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新井 順一 板橋 家頭夫 新生児栄養学 NICU nutrition calculatorの使用方法 368-371
メジカル
ビュー

2014

新井 順一 新生児医療連絡会 ＮＩＣＵマニュアル 多血症 332-335 金原出版 2014

松井 基子 田中 恭子
ガイダンス 子ども療養支援 医療を受ける
子どもの権利を守る

こども病院でのCLSの活動の実際と課題 55-58 中山書店 2014



総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

本山 景一
【不適切な養育による発育不良-見逃しの防止と地域での支援】 
Failure to Thrive(FTT)二次医療機関でのアプローチ

子どもの虐待とネグレク
ト

16(1) 30-35 2014.05

田中 竜太 【子どものけいれん】 学童期の非てんかん性けいれん チャイルドヘルス 17(6) 397-400 2014.06

塩野 淳子 【小児疾患診療のための病態生理1　改訂第5版】 循環器疾患　心膜炎 小児内科 46(増) 404-407 2014.11

堀米 仁志 注目のTopics　不整脈　胎児・新生児期の遺伝性不整脈
Fetal & Neonatal 
Medicine

6(3) 127-132 2014.12

中村 昭宏，堀米 仁志 小児の臨床検査 小児の生理機能検査　循環器疾患編 検査と技術 43(2) 128-134 2015.02

堀米 仁志

【ここが運命の分かれ道!循環器の重要疾患　患者さんのあのサインに
気付く先取りテクニック】 14歳男児。学校心臓検診で心電図異常あ
り。運動部の活動中に突然失神、AEDで救命　肥大型心筋症に伴う心室
細動

ハートナーシング 28(3) 238-244 2015.03

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

矢内 俊裕, 川上 肇
【小児泌尿器科内視鏡手術"最前線"-適応とコツ】尿路疾患に対する腹
腔鏡下手術 腹腔鏡下腎尿管摘除術　尿管異所開口を伴う低形成腎につ
いて

臨床泌尿器科 69(2) 128-134 2015.02

鶴淵 隆夫, 伊地 俊介
【神経症候群(第2版)-その他の神経疾患を含めて-】 先天異常/先天奇
形　先天形態形成異常　神経管形成の異常　無脳症(水無脳症は含まな
い、純粋な神経管形成異常としての無脳症)

日本臨床 別冊
神経症候
群IV

31-35 2014.09

加藤 かな江, 札 保廣
HISと連携する給食システムの効果　調乳管理を組み込んだ給食システ
ムの構築　業務効率化とリスクマネジメントを主に

新医療 41(4) 148-152 2014.04



総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

布村 仁亮
【トラブルにもう泣かない!初心者のための救急・ICUのME機器らくら
くマスター～輸液/シリンジポンプ、人工呼吸器、IABP/PCPS etc.～】 
除細動器

EMERGENCY CARE 28(3) 242-246 2015.03

本元 強
【Ⅲ小児診療における低侵襲・低被ばくのための検査技術】2.MRI検査
の実際

INNERVISION 30(3) 39-42 2015.03

本元 強
【Ⅲ小児診療における低侵襲・低被ばくのための検査技術】4.造影・
透視検査の実際

INNERVISION 30(3) 47-50 2015.03



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Yoshizawa-Ogasawara A, Katsumata N, Horikawa R, 
Satoh M, Urakami T, Tanaka T.

第三世代アロマターゼ阻害剤は精巣中毒症の日本人男児の成人身長
を改善する(Third-generation Aromatase Inhibitor Improved 
Adult Height in a Japanese Boy with Testotoxicosis)(英語)

Clinical Pediatric 
Endocrinology

23(2) 53-58 2014.04

Okamoto Y, Nagatoshi Y, Kosaka Y, Kikuchi A, 
Kato S, Kigasawa H, Horikoshi Y, Oda M, Kaneda 
M, Mori T, Mugishima H, Tsuchida M, Taniguchi 
S, Kawano Y.

Prospective pharmacokinetic study of intravenous busulfan in 
hematopoietic stem cell transplantation in 25 children.

Pediatr Transplant. 18(3) 294-301 2014.05

Honda Y, Tsuchida M, Zaike Y, Masunaga A, 
Yoshimi A, Kojima S, Ito M, Kikuchi A, Nakahata 
T, Manabe A.

Clinical characteristics of 15 children with juvenile 
myelomonocytic leukaemia who developed blast crisis: MDS 
Committee of Japanese Society of Paediatric 
Haematology/Oncology.

Br J Haematol. 165(5) 682-687 2014.06

Kato Y, Maeda M, Aoki Y, Ishii E, Ishida Y, 
Kiyotani C, Goto S, Sakaguchi S, Sugita K, 
Tokuyama M, Nakadate H, Kikuchi A, Tsuchida M, 
Ohara A.

Pain management during bone marrow aspiration and biopsy in 
pediatric cancer patients.

Pediatr Int. 56(3) 354-359 2014.06

Kato M, Imamura T, Manabe A, Hashii Y, Koh K, 
Sato A, Takahashi H, Hori H, Taki T, Inoue M, 
Hayashi Y, Horibe K, Tsuchida M, Kojima S, Oda 
M, Ohara A.

Prognostic impact of gained chromosomes in high-hyperdiploid 
childhood acute lymphoblastic leukaemia: a collaborative 
retrospective study of the Tokyo Children's Cancer Study 
Group and Japan Association of Childhood Leukaemia Study.

Br J Haematol. 166(2) 295-298 2014.07

Nakayama H, Tabuchi K, Tawa A, Tsukimoto I, 
Tsuchida M, Morimoto A, Yabe H, Horibe K, 
Hanada R, Imaizumi M, Hayashi Y, Hamamoto K, 
Kobayashi R, Kudo K, Shimada A, Miyamura T, 
Moritake H, Tomizawa D, Taga T, Adachi S.

Outcome of children with relapsed acute myeloid leukemia 
following initial therapy under the AML99 protocol.

Int J Hematol. 100(2) 171-179 2014.08

Kato M, Manabe A, Koh K, Inukai T, Kiyokawa N, 
Fukushima T, Goto H, Hasegawa D, Ogawa C, Koike 
K, Ota S, Noguchi Y, Kikuchi A, Tsuchida M, 
Ohara A.

Treatment outcomes of adolescent acute lymphoblastic leukemia 
treated on Tokyo Children's Cancer Study Group (TCCSG) 
clinical trials.

Int J Hematol. 100(2) 180-187 2014.08



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

中尾 朋平, 田中 竜太, 西岡 絵理, 加藤 啓輔, 吉
見 愛, 矢内 俊裕, 泉 維昌, 岩崎 信明, 小池 和
俊, 圡田 昌宏

エベロリムスが情緒・認知・対人面の改善をもたらした結節性硬化
症の1例

日本小児科学会雑誌 118(9) 1372-1375 2014.09

Hasegawa D, Chen X, Hirabayashi S, Ishida Y, 
Watanabe S, Zaike Y, Tsuchida M, Masunaga A, 
Yoshimi A, Hama A, Kojima S, Ito M, Nakahata T, 
Manabe A.

Clinical characteristics and treatment outcome in 65 cases 
with refractory cytopenia of childhood defined according to 
the WHO 2008 classification.

Br J Haematol. 166(5) 758-766 2014.09

Tanaka Y, Manabe A, Fukushima H, Suzuki R, 
Nakadate H, Kondoh K, Nakamura K, Koh K, 
Fukushima T, Tsuchida M, Koike K, Kiyokawa N, 
Noguchi E, Sumazaki R, Komiyama T.

Multidrug resistance protein 4 (MRP4) polymorphisms impact 
the 6-mercaptopurine dose tolerance during maintenance 
therapy in Japanese childhood acute lymphoblastic leukemia.

Pharmacogenomics J.
Epub 
ahead of 
print

2014.11

Kato M, Manabe A, Saito AM, Koh K, Inukai T, 
Ogawa C, Goto H, Tsuchida M, Ohara A.

Outcome of pediatric acute lymphoblastic leukemia with very 
late relapse: a retrospective analysis by the Tokyo 
Children's Cancer Study Group (TCCSG).

Int J Hematol. 101(1) 52-57 2015.01

Kato M, Hasegawa D, Koh K, Kato K, Takita J, 
Inagaki J, Yabe H, Goto H, Adachi S, Hayakawa 
A, Takeshita Y, Sawada A, Atsuta Y, Kato K.

Allogeneic haematopoietic stem cell transplantation for 
infant acute lymphoblastic leukaemia with KMT2A (MLL) 
rearrangements: a retrospective study from the paediatric 
acute lymphoblastic leukaemia working group of the Japan 
Society for Haematopoietic Cell Transplantation.

Br J Haematol. 168(4) 564-570 2015.02

Tamaki W, Tsuda E, Nakajima H, Kobayashi J, 
Shiono J.

Emergency coronary artery bypass grafting for cardiogenic 
shock due to left main coronary artery obstruction caused by 
Kawasaki disease in a 4-year-old boy.

Pediatr Int. 56(2) 273-6 2014.04

Nakamura A, Horigome H, Seo Y, Ishizu T, 
Sumazaki R.

Right ventricular remodeling due to pulmonary regurgitation 
is associated with reduced left ventricular free wall strain 
in surgically repaired tetralogy of fallot.

Circulation journal 78(8) 1960-1966 2014.05



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

三好 剛一, 前野 泰樹, 左合 治彦, 稲村 昇, 安河
内 聰, 川滝 元良, 堀米 仁志, 与田 仁志, 竹田津 
未生, 生水 真紀夫, 新居 正基, 賀藤 均, 萩原 聡
子, 尾本 暁子, 白石 公, 坂口 平馬, 西村 邦宏, 
上田 恵子, 桂木 真司, 池田 智明

治療困難症例から学ぶ 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

日本周産期・新生児医学
会雑誌

50(1) 136-138 2014.05

Ishikawa Y, Horigome H, Kandori A, Toda H, 
Zhang Z.

Noise reduction by perfect-translation-invariant complex 
discrete wavelet transforms for fetal electrocardiography and 
magnetocardiography.

International Journal 
of Wavelets, 
Multiresolution and 
Information Processing

12(4)
1460008
[20 
pages]

2014.07

Horigome H.
Current status and future direction of cardiac 
resynchronization therapy for congenital heart disease and 
pediatric patients.

Circulation journal 78(7) 1579-1581 2014.07

Murakami T, Horigome H, Shiono J, Ishiodori T, 
Ban Y, Gomi S, Abe M.

