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プログラム

10月29日（土）　A会場（4F 多目的ホール）

開会の挨拶 12：00〜12：10

一般演題1【消化器】 12：10〜12：37

座長：村上　　潤（鳥取大学医学部付属病院　肝臓・消化器・アレルギー領域）

A-01 小児潰瘍性大腸炎患者の5-ASA不耐症診断における腹部超音波検査の有用性について
村重　皓斉（山口大学大学院医学系研究科医学専攻　小児科学講座／山口県済生会下関総合病院　小児科）

A-02 腸重積症の超音波整復後の粘膜観察が病的先進部の存在診断に有用であったhamartomatous 
polypの一例

佐久間彩子（広島市立舟入市民病院　小児科）

A-03 腹部腫瘤を契機に診断された毛髪胃石の1例
土屋　冬威（小豆島中央病院　小児科）

一般演題2【感染症】 12：37〜13：04

座長：宇田　和宏（岡山大学病院　小児科）

A-04 Campylobacter jejuniによる菌血症をきたした1か月児例
中野　睦基（徳島県立中央病院　小児科）

A-05 羞明と激しい頭痛を認めた蝶形骨洞炎の1例
樋口　公章（広島赤十字・原爆病院　小児科）

A-06 サイトメガロウィルス（CMV）による伝染性単核症を合併した原発性皮膚リンパ管型ノカルジア
症の1歳男児例

船田　裕昭（山陰労災病院　小児科）

教育講演1（専門医共通講習：感染症） 13：20〜14：20

座長：江口真理子（愛媛大学大学院医学系研究科　分子・機能領域　小児科学講座）

EL1 薬剤耐性菌感染症のマネジメント
山岸　由佳（高知大学医学部　臨床感染症学講座）

スポンサードシンポジウム1 14：30〜15：30

座長：漆原　真樹（徳島大学大学院医歯薬学研究部　小児科学分野）

SS1 脊髄性筋萎縮症の早期診断の現在地と遺伝子補充療法 －大阪での拡大新生児スクリーニングも含
めて－

木水　友一（大阪母子医療センター　小児神経科）

共催：ノバルティス ファーマ株式会社
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一般演題3【神経・筋】 15：40〜16：43

座長：秋山　倫之（岡山大学病院　小児神経科）　　　　　　
　　　岡西　　徹（鳥取大学医学部付属病院　脳神経小児科）

A-07 実臨床における脊髄性筋萎縮症患者に対するヌシネルセンの長期治療効果
立石　裕一（広島大学病院　小児科）

A-08 てんかんコントロールに難渋するゴーシェ病2型に対しバルプロ酸を使用した1例
浦田奈生子（岡山大学病院　小児神経科）

A-09 HHV-6感染症に伴う急性壊死性脳症をきたした一例
尾木　　護（高知大学医学部　小児思春期医学）

A-10 鼻出血を繰り返す脳動脈奇形の児は脳梗塞を発症しうる
新居田真生（愛媛大学医学部附属病院　小児科）

A-11 線維筋性異形成（FMD：fibromuscular dysplasia）による多発性脳梗塞を来した8歳女児例
日下　智陽（香川県立中央病院　小児科）

A-12 乳児期の異常眼球運動発作の存在が診断の契機になったGLUT1欠損症の男児例
榊　　優希（徳島大学病院　小児科）

A-13 PAH遺伝子にpS70Fと重症型変異をもつフェニルケトン尿症に対するテトラヒドロビオプテリン
高容量療法の一臨床例

小谷裕美子（徳島大学医学科発生発達医学講座　小児科学分野）

スポンサードシンポジウム2 17：20〜18：20

座長：荒木まり子（高知大学医学部　小児思春期医学講座）

SS2 くる病と診断と治療－Updates and Perspectives
難波　範行（鳥取大学医学部　周産期・小児医学分野）

共催：協和キリン株式会社

特別講演1（小児科領域講習） 18：30〜19：30

座長：岡田　　賢（広島大学大学院医系科学研究科　小児科学）

SL1 成育サイクルを支える小児医療－腎内レニン・アンジオテンシン系活性化
漆原　真樹（徳島大学大学院医歯薬学研究部　小児科学分野）

総会・諸連絡 19：30〜19：50
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10月29日（土）　B会場（2F 大会議室）

