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英文原著 1 Ceramide-CD300f binding inhibits 
lipopolysaccharide-induced skin inflammation.

Shiba E, Izawa K, Kaitani A, Isobe M, Maehara A, 
Uchida K, Maeda K, Nakano N, Ogawa H, 
Okumura K, Kitamura T, Shimizu T, Kitaura J.

J Biol Chem, 2017;292:2924-2932.

英文原著 2
Disrupting ceramide-CD300f interaction prevents 
septic peritonitis by stimulating neutrophil 
recruitment.

Izawa K, Maehara A, Isobe M, Yasuda Y, Urai M, 
Hoshino Y, Ueno K, Matsukawa T, Takahashi M, 
Kaitani A, Shiba E, Takamori A, Uchida S, Uchida 
K, Maeda K, Nakano N, Yamanishi Y, Oki T, 
Voehringer D, Roers A, Nakae S, Ishikawa J, Kinjo 
Y, Shimizu T, Ogawa H, Okumura K, Kitamura T, 
Kitaura J.

Sci Re, 2017;7:4298.

英文原著 3 Rotavirus immunization: Global coverage and local 
barriers for implementation.

Lo Vecchio A, Liguoro I, Dias JA, Berkley JA, Boey 
C, Cohen MB, Cruchet S, Salazar-Lindo E, Podder 
S, Sandhu B, Sherman PM, Shimizu T, Guarino A.

Vaccine, 2017;35:1637-1644. ○

英文原著 4 Atomoxetine ameliorates nocturnal enuresis with 
subclinical attention-deficit/hyperactivity disorder. Ohtomo Y. Pediatr Int, 2017;59:181-184.

英文原著 5 Clonidine may have a beneficial effect on refractory 
nocturnal enuresis. Ohtomo Y. Pediatr Int, 2017;59:711-713.

英文原著 6

Long-term outcome of childhood-onset complicated 
nephrotic syndrome after a multicenter, double-
blind, randomized, placebo-controlled trial of 
rituximab.

Kamei K, Ishikura K, Sako M, Aya K, Tanaka R, 
Nozu K, Kaito H, Nakanishi K, Ohtomo Y, Miura 
K, Takahashi S, Morimoto T, Kubota W, Ito S, 
Nakamura H, Iijima K; Rituximab for Childhood-
Onset Refractory Nephrotic Syndrome (RCRNS) 
Study Group.

Pediatr Nephrol, 2017;32:2071-2078.

英文原著 7
Immunosuppressive medication is not associated 
with surgical site infection after surgery for 
intractable ulcerative colitis in children.

Uchida K, Ohtsuka Y, Yoden A, Tajiri H, Kimura 
H, Isihige T, Yamada H, Arai K, Tomomasa T, 
Ushijima K, Aomatsu T, Nagata S, Otake K, 
Matsushita K, Inoue M, Kudo T, Hosoi K, Takeuchi 
K, Shimizu T.

Intractable Rare Dis Res, 2017;6:106-113.

英文原著 8
Reconsideration of the diagnosis and treatment of 
childhood migraine: A practical review of clinical 
experience.

Saito Y, Yamanaka G, Shimomura H, Shiraishi K, 
Nakazawa T, Kato F, Shimizu-Motohashi Y, Sasaki 
M, Maegaki Y.

Brain Dev, 2017;39:386-394.



英文原著 9 Fecal calprotectin rise in chronic granulomatous 
disease-associated colitis.

Nakazawa Y, Kawai T, Arai K, Tamura E, 
Uchiyama T, Onodera M. J Clin Immunol, 2017;37:741-743.

英文原著 10 5-Aminosalicylate intolerance causing exacerbation 
in pediatric ulcerative colitis. Shimizu H, Arai K, Tang J, Hosoi K, Funayama R. Pediatr Int, 2017;59:583-587.

英文原著 11
Evaluation of myocardial function according to 
early diastolic intraventricular pressure difference 
in fetuses.

Yamamoto Y, Takahashi K, Takemoto Y, 
Kobayashi M, Itatani K, Shimizu T, Itakura A, 
Takeda S.

J Am Soc Echocardiog, 2017;30:1130-1137.

英文原著 12

Measurement of aortic valve coaptation and 
effective height using echocardiography in patients 
with ventricular septal defects and aortic valve 
prolapse.

Iwashima S, Uchiyama H, Ishikawa T, Takigiku K, 
Takahashi K, Toyono M, Inoue N, Nii M. Pediatr Cardiol, 2017;38:608-616.

英文原著 13 Modelling urea-cycle disorder citrullinemia type 1 
with disease-specific iPSCs.

Yoshitoshi-Uebayashi EY, Toyoda T, Yasuda K, 
Kotaka M, Nomoto K,
Okita K, Yasuchika K, Okamoto S, Takubo N, 
Nishikubo T, Soga T,Uemoto S, Osafune K.

Biochem Biophys Res Commun, 2017;6;486:613-
619.

英文原著 14

Nucleotide substitutions in CD101, the human 
homolog of a diabetes susceptibility gene in non-
obese diabetic mouse, in patients with type 1 
diabetes.

Okuno M, Kasahara Y, Onodera M, Takubo N, 
Okajima M, Suga S, Watanabe N, Suzuki J, Ayabe 
T, Urakami T, Kawamura T, Kikuchi N, Yokota I, 
Kikuchi T, Amemiya S, Nakabayashi K, Hayashi K, 
Hata K, Matsubara Y, Ogata T, Fukami M, 
Sugihara S.

J Diabetes Investig, 2017;8:286-294.

英文原著 15 FUT2 non-secretor status is associated with Type 1 
diabetes susceptibility in Japanese children.

Ihara K, Fukano C, Ayabe T, Fukami M, Ogata T, 
Kawamura T, Urakami T, Kikuchi N, Yokota I, 
Takemoto K, Mukai T, Nishii A, Kikuchi T, Mori T, 
Shimura N, Sasaki G, Kizu R, Takubo N, Soneda S, 
Fujisawa T, Takaya R, Kizaki Z, Kanzaki S, 
Hanaki K, Matsuura N, Kasahara Y,Kosaka K, 
Takahashi T, Minamitani K, Matsuo S, Mochizuki 
H(,Kobayashi K, Koike A, Horikawa R, Teno S, 
Tsubouchi K, Mochizuki T, Igarashi Y, Amemiya S, 
Sugihara S; Japanese Study Group of Insulin 
Therapy for Childhood and Adolescent Diabetes 
(JSGIT).

Diabet Med, 2017;34:586-589.

英文原著 16 Detection of mumps virus vaccine strain in breast 
milk after postpartum vaccination.

Niizuma T, Obinata K, Kinoshita K, 
Kidokoro M, Shimizu T. Juntendo Medical Journal, 2017;63:370-372.

英文原著 17
Relationship between copper and lipids and 
atherogenic indices soon after birth in Japanese 
preterm infants of 32-35 weeks.

Shoji H, Ikeda N, Kojima C, Kitamura T, 
Suganuma H, Hisata K, Hirayama S, Ueno T, 
Miida T, Shimizu T.

J Dev Orig Health Dis, 2017;8:256-260.



英文原著 18 A pilot study of the effect of human breast milk on 
urinary metabolome analysis in infants.

Shoji H, Taka H, Kaga N, Ikeda N, Kitamura T, 
Miura Y, Shimizu T. J Pediatr Endocrinol Metab, 2017;30:939-946.

英文原著 19
Predictors of relapse and long-term outcome in 
children with steroid-dependent nephrotic 
syndrome after rituximab treatment.

Fujinaga S, Hirano D, Mizutani A, Sakuraya K, 
Yamada A, Sakurai S, Shimizu T. Clin Exp Nephrol, 2017;21:671-676.

英文原著 20
Initial combination therapy with desmopressin, 
solifenacin, and alarm for monosymptomatic 
nocturnal enuresis.

Fujinaga S, Nishizaki N, Ohtomo Y. Pediatr Int, 2017;59:383-384.

英文原著 21
Ten-year treatment with mycophenolate mofetil 
using therapeutic drug monitoring for childhood-
onset lupus nephritis in Japan.

Fujinaga S, Nishino T. Pediatr Nephrol, 2017;32:189-190.

英文原著 22

Favorable renal outcome in Japanese children with 
ANCA-associated pauci-immune 
glomerulonephritis: impact of urine screening 
program.

Fujinaga S, Nishino T. Pediatr Nephrol, 2017;32:529-530.

英文原著 23
Impact of interrupted cyclosporine treatment on the 
development of chronic nephrotoxicity in children 
with steroid-dependent nephrotic syndrome.

Fujinaga S, Urushihara Y. Pediatr Nephrol, 2017;32:1469-1470.

英文原著 24
Transition from lupus podocytopathy to diffuse 
proliferative lupus nephritis without proteinuria in 
childhood-onset systemic lupus erythematosus.

Fujinaga S, Nishino T, Mizutani A, Sakuraya K, 
Sakurai S. Clin Nephrol, 2017;87:217-219.

英文原著 25
Repeated administrations of rituximab along with 
steroids and Immunosuppressive agents in 
refractory steroid-resistant nephrotic syndrome.

Fujinaga S, Sakuraya K. Indian Pediatr, 2017;54:49-50.

英文原著 26
Antimicrobial resistance breakthrough-urinaru 
tract infections in children under antimicrobial 
prophylaxis.

Nomura T, Hisata K, Toyama Y, Sakaguchi K, 
Igarashi N, Nakao A, Matsunaga N, Komatsu M, 
Obinata K, Shimizu T.

Hiroshima Journal of Medical Sciences, 2017;66:39-
44.

英文原著 27
The role of pulmonary metastasectomy for 
hepatoblastoma in children with metastasis at 
diagnosis: Results from the JPLT-2 study.

Hishiki T, Watanabe K, Ida K, Hoshino K, Iehara 
T, Aoki Y, Kazama T, Kihira K, Takama Y, Taguchi 
T, Fujimura J, Honda S, Matsumoto K, Mori M, 
Yano M, Yokoi A, Tanaka Y, Fuji H, Miyazaki O, 
Yoshimura K, Takimoto T, Hiyama E.

J Pediatr Surg, 2017;12:2051-2055.

英文原著 28 Validation of severity assessment for acute in 
children pancreatitis.

Suzuki M, Saito N, Minowa K, Kagimoto S, 
Shimizu T. Pediatr Int, 2017;59:1127-1128.

英文原著 29 Prophylactic use of octreotide for asparaginase-
induced acute pancreatitis.

Sakaguchi S, Higa T, Suzuki M, Fujimura J, 
Shimizu T. Int J Hemato, 2017;106:266-268.



英文原著 30 An iPhone application using a novel stool color 
detection algorithm for biliary atresia screening.

Hoshino E, Hayashi K, Suzuki M, Obatake M, 
Nakano S, Taura Y, Nio M, Takahashi O. Pediatr Surg Int, 2017;33:1115-1121.

英文原著 31 Attitudes toward driver's licenses for people with 
epilepsy: 2012 versus 2014.

Okumura A, Abe S, Nakazawa M, Ikeno M, 
Igarashi A, Takasu M, Shimizu T. Pediatr Int, 2017;59:185-189.

英文原著 32 Cerebrospinal fluid Matalloproteinase-9 level in 
children with bacterial meningitis.

Tsumita A, Obinata K, Inoue S, Nakazawa T, 
Kaneko K, Okumkura A, Shimizu T. Juntendo Medical Journal, 2017;63:29-33.

英文原著 33
Evaluation of urinary IL-6 in neonates with septic 
shock treated with polymyxin B-immobilized fiber 
column.

Nishizaki N, Hirano D, Miyasho T, Obinata K, 
Shoji H, Shimizu T. Pediatr Int, 2017;59:1032-1033.

英文原著 34

Relationship between insulin-like growth factor 1, 
leptin and ghrelin levels and catch-up growth in 
small for gestational age infants of 27-31 weeks 
during neonatal intensive care unit admission.

Ohkawa N, Shoji H, Ikeda N, Suganuma H, 
Shimizu T. J Paediatr Child Healt, 2017;53:62-67.

英文原著 35 Synthetic MR Imaging in the diagnosis of bacterial 
meningitis.

Andica C, Hagiwara A, Nakazawa M, Kumamaru 
KK, Hori M, Ikeno M, Shimizu T, Aoki S. Magn Reson Med Sci, 2017;16:91-92. ○

英文原著 36 Antibiotic resistance of Helicobacter pylori  and 
eradication rate in Japanese pediatric patients.

Ikuse T, Aoyagi Y, Obayashi N, Jimbo K, Kudo T, 
Ohtsuka Y, Blanchard TG, Czinn SJ, Shimizu T. Advanced in Microbiology, 2017;7:241-252. ○

英文原著 37
A retrospective analysis of three non-invasive tests 
for initial diagnosis of Helicobacter pylori  infection 
in children.

Ikuse T, Kudo T, Obayashi N, Jimbo K, Aoyagi Y, 
Ohtsuka Y, Blanchard TG, Czinn SJ, Shimizu T. Advanced in Microbiology, 2017;7:253-264. ○

英文原著 38 A group of very preterm children characterized by 
atypical gaze patterns.

Sekigawa-Hosozawa M, Tanaka K, Shimizu T, 
Nakano T, Kitazawa S. Brain Dev, 2017;39:218-224.

英文原著 39
Pediatric admissions due to travel-related 
asthmatic attacks in Japan: A retrospective case 
series and case-control study.

Inage E, Matsubara T, Honjo A, Baba Y, Yamazaki 
S, Mori M, Suzuki K, Hara S, Nakazawa T, 
Obinata K, Ohtsuka Y, Shimizu T.

Allergol Int, 2017;66:143-145.

英文原著 40 *
Effect of O6-methylguanine-DNA 
methyltransferase methylation in 
medulloblastoma.

Kurimoto T, Kondo A, Ogino I, Fujimura J, 
Arakawa A, Arai H, Shimizu T. Mol Clin Oncol, 2017;7:1107-1111.

英文原著 41 Loss of DNA damage response in neuroblastoma 
and utility of a PARP inhibitor.

Takagi M, Yoshida M, Nemoto Y, Tamaichi H, 
Tsuchida R, Seki M, Uryu K, Nishii R, Miyamoto S, 
Saito M, Hanada R, Kaneko H, Miyano S, Kataoka 
K, Yoshida K, Ohira M, Hayashi Y, Nakagawara A, 
Ogawa S, Mizutani S, Takita J.

J Natl Cancer Inst, 2017;109(11):djx062.



英文原著 42
HLA haploidentical hematopoietic cell 
transplantation using clofarabine and busulfan for 
refractory pediatric hematological malignancy.

Takagi M, Ishiwata Y, Aoki Y, Miyamoto S, 
Hoshino A, Matsumoto K, Nishimura A, Tanaka M, 
Yanagimachi M, Mitsuiki N, Imai K, Kanegane H, 
Kajiwara M, Takikawa K, Mae T, Tomita O, 
Fujimura J, Yasuhara M, Tomizawa D, Mizutani S, 
Morio T.

Int J Hematol, 2017;105: 686-691.

英文原著 43 *
Assessment of early diastolic intraventricular 
pressure gradient in the left ventricle among 
patients with repaired tetralogy of Fallot.

Kobayashi M, Takahashi K, Yamada M,Yazaki K, 
Matsui K, Tanaka N, Shigemitsu S, Akimoto K, 
Kishiro M, Nakanishi K, Kawasaki S, Nii M, 
Itatani K, Shimizu T.

Heart Vessel, 2017;32:1364-1374.

英文原著 44 *
Pharmacologic inhibition of Notch signaling 
suppresses food antigen-induced mucosal mast cell 
hyperplasia.

Honjo A, Nakano N, Yamazaki S, Hara M, Uchida 
K, Kitaura J, Nishiyama C, Yagita H, Ohtsuka Y, 
Ogawa H, Okumura K, Shimizu T.

J Allergy Clin Immunol, 2017;139:987-996.

英文原著 45 * Impaired nephrogenesis in neonatal rats with 
oxygen-induced retinopathy.

Nakagawa M, Nishizaki N, Endo A, Someya T, 
Saito Y, Mizutani A, Hara T, Murano Y, Sakuraya 
K, Hara S, Umino D, Hirano D, Fujinaga S, 
Ohtomo Y, Shimizu T.

Pediatr Int, 2017;59:704-710.

英文原著 46 *

Evaluation of urinary aquaporin 2 and plasma 
copeptin as biomarkers of effectiveness of 
desmopressin acetate for the treatment of 
monosymptomatic nocturnal enuresis.

Hara T, Ohtomo Y, Endo A, Niijima S, Yasui M, 
Shimizu T. J Urol, 2017;198:921-7.

英文原著 47 * Treatment with infliximab for pediatric Crohn's 
disease: Nationwide survey of Japan.

Hosoi K, Ohtsuka Y, Fujii T, Kudo T, Matsunaga N, 
Tomomasa T, Tajiri H, Kunisaki R, Ishige T, 
Yamada H, Arai K, Yoden A, Ushijima K, Aomatsu 
T, Nagata S, Uchida K, Takeuchi K, Shimizu T.

J Gastroenterol Hepatol, 2017;32:114-119.

英文原著 48 Prolonged tacrolimus for pediatric gastrointestinal 
disorder: Double-edged sword?.

Hosoi K, Arai K, Matsuoka K, Shimizu H, Kamei K, 
Nakazawa A, Shimizu T, Tang J, Ito S. Pediatr Int, 2017;59:588-592.

英文原著 49 *
Mechanisms of left ventricular dysfunction 
assessed by layer-specific strain analysis in 
patients with repaired tetralogy of Fallot.

Yamada M, Takahashi K, Kobayashi M, Yazaki K, 
Takayasu H, Akimoto K, Kishiro M, Inage A, 
Yoshikawa T, Park IS, Nakanishi K, Kawasaki S, 
Shimizu T.

Circ J, 2017;81:846-854.

英文原著 50 Association of zinc and copper with clinical 
parameters in the preterm newborn.

Kojima C, Shoji H, Ikeda N, Kitamura T, Hisata K, 
Shimizu T. Pediatr Int, 2017;59:1165-1168.

英文原著 51 *

The short-stature homeobox-containing gene 
(shox/SHOX) is required for the regulation of cell 
proliferation and bone differentiation in zebrafish 
embryo and human mesenchymal stem cells.

Yokokura T, Kamei H, Shibano T, Yamanaka D, 
Sawada-Yamaguchi R, Hakuno F, Takahashi SI, 
Shimizu T.

Front Endocrinol (Lausanne), 2017;8:125.



英文原著 52 *

EP300-ZNF384 fusion gene product up-regulates 
GATA3 gene expression and induces hematopoietic 
stem cell gene expression signature in B-cell 
precursor acute lymphoblastic leukemia cells.

Yaguchi A, Ishibashi T, Terada K, Ueno-Yokohata 
H, Saito Y, Fujimura J, Shimizu T, Ohki K, 
Manabe A, Kiyokawa N.

Int J Hematol, 2017;106:269-281.

英文原著 53

ZNF384-related fusion genes consist of a subgroup 
with a characteristic immunophenotype in 
childhood B-cell precursor acute lymphoblastic 
leukemia.

Hirabayashi S, Ohki K, Nakabayashi K, Ichikawa 
H, Momozawa Y, Okamura K, Yaguchi A, Terada 
K, Saito Y, Yoshimi A, Ogata-Kawata H, Sakamoto 
H, Kato M, Fujimura J, Hino M, Kinoshita A, 
Kakuda H, Kurosawa H, Kato K, Kajiwara R, 
Moriwaki K, Morimoto T, Nakamura K, Noguchi Y, 
Osumi T, Sakashita K, Takita J, Yuza Y, Matsuda 
K, Yoshida T, Matsumoto K, Hata K, Kubo M, 
Matsubara Y, Fukushima T, Koh K, Manabe A, 
Ohara A, Kiyokawa N.

Haematologica, 2017;102:118-129.

英文原著 54 Gene expression patterns in distinct endoscopic 
findings for eosinophilic gastritis in children. Sato M, Shoda T, Shimizu H, Shimizu T, Arai K. J Allergy Clin Immunol Pract, 2017;5:1639-1649.

英文原著 55

Proteomic analysis of serum biomarkers for 
prediabetes using the Long-Evans Agouti rat, a 
spontaneous animal model of type 2 diabetes 
mellitus.

Takahashi E, Unoki-Kubota H, Shimizu Y, 
Okamura T, Iwata W, Kajio H, Yamamoto-Honda 
R, Shiga T, Yamashita S, Tobe K, Okumura A, 
Matsumoto M, Yasuda K, Noda M, Kaburagi Y.

J Diabetes Investig, 2017;8: 661-671.
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和文原著 1 市中病院小児科における小児在宅医療と課題.
大山昇一，新井真理，渋谷聖月，小池良子，井上久美
子，成高中之，馬嶋恒博，五十嵐麻依子，内藤朋巳，及
川奈央.

日本小児科学会雑誌, 2017;121:1584-1589.

和文原著 2

CQ1 小児気管支喘息患者において吸入ステロイド薬 
(ICS) で長期管理中のステップアップとして, ICS増量と

ICSに長時間作用性吸入β2刺激薬 (LABA) を追加する

方法 (ICS/LABA) のどちらが有用か?.

磯崎淳，稲毛英介，八木久子，荒川浩一. 日本小児アレルギー学会誌, 2017;31:200-207.

和文原著 3 炎症性腸疾患児のためのサマーキャンプ参加体験による
患児・親の心理的変化についての検討.

平野友梨，南部隆亮，飯塚文瑛，板橋道朗，船山理恵，
新井勝大. 小児保健研究, 2017;76:65-71.

和文原著 4 小腸機能不全関連肝機能障害に対するω3系脂肪乳剤の

効果と適応拡大の可能性.
渡邉稔彦，高橋正貴，大野通暢，田原和典，渕本康史，
塚本桂子，伊藤裕司，工藤豊一郎，新井勝大，金森豊．

日本静脈経腸栄養学会雑誌, 2017;32:977-982.

和文原著 5 NICUにおける抗菌薬適正使用を考える. 久田研，徳永康行. 日本新生児成育医学会雑誌, 2017;29:298-302.



和文原著 6 イオン飲料などの多飲によるビタミンB1欠乏症.

奥村彰久，位田忍，伊藤節子，井ノ口美香子，大浦敏
博，鈴木光幸，瀧谷公隆，土橋一重，原光彦，菊池透，杉
原茂孝，吉池信男，岡田知雄，金子一成，堤ちはる，太
田百合子，花木啓一，川上一恵，塙佳生，猪股弘明，小
國龍也，山高篤行，尾藤祐子，内田恵一，児玉浩子，森
雅亮，清水俊明.