Prenatal Diagnosis of Congenital Absence of Aortic Valve: A 
Report of Two Cases with Different Outcomes and a Literature 
Review.

Fetal diagnosis and 
therapy

Epub 2014.08

Lin L, Horigome H, Kato Y, Kikuchi T, Nakahara 
S, Sumazaki R.

Significant associations between hemostatic/fibrinolytic 
systems and accumulation of cardiovascular risk factors in 
Japanese elementary schoolchildren.

Blood coagulation & 
fibrinolysis

26(1) 75-80 2015.01

Ishizu T, Horigome H.
Assessment and treatment of systemic right ventricular 
dyssynchrony.

Circulation journal 79(3) 519-521 2015.02

Miyoshi T, Maeno Y, Sago H, Inamura N, 
Yasukouchi S, Kawataki M, Horigome H, Yoda H, 
Taketazu M, Shozu M, Nii M, Kato H, Hagiwara A, 
Omoto A, Shimizu W, Shiraishi I, Sakaguchi H, 
Nishimura K, Nakai M, Ueda K, Katsuragi S, 
Ikeda T.

Fetal bradyarrhythmia associated with congenital heart 
defects　- nationwide survey in Japan.

Circulation journal 79(4) 854-861 2015.03



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Nakamura A, Horigome H, Ishizu T, Seo Y, 
Sumazaki R.

Double orifice mitral valve combined with left ventricular 
noncompaction in a child with Sotos syndrome.

Journal of Cardiology 
Cases

11(3) 88-90 2015.03

板橋 家頭夫, 齋藤 潤子, 丸山 憲一, 戸石 悟司, 
清水 光政, 池田 一成, 塚田 大樹, 新井 順一, 高
橋 伸方, 藤井 洋行, 楠田 聡

エポエチン製剤バイオ後続品(バイオシミラー)の特定使用成績調査
報告　エポエチンアルファBS注「JCR」の未熟児貧血特定使用成績調
査(原著論文)

周産期医学 45(1) 116-121 2015.01

Muraji T
Maternal microchimerism in biliary atesia: are maternal cells 
effector cells, targets, or just by standers?

Chimerism 5(1) 1-5 2014.03

Fujisawa A, Muraji T, Skamoto N, Hosaka N*, 
Matusda S, Kawakami H, Hirai M, Yanai T

Positive C4d staining of the portal vein endothelium in the 
liver of patients with biliary atresia: a  role of humoral 
immunity in ongoing liver scirrhosis

Pediat Surg Int. 30(9) 877-881 2014.09

濟陽 寛子, 連 利博, 矢内 俊裕, 松田 諭, 川上 
肇, 平井 みさ子, 藤木 豊

携帯電話のメールを利用した便色カラーカードによる胆道閉鎖症ス
クリーニング

日本小児外科学会雑誌 50(6) 1017-1021 2014.10

藤澤 空彦、連 利博、矢内 俊裕、松田 諭、川上 
肇、平井 みさ子、小池 和俊、加藤 啓輔

小児における脾血管筋脂肪腫の1例 小児外科 46(12) 1274-1278 2014.12

松田 諭, 矢内 俊裕, 済陽 寛子, 川上 肇, 平井 み
さ子, 連 利博

小児の原発性腸腰筋膿瘍の1例 日本小児外科学会雑誌 51(1) 64-68 2015.02



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

稲沼 邦夫
Anorexia Nervosa　体重回復過程における肥満恐怖の変化　認知の
修正と半強制的定量摂食によるアプローチから

児童青年精神医学とその
近接領域

55(4) 486-499 2014.08

野村 卓哉, 布村 仁亮, 横川 忠一, 戸畑 裕志
人工心肺回路熱交換器を用いた小児開心術時のmodified 
ultrafiltration実施に伴う体温低下防止

体外循環技術 41(2) 148-152 2014.06



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

田中 竜太
泉 維昌，小池 和俊，塩野 淳子，鶴淵 
隆夫，堀米 仁志，圡田 昌宏

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

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13

田中 竜太
極低出生体重児におけるNICU退院前の頭部MRI所見
と修正18ヵ月前後の新版K式評価との関連性につい
ての検討

第56回日本小児神経学会学術集会 静岡 2014.5.29-31

岩崎 信明
林 雅晴，田中 竜太，大戸 達之，中山 
智博，中山 純子

神経線維腫症1型において頭部MRIで認められるUBO
の病理学的所見

第56回日本小児神経学会学術集会 静岡 2014.5.29-31

榎園 崇
大戸 達之，田中 竜太，城戸 崇裕，影山
あさ子，須磨崎 亮

Everolimusの投与により，自閉性症状やてんかん発
作が軽減した結節性硬化症の一例

第56回日本小児神経学会学術集会 静岡 2014.5.29-31

本山 景一

小林 賢司，鈴木 竜太郎，日向 彩子，中
村 伸彦，岡本 圭祐，齊藤 博大，小野 
友輔，福島富士子，大橋 洋綱，工藤豊一
郎，泉 維昌

当院におけるヒトメタニューモウイルス(hMPV)感染
症
 の検討

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22

小野 友輔
浅井 宜美，泉 維昌，川上 肇，矢内 俊
裕，連 利博

 膀胱尿管逆流症におけるadvanced US 第50回日本小児放射線学会 神戸 2014.6.27



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

福島 富士
子

田中 竜太，池田 尚広  PCDH19遺伝子関連てんかんの女児例 第36回茨城てんかん懇話会 つくば 2014.7.5

齊藤 博大
鈴木 竜太郎，日向 彩子，中村 伸彦，本
山 景一，小野 友輔，福島 富士子，浅井 
宣美，泉 維昌

ミルクアルカリ症候群を呈したダウン症の幼児 第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

中村 伸彦

鈴木 竜太郎，日向 彩子，堀口 悠人，齊
藤 博大，本山 景一，小野 友輔，福島 
富士子，泉 維昌，圡田 昌宏，武井 千恵
子

SIRS，上部消化管出血をきたした重症ヒトパレコウ
イルス感染症の 1 か月女児例

第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

日向 彩子
鈴木 竜太郎，中村 伸彦，齊藤 博大，福
島 富士子，本山 景一，小野 友輔，泉 
維昌，武井 千恵子

血球貪食症候群を合併したデング熱の７歳男児の 1 
例

第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

田中 竜太
早産児の脳室拡大と発達予後との関連についての後
方視的検討

第4回茨城小児神経懇話会 つくば 2015.1.25

田中 磨衣

大戸 達之，榎園 崇，田中 竜太，塩野 
淳子，平井 みさ子，家島 厚，太田 正
康，菊地 正広，竹谷 俊樹，山本 敦子，
渡辺 章充，新 健治，岩崎 信明

茨城県の福山型先天性筋ジストロフィーの臨床像 第108回茨城小児科学会 つくば 2015.2.15



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塚田 裕伍
田中 竜太，福島 富士子，岩﨑 信明，泉 
維昌

症候性West症候群に対するACTH療法の有用性 第108回茨城小児科学会 つくば 2015.2.15

小池 和俊
小宅 奈津子，吉見 愛，中尾 朋平，加藤 
啓輔，圡田 昌宏

1型糖尿病に合併した慢性免疫性血小板減少性紫斑
病に対するEltrombopag治療

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

中尾 朋平
田中 竜太，西岡 絵理，加藤 啓輔，泉 
維昌，矢内 俊裕，岩崎 信明，小池 和
俊，圡田 昌宏

エベロリムスによる結節性硬化症の治療 エベロリ
ムスは結節性硬化症における認知・行動・情緒障害
にも有効か？

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

中尾 朋平
田中 竜太，西岡 絵理，加藤 啓輔，吉見 
愛，泉 維昌，矢内 俊裕，連 利博，小池 
和俊，圡田 昌宏

エベロリムスが認知・行動・情緒面の改善をもたら
した結節性硬化症の1男児例

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

Ohki K

Ohkita H，Kobayashi K，Shiba N，Park 
M，Sotoatsu M，Fukushima T，Koh K，
Hanada R，Manabe A，Kikuchi A，
Tsutida M，Ohara A，Kiyokawa N，
Hayashi Y.

Analysis of iAMP21 and ERG genes in pediatric 
B-precursor ALL treated on TCCSG protocol.

第76回日本血液学会学術集会 大阪 2014.10.31-11.2

Kato K
Yamashita Y，Yoshimi A，Nakao T，
Kobayashi C，Fukushima T，Koike K，
Kiyokawa N，Horibe K，Tsuchida M.

Molecular analysis of recurrent childhood 
acute lymphoblastic leukemia.

第76回日本血液学会学術集会 大阪 2014.10.31-11.2



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Kato M
Hasegawa D，Koh K，Inagaki J，Kato 
K，Goto H，Takita J，Yabe H，Sawada 
A，Atsuta Y，Kato K.

Allogeneic hematopoietic stem cell 
transplantation for infants with acute 
lymphoblastic leukemia.

第76回日本血液学会学術集会 大阪 2014.10.31-11.2

加藤 啓輔
吉見 愛，中尾 朋平，小池 和俊，圡田 
昌宏

t(7;9)(p13;p24)を示しJAK2の転座が疑われた急性
リンパ性白血病の1例

第76回日本血液学会学術集会 大阪 2014.10.31-11.2

Komada Y

Manabe A，Kawasaki H，Kato I，Kato 
K，Sato A，Matsumoto K，Kikuta A，
Kaneko T，Oda M，Saito A，Adachi S，
Horibe K，Mizutani S，Shimada H.

Salvage therapy for children with relapsed or 
refractory Philadelphia chromosome-positive 
ALL.

