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著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

矢内 俊裕, 東間 未来, 益子 貴行 【総排泄腔遺残症の手術】腸管を利用した腟形成術と膀胱拡大術 小児外科 51巻9号 871-875 2019.09

矢内 俊裕, 東間 未来, 益子 貴行
【ピーンチ!私はこうして切り抜けた】先天性胆道拡張症　腹腔鏡手術中
に膵内胆管が引き抜けた

小児外科 51巻10号 1015-1019 2019.10

岩井 潤、矢内 俊裕
秋季シンポジウム記録：第34回日本小児外科学会秋季シンポジウム：シン
ポジウム3総排泄腔外反

日本小児外科学会誌 55巻5号 916-917 2019.10

稲垣 隆介 【境界領域の診療】脳神経外科疾患　二分脊椎症 小児内科 51巻10号 1571-1574 2019.10

塚越 祐太
【子どもの運動器障害-学校検診から日常診療まで】徴候・症状別の診察
から診断まで　関節弛緩

整形外科 70巻6号 565-568 2019.05

武井 千惠子

【平常時とアウトブレイク時の対応ができる!院内エリア&部門別"はじめ
てさん"の感染対策レクチャーブック】(第2章)視点を理解しよう!エリア/
部門別　平常時とアウトブレイク発生時のポイント　共通エリア　病棟
ポータブル検査(X線・心電図・超音波)

INFECTION CONTROL
2019夏季増

刊
107-111 2019.08

平賀 紀子
【子どもを自然災害から守るための備え】病院での備え　小児専門病院で
の災害の備えの実際と課題

小児看護 42巻12号 1518-1522 2019.11



著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

札 保廣
【最新MRIの個性的運用と経営・運営効果】最新MRI導入の臨床・経営的貢
献　小児専門病院での高磁場MRIの導入を臨床・運用・経営支援面から説
く

新医療 46巻6号 48-51 2019.06

本元 強, 河野 達夫, 日木 あゆみ 診断につながるやさしい小児検査(第1回) やさしい小児MRI検査 Rad Fan 17巻9号 95-97 2019.07

本元 強 診療放射線技師のためのディープラーニングの基礎知識
日本放射線技術学会

関東支部雑誌
第22号 21-22 2019.7

本元 強, 河野 達夫, 日木 あゆみ 診断につながるやさしい小児検査(第2回) やさしい小児CT検査 Rad Fan 17巻10号 101-104 2019.08

本元 強, 河野 達夫, 日木 あゆみ
診断につながるやさしい小児検査(第3回) やさしい小児一般撮影(単純X線
撮影)検査

Rad Fan 17巻11号 70-73 2019.09

本元 強, 河野 達夫, 日木 あゆみ
診断につながるやさしい小児検査(第4回) やさしいMRI・CT検査技術　造
影鎮静検査編

Rad Fan 17巻13号 92-96 2019.10

本元 強 畳み込みニューラルネットワークによる胸部画像抽出処理
日本放射線技術学会
画像部会画像通信

83号 18-23 2019.10

本元 強, 河野 達夫, 日木 あゆみ
診断につながるやさしい小児検査(第5回) やさしいMRI・CT検査技術　新
生児の検査編

Rad Fan 17巻15号 76-79 2019.11



著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

本元 強, 河野 達夫, 日木 あゆみ 診断につながるやさしい小児検査(第6回) 小児の画像検査総論 Rad Fan 18巻1号 70-72 2019.12



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

星野 雄介, 新井 順一, 雪竹 義也, 金井 雄, 鎌倉 妙 新生児の気胸に対する肺超音波検査の有用性
日本小児科学会雑

誌
123巻7号 1112-1116 2019.07

新井 順一(茨城県立こども病院 新生児科), 宮園 弥生
茨城県のRSウイルス流行パターンの検討とパリビズマブ投
与指針の作成

茨城県立病院医学
雑誌

36巻1号 35-40 2019.10

Yusuke Hoshino, Junichi Arai
Unusual Course of Scimitar Syndrome Preceded by Lung
Hypoplasia

Case Reports in
Pediatrics

2019 8927243 2019.11

Yusuke Hoshino, Junichi Arai
Diaphragm Ultrasound Examination for Congenital
Diaphragmatic Eventration in Two Premature Neonates

BMJ Case Reports 13(2) e232813 2020.02

Syusuke Takeuchi, Junichi Arai, Motomichi Nagafuji,
Ayako Hinata, Tae Kamakura, Yusuke Hoshino, Yoshiya
Yukitake

Ultrasonographic Confirmation of Endotracheal
Intubation in Extremely Low Birthweigh Infants -
Secondary Publication

Pediatrics
International

62(2) 175-179 2020.02

Ohki K, Kiyokawa N, Saito Y, Hirabayashi S, Nakabayashi
K, Ichikawa H, Momozawa Y, Okamura K, Yoshimi A, Ogata-
Kawata H, Sakamoto H, Kato M, Fukushima K, Hasegawa D,
Fukushima H, Imai M, Kajiwara R, Koike T, Komori I,
Matsui A, Mori M, Moriwaki K, Noguchi Y, Park MJ, Ueda
T, Yamamoto S, Matsuda K, Yoshida T, Matsumoto K, Hata
K, Kubo M, Matsubara Y, Takahashi H, Fukushima T,
Hayashi Y, Koh K, Manabe A, Ohara A; Tokyo Children’s
Cancer Study Group (TCCSG).

Clinical and molecular characteristics of MEF2D
fusion-positive B-cell precursor acute lymphoblastic
leukemia in childhood, including a novel
translocation resulting in MEF2D-HNRNPH1 gene
fusion.

Haematologica 104(1) 128-137 2019.01

Hosaka S, Kobayashi C, Saito H, Imai-Saito A, Suzuki R,
Iwabuchi A, Kato Y, Jimbo T, Watanabe N, Onodera M,
Imadome K, Masumoto K, Nanmoku T, Fukushima T, Kosaki
K, Sumazaki R, Takada H

Establishment of immunity against Epstein‐Barr
virus infection in a patient with CHARGE/complete
DiGeorge syndrome after peripheral blood lymphocyte
transfusion

Pediatric
Transplantation

23(4) e13424 2019.06



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Umeda K, Yabe H, Kato K, Imai K, Kobayashi M, Takahashi Y, Yoshida N, Sato M, Sasahara Y, Kato K, Adachi S, Koga Y, Okada K, Inoue M, Hashii Y, Atsuta Y, Morio T; Inherited Disease Working Group of the Japan Society for Hematopoietic Cell Transplantation.

Impact of low-dose irradiation and in vivo T-cell
depletion on hematopoietic stem cell transplantation
for non-malignant diseases using fludarabine-based
reduced-intensity conditioning.

Bone Marrow
Transplant

54(8) 1227-1236 2019.08

Hiroki H, Yoshimi A, Kato K, Yanai T, Koike K.
Primary Cutaneous Diffuse Large B-Cell Lymphoma With
KMT2A-MLLT3: An Infantile Case Study.

Journal of
pediatric

hematology/oncol
ogy

41(8) 657-658 2019.11

Murakami T ,Lin L, Ishiodori T, Takeuchi S, Shiono J,
Horigome H.

Prenatal diagnosis of congenital absence of aortic
valve associated with restrictive foramen ovale:
Hemodynamic features and clinical outcome.

J Clin
Ultrasound

47(2) 104-106 2019.02

Serizawa Haruna，Lin Lisheng, Sato Takuro, Takahashi-
Igari Miho, Kato Yoshiaki

Low-dose i.v. urokinase for coronary thrombosis in
Kawasaki disease.

Pediatrics
international

61(3) 302-303 2019.03

Yoshida K, Baba M, Hasebe H, Shinoda Y, Harunari T,
Ebine M, Uehara Y, Watabe H, Takeyasu N, Horigome H,
Nogami A, Ieda M

Structural relation between the superior vena cava
and pulmonary veins in patients with atrial
fibrillation

Heart and
Vessels

34(12) 2052-2058 2019.05

石川 伸行，堀米 仁志，村上 卓，高橋 実穂，野崎 良寛，林
立申，塩野 淳子，平松 祐司，柳沢 裕美

左単一冠動脈の拡張を伴い，SHOC2遺伝子異常が 認められ
たNoonan症候群の1例

日本小児循環器学
会誌

35(2) 127-131 2019.05

Okuwaki H, Kato Y, Lin L, Nozaki Y, Takahashi‐Igari M,
Horigome H

Mexiletine infusion challenge test for neonatal long
QT syndrome with 2:1 atrioventricular block

Journal of
Arrhythmia

35(4) 685-688 2019.06

Aita S, Ogata K, Yoshida K, Inaba T, Kosuge H, Machino
T, Tsumagari Y, Hattori A, Ito Y, Komatsu Y, Sekihara
K, Horigome H, Aonuma K, Nogami A, Kandori A, Ieda M

Noninvasive Mapping of Premature Ventricular
Contractions by Merging Magnetocardiography and
Computed Tomography

JACC. Clinical
electrophysiolog

y
5(10) 1144-1157 2019.07



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Miyoshi T, Maeno Y, Hamasaki T, Inamura N, Yasukochi S,
Kawataki M, Horigome H, Yoda H, Taketazu M, Nii M,
Hagiwara A, Kato H, Shimizu W, Shiraishi I, Sakaguchi
H, Ueda K, Katsuragi S, Yamamoto H, Sago H, Ikeda T;
Japan Fetal Arrhythmia Group

Antenatal Therapy for Fetal Supraventricular
Tachyarrhythmias: Multicenter Trial

Journal of the
American College
of Cardiology

74(7) 874-885 2019.08

神﨑 美玲、松田 諭、塩野 淳子
乳児の尾骨部に単発性の紅色結節として生じた伝染性軟属
腫の1例

皮膚科の臨床 61(9) 1348-1349 2019.08

Cuneo BF, Kaizer AM, Ann Clur S, Swan H, Herberg U,
Winbo A, Rydberg A, Haugaa K, Etheridge S, Ackerman MJ,
Dagradi F, Killen SAS, Waker-Gussmann A, Benson DW,
Wilde AAM, Pan Z, Lam A, Spazzolini C, Horigome H,
Schwartz PJ; Fetal LQTS Consortium

Mothers with long QT syndrome are at increased risk
for fetal death: Findings from a multicenter
international study

American Journal
of Obstetrics
and Gynecology

222(3)
263.e1-
263.e11

2019.09

Nakazawa N, Ishizu T, Seo Y, Kawamatsu N, Sato K,
Yamamoto M, Machino-Ohtsuka T, Horigome H, Hiramatsu Y,
Ieda M, Kawakami Y

The impact of right bundle branch block on right
ventricular size and function assessed by three-
dimensional speckle-tracking echocardiography

Heart and
Vessels

35(4) 576-585 2019.10

Horigome H, Ishikawa Y, Kokubun N, Yoshinaga M,
Sumitomo N, Lin L, Kato Y, Tanabe-Kameda Y, Ohno S,
Nagashima M, Horie M

Multivariate analysis of TU wave complex on
electrocardiogram in Andersen-Tawil syndrome with
KCNJ2 mutations

Annals of
noninvasive

electrocardiolog
y

e12721 2019.11

Sugiyama K，Horigome H，Lin L，Murakami T，Shiono J，
Yamashiro Y，Matsuura H，Yoda H  & Yanagisawa H

Novel ELN mutation in a Japanese family with a
severe form of supravalvular aortic stenosis. 

Molecular
genetics &

genomic medicine
7(11) e986 2019.11

Nozaki Y, Kato Y, Uike K, Yamamura K, Kikuchi M, Yasuda
M, Ohno S, Horie M, Murayama T, Kurebayashi N, Horigome
H

Co-Phenotype of Left Ventricular Non-Compaction
Cardiomyopathy and Atypical Catecholaminergic
Polymorphic Ventricular Tachycardia in Association
With R169Q, a Ryanodine Receptor Type 2 Missense
Mutation

Circulation
Journal

84(2) 226-234 2019.12

Hirono K, Miyao N, Yoshinaga M, Nishihara E, Yasuda K,
Tateno S, Ayusawa M, Sumitomo N, Horigome H, Iwamoto M,
Takahashi H, Sato S, Kogaki S, Ohno S, Hata T, Hazeki
D, Izumida N, Nagashima M, Ohta K, Tauchi N, Ushinohama
H, Doi S, Ichida F; Study group on childhood
cardiomyopathy in Japan

A significance of school screening electrocardiogram
in the patients with ventricular noncompaction

Heart and
Vessels

35(7) 985-995 2020.03



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

齊藤 綾子、泉 維昌、鈴木 竜太郎、塚越 隆司、林 立申、塩
野 淳子、堀米 仁志、稲垣 隆介、濱田 陸、幡谷 浩史、緒方
謙太郎、森貞 直哉、野津 寛大、飯島 一誠、須磨崎 亮

急性心不全を契機に発見された頭蓋外胚葉異形成（CED）
の姉妹例

日本小児腎臓病学
会雑誌

33(1) 43-50 2020.03

田中 磨衣、大戸 達之、榎園 崇、田中 竜太、高田 英俊 福山型先天性筋ジストロフィーの小児臨床像
日本小児科学会雑

誌
123(7) 1178-1182 2019.7

Okumura A, Shimojima K, Kurahashi H, Numoto S, Shimada
S, Ishii A, Ohmori I, Takahashi S, Awaya T, Kubota T,
Sakakibara T, Ishihara N, Hattori A, Torisu H, Tohyama
J, Inoue T, Haibara A, Nishida T, Yuhara Y, Miya K,
Tanaka R, Hirose S, Yamamoto T

PRRT2 mutations in Japanese patients with benign
infantile epilepsy and paroxysmal kinesigenic
dyskinesia

Seizure 71 1-5 2019.10

出澤 洋人、本山 景一、田中 竜太、鈴木 竜太郎、福島 富士
子、岩崎 信明、小林 千恵、泉 維昌

非侵襲的陽圧換気療法を導入した脊髄性筋萎縮症1型の2例
日本小児科学会雑

誌
123(11) 1660-1665 2019.11

池邉 記士、塙 淳美、田中 竜太、福島 富士子、京戸 玲子、
河野 達夫、高橋 幸利、泉 維昌

小脳腫脹が急速に進行し救命できなかった急性小脳炎
日本小児科学会雑

誌
123(12) 1793-1799 2019.12

神崎 美玲、塚田 裕伍、京戸 玲子、泉 維昌、田中 竜太 13トリソミー症候群の乳児に多発した稗粒腫の1例 皮膚科の臨床 62(1) 74-78 2020.01

Hirano T, Nagasaki-Maeoka E, Ishizuka Y, Takatori A,
Watanabe Y, Hoshi R, Yoshizawa S, Kawashima H, Uekusa
S, Sugito K, Uehara S, Fukuda N, Nagase H, Takayama T,
Soma M, Koshinaga T, Fujiwara K

Forced expression of NR4A3 induced the
differentiation of human neuroblastoma-derived NB1
cells

Medical Oncology 36(8) 66 2019

Mikami T, Sueyoshi R, Kosaka S, Yoshida S, Miyano G,
Ochi T, Koga H, Okazaki T, Yanai T, Urao M, Lane G,
Jimbo K, Suzuki K, Kuwatsuru R, Shimizu T, Yamataka A

Perforation in pediatric non‑complicated
appendicitis treated by antibiotics: the real
incidence.

