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星野 雄介 浅井 宣美，児玉 和彦，小野 友輔，城戸 崇裕
浅井塾直伝！できる小児腹部エコー : 描出・診断・治療

まで「いい塩梅」の活用術
ホットトピック：肺エコーに

ついて
202-216 羊土社/2021

稲村 昇，堀米 仁志，瀧聞 浄宏，渋谷 和彦，与田 仁志，
河津 由紀子，廣野 恵一，前野 泰樹，須田 憲治，川瀧 元
良，松井 彦郎，満下 紀恵，山本 祐華，加地 剛，金川 武
司，西川 浩，片岡 功一，横山 岳彦，石井 陽一郎，金 基
成，高橋 実穂，川崎 有希，漢 伸彦，永田 弾，小山 耕太

郎，和田 和子，池田 智明

日本胎児心臓病学会 Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 37(S1)
日本小児循環器学会胎児心エ
コー検査ガイドライン（第2

版）
S1.1-S1.57

日本小児循環器
学会/2021

出澤 洋人 浅井 宣美，児玉 和彦，小野 友輔，城戸 崇裕
浅井塾直伝！できる小児腹部エコー : 描出・診断・治療

まで「いい塩梅」の活用術
発熱・尿路感染症 162-169 羊土社/2021

東間 未来，浅井 宣美 浅井 宣美，児玉 和彦，小野 友輔，城戸 崇裕
浅井塾直伝！できる小児腹部エコー : 描出・診断・治療

まで「いい塩梅」の活用術
急性腹症における臨床エコー 44-55 羊土社/2021

浅井 宣美，児玉 和彦，貴達 俊徳，矢内 俊裕 浅井 宣美，児玉 和彦，小野 友輔，城戸 崇裕
浅井塾直伝！できる小児腹部エコー : 描出・診断・治療

まで「いい塩梅」の活用術
急性陰嚢症 170-178 羊土社/2021

弘野 浩司 浅井 宣美，児玉 和彦，小野 友輔，城戸 崇裕
浅井塾直伝！できる小児腹部エコー : 描出・診断・治療

まで「いい塩梅」の活用術
消化管出血をきたす疾患に対

するエコー検査
179-193 羊土社/2021

浅井 宣美 , 本間 利生 浅井 宣美，児玉 和彦，小野 友輔，城戸 崇裕
浅井塾直伝！できる小児腹部エコー : 描出・診断・治療

まで「いい塩梅」の活用術

腸回転異常症～年齢的にあり
えないと思っていると見落と

す症例～
194-198 羊土社/2021



総説

著者名 総説題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

星野 雄介
【臨床症例画像報告集(画論28th The Best Imageより)】Ultrasound　超

音波検査で非侵襲的に診断することができた肺分画症の超早産児例
日本放射線技術学会雑誌 77巻4付録 42 2021.04

梶川 大悟, 新井 順一 【周産期医学必修知識(第9版)】新生児搬送 周産期医学 51巻増刊 1084-1086 2021.12

雪竹 義也 【小児疾患診療のための病態生理2　改訂第6版】新生児疾患　胎児水腫 小児内科 53巻増刊 54-57 2021.12

星野 雄介
【臨床力アップにつながる　新生児の必須知識テスト】産科や新生児室

にいる児をみるスタッフ向け　呼吸
with NEO 35巻1号 8-12 2022.02

塩野 淳子
【～エキスパートの経験に学ぶ～小児科Decision Making】心臓と血管に

関する病態　リウマチ熱
小児科診療 84巻増刊 230-233 2021.04

須磨﨑 亮 学校保健の頁　緊急提言　オミクロン株の流行による学校への影響予測 茨城県医師会報 818号 42 2022.01

森井 真也子，薄井 佳子，小川 絵里，黒部 仁，清水 裕
史，菅沼 理江，田中 奈々，東間 未来，宮城 久之，済陽 
寛子，水野 大，安藤 秀明，浮山 越史，小児外科ワークラ

イフバランス検討委員会

【小児外科をめぐるさまざまな問題と将来の展望】働き方改革、タス
ク・シフティング

小児外科 53巻1号 18-21 2021.01

矢内 俊裕, 益子 貴行, 東間 未来 【外来で役立つ知識:外陰部・会陰部・肛門部周辺の疾患】精索静脈瘤 小児外科 53巻6号 648-651 2021.06

東間 未来, 矢内 俊裕, 益子 貴行
【Acute Care Surgery】Emergency General Surgery　出生前診断されて

いない新生児救急外科疾患
小児外科 53巻11号 1168-1171 2021.11

東間 未来, 平井 みさ子, 矢内 俊裕 【小児外科疾患の家族内発生】先天性声門下狭窄症 小児外科 53巻12号 1240-1242 2021.12

益子 貴行, 矢内 俊裕, 東間 未来
【外来で役立つ知識:頭頸部・体幹・四肢の疾患】臍ポリープ、尿膜管遺

残症
小児外科 54巻1号 52-55 2022.01

益子 貴行, 矢内 俊裕
【症例から考える小児泌尿器疾患:小児病院での私のみかた】乳幼児によ

くみる泌尿器疾患　乳児の後部尿道弁(1)
小児科診療 85巻3号 297-300 2022.03

益子 貴行，矢内 俊裕，小坂 征太郎、東間 未来 乳幼児の短腸症候群に対する中心静脈の温存方法 小児外科 54巻3号 266-270 2022.03

加藤 綾華
【小児画像診断アップデート　さらなる低侵襲・低被ばくをめざして】
さらなる低侵襲・高画質に向けたMRI検査の最新動向　小児心臓MRI検査

の検査技術
INNERVISION 37巻1号 36-38 2021.12

本元 強
【小児画像診断アップデート　さらなる低侵襲・低被ばくをめざして】
さらなる低侵襲・高画質に向けたMRI検査の最新動向　小児体幹部MRI検

査技術
INNERVISION 37巻1号 32-35 2021.12

日木 あゆみ
【小児画像診断アップデート　さらなる低侵襲・低被ばくをめざして】
さらなる低侵襲・低被ばく・高画質に向けたCT検査の最新動向　面検出

器CTによる小児検査に有用な技術
INNERVISION 37巻1号 11-14 2021.12

本元 強 X線撮影による小児頸部炎症性疾患について 日本放射線技術学会撮影部会誌 30巻1号 8-10 2022.03

薗部 純一
線量管理－被ばく低減を考える－ 線量管理についてのアンケート結果報

告（シンポジウム前抄録）
日本小児放射線技術 47号 13 2022.03

大越 信行 『放射線科のネットワーク』座長集約（シンポジウム後抄録） 日本小児放射線技術 47号 15 2022.03

薗部 純一
放射線機器導入時の接続費用（DICOM接続）に関するアンケート調査の結

果報告－高額なDICOM接続をあばく－（シンポジウム後抄録）
日本小児放射線技術 47号 25-34 2022.03

札 保廣
診療放射線技師が知っておくべきネットワークの基礎（シンポジウム後

抄録）
日本小児放射線技術 47号 35-41 2022.03

浅井 宣美, 札 保廣, 矢内 俊裕, 東間 未来, 益子 貴行
【小児外科医が学ぶ人工知能(AI)・情報伝達技術(ICT)】超音波検査にお

ける遠隔診断
小児外科 53巻4号 399-402 2021.04

弘野 浩司, 出澤 洋人, 浅井 宣美, 益子 貴行, 東間 未
来, 矢内 俊裕, 貴達 俊徳, 小坂 征太郎

【超音波、新しいルーチン検査への道】(第1部)あつまれ"SMI"　SMIの新
しい活用法　小児疾患におけるSMIの有用性

映像情報Medical 53巻5号 35-41 2021.05



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

森田 篤志, 宮園 弥生, 永藤 元道, 竹内 秀輔, 梶川 大
悟, 日高 大介, 金井 雄, 藤山 聡, 齋藤 誠, 高田 英俊

在胎36週以上かつ出生体重2,500g以上で明らかな合併症のない新生児黄
疸に対する光線療法後のリバウンドに関する検討

日本周産期・新生児医学会雑誌 57巻1号 73-78 2021.05

花木 麻衣, 宮園 弥生, 永藤 元道, 竹内 秀輔, 梶川 大
悟, 日高 大介, 金井 雄, 小畠 真奈, 高田 英俊

施設外分娩により救急隊に初期対応された病院前出生児40例に関する11
年間の検討

日本周産期・新生児医学会雑誌 57巻1号 43-48 2021.05

Hitaka D, Kono T, Arai J, Murakami T, Takahashi-Igari 
M, Tagawa M, Mori K, Takada H.

A novel case of congenital hepatic arterio-veno-portal shunts 
with umbilical vein aneurysm.

Radiol Case Rep.
doi: 

10.1016/j.radcr.2021.08.00
9.

2021.08

Matsuzawa A, Arai J, Shiroki Y, Hirasawa A.
Healthcare for children depend on medical technology and parental 

quality of life in Japan.
Pediatic International doi: 10.1111/ped.15006 2021.09

Hoshino Y, Miura R
Ultrasonographic diagnosis of pulmonary sequestration in a 

preterm infant
Pediarics and Neonatology

doi: 
10.1016/j.pedneo.2021.10.0

03.
2021.11

佐藤 良滉, 星野 雄介, 新井 順一, 雪竹 義也, 梶川 大
悟, 鎌倉 妙, 淵野 玲奈

生後のチアノーゼに対して過剰な医療介入を受けた異常ヘモグロビン症
(Hb F-M-Osaka)の一例

日本周産期・新生児医学会雑誌 57巻3号 520-524 2021.12

Suzuki H, Nozaki M, Yoshihashi H, Imagawa K, Kajikawa 
D, Yamada M, Yamaguchi Y, Morisada N, Eguchi M, 

Ohashi S, Ninomiya S, Seto T, Tokutomi T, Hida M, 
Toyoshima K, Kondo M, Inui A, Kurosawa K, Kosaki R, 

Ito Y, Okamoto N, Kosaki K, Takenouchi T.

Genome analysis in sick neonates and infants: high-yield 
phenotypes and contribution of small copy number variations.

Journal of Pediatrics
doi: 

10.1016/j.jpeds.2022.01.03
3

2022.01

Hoshino Y, Arai J, Hirono K, Maruo K, Kajikawa D, 
Yukitake Y, Hinata A, Miura R.

Gravity-induced loss of aeration and atelectasis development in 
the preterm lung: a serial sonographic assessment.

Journal of Perinatology 42(2) 231-236 2022.02

Hoshino Y, Arai J
Impact of patient positions in lung ultrasound protocol: author's 

reply
Journal of Perinatology 42(2) 290 2022.02

Toshihiro Kikuchi, Lisheng Lin, Hitoshi Horigome
Soluble thrombomodulin and cardiovascular disease risk factors in 

Japanese children.
Blood Coagul Fibrinolysis 32(4) 273-277 2021.06

Kato Keisuke, Yoshimi Ai, Noda Asami, Otani Haruo, 
Hojo Hiroshi, Tanaka Mio, Tanaka Yukichi, Ito Yumi, 
Nishimura Riki, Takita Junko, Yanai Toshihiro, Koike 

Kazutoshi, Tsuchida Masahiro

Anaplastic胎児型横紋筋肉腫の症例における著明なクローン進化
(Distinct clonal evolution in a case with anaplastic embryonal 

rhabdomyosarcoma)(英語)
Pediatrics International 63(7) 782-789 2021.07

Toyofuku E, Takeshita K, Ohnishi H, Kiridoshi Y, 
Masuoka H, Kadowaki T, Nishikomori R, Nishimura K, 
Kobayashi C, Ebato T, Shigemura T, Inoue Y, Suda W, 

Hattori M, Morio T, Honda K, Kanegane H

Dysregulation of the intestinal microbiome in patients with 
haploinsufficiency of A20

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
28(11)
doi: 

10.3389/fcimb.2021.787667
787667 2022.01

Matsushima Satoru, Kato Keisuke, Yoshimi Ai, Yoshiura 
Koh-ichiro, Tsuchida Masahiro

Pernicious anemia associated with Kabuki Syndrome(和訳中)(英語) Pediatrics International 64(1) e14960 2022.01

Ishida H, Kato M, Kawahara Y, Ishimaru S, Najima Y, 
Kako S, Sato M, Hiwatari M, Noguchi M, Kato K, Koh K, 
Okada K, Iwasaki F, Kobayashi R, Igarashi S, Saito S, 
Takahashi Y, Sato A, Tanaka J, Hashii Y, Atsuta Y, 

Sakaguchi H, Imamura T.

