
著書

著者名 編集者 書名 分担執筆の場合その題名 頁 出版社 年

本山 景一
茨城県小児科医会

ワーキンググループ
こどもの救急ってどんなとき？ 2015

武井 千惠

子
JACHRI

こどもの医療に携わる感染対策の専門家がま

とめた 小児感染対策マニュアル
2章 小児感染対策の基礎知識 予防接種 72-77 じほう 2015

武井 千惠

子
JACHRI

こどもの医療に携わる感染対策の専門家がま

とめた 小児感染対策マニュアル
2章 小児感染対策の基礎知識 RSウイルス感染症の化学予防 78-80 じほう 2015

木村 仁美
村松 紀子・連 利

博・阿部 裕
実践医療通訳 医療通訳における医療ソーシャルワーカー（MSW）の役割

172-

187
松柏社 2015

木村 仁美
茨城県がん診療連絡

協議会
いばらきのがんサポートブック 小児医療の制度 40-41 2015

布村 仁亮 三木 隆弘

看護師・研修医・臨床工学技士のための 救急

ICUのME機器らくらく攻略ブック さらば機

械オンチ、さらばME機器トラブル

（EMERGENCY CARE 新春増刊）

(1章)輸液関連機器　(MISSION 1)輸液・薬剤投与機器を使

いこなせ! (Q3)昇圧薬などを使用している場合に、交換時に

血圧が変動することがあります。対処法はあります

か?(Q&A/特集)

24-25 メディカ出版 2016

布村 仁亮 三木 隆弘 救急 ICUのME機器らくらく攻略ブック
(2章)モニタリング関連機器　(MISSION 9)脳循環代謝モニ

タリング・BISモニタリングを理解せよ!
75-82 メディカ出版 2016

布村 仁亮 三木 隆弘 救急 ICUのME機器らくらく攻略ブック

(3章)人工呼吸器関連機器　(MISSION 11)人工呼吸器の基本

を知ろう! (Q5)酸素ボンベの使用可能時間について教えてく

ださい(Q&A/特集)

100-

101
メディカ出版 2016

布村 仁亮 三木 隆弘 救急 ICUのME機器らくらく攻略ブック
(6章)その他・治療用関連機器　(MISSION 22)除細動器をマ

スターせよ!

202-

209
メディカ出版 2016
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著者名 編集者 書名 分担執筆の場合その題名 頁 出版社 年

加藤 かな

江

村松 紀子，連 利

博，阿部 裕
実戦医療通訳 栄養指導

155-

170
松柏社 2015

加藤 かな

江

鈴木 壱知，丸山 道

生，藤谷 順子，石

川祐一

臨床栄養認定管理栄養士のためのガイドブッ

ク
小児

114-

149
東京医学社 2016



総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

住友 直方，池田 智明，堀米 仁

志，前野 泰樹
座談会　胎児・新生児・乳児の不整脈管理 Fetal & Neonatal Medicine 7(3) 8-16 2015.12

堀米 仁志
【不整脈を科学する】 突然死を識る・治す　イオンチャネル病における突然死　先天

性QT延長症候群　年齢層別にみた臨床像の特徴、リスク因子と突然死の予防
医学のあゆみ 256(6) 639-646 2016.2

宮本 泰行 茨城県の周産期医療の現状とトピックス 茨城県小児科医会報 28 2015

連 利博, 松永 正訓 便色カラーカードによる胆道閉鎖症早期発見 日本医事新報 4775 61-62 2015.10

矢内 俊裕，東間 未来，連 利博，

相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人
へそを使う手術の実際：先天性胆道拡張症 小児外科 48 299-304 2016.3



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

田中 竜太, 泉 維昌, 小池 和俊, 塩野 淳子, 室井 愛, 鶴

淵 隆夫, 堀米 仁志, 圡田 昌宏
慢性反復性頭痛を有する当院外来患者の臨床的特徴 茨城県立病院医学雑誌 31(2) 7-12 2015.04

奥山 和彦, 武田 由記, 助川 岩央
体表ランドマークを用いた穿刺後計測による小児内頸静脈カ

テーテル留置長の検討
日本臨床麻酔学会誌 35(4) 419-424 2015.07

Tsurusaki Y, Tanaka R, Shimada S, Shimojima K,

Shiina M, Nakashima M, Saitsu H, Miyake N,

Ogata K, Yamamoto T, Matsumoto N

Novel compound heterozygous LIAS mutations cause

glycine encephalopathy.
J Hum Genet 60(10) 631-635 2015.10

Ohtani H, Komeno T, Agatsuma Y, Kobayashi M,

Noguchi M, Nakamura N.

Follicular dendritic cell-meshwork in

angioimmunoblastic T-cell lymphoma is characterized

by accumulation of CXCL13+ cells.

J Clin Exp Hematopathol 55 61-69 2015.11

Ohtani H, Mori-Shiraishi K, Nakajima M, Ueki H.

Defining lymphocyte-predominant breast cancer by the

proportion of lymphocyte-rich stroma and its

significance in routine histopathological diagnosis.

Pathol Int 65(12) 644-651 2015.12

Fujioka H, Wakimizu R, Tanaka R, Ohto T,

Ieshima A, Yoneyama A, Kamibeppu K

Empirical study on the empowerment of families

raising children with severe motor and intellectual

disabilities in Japan: the association with positive

feelings towards child rearing

Health 7(12) 1725-1740 2015.12

Nakayama J, Kinugasa H, Ohto T, Tanaka R,

Nakayama T, Noguchi E, Arinami T, Iwasaki N

Monozygotic twins with de novo ZIC2 gene mutations

discordant for the type of holoprosencephaly
Neurology Epub 2016.03



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Tanaka H, Masumoto K, Sasaki T, Sakamoto N,

Gotoh C, Urita Y, Shinkai T, Takayasu H, Nakano

N, Noguchi M, Kudo T.

Hypergastrinemia and a duodenal ulcer caused by

gastric duplication.
Surgical case reports Epub 2016.07

Manabe A, Kawasaki H, Shimada H, Kato I，

Kodama Y, Sato A, Matsumoto K, Kato K, Yabe

H, Kudo K, Kato M, Saito T， Saito AM,

Tsurusawa M, Horibe K

Imatinib use immediately before stem cell

transplantation in children with Philadelphia

chromosome-positive acute lymphoblastic leukemia:

Results from Japanese Pediatric Leukemia/Lymphoma

Study Group (JPLSG) Study Ph(+) ALL04.

Cancer medicine 4(5) 682-689 2015.05

Kato Keisuke, Koike Kazutoshi, Kobayashi Chie,

Iijima Shigeruko, Hashimoto Takashi, Tsuchida

Masahiro

同種造血幹細胞移植後の水疱性類天疱瘡(Bullous

pemphigoid after allogeneic hematopoietic stem cell

transplantation)(英語)

Pediatrics International 57(3) 480-483 2015.06

Masaaki Mori,Masue Imaizumi, Kazuoshi Koike,

et al.

Pharmacokinetics, efficacy, and safety of caspofungin

in Japanese pediatric patients with invasive candidiasis

and invasive aspergillosis.

Journal of infection and

chemotherapy
21(6) 421-426 2015.06

Seki M, Nishimura R, Yoshida K, Shimamura T,

Shiraishi Y, Sato Y, Kato M, Chiba K, Tanaka H,

Hoshino N, Nagae G, Shiozawa Y, Okuno Y,

Hosoi H, Tanaka Y, Okita H, Miyachi M, Souzaki

R, Taguchi T, Koh K, Hanada R, Kato K, Nomura

Y, Akiyama M, Oka A, Igarashi T, Miyano S,

Aburatani H, Hayashi Y, Ogawa S, Takita J.

Integrated genetic and epigenetic analysis defines

novel molecular subgroups in rhabdomyosarcoma.
Nat Commun. 6 4557 2015.07

Suzuki R, Fukushima H, Noguchi E, Tsuchida M,

Kiyokawa N, Koike K, Ma E,Takahashi H,

Kobayashi C, Nakajima-Yamaguchi R, Sakai A,

Saito M,Iwabuchi A,Kato K, Nakao T, Yoshimi A,

Sumazaki R,Fukushima T.

Influence of SLCO1B1 polymorphism on maintenance

therapy for childhood leukemia.
Pediatrics International 57(4) 572-577 2015.08



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Kudo K, Muramatsu H, Yoshida N, Kobayashi R,

Yabe H, Tabuchi K, Kato K, Koh K, Takahashi Y,

Hashii Y, Kawano Y, Inoue M, Cho Y, Sakamaki

H, Kawa K, Kato K, Suzuki R, Kojima S.

Second allogeneic hematopoietic stem cell

transplantation in children with severe aplastic anemia.
Bone Marrow Transplant 50(10)

1312-

1315.
2015.10

Kato M, Ishida H, Koh K, Inagaki J, Kato K, Goto

H, Kaneko T, Cho Y, Hashii Y, Kurosawa H,

Takita J, Hamamoto K, Inoue M, Sawada A,

Suzuki R, Kato K.

Comparison of chemotherapeutic agents as a

myeloablative conditioning with total body irradiation

for pediatric acute lymphoblastic leukemia: A study

Pediatr Blood Cancer. 62(10) 1844-1850 2015.10

Hama A, Takahashi Y, Muramatsu H, Ito M,

Narita A, Kosaka Y, Tsuchida M,Kobayashi R, Ito

E, Yabe H, Ohga S, Ohara A, Kojima S

Comparison of long-term outcomes between children

with aplastic anemia and refractory cytopenia of

childhood who received immunosuppressive therapy

with antithymocyte globulin and cyclosporine.

Haematologica 100(11) 1426-1433 2015.11

Umeda K, Adachi S, Horikoshi Y, Imai K, Terui K,

Endo M, Mitsui T, Kato K, Koh K, Kajiwara R, Ito

R, Otsuka Y, Inoue M, Ishii E, Yabe H.

Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for

Chediak-Higashi syndrome.
Pediatr Transplant. 20(2) 271-275 2016.02

Kato K, Oh Y, Takita J, Gunji Y, Kobayashi C,

Yoshimi Y, Nakao T, Noma M, Koike K, Morimoto

A, Iijima S, Hojo H, Tsuchida M.

Molecular genetic and cytogenetic analysis of a primary

cutaneous CD8-positive aggressive epidermotropic

cytotoxic T-cell lymphoma.

International Journal of

Hematology
103(2) 196-201 2016.02

Sugano A, Ishizu T, Nakamura A, Kawamatsu N,

Kato Y, Takahashi M, Kanemoto S, Seo Y,

Horigome H, Hiramatsu Y, Aonuma K

Cardiac resynchronization therapy in a patient with a

failing systemic right ventricle.
Can J Cardiol 31(6) 819.e5-7 2015.06



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

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 皮膚科の臨床 57(8) 1303-1308 2015.07

Tsuboi H, Sumida T, Noma H, Yamagishi K,

Anami A, Fukushima K, Horigome H, Maeno Y,

Kishimoto M, Takasaki Y, Nakayama M, Waguri

M, Sago H, Murashima A

Maternal predictive factors for fetal congenital heart

block in pregnant mothers positive for anti-SS-A

antibodies.

