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臨床栄養別冊　JCNセレクト9 雨海照祥
NICUにおける栄養管理―エネルギー、たんぱく

質、脂肪乳剤、特殊栄養素
日高大介,宮本泰行 48-53

医歯薬出版・

2014

臨床栄養別冊　JCNセレクト9 雨海照祥
小児の臨床栄養：エビデンスとトピックス 小児

の脱水症と経口補水液（ORS）
川上　肇 97-101

医歯薬出版・

2014

低出生体重児の外科 窪田昭男 低出生体重児における喉頭声門部の荒廃 平井みさ子 85-91 永井書店・2013



総説

総説題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

【理解して出そう　小児の検査-オーダー・手技・解釈】 神経　誘発筋電図

(解説/特集)
榎園 崇, 田中 竜太, 大矢 寧 小児科診療 76(増） 328-335 2013.04

発達遅延、顔貌異常、難聴を呈した6歳男児(症例検討会) 岩崎 信明, 田中 竜太, 林 雅晴 小児神経学の進歩 42 86-105 2013.05

【予防接種Q&A】 A型肝炎　注意事項　小児にA型肝炎ワクチンを接種する

際の注意事項にはどのようなものがありますか(Q&A/特集)
工藤 豊一郎 小児内科 45(増） 604-605 2013.11

【予防接種Q&A】 B型肝炎　無反応例　B型肝炎ワクチンの無反応例とその

対策について教えてください(Q&A/特集)
工藤 豊一郎, 泉 維昌 小児内科 45(増） 579-580 2013.11

母子感染予防を推進するための提言　風疹・CMV(解説)

林 大祐, 佐藤 早苗, 田中 裕香, 林 咲也

子, 神垣 佑, 稲垣 真一郎, 木村 宏, グ

ループC

小児感染免疫 25（4） 473-477 2014.02

【クローズアップ　新しい子どもの病気】 循環器疾患　最近急に他科から問

い合わせが多くなった疾患や病態　先天性QT延長症候群3型(解説/特集)
堀米 仁志, 高橋 一浩 小児内科 45（6）

1107-

1110
2013.06

器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン(2013年改

訂版)(解説)

吉永 正夫, 泉田 直己, 岩本 眞理, 牛ノ

濱 大也, 住友 直方, 田内 宣生, 高橋 良

明, 富田 英, 長嶋 正實, 堀米 仁志, 山内

邦昭, 阿部 勝巳, 新垣 義夫, 上野 倫彦,

太田 邦雄, 佐藤 誠一, 高木 純一, 立野

滋, 檜垣 高史, 市田 蕗子, 白石 裕比湖,

杉 薫, 堀江 稔, 日本小児循環器学会学

校心臓検診委員会

日本小児循環器学会雑誌 29（6） 277-290 2013.11

【わかる心電図-病態に迫る判読のコツ】 不整脈　QT延長症候群、QT短縮

症候群(解説/特集)
堀米 仁志 小児科診療 76(11）

1779-

1787
2013.11

【小児の治療指針】 新生児　胎児水腫(解説/特集) 新井 順一 小児科診療 77(増) 937-939 2014.04

【プロが見せる手術シリーズ(1):難易度の高い胸部手術】 喉頭気管食道裂の

手術(解説/特集)
平井みさ子, 連 利博 小児外科 45（5） 488-494 2013.05



総説

総説題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

【小児外傷性臓器損傷の治療戦略と手術のポイント】 尿道損傷の治療戦略と

手術のポイント(解説/特集)
矢内 俊裕, 川上 肇 小児外科 45（9）

1013-

1018
2013.09

【プロが見せる手術シリーズ(4):難易度の高い腫瘍の手術】 膀胱全摘尿路変

向術(解説/特集)
矢内 俊裕, 川上 肇 小児外科 46（2） 197-205 2014.02

【スタッフ教育　他部署からの看護師を救急ナースとして育成するには】 救

急外来の指導内容編　「小児の対応」における注意事項　診療・看護・電話

トリアージ(解説/特集)

吉澤 あやさ 救急看護トリアージのスキル強化 3(4) 41-47 2013.12

管理栄養士の活動最前線　病院　小児病院における管理栄養士の役割(解説) 加藤 かな江 日本栄養士会雑誌 56（7） 487 2013.07

特命臨床工学技士戦隊CECCM9出動！(Mission14) 布村 仁亮 Emergency　care 26(8) 744-750 2013.08

特命臨床工学技士戦隊CECCM9出動！(Mission15) 布村 仁亮 Emergency　care 26(9) 840-845 2013.09

【小児科医が知っておきたい腹部超音波のエッセンス】 小児科医として知っ

ておきたい疾患・病態の超音波検査　肝炎・胆嚢炎・膵炎(解説/特集)
浅井 宣美, 渡邊 浩美, 堤 義之 小児科診療 76(10)

1543-

1549
2013.10

【小児・新生児の人工呼吸器管理】 人工呼吸器の原理(解説/特集) 布村 仁亮 こどもケア 8（5） 9-15 2013.12



論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

A novel homozygous mutation of GJC2 derived from maternal

uniparental disomy in a female patient with Pelizaeus-

Merzbacher-like disease.

Shimojima K, Tanaka R, Shimada S, Sangu N,

Nakayama J, Iwasaki N, Yamamoto T.
J Neurol Sci. 330（1-2） 123-126 2013.07

Prednisoloneが有効だった小児期発症のlimb-girdle型重症筋無力症

の兄弟例

福留 隆泰, 田中 竜太, 安藤 直樹, 本村 政勝, 吉村 俊

朗, 佐々木 征行, 西野 一三, 東 慶輝, 大野 欽司
神経治療学 30（4） 465-469 2013.07

Neurochemistry in shiverer mouse depicted on MR

spectroscopy.

Takanashi J, Nitta N, Iwasaki N, Saito S, Tanaka

R, Barkovich AJ, Aoki I.

J Magn Reson

Imaging.
39（6）

1550-

1557
2014.01

A novel fluorescence in situ hybridization assay for synovial

sarcoma.

Kato K,Tanaka M, Toyoda Y, Kigasawa H,

Ohama Y, Nishi T, Okuzumi S, Kurosawa K, Aida

N, Nagahara N, Tanaka Y

Pathol Res

Pract
209(5) 309-313 2013.05

Characterization of genetic lesions in rhabdomyosarcoma

using a high-density single nucleotide polymorphism array.

Nishimura R,Takita J, Sato-Otsubo A, Kato M,

Koh K, Hanada R, Tanaka Y, Kato K, Maeda D,

Fukayama M, Sanada M, Hayashi Y, Ogawa S.

Cancer Sci 104(7) 856-864 2013.07

Incidence and survival rates of hematological malignancies in

Japanese children and adolescents (2006-2010): based on

registry data from the Japanese Society of Pediatric

Hematology.

Horibe K, Saito AM, Takimoto T, Tsuchida M,

Manabe A, Shima M, Ohara A, Mizutani S
Int J Hematol 98(1) 74-88 2013.07

NUP98-NSD1 gene fusion and its related gene expression

signature are strongly associated with a poor prognosis in

pediatric acute myeloid leukemia.

Shiba N, Ichikawa H, Taki T, Park MJ, Jo A,

Mitani S, Kobayashi T, Shimada A, Sotomatsu

M, Arakawa H, Adachi S, Tawa A, Horibe K,

Tsuchida M, Hanada R, Tsukimoto I, Hayashi Y.

Genes

Chromosomes

Cancer

52(7) 683-93 2013.07



論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Incidence and survival rates of hematological malignancies in

Japanese children and adolescents (2006-2010): based on

registry data from the Japanese Society of Pediatric

Hematology.

Horibe K, Saito AM, Takimoto T, Tsuchida M,

Manabe A, Shima M, Ohara A, Mizutani S
Int J Hematol 98(1) 74-88 2013.07

WT1 mutation in pediatric patients with acute myeloid

leukemia: a report from the Japanese Childhood AML

Cooperative Study Group.

Sano H, Shimada A, Tabuchi K, Taki T, Murata

C, Park MJ, Ohki K, Sotomatsu M, Adachi S,

Tawa A, Kobayashi R, Horibe K, Tsuchida M,

Hanada R, Tsukimoto I, Hayashi Y.

Int J Hematol 98(4) 437-445 2013.10

Secondary cancers among children with acute lymphoblastic

leukaemia treated by the Tokyo Children's Cancer Study

Group protocols: a retrospective cohort study.

Ishida Y, Maeda M, Urayama KY, Kiyotani C,

Aoki Y, Kato Y, Goto S, Sakaguchi S, Sugita K,

Tokuyama M, Nakadate N, Ishii E, Tsuchida M,

Ohara A; The QOL committee of Tokyo

Children's Cancer Study Group (TCCSG).

Br J Haematol 164(1) 101-112 2014.01

 No impact of high-dose cytarabine and asparaginase as early

intensification with intermediate-risk paediatric acute

lymphoblastic leukaemia: results of randomized trial TCCSG

study L99-15.

Kato M, Koh K, Manabe A, Saito T, Hasegawa D,

Isoyama K, Kinoshita A, Maeda M, Okimoto Y,

Kajiwara M, Kaneko T, Sugita K, Kikuchi A,

Tsuchida M, Ohara A.

Br J Haematol 164(3) 376-383 2014.02

Genetic background of catecholaminergic polymorphic

ventricular tachycardia in Japan.

Kawamura M, Ohno S, Naiki N, Nagaoka I,

Dochi K, Wang Q, Hasegawa K, Kimura H,

Miyamoto A, Mizusawa Y, Itoh H, Makiyama T,

Sumitomo N, Ushinohama H, Oyama K,

Murakoshi N, Aonuma K, Horigome H, Honda T,

Circ J. 77（7）
1705-

1713
2013.04

Effects of landiolol hydrochloride on intractable

tachyarrhythmia after pediatric cardiac surgery.

Tokunaga C, Hiramatsu Y, Kanemoto S,

Takahashi-Igari M, Abe M, Horigome H,

Sakakibara Y.