Prognostic factors of children and adolescents with T-cell acute 
lymphoblastic leukemia after allogeneic transplantation.

Hematology Oncology
24

doi: 10.1002/hon.2980.
2022.02

Kikuchi T, Lin L, Horigome H
Soluble thrombomodulin and cardiovascular disease risk factors in 

Japanese children
Blood coagulation & fibrinolysis

32(4)
doi: 

10.1097/MBC.00000000000010
35

273-277 2021.06



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Hikaru Kanemasa, Etsuro Nanishi, Hidetoshi Takada, 
Masataka Ishimura, Hisanori Nishio, Satoshi Honjo, 
Hiroshi Masuda, Noriko Nagai, Takahiro Nishihara, 

Tohru Ishii, Takenori Adachi, Satoshi Hara, Lisheng 
Lin, Yoshie Tomita, Junji Kamizono, Osamu Komiyama, 
Urara Kohdera, Saori Tanabe, Atsuo Sato, Shinya Hida, 
Mayumi Yashiro, Nobuko Makino, Yosikazu Nakamura, 

Toshiro Hara, Shouichi Ohga

Overlapping Features in Kawasaki Disease-Related Arthritis and 
Systemic-Onset Juvenile Idiopathic Arthritis: A Nationwide Study 

in Japan
Frontiers in pediatrics

doi: 
10.3389/fped.2021.597458.

2021.07

Horigome H, Ishikawa Y, Takahashi K, Yoshinaga M, 
Sumitomo N

Publisher Correction: Analysis of the shape of the T-wave in 
congenital long-QT syndrome type 3 by geometric morphometrics

Scientific Reports
11(1)

doi: 10.1038/s41598-021-
96118-9

17175 2021.08

Mori H, Yoshikawa T, Kimura H, Ono H, Kato H, Ono Y, 
Nii M, Shindo T, Inuzuka R, Horigome H, Miura M, 

Hirono K, Kobayashi T, Kogaki S, Furutani Y, 
Nakanishi T

Outcomes of hypertrophic cardiomyopathy in Japanese children: a 
retrospective cohort study

Heart and vessels
doi: 10.1007/s00380-021-

01989-7
2021.11

Yoshinaga M, Horigome H, Ayusawa M, Yasuda K, Kogaki 
S, Doi S, Tateno S, Ohta K, Hokosaki T, Nishihara E, 

Iwamoto M, Sumitomo N, Ushinohama H, Izumida N, 
Tauchi N, Kato Y, Kato T, Chisaka T, Higaki T, 
Yoneyama T, Abe K, Nozaki Y, Komori A, Kawai S, 

Ninomiya Y, Tanaka Y, Nuruki N, Sonoda M, Ueno K, 
Hazeki D, Nomura Y, Sato S, Hirono K, Hosokawa S, 
Takechi F, Ishikawa Y, Hata T, Ichida F,  Ohno S, 

Makita N, Horie M, Matsushima S, Tsutsui H, Ogata H, 
Takahashi H, Nagashima M

Electrocardiographic Diagnosis of Hypertrophic Cardiomyopathy in 
the Pre- and Post-Diagnostic Phases in Children and Adolescents

Circulation Journal
86(1)

doi: 10.1253/circj.CJ-21-
0376

118-127 2021.12

Mori H, Yoshikawa T, Kimura H, Ono H, Kato H, Ono Y, 
Nii M, Shindo T, Inuzuka R, Horigome H, Miura M, 

Ogawa S, Shiono J, Furutani Y,  Ishido M, Nakanishi T

Outcomes of Dilated Cardiomyopathy in Japanese Children - A 
Retrospective Cohort Study

Circulation Journal
86(1)

doi: 10.1253/circj.CJ-20-
1239

109-115 2022.01

Aoto K, Kato M, Akita T, Nakashima M, Mutoh H, 
Akasaka N, Tohyama J, Nomura Y, Hoshino K, Ago Y, 

Tanaka R, Epstein O, Ben-Haim R, Heyman E, Miyazaki 
T, Belal H, Takabayashi S, Ohba C, Takata A, 
Mizuguchi T, Miyatake S, Miyake N, Fukuda A, 

Matsumoto N, Saitsu H

ATP6V0A1 encoding the a1-subunit of the V0 domain of vacuolar H 
+-ATPases is essential for brain development in humans and mice

Nature Communications
12(1)

doi: 10.1038/s41467-021-
22389-5

2107 2021.04

神崎 美玲, 砂押 瑞史, 塚田 裕伍, 田中 竜太 4p欠失症候群に合併し両側耳介に生じた面皰母斑の1例 皮膚科の臨床 63巻8号 1310-1311 2021.07

Tanaka Ryuta, Fukushima Fujiko, Motoyama Keiichi, 
Kobayashi Chie, Izumi Isho

Nusinersen improved respiratory function in spinal muscular 
atrophy type 2(和訳中)(英語)

Pediatrics International 63(8) 973-974 2021.08

岩渕恵美
抗NMDA受容体脳炎の幼児例：臨床経過と抗NMDA型GluR抗体（ELISA）の推

移
茨城県立病院医学雑誌 38巻2号 31-36 2022.03

本山 景一
【STOP THE児童虐待～その砦となるために～】小児医療ができること　

もの言えぬ子どもたちの代弁者として
看護のチカラ 26巻561号 33-45 2021.07

藤里 秀史, 佐藤 琢郎, 河合 慧, 林 立申, 堀米 仁志, 河
野 達夫, 泉 維昌, 須磨崎 亮

難治性IgA血管炎の治療中にdiamino-diphenyl sulfone(DDS)による薬剤
性閉塞性細気管支炎の合併が疑われた小児例

小児科臨床 74巻8号 1003-1006 2021.08



論文

著者名 論文題名 発表雑誌名 巻号 頁 発行年月

Sato Takuro, Tagawa Manabu, Izumi Isho, Kiwamoto 
Takumi, Sumazaki Ryo

Mesalazine-induced lung injury in a child: the value of 
bronchoscopy(和訳中)(英語)

Pediatrics International 63(11) 1402-1404 2021.11

遠藤 瑠璃子, 神崎 美玲，東間 未来, 根本 厚子, 石渡 巖
幼児の肛門周囲に生じイミキモド外用が有効であった尖圭コンジローマ

の2例
皮膚科の臨床 63巻7号 1176-1177 2021.06

小坂 征太郎, 矢内 俊裕, 益子 貴行, 東間 未来, 浅井 宣
美

精巣捻転におけるsuperb microvascular imagingによる血流評価 日本小児泌尿器科学会雑誌 30巻1号 49-53 2021.06

Miyano Go, Masuko Takayuki, Ohashi Kensuke, Hamano 
Atsushi, Suda Kazuto, Seo Shogo, Ochi Takanori, Koga 

Hiroyuki, Geoffrey J Lane, Tada Minoru, Yanai 
Toshihiro, Yamataka Atsuyuki

Recovery of bowel function after transperitoneal or 
retroperitoneal laparoscopic pyeloplasty: A multi-center study

Pediatric Surgery International 37(12) 1791-1795 2021.12

Suda Kazuto, Nakajima Hideaki, Yanai Toshihiro
Acute renal failure due to severe bilateral ureteropelvic 

junction obstruction treated by urinary drainage in a 2-year-old 
infant(和訳中)(英語)

IJU Case Reports 5(1) 70-73 2022.01

Kosaka S, Muraji T, Ohtani H, Toma M, Miura K.
Placental chronic villitis in biliary atresia in dizygotic twins: 

A case report.
Pediatr Int. 64(1) e15101 2022.01

福田 安希代，池田 太郎, 益子 貴行, 細川 崇, 後藤 俊平 間欠的な腰背部痛を呈した尿管ポリープの2例 日本小児外科学会雑誌 57巻1号 48-53 2022.02

Fumiya Yoneyama, Hideyuki Kato, Muneaki Matsubara, 
Bryan J. Mathis, Yukihiro Yoshimura, Masakazu Abe, 
Fuminaga Suetsugu, Kazushi Maruo, Yasuyuki Suzuki, 

Yuji Hiramatsu

Conduction disorders after perimembranous ventricular septal 
defect: continuous versus interrupted suturing techneques

European Journal of Cardio-Thoracic Surgery doi:10.1093/ejcts/ezab407 1～8 2021.09

Muroi A, Shiono J, Ihara S, Morisaki H, Nakai Y.
Nonsurgical treatment of　cerebral ischemia associated with ACTA2 

cerebral arteriopathy: a case report and　literature review.
Childs Nerv Syst

DOI: 10.1007/s00381-021-
05360-z

2021.09

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

Influence of commuting methods on low back pain and 
musculoskeletal function of the lower limbs in elementary school 

children: A cross-sectional study
Journal of Orthopaedic Science

doi: 
10.1016/j.jos.2021.05.013

2021.07

Tomaru Y, Kamada H, Tsukagoshi Y, Nakagawa S, 
Takeuchi R, Mataki Y, Kimura M, Saisu T, Kamegaya M, 

Yamazaki M

The relationship between gluteus medius and minimus muscle 
volumes and hip development in developmental dysplasia of the hip

Journal of Orthopaedic Science
doi: 

10.1016/j.jos.2021.06.020
2021.08

Asai R, Tatsumura M, Tsukagoshi Y, Yamazaki M
Elite diving athlete with traumatic growth plate injury of the 

proximal humerus: A case report
Curēus

13(12)
doi: 10.7759/cureus.20293

e20293 2021.12

氷見 量、塚越 祐太、中嶋 康之、源 裕介、赤木 龍一郎
新鮮腰椎分離症患者に対する早期リハビリテーションの検討　筋柔軟性

と骨癒合の評価
日本臨床スポーツ医学会誌 30巻1号 31-38 2022.01

魚住 春日, 寺本 篤司, 日木 あゆみ, 本元 強, 河野 達
夫, 齋藤 邦明, 藤田 広志

【COVID-19肺炎と肺疾患AI開発のフロントライン】Mask R-CNNと
Radiomic特徴量を用いた胸部X線画像における小児肺炎の検出(原著論文/

特集)
医用画像情報学会雑誌 38巻2号 80-88 2021.07

竹井 泰孝, 江口 佳孝, 川浦 稚代, 鈴木 昇一, 廣瀬 悦
子, 広藤 喜章, 本元 強, 宮嵜 治

放射線防護部会 小児股関節撮影における生殖腺防護検討班　小児股関節
撮影における生殖腺防護の実態調査 結果報告

日本放射線技術学会雑誌  77巻10号 1252-1254 2021.10

奥村 英一郎, 加藤 英樹, 本元 強, 鈴木 伸忠, 奥村 恵理
香, 東川 拓治, 北村 茂三, 村中 博幸, 安藤 二郎, 石田 

隆行
Convolutional LSTMを用いた乳房画像の視線動向の予測 医用画像情報学会雑誌 39巻1号 7-13 2022.01



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

日向 彩子 新生児科医として働き続けるには
第65回新生児成育医学会・学

術集会
web 2021.5.7-9

梶川 大悟 新井 順一，淵野 玲奈，鎌倉 妙，星野 雄介，雪竹 義也 脳血流と大動脈弓離断複合および大動脈縮窄複合との関係
第65回新生児成育医学会・学

術集会
web 2021.5.7-9

星野 雄介 新井 順一，淵野 玲奈，雪竹 義也，梶川 大悟，鎌倉 妙 肺超音波検査を用いた早産児の肺病変分布の評価
第65回新生児成育医学会・学

術集会
web 2021.5.7-9

佐藤 良滉 星野 雄介，新井 順一，淵野 玲奈，鎌倉 妙，梶川 大悟，雪竹 義也 新生児期に発症した異常ヘモグロビン症 （Hb F-M-Osaka）の一例
第65回新生児成育医学会・学