Pediatric
surgery

international
 36(1） 69-74 2020



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

村井 健美、松井 基浩、東間 未来、小森 広嗣、湯坐 有希、
堀越 裕歩

繰り返す重症感染症のため臍帯血移植で治療した慢性肉芽
腫症の1例

小児科臨床 72(9) 1403-1407 2019

Tamura G, Ogiwara H, Morota N
Characteristics of Recurrent Congenital Sinus
Pericranii: Case Report and Review of the
Literature.

Pediatric
neurosurgery

54(4) 265-269 2019.4

Tamura G, Inagaki T.

Removal of a minimal amount of subdural hematoma is
effective and sufficient for term neonates with
severe symptomatic spontaneous parenchymal
hemorrhage.

 Child's Nervous
System

35(11) 2237-2240 2019

Suda K, Muraji T, Ohtani H, Aiyoshi T, Sasaki T, Toma
M, Yanai T.

Histological significance of hepatitis-like findings
in biliary atresia: An analysis of 34 Japanese
cases.

Pediatric
international

61(4) 364-368 2019.04

Masuya R, Muraji T, Ohtani H, Mukai M, Onishi S,
Harumatsu T, Yamada K, Yamada W, Kawano T, Machigashira
S, Nakame K, Kaji T, Ieiri S.

Morphometric demonstration of portal vein stenosis
and hepatic arterial medial hypertrophy in patients
with biliary atresia.

Pediatric
surgery

international
35(5) 529-537 2019.05

Harumatsu T, Muraji T, Masuya R, Ohtani H, Nagai T,
Yano K, Onishi S, Yamada K, Yamada W, Matsukubo M, Muto
M, Kaji T, Ieiri S.

Microvascular proliferation of the portal vein
branches in the liver of biliary atresia patients at
Kasai operation is associated with a better long-
term clinical outcome.

Pediatric
surgery

international.
35(12) 1437-1441 2019.12

黒木 崇子、塚越 祐太、辰村 正紀、木村 高志 水泳中の心肺停止をAEDにて救命し得た1例
水と健康医学研究

会誌
21(1) 23-31 2019.4

辰村 正紀、奥脇 駿、蒲田 久典、塚越 祐太、平野 篤、山崎
正志

腰椎分離症　100%を超える復帰　不成功例から学ぶ腰椎分
離症の治療予後不良因子

日本整形外科ス
ポーツ医学会雑誌

39(3) 269-272 2019.7



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Morita M, Kamegaya M, Takahashi D, Kamada H, Tsukagoshi
Y, Tomaru Y

Proposal of a New Type of Innominate Osteotomy
without the Use of Bone Graft in Children: A
Preliminary Study

JB & JS open
access

4(3) e0016.1-7 2019.9

Tomaru Y, Kamada H, Tsukagoshi Y, Nakagawa S, Onishi M,
Tanaka K, Takeuchi R, Mataki Y, Miyakawa S, Yamazaki M

Prophylactic pinning should be considered in
patients at risk for slipped capital femoral
epiphysis

Journal of Rural
Medicine : JRM

14(2) 191-195 2019.11

Tomaru Y, Kamada H, Tsukagoshi Y, Nakagawa S, Onishi M,
Tanaka K, Takeuchi R, Mataki Y, Miyakawa S, Yamazaki M

Relationship between exercise time and
musculoskeletal problems in children

Journal of Rural
Medicine : JRM

14(2) 176-180 2019.11

Tsukagoshi Y, Kamegaya M, Kamada H, Morita M, Tomaru Y,
Nakagawa S, Kimura M, Takeuchi R, Nishino T, Yamazaki M

Cross-Sectional Survey of Childhood Acetabular
Development in Japan

JMA Journal 3(1) 51-57 2020.1

辰村 正紀、飛田 広大、武井 隼児、松浦 智史、照屋 翔太
郎、奥脇 駿、河村 季生、江藤 文彦、塚越 祐太、小川 健、
万本 健生、平野 篤、山崎 正志

治療開始時の腰仙椎矢状面アライメントは第5腰椎分離症
の治療予後に影響をもたらすか？

日本臨床スポーツ
医学会誌

28(1) 60-65 2020.1

奥脇 駿、辰村 正紀、飛田 広大、武井 隼児、松浦 智史、照
屋 翔太郎、河村 季生、江藤 文彦、塚越 祐太、小川 健、万
本 健生、平野 篤、山崎 正志

発育期コリジョンスポーツ選手における腰椎分離症の解析
日本臨床スポーツ

医学会誌
28(1) 46-53 2020.1



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 電子カルテ用ワクチン管理ソフトバーコードでリスク管理 第122回日本小児科学会 金沢 2019.4.19-21

星野 雄介
新井 順一，加藤 啓輔，鎌倉 妙，竹内 秀
輔，金井 雄，雪竹 義也，吉見 愛，佐藤 琢
郎，田川 学

エベロリムスの投与で救命できた新生児胃血管内皮腫の一例 第122回日本小児科学会 金沢 2019.4.19-21

星野 雄介
新井 順一， 日向 彩子， 鎌倉 妙， 竹内
秀輔， 雪竹 義也， 今川 和生

先天性乳び胸腹水を伴ったAlagille症候群の一例
第55回日本周産期・新生児医学会学術集

会
松本 2019.7.13-15

高橋 亮子
鎌倉 妙，飯島 将由，砂押 瑞史，淵野 玲
奈，星野 雄介，梶川 大悟，雪竹 義也，新
井 順一，坂 由希子，阿部 正一

動脈管閉鎖術後27日目に左側乳び胸を発症した超低出生体重児
の 1例

第122回茨城小児科学会 水戸 2019.10.13

飯島 将由
雪竹 義也，淵野 玲奈，鎌倉 妙，星野 雄
介，梶川 大悟，新井 順一

SGA児における高インスリン性低血糖症の発症リスク因子の検討 第122回茨城小児科学会 水戸 2019.10.13

Yusuke
Hoshino

Junichi Arai， Rena Miura， Yoshiya
Yukitake， Syusuke Takeuchi， Daigo
Kajikawa， Tae Kamakura， Hitoshi
Horigome

Lung Ultrasonography in Predicting the Prognosis of
Bronchopulmonary Dysplasia in Neonates

The 3rd Taiwan-Korea-Japan Joint
Congress on Neonatology

鹿児島 2019.11.27

梶川 大悟
新井 順一，淵野 玲奈，鎌倉 妙，星野 雄
介，雪竹 義也

生後1週間以内の脳血流と3歳時神経学的予後との関係 第64回日本新生児成育医学会・学術集会 鹿児島 2019.11.27-29

鎌倉 妙
新井 順一， 淵野 玲奈， 星野 雄介， 梶川
大悟， 雪竹 義也

クリップによる動脈管閉鎖術後に重篤な合併症を発症した超低
出生体重児の2例

第64回日本新生児成育医学会・学術集会 鹿児島 2019.11.27-29

竹内 秀輔
新井 順一， 永藤 元道， 日向 彩子， 鎌倉
妙， 星野 雄介， 雪竹 義也， 宮本 泰行

超低出生体重児の出生時気管挿管確認に対する超音波検査 第64回日本新生児成育医学会・学術集会 鹿児島 2019.11.27-29

淵野 玲奈
新井 順一， 鎌倉 妙， 星野 雄介， 梶川
大悟， 雪竹 義也

感染後気瘤に対し, ドレナージが奏功した超低出生体重児の2例 第64回日本新生児成育医学会・学術集会 鹿児島 2019.11.27-29

新井 順一
雪竹 義也， 梶川 大悟， 星野 雄介， 鎌倉
妙， 淵野 玲奈

早産が成長曲線の身体計測zスコアに与える影響 第64回日本新生児成育医学会・学術集会 鹿児島 2019.11.27-29



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

三浦 隆介

齊藤 博大，佐藤 良滉，河合 慧，砂押 瑞
史，出澤 洋人，池邉 記士，塚田 裕伍，本
山 景一，福島 富士子，小林 千恵，熊崎 香
織，泉 維昌

Streptococcus intermediusによる多発性肺膿瘍をきたした基礎
疾患のない小児例

第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

飯島 将由

齊藤 博大，佐藤 良滉，河合 慧，砂押 瑞
史，出澤 洋人，池邉 記士，三浦 隆介，塚
田 裕伍，本山 景一，福島 富士子，小林 千
恵，熊崎 香織，泉 維昌

発症早期に肺障害を合併した若年性皮膚筋炎の1例 第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

佐藤 良滉

池邉 記士，小林 千恵，壹岐 豊，飯島 将
由，河合 慧，砂押 瑞史，出澤 洋人，塚田
裕伍，三浦 隆介，齊藤 博大，本山 景一，
福島 富士子，熊崎 香織，泉 維昌

ヌーナン症候群に合併したALPS/ALPS類縁疾患の1例 第122回茨城小児科学会 水戸 2019.10.20

Keisuke Kato
Ai Yoshimi， Norihito Ikenobe， Chie
Kobayashi， Kazutoshi Koike，Nobutaka
Kiyokawa， Masahiro Tsuchida

Masked hypodiploid childhood acute lymphoblastic leukemia: three case reports第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

Keisuke Kato

Ai Yoshimi， Norihito Ikenobe， Chie
Kobayashi， Tomohei Nakao， Haruo
Otani， Takako Yoshioka， Takayuki
Masuko， Miki Toma， Kazutoshi Koike，
Toshihiro Yanai， Masahiro Tsuchida

Primary testicular diffuse large B cell lymphoma -a case report第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

加藤 啓輔

吉見 愛，池邉 記士，小林 千恵，大谷 明
夫，益子 貴行，東間 未来，矢内 俊裕
小池 和俊，土田 昌宏

神経芽腫におけるMLPA法を用いたMYCN増幅ならびに11q

欠失の解析-特に骨髄転移巣の解析に有用である
第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

小林 千恵
池邉 記士，渡辺 春美，吉見 愛，加藤 啓
輔，小池 和俊，土田 昌宏

小児がん治療経験者に発症した二次がん 第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.16

吉見 愛
加藤 啓輔，池邉 記士，小林 千恵，小池 和
俊，土田 昌宏

難治再発性横紋筋肉腫に対するメトロノミック療法Successful
treatment of refractory/relapsed rhabdomyosarcoma by
metronomic chemotherapy

第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

池邉 記士
小林 千恵，吉見 愛，加藤 啓輔，小池 和
俊，泉 維昌，大谷 明夫，佐々木 正浩，河
野 達夫，土田 昌宏

リンパ浮腫を背景に血管肉腫を発症したターナー症候群の3歳女
児

第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.16

鮎沢 衛

阿部 淳，伊藤 秀一，加藤 太一，鎌田 政
博，小林 徹，塩野 淳子，鈴木 啓之，須田
憲治，中村 常之，野村 裕一，濱田 洋通，
深澤 隆治，古野 憲司，松裏 裕行，松原 知
代，三浦 大，土屋 恵司，中村 好一，高橋
啓

川崎病診断の手引き改訂第6版について 第122回日本小児科学会学術集会 金沢 2019.4.19-21

菊池 敏弘
林 立申, 中村 昭宏, 亀田 有里, 山脇 英
範, 堀米 仁志

肥満小児に対する短期間の運動療法がメタボリックシンドロー
ム関連指標に与える影響 

第122回日本小児科学会学術集会 金沢 2019.419-21

https://researchmap.jp/lisheng_lin/presentations/10274632
https://researchmap.jp/lisheng_lin/presentations/10274632


発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

石津 智子
川上 康，町野 智子，山本 昌良，佐藤 希
美，瀬尾 由広，家田 真樹，堀米 仁志

修正大血管転位を見逃さないために
日本心エコー図学会学術集会第30回学術

集会
松本 2019.5.10

石津 智子
川上 康，町野 智子，山本 昌良，佐藤 希
美，瀬尾 由広，家田 真樹，堀米 仁志

成人体循環右室の拡張機能評価と臨床的意義
日本心エコー図学会学術集会第30回学術

集会
松本 2019.5.12

三好 剛一
稲村 昇，安河内 聰，堀米 仁志，与田 仁
志，竹田津 未生，新居 正基，左合 治彦，
前野 泰樹，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－多施設共同試験－