一般演題4【周産期・新生児】 12：10〜12：55

座長：中川　竜二（徳島大学病院　小児科　周産母子部）

B-01 摂食障害を疑われた母体から出生した低出生体重児の3症例
川口　幸穂（香川大学医学部　小児科）

B-02 自然整復を得た新生児頭蓋骨陥凹の一例
二口　慧介（岡山医療センター　新生児科）

B-03 超早産児呼吸管理における神経調節補助換気（Neurally Adjusted Ventilatory Assist；NAVA）
の有用性

岩﨑恵里子（倉敷中央病院　小児科）

B-04 腸回転異常を伴わない回腸捻転を来たしたSGAの一例
鈴江　真史（徳島大学病院　周産母子センター）

B-05 腰仙部皮膚異常を認めた11例の検討
上村　智子（高知大学医学部　小児思春期医学講座）

一般演題5【血液・腫瘍】 14：30〜15：24

座長：森谷　京子（愛媛大学大学院医系研究科　分子・機能領域小児科学講座）
唐川　修平（広島大学病院　小児科）　　　　　　　　　　　　　　　　

B-06 がんゲノム解析を契機に診断したLi-Fraumeni症候群4例
今中　雄介（広島大学病院　小児科）

B-07 免疫チェックポイント阻害薬投与後にHLA半合致同種造血幹細胞移植を施行した再々発ホジキン
リンパ腫の1例

渡辺　浩良（徳島大学病院　小児科）

B-08 中縦隔原発Inflammatory myofibroblastic tumorの1例
福本　紘之（山口大学大学院医学系研究科　小児科学講座）

B-09 若年性鼻咽腔血管線維腫を合併したNoonan症候群の13歳男児例
前田　明彦（県立幡多けんみん病院　小児科）

B-10 SCIDスクリーニングを契機に発見されたpartial Digeorge症候群の乳児例
松井　美樹（島根大学医学部　小児科）

B-11 不均一な骨髄浸潤を呈したTCF3-PBX1融合遺伝子陽性ALL
植月　元一（国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　小児科）

一般演題6【免疫・膠原病】 15：24〜16：27

座長：中野　直子（愛媛県立中央病院　小児科）　　　　　　　　　　　　
　　　脇口　宏之（山口大学大学院医学系研究科医学専攻　小児科学講座）

B-12 膵炎合併難治性潰瘍性大腸炎に対し顆粒球除去療法で臨床的寛解を得た小児例
水本　　竣（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　小児科）
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B-13 IgG4高値の原発性硬化性胆管炎/自己免疫性肝炎オーバーラップ症候群の小児例
田村　奈悠（岡山赤十字病院　小児科）

B-14 繰り返す消化管出血を呈した顕微鏡的多発血管炎の12歳女児例
宮本貴和子（香川大学医学部　小児科）

B-15 治療経過中に低ガンマグロブリン血症を呈したループス腎炎ⅢA型の女児例
品部　佑太（四国こどもとおとなの医療センター　小児科）

B-16 家族歴が診断に役立った付着部関連関節炎が疑われる1例
長谷　幸治（市立宇和島病院　小児科）

B-17 関節型若年性特発性関節炎における生物学的製剤の必要性を予測するバイオマーカーの探索
御前　　萌（山口大学医学部附属病院　研修医）

B-18 当院での小児リウマチ性疾患における生物学的製剤治療の現状
八代　将登（岡山大学病院　小児科）

一般演題7【救急】 16：50〜17：17

座長：佐藤　哲也（独立行政法人国立病院機構高知病院）

B-19 発見に時間を要したリチウム電池誤飲による食道異物の2症例
松浦　宏樹（鳥取大学医学部附属病院　小児科）

B-20 Toddler骨折（よちよち歩き骨折）の一例
山戸　聡史（国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター）

B-21 COVID-19流行下での精巣捻転症への対応
与河　圭太（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　小児外科）

一般演題8【腎・泌尿器】 17：17〜18：02

座長：手塚　優子（愛媛県立今治病院　小児科）　　　　　　　　
清水　順也（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター）