Mod Rheumatol Epub 1-7 2015.11

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 38(4) 307-314 2015.1

鈴木 孝典，林 泰佑，小野 博，前野 泰樹，堀米 仁

志，村島 温子

母体抗SS-A抗体陽性の先天性完全房室ブロックの胎児にお

ける子宮内胎児死亡の危険因子
日本小児循環器学会雑誌 32(1) 19-25 2016.03

吾郷 耕彦, 宮本 泰行, 新井 順一, 雪竹 義也, 日高 大

介, 梶川 大悟, 竹内 秀輔, 矢野 恵理

新生児インスリン療法における界面活性剤含有ビタミン剤の

使用　血糖コントロールにおける有効性の検討
日本周産期・新生児医学会雑誌 51(1) 186-190 2015.05

新井 順一

【周産期救急システム-現状とその対応】 救急隊員との連携

周産期救急への講習会　地域の救急隊員を対象とした新生児

蘇生、分娩対応講習会

周産期医学 45(9) 1233-1235 2015.09

矢野 恵理, 新井 順一, 竹内 秀輔, 日高 大介, 吾郷 耕

彦, 雪竹 義也, 宮本 泰行
正期産児気胸と分娩様式の関連性 日本周産期・新生児医学会雑誌 51(4) 1190-1193 2015.12



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

松田 諭、連 利博、矢内 俊裕、平井 みさ子、川上

肇、坂元 直哉、中島 秀明、浅井 宣美

外瘻孔を認めない直腸肛門奇形に対する適切な病型診断法の

検討：不要な人工肛門造設を避けるために．
日本小児外科学会雑誌 51(6) 1025-1029 2015

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

平井 みさ子
気管食道科領域の小児気道疾患への対応 喉頭気管分離術

小児外科の視点から
日本気管食道科学会会報 66(2) 112-114 2015.04

平井 みさ子, 松岡 亜記, 松田 諭, 川上 肇, 矢内 俊裕,

連 利博

【エンジョイ!症例報告:手術・治療の工夫(II)】 新生児乳児

における巨大血管腫・血管奇形、血液凝固異常に対する持続

圧迫療法

小児外科 47(12) 1323-1329 2015.12

佐々木 理人、増本 幸二、瓜田 泰久、坂元 直哉、五藤 　周、新開 統子、高安 肇、福島 敬、須磨崎 亮

腫瘍亜全摘とhigh dose dexamethasone pulse療法が有効

であった神経節芽腫由来Opsoclonus – myoclonus - ataxia

症候群の一例

日本小児外科学会雑誌 51(7) 1198-1204 2015.12

Suda K, Kawakami H, Sasaki T, Ishikawa M,

Toma M, Yanai T, Muraji T

 A right colonic volvulus requiring extensive colectomy

in an infant with trisomy 13.
J Ped Surg Cace Reports 3(12) 537-540 2015.1

Suda K, Yanai T, Kawakami H, Sasaki T,

Ishikawa M, Toma M, Muraji T

Deterioration of autoimmune condition associated with

repeated injection of dextranomer/hyaluronic acid

copolymer: A case report.

 J Ped Surg Cace Reports 4(1) 10-12 2016



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

中嶋 智美, 平松 祐司, 金本 真也, 阿部 正一, 榊原 謙
2.5kg以下の新生児・乳児における体外循環非使用肺動脈絞

扼術の転帰と問題点
日本小児循環器学会雑誌 31(3)  111-116 2015.06

鶴淵 隆夫, 室井 愛, 坂本 規彰, 里見 介史, 中尾 朋平,

加藤 啓輔, 小林 千恵, 猪野 浩史, 圡田 昌宏, 松村 明
白血病に対する化学療法後寛解中に発生した多発頭蓋内病変 小児の脳神経 39(6) 422-427 2015.09

松澤 明美，白木 裕子，連 利博，竹谷 俊樹，平澤 明

美，新井 順一

茨城県北・県央地域の訪問看護ステーションにおける小児訪

問看護の実施状況と課題
茨城キリスト教大学看護学部紀要 7(1) 19-27 2015.06

松澤 明美，白木 裕子，連 利博，竹谷 俊樹，平澤 明

美，新井 順一

茨城県北・県央地域の在宅療養する子どもの実態－在宅療養

する子どもの実数とその特徴-
茨城キリスト教大学看護学部紀要 7(1) 29-36 2015.06

平澤 明美

【子どもの育ちを支える看護　医療機関と地域との連携によ

る切れ目のない支援】 育ちを支える医療機関と地域との連

携の実際　NICUから始める退院支援　地域との連携の実際

小児看護 39(1) 52-56 2016.01

日木 あゆみ, 本元 強, 真田 茂, 林 則夫
小児心臓血管造影における心拍差分処理を用いたDSA法の開

発
日本放射線技術学会雑誌 72(1) 42-49 2016.01



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
Jun-ichi Arai, Tatsuo Kono, Nobuaki

Iwasaki

Correlation between brain MRI findings at term-

equivalent age and psychomotor development at 3

years of corrected age

The 11th Asian Society for

Pediatric Research
大阪 2015.4.15-18

齊藤 博大
本山 景一, 鈴木 竜太郎, 日向 彩子, 中村 伸彦,

小野 友輔, 福島 富士子, 泉 維昌, 浅井 宣美

回腸末端の壁肥厚、両側腎腫大を根拠にエルシニア感染

症を疑い診断した幼児例(会議録/症例報告)
第118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

本山 景一

鈴木 竜太郎, 日向 彩子, 中村 伸彦, 岡本 圭祐,

齊藤 博大, 福島 富士子, 小野 友輔, 泉 維昌, 土

田 昌宏

気道異物の部位における症状、診断経過の違いについて

の検討
第118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

大戸　達之
榎園 崇，田中 竜太，佐々木 征行，湯浅 勲，大

野 耕策，岡本 伸彦

MAN1B1遺伝子異常による先天性グリコシル化異常症の

兄妹例
第57回日本小児神経学会学術集会 大阪 2015.5.28-30

田中 竜太 新井 順一，河野 達夫，岩﨑 信明
早産児における頭部MRIと発達予後との関連性について

の検討（第２報）
第57回日本小児神経学会学術集会 大阪 2015.5.29

齊藤 博大 本山 景一，小野 友輔，福島 富士子，泉 維昌
最近５年間に当院に搬送された小児院外心肺停止症例の

検討
第109回茨城小児科学会 つくば 2015.6.7

本山 景一

戒能 賢太，塚田 裕伍，淵野 玲奈，塚越 隆司，

鈴木 竜太郎，堀口 悠人，中村 伸彦，塙  淳

美，齊藤 博大，福島 富士子，泉 維昌，圡田 昌

宏

肺炎球菌・インフルエンザ桿菌ワクチン普及前後での細

菌性髄膜炎の臨床像の違いについての検討
第109回茨城小児科学会 つくば 2015.6.7



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

青木 真智子

吉永 正夫, 徳田 正邦, 宮崎 あゆみ, 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, 久保 俊英, 立川 倶子, 原 光彦,

岩本 真理, 厚生労働科学研究『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

小児生活習慣病検診における心血管危険因子値と本人・

保護者の生活習慣との関係およびDUALSCANにおける

内臓脂肪・皮下脂肪面積の年齢による検討

第26回日本小児科医会総会フォーラ

ム
大分 2015.6.13-14

鈴木 竜太郎

本山 景一，堀口 悠人，中村 伸彦， 齊藤 博

大，福島 富士子，浅井 宣美，泉 維昌，圡田 昌

宏

日齢35に高メトヘモグロビン血症を伴う敗血症様症状を

呈した乳児消化管アレルギｰの一例
第29回日本小児救急医学会学術集会 大宮 2015.6.12-13

鈴木 竜太郎
本山 景一，中村 伸彦，堀口 悠人，齊藤 博大，

福島 富士子，泉 維昌，圡田 昌宏

抗MDA5抗体陽性皮膚筋炎に対し間質性肺炎未 発症から

の早期多剤免疫抑制療法を開始できた 7歳女児例
第39回日本小児皮膚科学会学術大会 鹿児島 2015.7.18-19

本山 景一 泉 維昌，齊藤 博大，圡田 昌宏，津田 恭治

明らかな頭部打撲なしに急性硬膜下血腫、びまん性脳浮

腫、眼底出血を来しShaken Baby Syndromeと同様の

機序が推察された交通外傷の3か月女児

第7回日本子ども虐待医学会学術集会 浦安 2015.8.1-2

淵野 玲奈

齊藤 博大，塚田 裕伍，塚越 隆司，鈴木 竜太

郎，中村 伸彦，塙 淳美，堀口 悠人，本山 景

一，福島 富士子，田中 竜太，泉 維昌

ムンプスワクチン接種後に可逆性脳梁膨大部病変を呈し

た急性脳炎を発症した1例
第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.15

本山 景一
泉 維昌，野上 茂光，木村 仁美，平澤 明美，津

田 恭治

当院における頭部外傷に対する虐待リスク評価基準につ

いての検討

第21回日本子ども虐待防止学会学術

集会
新潟 2015.11.20-21



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塩田 曜子

田中 竜太, 藤田 直人, 野間 治義, 瀬戸 嗣郎, 港

敏則, 坂下 一夫, 伊藤 暢宏, 小林 良二, 今村 俊

彦, 森本 哲, 今宿 晋作, 日本ランゲルハンス細

胞組織球症研究グループ

ランゲルハンス細胞組織球症・血球貪食症候群 LCHに関

連した中枢神経変性病変に対する3年以上の長期IVIG治

療の試み(Langerhans cell histiocytosis and

hemophagocytic lymphohistiocytosis Long-term(3+

years) IVIG treatment in an attempt to prevent the

progression of CNS neurodegenerative disease in

patients with LCH)

第57回日本小児血液・がん学会学術

集会
甲府 2015.11.27-29

田中 竜太 田中 磨衣、榎園 崇、大戸 達之、岩崎 信明 新規のLIAS変異が特定されたグリシン脳症の１例 第５回茨城小児神経懇話会 つくば 2016.1.24

本山 景一

泉 維昌、塚田 裕伍、淵野 玲奈、塚越 隆司、鈴

木 竜太郎、日向 彩子、中村 伸彦、堀口 悠人、

塙 淳美、齊藤 博大、福島 富士子、圡田 昌宏

当科における入院後死亡症例のまとめ～終末期をどのよ

うに迎えているか～
第111回茨城小児科学会地方会 つくば 2016.3.13

加藤 啓輔

山下 友加，吉見 愛，中尾 朋平，小林 千恵，福

島 敬，小池 和俊，清河 信敬，堀部  敬三，圡

田 昌宏

小児急性リンパ性白血病再発のメカニズムの解明 第77回日本血液学会学術総会 金沢 2015.10.16-18

加藤 啓輔
吉見 愛，中尾 朋平，小池 和俊，後藤 裕明，清

河 信敬，圡田 昌宏

t(7;9)(p13;p24)を示す再発急性リンパ性白血病から樹

立された細胞株ICH-BCPALL-1
第77回日本血液学会学術総会 金沢 2015.10.16-18

吉見 愛 加藤 啓輔，中尾 朋平，小池 和俊，圡田 昌宏 HSCT employing non TBI and reduced Bu conditioning for children with Diamond-Blackfan anemia第77回日本血液学会学術総会 金沢 2015.10.16-18



