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堀米 仁志、村上 卓 稲村 昇
ガイドラインに基づく胎児心エコーテキス

ト スクリーニング編
胎児徐脈 62-64 金芳堂 2016.7.15

堀米 仁志、他

監修：日本胎児心臓病

学会

編集：日本胎児心臓病

学会・学術委員会（委

員長：堀米仁志）

胎児心臓病の診断と治療

アメリカ心臓協会（AHA)・科学的根拠に

基づく診療指針《和訳版と英語原板》、日

本小児循環器学会・胎児心エコー検査ガイ

ドライン《日本語原板と英訳版》

診断と治療社

（非売品）
2016.7.20

堀米 仁志 青沼 和隆 別冊・医学のあゆみ 不整脈を科学する
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―
5-12 医歯薬出版 2017.1.25

村上 卓、堀米 仁志 川瀧 元良 胎児心エコーのすべて 徐脈性不整脈 257-268
MEDICAL

VIEW
2017.2.1



総説
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高橋 実穂，堀米 仁志
【一歩進んだ胎児超音波検査-具体的な描出法/測定方法を教えます-】 超音波ドプラ法

高心拍出性心不全をきたす胎児疾患の超音波による動静脈血流の評価
周産期医学 46(5) 637-645 2016.05

堀米 仁志
【小児循環器治療の最前線-クスリとデバイス】 薬剤の使いかたを知る β遮断薬の使い

かた
小児科診療 79(7) 905-913 2016.07

塩野 淳子 小児循環器科医にとってのリウマチ熱 日本小児循環器学会雑誌 32(5) 429-431 2016.09

加藤 愛章, 堀米 仁志 これだけは知っておきたい! 胎児心磁図 心電図 36(3) 212-215 2016.10

住友 直方, 石川 広己, 泉田 直己,

市田 蕗子, 岩本 眞理, 笠巻 祐二,

久賀 圭祐, 土井 庄三郎, 中西 敏

雄, 馬場 礼三, 檜垣 高史, 堀米 仁

志, 三谷 義英, 武者 春樹, 吉永 正

夫, 阿部 勝己, 鮎沢 衛, 牛ノ濱 大

也, 太田 邦雄, 加藤 愛章, 加藤 太

一, 澤田 博文, 鉾碕 竜範, 葭葉 茂

樹, 新 博次, 小川 俊一, 奥村 謙,

筒井 裕之, 長嶋 正實, 丹羽 公一

郎, 平山 篤志, 堀江 稔, 日本循環

器学会, 日本小児循環器学会, 一般

社団法人日本循環器学会ガイドラ

イン委員会

日本循環器学会/日本小児循環器学会合同ガイドライン 2016年版 学校心臓検診のガイ

ドライン

循環器病ガイドラインシリー

ズ2016年度版
i-80 2016.11
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住友 直方, 石川 広己, 泉田 直己,

市田 蕗子, 岩本 眞理, 笠巻 祐二,

久賀 圭祐, 土井 庄三郎, 中西 敏

雄, 馬場 礼三, 檜垣 高史, 堀米 仁

志, 三谷 義英, 武者 春樹, 吉永 正

夫, 阿部 勝己, 鮎沢 衛, 牛ノ濱 大

也, 太田 邦雄, 加藤 愛章, 加藤 太

一, 澤田 博文, 鉾碕 竜範, 葭葉 茂

樹, 新 博次, 小川 俊一, 奥村 謙,

筒井 裕之, 長嶋 正實, 丹羽 公一

郎, 平山 篤志, 堀江 稔, 日本循環

器学会, 日本小児循環器学会, 一般

社団法人日本循環器学会ガイドラ

イン委員会

日本循環器学会/日本小児循環器学会合同ガイドライン【ダイジェスト版】 学校心臓検

診のガイドライン

循環器病ガイドラインシリー

ズ2016年度版
81-148 2016.11

竹内 秀輔, 齋藤 誠
【図解でよくわかる お母さんと赤ちゃんの生理とフィジカルアセスメント】(第4章)新

生児 皮膚症状
ペリネイタルケア

2017新

春増刊
220-227 2017.01

宮本 泰行 ノロウイルス感染症 茨城の国保 521 8-10 2017.03

連 利博 【直視下縫合・吻合のテクニック:工夫とコツ】 胆道閉鎖症 肝門・空腸吻合 小児外科 48(6) 582-586 2016.06

矢内 俊裕, 連 利博, 東間 未来 【最近の漏斗胸・鳩胸の治療】 Ravitch変法 小児外科 48(8) 837-842 2016.08
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矢内 俊裕, 連 利博 【周産期医学必修知識第8版】 新生児編 ヒルシュスプルング病 周産期医学 46増 775-777 2016.12

稲垣 隆介 【頭痛の診かたQ&A】 二次性頭痛 低髄液圧症候群による頭痛の特徴を教えてください 小児内科 48(8)
1199-

1201
2016.08

稲垣 隆介
【小児疾患診療のための病態生理 3 改訂第5版】 神経疾患 神経管閉鎖不全 二分脊椎、

脊髄髄膜瘤、脊髄脂肪腫
小児内科 48増 229-235 2016.11

本元 強
小児疾患を診る 小児MRIの安全性を再考する 鎮静・プレパレーション・小中高生のお

化粧事情
Rad Fan 14(9) 12-13 2016.07

稲沼 邦夫
小児の摂食障害入院治療における課題と取り組みについて 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

児童青年精神医学とその近接

領域
57(4) 594-599 2016.08

本元 強 街場のボランチMRI初心者に送るメッセージ 小児病院のMRIってどんな感じ？ Rad Fan 14(13) 88-91 2016.11

本元 強 RadLink 第44回日本放射線技術学会秋季学術大会参加報告 Rad Fan 14(15) 95-97 2016.12
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齊藤 博大, 泉 維昌, 堀米 仁志, 本山 景一, 福島 富士子,

圡田 昌宏

フォローアップミルクにより高カルシウム血症、腎

石灰化症を呈したDown症候群の幼児
日本小児栄養消化器肝臓学会雑誌 30(1) 14-19 2016.04

鈴木 竜太郎, 神崎 美玲, 本山 景一, 五十嵐 徹, 藤本 学,

泉 維昌

早期から多剤免疫抑制療法を開始できた抗MDA5抗

体陽性若年性皮膚筋炎の6歳女児例
日本小児皮膚科学会雑誌 35(2) 93-99 2016.06

Masuda T, Ishii K, Seto Y, Hosoya T, Tanaka R,

Nakayama T, Iwasaki N, Shibata Y, Tamaoka A.

Long-term accumulation of diphenylarsinic

acid in the central nervous system of

cynomolgus monkeys.

Arch Toxicol. 91(8) 2799-2812

Epub

2017

Jan 25.

Enokizono T, Nemoto K, Fujiwara J, Tanaka R,

Ohto T

Cyclic vomiting syndrome after acute

autonomic and sensory neuropathy
Pediatr Int 59(4) 503-505

Epub

2017

Feb 28.

Iwama K, Mizuguchi T, Takanashi JI, Shibayama H,

Shichiji M, Ito S, Oguni H, Yamamoto T, Sekine A,

Nagamine S, Ikeda Y, Nishida H, Kumada S,

Yoshida T, Awaya T, Tanaka R, Chikuchi R, Niwa H,

Oka YI, Miyatake S, Nakashima M, Takata A,

Miyake N, Ito S, Saitsu H, Matsumoto N.

Identification of novel SNORD118 mutations in

seven patients with leukoencephalopathy with

brain calcifications and cysts.

Clin Genet. 92(2) 180-187

Epub

2017

Mar 30.

Takahashi H, Watanabe T, Kinoshita A, Yuza Y,

Moritake H, Terui K, Iwamoto S, Nakayama H,

Shimada A9 Kudo K, Taki T, Yabe M, Matsushita H,

Yamashita Y, Koike K， Ogawa A, Kosaka Y,

Tomizawa D, Taga T, Saito AM, Horibe K, Nakahata

T, Miyachi H, Tawa A, Adachi S.

High event-free survival rate with minimum-

dose-anthracycline treatment in childhood

acute promyelocytic leukaemia: a nationwide

prospective study by the Japanese Paediatric

Leukaemia/Lymphoma Study Group.

Br J Haematol. 174(3) 437-43 2016.08
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Suzuki H, Fukushima H, Suzuki R, Hosaka S,

Yamaki Y, Kobayashi C, Sakai A, Imagawa K,

Iwabuchi A, Yoshimi A, Nakao T, Kato K, Tsuchida

M, Kiyokawa N, Koike K, Noguchi E, Fukushima T,

Sumazaki R

Genotyping NUDT15 can predict the dose

reduction of 6-MP for children with acute

lymphoblastic leukemia especially at a

preschool age.

J Hum Genet 61(9) 797-801 2016.09

Nanishi E, Hoshina T, Takada H, Ishimura M, Nishio

H, Uehara T, Mizuno Y, Hasegawa S, Ohga S,

Nagao M, Igarashi M, Yajima S, Kusumoto Y, Onishi

N, Sasahara Y, Yasumi T, Heike T, Hara T; PID-

Infection Study Group.

A nationwide survey of common viral

infections in childhood among patients with

primary immunodeficiency diseases.

J Infect. 73(4) 358-68 2016.10

Sakaguchi H, Watanabe N, Matsumoto K, Yabe H,

Kato S, Ogawa A, Inagaki J, Goto

H, Koh K, Yoshida N, Kato K, Cho Y, Kosaka Y,

Takahashi Y, Inoue M, Kato K,

Atsuta Y, Miyamura K

 Donor/Source Working Group of Japan

Society of

Hematopoietic Cell Transplantation..

Comparison of Donor Sources in

Hematopoietic

Stem Cell Transplantation for Childhood Acute

Leukemia: A Nationwide

Biol Blood Marrow Transplant 22(12) 2226-2234 2016.12

Hirabayashi S, Ohki K, Nakabayashi K, Ichikawa H,

Momozawa Y, Okamura K,

Yaguchi A, Terada K, Saito Y, Yoshimi A, Ogata-

Kawata H, Sakamoto H, Kato M,

Fujimura J, Hino M, Kinoshita A, Kakuda H,

Kurosawa H, Kato K, Kajiwara R,

Moriwaki K, Morimoto T, Nakamura K, Noguchi Y,

Osumi T, Sakashita K, Takita J,

Yuza Y, Matsuda K, Yoshida T, Matsumoto K, Hata

K, Kubo M, Matsubara Y, Fukushima

T, Koh K, Manabe A, Ohara A, Kiyokawa N; Tokyo

Children’s Cancer Study Group

(TCCSG)

ZNF384-related fusion genes define a

subgroup of childhood B-cell

precursor acute lymphoblastic leukemia with a

characteristic immunotype.

Haematologica 102(1) 118-129 2017.01
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著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Yoshimi A, Kato K, Hosaka S, Suzuki R, Fukushima

H, Nakao T, Kobayashi C, Fukushima T, Koike K,

Sumazaki R, Tsuchida M

Haploidentical peripheral blood stem cell

transplantation without irradiation or busulfan

after reduced-intensity conditioning for

KMT2A(MLL)-rearranged infant B-cell

precursor acute lymphoblastic leukemia:

Report of two cases.

Pediatr Transplant 21(4)

Epub

2017

Mar 22.

Kato M, Ishimaru S, Seki M, Yoshida K, Shiraishi Y,

Chiba K, Kakiuchi N, Sato Y, Ueno H, Tanaka H,

Inukai T, Tomizawa D, Hasegawa D, Osumi T,

Arakawa Y, Aoki T, Okuya M, Kaizu K, Kato K,

Taneyama Y, Goto H, Taki T, Takagi M, Sanada M,

Koh K, Takita J, Miyano S, Ogawa S, Ohara A,

Tsuchida M, Manabe A.

Long-term outcome of 6-month maintenance

chemotherapy for acute lymphoblastic

leukemia in children.

Leukemia 31(3) 580-584 2017.03

Horigome H

※エディトリアル

Dilated Cardiomyopathy in Children With

Isolated Congenital Complete Atrioventricular

Block.

Circulation journal 80(5) 1110-1112 2016.04

高橋実穂、堀米仁志、加藤愛章、野崎良寛、林立申、中

村昭宏、齋藤誠、濱田洋実、瓜田泰久、須磨崎亮

胎児心エコー所見をもとに早期娩出し救命できたハ

イリスク仙尾部奇形腫の胎児例
日本小児循環器学会雑誌 32(4) 328-334 2016.07

Maeda J, Kosaki K, Shiono J, Kouno K, Aeba R,

Yamagishi H.
Variable severity of cardiovascular phenotypes

in patients with an early-onset form of Marfan

syndrome harboring FBN1 mutations in exons

24-32.