第76回日本血液学会学術集会 大阪 2014.10.31-11.2

吉見 愛
日向 彩子，中尾 朋平，加藤 啓輔，小池 
和俊，圡田 昌宏，穂坂 翔，鈴木 涼子，
福島 紘子，小林 千恵，福島 敬

難治性急性骨髄性白血病に対するハプロ移植の一例 第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

小池 和俊
吉見 愛，中尾 朋平，小林 千恵，加藤 
啓輔，圡田 昌宏

出血症状を反復する血友病保因者の2例
第56回日本小児血液・がん学会学術
集会

岡山 2014.11.28-30

後藤 晶子

前田 美穂，青木 由貴，石井 栄三郎，石
田 也寸志，加藤 陽子，清谷 知賀子，坂
口 佐知，杉田 憲一，徳山 美香，中舘 
尚也，圡田 昌宏，小原 明，浅見 恵子

小児急性リンパ性白血病経験者の結婚・妊娠・出
産；TCCSG後方視的研究および新潟県立がんセン
ターとの比較

第56回日本小児血液・がん学会学術
集会

岡山 2014.11.28-30



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

小林 千恵

穂坂 翔，室井 愛，鶴淵 隆夫，吉見 
愛，中尾 朋平，加藤 啓輔，小池 和俊，
鈴木 涼子，福島 紘子，八牧 愉二，福島 
敬，里見 介史，野口 雅之，圡田 昌宏，
須磨崎 亮

小児急性リンパ性白血病の維持療法中に発症し，無
治療で退縮したEBV関連Bリンパ増殖症の1例

第56回日本小児血液・がん学会学術
集会

岡山 2014.11.28-30

福島 紘子

福島 敬，鈴木 涼子，穂坂 翔，酒井 愛
子，八牧 愉二，山口 玲子，小林 千恵，
吉見 愛，中尾 朋平，加藤 啓輔，小池 
和俊，圡田 昌宏，野口 恵美子，須磨崎 
亮

ALL寛解導入療法中の薬剤変更とUGT1A1多型の関連
解析

第56回日本小児血液・がん学会学術
集会

岡山 2014.11.28-30

吉見 愛
穂坂 翔，鈴木 涼子，福島 紘子，中尾 
朋平，小林 千恵，加藤 啓輔，福島 敬，
小池 和俊，圡田 昌宏

非寛解期の小児急性骨髄性白血病に対する血縁者間
HLA不一致移植

第56回日本小児血液・がん学会学術
集会

岡山 2014.11.28-30

甲斐 友美
榎園 崇，田中 磨衣，城戸 崇裕，大戸 
達之，小林 千恵，福島 敬，加藤 啓輔，
小池 和俊，須磨崎 亮

在宅での緩和的医療を選択した乳児Krabbe病の１例 第108回茨城小児科学会 つくば 2015.2.15

加藤 啓輔
吉見 愛，中尾 朋平，田中竜太，泉 維
昌，小池 和俊，圡田 昌宏

先天性代謝異常症の症例に対する造血細胞移植 第37回日本造血幹細胞移植学会 神戸 2015.3.5-7

吉見 愛
吉見 愛，中尾 朋平，加藤 啓輔，小池 
和俊，圡田 昌宏

難治性小児破血病に対する血縁者間ハプロ一致移植 第37回日本造血幹細胞移植学会 神戸 2015.3.5-7



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

菊池 敏弘
林 立申，西上 奈緒子，鈴木 直美，堀米 
仁志，中原 智子

肥満小児に対する外来運動療法の効果 第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13

塩野淳子
石踊 巧，村上 卓，泉 維昌，堀米仁志，
土井庄三郎

基礎に心疾患があり脳梗塞を発症した3例 第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13

中村 昭宏
堀米 仁志，セイエッド 佳実，城戸 崇
裕，野崎 良寛，林 立申，加藤 愛章，高
橋 実穂，須磨崎 亮

ファロー四徴症に対する経胸壁心エコー図法を用い
た新たな右室収縮能の評価方法

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13

林 立申
堀米 仁志，菊池 敏弘，西上 奈緒子，中
原 智子，鈴木 直美，須磨崎 亮

肥満小児に対する運動介入が炎症マーカーとアディ
ポカインに与える影響

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13

平林 雅子
田中 裕治，吉永 正夫，野村 裕一，堀米 
仁志，長嶋 正實，牛ノ濱 大也，田内 宣
生，佐藤 誠一，住友 直方，白石 裕比湖

SIDSに関する1ヵ月健診時と1年後の環境リスク因子
の検討

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13

村上 卓
亀田 有里，堀米 仁志，加藤 啓輔，中尾 
朋平，吉見 愛，塩野 淳子，小池 和俊，
圡田 昌宏

治療を終了した小児白血病患者のスッペックルト
ラッキング法を用いた心機能評価

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.4.11-13



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

中村 昭宏
瀬尾 由広，石津 智子，堀米 仁志，青沼 
和隆

RV remodeling impairs LV free wall contraction 
in the subclinical patients with repaired 
tetralogy of Fallot

第25回日本心エコー図学会学術集会 石川 2014.4.11-13

神鳥 明彦 緒方 邦臣，堀米 仁志
心磁図診断技術の進歩と臨床応用の展開 特に心筋
虚血，致死性不整脈，胎児不整脈の診断への応用 
心磁図の標準データベース（成人と胎児）

第29回日本生体磁気学会大会 大阪 2014.5.29-30

林 立申
加藤 愛章，高橋 実穂，野崎 良寛，中村 
昭宏，堀米 仁志

心磁図診断技術の進歩と臨床応用の展開 特に心筋
虚血，致死性不整脈，胎児不整脈の診断への応用 
心磁図を用いた胎児の不整脈診断と心拍変動解析

第29回日本生体磁気学会大会 大阪 2014.5.29-30

神崎 美玲
石踊 巧，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁
志

乾癬様皮疹を合併した難治性川崎病の1例 第113回日本皮膚科学会総会 京都 2014.5.30-6.1

石川 伸行
塩野 淳子，石橋 奈保子，村上 卓，堀米 
仁志

当院における川崎病の免疫グロブリン抵抗例予測ス
コアの検討

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22

稲葉 正子
野崎 良寛，加藤 愛章，森田 篤志，林 
立申，中村 昭宏，高橋 実穂，西上 奈緒
子，中原 智子，堀米 仁志，須磨崎 亮

携帯心電計の頻拍記録をもとに経皮的心筋焼灼術を
行った房室結節回帰性頻拍の1例

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

加藤 愛章
高橋 実穂，林 立申，緒方 邦臣，中村 
昭宏，野崎 良寛，堀米 仁志

抗SS-A抗体陽性母体の胎児における心磁図を用いた
心拍変動解析

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

亀田 有里
石川 伸行，村上 卓，塩野 淳子，堀米 
仁志

治療を終えた小児がん患者の心エコー・スッペック
ルトラッキング法を用いた心機能評価

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

塩野 淳子 石川 伸行，村上 卓，堀米 仁志
フォンタン術後患者における気管挿管時の肺動脈圧
の変化

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

中村 昭宏
野崎 良寛，林 立申，加藤 愛章，高橋 
実穂，堀米 仁志

経胸壁心エコー図法を用いた健常者に対する右室容
積と収縮能の評価 3Dエコーを用いた両心室の画像
解析

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

野崎 良寛
加藤 愛章，林 立申，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志

左室心筋緻密化障害に難治性頻脈性不整脈を合併
し，RyR2遺伝子変異を認めた一例

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

林 立申
加藤 愛章，野崎 良寛，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志

乳幼児期の徐脈性不整脈に対するcilostazolの心拍
上昇効果

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

平松 祐司
金本 真也，高橋 実穂，加藤 愛章，堀米 
仁志，阿部 正一，榊原 謙

Fallot四徴症根治術におけるvalve-sparing法のレ
ビューと新たな右室流出路再建法の提示 Pulmonary 
cusp and annular extension technique

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

堀米 仁志
林 立申，加藤 愛章，高橋 実穂，中村 
昭宏，後藤 浩子，岩本 眞理，住友 直
方，吉永 正夫，田内 宣生，長嶋 正實

胎児・新生児期に発症する先天性QT延長症候群3型
の遺伝子型と臨床症状の関連および治療と予後

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

前田 潤
住友 直文，荒木 耕正，石崎 怜奈，小柳 
喬幸，柴田 映道，福島 裕之，山岸 敬
幸，塩野 淳子

Loeys-Dietz症候群の表現型を呈した結合織疾患症
例の検討

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

宮崎 あゆ
み

吉永 正夫，長嶋 正實，濱島 崇，青木 
真智子，篠宮 正樹，伊藤 善也，徳田 正
邦，久保 俊英，堀米 仁志，岩本 眞理

小児におけるデュアルインピーダンス法による内臓
脂肪，皮下脂肪面積測定と心血管危険因子との関係

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

三好 剛一

前野 泰樹，左合 治彦，稲村 昇，安河内 
聰，川滝 元良，堀米 仁志，与田 仁志，
竹田津 未生，新居 正基，生水 真紀夫，
賀藤 均，白石 公，坂口 平馬，上田 恵
子，桂木 真司，池田 智明

胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与
に関する臨床試験 有害事象報告

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

村上 卓
塩野 淳子，石川 伸行，阿部 正一，松原 
宗明，坂 有希子，堀米 仁志

大動脈縮窄・離断における胎児診断が予後に及ぼす
影響

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉永 正夫
高橋 秀人，田内 宣夫，岩本 眞理，堀米 
仁志，太田 邦雄，市田 蕗子，長嶋 正實

エビデンスに基づいた学校心臓検診の費用対効果に
関する研究

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.7.3-5

三好 剛一

前野 泰樹，左合 治彦，稲村 昇，川滝 
元良，堀米 仁志，与田 仁志，生水 真紀
夫，萩原 聡子，尾本 暁子，白石 公，上
田 恵子，桂木 真司，池田 智明

胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与
に関する臨床試験 有害事象報告

第50回日本周産期・新生児医学会学
術集会

千葉 2014.7.13-15

宮崎 あゆ
み

吉永 正夫，長嶋 正實，濱島 崇，青木 
真智子，篠宮 正樹，伊藤 善也，徳田 正
邦，久保 俊英，堀米 仁志，岩本 眞理，
原 光彦

小児におけるデュアルインピーダンス法による内臓
脂肪，皮下脂肪面積測定と心血管危険因子との関係

第2回デュアルインピーダンス法を
用いた内臓脂肪測定法研究会

京都 2014.9.6

佐藤 琢郎
榎園 崇，根本 清貴，田中 竜太，大戸 
達之，田中 磨衣，稲田 恵美，大黒 春
夏，須磨崎 亮

Acute autonomic and sensory neuropathyに続発す
る反復性の嘔吐発作に対し，抗てんかん薬が有効で
あった1女児例

第61回日本小児神経学会関東地方会 つくば 2014.9.20

宮崎 あゆ
み

吉永 正夫，長嶋 正實，濱島 崇，青木 
真智子，篠宮 正樹，伊藤 善也，徳田 正
邦，久保 俊英，堀米 仁志，岩本 眞理，
原 光彦，高橋 秀人，緒方 裕光，郡山 
暢之，立川 倶子，未成年者，特に幼児，
小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防
のための総合検診のあり方に関する研究