日本小児科学会雑誌, 2017;121:953-968.

和文原著 7 小児期B型肝炎ウイルス感染者におけるB型肝炎母子感

染予防措置の実態とその後の経過に関する検討.
高野智子，田尻仁，虻川大樹，乾あやの，牛島高介，惠
谷ゆり，小松陽樹，鈴木光幸，三善陽子，村上潤. 日本小児科学会雑誌, 2017;121:1695-1701.

和文原著 8
思春期のアレルギー疾患管理(移行期医療としてのアレ

ルギー)」に寄せる　小児気管支喘息重症持続型における

呼吸機能評価とIL-33.
馬場洋介，山田啓迪，大塚宜一，寒竹正人，清水俊明. アレルギーの臨床, 2017;37:1072-1075.

和文原著 9 小児科研修における理想の新生児研修とは. 河畠恵，杉野政城，瀬谷恵，二村真琴，屋良朝太郎，結
城奏，横井克幸. 日本新生児成育医学会雑誌, 2017;29:147-150.

和文原著 10
発達障害の子どもの母親のエンパワメントと支援：ストレ
スマネジメントを取り入れたペアレントトレーニングの実
践．

篂倫子，小嶋美奈子，小林智子，田上友里加．
御茶ノ水女子大学心理臨床相談センター紀要, 
2017;19:91-97.
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英文総説 1 Stress, HPA dysfunction, inflammation, and 
psychomotor disability in preterm birth infants. Kantake M. Advances in medicine and Biology, 2017;115:13-22.
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和文総説 78 【子どもの眠り】 薬剤と睡眠 抗ヒスタミン薬、抗てんかん

薬など睡眠に影響する薬剤. 吉田登，荒井美輝，新島新一. 小児内科, 2017;49:1111-1113.

和文総説 79 【新生児・乳児消化管アレルギー】 新生児・乳児難治性下

痢症と消化管アレルギー. 米山俊之, 大塚宜一, 清水俊明. 小児外科, 2017;49:661-664.

和文総説 80 【正しく指示する　食事指導・食事療法】 乳児難治性下痢

症. 時田万英，東海林宏道，清水俊明. 小児科, 2017;58:1463-1466.
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和文著書 1 第7章 IBDエキスパートをめざして 小児IBD患者の診療. 新井勝大.
IBDを日常診療で診る　炎症性腸疾患を疑うべき症状
と、患者にあわせた治療法．日比紀文ほか（編）．羊土
社，東京．217-221.2017

和文著書 2 ③親子の関係性による要因　早産児とそれを気に病む親
—身体がちいさい，発達がゆっくり. 田中恭子.

育てにくさの理解と支援 健やか親子21（第２次）の重点課
題にむけて．秋山千枝子ほか（編集），診断と治療社，東
京．34-37.2017

和文著書 3 ③親子の関係性による要因　潔癖症の母親と少し無頓着
な息子—片づけないのが許せない. 田中恭子.

育てにくさの理解と支援 健やか親子21（第２次）の重点課
題にむけて．秋山千枝子ほか（編集），診断と治療社，東
京．45-48.2017

和文著書 4 第3章　発達障害と二次障害・関連問題とその治療的アプ

ローチ　摂食障害. 田中恭子.
知ってほしい 乳幼児から大人までのADHD・ASD・LD 
ライフサイクルに沿った 発達障害支援ガイドブック．齊藤

万比古ほか（編集），診断と治療社，東京．56-59.2017

和文著書 5 23　小児疾患 溶血性尿毒症症候群（HUS). 藤永周一郎. 今日の治療指針 2017版 私はこう治療している．福井次

矢ほか（総編集），医学書院，東京．1395－1396.2017

和文著書 6 第5章 治療 薬物療法. 藤永周一郎. 小児腎臓病学　改訂第2版　日本小児腎臓病学会（編）．

診断と治療社，東京．146-154.2017

和文著書 7 18章 腎・泌原器・生殖器疾患 ネフローゼ症候群（ステロ

イド感受性）. 藤永周一郎. 新ガイドライン準拠 小児科診断・治療指針．遠藤文夫

（総編集），中山書店，東京．713－718.2017

和文著書 8 発熱（非感染性含む）. 小松充孝. あなたも名医！徴候から見抜け！小児救急疾患. 市川光

太郎（編）．日本医事新報社，東京．40-52.2017

和文著書 9 急性腸炎. 鈴木光幸，時田章史. 総合診療専門医マニュアル 初版第1刷. 伴信太郎ほか

（編）．南江堂，東京 ．296-297.2017

和文著書 10 アミラーゼ，リパーゼ，トリプシン，エラスターゼ１. 中野聡，鈴木光幸. 小児臨床検査ガイド　第2版．水口雅ほか（編）．文光堂，

東京．135-138.2017
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英文症例報告 1
Successful preemptive donor lymphocyte infusions 
from a haploidentical donor in a boy with E2A-
HLF-positive ALL.

Hirai M, Yagasaki H, Fujimura J, Inoue M, 
Shimozawa K, Okumura H, Chin M, Takahashi S. Leuk Lymphoma, 2017;21:1-3.

英文症例報告 2

Gastric perforation and critical illness 
polyneuropathy after steroid treatment in a patient 
with encephalitis/encephalopathy with transient 
splenial lesion.

Ikeno M, Abe S, Kurahashi H, Takasu M, Shimizu 
T, Okumura A. Brain Dev, 2017;39:356-360.

英文症例報告 3 Propionibacterium acnes is an unusual cause of 
acute scrotal abscess in a preterm infant.

Nishizaki N, Okazaki T, Adachi Y, Obinata K, Shoji 
H, Shimizu T. Case Rep Urol, 2017;7942707.

英文症例報告 4 Intraperitoneal abscess in a preterm infant. Yamazaki S, Ohkawa N, Kantake M, Koyama M, 
Urushihara N, Hamazaki M, Shimizu T. SM J Pediatr, 2017;2:1005

英文症例報告 5 Lobar occulusion of pulmonary arteriovenous 
malformations with Amplatzer vascula plug.

Miyabayashi K, Furukawa T, Ohtsuki M, Kishiro 
M, Shimizu T. Pediatr Int, 2017;59:837-838.
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和文症例報告 1 β受容体遮断薬（プロプラロノール）内服が有効であった

眼瞼乳児血管腫の2例. 鎌田彩子，津久井理絵，中村明日香，大澤幸代. 日本小児皮膚科学会雑誌, 2017;36:133-138.

和文症例報告 2 消化器疾患との鑑別を要した間欠性水腎症の2例. 遠藤周，水谷亮，原太一，仲川真由，原聡，青柳陽，大友
義之，清水俊明. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:256-258.

和文症例報告 3 Acinetobacter Baumannii  によるPD関連腹膜炎の男

児例.
櫻谷浩志，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 日本小児PD・HD研究会雑誌, 2017;29: 38-40.

和文症例報告 4 BCGリンパ節炎の３例. 池尻佳奈，大山昇一. 日本小児皮膚科学会雑誌, 2017;36:49-53.

和文症例報告 5 新生児期に急性腎障害をきたし, 弁切開術および膀胱皮

膚瘻形成術を要した後部尿道弁の1例.
齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:174-177.

和文症例報告 6 感受性のある抗菌薬投与中にもかかわらずcepaciaへ菌

交代した腹膜透析関連腹膜炎.
掛川大輔，齊藤真人，西野智彦，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:215-217.

和文症例報告 7 膀胱横紋筋肉腫を併発したX-Linked Alport syndrome
の男児例.

西野智彦，齊藤真人，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:242-244.

和文症例報告 8 腎機能障害が遷延したSalmonella enteritidis感染によ

るAKIの1例.
伊藤亮，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻
井俊輔，藤永周一郎. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:249-252.

和文症例報告 9 無症候性蛋白尿で発見されたWT1遺伝子異常の2女児

例.
櫻井俊輔，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
藤永周一郎. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:263-266.



和文症例報告 10 A型インフルエンザ罹患後の急激な退行を契機に異染性

白質ジストロフィー症の診断に至った2例.
秋本智史，山田啓迪，高橋里奈，原聡，中澤友幸，大日
方薫，新井田要，大橋汁也，清水俊明. 小児科, 2017;58:203-207.

和文症例報告 11 頭血腫の増大から早期に診断し得たWiskott-Aldrich 
syndromeの一例.

秋谷梓，池野充，森真理，北村知宏，久田研，東海林宏
道，清水俊明. 日本周産期・新生児医学会雑誌, 2017;53:838-842.

和文症例報告 12 メサラジン製剤に対するアレルギー反応を認めたCrohn
病の幼児例.

新井喜康，工藤孝広，藤井徹，遠藤周，安部信平，春名
英典，青柳陽，鈴木光幸，大塚宜一，清水俊明. 小児科臨床, 2017;70:492-497.

和文症例報告 13 夜尿症と昼間尿失禁の合併例として経過観察されていた
異所性尿管の8歳女児例. 権田裕亮，西崎直人，原聡，大友義之. 夜尿症研究, 2017;22:61-64.

和文症例報告 14 性分化疾患精査中にWilms腫瘍を派遣しWT1遺伝子異

常症と診断した1男児例.
矢澤里絵子，春名英典，佐藤浩之，佐藤武志，藤村純
也，田久保憲行，長谷川奉延，清水俊明. 小児内科, 2017;49:621-625.

和文症例報告 15 超早産児として出生し, 呼吸管理に難渋したKagami-
Ogata症候群エピ変異の1例.

小嶋まゆき，池田奈帆，池野充，北村知宏，久田研，東
海林宏道，土井崇，山高篤行，牧野真太郎，板倉敦夫，
鏡雅代，清水俊明.

日本周産期・新生児医学会雑誌, 2017;53:1141-1146.

和文症例報告 16 蜂窩織炎から劇症型溶血性レンサ球菌感染症を発症し
た2例.

宮野洋希，松永展明，新妻隆広，大日方薫，木下恵司，
清水俊明. 日本小児皮膚科学会雑誌, 2017;36:183-189.

和文症例報告 17 急性腹症を疑った川崎病の1例.
真弓怜奈，鳥羽山寿子，牛牧史子，笠井悠里葉，吉田
登，竹内祥子，辻脇篤志，北村祐梨，海野大輔，大友義
之，新島新一.

心臓, 2017;49:1281-1283.

和文症例報告 18 学童期に初めて尿路感染症と診断された膀胱尿路逆流
の3例.

平井沙依子，海野大輔，齊藤真人，大友義之，新島新
一，清水俊明. 日本小児腎不全学会雑誌, 2017;37:181-184.
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特別講演 1 The effect of growth hormone treatment on brain 
metabolism in children. Niijima S. The 14th  Asian & Oceanian Congress of Child 

Neurology, Fukuoka, Japan.2017.5.13

特別講演 2 てんかん診療up to date～新規抗てんかん薬の使用法

について～. 新島新一. 練馬Epilepsy Conference，東京.2017.1.26

特別講演 3 新生児から小児のけいれん性疾患. 新島新一. 第13回北総てんかん懇話会，千葉.2017.2.4

特別講演 4 小児初期救急出動医に役立つ小児の痙攣性疾患の診か
たと初期対応～熱性けいれんを中心に～. 新島新一. 小児初期救急出動医・豊島区小児科医会合同講演会，

東京.2017.3.6

特別講演 5 小児の安全な抗ヒスタミン薬の使い方. 新島新一. 板橋区医師会学術講演会，東京.2017.3.28



特別講演 6 ADHDの臨床症状と治療の 新知見. 新島新一. 成育医療セミナー，徳島.2017.11.29

特別講演 7 小児のけいれん性疾患と 新治療. 新島新一. 第28回城東小児神経懇話会，東京.2017.12.13

特別講演 8 小児在宅医療の診療報酬. 大山昇一. 小児在宅医療技術講習会，川越.2017.1.21

特別講演 9 「埼玉県内の在宅療養児のレスパイトの現状と課題」病院
小児科から. 大山昇一. 第24回埼玉県小児在宅医療支援研究会，さいた

ま.2017.2.22

特別講演 10 小児在宅医療における診療報酬請求. 大山昇一. 第２回成人の在宅医療に関わる医師向け小児在宅講習
会，大宮.2017.3.18

特別講演 11 診療報酬から見た小児医療の過去・現在・未来 小児科勤

務医の立場から見た診療報酬の現状と課題. 大山昇一. 第120回日本小児科学会学術集会，東京.2017.4.15

特別講演 12 基幹病院から在宅医への管理移行に際する問題点—在

宅物品と診療報酬に焦点化してー. 大山昇一. 第３回世田谷小児在宅勉強会，東京.2017.6.21

特別講演 13 小児在宅医療における診療報酬と今後の小児医療の方
向性. 大山昇一. 平成29年度あいち小児在宅医療実技講習会，名古

屋.2017.10.29

特別講演 14 IBDの特殊系. 清水俊明.
厚生労働科学研究 難治性疾患克服研究事業「難治性炎

症性腸管障害に関する調査研究」平成29年度第1回総

会，東京.2017.7.19

特別講演 15 小児の炎症性腸疾患－適切な診断と治療法－. 清水俊明. 第639回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.9.9

特別講演 16 新生児期のステロイド投与によるグルココルチコイドレセ
プター遺伝子のメチル化. 寒竹正人. 第10回京都NICU懇話会，京都.2017.7.22

特別講演 17 子どもたちの出生前後の環境と将来の生活習慣病. 東海林宏道. 第3回「女性のQOLを考える」研究会，東京.2017.9.3

特別講演 18 小児がんの特殊性とトータルケア. 藤村純也. 上智大学グリーフケア人材養成講座，東京.2017.1.11

特別講演 19 小児低悪性度神経膠腫に対する治療戦略. 藤村純也. 第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.11

特別講演 20 新生児に対する急性血液浄化療法～エンドトキシン除去
療法を中心に～. 西﨑直人. 第6回千葉県周産期新生児研究会エキスパートセミ

ナー，千葉.2017.3.5



特別講演 21 おねしょから腎不全まで〜低出生体重と腎臓の多彩な関
係～. 西﨑直人. 第15回日本周産期循環管理研究会，東京.2017.5.14

特別講演 22 小児期のけいれん性疾患～熱性けいれんとてんかん～. 五十嵐鮎子. 江戸川区医師会学術講演会，東京.2017.11.15

特別講演 23 乳幼児の皮膚トラブルの予防とスキンケア. 山﨑晋. 荒川区アレルギー予防講演会，東京.2017．6.30
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招待講演 1 The effect of growth hormone treatment on brain 
metabolism in children. Niijima S. The 14th  Asian & Oceanian Congress of Child 

Neurology, Fukuoka, Japan.2017.5.13

招待講演 2 Copeptin: a potential biomarker of AVP deficiency. Ohtomo Y. 2017 Aarhus-Ghent Spring School, Copenhagen, 
Denmark.2017.6.10

招待講演 3 Up-to-date clinical practice Japanese guideline for 
nocturnal enuresis. Ohtomo Y. 4th Korea-Japan Enuresis Society Meeting, Seoul, 

Korea.2017.12.16

招待講演 4 小児てんかんの診断と 新の薬物療法について. 新島新一. 豊島区小児神経懇話会，東京.2017.1.12

招待講演 5 明日から役立つ小児の神経発達と神経疾患の診察法. 新島新一. 第27回小児連携医療研究会，埼玉.2017.3.8

招待講演 6 新規抗てんかん薬の使い分けについて. 新島新一. 千代田区てんかん懇話会，東京.2017.4.26

招待講演 7 小児遺伝性疾患の 近の考え方. 新島新一. 港区小児医療研究会，東京.2017.5.8

招待講演 8 低身長と亜鉛. 新島新一. 小児成長・栄養・微量元素勉強会，東京.2017.5.24

招待講演 9 小児家族性高コレステロール血症の診断・早期発見のた
めのファミリースクリーニング. 新島新一. 練馬FH フォーラム，東京.2017.6.1

招待講演 10 明日から役立つ小児遺伝とその考え方. 新島新一. こどもの成長に関する講演会，鹿嶋.2017.7.1

招待講演 11 明日から保護者に役立つ小児の成長・発達とその注意
点. 新島新一. 東京学芸大学平成29年度文化部第1回講演会，東

京.2017.7.5

招待講演 12 成長ホルモンが身体および脳代謝に及ぼす影響. 新島新一. 中野区希少疾病研究講演会，東京.2017.10.2



招待講演 13 結節性硬化症の主要病変に対する診断と治療. 新島新一. 結節性硬化症（TSC）研修プログラム，東京.2017.11.18

招待講演 14 小児のけいれん性疾患とその治療戦略. 新島新一. Epilepsy Forum ～てんかん治療のパラダイムシフト～，

山梨.2017.12.4

招待講演 15 小児呼吸器感染症診療の新ガイドライン. 大日方薫. 第45回浦安小児医療懇話会，千葉.2017.6.14

招待講演 16 小児呼吸器感染症診療の新ガイドライン. 大日方薫. 第105回東京小児科医会学術講演会, 東京.2017.6.18

招待講演 17 低身長児の診断と治療について. 大日方薫. 順天堂大学浦安病院 第54回医療連携フォーラム，千

葉.2017.7.13

招待講演 18 低身長児の診断と治療について 子どもの成長･発育とサ

プリメント. 大日方薫. 船橋市養護教諭会夏期研修会，千葉.2017.8.8

招待講演 19 子どもの成長とサプリメント. 大日方薫. 江戸川区医師会学術講演会，東京.2017.9.29

招待講演 20 小児呼吸器感染症診療ガイドライン2017-注目の話題. 大日方薫. 足立区医師会小児科医会学術講演会，東京.2017.11.8

招待講演 21 小児呼吸器感染症における 近の話題. 大日方薫. 平成29年度順天堂大学小児科同門会，東

京.2017.11.18

招待講演 22 実地診療に役立つ小児感染症の迅速検査診断. 大日方薫. 第22回豊島病院小児科公開勉強会，東京.2017.12.12

招待講演 23 小児の炎症性腸疾患について. 清水俊明. 第24回多摩小児感染免疫研究会，東京.2017.3.11

招待講演 24 子どもの長引く腹痛の鑑別. 清水俊明. 葛飾区小児科集談会, 東京.2017.4.18

招待講演 25 子どもの急性および慢性腹痛の診断と治療. 清水俊明. 第119回多摩小児科臨床懇話会，東京.2017.6.9

招待講演 26 子どもの健康、栄養、水分補給. 清水俊明. サントリー勉強会，東京.2017.6.23

招待講演 27 小児の便秘と下痢の診療について. 清水俊明. 江戸川区医師会学校保健委員会講演会，東
京.2017.6.28



招待講演 28 小児のヘリコバクター・ピロリ感染症と皮膚病変. 清水俊明. 第41回日本小児皮膚科学会学術大会，福井.2017.7.8

招待講演 29 小児の炎症性腸疾患－適切な診断と治療法－. 清水俊明. キッセイ薬品工業社内研修会，東京.2017.11.2

招待講演 30 小児のヘリコバクター・ピロリ感染症ーtest & treatの功

罪－. 清水俊明. 平成29年度台1回千葉県小児科医会生涯教育講座，千

葉.2017.11.5

招待講演 31 成長と治療／薬剤〜成長ホルモンを中心に. 志村直人. 江戸川区薬剤師会地区研修会，東京.2017.8.26

招待講演 32 乳児健診で気づかれた成長障害、歩行障害の乳幼児. 志村直人. 江戸川臨海小児臨床講演会，東京.2017.10.30

招待講演 33 夜尿症診療ガイドライン2016から先へ！. 大友義之. 水戸小児科医会講演会，水戸.2017.3.9

招待講演 34 診療ガイドライン2016を踏まえて、どう夜尿症の診療を行

うか. 大友義之. 第55回台東区小児科医会，東京.2017.3.23

招待講演 35 泌尿器科医への「夜尿症診療トリセツ」のご提案. 大友義之. 第155回日本泌尿器科学会，鹿児島.2017.4.22

招待講演 36 夜尿症診療ガイドライン２０１６を踏まえて、どのように診
療を進めて行くか. 大友義之. 第110回前橋赤十字病院地域連携学術講演会，前

橋.2017.4.23

招待講演 37 夜尿症の診療の実践：診療ガイドライン２016をどう扱う

か. 大友義之. 葛飾区医師会小児科医会講演会，東京.2017.5.16

招待講演 38 より良い夜尿症の診療には、小児腎臓病医と小児泌尿器
科医の支援が必要！

大友義之. 第10回宮城小児腎泌尿器研究会，仙台.2017.5.19

招待講演 39 新しいガイドラインに基づいた夜尿症診療　診断・検査・
治療UPTODATE. 大友義之. 長崎県小児科医会講演会，長崎.2017.8.31

招待講演 40 新しいガイドラインに基づいた夜尿症診療　診断・検査・
治療UPTODATE. 大友義之. 松本市小児科医会講演会，松本.2017.9.9

招待講演 41 夜尿症診療のUp-to-Date　診療ガイドライン2016から先

へ. 大友義之. 第256回刈谷・安城・碧南小児科医会講演会，刈

谷.2017.11.14

招待講演 42 小児における好酸球性消化管疾患の病態. 大塚宜一. 好酸球性疾患を考える会, 東京.2017.12.14



招待講演 43 小児心疾患 近の話題と外来に於ける心疾患児の対応

について. 稀代雅彦. 第53回静岡県東部臨床懇話会，静岡.2017.2.25

招待講演 44 小児救急について. 稀代雅彦. 水戸市県央地域定住自立圏事業 健康セミナー，茨

城.2017.11.25

招待講演 45 てんかん治療の実際 〜小児科医の立場から〜. 有井直人. 静岡県病院薬剤師会東部支部例会，三島.2017.4.12

招待講演 46 子どもの成長と成長曲線の活用ポイントについて. 有井直人. 第17回静岡県東部こども健康セミナー，三島.2017.5.27

招待講演 47 乳幼児からお年寄りまで、すべての年齢で発症する　て
んかんの正しい知識について．

有井直人. 2017年青木クリニック講演会，伊東.2017.10.17

招待講演 48 小児のけいれん. 有井直人. 済生会川口総合病院 小児の健康教室，川

口.2017.11.15

招待講演 49 小児の成長障害について. 有井直人. 熱海市子どもの成長セミナー，熱海.2017.11.29

招待講演 50 子どもの成長障害について　子どもの成長と成長曲線の
活用. 有井直人. 下田市子どもの成長セミナー，下田.2017.12.9

招待講演 51 子どもから大人まで！ライフサイクルでみるIBD. 新井勝大. 第15回所沢IBDセミナー，所沢.2017.3.3

招待講演 52 IBD患者の栄養と食事、ランチョンセミナー. 新井勝大. IBDメディカルスタッフ教育セミナー in 大阪，大

阪.2017.5.21

招待講演 53 小児IBDの治療戦略. 新井勝大. 第8回IBD若鷹の会，福岡.2017.6.25

招待講演 54 IBDの診断と治療の向上. 新井勝大. 第24回茨城県炎症性腸疾患研究会，茨城.2017.6.28

招待講演 55 小児IBDにおける治療マネジメント. 新井勝大. Pediatric IBD Biologics Meeting，東京.2017.7.13

招待講演 56 小児IBD治療の 前線と留意点. 新井勝大. IBD 新情報報告会，東京.2017.7.18

招待講演 57 若年層からのIBD治療の現状. 新井勝大.
第121回日本消化器病学会北海道支部例会・第115回日
本消化器内視鏡学会北海道支部例会ランチョンセミナー
３，札幌.2017.9.2



招待講演 58 炎症性腸疾患の子どもたちの未来を開く～小児への投与
対象拡大の取り組み. 新井勝大. Biologics Seminar for Pharmacists，東京.2017.9.30

招待講演 59 IBDの子どもたちとともに！－QOLをあげるための取り

組み－. 新井勝大. 小児炎症性腸疾患市民公開講座2017，大阪.2017.10.7

招待講演 60 小児炎症性腸疾患診療の進歩と抗TNFα抗体製剤の位

置づけ. 新井勝大. 第27回日本小児リウマチ学会総会・学術集会，京

都.2017.10.7

招待講演 61 小児IBD診療の 前線から－子供たちの未来を開く－. 新井勝大. 平成29年度厚生連薬剤師会秋季研修会，新

潟.2017.11.11

招待講演 62 小児の炎症性腸疾患 小児科と内科の連携について. 新井勝大. 第46回杏林医学学会総会における市民公開講演会，東

京.2017.11.18

招待講演 63 左室緻密化障害：子供の特徴、大人の特徴. 高橋健. 第19回エコーウインターセミナー，松本.2017.2.25

招待講演 64 TOFの術前、術後の心エコー. 高橋健. 第28回日本心エコー図学会，名古屋.2017.4.23

招待講演 65 小児の心エコー正常値をどのように考えるか. 高橋健. 第90回日本超音波学会，宇都宮.2017.5.26

招待講演 66
Assessment of cardiac function using Tissue 
Doppler Imaging and Speckle tracking imaging in 
pediatric cardiology .