Ann Thorac

Surg.
95（5）

1685-

1688
2013.05



論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

チアノーゼ性先天性心疾患における脳膿瘍の疫学　日本小児循環器

学会心血管疾患の遺伝子疫学委員会　平成20年度-22年度研究課題

報告

前田 潤, 古谷 喜幸, 稲井 慶, 小穴 慎二, 梶野 浩樹,

上砂 光裕, 松裏 裕行, 松岡 瑠美子, 森 克彦, 須田 憲

治, 飯島 正紀, 池原 聡, 大木 寛生, 金丸 浩, 田内 宣

生, 中島 弘道, 西原 栄起, 濱岡 建城, 早渕 康信, 堀米

仁志, 桃井 伸緒, 安田 謙二, 横澤 正人, 新垣 義夫, 市

田 蕗子, 小野 安生, 小山 耕太郎, 黒江 兼司, 小林 俊

樹, 城尾 邦隆, 白石 公, 中川 雅生, 野村 裕一, 総崎

直樹, 村上 智明, 安河内 聰, 安田 東始哲, 中西 敏雄,

山岸 敬幸, 日本小児循環器学会心血管疾患の遺伝子

日本小児循環器

学会雑誌
29（5） 236-242 2013.09

Electrocardiographic screening of 1-month-old infants for

identifying prolonged QT intervals.

Yoshinaga M, Ushinohama H, Sato S, Tauchi N,

Horigome H, Takahashi H, Sumitomo N, Kucho

Y, Shiraishi H, Nomura Y, Shimizu W,

Nagashima M.

Circ Arrhythm

Electrophysiol.
6（5） 932-938 2013.10

Arrhythmia phenotype during fetal life suggests long-QT

syndrome genotype: risk stratification of perinatal long-QT

syndrome.

Cuneo BF, Etheridge SP, Horigome H, Sallee D,

Moon-Grady A, Weng HY, Ackerman MJ, Benson

DW.

Circ Arrhythm

Electrophysiol.
6（5） 946-951 2013.10

In utero diagnosis of long QT syndrome by

magnetocardiography.

Cuneo BF, Strasburger JF, Yu S, Horigome H,

Hosono T, Kandori A, Wakai RT.
Circulation. 128（20）

2183-

2191
2013.12

Nontraditional placement of an implantable cardioverter-

defibrillator in a heterotaxy patient after the completion of

total cavopulmonary connection.

Tsukada T, Hiramatsu Y, Kanemoto S, Lin L,

Takahashi-Igari M, Horigome H, Matsushita S,

Sakakibara Y.

J Artif Organs. 16（4） 495-497 2013.12

Down症候群に合併した先天性肺リンパ管拡張症の1例(原著論文/症

例報告)

塩野 淳子, 磯部 剛志, 新井 順一, 宮本 泰行, 飯島 達

生
小児科臨床 67（1） 103-107 2014.01



論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Genetic Characteristics of Children and Adolescents with Long

QT Syndrome Diagnosed by School-Based

Electrocardiographic Screening Programs.

Yoshinaga M, Kucho Y, Sarantuya J, Ninomiya

Y, Horigome H, Ushinohama H, Shimizu W,

Horie M.

Circ Arrhythm

Electrophysiol
7（1） 107-112 2014.02

ヘパリン添加の有無による末梢穿刺中心静脈カテーテルの閉塞に関

する検討(原著論文)

日高 大介, 新井 順一, 梶川 大悟, 藤山 聡, 吾郷 耕彦,

雪竹 義也, 宮本 泰行

日本未熟児新生

児学会雑誌
25（2） 213-217 2013.06

当院NICUで経験した遅発型B群連鎖球菌(GBS)敗血症のアウトブレ

イク（原著論文）

雪竹 義也, 新井 順一, 日高 大介, 梶川 大悟, 吾郷 耕

彦, 竹内 秀輔, 宮本 泰行

日本未熟児新生

児学会雑誌
26（1） 71-75 2014.02

日本小児外科学会悪性腫瘍委員会　小児固形悪性腫瘍の予後追跡調

査結果の報告-2001～2005年登録症例について- Ⅰ神経芽腫
平井みさ子

日本小児外科学

会雑誌
49(6)

1133-

1143
2013.10

Multicenter randomized trial of postoperative corticosteroid

therapy for biliary atresia.
JBAS, Nio, M, Muraji, T Pediatr Surg Int 29(11)

1091-

1095
2013.11

Early Heparin Administrarion Attenuates Tissue Factor-

Mediated Thrombin Generation During Simulated

Cardiopulmonary Bypass

Morizumi S, Hiramatsu Y, Matsuzaki K, Goto Y,

Sato S, Abe M, Kato H, Matsubara M,

Sakakibara Y.

J Card Surg 29(1) 35-40 2014.01

Amniotic fluid and serum biomarkers from women with neural

tube defect-affected pregnancies: a case study for

myelomeningocele and anencephaly: clinical article.

Tsurubuchi T, Ichi S, Shim KW, Norkett W,

Allender E, Mania-Farnell B, Tomita T, McLone

DG, Ginsberg N, Mayanil CS.

J Neurosurg

Pediatr
12(4) 380-389 2013.10



論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

小児がんを経験した子どものQuality of Life評価　自己評価と代理

評価の分析から
平賀紀子,古谷佳由理,小池秀子,涌水理恵 小児がん看護 8 Page7-16 2013.09

小児がんで長期入院を余儀なくされた児への復学支援を考えるー

児・保護者・スタッフの復学に向けた思いとその変化に焦点を当て

てー

涌水理恵,平賀紀子,古谷佳由理 小児保健研究 72(6) 824-833 2013.11



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小規模小児専門病院におけるDr.ヘリ広域搬送受け入れの試みと

その評価
本山 景一

泉 維昌,大橋 洋綱,福島富士子,林 大祐,城戸 崇裕,連 利博,矢内 俊裕,室井 愛,

菊地 斉
第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19-21

当院における院内Child　Protection　Team(CPT)の3年間の活

動報告
本山 景一 泉 維昌,大橋 洋綱,室井 愛,新井 順一,圡田 昌宏 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19-21

抗菌薬治療が奏功したIgA欠損症に合併した潰瘍性大腸炎の1例 和田 宏来 福島 紘子, 永藤 元道, 石川 伸行, 福島 敬, 工藤 豊一郎, 須磨崎 亮 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.20

薬剤性過敏症症候群の回復後に劇症1型糖尿病を発症した1歳男

児例
篠原 宏行 鴨田 知博, 酒井 愛子, 石川 伸行, 岩淵 敦, 高橋 実穂, 工藤 豊一郎, 須磨崎 亮 第56回日本糖尿病学会年次学術集会 熊本 2013.05.16-18

我が国の小児診療施設におけるAlagille症候群の全国調査 和田 宏来 工藤 豊一郎, 虫明 聡太郎, 須磨崎 亮 第49回日本肝臓学会総会 東京 2013.06.06

歯ブラシ刺入により頬脂肪体ヘルニアを来した口腔粘膜外傷の1

例
今井 綾子

本山 景一,林 大祐,大橋 洋綱,福島富士子,泉 維昌,圡田 昌宏,河野 達夫,竹内

保敏,岡 邦行
第27回日本小児救急医学会 宜野湾 2013.06.14-16

1ヶ月前に誤嚥したビーズにより窒息を来し救急搬送された1例 本山 景一 泉 維昌,圡田 昌宏,河野 達夫,松田 諭,矢内 俊裕,連 利博 第27回日本小児救急医学会 宜野湾 2013.06.14-16

脳出血をきたした剣創状強皮症の1例 余湖 直紀
大和田 淳也,堀口 悠人,中村 伸彦,本山 景一,福島富士子,大橋 洋綱,泉 維昌,鶴

淵 隆夫
第104回 茨城小児科学会 日立 2013.11.10



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

言葉の遅れ，過成長を契機として診断したムコ多糖症Ⅱ型の3歳

男児例
中村 伸彦 堀口 悠人,鎌倉 妙,本山 景一,小野 友輔,福島富士子,大橋 洋綱,泉 維昌 第104回 茨城小児科学会 日立 2013.11.10

顔面神経麻痺、球麻痺を呈した抗糖脂質抗体陽性自己免疫性神

経障害の１例
大橋 洋綱

田中 竜太,中村 伸彦,堀口 悠人,鎌倉 妙,小野 友輔,本山 景一,福島富士子,河野

達夫,泉 維昌
第60回日本小児神経学会関東地方会 東京 2014.03.15

皮膚病変出現から2か月後に縦隔腫瘤で診断されたランゲルハン

ス細胞組織球症の4か月女児
鎌倉 妙

吉見 愛，中尾 朋平，神﨑 美玲，山本 敦子，加藤 啓輔 ，小池 和俊，平井み

さ子，飯島 茂子,圡田 昌宏
第103回茨城小児科学会 つくば 2013.06.30

2回拒絶され、3回目の臍帯血移植で生着した副腎白質ジストロ

フィーの男児例
中尾 朋平

加藤 啓輔,吉見 愛,榎園 崇,福島富士子,田中 竜太,泉 維昌,小野寺 理,下澤 伸

行,小池 和俊,圡田 昌宏
第103回茨城小児科学会 つくば 2013.06.30

Molecular analysis of paired samples in recurrent

childhood acute lymphoblastic leukemia.
Kato K

Yamashita Y，Yoshimi A, Nakao T, Kobayashi C, Fukushima T, Koike

K，Horibe K, Tsuchida M.
第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13

Hematopoietic stem cell transplantation for Diamond-

Blackfan anemia children
Yoshimi A Nakao T, Kobayashi C, Kato K , Koike K, Horibe K, Tsuchida M 第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13