デュアルインピーダンス法による小児内臓脂肪，皮
下脂肪面積測定と心血管危険因子との関係

第35回日本肥満学会 宮崎 2014.10.24-25

吉永 正夫

宮崎 あゆみ，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 とも子，郡山 暢
之，原 光彦，岩本 眞理，「未成年者，
特に幼児，小・中学生の糖尿病等の生活
習慣病予防のための総合検診のあり方に
関する研究」班

幼児，小・中学生の個々の生活習慣病の基準値作成
に関する研究

第35回日本肥満学会 宮崎 2014.10.24-25



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉永 正夫

宮崎 あゆみ，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 とも子，郡山 暢
之，原 光彦，岩本 眞理，「未成年者，
特に幼児，小・中学生の糖尿病等の生活
習慣病予防のための総合検診のあり方に
関する研究」班

幼児，小・中学生の心血管危険因子値と本人，保護
者の生活習慣との関係

第35回日本肥満学会 宮崎 2014.10.24-25

石川 伸行
塩野 淳子，石橋 奈保子，村上 卓，堀米 
仁志

生後2か月で川崎病を発症し，冠動脈瘤をきたした
Noonan症候群の1例

第34回日本川崎病学会 東京 2014.10.31-11.1

鎌倉 妙 塩野 淳子，泉 維昌 バセドウ病に僧帽弁閉鎖不全を合併した5歳女児例 第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

野崎 良寛
加藤 愛章，林 立申，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志，蒔田 直昌

心房筋線維化を伴いSCN5A遺伝子変異が検出された
心房静止の幼児例

第19回日本小児心電学会 札幌 2014.11.28-29

石津 智子
瀬尾 由広，渥美 安紀子，中村 昭宏，堀
米 仁志，川上 康，青沼 和隆

3次元エコースペックルトラッキング法による新し
い右室機能評価 :MRI との比較

第17回日本成人先天性心疾患学会総
会・学術集会

東京 2015.1.17-18

蔡 榮鴻
関口 幸夫，加藤 愛章，堀米 仁志，石津 
智子，野上 昭彦，青沼 和隆

修正大血管転位に合併した房室結節リエントリー性
頻拍の治療に CARTO が有用であった症例

第17回日本成人先天性心疾患学会総
会・学術集会

東京 2015.1.17-18



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

野崎 良寛
加藤 愛章，林 立申，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志

石灰化した bulging sinuses ePTFE 三弁付き導管
に対するバルーン拡張の経験

第26回日本Pediatric 
Interventional Cardiology学会学
術集会

大阪 2015.1.22-24

村上 卓
塩野 淳子，石踊 巧，鎌倉 妙，生澤 義
輔

右大腿動静脈穿刺による心臓カテーテル検査後に右
化膿性股関節炎を発症した１例

第26回日本Pediatric 
Interventional Cardiology学会

大阪 2015.1.22-24

林 立申
加藤 愛章，野崎 良寛，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志

肺動脈性肺高血圧に対して在宅エポプロステノール
を含めた   多剤併用療法中の1男児例 ～治療目標
をどう設定すべきか～

第21回日本小児肺循環研究会 東京 2015.1.31

村上 卓
塩野 淳子，石橋 奈保子，石川 伸行，堀
口 悠人，中村 伸彦，堀米 仁志，山田 
直樹，藤木  豊

気管狭窄の重症度評価に胎児MRIが有用であった
ファロー四徴症兼肺動脈弁欠損の1例

第21回日本胎児心臓病学会 東京 2015.2.13-14

石川 伸行
塩野 淳子，石踊 巧，石橋 奈保子，村上 
卓，堀米 仁志

当院において難治性川崎病に対しインフリキシマブ
を使用した9例の検討

第108回茨城小児科学会 つくば 2015.2.15

雪竹 義也
新井順一，日高大介，竹内秀輔，吾郷耕
彦，矢野恵理，宮本泰行

当院における13，18トリソミーのプレネイタル・ビ
ジットの有無と治療方針の選択に関する検討

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

矢野 恵理
新井 順一, 竹内 秀輔 吾郷 耕彦, 日高 
大介, 雪竹 義也, 宮本 泰行

正期産児気胸の発生要因の検討 第47回小児呼吸器学会 東京 2014.10.24

新井 順一
宮本 泰行，雪竹 義也，日高 大介，吾郷 
耕彦，竹内 秀輔，矢野 恵理

早産児用成長曲線ソフトの作成 第59回日本未熟児新生児学会 愛媛 2014.11.10-12

雪竹 義也
新井 順一, 日高 大介, 吾郷 耕彦, 竹内 
秀輔, 矢野 恵理, 宮本 泰行

当院NICUにおける遅発型敗血症起因菌と監視培養検
出菌の関連性の検討

第59回日本未熟児新生児学会 愛媛 2014.11.10-12

日高 大介
矢野 恵理，竹内 秀輔，吾郷 耕彦，雪竹 
義也，新井 順一，宮本 泰行

ダウン症候群と気道病変についての検討 第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

新井 順一
宮本 泰行，雪竹 義也，日高 大介，吾郷 
耕彦，竹内 秀輔，梶川 大悟

先端をカットした気管チューブの使用経験 第50回日本周産期新生児医学会 東京 2014.7.13-15

竹内 秀輔
新井 順一, 梶川 大悟, 吾郷 耕彦, 日高 
大介, 雪竹 義也, 宮本 泰行

当院での慢性肺疾患に対するステロイド投与の現状 第50回日本周産期新生児医学会 東京 2014.7.13-15



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吾郷 耕彦
新井 順一，矢野 恵理，竹内 秀輔，日高 
大介，雪竹 義也，宮本 泰行，連 利博

肝生検とその後の経過から，非症候性肝内胆管減少
症と考えられた２乳児例

第108回 茨城小児科学会 つくば 2015.2.15

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

臍部小切開アプロ－チによる乳幼児の胆道系手術 第117回日本小児科学会 名古屋 2014.4.11-13

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

非触知精巣の診断と治療方針 第117回日本小児科学会 名古屋 2014.4.11-13

小野 健太
郎

高安 肇, 瓜田 泰久, 新開 統子, 田中 
秀明, 五藤 周, 上杉 達, 神保 教広, 
佐々木 理人, 増本 幸二

単孔式腹腔鏡補助下に回腸部分切除を施行した外傷
性遅発性回腸狭窄の1例

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

腎盂尿管移行部狭窄症と膀胱尿管移行部狭窄症の合
併例に対する治療戦略

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

Positive C4d staining of the portal vein 
endothelium in the liver of patients with 
biliary atresia

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

須田 一人 土井 崇，末吉 亮，山高 篤行
Completely intramural bronchogenic cyst of the 
cervical esophagus in a neonate.

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

Pneumatosis cystoides intestinalis associated 
with colo-colic intussusception

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

高度な複合的上気道狭窄病変に対する治療戦略 第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

新生児乳児における巨大血管腫・Kasabach-Merritt 
症候群に対する持続圧迫療法の有用性

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

当院における腫瘤形成性虫垂炎に対する腹腔鏡下
interval appendectomyの成績

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

膀胱尿管逆流症に対する内視鏡的注入療法の検討：
再発症例での尿管膀胱新吻合術時の所見を含めて

第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

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

臍部小切開アプローチによる小児外科手術の検討 第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

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

日帰り手術の現況：小児病院での現状と展望 第51回日本小児外科学会 大阪 2014.5.8-10

須田 一人
矢内 俊裕，小野 健太郎，松田 諭，川上 
肇，平井 みさ子，連 利博

臍部小切開アプローチによる小腸閉鎖症手術の
pitfall：術前診断が困難であった胎便性腹膜炎

第112回東京小児外科研究会 東京 2014.6.17

川上 肇
矢内 俊裕，須田 一人，小野 健太郎 直
哉，松田 諭，平井 みさ子，連 利博

腎盂尿管移行部狭窄症と膀胱尿管移行部狭窄症の合
併例に対する治療戦略

第99回日本泌尿器科学会・茨城地方
会

つくば 2014.6.21

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 健太郎，松田 
諭，平井 みさ子，連 利博

小児の尿道脱についての検討
第99回日本泌尿器科学会・茨城地方
会

つくば 2014.6.21

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 健太郎，松田 
諭，平井 みさ子，連 利博

膀胱尿管逆流症に対する内視鏡的注入療法の検討：
再発症例での尿管膀胱新吻合術時の所見を含めて

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

矢内 俊裕
松田 諭，須田 一人，小野 健太郎，川上 
肇，平井 みさ子，連 利博

Reccurent Respiratory Papillomatosisに対する
レーザー治療

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22

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

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

第50回小児放射線学会 神戸 2014.6.27-28

須田 一人 土井 崇，末吉 亮，山高篤行
術前画像診断が有用であった頸部食道壁内気管支原
性嚢胞の1例

第50回小児放射線学会 神戸 2014.6.27-28

矢内 俊裕
松田 諭，須田 一人，小野 健太郎，川上 
肇，平井 みさ子，連 利博

胆道穿孔を呈した胆道拡張症に対する腹腔鏡下手術 第235回茨城外科学会 つくば 2014.6.28

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

腎盂尿管移行部狭窄症と膀胱尿管移行部狭窄症の合
併例に対する治療戦略

第23回日本小児泌尿器科学会 横浜 2014.7.9-11

須田 一人
矢内 俊裕，川上 肇，小野 友輔，浅井 
宣美

両側腎盂尿管閉塞の増悪により腎後性急性腎不全を
呈し緊急ドレナージを要した1例

第23回日本小児泌尿器科学会 横浜 2014.7.9-11



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

矢内 俊裕 小児外科領域における内視鏡外科手術の現状と未来 第23回日本小児泌尿器科学会 横浜 2014.7.9-11

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 友輔，浅井 
宣美

膀胱尿管逆流症に対する内視鏡的注入療法の検討：
再発症例での尿管膀胱新吻合術時の所見を含めて

第23回日本小児泌尿器科学会 横浜 2014.7.9-11

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 友輔，浅井 
宣美，田中 竜太，中尾 朋平，加藤 啓輔