高橋健. 第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.7

招待講演 67 こどもの肥満と2型糖尿病. 田久保憲行. 第16回静岡県小児糖尿病・代謝内分泌研究会，静

岡.2017.2.18

招待講演 68 こどもの糖尿病と多職種連携  -−1型糖尿病治療導入時

のポイントと、 継続的支援の重要性-− . 田久保憲行. 第18回日本子ども健康科学学会学術集会，東

京.2017.3.18

招待講演 69 小児1型糖尿病診療の実際 －症例から学ぶ新しい治療

と、 変わらないもの－. 田久保憲行. 第120回日本小児科学会学術集会，東京.2017.4.14

招待講演 70
成長障害－背が低い、背が高い・・・ 専門医に相談する

ポイントは？ 毎月計測する身長、体重の計測値を活かす

ために－.
田久保憲行. 理究社講演会，東京.2017.4.29

招待講演 71 社内勉強会：子どもの成長障害につて ー肥満はなぜ生じ

るのか、いま なぜ介入しなければならないのかー. 田久保憲行. ファイザー株式会社，東京.2017.7.3

招待講演 72 子どもの成長障害につて ー肥満はなぜ生じるのか、いま 
なぜ介入しなければならないのかー. 田久保憲行. Kanagawa Meet the Specialist，横浜.2017.7.13



招待講演 73 小児1型糖尿病診療の実際 －症例から学ぶ治療の多様

性と、 変わらないもの－. 田久保憲行. 第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.7.29

招待講演 74 小児肥満、2型糖尿病と、 それを取り巻く環境を考える ー
小児肥満症診療ガイドライン2017を概観してー. 田久保憲行. 第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.29

招待講演 75 成長障害－背が低い、背が高い・・・専門医に相談するポ
イントは？. 田久保憲行. 厚木医師会学校医部会研修会，厚木.2017.11.2

招待講演 76 子どもの心を支える～SOSを見逃さないために～. 田中恭子. 秋田県児童虐待研修，秋田.2017.2.10

招待講演 77
思春期の子どもたち ～子どもをBio Psycho Socialに捉

え支援する  米国小児科学会のBright futuresを参考に

～.
田中恭子. 日本医師会母子保健講習会，東京.2017.2.19

招待講演 78 子どものこころの発達と療養  ～アセスメントとその支援

～. 田中恭子. グロウジェクト学術記念講演会in 名古屋，名古

屋.2017.2.24

招待講演 79 慢性疾患をもつ子どもの思春期～意思決定支援～. 田中恭子. 第12 回思春期医学臨床講習会，名古屋.2017.5.12

招待講演 80 子どもの権利　小児医療の現場から. 田中恭子. 子どもの権利条約総合研究所・研究総会，東
京.2017.5.20

招待講演 81 デンバーⅡ発達判定法　判定技術養成講習会. 田中恭子. 2017年小児保健学術集会，大阪.2017.6.29

招待講演 82
ハイリスクの子どもたちの発達を支えるアセスメント　未就
学児の理想の発達評価～あかちゃんへの早期介入を何
で評価するべきか？.

田中恭子. 日本赤ちゃん学会第１７回学術集会，久留米.2017.7.9

招待講演 83 小さい頃からの『心の育ち』サポート. 田中恭子. 平成29年度 東京都小児慢性特定疾病児童等自立支援

事業 相互交流会支援，東京.2017.7.18

招待講演 84 早期発見・早期支援のために～親の要因・親子関係に関
する要因～. 田中恭子. 平成29年度厚労省「育てにくさ」を感じる親に寄り添う支

援についての研修，大阪.2017.9.6

招待講演 85 早期発見・早期支援のために～親の要因・親子関係に関
する要因～. 田中恭子. 平成29年度厚労省「育てにくさ」を感じる親に寄り添う支

援についての研修，東京.2017.9.11

招待講演 86 子どものこころを診る. 田中恭子. 知ろう小児医療守ろう子ども達の会，東京.2017.10.28

招待講演 87 慢性疾病のあるお子さんの 家族・兄弟姉妹のこころと身

体　「子ども・家族中心ケア（きょうだい支援）も含めて. 田中恭子. Ｈ29東京都小慢自立支援事業，東京.2017.11.14



招待講演 88 子どもの声を聴く～思春期心性の理解と支援～. 田中恭子. 第17回思春期の臨床講習会，東京.2017.11.19

招待講演 89 ～子どものこころと慢性疾患～ライフステージに沿った理
解と支援を考える. 田中恭子. 小児慢性特定疾病児童等自立支援事業講演会，千

葉.2017.12.8

招待講演 90 乳幼児健診での出会いから始まる子どものヘルス・スー
パ―ビジョン：乳児健診. 田中恭子. 日本小児保健協会多職種のための乳幼児健診講習会，

東京.2017.12.10

招待講演 91 ウイルスと血液疾患. 新妻隆広. 第44回浦安小児医療懇話会，千葉.2017.5.31

招待講演 92 昼間尿失禁を合併する症例への対応. 藤永周一郎. 第1回PNE研究会，大阪.2017.3.11

招待講演 93 小児特発性ネフローゼ症候群の長期予後を考えた薬物
療法. 藤永周一郎. 第17回静岡小児腎臓病学術講演会，静岡.2017.7.29

招待講演 94 TMA. 藤永周一郎. 第2回小児TMA研究会，さいたま.2017.9.6

招待講演 95 早産児の栄養管理のトピックス 5.microbiotaと予後. 久田研，清水俊明. 第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

招待講演 96 あなたの身近にも、ほら、感染症が・・・ 2. 定期予防接種

政策の進展とその成果. 久田研. 第343回順天堂医学会学術集会，東京.2017.9.14

招待講演 97 小児科領域における抗微生物薬の適正使用 2.新生児集

中治療室（NICU）での取り組み. 久田研. 第66回日本感染症学会東日本地方会学術集会，東

京.2017.11.2

招待講演 98 血友病治療における思春期の心の変化. 鈴木恭子. BAXARTA社内講演会，東京.2017.1.26

招待講演 99 血友病の管理について. 鈴木恭子. 第44回浦安小児医療懇話会，千葉.2017.5.31

招待講演 100 血友病治療における医療連携. 鈴木恭子. BAXARTA社内講演会，東京.2017.8.3

招待講演 101 成長を正しく評価するために理解しておくべきこと. 春名英典. 江東区立第三大島小学校 学校保健委員会，東

京.2017.12.14

招待講演 102 てんかん患者の成人科へのトランジッション. 安部信平. 第17回常総セミナー, つくば.2017.3.12



招待講演 103 小児腎疾患の初期診療における考え方. 海野大輔. 土屋小児病院，埼玉.2017.7.10

招待講演 104 授乳と離乳 母乳育児の利点と留意点. 北村知宏. 第120回日本小児科学会学術集会，東京.2017.4.14

招待講演 105 『新しいガイドラインに基づいた夜尿症診療』～診断・検
査・治療 up-to-date ～. 西﨑直人. 第30回近畿小児科学会LS，大阪.2017.3.12

招待講演 106 『夜尿症を診よう！』〜夜尿症診療ガイドライン2016とそ

の活用法〜. 西﨑直人. 港区医師会三田地区二七会特別講演，東京.2017.5.26

招待講演 107 新生児に対する急性血液浄化療法～エンドトキシン除去
療法を中心に～. 西﨑直人. 関西医科大学小児科水曜勉強会，大阪.2017.6.7

招待講演 108 こどものおもらし〜夜尿症（やにょうしょう）の 新事情〜. 西﨑直人. 浦安市学校保健会合同研修会，浦安.2017.7.24

招待講演 109 ガイドライン2016から考える小児夜尿症へのアプローチ. 西﨑直人. 第82回日本泌尿器科学会 東部総会LS，東

京.2017.9.16

招待講演 110 こどもの夜尿症について知っておくべき基礎知識. 西﨑直人. 第36回順天堂大学医療看護学部公開講座，浦

安.2017.10.20

招待講演 111 早産・低出生体重が与える児への長期予後〜腎臓の視
点から～. 西﨑直人. 第46回浦安小児医療懇話会，浦安.2017.10.24

招待講演 112 国内における夜尿症の実態～正しい対応とは？～. 西﨑直人. 子どもの成長支援プロジェクト・千葉まこと幼稚園，千
葉.2017.11.3

招待講演 113 こどものおねしょ・おもらし～どう対応しますか？～. 西﨑直人. 第64回日本学校保健学会学術集会LS，宮城.2017.11.5

招待講演 114 こどもの「おもらし」について知っておいてほしいこと. 西﨑直人. 子どもの成長支援プロジェクト・社会福祉法人ユーカリ福
祉会・中野みなみ保育園，東京.2017.11.18

招待講演 115 原因が特定可能な小児低身長は改善できる可能性があ
る. 庄野哲夫. 鹿行地区こどもの成長セミナー 北浦保健センター，潮

来.2017.1.30

招待講演 116 成長障害における様々な成長曲線. 庄野哲夫. ノボノルディスクファーマ外部講義研修，東京.2017.5.30

招待講演 117 日常診療で遭遇する性分化疾患. 庄野哲夫. 第45回浦安小児医療懇話会，千葉.2017.6.14



招待講演 118 マイナス2SD以下である低身長の小児は医療機関を受

診させるべきか？. 庄野哲夫. こどもの成長に関する講演会，鹿嶋.2017.7.1

招待講演 119 マイナス2SD以下である低身長の小児は医療機関を受

診させるべきか？. 庄野哲夫. 浦安市保健師研修会，浦安.2017.8.2

招待講演 120 アレルギー疾患対策基本指針策定とその後の流れ. 山田浩之. 第120回日本小児科学会学術集会，東京.2017.4.16

招待講演 121 食物アレルギー入門. 稲毛英介. 足立区子ども家庭部　保育者実務研修（教育講演），東
京.2017.6.2

招待講演 122 小児腎機能評価の基本. 櫻谷浩志. 第4回埼玉県立小児医療センターセミナー，埼

玉.2017.8.6

招待講演 123 どんな時に小児がんを疑うか？〜日常診療において注意
すべき症候・症状〜. 富田理. 小児がん地域連携推進研究会，東京.2017.12.9

招待講演 124 ガイドラインに基づく夜尿症診療. 原太一. 第46回浦安小児医療懇話会，千葉.2017.10.24

招待講演 125 てんかんの診療. 吉田登. エーザイ株式会社 社内研修会，東京.2017.7.7

招待講演 126 難治性焦点性てんかんに対し ペランパネル有効の1例. 吉田登. 小児てんかんクリニカルカンファレンスセミナー, 東
京.2017.9.28

招待講演 127 レベチラセタムの使用経験. 吉田登. 大塚製薬株式会社 社内研修会，東京.2017.11.10

招待講演 128 子どものけいれん、てんかん. 吉田登. 地域でてんかん診療を考える会，東京.2017.11.21

招待講演 129 子どもの病気と対処法. 遠山雄大. 鹿嶋市－妊娠中からの子育て講座，鹿嶋.2017.9.30

区分 番号 発表タイトル（題目・演題・課題等） 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

海外学会発表 1
Successful treatment for monosymptomatic 
nocturnal enuresis improves circadian excretion of 
antidiuretic hormone.

Ohtomo Y, Hara T, Yasui M, Shimizu T. 2017 Pediatric Academic Societ Meeting, San 
Francisco, USA.2017.5.7

海外学会発表 2
Infliximab therapy in very early onset 
inflammatory bowel disease: experience in 
Japanese children's hospital.

Arai K, Takeuchi I, Kaburaki Y, Shimizu H, Oka I, 
Nagata S.

The 50th Annual Congress of ESPGHAN, Prague, 
Czech Republic.2017.5.12

海外学会発表 3 Is nutritional therapy still Important in the biologic 
era?. Arai K. The 5th Annual Meeting of Asian Organization for 

Crohn's & Colitis, Seoul, Korea.2017.6.17



海外学会発表 4
Characteristics of very early onset-inflammtory 
bowel disease: a single center experience using a 
phenotypic classification.

Arai K, Takeuchi I, Kawai T, Oka I, Hirano Y, 
Funayama R, Onodera M, Hata K, Shimizu H.

The 4th International Symposium on Pediatric 
Inflammatory Bowel Disease, Barcelona, 
Spain.2017.9.14

海外学会発表 5 Inflammatory bowel sisease in children with special 
health care needs. Takeuchi I, Shimizu H,Oka I, Hirano Y, Arai K.

The 4th International Symposium on Pediatric 
Inflammatory Bowel Disease, Barcelona, 
Spain.2017.9.14

海外学会発表 6 Hypozincemia in children with IBD – a single 
center retrospective study -.

Funayama R, Takeuchi I, Oka I, Shimizu H, 
Yamaoka K, Nomura S, Hirano Y, Arai K.

The 4th International Symposium on Pediatric 
Inflammatory Bowel Disease, Barcelona, 
Spain.2017.9.14

海外学会発表 7
Anaerobic preparation method of solutions for fecal 
microbiota transplantation is not superior to 
conventional aerobic method.

Shimizu H, Arai K, Takeuchi I, Takahashi T, 
Asahara T, Tsuji H, Matsumoto S, Yamashiro Y.

Advances in Inflammatory Bowel Disease, Orlando, 
Florida, USA.2017.11.10

海外学会発表 8
Effects of human breast feeding and formula 
feeding on urinary prostaglandin E2 and D2 
metabolites in infants.

Shoji H, Ikeda N, Kitamura T, Ohba M, Okuno T, 
Yokomizo T, Shimizu T.

The 1st Taiwan-Korea-Japan Joint Congress on 
Neonatology, Taipei, Taiwan.2017.2.10

海外学会発表 9 Prolonged positive result of Bordetella pertussis 
real-time PCR after appropriate antibiotic therapy.

Komatsu M, Tanaka S, Igarashi N, Nakao A, 
Matsutnaga N, Hisata K, Shimizu T.

The 35th Annual Meeting of the European Society 
for Paediatric Infectious Diseases, Madrid, 
Spain.2017.5. 25

海外学会発表 10 An iPhone application using a novel stool color 
detection algorithm for biliary atresia screening.

Hoshino E, Hayashi K, Suzuki M,  Obatake M, 
Urayama K, Nakano S, Taura Y, Nio M, Takahashi 
O.

The 54th Annual Meeting of the Japanese Society 
of Pediatric Surgeons, Sendai, Japan.2017.5.11

海外学会発表 11 The relationship of chronologic age in reference to 
craniofacial morphology in children with OSA. Kawashima S, Suzuki Ｍ, Niikuni N. The 93rd Congress of the European Orthodontic 

Society, Montreux, Switzerland.2017.6.5

海外学会発表 12
Epidemiology and natural history of children with 
hepatitis C virus infection over a 30-year period: a 
nationwide survey in Japan.

Mizuochi T, Takano T, Yanagi T, Ushijima K, 
Suzuki M, Miyoshi Y, Ito Y, Inui A, Tajiri H.

2017 NASPGHAN Postgraduate Course And 
Annual Meeting, Las Vegas, NV, USA.2017.11.4

海外学会発表 13
Key molecules associated with the development of 
nodular gastritis due to Helicobacter pylori  
infection in children. 

Ikuse T, Ohbayashi N, Jimbo K, Aoyagi Y, Kudo T, 
Ohtsuka Y, Shimizu T.

The 10th World Congress on Biomarkers and 
Clinical Research, Maryland, USA.2017.10.18

海外学会発表 14 Serum ST2, but not IL-33, is elevated in children 
with food allergy due to low dose baked milk.

Baba Y, Yamada H, Yoneyama T, Honjo A, 
Yamazaki S, Inage E, Mori M, Ohtsuka Y, Kantake 
M, Shimizu T.

The 73rd Annual Meeting of American Academy of 
Allergy Asthma and Immunology, CA, 
USA.2017.3.6

海外学会発表 15
Incidence and risk factors of postnatal 
cytomegalovirus infection in very low birth weight 
infants.

Ikeda N, Shoji H, Suganuma H, Ohkawa N, 
Murano Y, Shimizu T.

The 13th World Congress of Perinatal Medicine, 
Belgrade, Serbia.2017.10.28

海外学会発表 16 Transient cholestasis in neonates with perinatal aspMurano Y, Suzuki M, Kuniyoshi H, Minowa K, 
Hisata K, Shoji H, Shimizu T.

The 13th World Congress of Perinatal Medicine, 
Belgrade, Serbia.2017.10.28

海外学会発表 17 Hydronephrosis as a significant marker of CKD in 
children with unilateral MCDK. Sakuraya K, Sakurai S, Hirano D, Fujinaga S. The 13th Asian Congress of Pediatric Nephrology, 

Kuala Lumpur, Malaysia.2017.10.6

海外学会発表 18 Evaluation of bacterial loads after antimicrobial 
treatment in group A streptococcal pharyngitis.

Nakao A, Tanaka S, Matsutnaga N, Komatsu M, 
Hisata K, Obinata K, Shimizu T.

The 35th Annual Meeting of the European Society 
for Paediatric Infectious Diseases, Madrid, 
Spain.2017.5. 25



海外学会発表 19
A case of early onset neonatal carbamoyl phosphate 
synthetase‐1 deficiency treated with continuous 
hemodialysis.

Nakagawa M, Mizutani A, Endo A. The 13th Asian Congress of Pediatric Nephrology, 
Kuala Lumpur, Malaysia.2017.10.6

海外学会発表 20 Characteristics of very early onset inflammatory 
bowel disease at a single center in Japan.

Hosoi K, Kudo T, Tokita K, Oka I, Yoshimura R, 
Arai N, Sato M, Kyodo R, Miyata E, Matsumura S, 
Obayashi N, Jimbo K, Ikuse T, Aoyagi Y, Ohtsuka 
Y, Shimizu T.

The 5th Annual Meeting of Asian Organization for 
Crohn's & Colitis, Seoul, Korea.2017.6.15

海外学会発表 21 Three cases of pediatric cerebral infarction caused 
by different mechanism.

Shima T, Abe S, Igarashi A, Ikeno M, Niijima S, 
Shimizu T.

The 14th Asian and Oceanian Congress of Child 
Neurology, Fukuoka, Japan.2017.5.12

海外学会発表 22

Intravenous pulse methylprednisolone versus 
intravenous dexamethasone therapy in children 
with mild encephalitis/encephalopathy with a 
reversible splenial lesion.

Tanaka S, Komatsu M, Sato Y, Tohyama Y, 
Sakaguchi K, Matsunaga N, Hisata K, Shimizu T.

The 35th Annual Meeting of the European Society 
for Paediatric Infectious Diseases, Madrid, 
Spain.2017.5. 25

海外学会発表 23 The effect of hydrogen-rich water intake on renal 
fibrosis in unilateral ureteral obstruction rats.

Mizutani A, Endo A, Gonda Y, Nakagawa M, 
Ohtomo Y, Shimizu T.

The 13th Asian Congress of Pediatric Nephrology, 
Kuala Lumpur, Malaysia.2017.10.6

海外学会発表 24
Assessment of early diastolic filling dynamics in 
patients with repaired tetralogy of fallot using 
semiautomatic analysis of propagation velocity.

Yazaki K, Takahashi K, Kobayashi M, Iso T, 
Yamada M, Shigemitsu S, Matsui K, Akimoto K, 
Kishiro M, Nakanishi K, Kawasaki S, Itatani K, 
Shimizu T.

Euro Echo Imaging 2018 (21th Annual Meeting of 
the European Association of Cardiovascular 
Imaging), Lisbon, Portugal.2017.12.9

海外学会発表 25 Development of suking force during from the left 
atrium to the left ventricule from infants to adults.

Iso T, Takahashi K, Yazaki K, Kobayashi M, 
Shigemitsu S, Matsui K, Kubota Y, Yamada M, 
Itatani K, Shimizu T.

Euro Echo Imaging 2017, Lisbon, Portugal.Euro 
Echo Imaging 2018 (21th Annual Meeting of the 
European Association of Cardiovascular Imaging), 
Lisbon, Portugal.2017.12.8

海外学会発表 26
Predictors of small intestine transit time of video 
capsule endoscopy in children and adolescents with 
inflammatory bowel disease.

Oka I, Funayama R, Takeuchi I, Shimizu H, 
Shimizu T, Arai K.

The 5th Annual Meeting of Asian Organization for 
Crohn's & Colitis, Seoul, Korea.2017.6.17

海外学会発表 27 Psychological approach to children with IBD: A 
single center experience.