B-22 中枢神経症状を合併したSTEC-HUSの一例
鈴木　健吾（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　小児科）

B-23 当院で経験した腎膿瘍の2例
坂口　真弓（鳥取県立中央病院　小児科）

B-24 非肉芽腫性尿細管間質性腎炎を合併した小児サルコイドーシスの1例
渡邊祥二郎（愛媛大学…小児科）

B-25 長期経過で自然軽快した新生児尿細管性アシドーシス
宮原　宏幸（岡山大学病院　小児科）

B-26 重症肺クリプトコッカス症治療後に慢性拒絶反応を呈した腎移植症例
藤岡　啓介（徳島大学医学部　小児科）
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10月30日（日）　A会場（4F 多目的ホール）

特別講演2（小児科領域講習） 9：00〜10：00

座長：長谷川俊史（山口大学医学系研究科医学専攻　小児科学講座）

SL2 COVID-19とアレルギーの最新情報
松本　健治（国立成育医療研究センター研究所　免疫アレルギー・感染研究部）

スポンサードシンポジウム3 10：10〜11：10

座長：池田　政憲（岡山大学医学部）

SS3 小児アトピー性皮膚炎治療Up-To-Date 〜新たな治療選択肢を生かして〜
馬場　直子（神奈川県立こども医療センター　皮膚科）

共催：鳥居薬品株式会社

一般演題9【アレルギー・呼吸器】 11：20〜11：56

座長：西庄　佐恵（香川大学医学部　小児科）

A-14 気管切開児の気管切開孔閉鎖時期の検討
徳増　智子（倉敷中央病院　小児科）

A-15 当科受診化学物質過敏症小児の現状とその対策
小倉　英郎（医療法人高幡会大西病院　小児科／国立病院機構高知病院　小児科）

A-16 島根県での3歳児健診における食物アレルギー症状への対応に関する調査
舛金　聖也（島根大学医学部　小児科）

A-17 喘息の定期フォロー中に診断に至った10q23欠失による若年性ポリポーシスの一例
萩野　紘平（高知県立幡多けんみん病院　小児科）

ランチョンセミナー 12：10〜13：20

座長：竹谷　　健（島根大学医学部　小児科）　　　
　　　吉川　清志（土佐希望の家医療福祉センター）

小児の成長と発達を考える

LS-1 高知家で亜鉛と成長障害を語る 〜低亜鉛血症の治療について〜
濱田　淳平（愛媛大学大学院医学系研究科　小児科学）

LS-2 小児神経発達症の睡眠障害に対する治療 〜特に入眠困難改善剤のメラトニン製剤による治療から
得られたこと〜

杉田　憲一（とちぎメディカルセンターしもつが　小児科／獨協医科大学　小児科（非常勤））

共催：ノーベルファーマ株式会社
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一般演題10【COVID-19・ワクチン】 13：30〜14：33

座長：寺内　芳彦（日本赤十字社高知赤十字病院　小児科）
　　　前田　明彦（高知県立幡多けんみん病院　小児科）　

A-18 COVID-19ワクチン接種後に菊池-藤本病と臨床診断した小児2例
藤森　大輔（鳥取大学医学部　周産期・小児医学）

A-19 新型コロナワクチン接種後、血尿を呈し確定診断に至ったIgA腎症の女児例
大橋　育子（三豊総合病院　小児科）

A-20 COVID-19に急性虫垂炎を合併した1例
川野早紀子（島根県立中央病院　小児科）

A-21 COVID-19罹患後に発症した甲状腺機能低下症の1例
赤穂由希子（岡山済生会総合病院）

A-22 消化器症状が先行したCOVID-19陽性IgA血管炎の一例
川崎　綾子（岡山医療センター　小児科）

A-23 COVID-19感染に伴う有熱時けいれんの検討
中田　絢之（倉敷中央病院　小児科）

A-24 多臓器障害を伴い、急激な経過を辿った新型コロナウイルス関連急性脳症の1例
三谷　　納（福山市民病院　小児科）

教育講演2（専門医共通講習：医療倫理）  14：50〜15：50

座長：塚原　宏一（岡山大学大学院　小児医科学）

EL2 予防接種における医療倫理
中野　貴司（川崎医科大学　小児科学教室）

教育講演3（小児科領域講習） 16：00〜17：00

座長：日下　　隆（香川大学医学部　小児科）

EL3 小児科医が出会う虐待による乳幼児頭部外傷（Abusive Head Trauma AHT）の対応と多機関連
携のコツ

木下あゆみ（（独）国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　育児支援対策室　小児科）

閉会の挨拶 17：00〜
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10月30日（日）　B会場（2F 大会議室）