Heart Vessels 31(10) 1717-23 2016.10
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Hirabayashi M, Yoshinaga M, Nomura Y,

Ushinohama H, Sato S, Tauchi N, Horigome H,

Takahashi H, Sumitomo N, Shiraishi H, Nagashima

M

Environmental risk factors for sudden infant

death syndrome in Japan.
Eur J Pediatr 175(12) 1921-6 2016.12

Sumitomo N, Horigome H, Miura M, Ono H, Ueda

H, Takigiku K, Yoshimoto J, Ohashi N, Suzuki T,

Sagawa K, Ushinohama H, Takahashi K, Miyazaki

A, Sakaguchi H, Iwamoto M, Takamuro M,

Tokunaga C, Nagano T; Heartful Investigators.

Study design for control of HEART rate in

inFant and child tachyarrhythmia with heart

failure Using Landiolol (HEARTFUL): A

prospective, multicenter, uncontrolled clinical

trial.

J Cardiol 70(3) 232-237

Epub

2017

Jan 7.

Ishikawa T, Ohno S, Murakami T, Yoshida K,

Mishima H, Fukuoka T, Kimoto H, Sakamoto R,

Ohkusa T, Aiba T, Nogami A, Sumitomo N, Shimizu

W, Yoshiura KI, Horigome H, Horie M, Makita N

Sick sinus syndrome with HCN4 mutations

shows early onset and frequent association

with atrial fibrillation and left ventricular

noncompaction

Heart Rhythm 14(5) 717-724

Epub

2017

Jan 17

Masuda K, Ishizu T, Niwa K, Takechi F, Tateno S,

Horigome H, Aonuma K

Increased risk of thromboembolic events in

adult congenital heart disease patients with

atrial tachyarrhythmias

Int J Cardiol 234 69-75

Epub

2017

Feb 5

新井 順一, 宮本 泰行, 雪竹 義也, 吾郷 耕彦, 竹内 秀輔,

永藤 元道, 鎌倉 妙
NICU入院患者分析からみた帝王切開率の影響 周産期医学 46(7) 925-928 2016.07

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

当院における超低出生体重児の赤血球輸血の頻度と

リスク因子
日本新生児成育医学会雑誌 29(1) 110-116 2017.02
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著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Aiyoshi T, Masumoto K, Shinkai T, Tanaka Y, Fujii

S, Sasaki T, Chiba F, Sakamoto N, Gotoh C, Urita Y,

Nakao M, Takayasu H, Tanaka H, Imai H

Pulmonary interstitial emphysema due to

respiratory syncytial virus infection
Pediatrics International 58(9) 916-919 2016.09

東間 未来，山本 裕輝，小森 広嗣，広部 誠一，湯坐 有

希，金子 隆，藤田 和俊，河野 達夫

腹腔内出血で発症し，塞栓術に続いて一期的腫瘍摘

出術を行った神経芽腫の1例
日本小児血液・がん学会雑誌 53(3) 277-280 2016.10

高山 勝平，青井 重善，千葉 史子，坂井 宏平，津田 知

樹，樋口 恒司，文野 誠久，古川 泰三，木村 修，田尻

達郎

経肛門的根治術を施行した直腸膜様閉鎖症の1例 日本小児外科学会雑誌 52(7) 1309-1314 2016.12

Nakamura H, Kawano T, Yoshizawa K, Nakajima H,

Suda K, Koga H, Nakame K, Ieiri S, Takamizawa S,

Urushihara N, Yanai T, Yamataka A.

Long-term follow-up for anicteric survival with

native liver after redo Kasai: a first report.
J Pediatr Surg 51(12) 2109-2112 2016.12

野村 卓哉

医療施設に勤務する臨床工学技士の通信制大学院へ

の進学 進学目的とその不安要素および進学先の選

定理由について

Clinical Engineering 27(9) 767-770 2016.08



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

山本 俊至
森本 昌史，折居 建治，土井 宏，田中 竜

太，山下 博史
進行性大脳白質障害の遺伝子診断と疾患概念の確立 第58回日本小児神経学会学術集会 東京 2016.6.4

田中 竜太 河野 達夫，新井 順一，岩﨑 信明
早産児の脳室拡大と脳実質の嚢胞性病変および領域別容積と

の関連性についての検討
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.14

山岡 祐衣
渡辺 章充，宮園 弥生，田中 竜太，田宮

菜奈子，須磨崎 亮

茨城県における超重症児・準超重症児の医療利用状況につい

て
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.14

池邉 記士

福島 富士子，田中 竜太，肥田 浩佳，塚越

隆司，鈴木 竜太郎，本山 景一，河野 達

夫，泉 維昌，中島 一郎，金子 仁彦，高橋

利幸

大脳皮質病変を認めた抗MOG抗体陽性視神経脊髄炎の1例 第65回日本小児神経学会関東地方会 千葉 2016.9.24

榎園 崇
増田 洋平，室井 愛，田中 竜太，田中 磨

衣，大戸 達之

茨城県の県北県央・県南西部における小児てんかん外科の現

状
第50回日本てんかん学会学術集会 静岡 2016.10.8

池邉 記士
福島 富士子，塙 淳美，京戸 玲子，田中

竜太，河野 達夫，泉 維昌，高橋 幸利
初期のMRIが正常ながら重篤な経過を辿った急性小脳炎の1例 第66回日本小児神経学会関東地方会 東京 2017.3.25

五藤 周

増本 幸二, 新開 統子, 瓜田 泰久, 高安 肇,

田中 秀明, 小林 千恵, 福島 敬, 須磨崎 亮,

水本 斉志, 櫻井 英幸

陽子線治療による放射線性腸炎予防のための腹腔鏡手術 第53回日本小児外科学会学術集会 福岡 2016.5.25

加藤 啓輔
西村 聡，吉見 愛，中尾 朋平，小池 和

俊，圡田 昌宏

HLAが8座中5座一致の母親をドナーとする同種造血細胞移植

を受けた 小児不応性血球減少症の男児
AAMDS研究会 名古屋 2016.5.30

長岡 広香

川島 夏希, 清水 真理, 風間 郁子, 入江 佳

子, 馬場 玲子, 百 賢二, 飯嶋 千裕, 小林

千恵, 濱野 淳, 千葉 滋

造血幹細胞移植後アデノウイルス出血性膀胱炎による難治性

疼痛をきたした2例
第21回日本緩和医療学会学術大会 京都 2016.6.17-18

吉見 愛
加藤 啓輔，松島 悟，中尾 朋平，小林 千

恵，福田 邦夫，小池 和俊，圡田 昌宏

Predictive biomarkers of TMA after haploidentical stem

cell transplantation（ハプロ一致幹細胞移植後のTMAに関す

る予測的バイオマーカー）

第78回日本血液学会学術集会 横浜 2016.10.14



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

室井 愛
山本 哲哉，木野 弘善，鈴木 涼子，小林

千恵，松村 明
社会的・倫理的対応に苦慮した髄芽腫の一例 第34回日本こども病院神経外科医会 札幌 2016.11.5

加藤 啓輔

吉見 愛，野村 卓哉，中尾 朋平，横川 忠

一，松島 悟，福田 邦夫，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毒性軽減前処置を用いた血縁者間

HLA不適合/完全ハプロ造血細胞移植の後方視的解析(Related

mismatched/haploidentical HSCT with reduced toxicity

conditioning against childhood hematologic malignancy)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

加藤 啓輔

吉見 愛，松島 悟，中尾 朋平，小林 千

恵，福田 邦夫，福島 敬，小池 和俊，圡田

昌宏

小児急性リンパ性白血病再発症例のゲノム解析(Massive

parallel sequencing analysis of recurrent childhood acute

lymphoblastic leukemia)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

中尾 朋平

福島 敬，福島 紘子，鈴木 涼子，穂坂

翔，八牧 愉二，小林 千恵，新開 統子，増

本 幸二，水本 斉志，須磨崎 亮，櫻井 英

幸

Ewing肉腫に対して陽子線を用いた放射線治療併用化学療法

を安全に実施できた(Proton beam therapy was utilized

during intensive multidisciplinary approach for Ewing

sarcoma without an increase of adverse events)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

松島 悟
吉見 愛，福田 邦夫，中尾 朋平，小林 千

恵，加藤 啓輔，小池 和俊，圡田 昌宏

リンパ性急性転化で発症した慢性骨髄性白血病の2例(Two

cases with chronic myeloid leukemia who presented with

lymphoid blastic crisis at diagnosis)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.16

福島 紘子

鈴木 涼子，穂坂 翔，八牧 愉二，小林 千

恵，新開 統子，増本 幸二，室井 愛，山本

哲哉，中尾 朋平，大城 佳子，水本 斉志，

櫻井 英幸，福島 敬，須磨崎 亮

陽子線治療を利用した集学的治療後の中枢神経障害は限定的

であった(Limited central nervous system damage after

multimodal treatment with Proton Beam Therapy)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

福島 紘子

鈴木 涼子，穂坂 翔，八牧 愉二，小林 千

恵，日高 響子，對馬 依子，新開 統子，増

本 幸二，室井 愛，山本 哲哉，中尾 朋

平，大城 佳子，水本 斉志，櫻井 英幸，福

島 敬，須磨崎 亮

陽子線治療を利用し集学的治療を受けた頭頸部がん患者の

QOLは一般と同程度以上であった(QOL status after

multimodal treatment with Proton Beam Therapy to the

Head and Neck was as good as normal population)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

福田 邦夫
松島 悟，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓

輔，小池 和俊，圡田 昌宏
心臓内に到達する腫瘍栓を有した肝胎児性肉腫の一例

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉見 愛
加藤 啓輔，松島 悟，福田 邦夫，小林 千

恵，小池 和俊，圡田 昌宏

ハプロ移植後の重症な出血性膀胱炎の発症因子について(The

risk factors of severe hemorrhagic cystitis after

haploidential stem cell transplantation for children)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

奥脇 一

鈴木 涼子，福島 敬，穂坂 翔，福島 紘

子，八牧 愉二，小林 千恵，中尾 朋平，増

本 幸二，大城 佳子，水本 斉志，櫻井 英

幸，須磨崎 亮

横紋筋肉腫に対する陽子線を用いた集学的治療を安全に実施

できた(Intensive multidisciplinary therapy with Proton

Beam Therapy for rhabdomyosarcoma was conducted

safely)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

日高 響子

福島 紘子，對馬 依子，穂坂 翔，鈴木 涼

子，八牧 愉二，小林 千恵，清谷 知賀子，

新開 統子，増本 幸二，室井 愛，山本 哲

哉，中尾 朋平，水本 斉志，櫻井 英幸，福

島 敬，須磨崎 亮

陽子線治療後の小児がん経験者の認知機能についての検討

(Cognitive function of the childhood cancer survivor after

the proton beam therapy)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

出澤 洋人

淵野 玲奈，松島 悟，吉見 愛，廣木 遥，

福田 邦夫，小林 千恵，加藤 啓輔，小池

和俊，圡田 昌宏，中尾 朋平，星川 欣明

出血傾向で発症したループスアンチコアグラント陽性低プロ

トロンビン血症の1例
第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

加藤 啓輔

出澤 洋人，淵野 玲奈，松島 悟，吉見

愛，廣木 遥，福田 邦夫，小林 千恵，小池

和俊，福島 紘子，中尾 朋平，福島 敬，圡

田 昌宏

前処置軽減ハプロ移植とNK-DLIが奏功した予後不良の造血器

腫瘍の2 例
第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

穂坂 翔

城戸 崇裕，鬼澤 裕太郎，酒井 愛子，鈴木

涼子，八牧 愉二，福島 紘子，中尾 朋平，

小林 千恵，増本 幸二，福島 敬

保育園／学校での検尿をきっかけに診断された悪性腎腫瘍の3

例
第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

Yoshihiro

Nozaki

Yoshiaki Kato, Lisheng Lin, Miho

Takahashi-Igari, Hitoshi Horigome

Combination Therapy of Flecainide and Nadolol in

Andersen Tawil Syndrome Type 1
Heart Rhythm 2016

San

Francis

co,

USA

2016.5.4

吉永 正夫

青木 真智子，宮崎 あゆみ，堀米 仁志，伊

藤 善也，徳田 正邦 / 厚生労働省科学研究

費研究班

小学生のための肥満予防プロジェクト 第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.13

塙 淳美
石川 伸行，村上 卓，塩野 淳子，堀米 仁

志

総肺静脈還流異常症を合併した心室中隔欠損を伴わない肺動

脈閉鎖症の一例
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.13



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

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
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.14