術集会
web 2021.5.7-9

星野 雄介 新井 順一，雪竹 義也，梶川 大悟，日向 彩子，淵野 玲奈 超早産児の在胎週数が抜管時期に及ぼす影響
第57回日本周産期新生児医学

会・学術集会
宮崎 2021.7.11-13

星野 雄介 新井 順一，長 和俊，雪竹 義也，梶川 大悟，日向 彩子，淵野 玲奈 本邦における呼吸窮迫症候群の診断および管理の現状
第33回日本新生児慢性肺疾患

研究会
web 2021.10.9

淵野 玲奈 塙 恭子，日向 彩子，星野 雄介，梶川 大悟，雪竹 義也，新井 順一
無呼吸を主訴に入院した表在脳実質性軟髄膜出血(SPLH : 

Spontaneous Superficial Parenchymal and　Leptomeningeal 
Hemorrhage)の2例

第127回茨城小児科学会 茨城+web 2021.11.28

加藤 啓輔 吉見 愛，野田 亜砂美，小池 和俊，圡田 昌宏

B前駆細胞型急性リンパ性白血病の9年7か月後に発症した異時性T細
胞型急性リンパ性白血病の1例　Therapy-related T-cell 
lymphoblastic leukemia after B-cell precursor acute 

lymphoblastic leukemia -molecular study

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

大阪+web 2021.11.25-27

Keisuke Kato Ai Yoshimi, Noda Asami, Kazutoshi Koike,Masahiro Tsuchida
Establishment and characterization of novel acute leukemia 

cell line with ETV6-NCOA2
第63回日本小児血液・がん学

会学術集会
大阪+web 2021.11.25-27

加藤 啓輔 吉見 愛，野田 亜砂美，小林 千恵，小池 和俊，圡田 昌宏
KMT2A-AFDN陽性T細胞型急性リンパ性白血病細胞株の樹立 

Establishment and characterization of KMT2A-AFDN positive T-
cell acute lymphoblastic leukemia cell line

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

大阪+web 2021.11.25-27

Keisuke Kato
Ai Yoshimi, Kaori Kumazaki, Norihito Ikenobe, Haruo Otani, Miki 

Toma, Takayuki Masuko, Asami Noda, Toshihiro Yanai,Kenichi 
Kohashi, Kazutoshi, Koike, Masahiro Tsuchida.

Novel fusion gene, PML-JAK1 in childhood intrathoracic 
mesenchymal tumor.

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

大阪+web 2021.11.25-27

加藤 啓輔 吉見 愛，小林 千恵，小池 和俊，圡田 昌宏，泉 維昌
間質性肺炎で発症し特異な形態を示し治療抵抗性であったCLINT1-

MYB融合遺伝子急性白血病の一例
第16回日本血液学会関東甲信

越地方会
東京+web 2022.3.19

林 立申 黒澤 奈々子，矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志 一般口演:複雑先天性心疾患児の早期発達とそのリスク因子
第124回日本小児科学会学術

集会
京都+web 2021.4.17

今川 和生
野崎 良寛，森田 篤志，田川 学，石踊 巧，嶋 侑里子，村上 卓，高橋 

実穂，堀米 仁志，高田 英俊
小児肝臓外来を活用したFontan術後肝疾患のフォローアップ体制の

構築
第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

Imamura T
Sumitomo N, Muraji S, Yasuda K, Nishihara E, Iwamoto M, Tateno 

S, Doi S, Hata T, Kogaki S, Horigome H, Ohno S, Ichida F, 
Nagashima M, Makiyama T, Yoshinaga M

Useful T-wave characteristics for screening in asymptomatic 
pediatric arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy

第67回日本不整脈心電学会学
術大会

web 2021.7.1

岩本 眞理
長嶋 正實，住友 直方，鮎沢 衛，泉田 直己，牛ノ濱 大也，堀米 仁

志，阿部 勝己

学校生活管理指導表の改訂について　運動負荷の考え方・小中高の
管理指導表：学校心臓検診委員会・日本学校保健会　合同委員会

セッション（III-HAJSSH）

第57回日本小児循環器学会総
会・学術集会

奈良+web 2021.7.9-11

長嶋 正實
阿部 勝已，鮎沢 衛，泉田 直己，岩本 眞理，牛ノ濱 大也，住友 直

方，堀米 仁志

学校生活管理指導表の改訂について　新しく改訂した学校生活管理
指導表（幼稚園用）：学校心臓検診委員会・日本学校保健会　合同

委員会セッション（III-HAJSSH）

第57回日本小児循環器学会総
会・学術集会

奈良+web 2021.7.9-11

矢野 悠介 林 立申，塩野 淳子，堀米 仁志 学校心臓検診でQT延長を指摘された患者の臨床像
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

藤里 秀史 林 立申，矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志
基礎疾患のない小児の胸痛患者の臨床像～心エコー検査の妥当性を

含めて～
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

林 立申 矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志 心内奇形を合併しない右側大動脈弓関連血管輪の臨床像
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

石踊 巧 村上 卓，嶋 侑里子，野崎 良寛，今川 和夫，堀米 仁志，高田 英俊
線維筋異形成症(FMD: fibromuscular dysplasia)による重症腎血管

性高血圧を呈した兄妹例
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

塩野 淳子 矢野 悠介，林 立申，堀米 仁志 頻発する心室期外収縮の小児例の予後
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

矢野 悠介
林 立申，塩野 淳子，野崎 良寛，石踊 巧，嶋 侑里子，村上 卓，堀米 

仁志
完全房室ブロックに対しペースメーカー植込み術を施行した小児の

中長期予後
第25回日本小児心電学会学術

集会
web 2021.11.26

塩野 淳子 林 立申，堀米 仁志，山田 衣里佳，稲垣 隆介 重症頭部外傷後に二次性QT延長症候群を呈した小児例
第25回日本小児心電学会学術

集会
web 2021.11.26

富永 雅規 矢野 悠介，林 立申，塩野 淳子，堀米 仁志 当院における急性心筋炎の臨床像 第127回茨城小児科学会 日立(web) 2021.11.28

林 立申 漆川 邦，矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志 胎児期に診断され、無治療で経過観察している先天性右心房瘤の1例 第28回日本胎児心臓病学会 長野+web 2022.2.18-19

矢野 悠介 矢野 悠介，林 立申，塩野 淳子，堀米 仁志 当院におけるQT延長患者の臨床像 第30回茨城小児循環器研究会 web 2022.3.2

田中 竜太 田中 美枝子，小林 洋平，大戸 達之，岩崎 信明 NAT技術を用いた定量的脳波解析の小児への適用に向けた予備研究
第63回日本小児神経学会学術

集会
web 2021.5.28

岩渕 恵美
出澤 洋人，塚田 裕伍，齊藤 博大，本山 景一，福島 富士子，熊崎 香

織，田中 竜太，泉 維昌，高橋 幸利
治療に難渋した抗NMDA受容体抗体陽性の辺縁系脳炎の1例

第63回日本小児神経学会学術
集会

web 2021.5.29

大戸 達之 榎園 崇，田中 竜太，田中 磨衣，福島 紘子，高田 英俊
当院小児神経外来における移行期医療～成人診療グループとの連携

～
第63回日本小児神経学会学術

集会
web 2021.5.29

岩渕 恵美
田中 竜太，塚田 裕伍，齊藤 博大，福島 富士子，榎園 崇，西村 一，
東間 未来，大戸 達之，岩﨑 信明，川嶋 浩一郎，新井 順一，須磨﨑 

亮
当院小児神経科における移行期医療の現状と課題 第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

田中 竜太
小林 千恵，塚田 裕伍，岩渕 恵美，福島 富士子，齊藤 博大，泉 維

昌，須磨崎 亮
脊髄性筋萎縮症3型に対する診断・治療の展望と課題 第10回茨城小児神経懇話会

つくば＋
web

2021.6.27

田中 竜太
急性脳症による高次脳機能障害をきたした児に対する教師との連携

支援
第22回茨城小児神経内科外科

懇話会
web 2021.12.18

本山 景一 泉 維昌，本間 利生，出澤 洋人，齊藤 博大 令和期における乳幼児の熱中症について 第124回小児科学会学術集会 web 2021.4.17

貴達 俊徳 林 大輔，鬼澤 祐太郎，黒田 わか，内谷 哲，檜澤 伸之 茨城県の食物アレルギー診療実施施設の現状 第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

齊藤 博大 泉 維昌，田川 学，須磨崎 亮 茨城県立こども病院での小腸カプセル内視鏡検査 第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

塙 恭子 石井 翔，佐藤 良滉，出澤 洋人，齊藤 博大，泉 維昌 抗菌薬治療終了後に再罹患をしたB群溶血性連鎖球菌菌血症の一例 第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

三浦 隆介 小林 千恵，児玉 應浩，泉 維昌
持続する不正性器出血のため高度貧血を認めた免疫性血小板減少性

紫斑病(ITP)の11歳女児例
第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

出澤 洋人 泉 維昌 原発性副甲状腺機能亢進症の1例 CPE　meeting(内分泌) web 2021.6.16

本山 景一 泉 維昌，木村 仁美
身体的虐待が疑われる保護児の診察依頼に対するカテゴリー化の試

み
第12回子ども虐待医学会学術

集会
京都＋web 2021.7.3

本間 利生 意識障害が遷延したアナフィラキシーの一例
第20回県央小児救急医療研究

会
web 2021.9.29

齊藤 博大 益子 貴行，須磨崎 亮
当院での急性虫垂炎の初期対応について：modified Active 

observation
第48回日本小児栄養消化器肝

臓学会
長野+web 2021.10.2

出澤 洋人 泉 維昌 一過性高チロシン血症をきたした重症先天性甲状腺機能低下症の1例 小児内分泌学会 web 2021.10.28-30

出澤 洋人 泉 維昌，塚原 真菜，本間 利生，弘野 浩二，浅井 宣美
生検を要さず超音波検査で組織球性壊死性リンパ節炎と診断して経

過をみた14例
第6回日本小児超音波研究会

学術集会
web 2021.11.21

本間 利生
泉 維昌，出澤 洋人，弘野 浩二，齊藤 博大，本山 景一，塚原 真菜，

浅井 宣美
卵巣広汎性浮腫の2歳女児例

第6回日本小児超音波研究会
学術集会

web 2021.11.21



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

児玉 應浩
塚田 裕伍, 梶山 輝彦, 出澤 洋人, 岩渕 恵美, 齊藤 博大, 福島 富士
子, 田中 竜太, 本間 利生, 本山 景一, 泉 維昌, 西村 拓朗, 庄野 哲

