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日程
2018年8月19日（日）

第1会場
（2階　大ホール）

第2会場
（5階　小ホール1）

11F
会議場

8:30
受付開始 8:30 受付開始

9:00 開会の辞 9:00
9:05

アレルギー
（演題1～3）

9:05

消化器
（演題21～26）9:35

免疫
（演題4～6）

10:05

教育講演1 

10:05

神経
（演題27～32）

11:05
男女共同参画委員会
シンポジウム

「男性からみた
男女共同参画」

（演題7～10）

11:05

12:05
12:15

ランチョンセミナーA

12:15

ランチョンセミナーB

12:15

代議員会

13:15
13:20

13:15 13:15
代議員会報告

13:35

特別講演

14:35

教育講演2

14:35
循環器

（演題33～36）
15:15

新生児
（演題37～41）15:35

血液腫瘍
（演題11～15） 16:05

内分泌
（演題42～44）16:25

感染症
（演題16～20）

16:35
心理発達・小児保健
（演題45～47）

17:15
17:05

17:25 閉会の辞
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9:00～9:05 開会の辞

9:05～9:35 アレルギー
座長：村井宏生 （福井大学医学部病態制御医学講座　小児科学）

1.  愛知県医師会によるアナフィラキシーに関するアンケート調査の
結果報告

1）あいち小児保健医療総合センター、2）名古屋西病院　小児科、
3）愛知県医師会救急委員会

◯伊藤浩明1）、伊藤友弥1,�3）、岩佐充二2,�3）

2.  牛乳摂取で消化器症状を呈する3症例における乳糖負荷試験の有
用性

国立病院機構長良医療センター　小児科

◯大塚行子、木村有花、森理香子、宮崎久美子、下川祐子、寺澤大祐、舘林宏治、
　舩戸道徳、橋本和幸、金子英雄

3.  好酸球増多を呈し、Food protein-induced enterocolitis syndrome 
（FPIES）と診断した4歳女児例

福井大学医学部病態制御医学講座　小児科学

◯伊藤尚弘、村井宏生、川崎亜希子、鈴木孝二、大嶋勇成

9:35～10:05 免疫
座長：中瀬古春奈 （あいち小児保健医療総合センター　感染症科）

4. 当院における抗MDA5抗体陽性若年性皮膚筋炎患者の臨床像
あいち小児保健医療総合センター　感染免疫科

◯大原亜沙実、西田大恭、古波藏都秋、阿部直紀、中瀬古春奈、河邉慎司、岩田直美

5.  診断に苦慮したRF陰性多関節型若年性特発性関節炎の3歳男児の
一例

三重県立総合医療センター、2）三重病院

◯米野翔太1）、西森久史1）、牛田英里1）、乙部　裕1）、東礼次郎1）、小林　舞1）、
　櫻井直人1）、清　馨子1）、山口佳子1）、大森雄介1）、太田穂高1）、杉山謙二1）、
　篠木敏彦2）

第1会場（2階　大ホール）



第54回中部日本小児科学会

第

１

会

場

プ
ロ
グ
ラ
ム

11

6. 繰り返す寒冷膿瘍から診断に至った高IgE症候群の1例
1）福井県済生会病院　小児科、2）金沢大学　小児科

◯福田隆文1）、三村卓矢1）、石川さやか1）、加藤英治1）、岩井和之1）、小泉瑛子2）、
　和田泰三2）、谷内江昭宏2）

10:05～11:05 教育講演1
座長：川田潤一 （名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学）

不明熱をどうみるか？
あいち小児保健医療総合センター　感染・免疫科

◯岩田直美

11:05～12:05 男女共同参画委員会シンポジウム
「男性からみた男女共同参画」

座長：上野たまき （東海中央病院　小児科）
市田蕗子 （富山大学男女共同参画推進室）

7. 男女共同参画を男性として、父親として考える
国立病院機構金沢医療センター

◯太田和秀

8. 強みを活かす男女共同参画の小児科外来診療
多賀クリニック

◯多賀千之

9. 男女共同参画における大学の役割
信州大学　小児医学教室

◯中沢洋三

10. 妊娠・子育て中の女性医師が仕事と家庭の両立ができる勤務体制
名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学

◯高橋義行

総合討論
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12:15～13:15 ランチョンセミナーA
座長：熊谷俊幸 （くま在宅クリニック）