芹澤 陽菜

林 立申，山田 晶子，嶽下 洋平，佐藤 琢

郎，野崎 良寛，加藤 愛章，高橋 実穂，堀

米 仁志，須磨崎 亮

無症候性川崎病性冠動脈瘤内血栓に対して経静脈的血栓溶解

療法が有効であった1幼児例
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.15

林 立申
堀米 仁志，加藤 愛章，稲葉 武，野崎 良

寛，高橋 実穂，川上 康，青沼 和隆
心磁図の臨床応用  ～胎児から成人まで～ 第31回日本生体磁気学会大会 金沢 2016.6.10

塩野 淳子
石川 伸行，村上 卓，堀米 仁志，河野 達

夫

川崎病で頸部CTを施行した症例～後咽頭浮腫の所見を中心に

～
第35回関東川崎病研究会 東京 2016.6.11

日向 彩子

塩野 淳子，石川 伸行，村上 卓，塙 淳

美，鎌倉 妙，永藤 元道，竹内 秀輔，吾郷

耕彦，雪竹 義也，新井 順一，宮本 泰行，

堀米 仁志

再発を繰り返した新生児心房粗動の1例 第112回茨城小児科学会 つくば 2016.6.19

加藤 愛章
稲葉 武，林 立申，野崎 良寛，高橋 実

穂，中村 昭宏，堀米 仁志
心磁図を用いた不整脈診断－胎児から成人まで－

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

吉永 正夫

牛ノ濱 大也，長嶋 正實，佐藤 誠一，畑

忠善，堀米 仁志，田内 宣生，西原 栄起，

市田 蕗子，大野 聖子

1か月健診時の心電図記録による乳児突然死予防に関する研究
第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

指宿 知子
松原 宗明，阿部 正一，加藤 愛章，高橋

実穂，堀米 仁志，平松 祐司

Jatene術後中期から遠隔期までの心エコー所見から見た大動

脈弁閉鎖不全発生要因

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

住友 直方
堀米 仁志，三浦 大，小野 博，鈴木 嗣

敏，佐川 浩一，牛ノ濱 大也

小児の頻脈性不整脈を対象としたランジオロールの前向き多

施設共同治験（HEARTFUL study）；小児の臨床試験立案の

経験から

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

松原 宗明
石井 知子，加藤 愛章，高橋 実穂，堀米

仁志，阿部 正一，平松 祐司
小児開心術後の難治性感染症をいかに早期鎮静化すべきか？

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6



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，石川 伸行，村上

卓，塩野 淳子，松原 宗明，平松 祐司，堀

米 仁志

ファロー四徴症における右室流出路前面の形態について －右

室造影側面像からの検討-

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

野崎 良寛

加藤 愛章，城戸 崇裕，林 立申，中村 昭

宏，榎本 有希，高橋 実穂，松原 宗明，平

松 祐司，堀米 仁志

超音波横隔膜麻痺診断における膜筋厚変化率の有用性
第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

林 立申
加藤 愛章，原 英輝，野崎 良寛，中村 昭

宏，高橋 実穂，堀米 仁志
内臓錯位症候群における不整脈の検討

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6

塩野 淳子
石川 伸行，村上 卓，坂 有希子，野間 美

緒，阿部 正一，堀米 仁志
フォンタン手術適応疾患患者における心臓以外の手術 第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6-8

野間 美緒

坂 有希子、阿部 正一、石川 伸行、村上

卓、塩野 淳子、松原 宗明、平松 祐司、堀

米 仁志

ファロー四徴症における右室流出路前面の形態について －右

室造影側面像からの検討-
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6-8

野村 卓哉
山縣 和泉、山本 裕子、塩野 淳子、坂 有

希子、野間 美緒、阿部 正一

開心術後患者に対する非侵襲的陽圧換気(NPPV)の導入と臨床

工学技士の役割
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6-8

村上 卓
塩野 淳子，石川 伸行，阿部 正一，野間

美緒，坂 有希子，堀米 仁志

動脈管、主要体肺側副動脈の両者を伴わない肺動脈閉鎖兼心

室中隔欠損症、22q.11.2欠失の2例
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6-8

高橋 実穂
加藤 愛章，野崎 良寛，林 立申，中村 昭

宏，堀米 仁志

ハイリスク新生児における臍帯静脈アプローチによるバルー

ン心房中隔裂開術（BAS）およびstatic BAS

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.7

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－副作用報告（第2報）－

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.7

石踊 巧
長谷川 誠，原 モナミ，鬼澤 裕太郎，齊藤

久子，今井 博則，加藤 愛章，堀米 仁志

気道感染症後に遷延する低酸素血症を契機に診断された左上

大静脈遺残左房開口の1歳女児

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.7



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

堀米 仁志
『学校心臓検診のガイドライン』の解説：先天性心疾患の管

理基準

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.7

吉永 正夫

堀米 仁志，住友 直方，長嶋 正實，牛ノ濱

大也，田内 宣生，岩本 眞理，泉田 直己，

阿部 勝己，緒方 裕光，高橋 秀人

新しい「小児心電図の基準値」を用いた小児期肥大型心筋症

の心電図抽出基準に関する検討

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.8

村上 卓
塩野 淳子，石川 伸行，阿部 正一，野間

美緒，坂 有希子，堀米 仁志

動脈管、主要体肺側副動脈の両者を伴わない肺動脈閉鎖兼心

室中隔欠損症、22q.11.2欠失の2例

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.8

Nozaki Y

Kato Y, Lin L, Uike K, Yamamura K,

Sekiguchi Y, Nogami A, Ohno S, Horie

M, Shimizu W, Aonuma K, Horigome H

Six Patients with Ryanodine Receptor type2 Mutation

Presenting with the Phenotype of both

Catecholaminergic Polymorphic Ventricular Tachycardia

and Left Ventricular Noncompaction

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.15

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，竹田津 未生，

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

児不整脈治療班

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 副作用報告(第2報)

第52回日本周産期・新生児医学会学

術集会
富山 2016.7.16

Horigome H

Ishikawa Y, Sumitomo N, Yoshinaga

M, Lin L, Kato Y, Ohno S, Horie M,

Nagashima M

Independent component analysis and principal

component analysis of T-U wave complex in Andersen-

Tawil syndrome

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.17

kato Y Horigome H, et al.

Diagnosis of Fetal Arrhythmia Using

Magnetocardiography：Single-Center Experience of 864

Cases

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.17

Yoshinaga M

Ushinohama H, Nagashima M, Sato S,

Hata T, Horigome H, Tauchi N,

Nishihara E, Ichida F, Ohno S,

Sumitomo N, Iwamoto M, Ogata H,

Takahashi H, Horie M, Naoaki Makita N

Electrocardiographic（ECG）screening of 1-month-old

infants for identifying prolonged QT intervals to prevent

sudden infant death

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.17

Horigome H - 2nd Munich Symposium on Fetal Cardiology

Clinical characteristics and genetic

background of congenital Long-QT

syndrome diagnosed pre- and

postnatally

Munich

,

Germa

ny

2016.7.23



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Yoshinaga M

Ushinohama H, Nagashima M, Sato S,

Hata T, Horigome H, Tauchi N,

Nishihara E, Ichida F, Ohno S,

Sumitomo N, Iwamoto M

Electrocardiographic (ECG) screening of 1-month-old

infants for identifying prolonged QT intervals to prevent

sudden infant death

ESC CONGRESS 2016

ロー

マ，イ

タリア

2016.8.27

Yoshinaga M

Ogata H, Aoki M, Ito Y, Hamajima T,

Miyazaki A, Tokuda M, Lin L, Horigome

H, Takahashi H, Nagashima M

Efficacy of walking as a lifestyle modification approach

for childhood obesity. A randomized controlled trial.
ESC CONGRESS 2016

ロー

マ，イ

タリア

2016.8.28

関 隆明 飯塚 隆、塩野 淳子、吉澤 あやさ 先天性心疾患を持った15歳男児のCPA事例―CPR～ROSCを通じて―第40回茨城県救急医学会 つくば 2016.9.10

新開 真人
臼井秀仁、望月 響子、北河 徳彦、連 利

博、塩野 淳子、大浜 用克

肝外門脈閉塞症に伴う門脈肺高血圧症に 対するmesoRexバイ

パス手術の治療効果(症例報告)
第43回日本小児栄養消化器肝臓学会 つくば 2016.9.16-18

塩野 淳子 林 立申，村上 卓，堀米 仁志 β遮断薬の種類を変更した拡張型心筋症症例 第25回日本小児心筋疾患学会 東京 2016.10.8

林 立申

高橋 実穂，石川 伸行，野崎 良寛，加藤

愛章，野間 美緒，松原 宗明，平松 祐司，

堀米 仁志

中隔心筋切除術、DDDペーシングを施行した乳児期発症の閉

塞性肥大型心筋症（HOCM）の長期予後
第25回日本小児心筋疾患学会 東京 2016.10.8

村上 卓
林 立申，淵野 玲奈，塩野 淳子，堀米 仁

志，木村 仁美，中村佳子，藤木 豊

上心臓型総肺静脈還流異常を合併した右側相同、肺動脈閉鎖

の症例
第34回心臓病胎児診断症例報告会 神奈川 2016.11.13

Horigome H -
Utility of magnetocardiography for the diagnosis of fetal

arrhythmias

4th international Bangkok fetal

echocardiography symposium

バンコ

ク、タ

イ

2017.1.10

Horigome H -
Diagnosis and treatment of fetal and neonatal long QT

syndrome

4th international Bangkok fetal

echocardiography symposium

バンコ

ク、タ

イ

2017.1.10

Horigome H -
Diagnosis and treatment of fetal brady- and

tachyarrhythmias

4th international Bangkok fetal

echocardiography symposium

バンコ

ク、タ

イ

2017.1.10



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

山田 優

石津 智子，野崎 良寛，加藤 愛章，高橋

実穂，堀米 仁志，野間 美緒，松原 宗明，

平松 裕司，青沼 和隆

Fontan術後の無脾症、右室型単心室不全に対する心臓再同期

療法導入の検討

第19回日本成人先天性心疾患学会総

会・学術集会
三重 2017.1.14

大内 香里
加藤 愛章，野崎 良寛，石川 伸行，林 立

申，高橋 実穂，堀米 仁志

Treprostinil持続皮下注療法を導入した特発性肺動脈性肺高血

圧の男児例
第23回日本小児肺循環研究会 東京 2017.2.4

村上 卓
堀米 仁志，塩野 淳子，林 立申，竹内 秀

輔，藤木 豊

心室中隔欠損を介した特殊なcircular shuntが示唆された

Ebstein奇形の胎児診断例
第23回日本胎児心臓病学会 東京 2017.3.3

永藤 元道

新井 順一，淵野 玲奈，日向 彩子，鎌倉

妙 星野 雄介，竹内 秀輔，吾郷 耕彦，雪

竹 義也  ，宮本 泰行

動脈管開存症管理に難渋した大動脈縮窄症疑いの超低出生体

重児の１児
第14回周産期循環管理研究会 福島 2016.5.21-22

鎌倉 妙
新井 順一，永藤 元道，竹内 秀輔，吾郷

耕彦 ，雪竹 義也， 宮本 泰行
重症児の背側無気肺評価に対するCTの有用性

第52回日本周産期・新生児医学会学

術集会
富山 2016.7.16-18

永藤 元道
新井 順一，鎌倉 妙，竹内 秀輔，吾郷 耕

彦 ，雪竹 義也，宮本 泰行
在胎37, 38週のTTN, RDS重症度の検討

第52回日本周産期・新生児医学会学

術集会
富山 2016.7.16-18

竹内 秀輔
新井 順一，鎌倉 妙，永藤 元道，吾郷 耕

彦， 雪竹 義也，宮本 泰行
超音波による気管挿管の確認

第52回日本周産期・新生児医学会学

術集会
富山 2016.7.16-18

竹内 秀輔
 新井 順一，鎌倉 妙，梶川 大悟，永藤 元

道 ，吾郷 耕彦，雪竹 義也，宮本 泰行
胸水貯留を認めた乳児重症型 ネマリンミオパチーの3例

第52回日本周産期・新生児医学会学

術集会
富山 2016.7.16-18

雪竹 義也 新井 順一，竹内 秀輔，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5回日本小児診療多職種研究会 横浜 2016.7.31