Hirano Y, Shimizu H, Oka I, Takeuchi I, Funayama 
R, Arai K.

The 5th Annual Meeting of Asian Organization for 
Crohn's & Colitis, Seoul, Korea.2017.6.17

海外学会発表 28 Fifteen cases of pediatric Crohn's disease with anal 
fistula in single center in Japan.

Arai N, Kudo T, Aoyagi Y, Tokita K, Yoshimura R, 
Oka I, Kyodo R, Sato M, Miyata E, Hosoi K, 
Matsumura S, Obayashi N, Ikuse T, Jimbo K, 
Ohtsuka Y, Shimizu T.

The 5th Annual Meeting of Asian Organization for 
Crohn's & Colitis, Seoul, Korea.2017.6.16

海外学会発表 29 Effectiveness of biological agents for the treatment 
of pediatric Crohn's disease with anal fistula.

Arai N, Kudo T, Aoyagi Y, Tokita K, Yoshimura R, 
Oka I, Kyodo R, Sato M, Miyata E, Hosoi K, 
Matsumura S, Obayashi N, Ikuse T, Jimbo K, 
Ohtsuka Y, Shimizu T.

The Taiwan-Japan-Korea Joint Meeting & 2017 
Annual Meeting of Taiwn Society of Pediatric 
Gastroenterology, Hepatology, and Nutritoin, 
Taipei, Taiwan.2017.12.2

海外学会発表 30 Developmental problems of very low birth weight 
infants who need long-term follow-up.

Nakamura A, Hatta K, Hirai E, Koike Y, Inoue K, 
Mitomo S, Oikawa N, Hosozawa M, Iwasaki T, 
Yoshikawa N, Tanaka K, Shimizu T.

The 14th Asian and Oceanian Congress of Child 
Neurology, Fukuoka, Japan.2017.5.12



海外学会発表 31 Four cases of external genital abnormalities 
associated with WT1  mutation.

Yazawa R,  Haruna H,  Fukae T,  Ishikawa A,  
Shono T, Fujimura J, Takubo N, Yamataka A, 
Hasegawa T, Shimizu T.

The 10th International Meeting of Pediatric 
Endocrinology, Washington, USA.2017.9.15

海外学会発表 32

A novel variant of the IFIH1 gene in a Japanese 
female infant with cerebral calcification, 
thrombocytopenia, hepatosplenomegaly and severe 
inflammation.

Yanagi K, Amari S, Iso M, Minatogawa M, Kuroki 
Y, Okamura K, Nakabayashi K, Hata K, 
Matsubara Y, Ishiguro A, Kaname T,  IRUD-P.

HGVS -Implementing Pharmacogenomics in 
Modern Health Care-, Copenhagen, 
Denmark.2017.5.26
※satellite meeting the 50 th European Human 
Genetics Conference 2017.

海外学会発表 33

Variants of the CCR5 and CXCR4 genes in 
Japanese and Okinawan population detected by 
NGS analyses using pooled DNA sequencing and 
whole exome sequencing.

Kaname T, Minatogawa M, Iso M, Naritomi K, 
Yanagi K.

HGVS -Implementing Pharmacogenomics in 
Modern Health Care-, Copenhagen, 
Denmark.2017.5.26
※satellite meeting the 50 th European Human 
Genetics Conference 2017.

海外学会発表 34
A novel pathogenic variant in the SMC1A gene in a 
patient with atypical Cornelia de Lange syndrome 
identified by whole exome sequencing.

Kaname T, Yanagi K, Chinen Y, Matsui Y, Iso M, 
Kuroki Y, Ganaha A, Matsubara Y.

The 50 th European Human Genetics Conference 
2017, Copenhagen, Denmark.2017.5.27

海外学会発表 35

A novel variant of GNAI3 gene in a Japanese girl 
patient with malformed ears, microstomia, 
abnormal temporomandibular joint, and 
mandibular condyle hypoplasia.

Yanagi K, Morimoto N, Iso M, Kuroki Y, Matsui Y, 
Hayashi K, Ogata H, Nakabayashi K, Okamura K, 
Hata K, Matsubara Y, Kaname T, IRUD-P.

The 50 th European Human Genetics Conference 
2017, Copenhagen, Denmark.2017.5.27

区分 番号 発表タイトル（題目・演題・課題等） 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

国内学会発表 1 溶血発作と多様な神経症状を呈し網羅的ターゲットシーク
エンス解析で確定診断したPGK欠損症の1例.

小林あゆみ，馬場信平，鹿島田彩子，横山はるな，森山
剣光，瀬川裕子，大和田綾子，大山昇一，高木正稔，森
尾友宏.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 2 埼玉県南部地域感染防止対策地域連携の会　事務の視
点からの5年間のまとめ.

木村幸子，大山昇一，高橋栄，山崎博之，松本浩一，村
上純子，上山周一，松永保. 第11回川口市医学会総会，川口.2017.5.27

国内学会発表 3 不十分な食事摂取量が成長に影響した兄弟例. 志村直人，小山さとみ，市川剛，有阪治，清水俊明. 第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.28

国内学会発表 4 教育虐待が疑われた4例.
鈴木啓太，志村直人，五十嵐鮎子，杉田和也，藤井仁
深，塚田瑞葉，長谷川恵理， 宮野洋希，田部浩生，早川

恵子，石橋涼子.
第35回江戸川医学会，東京.2017.11.12

国内学会発表 5 難治性夜尿症の薬物治療の選択肢としてのClonidineの

有用性.
大友義之，高田大，原太一，海野大輔，遠藤周，藤永周
一郎，新島新一，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.16

国内学会発表 6 難治性夜尿症の薬物治療の選択肢としてのClonidineの

有用性. 大友義之，海野大輔，高田大，新島新一，清水俊明. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2

国内学会発表 7 医師主導治験でリツキシマブの投与を行った小児期発症
難治性ネフローゼ症候群患者の長期予後.

亀井宏一，石倉健司，佐古まゆみ，綾邦彦，田中亮二
郎，野津寛大，貝藤裕史，中西浩一，大友義之，三浦健
一郎，高橋昌里，森本哲史，久保田亘，伊藤秀一，飯島
一誠.

第60回日本腎臓学会学術総会，仙台.2017.5.27



国内学会発表 8 CLD児における出生1ヵ月以降のステロイド投与はグル

ココルチコイドレセプター遺伝子メチル化を誘導する.
寒竹正人，大川夏紀，山﨑晋，秋本智史，宮林和紀，山
田啓迪，井福真友美，齋藤暢知，清水俊明.

第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

国内学会発表 9 次世代シークエンサーは新生児医療の現場に役立つの
か. 寒竹正人. 第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 10 豊島病院小児科における新規てんかん患者の診療状況. 中澤友幸，深江俊愛，細井賢二，村野弥生，山田浩之，
宮崎菜穂. 第22回板橋区医師会医学会，東京.2017.9.2

国内学会発表 11 診断に苦慮した感染症2例．
中澤友幸，横田麗菜，深江俊愛，真弓怜奈，細井賢二，
村野弥生，山田浩之，宮崎菜穂. 第22回豊島小児科公開勉強会，東京.2017.12.12

国内学会発表 12 超早期発症型炎症性腸疾患の病型と診断アプローチの
検討.

新井勝大，清水泰岳，平野友梨，竹内一朗，丘逸宏，船
山理恵. 第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 13 小児医療の国際化を目指して サブスペシャリティの臨床

留学と修了後の選択肢. 新井勝大. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 14 超早期発症型炎症性腸疾患に対する生物学的製剤治
療. 新井勝大. 第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.22

国内学会発表 15
IBDこどもキャンプにおける、“こどもリーダー”としての参

加体験が小児期発症のIBD患者に与える心理的変化に

関する検討.

平野友梨，南部隆亮，飯塚文瑛，板橋道朗，船山理恵，
新井勝大. 第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 16 炎症性腸疾患の小児患者における低亜鉛血症の実態調
査.

船山理恵，野村智実，竹内一朗，丘逸宏，清水泰岳，平
野友梨，新井勝大. 第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 17 新生児期における先天性クロール下痢症の管理につい
て.

朝倉真理，藤永英志，丸山秀彦，竹内一朗，甘利昭一
郎，和田友香，塚本桂子，高橋重裕，新井勝大，伊藤裕
司.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 18 診断に苦慮し、インフリキシマブが有効であった超早期発
症型炎症性腸疾患の2歳例.

福嶋健志，倉信奈緒美，宮原直樹，村上潤，田中正則，
竹内一朗，新井勝大，神崎晋.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 19 腸管不全の栄養管理とその工夫 小腸機能不全患者にお

けるω3系脂肪乳剤を中心とした栄養管理.
渡辺稔彦, 朝長高太郎, 大野通暢, 田原和典, 藤野明浩, 
菱木知郎, 塚本桂子, 伊藤裕司, 新井勝大, 金森豊.

第33回日本小児外科学会秋季シンポジウム，川

崎.2017.10.28

国内学会発表 20 心膜液貯留・心膜心筋腫瘤性病変による心不全症状を契
機に、白血病が判明したDown症候群の一例.

重光幸栄，高橋健，矢﨑香奈，原田真菜，福永英生，古
川岳史，大槻将弘，玉一博之，藤村純也，稀代雅彦，清
水俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.9

国内学会発表 21 新体力テストからみた肥満児における運動能力の特性に
ついて. 大津良介，横山美佐子，伊東真理，田久保憲行. 第64回日本小児保健学会学術集会，大阪.2017.6.30

国内学会発表 22 本邦における症状を有する小児ビタミンD欠乏症の発症

率.
窪田拓生，井原健二，田久保憲行，清水俊明，塚原宏
一，大薗恵一. 第64回日本小児保健学会学術集会，大阪.2017.6.30



国内学会発表 23 インスリン抵抗性が原因と考えられた低血糖を繰り返す1
型糖尿病の1症例.

橘田一輝，田久保憲行，大津成之，柴山啓子，風張眞由
美，横田行史，石井正浩. 第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.29

国内学会発表 24 日本人ターナー症候群における腎泌尿器合併症とeGFR
を用いた腎機能評価の横断的検討.

泉田侑恵，長崎啓祐，西垣五月，佐藤真理，田久保憲
行，沼倉周彦，高橋郁子，曽根田瞬，阿部祥英，鎌崎穂
高，大津義晃，井垣純子，長谷川行洋.

第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.29

国内学会発表 25 本邦における有症状の小児ビタミンD欠乏症の発症率.

窪田拓生，中山尋文，中村好一，井原健二，大庭幸治，
北中幸子，楠田聡，小山さとみ，田久保憲行，清水俊明，
棚橋祐典，長谷川高誠，塚原宏一，長崎啓祐，長谷川行
洋，福本誠二，藤原幾磨，水野晴夫，道上敏美，依藤亨，
坂本優子，大薗恵一.

第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.29

国内学会発表 26 日本人初の低浸透度NEUROD1-MODY（MODY6）症

例の同定と臨床的特徴について.
堀川幸男，塩谷真由美，間部裕代，福嶋恵，田久保憲
行，大橋正明，池田富貴，橋本健一，綿田裕孝，武田純. 第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.30

国内学会発表 27 子どもの自立を考える　トランジションにおける子どもワー
クショップの取り組み. 田中恭子，窪田満，掛江直子，横谷進. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 28 小児コンサルテーション・リエゾンにおける多職種連携と
その課題. 田中恭子. 第119回日本小児精神神経学会，東京.2017.6.３

国内学会発表 29 当センターにおけるコンサルテーション・リエゾンの現状と
課題～とくに年代別にみた依頼内容と介入の実際～. 田中恭子. 第118回日本小児精神神経学会，札幌.2017.11.3

国内学会発表 30 当小児がんセンターにおける心理社会的支援の現状と課
題. 田中恭子. 第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.10

国内学会発表 31 ノロウイルス胃腸炎に合併した出血性ショック脳症症候群
の死亡例.

新妻隆広，秋谷梓，島田姿野，庄野哲夫，織田久之，鈴
木恭子，大日方薫，堀田千恵美，秋田真美子，小川知
子，清水正樹，清水俊明.

第13回日本小児消化管感染症研究会，大阪.2017.2.4

国内学会発表 32 LAMP法により確認された百日咳の職場内蔓延状況. 新妻隆広，粟田健太郎，秋谷梓，原太一，島田姿野，庄
野哲夫，織田久之，鈴木恭子，大日方薫，木下恵司. 第9回LAMP研究会，東京.2017.2.11

国内学会発表 33 肺炎を契機に診断したループス腎炎の2歳男児例. 新妻隆広，大日方薫，遠藤周，木下恵司，清水俊明. 第15回千葉小児膠原病懇話会，千葉.2017.3.10

国内学会発表 34 ヒトメタニューモウイルス感染症を契機に呼吸不全を呈し
た2例.

新妻隆広，秋谷梓，島田姿野，庄野哲夫，織田久之，鈴
木恭子，大日方薫，長澤耕男，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.15

国内学会発表 35 小児科における水痘ワクチン. 新妻隆広. 第207回日本小児科学会千葉県地方会，第1358回千葉

医学分科会，千葉.2017.6.11

国内学会発表 36 小児呼吸器感染症10例における次世代シークエンサー検 新妻隆広，大日方薫，長澤耕男，木村博一，清水俊明. 第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22



国内学会発表 37 小児の消化器内視鏡全国調査からみたその現状と偶発
症.

工藤孝広，虻川大樹，中山佳子，世川修，内田恵一，清
水俊明. 第44回日本小児内視鏡研究会，東京.2017.7.9

国内学会発表 38 小児小腸バルーン内視鏡に関する多施設共同前方視的
研究.

工藤孝広，萩原真一郎，井上幹大，岩間達，角田文彦，
横山孝二，梅津守一郎，吉年俊文，龍城真衣子，中山佳
子，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.20

国内学会発表 39
H.pylori 感染胃炎の内視鏡診断の進歩 胃炎の京都分

類に基づく小児及び若年成人のHelicobacter pylori 感

染胃炎の内視鏡的特徴と年齢別推移.

北條麻理子，工藤孝広，永原章仁，青柳陽，竹田努，赤
澤陽一，小森寛之，松本紘平，上山浩也，嶋田裕慈，
佐々木仁，松本健史，浅岡大介，清水俊明，渡辺純夫.

第23回日本ヘリコバクター学会学術集会，函館.2017.7.1

国内学会発表 40 腸管延長術(STEP)術後staple lineに多発潰瘍による消

化管出血をきたし広範囲小腸切除を余儀なくされた1例.
岡和田学，工藤孝広，越智崇徳，三上敬文，石井惇也，
清水俊明，山高篤行.

第33回日本小児外科学会秋季シンポジウム，川

崎.2017.10.28

国内学会発表 41 在胎30 週未満の早産児における早期のBMI 増加につ

いての検討. 東海林宏道，池田奈帆，北村知宏，久田研，清水俊明. 第1回臨床DOHaDセミナー，東京.2017.2.25

国内学会発表 42 尿メタボローム解析を用いた生後1ヵ月児における母乳栄

養の効果についての検討. 東海林宏道，池田奈帆，北村知宏，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.15

国内学会発表 43 尿メタボローム解析を用いた生後6ヵ月間の母乳栄養の

効果についての検討. 東海林宏道，池田奈帆，北村知宏，清水俊明. 第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

国内学会発表 44 母乳栄養が乳児期の尿中プロスタグランジン代謝物排泄
におよぼす影響. 東海林宏道，池田奈帆，北村知宏，清水俊明. 日本脂質栄養学会第26回大会，東京.2017.9.22

国内学会発表 45 在胎30週未満の早産児における6歳までの早期BMI再
増加についての検討.

東海林宏道，渡邊晶子，池田奈帆，大川夏紀，西﨑直
人，久田研，寒竹正人，清水俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 46 早産児における尿中コリン代謝物に関する検討. 東海林宏道，大川夏紀，森真理，菅沼広樹，北村知宏，
鈴木光幸，大塚宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 47 極低出生体重児の初期経腸栄養管理に関する全国調
査.

芦名満理子，藤岡一路，戸津五月，東海林宏道，宮沢篤
生，和田和子，飯島一誠，森岡一朗.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 48
成分栄養剤を用いた栄養管理の適正化を目指した多施
設共同研究－乳幼児の脂溶性ビタミン欠乏の予備調査
－.

船山理恵，竹内一朗，東海林宏道．南部隆亮，神保圭
佑，原朋子，工藤孝広，丘逸宏，清水泰岳，野村伊知郎，
山岡和枝，清水俊明，新井勝大.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 49
Successful therapy of nephrotic IgA nephropathy 
with pulse methylprednisolone followed by 
prednisolone and tonsillectomy.

Fujinaga S. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.1

国内学会発表 50 小児期ネフローゼ症候群発症の 重症IgA腎症に対する 
早期ステロイドパルス療法の有効性. 藤永周一郎. 第47回日本腎臓病学会東部学術集会, 横浜.2017.10.29

国内学会発表 51 2016/2017シーズンにおける感染性胃腸炎入院患者のマ

ルチプレックスPCR法による原因微生物解析. 鈴木恭子，新妻隆広，木下恵司，大日方薫. 第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22



国内学会発表 52 小児がんやその他基礎疾患を有する小児患者の旅行の
際の情報診療提供のあり方について.

鈴木恭子，庄野哲夫，村田健介，石原唯史，織田久之，
新妻隆広，大日方薫.

第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.10

国内学会発表 53 頚部Schwannomaの1小児例. 三上敬文，小笠原有紀，鈴木恭子，大日方薫，岡崎任晴. 第207回日本小児科学会地方会，第1358回千葉医学分

科会，千葉.2017.6.11

国内学会発表 54 虐待が疑われた小児患者における皮膚所見：当院におけ
る 近2年間の検討.

小川悠，鈴木恭子，新妻隆広，一宮紀子，木村有太子，
須賀康，大日方薫. 第41回日本小児皮膚科学会学術大会，福井.2017.7.8

国内学会発表 55 Langerhans細胞組織球症（Letterer-Siwe病）の1例. 一宮紀子，秋山和子，根木修，木村有太子，高森健二，
須賀康，鈴木恭子. 第41回日本小児皮膚科学会学術大会，福井.2017.7.8

国内学会発表 56 未熟奇形腫の治療戦略－小児での診療－. 藤村純也. 第55回日本癌治療学会学術集会，横浜.2017.10.22

国内学会発表 57 肝芽腫の外科治療戦略と画像支援.

菱木知郎，渡邉健一郎，井田孔明，星野健，家原知子，
青木由貴，風間理郎，大平健太郎，高間勇一，田口智
章，藤村純也，本多昌平，松本公一，森麻希子，矢野道
広，横井暁子，田中祐吉，藤浩，宮嵜治，吉村健一，瀧本
哲也，檜山英三.

第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.9

国内学会発表 58 急性膵炎再発後にSPINK1遺伝子変異が同定された8歳

女児例.
井上聡，東道公人，木村学，浅井大介，小林奈歩，藤井
法子，大前禎毅，長村敏生，鈴木光幸. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 59 近30年間の小児C型肝炎353例の疫学的特徴：

AMED研究事業全国調査第1報.
水落建輝，高野智子，柳忠宏，牛島高介，鈴木光幸，三
善陽子，乾あやの，田尻仁. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 60 乳児Niemann-Pick Type C2症例における尿中異常胆

汁酸.
入戸野博，武井一，成高中之，鈴木光幸，塩田光隆，梅
津守一郎，十河剛，乾あやの，飯田隆，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 61 高ウイルス量妊婦への核酸アナログ投与によるB型肝炎

ウイルス母子感染予防.
杉浦時雄，遠藤剛，伊藤孝一，鈴木光幸，三善陽子，高
野智子，田尻仁，田中靖人. 第53回日本肝臓学会総会，東京.2017.6.8

国内学会発表 62 B型肝炎母子感染予防不成功例の原因と経過に関する

検討.
高野智子，田尻仁，田中靖人，虻川大樹，乾あやの，牛
島高介，惠谷ゆり，鈴木光幸，三善陽子，四柳宏. 第53回日本肝臓学会総会，東京.2017.6.9

国内学会発表 63 高ウイルス量妊婦への核酸アナログ投与によるB型 肝炎

ウイルス母子感染予防.
若野泰宏，戸川貴夫，遠藤 剛，伊藤孝一，杉浦時，齋藤

伸治，鈴木光幸，三善陽子.
第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.15

国内学会発表 64 高ウイルス量妊婦への核酸アナログ投与によるB 型肝炎

ウイルス母子感染予防.
杉浦時雄，遠藤剛，伊藤孝一，田中靖人，高野智子，田
尻仁，三善陽子，鈴木光幸. 第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16

国内学会発表 65 小児C型肝炎147例の肝組織学的特徴：AMED研究事

業全国調査第2報.
水落建輝，高野智子，柳　忠宏，牛島高介，鈴木光幸，三
善陽子，伊藤嘉規，乾あやの，田尻仁. 第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16

国内学会発表 66 小児期ウイルス性肝炎のオンライン登録システムの現状
と有用性について.

高野智子，田尻仁，虻川大樹，乾あやの，惠谷ゆり，鈴木
光幸，水落建輝，三善陽子，村上潤. 第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16



国内学会発表 67 沖縄県における尿中硫酸抱合型胆汁酸測定による新生
児胆道閉鎖症スクリーニングの実際.

鈴木健，金城僚，鈴木光幸，連利博，星野絵里，大畠雅
之，仁尾正記，山城雄一郎.

第44回日本マススクリニング学会学術集会，秋

田.2017.8.18

国内学会発表 68 近30年の小児C型肝炎の疫学的特徴：自然歴と肝組

織像に関する全国調査.
水落建輝，高野智子，牛島高介，鈴木光幸，三善陽子，
乾あやの，田尻仁.

第25回日本消化器関連学会週間JDDW2017，福

岡.2017.10.12

国内学会発表 69 携帯メールを用いた便色判定法の効果と課題.
濟陽寛子，石山明日香，中村弘樹，藤原なほ， 宮野剛，
鈴木光幸，牧野真太郎，板倉敦夫，竹田省，清水俊明，
山高篤行.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.20

国内学会発表 70 海外からの乾燥濾紙尿による先天性胆汁酸代謝異常症
の診断.