夫
抗NMDA受容体脳炎に対してリツキシマブ投与を行った一例 第127回茨城小児科学会 web 2021.11.28

本間 利生 小児臨床超音波～当院におけるエコーの利用法とこれからの展望～ 第127回茨城小児科学会 web 2021.11.28

三浦 隆介
三浦 隆介, 小林 千恵, 富永 雅規, 飯島 将由, 佐藤 良滉, 齊藤 博

大, 泉 維昌, 淵野 玲奈, 日向 彩子, 星野 雄介, 梶川 大悟, 雪竹 義
也, 新井 順一, 吉見 愛, 加藤 啓輔

血球貪食症候群が先行し, 先天性骨髄性ポルフィリン症(Congenital 
Erythropoietic Porphyria：CEP)の診断に至った 新生児, 乳児の2

症例
第128回茨城小児科学会 web 2021.11.28

出澤 洋人 泉 維昌，岩淵 敦 甲状腺ホルモン不応症の1例 CPE　meeting(内分泌) web 2021.11.29

本山景一 傷・アザのある子どものみかた 第27回子ども虐待防止学会 横浜+web 2021.12.4-5

三浦 隆介
三浦 隆介, 石山 ゆり, 砂押 瑞史, 河合 慧, 塚田 裕伍, 岩渕 恵美, 

福島 富士子, 齊藤 博大, 田中 竜太, 泉 維昌
抗MOG抗体関連疾患による 急性散在性脳脊髄炎, 視神経炎の再発を

認めた4歳女児例
第127回茨城小児科学会 web 2022.2.13

小坂 征太郎 東間 未来，益子 貴行，浅井 宣美，連 利博 Superb Microvascular Imagingを用いた急性虫垂炎の血流評価 第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

白根 和樹 東間 未来，坪井 浩一，青山 統寛，平野 隆幸，益子 貴行，矢内 俊裕 急性リンパ性白血病治療中に発症した急性虫垂炎の検討 第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

平野 隆幸 白根 和樹，坪井 浩一，青山 統寛，益子 貴行，東間 未来，矢内 俊裕
総排泄腔遺残術後症例において思春期に生じた合併症に対する追加

手術
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

白根 和樹 東間 未来，坪井 浩一，青山 統寛，平野 隆幸，益子 貴行，矢内 俊裕
鼠径ヘルニ嵌頓整復後の腸管穿孔：用手還納を試みるための条件と

は
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

坪井 浩一
東間 未来，白根 和樹，青山 統寛，平野 隆幸，益子 貴行，浅井 宣

美，矢内 俊裕
超音波検査によって高位診断が可能であった鎖肛の2症例 第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

堀口 比奈子 五藤 周，川上 肇，堀 哲夫
腹腔鏡により大腿ヘルニアと診断し、TAPP法で手術を施行した1女児

例
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

早野 恵
小林 めぐみ，安藤 太郎，梅邑 晃，菅野 将史，片桐 弘勝，鈴木 信，

平井みさ子，矢内 俊裕，新田 浩之，佐々木 章 肝細胞腺腫に対して用手補助腹腔鏡下肝右葉切除術を施行した1例 第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

坪井 浩一
東間 未来，白根 和樹，青山 統寛，平野 隆幸，益子 貴行，浅井 宣

美，矢内 俊裕
急性虫垂炎に対するAntibiotic Free Treatmentの現状 第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

東間 未来 矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆幸，青山 統寛，坪井 浩一，白根 和樹
喉頭気管食道裂(LTEC)に対する根治術式：解剖学的に正しい層での

分離
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

東間 未来 矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆幸，青山 統寛，坪井 浩一，白根 和樹
重症心身障がい児（者）に対する外科的介入の時期と方法：医療的

ケア児外来の設立
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

矢内 俊裕 益子 貴行，東間 未来，平野 隆幸，青山 統寛，坪井 浩一，白根 和樹
腎盂形成術の比較検討：開放手術vs後腹膜鏡手術vs小切開・後腹膜

鏡補助下手術
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

平井 みさ子 小林 めぐみ，早野 恵，矢内 俊裕
前方アプローチ声門閉鎖術～幼少児に対する低侵襲な誤嚥防止手術

としての有用性
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

小林 めぐみ
早野 恵，鈴木 信，土屋 繁国，鳥谷 由貴子，松本 敦，矢内 俊裕，

佐々木 章
超低出生体重児の先天性横隔膜ヘルニアに対する至適手術時期の検

討
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

青山 統寛
東間 未来，益子 貴行，白根 和樹，坪井 浩一，平野 隆幸，矢内 俊

裕，山本 真由，遠田 讓
難治性リンパ漏に対する経皮経腹的リンパ管造影およびリンパ管塞

栓術の有用性
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

益子 貴行 矢内 俊裕，東間 未来 乳幼児の周術期管理に⽤いる細径Vascular Access Deviceの有⽤性 第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

平野 隆幸 白根 和樹，坪井 浩一，青山 統寛，益子 貴行，東間 未来，矢内 俊裕
尿流動態検査結果によって脊髄手術の適応となった症例に関する検

討
第58回日本小児外科学会 横浜+web 2021.4.28-30

矢内 俊裕 益子 貴行，東間 未来，山高 篤行
鎖肛術後の性・生殖機能についての検討：特に総排泄腔異常におけ

る問題点
第121回日本外科学会 web 2021.4.8-10

矢内 俊裕 東間 未来，益子 貴行，平野 隆幸，青山 統寛，坪井 浩一，白根 和樹
小児鼠径ヘルニアに対する日帰り手術：小児病院での現状と今後の

展望
第19回日本ヘルニア学会 web 2021.5.21-22



学会

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，平野 隆幸，田中 保成，小坂 征太郎，牛山 綾 ⾮触知精巣に対する術前超⾳波検査の精度の検討 第57回日本小児放射線学会 浦和+web 2021.6.12

小坂 征太郎
東間 未来，牛山 綾，田中 保成，平野 隆幸，益子 貴行，浅井 宣美，

矢内 俊裕
Superb Microvascular Imagingを用いた急性虫垂炎の血流評価 第34回日本小児救急医学会 奈良+web 2021.6.18-20

東間 未来
矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆幸，坪井 浩一，青山 統寛，白根 和

樹，浅井 宣美
US所見を基にした積極的な保存的治療の試み 第34回日本小児救急医学会 奈良+web 2021.6.18-20

小坂 征太郎
益子 貴行，牛山 綾，田中 保成，平野 隆幸，東間 未来，浅井 宣美，

矢内 俊裕
精巣捻転に対するSuperb Microvascular Imagingによる血流評価 第34回日本小児救急医学会 奈良+web 2021.6.18-20

田中 保成 東間 未来，矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆幸，小坂 征太郎，牛山 綾 除去に難渋した左気管支内異物：デバイス選択の工夫 第34回日本小児救急医学会 奈良+web 2021.6.18-20

益子 貴行 矢内 俊裕，東間 未来 乳幼児の短腸症候群に対する中心静脈の温存方法 第118回東京小児外科研究会 東京+web 2021.6.2

青山 統寛
矢内 俊裕，益子 貴行，東間 未来，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 

廉，浅井 宣美
LASERによる経尿道的尿管瘤穿刺術を安全かつ的確に施行するための

工夫：尿管瘤穿刺造影の併用
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

加藤 廉
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈

子
外陰部～肛門周囲の広範囲に及ぶ小児の尖圭コンジローマ難治例に

対する治療
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

坪井 浩一
益子 貴行，矢内 俊裕，加藤 廉，堀口 比奈子，青山 統寛，東間 未

来，山本 真由
蛍光Navigation Surgeryの応用：難治性の乳糜胸水における後腹膜

鏡および胸腔鏡によるリンパ経路の同時観察
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

堀口 比奈子
矢内 俊裕，益子 貴行，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，加藤 廉，

加藤 啓輔
術後化学療法終了後に肺転移をきたしたfavorable histology腎芽腫

の1例
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

矢内 俊裕
益子 貴行，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 

廉，浅井 宣美
腎低形成および異所性尿管を伴う女児尿失禁に対する治療戦略：適

切な診断法と腹腔鏡手術の有用性
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

矢内 俊裕 東間 未来，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉
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30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

浅井 宣美 弘野 浩司，塚原 真菜，貴達 俊徳，東間 未来，益子 貴行，矢内俊裕 超音波検査のみで急性陰嚢症は診断が可能か？ 第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 

廉，浅井 宣美
非触知精巣に対する術前超音波検査の精度の検討 第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

平野 隆幸 白根 和樹，坪井 浩一，青山 統寛，益子貴行，東間未来，矢内俊裕
総排泄腔遺残術後症例において思春期に生じた生殖器合併症に対す

る追加手術
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

白根 和樹 益子 貴行，坪井 浩一，青山 統寛，平野 隆幸，東間 未来，矢内 俊裕
腹腔鏡補助下鎖肛根治術において尿路系合併症を回避するための工

夫：蛍光尿管カテーテルの応用
第30回日本小児泌尿器科学会 大阪+web 2021.7.2-4

東間 未来
平井 みさ子，矢内 俊裕，益子 貴行，平野 隆幸，青山 統寛，坪井 浩

一，白根 和樹
染色体異常を伴う児に診断される喉頭軟化症・機能性誤嚥に隠れた

喉頭裂（喉頭気管食道裂I型）の問題
第57回日本周産期・新生児医

学会
宮崎+web 2021.7.11-13

小坂 征太郎 連　利博，東間　未来，益子　貴行，矢内　俊裕，三浦　清徳
同一HLAの双胎における胎盤絨毛炎を伴ったdiscordant胆道閉鎖症の

1例
第57回日本周産期・新生児医

学会
宮崎+web 2021.7.11-13

益子 貴行 東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉，矢内 俊裕 乳幼児の短腸症候群に対する中心静脈を温存する工夫
第48回日本栄養消化器肝臓学

会
松本+web 2021.10.1-3

加藤 廉
東間 未来，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 啓

輔，矢内 俊裕
腫瘤形成性虫垂炎と鑑別を要した稀な虫垂原発悪性リンパ腫の1例

第55回日本小児外科学会・関
東甲信越地方会

web 2021.10.2

堀口 比奈子 益子 貴行，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，加藤 廉，矢内 俊裕 卵巣腫瘍や膿瘍との鑑別を要した広汎性卵巣浮腫の小児例
第55回日本小児外科学会・関

東甲信越地方会
web 2021.10.2

加藤 廉
東間 未来，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 啓

輔，矢内 俊裕
腫瘤形成性虫垂炎と鑑別を要した稀な虫垂原発悪性リンパ腫の1例 第249回茨城外科学会 web 2021.10.13

矢内 俊裕 益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉，東間 未来
尿管瘤穿刺造影を併用した安全かつ的確なLASERによる経尿道的尿管

瘤穿刺術
第118回日本泌尿器科学会・

茨城地方会
web 2021.10.17



学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

東間 未来 矢内 俊裕，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉
重症心身障がい児（者）に対する外科的介入の時期と方法：医療的

ケア児外来の設立
第126回茨城小児科学会 web 2021.10.18

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 乳幼児の周術期管理に⽤いる細径Vascular Access Deviceの有⽤性 第126回茨城小児科学会 web 2021.10.18