日本超音波医学会第92回学術集会 東京 2019.5.25

村上 卓 堀米 仁志
胎児心臓異常のスクリーニング-臨床現場の抱える課題は?-　胎
児不整脈のスクリーニングと診断

日本超音波医学会第92回学術集会 東京 2019.5.26

齊藤 綾子

泉 維昌，鈴木竜太郎，塚越隆司，佐藤琢
郎，林 立申，塩野淳子，堀米仁志，稲垣隆
介，濱田 陸，幡谷浩史，緒方謙太郎，森貞
直哉，飯島一誠，須磨崎 亮

心不全・腎不全で診断された頭蓋外胚葉異形成（CED）の姉妹例 第54回日本小児腎臓病学会学術集会 大阪 2019.6.7

出口 拓磨

嶋 侑里子，矢野 悠介，石踊 巧，榎本 有
希，村上 卓，高橋 実穂，堀米 仁志，加藤
秀之，松原 宗明，平松 祐司，寺内 真理
子，太田 哲也，高田 英俊

川崎病の既往のある乳児特発性僧帽弁腱索断裂の救命例 第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

會田 敏
吉田 健太郎，稲葉 武，青沼 和隆，堀米 仁
志，野上 昭彦

心室性期外収縮に対する心磁図と3次元CT画像の合成による非侵
襲的マッピング法

第34回日本生体磁気学会大会 函館 2019.6.22

稲葉 武

會田 敏，吉田 健太郎，中澤 陽子，服部
愛，小松 雄樹，星 智也，石津 智子，佐藤
明，関口 幸夫，渡邊 重行，川上 康，青沼
和隆，野上 昭彦，堀米 仁志，家田 真樹

筑波大学病院における心臓磁気計測（心磁図）の臨床応用 第34回日本生体磁気学会大会 函館 2019.6.22

嶋 侑里子
堀米 仁志，矢野 悠介，石踊 巧，野崎 良
寛，林 立申，村上 卓，高橋 実穂，高田 英
俊

胎児心疾患診断と管理における胎児心磁図の有用性 第34回日本生体磁気学会大会 函館 2019.6.22

園部 藍子
松原 宗明，石井 知子，米山 文弥，村上
卓，高橋 実穗，堀米 仁志，加藤 秀之，平
松 祐司

当院における乳幼児Peripheral VA-ECMOの検討 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

横川 直人
三浦 大，住友 直文，澁谷 和彦，堀米 仁
志，前野 泰樹

ヒドロキシクロロキンによる抗SS-A抗体関連房室ブロックの再
発予防: オンライン診療を用いた臨床試験

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

吉永 正夫
岩本 眞理，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ濱
大也，泉田 直己，田内 宣生，阿部 勝己，
長嶋 正實

V3誘導（R+S波）加算値による肥大型心筋症の早期診断に関する
検討

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

廣野 恵一
宮尾 成明，吉永 正夫，堀米 仁志，鮎澤
衛，安田 和志，立野 滋，岩本 真理，長嶋
正實，西原 栄起，市田 蕗子

学校心臓検診から見た心筋緻密化障害の臨床像 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

髙橋 実穂
村上 卓，林 立申，野崎 良寛，加藤 愛章，
堀米 仁志

胎児QT延長症候群の診断と管理の問題点 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

塩野 淳子 野崎 良寛，林 立申，堀米 仁志 心室中隔欠損症の診断年齢 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27-29

野崎 良寛
加藤 愛章，鵜池 清，山村 健一郎，菊池 正
広，大野 聖子，堀江 稔，堀米 仁志

RYR2変異 (R169Q)を有し左室心筋緻密化障害とカテコラミン誘
発性多型心室頻拍の共表現型を呈した3例

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27-29

三浦 大
小林 徹, 沼野 藤人, 菅沼 栄介, 三澤 正
弘, 土井 庄三郎, 塩野 淳子, 加藤 太一,
古野 憲司, 深澤 隆治

冠動脈瘤をともなう川崎病患者の多施設共同研究（ZSP2と
KIDACR）：国際評価に挑む

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27-29

林 立申
堀米 仁志，岩本 眞理，大橋 直樹，後藤 浩
子，鈴木 嗣俊，高橋 一浩，三浦 大，吉永
正夫，住友 直方

房室ブロックを呈するハイリスク先天性QT延長症候群の胎児、
新生児期からの管理

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27-29

岩本 眞理
吉永 正夫，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ濱
大也，泉田 直己，田内 宣夫，長嶋 正實，
米山 達也，阿部 克己

調律異常・伝導異常の判定 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

牛ノ濱 大也
阿部 勝己，泉田 直己，岩本 眞理，住友 直
方，田内 宣生，堀米 仁志，吉永 正夫，長
嶋 正實

抽出基準の改訂ポイント−電位異常の判定 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

泉田 直己
岩本 真理，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ濱
大也，吉永 正夫，田内 宣生，阿部 勝己，
長嶋 正實

学校心臓検診におけるSTJ上昇例の判定に関する検討 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

泉田 直己
岩本 真理，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ濱
大也，吉永 正夫，田内 宣生，阿部 勝己，
長嶋 正實

心電図研究の経緯と方法 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28



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，賀藤 均，掛江 直子
小児期心筋症、心筋炎に関する疫学調査：小児慢性特定疾病登
録データを用いた解析

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

櫨木 大祐
吉永 正夫，堀米 仁志，鮎澤 衛，安田 和
志，小垣滋 豊，土井 庄三郎，立野 滋，岩
本 眞理，長嶋 正實

小児期肥大型心筋症の予後に与える学校心臓検診の影響－全国
調査成績から－

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

堀米 仁志
野崎 良寛，安田 和志，西原 栄起，鮎澤
衛，小垣滋 豊，岩本 眞理，土井 庄三郎，
大野 聖子，住友 直方，吉永 正夫

小児期拡張型心筋症の臨床像および治療と予後 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

石踊 巧
野崎 良寛，嶋 侑里子，村上 卓，髙橋 実
穂，町野 智子，石津 智子，廣野 恵一，市
田 蕗子，堀米 仁志

妊娠を契機に心尖部腔に血栓を形成した左室心筋緻密化障害類
似疾患

第28回日本小児心筋疾患学会学術集会 大阪 2019.10.19

野崎 良寛 塩野 淳子，林 立申，堀米 仁志，大谷 明夫 2回の重症急性心筋炎を発症した症例 第28回日本小児心筋疾患学会学術集会 大阪 2019.10.19

塩野 淳子

林 立申，村上 卓，堀米 仁志，磯部 剛志，
坂 有希子，阿部 正一

当院におけるフォンタン手術適応疾患例の治療成績 第122回茨城小児科学会 水戸 2019.10.20

小山 裕太郎

小林 徹，沼野 藤人，菅沼 英介，古野 憲
司，三澤 正弘，土井 庄三郎，塩野 淳子，
加藤 太一，深澤 隆治，三浦 大 冠動脈瘤をともなう川崎病患者のレジストリ研究 第39回日本川崎病学会 東京 2019.10.25-26

鮎沢 衛

阿部 淳，伊藤 秀一，加藤 太一，鎌田 政
博，小林 徹，塩野 淳子，鈴木 啓之，須田
憲治，高橋 啓，土屋 恵司，中村 常之，中
村 好一，野村 裕一，濱田 洋通，深澤 隆
治，古野 憲司，松裏 裕行，松原 知代，三
浦 大

川崎病診断の手引き改訂6版の変更点について 第39回日本川崎病学会 東京 2019.10.25-26

Horigome H
Ishikawa Y, Kokubun N, Yoshinaga M,
Sumitomo N, Lin L, Kato Y, Tanabe-Kameda
Y, Ohno S, Nagashima M, Horie M

Characterization of the TU-wave complex of Andersen-Tawil
syndrome with KCNJ2 mutations using high-frequency ECG
data

APHRS 2019: 12th Asia Pacific Heart
Rhythm Society Scientific Session

Bangkok,
Thailand

2019.10.26

Lisheng Lin

Hitoshi Horigome, Junko Shiono, Mari
Iwamoto, Naoki Ohashi, Hiroko Goto,
Tsugutoshi Suzuki, Kazuhiro Takahashi,
Masaru Miura, Masao Yoshinaga, Naokata
Sumitomo

Management of high-risk congenital long QT syndrome with
atrioventricular block in fetal and neonatal life.

12th Asia Pacific Heart Rhythm
Society Scientific Session

Thai 2019.10.27

堀米 仁志

石川 康宏，国分 則人，吉永 正夫，住友 直
方，高橋 実穂，村上 卓，野崎 良寛，石踊
巧，嶋 侑里子，加藤 愛章，大野 聖子，堀
江 稔，長嶋 正實

高精度心電図を用いたAndersen-Tawil症候群のTU波形の解析 第24回日本小児心電学会学術集会 愛媛 2019.11.30



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

石津 智子
川松 直人，町野 智子，増田 慶太，堀米 仁
志

成人未診断ccTGAをどう見つけどう管理するか
第22回日本成人先天性心疾患学会総会・

学術集会
東京 2020.1.18

川松 直人
石津 智子，福田 旭伸，木島 康文，椎名 由
美，立野 滋，町野 智子，堀米 仁志，丹羽
公一郎，家田 真樹

成人期Fontan術後患者におけるDOACの有効性と安全性の検討
第22回日本成人先天性心疾患学会総会・

学術集会
東京 2020.1.18

町野 智子
石津 智子，中澤 直美，川松 直人，矢野 悠
介，野崎 良寛，高橋 実穂，堀米 仁志，家
田 真樹

ファロー四徴症心内修復術後例における心エコーPR評価の精度
と限界ー心臓MRIとの比較

第22回日本成人先天性心疾患学会総会・
学術集会

東京 2020.1.18

服部 正幸

石津 智子，山崎 浩，折居 大輔，下尾 知，
川松 直人，町野 智子，町野 毅，増田 慶
太，堀米 仁志，野上 昭彦，青沼 和隆，家
田 真樹

傾向スコアマッチングを用いた解析(Non-pharmacological
therapy for refractory arrhythmias associated with adult
congenital heart disease　Pre- and Post-Operative State
of Secundum Atrial Septal Defect Predispose to Recurrence
of Atrial Fibrillation After Pulmonary Vein Isolation:
Propensity Match Analysis)

第22回日本成人先天性心疾患学会総会・
学術集会

東京 2020.1.18

村上 卓
堀米 仁志，高橋 実穂，野崎 良寛，矢野 悠
介，嶋 侑里子，石踊 巧，森 健作

遺伝性出血性末梢血管拡張症における多発性肺動静脈瘻に対し
Amplatzer vascular plugによる経カテーテル塞栓術を施行した
小児例

第31回日本Pediatric Interventional
Cardiology学会学術集会

沖縄 2020.1.23

林 立申
村上 卓，塩野 淳子，藤里 秀史，矢野 悠
介，野崎 良寛，堀米 仁志

EpoprostenolからTreprostinil持続皮下注への切り替え後に肺
動脈圧が著明に上昇したIPAHの1例

第26回日本小児肺循環研究会 東京 2020.2.8

沼本 真吾
倉橋 宏和，岩山 秀之，佐藤 敦志，久保田
雅也，椎原 隆，岡西 徹，田中 竜太，九鬼
一郎，福山 哲弘，奥村 彰久

結節性硬化症における急性脳症／重症けいれん重積 第1報；発
症群における臨床像

第61回日本小児神経学会学術集会 名古屋 2019.5.31

沼本 真吾
倉橋 宏和，岩山 秀之，佐藤 敦志，久保田
雅也，椎原 隆，岡西 徹，田中 竜太，九鬼
一郎，福山 哲広，柏木 充，奥村 彰久

結節性硬化症における急性脳症／重症けいれん重積 第2報；リ
スク因子

第61回日本小児神経学会学術集会 名古屋 2019.5.31

神﨑 美玲 塚田 裕伍，京戸 玲子，泉 維昌，田中 竜太 13トリソミー症候群の乳児に多発した稗粒腫の1例 第118回日本皮膚科学会総会 名古屋 2019.6.6-9

菊地 正広 田中 竜太，加藤 啓輔 ペランパネル投与により発作消失を認めた結節性硬化症の1例 第53回日本てんかん学会学術集会 神戸 2019.10.31

田中 竜太 本山 景一，泉 維昌
ヌシネルセン髄注によって肺炎をきたさなくなった脊髄性筋萎
縮症2型の1例

第21回茨城小児神経内科外科懇話会（牧
メモリアルカンファレンス）

つくば 2019.11.30



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塚田 裕伍
田中 竜太，竹内 秀輔，梶川 大悟，西野 一
三

KLHL41変異による重症乳児型ネマリンミオパチーの兄弟例 第9回茨城小児神経懇話会 つくば 2020.2.16

河合 慧
五十嵐 徹，飯島 将由，塚田 裕伍，鈴木 竜
太郎，齊藤 博大，福島 富士子，泉 維昌，
神﨑 美玲，河野 達夫

急性間質性肺炎を伴い早期から多剤免疫抑制療法を導入した抗
TIF1-γ抗体陽性若年性皮膚筋炎の3歳女児例

第29回日本小児リウマチ学会総会・学術
集会

札幌 2019.10.4-6

河合 慧
五十嵐 徹，池邉 記士，塚越 隆司，鈴木 竜
太郎，齊藤 博大，泉 維昌，浅井 宣美 ，河
野 達夫 堀米 仁志

腎血管性高血圧を伴い、治療中に可逆性後頭葉白質脳症を発症
した高安動脈炎に対し、トシリズマブを併用しながらステロイ
ドを減量した9歳女児例

第29回日本小児リウマチ学会総会・学術
集会

札幌 2019.10.4-6

矢内 俊裕
益子 貴行，浅井 宣美，東間 未来，平野 隆
幸，田中 保成，小坂 征太郎，牛山 綾

小児泌尿器科領域における超音波検査(US)遠隔診断システムの
有用性

第116回日本泌尿器科学会・茨城地方会 土浦 2019.2.8

小坂 征太郎
益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠里，田中
尚，東間 未来，矢内 俊裕

Total intestinal aganglionosisの1例 第247回茨城外科学会 つくば 2019.5.18

牛山 綾

千葉 史子，白根 和樹，田中 保成，相吉
翼，佐々木 理人，小野 健太郎，川上 肇，
五藤 周，瓜田 泰久，新開 統子，高安 肇，
増本 幸二

一絨毛性双胎で一児が子宮内胎児死亡をきたし生存児が中腸欠
損による先天性短腸症候群であった1例

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

平井 みさ子
重症心身障害児（者）の呼吸障害～喉頭気管分離術の成否のポ
イント

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

平野 隆幸

金田 英秀，生田 稜，傳田 侑也，藤田 衣
里，洞口 俊，小野 賀功，星 玲奈，吉澤 信
輔，川島 弘之，大橋 研介，上原 秀一郎，
越永 従道，荒川  歩，小川 千登世