武井一，成高中之，鈴木光幸，飯田隆，村井毅，黒澤隆
夫，木村昭彦，入戸野博. 第39回胆汁酸研究会，筑波.2017.11.11

国内学会発表 71 肺炎球菌・Hibワクチン定期接種以降、当院で経験した細

菌性髄膜炎についての検討.
安部信平，嶋泰樹，五十嵐鮎子，池野充，新島新一，清
水俊明. 第59回日本小児神経学会学術集会, 大阪.2017.6.15

国内学会発表 72 異なる経過で欠神発作が出現した前頭葉てんかんの3例. 安部信平，嶋泰樹，新島新一，清水俊明. 第51回日本てんかん学会学術集会，京都.2017.11.4

国内学会発表 73 生後3日目からeverolimusを投与した心臓横紋筋腫合併

の結節性硬化症例.
池野充，五十嵐鮎子，安部信平，中澤友幸，中島円，菅
野秀宣，新島新一，清水俊明. 第59回日本小児神経学会学術集会, 大阪.2017.6.16

国内学会発表 74 脳腫瘍に合併した 非けいれん性てんかん重積. 池野充. 第1回文京てんかん研究会，東京.2017.7.27

国内学会発表 75 尿中サイトカインを用いた 早産児に対する エンドトキシン

除去療法の効果判定.
西﨑直人，平野大志，横山美華子，大日方薫，仲川真
由，宮庄拓，清水俊明.

第21回エンドトキシン血症救命治療研究会，東

京.2017.2.11

国内学会発表 76 夜尿症患者における血中イオン化マグネシウムの検討. 西﨑直人，横山美華子，原太一，清水俊明. 第28回日本夜尿症学会学術集会，旭川.2017.7.15

国内学会発表 77 夜尿症患者における後期早産（Late preterm）の影響. 西﨑直人，田所愛弓，横山美華子，原太一，海野大輔，
大友義之，清水俊明. 第28回日本夜尿症学会学術集会，旭川.2017.7.15

国内学会発表 78 急性陰嚢症との鑑別を要したPropionibacterium acnes
による陰嚢内膿瘍の早産児例. 西﨑直人，岡崎任晴，大日方薫，清水俊明. 第17回静岡小児腎臓病学術講演会，静岡.2017.7.29

国内学会発表 79 夜尿症患者における在胎週数および出生体重の検討. 西﨑直人，田所愛弓，海野大輔，平野大志，大日方薫，
大友義之，東海林宏道，清水俊明. 第6回日本DOHaD学会学術集会，東京.2017.8.26

国内学会発表 80 夜尿症患者における在胎週数および出生体重の検討. 西﨑直人，大日方薫，東海林宏道，清水俊明. 第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 81 急性陰嚢症との鑑別を要したPropionibacterium acnes
による陰嚢内膿瘍の早産児例.

西﨑直人，岡﨑任晴，細野優，大日方薫，東海林宏道，
清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22



国内学会発表 82 腸間膜裂孔ヘルニアにより消化管穿孔を生じた超低出生
体重児の1例.

青木良輔，石井惇也，小笠原有紀，西﨑直人，山田進，
大日方薫，岡崎任晴.

第207回日本小児科学会千葉県地方会，第1358回千葉

医学分科会，千葉.2017.6.11

国内学会発表 83 症候性動脈管開存症により急性腎障害が遷延し持続血
液透析管理を要した1例. 才田謙，西﨑直人. 第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

国内学会発表 84 精巣周囲に膿瘍形成を認めた超低出生体重児の1例. 石井惇也，小笠原有紀，西﨑直人，足立優，大日方薫，
岡崎任晴.

第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

国内学会発表 85 当院で早発型敗血症性ショックを発症し、PMX-DHP療

法を施行した新生児における母体リスク因子の検討.

小泉朱里，田嶋敦，西﨑直人，瀬山理惠，石田ゆり，大
塚彩，笠原華子，山田敦子，宮国泰香，鈴木千賀子，野
島美知夫，吉田幸洋.

第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

国内学会発表 86 減衰伝導特性ならびにATP感受性を示した左側副伝導

路を介する房室回帰性頻拍の1例.
福永英生，関田学，田中登，古川岳史，田渕晴名，大槻
将弘，林英守，高橋健，稀代雅彦，清水俊明.

第28回日本Pediatric Interventional Cardiology学会

学術集会，東京.2017.1.26

国内学会発表 87 減衰伝導特性ならびにATP感受性を示す左側副伝導路

を介した房室回帰頻拍の2小児例.

福永英生，関田学，田中登，原田真菜，松井こと子，古川
岳史，田渕晴名，大槻将弘，林英守，高橋健，稀代雅彦，
清水俊明.

日本不整脈心電学会アブレーション関連大会2017，札

幌.2017.7.7

国内学会発表 88 心臓横紋筋腫に対する新生児期のエベロリムス投与経験
福永英生，池野充，田中登，松井こと子，原田真菜，古川
岳史，大槻将弘，高橋健，秋元かつみ，稀代雅彦，清水
俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.9

国内学会発表 89 カテコラミン誘発性多形心室頻拍（CPVT）に対し、皮下 
植込み型除細動器（S-ICD）植込みを行った 9 歳男児例.

福永英生，林英守，中西啓介，田中登，松井こと子，原田
真菜，古川岳史，田渕晴名，高橋健，稀代雅彦，関田学，
清水俊明.

第22回小児心電学会学術集会，徳島.2017.11.24

国内学会発表 90 ダウン症候群を合併したFontan candidateの臨床経過.
古川岳史，田中登，松井こと子，原田真菜，福永英生，大
槻将弘，高橋健，稀代雅彦，清水俊明，中西啓介，川﨑
志保理.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.8

国内学会発表 91 極低出生体重児における学童期の行動・情緒発達につ
いて.

岩崎友弘，吉川尚美，八田京子，細澤麻里子，東海林宏
道，清水俊明，大川夏紀，寒竹正人.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.12

国内学会発表 92 在宅医療にむけて動脈管ステント留置を行った
18trisomyの2症例.

石垣瑞彦，金成海，田邊雄大，小野頼母，佐藤慶介，芳
本潤，満下紀恵，新居正基，大川夏紀，岩崎友弘，田中
靖彦.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 93 本症例は NSAKI か. 遠藤周，水谷亮，仲川真由. 第8回 御茶ノ水小児腎カンファレンス，東京.2017.9.5

国内学会発表 94 消化器疾患との鑑別を要した間欠性水腎症の2例. 遠藤周，水谷亮，原太一，仲川真由，原聡，青柳陽，大友
義之，清水俊明.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.21

国内学会発表 95 当科における大腸内視鏡検査：過去10年間の検討. 神保圭佑，工藤孝広，新井喜康，京戸玲子，佐藤真教，
宮田恵理，細井賢二，青柳陽，大塚宜一，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 96 川崎病患児における便中蛋白漏出と腸管粘膜血流に関
する検討.

神保圭佑，新井喜康，吉村良子，京戸玲子，佐藤真教，
宮田恵理，細井賢二，松村成一，青柳陽，工藤孝広，大
塚宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21



国内学会発表 97 川崎病（KD）患児における便中α1-アンチトリプシン（Sα1-
AT）と腸管粘膜血流測定に関する検討.

神保圭佑，時田万英，丘逸宏，新井喜康，吉村良子，京
戸玲子，佐藤真教，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大
林奈穂，幾瀨圭，青柳陽，工藤孝広，大塚宜一，清水俊
明.

第3回小児超音波研究会，つくば.2017.11.11

国内学会発表 98 繰り返す下血を契機に発見された小児横行結腸血管腫
の1例.

小坂征太郎，越智崇徳，古賀寛之，神保圭佑，青柳陽，
工藤孝広，清水俊明，山高篤行. 第54回日本小児外科学会学術集会，仙台.2017.5.11

国内学会発表 99 小児気管支喘息における新たなバイオマーカーの検討－
乳児喘息におけるIL-1RL1/ST2の役割－.

馬場洋介，山田啓迪，山﨑晋，有井直人，大塚宜一，寒
竹正人，清水俊明. 第69回静岡小児アレルギー研究会，静岡.2017.2.25

国内学会発表 100 新生児先天性完全房室ブロックに対する一時ペーシング
法の工夫：経臍静脈アプローチ.

原田真菜，重光幸栄，古川岳史，福永英生，大槻将弘，
高橋健，稀代雅彦，秋元かつみ，清水俊明，中西啓介，
川崎志保理.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.6.28

国内学会発表 101 左冠動脈肺動脈起始症に対して肺動脈側左冠動脈開口
部パッチ閉鎖術を施行した1乳児例:中間報告.

原田真菜，古川岳史，福永英生，大槻将弘，高橋健，稀
代雅彦，秋元かつみ，清水俊明，中西啓介，川崎志保理.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.8

国内学会発表 102 両側両方向性グレン術後の左末梢性肺動脈狭窄に対し
てハイブリッド手術でステント留置した1例.

松井こと子，古川岳史，田中登，原田真菜，福永英生，大
槻将弘，高橋健，稀代雅彦，清水俊明.

新宿・御茶ノ水臨床小児肺循環カンファレンス，東
京.2017.6.7

国内学会発表 103 拡張型心筋症を合併した完全房室ブロックに対し心臓再
同期療法が有効であった幼児症例.

松井こと子，福永英生，田中登，重光幸栄，原田真菜，古
川岳史，大槻将弘，高橋健，瀧聞浄宏，安河内聰，清水
俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.9

国内学会発表 104 小児領域のC型慢性肝炎に対する直接作用型抗ウイル

ス薬の使用経験とその治療成績.
箕輪圭，鈴木光幸，田尻仁，高野智子，田中靖人，清水
俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 105
膵炎発作のコントロールが良好であるにも関わらず膵石
灰化の進行を呈したSPINK1遺伝子変異に伴う慢性膵

炎の1例.

箕輪圭，平井沙依子，中野聡，齋藤暢知，鈴木光幸，清
水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.20

国内学会発表 106
進行性家族性肝内胆汁うっ滞症2 型（PFIC2）に対する
医薬品開発に向けたフェニル酪酸ナトリウムの医師主導
型治験について（進捗状況報告）.

林久允，近藤宏樹，長谷川泰浩，別所一彦，箕輪圭，虻
川大樹，村上潤，水落建輝，乾あやの. 第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16

国内学会発表 107 両大血管右室起始症心内修復術後の遠隔期に感染性心
内膜炎を発症し大動脈弁置換術を施行した1例.

田中登，中西啓介，松井こと子，原田真菜，古川岳史，福
永英生，大槻将弘，高橋健，稀代雅彦，川崎志保理，清
水俊明.

日本心エコー図学会第28回学術集会，名古

屋.2017.4.21

国内学会発表 108 乳児期早期に発症した発作性上室性頻拍の4例.
田中登，足立優，鳥羽山寿子，松井こと子，原田真菜，古
川岳史，福永英生，大槻将弘，高橋健，稀代雅彦，清水
俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.7

国内学会発表 109 待機的に手術に至った乳児特発性僧帽弁腱索断裂の1
例.

鳥羽山寿子，福永英生，古川岳史，大槻将弘，高橋健，
秋元かつみ，稀代雅彦，中西啓介，川﨑志保理，新島新
一，清水俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.8

国内学会発表 110 当院での VUR の管理と内視鏡下注入療法に関する検

討. 五十嵐成，海野大輔，田中奈々，浦尾正彦，大友義之. 第25回日本逆流性腎症フォーラム，名古屋.2017.1.28



国内学会発表 111 多嚢胞性異形成腎の腎機能予後. 櫻谷浩志，大澤一郎，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，
櫻井俊輔，藤永周一郎，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 112 特発性ネフローゼ症候群の初回再発時ステロイド治療 －
治療量が少ないと頻回再発のリスクになるか？－.

櫻谷浩志，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.1

国内学会発表 113 小児期発症の特発性膜性腎症におけるステロイド治療の
是非.

櫻谷浩志，齊藤真人，西野智彦，草場香菜子，富井祐
治，掛川大輔，藤永周一郎. 第18回東京腎炎・ネフローゼ研究会，東京.2017.6.24

国内学会発表 114 片側性多嚢胞性異形成腎のCAKUT合併による腎機能

への影響.
櫻谷浩志，齊籐真人，西野智彦，富井祐治，掛川大輔，
藤永周一郎.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.21

国内学会発表 115 シクロスポリンの効果は一時的であったACTN4新規遺

伝子変異を伴うFSGS男児例. 櫻谷浩志，藤永周一郎，中西啓太，野津寛大. 第47回日本腎臓病学会東部学術大会，横

浜.2017.10.29

国内学会発表 116 膀胱皮膚瘻形成術後も高血圧が持続した後部尿道弁の
乳児例. 西野智彦，富井祐治，掛川大輔，櫻谷浩志，藤永周一郎. 第24回小児高血圧研究会，福岡.2017.8.26

国内学会発表 117 末期腎不全で発見されたANCA関連腎炎の一例. 江花涼，西野智彦，富井祐治，掛川大輔，櫻谷浩志，藤
永周一郎. 第8回小児御茶ノ水腎カンファレンス，東京.2017.9.15

国内学会発表 118 PD導入を選択しなかった13歳重症心身障害男児の一

例. 掛川大輔，西野智彦，富井祐治，櫻谷浩志，藤永周一郎. 第31回小児PD/HD研究会，札幌.2017.11.2

国内学会発表 119 末期腎不全で発見された顕微鏡的多発血管炎の13歳女

児. 西野智彦，富井祐治，掛川大輔，櫻谷浩志，藤永周一郎. 第31回小児PD/HD研究会，札幌.2017.11.3

国内学会発表 120 ステロイドパルス療法により一過性の腎機能増悪を呈し
た重症ループス腎炎の1例.

富井祐治，平野紗智子，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩
志，藤永周一郎. 第13回埼玉小児腎・膠原病研究会，埼玉.2017.11.24

国内学会発表 121 末期腎不全へ至ったANCA関連血管炎の1例. 江花涼，西野智彦，富井祐治，櫻谷浩志，藤永周一郎. 第170回日本小児科学会埼玉地方会, 埼玉.2017.12.3

国内学会発表 122 両側Wilms腫瘍治療中の腎合併症管理に難渋した2例. 富田理，石橋武士，鮫島麗子，玉一博之，栗本朋子，寺
尾梨江子，高田オト，藤村純也. 日大症例検討会, 東京，板橋.2017.1.7

国内学会発表 123 治療の同意が得られなかった骨肉腫の1例. 富田理，石橋武士，鮫島麗子，玉一博之，栗本朋子，寺
尾梨江子，高田オト，藤村純也. 3病院合同症例検討会，東京.2017.1.27

国内学会発表 124 下大静脈への腫瘍進展を認めた神経芽腫2例の検討. 富田理，松山友紀，石橋武士，玉一博之，栗本朋子，寺
尾梨江子，高田オト，藤村純也，清水俊明.

第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.9

国内学会発表 125 Strategy for Isolation and Analysis of Mucosal 
Mesenchymal Cells. 松村成一.

Annual International Workshop on Mucosal 
Immunology and Vaccine for Young Investigators 
2017, Yatsugatake, Japan.2017.7.5



国内学会発表 126 嚢胞性腎芽腫の6か月女児例. 石橋武士，松山友紀，富田理，玉一博之，栗本朋子，高
田オト，藤村純也. 第46回小児血液腫瘍症例検討会，東京.2017.6.3

国内学会発表 127 化学療法を先行して治療を行ったWilms腫瘍8例の検討. 石橋武士，松山友紀，富田理，玉一博之，栗本朋子，寺
尾梨江子，高田オト，藤村純也，清水俊明.

第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.9

国内学会発表 128 当院での2週間健診の取り組みについて.
井上久美子，小池良子，及川奈央，熊山夏奈，酒井明
美，成川睦美，高橋かおり，増田裕子，佐藤泰子，大山昇
一.

第54回埼玉県医学会総会，さいたま.2017.2.26

国内学会発表 129 生来健康な14歳女児に発症した急性硬膜外膿瘍の1例. 海老原慎介，権田裕亮，田中裕子，岩崎卓朗，小林真
紀，木下恵司.

第13回埼玉県東部地区小児救急医療研究会，埼

玉.2017.12.1

国内学会発表 130 多臓器不全を伴う高アンモニア血症に対して持続血液透
析を行い救命し得たCPS1欠損症疑いの新生児例. 仲川真由，池田奈帆，久田研，清水俊明. 第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 131 外科治療が奏功した、片側顔面けいれんの一例. 中澤美賀，池野充，安部信平，五十嵐鮎子，中澤友幸，
新島新一，清水俊明. 第59回日本小児神経学会学術集会, 大阪.2017.6.15

国内学会発表 132 非けいれん性てんかん重積をきたした髄芽腫の一例. 中澤美賀，池野充，安部信平，中澤友幸，中島円，菅野
秀宣，新島新一，清水俊明. 第51回日本てんかん学会学術集会，京都.2017.11.4

国内学会発表 133 当院における過去5年間の急性巣状細菌性腎炎の臨床

像のまとめ. 原太一，西﨑直人，横山未華子，岡﨑任晴，大日方薫. 第26回日本小児泌尿器科学会学術集会，名古

屋.2017.7.6

国内学会発表 134 当院におけるvery-early-onset IBD患者10例の検討.
細井賢二，工藤孝広，時田万英，新井喜康，佐藤真教，
京戸玲子，宮田恵理，神保圭佑，幾瀨圭，青柳陽，大塚
宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.22

国内学会発表 135 本邦における超早期発症型炎症性腸疾患の疫学的全国
調査.

細井賢二，工藤孝広，新井勝大，清水泰岳，大塚宜一，
内田恵一，田尻仁，鈴木康夫，清水俊明. 第8回日本炎症性腸疾患学会学術集会，東京.2017.12.1

国内学会発表 136 不明熱精査のための腹部超音波検査が診断の契機と
なったBartonella henselase感染症の1例.

横田麗菜，深江俊愛，加藤幸恵，中尾彰裕，村野弥生，
宮崎菜穂，中澤友幸，望月幹彦，足立拓也，清水俊明.

第634回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.2.18

国内学会発表 137 急性腎不全を呈した重症新生児仮死の検討.
淡路敦子，平林将明，森谷菜央，緒方公平，日根幸太
郎，玉置一智，水書教雄，荒井博子，川瀬泰浩，与田仁
志.

第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.16

国内学会発表 138 当院産科新生児室における新生児のUB値を用いた黄疸

管理について.
淡路敦子，大川夏紀，田所愛弓，粟田健太郎，宮林和
紀，江原尚弘，齋藤暢知，池田奈帆，寒竹正人. 第16回日本新生児黄疸管理研究会，高松.2017.9.16

国内学会発表 139 当院で入院管理を行った母体バセドウ病より出生した新
生児甲状腺機能亢進症の2例.

淡路敦子，平林将明，森谷菜央，緒方公平，日根幸太
郎，玉置一智，水書教雄，荒井博子，川瀬泰浩，与田仁
志.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.12

国内学会発表 140 急性腎不全にて腹膜透析を施行した新生児仮死.
淡路敦子，平林将明，森谷菜央，緒方公平，日根幸太
郎，玉置一智，水書教雄，荒井博子，川瀬泰浩，与田仁
志.

城南新生児未熟児研究会，東京.2017.11.1



国内学会発表 141
ACH-Σを用いた新生児に対するPMX-DHPを行う際の

工夫. 橋本詩織，渡部雄介，山本信章，毎熊敦子，西﨑直人，
高原久嗣，林野久紀.

第21回エンドトキシン血症救命治療研究会，東

京.2017.2.11

国内学会発表 142 LHの抑制が困難な中枢性特発性思春期早発症の1例.
石川有希美，深江俊愛， 矢澤里絵子，清水ゆう，山口里
恵，福嶋恵，庄野哲夫，春名英典，田久保憲行，新島新
一，清水俊明.

第90回日本内分泌学会学術総会，京都.2017.4.21

国内学会発表 143 尿道下裂の精査を契機に診断に至ったSRY陰性の

46,XX testicular DSDの1例.

石川有希美，深江俊愛， 矢澤里絵子，清水ゆう，山口里
恵，福嶋恵，庄野哲夫，春名英典，田久保憲行，清水俊
明.

第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.29

国内学会発表 144 日齢2に心肺停止で発症した極長鎖アシルCoA脱水素酵

素（VLCAD）欠損症の一例.
滝崎奈穂，花川純子，沼沢慶太，土岐真智子，石川有希
美，朝倉由美，安達昌功，室谷浩二.

第349回日本小児科学会神奈川県地方会，横

浜.2017.11.18

国内学会発表 145 歯ブラシによる口腔内穿通性損傷の1例.
小池良子，馬嶋恒博，澁谷聖月，新井真理，井上久美
子，池尻佳奈，成高中之，五十嵐麻依子，内藤朋巳，及
川奈央，大山昇一.

第167回日本小児科学会埼玉地方会，浦和.2017.2.18

国内学会発表 146 歯ブラシによる口腔内穿通性損傷の2例.
小池良子，馬嶋恒博，澁谷聖月，新井真理，井上久美
子，成高中之，五十嵐麻依子，内藤朋巳，及川奈央，大
山昇一.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.16

国内学会発表 147 心因性多飲多尿の1例.
新井真理，尾川裕美，澁谷聖月，小池良子，井上久美
子，成高中之，五十嵐麻依子，内藤朋巳，及川奈央，馬
嶋恒博，大山昇一.

第167回日本小児科学会埼玉地方会，浦和.2017.2.18

国内学会発表 148 胎児期発症心房粗動の一例.
澁谷聖月，新井真理，小池良子，井上久美子，成高中
之，五十嵐麻依子，馬嶋恒博，内藤朋巳，及川奈央，大
山昇一.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.16

国内学会発表 149 胎児期発症心房粗動の1例.
澁谷聖月，平野紗智子，新井真理，小池良子，井上久美
子，五十嵐麻依子，馬嶋恒博，内藤朋巳，及川奈央，大
山昇一.

第168回日本小児科学会埼玉地方会，さいた

ま.2017.5.14

国内学会発表 150 臍ヘルニア嵌頓の1例.
五十嵐麻依子，平野紗智子，新井真理，小池良子，澁谷
聖月，馬嶋恒博，井上久美子，内藤朋巳，及川奈央，大
山昇一，畑中政博，池田均.

第168回日本小児科学会埼玉地方会，さいた

ま.2017.5.14

国内学会発表 151 心因性多飲多尿の1例.
尾川裕美，新井真理，澁谷聖月，小池良子，井上久美
子，成高中之，五十嵐麻依子，内藤朋巳，及川奈央，馬
嶋恒博，大山昇一.