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

加藤 啓輔
吉見 愛，平井 みさ子，中尾 朋平，矢内 俊裕，

小池 和俊，連 利博，圡田 昌宏

化学療法あるいは放射線照射後に発症した異時性/二次

性甲状腺癌の3例

第57回日本小児血液・がん学会学術

集会
甲府 2015.11.27-29

加藤啓輔 吉見愛，中尾朋平，小池和俊，後藤裕明，清河信敬，土田昌宏
t(7;9) (p13;p24) とPh-like ALL 様形質を示す再発急

性リンパ性白血病から樹立された細胞株ICH-BCPALL-1

第57回日本小児血液・がん学会学術

集会
甲府 2015.11.27-29

吉見 愛
加藤 啓輔，中尾 朋平，小林 千恵，小池 和俊，

圡田 昌宏

小児T細胞型急性リンパ性白血病に対する頭蓋照射のな

い治療～当院における5例の経験～

第57回日本小児血液・がん学会学術

集会
甲府 2015.11.27-29

Kevin Y

Urayama
Masatoshi Takagi,Kazuoshi Koike, et al.

Genetic Susceptibility Loci for Childhood Acute

Lymphoblasitic Leukemia Among Japanese.

57th ASH Annual Meeting and

Exposition

Orland

o
2015.12.5-8

加藤 啓輔

西村 聡、吉見 愛、中尾 朋平、野村 卓哉、横川

忠一、小林 千恵、福島 敬、小池 和俊、圡田 昌

宏

小児造血器腫瘍における血縁者間HLA不適合/ハプト造

血細胞移植後のCliniMACSシステムを用いたNK細胞

/TCRγσ鎖陽性T細胞予防的輸注療法の治療成績

第38回日本造血細胞移植学会総会 名古屋 2016.3.4

加藤 啓輔

西村 聡、吉見 愛、中尾 朋平、野村 卓哉、横川

忠一、小林 千恵、福島 敬、小池 和俊、圡田 昌

宏

小児造血器腫瘍におけるFLU+MEL+ATGを基本骨格と

した毒性軽減前処置を用いた血縁者間HLA不適合/完全

ハプト造血細胞移植の治療成績

第38回日本造血細胞移植学会総会 名古屋 2016.3.4

高尾 航

大原 玲奈, 眞弓 みゆき, 人見 義郎, 八木 洋也,

安部 加奈子, 永井 優子, 小畠 真奈, 堀米 仁志,

濱田 洋実, 吉川 裕之

洞性徐脈の評価に胎児心磁図が有用であった症例
第67回日本産科婦人科学会学術講演

会
横浜 2015.4.9-12



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塩野 淳子 石川 伸行，石橋 奈保子，村上 卓，堀米 仁志 小児病院が関わる心疾患患者の妊娠の問題 第118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

石川 伸行

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，圡田

昌宏

化学療法後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118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

林 立申
堀米 仁志, 鈴木 涼子, 和田 宏来, 金井 雄, 岩本

真理, 吉永 正夫, 須磨崎 亮

幼児の心血管危険因子に与える本人と保護者の生活習慣

の影響
第118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

Nozaki Y

Kato Y, Lin L, Nakamura A, Takahashi M,

Sekiguchi Y, Nogami A, Aonuma K,

Horigome H.

Refractory tachyarrhythmias caused by ryanodine

receptor type 2 gene mutation in two patients with

left ventricular noncompaction

Heart Rhythm 2015 Boston 2015.5.13-16

Kato Y
Nozaki Y, Takahashi-Igari M, Lin L,

Nakamura A, Horigome H.

Progressive atrial myocardial fibrosis in A 4-year-

old girl with atrial standstill associated with SCN5A

gene mutation

Heart Rhythm 2015 Boston 2015.5.13-16

林 立申

高橋 実穂、森田 篤志、永藤 元道、野崎 良寛、

中村 昭宏、加藤 愛章、小関 剛、小倉 剛、小畠

真奈、濱田 洋実、堀米 仁志

胎児心磁図により出生前に徐脈・房室ブロック・QT延

長の合併を診断された18トリソミーの1例
第30回日本生体磁気学会大会 旭川 2015.6.5-6

原 モナミ

林 立申、今井 綾子、星野 雄介、野崎 良寛、竹

内 秀輔、酒井 愛子、石川 伸行、加藤 愛章、高

橋 実穂、堀米 仁志、須磨崎 亮

心室頻拍を呈し、異なる治療戦略を選択した4新生児例 第109回茨城小児科学会 つくば 2015.6.7



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

村上 卓
塩野 淳子， 石橋 奈保子，石川 伸行，阿部 正

一，野間 美緒，坂 有希子，堀米 仁志

心房中隔欠損症・心房中隔欠損閉鎖術が小児の身体発育

に及ぼす影響

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

塩野 淳子
石川 伸行，石橋 奈保子，村上 卓，堀米 仁志，

森崎 裕子
多彩な症状を呈したACTA2遺伝子変異の1例

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

堀米 仁志
中村 昭宏, 石津 智子, 野崎 良寛, 林 立申, 加藤

愛章, 高橋 実穂, 松原 宗明, 平松 祐司

成人先天性心疾患外来の現況と紹介患者の心肺運動負荷

テストを含めた重症度評価

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

堀米 仁志

高橋 一浩, 石川 康宏, 林 立申, 加藤 愛章, 中村

昭宏, 野崎 良寛, 高橋 実穂, 住友 直方, 岩本 眞

理, 吉永 正夫

主成分分析と独立成分分析を用いた先天性QT延長症候

群のT波の解析 －LQT1とLQT3における解析－

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

野崎 良寛
加藤 愛章, 林 立申, 中村 昭宏, 高橋 実穂, 堀米

仁志
省略4誘導心電図による小児期早期再分極所見の検討

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

野崎 良寛
加藤 愛章, 林 立申, 中村 昭宏, 高橋 実穂, 堀米

仁志

先天性筋線維タイプ不均等症に拡張型心筋症を合併した

3例

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

加藤 愛章
高橋 実穂, 林 立申, 野崎 良寛, 中村 昭宏, 堀米

仁志, 松原 宗明

低形成中心肺動脈を有する肺動脈閉鎖、心室中隔欠損、

主要体肺側副動脈に対する姑息的右室流出路形成を含め

た肺血流の調整

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18



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
堀米 仁志, 岩本 眞理, 宮崎 あゆみ, 徳田 正邦,

久保 俊英, 吉永 正夫

幼児の心血管危険因子値に与える本人、保護者の生活習

慣の影響 ～全国調査～

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

Yoshinaga

M
Horigome H, Ushinohama H, Ohno S.

QT intervals during sleeping and around wake-up

periods in school-aged patients with long QT

syndrome and age-matched healthy controls

第30回日本不整脈学会学術大会・第

32回日本心電学会学術集会合同学術

大会

京都 2015.7.28-31

Ishizu T
Seo Y, Yamamoto M, Horigome H,

Kawakami Y, Aonuma K

Validation of right ventricular volume derived from

3-dimensional speckle tracking echocardiography:

application for adult congenital heart disease

Congress of the European-Society-

of-Cardiology (ESC)

Londo

n,

ENGLA

ND

2015.8.29-9.2

Yoshinaga

M

Ogata H, Suzjuki H, Ushinohama H,

Sumitomo N, Horigome H, Tateno S, Sato

S, Tauchi N, Nagashima M

Cumulative risk of symptoms in pediatric patients

with long QT syndrome (LQTS) who were

diagnosed by school-based screening programs in

Japan

Congress of the European-Society-

of-Cardiology (ESC)

Londo

n,

ENGLA

ND

2015.8.29-9.2

石津 智子
瀬尾 由広, 堀米 仁志, 山本 昌良, 町野 智子, 青

沼 和隆

新しい右室3次元エコースペックルトラッキング法によ

る右室駆出率の計測精度
第63回日本心臓病学会学術集会 横浜 2015.9.18-20

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 倶子, 郡山

暢之, 原 光彦, 岩本 眞理

小学生の心血管危険因子値の基準値に関する検討 第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

青木 真智子

吉永 正夫, 宮崎 あゆみ, 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, 岩本 眞理

行動療法(生活習慣改善)による小学生の肥満治療の介入

試験成績
第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3

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 倶子, 郡山

暢之, 原 光彦, 岩本 眞理

幼児、小・中学生の心血管危険因子値に与える本人、保

護者の生活習慣の影響
第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3

宮崎 あゆみ

吉永 正夫, 高橋 秀人, 青木 真智子, 濱島 崇, 長

嶋 正實, 堀米 仁志, 篠宮 正樹, 伊藤 善也, 徳田

正邦, 久保 俊英, 岩本 眞理, 原 光彦, 緒方 裕光,

郡山 暢之, 立川 倶子, 厚生労働省「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

Latent class growth modelによる小児期肥満出現時期

の検討
第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3

石川 伸行 塩野 淳子，村上 卓，堀米 仁志 血球貪食症候群を合併した川崎病の3例 第35回日本川崎病学会 鹿児島 2015.10.9-10

塩野 淳子 石踊 巧，村上 卓，堀米 仁志
心臓移植を希望せず、在宅人工呼吸器管理を行った重症

心不全の1例
第24回日本小児心筋疾患学会 大阪 2015.10.24



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Horigome H

Yoshiaki Kato, Lisheng Lin, Takeshi Inaba,

Miho Takahashi, Yoshihiro Nozaki,  Akihiro

Nakamura, Ryo Sumazaki

In utero diagnosis and treatment of long QT

syndrome -Literature review with a special

reference to the usefulness of MCG-

Asian Symposium on

Magnetocardiography 2015

Daejeo

n,

Korea

2015.11.1-3

石川 伸行 塩野淳子、塙 淳美、村上 卓、堀米仁志 房室ブロックを伴った急性心筋炎5例 第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.15