Minimal residual disease in pediatric acute myeloid

leukemia by multidimensional flow cytometry
Keino D

Kinoshita A，Tomizawa D，Takahashi H，Ida K，Kurosawa H，Koike

K，Ota S，Yamamoto S，Kiyotani C，Yuza Y，Fujimura J，Iwasaki N，

Osumi T，Ueda T，Mochizuki S，Isoyama K，Hanada R，Tawa A，

Kikuchi A，Ohara A

第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13

Gene expression profile in childhood BCP-ALL without

common chimeric genes
Iijima K

Kiyokawa N，Yoshihara H，Osumi T，Kato M，Kobayashi K，Okita H，

Fujimoto J，Hanada R，Tsuchida M，Shimada H，Fukushima T，Koh

K，Manabe A，Kikuchi A，Hayashi Y，Ohara A

第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

Clinical characteristics of 17 children with JMML who

developed blast crisis
Honda Y

Tsuchida M，Masunaga A，Yoshimi A，Kojima S，Ito M，Kikuchi A，

Nakahata T，Manabe A
第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13

Long-term outcomes of AA or hypoplastic MDS children

who received the same immunosuppressive therapy
Hama A

Muramatsu H，Ito M，Kosaka Y，Tsuchida M，Takahashi Y，

Kobayashi R，Ito E，Yabe H，Ohga S，Ohara A，Kojima S
第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13

Telomere length as a predictor for the immunosuppressive

therapy in acquired aplastic anemia

Sakaguchi

H

Nishio N，Kawashima N，Xinan Wang，Narita A，Doisaki S，

Muramatsu H，Hama A，Nakanishi K，Takahashi Y，Tsuchida M，

Kobayashi R，Itou E，Yabe H，Ohga S，Ohara A，Hasegawa D，

Manabe A，Itou M，Kojima S

第75回 日本血液学会学術総会 札幌 2013.10.11-13

aberrantな抗原を発現した小児急性リンパ性白血病の検討 加藤啓輔 吉見愛,中尾朋平,小林千恵,清河信敬,福島敬,小池和俊,土田昌宏 第55回 日本小児血液・がん学会 福岡 2013.12.29

Favorable outcome of RIC in hematopoietic stem cell

transplantation for infants
Yoshimi A Nakao T, Kobayashi C, Kato K, Koike K, Horibe K, Tsuchida M 第55回 日本小児血液・がん学会 福岡 2013.12.29

Molecular analysis of paired samples in recurrent

childhood acute lymphoblastic leukemia
Kato K

Yamashita Y, Yoshimi A, Nakao T, Kobayashi C, Fukushima T, Koike K,

Horibe K, Tsuchida M
第55回 日本小児血液・がん学会 福岡 2013.12.29

同種造血細胞移植後の凝固異常に対し組換トロンボモジュリン

を使用した6例
中尾 朋平 加藤 啓輔, 吉見 愛, 小林 千恵, 福島 敬, 小池 和俊, 圡田 昌宏 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.4.19-21

3D心エコーを用いたファロー四徴症根治術後の右室収縮能率の

評価
中村 昭宏 堀米 仁志,林 立申,加藤 愛章,高橋 実穂,須磨崎 亮 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児における血液凝固線溶系、アディポカインとメタボリック

シンドロームとの関連
林 立申 堀米 仁志,今川 和夫,中村 昭宏,加藤 愛章,高橋 実穂,須磨崎 亮 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19

感染兆候無く心不全で発症し、急性期の溶連菌感染が同定し得

たリウマチ熱の1例
石踊 巧 塩野 淳子, 村上 卓, 堀米 仁志, 菊地 正広, 星野 寿男 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19-21

A nationwide questionnaire survey on clinical

characteristics and genetic background of congenital long-

QT syndrome diagnosed in fetal and neonatal life.

Horigome

H

Kato Y, Yoshinaga M, Sumitomo N, Ushinohama H, Iwamoto M,

Takahashi K, Shiono J, Tauchi N, Izumida N, Nagashima M
Heart Rhythm Society 2013

Denve

r, USA
2013.05.10

Advancement of treatment in Catecholaminergic

Polymorphic Ventricular tachycardia -multicenter Study in

Japan-.

Sumitomo

N

Shimizu W, Aragaki Y, Horigome H, Aonuma K, Sakurada H,

Watanabe H, Nishizaki M, Kamakura S, Hiraoka M
Heart Rhythm Society 2013

Denve

r, USA
2013.05.10

ファロー四徴症根治術後の左室自由壁の局所壁運動は低下する 中村 昭宏 堀米 仁志, 瀬尾 由広, 石津 智子, 青沼 和隆 日本超音波医学会第86回学術集会 大阪 2013.05.26

胎児不整脈診断における心磁図の応用（シンポジウム4　心磁図

研究の進歩と臨床応用）
加藤 愛章 高橋 実穂,林 立申,中村 昭宏,堀米 仁志 第28回日本生体磁気学会大会 新潟 2013.06.08

カテコラミン誘発多形性心室頻拍に対する非薬物治療 加藤 愛章
高橋 実穂,林 立申,中村 昭宏,石川 伸行,今川 和生,野崎 良寛,関口 幸夫,青沼

和隆,堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

我が国における自己抗体関連先天性房室ブロックの発生状況・

出生前管理の現状と発症危険因子の検討
堀米 仁志

村島 温,前野 泰樹,山岸 良匡,高崎 芳成,住田 孝之,福嶋恒太郎,和栗 雅子,金子

正英,賀藤 均,市田 蕗子

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

ファロー四徴症根治術後患者は肺動脈弁逆流によって運動耐用

能が低下する、-3次元エコーデータを用いた肺動脈弁逆流の定

量評価-

中村 昭宏 堀米 仁志, 石川 伸行, 林 立申, 加藤 愛章, 高橋 実穂
第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

無脾症候群における予防接種と抗生剤内服の重症細菌感染症予

防効果
村上 卓

塩野 淳子, 石踊 巧, 阿部 正一, 五味 聖吾, 坂 有希子, 高橋 実穂, 加藤 愛章,

林 立申, 石川 伸行, 堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

最近経験されたリウマチ熱5例の診断と治療における問題点 石踊 巧
塩野 淳子, 村上 卓, 高橋 実穂, 加藤 愛章, 中村 昭宏, 林 立申, 石川 伸行, 星

野 寿男, 堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

心構造異常を伴う胎児徐脈性不整脈についての検討(胎児徐脈の

胎児治療に関する現状調査2002-2008より)
三好 剛一

前野 泰樹, 稲村 昇, 安河内 聰, 川滝 元良, 堀米 仁志, 与田 仁志, 新居 正基,

賀藤 均, 坂口 平馬, 白石 公

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

小児の上室性頻拍におけるアプリンジン静注の有効性 塩野 淳子 石踊 巧,村上 卓,坂 有希子,五味 聖吾,阿部 正一,堀米 仁志
第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11-13

2.5kg以下の乳児における非開心姑息術の転帰と問題点 中嶋 智美 平松 祐司, 金本 真也, 阿部 正一, 加藤 愛章, 高橋 実穂, 堀米 仁志, 榊原 謙
第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12

成人期のファロー四徴根治術後患者の心機能および運動耐容能

に影響を与える因子の検討
宮本 朋幸 堀米 仁志, 林 憲一, 村島 義範

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12

独立成分分析を用いた先天性QT延長症候群のT波解析　E1784K

ミスセンス異常によるLQT3型の検討
高橋 一浩 堀米 仁志, 石川 康弘, 吉永 正夫

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

Fallot四徴症における新しい右室流出路再建法の提示　自己心膜

による弁尖・弁輪拡大法
平松 祐司 金本 真也, 阿部 正一, 高橋 実穂, 加藤 愛章, 堀米 仁志, 榊原 謙

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.13

右室流出路形成術後に巨大仮性心室瘤を生じた、ファロー四徴

症、肺動脈閉鎖、主要体肺側副動脈の乳児例
石川 伸行

高橋 実穂, 林 立申, 中村 昭宏, 加藤 愛章, 金本 真也, 平松 祐司, 堀米 仁志,

須磨崎 亮

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.13

健常小児集団における腹部肥満と従来の心血管危険因子及び線

溶凝固系指標、アディポカインとの関連
林 立申 堀米 仁志, 中村 昭宏, 加藤 愛章, 高橋 実穂, 須磨崎 亮

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.13

学校心臓検診で抽出されたQT延長症候群患児の遺伝学的特徴 吉永 正夫 九町 木綿, 牛ノ濱 大也, 堀米 仁志, 清水 渉, 堀江 稔 第61回日本心臓病学会学術集会 熊本 2013.09.20-22

乾癬様皮疹を合併した難治性川崎病の1例 石踊　巧 塩野 淳子,村上 卓,堀米 仁志 第33回日本川崎病学会 富山 2013.09.27-28

幼児および小中学生の生活習慣病基準値作成に関する研究 宮崎あゆみ

吉永 正夫, 青木 真智子, 濱島 崇, 長嶋 正實, 堀米 仁志, 高橋 秀人, 篠宮 正

樹, 緒方 裕光, 伊藤 善也, 徳田 正邦, 久保 俊英, 立川 倶子, 郡山 暢之, 原 光

彦

第34回日本肥満学会 東京 2013.10.11-12

心臓検診で抽出されるQT延長症候群(LQTS)患児の症状出現予測

に関する研究
吉永 正夫

佐藤 誠一, 牛ノ濱 大也, 住友 直方, 堀米 仁志, 岩本 眞理, 田内 宣生, 長嶋 正

實
第30回日本心電学会学術集会 青森 2013.10.12

川崎病に冠動脈病変を合併した症例における急性期治療の検討 鎌倉　妙 塩野 淳子,石踊 巧,村上 卓,堀米 仁志 第104回茨城小児科学会 日立 2013.11.10



