催 日本 北海道 Web oral

2 学会 2021年9月25日 今川 幸人 川崎病のフォロー中に診断に至った単一冠動脈の症例
第284回 日本小児科学会
兵庫県地方会

ＷＥＢ開催 日本 姫路 Web oral

3 研究会 2021年9月11日 城戸 拓海
経口プロスタグランディン製剤内服で在宅に移行した両大血管右室
起始、肺動脈閉鎖の13トリソミー症例の経過

第25回 阪神小児循環器疾
患研究会

ＷＥＢ開催 日本 尼崎 Web oral

4 講演会 2021年4月15日 藤田 秀樹 学校心臓検診～運動制限と心臓突然死～
加古川・高砂心血管研究
会

ＷＥＢ開催 日本 加古川 Web oral

5 その他 2021年11月14日 藤田 秀樹 心臓病をもつこどもと感染症 「医療・生活」相談会 淡路夢舞台国際会議場 日本 淡路 oral

診療科名等：小児循環器内科 2021年度：2021年4月～2022年3月

学会・研究会・講演会　発表
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