塩野 淳子
石川 伸行、村上 卓，加藤 愛章，堀米 仁志，青

沼 和隆
基礎心疾患がなく無症状の心室不整脈の治療適応 第20回日本小児心電学会 静岡 2015.11.27-28

野崎 良寛
加藤 愛章、林 立申、中村 昭宏、高橋 実穂、堀

米 仁志

KCNJ2 遺伝子変異によるAndersen-Tawil 症候群に対す

るFlecainide, Nadolol 併用療法の効果
第20回日本小児心電学会学術集会 静岡 2015.11.27-28

日向 彩子
塩野 淳子、塙 淳美、石川 伸行、村上 卓、堀米

仁志

基礎心疾患のある院外心停止に対してAEDが使用された

2例
第25回茨城県小児循環器研究会 つくば 2015.12.10

神林 美樹

酒井 勇樹、讃岐 勝、森 飛鳥、城戸 崇裕、鈴木

涼子、福島 紘子、宮園 弥生、堀米 仁志、鴨田

知博、宮坂 尚幸、須磨崎 亮

ICTを活用した小児・周産期医療高度医療人の養成～地

域と大学の連携による遠隔教育プログラム～

平成27年度大学病院情報マネジメン

ト部門連絡会議
長崎 2016.1.27-29

塩野 淳子
石川 伸行，村上　卓，矢内 俊裕，阿部 正一，

堀米 仁志
気胸を発症し、胸腔鏡下手術を施行したフォンタン手術症例第22回日本小児肺循環研究会 東京 2016.2.6



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

村上　卓
堀米 仁志、塩野 淳子、石川 伸行、雪竹 義也、

藤木 豊

予後不良な染色体異常の出生前診断が在宅医療移行に及

ぼす影響
第22回日本胎児心臓病学会 東京 2016.2.19-20

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、白石 公、坂口 平馬、

上田 恵子、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の臨

床試験―副作用報告（第2報）―
第22回日本胎児心臓病学会学術集会 東京 2016.2.19-20

鎌倉 妙
日向 彩子，永藤 元道，矢野 恵理，竹内 秀輔，

吾郷 耕彦，雪 竹義也，新井 順一，宮本 泰行
当院のおけるINSUREメソッドの経験 第109回茨城小児科学会 つくば 2015.6.7

雪竹 義也 新生児遷延性肺高血圧症に対するNO吸入療法 第3回茨城PAH Clinical Conferense つくば 2015.6.19

吾郷 耕彦 竹内 秀輔，雪竹 義也，新井 順一，宮本 泰行
体幹の浮腫・血管内脱水から腎前性腎不全→腎性腎不全

となり救命しえなかった一例
第13回日本周産期循環管理研究会 岐阜 2015.6.27

新井 順一
雪竹 義也，矢野 恵理，竹内 秀輔，日高 大介，

吾郷 耕彦，宮本 泰行

過去25年間に当院NICUに入院した在胎35週以上の患者

背景
第21回日本周産期新生児学会 福岡 2015.7.10-12

矢野 恵理
新井 順一，雪竹 義也，竹内 秀輔，日高 大介，

吾郷 耕彦，宮本 泰行，須田 一人，矢内 俊裕

壊死性腸炎の症状を呈し回腸瘻を造設した極低出生体重

児ミルクアレルギーの一例
第21回日本周産期新生児学会 福岡 2015.7.10-12



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

雪竹 義也
新井 順一，吾郷 耕彦，竹内 秀輔，矢野 恵理，

永藤 元道，鎌倉 妙，宮本 泰行

プレネイタル・ビジットで治療の選択を提示した症例の

実際の選択
第60回日本新生児成育医学会 盛岡 2015.10.23-25

竹内 秀輔
新井 順一，雪竹 義也，吾郷 耕彦，永藤 元道，

鎌倉 妙，宮本 泰行
吸引式固定具を用いたMRI鎮静薬減量の試み 第60回日本新生児成育医学会 盛岡 2015.10.23-25

鎌倉 妙

新井 順一，鈴木 竜太郎，日向 彩子，永藤 元

道，矢野 恵理，竹内 秀輔，吾郷 耕彦，雪竹 義

也，佐々木 理人，連 利博，宮本 泰行

遷延する無呼吸から食道裂孔ヘルニアと診断した一例 第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.11

永藤 元道 当院におけるアイノフロー導入前後のNO療法の適応 第3回関東新生児iNo研究会 東京 2016.1.23

須田 一人 古賀 寛之、山高 篤行

Preoparative UTI and postoperative renal function

in prenatally diagnosed UPJO: Indications for the

timing of pyeloplasty

第48回環太平洋小児外科学会(PAPS) Jeju Island2015.5.17-21

連 利博
須田 一人，石川 未来，小野 健太郎，川上

肇，矢内 俊裕
小児等在宅医療の実情と小児外科医の役割 第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

連 利博
須田 一人，石川 未来，小野 健太郎，川上

肇，矢内 俊裕

胆道閉鎖症の病因：母児間リンパ球混合試験による予後

予測
第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30



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
須田 一人，石川 未来，小野 健太郎，川上

肇，連 利博

胆道系手術における腹腔鏡手術と臍部小切開手術：従来

創との比較を含めた適応と限界
第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，小野 健太郎，

連 利博，小野 友輔，浅井 宣美

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52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

奥山 宏臣

大藤 さとこ, 早川 昌弘, 漆原 直人, 横井 暁子,

白石 淳, 望月 響子, 藤永 英志, 大橋 研介, 永田

公二, 天江 新太郎, 古川 泰三, 矢内 俊裕, 田附

裕子, 皆川 京子

小児外科におけるナショナルスタディと診断治療ガイド

ラインの構築:極低出生体重児の消化管機能障害に関す

る周産期背景因子ならびに予後の検討

第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

川上 肇
矢内 俊裕，須田 一人，石川 未来，小野　健太

郎，連 利博
年長児における巨大尿管症の検討 第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

小野 健太郎
平井 みさ子，須田 一人，石川 未来，川上

肇，矢内 俊裕，連 利博
乳児喉頭狭窄病変に対する披裂部レーザー治療の有用性 第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

須田 一人 古賀 寛之、山高 篤行
先天性腎盂尿管移行部閉塞症例における尿路感染症によ

る腎機能推移の検討
第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

須田 一人
川上 肇，石川 未来，小野 健太郎，矢内　俊

裕，連 利博

呑気と便秘を契機に右半側結腸捻転を発症した乳児の1

例
第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

石川 未来
連 利博，平井 みさ子，須田 一人，小野　健太

郎，川上 肇，矢内 俊裕
先天性声門下腔狭窄症の同胞発生例 第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

平井 みさ子
連 利博，矢内 俊裕，川上 肇，小野 健太郎，石

川 未来，須田 一人
高度な後天性喉頭声門部狭窄病変の治療戦略 第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

平井 みさ子
連 利博，矢内 俊裕，川上 肇，小野 健太郎，石

川 未来，須田 一人

重症心身障害児(者)のトランジションにおける小児外科

医の役割
第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

佐々木 理人 田中 秀明、増本 幸二 NMDA受容体抗体陽性脳炎を合併した縦隔奇形腫の1例 第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

相吉 翼 新開 統子、増本幸二
嚢胞性肺疾患と鑑別を要した気胸を伴うRSウイルス感

染症の一例
第52回日本小児外科学会 神戸 2015.5.28-30

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木 理人，

東間 未来，連 利博，小野 友輔，浅井 宣美
腎盂尿管移行部閉塞における腹腔鏡手術と従来法との比較検討第109回茨城小児科学会　 つくば 2015.6.7

相吉 翼 新開 統子、増本幸二

A rare case of pulmonary interstitial emphysema

due to RSV infection requiring a differential

diagonosis from congenital cystic lung disease

第15回アジア・オセアニア小児放射

線学会
Tokyo 2015.6.11-13



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
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木　理

人，東間 未来，連 利博，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29回日本小児救急医学会 大宮 2015.6.12-13

石川 未来
東間 未来，矢内 俊裕，須田 一人，小野 健太

郎，川上 肇，連 利博
当院で経験した気道異物の検討 第113回東京小児外科研究会 東京 2015.6.16

矢内 俊裕 川上 肇，須田 一人，山高 篤行
cranial suspensory ligament遺残が要因と考えられた

右停留精巣の1例

第102回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
笠間 2015.6.20

川上 肇
矢内 俊裕，須田 一人，石川 未来，佐々木 理

人，東間 未来，連 利博
年長児における巨大尿管症の検討

第102回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
笠間 2015.6.20

石川 未来
矢内 俊裕，須田 一人，佐々木 理人，川上 肇，

東間 未来，連 利博

経腸栄養ポンプを用いた肛門側腸瘻への自動持続自己便

注入(Continuous extracorporeal stool transport:

CEST)システム

第29回日本小児ストーマ・排泄管理

研究会
新潟 2015.6.27

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木　理

人，浅井 宣美

腎盂尿管移行部閉塞における腹腔鏡手術と従来法との比

較検討
第24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木　理

人，浅井 宣美
コンドーム型集尿器を利用したペニスクリップの工夫 第24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3



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
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木　理

人，浅井 宣美

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24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3

川上 肇
矢内 俊裕，須田 一人，石川 未来，佐々木　理

人，浅井 宣美
年長児における巨大尿管症の検討 第24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3

須田 一人
矢内 俊裕，川上 肇，石川 未来，佐々木　理

人，浅井 宣美

内視鏡的Deflux注入療法後に遅発性尿管狭窄を発症した

1例
第24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3

石川 未来
矢内 俊裕，川上 肇，須田 一人，佐々木　理

人，浅井 宣美
総排泄腔異常術後に生じた卵管留症の2例 第24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3

佐々木 理人 瓜田泰久、増本幸二
患側尿管の異所性開口による尿管瘤を合併した多嚢胞性

異形成腎の2例
第24回日本小児泌尿器科学会 東京 2015.7.1-3

石川 未来
小野 健太郎，須田 一人，佐々木 理人，川上

肇，東間 未来，矢内 俊裕，連 利博
新生児期に頸部腫瘤を生じた梨状窩嚢胞の1例 第51回日本周産期・新生児学会 福岡 2015.7.10-12

須田 一人 古賀寛之、山高篤行 新生児期より管理を要した気管支原性嚢胞の3例 第51回日本周産期・新生児学会 福岡 2015.7.10-12



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 古賀寛之、山高篤行
先天性腎盂尿管移行部閉塞症例における尿路感染症によ