坪井 浩一
益子 貴行，矢内 俊裕，加藤 廉，堀口 比奈子，青山 統寛，東間 未

来，山本 真由
胸腔腹腔シャント造設術を施行した難治性乳び胸水の1例

第41回日本小児内視鏡外科・
手術手技研究会

東京+web 2021.10.28-29

東間 未来
平井 みさ子，矢内 俊裕，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比

奈子，加藤 廉
染色体異常を伴う喉頭裂（喉頭気管食道裂I型）に対する硬性鏡によ

る診断と治療
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
東京+web 2021.10.28-29

堀口 比奈子 東間 未来，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，加藤 廉，矢内 俊裕
超音波検査が手術時の皮膚切開選択に有用であった中腸軸捻転を合

併した多発小腸閉鎖症の1例
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
東京+web 2021.10.28-29

青山 統寛
矢内 俊裕，益子 貴行，東間 未来，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 

廉，浅井 宣美
尿管瘤穿刺造影を併用した安全かつ的確なLASERによる経尿道的尿管

瘤穿刺術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
東京+web 2021.10.28-29

加藤 廉
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈

子
上腹部の腹直筋離開に対する鏡視下皮下剥離を併用した腹腔鏡手術

第41回日本小児内視鏡外科・
手術手技研究会

東京+web 2021.10.28-29

矢内 俊裕 益子 貴行，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉
尿道下裂術後の難治性尿道皮膚瘻に対するタコシールを併用した瘻

孔閉鎖術
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
東京+web 2021.10.28-29

白根 和樹 益子 貴行，坪井 浩一，青山 統寛，平野 隆幸，東間 未来，矢内 俊裕
腹腔鏡補助下鎖肛根治術において尿路系合併症を回避するための工

夫：蛍光尿管カテーテルの応用
第41回日本小児内視鏡外科・

手術手技研究会
東京+web 2021.10.28-29

益子 貴行
矢内 俊裕，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 

廉，浅井 宣美
両側腹腔内精巣に対する腹腔鏡下性腺血管延長術

第41回日本小児内視鏡外科・
手術手技研究会

東京+web 2021.10.28-29

益子 貴行 矢内 俊裕，東間 未来 小児鏡視下手術におけるデバイスの工夫と注意点 第83回日本臨床外科学会 東京+web 2021.11.18-20

青山 統寛
東間 未来，矢内 俊裕，益子 貴行，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小池 和俊，圡田 昌宏
多発性肺転移を伴う腎ラブドイド腫瘍に対する治療戦略

第63回日本小児血液・がん学
会

web 2021.11.25-27

矢内 俊裕
東間 未来，益子 貴行，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，小池 和俊，

圡田 昌宏，大谷 明夫
稀な卵巣混合性胚細胞腫瘍の1例

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

web 2021.11.25-27

加藤 廉
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小林 和俊，圡田 昌宏，大谷 明夫
腫瘤形成性虫垂炎と鑑別を要した稀な虫垂原発悪性リンパ腫の1例

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

web 2021.11.25-27

堀口 比奈子
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小池 和俊，圡田 昌宏，大谷 明夫
術後化学療法終了後に肺転移をきたしたfavorable histology腎芽腫

の1例
第63回日本小児血液・がん学

会学術集会
web 2021.11.25-27

青山 統寛
東間 未来，益子 貴行，矢内 俊裕，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小池 和俊，圡田 昌宏
多発性肺転移を伴う腎ラブドイド腫瘍に対する手術

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

web 2021.11.25-27

東間 未来
平井 みさ子，矢内 俊裕，益子 貴行，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比

奈子，加藤 廉
染色体異常を伴う喉頭裂（喉頭気管食道裂I型）に対する硬性鏡によ

る診断と治療
第127回茨城小児科学会 日立+web 2021.11.28

益子 貴行 矢内 俊裕，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉 非触知精巣に対する術前超音波検査の精度の検討 第127回茨城小児科学会 日立+web 2021.11.28

坪井 浩一 益子 貴行，東間 未来，加藤 廉，堀口 比奈子，青山 統寛，矢内 俊裕
後腹膜鏡・胸腔鏡を使用したリンパ管経路の同定：難治性乳糜胸水

におけるICG蛍光法の応用
第33回日本内視鏡外科学会 神戸 2021.12.2-4

坪井 浩一 益子 貴行，東間 未来，加藤 廉，堀口 比奈子，青山 統寛，矢内 俊裕
小児におけるPara-Axial Settingでの待機的腹腔鏡下虫垂切除術に

関する考察
第33回日本内視鏡外科学会 神戸 2021.12.2-4

矢内 俊裕 益子 貴行，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉 新生児の泌尿生殖器疾患に対する内視鏡外科手術の現況と展望 第33回日本内視鏡外科学会 神戸 2021.12.2-4

矢内 俊裕 益子 貴行，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉 精索静脈瘤に対する腹腔鏡手術：リンパ管温存・動脈温存の工夫 第33回日本内視鏡外科学会 神戸 2021.12.2-4

益子 貴行 矢内 俊裕，東間 未来，青山 統寛，坪井 浩一，堀口 比奈子，加藤 廉 当科で行った新生児に対する胸腔鏡手術の安全性 第33回日本内視鏡外科学会 神戸 2021.12.2-4

加藤 廉
矢内 俊裕，益子 貴行，東間 未来，堀口 比奈子，坪井 浩一，青山 統

寛
小児の広範囲に及ぶ白線ヘルニアに対する鏡視下皮下剥離を併用し

た腹腔鏡手術の工夫
第33回日本内視鏡外科学会 神戸 2021.12.2-4



学会

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 連 利博，大谷 明夫，東間 未来，益子 貴行，矢内 俊裕
同一HLAの双胎における胎盤絨毛炎を伴ったdiscordant胆道閉鎖症の

1例
第47回日本胆道閉鎖症研究会 仙台 2021.12.5

大谷 明夫 佐藤 良滉，土田 昌宏
Epstein-Barr ウィルス初感染患者の骨髄で類上皮肉芽腫が観察され

た一例
第49回　茨城県病院病理医の

会
web 2021.10.2

Tsukagoshi Y
Kamada H, Takeuchi R, Tomaru Y, Nakagawa S, Kimura M, Aiba S, 

Shimada H, Ikezawa Y, Yamazaki M

Anterior coverage with axial magnetic resonance imaging is 
important for acetabular growth in patients with 

developmental dysplasia of the hip

13th Combined Meeting of 
Asia Pacific Spine Society 
& Asia Pacific Paediatric 

Orthopaedic Society

神戸+web 2021.6.10-12

Aiba S
Tsukagoshi Y, Watanabe Z, Hoshi T, Hosono Y, Shimada H, Akiyama 

Y, Nomura S, Ikezawa Y

Tibial tuberosity avulsion fracture in children using soft 
suture anchors without screws: a case report／ソフトアンカー

を用いて骨接合を行った小児脛骨粗面裂離骨折の一例

13th Combined Meeting of 
Asia Pacific Spine Society 
& Asia Pacific Paediatric 

Orthopaedic Society

神戸+web 2021.6.10-12

鎌田 浩史
都丸 洋平，木村 美緒，中川 将吾，塚越 祐太，竹内 亮子，俣木 優

輝，山崎 正志
運動器検診結果からみたCOVID-19拡大に伴う小中学生の運動器機能

への影響
第94回日本整形外科学会学術

集会
東京+web 2021.6.10-7.12

塚越 祐太
亀ヶ谷 真琴，辰村 正紀，都丸 洋平，鎌田 浩史，森田 光明，西須 

孝，野村 真船，生澤 義輔，山崎 正志
学童期腰椎分離症の早期診断のための特徴に関する検討　―彼らは

骨癒合に対して不利な因子を多く抱えている―
第94回日本整形外科学会学術

集会
東京+web 2021.6.10-7.12

塚越 祐太 辰村 正紀，細野 泰照，生澤 義輔
潜在性二分脊椎と新鮮腰椎分離症の骨癒合に関する検討　－同一レ

ベルの潜在性二分脊椎に着目して－／Bony healing of fresh 
lumbar spondylolysis due to same level spina bifida occulta

JOSKAS/JOSSM meeting 2021 札幌+web 2021.6.17-19

塚越 祐太
亀ヶ谷 真琴，西須 孝，都丸 洋平，稲垣 隆介，東間 未来，塩田 逸

人，菊池 麻衣子

同一高位の潜在性二分脊椎は新鮮腰椎分離症の骨癒合を阻害する／
The same level spina bifida occulta impedes bony healing of 

fresh lumbar spondylolysis
第38回日本二分脊椎研究会 大阪+web 2021.7.17

木村 美緒
鎌田 浩史，都丸 洋平，塚越 祐太，中川 将吾，俣木 優輝，竹 内亮

子，山崎 正志
COVID-19感染禍の活動自粛による小中学生の運動器機能への影響　

運動器検診より
第36回日本整形外科学会基礎

学術集会
三重+web 2021.10.14-15

塚越 祐太 中嶋 康之，源 裕介，都丸 洋平，赤木 龍一郎，鎌田 浩史，山崎 正志
スポーツ活動再開後４か月以降に発育期年代の疲労骨折発生が増加

に転じた－COVID-19前後の新鮮腰椎分離症発生数の調査－
第32回日本臨床スポーツ医学

会学術集会
web 2021.11.13-14

中嶋 康之 塚越 祐太
新鮮腰椎分離症に対するリハビリテーションによる腰椎・骨盤アラ

イメント変化の検討
第32回日本臨床スポーツ医学

会学術集会
web 2021.11.13-14

塚越 祐太
都丸 洋平，西須 孝，亀ヶ谷 真琴，木村 美緒，中川 将吾，鎌田 浩

史，山崎 正志

COVID-19に伴う活動の制限により小学生の前腕骨折が増加した／
Fractures of the forearm of elementary school students 

increased due to restricted activities in COVID-19

第32回日本小児整形外科学会
学術集会

web 2021.12.2

都丸 洋平 亀ヶ谷 真琴，西須 孝，塚越 祐太，鎌田 浩史，山崎 正志
COVID-19に伴う活動量変化と下肢疲労骨折の関連／Association 

between COVID-19-associated activity changes and lower limb 
fatigue fractures

第32回日本小児整形外科学会
学術集会

web 2021.12.2

相場 秀太郎 塚越 祐太

小児橈骨骨幹部骨折に対するelastic stable intramedullary 
nailing (ESIN)の治療成績／Surgical results of elastic stable 
intramedullary nailing (ESIN) for radial shaft fractures in 

children

第32回日本小児整形外科学会
学術集会

web 2021.12.2

塚越 祐太 胸椎に生じた小児椎間板石灰化症の1例
第32回関東小児整形外科研究

会
web 2022.2.19

薗部 純一
放射線機器導入時の接続費用（DICOM接続）に関するアンケート調査

の結果報告－高額なDICOM接続をあばく－
第44回日本小児放射線技術研

究会シンポジウム
web 2021.4.17

竹井 泰孝
広藤 喜章，鈴木 昇一，川浦 稚代，本元 強，廣瀬悦子，宮嵜 治, 江

口 佳孝
我が国の小児X線検査における性腺防護の実態調査

第49回日本放射線技術学会秋
季学術大会

web+熊本 2021.10.15-17

広藤 喜章
竹井 泰孝，鈴木 昇一，川浦 稚代，本元 強，廣瀬 悦子，宮嵜 治, 江

口 佳孝
小児股関節検査おける生殖腺防護の状況

第13回中部放射線医療技術学
術大会

web 2021.11.20-26

石森 文朗 奥村 英一郎, 飛田 麻里子,本 元強, 日木 あゆみ 深層学習を用いた頸動脈MRAにおける血管狭窄の判定
日本放射線技術学会関東支部 
第68回関東支部研究発表大会

web+神奈川 2021.11.28



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 布村 仁亮 臨床工学技士を当事者とした薬剤関連インシデント報告の分析 第31回日本臨床工学会 熊本 2021.5.22-23