小児AFP産生胃癌の１例 第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

矢内 俊裕
浅井 宣美，札 保廣，東間 未来，益子 貴
行，田中 尚，小坂 征太郎，根本 悠里，西
塔 翔吾

Face Time を利用した超音波検査遠隔診断システムの有用性 第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

矢内 俊裕
東間 未来，益子 貴行，田中 尚，小坂 征太
郎，根本 悠里，西塔 翔吾

総排泄腔遺残および総排泄腔外反におけるＱＯＬ向上を目指し
た尿路再建

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

益子 貴行
下高原 昭廣，東間 未来，矢内 俊裕，田中
尚，小坂 征太郎，根本 悠里，西塔 翔吾

細径デバイスを用いた胸腔鏡下右下葉切除術 第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，田中 尚，小坂 征太
郎，根本 悠里，西塔 翔吾，池田 太郎

確実で安全な腹腔鏡下胆道拡張症手術を施行するための工夫：
経管栄養チューブや胆道鏡の有用性

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

根本 悠里
東間 未来，益子 貴行，西塔 翔吾，小坂 征
太郎，田中 尚，矢内 俊裕，浅井 宣美

Interval appendectomy待機中における糞石の有無による急性虫
垂炎再発の検討

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

根本 悠里
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，西塔 翔
吾，小坂 征太郎，田中 尚

小児鈍的腹部外傷における手術に踏み切るタイミングに関する
検討

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

小坂 征太郎
東間 未来，西塔 翔吾，根本 悠里，田中
尚，益子 貴行，矢内 俊裕，浅井 宣美

Superb Microvascular Imagingを用いた急性虫垂炎の新たな治
療戦略

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

小坂 征太郎
益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠里，田中
尚，東間 未来，矢内 俊裕，浅井 宣美

精巣捻転に対するSuperb Microvascular Imagingによる血流評
価

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

西塔 翔吾
東間 未来，根本 悠里，小坂 征太郎，田中
尚，益子 貴行，矢内 俊裕

稀な大腿筋膜下膿瘍の乳児例 第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

田中 保成
増本 幸二，白根 和樹，相吉 翼，佐々木 理
人，小野 健太郎，千葉 史子，五藤 周，瓜
田 泰久，新開 統子，高安 肇

胆道閉鎖症術後、自己肝での長期生存例に発症した肝細胞癌の
一例

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

田中 尚
矢内 俊裕，西塔 翔吾，根本 悠里，小坂 征
太郎，益子 貴行，東間 未来

重症心身障碍児における噴門形成術と胃空腸吻合術に関する検
討

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

田中 尚
西塔 翔吾，根本 悠里，小坂 征太郎，益子
貴行，東間 未来，矢内 俊裕，泉 維昌，山
本 真由

難治性特発性乳び胸に対して経皮経腹的リンパ管塞栓術が有効
であった重症心身障碍児の1例

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

東間 未来
矢内 俊裕，益子 貴行，田中 尚，小坂 征太
郎，根本 悠里，西塔 翔吾

Interval appendectomyの功罪：すべての急性進行性虫垂炎に対
する保存的治療の試み

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25

東間 未来
矢内 俊裕，益子 貴行，田中 尚，小坂 征太
郎，根本 悠里，西塔 翔吾，浅井 宣美，連
利博

胆道閉鎖症における超音波検査所見：Superb Microvascular
Imaging (SMI)による肝内微小血管の形態的特徴について

第56回日本小児外科学会学術集会 久留米 2019.5.23-25



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

根本 悠里
東間 未来，益子 貴行，西塔 翔吾，小坂 征
太郎，田中 尚，矢内 俊裕，浅井 宣美

SMIを用いた精巣捻転の血流評価と手術所見 第92回日本超音波医学会 東京 2019.5.24-26

矢内 俊裕
東間 未来，益子 貴行，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾，浅井 宣美，田
中 竜太，加藤 啓輔，遠田 譲

結節性硬化症における診療連携：腎血管筋脂肪腫に対する動脈
塞栓術の経験から

第116回東京小児外科研究会 東京 2019.6.4

矢内 俊裕
益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，平野 隆幸，東間 未来

OHVIRA症候群における診断と治療 第114回日本泌尿器科学会茨城地方会 下都賀 2019.6.15

矢内 俊裕
益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，平野 隆幸，東間 未来

OHVIRA症候群における診断と治療 第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

東間 未来
吉田 志帆，田中 尚，根本 悠里，西塔 翔
吾，益子 貴行，矢内 俊裕

胆道閉鎖症における超音波検査所見：Superb Microvascular
Imaging (SMI)による肝内微小血管の形態的特徴について

第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，田中 尚，小坂 征太
郎，根本 悠里，西塔 翔吾，河野 達夫

尿管瘤を合併した右巨大尿管に対する術前画像診断の工夫 第56回日本小児放射線学会 神戸 2019.6.21-22

根本 悠里
矢内 俊裕，益子 貴行，西塔 翔吾，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

急性腹症の精査中に判明したOHVIRA症候群の1例 第33回日本小児救急医学会 大宮 2019.6.21-22

小坂 征太郎
益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠里，田中
尚，東間 未来，矢内 俊裕，浅井 宣美

精巣捻転に対するSuperb Microvascular Imagingによる血流評
価

第56回日本小児放射線学会 神戸 2019.6.21-22

西塔 翔吾
東間 未来，根本 悠里，小坂 征太郎，田中
尚，益子 貴行，矢内 俊裕

炭酸飲料多量摂取後に発症した幼児胃破裂の1例 第33回日本小児救急医学会 大宮 2019.6.21-22

西塔 翔吾
益子 貴行，矢内 俊裕，根本 悠里，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

尿道結石嵌頓に対する経尿道的結石破砕術 第33回日本小児救急医学会 大宮 2019.6.21-22

田中 尚
西塔 翔吾，根本 悠里，小坂 征太郎，益子
貴行，東間 未来，矢内 俊裕，泉 維昌，山
本 真由

難治性乳び胸に対し経皮経腹的リンパ管塞栓術が有効であった1
例

第56回日本小児放射線学会 神戸 2019.6.21-22



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，益子 貴行，田中 尚，小坂 征太
郎，根本 悠里，西塔 翔吾

新生児・乳児に対する気管内挿管のピットフォール～後天性喉
頭気管狭窄症(ALTS)～

第33回日本小児救急医学会 大宮 2019.6.21-22

矢内 俊裕
益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，平野 隆幸，東間 未来

小児水腎症に対する小切開・後腹膜鏡補助下の腎盂形成術 第32回日本小切開・鏡視外科学会 大阪 2019.6.28-29

矢内 俊裕
東間 未来，益子 貴行，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

漏斗胸に対する小切開創での胸骨挙上術(Ravitch変法) 第32回日本小切開・鏡視外科学会 大阪 2019.6.28-29

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，西塔 翔吾，根本 悠
里，小坂 征太郎，田中 尚

超低出生体重児における開腹手術の検討 第55回日本周産期・新生児学会 松本 2019.7.13-15

小坂 征太郎
益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠里，田中
尚，東間 未来，矢内 俊裕

Total intestinal aganglionosisの1例 第55回日本周産期・新生児学会 松本 2019.7.13-15

田中 尚
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，西塔 翔
吾，根本 悠里，小坂 征太郎

出生後早期に急速に進行した急性腎障害に対して尿管皮膚瘻造
設、腸瘻造設、血液透析により救命しえたVACTER連合の1例

第55回日本周産期・新生児学会 松本 2019.7.13-15

平井 みさ子
東間 未来，矢内 俊裕，益子 貴行，田中
尚，小坂 征太郎，根本 悠里，西塔 翔吾

Hypertelorismを伴う先天性喘鳴症例にみられた稀な喉頭気管病
変～G syndrome (Opitz syndrome)の2例

第55回日本周産期・新生児学会 松本 2019.7.13-15

浅井 宣美
矢内 俊裕，益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠
里，小坂 征太郎，田中 尚，東間 未来

小児泌尿器科領域における超音波検査(US)遠隔診断システムの
有用性

第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

西塔 翔吾
矢内 俊裕，益子 貴行，根本 悠里，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

尿道結石嵌頓に対する経尿道的結石破砕術 第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

根本 悠里
矢内 俊裕，益子 貴行，西塔 翔吾，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

OHVIRA症候群における診断と治療 第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

矢内 俊裕
益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠里，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

voiding urosonographyによるVUR評価の精度に関する検討 第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

矢内 俊裕
益子 貴行，越智 崇徳，石山 明日香，山高
篤行

性分化疾患(disorders of sex development: DSD)：乳幼児の問
題点と対処

第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

益子 貴行
矢内 俊裕，西塔 翔吾，根本 悠里，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

非触知精巣に対する審査腹腔鏡による術式決定に関する検討 第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

益子 貴行
矢内 俊裕，西塔 翔吾，根本 悠里，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

越婢加朮湯が有用であった膀胱壁リンパ管異常の1例 第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

小坂 征太郎
矢内 俊裕，益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠
里，田中 尚，東間 未来，浅井 宣美

精巣捻転に対するSuperb Microvascular Imagingによる血流評
価

第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

田中 尚
矢内 俊裕，益子 貴行，西塔 翔吾，根本 悠
里，小坂 征太郎，東間 未来

出生後早期に急速に進行した急性腎障害に対して尿管皮膚瘻造
設、血液透析により救命しえたVACTER連合の1例

第28回日本小児泌尿器科学会 佐賀 2019.7.3-5

平野 隆幸
東間 未来，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，益子 貴行，矢内 俊裕

気管切開(気切)カニューレの圧迫により生じた気切部気管狭窄
症の１例

第54回日本小児外科学会・関東甲信越地
方会

越谷 2019.10.12

田中 保成
矢内 俊裕，益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太
郎，平野 隆幸，東間 未来

低形成腎および尿管異所開口に合併した不完全3重複尿管の１例
第54回日本小児外科学会・関東甲信越地

方会
越谷 2019.10.12

牛山 綾
矢内 俊裕，小坂 征太郎，田中 保成，平野
隆幸，益子 貴行，東間 未来

クラリーノ症候群術後の難治性便秘症に対しモビコールが奏功
した1例

第76回日本直腸肛門奇形研究会 大阪 2019.10.17

平野 隆幸
益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，東間 未来，矢内 俊裕

越婢加朮湯が有用であった膀胱壁リンパ管異常の1例 第39回日本小児漢方研究会 大阪 2019.10.17

西塔 翔吾
矢内 俊裕，益子 貴行，根本 悠里，小坂 征
太郎，田中 尚，東間 未来

先天性処女膜閉鎖に起因する子宮膣留血腫を呈した1例
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18

矢内 俊裕
東間 未来，益子 貴行，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

ルーピング法による胸腔鏡下気胸手術
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

矢内 俊裕
益子 貴行，東間 未来，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾，吉見　愛，小林
千恵，加藤　啓輔，小池　和俊，土田　昌宏

思春期前の小児の精巣成熟奇形腫に対する精巣温存手術
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

化学療法後の胸腔内腫瘍に対する胸腔鏡補助下肺部分切除術
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

細径デバイスを用いた腹腔鏡下腎摘除術
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18

小坂 征太郎
矢内 俊裕，益子 貴行，牛山 綾，田中 保
成，平野 隆幸，東間 未来

細菌性髄膜炎後遺症による神経因性膀胱に合併した両VUR症例に
対するQOL向上を目指した尿路変更術

第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研
究会

大阪 2019.10.17-18

田中 保成
矢内 俊裕，牛山 綾，小坂 征太郎，平野 隆
幸，益子 貴行，東間 未来

腹壁破裂に対する臍帯packingを用いないsutureless腹壁閉鎖法
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18

東間 未来
平井 みさ子，矢内 俊裕，益子 貴行，平野
隆幸，田中 保成，小坂 征太郎，牛山 綾

III型喉頭気管食道裂に気管の分節型狭窄を合併した1例
第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研

究会
大阪 2019.10.17-18

平井 みさ子
東間 未来，矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆
幸，田中 保成，小坂 征太郎，牛山 綾

気管切開後気管閉塞症例に対する気管形成術の工夫～肋軟骨に
よる、気管前壁移植および側壁外ステント術

第39回日本小児内視鏡外科・手術手技研
究会

大阪 2019.10.17-18

田中 保成
東間 未来，牛山 綾，小坂 征太郎，平野 隆
幸，益子 貴行，矢内 俊裕

除去に難渋した左気管支内異物：デバイス選択の工夫 第30回日本小児呼吸器外科研究会 大阪 2019.10.18

東間 未来
矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

動脈管閉鎖術後のクリップが気管内に迷入した1例 第30回日本小児呼吸器外科研究会 大阪 2019.10.18

牛山 綾
矢内 俊裕，小坂 征太郎，田中 保成，平野
隆幸，益子 貴行，東間 未来

小児鈍的腹部外傷における保存的治療の適応に関する検討
第34回日本小児外科学会秋季シンポジウ

ム
大阪 2019.10.19-20

平野 隆幸
東間 未来，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，益子 貴行，矢内 俊裕

ヘルニア門の小さい全肝脱出巨大臍帯ヘルニアに対する治療戦
略

第34回日本小児外科学会秋季シンポジウ
ム

大阪 2019.10.19-20



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

小坂 征太郎
東間 未来，牛山 綾，田中 保成，平野 隆
幸，益子 貴行，矢内 俊裕，本山景一，菊地
斉

ドクターヘリ出動症例における小児外傷：成人ERとの連携
第34回日本小児外科学会秋季シンポジウ

ム
大阪 2019.10.19-20

牛山 綾
矢内 俊裕，小坂 征太郎，田中 保成，平野
隆幸，益子 貴行，東間 未来

極低出生体重児の胎便関連性イレウスに対するsutureless
enterostomy

第248回茨城外科学会 水戸 2019.10.20

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

腹腔鏡下に摘出した小児後腹膜腫瘍の検討 第115回日本泌尿器科学会・茨城地方会 水戸 2019.10.20

小坂 征太郎
矢内 俊裕，益子 貴行，牛山 綾，田中 保
成，平野 隆幸，東間 未来，浅井 宣美

精巣捻転に対するSuperb Microvascular Imagingによる血流評
価

第115回日本泌尿器科学会・茨城地方会 水戸 2019.10.20

牛山 綾
矢内 俊裕，後藤 悠大，小坂 征太郎，田中
保成，平野 隆幸，東間 未来

developmental cyst を合併した重複肛門管の1例 第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