る腎機能推移の検討
第51回日本周産期・新生児学会 福岡 2015.7.10-12

望月 響子

奥山 宏臣，早川 昌弘，漆原 直人，横井 暁子，

白石 淳，藤永 英志，大橋 研介，永田 公二，天

江 新太郎，古川 泰三，矢内 俊裕

低出生体重児消化管機能障害における腸瘻閉鎖時期と術

後経過
第51回日本周産期・新生児学会 福岡 2015.7.10-12

江角 元史郎

永田 公二, 落合 正行, 田口 智章, 早川 昌弘, 漆

原 直人, 望月 響子, 横井 暁子, 白石 淳, 藤永 英

志, 大橋 研介, 大藤 さとこ, 天江 新太郎, 古川

泰三, 矢内 俊裕, 田附 裕子, 奥山 宏臣

極低出生体重児におけるMRIについての検討:NEC、FIP

との差異
第51回日本周産期・新生児学会 福岡 2015.7.10-12

須田 一人
川上 肇，石川 未来，佐々木 理人，東間 未来，

矢内 俊裕，連 利博

呑気と便秘を契機に右半側結腸捻転を発症した乳児の1

例
第238回茨城外科学会　 水戸 2015.7.18

相吉 翼 瓜田泰久、増本幸二
肉眼的に虫垂腫瘍が疑われた小児腫瘤形成性虫垂炎の一

例
第238回茨城外科学会　 水戸 2015.7.18

矢内 俊裕
須田 一人，石川 未来，佐々木 理人，川上

肇，東間 未来，連 利博
漏斗胸に対する胸骨挙上術：Ravitch変法 第4回小児診療多職種研究会 北九州 2015.7.19-20

矢内 俊裕
須田 一人，石川 未来，佐々木 理人，川上

肇，東間 未来，連 利博
胆道拡張症に対する腹腔鏡下手術：小切開手術との融合 第27回日本小切開・鏡視外科学会 福岡 2015.9.4-5



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
須田 一人，石川 未来，佐々木 理人，川上

肇，東間 未来，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27回日本小切開・鏡視外科学会 福岡 2015.9.4-5

矢内 俊裕
相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人，川上 肇，東

間 未来，連 利博

腎盂尿管移行部閉塞における腹腔鏡手術と従来法との比

較検討

第103回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
水戸 2015.10.4

矢内 俊裕
相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人，川上 肇，東

間 未来，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103回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
水戸 2015.10.4

東間 未来
相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人，川上 肇，矢

内 俊裕，連 利博

気道閉塞病変に対するレーザー治療～病態別アプローチ

について～

第50回日本小児外科学会・関東甲信

越地方会
さいたま2015.10.11

相吉 翼 高安 肇、増本幸二 MRSA感染症を合併した猫ひっかき病の1例
第50回日本小児外科学会・関東甲信

越地方会
さいたま2015.10.11

連　利博
胆道閉鎖症の病因は？:Maternal microchimerism：そ

の病因論的意義
第42回日本小児消化器栄養肝臓学会 広島 2015.10.17

須田 一人
連 利博，相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人，川

上 肇，東間 未来，矢内 俊裕

胆道閉鎖症の肝生検組織にみられる肝炎所見の意義：ス

コアリングを用いた臨床比較
第42回日本小児消化器栄養肝臓学会 広島 2015.10.17



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
相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人，川上 肇，東

間 未来，連 利博

切除不能なStage IVB肝内腫瘤形成性胆管癌において化

学療法が奏効し肝切除を施行しえ寛解に至った小児例
第239回茨城外科学会 水戸 2015.10.18

東間 未来
平井 みさ子，相吉 翼，須田 一人，佐々木　理

人，川上 肇，矢内 俊裕，連 利博

Recurrent Respiratory Papillomatosis（RRP）に対す

るレーザー治療
第26回日本小児呼吸器外科研究会 倉敷 2015.10.25

平井 みさ子
連 利博，矢内 俊裕，東間 未来，川上 肇，佐々

木 理人，須田 一人，相吉 翼

ムコリピドーシスⅡ型(I-cell病)の気管狭窄病変に対す

るレーザー治療の有用性
第26回日本小児呼吸器外科研究会 倉敷 2015.10.25

相吉 翼 新開 統子、増本幸二 RSウイルス感染症に合併した間質性肺気腫の1例 第26回日本小児呼吸器外科研究会 倉敷 2015.10.25

石川 未来
矢内 俊裕，川上 肇，小野 健太郎，平井 みさ

子，連 利博

経腸栄養ポンプを用いた肛門側腸瘻への自動持続自己便

注入(Continuous extracorporeal stool transport:

CEST)システム

第45回日本小児外科代謝研究会 熊本 2015.10.29

石川 未来
矢内 俊裕，川上 肇，須田 一人，佐々木 理人，

東間 未来，連 利博，浅井 宣美
総排泄腔異常術後に生じた卵管留症の2例 第72回直腸肛門奇形研究会 熊本 2015.10.29

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木 理人，

東間 未来，連 利博，浅井 宣美

腎盂尿管移行部閉塞における腹腔鏡手術と従来法との比

較検討

第35回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会
熊本 2015.10.29-30



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

東間 未来
矢内 俊裕，須田 一人，石川 未来，佐々木 理

人，川上 肇，連 利博

腹腔鏡補助下内視鏡的胃瘻造設術の工夫：手術時の胃瘻

ボタン留置

第35回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会
熊本 2015.10.29-30

佐々木 理人
須田 一人，石川 未来，川上 肇，東間 未来，矢

内 俊裕，連 利博

新生児期にKasabach-Merritt症候群を呈した巨大な後

腹膜カポジ肉腫様血管内皮腫に対してビンクリスチンが

奏効した1例

第31回日本小児外科学会秋季シンポ

ジウム
熊本 2015.10.31

須田 一人
連 利博，石川 未来，佐々木 理人，川上 ，東間

未来，矢内 俊裕

胆道閉鎖症の肝生検組織にみられる肝炎所見の意義：ス

コアリングを用いた臨床比較
第42回日本胆道閉鎖症研究会 東京 2015.11.7

東間 未来
石川 未来，須田 一人，佐々木 理人，川上

肇，矢内 俊裕，連 利博
当院で経験した気道異物の検討 第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.15

矢内 俊裕

佐々木 理人，東間 未来，連 利博，日向 彩子，

吉見 愛，中尾 朋平，加藤 啓輔，小池 和俊，圡

田 昌宏，大谷 明夫，前林 勝也，河野 達夫

切除不能なStage IVB肝内腫瘤形成性胆管癌において化

学療法が奏効し肝切除を施行しえ寛解に至った小児例
第57回日本小児血液・がん学会 甲府 2015.11.27-29

佐々木 理人

矢内 俊裕，須田 一人，石川 未来，川上 肇，東

間 未来，連 利博，吉見 愛，中尾 朋平，加藤

啓輔，小池 和俊，圡田 昌宏

新生児期にKasabach-Merritt症候群を呈した巨大な後

腹膜カポジ肉腫様血管内皮腫に対してビンクリスチンが

奏効した1例

第57回日本小児血液・がん学会 甲府 2015.11.27-29

矢内 俊裕
川上 肇，須田 一人，石川 未来，佐々木 理人，

浅井 宣美

腹腔鏡補助下内視鏡的胃瘻造設術の工夫：手術時の胃瘻

ボタン留置
第28回日本内視鏡外科学会 大阪 2015.12.10-12



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
須田 一人，相吉 翼，佐々木　理人，東間 未

来，連 利博

内視鏡的Deflux注入療法後に遅発性尿管狭窄を発症した

1例

第103回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
つくば 2016.1.30

相吉 翼
東間 未来，須田 一人，佐々木 理人，矢内 俊

裕，連 利博

回腸腸間膜と前腹壁腹膜間の先天性索状物による小腸絞

扼性イレウスの1例
第240回茨城外科学会 水戸 2016.2.30

東間 未来
矢内 俊裕，相吉 翼，須田 一人，佐々木 理人，

連 利博

腹腔鏡補助下内視鏡的胃瘻造設術の工夫：手術時の胃瘻

ボタン留置
第111回茨城小児科学会 土浦 2016.3.13

野間 美緒
坂 有希子，阿部 正一，石橋 奈保子，石川伸

行，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁志，平松 祐司
狭小肺動脈PAI≒100でFontan手術を行った3例 第51回日本小児循環器学会 東京 2015.7.16-18

松原 宗明
加藤 愛章，高橋 実穂，堀米 仁志，阿部 正一，

平松 祐司

心房細動を合併した成人先天性心疾患患者に対する

Radial手術の有用性
第51回日本小児循環器学会 東京 2015.7.16-18

指宿 知子
松原 宗明，加藤 愛章，高橋 実穂，堀米 仁志，

阿部 正一，平松 祐司

高侵襲小児開心術後の非外科的持続性出血に対する第Ⅶ

因子製剤の有効性
第51回日本小児循環器学会 東京 2015.7.16-18

平松 祐司
吉村 幸浩，松原 宗明，加藤 愛章，高橋 実穂，

堀米 仁志，阿部 正一，寺田 正次

Pulmonary cusp and annular extension techniqueに

よるFallot四徴症根治術；新術式導入後４年までの評価
第51回日本小児循環器学会 東京 2015.7.16-18



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

野間 美緒
坂 有希子，阿部 正一，石橋 奈保子，石川伸

行，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁志，平松 祐司

小児心臓手術後のECMO(Extracorporeal membrane

oxygenation)の経験
第51回日本小児循環器学会 東京 2015.7.16-18

阿部 正一

坂 有希子，野間 美緒，石橋 奈保子，石川伸

行，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁志，松原 宗

明，平松 祐司

Kreutzer techniqueによるファロー四徴症、肺動脈弁欠

損の治療
第51回日本小児循環器学会 東京 2015.7.16-18

野間 美緒 阿部 正一，坂 有希子
身体発育の伴うProsthesis-patient mismatchによる再

僧帽弁置換術
第81回茨城心臓血管研究会 つくば 2015.10.10

平松 祐司 吉村 幸浩，松原 宗明，阿部 正一，寺田 正次

Fallot四徴症遠隔期のPRを回避するための新たなvalve-

sparing法；pulmonary cusp and annular extension

techniqueの初期評価

第68回日本胸部外科学会 神戸 2015.10.19

阿部 正一 坂 有希子，野間 美緒
総肺静脈還流異常を合併した肺動脈閉鎖、正常心室中隔

の1例

第169回日本胸部外科学会関東甲信越

地方会
東京 2015.11.7

阿部 正一 坂 有希子，野間 美緒，松原 宗明，平松 祐司
壁内走行を合併したShaher 5Aに対するAubert手術変

法（今井法）の1例
第14回CHSS東日本 東京 2015.11.13

Takayuki

Inagaki
Gary Shoenwolf Role of Primary cilia in the Developing Chick

74th Society for Developmental

Biology

Snow

Bird
2015.7.9



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

鶴淵 隆夫 室井 愛，稲垣 隆介，土田 昌宏，松村 明 小児の非外傷性頭蓋内出血の臨床学的検討 第74回日本脳神経外科学会学術総会 北海道 2015.10.14

鶴淵 隆夫 稲垣 隆介，室井 愛，松村 明
静脈洞破綻による前頭部の急性硬膜下血腫と脳内血腫を

呈した転落外傷の一例
第33回日本こども神経外科医会 新潟 2015.11.23

大平 明日香 平賀紀子
医療的ケアを必要とするこどもの教育支援～看護師によ

る同級生への説明～
第62回日本小児保健協会学術集会 長崎 2015.6.18-20

平賀 紀子 大平明日香
医療的ケアを必要とするこどもの教育支援～同級生に対

する説明の効果～
第62回日本小児保健協会学術集会 長崎 2015.6.18-20

横倉 由香里 藤枝礼
術後ミーティング参加による手術室看護師への効果～グ

ループインタビュー分析果より～

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.17-18

安部 理恵子 大木 悟子, 山本 裕子
学生カンファレンス参加による卒後3年目以下の看護師

への教育的効果
日本小児看護学会第25回学術集会 千葉 2015.7.25-26

峯 小百合 平賀 紀子
小児の安全なCV管理に向けた取り組み―乳幼児の家族

の意向を取り入れたCVベストの作成―
日本小児看護学会第25回学術集会 千葉 2015.7.25-26



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塙 陽子
武井 千恵子, 猪野 美穂, 栗原 貴代美, 深谷 美紀