脊髄性筋萎縮症：治療の扉は開かれた
東京女子医科大学附属遺伝子医療センター　特認教授・所長

◯齋藤加代子
共催：バイオジェン・ジャパン株式会社

13:20～13:30 代議員会報告

13:35～14:35 特別講演
座長：齋藤伸治 （名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学分野）

概日周期と睡眠制御研究のフロンティア
名古屋市立大学大学院薬学研究科・薬学部　神経薬理学分野

◯粂　和彦

14:35～15:35 教育講演2
座長：水野誠司 （愛知県心身障害者コロニー中央病院　小児内科）

全エキソーム解析の報告書を読み解く：ゲノム医療の実装に備えて
名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学分野

◯齋藤伸治

15:35～16:25 血液腫瘍
座長：関水匡大 （国立病院機構名古屋医療センター　小児科）

11. 在宅で終末期を過ごし看取りを行った小児脳腫瘍の3例
1）だいどうクリニック　在宅診療部、2）大同病院　こども総合医療センター、
3）名古屋大学医学部附属病院　脳神経外科、4）名古屋第二赤十字病院　小児科、
5）名古屋第二赤十字病院　脳神経外科

◯杉山由加里1）、田村　泉1）、岩井　梢2）、中根茂晴2）、磯部弘治2）、南木那津雄2）、
　山内悠太郎2）、加藤千恵2）、小早川雄介2）、各務智彦2）、中嶋枝里子2）、大辻塩見2）、
　安井竜志2）、浅井雅美2）、水野美穂子2）、近藤五郎3）、栗本路弘3）、石井睦夫4）、
　高須俊太郎5）
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12.  サイトカインプロファイルが診断に有用であった2次性HLH男
児例

1）藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院　小児科、
2）金沢大学医薬保健研究域医学系　小児科

◯菅田　健1）、岡本　薫1）、水谷公美1）、森　雄司1）、松本祐嗣1）、近藤康人1）、
　谷内江昭宏2）

13. 診断に苦慮した頸髄膠芽腫の1例
一宮市立市民病院　小児科

◯近藤優人、篠田華子、滝藤明日香、福島秀晃、大嶌聖可、川嵜翔太、三好真理、
　森なつみ、渡邉翔太、中村早希、岡村　淳、長屋嘉顕、須田裕一郎、佐橋　剛、
　三宅能成

14.  寛解導入療法中に十二指腸潰瘍による大量出血をきたしたT細胞
性急性リンパ性白血病の1例

国立病院機構名古屋医療センター　小児科

◯田中邦佳、秋田直洋、小野　学、関水匡大、市川瑞穂、二村昌樹、服部浩佳、
　後藤雅彦、前田尚子、堀部敬三

15. DICER1遺伝子異常が発見された胸膜肺芽腫の1例
1）岐阜大学大学院医学系研究科　小児病態学、
2）岐阜大学医学部附属病院　呼吸器外科、
3）岐阜大学医学部附属病院　病理診断科

◯野澤明史1）、小関道夫1）、安江志保1）、遠渡沙緒理1）、深尾敏幸1）、山本裕崇2）、
　岩田　尚2）、金山知弘3）、宮崎龍彦3）

16:25～17:15 感染症
座長：河村吉紀 （藤田保健衛生大学医学部　小児科学）

16. 水痘髄膜脳炎の10歳女児例
市立四日市病院　小児科

◯神谷知奈美、井上　武、谷村知繁、後藤智紀、周山めぐみ、後藤盾信、小出若登、
　牧　兼正、牛嶌克実、坂　京子

17. 2014～17年度の当院小児科における水痘患者の実態
江南厚生病院　こども医療センター

◯高尾洋輝、西村直子、赤野琢也、福田悠人、吉兼綾美、鬼頭周大、春田一憲、
　野口智靖、後藤研誠、竹本康二、尾崎隆男
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18.  麻疹流行期に受診し、修飾麻疹の鑑別が必要であったヒトヘルペ
スウイルス7（HHV-7）感染症の13歳男児例