平野 隆幸
益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，東間 未来，矢内 俊裕

越婢加朮湯が有用であった膀胱壁リンパ管異常の1例 第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

矢内 俊裕
益子 貴行，東間 未来，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾，吉見　愛，小林
千恵，加藤　啓輔，小池　和俊，土田　昌宏

小児の精巣成熟奇形腫に対する腫瘍核出術 第61回日本小児血液・がん学会学術集会 広島 2019.11.14-16

小坂 征太郎
矢内 俊裕，益子 貴行，牛山 綾，田中 保
成，平野 隆幸，東間 未来，浅井 宣美

Superb Microvascular Imagingを用いた急性虫垂炎の血流評価 第5回日本小児超音波研究会 徳島 2019.11.16

牛山 綾
益子 貴行，後藤悠大，小坂 征太郎，田中
保成，平野 隆幸，矢内 俊裕，東間 未来

developmental cyst を合併した重複肛門管の1例 第32回日本内視鏡外科学会 福岡 2019.12.6-8

平野 隆幸
益子 貴行，牛山 綾，小坂 征太郎，田中 保
成，東間 未来，矢内 俊裕

越婢加朮湯が有用であった膀胱壁リンパ管異常の1例 第32回日本内視鏡外科学会 福岡 2019.12.6-8

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，平野 隆幸，田中 保
成，小坂 征太郎，牛山 綾

後腹膜鏡下腎盂形成術の検討：小切開・後腹膜鏡補助下手術お
よび開放手術との比較

第32回日本内視鏡外科学会 福岡 2019.12.6-8



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，加藤 秀之，野崎 良寛，林 立
申，塩野 淳子，堀米 仁志

左冠動脈肺動脈起始に対する左冠動脈移植の工夫 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

Tamura G Inagaki T
Severe breath-holding spells associated with Chiari
malformation type II.

The 3rd Congress of Asia Australasia
Society for Pediatric Neurosurgery

Incheon,
Kore

2019.5.10

田村 剛一郎 佐浦 南，稲垣 隆介
脊髄髄膜瘤とキアリ奇形II型に合併した重症チアノーゼ型息止
め発作の乳児例

第47回日本小児神経外科学会 新潟 2019.6.14-15

Inagaki T
Management of feet skin breakdown in spinal lipoma
patients.

63rd Annual scientific meeting of the
Society of research into

Hydrocephalus and Spina Bifida,
la Laguna 2019.6.26-29

稲垣 隆介 水戸地区の小児頭痛外来の特徴 第13回　茨城県頭痛研究会 水戸 2019.7.5

田村 剛一郎 稲垣 隆介 二分脊椎について. 
第二回 訪問看護ステーション・相談支援

専門員向け小児在宅医療勉強会
水戸 2019.9.7

Inagaki T Tamura G
Mild form craniosynostosis evaluated with new version K
developmental assessment score

The 47th Annual Meeting of the
International Society for Pediatric

Neurosurgery

Birmingham,
UK

2019.10.20-24

Tamura G Saura M, Inagaki T
Surgical indication of decompressive craniectomy to
severe brain edema associated with viral encephalopathy.

The 47th Annual Meeting of the
International Society for Pediatric

Neurosurgery

Birmingham,
UK

2019.10.20-24

田村 剛一郎 稲垣 隆介 急性脳症による重症脳浮腫に対する減圧開頭術の有効性. 第21回茨城小児神経内科外科懇話会 つくば 2019.11.30

大谷 明夫 稲留 征典, 佐藤 永一
PD-L1はリンパ球浸潤癌とリンパ節の樹状細胞に陽性である
(改訂版)。

第108回　日本病理学会総会 東京 2019.5.9-11

大谷 明夫 稲留 征典, 佐藤 永一
リンパ球の多い癌間質では fibroblastic reticular cellを欠
いている.

第108回　日本病理学会総会 東京 2019.5.9-11



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

塚越祐太 亀ヶ谷 真琴，鎌田 浩史，山崎 正志

新鮮腰椎分離症に対するリハビリテーション治療による腰椎ア
ライメント変化の検討/Change of radiographic lumbar
alignment of the patients with fresh lumbar spondylolysis
by rehabilitation

第56回日本リハビリテーション医学会学
術集会

神戸 2019.6.15

塚越祐太 -
ソフトテニスで発症した腸骨稜骨端症の2例
Two cases of iliac crest apophysitis in soft-tennis
players

第45回日本整形外科スポーツ医学会学術
集会

大阪 2019.8.30

塚越祐太
木村 圭志，佐藤 雅之，星 徹，捧 陽介，島
田 勇人，秋山 義人，野村 真船，生澤 義輔

胎児期からの多数の骨折歴により高度な大腿骨楔状変形を来し
た骨形成不全症に対し1歳時に矯正骨切り術を行った1例

第128回茨城県整形外科集談会 水戸 2019.10.20

塚越祐太
鎌田 浩史，木村 美緒，島田 勇人，生澤 義
輔，山崎 正志

非常勤整形外科医が行ってきた小児医療中核病院での乳児股関
節二次検診の検討
Secondary screening for the developmental dysplasia of
the hip in children’s hospital by part-time orthopedic
surgeons

第46回日本股関節学会学術集会 宮崎 2019.10.25

塚越 祐太
中嶋 康之，氷見 量，辰村 正紀，赤木 龍一
郎，源 裕介，森田 光明

新鮮腰椎分離症の両側例は腰痛発生から受診までの期間が長い 第30回日本臨床スポーツ医学会学術集会 横浜 2019.11.16-17

菊池 麻衣子 東間未来 あらゆるストーマ装具の皮膚保護剤に皮膚障害が生じた一例
第33回日本小児ストーマ・排泄・創傷管

理研究会
岡山 2019.6.15

柿﨑 靖子 藤岡 寛（茨城県立医療大学 教授）
先天性心疾患の子どものきょうだいの経験～経験を自己の成長
に繋げたA氏のライフストーリーの語りから～

日本家族看護学会第26回学術集会 京都 2019.9.14-15

藤岡 寛

 柿﨑 靖子,伊藤 伊織,湧水 理恵,海野 潔
美,
宮本 まり子,西垣 佳織,松野 明美,壹枝 聡
恵,後藤 あゆみ

障害児のきょうだいへの支援～知見の統合をはかり、具体的方
略を探る～

日本家族看護学会第26回学術集会 京都 2019.9.14-15

大木 悟子
野村 卓也，林 立申，吉澤 あやさ，山本 裕
子，新井 順一

A小児病院におけるMACT（Monitor　Alarm　Control　Team）の
活動報告　　　～MACT発足に向けた取り組み　第１報～ 第14回　医療の質・安全学会学術集会 京都 2019.11.29-30

福島純子 山﨑幾世，勝扇尚子
A病院NICU・GCUにおけるアクション・カードを用いた教育の効
果
～看護師の災害時の役割習得に向けて～

第29回日本新生児看護学会 鹿児島 2019.11.28-29

桑名 仁美 羽龍 幸栄, 平賀 紀子
A病院救急外来受診者の実態調査
－保護者が参考にした医療情報資源と受診の判断－

2019年度　茨城県看護研究学会 水戸 2019.12.21



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

菊池 麻衣子 塚越 祐太，勝田 絵梨，東間 未来，益子 貴行，田村 剛一郎，稲垣 隆介当院における二分脊椎外来の取り組みに関する検討 第30回関東小児整形外科研究会 東京 2020.2.1

魚住 春日
H.Uozumi, N.Matsubara, A.Teramoto,
A.Omori, T.Honmoto, T.Kono, K.Saito,
H.Fujita,

Lung Region Segmentation on Pediatric Chest X-rays with
Large Scale Database and Mask R-CNN,

第75回日本放射線技術学会総会学術大会 横浜 2019.4.11-14

魚住 春日
H.Uozumi, N.Matsubara, A.Teramoto,
A.Omori, T.Honmoto, T.Kono, K.Saito,
H.Fujita,

Lung Region Segmentation on Pediatric Chest X-rays with
Large Scale Database and Mask RCNN -Verification of
Usefulness in Pediatric Imaging–

the 13th Asia Oceania Congress of
Nuclear Medicine and Biology

Shanghai 2019.05

魚住 春日
松原 尚輝, 寺本 篤司, 日木 あゆみ, 本元
強, 河野 達夫, 齋藤 邦明, 藤田 広志

Mask R-CNNを用いた小児胸部X線画像における肺領域の自動抽
出,

第38回 日本医用画像工学会大会 奈良 2019.07

加藤 綾華 本元 強  Microscopy Coil を用いた Dual 撮像の検討
第66回日本放射線技術学会関東支部研究

発表大会
千葉 2019.11.16

加藤 綾華 本元 強 Microscopy Coil の精度管理ファントムの検討
第66回日本放射線技術学会関東支部研究

発表大会
千葉 2019.11.16

加藤 綾華 本元 強
圧縮センシング画像に対するカラーマップを用いた画像比較の
検討

第66回日本放射線技術学会関東支部研究
発表大会

千葉 2019.11.16

日木 あゆみ 本元 強 圧縮センシング撮像画像に対する物理評価法の基礎的検討
第66回日本放射線技術学会関東支部研究

発表大会
千葉 2019.11.16

奥村 英一郎
奥村 英一郎，坂井 上之，鈴木 伸忠，本元
強，東川 拓治, 石田 隆行

視線計測器を用いた腹部MRI画像の読影手法の検討
第66回日本放射線技術学会関東支部研究

発表大会
千葉 2019.11.16

浅井 宣美
貴達 俊徳，東間 未来，益子 貴行，矢内 俊
裕

超音波検査(US)による急性陰嚢症の鑑別診断 第5回日本小児超音波研究会学術集会 徳島 2019.11.16

布村 仁亮

こども専門病院におけるニプロ社製輸液ポンプFP-N11への機種
変更の経験

第29回日本臨床工学会 岩手

2019.5.18-19



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

野村 卓哉
特別支援学校教員の在宅人工呼吸器を使用する生徒の受け入れ
に関する不安

第29回日本臨床工学会 岩手	 2019.5.18-19

野村 卓哉
テキストマイニングを用いた臨床工学技士の研究動向の分析-日
本臨床工学会での演題発表について-

第2回茨城県臨床工学会 茨城 2019.6.2

布村 仁亮
小児専門病院における在宅人工呼吸器の選択　～リスクヘッジ
の観点から～

第2回茨城県臨床工学会 茨城 2019.6.2

野村 卓哉

布村 仁亮

臨床工学技士による小児在宅人工呼吸器患者の退院前訪問内容
の検討

第41回日本呼吸療法医学会学術集会 大阪 2019.8.3-4

布村 仁亮
イワキ株式会社製「Cirri フルフェイスマスク ミニ」の使用経
験

第41回日本呼吸療法医学会学術集会 大阪 2019.8.3-4

野村 卓哉

布村 仁亮

臨床工学技士を当事者とした人工心肺関連インシデントの分析
(第一報)-日本医療機能評価機構の公開データの活用-

第45回日本体外循環技術医学会大会 愛知 2019.10.5-6

野村 卓哉

布村 仁亮

小児専門病院における在宅人工呼吸器に関連したインシデント
の分析

第14回医療の質・安全学会学術集会 京都 2019.11.29-30

横川 忠一 肥田 浩佳，池邉 記士，助川 岩央
人工呼吸器のリーク許容範囲警報が挿管チューブの入れ替
えの指標として有効であった１例

第47回日本集中治療医学会学術集会 愛知 2020.3.8

伍藤 新平
林 立申, 塩田 逸人, 勝田 絵梨, 稲川 恵,
野崎 良寛, 鈴木 竜太郎, 小池 和俊, 須磨
崎 亮

小児患者における呼吸理学療法は横隔膜運動を改善する 第122回日本小児科学会学術集会 石川 2019.4.19-21

勝田 絵梨
塩田 逸人, 伍藤 新平, 稲川 恵, 小松 加代
子, 西原 久恵, 小池 和俊, 田村 剛一郎,
稲垣 隆介

病態認識の乏しい二分脊椎症女児に対する装具の工夫 第36回日本二分脊椎研究会 宮城 2019.7.13



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

須磨崎 亮 日本消化器関連学会機構、日本肝臓学会共催 市民公開講座　おとなとこどものための肝ぞう教室 座長 水戸市 2019.5.19

須磨崎 亮 第52回 武蔵野小児肝臓病懇話会 座長 東京 2019.12.3

小林 千恵
第4回茨城県がん生殖医療ネットワークシンポジ

ウム
第1部　茨城県のがん生殖医療ネットワークの現状 座長 つくば 2020.2.19

塩野 淳子 第122回日本小児科学会 循環器：グレン・フォンタン2 座長 金沢 2019.4.19

堀米 仁志 第121回茨城小児科学会 教育講演1「小児の高血圧 ～臓器としての血管～」 座長 つくば 2019.6.16

塩野 淳子 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会 ポスターセッション19　電気生理学・不整脈2 座長 札幌 2019.6.27