子
A病院新生児病棟におけるMRSA減少に向けた取り組み 第25回日本新生児看護学会学術集会 盛岡 2015.10.24-25

柏﨑 朋子
 清掃業務の質向上のための取り組み ―仕様書作成・日

常清掃点検・定期話し合いを導入して―
第10回医療の質・安全学会 千葉 2015.11.22

平賀 紀子 古谷 佳由理 思春期・青年期にある血液疾患患者のヘルスリテラシー
第13回日本小児がん看護学会学術集

会
甲府 2015.11.28-29

北崎 裕子 関野 晴美, 平賀 紀子 疼痛アセスメント用紙の作成と効果
第13回日本小児がん看護学会学術集

会
甲府 2015.11.28-29

小針 里江子 塙 恵子, 須能 弘美 術後急性期における疼痛に関する意識調査 第43回日本集中治療医学会学術集会 神戸 2016.2.11-14

泉 友佳 勝扇 尚子
造血幹細胞移植を受けるこどもの放射線照射プレパレー

ションツールの作成
第38回日本造血細胞移植学会総会 名古屋 2016.3.3-5

布村 仁亮 野村 卓哉, 横川 忠一, 連 利博
在宅人工呼吸器への移行に難渋したBody stalk

anomalyに胸郭不全症候群を合併した1例
第25回日本臨床工学会 福岡 2015.5.22-5.24



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

野村 卓哉
医療施設に勤務する臨床工学技士の大学院への進学　-

進学目的とその不安要素、進学先の決定理由について-
第25回日本臨床工学会 福岡 2015.5.22-5.24

吉澤 美樹 小池 和俊、寺山 秀子
当院における輸血副作用報告のシステム化の現状と急性

期副作用件数
第63回日本輸血細胞治療学会 東京 2015.5.28-30

布村 仁亮
こども病院における在宅人工呼吸器と臨床工学技士の役

割
第37回日本呼吸療法医学会学術集会 京都 2015.7.16-7.18

野村 卓哉
茨城県立こども病院における非侵襲的陽圧換気法による

在宅人工呼吸器と臨床工学技士の役割
第37回日本呼吸療法医学会 京都 2015.7.16-7.18

布村 仁亮 茨城県立こども病院におけるSepxiris®の使用経験
第26回日本急性血液浄化学会学術集

会
東京 2015.10.9-10.10

野村 卓哉
布村 仁亮, 横川 忠一，坂 有希子, 野間 美緒，

阿部 正一

小児開心術時のmodified ultrafiltration(MUF)実施に伴

う体温低下防止-KTEK-3とKTEK-4の比較-
第41回日本体外循環技術医学会大会 2015.10.17-10.18

布村 仁亮 OTC欠損症に対するCRRT
第36回日本アフェレシス学会学術集

会
埼玉 2015.10.30-10.31



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

札 保廣 平野 貴之，薗部 純一，浅井 宣美，内村 祐之
薬事法上の承認を受けた医療機器8台を無改造で無線

LANに接続した運用経験について

第35回医療情報学連合大会（第16回

日本医療情報学会学術大会）
沖縄 2015.11.3

布村 仁亮 野村 卓哉 茨城県立こども病院におけるSepxiris®の使用経験
第23回日本小児集中治療ワーク

ショップ
茨城 2015.11.7-11.8

浅井 宣美
矢内 俊裕，川上 肇，浅沼 宏，佐藤 裕之，松井

前一

EFFICACY OF DYNAMIC ULTRASONOGRAPHIC

FINDINGS MEASUREMENTS TO DETECT

VESICOURETERAL REFLUX IN CHILDREN WITH

URINARY TRACT INFECTION

Asia-Pacific Association Of

Pediatric Urologists 17th Annual

Congress 2016 (APAPU 2016)

クアラ

ルン

プール

2016.1.15

Nunomura.

M

Motoyama K，Saito H，Fukushima F，

Izumi I，Muraji T.

Experiences of blood purification using cytokine

adsorbing hemofilter (AN69ST) in pediatric

population in Japan

AKI&CRRT2016
San

Diego
2016.2.18



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

本山 景一 第7回日本子ども虐待医学会学術集会 一般演題 H 座長 浦安 2015.8.1-2

田中　竜太 第110回茨城小児科学会 一般演題（5） 座長 日立 2015.11.15

堀米　仁志 第118回日本小児科学会学術集会 一般演題　口演　循環器（学校検診・その他） 座長 大阪 2015.4.19

堀米　仁志 第30回日本生体磁気学会大会 シンポジウム3「心磁図の臨床応用最前線」 座長 旭川 2015.6.06

堀米　仁志 第3回茨城PAH Clinical conference 特別講演「肺高血圧症診断・治療アップデート」 座長 つくば 2015.6.19

堀米　仁志
第51回日本小児循環器学会総会・学術集

会

一般口演-17「カテコラミン誘発性多形性心室頻

拍症」
座長 東京 2015.7.17

堀米　仁志
第51回日本小児循環器学会総会・学術集

会

モーニングレクチャー4「薬物性不整脈－最新の

話題－」
座長 東京 2015.7.18

塩野 淳子 第51回日本小児循環器学会 要望演題14　Heterotaxy 座長 東京 2015.7.18

堀米　仁志
Asian Symposium on

Magnetocardiography 2015
Arrhythmia detection 座長 Daejeon, Korea 2015.11.02

堀米　仁志 第20回日本小児心電学会学術集会 一般演題（口演）「遺伝性不整脈(1)」 座長 静岡 2015.11.27

塩野 淳子 第25回茨城小児循環器研究会 一般演題 座長 つくば 2015.12.10



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22回日本胎児心臓病学会学術集会 一般演題（一般）「チーム医療　その他」 座長 東京 2016.2.19

宮本 泰行 茨城県予防接種センタ－研修会･講演
定期接種化が予定されているＢ型肝炎ワクチンに

ついて（須磨崎亮）
座長 水戸 2015.6.24

宮本 泰行 第60回日本新生児成育医学会 黄疸１ 座長 盛岡 2015.10.23

矢内 俊裕 第52回日本小児外科学会 ポスターセッション48（泌尿器4） 座長 神戸 2015.5.28-30

矢内 俊裕 第24回日本小児泌尿器科学会 学会賞候補演題（基礎部門） 座長 東京 2015.7.1-3

東間 未来 第238回茨城外科学会 セッション3（小児） 座長 水戸 2015.7.18

矢内 俊裕 第238回茨城外科学会 特別講演 座長 水戸 2015.7.18

東間 未来
第50回日本小児外科学会・関東甲信越地

方会
腫瘍 座長 さいたま 2015.10.11

矢内 俊裕 第240回茨城外科学会 セッション1（小児） 座長 水戸 2016.2.30

布村 仁亮 第37回日本呼吸療法医学会学術集会 シンポジウム シンポジスト 京都 2015.7.17

横川 忠一 茨城体外循環セミナー 教育講演 座長 土浦 2015.8.23



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 茨城体外循環セミナー パネルディスカッション パネリスト 土浦 2015.8.23