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

胎児期から乳児期に機能的房室ブロックを伴って発症した先天

性QT延長症候群の治療と予後　―追加調査結果を含めて―
堀米 仁志

林 立申,加藤 愛章,岩本 眞理,後藤 浩子,高橋 一浩,小澤 綾佳,江畑 亮太,生駒

雅信,松永 保,稲井 慶,鈴木 博,鈴木 浩,髙木 純一,吉永 正夫,住友 直方,長嶋 正

實

第18回日本小児心電学会 宮崎 2013.11.29

Fontan型手術前に心臓電気生理検査を施行した心房内臓錯位の

5例
野崎 良寛 加藤愛章,高橋実穂,林立申,中村昭宏,住友直方,堀米仁志 第18回日本小児心電学会 宮崎 2013.11.30

胎児期に診断されたcritical ASの症例数と予後の調査―日本胎児

心臓病学会幹事の所属施設を対象とした一次調査―（JPIC JSFC

ジョイントシンポジウム1　胎児診断に基づく周産期のカテーテ

ル治療）

堀米 仁志
黒嵜 健一,石井 徹子,田中 靖彦,稲村 昇,西畠 信,渋谷 和彦,金子 正英,前野 泰

樹,瀧聞 浄宏,朴 仁三,安河内 聰

第25回日本Pediatric

Interventional Cardiology学会学

術集会

長野 2014.01.25

MCTミルクの使用で胸部CTが劇的に改善し肺リンパ管拡張症が

疑われているダウン症候群の1例
塩野 淳子 石踊　巧,村上　卓,日高 大介,河野 達夫 第20回日本小児肺循環研究会 東京 2014.02.01

川崎病で巨大瘤を形成した症例の検討 鎌倉　妙 塩野 淳子,石踊　巧,石川 伸行,村上　卓,堀米 仁志 第105回茨城小児科学会 つくば 2014.03.09

空腸瘻造設後、肛門側腸管に排出液を注入し栄養管理を行った

超低出生体重児の１例
日高大介 吾郷　耕彦，梶川　大悟,竹内　秀輔，雪竹　義也，新井　順一，宮本　泰行 第13回新生児栄養フォーラム 東京 2013.06.15-16

超低出生体重児の先天性サイトメガロウイルス感染症に対する

VGCV治療
竹内秀輔

林　大祐,吾郷　耕彦，梶川　大悟，日高　大介，雪竹　義也，新井　順一，

宮本　泰行
第103回茨城小児科学会 つくば 2013.06.30

救急隊員への周産期救急講習会を実施して 新井順一 宮本泰行,藤木豊
第49回日本周産期新生児医学会学術

集会
横浜 2013.07.14-15



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

経過中，重篤な出血を認めた早産児先天性乳糜胸の3例 梶川大悟 吾郷　耕彦，竹内　秀輔,日高　大介，雪竹　義也，新井　順一，宮本　泰行
第49回日本周産期新生児医学会学術

集会
横浜 2013.07.14-15

界面活性剤によるインスリン吸着予防の新生児での効果 吾郷耕彦 梶川　大悟，竹内　秀輔,日高　大介，雪竹　義也，新井　順一，宮本　泰行
第49回日本周産期新生児医学会学術

集会
横浜 2013.07.14-15

予想外に良好な経過をたどっている低酸素性虚血性脳症の早産

児例
日高大介 新井順一,宮本泰行,雪竹義也,梶川大悟,吾郷耕彦,竹内秀輔,鎌倉妙,田中竜太 第104回茨城小児科学会 日立 2013.11.10

当院での超低出産体重児に対する赤血球輸血の現状 竹内秀輔 新井順一,宮本泰行,雪竹義也,梶川大悟,吾郷耕彦,日高大介 第58回日本未熟児新生児学会 金沢
2013.11.30-

12.02

GBSアウトブレイク（シンポジスト） 雪竹義也 新井順一,宮本泰行,日高大介,梶川大悟,吾郷耕彦 第58回日本未熟児新生児学会 金沢
2013.11.30-

12.02

精巣成熟奇形腫に対する腫瘍核出術 矢内俊裕 川上 肇,藤澤空彦,松岡亜記,松田 諭,平井みさ子,矢内 俊裕,連 利博
第95回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
つくば 2013.01.26

血性内容液のため悪性腫瘍との鑑別を要した陰嚢内リンパ管腫

の1例
矢内俊裕 川上 肇,藤澤空彦,松岡亜記,松田 諭,平井みさ子,矢内 俊裕,連 利博

第95回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
つくば 2013.01.26

ヒルシュスプルング病類縁疾患の1例 松田 諭 藤澤空彦,松岡亜記,川上 肇,平井みさ子,矢内 俊裕,連 利博 第26回日本小腸移植研究会 福岡 2013.03.16



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

巨大なメッケル憩室が原因となった小腸軸捻転の1例 中島秀明 松岡亜記,松田 諭,川上 肇,平井みさ子,矢内 俊裕,連 利博 第231回茨城外科学会 水戸 2013.03.16

胆道閉鎖症の治療戦略 連　利博 中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,川上　肇,平井　みさ子,矢内　俊裕 第113回日本外科学会定期学術集会 福岡 2013.04.11-13

腹腔鏡下胆道拡張症手術において共通管損傷のため膵管ドレ

ナージに難渋した1例
矢内俊裕 松田　諭,中島　秀明,坂元　直哉,川上　肇,平井　みさ子,連　利博 第111回東京小児外科研究会 東京 2013.05.14

胆道閉鎖症術後ステロイド投与法に関する多施設ランダム化試

験
連　利博 胆道閉鎖症研究会 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

漏斗胸に対するRavitch変法手術 連　利博 中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,川上　肇,平井　みさ子,矢内　俊裕 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

総排泄腔遺残に対する造膣術の検討：特に腸管利用造膣術のタ

イミングについて
矢内俊裕 川上　肇,中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,平井　みさ子,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

紡錘型胆道拡張症に対する腹腔鏡下手術：確実な膵内胆管処理

のための術中胆道鏡の有用性
矢内俊裕 松田　諭,中島　秀明,坂元　直哉,川上　肇,平井　みさ子,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

超・極低出生体重児における喉頭声門部の荒廃：レーザー治療

10例の検討
平井みさ子 中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,川上　肇,矢内　俊裕,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

新生児期乳児期に気切後、気切抜去困難に陥った18症例の治療

経験
平井みさ子 中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,川上　肇,矢内　俊裕,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

異所性尿管開口を伴う低形成腎に対する腹腔鏡下腎尿管摘除

術：骨盤腎での有用性
川上　肇 矢内　俊裕,中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,平井　みさ子,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

直腸肛門奇形における病型診断法と人工肛門造設の整合性につ

いての検討：Invertographyは有用か？
松田　諭 連　利博,中島　秀明,坂元　直哉,川上　肇,平井　みさ子,矢内　俊裕 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

小児における脾血管筋脂肪腫の1例 藤澤空彦 連　利博,松岡　亜記,松田　諭,川上　肇,平井　みさ子,矢内　俊裕 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

当科におけるメッケル憩室および臍腸管遺残9例の検討 坂元直哉 筑波大学小児外科 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.01

胆道拡張症手術における手術創の工夫：特に乳幼児の臍部小切

開アプロ－チについて
矢内俊裕 松田　諭,中島　秀明,坂元　直哉,川上　肇,平井　みさ子,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-06.1

単独脾損傷の保存的加療に関するエビデンス 松岡亜記 矢内　俊裕,中島　秀明,松田　諭,川上　肇,平井　みさ子,連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 東京 2013.05.30-6.01

非触知精巣の診断と治療方針 矢内俊裕 川上　肇,中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,平井　みさ子,連　利博
第96回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
下都賀 2013.06.15



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

思春期に留血腫により発見されたHWW症候群の亜型の1例 川上　肇 矢内　俊裕,中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,平井　みさ子,連　利博
第96回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
下都賀 2013.06.15

巨大なメッケル憩室が原因となった小腸軸捻転の1例 中島秀明 平井　みさ子,坂元　直哉,松田　諭,川上　肇,矢内　俊裕,連　利博 第49回日本小児放射線学会 下関 2013.06.21-22

腸管嚢腫様気腫症による腸重積症の1例 中島秀明 矢内　俊裕,坂元　直哉,松田　諭,川上　肇,平井　みさ子,連　利博 第49回日本小児放射線学会 下関 2013.06.21-22

総排泄腔遺残に対する造膣術の検討：特に腸管利用造膣術のタ

イミングについて
矢内俊裕 川上　肇,中島　秀明,坂元　直哉,松田　諭,平井　みさ子,連　利博 第103回茨城小児科学会 つくば 2013.06.30

Cushing症候群を伴う左副腎腫瘍に対し腹腔鏡手術を施行した

小児例
矢内俊裕 松田　諭,中島　秀明,坂元　直哉,川上　肇,平井　みさ子,連　利博 第103回茨城小児科学会 つくば 2013.06.30

Wilms’ tumorとの鑑別が問題となった前駆病変：hyperplastic

nephrogenic restの1例
矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,松岡 亜記,山高 篤行 第22回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.07.10-12

非触知精巣の診断と治療方針 矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,松岡 亜記,浅井 宣美 第22回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.07.10-12

異所性尿管開口を伴う低形成腎に対する腹腔鏡下腎尿管摘除

術：骨盤腎での有用性
川上　肇 矢内 俊裕,中島 秀明, 松岡　亜記 第22回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.07.10-12



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児の尿道脱についての検討 松岡亜記 矢内 俊裕,川上 肇,中島　秀明,宮野 剛,山高 篤行 第22回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.07.10-12

cranial suspensory ligament遺残が要因と考えられた右停留精

巣の1例
中島秀明 矢内 俊裕,川上 肇,坂元 直哉,松田 諭,平井 みさ子,連 利博 第22回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.07.10-12

急性腎盂腎炎における腹部超音波検査の有用性についての検討 浅井宣美 矢内 俊裕,川上 肇, 城戸 崇裕,泉 維昌 第22回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.07.10-12

新生児横隔膜ヘルニアにおける手術創の工夫：臍部小切開アプ

ロ－チについて
矢内俊裕 平井 みさ子,吾郷 耕彦,梶川 大悟,日高 大介,雪竹義也,新井順一,宮本泰行

第49回日本周産期・新生児医学会学

術集会
横浜 2013.07.14-16

腸管嚢腫様気腫症による腸重積症の1例 中島秀明 坂元 直哉,松田 諭,川上　肇,平井 みさ子,矢内 俊裕,連 利博 第232回茨城外科学会 つくば 2013.07.27

稀な先天性右肝管拡張症の1例 中島秀明 坂元 直哉,松田 諭,川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕,   連　利博
第48回日本小児外科学会・関東甲信