永藤 元道
日向 彩子，新井 順一，鎌倉 妙，星野雄

介，竹内 秀輔，雪竹 義也，宮本 泰行
超音波で診断できた新生児上腕骨近位骨端線離開の1例 第113回茨城小児科学会 水戸 2016.11.13



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

新井 順一 予後不良例の多職種カンファランスを開始して
第61回 日本新生児成育医学会・学術

集会
大阪 2016.12.1-3

日向 彩子
新井 順一 永藤 元道 鎌倉 妙 星野 雄介 竹

内 秀輔 雪竹 義也 宮本 泰行

重症胎便関連性腸閉塞に対し超音波ガイド下に安全に注腸を

行った超低出生体重児の2例

第61回 日本新生児成育医学会・学術

集会
大阪 2016.12.1-3

淵野 玲奈

日向 彩子，新井 順一，永藤 元道，鎌倉

妙，星野 雄介，竹内 秀輔，雪竹 義也，宮

本 泰行

腹部超音波による腸管観察が経腸栄養の開始に有用だった

ミルクアレルギーの2例

第61回 日本新生児成育医学会・学術

集会
大阪 2016.12.1-3

星野 雄介
日向 彩子，新井 順一，永藤 元道，鎌倉

妙，竹内 秀輔，雪竹 義也，宮本 泰行

回腸瘻造設術後に腸液を回収し肛門側へ注入した極低出生体

重児の検討

第61回 日本新生児成育医学会・学術

集会
大阪 2016.12.1-3

雪竹 義也

淵野 玲奈，日向彩子，新井 順一，永藤 元

道 鎌倉 妙，星野 雄介，竹内 秀輔，宮本

泰行

NICUにおける新規MRSA検出数の推移と遅発型感染症の

発症数の関連について

第61回 日本新生児成育医学会・学術

集会
大阪 2016.12.1-3

竹内 秀輔

貴達 俊徳，塚越 隆司，日向 彩子，新井

順一，永藤 元道，鎌倉 妙，星野 雄介，宮

本 泰行

超低出生体重児蘇生における気管挿管確認に対する

超音波の有用性

第19回 新生児呼吸モニタリング

フォーラム
長野 2017.2.19-21

貴達 俊徳
日向 彩子，新井 順一，鎌倉 妙，星野 雄

介，竹内 秀輔，雪竹 義也，宮本 泰行
当院での呼吸障害による新生児搬送の現状と課題 第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

日向 彩子

新井 順一，永藤 元道，鎌倉 妙，星野 雄

介，竹内 秀輔，雪竹 義也，宮本 泰行，浅

井 宣美

重症胎便関連性腸閉塞に対する超音波ガイド下注腸法 北関東新生児懇話会 東京 2017.3.18

永藤 元道

永藤 元道，塙 淳美，鎌倉 妙，竹内 秀

輔，吾郷 耕彦，雪竹 義也，新井 順一，宮

本 泰行

アイノフロー導入におけるNO吸入療法の適応の変化 関東NO吸入療法研究会 東京 2月

須田 一人
連 利博， 坂元直哉， 相吉 翼， 佐々木理

人， 東間未来， 矢内 俊裕

The impact of histopathological hepatitis-like findings on

response to postoperative steroids in biliary atresia
第49回環太平洋小児外科学会(PAPS) Hawaii 2016.4.24-28



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

佐々木 理人
相吉 翼， 須田 一人， 東間 未来， 矢内

俊裕， 連 利博

重症心身障がい児（者）に対する腹腔鏡下噴門形成術におけ

る周術期呼吸器合併症リスクについて
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

須田 一人
矢内 俊裕， 相吉 翼， 佐々木 理人， 東間

未来， 連 利博

新生児期に発症する消化管アレルギー：壊死性腸炎へ移行し

手術を要した症例の臨床的特徴
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

相吉 翼 増本 幸二，瓜田 泰久，千葉 史子
Recurrent intestinal stones in the Roux-en-Y limb after

Kasai portoenterostomy in an infant with biliary atresia
第24回アジア小児外科学会(AAPS) 福岡 2016.5.24-26

相吉 翼
矢内 俊裕， 須田 一人， 佐々木 理人， 東

間 未来， 連 利博

Double-J型尿管ステントの尿路内迷入および偏移をきたした3

例
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

矢内 俊裕
相吉 翼， 須田 一人， 佐々木 理人， 東間

未来， 連 利博， 浅井 宣美

尿管異所開口を伴う低形成腎に対する治療戦略：適切な診断

法と腹腔鏡手術の有用性
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

矢内 俊裕

日向 彩子， 加藤 啓輔， 相吉 翼， 須田

一人， 佐々木 理人， 東間 未来， 連 利

博， 吉見 愛， 中尾 朋平， 小池 和俊，

土田 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53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

吉田 志帆
土井 崇，岡和田 学，宮野 剛，古賀 寛

之，山高 篤行

食道閉鎖を伴った1A型先天性気管支肺前腸奇形：当院での経

験と文献的考察
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

川上 肇
矢内 俊裕， 相吉 翼， 須田 一人， 佐々木

理人， 東間 未来， 連 利博

捻転・壊死による付属器切除後、異時性に発症した対側卵巣

奇形腫に対して核出術を施行した1例：定期的なUS followの

有用性

第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

東間 未来
平井 みさ子， 相吉 翼， 須田 一人， 佐々

木 理人， 矢内 俊裕， 連 利博

A successful laser treatment for the patient with an

overwhelming Recurrent Respiratory Papillomatosis
第24回アジア小児外科学会(AAPS) 福岡 2016.5.24-26

東間 未来
平井 みさ子， 相吉 翼， 須田 一人， 佐々

木 理人， 矢内 俊裕， 連 利博

気切抜去困難に対する前後壁軟骨移植による喉頭気管再形成

術5例の経験
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

平井 みさ子
東間 未来， 相吉 翼， 須田 一人， 佐々木

理人， 矢内 俊裕， 連 利博

Therapeutic strategy for tracheostomized children

suffering from acquired laryngotracheal stenosis
第24回アジア小児外科学会(AAPS) 福岡 2016.5.24-26

平井 みさ子
相吉 翼， 須田 一人， 佐々木 理人， 東間

未来， 矢内 俊裕， 連 利博

重症心身障害児のQOL向上～適切な時期に手術を実施するた

めの小児外科医の役割
第53回日本小児外科学会 福岡 2016.5.24-26

連 利博
須田 一人， 相吉 翼， 佐々木 理人， 東間

未来， 矢内 俊裕

Lymphocyte attachment to the endothelium of the portal

vein in the liver of biliary atresia
第24回アジア小児外科学会(AAPS) 福岡 2016.5.24-26

矢内 俊裕
田中 尚， 相吉 翼， 吉田 志帆， 佐々木

理人， 東間 未来， 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：術前に

確定診断されなかった胎便性腹膜炎の検討
第29回日本小切開・鏡視外科学会 横浜 2016.6.10-11

吉田 志帆
矢内 俊裕， 田中 尚， 相吉 翼， 佐々木

理人， 東間 未来， 連 利博

根治術後に食道気管支瘻を反復し治療に難渋したA型食道閉鎖

の1例
第113回東京小児外科研究会 東京 2016.6.14

矢内 俊裕
連 利博， 田中 尚， 相吉 翼， 吉田 志

帆， 佐々木 理人， 東間 未来
漏斗胸に対する胸骨挙上術：Ravitch変法 第112回茨城小児科学会 つくば 2016.6.19

東間 未来
平井 みさ子， 田中 尚， 相吉 翼， 吉田

志帆， 佐々木 理人， 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112回茨城小児科学会 つくば 2016.6.19

田中 尚
東間 未来， 相吉 翼， 吉田 志帆， 佐々木

理人， 矢内 俊裕， 連 利博
遊走脾を伴う胃軸捻転の1例 第241回茨城外科学会 つくば 2016.6.25

佐々木 理人
矢内 俊裕， 田中 尚， 相吉 翼， 吉田 志

帆， 東間 未来， 連 利博， 浅井 宣美

腎盂尿管移行部閉塞に合併した尿管膀胱移行部狭窄が経過中

に完全閉鎖を呈した2例
第25回日本小児泌尿器科学会 京都 2016.6.28-30

相吉 翼
矢内 俊裕， 田中 尚， 吉田 志帆， 佐々木

理人， 東間 未来， 連 利博， 浅井 宣美

Double-J型尿管ステントの尿路内迷入および偏移をきたした3

例
第25回日本小児泌尿器科学会 京都 2016.6.28-30



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
腹腔鏡手術を始めよう！：小児病院における内視鏡外科手術

の導入から現在に至るまで
第25回日本小児泌尿器科学会 京都 2016.6.28-30

矢内 俊裕

田中 尚， 相吉 翼， 吉田 志帆， 佐々木

理人， 東間 未来， 連 利博， 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に対する動脈塞栓術の検

討
第25回日本小児泌尿器科学会 京都 2016.6.28-30

川上 肇

矢内 俊裕， 田中 尚， 相吉 翼， 吉田 志

帆， 佐々木 理人， 東間 未来， 連 利博，

浅井 宣美

単純性尿管瘤内結石の自然排石例 第25回日本小児泌尿器科学会 京都 2016.6.28-30

浅井 宣美
矢内 俊裕， 浅沼 宏， 佐藤 裕之， 松井

善一， 小野 友輔

動的所見を用いた超音波検査(US)は膀胱尿管逆流(VUR)の診

断に有用か？
第25回日本小児泌尿器科学会 京都 2016.6.28-30

東間 未来
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，佐々木 理

人，矢内 俊裕，連 利博

出血性ショック症例をいかに救命するか：小児病院における

各科連携のありかたについて
第30回日本小児救急医学会 仙台 2016.7.1-2

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，佐々木 理

人，東間 未来，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43回日本小児内視鏡研究会 東京 2016.7.10

佐々木 理人
連 利博，相吉 翼，須田 一人，東間 未

来，矢内 俊裕

胎便性腹膜炎を伴う小腸閉鎖術後に発症し、肝内胆管減少症

を呈したDubin-Johnson症候群の1例
第52回日本周産期・新生児学会 富山 2016.7.16-18

須田 一人
矢内 俊裕，相吉 翼，佐々木 理人，東間

未来，連 利博

新生児期に発症する消化管アレルギー：壊死性腸炎へ移行し

手術を要した症例の臨床的特徴
第52回日本周産期・新生児学会 富山 2016.7.16-18

須田 一人
矢内 俊裕，相吉 翼，佐々木 理人，東間

未来，連 利博

胎児期よりCPAMが疑われ、左下葉切除に限局性肺リンパ管拡

張症と診断された1例
第52回日本周産期・新生児学会 富山 2016.7.16-18

吉田 志帆
土井 崇，岡和田 学，宮野 剛，古賀 寛

之，山高 篤行

食道閉鎖を伴った1A型先天性気管支肺前腸奇形：当院での経

験と文献的考察
第52回日本周産期・新生児学会 富山 2016.7.16-18



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

東間 未来
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，佐々木 理

人，矢内 俊裕，連 利博
当院で経験した気道異物の検討 第40回茨城救急医学会 つくば 2016.9.10

相吉 翼
東間 未来，田中 尚，吉田 志帆，千葉 史

子，矢内 俊裕，連 利博
特発性胆道穿孔に続発した肝外門脈閉塞の1乳児例

第51回日本小児外科学会・関東甲信

越地方会
甲府 2016.10.8

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対する動脈塞栓術の検

討

第106回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
水戸 2016.10.16

吉田 志帆
東間 未来，田中 尚，相吉 翼，千葉 史

子，矢内 俊裕，連 利博
学童期に発見された甲状腺奇形腫の1例 第242回茨城外科学会 水戸 2016.10.16

相吉 翼
連 利博，田中 尚，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来，矢内 俊裕
舌根部異所性甲状腺に対し腫瘤吊り上げ術を施行した1例

第36回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会

さいた

ま
2016.10.27-28

東間 未来
連 利博，田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，

千葉 史子，矢内 俊裕

難治性の慢性便秘に対するTrapdoor cecostomy

catheter(TCC)の有用性

第36回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会

さいた

ま
2016.10.27-28

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来，連 利博

多段階手術を要し治療に難渋した不完全型Cantrell症候群の1

例

第36回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会

さいた

ま
2016.10.27-28

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来，連 利博

胆道拡張症に対する腹腔鏡手術：特に胆道鏡を用いた確実な

膵内胆管処理について

第36回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会

さいた

ま
2016.10.27-28

田中 尚
東間 未来，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，矢内 俊裕，連 利博

遊走脾に伴う胃軸捻転症に対して腹腔鏡下胃・脾固定術を施

行した1例

第36回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会

さいた

ま
2016.10.27-28

平井 みさ子
東間 未来，連 利博，矢内 俊裕，田中

尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史子

高度な喉頭狭窄・声門下狭窄病変に対する前後壁肋軟骨移植

喉頭気管形成術の有効性

第36回日本小児内視鏡外科・手術手

技研究会

さいた

ま
2016.10.27-28



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉田 志帆
連 利博，矢内 俊裕，東間 未来，田中

尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史子
漏斗胸治療におけるRavitch変法の有用性について 第27回日本小児呼吸器外科研究会

さいた

ま
2016.10.28

平井 みさ子
連 利博，矢内 俊裕，東間 未来，田中

尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史子

重症心身障碍児者におけるQOL維持向上と喉頭気管分離術の

適切な施行時期
第27回日本小児呼吸器外科研究会

さいた

ま
2016.10.28

東間 未来
矢内 俊裕，田中 尚，相吉 翼，吉田 志

帆，佐々木 理人，連 利博
総排泄腔遺残症術後の遺残膣に伴う合併症

第32回日本小児外科学会秋季シンポ

ジウム

さいた

ま
2016.10.29

東間 未来
矢内 俊裕，田中 尚，相吉 翼，吉田 志

帆，千葉 史子

難治性便秘に対するTrapdoor Cecostomy Catheterによる順

行性浣腸の経験：手術手技
第113回茨城小児科学会 水戸 2015.11.13

相吉 翼
連 利博，田中 尚，吉田 志帆，佐々木 理

人，東間 未来，矢内 俊裕

Mass suspension procedure for lingual ectopic thyroid: a

case report

12th Asian Society for Pediatric

Research (ASPR).