堀米 仁志 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会
シンポジウム3「胎児徐脈性不整脈の胎児治療とハイリ

スク症例への対応」
座長 札幌 2019.6.27

塩野 淳子 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会 ポスターセッション41　術後遠隔期・合併症・発達8 座長 札幌 2019.6.28

堀米 仁志 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会 会長要望演題「新しい不整脈診断と治療」 座長 札幌 2019.6.28

堀米 仁志 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会
心電図研究会・日本小児循環器学会学校検診部会　合同

セッション
座長 札幌 2019.6.28

塩野 淳子 第28回日本小児心筋疾患学会 一般演題2　心筋炎 座長 大阪 2019.10.19

田中 竜太 第121回茨城小児科学会
教育講演2「小児神経難病に対する新しい治療法〜脊髄

性筋萎縮症の疾患修飾薬について〜」
座長 つくば 2019.6.16

岩渕 恵美 第122回茨城小児科学会 一般演題（神経・感染） 座長 札幌 2019.10.20

福島 富士子 第9回茨城小児神経懇話会 一般演題　セッションⅠ 座長 つくば 2020.2.16

矢内 俊裕 第56回日本小児外科学会 一般演題8　泌尿器 座長 久留米 2019.5.23-25

東間 未来 第56回日本小児外科学会 ポスター29　消化管8 座長 久留米 2019.5.23-25



氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

東間 未来 第33回日本小児ストーマ・排泄・創傷管理研究会 要望演題1　ストーマ再造設 座長 岡山 2018.6.15

東間 未来 第76回直腸肛門奇形研究会 セッション5　総排泄腔遺残・長期フォロー 座長 大阪 2018.10.17

東間 未来 第30回日本小児呼吸器外科研究会 セッション1　肺気腫・肺嚢胞・異物 座長 大阪 2018.10.18

矢内 俊裕 第115回日本泌尿器科学会茨城地方会 特別講演 座長 水戸 2018.10.20

矢内 俊裕 第32回日本内視鏡外科学会 ワークショップ4　小児水腎症に対するアプローチ法 座長 福岡 2019.12.6-8

稲垣 隆介 第13回茨城県頭痛研究会 特別講演 座長 水戸 2019.7.5

稲垣 隆介 第13回茨城県頭痛研究会 代表世話人 水戸 2019.7.5

稲垣 隆介 第47回日本小児神経外科学会学術集会 座長 新潟 2019.6.14-15

本元 強 第3回　ＤＲ連合フォーラム 教育講演1・教育講演2 座長 東京 2019.11.23

布村 仁亮 第29回日本臨床工学会 血液浄化6 座長 岩手 2019.5.18

布村 仁亮 第45回日本体外循環技術医学会 小児 座長 愛知 2019.10.5

黒澤 奈々子 日本家族心理学会第36回大会 臨床の美とスピリチュアリティ
シンポジウ

ム
盛岡市 2019.9.21-23

加藤 かな江 第72回済生会学会 ポスター31「栄養1」 座長 新潟市 2020.2.9



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 茨城県医師会 第12回 男女共同参画フォーラム 水戸市 2019.11.10

宮本 泰行
予防接種の考え方と必要性－こどもだけでなく大

人にも－
茨城県保険医協会研究会 医師･医療従事者向け 水戸市 2019.9.5

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 つくば市 2019.7.13

小林 千恵
小児がん・血液疾患における妊孕性温存の現状と

課題
第3回茨城県がん生殖医療ネットワークシンポジウム

「がん生殖医療総論」
水戸市 2019.7.20

小林 千恵 悪性新生物について 2019年度患者・家族教室
小児慢性特定疾病児童等とその保

護者および関係職員
那珂市 2019.8.11

小林 千恵 緩和ケア研修会 境町 2019.8.24

小林 千恵 緩和ケア研修会 阿見町 2019.9.22

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会
ひたちなか

市
2019.12.7

小林 千恵 小児がんの移行期医療 茨城小児在宅医療シンポジウム　―移行期医療― 水戸市 2020.2.1

小林 千恵 緩和ケア研修会 笠間市 2020.2.2

小林 千恵
2019年度第2回小児医療に携わる医師に対する緩和ケ

ア研修会（CLIC）
東京 2020.2.23-24

堀米 仁志 心臓病児者の日常生活の注意点
全国心臓病の子供を守る会　北関東北陸ブロック交流

会
日立市 2019.6.15

野崎 良寛 小児の高血圧～臓器としての血管～ 第122回茨城小児科学会　教育講演1 つくば市 2019.6.16

堀米 仁志 講義7「遺伝性不整脈の胎児診断」 第42回心臓病胎児診断症例報告会 横浜市 2019.9.1

塩野 淳子 心室中隔欠損症の診断契機と 診断年齢 第29回茨城小児循環器研究会 つくば市 2019.11.21

堀米 仁志 房室ブロック（I度～III度）の胎児診断と管理 第4回「レベルII胎児心エコー講習会」
東京（WEB配
信あり）

2019.12.15

堀米 仁志 先天性心疾患の移行期医療 茨城小児在宅医療シンポジウム　―移行期医療― 水戸市 2020.2.1

田中 竜太 2019年度教育事務所における医師による相談事業 茨城県教育委員会 担当医師 鉾田市
2019.6.21，
10.11，12.6



演者 講演題名 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

田中 竜太 2019年度専門医による心の健康相談事業 茨城県教育研修センター 担当医師 笠間市 2019.8.9

田中 竜太
2019年度特別支援教育充実事業特別支援教育専門

家派遣
茨城県立鹿島特別支援学校 担当医師 行方市

2019.9.20，
2020.2.14

田中 竜太 当院におけるてんかん診療と重心施設の連携 茨城県医療型入所5施設の医療・福祉　連携の会 水戸市 2019.11.29

田中 竜太，福島 富士子 神経疾患、医療的ケア児の移行期支援 茨城小児在宅医療シンポジウム　―移行期医療― 水戸市 2020.2.1

福島 富士子 かかりつけ医等発達障害対応力向上研修事業 茨城県医師会 水戸市 2020.2.23

田中 竜太，本山 景一，泉 維
昌

ヌシネルセン髄注によって肺炎をきたさなくなっ
た脊髄性筋萎縮症2型の1例

第21回茨城小児神経内科外科懇話会（牧メモリアルカ
ンファレンス）

つくば 2019.11.30

矢内 俊裕 胆道閉鎖症 第35回日本小児外科学会・卒後教育セミナー 学会員(医師) 久留米市 2019.5.25

東間 未来 創傷治癒の基礎知識・創傷治癒の機序 第22回日本小児ストーマ・排泄・創傷管理セミナー 学会員(医師・看護師など) 岡山 2019.6.13

 Takayuki Inagaki Management of AVM.
16th Asian-Australasian Advanced Course in

Pediatric Neurosurgery.
HsinChu 2019.10.31-11.3

 Takayuki Inagaki Neonatal management of Myelomeningocele.
16th Asian-Australasian Advanced Course in

Pediatric Neurosurgery.
HsinChu 2019.10.31-11.3

 Takayuki Inagaki  Other dysraphic states.
16th Asian-Australasian Advanced Course in

Pediatric Neurosurgery.
HsinChu

 2019.10.31-
11.3

 Takayuki Inagaki Plagiocephaly.
16th Asian-Australasian Advanced Course in

Pediatric Neurosurgery.
HsinChu

 2019.10.31-
11.3

稲垣 隆介
目で見る脳外科、分かっていること、分かってい

ないこと
第49回小児神経セミナー 千葉市 2019.11.16-17

加藤 綾華 当院での頭部MRI検査について
日本小児放射線技術研究会シンポジウム前抄録　第44

号
診療放射線技師 2019.3

加藤 綾華 当院での頭部MRI検査について 第42回日本小児放射線技術研究会 診療放射線技師 横浜市 2019.4.13

日木 あゆみ やさしい小児検査のコツ　～MR・CT・一般撮影～ 第11回茨城MR技術研究会
診療放射線技師、医用機器メー

カー等
土浦市 2019.5.18

本元 強 画像をみてみよう（実習）
日本放射線技術学会関東支部平成３1年度関東DR研究

会蓼科セミナ
診療放射線技師 長野 2019.5.25-26

本元 強
小児撮影の撮影は苦手！ 工夫とコツを教えま

す！
日本放射線技術学会関東支部平成３1年度第1回関東DR

研究会
診療放射線技師 神奈川 2019.7.06



演者 講演題名 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

本元 強 小児撮影のきほんのキホンの基本
日本放射線技術学会関東支部平成３1年度第2回関東DR

研究会
診療放射線技師 山梨 2019.9.28

本元 強（体調不良により作成
スライドを藤田医科大学寺本
篤司教授に代理講演依頼）

「JSRTデータベースではじめるDeep Learning」
畳み込みニューラルネットワークによる胸部領域

抽出処理

第47回日本放射線技術学会秋季学術大会 画像部会セ
ミナー

診療放射線技師 大阪府 2019.10.18

加藤 綾華 当院での頭部MRI検査について
日本小児放射線技術研究会シンポジウム後抄録　第45

号
診療放射線技師 2020.3

野村 卓哉 在宅人工呼吸器の取り扱いについて
第2回訪問看護ステーション・相談支援専門員向け小

児在宅医療勉強会
訪問看護ステーション・相談支援

専門員
水戸市 2019.7.20

加藤 かな江 食物アレルギー児に安全な食事を提供するために
茨城県内保健師・管理栄養士・栄
養士、保育教育施設の保健福祉担

当者
水戸市 2020.7.17

加藤 かな江 食物アレルギー児に安全な食事を提供するために
筑西保健所・古河保健所管内給食

施設給食従事者
古河市 2020.9.25

森山 理恵 病状に適した栄養指導 新規採用栄養教諭 水戸市 2020.10.24

加藤 かな江 小児領域に関する栄養管理
アール医療福祉専門学校理学療法

士科作業療法士科学生
土浦市 2020.1.23

加藤 かな江 アレルギー食品について 一般住民 水戸市 2020.2.15

森山 理恵 食物アレルギー～食事で気をつけることは～ 一般住民 水戸市 2020.2.15

松井 基子 チャイルド・ライフ・スペシャリストの実践報告
病気や障害を抱えるこどもたちの今と未来を考える

ワークショップin東京
東京 2019.12.14



出演

出演者 媒体 対象 番組 年月

須磨崎 亮 NHK水戸放送局 いば6「新型コロナウイルス感染症について」 2019.1.28



医療教育局・総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

塚越 祐太
【子どもの運動器障害-学校検診から日常診療まで】徴候・症状別の診察から診断まで　関
節弛緩

整形外科 70巻6号 565-568 2019.05



医療教育局・論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Hosaka S, Kobayashi C, Saito H, Imai-Saito A, Suzuki R,
Iwabuchi A, Kato Y, Jimbo T, Watanabe N, Onodera M,
Imadome K, Masumoto K, Nanmoku T, Fukushima T, Kosaki
K, Sumazaki R, Takada H

Establishment of immunity against Epstein‐Barr virus
infection in a patient with CHARGE/complete DiGeorge
syndrome after peripheral blood lymphocyte
transfusion

Pediatric Transplantation 23(4) e13424 2019.06

Yoshida K, Baba M, Hasebe H, Shinoda Y, Harunari T,
Ebine M, Uehara Y, Watabe H, Takeyasu N, Horigome H,
Nogami A, Ieda M

Structural relation between the superior vena cava
and pulmonary veins in patients with atrial
fibrillation

Heart and Vessels 34(12) 2052-2058 2019.05

石川 伸行、堀米 仁志、村上 卓、高橋 実穂、野崎 良寛、林
立申、塩野 淳子、平松 祐司、柳沢 裕美

左単一冠動脈の拡張を伴い、SHOC2遺伝子異常が認められた
Noonan症候群の1例

日本小児循環器学会雑誌 35(2) 127-131 2019.5

Okuwaki H, Kato Y, Lin L, Nozaki Y, Takahashi‐Igari M,
Horigome H

Mexiletine infusion challenge test for neonatal long
QT syndrome with 2:1 atrioventricular block

Journal of Arrhythmia 35(4) 685-688 2019.06

Aita S, Ogata K, Yoshida K, Inaba T, Kosuge H, Machino
T, Tsumagari Y, Hattori A, Ito Y, Komatsu Y, Sekihara
K, Horigome H, Aonuma K, Nogami A, Kandori A, Ieda M

Noninvasive Mapping of Premature Ventricular
Contractions by Merging Magnetocardiography and
Computed Tomography

JACC. Clinical
electrophysiology

5(10) 1144-1157 2019.07

Miyoshi T, Maeno Y, Hamasaki T, Inamura N, Yasukochi S,
Kawataki M, Horigome H, Yoda H, Taketazu M, Nii M,
Hagiwara A, Kato H, Shimizu W, Shiraishi I, Sakaguchi
H, Ueda K, Katsuragi S, Yamamoto H, Sago H, Ikeda T;
Japan Fetal Arrhythmia Group

Antenatal Therapy for Fetal Supraventricular
Tachyarrhythmias: Multicenter Trial

Journal of the American
College of Cardiology

74(7) 874-885 2019.08

Cuneo BF, Kaizer AM, Ann Clur S, Swan H, Herberg U,
Winbo A, Rydberg A, Haugaa K, Etheridge S, Ackerman MJ,
Dagradi F, Killen SAS, Waker-Gussmann A, Benson DW,
Wilde AAM, Pan Z, Lam A, Spazzolini C, Horigome H,
Schwartz PJ; Fetal LQTS Consortium

Mothers with long QT syndrome are at increased risk
for fetal death: Findings from a multicenter
international study