越地方会
水戸 2013.10.12

回腸瘻造設症例におけるNaCl投与の有用性 中島秀明 坂元 直哉,松田 諭,川上　肇,平井 みさ子,矢内 俊裕,連 利博 第43回日本小児代謝栄養研究会 東京 2013.10.24

臍部小切開アプロ－チによる乳幼児の胆道系手術 矢内俊裕 中島 秀明,坂元 直哉,松田　諭,川上 肇,平井 みさ子,連 利博
第33回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会
東京 2013.10.24-25



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

喉頭気管形成術3回施行後の声門下完全閉塞症例に対する前後壁

肋軟骨移植による喉頭気管再形成術
平井みさ子 連 利博,矢内 俊裕,川上　肇,松田 諭,坂元 直哉,　 中島 秀明 第24回 日本小児呼吸器外科研究会 東京 2013.10.25

Reccurent Respiratory Papillomatosisに対するレーザー治療 松田　諭 連 利博,中島 秀明,坂元 直哉,川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕 第24回 日本小児呼吸器外科研究会 東京 2013.10.25

救急現場での不適切サイズの気管内挿管による後天性声門下狭

窄
平井みさ子 連  利博,矢内 俊裕,川上 肇,松田 諭,坂元 直哉,中島 秀明

第29回日本小児外科学会・ 秋季シ

ンポジウム
東京 2013.10.26

当院で経験した小児腹部外傷：よりシンプルな保存的加療を目

指して
坂元直哉 連 利博,中島 秀明,松田 諭, 川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕

第29回日本小児外科学会・秋季シン

ポジウム
東京 2013.10.26

当院で経験した小児腹部外傷：よりシンプルな保存的加療を目

指して
坂元直哉 連 利博,中島 秀明,松田 諭, 川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕 第233回茨城外科学会 水戸 2013.10.27

Wilms’ tumorとの鑑別が問題となった前駆病変：hyperplastic

nephrogenic restの1例
矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,坂元 直哉,松田 諭,平井 みさ子,連 利博,    山高 篤行

第97回 日本泌尿器科学会・茨城地

方会
東京 2013.10.27

腎盂・尿管内に進展した稀な腎芽腫の2例 矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,坂元 直哉,松田 諭,平井 みさ子,連 利博,    山高 篤行
第97回 日本泌尿器科学会・茨城地

方会
東京 2013.10.27

胆道拡張症手術における手術創の工夫：乳幼児の臍部小切開ア

プロ－チについて
矢内俊裕 藤澤空彦,松岡亜記,松田 諭,川上 肇,平井みさ子,連 利博 第104回茨城小児科学会 日立 2013.11.10



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児の尿道脱についての検討 矢内俊裕
川上 肇,松岡亜記,中島秀明,坂元直哉,松田 諭,平井みさ子,連 利博,宮野 剛,山

高篤行
第104回茨城小児科学会 日立 2013.11.10

ⅠcystからⅢ型に移行したと推定される胆道閉鎖症の1例 坂元直哉 連 利博,中島 秀明,松田 諭,川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕 第40回日本胆道閉鎖症研究会 水戸 2013.11.16

異所性尿管開口を伴う低形成腎に対する腹腔鏡下腎尿管摘除術 矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,坂元 直哉, 松田 諭,平井 みさ子,連 利博 第26回日本内視鏡外科学会 福岡 2013.11.28-30

腹腔鏡補助下に摘除しえた後腹膜リンパ管腫の1例 松田　諭 中島 秀明,坂元 直哉,川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕,連 利博 第26回日本内視鏡外科学会 福岡 2013.11.28-30

結節性硬化症に合併した腎および脾血管筋脂肪腫に対する治療

経験
坂元直哉 矢内 俊裕,中島 秀明,松田 諭,川上 肇,平井 みさ子,連 利博 第55回日本小児血液・がん学会 福岡

2013.11.29-

12.01

膀胱膣瘻に対する手術の工夫 矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,坂元 直哉,松田 諭,平井 みさ子,連 利博
第98回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
つくば 2014.02.01

異所性尿管開口を伴う低形成腎に対する腹腔鏡下腎尿管摘除術 矢内俊裕 川上 肇,中島 秀明,坂元 直哉,松田 諭,平井 みさ子,連 利博
第98回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
つくば 2014.02.01

腸管嚢腫様気腫症による腸重積症の1例 矢内俊裕 中島 秀明,坂元 直哉,松田　諭,川上 肇,平井 みさ子,連 利博 第105回茨城小児科学会 つくば 2014.03.09



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児の尿道脱についての検討 矢内俊裕 中島 秀明,坂元 直哉,松田　諭,川上 肇,平井 みさ子,連 利博 第105回茨城小児科学会 つくば 2014.03.09

肛門管狭窄による便秘からbacrerial translocationを来たして気

付かれたCrarino症候群の1例
坂元直哉 中島 秀明,松田 諭, 川上 肇,平井 みさ子,矢内 俊裕,連 利博 第234回茨城外科学会 つくば 2014.03.15

2.5kg以下の乳児における非開心姑息術の転帰と問題点 中嶋智美 平松祐司,金本真也,阿部正一,加藤愛章,高橋実穂,堀米仁志,榊原　謙 第49回日本小児循環器学会 東京 2013.07.12

Fallot四徴症における新しい右室流出路再建法の提示；自己心膜

による弁尖・弁輪拡大法
平松祐司 金本真也,阿部正一,高橋実穂,加藤愛章,堀米仁志,榊原　謙 第49回日本小児循環器学会 東京 2013.07.13

ファロー四徴症遠隔期における肺動脈弁置換術 阿部正一 坂有希子,松原宗明,平松祐司,榊原　謙 第77回茨城心臓血管研究会 つくば 2013.09.28

Fallot四徴症における新しい初回右室流出路再建術式；GA自己

心膜による肺動脈弁尖・弁輪一括拡大法
平松祐司 金本真也,徳永千穂,阿部正一,榊原　謙 第66回日本胸部外科学会 仙台 2013.10.17

先天性心疾患術後の非外科的持続性出血に対する第VII因子製剤

の止血効果
指宿知子

平松 祐司,中嶋 智美,川又 健,三富 樹郷,逆井 佳永,金本 真也,阿部 正一,榊原

謙
第66回日本胸部外科学会 仙台 2013.10.18

フォンタン手術後の中期遠隔期における身体発育と心外導管の

変化
阿部正一 坂有希子,松原宗明,平松祐司,榊原　謙 第66回日本胸部外科学会 仙台 2013.10.19



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

重症心身障害児における気管腕頭動脈瘻予防手術の有用性 松原宗明 坂有希子,阿部正一
第28回心臓血管外科ウィンタ−セミ

ナ−学術集会
志賀高原2014.01.25

排尿障害で急性発症した終糸脂肪種を伴うocuult intrasacral

meningoceleの1例
室井　愛 井原　哲　松村　明 第41回日本小児神経外科学会 大阪 2013.06.07-09

二分脊椎症における葉酸不応性のメカニズムに関する考察 鶴淵隆夫
Kyu-Won Shim, 伊地俊介,　Barbara Mania-Farnell, David G McLone, 富

田忠則, C.Shekhar Mayanil
第41回日本小児神経外科学会 大阪 2013.06.07-09

全脊髄にわたる軟膜下脊髄脂肪腫を認めた

encephalocraniocutaneus lipomatosisの一例．
細尾久幸 井原　哲,室井　愛,増田　洋亮,松村　明 第41回日本小児神経外科学会 大阪 2013.06.07-09

脊髄髄膜瘤患者のシャント機能不全に対する治療方針 井原　哲 室井　愛,松村　明 第41回日本小児神経外科学会 大阪 2013.06.07-09

Neural tube defect胎児を妊娠している母体における、羊水・

血清を用いた生物学的マーカーの模索―Fetal

myelomeningoceleおよびAnencephalyの症例検討

鶴淵隆夫
伊地俊介,　Kyu-Won Shim, Barbara Mania-Farnell, 富田忠則, David G

McLone, Norman Ginsberg,  C.Shekhar Mayanil
第41回日本小児神経外科学会 大阪 2013.06.07-09

小児軽症頭部外傷に対する頭部CTの施行における諸問題―各種

CT適応ルールは信頼できるか
室井　愛 井原　哲　松村　明 第41回日本小児神経外科学会 大阪 2013.06.07-09

小児軽症頭部外傷に対する頭部CTの施行における諸問題—その

CT、本当に必要ですか？
室井　愛 鶴淵隆夫,連　利博,松村　明 第37回茨城県救急医学会 つくば 2013.09.07



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児の非交通性水頭症に対する内視鏡治療 鶴淵隆夫 室井愛,山本哲哉  第88回茨城県脳神経外科集談会 水戸 2013.10.27

前頭蓋底骨折に合併した外傷性髄液漏の3例． 室井　愛 鶴淵隆夫,井原　哲,阿久津博義,松村　明 第31回日本こども病院神経外科医会 宇都宮 2013.11.23-24