Bangk

ok
2016.11.10-11

矢内 俊裕
東間 未来，田中 尚，相吉 翼，吉田 志

帆，千葉 史子

結節性硬化症に伴う腎血管筋脂肪腫に対する動脈塞栓術の検

討
第113回茨城小児科学会 水戸 2016.11.13

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来

小児先天性水腎症(腎盂尿管移行部通過障害)における後腹膜

鏡下腎盂形成術(側臥位)
第30回日本泌尿器内視鏡学会 大阪 2016.11.17-19

佐々木 理人

連 利博，田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，

千葉 史子，東間 未来，矢内 俊裕，大谷

明夫

軽度の肝炎様所見で再手術が成功した胆道閉鎖症の1例 第43回日本胆道閉鎖症研究会 新潟 2016.11.19

連 利博
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来，矢内 俊裕，大谷 明夫

胆道閉鎖症の発症時期は妊娠早期である：GVHD仮説の観点

から
第43回日本胆道閉鎖症研究会 新潟 2016.11.19

相吉 翼
矢内 俊裕，田中 尚，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来
胃軸捻転症に対する腹腔鏡下胃固定術の検討 第29回日本内視鏡外科学会 横浜 2016.12.8-10



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
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来

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
第29回日本内視鏡外科学会 横浜 2016.12.8-10

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，東間 未来

小児先天性水腎症(腎盂尿管移行部通過障害)における腹腔鏡

下腎盂形成術の検討
第29回日本内視鏡外科学会 横浜 2016.12.8-10

千葉 史子
岸田 綱郎，増本 幸二，東 真弓，田尻 達

郎，松田 修

インターフェロンαの短時間投与による神経芽腫細胞のアポ

トーシス誘導
第58回日本小児血液・がん学会 東京 2016.12.15-17

東間 未来
佐々木 理人，田中 尚，相吉 翼，吉田 志

帆，千葉 史子，矢内 俊裕

巨大な悪性縦隔腫瘍に対して胸骨正中切開に胸腔鏡を併用し

て摘出した1例
第58回日本小児血液・がん学会 東京 2016.12.15-17

吉田 志帆
東間 未来，田中 尚，相吉 翼，吉田 志

帆，千葉 史子，矢内 俊裕
学童期に発見された甲状腺奇形腫の1例 第58回日本小児血液・がん学会 東京 2016.12.15-17

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，益子 貴行，東間 未来

Double-J型尿管ステントの尿路内迷入および偏移をきたした3

例

第107回日本泌尿器科学会・茨城地方

会
つくば 2017.2.4

矢内 俊裕
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，益子 貴行，東間 未来
不全型Cantrell症候群に対する多段階手術 第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

東間 未来
田中 尚，相吉 翼，吉田 志帆，千葉 史

子，益子 貴行，矢内 俊裕

気切抜去困難に対する前後壁軟骨移植による喉頭気管形成術5

例の経験
第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

指宿 知子
松原 宗明, 阿部 正一, 加藤 愛章, 高橋 実

穂, 堀米 仁志, 平松 祐司

Jatene術後中期から遠隔期までの心エコー所見から見た大動

脈弁閉鎖不全発生要因
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6

松原 宗明
石井 知1, 加藤 愛2, 高橋 実穂, 堀米 仁志,

阿部 正一, 平松 祐司
小児開心術後の難治性感染症をいかに早期鎮静化すべきか？ 第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6



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, 石川 伸行, 村上 卓,

塩野 淳子, 松原 宗明, 平松 祐司, 堀米 仁

志

ファロー四徴症における右室流出路前面の形態について －右

室造影側面像からの検討-
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.6

塩野 淳子
 石川 伸行, 村上 1, 坂 有希2, 野間 美緒,

阿部 正一, 堀米 仁志
フォンタン手術適応疾患患者における心臓以外の手術 第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.7

野村 卓哉
山縣 和泉, 山本 裕子, 塩野 淳子, 坂 有希

子, 野間 美緒, 阿部 正一

開心術後患者に対する非侵襲的陽圧換気(NPPV)の導入と臨床

工学技士の役割
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.7

村上 卓
塩野 淳子, 石川 伸1, 阿部 正一, 野間 美

緒, 坂有 希子, 堀米 仁志

動脈管、主要体肺側副動脈の両者を伴わない肺動脈閉鎖兼心

室中隔欠損症、22q.11.2欠失の2例
第52回日本小児循環器学会 東京 2016.7.8

坂有希子 中嶋智美，阿部正一 術中診断された左上大静脈遺残左房還流の1例 第83回茨城心臓血管研究会 水戸 2016.9.10

中嶋智美 阿部正一，坂有希子 段階的手術を行ったtrisomy 18、両大血管右室起始の一例 第84回茨城心臓血管研究会 水戸 2017.2.11

吉澤あやさ 菊池麻衣子，東間未来 稲垣隆介 第44回日本小児神経外科学会 つくば 2016.6.23-24

宮坂洋子 室井愛
訪問看護ステーションとの連携により，在宅で終末期を迎え

ることができた脳幹部神経膠腫の1例
第44回日本小児神経外科学会 つくば 2016.6.23-25

青木恵里奈 平賀紀子
医療的ケアが必要な子どもの在宅移行支援～子どもの受容が

困難な母親の愛着形成を支援して～
第26回日本小児看護学会 大分 2016.7.23-24

平賀紀子 筑波大学医学医療系、古谷佳由理
成人移行期にある慢性疾患患者の ヘルスリテラシーに関する

実態調査
第26回日本小児看護学会 大分 2016.7.23-24



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

柴山ゆかり 山縣和泉
ICUにおける心臓血管外科術後管理の看護実践能力向上に向け

た取り組み～手術室を連携した研修体制の構築～

第52回日本小児循環器学会総会 学術

集会
東京 2016.7.7-8

吉澤涼子 高橋弥貴
心臓血管外科周術期における看護の質向上に向けた取り組み

～ICU看護師の手術室研修受け入れ～

第52回日本小児循環器学会総会 学術

集会
東京 2016.7.7-8

菊池麻衣子 吉澤あやさ，東間未来，稲垣隆介 第33回二分脊椎研究会 福岡 2016.7.16

堀越侑佳
武内良子，塙陽子，福地晶子，三村三千

代，猪野美穂

A病院NICU・GCUにおけるMRSA減少に向けた取り組み～グ

ループディスカッション形式の勉強会の効果～
第26回日本新生児看護学会学術集会 大阪 2016.12.2-3

高宮健一 辻本健，小村亮太，猪野直如，平賀紀子

化学療法を受ける思春期患者の精子採取に関する実態調査

Survey on sperm collection of adolescent patients

undergoing chemotherapy

第14回日本小児がん看護学会学術集

会
東京 2016.12.16-17

阿部美恵 萩谷承子，菊池麻衣子
小児終末期患者への音楽療法～ソングライティングが有用で

あった１症例～
平成28年度茨城県看護研究学会 茨城 2017.2.23

磯崎恵 横須賀智美，後藤彩香 胎児プライマリー制を導入して～現状報告と今後の課題～ 第23回日本胎児心臓病学会学術集会 東京 2017.3.3-4

布村仁亮 体外循環中に人工肺交換を必要とした小児開心術の一例 第26回日本臨床工学会 京都 2016.5.14-15

野村卓哉 臨床工学技士の大学院修士課程への進学ニーズ 第26回日本臨床工学会 京都 2016.5.14-15

連みな子
重症心身障害児の腹腔鏡下噴門形成術後肺合併症に対する

RTXの予防効果

平成28年度茨城県臨床工学技士会学

術集会
茨城 2016.6.5



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
山縣 和泉，山本 裕子，塩野 淳子，坂 有

希子，野間 美緒，阿部 正一

開心術後患者に対する非侵襲的陽圧換気(NPPV)の導入と臨床

工学技士の役割

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.7.6-8

布村仁亮 持続的間欠式吸引器(Push-To-Set TM: Ohio Medical, USA) の性能評価第38回日本呼吸療法医学会 愛知 2016.7.16-17

加藤かな江 毛利健，連利博 NST発足10年の活動と今後の課題 第43回日本小児栄養消化器肝臓学会 つくば 2016.9.18

加藤かな江 森山理恵，泉明香，岩淵敦 当院の肥満症に対する栄養指導に関する一考察 第43回日本小児栄養消化器肝臓学会 つくば 2016.9.18

横川忠一
野村卓哉，布村仁亮，坂有希子，野間美

緒，阿部正一

体外式心肺補助装置の脱血不良時に血液浄化用装置の返血圧

下限アラームが作動した1例
第42回日本体外循環技術医学会大会 東京 2016.10.22

布村仁亮 ニューモシスチス肺炎による呼吸不全に対してAPRVを導入した小児例
第24回日本小児集中治療ワーク

ショップ
東京 2016.11.5-6

加藤 啓輔

吉見 愛, 野村 卓哉, 中尾 朋平, 横川 忠一,

松島 悟, 福田 邦夫, 小林 千恵, 福島 敬,

小池 和俊, 土田 昌宏

小児造血器腫瘍における毒性軽減前処置を用いた血縁者間

HLA不適合/完全ハプロ造血細胞移植の後方視的解析

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15-17

布村仁亮
血液浄化中に高カリウム血症をきたし短時間で回路凝固を繰

り返したエルシニア感染症疑いの1症例
第44回日本集中治療医学会学術集会 北海道 2017.3.9-11

野村卓哉 布村仁亮, 横川忠一
メシル酸ナファモスタットによる高カリウム血症を疑い抗凝

固薬を変更した小児体外式心肺補助の1例
第44回日本集中治療医学会学術集会 北海道 2017.3.9-11



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

田中 竜太
第3回小児会のためのてんかん・脳波ステップアップ

セミナー
レクチャー講演 座長 つくば 2016.7.16

小林 千恵
第58回日本小児血液・がん学会学術集会／第14回日

本小児がん看護学会学術集会
ポスター11「患者と家族の支援」 座長 品川 2016.12.15

堀米 仁志 第119回日本小児科学会 査読委員 札幌 2016.5.13-15

堀米 仁志 第119回日本小児科学会 一般演題 口演「循環器5 不整脈」 座長 札幌 2016.5.13-15

堀米 仁志 第31回日本生体磁気学会大会
シンポジウム 2 (S2)

「心磁図計測を目指した新しい磁気センシング技
座長 金沢 2016.6.10

村上 卓 第112回茨城小児科学会
一般演題４（循環器・救急）

電気生理学・不整脈2
座長 つくば 2016.6.19

堀米 仁志 第52回日本小児循環器学会総会・学術集会 - 演題選考委員 東京 2016.7.6-8

堀米 仁志 第52回日本小児循環器学会総会・学術集会 シンポジウム4「最新の不整脈診断と治療」 座長 東京 2016.7.6-8

塩野 淳子 第52回日本小児循環器学会総会・学術集会
一般口演1-14（I-OR114）

電気生理学・不整脈2
座長 東京 2016.7.6-8

堀米 仁志 第63回日本不整脈心電学会学術大会 一般演題 小児 座長 札幌 2016.7.17

堀米 仁志 BIOMAG2016
シンポジウム

「Advanced Clinical Magnetocardiogram」

座長（シンポジウムオー

ガナイザー）
Seoul, Korea 2016.10.4

堀米 仁志 第25回日本小児心筋疾患学会 一般演題1「心筋炎、その他」 座長 東京 2016.10.8

堀米 仁志 第75回日本公衆衛生学会総会 ランチョンセミナー 座長 大阪 2016.10.27

堀米 仁志 第21回日本小児心電学会学術集会 セッション1（遺伝性不整脈1） 座長 名古屋 2016.11.18

堀米 仁志 第23回日本胎児心臓病学会学術集会 一般演題「里見賞『研究部門』候補演題」 座長 東京 2017.3.3

連 利博 第53回日本小児外科学会 特別企画2(小児外科医と国際協力) 座長 福岡 2016.5.24-26

矢内 俊裕 第53回日本小児外科学会 一般演題5(泌尿生殖器) 座長 福岡 2016.5.24-26



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

矢内 俊裕 第25回日本小児泌尿器科学会 学会賞候補演題(症例報告部門) 座長 京都 2016.6.28-30

矢内 俊裕 第36回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 一般演題7(泌尿生殖器) 座長 さいたま 2016.10.27-28