梶山 結衣 稲垣 隆介，小池 和俊，滝澤 みなみ
脊髄髄膜流患者の作業環境調整が作業効率の向上につながった一例-

視覚補助と動作補助を用いて-
第38回日本二分脊椎研究会 大阪+web 2021.7.17

札 保廣 診療放射線技師が知っておくべきネットワークの基礎
第44回日本小児放射線技術研

究会シンポジウム
web 2021.4.17

塚原 真菜 弘野 浩司，浅井 宣美，出澤 洋人，本間 利生，矢内 俊裕 精巣捻転に対する術中超音波の試み
第6回日本小児超音波研究会

学術集会
web 2021.11.21

坪井 浩一 浅井 宣美
中腸軸捻転症に多発空腸閉鎖症が合併した新生児症例　-手術に寄与

した術前の超音波検査所見-
画論 29th web 2021.12.19

本間 利生 浅井 宣美 膀胱尿管逆流症の診断法：超音波検査を用いた新しい試み 画論 29th web 2021.12.19



学会・その他

氏名 学会名 セッション 種別 開催地 発表年月

小林 千恵 第2回小児血液・がんフォーラムin茨城 真菌感染症に対する先生治療の導入とその成績 座長 web 2022.3.11

堀米 仁志 第8回茨城PAH Clinical Conference PGI2経路の薬剤耐性と多剤併用療法の重要性について 座長 web 2021.6.25

塩野 淳子 第57回日本小児循環器学会 デジタルオーラルⅠ　術後遠隔期・合併症・発達 2 指定討論者 奈良＋web 2021.7.9-11

堀米 仁志 第57回日本小児循環器学会総会・学術集会 デジタルオーラルI（OR15）電気生理学・不整脈 2 指定討論者 奈良＋web 2021.7.9-11

塩野 淳子 第41回日本川崎病学会 一般演題　免疫グロブリン療法 座長 東京 2021.11.20

堀米 仁志 第25回日本小児心電学会学術集会
シンポジウム1「様々な疾患の成長期の心電図変化を知

る」
座長 web 2021.11.27

堀米 仁志 日本胎児心臓病学会第28回学術集会 里見賞候補演題 座長 長野＋web 2022.2.18

林 立申 第30回 茨城小児循環器研究会 一般演題 座長 web開催 2022.3.2

岩渕 恵美 第10回 茨城小児神経懇話会 　セッションⅡ 座長
つくば＋

web
2021.6.27

岩渕 恵美 第75回 日本小児神経学会関東地方会 セッション2一般演題 座長
宇都宮＋

web
2021.9.11

岩渕 恵美 第127回 茨城小児科学会 一般演題(1) 座長 日立＋web 2021.11.28

矢内 俊裕 第58回日本小児外科学会 一般演題1 座長 横浜＋web 2021.4.28-30

矢内 俊裕 第30回日本小児泌尿器科学会 学会賞候補演題：臨床部門 座長 大阪＋web 2021.7.2-4

矢内 俊裕 第30回日本小児泌尿器科学会 シンポジウム2 座長 大阪＋web 2021.7.2-4

東間 未来 第57回日本周産期・新生児医学会
女性医師活躍推進委員会：女性医師活躍推進について 隣

のリーダーに聞いてみました
パネリスト 宮﨑＋web 2021.7.11-13

益子 貴行 第58回日本小児外科学会関東甲信越地方会 セッション8：泌尿器 座長 web 2021.10.2

東間 未来 第41回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 セッション3：上部消化管2 座長 東京＋web 2021.10.28-29

矢内 俊裕 第41回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会 セッション8：泌尿生殖器1　腎・精巣 座長 東京＋web 2021.10.28-29

矢内 俊裕 第83回日本臨床外科学会
パネルディスカッション15　小児：小児外科疾患のトラ

ンジッションの今後
座長 東京＋web 2021.11.18-20

益子 貴行 第127回茨城小児科学会 一般演題(1) 座長 日立＋web 2021.11.28

大越 信行 第44回日本小児放射線技術研究会シンポジウム 放射線科のネットワーク 座長 web 2021.4.17

柳田 智，本元 強 日本放射線技術学会関東支部 第 68 回関東支部研究発表大会 ポータブル（画像） 座長
web＋神奈

川
2021.11.27

野村 卓哉 第9回茨城呼吸療法セミナー 教育講演4 座長 web 2021.10.24



講演・その他

演者 講演題名・その他 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

新井 順一 紹介例から学ぶ新生児の見方 第38回 水戸周産期懇話会 茨城県周産期施設従事者
水戸市医師
会看護専門

学校
2021.12.5

小林 千恵 小児看護学II 茨城県立医療大学看護学科 阿見 2021.6.2

小林 千恵 妊孕性について
令和3年度がん患者トータルサポート事業　いばらき　み
んなのがん相談室と県内がん相談支援センター共同勉強

会
web 2021.6.30

小林 千恵 CLICファシリテータ
2021年度第1回小児医療に携わる医師に対する緩和ケア研

修会
web 2021.7.3

小林 千恵 CLICファシリテータ
2021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
web 2021.10.2

小林 千恵
悪性新生物の病態や治療について/日常生活（学校生活）で気をつけるこ

と、今後のフォローアップ等について
令和3年度小児慢性特定疾病児童等患者・家族教室 web

2021.11.30
収録

小林 千恵 「いばらきのがんサポートブック」改訂編集協力委員 茨城県がん診療連携協議会 2021.8-2022.3

小林 千恵 「エンドオブライフケア」について 茨城県立こども病院　緩和ケア勉強会 水戸 2022.1.19

小林 千恵 令和3年度茨城県がん診療連携協議会「がんゲノム医療部会」部会員 茨城県がん診療連携協議会

小林 千恵 令和3年度茨城県がん診療連携協議会「緩和ケア部会」部会員 茨城県がん診療連携協議会

小林 千恵 令和3年度茨城県がん診療連携協議会「相談支援部会」部会員 茨城県がん診療連携協議会

堀米 仁志 特別講演II　胎児新生児期の不整脈の見方 第6回日本母性・内科学会総会・学術集会 東京＋web 2021.7.18

堀米 仁志 胎児徐脈性不整脈の周産期管理 第6回レベルII 胎児心エコー講習会 web 2021.12.12

林 立申 こどもの循環器疾患について 茨城県立こども病院　第4回小児在宅医療勉強会 Zoom開催 2021.12.18

塩野 淳子 フォンタン術後の管理と注意点 茨城県心臓病の子どもを守る会 Zoom開催 2021.12.18

田中 竜太 令和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
2021.6.18,10.1

5,12.10

田中 竜太 令和3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 2021.8.27

田中 竜太 てんかん診療について デジタルモノセラピーカンファレンスin茨城 web 2021.9.8

岩渕 恵美 令和3年度茨城県発達障害かかりつけ医等対応力向上研修会 2022.3.6

田中 竜太 小児移行期医療ネットワーク専門部会　移行期医療小委員会委員
筑波大学附属病院難病医療セ

ンター

岩渕 恵美 茨城県のデュシャンヌ型筋ジストロフィー診療 茨城県小児科医会学術講演会　一般講演

本山 景一 茨城県小児COVID-19対応の変遷 茨城県小児科医会 医師 web 2021.5.30

本山 景一 茨城県における小児COVID-19対策～県内小児科医の連携と工夫～ 関東甲信越静学校医協議会 web 2021.8.5

本山 景一 COVID-19感染症と求められる小児診療 県央小児救急医療研究会 医師・救急救命士 web 2021.9.28

貴達 俊徳 急性陰嚢症 茨城ECHOゼミナール 医師・検査技師 web 2021.11.20

出澤 洋人 発熱・尿路感染症 茨城ECHOゼミナール 医師・検査技師 web 2021.11.20

本山 景一 当院における子ども虐待への対応～より良い連携に向けて～ 虐待防止ネットワーク講演 保健師・児童福祉司 中央児相 2022.2.15

本山 景一 救急隊が対応に困った小児搬送例について 小児救急搬送症例検討会 救急救命士・消防隊 web 2022.2.25



講演・その他

演者 講演題名・その他 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

矢内 俊裕 虫垂切除術：多孔式 第11回日本小児外科学会内視鏡手術セミナー 医師 横浜＋web 2021.4.30

東間 未来 医療的ケア児外来の開設　小児外科医として形にしたいもの 医療的ケア児支援コーディネーター研修 看護師、介護福祉士 web 2022.2.10

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第36回静岡国際陸上 静岡 2021.5.3

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 FINA飛込ワールドカップ2021 東京 2021.5.6

塚越 祐太 救護医
第97回日本選手権水泳競技大会アーティスティックスイ

ミング競技
大阪 2021.5.9

塚越 祐太 病理学VII　運動器の障害（小児）
茨城県立中央看護専門学校看

護学科
笠間 2021.6.30

塚越 祐太 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　医療支援 東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会 東京 2021.7-8

塚越 祐太 COVID-19 officer 第66回日本泳法大会 千葉 2021.8.21-22

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第97回日本選手権水泳競技大会飛込競技 東京 2021.9.16

塚越 祐太 COVID-19 officer 第97回日本学生選手権水泳競技大会水球競技 新潟 2021.9.25-26

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第63回日本選手権（25m）水泳競技大会 東京 2021.10.15-17

塚越 祐太 病理学IV　運動器系疾患の病態・診断・治療 茨城県立中央看護専門学校看護学科 笠間 2021.10.6

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第97回日本学生選手権水泳競技大会競泳競技 東京 2021.10.6,9

塚越 祐太 救護医 第97回日本学生選手権水泳競技大会競泳競技 東京 2021.10.7

塚越 祐太 筑波大学整形外科同門会奨励賞（臨床部門）
Characteristics and diagnostic factors associated 

with fresh lumbar spondylolysis in elementary 
school-aged children (2020)

2021.12.19

塚越 祐太 ライブ講習講師 2021年度水泳コーチ4養成専門科目講習会 東京 2021.12.4

塚越 祐太 運動器検診手引作成委員会委員 日本学校保健会 2021.4-2022.3

塚越 祐太 救護役員
2021年度第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ競泳

競技
東京 2022.3.27

塚越 祐太 救護役員 2021年度国際大会日本代表選手選考会 東京 2022.3.3

本元 強
研究会シンポジウム 2 関東 DR 研究会  DR 画像の今までとこれから  

Deep Learning
日本放射線技術学会関東支部 第 68 回関東支部研究発表

大会
診療放射線技師 神奈川 2021.11.27

本元 強 画像データの出力方法と確認方法（富士フイルムメディカル編）
日本放射線技術学会関東支部関東DR研究会データ取得セ

ミナー
診療放射線技師 web 2021.12.18

加藤 かな江 「小児の食物アレルギー」について
2021年度第5回水戸ファミリー・サポート・センター協力

会員講習会

水戸ファミリー・サポート・
センター協力会員

水戸市シルバー人材センター
育児支援員

水戸 2021.10.27

森山 理恵 病状に適した栄養指導 令和3年度新規採用栄養教諭研修講座 栄養教諭 水戸 2021.11.12

加藤 かな江 医療的ケア児の栄養 令和3年度　小児在宅医療勉強会 訪問看護師、介護支援員など 水戸 2021.11.13-web

塩田 逸人
身につけさせたい力を育成したり、課題解決のためのアプローチの仕方

～リハビリ職からの視点を通して～
茨城県専門家派遣制度 県内特別支援、支援学校教諭

水戸特別支
援学校

2021.7.28

塩田 逸人
身につけさせたい力を育成したり、課題解決のためのアプローチの仕方

～肢体・重心を中心に～
茨城県専門家派遣制度 水戸特別支援学校教諭

水戸特別支
援学校

2021.8.5



出演

出演者 媒体 対象 番組 年月

新井 順一，その他発表者 NHKテレビ
前日開催の「茨城県の医療的ケア児について考える会」の

取材番組
NHK茨城県版ニュース 2022.3.18



医療教育局・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

稲村 昇，堀米 仁志，瀧聞 浄宏，渋谷 和彦，与田 仁志，
河津 由紀子，廣野 恵一，前野 泰樹，須田 憲治，川瀧 元
良，松井 彦郎，満下 紀恵，山本 祐華，加地 剛，金川 武
司，西川 浩，片岡 功一，横山 岳彦，石井 陽一郎，金 基
成，高橋 実穂，川崎 有希，漢 伸彦，永田 弾，小山 耕太