小児の非交通性水頭症に対する内視鏡治療 鶴淵隆夫 室井愛,山本哲哉,松村明 第31回日本こども病院神経外科医会 宇都宮 2013.11.23-24

死後漏液防止ベストの検討 峯小百合 相澤香利,山本裕子
第49回日本小児循環器総会・学術集

会

東京都

渋谷区
2013.07.11

先天性心疾患を持つ子どもの自立を支える

ガイドブックの作製
山縣和泉 田子千春,山本裕子

第49回日本小児循環器総会・学術集

会

東京都

渋谷区
2013.07.11

心臓血管外科手術における褥瘡対策の現状と課題 清宮洋子 高橋弥貴,山本裕子
第49回日本小児循環器総会・学術集

会

東京都

渋谷区
2013.07.11

フォンタン手術を受けた学童期のセルフケア移行を目指した

親子交流会の開催
佐藤奈津子 羽龍幸栄,山縣和泉,山本裕子

第49回日本小児循環器総会・学術集

会

東京都

渋谷区
2013.07.12

倫理的課題の気づきと言語化を促進するための事例検討会 平賀紀子 佐藤恵理子,高橋弥貴,武井千恵子 第23回日本小児看護学会 高知 2013.07.12



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児専門病院急性期病棟における倫理完成を育む教育

-日常的な臨床場面での倫理的課題に関する行動指針を

　活用して-

相澤香利 永瀬明美,平賀紀子,山本裕子
日本小児看護学会

第23回学術集会

高知県

高知市
2013.07.14

小児専門病院での実習における学生の学び

　　　　　　　　　　　　ー実習指導としての効果的な関わり

についての検討ー

羽龍幸栄 三村三千代,寺門直子
第44回日本看護学会ー看護教育ー学

術集会
埼玉県 2013.10.09-10

小児がん患者の復学支援～児・母親・担当看護師・院内学級教

員の復学支援に向けた思い～
渡辺春美 植村愛,平賀紀子 第11回日本小児がん看護学会 福岡 2013.11.30

血友病のこどもに関わる教員の疾患理解に対する現状把握 駒組真澄 寺門直子,吉澤あやさ,佐藤百子
第55回　日本小児血液・がん学会学

術集会

福岡県

福岡市

2013.11.30-

12.01

新生児病棟に併設した外来の現状と今後の課題

－家族の満足度調査からー
飛田碧 廣木美幸,三村三千代,猪野美穂 第23回日本新生児看護学会学術集会 石川県 2013.12.01-02

小児における急性血液浄化施行法の現状と課題 布村仁亮 第40回日本血液浄化技術学会 埼玉 2013.04.27-28

当院における小児急性血液浄化法 布村仁亮 第23回日本臨床工学会 山形 2013.05.18-19

小児心臓外科手術後に行う術後ミーティングの試み 野村 卓哉 阿部 正一, 五味 聖吾, 坂 有希子, 石踊 巧, 村上 卓, 塩野 淳子, 堀米 仁志
第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11



学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

呼気クリーナ®を使用した余剰一酸化窒素ガス除去の試み 布村仁亮 第35回日本呼吸療法医学会 東京 2013.07.20-21

薬剤師によるNICU薬学的管理指導業務について　　　　薬剤師

によるNICU薬学的管理指導業務内容の報告
佐藤綾香 大瀧睦美,髙木宏美,奥山美香子,田山英毅,興野将一,新井順一/,宮本泰行

日本病院薬剤師会関東ブロック第43

回学術大会
新潟

2013.08.31-

09.01

当院の小児血液腫瘍疾患患者の敗血症に対する急性血液浄化療

法の現状と課題
布村仁亮 第24回日本急性血液浄化学会 北海道 2013.09.13-14

NICUにおける陽・陰圧式対外人工呼吸器（RTX）の使用経験 布村仁亮 梶川大悟　日高大介　吾郷耕彦　竹内秀輔　雪竹義也　新井順一　宮本泰行
第16回新生児呼吸療法モニタリング

フォーラム
長野 2014.02.13-15

茨城県内施設における単純X線撮影の実態報告 梅原弘行
薗部純一,山下ひろみ,仲田智彦,杉山雅美,横田浩,宮田真理子,赤津敏哉,藤田充

秀,小林健　,川崎善幸,鈴木達也,長谷川光昭,佐藤斉

第32回茨城県診療放射線技師学術大

会
阿見 2014.02.23

誤嚥性肺炎によりARDSをきたし、HFOVおよび急性血液浄化を

施行して救命した1例
布村仁亮 第41回日本集中治療医学会学術集会 京都

2014.02.27-

03.01

血液浄化用装置のアラームが作動し体外式心肺補助装置の脱血

不良と判断した1例
横川忠一 第41回日本集中治療医学会学術集会 京都

2014.02.27-

03.01



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

黒田わか 第104回 茨城小児科学会 一般演題（1） 座長 日立 2013.11.10

泉 維昌 第104回 茨城小児科学会 一般演題（2） 座長 日立 2013.11.10

工藤豊一郎 第104回 茨城小児科学会 一般演題（3） 座長 日立 2013.11.10

中尾朋平 第105回 茨城小児科学会 一般演題（4） 座長 つくば 2014.02.09

堀米仁志 第116回日本小児科学会学術集会
一般演題　ポスター

循環器1（不整脈）
座長 広島 2013.04.20

村上 卓 第103回 茨城小児科学会 一般演題（1） 座長 つくば 2013.06.30

堀米仁志 第49回日本小児循環器学会総会・学術集会
一般口演-36

不整脈：アブレーション
座長 東京 2013.07.12

堀米仁志
茨城県小児地域医療教育ステーション特別講

演
主催 つくば 2013.11.14

堀米仁志 第18回日本小児心電学会 一般演題4（遺伝性2） 座長 宮崎 2013.11.29



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

堀米仁志 第20回日本胎児心臓病学会学術集会 一般演題　不整脈3 座長 浜松 2014.02.15

連　利博 第50回日本小児外科学会学術集会 　国際セッション1 座長 東京 2013.05.31

平井みさ子 第50回日本小児外科学会学術集会 ポスターセッション37 座長 東京 2013.06.01

矢内俊裕 第33回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 セッション5 座長 東京 2013.10.24