矢内 俊裕 第113回茨城小児科学会 一般演題(6) 座長 水戸 2016.11.13

矢内 俊裕 第30回日本泌尿器内視鏡学会
小児内視鏡・小児顕微鏡・小児腹腔鏡：陰嚢水腫

(小児腹腔鏡)
座長 大阪 2016.11.17-19

横川 忠一 平成28年度（一社）茨城県臨床工学技士会学術集会 一般演題 座長 水戸 2016.6.5

本元 強 第44回日本放射線技術学会秋季学術大会 画像CT画像評価 座長 大宮 2016.10.14

布村 仁亮 Kanto sepXiris seminar for clinical engineer 基調講演 座長 東京 2016.10.15

加藤 かな江 茨城県炎症性腸疾患ﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌセミナー 第二部事例紹介 座長 土浦 2017.1.19

布村 仁亮 第44回日本集中治療医学会学術集会 教育講演 講演 札幌 2017.3.10



講演・その他

演者 講演題名 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

須磨崎 亮 定期接種の始まったB型肝炎ワクチンについて
第37回 横須賀・三浦小児科医会 学術講演会および総

会
小児科医 横須賀 2017.3.17

田中 竜太
茨城県教育研修センター：平成28年度専門医による心の健康相

談事業 担当医師

田中 竜太
茨城県教育委員会（鹿行教育事務所）：平成28年度教育事務所

における医師による相談事業 担当医師

田中 竜太
茨城県立水戸特別支援学校：平成28年度特別支援教育専門化派

遣事業【計画派遣型】 担当医師

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター つくば 2016.6.25

小林 千恵 小児がん医療に携わる医師に対する緩和ケア講習会 ファシリテーター 浜松町 2016.7.9-10

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター 境 2016.7.23

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター 古河 2016.9.11

小林 千恵 小児がん医療に携わる医師に対する緩和ケア講習会 ファシリテーター 大阪 2016.9.17-18

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター 阿見 2016.9.24

小林 千恵 小児がんのこどもと家族に寄り添って がん患者・家族語らいの会（東京ビハーラ） 東京 2016.10.8

小林 千恵 小児白血病 過去・現在・未来 ※講演および個別相談会 小児慢性特定疾患受給者の家族,市町村・保健所保健師等 土浦 2016.10.28

圡田 昌宏 小児がん医療の現状と治癒後の生活の質について 第１回茨城県民公開講座 一般県民 県民文化センター 2016.11.5

圡田 昌宏
小児白血病治療の歴史とTCCSG 東京小児がん研究グループの

歩み
第113回茨城小児科学会 小児科医

茨城県立こども病

院
2016.11.13

小林 千恵 小児がん医療に携わる医師に対する緩和ケア講習会 ファシリテーター 秋葉原 2016.11.26-27

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター ひたちなか 2016.12.3

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター 笠間 2017.2.11

小林 千恵 小児がん医療に携わる医師に対する緩和ケア講習会 ファシリテーター 大阪 2017.2.25-26



講演・その他

演者 講演題名 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ファシリテーター つくば 2017.3.4

堀米 仁志
胎児期から小児期の徐脈性不整脈― 遺伝性不整脈と自己抗体関

連先天性房室ブロックの最近の話題 ―
第9回郡山セミナー 郡山 2016.4.23

堀米 仁志 QT延長症候群 第33回心臓病胎児診断症例報告会
神奈川

（遠隔配信あり）
2016.9.11

堀米 仁志 胎児心磁図による不整脈診断 第33回心臓病胎児診断症例報告会
神奈川

（遠隔配信あり）
2016.9.11

堀米 仁志 小児期突然死の原因となる遺伝性不整脈の最近の知見 第15回県央小児救急医療研究会 水戸 2016.9.12

堀米 仁志 β遮断薬の使い方 日本小児循環器学会 第8回教育セミナー
東京

（遠隔配信あり）
2016.10.16

塩野 淳子 こどもの心臓病の基本知識 長期療養児講演会 行方 2016.10.29

堀米 仁志
胎児新生児期から学童期に至る年齢に応じた遺伝性不整脈の特

徴と管理
第58回広島小児循環器研究会 広島 2016.11.5

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～ 日立市医師会学術講演会，茨城小児科医会学術講演会 日立 2016.11.22

堀米 仁志
臨床病態学VII（小児疾患）・小児の呼吸器疾患と治療・小児の

循環器疾患と治療
水戸看護福祉専門学校看護科1年生（43名）

水戸

（こども病院）
2016.12.6

堀米 仁志 胎児不整脈の診断と治療（徐脈） 第1回レベルII胎児心エコー講習会
東京

（遠隔配信あり）
2016.12.18

堀米 仁志 学校心臓健診で発見される遺伝性不整脈 第32回学校保健健診懇談会 名古屋 2017.1.14

堀米 仁志 QT延長症候群
第65回神奈川胎児エコー研究会

アドバンス講座
東京 2017.2.5

宮本 泰行 海外渡航のための予防接種 第45回茨城県小児科医会総会春の研修セミナー 小児科医 つくば 2016.5.22

宮本 泰行 海外渡航ワクチンについて 平成28年度茨城県予防接種センタ－研修会 市町村保健師 水戸 2016.6.20

新井 順一 NICU入院患者分析からみた帝王切開率の影響 水戸周産期懇話会 水戸 2016.11.20

新井 順一 NICUとその後の重症心身障害児の医療と看護 第８回茨城県重症心身障害児等支援従事者研修 水戸 2017.1.28

宮本 泰行 小児の予防接種－考え方と必要性－ 茨城県小児救急講習会 内科医・小児科医 つくば 2017.2.12



講演・その他

演者 講演題名 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

宮本 泰行 ワクチンで防げる病気、予防接種の考え方と必要性 生まれてくるこどものためのワクチンセミナー 市民 水戸 2017.3.4

本元 強
小児MRI検査の安全性を再考する−鎮静・プレパレーション・

小中高校生のお化粧事情—
第14回マルチモダリティシンポジウムVersus教育講演 診療放射線技師 仙台 2016.6.4

加藤 かな江 乳幼児の栄養管理 東京都栄養指導従事者 新宿 2016.8.4

加藤 かな江 腎臓病の食事療法～間食・外食の選び方とポイント ひたちなか・常陸大宮保健所管内腎疾患を抱える子供の保護者 常陸太田 2016.9.9

泉 明香 平成28年度新規採用栄養教諭研修講義 笠間 2016.10.27

森山 理恵 日立保健所管内栄養士研修会 日立 2017.1.13



医教・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

堀米 仁志，村上 卓 稲村 昇
ガイドラインに基づく胎児心エコーテキス

ト スクリーニング編
胎児徐脈 62-64 金芳堂 2016.7.15

堀米 仁志，他

監修：日本胎児心臓病学会

編集：日本胎児心臓病学

会・学術委員会（委員長：

堀米仁志）

胎児心臓病の診断と治療

アメリカ心臓協会（AHA)・科学的根拠に基

づく診療指針《和訳版と英語原板》、日本

小児循環器学会・胎児心エコー検査ガイド

ライン《日本語原板と英訳版》

- -
診断と治療社

（非売品）
2016.7.20

堀米 仁志 青沼 和隆 別冊・医学のあゆみ 不整脈を科学する

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―

5-12 医歯薬出版 2017.1.25

村上 卓，堀米 仁志 川瀧 元良 胎児心エコーのすべて 徐脈性不整脈 257-268
MEDICAL

VIEW
2017.2.1



医教・総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

高橋 実穂、堀米 仁志

【一歩進んだ胎児超音波検査-具体的な描出法/測定方

法を教えます-】 超音波ドプラ法 高心拍出性心不全

をきたす胎児疾患の超音波による動静脈血流の評価

周産期医学 46(5) 637-645 2016.05

堀米 仁志
【小児循環器治療の最前線-クスリとデバイス】 薬剤

の使いかたを知る β遮断薬の使いかた
小児科診療 79(7) 905-913 2016.07

加藤 愛章, 堀米 仁志 これだけは知っておきたい! 胎児心磁図 心電図 36(3) 212-215 2016.10

住友 直方, 石川 広己, 泉田 直己, 市田 蕗子, 岩

本 眞理, 笠巻 祐二, 久賀 圭祐, 土井 庄三郎, 中

西 敏雄, 馬場 礼三, 檜垣 高史, 堀米 仁志, 三谷

義英, 武者 春樹, 吉永 正夫, 阿部 勝己, 鮎沢 衛,

牛ノ濱 大也, 太田 邦雄, 加藤 愛章, 加藤 太一,

澤田 博文, 鉾碕 竜範, 葭葉 茂樹, 新 博次, 小川

俊一, 奥村 謙, 筒井 裕之, 長嶋 正實, 丹羽 公一

郎, 平山 篤志, 堀江 稔, 日本循環器学会, 日本小

児循環器学会, 一般社団法人日本循環器学会ガイ

ドライン委員会

日本循環器学会/日本小児循環器学会合同ガイドライ

ン 2016年版 学校心臓検診のガイドライン

循環器病ガイドラインシ

リーズ2016年度版
- i-80 2016.11



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, 石川 広己, 泉田 直己, 市田 蕗子, 岩

本 眞理, 笠巻 祐二, 久賀 圭祐, 土井 庄三郎, 中

西 敏雄, 馬場 礼三, 檜垣 高史, 堀米 仁志, 三谷

義英, 武者 春樹, 吉永 正夫, 阿部 勝己, 鮎沢 衛,

牛ノ濱 大也, 太田 邦雄, 加藤 愛章, 加藤 太一,

澤田 博文, 鉾碕 竜範, 葭葉 茂樹, 新 博次, 小川

俊一, 奥村 謙, 筒井 裕之, 長嶋 正實, 丹羽 公一

郎, 平山 篤志, 堀江 稔, 日本循環器学会, 日本小

児循環器学会, 一般社団法人日本循環器学会ガイ

ドライン委員会

日本循環器学会/日本小児循環器学会合同ガイドライ

ン【ダイジェスト版】 学校心臓検診のガイドライン

循環器病ガイドラインシ

リーズ2016年度版
- 81-148 2016.11



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 2016.03

Horigome H

Dilated Cardiomyopathy in Children With

Isolated Congenital Complete

Atrioventricular Block.

Circulation journal 80(5)
1110-

1112
2016.4

齊藤 博大, 泉 維昌, 堀米 仁志, 本山 景一, 福島

富士子, 土田 昌宏

フォローアップミルクにより高カルシウム血症、

腎石灰化症を呈したDown症候群の幼児

日本小児栄養消化器肝

臓学会雑誌
30(1) 14-19 2016.4

高橋実穂、堀米仁志、加藤愛章、野崎良寛、林

立申、中村昭宏、齋藤誠、濱田洋実、瓜田泰

久、須磨崎亮

胎児心エコー所見をもとに早期娩出し救命できた

ハイリスク仙尾部奇形腫の胎児例

日本小児循環器学会雑

誌
32(4) 328-334 2016.7

Sumitomo N, Horigome H, Miura M, Ono H,

Ueda H, Takigiku K, Yoshimoto J, Ohashi N,

Suzuki T, Sagawa K, Ushinohama H,

Takahashi K, Miyazaki A, Sakaguchi H,

Iwamoto M, Takamuro M, Tokunaga C,

Nagano T; Heartful Investigators.

Study design for control of HEART rate in

inFant and child tachyarrhythmia with heart

failure Using Landiolol (HEARTFUL): A

prospective, multicenter, uncontrolled clinical

trial.

J Cardiol. epub

Hirabayashi M, Yoshinaga M, Nomura Y,

Ushinohama H, Sato S, Tauchi N, Horigome

H, Takahashi H, Sumitomo N, Shiraishi H,

Nagashima M

Environmental risk factors for sudden infant

death syndrome in Japan.
Eur J Pediatr 175(12) 1921-6 2016.12

Ishikawa T, Ohno S, Murakami T, Yoshida

K, Mishima H, Fukuoka T, Kimoto H,

Sakamoto R, Ohkusa T, Aiba T, Nogami A,

Sumitomo N, Shimizu W, Yoshiura KI,

Horigome H, Horie M, Makita N

Sick sinus syndrome with HCN4 mutations

shows early onset and frequent association

with atrial fibrillation and left ventricular

noncompaction

Heart Rhythm 14(5) 717-724 2017.5

Masuda K, Ishizu T, Niwa K, Takechi F,

Tateno S, Horigome H, Aonuma K

Increased risk of thromboembolic events in

adult congenital heart disease patients with

atrial tachyarrhythmias

Int J Cardiol 234 69-75 2017.5



医教・論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Suzuki H, Fukushima H, Suzuki R, Hosaka S,

Yamaki Y, Kobayashi C, Sakai A, Imagawa

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

Tsuchida M, Kiyokawa N, Koike K, Noguchi

E, Fukushima T, Sumazaki R

Genotyping NUDT15 can predict the dose

reduction of 6-MP for children with acute

lymphoblastic leukemia especially at a

preschool age.