1）名古屋記念病院　小児科、2）藤田保健衛生大学医学部　小児科学

◯鈴木道雄1）、森田　誠1）、竹尾俊希1）、加藤真生1）、徳永博秀1）、河村吉紀2）、
　吉川哲史2）、長谷川真司1）

19. ciHHV-6は突発疹の発症を抑え、流産のリスクになる？
1）藤田保健衛生大学医学部　小児科学、2）刈谷豊田総合病院　小児科、
3）総合医科学研究所　分子遺伝学

◯三浦浩樹1）、服部文彦2）、小澤　慶1）、河村吉紀1）、菅田　健1）、倉橋浩樹3）、
　吉川哲史1）

20. 12F型肺炎球菌性髄膜炎の一例
名古屋市立西部医療センター

◯吉田明生、吉兼正宗、鈴木博乃、千代田瞳、水野奈々、福田恵子、側島健宏、
　横井暁子、山田拓司、小林　悟、神岡直美、濱嶋直樹、伊藤康彦、村松幹司、
　鈴木　悟、後藤玄夫、戸苅　創

17:15～17:25 閉会の辞
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9:05～10:05 消化器
座長：杉浦時雄 （杉浦こどもクリニック）

21.  Pediatric Appendicitis Score（PAS）と虫垂炎病理学的所見との
検討

名古屋第二赤十字病院　小児科

◯上田健太郎、興梠まり、笠置俊希、近藤康宏、真島久和、森　由佳、笠原克明、
　犬飼幸子、後藤芳充、岸　真司、神田康司、石井睦夫

22. 虫垂炎の超音波診断と治療選択
愛知医科大学病院　小児科

◯沼本真吾、倉橋宏和、増田　雄、兒玉俊介、高須倫彦、宮本亮佑、早川朋人、
　畔柳佳幸、武藤太一朗、岩山秀之、下村保人、永井琢人、堀　壽成、奥田真珠美、
　縣　裕篤、奥村彰久

23. 当院における炎症性腸疾患症例の検討～その増加傾向について～
1）岡崎市民病院　小児科、2）名古屋大学附属病院　小児科

◯渡會麻未1）、安藤将太郎1）、田野千尋1）、成瀬和久1）、鈴井良輔1）、須藤祐司1）、
　松沢　要1）、松沢麻衣子1），渡邊由香利1）、辻　健史1）、林　誠司1）、加藤　徹1）、
　長井典子1）、川田潤一2）

24. 当科で経験した急性膵炎の一例
1）大垣市民病院　小児科、2）あいち小児保健医療総合センター　循環器科

○吉川祥子1）、山田佑也2）、児玉由布子1）、稲川明良1）、沼田侑也1）、鹿野博明1）、
　藤井秀比古1）、中嶋義記1）

25. 頻回の抗菌薬投与後に発症した偽膜性腸炎例
中濃厚生病院　小児科

◯服部知里、相羽優志、熊谷千紗、遠藤誠士、岸田　真、森田秀行、森本　航、
　山田信二、坪内肯二、内田　靖

26. 当院における過去14年間の若年性ポリープの検討
1）信州大学医学部　小児医学教室、2）信州上田医療センター　小児科

◯須田絢子1,�2）、中山佳子1）、小川瑛雄1）、倉沢伸吾1）、草刈麻衣1）、本間　仁1）、
　日高奈緒1）、加藤沢子1）、中沢洋三1）

第2会場（5階　小ホール1）
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10:05～11:05 神経
座長：中田智彦 （名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学）

27.  ステロイド減量に伴い再発を繰り返した抗MOG抗体陽性急性散
在性脳脊髄炎（ADEM）の1例

1）名古屋大学大学院医学系研究科　小児科学、2）中京病院　小児科、
3）東北大学神経内科・国立病院機構宮城病院　神経内科、
4）東北大学神経内科・国立病院機構米沢病院　神経内科、
5）名古屋大学大学院医学系研究科　障害児（者）医療学寄付講座

◯隈井すみれ1）、山本啓之1）、川口将宏1）、牧　祐輝1）、田中雅大1）、岡井　佑1）、
　坂口陽子1）、中田智彦1）、城所博之1）、濱口直子2）、柴田元博2）、金子仁彦3）、
　高橋利幸4）、高橋義行1）、夏目　淳1,�5）