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫の当院での治療
経験

第23回日本小児泌尿器科学会 横浜 2014.7.9-11

小野 健太
郎

田中 秀明, 神保 教広, 五藤 周, 上杉 
達, 瓜田 泰久, 新開 統子, 高安 肇, 鬼
澤 裕太郎, 西村 一記, 宮園 弥生, 増本 
幸二

新生児期に通過障害で発症した胃前庭部粘膜下異所
性膵の1例

第50回日本周産期・新生児学会 浦安 2014.7.13-15

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，飯島 佳織

総排泄腔異常を含む直腸肛門奇形における中長期予
後：特に性・生殖機能について

第50回日本周産期・新生児学会 浦安 2014.7.13-15

連 利博 窪田 正幸，小林 久美子
胆道閉鎖症親子例における免疫学的考察：Maternal 
microchimerismの観点から

第31回日本小児肝臓研究会 久留米 2014.7.19



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

須田 一人
矢内 俊裕，小野 健太郎，川上 肇，平井 
みさ子，連 利博

臍部小切開アプローチによる小児外科手術:整容性
と無痛性に対する取り組み

第27回日本小切開・鏡視外科学会 函館 2014.8.21-22

須田 一人
矢内 俊裕，小野 健太郎，川上 肇，平井 
みさ子，連 利博

胆道拡張症における腹腔鏡手術と臍部小切開アプロ
－チ：より安全で確実な手術を目指して

第27回日本小切開・鏡視外科学会 函館 2014.8.21-22

須田 一人
矢内 俊裕，小野 健太郎，川上 肇，平井 
みさ子，連 利博

新生児横隔膜ヘルニアにおける臍部小切開アプロ－
チの注意点

第27回日本小切開・鏡視外科学会 函館 2014.8.21-22

矢内 俊裕
須田 一人，小野 健太郎，松田 諭，川上 
肇，平井 みさ子，連 利博

胆道拡張症における腹腔鏡下手術と臍部小切開アプ
ローチ

第27回日本内視鏡外科学会 盛岡 2014.10.2-4

松田 諭
須田 一人，小野 健太郎，川上 肇，平井 
みさ子，矢内 俊裕，連 利博

成人外科から学ぶ小児内視鏡外科手術 第27回日本内視鏡外科学会 盛岡 2014.10.2-4

小野 健太
郎

矢内 俊裕，須田 一人，川上 肇，平井 
みさ子，連 利博

一期的吻合が可能であった胎便性腹膜炎の超低出生
体重児例

第49回日本小児外科学会・関東甲信
越地方会

千葉 2014.10.11



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

小野 健太
郎

矢内 俊裕，須田 一人，川上 肇，平井 
みさ子，連 利博

一期的吻合が可能であった胎便性腹膜炎の超低出生
体重児例

第236回茨城外科学会 水戸 2014.10.12

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 健太郎，平井 
みさ子，連 利博

膀胱尿管逆流症に対する内視鏡的注入療法の検討：
再発症例での尿管膀胱新吻合術時の所見を含めて

第100回日本泌尿器科学会・茨城地
方会

水戸 2014.10.19

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 健太郎，平井 
みさ子，連 利博

両側腎盂尿管閉塞の増悪により腎後性急性腎不全を
呈し緊急ドレナージを要した1例

第100回日本泌尿器科学会・茨城地
方会

水戸 2014.10.19

小野 健太
郎

平井 みさ子，須田 一人，川上 肇，矢内 
俊裕，連 利博

哺乳障害，誤嚥性肺炎を伴う乳幼児喉頭狭窄病変に
対するレーザー治療の有効性

第25回日本小児呼吸器外科研究会 東京 2014.10.25

平井 みさ
子

連 利博，矢内 俊裕，川上 肇，小野 健
太郎，須田 一人

喉頭狭窄病変の評価とレーザー治療の実際 第25回日本小児呼吸器外科研究会 東京 2014.10.25

平井 みさ
子

連 利博，矢内 俊裕，川上 肇，小野 健
太郎，須田 一人

気切抜去困難の要因と治療戦略 第25回日本小児呼吸器外科研究会 東京 2014.10.25



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

須田 一人
矢内 俊裕，川上 肇，小野 健太郎，平井 
みさ子，連 利博

両側腎盂尿管閉塞の増悪により腎後性急性腎不全を
呈し緊急ドレナージを要した1例

第34回日本小児内視鏡外科・手術手
技研究会

淡路 2014.10.30-31

矢内 俊裕
須田 一人，小野 健太郎，川上 肇，平井 
みさ子，連 利博，泉 維昌，小池 和俊

副腎腫瘍に対する腹腔鏡下手術：患側によるアプ
ローチと注意点

第34回日本小児内視鏡外科・手術手
技研究会

淡路 2014.10.30-31

矢内 俊裕
連 利博，須田 一人，小野 健太郎，川上 
肇，平井 みさ子

漏斗胸に対するRavitch変法手術
第34回日本小児内視鏡外科・手術手
技研究会

淡路 2014.10.30-31

小野 健太
郎

連 利博，石川 未来，須田 一人，川上 
肇，矢内 俊裕

III型葛西術後9ヶ月に肝外胆管の再拡張および肝リ
ンパ管奇形を合併した1例

第41回日本胆道閉鎖症研究会 熊本 2014.11.15

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，小野 
健太郎，連 利博

両側腎盂尿管移行部閉塞の増悪により腎後性急性腎
不全を呈し緊急ドレナージを 要した 1 例

第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16

矢内 俊裕
石川 未来，須田 一人，小野 健太郎，川
上 肇，連 利博

腹壁破裂に対する臍帯被覆による一期的または二期
的閉鎖法(臍帯 packing 法)の検討

第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

矢内 俊裕

松田 諭，須田 一人，小野 健太郎，川上 
肇，平井 みさ子，連 利博，吉見 愛，中
尾 朋平，加藤 啓輔，小池 和俊，圡田 
昌宏

小児の良性副腎腫瘍に対する腹腔鏡手術の有用性
第56回日本小児血液・がん学会学術
集会

岡山 2014.11.28-30

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，小野 
健太郎，連 利博

occult VURに対する診断と治療：PIC cystography
および内視鏡的Deflux注入療法

第108回茨城小児科学会 つくぱ 2015.2.15

小野 健太
郎

連 利博，矢内 俊裕，須田 一人，石川 
未来，川上 肇

新生児期に巨大頸部腫瘤を生じた梨状窩嚢胞の1例 第237回茨城外科学会 阿見 2015.2.21

松原 宗明 坂 有希子，阿部 正一
重症心身障害児における未破裂気管腕頭動脈瘻に対
する予防的治療戦略

第42回日本血管外科学会 青森 2014.5.23

平松 祐司
金本 真也，高橋 実穂，加藤 愛章，堀米 
仁志，阿部 正一，榊原 謙

Fallot四徴症根治術におけるvalve-sparing法のレ
ビューと新たな右室流出路再建法の提示；
Pulmonary cusp and annular extension technique