American Journal of
Obstetrics and Gynecology

222(3)
263.e1-
263.e11

2019.09

Nakazawa N, Ishizu T, Seo Y, Kawamatsu N, Sato K,
Yamamoto M, Machino-Ohtsuka T, Horigome H, Hiramatsu Y,
Ieda M, Kawakami Y

The impact of right bundle branch block on right
ventricular size and function assessed by three-
dimensional speckle-tracking echocardiography

Heart and Vessels 35(4) 576-585 2019.10

Horigome H, Ishikawa Y, Kokubun N, Yoshinaga M,
Sumitomo N, Lin L, Kato Y, Tanabe-Kameda Y, Ohno S,
Nagashima M, Horie M

Multivariate analysis of TU wave complex on
electrocardiogram in Andersen-Tawil syndrome with
KCNJ2 mutations

Annals of noninvasive
electrocardiology

e12721 2019.11

Sugiyama K, Horigome H, Lin L, Murakami T, Shiono J,
Yamashiro Y, Matsuura H, Yoda H, Yanagisawa H

Novel ELN mutation in a Japanese family with a severe
form of supravalvular aortic stenosis

Molecular genetics &
genomic medicine

7(11) e986 2019.11

Nozaki Y, Kato Y, Uike K, Yamamura K, Kikuchi M, Yasuda
M, Ohno S, Horie M, Murayama T, Kurebayashi N, Horigome
H

Co-Phenotype of Left Ventricular Non-Compaction
Cardiomyopathy and Atypical Catecholaminergic
Polymorphic Ventricular Tachycardia in Association

Circulation Journal 84(2) 226-234 2019.12



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Hirono K, Miyao N, Yoshinaga M, Nishihara E, Yasuda K,
Tateno S, Ayusawa M, Sumitomo N, Horigome H, Iwamoto M,
Takahashi H, Sato S, Kogaki S, Ohno S, Hata T, Hazeki
D, Izumida N, Nagashima M, Ohta K, Tauchi N, Ushinohama
H, Doi S, Ichida F; Study group on childhood
cardiomyopathy in Japan

A significance of school screening electrocardiogram
in the patients with ventricular noncompaction

Heart and Vessels 35(7) 985-995 2020.03

齊藤 綾子、泉 維昌、鈴木 竜太郎、塚越 隆司、林 立申、塩
野 淳子、堀米 仁志、稲垣 隆介、濱田 陸、幡谷 浩史、緒方
謙太郎、森貞 直哉、野津 寛大、飯島 一誠、須磨崎 亮

急性心不全を契機に発見された頭蓋外胚葉異形成（CED）の
姉妹例

日本小児腎臓病学会雑誌 33(1) 43-50 2020.03

田中 磨衣、大戸 達之、榎園 崇、田中 竜太、高田 英俊 福山型先天性筋ジストロフィーの小児臨床像 日本小児科学会雑誌 123(7) 1178-1182 2019.7

Okumura A, Shimojima K, Kurahashi H, Numoto S, Shimada
S, Ishii A, Ohmori I, Takahashi S, Awaya T, Kubota T,
Sakakibara T, Ishihara N, Hattori A, Torisu H, Tohyama
J, Inoue T, Haibara A, Nishida T, Yuhara Y, Miya K,
Tanaka R, Hirose S, Yamamoto T

PRRT2 mutations in Japanese patients with benign
infantile epilepsy and paroxysmal kinesigenic
dyskinesia

Seizure 71 1-5 2019.10

池邉 記士、塙 淳美、田中 竜太、福島 富士子、京戸 玲子、
河野 達夫、高橋 幸利、泉 維昌

小脳腫脹が急速に進行し救命できなかった急性小脳炎 日本小児科学会雑誌 123(12) 1793-1799 2019.12

出澤 洋人、本山 景一、田中 竜太、鈴木 竜太郎、福島 富士
子、岩崎 信明、小林 千恵、泉 維昌

非侵襲的陽圧換気療法を導入した脊髄性筋萎縮症1型の2例 日本小児科学会雑誌 123(11) 1660-1665 2019.11

神崎 美玲、塚田 裕伍、京戸 玲子、泉 維昌、田中 竜太 13トリソミー症候群の乳児に多発した稗粒腫の1例 皮膚科の臨床 62(1) 74-78 2020.01

黒木 崇子、塚越 祐太、辰村 正紀、木村 高志 水泳中の心肺停止をAEDにて救命し得た1例 水と健康医学研究会誌 21(1) 23-31 2019.4

辰村 正紀、奥脇 駿、蒲田 久典、塚越 祐太、平野 篤、山崎
正志

腰椎分離症　100%を超える復帰　不成功例から学ぶ腰椎分
離症の治療予後不良因子

日本整形外科スポーツ医学会
雑誌

39(3) 269-272 2019.7

Morita M, Kamegaya M, Takahashi D, Kamada H, Tsukagoshi
Y, Tomaru Y

Proposal of a New Type of Innominate Osteotomy
without the Use of Bone Graft in Children: A
Preliminary Study

JB & JS open access 4(3) e0016.1-7 2019.9

Tomaru Y, Kamada H, Tsukagoshi Y, Nakagawa S, Onishi M,
Tanaka K, Takeuchi R, Mataki Y, Miyakawa S, Yamazaki M

Prophylactic pinning should be considered in patients
at risk for slipped capital femoral epiphysis

Journal of Rural Medicine
: JRM

14(2) 191-195 2019.11

Tomaru Y, Kamada H, Tsukagoshi Y, Nakagawa S, Onishi M,
Tanaka K, Takeuchi R, Mataki Y, Miyakawa S, Yamazaki M

Relationship between exercise time and
musculoskeletal problems in children

Journal of Rural Medicine
: JRM

14(2) 176-180 2019.11

Tsukagoshi Y, Kamegaya M, Kamada H, Morita M, Tomaru Y,
Nakagawa S, Kimura M, Takeuchi R, Nishino T, Yamazaki M

Cross-Sectional Survey of Childhood Acetabular
Development in Japan

JMA Journal 3(1) 51-57 2020.1



著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

辰村 正紀、飛田 広大、武井 隼児、松浦 智史、照屋 翔太
郎、奥脇 駿、河村 季生、江藤 文彦、塚越 祐太、小川
健、万本 健生、平野 篤、山崎 正志

治療開始時の腰仙椎矢状面アライメントは第5腰椎分離症の
治療予後に影響をもたらすか？

日本臨床スポーツ医学会誌 28(1) 60-65 2020.1

奥脇 駿、辰村 正紀、飛田 広大、武井 隼児、松浦 智史、照
屋 翔太郎、河村 季生、江藤 文彦、塚越 祐太、小川 健、万
本 健生、平野 篤、山崎 正志

発育期コリジョンスポーツ選手における腰椎分離症の解析 日本臨床スポーツ医学会誌 28(1) 46-53 2020.1



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 発表日

三浦 隆介

齊藤 博大，佐藤 良滉，河合 慧，砂押 瑞
史，出澤 洋人，池邉 記士，塚田 裕伍，
本山 景一，福島 富士子，小林 千恵，熊
崎 香織，泉 維昌

Streptococcus intermediusによる多発性肺膿瘍をきたした基
礎疾患のない小児例

第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

飯島 将由

齊藤 博大，佐藤 良滉，河合 慧，砂押 瑞
史，出澤 洋人，池邉 記士，三浦 隆介，
塚田 裕伍，本山 景一，福島 富士子，小
林 千恵，熊崎 香織，泉 維昌

発症早期に肺障害を合併した若年性皮膚筋炎の1例 第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

佐藤 良滉

池邉 記士，小林 千恵，壹岐 豊，飯島 将
由，河合 慧，砂押 瑞史，出澤 洋人，塚
田 裕伍，三浦 隆介，齊藤 博大，本山 景
一，福島 富士子，熊崎 香織，泉 維昌

ヌーナン症候群に合併したALPS/ALPS類縁疾患の1例 第122回茨城小児科学会 水戸 2019.10.20

K Kato
A Yoshimi, N Ikenobe, C Kobayashi , H
Otani, T Masuko, M Toma, T Yanai, K
Koike, M Tsuchida

神経芽腫におけるMLPA法を用いたMYCN増幅ならびに11q欠失の
解析-特に骨髄転移巣の解析に有用である
Molecular analysis on MYCN amplification and 11q loss in
neuroblastoma using MLPA-special reference to usage of
bone marrow sample

第61回日本小児血液・がん学会学術
集会

広島 2019.11.15

小林 千恵
池邉 記士，渡辺 春美，吉見 愛，加藤 啓
輔，小池 和俊，土田 昌宏

小児がん治療経験者に発症した二次がん
第61回日本小児血液・がん学会学術

集会
広島 2019.11.16

池邉 記士
小林 千恵，吉見 愛，加藤 啓輔，小池 和
俊，泉 維昌，大谷 明夫，佐々木 正浩，
河野 達夫，土田 昌宏

リンパ浮腫を背景に血管肉腫を発症したターナー症候群の3歳
女児

第61回日本小児血液・がん学会学術
集会

広島 2019.11.16

石津 智子
川上 康，町野 智子，山本 昌良，佐藤 希
美，瀬尾 由広，家田 真樹，堀米 仁志

修正大血管転位を見逃さないために
日本心エコー図学会学術集会第30回

学術集会
松本 2019.5.10

石津 智子
川上 康，町野 智子，山本 昌良，佐藤 希
美，瀬尾 由広，家田 真樹，堀米 仁志

成人体循環右室の拡張機能評価と臨床的意義
日本心エコー図学会学術集会第30回

学術集会
松本 2019.5.12

三好 剛一
稲村 昇，安河内 聰，堀米 仁志，与田 仁
志，竹田津 未生，新居 正基，左合 治
彦，前野 泰樹，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－多施設共同試験－

日本超音波医学会第92回学術集会 東京 2019.5.25

村上 卓 堀米 仁志
胎児心臓異常のスクリーニング-臨床現場の抱える課題は?-
胎児不整脈のスクリーニングと診断

日本超音波医学会第92回学術集会 東京 2019.5.26

出口 拓磨

嶋 侑里子，矢野 悠介，石踊 巧，榎本 有
希，村上 卓，高橋 実穂，堀米 仁志，加
藤 秀之，松原 宗明，平松 祐司，寺内 真
理子，太田 哲也，高田 英俊

川崎病の既往のある乳児特発性僧帽弁腱索断裂の救命例 第121回茨城小児科学会 つくば 2019.6.16

會田 敏
吉田 健太郎，稲葉 武，青沼 和隆，堀米
仁志，野上 昭彦

心室性期外収縮に対する心磁図と3次元CT画像の合成による非
侵襲的マッピング法

第34回日本生体磁気学会大会 函館 2019.6.22

医療教育局・学会



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 発表日

稲葉 武

會田 敏，吉田 健太郎，中澤 陽子，服部
愛，小松 雄樹，星 智也，石津 智子，佐
藤 明，関口 幸夫，渡邊 重行，川上 康，
青沼 和隆，野上 昭彦，堀米 仁志，家田
真樹

筑波大学病院における心臓磁気計測（心磁図）の臨床応用 第34回日本生体磁気学会大会 函館 2019.6.22

嶋 侑里子
堀米 仁志，矢野 悠介，石踊 巧，野崎 良
寛，林 立申，村上 卓，高橋 実穂，高田
英俊

胎児心疾患診断と管理における胎児心磁図の有用性 第34回日本生体磁気学会大会 函館 2019.6.22

園部 藍子
松原 宗明，石井 知子，米山 文弥，村上
卓，高橋 実穗，堀米 仁志，加藤 秀之，
平松 祐司

当院における乳幼児Peripheral VA-ECMOの検討 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

横川 直人
三浦 大，住友 直文，澁谷 和彦，堀米 仁
志，前野 泰樹

ヒドロキシクロロキンによる抗SS-A抗体関連房室ブロックの再
発予防: オンライン診療を用いた臨床試験

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

吉永 正夫
岩本 眞理，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ
濱 大也，泉田 直己，田内 宣生，阿部 勝
己，長嶋 正實

V3誘導（R+S波）加算値による肥大型心筋症の早期診断に関す
る検討

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

林 立申
堀米 仁志，岩本 眞理，大橋 直樹，後藤
浩子，鈴木 嗣俊，高橋 一浩，三浦 大，
吉永 正夫，住友 直方

房室ブロックを呈するハイリスク先天性QT延長症候群の胎児，
新生児期からの管理

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

廣野 恵一
宮尾 成明，吉永 正夫，堀米 仁志，鮎澤
衛，安田 和志，立野 滋，岩本 真理，長
嶋 正實，西原 栄起，市田 蕗子

学校心臓検診から見た心筋緻密化障害の臨床像 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

髙橋 実穂
村上 卓，林 立申，野崎 良寛，加藤 愛
章，堀米 仁志

胎児QT延長症候群の診断と管理の問題点 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.27

岩本 眞理
吉永 正夫，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ
濱 大也，泉田 直己，田内 宣夫，長嶋 正
實，米山 達也，阿部 克己

調律異常・伝導異常の判定 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

牛ノ濱 大
也

阿部 勝己，泉田 直己，岩本 眞理，住友
直方，田内 宣生，堀米 仁志，吉永 正
夫，長嶋 正實

抽出基準の改訂ポイント−電位異常の判定 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

泉田 直己
岩本 真理，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ
濱 大也，吉永 正夫，田内 宣生，阿部 勝
己，長嶋 正實

学校心臓検診におけるSTJ上昇例の判定に関する検討 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

泉田 直己
岩本 真理，堀米 仁志，住友 直方，牛ノ
濱 大也，吉永 正夫，田内 宣生，阿部 勝
己，長嶋 正實

心電図研究の経緯と方法 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

野崎 良寛
加藤 愛章，鵜池 清，山村 健一郎，菊池
正広，大野 聖子，堀江 稔，堀米 仁志

RYR2変異 (R169Q)を有し左室心筋緻密化障害とカテコラミン誘
発性多型心室頻拍の共表現型を呈した3例

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.28

塩野 淳子 野崎 良寛，林 立申，堀米 仁志 心室中隔欠損症の診断年齢 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 発表日