28. 腎不全を伴い、治療に注意を要した急性脳症の14歳女子
春日井市民病院　小児科

◯林　眞子、星野　伸、内木美紗子、水谷修平、竹内陽平、加藤俊輔、尾池直子、
　前田　徹、小林貴江、足達信子、足達武憲、小出照子、河邊太加志

29.  MRIによる神経根造影効果が診断に有用であったギラン・バレー
症候群の3歳男児例

伊勢赤十字病院　小児科／新生児科

◯鬼藤優介、木平健太郎、林　良一、松浦有里、吉野綾子、鎌田尚樹、伊藤美津江、
　一見良司、東川正宗

30.  極端な偏食を背景に意識障害、代謝性アシドーシス、大球性貧血
で受診した4歳男児

1）金沢大学付属病院　小児科、2）金沢医療センター　小児科

◯山上綾子1）、藤木俊寛1）、野口和寛1）、黒田梨絵1）、前馬秀昭1）、谷内江昭宏1）、
　酒詰　忍2）

31.  Fryns症候群として経過を診られていたがてんかん発作，高ALP
血症を契機に診断された先天性GPI欠損症の男児例

三重大学大学院医学研究科　小児科学

◯神谷雄作、北村創矢、山田慎吾、大矢和伸、淀谷典子、大橋啓之、澤田博文、
　三谷義英、平山雅浩

32. 清潔間欠導尿を要する神経因性膀胱の患者における腎機能の推移
1）あいち小児保健医療総合センター　腎臓科、
2）あいち小児保健医療総合センター　泌尿器科

◯西村竜哉1）、北形綾一1）、加賀田敬郎1）、内田博之1）、田中一樹1）、日比野聡1）、
　吉野　薫2）、藤田直也1）
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12:15～13:15 ランチョンセミナーB
座長：中島葉子 （藤田保健衛生大学医学部　小児科学）

早期診断の重要性　～全身性疾患、多岐にわたる症状から診抜く～

講演1． Neurally Adjusted Ventilatory Assistでの新生児呼吸管理　
希少疾患に用いた報告

豊橋市民病院　小児科

◯安田真理

講演2． 見逃せない小児の歯科症状
朝日大学歯学部附属病院　口腔構造機能発育学　小児歯科学分野

◯飯沼光生
共催：アレグシオンファーマ合同会社

14:35～15:15 循環器
座長：澤田博文 （三重大学大学院医学系研究科　小児科学）

33. 胎児頻脈性不整脈の3例
富山県立中央病院　小児科

◯中川　亮、藤田修平、西田圭吾、上野和之、嶋尾綾子、東山弘幸、伊奈志帆美、
　二谷　武、五十嵐登、畑崎喜芳

34. 重度の心筋障害を合併した川崎病の1例
岐阜県総合医療センター　小児科

◯平田和裕、原　晃啓、上田優果、西脇綾子、湯澤壮太郎、松久雄紀、松波邦洋、
　桑原秀次、松隈英治、今村　惇

35. 当院におけるカテコラミン誘発多形性心室頻拍の臨床的検討
1）あいち小児保健医療総合センター　循環器科、
2）あいち小児保健医療総合センター　新生児科、3）豊橋市民病院　小児科

○木村　瞳1,�3）、安田和志1）、山田佑也1,�2）、鈴木孝典1,�2）、伊藤諒一1,�2）、郷　清貴1,�2）、
　鬼頭真知子1,�2）、森　啓充1）、森鼻栄治2）、河井　悟1）、長嶋正實1）

36.  運動時の胸痛で見つかった大血管間走行を示す左冠動脈右冠動脈
洞起始

1）名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学分野、
2）小牧市民病院　小児科、3）中京病院　心臓血管外科

◯篠原　務1）、郡　温子1）、小山智史1）、鈴木一孝1）、齋藤伸治1）、田中秀典2）、
　櫻井　一3）



プログラム

18

第

２

会

場

プ
ロ
グ
ラ
ム

15:15～16:05 新生児
座長：長屋嘉顕 （一宮市立市民病院　小児科）

37. 先天性嚢胞性肺疾患との鑑別に苦慮した巨大縦隔気腫の2例
1）名古屋大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター新生児部門、
2）名古屋大学医学部附属病院　小児科

◯本部和也1）、脇田浩正1）、上田一仁1）、田中　亮1）、三浦良介1）、呉　尚治1）、　
　浅田英之1）、北瀬悠磨1）、鈴木俊彦1）、兵藤玲奈1）、見松はるか1）、伊藤美春1）、
　齊藤明子1）、村松友佳子1）、佐藤義朗1）、早川昌弘1）、高橋義行2）