第50回日本小児循環器学会 岡山 2014.7.03

坂 有希子 阿部 正一，松原 宗明
未熟児動脈管開存手術後に左主気管支閉塞をきたし
再手術を要した1例

第50回日本小児循環器学会 岡山 2014.7.05



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

平松 祐司
金本 真也，坂 有希子，松原 宗明，阿部 
正一，榊原 謙

Transverse arch低形成を有する単心室新生児にお
けるmodified EAAAからFontan型修復への展望

第67回日本胸部外科学会 福岡 2014.10.03

平松 祐司
松原 宗明，坂 有希子，野間 美緒，阿部 
正一

先天性心疾患に対するleaflet extension 大動脈弁
形成；8年余りの経験と今後の方略

第45回日本心臓血管外科学会 京都 2015.2.16

松原 宗明
阿部 正一，坂 有希子，野間 美緒，平松 
祐司

大動脈弓の連続性を保持したまま自己組織のみで再
建するNorwood型手術の要点と功罪

第45回日本心臓血管外科学会 京都 2015.2.16

津田 恭治 室井 愛 阿久津 博義 松村 明 副鼻腔炎波及による小児頭蓋内膿瘍の治療方針 第42回日本小児神経外科学会 仙台 2014.05.29

津田 恭治 室井 愛，鶴淵 隆夫，井原 哲，松村 明  腰仙部皮膚異常所見を呈した102例のまとめ
第73回日本脳神経外科学会・学術総
会

東京 2014.10.10

阿部愛美
遠藤杏子，三村三千代，栗原貴代美，猪
野美穂

肛門周囲皮膚炎の家族指導について―家族指導用
リーフレット導入に向けた取り組み―

平成25年度茨城県看護研究学会 水戸 2014.2.22



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

藤枝 礼
亀山 奈緒美，高橋 弥貴，須能 弘美，鶴
淵 隆夫，津田 恭治，室井 愛

当院における小児腹臥位脊髄手術時の除圧の工夫 第42回日本小児神経外科学会 仙台 2014.5.29-30

黒澤 美紀
子

大木 悟子，野村 卓哉，布村 仁亮，山本 
裕子

小児病院における気管チューブトラブルに対する初
期対応 模型を用いた効率的な手技習得トレーニン
グ

第36回日本呼吸療法医学会学術総会 秋田 2014.7.19-20

平賀 紀子
菊池 麻衣子，吉澤 あやさ，平澤 明美，
関野 晴美

小児専門病院における教育委員会が実施した「倫理
検討会」と「看護倫理研修」の成果

第24回日本小児看護学会学術集会 東京 2014.7.21-22

松本 美千
代

山田 舞子，山縣 和泉，須能 弘美
医療依存度の高い子どもの家族に対する在宅移行支
援（第2報）－多職種・地域連携におけるチーム医
療の役割－

第24回日本小児看護学会学術集会 東京 2014.7.21-22

山田 舞子 松本 美千代，山縣 和泉，須能 弘美

医療依存度の高い子どもの家族に対する在宅移行支
援（第1報）－家族の意思を支えた４年間のプロセ
スを振り返る－

第24回日本小児看護学会学術集会 東京 2014.7.21-22

柏原 尚子 生田目 桂子，栗原 貴代美，猪野 美穂
NICU・GCUにおける効果的な看護師教育の取り組み
～屋根瓦式教育体制を導入して～

第24回日本新生児看護学会学術集会 愛媛 2014.11.10-11



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

植村 愛 平賀 紀子
白血病患者と母親が入院直後から復学後にかけて経
験する復学に関する思い～3事例のインタビュー結
果から～

第12回日本小児がん看護学会学術集
会

岡山 2014.11.28-30

辻本 健
羽龍 幸栄，勝扇 尚子，中田 智康，平賀 
紀子

長期入院している思春期患者の療養環境～「わくわ
くるーむ」開設後の現状報告～

第12回日本小児がん看護学会学術集
会

岡山 2014.11.28-30

羽龍 幸栄 佐藤 奈津子，高橋 弥貴
先天性心疾患を持つ子どもの自立を目指した支援
～フォンタン術後の親子交流会の開催～

第17回日本成人先天性心疾患学会 東京 2015.1.17-18

武井 千惠
子

多職種間の連携  ～放射線科への教育とポータブル
レントゲン操作手順の作成～

第30回日本環境感染学会総会学術集
会

神戸 2015.2.20-21

野村 卓哉 布村 仁亮，横川 忠一
心臓外科手術後にICUで行う術後ミーティングの効
果

第24回日本臨床工学会 仙台 2014.5.10

梶野 裕子
茨城県立こども病院における活動報告と多職種協働
について

第2回 日本子ども療養支援研究会 東京 2014.6.19-20



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

松井 基子
土田 昌宏，連 利博，小池 和俊，平賀 
紀子，勝扇 尚子，羽龍 幸栄，中田 智
康，辻本 健

青少年用プレイルームを整備して～青年期に適した
空間を提供する～

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.6.22

布村 仁亮
野村 卓哉，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

新生児・未熟児に対する新しい挿管チューブの開発
と使用経験

第36回呼吸療法医学会 秋田 2014.7.20

野村 卓哉
布村 仁亮, 横川 忠一，齊藤 博太,日向 
綾子,中村 伸彦，本山 景一，小野 友
輔，福島 富士子，矢内 俊裕，泉 維昌

敗血症，播種性血管内凝固症候群(DIC)に陥ったク
ローン病の患児にセプザイリスTMを用いた持続的血
液濾過透析(CHDF)を実施した一症例

第22回小児集中治療ワークショップ 茨城 2014.10.18

加藤 かな
江

新井 順一，連 利博，中島 広之，ヤマザ
キミノリ

ヒーリングアート設置による療養改善の試み 第27回いばらき医療福祉研究会 土浦 2014.10.26

森山 理恵 泉 維昌 1型糖尿病患児へのカーボカウント導入とその後 第27回いばらき医療福祉研究会 土浦 2014.10.26

加藤 かな
江

矢野 恵理，竹内 秀輔，吾郷 耕彦，日高 
大介，雪竹 義也，新井 順一，宮本 泰行

管理栄養士の新生児科患児への関わり 第107回茨城小児科学会 水戸 2014.11.16



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Nunomura.M
Yukitake Y, Arai J, Muraji T, 
Miyamoto Y

Continuous Renal Replacement Therapy for 
Hyperammonemia caused by Ornithine 
Transcarbamylase Deficiency

AKI&CRRT2015
San 
Diego

2015.2.18

森山 理恵 泉 維昌 1型糖尿病患児へのカーボカウント導入とその後 第13回茨城県栄養健康改善学会 水戸 2015.2.19

横川 忠一
野村 卓哉，布村 仁亮，坂 有希子，野間 
美緒，阿部 正一

人工肺入口圧上昇に対する対応と対策 第80回茨城心臓血管研究会 水戸 2015.03.07



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

小野 友輔 第107回茨城小児科学会 一般演題（8） 座長 水戸 2014.11.16

小池 和俊 第37回日本造血幹細胞移植学会
一般口演　前処置、HLA不一致移
植（小児）

座長 神戸 2015.3.5-7

堀米 仁志 第117回日本小児科学会学術集会
一般演題　ポスター　循環器3
（心筋症）

座長 愛知 2014.4.11

Horigome H
Pediatric Academic Societies and Asian 
Society for Pediatric Research Joint Meeting 
2014

2125A Sudden Cardiac Death in 
Children; ASPR Topic Symposium

シンポジス
ト

Vancouver 2014.5.04

堀米 仁志 第29回日本生体磁気学会大会

シンポジウム5　心磁図診断技術
の進歩と臨床応用の展開　―特に
心筋虚血、致死性不整脈、胎児不
整脈の診断への応用―

座長 大阪 2014.5.30

堀米 仁志 第53回日本生体医工学会大会
オーガナイズドセッション「生体
磁気計測技術の進歩」

演者 仙台 2014.6.24



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2回茨城 PAH Clinical Conference 一般講演 座長 つくば 2014.6.27

堀米 仁志 第50回日本小児循環器学会総会・学術集会
一般口演 -7　「心臓血管機能・
心血管発生・基礎研究①」

座長 岡山 2014.7.03

堀米 仁志
第29回日本不整脈学会・第31回日本心電学会合同
学術大会

シンポジウム　遺伝性不整脈　最
新の話題

演者 東京 2014.7.25

堀米 仁志 第18回東京循環器小児科治療Agora 総合討論
ファシリ
テーター

東京 2014.9.13

堀米 仁志
第2回重症肺高血圧症治療と患者様のケアーを考
える会

セッション1 座長 つくば 2014.9.17

堀米 仁志 第21回日本胎児心臓病学会学術集会
シンポジウム2『不整脈の胎児治
療』

座長 東京 2015.2.14



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

宮本 泰行 茨城県予防接種センタ－研修会 特別講演 座長 水戸 2014.6

宮本 泰行 第50回日本周産期新生児医学会 一般演題 座長 東京 2014.7.13-15

宮本 泰行 第59回日本未熟児新生児学会 一般演題 座長 松山 2014.11.10-12

新井 順一 第107回茨城小児科学会 特別講演 座長 水戸 2014.11.16

雪竹 義也 第107回茨城小児科学会 教育講演 座長 水戸 2014.11.16

矢内 俊裕 第51回日本小児外科学会 ポスターセッション 4 座長 大阪 2014.5.8



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

平井 みさ子 第51回日本小児外科学会 ポスターセッション 42 座長 大阪 2014.5.9

連 利博 第51回日本小児外科学会 国際セッション 2 座長 大阪 2014.5.10

連 利博 第41回日本マススクリーニング学会 シンポジウム 座長 広島 2014.8.23

連 利博 第25回日本呼吸器外科研究会 一般演題 3 座長 東京 2014.10.25

連 利博 第41回日本胆道閉鎖症研究会 一般演題 1 座長 熊本 2014.11.15

川上 肇 第107回茨城小児科学会 一般演題（1） 座長 水戸 2014.11.16



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

横川 忠一 第40回日本体外循環技術医学会大会 症例検討ディスカッション8
コメンテー
ター

広島 2014.10.12

横川 忠一 平成26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 2015.2.01

薗部 純一 第33回茨城県診療放射線技師学術大会 セッション1 座長 阿見町 2015.3.15



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

加藤 啓輔 ゲノムと医学 第107回茨城小児科学会　教育講演 水戸 2014.11.16

塩野 淳子 当院におけるACHDとPAHの現状 ACHDとPAHを考える会 水戸 2014.6.06

堀米 仁志 成人先天性心臓病診療の現状と展望 心臓病の子どもを守る会　平成26年度ブロック交流会 下妻 2014.6.21

村上　卓 茨城県立こども病院における肺血管拡張薬使用の現状 第2回茨城PAH Clinical Conference つくば 2014.6.27

堀米 仁志
成人期に達した先天性心臓病診療の現況と展望　～小
児期からの日常生活管理も含めて～

平成26年度長期療養児療育相談指導事業「小児慢性心疾患講
演会」

日立 2014.11.15

新井 順一 妊婦への投薬と新生児への影響 第31回水戸周産期懇話会 水戸 2014.5.18



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

新井 順一 新生児のフィジカルアセスメント 茨城県新人助産師研修会 水戸 2014.11.21

新井 順一 低出生体重児の成長と生活習慣病 茨城県栄養士会生涯教育研修会 水戸 2014.12.13

西岡 絵理，鎌賀 千尋
家族支援研修①家族に対する臨床心理士の役割と対
応、②多職種と協働しながら、看護師として家族と向
き合うためのコミュニケーションスキルとその応用

茨城県立こども病院看護局家族支援研修 水戸 2014.12

吉澤 あやさ こどもの急な病気で困ったら ファミリーサポートセンター協力会員研修 筑西 2014.11.5

吉澤 あやさ 小児の救急看護 社会福祉施設等看護職員研修 水戸 2015.3.3

浅井 宣美・小野 友輔
小児領域における超音波診断教育システムについて,専
門書に載っていない実践的な超音波診断技術

第2回茨城こどもECOゼミナール 水戸 2014.5.24



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

浅井 宣美・小野 友輔 初学者のための超音波講座 第3回小児診療多職種研究会 東京 2014.6.21

薗部 純一 安心できる診療放射線業務を考える「県内施設の被曝低減への取り組み」平成26年度関東甲信越診療放射線技師学術大会 シンポジウム つくば 2014.6.29