第55回川口医師会小児科部会症例検討会，川

口.2017.7.13

国内学会発表 152 治療中に再発し直接服薬確認法（DOTS）を強化した肺

結核の１例.
新井真理，澁谷聖月，小池良子，井上久美子，五十嵐麻
依子，内藤朋巳，島裕子，大山昇一. 第169回日本小児科学会埼玉地方会，川越.2017.9.17

国内学会発表 153 埼玉県川口市における小児結核接触者健診の検討.
平野紗智子，馬嶋恒博，小池良子，新井真理，澁谷聖
月，井上久美子，成高中之，五十嵐麻依子，内藤朋巳，
及川奈央，大山昇一.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22

国内学会発表 154 川崎病の関節炎に関する検討.
島裕子，岩丸良子，萩尾真理，及川奈央，大山昇一，田
中裕子，海老原慎介，小林真紀，木下恵司，田中慎一
郎，白石昌久，松原知代.

第37回日本川崎病学会・学術集会，東京.2017.10.27



国内学会発表 155 初発特発性ネフローゼ症候群における急性腎障害合併
の予後への影響.

草場香菜子，齋藤真人，西野智彦，富井祐治，掛川大
輔，櫻谷浩志，藤永周一郎.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.22

国内学会発表 156 マカダミアナッツアレルギーの一例. 鈴木有里，北林耐，足立満，清水俊明. 第54回日本小児アレルギー学会学術大会，宇都

宮.2017.11.18

国内学会発表 157 小児尿路感染症の初期選択薬にカルバペネム系抗菌薬
を用いるべきか？.

田中沙季，中尾彰裕，五十嵐成，松永展明，小松充孝，
久田研，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.21

国内学会発表 158 若手医師への教育介入は、血液培養検査の精度をあげ
るか？.

田中沙季，笠井悠里葉，佐藤由梨亜，遠山雄大，坂口慶
太，辻脇篤志，中尾彰裕，五十嵐成，藤森誠，松永展明，
小松充孝，久田研，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22

国内学会発表 159 腎機能障害が遷延したTINU症候群の1男児例. 水谷亮，海野大輔，小澤香菜子，小松充孝，大友義之，
新島新一，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.16

国内学会発表 160 当院で経験したDent病7例における臨床経過の検討. 水谷亮，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻
井俊輔，藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2

国内学会発表 161 無治療経過観察により腎機能障害が残存したTINU症候

群の1男児例. 水谷亮，海野大輔，小澤香菜子，小松充孝，大友義之. 第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.22

国内学会発表 162 当院における鶏卵アレルギーに対するワクチンの対応. 横倉友諒. 第4回 北相・多摩地域小児科連携カンファレンス，東

京.2017.2.27

国内学会発表 163 1か月健診時における保護者のスキンケアに関する意識

調査.
横倉友諒，武田浩子，井富真紀，羽切理恵，山田啓迪，
稲垣瞳，大谷清孝.

第34回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会，滋

賀.2017.7.23

国内学会発表 164 当院における鶏卵アレルギーに対する 鶏胚細胞由ワク

チンの対応. 横倉友諒，山田啓迪，稲垣瞳，大谷清孝. 第66回日本農村医学会学術総会，宜野湾.2017.10.6

国内学会発表 165 急性化膿性甲状腺炎の1例. 林善仁，横倉友諒，京戸玲子，草場香菜子，坂口慶太，
齋藤俊，藤原憲太郎，山髙篤行. 第46回東葛小児感染免疫研究会，東京.2017.9.22

国内学会発表 166 遷延性気胸の治療に難渋した胎便吸引症候群の1例. 渡邊晶子，細野優，西﨑直人，大日方薫，東海林宏道，
清水俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 167 気腫性嚢胞と遷延性気胸の治療に難渋し肺部分切除術
に至った胎便吸引症候群の1例.

渡邊晶子，笠井悠里葉，吉村良子，細野優，原太一，西
﨑直人，大日方薫，三上敬文，小笠原有紀，岡崎任晴，
清水俊明.

第30回日本新生児慢性肺疾患研究会，千

葉.2017.10.21

国内学会発表 168 川崎病の経過中にMRIで足関節周囲に滑膜炎を認めた

1例.
田中裕子，権田裕亮，横山美華子，海老原慎介，小林真
紀，木下恵司，松原知代. 第55回埼玉県小児感染免疫懇話会，さいたま.2017.7.22

国内学会発表 169 Mycobacterium avium による皮下膿瘍を発症したイン

ターフェロンγ受容体1部分欠損症の1例.
田中裕子，権田裕亮，横山美華子，小島千春，海老原慎
介，小林真紀，木下恵司. 第169回日本小児科学会埼玉地方会，埼玉.2017.9.17



国内学会発表 170 Mycobacterium avium complex 皮下膿瘍を発症した

多発性骨炎を反復するIFN-γ受容体1部分欠損症の1例. 田中裕子，田中翼，木下恵司，大日方薫，清水俊明. 第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.21

国内学会発表 171 RAS阻害薬を導入したが、小児期にCKDに至ったX染色

体連鎖型Alport症候群の女児例.
塚田瑞葉，西野智彦，齊藤真人，掛川大輔，櫻谷浩志，
櫻井俊輔，藤永周一郎，清水俊明，佐渡義一，野津寛大. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 172 PRSS1遺伝子p.G208A変異の小児期の特発性再発性・

慢性膵炎への関与.
中野聡，齋藤暢知，箕輪圭，鈴木光幸，櫻井由美子，志
田泰明，佐々木美香，鍵本聖一，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 173 新規肝線維化マーカー（M2BPGi）の小児慢性肝疾患で

の有効性の検討.
中野聡，林久允，平井沙依子，齋藤暢知，箕輪圭，鈴木
光幸，清水俊明. 第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16

国内学会発表 174 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症に対するフェニル酪酸ナ
トリウムの用法・用量至適化のための薬物動態試験.

中野聡，大坂周平，平井沙依子，箕輪圭，長谷川泰浩，
虻川大樹，東良紘，渡辺聡，乾あやの，鈴木光幸，林久
允，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.20

国内学会発表 175 総胆管下部狭窄に対し内瘻術が有効であったPSCの1
例.

中野聡，箕輪圭，平井沙依子，斎藤暢知，鈴木光幸，斎
藤紘昭，伊佐山浩通，山髙篤行, 草野弘宣，谷川健，鹿

毛政義，清水俊明.
第50回武蔵野小児肝臓病懇話会，東京.2017.12.5

国内学会発表 176 末梢血単球由来マクロファージを用いたATP8B1 機能欠

損の評価法の開発.

林久允，直井壯太朗，戸川貴夫，廣瀬友，近藤宏樹，長
谷川泰浩，虻川大樹，佐々木美香，室谷浩二，渡辺聡，
中野聡，箕輪圭，乾あやの，長坂博範，福田晃也，笠原
群生，別所一彦，鈴木光幸，楠原洋之.

第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16

国内学会発表 177 小児の発育に伴う尿中胆汁酸抱合型の変化. 佐藤圭子，武井一 ，中野聡 ，鈴木光幸，村井毅，黒澤隆

夫，飯田隆，入戸野博，清水俊明. 第39回胆汁酸研究会，筑波.2017.11.11

国内学会発表 178 小児心身症の児の心理社会的因子およびグルココルチコ
イド受容体遺伝メチル化の検討.

八田京子，細澤麻里子，中村明雄，平井恵奈，小池良
子，池尻佳奈，加藤久美子，三友聡美 ，及川奈央，岩崎

友弘，吉川尚美，田中恭子，寒竹正人，清水俊明.
第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.15

国内学会発表 179 小児身体症状症の児の心理社会的因子およびグルココ
ルチコイド受容体遺伝子メチル化の検討.

八田京子，細澤麻里子，中村明雄，平井恵奈，小池良
子，池尻佳奈，加藤久美子，三友聡美，及川奈央，岩崎
友弘，吉川尚美，田中恭子，寒竹正人 ，清水俊明.

第113回日本精神神経学会学術総会，名古

屋.2017.6.23

国内学会発表 180 小児身体症状症の児のグルココルチコイド受容体遺伝子
メチル化および発達特性の検討.

八田京子，細澤麻里子，中村明雄，平井恵奈，小池良
子，池尻佳奈，加藤久美子，三友聡美，及川奈央，岩崎
友弘，吉川尚美，田中恭子，寒竹正人，清水俊明.

第35回日本小児心身症学会学術集会，金沢.2017.9.15

国内学会発表 181 頻拍誘発性心筋症を呈した上室頻拍に対し、塩酸ランジ
オロールが有効であった3か月乳児症例.

足立優，福永英生，田中登，重光幸栄，松井こと子，原田
真菜，古川岳史，大槻将弘，高橋健，秋元かつみ，稀代
雅彦，清水俊明.

第23回東京循環器小児科治療Agora，東京.2017.3.11

国内学会発表 182 短軸方向の胃軸捻転が原因と考えられた新生児切迫性
胃破裂の1例.

足立優，西﨑直人，小島千春，淡路敦子，松井こと子，大
日方薫. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 183 当院のエルシニア腸炎における腹部超音波検査を含め
た検討.

宮田恵理，神保圭佑，新井喜康，京戸玲子，佐藤真教，
細井賢二，青柳陽, 工藤孝広，清水俊明. 日本超音波医学会第90回学術集会，宇都宮.2017.5.27



国内学会発表 184 過去10年間の上部消化管内視鏡検査症例における

H.pylori 感染率と感受性試験結果.

宮田恵理，工藤孝広，青柳陽，吉村良子，新井喜康，丘
逸宏，京戸玲子，佐藤真教，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第23回日本ヘリコバクター学会学術集会，函館.2017.7.1

国内学会発表 185 過去10年間のH.pylori 感染例における感受性試験およ

び除菌結果について.

宮田恵理，工藤孝広，京戸玲子，佐藤真教，細井賢二，
松村成一，大林奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，青柳陽，大塚
宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.22

国内学会発表 186 腹部超音波検査が診断の契機となった処女膜閉鎖症に
よる月経モリミナの一例.

宮田恵理，平井沙依子，中村明雄，三原賢子，香月清
隆，神保圭佑，原田理恵子，宮﨑亮一郎，赤塚整，清水
俊明.

第3回小児超音波研究会，つくば.2017.11.11

国内学会発表 187 拡張早期左室内圧較差計測による幼児期から成人まで
の拡張機能の経年変化.

矢﨑香奈，高橋健，山田真梨子，小林真紀，重光幸栄、
松井こと子，田中登，稀代雅彦，板谷慶一，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 188 拡張早期左室内圧較差計測による幼児期から成人まで
の拡張機能の経年変化.

矢﨑香奈，高橋健，山田真梨子，小林真紀，重光幸栄，
松井こと子，窪田由季，山本匡，板谷慶一，清水俊明. 第28回日本心エコー図学会，名古屋.2017.4.21

国内学会発表 189 層別ストレイン解析を用いた小児がん患者の心機能低下
早期発見における有用性.

矢﨑香奈，高橋健，重光幸栄，磯武史，山田真梨子，小
林真紀，藤村純也，齋藤正博，稀代雅彦，清水俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.7

国内学会発表 190 運動負荷心エコーによるファロー四徴症の左室機能低下
の顕在化における有用性.

矢﨑香奈，高橋健，山田真梨子，小林真紀，磯武史，重
光幸栄，秋元かつみ，稀代雅彦，中西啓介，川﨑志保
理，清水俊明.

第37回日本小児循環動態研究会，秋田.2017.10.28

国内学会発表 191 当院に救急搬送された小児重症例の検討. 浅古幸太郎，佐藤由梨亜，遠山雄大，谷口明徳，内田さ
つき，鈴木光幸. 第114回日本小児科学会茨城地方会，取手.2017.2.26

国内学会発表 192 半自動計測によるpropagation velocityを利用した

Fallot四徴症修復術後患者の拡張早期血行動態の評価.

磯武史，高橋健，矢﨑香奈，小林真紀，山田真梨子，重
光幸栄，松井こと子，秋元かつみ，稀代雅彦，中西啓介，
川﨑志保里，清水俊明.

第8回血流会，大阪.2017.6.17

国内学会発表 193 部位別拡張早期左室内圧較差の計測による乳児期から
思春期の左室拡張能の発達評価.

磯武史，高橋健，井福真友美，矢﨑香奈，山田真梨子, 
小林真紀，田中登，松井こと子，板谷慶一，清水俊明.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.7

国内学会発表 194 半自動計測によるPropagation velocityを使用した

Fallot四徴症修復術後患者の拡張早期血行動態の評価.

磯武史，高橋健，矢﨑香奈，小林真紀，山田真梨子，重
光幸栄，松井こと子，秋元かつみ，稀代雅彦，中西啓介，
川﨑志保里，清水俊明.

第37回日本小児循環動態研究会学術集会，秋

田.2017.10.28

国内学会発表 195 正期産児における血清Total Bilirubin値とUnbound 
Bilirubin値による治療適応の検討.

井福真友美，大川夏紀，江原尚弘，河畠恵，秋本智史，
山﨑晋，斎藤暢知，東海林宏道，寒竹 正人，清水 俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 196 脊髄骨端異形成症と診断し、COL2A1遺伝子異常を認

めた1例.
井福真友美，大川夏紀，宮林和紀，秋本智史，山﨑晋，
寒竹正人，清水俊明.

第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.16

国内学会発表 197 当センターにおけるカプセル内視鏡の小腸通過時間に影
響を与える因子の検討.

丘逸宏，船山理恵，竹内一朗，清水泰岳，清水俊明，新
井勝大. 第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 198 小児病院における小腸カプセル内視鏡検査の後方視的
調査研究：1施設188件の検討.

丘逸宏，清水泰岳，船山理恵，竹内一朗，清水俊明，新
井勝大. 第44回日本小児内視鏡研究会，東京.2017.7.9



国内学会発表 199 糞便移植を実施した小児潰瘍性大腸炎の5例.
清水泰岳，竹内一朗，丘逸宏，新井勝大，大西英理子，
漆山大知，秦健一郎，高橋琢也，野本康二，永田智，山
城雄一郎.

第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 200
超早期発症型炎症性腸疾患（VEO-IBD：very early 
onset inflammatory bowel disease）13例に対するイン

フリキシマブ（IFX）の使用経験.

竹内一朗，鏑木陽一郎，丘逸宏，清水泰岳，永田智，新
井勝大. 第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 201 インフリキシマブ導入後もステロイド依存性の難治性超早
期発症型炎症性腸疾患の男児. 竹内一朗，清水泰岳，丘逸広，新井勝大. 仙台IBD研究会，仙台.2017.5.20

国内学会発表 202
高安病を合併した小児期発症クローン病として加療中に
前エクソーム解析でXIAP欠損症の診断に至った1男児

例.

竹内一朗，丘逸宏，清水泰岳，河合利尚，小野寺雅史，
小椋雅夫，右田王介，秦健一郎，新井勝大.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 203 成育医療研究センターにおける小児潰瘍性大腸炎に対
するインフリキシマブの長期成績. 清水泰岳，竹内一朗，丘逸宏，新井勝大. 第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.22

国内学会発表 204 9歳で診断に至った 腸回転異常症による中腸軸捻転の1
例.

京戸玲子，相吉翼，東間未来，浅井宣美，泉維昌，矢内
俊裕. 第114回日本小児科学会茨城地方会，取手.2017.2.26

国内学会発表 205 H.pylori 感染症にびらん性食道炎を合併した1例.
京戸玲子，神保圭佑，新井喜康，佐藤真教，宮田恵理，
細井賢二，大林奈穂，幾瀨圭，青柳陽，工藤孝広，大塚
宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福岡.2017.10.2
１

国内学会発表 206 腹部超音波検査で非典型的所見を呈し、胆道造影で確
定診断に至った胆道閉鎖症の1例. 京戸玲子，吉田志帆，東間未来，浅井宣美，矢内俊裕. 第3回小児超音波研究会，つくば.2017.11.11

国内学会発表 207 尿細管間質性腎炎患児の予後予測因子の検討. 齊藤真人，大澤一郎，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
櫻井俊輔，村上仁彦，藤永周一郎，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.16

国内学会発表 208 当科における全身麻酔下経皮的針腎生検の検討 -鎮静

下腎生検との比較-.
齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.1

国内学会発表 209 尿細管間質性腎炎患児の予後予測因子の検討. 齊藤真人，西野智彦，富井祐治，掛川大輔, 櫻谷浩志, 
村上仁彦, 藤永周一郎.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.22

国内学会発表 210 高度蛋白尿, 多血症が持続し腎生検を施行した腎腫大を

認める5歳のCKD男児.
齊藤真人，西野智彦，富井裕治，掛川大輔，櫻谷浩志，
藤永周一郎.

第47回日本腎臓病学会東部学術大会，横

浜.2017.10.29

国内学会発表 211 肉眼的血尿と尿管内血腫を反復し腎動静脈奇形と診断し
た14歳女児例.

西野智彦，齊藤真人，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郞. 第7回小児御茶ノ水腎カンファレンス，東京.2017.2.3

国内学会発表 212 ASO上昇を伴わない感染後急性糸球体腎炎の特徴. 大澤一郎，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
櫻井俊輔，村上仁彦，藤永周一郎. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 213 シクロスポリンを投与されたネフローゼ発症紫斑病性腎
炎の長期予後.

掛川大輔，大澤一郎，齊藤真人，西野智彦，櫻谷浩志，
櫻井俊輔，藤永周一郎，井田博幸. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14



国内学会発表 214 小児期発症IgA腎症の成人期移行症例の特徴. 伊藤亮，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻
井俊輔，平野大志，井田博幸，藤永周一郎. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 215 腎生検を施行された無症候性蛋白尿患者の腎予後予測
因子の検討.

櫻井俊輔，大澤一郎，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，
櫻谷浩志，阿部祥英，板橋家頭夫，藤永周一郎. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 216 無症候性血尿患児の長期予後の検討. 西野智彦，大澤一郎，齊藤真人，掛川大輔，櫻谷浩志，
櫻井俊輔，村上仁彦，藤永周一郎. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 217 小児期発症の感染後腎炎とC3腎症の臨床病理的検討. 掛川大輔，齊藤真人，西野智彦，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.1

国内学会発表 218 IgA腎症と紫斑病性腎炎に対するステロイドパルス療法

の有害事象 ～高眼圧症の危険因子の検討～.
櫻井俊輔，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
神部友香，藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2

国内学会発表 219 小児期発症顕微鏡的多発血管炎の長期腎予後：学校検
尿とANCA測定の有用性.

伊藤亮，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻
井俊輔，藤永周一郞. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2

国内学会発表 220 ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ
療法 －infusion reaction発現の予測因子－.

西野智彦，齊藤真人，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2

国内学会発表 221 昼間尿失禁持続の危険因子の検討. 西野智彦，齊藤真人，掛川大輔，櫻谷浩志，櫻井俊輔，
藤永周一郎. 第28回日本夜尿症学会学術集会，旭川.2017.7.15

国内学会発表 222 シクロスポリンを投与されたネフローゼ症候群発症紫斑
病性腎炎の長期予後.

掛川大輔，齊藤真人，西野智彦，富井祐治，櫻谷浩志，
藤永周一郎.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.22

国内学会発表 223 線維柱帯切除術を要するステロイド緑内障を合併したス
テロイド依存性ネフローゼ症候群の女児例.

富井祐治，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
神部友香，藤永周一郎.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.22

国内学会発表 224 肉眼的血尿と凝血塊を反復し腎動静脈奇形と診断した14
歳女児例.

西野智彦，齊藤真人，富井祐治，掛川大輔，櫻谷浩志，
藤永周一郎. 第47回日本腎臓病学会東部学術集会, 横浜.2017.10.28

国内学会発表 225 オファツムマブを投与した抗リツキシマブ抗体陽性の難治
性ネフローゼ症候群の男児.

掛川大輔，齊藤真人，西野智彦，富井祐治、櫻谷浩志，
藤永周一郎. 第47回日本腎臓病学会東部学術集会, 横浜.2017.10.29

国内学会発表 226 リツキシマブ投与後、低IgG血症が遷延している顕微鏡

的多発血管炎の女児例.
富井祐治，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
河合利尚，藤永周一郎. 第47回日本腎臓病学会東部学術集会, 横浜.2017.10.29

国内学会発表 227 当科で経験した痔瘻合併小児Crohn病のまとめ.
佐藤真教，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，新井
喜康，京戸玲子，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第17回日本小児IBD研究会，大阪.2017.2.5

国内学会発表 228 H.pylori 感染を伴った慢性・反復性腹痛の小児患者に対

する除菌治療効果の検討.

佐藤真教，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，新井
喜康，京戸玲子，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第23回日本ヘリコバクター学会学術集会，函館.2017.7.1



国内学会発表 229 H.pylori 感染を伴った慢性・反復性腹痛の小児患者に対

する除菌治療効果の検討.

佐藤真教，青柳陽，新井喜康，宮田恵理，京戸玲子，細
井賢二， 松村成一，大林奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，藤井

徹，工藤孝広，大塚宜一，清水俊明.

第13回日本消化管学会総会学術集会，名古

屋.2017.2.17

国内学会発表 230 当科で経験した痔瘻合併小児Crohn病のまとめ.
佐藤真教，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，新井
喜康，京戸玲子，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第156回お茶の水木曜勉強会，東京.2017.5.11

国内学会発表 231 小児の消化管内視鏡検査におけるプロポフォール鎮静法
の有用性. 佐藤真教，堀内朗. 第44回日本小児内視鏡研究会，東京.2017.7.9

国内学会発表 232 潰瘍性大腸炎を疑う経過を示した若年性ポリープ、血管
腫、直腸癌の3例.

佐藤真教，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，新井
喜康，京戸玲子，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 233 難治性IBD-Uの1例.
佐藤真教，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，新井
喜康，京戸玲子，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第2回Pediatric IBD Case Conference，東

京.2017.12.16

国内学会発表 234 気管内挿管を要した胎児甲状腺腫の1例.
西﨑淑美，仲川真由，池田奈帆，岩崎友弘，池野充，北
村知宏，久田研，東海林宏道，春名英典，田久保憲行，
清水俊明.

第90回日本内分泌学会学術総会，京都.2017.4.20

国内学会発表 235 気管内挿管を要した胎児甲状腺腫の1例.
西﨑淑美，仲川真由，池田奈帆，岩崎友弘，池野充，北
村知宏，西﨑淑美，仲川真由，池田奈帆，岩崎友弘，池
野充，北村知宏，久田研，東海林宏道，春名英典，田久
保憲行，清水俊明.

第27回臨床内分泌代謝Update，神戸.2017.11.24

国内学会発表 236 若年性特発性関節炎との鑑別に難渋した川崎病の1例.
島裕子，西﨑淑美，澁谷聖月，小池良子，萩尾真理，井
上久美子，内藤朋巳，五十嵐麻依子，及川奈央，石井拓
磨，大山昇一.

第55回埼玉小児感染免疫懇話会，さいたま.2017.7.22

国内学会発表 237 咽後膿瘍の診断で治療を開始し、後に川崎病の主要症
状が出現した4例の検討.