郎，和田 和子，池田 智明

日本胎児心臓病学会 Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery 37(S1)
日本小児循環器学会胎児心エ
コー検査ガイドライン（第2

版）
S1.1-S1.57

日本小児循環器
学会/2021



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

Toyofuku E, Takeshita K, Ohnishi H, Kiridoshi Y, 
Masuoka H, Kadowaki T, Nishikomori R, Nishimura K, 
Kobayashi C, Ebato T, Shigemura T, Inoue Y, Suda W, 

Hattori M, Morio T, Honda K, Kanegane H

Dysregulation of the intestinal microbiome in patients with 
haploinsufficiency of A20

Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
28(11)
doi: 

10.3389/fcimb.2021.787667
787667 2022.01

Kikuchi T, Lin L, Horigome H
Soluble thrombomodulin and cardiovascular disease risk factors in 

Japanese children
Blood coagulation & fibrinolysis

32(4)
doi: 

10.1097/MBC.00000000000010
35

273-277 2021.06

Horigome H, Ishikawa Y, Takahashi K, Yoshinaga M, 
Sumitomo N

Analysis of the shape of the T-wave in congenital long-QT 
syndrome type 3 by geometric morphometrics

Scientific Reports
11(1)

doi: 10.1038/s41598-021-
91346-5

11909 2021.06

Horigome H, Ishikawa Y, Takahashi K, Yoshinaga M, 
Sumitomo N

Publisher Correction: Analysis of the shape of the T-wave in 
congenital long-QT syndrome type 3 by geometric morphometrics

Scientific Reports
11(1)

doi: 10.1038/s41598-021-
96118-9

17175 2021.08

Mori H, Yoshikawa T, Kimura H, Ono H, Kato H, Ono Y, 
Nii M, Shindo T, Inuzuka R, Horigome H, Miura M, 

Hirono K, Kobayashi T, Kogaki S, Furutani Y, 
Nakanishi T

Outcomes of hypertrophic cardiomyopathy in Japanese children: a 
retrospective cohort study

Heart and vessels
doi: 10.1007/s00380-021-

01989-7
2021.11

Yoshinaga M, Horigome H, Ayusawa M, Yasuda K, Kogaki 
S, Doi S, Tateno S, Ohta K, Hokosaki T, Nishihara E, 

Iwamoto M, Sumitomo N, Ushinohama H, Izumida N, 
Tauchi N, Kato Y, Kato T, Chisaka T, Higaki T, 
Yoneyama T, Abe K, Nozaki Y, Komori A, Kawai S, 

Ninomiya Y, Tanaka Y, Nuruki N, Sonoda M, Ueno K, 
Hazeki D, Nomura Y, Sato S, Hirono K, Hosokawa S, 
Takechi F, Ishikawa Y, Hata T, Ichida F,  Ohno S, 

Makita N, Horie M, Matsushima S, Tsutsui H, Ogata H, 
Takahashi H, Nagashima M

Electrocardiographic Diagnosis of Hypertrophic Cardiomyopathy in 
the Pre- and Post-Diagnostic Phases in Children and Adolescents

Circulation Journal
86(1)

doi: 10.1253/circj.CJ-21-
0376

118-127 2021.12

Mori H, Yoshikawa T, Kimura H, Ono H, Kato H, Ono Y, 
Nii M, Shindo T, Inuzuka R, Horigome H, Miura M, 

Ogawa S, Shiono J, Furutani Y,  Ishido M, Nakanishi T

Outcomes of Dilated Cardiomyopathy in Japanese Children - A 
Retrospective Cohort Study

Circulation Journal
86(1)

doi: 10.1253/circj.CJ-20-
1239

109-115 2022.01

Aoto K, Kato M, Akita T, Nakashima M, Mutoh H, 
Akasaka N, Tohyama J, Nomura Y, Hoshino K, Ago Y, 

Tanaka R, Epstein O, Ben-Haim R, Heyman E, Miyazaki 
T, Belal H, Takabayashi S, Ohba C, Takata A, 
Mizuguchi T, Miyatake S, Miyake N, Fukuda A, 

Matsumoto N, Saitsu H

ATP6V0A1 encoding the a1-subunit of the V0 domain of vacuolar H 
+-ATPases is essential for brain development in humans and mice

Nature Communications
12(1)

doi: 10.1038/s41467-021-
22389-5.

2107 2021.04

神崎 美玲, 砂押 瑞史, 塚田 裕伍, 田中 竜太 4p欠失症候群に合併し両側耳介に生じた面皰母斑の1例 皮膚科の臨床 63巻8号 1310-1311 2021.07

藤里 秀史, 佐藤 琢郎, 河合 慧, 林 立申, 堀米 仁志, 河
野 達夫, 泉 維昌, 須磨崎 亮

難治性IgA血管炎の治療中にdiamino-diphenyl sulfone(DDS)による薬剤
性閉塞性細気管支炎の合併が疑われた小児例

小児科臨床 74巻8号 1003-1006 2021.08

河合 慧, 鈴木 竜太郎, 齊藤 博大, 泉 維昌, 浅井 宣美, 
五十嵐 徹, 河野 達夫, 堀米 仁志

トシリズマブが有効であった腎血管性高血圧を合併した高安動脈炎の学
童例

小児科臨床 74巻8号 1012-1016 2021.08

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

Influence of commuting methods on low back pain and 
musculoskeletal function of the lower limbs in elementary school 

children: A cross-sectional study
Journal of Orthopaedic Science

doi: 
10.1016/j.jos.2021.05.013

2021.07

Tomaru Y, Kamada H, Tsukagoshi Y, Nakagawa S, 
Takeuchi R, Mataki Y, Kimura M, Saisu T, Kamegaya M, 

Yamazaki M

The relationship between gluteus medius and minimus muscle 
volumes and hip development in developmental dysplasia of the hip

Journal of Orthopaedic Science
doi: 

10.1016/j.jos.2021.06.020
2021.08

Asai R, Tatsumura M, Tsukagoshi Y, Yamazaki M
Elite diving athlete with traumatic growth plate injury of the 

proximal humerus: A case report
Curēus

13(12)
doi: 10.7759/cureus.20293

e20293 2021.12

氷見 量、塚越 祐太、中嶋 康之、源 裕介、赤木 龍一郎
新鮮腰椎分離症患者に対する早期リハビリテーションの検討　筋柔軟性

と骨癒合の評価
日本臨床スポーツ医学会誌 30巻1号 31-38 2022.01



医療教育局・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

林 立申 黒澤 奈々子，矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志
一般口演:複雑先天性心疾患児の早期発達とそのリスク因

子
第124回日本小児科学会学術

集会
京都+web 2021.4.17

今川 和生
野崎 良寛，森田 篤志，田川 学，石踊 巧，嶋 侑里子，村上 卓，高橋 

実穂，堀米 仁志，高田 英俊
小児肝臓外来を活用したFontan術後肝疾患のフォロー

アップ体制の構築
第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

Imamura T
Sumitomo N, Muraji S, Yasuda K, Nishihara E, Iwamoto M, Tateno S, 
Doi S, Hata T, Kogaki S, Horigome H, Ohno S, Ichida F, Nagashima 

M, Makiyama T, Yoshinaga M

Useful T-wave characteristics for screening in 
asymptomatic pediatric arrhythmogenic right 

ventricular cardiomyopathy

第67回日本不整脈心電学会学
術大会

web 2021.7.1

岩本 眞理
長嶋 正實，住友 直方，鮎沢 衛，泉田 直己，牛ノ濱 大也，堀米 仁

志，阿部 勝己

学校生活管理指導表の改訂について　運動負荷の考え
方・小中高の管理指導表：学校心臓検診委員会・日本学

校保健会　合同委員会セッション（III-HAJSSH）

第57回日本小児循環器学会総
会・学術集会

奈良+web 2021.7.9-11

長嶋 正實
阿部 勝已，鮎沢 衛，泉田 直己，岩本 眞理，牛ノ濱 大也，住友 直

方，堀米 仁志

学校生活管理指導表の改訂について　新しく改訂した学
校生活管理指導表（幼稚園用）：学校心臓検診委員会・
日本学校保健会　合同委員会セッション（III-HAJSSH）

第57回日本小児循環器学会総
会・学術集会

奈良+web 2021.7.9-11

矢野 悠介 林 立申，塩野 淳子，堀米 仁志 学校心臓検診でQT延長を指摘された患者の臨床像
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

藤里 秀史 林 立申，矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志
基礎疾患のない小児の胸痛患者の臨床像～心エコー検査

の妥当性を含めて～
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

林 立申 矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志 心内奇形を合併しない右側大動脈弓関連血管輪の臨床像
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

村上 卓
野崎 良寛，石踊 巧，嶋 侑里子，堀米 仁志，高橋 実穂，加藤 秀之，

松原 宗明，平松 祐司
静脈管無形成と混合型総肺静脈還流異常を合併した胎児

右側相同の一例
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

石踊 巧 村上 卓，嶋 侑里子，野崎 良寛，今川 和夫，堀米 仁志，高田 英俊
線維筋異形成症(FMD: fibromuscular dysplasia)による

重症腎血管性高血圧を呈した兄妹例
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

塩野 淳子 矢野 悠介，林 立申，堀米 仁志 頻発する心室期外収縮の小児例の予後
第57回日本小児循環器学会総

会・学術集会
奈良+web 2021.7.9-11

矢野 悠介
林 立申，塩野 淳子，野崎 良寛，石踊 巧，嶋 侑里子，村上 卓，堀米 

仁志
完全房室ブロックに対しペースメーカー植込み術を施行

した小児の中長期予後
第25回日本小児心電学会学術

集会
web 2021.11.26

塩野 淳子 林 立申，堀米 仁志，山田 衣里佳，稲垣 隆介 重症頭部外傷後に二次性QT延長症候群を呈した小児例
第25回日本小児心電学会学術

集会
web 2021.11.26

林 立申 漆川 邦，矢野 悠介，塩野 淳子，堀米 仁志
胎児期に診断され、無治療で経過観察している先天性右

心房瘤の1例
第28回日本胎児心臓病学会 長野+web 2022.2.18-19

田中 竜太 田中 美枝子，小林 洋平，大戸 達之，岩崎 信明
NAT技術を用いた定量的脳波解析の小児への適用に向けた

予備研究
第63回日本小児神経学会学術

集会
web 2021.5.28

岩渕 恵美
出澤 洋人，塚田 裕伍，齊藤 博大，本山 景一，福島 富士子，熊崎 香

織，田中 竜太，泉 維昌，高橋 幸利
治療に難渋した抗NMDA受容体抗体陽性の辺縁系脳炎の1例

第63回日本小児神経学会学術
集会

web 2021.5.29

大戸 達之 榎園 崇，田中 竜太，田中 磨衣，福島 紘子，高田 英俊
当院小児神経外来における移行期医療～成人診療グルー

プとの連携～
第63回日本小児神経学会学術

集会
web 2021.5.29

岩渕 恵美
田中 竜太，塚田 裕伍，齊藤 博大，福島 富士子，榎園 崇，西村 一，
東間 未来，大戸 達之，岩﨑 信明，川嶋 浩一郎，新井 順一，須磨﨑 

亮
当院小児神経科における移行期医療の現状と課題 第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13