薗部 純一 医療被ばくと放射線技師の役割について 鹿行心臓イメージング研究会 鹿島 2014.7.03

加藤 かな江 「病院における臨床栄養の実際」 茨城キリスト教大学臨地実習生 日立 2014.7.15

加藤 かな江 「嚥下障害のあるお子さんの 栄養補給法」 「訪問看護ステーションむけ小児在宅医療勉強会」 水戸 2014.7.26

加藤 かな江 「医療現場における魅力ある栄養士になるために」 茨城県栄養士会員 水戸 2014.7.28



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

浅井 宣美・小野 友輔 小児救急に役立つ腹部エコーの実際 第9回小児救急セミナーin北九州 福岡 2014.8.3

加藤 かな江 「アレルギーについて」 水郡ブロック保育協議会員 常陸大宮2014.9.15

横川 忠一
大動脈弁欠損を伴う左心低形成症候群に対するNorwood
手術の際の体外循環

第40回日本体外循環技術医学会大会　症例検討ディスカッ
ション8

広島 2014.10.12

加藤 かな江 病態栄養 新規採用栄養教諭研修 笠間 2014.10.29

加藤 かな江 腎臓病全般の食事療法 慢性腎疾患患児の家族、水戸市保健所管内市町村職員 水戸 2014.10.31

浅井 宣美・小野 友輔 これからの小児エコー検査の展望、小児エコー検査　医師の立場から第4回BUNKYO P.C.C 東京 2014.11.6



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

本元 強 当院におけるPediatric H-S coilの撮像 小児MRIフィリップスユーザーミーティング(CUTE2014) 東京 2014.11.15

布村 仁亮 小児における血液浄化療法 第107回茨城小児科学会　教育講演 水戸 2014.11.16

浅井 宣美・小野 友輔 超音波ハンズオン　リアルタイムレクチャー 第3回茨城こどもECOゼミナール 水戸 2014.11.29

浅井 宣美・小野 友輔・
宮崎 峰幸

エキスパートに教わる小児腹部超音波セミナー 長野県立こども病院 研修会 長野 2015.1.23-24

本元 強 Aquilion64での小児CT造影方法について 第2回　関東東芝CTユーザー会(STING) 埼玉 2015.2.07

浅井 宣美・小野 友輔 ハンズオンセミナー,  これから出会う小児超音波物語 第4回茨城こどもECOゼミナール つくば 2015.2.14



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

浅井 宣美 小児腎エコーのアプローチについて考える 第108回 茨城小児科学会 教育講演 つくば 2015.2.15

加藤 かな江 「児童への食に関する対応～アレルギー食から衛生管理まで～」茨城県児童福祉施設協議会会員 水戸 2015.2.27

大越 信行 当院の小児におけるRI検査について 第13回 Basics of Nuclear Medicine in Chiba 千葉 2015.3.11

平澤 明美 茨城県立こども病院での在宅医療支援 平成26年度 小児在宅医療地域連携講演会 水戸 2015.3.14

武井 千惠子 茨城県感染管理認定看護師の会 第8回公開講座 標準予防策の考え方 日立 2014.7.12

武井 千惠子
ASPアカデミーセミナー2014in茨城 手術室における単
回使用製品の再利用廃止と滅菌法の変更について

手術室・中央材料室に勤務する看護師等 つくば 2014.7.26



出演

出演者 媒体 対象 番組 年月

加藤かな江 ラジオ ヤマシタハートフルタイムすこやか介護 2014.6.13



医教総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

田中 竜太 【子どものけいれん】 学童期の非てんかん性けいれん チャイルドヘルス 17(6) 397-400 2014.06

堀米 仁志 注目のTopics　不整脈　胎児・新生児期の遺伝性不整脈
Fetal & Neonatal 
Medicine

6(3) 127-132 2014.12

中村 昭宏，堀米 仁志 小児の臨床検査 小児の生理機能検査　循環器疾患編 検査と技術 43(2) 128-134 2015.02

堀米 仁志
【ここが運命の分かれ道!循環器の重要疾患　患者さんのあのサインに気付く先取りテクニック】 
14歳男児。学校心臓検診で心電図異常あり。運動部の活動中に突然失神、AEDで救命　肥大型心筋
症に伴う心室細動

ハートナーシング 28(3) 238-244 2015.03



医教論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

中尾 朋平, 田中 竜太, 西岡 絵理, 加藤 啓輔, 吉
見 愛, 矢内 俊裕, 泉 維昌, 岩崎 信明, 小池 和
俊, 圡田 昌宏

エベロリムスが情緒・認知・対人面の改善をもたらした結節性硬化
症の1例

日本小児科学会雑誌 118(9) 1372-1375 2014.09

Nakamura A, Horigome H, Seo Y, Ishizu T, 
Sumazaki R.

Right ventricular remodeling due to pulmonary regurgitation 
is associated with reduced left ventricular free wall strain 
in surgically repaired tetralogy of fallot.

Circulation journal 78(8) 1960-1966 2014.05

三好 剛一, 前野 泰樹, 左合 治彦, 稲村 昇, 安河
内 聰, 川滝 元良, 堀米 仁志, 与田 仁志, 竹田津 
未生, 生水 真紀夫, 新居 正基, 賀藤 均, 萩原 聡
子, 尾本 暁子, 白石 公, 坂口 平馬, 西村 邦宏, 
上田 恵子, 桂木 真司, 池田 智明

治療困難症例から学ぶ 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

日本周産期・新生児医学
会雑誌

50(1) 136-138 2014.05

Horigome H.
Current status and future direction of cardiac 
resynchronization therapy for congenital heart disease and 
pediatric patients.

Circulation journal 78(7) 1579-1581 2014.07

Ishikawa Y, Horigome H, Kandori A, Toda H, 
Zhang Z.

Noise reduction by perfect-translation-invariant complex 
discrete wavelet transforms for fetal electrocardiography and 
magnetocardiography.

International Journal 
of Wavelets, 
Multiresolution and 
Information Processing

12(4)
1460008
[20 
pages]

2014.07

Murakami T, Horigome H, Shiono J, Ishiodori T, 
Ban Y, Gomi S, Abe M.

Prenatal Diagnosis of Congenital Absence of Aortic Valve: A 
Report of Two Cases with Different Outcomes and a Literature 
Review.

Fetal diagnosis and 
therapy

Epub 2014.08

Lin L, Horigome H, Kato Y, Kikuchi T, Nakahara 
S, Sumazaki R.

Significant associations between hemostatic/fibrinolytic 
systems and accumulation of cardiovascular risk factors in 
Japanese elementary schoolchildren.

Blood coagulation & 
fibrinolysis

26(1) 75-80 2015.01



医教論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Ishizu T, Horigome H.
Assessment and treatment of systemic right ventricular 
dyssynchrony.

Circulation journal 79(3) 519-521 2015.02

Miyoshi T, Maeno Y, Sago H, Inamura N, 
Yasukouchi S, Kawataki M, Horigome H, Yoda H, 
Taketazu M, Shozu M, Nii M, Kato H, Hagiwara A, 
Omoto A, Shimizu W, Shiraishi I, Sakaguchi H, 
Nishimura K, Nakai M, Ueda K, Katsuragi S, 
Ikeda T.

Fetal bradyarrhythmia associated with congenital heart 
defects　- nationwide survey in Japan.

Circulation journal 79(4) 854-861 2015.03

Nakamura A, Horigome H, Ishizu T, Seo Y, 
Sumazaki R.

Double orifice mitral valve combined with left ventricular 
noncompaction in a child with Sotos syndrome.

Journal of Cardiology 
Cases

11(3) 88-90 2015.03



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

亀田 有里
堀米 仁志，加藤 啓輔，中尾 朋平，吉見 
愛，村上 卓，塩野 淳子，小池 和俊，土
田 昌宏

治療を終了した小児白血病患者のスペックルトラッキング法を
用いた心機能評価

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

菊池 敏弘
林 立申，西上 奈緒子，鈴木 直美，堀米 
仁志，中原 智子

肥満小児に対する外来運動療法の効果 第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

塩野 淳子
石踊 巧，村上 卓，泉 維昌，堀米 仁志，
土井 庄三郎

基礎に心疾患があり脳梗塞を発症した3例 第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

中村 昭宏
堀米 仁志，セイエッド 佳実，城戸 崇
裕，野崎 良寛，林 立申，加藤 愛章，高
橋 実穂，須磨崎 亮

ファロー四徴症に対する経胸壁心エコー図法を用いた新たな右
室収縮能の評価方法

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

中村 昭宏
瀬尾 由広，石津 智子，堀米 仁志，青沼 
和隆

RV remodeling impairs LV free wall contraction in the 
subclinical patients with repaired tetralogy of Fallot

第25回日本心エコー図学会学術集会 石川 2014.04.11-13

中尾 朋平
田中 竜太，西岡 絵理，加藤 啓輔，泉 維
昌，矢内 俊裕，岩崎 信明，小池 和俊，
土田 昌宏

エベロリムスによる結節性硬化症の治療 エベロリムスは結節性
硬化症における認知・行動・情緒障害にも有効か？

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

中尾 朋平
田中 竜太，西岡 絵理，加藤 啓輔，吉見 
愛，泉 維昌，矢内 俊裕，連 利博，小池 
和俊，土田 昌宏

エベロリムスが認知・行動・情緒面の改善をもたらした結節性
硬化症の1男児例

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

田中 竜太
泉 維昌，小池 和俊，塩野 淳子，鶴淵 隆
夫，堀米 仁志，土田 昌宏

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

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

平林 雅子
田中 裕治，吉永 正夫，野村 裕一，堀米 
仁志，長嶋 正實，牛ノ濱 大也，田内 宣
生，佐藤 誠一，住友 直方，白石 裕比湖

SIDSに関する1ヵ月健診時と1年後の環境リスク因子の検討 第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

林 立申
堀米 仁志，菊池 敏弘，西上 奈緒子，中
原 智子，鈴木 直美，須磨崎 亮

肥満小児に対する運動介入が炎症マーカーとアディポカインに
与える影響

第117回日本小児科学会学術集会 愛知 2014.04.11-13

榎園 崇
大戸 達之，田中 竜太，城戸 崇裕，影山 
あさ子，須磨崎 亮

Everolimusの投与により、自閉性症状やてんかん発作が軽減し
た結節性硬化症の一例

第56回日本小児神経学会学術集会 静岡 2014.05.29-31

岩崎 信明
林 雅晴，田中 竜太，大戸 達之，中山 智
博，中山 純子

神経線維腫症1型において頭部MRIで認められるUBOの病理学的所
見

第56回日本小児神経学会学術集会 静岡 2014.05.29-31

神鳥明彦 緒方 邦臣，堀米 仁志
心磁図診断技術の進歩と臨床応用の展開 特に心筋虚血、致死性
不整脈、胎児不整脈の診断への応用 心磁図の標準データベース
（成人と胎児）

第29回日本生体磁気学会大会 大阪 2014.05.29-30

田中 竜太
極低出生体重児におけるNICU退院前の頭部MRI所見と修正18ヵ月
前後の新版K式評価との関連性についての検討

第56回日本小児神経学会学術集会 静岡 2014.05.29-31



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

林 立申
加藤 愛章，高橋 実穂，野崎 良寛，中村 
昭宏，堀米 仁志

心磁図診断技術の進歩と臨床応用の展開 特に心筋虚血、致死性
不整脈、胎児不整脈の診断への応用 心磁図を用いた胎児の不整
脈診断と心拍変動解析

第29回日本生体磁気学会大会 大阪 2014.05.29-30

神崎 美玲 石踊 巧，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁志 乾癬様皮疹を合併した難治性川崎病の1例 第113回日本皮膚科学会総会 京都 2014.05.30-06.01

稲葉 正子
野崎 良寛，加藤 愛章，森田 篤志，林 立
申，中村 昭宏，高橋 実穂，西上 奈緒
子，中原 智子，堀米 仁志，須磨崎 亮

携帯心電計の頻拍記録をもとに経皮的心筋焼灼術を行った房室
結節回帰性頻拍の1例

第106回茨城小児科学会 つくば 2014.06.22

石川 伸行
塩野 淳子，石橋 奈保子，村上 卓，堀米 
仁志

当院における川崎病の免疫グロブリン抵抗例予測スコアの検討 第106回茨城小児科学会 つくば 2014.06.22

加藤 愛章
高橋 実穂，林 立申，緒方 邦臣，中村 昭
宏，野崎 良寛，堀米 仁志

抗SS-A抗体陽性母体の胎児における心磁図を用いた心拍変動解
析

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

亀田 有里
石川 伸行，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁
志

治療を終えた小児がん患者の心エコー・スペックルトラッキン
グ法を用いた心機能評価

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

塩野 淳子 石川 伸行，村上 卓，堀米 仁志 フォンタン術後患者における気管挿管時の肺動脈圧の変化
第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉永 正夫
高橋 秀人，田内 宣夫，岩本 眞理，堀米 
仁志，太田 邦雄，市田 蕗子，長嶋 正實