J Hum Genet 61(9) 797-801 2016.9

Nanishi E, Hoshina T, Takada H, Ishimura

M, Nishio H, Uehara T, Mizuno Y, Hasegawa

S, Ohga S, Nagao M, Igarashi M, Yajima S,

Kusumoto Y, Onishi N, Sasahara Y, Yasumi

T, Heike T, Hara T; PID-Infection Study

Group.

A nationwide survey of common viral

infections in childhood among patients with

primary immunodeficiency diseases.

J Infect. 73(4) 358-68 2016.10

Yoshimi A, Kato K, Hosaka S, Suzuki R,

Fukushima H, Nakao T, Kobayashi C,

Fukushima T, Koike K, Sumazaki R,

Tsuchida M

Haploidentical peripheral blood stem cell

transplantation without irradiation or

busulfan after reduced-intensity conditioning

for KMT2A(MLL)-rearranged infant B-cell

precursor acute lymphoblastic leukemia:

Report of two cases.

Pediatr Transplant 21(4) e12918 2017.6

Iwama K, Mizuguchi T, Takanashi JI,

Shibayama H, Shichiji M, Ito S, Oguni H,

Yamamoto T, Sekine A, Nagamine S, Ikeda

Y, Nishida H, Kumada S, Yoshida T, Awaya

T, Tanaka R, Chikuchi R, Niwa H, Oka YI,

Miyatake S, Nakashima M, Takata A, Miyake

N, Ito S, Saitsu H, Matsumoto N

Identification of novel SNORD118 mutations

in seven patients with leukoencephalopathy

with brain calcifications and cysts

Clin Genet epub

Masuda T, Ishii K, Seto Y, Hosoya T, Tanaka

R, Nakayama T, Iwasaki N, Shibata Y,

Tamaoka A

Long-term accumulation of diphenylarsinic

acid in the central nervous system of

cynomolgus monkeys

Arch Toxicol epub

Enokizono T, Nemoto K, Fujiwara J, Tanaka

R, Ohto T

Cyclic vomiting syndrome after acute

autonomic and sensory neuropathy
Pediatr Int 59(4) 2017.4



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Yoshihiro

Nozaki

Yoshiaki Kato, Lisheng Lin, Miho

Takahashi-Igari, Hitoshi Horigome

Combination Therapy of Flecainide and Nadolol in

Andersen Tawil Syndrome Type 1
Heart Rhythm 2016

San

Francisco,

USA

2016.5.4

吉永 正夫

青木 真智子、宮崎 あゆみ、堀米 仁志、伊

藤 善也、徳田 正邦 / 厚生労働省科学研究

費研究班

小学生のための肥満予防プロジェクト 第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.13

塙 淳美 石川 伸行、村上 卓、塩野 淳子、堀米 仁志
総肺静脈還流異常症を合併した心室中隔欠損を伴わない肺動脈

閉鎖症の一例
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.13

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
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.14

田中 竜太 河野 達夫、新井 順一、岩﨑 信明
早産児の脳室拡大と脳実質の嚢胞性病変および領域別容積との

関連性についての検討
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.14

山岡 祐衣
渡辺 章充、宮園 弥生、田中 竜太、田宮 菜

奈子、須磨崎 亮
茨城県における超重症児・準超重症児の医療利用状況について 第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.14

芹澤 陽菜

林 立申、山田 晶子、嶽下 洋平、佐藤 琢

郎、野崎 良寛、加藤 愛章、高橋 実穂、堀

米 仁志、須磨崎 亮

無症候性川崎病性冠動脈瘤内血栓に対して経静脈的血栓溶解療

法が有効であった1幼児例
第119回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.15



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

五藤 周

増本 幸二, 新開 統子, 瓜田 泰久, 高安 肇,

田中 秀明, 小林 千恵, 福島 敬, 須磨崎 亮,

水本 斉志, 櫻井 英幸

陽子線治療による放射線性腸炎予防のための腹腔鏡手術 第53回日本小児外科学会学術集会 福岡 2016.5.25

山本 俊至
森本 昌史、折居 建治、土井 宏、田中 竜

太、山下 博史
進行性大脳白質障害の遺伝子診断と疾患概念の確立 第58回日本小児神経学会学術集会 東京 2016.6.4

林 立申
堀米 仁志、加藤 愛章、稲葉 武、野崎 良

寛、高橋 実穂、川上 康、青沼 和隆
心磁図の臨床応用  ～胎児から成人まで～ 第31回日本生体磁気学会大会 金沢 2016.6.10

塩野 淳子 石川 伸行、村上 卓、河野 達夫、堀米 仁志 川崎病で頸部CTを施行した症例～後咽頭浮腫の所見を中心に～ 第35回関東川崎病研究会 東京 2016.6.11

長岡 広香

川島 夏希, 清水 真理, 風間 郁子, 入江 佳

子, 馬場 玲子, 百 賢二, 飯嶋 千裕, 小林 千

恵, 濱野 淳, 千葉 滋

造血幹細胞移植後アデノウイルス出血性膀胱炎による難治性疼

痛をきたした2例
第21回日本緩和医療学会学術大会 京都 2016.6.17-18

日向彩子

塩野淳子、石川伸行、村上 卓、塙 淳美、

鎌倉 妙、永藤元道、竹内秀輔、吾郷耕彦、

雪竹義也、新井順一、宮本泰行、堀米仁志

再発を繰り返した新生児心房粗動の1例 第112回茨城小児科学会 つくば 2016.6.19

林 立申
加藤 愛章、原 英輝、野崎 良寛、中村 昭

宏、高橋 実穂、堀米 仁志
内臓錯位症候群における不整脈の検討

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

松原 宗明
石井 知子、加藤 愛章、高橋 実穂、堀米 仁

志、阿部 正一、平松 祐司
小児開心術後の難治性感染症をいかに早期鎮静化すべきか？

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06

住友 直方
堀米 仁志、三浦 大、小野 博、鈴木 嗣敏、

佐川 浩一、牛ノ濱 大也

小児の頻脈性不整脈を対象としたランジオロールの前向き多施

設共同治験（HEARTFUL study）；小児の臨床試験立案の経験

から

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06

加藤 愛章
稲葉 武、林 立申、野崎 良寛、高橋 実穂、

中村 昭宏、堀米 仁志
心磁図を用いた不整脈診断－胎児から成人まで－

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06

吉永 正夫

牛ノ濱 大也、長嶋 正實、佐藤 誠一、畑 忠

善、堀米 仁志、田内 宣生、西原 栄起、市

田 蕗子、大野 聖子

1か月健診時の心電図記録による乳児突然死予防に関する研究
第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06

指宿 知子
松原 宗明、阿部 正一、加藤 愛章、高橋 実

穂、堀米 仁志、平松 祐司

Jatene術後中期から遠隔期までの心エコー所見から見た大動脈

弁閉鎖不全発生要因

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06

野間 美緒

坂 有希子、阿部 正一、石川 伸行、村上

卓、塩野 淳子、松原 宗明、平松 祐司、堀

米 仁志

ファロー四徴症における右室流出路前面の形態について －右室

造影側面像からの検討-

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06

野崎 良寛

加藤 愛章、城戸 崇裕、林 立申、中村 昭

宏、榎本 有希、高橋 実穂、松原 宗明、平

松 祐司、堀米 仁志

超音波横隔膜麻痺診断における膜筋厚変化率の有用性
第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.06



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

堀米 仁志 -
『学校心臓検診のガイドライン』の解説：先天性心疾患の管理

基準

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.07

塩野 淳子
石川 伸行、村上 卓、坂 有希子、野間 美

緒、阿部 正一、堀米 仁志
フォンタン手術適応疾患患者における心臓以外の手術

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.07

高橋 実穂
加藤 愛章、野崎 良寛、林 立申、中村 昭

宏、堀米 仁志

ハイリスク新生児における臍帯静脈アプローチによるバルーン

心房中隔裂開術（BAS）およびstatic BAS

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.07

石踊 巧
長谷川 誠、原 モナミ、鬼澤 裕太郎、齊藤

久子、今井 博則、加藤 愛章、堀米 仁志

気道感染症後に遷延する低酸素血症を契機に診断された左上大

静脈遺残左房開口の1歳女児

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.07

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－副作用報告（第2報）－

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.07

吉永 正夫

堀米 仁志、住友 直方、長嶋 正實、牛ノ濱

大也、田内 宣生、岩本 眞理、泉田 直己、

阿部 勝己、緒方 裕光、高橋 秀人

新しい「小児心電図の基準値」を用いた小児期肥大型心筋症の

心電図抽出基準に関する検討

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.08

村上 卓
塩野 淳子、石川 伸行、阿部 正一、野間 美

緒、坂 有希子、堀米 仁志

動脈管、主要体肺側副動脈の両者を伴わない肺動脈閉鎖兼心室

中隔欠損症、22q.11.2欠失の2例

第52回日本小児循環器学会総会・学

術集会
東京 2016.07.08



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Nozaki Y

Kato Y, Lin L, Uike K, Yamamura K,

Sekiguchi Y, Nogami A, Ohno S, Horie

M, Shimizu W, Aonuma K, Horigome H

Six Patients with Ryanodine Receptor type2 Mutation

Presenting with the Phenotype of both Catecholaminergic

Polymorphic Ventricular Tachycardia and Left Ventricular

Noncompaction

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.15

Horigome

H

Ishikawa Y, Sumitomo N, Yoshinaga M,

Lin L, Kato Y, Ohno S, Horie M,

Nagashima M

Independent component analysis and principal component

analysis of T-U wave complex in Andersen-Tawil syndrome
第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.17

Yoshinaga

M

Ushinohama H, Nagashima M, Sato S,

Hata T, Horigome H, Tauchi N,

Nishihara E, Ichida F, Ohno S,

Sumitomo N, Iwamoto M, Ogata H,

Takahashi H, Horie M, Naoaki Makita N

Electrocardiographic（ECG）screening of 1-month-old

infants for identifying prolonged QT intervals to prevent

sudden infant death

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.17

kato Y Horigome H, et al.

Diagnosis of Fetal Arrhythmia Using

Magnetocardiography：Single-Center Experience of 864

Cases

第63回日本不整脈心電学会学術集会 札幌 2016.7.17

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、竹田津 未生、

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

児不整脈治療班

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 副作用報告(第2報)

第52回日本周産期・新生児医学会学

術集会
富山 2016.7.16

Horigome

H
- 2nd Munich Symposium on Fetal Cardiology

Clinical characteristics and

genetic background of congenital

Long-QT syndrome diagnosed

pre- and postnatally

Munich,

Germany
2016.7.23

Yoshinaga

M

Ushinohama H, Nagashima M, Sato S,

Hata T, Horigome H, Tauchi N,

Nishihara E, Ichida F, Ohno S,

Sumitomo N, Iwamoto M

Electrocardiographic (ECG) screening of 1-month-old

infants for identifying prolonged QT intervals to prevent

sudden infant death

ESC CONGRESS 2016
ローマ、イタ

リア
2016.08.27



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

Yoshinaga

M

Ogata H, Aoki M, Ito Y, Hamajima T,

Miyazaki A, Tokuda M, Lin L, Horigome

H, Takahashi H, Nagashima M

Efficacy of walking as a lifestyle modification approach for

childhood obesity. A randomized controlled trial.
ESC CONGRESS 2016

ローマ、イタ

リア
2016.08.28

池邉 記士

福島 富士子、田中 竜太、肥田 浩佳、塚越

隆司、鈴木 竜太郎、本山 景一、河野 達

夫、泉 維昌、中島 一郎、金子 仁彦、高橋

利幸

大脳皮質病変を認めた抗MOG抗体陽性視神経脊髄炎の1例 第65回日本小児神経学会関東地方会 千葉 2016.9.24

林 立申

高橋 実穂、石川 伸行、野崎 良寛、加藤 愛

章、野間 美緒、松原 宗明、平松 祐司、堀

米 仁志

中隔心筋切除術、DDDペーシングを施行した乳児期発症の閉塞

性肥大型心筋症（HOCM）の長期予後
第25回日本小児心筋疾患学会 東京 2016.10.8

塩野淳子 林 立申、村上 卓、堀米仁志 β遮断薬の種類を変更した拡張型心筋症症例 第25回日本小児心筋疾患学会 東京 2016.10.8

榎園 崇
増田 洋平、室井 愛、田中 竜太、田中 磨

衣、大戸 達之
茨城県の県北県央・県南西部における小児てんかん外科の現状 第50回日本てんかん学会学術集会 静岡 2016.10.8

吉見 愛
加藤 啓輔、松島 悟、中尾 朋平、小林 千

恵、福田 邦夫、小池 和俊、土田 昌宏

Predictive biomarkers of TMA after haploidentical stem cell

transplantation（ハプロ一致幹細胞移植後のTMAに関する予測

的バイオマーカー）

第78回日本血液学会学術集会 横浜 2016.10.14

室井 愛
山本 哲哉、木野 弘善、鈴木 涼子、小林 千

恵、松村 明
社会的・倫理的対応に苦慮した髄芽腫の一例 第34回日本こども病院神経外科医会 札幌 2016.11.5



医教・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
林 立申、淵野玲奈、塩野淳子、堀米仁志、

木村仁美、中村佳子、藤木 豊

上心臓型総肺静脈還流異常を合併した右側相同、肺動脈閉鎖の

症例
第34回心臓病胎児診断症例報告会 神奈川 2016.11.13

福島 紘子

鈴木 涼子、穂坂 翔、八牧 愉二、小林 千

恵、新開 統子、増本 幸二、室井 愛、山本

哲哉、中尾 朋平、大城 佳子、水本 斉志、

櫻井 英幸、福島 敬、須磨崎 亮

陽子線治療を利用した集学的治療後の中枢神経障害は限定的で

あった(Limited central nervous system damage after

multimodal treatment with Proton Beam Therapy)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