一般演題11【内分泌】 10：10〜10：46

座長：小林　弘典（島根大学医学部附属病院　検査部）

B-27 眩暈の精査を契機に診断に至ったモザイク型ターナー症候群の一例
武内香菜子（広島大学病院　小児科）

B-28 学校健診にて身長増加過多を指摘され紹介受診した92例の検討
壷井　史奈（県立広島病院　小児科）

B-29 ACTH療法後の副腎皮質機能の抑制と回復の経過を経時的にフォローしたWest症候群の男児例
藤脇　建久（松江赤十字病院　小児科）

B-30 尿路感染症を契機に続発性偽性低アルドステロン血症を発症した一例
大平　純也（福山医療センター　小児科）

一般演題12【先天異常・遺伝】 10：46〜11：13

座長：中田　裕生（高知県・高知市病院企業団立高知医療センター）

B-31 当院NICUにおける過去10年間の染色体検査のまとめ
今本　　彩（鳥取大学医学部　周産期小児医学）

B-32 自宅養育中の多発骨折を契機に診断されたBruck症候群の男児例
坂本　薫郁（山口大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター／ JCHO 徳山中央病院）

B-33 治療を要した重複腎盂尿管症例のまとめ
人見　浩介（独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　小児外科／中国四国小児外科医療支援機構）

一般演題13【循環器】 11：20〜12：05

座長：大西　達也（独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター）

B-34 左室容量に不利な条件が重なった幼児例をいかに二心室修復に到達させるか 〜左室駆出容量確保
への道のり〜

荻野　梨恵（広島市立広島市民病院）

B-35 カテーテルアブレーションにより、低下した心機能が回復した小児B型WPW症候群の4例
栄徳　隆裕（川崎医科大学付属病院　小児科）

B-36 乳児期早期に進行する肺高血圧症を認め、心房中隔欠損閉鎖術を要した21トリソミーの2例
丸山なつき（愛媛大学医学部附属病院　小児科）

B-37 周術期に心室頻拍（VT）・異所性接合部頻拍（JET）・異所性心房頻拍（EAT）が認められ、管理に難
渋した完全大血管転換症の1例

林　　優里（徳島大学病院　小児科）

B-38 ミルリノンの長期投与とカルベジロールの極少量導入が有効であった乳児拡張型心筋症の乳児例
小林　　希（高知大学医学部附属病院　小児科）
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一般演題14【精神・心身】 13：30〜14：06

座長：満田　直美（高知大学医学部　小児思春期医学講座）

B-39 親子相互交流療法（PCIT）による神経発達症児への介入
早川　博子（広島大学病院　小児科）

B-40 広汎性発達障害にともなう極度の偏食のため角膜軟化症や脚気心を発症した一例
長岡　義晴（広島市立広島市民病院　小児科）

B-41 摂食障害の早期発見と対応における地域基幹病院の小児科医の役割
住友　裕美（松山赤十字病院　小児科）

B-42 神経性やせ症に対するFamily Based Treatment（FBT）の治療効果について
藤井智香子（岡山大学病院　小児医療センター…小児科／小児心身医療科／岡山大学病院…ダイバーシ

ティ推進センター）

一般演題15【虐待・貧困・社会的養護・医学教育】 14：06〜14：33

座長：石原　正行（高知大学医学部　小児思春期医学講座）

B-43 子ども食堂から一定距離圏内の小学校に在籍する児童の割合について －広島県内の解析－
江原　　朗（広島国際大学健康科学部　医療経営学科）

B-44 当院の児童虐待疑い対応事例に対する現状と課題
井上　依里（香川大学医学部　小児科）

B-45 当院小児科における初期外来研修
綾　　邦彦（公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院　小児科）