エビデンスに基づいた学校心臓検診の費用対効果に関する研究
第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

宮崎 あゆ
み

吉永 正夫，長嶋 正實，濱島 崇，青木 真
智子，篠宮 正樹，伊藤 善也，徳田 正
邦，久保 俊英，堀米 仁志，岩本 眞理

小児におけるデュアルインピーダンス法による内臓脂肪、皮下
脂肪面積測定と心血管危険因子との関係

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

三好 剛一

前野 泰樹，左合 治彦，稲村 昇，安河内 
聰，川滝 元良，堀米 仁志，与田 仁志，
竹田津 未生，新居 正基，生水 真紀夫，
賀藤 均，白石 公，坂口 平馬，上田 恵
子，桂木 真司，池田 智明

胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する臨
床試験 有害事象報告

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

村上 卓
塩野 淳子，石川 伸行，阿部 正一，松原 
宗明，坂 有希子，堀米 仁志

大動脈縮窄・離断における胎児診断が予後に及ぼす影響
第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

中村 昭宏
野崎 良寛，林 立申，加藤 愛章，高橋 実
穂，堀米 仁志

経胸壁心エコー図法を用いた健常者に対する右室容積と収縮能
の評価 3Dエコーを用いた両心室の画像解析

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

平松 祐司
金本 真也，高橋 実穂，加藤 愛章，堀米 
仁志，阿部 正一，榊原 謙

Fallot四徴症根治術におけるvalve-sparing法のレビューと新た
な右室流出路再建法の提示 Pulmonary cusp and annular 
extension technique

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

堀米 仁志
林 立申，加藤 愛章，高橋 実穂，中村 昭
宏，後藤 浩子，岩本 眞理，住友 直方，
吉永 正夫，田内 宣生，長嶋 正實

胎児・新生児期に発症する先天性QT延長症候群3型の遺伝子型と
臨床症状の関連および治療と予後

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

野崎 良寛
加藤 愛章，林 立申，中村 昭宏，高橋 実
穂，堀米 仁志

左室心筋緻密化障害に難治性頻脈性不整脈を合併し、RyR2遺伝
子変異を認めた一例

第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

林 立申
加藤 愛章，野崎 良寛，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志

乳幼児期の徐脈性不整脈に対するcilostazolの心拍上昇効果
第50回日本小児循環器学会総会・学
術集会

岡山 2014.07.03-05

福島 富士
子

田中 竜太，池田 尚広 PCDH19遺伝子関連てんかんの女児例 第36回茨城てんかん懇話会 つくば 2014.07.05

三好 剛一

前野 泰樹，左合 治彦，稲村 昇，川滝 元
良，堀米 仁志，与田 仁志，生水 真紀
夫，萩原 聡子，尾本 暁子，白石 公，上
田 恵子，桂木 真司，池田 智明

胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈薬投与に関する臨
床試験 有害事象報告

第50回日本周産期・新生児医学会学
術集会

千葉 2014.07.13-15

宮崎 あゆ
み

吉永 正夫，長嶋 正實，濱島 崇，青木 真
智子，篠宮 正樹，伊藤 善也，徳田 正
邦，久保 俊英，堀米 仁志，岩本 眞理，
原 光彦

小児におけるデュアルインピーダンス法による内臓脂肪、皮下
脂肪面積測定と心血管危険因子との関係

第2回デュアルインピーダンス法を
用いた内臓脂肪測定法研究会

京都 2014.09.06

佐藤 琢郎
榎園 崇，根本 清貴，田中 竜太，大戸 達
之，田中 磨衣，稲田 恵美，大黒 春夏，
須磨崎 亮

Acute autonomic and sensory neuropathyに続発する反復性の
嘔吐発作に対し、抗てんかん薬が有効であった1女児例

第61回日本小児神経学会関東地方会 つくば 2014.09.20

吉永 正夫

宮崎 あゆみ，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 とも子，郡山 暢之，原 
光彦，岩本 眞理，「未成年者、特に幼
児、小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予
防のための総合検診のあり方に関する研

幼児、小・中学生の個々の生活習慣病の基準値作成に関する研
究

第35回日本肥満学会 宮崎 2014.10.24-25



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉永 正夫

宮崎あゆみ，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
川とも子，郡山暢之，原光彦，岩本眞理，
「未成年者、特に幼児、小・中学生の糖尿
病等の生活習慣病予防のための総合検診の
あり方に関する研究」班

幼児、小・中学生の心血管危険因子値と本人、保護者の生活習
慣との関係

第35回日本肥満学会 宮崎 2014.10.24-25

宮崎 あゆ
み

吉永 正夫，長嶋 正實，濱島 崇，青木 真
智子，篠宮 正樹，伊藤 善也，徳田 正
邦，久保 俊英，堀米 仁志，岩本 眞理，
原 光彦，高橋 秀人，緒方 裕光，郡山 暢
之，立川 倶子，未成年者、特に幼児、
小・中学生の糖尿病等の生活習慣病予防の
ための総合検診のあり方に関する研究

デュアルインピーダンス法による小児内臓脂肪、皮下脂肪面積
測定と心血管危険因子との関係

第35回日本肥満学会 宮崎 2014.10.24-25

野崎 良寛
加藤愛章，林立申，中村昭宏，高橋実穂，
堀米仁志，蒔田直昌

心房筋線維化を伴いSCN5A遺伝子変異が検出された心房静止の幼
児例

第19回日本小児心電学会 札幌 2014.11.28-29

石津 智子
瀬尾 由広，渥美 安紀子，中村 昭宏，堀
米 仁志，川上 康，青沼 和隆

3次元エコースペックルトラッキング法による新しい右室機能評
価 :MRI との比較

第17回日本成人先天性心疾患学会総
会・学術集会

東京 2015.01.17-18

蔡 榮鴻
関口 幸夫，加藤 愛章，堀米 仁志，石津 
智子，野上 昭彦，青沼 和隆

修正大血管転位に合併した房室結節リエントリー性頻拍の治療
に CARTO が有用であった症例

第17回日本成人先天性心疾患学会総
会・学術集会

東京 2015.01.17-18

野崎 良寛
加藤 愛章、林 立申、中村 昭宏、高橋 実
穂、堀米 仁志

石灰化した bulging sinuses ePTFE 三弁付き導管に対するバ
ルーン拡張の経験

第26回日本Pediatric 
Interventional Cardiology学会学
術集会

大阪 2015.01.22-24

田中 竜太 早産児の脳室拡大と発達予後との関連についての後方視的検討 第4回茨城小児神経懇話会 つくば 2015.01.25



医教学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

林 立申
加藤 愛章，野崎 良寛，中村 昭宏，高橋 
実穂，堀米 仁志

肺動脈性肺高血圧に対して在宅エポプロステノールを含めた   
多剤併用療法中の1男児例 ～治療目標をどう設定すべきか～

第21回日本小児肺循環研究会 東京 2015.01.31

石川 伸行
塩野 淳子，石踊 巧，石橋 奈保子，村上 
卓，堀米 仁志

当院において難治性川崎病に対しInfliximabを使用した9例の検
討

第108回茨城小児科学会 つくば 2015.02.15

塚田 裕伍
田中 竜太，福島 富士子，岩﨑 信明，泉 
維昌

症候性West 症候群に対するACTH 療法の有用性 第108回茨城小児科学会 つくば 2015.02.15

田中 磨衣

大戸 達之，榎園 崇，田中 竜太，塩野 淳
子，平井 みさ子，家島 厚，太田 正康，
菊地 正広，竹谷 俊樹，山本 敦子，渡辺 
章充，新 健治，岩﨑 信明

茨城県の福山型先天性筋ジストロフィーの臨床像 第108回茨城小児科学会 つくば 2015.02.15

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，小野 友輔，浅井 宣
美，田中 竜太，中尾 朋平，加藤 啓輔

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫の当院での治療経験
第23回日本小児泌尿器科学会総会・
学術集会

岡山 2014.07.03-05



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117回日本小児科学会学術集会
一般演題 ポスター 循環器3（心筋
症）

座長 愛知
2014.04.1
1

Horigome H
Pediatric Academic Societies and Asian Society 
for Pediatric Research Joint Meeting 2014

2125A Sudden Cardiac Death in 
Children; ASPR Topic Symposium

シンポジスト Vancouver
2014.05.0
4

堀米 仁志 第29回日本生体磁気学会大会

シンポジウム5 心磁図診断技術の
進歩と臨床応用の展開 ―特に心筋
虚血、致死性不整脈、胎児不整脈
の診断への応用―

座長 大阪
2014.05.3
0

堀米 仁志 第53回日本生体医工学会大会
オーガナイズドセッション「生体
磁気計測技術の進歩」

演者 仙台
2014.06.2
4

堀米 仁志 第2回茨城 PAH Clinical Conference 一般講演 座長 つくば
2014.06.2
7

堀米 仁志 第50回日本小児循環器学会総会・学術集会
一般口演 -7 「心臓血管機能・心
血管発生・基礎研究①」

座長 岡山
2014.07.0
3

堀米 仁志
第29回日本不整脈学会・第31回日本心電学会合同学
術大会

シンポジウム 遺伝性不整脈 最新
の話題

演者 東京
2014.07.2
5



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18回東京循環器小児科治療Agora 総合討論 ファシリテーター 東京
2014.09.1
3

堀米 仁志
第2回重症肺高血圧症治療と患者様のケアーを考える
会

セッション1 座長 つくば
2014.09.1
7

堀米 仁志 第21回日本胎児心臓病学会学術集会
シンポジウム2『不整脈の胎児治
療』

座長 東京
2015.02.1
4



医教講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

堀米 仁志 成人先天性心臓病診療の現状と展望 心臓病の子どもを守る会 平成26年度ブロック交流会 下妻 2014.06.21

堀米 仁志
成人期に達した先天性心臓病診療の現況と展望 ～小児期からの日常生活管理も
含めて～

平成26年度長期療養児療育相談指導事業「小児慢性心疾患講演
会」

日立 2014.11.15