内藤朋巳，西﨑淑美，澁谷聖月，小池良子，新井真理，
井上久美子，五十嵐麻依子，島裕子，石井拓磨，大山昇
一.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22

国内学会発表 238 吸気性喘鳴を呈した3例. 菟原洸司，西﨑淑美，澁谷聖月，萩尾真理，岩丸良子，
五十嵐麻依子，内藤朋巳，島裕子，石井拓磨，大山昇一.

第56回川口医師会小児科部会症例検討会，川

口.2017.11.2

国内学会発表 239 古典型ケトン食療法が著効したlennox-Gastaut症候群

（LGS)の1例.
松島奈穂，工藤恵道，大谷ゆい，舟塚真，伊藤進，衛藤
薫，竹下暁子，橋本泰子，平澤恭子，小国弘量，永田智.

第634回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.2.18

国内学会発表 240
単一発作内で非対称性強直発作、複雑部分発作から左
右対称性スパズム発作に進展したWest症候群の一乳児

例.

松島奈穂，伊藤進，大谷ゆい，西川愛子，竹下暁子，平
澤恭子，小国弘量，永田智.

第11回日本てんかん学会関東甲信越地方会，東

京.2017.6.3

国内学会発表 241 West症候群におけるACTH0.005mg/kg/日極少量療法

の短期及び長期予後の比較.
松島奈穂，伊藤進，大谷ゆい，西川愛子，衛藤薫，竹下
暁子，平澤恭子，小国弘量，永田智. 第59回日本小児神経学会学術集会, 大阪.2017.6.16

国内学会発表 242 長時間ビデオ脳は同時記録がてんかんとの鑑別に有用
だった心因性非てんかん性発作の1例.

堀内健太朗，衛藤薫，松島奈穂，松丸重人，島田姿野，
大谷ゆい，伊藤進，竹下暁子，平澤恭子，小国弘量，永
田智.

第637回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.6.10



国内学会発表 243 背部痛を主訴とした神経芽腫の1例. 萩原友紀，長谷川恵理，権田裕亮，小島千春，石川有希
美，木下恵司. 第167回日本小児科学会埼玉地方会，浦和.2017.2.18

国内学会発表 244
膣に原発し子宮に浸潤したyolk sac tumorの一例　A 
case of vaginal yolk sac tumor in an infant invading 
the uterus.

松山友紀，藤村純也，石橋武士，富田理　玉一博之，栗
本朋子，寺尾梨江子，高田オト，清水俊明.

第59回日本小児血液・がん学会学術集会，松

山.2017.11.9

国内学会発表 245 川崎病と溶連菌感染後糸球体腎炎の合併により急性腎
障害を併発した常染色体劣性多発性嚢胞腎の一男児例.

横山美華子，原太一，西﨑直人，原聡，大日方薫，仲川
真由，遠藤周，清水俊明. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2

国内学会発表 246 夜尿症と便秘に加え急性巣状細菌性腎炎を発症した潜
在性二分脊椎の7歳女児例. 横山美華子，原太一，西﨑直人，岡崎任晴，大日方薫. 第28回日本夜尿症学会学術集会，旭川.2017.7.15

国内学会発表 247 気づかれなかった先天性心疾患.
吉田登，鳥羽山寿子，荒井美輝，佐藤恵也，牛牧史子，
笠井悠里葉，真弓怜奈，竹内祥子，辻脇篤志，中尾彰
裕，海野大輔，大友義之，新島新一.

第24回 練馬小児臨床症例研究会，東京.2017.5.18

国内学会発表 248 てんかん症候群に対するペランパネルの有効性の検討. 吉田登，嶋泰樹，中澤美賀，五十嵐鮎子，北村裕梨，安
部信平，中澤友幸，新島新一. 第59回日本小児神経学会学術集会, 大阪.2017.6.15

国内学会発表 249

Febrile Seizure Treatment Assessment by 
Diazepam Therapy (fSTADT) study: A case-
controlled study to evaluate diazepam efficacy and 
adverse effects.

Yoshida N, Hasegawa E, Sato Y, Kusano S, 
Matsuda A, Harada K, Igarashi N, Tobayama H, 
Ikuse T, Kitamura Y, Yamashita S, Nakazawa T, 
Niijima S.

第59回日本小児神経学会学術集会, 大阪.2017.6.16

国内学会発表 250 糖原病Ib型に合併した点頭てんかんの1例. 吉田登，荒井美輝，新島新一. 第2回 神経代謝病研究会，東京.2017.7.5

国内学会発表 251 糖原病Ib型に合併したWest症候群に対しACTH療法が

有効だった1例. 吉田登，荒井美輝，笠井悠里葉，新島新一. 第67回日本小児神経学会関東地方会，埼玉.2017.10.7

国内学会発表 252 Possibility of machine learning that analyzes 
electroencephalography.

Yoshida N, Itakura T, Mitsuhashi T, Sugano H, 
Nakazawa T, Niijima S, Tanaka T. 第51回日本てんかん学会学術集会，京都.2017.11.4

国内学会発表 253 小児尿路感染症に対する 入院治療実態と課題. 秋本智史，馬場洋介，江原尚弘，河畠恵，岩崎卓朗，有
井直人，寒竹正人. 第142回日本小児科学会静岡地方会，静岡.2017.3.12

国内学会発表 254 Basedow病母体から出生し、甲状腺機能異常を認めた

二絨毛膜二羊膜双胎児例.
秋本智史，田所愛弓，宮林和紀，山田啓迪，井福真友
美，山﨑晋，齊藤暢知，大川夏紀，寒竹正人. 第11回新生児代謝内分泌研究会，東京.2017.9.23

国内学会発表 255 当科における尿定量培養陽性例の検討; 尿路感染症診

断における課題.
秋本智史，馬場洋介，江原尚弘，河畠恵，岩崎卓朗，有
井直人，寒竹正人，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22

国内学会発表 256 重度精神発達遅滞を呈した2q37欠失症候群の1例. 秋谷梓，島田姿野，庄野哲夫，青柳陽，織田久之，鈴木
恭子，新妻隆広，大日方薫，大橋博文，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14



国内学会発表 257 当院における若年性脳梗塞発症後の予後.
秋谷梓，島田姿野，渡邉雅男，高橋利幸，粟田健太郎，
塚田いぶき，原太一，庄野哲夫，織田久之，新妻隆広，
鈴木恭子，大日方薫.

浦安小児医療懇話会，浦安.2017.4.26

国内学会発表 258 カテーテル治療の適応外とされた術後心房中隔欠損症再
離開に対してFigulla FlexⅡを用いて閉鎖した1例.

秋谷梓，織田久之，古川岳史，福永英生，大槻将弘，高
橋健，稀代雅彦，清水俊明，岡崎真也，川﨑志保理.

第53回日本小児循環器学会総会・学術集会，浜

松.2017.7.7

国内学会発表 259 多剤耐性(AMPC・CAM) Helicobacter pylori に対して

除菌治療を施行した4例.

新井喜康，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，京戸
玲子，佐藤真教，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第13回日本小児消化管感染症研究会，大阪.2017.2.4

国内学会発表 260 潰瘍性大腸炎を疑う経過を示した若年性ポリープの14歳

男子例.

新井喜康，工藤孝広，青柳陽，時田万英，丘逸宏，京戸
玲子，佐藤真教，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林
奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊明.

第41回日本消化管学会，名古屋.2017.2.18

国内学会発表 261 AMPC・CAM耐性Helicobacter pylori  に対する除菌療

法のまとめ.

新井喜康，工藤孝広，青柳陽，時田万英，吉村良子，丘
逸宏，京戸玲子，佐藤真教，宮田恵理，細井賢二，松村
成一，大林奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊
明.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.15

国内学会発表 262 当科における痔瘻を合併した小児Crohn病症例のまと

め.

新井喜康，工藤孝広，青柳陽，時田万英，吉村良子，丘
逸宏，京戸玲子，佐藤真教，宮田恵理，細井賢二，松村
成一，大林奈穂，幾瀨圭，神保圭佑，大塚宜一，清水俊
明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.22

国内学会発表 263 当院で診断した急性虫垂炎の 超音波評価における後方

視的検討.

新井喜康，神保圭佑，東間未来，宮崎峰幸，京戸玲子，
宮田恵理，工藤孝広，泉維昌，矢内俊裕，浅井宣美，清
水俊明.

第3回日本小児超音波研究会，つくば.2017.11.11

国内学会発表 264 免疫グロブリン・プレドニゾロン 初期併用療法を行ったが 
巨大冠動脈瘤を合併した川崎病の1例.

権田裕亮，長谷川恵理，萩原友紀，石川有希美，小島千
春，木下恵司. 第2回彩の国川崎病セミナー，川越.2017.2.16

国内学会発表 265 マイコプラズマ感染症により急性両側線条体壊死をきたした
権田裕亮，萩原友紀，長谷川恵理，石川有希美，小島千
春，木下恵司.

第168回日本小児科学会埼玉地方会，さいた

ま.2017.5.14

国内学会発表 266 無症候性の特発性ネフローゼ症候群における臨床経過
の検討.

権田裕亮，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
櫻井俊輔，藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.1

国内学会発表 267 熱傷による敗血症性ショックと 腹部コンパートメント症候

群を呈し 腎代替療法で救命し得た乳児例.
権田裕亮，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，櫻谷浩志，
谷昌憲，宮卓也，藤永周一郎，植田育也.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.22

国内学会発表 268 好中球減少症と可逆性脳梁膨大部病変を有する脳炎・脳
症(MERS)を 合併した川崎病の1例.

権田裕亮，横山美華子，田中裕子，海老原慎介，小林真
紀，木下恵司. 第170回日本小児科学会埼玉地方会，浦和.2017.12.3

国内学会発表 269 極低出生体重児における心の理論の発達についての検
討.

中村明雄，細澤麻里子，八田京子，小池良子，及川奈
央，岩崎友弘，吉川尚美，東海林宏道，田中恭子，清水
俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.14

国内学会発表 270 LHの抑制が困難であった、中枢性思春期早発症の1例.
深江俊愛，石川有希美，矢澤里絵子，清水ゆう，山口里
恵，福嶋恵，庄野哲夫，春名英典，田久保憲行，新島新
一，清水俊明.

第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14



国内学会発表 271 プレドニン維持療法にて管理した自己抗体陽性の慢性
ITPの12歳男児例.

河畠恵，馬場洋介，田所愛弓，山田啓迪，岩崎卓朗，有
井直人，寒竹正人. 第52回静岡小児血液・がん研究会，静岡.2017.2.4

国内学会発表 272 外性器異常とWT1遺伝子異常を認めた男児4症例. 矢澤里絵子，春名英典，藤村純也，田久保憲行，山高篤
行，長谷川奉延，清水俊明. 第51回日本小児内分泌学会学術集会，大阪.2017.9.29

国内学会発表 273 Basedow病母体から出生し、甲状腺機能異常を認めた

二絨毛膜二羊膜双胎児例.
山田啓迪，大川夏紀，田所愛弓，宮林和紀，秋本智史，
井福真友美，山﨑晋，齋藤暢知，寒竹正人. 静岡東部周産期研究会，沼津.2017.3.18

国内学会発表 274 当院での食物経口負荷試験のまとめ. 山田啓迪，紺野寿，西川暁子，秋山和政，大谷清孝，中
村信也.

北相・多摩地域小児科連携カンファレンス，相模
原.2017.9.2

国内学会発表 275 保護者を対象とした乳児期早期のスキンケアに関する実
態調査. 山田啓迪，横倉友諒, 稲垣瞳, 大谷清孝．

第54回日本小児アレルギー学会学術大会，宇都

宮.2017.11.18

国内学会発表 276 小児アレルギー教室の有用性に関する検討. 井富真紀，武田浩子，羽切理恵，山田啓迪，横倉友諒，
稲垣瞳，大谷清孝.

第34回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会，滋

賀.2017.7.22

国内学会発表 277 食物アレルギー児をもつ保護者に対する栄養指導につい
て.

上條広高，齋敦子，百瀬琴美，伊藤理恵，石川知子，井
富真紀，羽切理恵，武田浩子，山田啓迪，横倉友諒，稲
垣瞳，大谷清孝.

第34回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会，滋

賀.2017.7.23

国内学会発表 278 鶏卵アレルギー児を対象とした加熱卵黄の摂取時期と加
熱卵白の耐性獲得に関する検討. 大谷清孝，山田啓迪，稲垣瞳. 第54回日本小児アレルギー学会学術大会，宇都

宮.2017.11.19

国内学会発表 279 潰瘍性大腸炎の治療経過中に著明な体重減少をきたし
神経性食欲不振症と診断した1例.

吉村良子，時田万英，新井喜康，丘逸宏，京戸玲子，佐
藤真教，宮田恵理，細井賢二，松村成一，大林奈穂，幾
瀨圭，神保圭佑，細澤麻里子，青柳陽，工藤孝広，大塚
宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 280 近隣住民から虐待を疑われた重症アトピー性皮膚炎の1
女児例. 米山俊之，稲垣瞳，大谷清孝，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.15

国内学会発表 281 新生児期よりQT延長をきたしβ遮断薬を投与した遺伝性

QT延長症候群の1例.
江原尚弘，井福真友美，齋藤暢知，田所愛弓，宮林和
紀，秋本智史，山﨑晋，大川夏紀，寒竹正人. 第142回日本小児科学会静岡地方会，静岡.2017.3.12

国内学会発表 282 脾摘後に莢膜血清型２３B型肺炎球菌による細菌性髄膜

炎を発症した小児例.

佐藤由梨亜，馬場洋介，松田明奈，江原尚弘，秋本智
史，岩崎卓朗，有井直人，久田研，竹内典子，大楠美佐
子，石和田稔彦，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.21

国内学会発表 283 莢膜血清型23B型肺炎球菌による細菌性髄膜炎を発症

した小児例－当科における近年のIPD分離株の動向－.

佐藤由梨亜，馬場洋介，松田明奈，江原尚弘，秋本智
史，岩崎卓朗，有井直人，久田研，竹内典子，大楠美佐
子，石和田稔彦，清水俊明.

第144回日本小児科学会静岡地方会，静岡.2017.11.12

国内学会発表 284 日齢2の多呼吸で発見され急性血液浄化療法を要した高

カリウム血症の女児例.
田所愛弓，西﨑直人，足立優，横山美華子，毎熊敦子，
小島千春，仲川真由，松井こと子，大日方薫，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 285 大腿動脈血栓症を合併したが下肢切断を免れた難治性
ネフローゼ症候群の17歳女性.

田所愛弓，櫻谷浩志，齊藤真人，西野智彦，掛川大輔，
櫻井俊輔，藤永周一郎. 第52回日本小児腎臓病学会学術集会，東京.2017.6.2



国内学会発表 286 新生児室における総ビリルビン値と遊離型ビリルビン値
についての検討.

田所愛弓，大川夏紀，宮林和紀，山田啓迪，井福真友
美，齋藤暢知，池田奈帆，寒竹正人. 第143回日本小児科学会静岡地方会，静岡.2017.6.4

国内学会発表 287 反復性尿路感染症があったものの診断に時間を要した膣
部異所性尿管・重複腎盂尿管の女児例. 田所愛弓，西﨑直人，濱野敦. 第26回日本小児泌尿器科学会学術集会，名古

屋.2017.7.6

国内学会発表 288 診断に時間を要した膣部異所性尿管・重複腎盂尿管の女
児例. 田所愛弓，西﨑直人. 第28回日本夜尿症学会学術集会，旭川.2017.7.15

国内学会発表 289 左腎梗塞を認めた交通外傷の1歳男児例. 田所愛弓. 第18回静岡県小児救命救急研究会，静岡.2017.7.17

国内学会発表 290 血漿交換とCHDFで救命しえた治療抵抗性中毒性表皮

壊死症の女児例.
田所愛弓，櫻谷浩志，齊藤真人，西野智彦，富井祐治，
掛川大輔，藤永周一郎.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.21

国内学会発表 291 産科病棟の新生児における遊離型ビリルビン値について
の検討.

田所愛弓，大川夏紀，宮林和紀，淡路敦子，池田奈帆，
東海林宏道，寒竹正人，清水俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 292 病原性大腸菌O157感染症に溶血性尿毒症症候群を合

併した1例. 時田万英，小嶋まゆき，吉村良子，中原絵理，高安博史. 第39回南多摩小児臨床研究会，東京.2017.3.10

国内学会発表 293 当科における小児小腸カプセル内視鏡検査について.
時田万英，工藤孝広，青柳陽，吉村良子，新井喜康，京
戸玲子，佐藤真教，宮田恵理，細井賢二，神保圭佑，大
塚宜一，清水俊明.

第44回日本小児栄養消化器肝臓学会，福

岡.2017.10.21

国内学会発表 294 難治性炎症性腸疾患の表現型を呈したXIAP欠損症2例. 竹内一朗，清水泰岳，時田万英，河合利尚，田村英一
郎，小野寺雅史，右田王介，秦健一郎，新井勝大．

第8回関東甲越免疫不全症研究会，東京.2017.9.23

国内学会発表 295 小児期発症難治性クローン病として加療中に、全エクソー
ム解析でXIAP欠損症の診断に至った3例.

竹内一朗，右田王介，河合利尚，清水泰岳，時田万英，
田村英一郎，小野寺雅史，秦健一郎，新井勝大. 第8回日本炎症性腸疾患学会学術集会，東京.2017.12.1

国内学会発表 296 肛門病変を伴う難治性超早期発症炎症性腸疾患の1女

児例. 清水泰岳，時田万英，竹内一朗，新井勝大. 第2回Pediatric IBD Case Conference，東

京.2017.12.16

国内学会発表 297 膵全摘出術に至ったSPINK1およびCPA1遺伝子異常に

伴う慢性膵炎の1例.
平井沙依子，箕輪圭，鈴木光幸，青柳陽，春名英典，工
藤孝広，古賀寛之，石崎陽一，山高篤行，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 298 乾燥濾紙尿郵送法で発見された抱合不全型先天性胆汁
酸代謝異常症の1男児例.

平井沙依子，中野聡，齋藤暢知，箕輪圭，Pattarapa 
Utokpat，成高中之，鈴木光幸，武井一，木村昭彦，黒

沢隆夫，村井毅，入戸野博，清水俊明.
第34回日本小児肝臓研究会，奈良.2017.7.16

国内学会発表 299 日本でのビタミンD欠乏状態の乳幼児の頻度. 平井沙依子，中野聡，箕輪圭，鈴木光幸，坂本優子，石
島旨章，星野絵里，時田章史，清水俊明. 第27回日本外来小児科学会年次集会，大阪.2017.9.1

国内学会発表 300 iPhoneアプリ‘Babyうんち’による胆道閉鎖症スクリーニン

グツールの開発.

平井沙依子，星野絵里，林邦好，浦山ケビン，中野聡，箕
輪圭，鈴木光幸，田浦康明，大畠雅之，仁尾正記，高橋
理，清水俊明.

第44回日本胆道閉鎖症研究会，福岡.2017.10.20



国内学会発表 301 複数個のネオジム磁石を誤飲し内視鏡による牽引剥離術
を要した1例.

宮野洋希，塚田瑞葉，宮田恵理，本庄明日香，松永展
明，志村直人，矢崎悠太，山高篤行，清水俊明. 第31回日本小児救急医学会学術集会，東京.2017.6.24

国内学会発表 302 中耳炎から波及した末梢性顔面神経麻痺の1例. 宮野洋希，佐藤茉莉子，長谷川恵理，塚田瑞葉，杉田和
也，田中沙季，五十嵐鮎子，志村直人. 江戸川区医師会学術講演会，東京.2017.11.15

国内学会発表 303 m.3243A>G変異を有するMELASの母娘例. 三浦雅樹，竹下絵里，本橋祐子，石山彰彦，小牧宏文，
宮野洋希，渡邊雅男，後藤雄一，佐々木征行. 第一回武蔵野ミトコンドリア病研究会，東京.2017.7.29

国内学会発表 304 眼窩内蜂窩織炎と診断し緊急ドレナージ術を要した1例.
藤原麻未，宮野洋希，長谷川恵理，塚田瑞葉，杉田和
也，田中沙季，五十嵐鮎子，松永展明，志村直人，吉田
由紀，鈴木理恵，清水俊明.

第640回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.10.14

国内学会発表 305 当院で経験したギランバレー症候群の２例. 佐藤茉利子，宮野洋希，長谷川恵理，塚田瑞葉，杉田和
也，田中沙季，五十嵐鮎子，松永展明，志村直人. 江戸川区医師会学術講演会，東京.2017.11.15

国内学会発表 306 周産期に異常指摘を認めなかった梅毒母体児の一例. 宮林和紀，大川夏紀，寒竹正人. 第34回東部周産期研究会，伊豆の国市.2017.3.23

国内学会発表 307 小児における気管切開患者の背景と入院管理の特徴. 宮林和紀，馬場洋介，田所愛弓，山田啓迪，岩崎卓朗，
有井直人，寒竹正人，清水俊明. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.14

国内学会発表 308 非典型的な経過から早期診断した非白血性白血病の1
例.

宮林和紀，馬場洋介，田所愛弓，山田啓迪，岩崎卓朗，
有井直人，寒竹正人，堀越泰雄，清水俊明. 第31回日本小児救急医学会学術集会,　東京.2017.6.24

国内学会発表 309 妊娠初期より梅毒治療をしたにも関わらず先天梅毒を発
症した早産児の1例.

宮林和紀，大川夏紀，秋本智史，井福真友美，山﨑晋，
斎藤暢知，寒竹正人，清水俊明.

第53回日本周産期・新生児医学会学術集会，横

浜.2017.7.17

国内学会発表 310 静岡県東部における新生児救急車搬送の現状と課題. 宮林和紀，池田奈帆，粟田健太郎，江原尚弘，淡路敦
子，斎藤暢知，大川夏紀，寒竹正人. 第37回静岡県周産期新生児研究会，静岡.2017.9.16

国内学会発表 311
SPINK5遺伝子とCYP4F22遺伝子の複合ヘテロ接合体

変異により発症したNetherton症候群に新生児・乳児消

化管アレルギーを併発した1例.