田中 竜太
小林 千恵，塚田 裕伍，岩渕 恵美，福島 富士子，齊藤 博大，泉 維

昌，須磨崎 亮
脊髄性筋萎縮症3型に対する診断・治療の展望と課題 第10回茨城小児神経懇話会

つくば＋
web

2021.6.27

田中 竜太
急性脳症による高次脳機能障害をきたした児に対する教

師との連携支援
第22回茨城小児神経内科外科

懇話会
web 2021.12.18

三浦 隆介 小林 千恵，児玉 應浩，泉 維昌
持続する不正性器出血のため高度貧血を認めた免疫性血

小板減少性紫斑病(ITP)の11歳女児例
第126回茨城小児科学会 web 2021.6.13



医療教育局・学会

発表者 共同研究者 演題名 学会名 開催地 開催日

加藤 廉
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小林 和俊，圡田 昌宏，大谷 明夫
腫瘤形成性虫垂炎と鑑別を要した稀な虫垂原発悪性リン

パ腫の1例
第63回日本小児血液・がん学

会学術集会
web 2021.11.25-27

堀口 比奈子
矢内 俊裕，東間 未来，益子 貴行，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小池 和俊，圡田 昌宏，大谷 明夫
術後化学療法終了後に肺転移をきたしたfavorable 

histology腎芽腫の1例
第63回日本小児血液・がん学

会学術集会
web 2021.11.25-27

青山 統寛
東間 未来，益子 貴行，矢内 俊裕，吉見 愛，小林 千恵，加藤 啓輔，

小池 和俊，圡田 昌宏
多発性肺転移を伴う腎ラブドイド腫瘍に対する手術

第63回日本小児血液・がん学
会学術集会

web 2021.11.25-27

Tsukagoshi Y
Kamada H, Takeuchi R, Tomaru Y, Nakagawa S, Kimura M, Aiba S, 

Shimada H, Ikezawa Y, Yamazaki M

Anterior coverage with axial magnetic resonance 
imaging is important for acetabular growth in 

patients with developmental dysplasia of the hip

13th Combined Meeting of 
Asia Pacific Spine Society 
& Asia Pacific Paediatric 

Orthopaedic Society

神戸+web 2021.6.10-12

Aiba S
Tsukagoshi Y, Watanabe Z, Hoshi T, Hosono Y, Shimada H, Akiyama 

Y, Nomura S, Ikezawa Y

Tibial tuberosity avulsion fracture in children 
using soft suture anchors without screws: a case 
report／ソフトアンカーを用いて骨接合を行った小児脛

骨粗面裂離骨折の一例

13th Combined Meeting of 
Asia Pacific Spine Society 
& Asia Pacific Paediatric 

Orthopaedic Society

神戸+web 2021.6.10-12

鎌田 浩史
都丸 洋平，木村 美緒，中川 将吾，塚越 祐太，竹内 亮子，俣木 優

輝，山崎 正志
運動器検診結果からみたCOVID-19拡大に伴う小中学生の

運動器機能への影響
第94回日本整形外科学会学術

集会
東京+web 2021.6.10-7.12

塚越 祐太
亀ヶ谷 真琴，辰村 正紀，都丸 洋平，鎌田 浩史，森田 光明，西須 

孝，野村 真船，生澤 義輔，山崎 正志
学童期腰椎分離症の早期診断のための特徴に関する検討　
―彼らは骨癒合に対して不利な因子を多く抱えている―

第94回日本整形外科学会学術
集会

東京+web 2021.6.10-7.12

塚越 祐太 辰村 正紀，細野 泰照，生澤 義輔

潜在性二分脊椎と新鮮腰椎分離症の骨癒合に関する検討　
－同一レベルの潜在性二分脊椎に着目して－／Bony 

healing of fresh lumbar spondylolysis due to same 
level spina bifida occulta

JOSKAS/JOSSM meeting 2021 札幌+web 2021.6.17-19

塚越 祐太
亀ヶ谷 真琴，西須 孝，都丸 洋平，稲垣 隆介，東間 未来，塩田 逸

人，菊池 麻衣子

同一高位の潜在性二分脊椎は新鮮腰椎分離症の骨癒合を
阻害する／The same level spina bifida occulta 

impedes bony healing of fresh lumbar spondylolysis
第38回日本二分脊椎研究会 大阪+web 2021.7.17

木村 美緒
鎌田 浩史，都丸 洋平，塚越 祐太，中川 将吾，俣木 優輝，竹 内亮

子，山崎 正志
COVID-19感染禍の活動自粛による小中学生の運動器機能

への影響　運動器検診より
第36回日本整形外科学会基礎

学術集会
三重+web 2021.10.14-15

塚越 祐太 中嶋 康之，源 裕介，都丸 洋平，赤木 龍一郎，鎌田 浩史，山崎 正志
スポーツ活動再開後４か月以降に発育期年代の疲労骨折
発生が増加に転じた－COVID-19前後の新鮮腰椎分離症発

生数の調査－

第32回日本臨床スポーツ医学
会学術集会

web 2021.11.13-14

中嶋 康之 塚越 祐太
新鮮腰椎分離症に対するリハビリテーションによる腰

椎・骨盤アライメント変化の検討
第32回日本臨床スポーツ医学

会学術集会
web 2021.11.13-14

塚越 祐太
都丸 洋平，西須 孝，亀ヶ谷 真琴，木村 美緒，中川 将吾，鎌田 浩

史，山崎 正志

COVID-19に伴う活動の制限により小学生の前腕骨折が増
加した／Fractures of the forearm of elementary 
school students increased due to restricted 

activities in COVID-19

第32回日本小児整形外科学会
学術集会

web 2021.12.2

都丸 洋平 亀ヶ谷 真琴，西須 孝，塚越 祐太，鎌田 浩史，山崎 正志
COVID-19に伴う活動量変化と下肢疲労骨折の関連／

Association between COVID-19-associated activity 
changes and lower limb fatigue fractures

第32回日本小児整形外科学会
学術集会

web 2021.12.2

相場 秀太郎 塚越 祐太

小児橈骨骨幹部骨折に対するelastic stable 
intramedullary nailing (ESIN)の治療成績／Surgical 
results of elastic stable intramedullary nailing 

(ESIN) for radial shaft fractures in children

第32回日本小児整形外科学会
学術集会

web 2021.12.2

塚越 祐太 胸椎に生じた小児椎間板石灰化症の1例
第32回関東小児整形外科研究

会
web 2022.2.19



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2回小児血液・がんフォーラムin茨城 真菌感染症に対する先生治療の導入とその成績 座長 web 2022.3.11

堀米 仁志 第8回茨城PAH Clinical Conference PGI2経路の薬剤耐性と多剤併用療法の重要性について 座長 web 2021.6.25

堀米 仁志 第57回日本小児循環器学会総会・学術集会 デジタルオーラルI（OR15）電気生理学・不整脈 2 指定討論者 奈良＋web 2021.7.9-11

堀米 仁志 第25回日本小児心電学会学術集会
シンポジウム1「様々な疾患の成長期の心電図変化を知

る」
座長 web 2021.11.27

堀米 仁志 日本胎児心臓病学会第28回学術集会 里見賞候補演題 座長 長野＋web 2022.2.18



医療教育局・講演・その他

演者 講演題名・その他 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

小林 千恵 小児看護学II 茨城県立医療大学看護学科 阿見 2021.6.2

小林 千恵 妊孕性について
令和3年度がん患者トータルサポート事業　いばらき　み
んなのがん相談室と県内がん相談支援センター共同勉強

会
web 2021.6.30

小林 千恵 CLICファシリテータ
2021年度第1回小児医療に携わる医師に対する緩和ケア研

修会
web 2021.7.3

小林 千恵 CLICファシリテータ
2021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
web 2021.10.2

小林 千恵
悪性新生物の病態や治療について/日常生活（学校生活）で気をつけるこ

と、今後のフォローアップ等について
令和3年度小児慢性特定疾病児童等患者・家族教室 web 2021.11.30収録

小林 千恵 「いばらきのがんサポートブック」改訂編集協力委員 茨城県がん診療連携協議会 2021.8-2022.3

小林 千恵 「エンドオブライフケア」について 茨城県立こども病院　緩和ケア勉強会 水戸 2022.1.19

小林 千恵 令和3年度茨城県がん診療連携協議会「がんゲノム医療部会」部会員 茨城県がん診療連携協議会

小林 千恵 令和3年度茨城県がん診療連携協議会「緩和ケア部会」部会員 茨城県がん診療連携協議会

小林 千恵 令和3年度茨城県がん診療連携協議会「相談支援部会」部会員 茨城県がん診療連携協議会

堀米 仁志 特別講演II　胎児新生児期の不整脈の見方 第6回日本母性・内科学会総会・学術集会 東京＋web 2021.7.18

堀米 仁志 胎児徐脈性不整脈の周産期管理 第6回レベルII 胎児心エコー講習会 web 2021.12.12

田中 竜太 令和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
2021.6.18,10.1

5,12.10

田中 竜太 令和3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 2021.8.27

田中 竜太 てんかん診療について デジタルモノセラピーカンファレンスin茨城 web 2021.9.8

田中 竜太 小児移行期医療ネットワーク専門部会　移行期医療小委員会委員
筑波大学附属病院難病医療セ

ンター

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第36回静岡国際陸上 静岡 2021.5.3

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 FINA飛込ワールドカップ2021 東京 2021.5.6

塚越 祐太 救護医
第97回日本選手権水泳競技大会アーティスティックスイ

ミング競技
大阪 2021.5.9

塚越 祐太 病理学VII　運動器の障害（小児）
茨城県立中央看護専門学校看

護学科
笠間 2021.6.30

塚越 祐太 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　医療支援 東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会 東京 2021.7-8

塚越 祐太 COVID-19 officer 第66回日本泳法大会 千葉 2021.8.21-22

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第97回日本選手権水泳競技大会飛込競技 東京 2021.9.16

塚越 祐太 COVID-19 officer 第97回日本学生選手権水泳競技大会水球競技 新潟 2021.9.25-26

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第63回日本選手権（25m）水泳競技大会 東京 2021.10.15-17

塚越 祐太 病理学IV　運動器系疾患の病態・診断・治療
茨城県立中央看護専門学校看

護学科
笠間 2021.10.6

塚越 祐太 ドーピング検査担当役員 第97回日本学生選手権水泳競技大会競泳競技 東京 2021.10.6,9

塚越 祐太 救護医 第97回日本学生選手権水泳競技大会競泳競技 東京 2021.10.7



医療教育局・講演・その他

演者 講演題名・その他 講演・セミナー名 対象 開催地 年月

塚越 祐太 ライブ講習講師 2021年度水泳コーチ4養成専門科目講習会 東京 2021.12.4

塚越 祐太 運動器検診手引作成委員会委員 日本学校保健会 2021.4-2022.3

塚越 祐太 救護役員
2021年度第44回全国JOCジュニアオリンピックカップ競泳

競技
東京 2022.3.27

塚越 祐太 救護役員 2021年度国際大会日本代表選手選考会 東京 2022.3.3
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