中尾 朋平

福島 敬、福島 紘子、鈴木 涼子、穂坂 翔、

八牧 愉二、小林 千恵、新開 統子、増本 幸

二、水本 斉志、須磨崎 亮、櫻井 英幸

Ewing肉腫に対して陽子線を用いた放射線治療併用化学療法を

安全に実施できた(Proton beam therapy was utilized during

intensive multidisciplinary approach for Ewing sarcoma

without an increase of adverse events)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

福島 紘子

鈴木 涼子、穂坂 翔、八牧 愉二、小林 千

恵、日高 響子、對馬 依子、新開 統子、増

本 幸二、室井 愛、山本 哲哉、中尾 朋平、

大城 佳子、水本 斉志、櫻井 英幸、福島

敬、須磨崎 亮

陽子線治療を利用し集学的治療を受けた頭頸部がん患者のQOL

は一般と同程度以上であった(QOL status after multimodal

treatment with Proton Beam Therapy to the Head and

Neck was as good as normal population)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

加藤 啓輔

吉見 愛、野村 卓哉、中尾 朋平、横川 忠

一、松島 悟、福田 邦夫、小林 千恵、福島

敬、小池 和俊、土田 昌宏

小児造血器腫瘍における毒性軽減前処置を用いた血縁者間HLA

不適合/完全ハプロ造血細胞移植の後方視的解析(Related

mismatched/haploidentical HSCT with reduced toxicity

conditioning against childhood hematologic malignancy)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

加藤 啓輔
吉見 愛、松島 悟、中尾 朋平、小林 千恵、

福田 邦夫、福島 敬、小池 和俊、土田 昌宏

小児急性リンパ性白血病再発症例のゲノム解析(Massive

parallel sequencing analysis of recurrent childhood acute

lymphoblastic leukemia)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.15

松島 悟
吉見 愛、福田 邦夫、中尾 朋平、小林 千

恵、加藤 啓輔、小池 和俊、圡田 昌宏

リンパ性急性転化で発症した慢性骨髄性白血病の2例(Two

cases with chronic myeloid leukemia who presented with

lymphoid blastic crisis at diagnosis)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.16



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

奥脇 一

鈴木 涼子、福島 敬、穂坂 翔、福島 紘子、

八牧 愉二、小林 千恵、中尾 朋平、増本 幸

二、大城 佳子、水本 斉志、櫻井 英幸、須

磨崎 亮

横紋筋肉腫に対する陽子線を用いた集学的治療を安全に実施で

きた(Intensive multidisciplinary therapy with Proton Beam

Therapy for rhabdomyosarcoma was conducted safely)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

吉見 愛
加藤 啓輔、松島 悟、福田 邦夫、小林 千

恵、小池 和俊、土田 昌宏

ハプロ移植後の重症な出血性膀胱炎の発症因子について(The

risk factors of severe hemorrhagic cystitis after

haploidential stem cell transplantation for children)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

福田 邦夫
松島 悟、吉見 愛、小林 千恵、加藤 啓輔、

小池 和俊、土田 昌宏
心臓内に到達する腫瘍栓を有した肝胎児性肉腫の一例

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

日高 響子

福島 紘子、對馬 依子、穂坂 翔、鈴木 涼

子、八牧 愉二、小林 千恵、清谷 知賀子、

新開 統子、増本 幸二、室井 愛、山本 哲

哉、中尾 朋平、水本 斉志、櫻井 英幸、福

島 敬、須磨崎 亮

陽子線治療後の小児がん経験者の認知機能についての検討

(Cognitive function of the childhood cancer survivor after

the proton beam therapy)

第58回日本小児血液・がん学会学術

集会
東京 2016.12.17

Horigome

H
-

Utility of magnetocardiography for the diagnosis of fetal

arrhythmias

4th international Bangkok fetal

echocardiography symposium

バンコク、タ

イ
2017.1.10

Horigome

H
-

Diagnosis and treatment of fetal and neonatal long QT

syndrome

4th international Bangkok fetal

echocardiography symposium

バンコク、タ

イ
2017.1.10

Horigome

H
-

Diagnosis and treatment of fetal brady- and

tachyarrhythmias

4th international Bangkok fetal

echocardiography symposium

バンコク、タ

イ
2017.1.10



医教・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

山田 優

石津 智子、野崎 良寛、加藤 愛章、高橋 実

穂、堀米 仁志、野間 美緒、松原 宗明、平

松 裕司、青沼 和隆

Fontan術後の無脾症、右室型単心室不全に対する心臓再同期療

法導入の検討

第19回日本成人先天性心疾患学会総

会・学術集会
三重 2017.1.14

大内 香里
加藤 愛章、野崎 良寛、石川 伸行、林 立

申、高橋 実穂、堀米 仁志

Treprostinil持続皮下注療法を導入した特発性肺動脈性肺高血圧

の男児例
第23回日本小児肺循環研究会 東京 2017.2.4

加藤 啓輔

出澤 洋人、淵野 玲奈、松島 悟、吉見 愛、

廣木 遥、福田 邦夫、小林 千恵、小池 和

俊、福島 紘子、中尾 朋平、福島 敬、土田

昌宏

前処置軽減ハプロ移植とNK-DLIが奏功した予後不良の造血器腫

瘍の2 例
第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

穂坂 翔

城戸 崇裕、鬼澤 裕太郎、酒井 愛子、鈴木

涼子、八牧 愉二、福島 紘子、中尾 朋平、

小林 千恵、増本 幸二、福島 敬

保育園／学校での検尿をきっかけに診断された悪性腎腫瘍の3例 第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

出澤 洋人

淵野 玲奈、松島 悟、吉見 愛、廣木 遥、福

田 邦夫、小林 千恵、加藤 啓補、小池 和

俊、土田 昌宏、中尾 朋平、星川 欣明

出血傾向で発症したループスアンチコアグラント陽性低プロト

ロンビン血症の1例
第114回茨城小児科学会 取手 2017.2.26

村上 卓
堀米仁志、塩野淳子、林 立申、竹内秀輔、

藤木 豊

心室中隔欠損を介した特殊なcircular shuntが示唆された

Ebstein奇形の胎児診断例
第23回日本胎児心臓病学会 東京 2017.3.3

池邉 記士
福島 富士子、塙 淳美、京戸 玲子、田中 竜

太、河野 達夫、泉 維昌、高橋 幸利
初期のMRIが正常ながら重篤な経過を辿った急性小脳炎の1例 第66回日本小児神経学会関東地方会 東京 2017.3.25



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119回日本小児科学会 一般演題 口演「循環器5 不整脈」 座長 札幌 2016.5.13

堀米 仁志 第119回日本小児科学会 - 査読委員 札幌
2016.5.13-

15

堀米 仁志 第31回日本生体磁気学会大会
シンポジウム 2 (S2)

「心磁図計測を目指した新しい磁気センシング技術」
座長 金沢 2016.6.10

堀米 仁志
第52回日本小児循環器学会総会・学術集

会
- 演題選考委員 東京 2016.7.6-8

堀米 仁志
第52回日本小児循環器学会総会・学術集

会
シンポジウム4「最新の不整脈診断と治療」 座長 東京 2016.7.6

堀米 仁志 第63回日本不整脈心電学会学術大会 一般演題 小児 座長 札幌 2016.7.17

堀米 仁志 BIOMAG2016
シンポジウム

「Advanced Clinical Magnetocardiogram」

座長（シンポジウム

オーガナイザー）
Seoul, Korea 2016.10.4

堀米 仁志 第25回日本小児心筋疾患学会 一般演題1「心筋炎、その他」 座長 東京 2016.10.8

堀米 仁志 第75回日本公衆衛生学会総会 ランチョンセミナー 座長 大阪 2016.10.27

堀米 仁志 第21回日本小児心電学会学術集会 セッション1（遺伝性不整脈1） 座長 名古屋 2016.11.18

堀米 仁志 第23回日本胎児心臓病学会学術集会 一般演題「里見賞『研究部門』候補演題」 座長 東京 2017.3.3

小林 千恵
第58回日本小児血液・がん学会学術集会

／第14回日本小児がん看護学会学術集会
ポスター11「患者と家族の支援」 座長 品川 2016.12.15

田中 竜太
第3回小児会のためのてんかん・脳波ス

テップアップセミナー
レクチャー講演 座長 つくば 2016.7.16



医教・講演その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

堀米 仁志
胎児期から小児期の徐脈性不整脈

― 遺伝性不整脈と自己抗体関連先天性房室ブロックの最近の話題 ―
第9回郡山セミナー 郡山 2016.4.23

堀米 仁志 QT延長症候群 第33回心臓病胎児診断症例報告会
神奈川

（遠隔配信あり）
2016.9.11

堀米 仁志 胎児心磁図による不整脈診断 第33回心臓病胎児診断症例報告会
神奈川

（遠隔配信あり）
2016.9.11

堀米 仁志 小児期突然死の原因となる遺伝性不整脈の最近の知見 第15回県央小児救急医療研究会 水戸 2016.9.12

堀米 仁志 β遮断薬の使い方 日本小児循環器学会 第8回教育セミナー
東京

（遠隔配信あり）
2016.10.16

堀米 仁志
胎児新生児期から学童期に至る

年齢に応じた遺伝性不整脈の特徴と管理
第58回広島小児循環器研究会 広島 2016.11.5

堀米 仁志 胎児不整脈の診断と治療（徐脈） 第1回レベルII胎児心エコー講習会
東京

（遠隔配信あり）
2016.12.18

堀米 仁志 学校心臓健診で発見される遺伝性不整脈 第32回学校保健健診懇談会 名古屋 2017.1.14

堀米 仁志 QT延長症候群
第65回神奈川胎児エコー研究会

アドバンス講座
東京 2017.2.5

堀米 仁志

臨床病態学VII（小児疾患）

・小児の呼吸器疾患と治療

・小児の循環器疾患と治療

水戸看護福祉専門学校看護科1年生（43名）
水戸

（こども病院）
2016.12.6

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 つくば 2016.6.25

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 境町 2016.7.23

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 古河 2016.9.11

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 阿見 2016.9.24



医教・講演その他

演者 講演題名 対象 開催地 年月

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 ひたちなか 2016.12.3

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 笠間 2017.2.11

小林 千恵 ファシリテーター 茨城県緩和ケア研修会 つくば 2017.3.4

小林 千恵 ファシリテーター
小児がん医療に携わる医師に対する

緩和ケア講習会
浜松町 2016.7.9-10

小林 千恵 ファシリテーター
小児がん医療に携わる医師に対する

緩和ケア講習会
大阪 2016.9.17-18

小林 千恵 ファシリテーター
小児がん医療に携わる医師に対する

緩和ケア講習会
秋葉原 2016.11.26-27

小林 千恵 ファシリテーター
小児がん医療に携わる医師に対する

緩和ケア講習会
大阪 2017.2.25-26

小林 千恵 小児がんのこどもと家族に寄り添って
がん患者・家族語らいの会

（東京ビハーラ）
東京 2016.10.8

小林 千恵 小児白血病 過去・現在・未来 ※講演および個別相談会
小児慢性特定疾患受給者の家族

,市町村・保健所保健師等
土浦 2016.10.28



医教・出演

出演者 媒体 対象 番組 年月

田中竜太
茨城県教育研修センター：平成28年度専門医に

よる心の健康相談事業 担当医師

田中竜太

茨城県教育委員会（鹿行教育事務所）：平成28

年度教育事務所における医師による相談事業

担当医師

田中竜太

茨城県立水戸特別支援学校：平成28年度特別支

援教育専門化派遣事業【計画派遣型】 担当医

師