宮林和紀，大川夏紀，淡路敦子，池田奈帆，東海林宏
道，寒竹正人，清水俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 312 当院NICUにおける新生児救急搬送の現状と課題. 宮林和紀，池田奈帆，粟田健太郎，江原尚弘，淡路敦
子，斎藤暢知，大川夏紀，寒竹正人. 第36回東部周産期研究会，伊豆の国市.2017.11.30

国内学会発表 313 ノロウイルス胃腸炎に合併した 出血性ショック脳症症候

群の死亡例.
粟田健太郎，秋谷梓，足立優， 原 太一，島田姿野，庄野

哲夫，織田久之，新妻隆広，鈴木恭子，大日方薫.
第206回日本小児科学会千葉県地方会，千

葉.2017.2.26

国内学会発表 314 母親の既往歴から判明した 先天性QT延長症候群の2家

系.
粟田健太郎，齋藤暢知，江原尚弘，宮林和紀，淡路敦
子，池田奈帆，大川夏紀，寒竹正人. 第144回日本小児科学会静岡地方会，静岡.2017.11.12

国内学会発表 315 Helicobacter pylori (H.pylori )の初感染による急性胃

粘膜病変が疑われた2幼児例.
井上史子，青柳陽，箕輪圭，神保圭佑，遠藤周，森真理，
安部信平，春名英典，工藤孝広，大塚宜一，清水俊明.

第633回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.1.21



国内学会発表 316 Amplitude-integrated EＥG （aEEG）により新生児発

作と診断した3例.

牛牧史子，吉田登，笠井悠里葉，真弓怜奈，竹内祥子，
辻脇篤志，鳥羽山寿子，北村裕梨，海野大輔，大友義
之，新島新一.

第636回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.5.20

国内学会発表 317 急性巣状細菌性腎炎に合併した可逆性脳梁膨大部病変
の一例.

牛牧史子，松島奈穂，宮平憲，阿部華子，秋谷梓，庄野
哲夫，織田久之，鈴木恭子，新妻隆広，大日方薫，村田
健介，石原唯史.

第10回千葉小児救急集中治療研究会，千葉.2017.12.9

国内学会発表 318 短軸方向の胃軸捻転による切迫性胃破裂の1例. 加護祐久，西﨑直人，横山美華子，足立優，小島千春，
渡邉晶子，小笠原由紀，岡崎任晴，大日方薫.

第206回日本小児科学会千葉県地方会，千

葉.2017.2.26

国内学会発表 319 小腸カプセル内視鏡検査が貧血の原因検索に有用で
あった1例.

加護祐久，青柳陽，箕輪圭，神保圭佑，遠藤周，森真理，
安部信平，春名英典，工藤孝広，大塚宜一，清水俊明.

第635回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.3.18

国内学会発表 320 ジストニア、構語障害を契機に診断に至った Wilson 病
の1例.

加護祐久，浅古幸太郎，遠山雄大，谷口明徳，林さつき，
北村知宏.

第116回日本小児科学会茨城小児科学会，水

戸.2017.11.26

国内学会発表 321 遷延する喘鳴を契機に診断に至った肺動脈スリングの1
乳児例.

笠井悠里葉，牛牧史子，草野晋平，吉田登，竹内祥子，
細井賢二，鳥羽山寿子，北村裕梨，海野大輔，大友義
之，新島新一.

第633回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.1.21

国内学会発表 322 先天性心疾患による心不全との鑑別を要した喉頭気管食
道裂の1例.

笠井悠里葉，大槻将弘，久田研，清水俊明，古賀寛之，
山高篤行. 第44回日本小児内視鏡研究会，東京.2017.7.9

国内学会発表 323 2016年以降に経験した菌血症症例. 笠井悠里葉，新妻隆広，大日方薫. 第46回東葛小児感染免疫研究会，東京.2017.9.22

国内学会発表 324 急性陰嚢症との鑑別を要したPropionibacterium acnes
による陰嚢内膿瘍の早産児例.

笠井悠里葉，西﨑直人，細野優，渡邊晶子，東海林宏
道，岡崎任晴，大日方薫，清水俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.10.13

国内学会発表 325 DOT、Broad/Narrow比を用いた抗菌薬適正使用の検

討.
笠井悠里葉，松永展明，中尾彰裕，五十嵐成，田中沙
季，小松充孝，久田研，新島新一，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.22

国内学会発表 326 Mycobacterium avium complex 皮下膿瘍を発症した

多発性骨炎を反復するIFN-γ受容体1部分欠損症の1例. 笠井悠里葉，大日方薫，新妻隆広. 第66回日本感染症学会東日本地方会学術集会，東

京.2017.11.1

国内学会発表 327 Mycobacterium avium complex 皮下膿瘍を発症した

多発性骨炎を反復するIFN-γ受容体1部分欠損症の1例. 笠井悠里葉，大日方薫，新妻隆広. 千葉県小児感染症懇話会，千葉.2017.11.30

国内学会発表 328 出生時上気道閉塞に対し 気管挿管を要した胎児甲状腺

腫の1例.

草野晋平，仲川真由，池田奈帆，岩崎友弘，池野充，北
村知宏，春名英典，田久保憲行，東海林宏道，久田研，
清水俊明.

第636回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.5.20

国内学会発表 329 無機ヨウ素治療により妊娠後期に巨大胎児甲状腺腫を来
したバセドウ病母体児の1例.

草野晋平，仲川真由，池田奈帆，岩崎友弘，池野充，北
村知宏，春名英典，田久保憲行，東海林宏道，久田研，
清水俊明.

第62回日本新生児成育医学会・学術集会，大

宮.2017.11.13

国内学会発表 330 コクサッキーB3ウイルスによる新生児髄膜炎の1例.
塚田いぶき，島田姿野，伊藤夏希，宮平憲，阿部華子，
粟田健太郎，秋谷梓，細野優，渡邉晶子，原太一，庄野
哲夫，西﨑直人，織田久之，鈴木恭子，新妻隆広，大日
方薫.

第206回日本小児科学会千葉県地方会，千

葉.2017.2.26



国内学会発表 331 PRRT2遺伝子変異を認めた発作性運動誘発性ジスキネ

ジア(PKD)の孤発例.

塚田いぶき，島田姿野，伊藤夏希，宮平憲，阿部華子，
粟田健太郎，秋谷梓，細野優，渡邉晶子，原太一，庄野
哲夫，西﨑直人，織田久之，鈴木恭子，新妻隆広，大日
方薫.

浦安小児医療懇話会，浦安.2017.4.26

国内学会発表 332 発作性運動誘発性ジスキネジア（paroxysmal 
kinesigenic dyskinesia: PKD）の孤発例.

塚田いぶき，島田姿野，伊藤夏希，宮平憲，阿部華子，
粟田健太郎，秋谷梓，細野優，渡邉晶子，原太一，庄野
哲夫，西﨑直人，織田久之，鈴木恭子，新妻隆広，大日
方薫.

第207回日本小児科学会地方会，第1358回千葉医学分

科会，千葉.2017.6.11

国内学会発表 333 腸管出血性大腸菌感染症の1例－特徴的な腹部超音波

所見の解説－.

塚田いぶき，丘逸宏，中尾彰裕，佐藤恵也，秋本智史，
吉田登，竹内祥子，辻脇篤志，海野大輔，大友義之，新
島新一.

第25回練馬小児臨床症例検討会，東京.2017.11.16

国内学会発表 334 当院における家族性高コレステロール血症が疑われた症
例の臨床的検討.

塚田いぶき，竹内祥子，荒井美輝，佐藤恵也，秋本智
史，丘逸宏，吉田登，辻脇篤志，中尾彰裕，海野大輔，大
友義之，新島新一.

第641回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.12.9

国内学会発表 335 WT1遺伝子異常を背景とし尿道下裂と両側性Wilms腫

瘍を合併した2男児例.
中道伸彰，富田理，石橋武士，鮫島麗子，玉一博之，栗
本朋子，寺尾梨江子，高田オト，藤村純也，清水俊明.

第634回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.2.18

国内学会発表 336 ビタミンD単体液体サプリメントで治療を行ったビタミンD
欠乏性くる病の1例.

松田明奈，平井紗依子，中野聡，箕輪圭，鈴木光幸，時
田章史，清水俊明. 第27回日本外来小児科学会年次集会，津.2017.9.2

国内学会発表 337
多臓器不全を伴う高アンモニア血症に対して持続血液透
析(CHD)を行い救命し得たCPS1欠損症疑いの新生児

例.

松田明奈，仲川真由，遠藤周，春名英典，田久保憲行，
久田研，清水俊明.

第39回日本小児腎不全学会学術集会，淡路

島.2017.9.21

国内学会発表 338 腹痛を契機に発見された右側肺葉外分画捻転症の1例.
真弓怜奈，竹内祥子，草野晋平，牛牧史子，笠井悠里
葉，吉田登，細井賢二，鳥羽山寿子，北村裕梨，海野大
輔，大友義之，新島新一，藤村純也，渋谷聡一，山高篤
行，清水俊明.

第634回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.2.18

国内学会発表 339 急性腹症を疑った川崎病の1例.
真弓怜奈，鳥羽山寿子，牛牧史子，笠井悠里葉，吉田
登，竹内祥子，辻脇篤志，北村祐梨，海野大輔，大友義
之，新島新一.

第36回関東川崎病研究会，東京.2017.6.17

国内学会発表 340 心因性動悸との鑑別が困難であり、約2年間観察の後に

異所性心房頻拍と診断された13歳女子の1例.

赤川梨子，田中登，福永英生，田淵晴名，鳥羽山寿子，
松井こと子，原田真菜，古川岳史，高橋健，稀代雅彦，清
水俊明.

第641回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.12.9

国内学会発表 341 気腫性嚢胞が多発し気胸が遷延した 胎便吸引症候群の

1例.
阿部華子，渡邊晶子，笠井悠里葉，細野　優，原太一，西
﨑直人，三上敬文，小笠原有紀，岡﨑任晴，大日方薫.

第208回日本小児科学会千葉県地方会，千

葉.2017.9.10

国内学会発表 342 抗アクアポリン（AQP）4抗体陰性、抗MOG抗体陽性の

視神経脊髄炎の2例.

荒井美輝，吉田登，佐藤恵也，草野晋平，松田明奈，竹
内祥子，五十嵐成，鳥羽山寿子，北村裕梨，海野大輔，
大友義之．新島新一.

第637回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.6.10

国内学会発表 343 尿路感染症初期治療におけるグラム染色の有用性. 荒井美輝，中尾彰裕，佐藤恵也，松永展明，小松充孝，
久田研，新島新一，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.21

国内学会発表 344 マクロファージ活性化症候群を合併した若年性特発性関
節炎の1例.

荒井美輝，中尾彰裕，佐藤恵也，塚田いぶき，吉田登，
竹内祥子，辻脇篤志，海野大輔，大友義之，新島新一. 練馬症例検討会，東京.2017.11.16

国内学会発表 345 多臓器不全を伴う高アンモニア血症に対して持続血液透
析（CHD）を行い救命し得たCPS1欠損症疑いの女児例.

石田翔二，仲川真由，山﨑晋，岩崎友弘，池野充，遠藤
周，春名英典，田久保憲行，久田研，清水俊明.

第638回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.7.8



国内学会発表 346 インフルエンザ菌性髄膜炎の14歳男子例. 伊藤夏希，宮平憲，塚田いぶき，秋谷梓，島田姿野，庄
野哲夫，織田久之，鈴木恭子，新妻隆広，大日方薫.

第207回日本小児科学会千葉県地方会，第1358回千葉

医学分科会，千葉.2017.6.11

国内学会発表 347 West症候群を合併した糖原病Ⅰb型の1例.
佐藤恵也，荒井美輝，真弓怜奈，笠井悠里葉，塚田いぶ
き，吉田登，竹内祥子，辻脇篤志，中尾彰裕，鳥羽山寿
子，海野大輔，大友義之，新島新一，清水俊明.

第639回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.9.9

国内学会発表 348 小児感染症領域における血液培養検査のTime to 
Positiveの検討.

佐藤恵也，中尾彰裕，荒井美輝，松永展明，小松充孝，
久田研，清水俊明.

第49回日本小児感染症学会総会・学術集会，金

沢.2017.10.21

国内学会発表 349 下血と貧血を主訴に来院した大腸血管腫の1例.
佐藤浩之，神保圭佑，北村裕梨，箕輪圭，遠藤周，安部
信平，青柳陽，春名英典，工藤孝広，山高篤行，清水俊
明.

第637回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.6.10

国内学会発表 350 視神経炎を反復した抗MOG抗体陽性視神経炎の1例.
徳島香央里，安部信平，北村裕梨，箕輪圭，神保圭佑，
遠藤周，青柳陽，春名英典，中村明雄，高橋利幸，金子
仁彦，清水俊明.

第640回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.10.14

国内学会発表 351 低身長を呈してから10年後に診断に至った鞍上部腫瘍

の1例.
堀江祥子，石橋武士，富田理，玉一博之，栗本朋子，高
田オト，寺尾梨江子，藤村純也，近藤聡英，清水俊明.

第639回日本小児科学会東京都地方会講話会，東

京.2017.9.9

国内学会発表 352 当院における過去3年間の先天性サイトメガロウイルス

（CCMV）感染症児の検討.
宮平憲，笠井悠里葉，吉村良子，細野優，渡邊晶子，原
太一，西﨑直人，大日方薫.

第208回日本小児科学会千葉県地方会，千

葉.2017.9.10

国内学会発表 353 ヘルスケア分野におけるICT・ビッグデータ利活用　ビック

データ分析により得られた現代女性の基礎体温について.

本田由佳，佐藤雄一，奈良岡佑南，小川淳子，水出恵
子，箕輪圭，小林洋平，齋田良知，入江真帆，益田智佳，
日根麻綾，門田尚子，竹山真人，鈴木光幸，清水俊明.

第32回日本女性医学学会学術集会，大阪.2017.11.4

国内学会発表 354
基礎体温の低下を引き起こす要因に関する検討～アス
リートと一般女性における基礎体温と月経・栄養摂取状
況との関連について～.

奈良岡佑南，本田由佳，河瀬麻希，小川淳子，水出恵
子，箕輪圭，小林洋平，齋田良知，入江真，益田智，日根
麻綾，門田尚子，竹山真人，鈴木光幸，佐藤雄一，清水
俊明.

第32回日本女性医学学会学術集会，大阪.2017.11.4

国内学会発表 355 小児特発性膵炎患者における膵炎関連遺伝子の解析. 磯まなみ，柳久美子，鈴木光幸，桜井由美子，箕輪圭，
清水俊明，要匡. 日本人類遺伝学会第62回大会，神戸.2017.11.16

国内学会発表 356 本邦の特発性膵炎患児におけるCFTR 遺伝子バリアン

ト.
磯まなみ，柳久美子，鈴木光幸，桜井由美子，箕輪圭，
清水俊明，要匡.

2017年度生命科学系学会合同年次大会，神

戸.2017.12.7

国内学会発表 357 高速かつ効率的なNGS解析パイプラインを用いた全遺伝

子解析.

黒木陽子，緒方－川田広子，出立兼一，青砥早希，中林
一彦，河合智子，柳久美子，磯まなみ，佐藤万仁，岡村
浩司，秦健一郎，松原洋一，要匡.

日本人類遺伝学会第62回大会，神戸.2017.11.16

国内学会発表 358 CHARGE症候群患者に見出したCHD7エクソン/イントロ

ン境界領域de novo変異の解析.

福井由宇子，八ツ賀秀一，島彦仁，服部淳，中村明枝，
岡村浩司，柳久美子，磯まなみ，要匡，松原洋一，深見
真紀.

2017年度生命科学系学会合同年次大会，神

戸.2017.12.6

国内学会発表 359 希少・未診断疾患イニシアチブ.
要匡，柳久美子，湊川真理，磯まなみ，細木華奈，黒木
陽子，岡村浩治，緒方広子，中林一彦，河合智子，秦健
一郎，佐藤万仁，小崎健次郎，松原洋一.

2017年度生命科学系学会合同年次大会，神

戸.2017.12.7



国内学会発表 360 シスチノーシス確定診断法の確率. 大熊喜彰，清水有紀子，岡村匡史，赤平百絵，七野浩之. 第120回日本小児科学会学術集会, 東京.2017.4.16

国内学会発表 361 新規インスリン分泌不全型糖尿病モデルマウスの表現系
解析.

中野堅太，清水有紀子，高梨理絵子，佐々木隼人，岡村
匡史，佐々木宣哉. 第160回日本獣医学会学術集会，鹿児島.2017.9.14

国内学会発表 362 日本におけるシスチノーシス患者の実態調査およびシス
テアミン治療の有用性. 赤平百絵，清水有紀子，大熊喜彰，岡村匡史，大浦敏博. 第59回日本先天代謝異常学会総会，川越.2017.10.12

区分 番号 タイトル等 発表者・著者 掲載・発表情報等 国際共同

その他
（広報活動を含

む）
1 The effect of growth hormone treatment on brain 

metabolism in children. Niijima S, Arai Y, Yoshida N, Abe S. Brain Dev,2017;39:71-77.

その他
（広報活動を含

む）
2 10年後（2026年）の小児神経専門医がなすべきこと. 新島新一，神山潤、友田明美. 脳と発達,2017;49:94-96.

その他
（広報活動を含

む）
3 第58回日本小児神経学会学術集会・会長講演・子どもた

ちの未来のために～小児神経と多領域の懸け橋～. 新島新一. 脳と発達,2017;49:250-254.

その他
（広報活動を含

む）
4 新生児・小児における低亜鉛血症を考える. 新島新一，西美和，河井昌彦. Nobel pharma 座談会，pp1-8.2017.7.28

その他
（広報活動を含

む）
5 【座談会記録集】結節性硬化症診療連携レポート. 新島新一，樋野興夫，桑鶴良平，菅野秀宣，瀬山邦明，

込山悦子，小林敏之，河野春奈.
順天堂大学附属病院におけるＴＳＣカンファレンス,pp1-
6.2017.2.1

その他
（広報活動を含

む）
6 こどもの亜鉛欠乏、基礎知識と家庭での対応. 新島新一. こどもの健康週間2017;日本小児科学会，東京都地方会.

その他
（広報活動を含

む）
7 無症状の中学生のピロリ菌検査・除菌治療. 清水俊明. 日刊ゲンダイ，平成29年10月24日.

その他
（広報活動を含

む）
8 小児期発症炎症性腸疾患の治療に関する全国調査. 清水俊明.俊明，IBD 新治療の実施状況に関する全国

調査ワーキンググループ.

厚生労働省科学研究費補助金　難治性疾患等政策研究
事業（難治性疾患政策研究事業）難治性炎症性腸管障害
に関する調査研究　平成28年度　総括・分担報告書．研

究代表者　鈴木康夫．206-16,2017.

その他
（広報活動を含

む）
9 座談会：プラズマ乳酸菌（ＪＣＭ5805）による抗ウイルス免

疫賦活機能と日常生活への適用によるメリット. 尾内一信，清水俊明，松本哲哉. Pharma Medica,2017;35:69-774.

その他
（広報活動を含

む）
10 小児IBDの治療. 新井勝大. 【クローン病と潰瘍性大腸炎の総合情報誌】ＣＣＪＡＰＡＮ，

2017;97：36-39.

その他
（広報活動を含

む）
11 終末期にある小児がん患者と家族の心理的問題とその

介入. 田中恭子. 平成28年度 小児がん看護研修　小児がん中央機関拠点

病院看護，東京.2017.1.14



その他
（広報活動を含

む）
12 トランジション早期からの働きかけ. 田中恭子. トランジションに関する説明と意見交換会，東

京.2017.1.31

その他
（広報活動を含

む）
13 Patient Family Centered care の概念. 田中恭子. 第1回小児緩和ケアワークショップ，東京.2017.3.11

その他
（広報活動を含

む）
14 子どものアセスメント. 田中恭子. 子ども療養支援士養成コース前期講義　子ども療養支援

協会，東京.2017.4.27

その他
（広報活動を含

む）
15 子どもの遊びと神秘. 田中恭子. 難病の子ども支援全国ネットワーク平成29年度プレイ

リーダー養成講座，東京.2017.5.18

その他
（広報活動を含

む）
16

ビオチンを添加したたんぱく質低減人工乳の栄養評価に
関する研究   －乳幼児の発達に及ぼすビオチンの影響

－.
田中恭子. 平成２９年度 糧食研究会 特定委託研究成果報告会，東

京.2017.7.20

その他
（広報活動を含

む）
17 運動尺度. 田中恭子. Bayley-III研修会　日本文化化学社，大阪.2017.7.22

その他
（広報活動を含

む）
18 認知尺度. 田中恭子. Bayley-III研修会　日本文化化学社，大阪.2017.7.22

その他
（広報活動を含

む）
19 子どもの遊びと神秘. 田中恭子. 難病の子ども支援全国ネットワーク平成29年度プレイ

リーダー養成講座，東京.2017.10.18

その他
（広報活動を含

む）
20 運動尺度. 田中恭子. Bayley-III研修会　日本文化化学社，東京.2017.12.17

その他
（広報活動を含

む）
21 認知尺度. 田中恭子. Bayley-III研修会　日本文化化学社，東京.2017.12.17

その他
（広報活動を含

む）
22 うんちで知る健康状態　連載第１回 健康なうんち. 工藤孝広. ほけんニュース 395号　平成29年1月8日

その他
（広報活動を含

む）
23 うんちで知る健康状態　連載第２回 うんちで知る健康状

態 おなかの不調　下痢. 工藤孝広. ほけんニュース 396号　平成29年2月8日.

その他
（広報活動を含

む）
24 うんちで知る健康状態　連載第３回（ 終回） うんちで知

る健康状態 おなかの不調　便秘. 工藤孝広. ほけんニュース 397号　平成29年3月8日.

その他
（広報活動を含

む）
25 栄養を吸収する小腸・水分を吸収する大腸. 工藤孝広. 小学保健ニュース　1129号（工藤孝広監修）平成29年3

月8日.

その他
（広報活動を含

む）
26 なつのせいかつ　つめたいものを　たべすぎないで. 工藤孝広. たのしくたべようニュース 395号（工藤孝広監修）平成29

年8月8日.



その他
（広報活動を含

む）
27 栄養療法・食事療法① 小児のクローン病. 工藤孝広. IBDニュース　62号　平成29年11月.

その他
（広報活動を含

む）
28 見かけの元気に惑わされてはいけない！ 家庭での様子

も重視すべきである. 小松充孝. Emergency care,2017;Vol. 30, No. 3.

その他
（広報活動を含

む）
29 遺伝性慢性膵炎の新しい診断と治療. 鈴木光幸. ラジオNILKKEI　小児科診療UP-DATE.2017.1.18

その他
（広報活動を含

む）
30 夜尿症は治療できる時代です. 西﨑直人. 平成29年東京都私立幼稚園連合だより,2017;10月号.

その他
（広報活動を含

む）
31 小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017. 稲毛英介.

小児気管支喘息治療・管理ガイドライン2017．荒川浩一，

ほか（監修）日本小児アレルギー学会，協和企画，東京.
（システムレビュー委員として参加）