村上 卓 堀米 仁志，賀藤 均，掛江 直子
小児期心筋症，心筋炎に関する疫学調査：小児慢性特定疾病登
録データを用いた解析

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

櫨木 大祐
吉永 正夫，堀米 仁志，鮎澤 衛，安田 和
志，小垣滋 豊，土井 庄三郎，立野 滋，
岩本 眞理，長嶋 正實

小児期肥大型心筋症の予後に与える学校心臓検診の影響－全国
調査成績から－

第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

堀米 仁志
野崎 良寛，安田 和志，西原 栄起，鮎澤
衛，小垣滋 豊，岩本 眞理，土井 庄三
郎，大野 聖子，住友 直方，吉永 正夫

小児期拡張型心筋症の臨床像および治療と予後 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

齊藤 綾子

泉 維昌，鈴木竜太郎，塚越隆司，佐藤琢
郎，林 立申，塩野淳子，堀米仁志，稲垣
隆介，濱田 陸，幡谷浩史，緒方謙太郎，
森貞直哉，飯島一誠，須磨崎 亮

心不全・腎不全で診断された頭蓋外胚葉異形成（CED）の姉妹
例

第54回日本小児腎臓病学会学術集会 大阪 2019.6.7

河合 慧
五十嵐 徹，池邉記士，塚越隆司，鈴木竜
太郎，齊藤博大，泉 維昌，浅井宣美，河
野達夫，堀米仁志

腎血管性高血圧を伴い，治療中に可逆性後頭葉白質脳症を発症
した高安動脈炎に対し，トシリズマブを併用しながらステロイ
ドを減量した9歳女児例

第29回日本小児リウマチ学会総会・
学術集会

札幌 2019.10.6

石踊 巧
野崎 良寛，嶋 侑里子，村上 卓，髙橋 実
穂，町野 智子，石津 智子，廣野 恵一，
市田 蕗子，堀米 仁志

妊娠を契機に心尖部腔に血栓を形成した左室心筋緻密化障害類
似疾患

第28回日本小児心筋疾患学会学術集
会

大阪 2019.10.19

野崎 良寛
塩野 淳子，林 立申，堀米 仁志，大谷 明
夫

2回の重症急性心筋炎を発症した症例
第28回日本小児心筋疾患学会学術集

会
大阪 2019.10.19

塩野 淳子
林 立申，村上 卓，堀米 仁志，磯部 剛
志，坂  由希子，阿部 正一

当院におけるフォンタン手術適応疾患例の治療成績 第122回茨城小児科学会 水戸 2019.10.20

Lin L
Horigome H, Shiono J, Iwamoto M,
Ohashi N, Goto H, Suzuki T, Takahashi
K, Miura M, Yoshinaga M, Sumitomo N

Management of high-risk congenital long QT syndrome with
atrioventricular block in fetal and neonatal life

APHRS 2019: 12th Asia Pacific
Heart Rhythm Society Scientific

Session

Bangkok,
Thailand

2019.10.24

Horigome H
Ishikawa Y, Kokubun N, Yoshinaga M,
Sumitomo N, Lin L, Kato Y, Tanabe-
Kameda Y, Ohno S, Nagashima M, Horie M

Characterization of the TU-wave complex of Andersen-
Tawil syndrome with KCNJ2 mutations using high-frequency
ECG data

APHRS 2019: 12th Asia Pacific
Heart Rhythm Society Scientific

Session

Bangkok,
Thailand

2019.10.26

矢内 俊裕

益子 貴行，東間 未来，平野 隆幸，田中
保成，小坂 征太郎，牛山 綾，吉見 愛，
小林　千恵，加藤 啓輔，小池 和俊，土田
昌宏

小児の精巣成熟奇形腫に対する腫瘍核出術
第61回日本小児血液・がん学会学術

集会
広島 2019.11.15

Hoshino Y
Arai J, Miura R, Yukitake Y, Takeuchi
S, Kajikawa D, Kamakura T, Horigome H

Lung Ultrasonography in Predicting the Prognosis of
Bronchopulmonary Dysplasia in Neonates

The 3rd Taiwan-Korea-Japan Joint
Congress on Neonatology

鹿児島 2019.11.27

堀米 仁志

石川 康宏，国分 則人，吉永 正夫，住友
直方，高橋 実穂，村上 卓，野崎 良寛，
石踊 巧，嶋 侑里子，加藤 愛章，大野 聖
子，堀江 稔，長嶋 正實

高精度心電図を用いたAndersen-Tawil症候群のTU波形の解析 第24回日本小児心電学会学術集会 愛媛 2019.11.30

石津 智子
川松 直人，町野 智子，増田 慶太，堀米
仁志

成人未診断ccTGAをどう見つけどう管理するか
第22回日本成人先天性心疾患学会総

会・学術集会
東京 2020.1.18



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 発表日

川松 直人
石津 智子，福田 旭伸，木島 康文，椎名
由美，立野 滋，町野 智子，堀米 仁志，
丹羽 公一郎，家田 真樹

成人期Fontan術後患者におけるDOACの有効性と安全性の検討
第22回日本成人先天性心疾患学会総

会・学術集会
東京 2020.1.18

町野 智子
石津 智子，中澤 直美，川松 直人，矢野
悠介，野崎 良寛，高橋 実穂，堀米 仁
志，家田 真樹

ファロー四徴症心内修復術後例における心エコーPR評価の精度
と限界ー心臓MRIとの比較

第22回日本成人先天性心疾患学会総
会・学術集会

東京 2020.1.18

服部 正幸

石津 智子，山崎 浩，折居 大輔，下尾
知，川松 直人，町野 智子，町野 毅，増
田 慶太，堀米 仁志，野上 昭彦，青沼 和
隆，家田 真樹

傾向スコアマッチングを用いた解析(Non-pharmacological
therapy for refractory arrhythmias associated with adult
congenital heart disease　Pre- and Post-Operative State
of Secundum Atrial Septal Defect Predispose to
Recurrence of Atrial Fibrillation After Pulmonary Vein
Isolation: Propensity Match Analysis)

第22回日本成人先天性心疾患学会総
会・学術集会

東京 2020.1.18

村上 卓
堀米 仁志，高橋 実穂，野崎 良寛，矢野
悠介，嶋 侑里子，石踊 巧，森 健作

遺伝性出血性末梢血管拡張症における多発性肺動静脈瘻に対し
Amplatzer vascular plugによる経カテーテル塞栓術を施行し
た小児例

第31回日本Pediatric
Interventional Cardiology学会学

術集会
沖縄 2020.1.23

林 立申
村上 卓，塩野 淳子，藤里 秀史，矢野 悠
介，野崎 良寛，堀米 仁志

EpoprostenolからTreprostinil持続皮下注へ切り替え後に肺動
脈圧が著明に上昇したIPAHの1例

第26回日本小児肺循環研究会学術集
会

東京 2020.2.8

沼本 真吾
倉橋 宏和，岩山 秀之，佐藤 敦志，久保
田 雅也，椎原 隆，岡西 徹，田中 竜太，
九鬼 一郎，福山 哲弘，奥村 彰久

結節性硬化症における急性脳症／重症けいれん重積 第1報；発
症群における臨床像

第61回日本小児神経学会学術集会 名古屋 2019.5.31

沼本 真吾

倉橋 宏和，岩 山秀之，佐藤 敦志，久保
田 雅也，椎原 隆，岡西 徹，田中 竜太，
九鬼 一郎，福山 哲広，柏木 充，奥村 彰
久

結節性硬化症における急性脳症／重症けいれん重積 第2報；リ
スク因子

第61回日本小児神経学会学術集会 名古屋 2019.5.31

神﨑 美玲
塚田 裕伍，京戸 玲子，泉 維昌，田中 竜
太

13トリソミー症候群の乳児に多発した稗粒腫の1例 第118回日本皮膚科学会総会 名古屋 2019.6.6-9

菊地 正広 田中 竜太，加藤 啓輔 ペランパネル投与により発作消失を認めた結節性硬化症の1例 第53回日本てんかん学会学術集会 神戸 2019.10.31

田中 竜太 本山 景一，泉 維昌
ヌシネルセン髄注によって肺炎をきたさなくなった脊髄性筋萎
縮症2型の1例

第21回茨城小児神経内科外科懇話会
（牧メモリアルカンファレンス）

つくば 2019.11.30

塚田 裕伍
田中 竜太，竹内 秀輔，梶川 大悟，西野
一三

KLHL41変異による重症乳児型ネマリンミオパチーの兄弟例 第9回茨城小児神経懇話会 つくば 2020.2.16

阿部 正一
坂 有希子，加藤 秀之，野崎 良寛，林 立
申，塩野 淳子，堀米 仁志

左冠動脈肺動脈起始に対する左冠動脈移植の工夫 第55回日本小児循環器学会 札幌 2019.6.29

塚越 祐太 亀ヶ谷 真琴，鎌田 浩史，山崎 正志

新鮮腰椎分離症に対するリハビリテーション治療による腰椎ア
ライメント変化の検討/Change of radiographic lumbar
alignment of the patients with fresh lumbar
spondylolysis by rehabilitation

第56回日本リハビリテーション医学
会学術集会

神戸 2019.6.15

塚越 祐太 -
ソフトテニスで発症した腸骨稜骨端症の2例
Two cases of iliac crest apophysitis in soft-tennis
players

第45回日本整形外科スポーツ医学会
学術集会

大阪 2019.8.30



発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 発表日

塚越 祐太
木村 圭志，佐藤 雅之，星 徹，捧 陽介，
島田勇人，秋山 義人，野村 真船，生澤
義輔

胎児期からの多数の骨折歴により高度な大腿骨楔状変形を来し
た骨形成不全症に対し1歳時に矯正骨切り術を行った1例

第128回茨城県整形外科集談会 水戸 2019.10.20

塚越 祐太
鎌田 浩史，木村 美緒，島田 勇人，生澤
義輔，山崎 正志

非常勤整形外科医が行ってきた小児医療中核病院での乳児股関
節二次検診の検討
Secondary screening for the developmental dysplasia of
the hip in children’s hospital by part-time orthopedic
surgeons

第46回日本股関節学会学術集会 宮崎 2019.10.25

塚越 祐太
中嶋 康之，氷見 量，辰村 正紀，赤木 龍
一郎，源 裕介，森田 光明

新鮮腰椎分離症の両側例は腰痛発生から受診までの期間が長い
第30回日本臨床スポーツ医学会学術

集会
横浜 2019.11.17



医療教育局・学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

小林 千恵
第4回茨城県がん生殖医療ネットワークシンポジウ

ム
第1部　茨城県のがん生殖医療ネットワークの現状 座長 つくば 2020.2.19

堀米 仁志 第121回茨城小児科学会 教育講演1「小児の高血圧 ～臓器としての血管～」 座長 つくば 2019.6.16

堀米 仁志 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会 シンポジウム3「胎児徐脈性不整脈の胎児治療とハイリスク症例への対応」 座長 札幌 2019.6.27

堀米 仁志 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会 会長要望演題「新しい不整脈診断と治療」 座長 札幌 2019.6.28

堀米 仁志 第55回日本小児循環器学会総会・学術集会 心電図研究会・日本小児循環器学会学校検診部会　合同セッション 座長 札幌 2019.6.28

田中 竜太 第121回茨城小児科学会
教育講演2「小児神経難病に対する新しい治療法〜脊髄性筋萎縮症の疾患修飾薬

について〜」
座長 つくば 2019.6.16



医療教育局・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 つくば市 2019.7.13

小林 千恵 小児がん・血液疾患における妊孕性温存の現状と課題
第3回茨城県がん生殖医療ネットワークシンポジウム「がん生

殖医療総論」
水戸市 2019.7.20

小林 千恵 悪性新生物について 2019年度患者・家族教室
小児慢性特定疾病
児童等とその保護
者および関係職員

那珂市 2019.8.11

小林 千恵 緩和ケア研修会 境町 2019.8.24

小林 千恵 緩和ケア研修会 阿見町 2019.9.22

小林 千恵 茨城県緩和ケア研修会 ひたちなか市 2019.12.7

小林 千恵 小児がんの移行期医療 茨城小児在宅医療シンポジウム　―移行期医療― 水戸市 2020.2.1

小林 千恵 緩和ケア研修会 笠間市 2020.2.2

小林 千恵
2019年度第2回小児医療に携わる医師に対する緩和ケア研修会

（CLIC）
東京 2020.2.23-24

堀米 仁志 心臓病児者の日常生活の注意点 全国心臓病の子供を守る会　北関東北陸ブロック交流会 日立市 2019.6.15

堀米 仁志 講義7「遺伝性不整脈の胎児診断」 第42回心臓病胎児診断症例報告会 横浜市 2019.9.1

堀米 仁志 房室ブロック（I度～III度）の胎児診断と管理 第4回「レベルII胎児心エコー講習会」
東京（WEB配信あ

り）
2019.12.15

堀米 仁志 先天性心疾患の移行期医療 茨城小児在宅医療シンポジウム　―移行期医療― 水戸市 2020.2.1

田中 竜太 2019年度教育事務所における医師による相談事業 茨城県教育委員会 担当医師 鉾田市
2019.6.21，
10.11，12.6

田中 竜太 2019年度専門医による心の健康相談事業 茨城県教育研修センター 担当医師 笠間市 2019.8.9

田中 竜太 2019年度特別支援教育充実事業特別支援教育専門家派遣 茨城県立鹿島特別支援学校 担当医師 行方市
2019.9.20，
2020.2.14

田中 竜太 当院におけるてんかん診療と重心施設の連携 茨城県医療型入所5施設の医療・福祉　連携の会 水戸市 2019.11.29

田中 竜太，福島 富士子 神経疾患、医療的ケア児の移行期支援 茨城小児在宅医療シンポジウム　―移行期医療― 水戸市 2020.2.1
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