連　利博 第24回日本小児呼吸器外科研究会 セッション1 座長 東京 2013.10.25

連　利博
第13回アジア汎太平洋小児栄養消化器肝臓学

会
ポスターセッションA1 座長 東京 2013.11.01

平井みさ子 第105回 茨城小児科学会 一般演題（5） 座長 つくば 2014.02.09

松井　基子 第１４回子どもの療養環境研究会 一般口演第2部 発表者 大府 2013.06.19

松井　基子 第１４回子どもの療養環境研究会 一般口演第3部 座長 大府 2013.06.19



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

松井　基子 第１回日本子ども療養支援研究会 シンポジウム シンポジスト 大阪 2013.06.29

横川忠一 平成25年度茨城県臨床工学技士会学術集会 特別講演 司会 水戸 2014.01.26

横川忠一 平成25年度茨城県臨床工学技士会学術集会 ランチョンセミナー 司会 水戸 2014.01.26

薗部純一 第32回茨城県診療放射線技師学術大会 セッション4 座長 阿見 2014.02.23



講演・その他

講演題名 演者 対象 開催地 年月

発達障害児支援の在り方 田中竜太 茨城県西地区小学校研修会 筑西 2013.09.08

反復性・持続性頭痛を主訴として当院に通院する患者の臨床的特徴 田中竜太 第4回茨城県小児科医会学術講演会 水戸 2013.09.26

エベロリムスが腫瘍縮小効果のみならず認知・情緒・行動上の改善も示した結節

性硬化症の男児例
田中竜太

第15回茨城小児神経内科外科懇話会 （牧メモリアルカンファレン

ス）
つくば 2013.11.02

全身性けいれんに続く意識障害における超早期脳波検査の意義に関する検討 福島富士子
第15回茨城小児神経内科外科懇話会 （牧メモリアルカンファレン

ス）
つくば 2013.11.02

当院での低体温療法の試み 本山景一 第104回 茨城小児科学会 教育講演1 日立 2013.11.10

極めて難治のてんかんに対して、レベチラセタムが有効であった症例 田中竜太 イーケプラ発売３周年記念講演会in MITO 水戸 2013.11.20

超早産児の非痙直型運動障害に対する集中リハビリテーションの試み 田中竜太 第３回茨城小児神経懇話会 つくば 2014.02.02

日常診療で役立つ小児の心電図の読み方と学校生活管理 堀米仁志 第9回つくば小児救急医療研究会 つくば 2013.04.17

出生前診断における胎児心磁図の応用と心磁図による心筋虚血の評価 堀米仁志 第28回日本生体磁気学会大会　教育講演1 新潟 2013.06.07

Fallot四徴症（tetralogy of Fallot, TOF）　両大血管右起始症（double Outlet

Right Ventricle, DORV）　総動脈幹遺残症（Persistent Truncus Arteriosus,

PTA）

堀米仁志 第55回神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座 東京 2013.09.16

小児生活習慣病の予防について 堀米仁志 平成25年度家庭教育講演会 境町 2013.10.19



講演・その他

講演題名 演者 対象 開催地 年月

胎児・新生児期および学童期に診断される先天性QT延長症候群の臨床的特徴と

管理
堀米仁志 第5回お茶の水ハートリズム研究会 東京 2013.11.09

学童期および成人期に達した先天性心臓病患者の日常管理について 堀米仁志 平成25年度長期療養児講演会 常総市 2013.12.03

先天性および薬剤性QT延長の診断と治療 堀米仁志 第23回茨城県小児循環器研究会 土浦市 2014.03.12

茨城県の新生児医療 新井順一 平成25年度　社会保険指導者講習会伝達講習会 水戸 2013.10.23

新生児の単純ヘルペス感染症 新井順一 水戸市医師会学術講演会茨城県小児科医会学術講演会 水戸 2013.11.22

早期母子接触の留意点 新井順一 第29回水戸周産期懇話会 水戸 2013.05.19

小児心臓病治療と今後の課題 阿部正一 平成25年度　社会保険指導者講習会伝達講習会 水戸 2013.10.23

神経線維腫Ｉ型に合併した中脳水道狭窄症の一例 鶴淵隆夫
第15回茨城小児神経内科外科懇話会（牧メモリアルカンファレン

ス）
つくば 2013.11.02

こどもの摂食障害へのアプローチ 稲沼邦夫 第17回日本摂食障害学会パネルディスカッション 神戸 2013.11.02

発達障害の子に寄り添う　グレイゾーンの視点から 稲沼邦夫 県民大学講座 水戸 2013.11.16

入院中のこどもの家族に対する支援－心理の立場から－ 西岡絵理 茨城県立こども病院看護局家族支援研修 水戸 2013.12.03



講演・その他

講演題名 演者 対象 開催地 年月

思春期への対応 渡邊亜紀子 茨城県立こども福祉医療センター発達障害児保護者ミーティング 水戸 2014.01.21

小児看護の基礎知識 吉澤あやさ 筑西市ファミリーサポート　まんま 筑西市 2013.06.24

産科/NICU/小児科病棟/ワクチン 武井千惠子 茨城県看護協会継続教育研修「感染看護」 水戸 2013.08.05

感染症対策の基礎知識と予防対策のポイント 武井千惠子 水戸保健所主催　学校施設における感染症予防対策研修会 水戸 2013.08.21

感染症対策の基礎知識と予防対策のポイント 武井千惠子 水戸保健所主催　学校施設における感染症予防対策研修会 水戸 2013.08.29

実習指導の展開ｰ小児看護学ｰ 吉澤あやさ 茨城県看護協会　実習指導者講習会 水戸 2013.08.29

院内感染対策研修
武井千惠子

他
茨城県感染管理認定看護師の会 つくば 2013.11.30

第7回公開講座　小規模病院や介護施設における感染対策
武井千惠子

他
茨城県感染管理認定看護師の会 龍ヶ崎 2014.01.25

医療現場における魅力ある栄養士になるために 加藤かな江 茨城県栄養士会員 水戸 2013.08.02

炎症性腸疾患の栄養管理 加藤かな江 茨城県栄養士会第1ブロック会員 水戸 2013.08.24

小児撮影の実際 薗部純一 茨城県診療放射線技師会　撮影技術研究会講演会 つくば 2013.08.24



講演・その他

講演題名 演者 対象 開催地 年月

小児心臓手術における人工心肺装置の役割 横川忠一 日本小児麻酔学会第19回大会　教育講演3 神戸 2013.09.28

病態栄養 加藤かな江 新規採用栄養教諭研修 笠間 2013.10.30

血液浄化ハンズオンseminar 布村仁亮 第21回日本小児集中治療研究会ワークショップ 東京
2013.11.16-

17

医療通訳におけるメディカルソ－シャルワ－カ－の役割 木村仁美
医療関係者、行政関係者、医療通訳ボランティアとしての活動を希

望する方
結城 2013.11.30

効果的なプレパレーションとは、プレパレーションツールとテクニック

実践のポイント
松井　基子 茨城県看護教員連絡会小児領域会員 水戸 2013.12.07

NICUからはじめる小児在宅医療 平澤明美 茨城小児在宅医療シンポジウム つくば 2014．02.11

在宅医療・介護連携拠点事業について 平澤明美 第1回小児在宅医療地域連携講演会 水戸 2014.02.22



出演

出演者 媒体 対象 番組 年月

武井千惠子 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ

いばキラTV

こんにちは県立病院です「こども

の感染症予防」

2013.11.13

吉澤あやさ ｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾃﾚﾋﾞ

いばキラTV

こんにちは県立病院です

「こどもの発熱について」

2013.11.12



医教総説 

総説題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

【理解して出そう　小児の検査-オーダー・手技・解釈】 神経　誘発筋電図(解説/特集)
榎園 崇, 田中 竜太, 大矢

寧
小児科診療 76(増） 328-335 2013

発達遅延、顔貌異常、難聴を呈した6歳男児(症例検討会)
岩崎 信明, 田中 竜太, 林

雅晴
小児神経学の進歩 42 86-105 2013.1

【クローズアップ　新しい子どもの病気】 循環器疾患　最近急に他科から問い合わせが多くなった疾患や病

態　先天性QT延長症候群3型(解説/特集)
堀米 仁志, 高橋 一浩 小児内科 45（6）

1107-

1110
2013.1

器質的心疾患を認めない不整脈の学校生活管理指導ガイドライン(2013年改訂版)(解説)

吉永 正夫, 泉田 直己, 岩

本 眞理, 牛ノ濱 大也, 住

友 直方, 田内 宣生, 高橋

良明, 富田 英, 長嶋 正

實, 堀米 仁志, 山内 邦

昭, 阿部 勝巳, 新垣 義

夫, 上野 倫彦, 太田 邦

雄, 佐藤 誠一, 高木 純

一, 立野 滋, 檜垣 高史,

市田 蕗子, 白石 裕比湖,

杉 薫, 堀江 稔, 日本小児

日本小児循環器学

会雑誌
29（6） 277-290 2013.1

【わかる心電図-病態に迫る判読のコツ】 不整脈　QT延長症候群、QT短縮症候群(解説/特集) 堀米 仁志 小児科診療 76(11）
1779-

1787
2013.1



医教論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

A novel homozygous mutation of GJC2 derived from maternal

uniparental disomy in a female patient with Pelizaeus-

Merzbacher-like disease.

Shimojima K, Tanaka R, Shimada S, Sangu N,

Nakayama J, Iwasaki N, Yamamoto T.
J Neurol Sci. 330（1-2） 123-126 2013.07

Prednisoloneが有効だった小児期発症のlimb-girdle型重症筋無力

症の兄弟例

福留 隆泰, 田中 竜太, 安藤 直樹, 本村 政勝, 吉村

俊朗, 佐々木 征行, 西野 一三, 東 慶輝, 大野 欽司
神経治療学 30（4） 465-469 2013.07

Neurochemistry in shiverer mouse depicted on MR

spectroscopy.

Takanashi J, Nitta N, Iwasaki N, Saito S,

Tanaka R, Barkovich AJ, Aoki I.

J Magn Reson

Imaging.
39（6） 1550-15572014.01

Genetic background of catecholaminergic polymorphic

ventricular tachycardia in Japan.

Kawamura M, Ohno S, Naiki N, Nagaoka I,

Dochi K, Wang Q, Hasegawa K, Kimura H,

Miyamoto A, Mizusawa Y, Itoh H, Makiyama T,

Sumitomo N, Ushinohama H, Oyama K,

Murakoshi N, Aonuma K, Horigome H, Honda T,

Circ J. 77（7） 1705-17132013.04

Effects of landiolol hydrochloride on intractable

tachyarrhythmia after pediatric cardiac surgery.

Tokunaga C, Hiramatsu Y, Kanemoto S,

Takahashi-Igari M, Abe M, Horigome H,

Sakakibara Y.

Ann Thorac

Surg.
95（5） 1685-16882013.05

チアノーゼ性先天性心疾患における脳膿瘍の疫学　日本小児循環器

学会心血管疾患の遺伝子疫学委員会　平成20年度-22年度研究課題

報告

前田 潤, 古谷 喜幸, 稲井 慶, 小穴 慎二, 梶野 浩樹,

上砂 光裕, 松裏 裕行, 松岡 瑠美子, 森 克彦, 須田

憲治, 飯島 正紀, 池原 聡, 大木 寛生, 金丸 浩, 田内

宣生, 中島 弘道, 西原 栄起, 濱岡 建城, 早渕 康信,

堀米 仁志, 桃井 伸緒, 安田 謙二, 横澤 正人, 新垣

義夫, 市田 蕗子, 小野 安生, 小山 耕太郎, 黒江 兼

司, 小林 俊樹, 城尾 邦隆, 白石 公, 中川 雅生, 野村

裕一, 総崎 直樹, 村上 智明, 安河内 聰, 安田 東始

哲, 中西 敏雄, 山岸 敬幸, 日本小児循環器学会心血

日本小児循環器学

会雑誌
29（5） 236-242 2013.09



医教論文

論文題名 著者名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Electrocardiographic screening of 1-month-old infants for

identifying prolonged QT intervals.

Yoshinaga M, Ushinohama H, Sato S, Tauchi N,

Horigome H, Takahashi H, Sumitomo N, Kucho

Y, Shiraishi H, Nomura Y, Shimizu W,

Nagashima M.

Circ Arrhythm

Electrophysiol.
6（5） 932-938 2013.10

Arrhythmia phenotype during fetal life suggests long-QT

syndrome genotype: risk stratification of perinatal long-QT

syndrome.

Cuneo BF, Etheridge SP, Horigome H, Sallee D,

Moon-Grady A, Weng HY, Ackerman MJ,

Benson DW.

Circ Arrhythm

Electrophysiol.
6（5） 946-951 2013.10

In utero diagnosis of long QT syndrome by

magnetocardiography.

Cuneo BF, Strasburger JF, Yu S, Horigome H,

Hosono T, Kandori A, Wakai RT.
Circulation. 128（20） 2183-21912013.12

Nontraditional placement of an implantable cardioverter-

defibrillator in a heterotaxy patient after the completion of

total cavopulmonary connection.

Tsukada T, Hiramatsu Y, Kanemoto S, Lin L,

Takahashi-Igari M, Horigome H, Matsushita S,

Sakakibara Y.

J Artif Organs. 16（4） 495-497 2013.12

Genetic Characteristics of Children and Adolescents with Long

QT Syndrome Diagnosed by School-Based

Electrocardiographic Screening Programs.

Yoshinaga M, Kucho Y, Sarantuya J, Ninomiya

Y, Horigome H, Ushinohama H, Shimizu W,

Horie M.

Circ Arrhythm

Electrophysiol
7（1） 107-112 2014.02



医教学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

抗菌薬治療が奏功したIgA欠損症に合併した潰瘍性大

腸炎の1例
和田 宏来

福島 紘子, 永藤 元道, 石川 伸行, 福島 敬, 工藤

豊一郎, 須磨崎 亮
第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.20

薬剤性過敏症症候群の回復後に劇症1型糖尿病を発症

した1歳男児例
篠原 宏行

鴨田 知博, 酒井 愛子, 石川 伸行, 岩淵 敦, 高橋

実穂, 工藤 豊一郎, 須磨崎 亮
第56回日本糖尿病学会年次学術集会 熊本

2013.05.16-

18

我が国の小児診療施設におけるAlagille症候群の全国調

査
和田 宏来 工藤 豊一郎, 虫明 聡太郎, 須磨崎 亮 第49回日本肝臓学会総会 東京 2013.06.06

顔面神経麻痺、球麻痺を呈した抗糖脂質抗体陽性自己

免疫性神経障害の１例
大橋洋綱

田中竜太,中村伸彦,堀口悠人,鎌倉妙,小野友輔,

本山景一,福島富士子,河野達夫,泉維昌
第60回日本小児神経学会関東地方会 東京 2014.03.15

3D心エコーを用いたファロー四徴症根治術後の右室収

縮能率の評価
中村昭宏 堀米仁志,林立申,加藤愛章,高橋実穂,須磨崎亮 第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19

小児における血液凝固線溶系、アディポカインとメタ

ボリックシンドロームとの関連
林立申

堀米仁志,今川和夫,中村昭宏,加藤愛章,高橋実

穂,須磨崎亮
第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.19

感染兆候無く心不全で発症し、急性期の溶連菌感染が

同定し得たリウマチ熱の1例
石踊 巧

塩野 淳子, 村上 卓, 堀米 仁志, 菊地 正広, 星野

寿男
第116回日本小児科学会学術集会 広島 2013.04.20

A nationwide questionnaire survey on clinical

characteristics and genetic background of

congenital long-QT syndrome diagnosed in fetal

and neonatal life.