38.  Proteus mirabilisによる髄膜炎と多発脳膿瘍を来して治療に難渋
した新生児の1例

名古屋第一赤十字病院　小児科

◯藤城尚純、浅井幸奈、間宮野里花、落合加奈代、新井紗記子、濵崎咲也子、
　中山　淳、安田彩子、大城　誠、鬼頭　修

39. 先天性胆道拡張症による胆道穿孔で二期的手術を要した新生児
1）安城更生病院　小児科、2）安城更生病院　小児外科

◯林　希望1）、陳　通1）、安福千香1）、鈴木このみ1）、森山　都1）、池田　圭1）、
　楢原　翔1）、片岡英里奈1）、棚橋義浩1）、大森大輔1）、杉山裕一朗1）、深沢達也1）、
　服部哲夫1）、久保田哲夫1）、加藤有一1）、宮島雄二1）、小川昭正1）、久野邦義1）、
　牧田　智2）

40. 胎便性腹膜炎術後に先天性胆道閉鎖症の鑑別を要した一例
富山大学附属病院　小児科

◯長岡貢秀、寳田真也、齋藤　悠、猪又智実、田村賢太郎、牧本優美、吉田丈俊、
　足立雄一

41. Escherichia coliによる感染性頭血腫の1例
トヨタ記念病院　小児科

◯野田晴香、森あゆみ、中村奈都紀、光松孝真、西尾洋介、澤村　文、池田麻衣子、
　田中龍一、河野好彦、山本ひかる、原　紳也

16:05～16:35 内分泌
座長：青山幸平 （名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学分野）

42.  新生児期の高血糖からABCC8遺伝子変異を同定しSU薬治療を
行った新生児糖尿病の男児例

1）あいち小児保健医療総合センター　内分泌代謝科、
2）大阪市立総合医療センター　小児代謝・内分泌内科

◯加納孝真1）、高橋佳久1）、井澤雅子1）、依藤　亨2）、濱島　崇1）
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43. バセドウ病母体から出生し中枢性甲状腺機能低下症を来した3例
信州大学医学部　小児医学教室

◯師田　悠、柴崎拓実、中村千鶴子、原　洋祐、松浦宏樹、水野　史、中沢洋三

44.  低ナトリウム血症の補正時に浸透圧再低下療法を施行した二次性
偽性低アルドステロン血症の一例

金沢医科大学　小児科

◯森河万莉、伊藤順庸、犀川　太

16:35～17:05 心理発達・小児保健
座長：大橋　圭 （海南病院　小児科）

45. 深刻な家庭背景を有する不登校中学生4症例を巡る医療的支援
1）富山県立中央病院　小児科、2）国立病院機構富山病院　小児科、
3）富山県高志リハビリテーション病院　小児科、
4）富山県高志リハビリテーション病院　整形外科

◯寳田真也1）、五十嵐登1）、上野和之1）、藤田修平1）、畑崎喜芳1）、森こずえ2）、
　山下富子2）、松澤純子3）、峰松康治4）

46. 愛知県におけるチャイルド・デス・レビューの試み
1）名古屋大学大学院　救急・集中治療医学、2）名古屋大学大学院　小児科学、
3）名古屋市立大学大学院医学系研究科　新生児・小児医学分野、
4）藤田保健衛生大学　小児科学、5）愛知医科大学　小児科学

◯沼口　敦1,�2）、高橋義行2）、夏目　淳2）、伊藤嘉規2）、齋藤伸治3）、吉川哲史4）、
　奥村彰久5）

47.  母親の抑うつと養育態度の関連―愛知県におけるエコチル調査参
加者の結果より

1）名古屋市立大学　エコチル調査愛知ユニットセンター、
2）名古屋市立大学大学院医学研究科　新生児・小児医学分野、
3）名古屋市立大学大学院医学研究科　環境労働衛生学、
4）名古屋市立大学大学院医学研究科　産科婦人科学分野

◯加藤沙耶香1,�2）、松木太郎1,�3）、榎原　毅1,�3）、杉浦真弓1,�4）、齋藤伸治1,�2）、
　上島通浩1,�3）