野村 卓哉 第41回日本体外循環技術医学会 ラウンドテーブルディスカッション パネリスト 兵庫 2015.10.17

布村 仁亮 第41回日本体外循環技術医学会 symposium シンポジスト 兵庫 2015.10.18



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

本山 景一
肺炎球菌・インフルエンザ桿菌ワクチン普及前後での細菌性髄膜炎の

臨床像の違いについての検討
水戸市医師会学術講演会 水戸 2015.11.16

本山 景一 小児医療と保育 子育て支援講座 筑西 2016.1.27

本山 景一
体重ののびが気になる乳幼児に出会ったら～Failure To Thriveの原因

と対応～
東京都第5回専門研修 新宿 2016.2.1

本山 景一 小児医療と保育 子育て支援講座 水戸 2016.2.18

田中竜太
茨城県教育研修センター：平成27年度専門医による心の健康相談事業

担当医師

当該施設の扱った相談の中で、専門医による指導・助言が

必要と思われる事例
笠間

田中竜太
鹿行教育事務所：平成27年度専門医による心の健康相談事業　担当医

師

当該施設の扱った相談の中で、専門医による指導・助言が

必要と思われる事例
鉾田

村上  卓 小児科医からみた肺高血圧症治療 県央県北成人先天性心疾患と肺高血圧症フォーラム 水戸 2015.4.15

堀米　仁志 胎児新生児の不整脈の見方 第33回水戸周産期懇話会 水戸 2015.5.24

堀米　仁志 成人先天性心疾患外来の現状と課題について 第61回茨城県南小児科医会 土浦 2015.6.16

塩野 淳子 こどもの心臓病の基本知識 小児慢性心疾患講演会 水戸 2015.10.21

村上 卓 異なる血行動態、経過を呈した大動脈弁欠損3例 第4回関東胎児心エコー勉強会 つくば 2015.12.13



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

堀米　仁志 胎児不整脈（徐脈）の診断と治療 日本胎児心臓病学会主催全国遠隔セミナー 東京 2015.12.20

塩野 淳子 胸痛・不整脈・心雑音 茨城県小児救急講習会 水戸 2016.1.17

塩野 淳子 川崎病の最近の治療 ～インフリキシマブを中心に～
つくば市医師会学術講演会、平成27年度第11回茨城小児科

医会学術集会
つくば 2016.3.22

宮本泰行 茨城県の周産期医療の現状とトピックス 県内小児科医 つくば 2015.5.17

宮本泰行 予防接種の考え方と必要性 市町村予防接種担当者 水戸 2015.6.24

雪竹 義也 NICUにおける遅発型敗血症起因菌と監視培養 第7回新生児感染症管理予防研究会 京都 2016.2.20

矢内 俊裕 小児の急性陰嚢症 第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.15

矢内 俊裕 小児の泌尿器科救急と日常診療のポイント 茨城県小児救急講習会 水戸 2016.1.17

連　利博 茨城県小児救急講習会 小児外科救急と日常診療のポイント 水戸 2015.1.17

連　利博 第２７回東北小児肝胆膵消化管研究会
胆道閉鎖症におけるMaternal microchimerismとその病因

論的意義
仙台 2015.3.19

阿部 正一 こども病院における先天性心臓病治療の現状と展望 茨城県心臓病の子どもを守る会 水戸 2015.4.18



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

稲垣 隆介 特別講演：水頭症の発症機序、動物実験から 京都髄液フォーラム2015 京都 2015.8.2

稲垣 隆介 小児神経科医にも知っておいて欲しい脳神経外科疾患 第45回小児神経学セミナー 大阪 2015.11.21

稲垣隆介 小児脳神経外科救急と日常診療のポイント 茨城県小児救急講習会 水戸 2015.1.17

武井 千惠子 茨城県予防接種従事者研修会 茨城県内保健所および保健センター　予防接種従事者 水戸 2015.6.24

武井 千惠子 第10回公開講座 小規模病院や介護施設における感染対策 医療従事者 常陸大宮 2015.7.11

吉澤あやさ 県政出前講座　「学校での救急対応」 常総市学校健康教育研究部養護教諭部会 茨城 2015.8.6

武井 千惠子
茨城県予防接種センター　生まれてくるこどものためのワクチンセミ

ナー　　ワクチンのすすめ方
出産予定の妊婦およびその家族、医療従事者 水戸 2015.10.30

吉澤あやさ こどもの急な病気で困ったら 乳幼児学級タンポポ保護者 茨城
2015.11.5

201511.24

平澤 明美 水戸地区モデル事業　退院調整及び円滑な在宅療養に関する実践報告 水戸地区看護師、介護職など在宅に関わる多職種 水戸 2015.11.25

武井 千惠子 平成27年度茨城県子育て支援員研修　小児保健Ⅰ
地域子育て支援、地域保育コース、放課後児童クラブ等

専門研修対象者
水戸 2016.2.5

吉澤あやさ 茨城県子育て支援研修　地域保育コース　小児保健Ⅱ 子育て支援研修対象者 茨城 2016.2.5



講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

野上 茂光 がん相談の状況報告 平成27年度　第2回　茨城県がん相談従事者研修会 笠間 2016.2.8

塩田 逸人，西原 久

恵，勝田 温子
訪問看護ステーション・相談専門支援員向け小児在宅医療勉強会 医師、特別支援学校教諭、看護師、介護支援員、他 当院 2015.6.20

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食物健康科学科３年次生 日立 2015.7.14

加藤 かな江 医療の現場における魅力ある栄養士になるために 今年度新採用栄養士・管理栄養士、一般県民 水戸 2015.8.6

稲沼 邦夫
シンポジウム5　小児の摂食障害入院治療における課題と取り組み

「こどもの摂食障害：茨城県立こども病院におけるアプローチ」
第56回日本児童青年精神医学会 横浜 2015.9.30

加藤 かな江 病態栄養 平成27年度栄養教諭・養護教諭10年経験者 笠間 2015.10.28

布村 仁亮 PBL基礎編　人工透析のトラブルシューティング
第23回小児集中治療ワークショップ Problem Based

Learning
つくば 2015.11.8

加藤 かな江 病院における子どもの栄養管理 平成27年度栄養教諭・学校栄養職員 水戸 2015.11.10

稲沼 邦夫 相談から見える不登校の現状とその家族支援 平成27年度こどもの教育相談電話相談員第4回全体研修会 水戸 2016.1.14

加藤 かな江 キャリア教育講演 高校生
ひたちな

か
2016.2.18



医教・総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

住友 直方，池田 智明，

堀米 仁志，前野 泰樹
座談会　胎児・新生児・乳児の不整脈管理

Fetal & Neonatal

Medicine
7(3) 8-16 2015.12

堀米 仁志
【不整脈を科学する】 突然死を識る・治す　イオンチャネル病における突然死　先天性QT延長

症候群　年齢層別にみた臨床像の特徴、リスク因子と突然死の予防
医学のあゆみ 256(6) 639-646 2016.2



医教・論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

田中 竜太, 泉 維昌, 小池 和俊, 塩野 淳子, 室井 愛,

鶴淵 隆夫, 堀米 仁志, 土田 昌宏
慢性反復性頭痛を有する当院外来患者の臨床的特徴 茨城県立病院医学雑誌 31(2) 7-12 2015.4

Sugano A, Ishizu T, Nakamura A, Kawamatsu

N, Kato Y, Takahashi M, Kanemoto S, Seo Y,

Horigome H, Hiramatsu Y, Aonuma K

Cardiac resynchronization therapy in a patient with a failing

systemic right ventricle.
Can J Cardiol 31(6) 819.e5-7 2015.6

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 皮膚科の臨床 57(8)
1303-

1308
2015.7

Tsurusaki Y, Tanaka R, Shimada S, Shimojima

K, Shiina M, Nakashima M, Saitsu H, Miyake N,

Ogata K, Yamamoto T, Matsumoto N

Novel compound heterozygous LIAS mutations cause glycine

encephalopathy.
J Hum Genet 60(10) 631-635 2015.10

Tsuboi H, Sumida T, Noma H, Yamagishi K,

Anami A, Fukushima K, Horigome H, Maeno Y,

Kishimoto M, Takasaki Y, Nakayama M, Waguri

M, Sago H, Murashima A

Maternal predictive factors for fetal congenital heart block in

pregnant mothers positive for anti-SS-A antibodies.
Mod Rheumatol Epub 1-7 2015.11

Fujioka H, Wakimizu R, Tanaka R, Ohto T,

Ieshima A, Yoneyama A, Kamibeppu K

Empirical study on the empowerment of families raising

children with severe motor and intellectual disabilities in

Japan: the association with positive feelings towards child

rearing

Health 7(12)
1725-

1740
2015.12

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
38(4) 307-14 2015.12



医教・論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

鈴木 孝典，林 泰佑，小野 博，前野 泰樹，堀米 仁

志，村島 温子

母体抗SS-A抗体陽性の先天性完全房室ブロックの胎児における子

宮内胎児死亡の危険因子
日本小児循環器学会雑誌 32(1) 19-25 2016.3

Nakayama J, Kinugasa H, Ohto T, Tanaka R,

Nakayama T, Noguchi E, Arinami T, Iwasaki N

Monozygotic twins with de novo ZIC2 gene mutations

discordant for the type of holoprosencephaly
Neurology Epub 2016.3



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

高尾 航

大原 玲奈, 眞弓 みゆき, 人見 義郎, 八木 洋

也, 安部 加奈子, 永井 優子, 小畠 真奈, 堀米

仁志, 濱田 洋実, 吉川 裕之

洞性徐脈の評価に胎児心磁図が有用であった症例
第67回日本産科婦人科学会学術講演

会
横浜 2015.4.9-12

Tanaka R Arai J, Kono T, Iwasaki N

Correlation between brain MRI findings at term-equivalent

age and psychomotor development at 18 months of

corrected age

The 11th Congress of Asian

Society for Pediatric Research
大阪 2015.4.15-18

林 立申
堀米 仁志, 鈴木 涼子, 和田 宏来, 金井 雄,

岩本 真理, 吉永 正夫, 須磨崎 亮
幼児の心血管危険因子に与える本人と保護者の生活習慣の影響 第118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

石川 伸行

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

化学療法後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118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

塩野　淳子 石川 伸行, 石橋 奈保子, 村上 卓, 堀米 仁志 小児病院が関わる心疾患患者の妊娠の問題 第118回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19

Nozaki Y

Kato Y, Lin L, Nakamura A, Takahashi

M, Sekiguchi Y, Nogami A, Aonuma K,

Horigome H.

Refractory tachyarrhythmias caused by ryanodine receptor

type 2 gene mutation in two patients with left ventricular

noncompaction

Heart Rhythm 2015 Boston 2015.5.13-16

Kato Y
Nozaki Y, Takahashi-Igari M, Lin L,

Nakamura A, Horigome H.

Progressive atrial myocardial fibrosis in A 4-year-old girl

with atrial standstill associated with SCN5A gene mutation
Heart Rhythm 2015 Boston 2015.5.13-16



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

大戸 達之
榎園 崇，田中 竜太，佐々木 征行，湯浅

勲，大野 耕策，岡本 伸彦
MAN1B1遺伝子異常による先天性グリコシル化異常症の兄妹例 第57回日本小児神経学会学術集会 大阪 2015.5.28-30

田中 竜太 新井 順一，河野 達夫，岩崎 信明
早産児における頭部 MRI と発達予後との関連性についての検討

（第2報)
第57回日本小児神経学会学術集会 大阪 2015.5.28-30

林 立申

高橋 実穂、森田 篤志、永藤 元道、野崎 良

寛、中村 昭宏、加藤 愛章、小関 剛、小倉

剛、小畠 真奈、濱田 洋実、堀米 仁志

胎児心磁図により出生前に徐脈・房室ブロック・QT延長の合併

を診断された18トリソミーの1例
第30回日本生体磁気学会大会 旭川 2015.6.5-6

原 モナミ

林 立申、今井 綾子、星野 雄介、野崎 良

寛、竹内 秀輔、酒井 愛子、石川 伸行、加

藤 愛章、高橋 実穂、堀米 仁志、須磨崎 亮

心室頻拍を呈し、異なる治療戦略を選択した4新生児例 第109回茨城小児科学会 つくば 2015.6.7



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

青木 真智子

吉永 正夫, 徳田 正邦, 宮崎 あゆみ, 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, 久保 俊英, 立川 倶子,

原 光彦, 岩本 真理, 厚生労働科学研究『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

小児生活習慣病検診における心血管危険因子値と本人・保護者の

生活習慣との関係およびDUALSCANにおける内臓脂肪・皮下脂

肪面積の年齢による検討

第26回日本小児科医会総会フォーラ

ム
大分 2015.6.13-14

村上 卓
塩野 淳子, 石橋 奈保子, 石川 伸行, 阿部 正

一, 野間 美緒, 坂 有希子, 堀米 仁志

心房中隔欠損症・心房中隔欠損閉鎖術が小児の身体発育に及ぼす

影響

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

堀米 仁志
中村 昭宏, 石津 智子, 野崎 良寛, 林 立申,

加藤 愛章, 高橋 実穂, 松原 宗明, 平松 祐司

成人先天性心疾患外来の現況と紹介患者の心肺運動負荷テストを

含めた重症度評価

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

堀米 仁志

高橋 一浩, 石川 康宏, 林 立申, 加藤 愛章,

中村 昭宏, 野崎 良寛, 高橋 実穂, 住友 直方,

岩本 眞理, 吉永 正夫

主成分分析と独立成分分析を用いた先天性QT延長症候群のT波の

解析 －LQT1とLQT3における解析－

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

松原 宗明
加藤 愛章, 高橋 実穂, 堀米 仁志, 阿部 正一,

平松 祐司

心房細動を合併した成人先天性心疾患患者に対するRadial手術の

有用性

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

野崎 良寛
加藤 愛章, 林 立申, 中村 昭宏, 高橋 実穂,

堀米 仁志
省略4誘導心電図による小児期早期再分極所見の検討

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

野間 美緒

坂 有希子, 阿部 正一, 石橋 奈保子, 石川 伸

行, 村上 卓, 塩野 淳子, 堀米 仁志, 平松 祐

司

狭小肺動脈PAI≒100でFontan手術を行った3例
第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