Horigome

H

Kato Y, Yoshinaga M, Sumitomo N,

Ushinohama H, Iwamoto M, Takahashi K,

Shiono J, Tauchi N, Izumida N, Nagashima

M

Heart Rhythm Society 2013
Denver

, USA
2013.05.10

Advancement of treatment in Catecholaminergic

Polymorphic Ventricular tachycardia -multicenter

Study in Japan-.

Sumitomo

N

Shimizu W, Aragaki Y, Horigome H,

Aonuma K, Sakurada H, Watanabe H,

Nishizaki M, Kamakura S, Hiraoka M

Heart Rhythm Society 2013
Denver

, USA
2013.05.10

ファロー四徴症根治術後の左室自由壁の局所壁運動は

低下する
中村 昭宏 堀米 仁志, 瀬尾 由広, 石津 智子, 青沼 和隆 日本超音波医学会第86回学術集会 大阪 2013.05.26



医教学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

胎児不整脈診断における心磁図の応用（シンポジウム

4　心磁図研究の進歩と臨床応用）
加藤愛章 高橋実穂,林立申,中村昭宏,堀米仁志 第28回日本生体磁気学会大会 新潟 2013.06.08

カテコラミン誘発多形性心室頻拍に対する非薬物治療 加藤愛章
高橋実穂,林立申,中村昭宏,石川伸行,今川和生,

野崎良寛,関口幸夫,青沼和隆,堀米仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

我が国における自己抗体関連先天性房室ブロックの発

生状況・出生前管理の現状と発症危険因子の検討
堀米仁志

村島温子,前野泰樹,山岸良匡,高崎芳成,住田孝

之,福嶋恒太郎,和栗雅子,金子正英,賀藤均,市田

蕗子

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

ファロー四徴症根治術後患者は肺動脈弁逆流によって

運動耐用能が低下する、-3次元エコーデータを用いた

肺動脈弁逆流の定量評価-

中村昭宏
堀米仁志, 石川伸行, 林立申, 加藤愛章, 高橋実

穂

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

無脾症候群における予防接種と抗生剤内服の重症細菌

感染症予防効果
村上 卓

塩野 淳子, 石踊 巧, 阿部 正一, 五味 聖吾, 坂

有希子, 高橋 実穂, 加藤 愛章, 林 立申, 石川 伸

行, 堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

最近経験されたリウマチ熱5例の診断と治療における

問題点
石踊 巧

塩野 淳子, 村上 卓, 高橋 実穂, 加藤 愛章, 中村

昭宏, 林 立申, 石川 伸行, 星野 寿男, 堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

心構造異常を伴う胎児徐脈性不整脈についての検討(胎

児徐脈の胎児治療に関する現状調査2002-2008より)
三好 剛一

前野 泰樹, 稲村 昇, 安河内 聰, 川滝 元良, 堀米

仁志, 与田 仁志, 新居 正基, 賀藤 均, 坂口 平

馬, 白石 公

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11

2.5kg以下の乳児における非開心姑息術の転帰と問題

点
中嶋 智美

平松 祐司, 金本 真也, 阿部 正一, 加藤 愛章, 高

橋 実穂, 堀米 仁志, 榊原 謙

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12

成人期のファロー四徴根治術後患者の心機能および運

動耐容能に影響を与える因子の検討
宮本 朋幸 堀米 仁志, 林 憲一, 村島 義範

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12

独立成分分析を用いた先天性QT延長症候群のT波解析

E1784Kミスセンス異常によるLQT3型の検討
高橋 一浩 堀米 仁志, 石川 康弘, 吉永 正夫

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12

小児の上室性頻拍における静注アプリンジンの有効性 塩野 淳子
石踊 巧, 村上 卓, 坂 有希子, 五味 聖吾, 阿部

正一, 堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.12



医教学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

Fallot四徴症における新しい右室流出路再建法の提示

自己心膜による弁尖・弁輪拡大法
平松 祐司

金本 真也, 阿部 正一, 高橋 実穂, 加藤 愛章, 堀

米 仁志, 榊原 謙

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.13

右室流出路形成術後に巨大仮性心室瘤を生じた、ファ

ロー四徴症、肺動脈閉鎖、主要体肺側副動脈の乳児例
石川 伸行

高橋 実穂, 林 立申, 中村 昭宏, 加藤 愛章, 金本

真也, 平松 祐司, 堀米 仁志, 須磨崎 亮

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.13

健常小児集団における腹部肥満と従来の心血管危険因

子及び線溶凝固系指標、アディポカインとの関連
林 立申

堀米 仁志, 中村 昭宏, 加藤 愛章, 高橋 実穂, 須

磨崎 亮

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.13

学校心臓検診で抽出されたQT延長症候群患児の遺伝学

的特徴
吉永 正夫

九町 木綿, 牛ノ濱 大也, 堀米 仁志, 清水 渉, 堀

江 稔
第61回日本心臓病学会学術集会 熊本

2013.09.20-

22

幼児および小中学生の生活習慣病基準値作成に関する

研究
宮崎 あゆみ

吉永 正夫, 青木 真智子, 濱島 崇, 長嶋 正實, 堀

米 仁志, 高橋 秀人, 篠宮 正樹, 緒方 裕光, 伊藤

善也, 徳田 正邦, 久保 俊英, 立川 倶子, 郡山 暢

之, 原 光彦

第34回日本肥満学会 東京
2013.10.11-

12

心臓検診で抽出されるQT延長症候群(LQTS)患児の症

状出現予測に関する研究
吉永 正夫

佐藤 誠一, 牛ノ濱 大也, 住友 直方, 堀米 仁志,

岩本 眞理, 田内 宣生, 長嶋 正實
第30回日本心電学会学術集会 青森 2013.10.12

胎児期から乳児期に機能的房室ブロックを伴って発症

した先天性QT延長症候群の治療と予後　―追加調査結

果を含めて―

堀米仁志

林立申,加藤愛章,岩本眞理,後藤浩子,高橋一浩,

小澤綾佳,江畑亮太,生駒雅信,松永保,稲井慶,鈴

木博,鈴木浩,髙木純一,吉永正夫,住友直方,長嶋

正實

第18回日本小児心電学会 宮崎 2013.11.29

Fontan型手術前に心臓電気生理検査を施行した心房内

臓錯位の5例
野崎良寛

加藤愛章,高橋実穂,林立申,中村昭宏,住友直方,

堀米仁志
第18回日本小児心電学会 宮崎 2013.11.30

胎児期に診断されたcritical ASの症例数と予後の調査

―日本胎児心臓病学会幹事の所属施設を対象とした一

次調査―（JPIC JSFC ジョイントシンポジウム1　胎

児診断に基づく周産期のカテーテル治療）

堀米仁志

黒嵜健一,石井徹子,田中靖彦,稲村昇,西畠信,渋

谷和彦,金子正英,前野泰樹,瀧聞浄宏,朴仁三,安

河内聰

第25回日本Pediatric

Interventional Cardiology学会学

術集会

長野 2014.01.25



医教学会

演題名 発表者 共同研究者 学会名 開催地 開催日

小児心臓外科手術後に行う術後ミーティングの試み 野村 卓哉
阿部 正一, 五味 聖吾, 坂 有希子, 石踊 巧, 村上

卓, 塩野 淳子, 堀米 仁志

第49回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2013.07.11



医教学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

堀米仁志 第116回日本小児科学会学術集会
一般演題　ポスター

循環器1（不整脈）
座長 広島

2013.04.2

0

堀米仁志 第49回日本小児循環器学会総会・学術集会
一般口演-36

不整脈：アブレーション
座長 東京 2013.07.12

堀米仁志
茨城県小児地域医療教育ステーション特別講

演
主催 つくば 2013.11.14

堀米仁志 第18回日本小児心電学会 一般演題4（遺伝性2） 座長 宮崎 2013.11.29

堀米仁志 第20回日本胎児心臓病学会学術集会 一般演題　不整脈3 座長 浜松 2014.02.15



医教講演・その他

講演題名 演者 対象 開催地 年月

発達障害児支援の在り方 田中竜太 茨城県西地区小学校研修会 筑西 2013.09.08

超早産児の非痙直型運動障害に対する集中リハビリテーションの試み 田中竜太 第３回茨城小児神経懇話会 つくば 2014.02.02

日常診療で役立つ小児の心電図の読み方と学校生活管理 堀米仁志 第9回つくば小児救急医療研究会 つくば 2013.04.17

出生前診断における胎児心磁図の応用と心磁図による心筋虚血の評価 堀米仁志 第28回日本生体磁気学会大会　教育講演1 新潟 2013.06.07

Fallot四徴症（tetralogy of Fallot, TOF）　両大血管右起始症（double Outlet

Right Ventricle, DORV）　総動脈幹遺残症（Persistent Truncus Arteriosus,

PTA）

堀米仁志 第55回神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座 東京 2013.09.16

小児生活習慣病の予防について 堀米仁志 平成25年度家庭教育講演会 境町 2013.10.19

胎児・新生児期および学童期に診断される先天性QT延長症候群の臨床的特徴と

管理
堀米仁志 第5回お茶の水ハートリズム研究会 東京 2013.11.09

学童期および成人期に達した先天性心臓病患者の日常管理について 堀米仁志 平成25年度長期療養児講演会 常総市 2013.12.03

先天性および薬剤性QT延長の診断と治療 堀米仁志 第23回茨城県小児循環器研究会 土浦市 2014.03.12