塩野 淳子
石川 伸行, 石橋 奈保子, 村上 卓, 堀米 仁志,

森崎 裕子
多彩な症状を呈したACTA2遺伝子変異の1例

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

野崎 良寛
加藤 愛章, 林 立申, 中村 昭宏, 高橋 実穂,

堀米 仁志
先天性筋線維タイプ不均等症に拡張型心筋症を合併した3例

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

指宿 知子
松原 宗明, 加藤 愛章, 高橋 実穂, 堀米 仁志,

阿部 正一, 平松 祐司

高侵襲小児開心術後の非外科的持続性出血に対する第VII因子製

剤の有効性

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

加藤 愛章
高橋 実穂, 林 立申, 野崎 良寛, 中村 昭宏,

堀米 仁志, 松原 宗明

低形成中心肺動脈を有する肺動脈閉鎖、心室中隔欠損、主要体肺

側副動脈に対する姑息的右室流出路形成を含めた肺血流の調整

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

林　立申
堀米 仁志, 岩本 眞理, 宮崎 あゆみ, 徳田 正

邦, 久保 俊英, 吉永 正夫

幼児の心血管危険因子値に与える本人、保護者の生活習慣の影響

～全国調査～

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

平松 祐司
吉村 幸浩, 松原 宗明, 高橋 実穂, 加藤 愛章,

堀米 仁志, 阿部 正一, 寺田 正次

Pulmonary cusp and annular extension techniqueによる

Fallot四徴症根治術；新術式導入後4年までの評価

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

阿部 正一

坂 有希子, 野間 美緒, 石橋 奈保子, 石川 伸

行, 村上 卓, 塩野 淳子, 堀米 仁志, 松原 宗

明, 平松 祐司

Kreutzer techniqueによるファロー四徴症、肺動脈弁欠損の治療
第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

野間 美緒

坂 有希子, 阿部 正一, 石橋 奈保子, 石川 伸

行, 村上 卓, 塩野 淳子, 堀米 仁志, 平松 祐

司

小児心臓手術後のECMO(Extracorporeal membrane

oxygenation)の経験

第51回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2015.7.16-18

Yoshinaga

M
Horigome H, Ushinohama H, Ohno S.

QT intervals during sleeping and around wake-up periods

in school-aged patients with long QT syndrome and age-

matched healthy controls

第30回日本不整脈学会学術大会・第

32回日本心電学会学術集会合同学術

大会

京都 2015.07.28-31

Ishizu T
Seo Y, Yamamoto M, Horigome H,

Kawakami Y, Aonuma K

Validation of right ventricular volume derived from 3-

dimensional speckle tracking echocardiography: application

for adult congenital heart disease

Congress of the European-

Society-of-Cardiology (ESC)

London,

ENGLAND
2015.8.29-9.2

Yoshinaga

M

Ogata H, Suzjuki H, Ushinohama H,

Sumitomo N, Horigome H, Tateno S,

Sato S, Tauchi N, Nagashima M

Cumulative risk of symptoms in pediatric patients with long

QT syndrome (LQTS) who were diagnosed by school-based

screening programs in Japan

Congress of the European-

Society-of-Cardiology (ESC)

London,

ENGLAND
2015.8.29-9.2

石津 智子
瀬尾 由広, 堀米 仁志, 山本 昌良, 町野 智子,

青沼 和隆

新しい右室3次元エコースペックルトラッキング法による右室駆

出率の計測精度
第63回日本心臓病学会学術集会 横浜 2015.9.18-20



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

倶子, 郡山 暢之, 原 光彦, 岩本 眞理

小学生の心血管危険因子値の基準値に関する検討 第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3

青木 真智子

吉永 正夫, 宮崎 あゆみ, 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, 岩本 眞理

行動療法(生活習慣改善)による小学生の肥満治療の介入試験成績 第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3

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

倶子, 郡山 暢之, 原 光彦, 岩本 眞理

幼児、小・中学生の心血管危険因子値に与える本人、保護者の生

活習慣の影響
第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3

宮崎 あゆみ

吉永 正夫, 高橋 秀人, 青木 真智子, 濱島 崇,

長嶋 正實, 堀米 仁志, 篠宮 正樹, 伊藤 善也,

徳田 正邦, 久保 俊英, 岩本 眞理, 原 光彦,

緒方 裕光, 郡山 暢之, 立川 倶子, 厚生労働

省「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

Latent class growth modelによる小児期肥満出現時期の検討 第6回日本肥満学会 名古屋 2015.10.2-3



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

石川 伸行 塩野 淳子、村上 卓、堀米 仁志 血球貪食症候群を合併した川崎病の3例 第35回日本川崎病学会・学術集会 鹿児島 2015.10.9-10

塩野 淳子 石踊 巧，村上 卓，堀米 仁志
心臓移植を希望せず、在宅人工呼吸器管理を行った重症心不全の

1例
第24回日本小児心筋疾患学会 大阪 2015.10.24

Horigome

H

Yoshiaki Kato, Lisheng Lin, Takeshi

Inaba, Miho Takahashi, Yoshihiro

Nozaki,  Akihiro Nakamura, Ryo

Sumazaki

In utero diagnosis and treatment of long QT syndrome -

Literature review with a special reference to the usefulness

of MCG-

Asian Symposium on

Magnetocardiography 2015

Daejeon,

Korea
2015.11.1-3

石川 伸行 塩野淳子、塙 淳美、村上 卓、堀米仁志 房室ブロックを伴った急性心筋炎5例 第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.15

淵野 玲奈

齊藤 博大、塚田 裕伍、塚越 隆司、鈴木 竜

之介、中村 伸彦、塙 淳美、堀口 悠人、本

山 圭一、福島 富士子、田中 竜太、泉 維昌

ムンプスワクチン接種後に可逆性脳梁膨大部病変を呈した急性脳

炎を発症した1例
第110回茨城小児科学会 日立 2015.11.15

塩野 淳子
石川 伸行、村上 卓、加藤 愛章、堀米 仁

志、青沼 和隆
基礎心疾患がなく無症状の心室不整脈の治療適応 第20回日本小児心電学会学術集会 静岡 2015.11.27-28

野崎 良寛
加藤 愛章、林 立申、中村 昭宏、高橋 実

穂、堀米 仁志

KCNJ2 遺伝子変異によるAndersen-Tawil 症候群に対する

Flecainide, Nadolol 併用療法の効果
第20回日本小児心電学会学術集会 静岡 2015.11.27-28



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塩田 曜子

田中 竜太, 藤田 直人, 野間 治義, 瀬戸 嗣郎,

港 敏則, 坂下 一夫, 伊藤 暢宏, 小林 良二,

今村 俊彦, 森本 哲, 今宿 晋作, 日本ランゲ

ルハンス細胞組織球症研究グループ

ランゲルハンス細胞組織球症・血球貪食症候群 LCHに関連した

中枢神経変性病変に対する3年以上の長期IVIG治療の試み

(Langerhans cell histiocytosis and hemophagocytic

lymphohistiocytosis Long-term(3+ years) IVIG treatment

in an attempt to prevent the progression of CNS

neurodegenerative disease in patients with LCH)

第57回日本小児血液・がん学会学術

集会
甲府 2015.11.27-29

田中 竜太 田中 磨衣、榎園 崇、大戸 達之、岩崎 信明 新規のLIAS変異が特定されたグリシン脳症の1例 第5回茨城小児神経懇話会 つくば 2016.1.24

神林 美樹

酒井 勇樹、讃岐 勝、森 飛鳥、城戸 崇裕、

鈴木 涼子、福島 紘子、宮園 弥生、堀米 仁

志、鴨田 知博、宮坂 尚幸、須磨崎 亮

ICTを活用した小児・周産期医療高度医療人の養成～地域と大学

の連携による遠隔教育プログラム～

平成27年度大学病院情報マネジメン

ト部門連絡会議
長崎 2016.1.27-29

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、白石

公、坂口 平馬、上田 恵子、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の臨床試験―

副作用報告（第2報）―
第22回日本胎児心臓病学会学術集会 東京 2016.2.19-20

村上 卓
堀米 仁志、塩野 淳子、石川 伸行、雪竹 義

也、藤木 豊
予後不良な染色体異常の出生前診断が在宅医療移行に及ぼす影響 第22回日本胎児心臓病学会学術集会 東京 2016.2.19-20



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118回日本小児科学会学術集会 一般演題　口演　循環器（学校検診・その他） 座長 大阪 2015.4.19

堀米 仁志 第30回日本生体磁気学会大会 シンポジウム3「心磁図の臨床応用最前線」 座長 旭川 2015.6.6

堀米 仁志 第51回日本小児循環器学会総会・学術集会 一般口演-17「カテコラミン誘発性多形性心室頻拍症」 座長 東京 2015.7.17

堀米 仁志 第51回日本小児循環器学会総会・学術集会 モーニングレクチャー4「薬物性不整脈－最新の話題－」 座長 東京 2015.7.18

堀米 仁志 第3回茨城PAH Clinical conference 特別講演「肺高血圧症診断・治療アップデート」 座長 つくば 2015.6.19

堀米 仁志
Asian Symposium on Magnetocardiography

2015
Arrhythmia detection 座長 Daejeon, Korea 2015.11.2

田中 竜太 第110回茨城小児科学会 一般演題（5） 座長 日立
2015.11.1

5

堀米 仁志 第20回日本小児心電学会学術集会 一般演題（口演）「遺伝性不整脈(1)」 座長 静岡
2015.11.2

7

堀米 仁志 第22回日本胎児心臓病学会学術集会 一般演題（一般）「チーム医療　その他」 座長 東京 2016.2.19



医教・講演・その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

堀米 仁志 胎児新生児の不整脈の見方 第33回水戸周産期懇話会 水戸 2015.5.24

堀米 仁志 成人先天性心疾患外来の現状と課題について 第61回茨城県南小児科医会 土浦 2015.6.16

堀米 仁志 胎児不整脈（徐脈）の診断と治療 日本胎児心臓病学会主催全国遠隔セミナー 東京 2015.12.20

田中 竜太
茨城県教育研修センター：平成27年度専門医によ

る心の健康相談事業　担当医師

当該施設の扱った相談の中で、専門医による指

導・助言が必要と思われる事例
笠間

田中 竜太
鹿行教育事務所：平成27年度専門医による心の健

康相談事業　担当医師

当該施設の扱った相談の中で、専門医による指

導・助言が必要と思われる事例
鉾田




