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Hisanori Fujino, Hiroyuki 
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末梢血好酸球数、血清 TARC および

IL-5 が異常高値を呈した薬剤性過敏症

症候群の 1 例 

安西香織、巽亜子、住本真一 
日本小児アレル
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294:2019 
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井操雄、住本真一 
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年/月 学会・研究会 発表者 演題 

平成 31

年 4 月 

第 122 回日本小児

科学会学術集会 

土井響、新居敏、今井智恵、天満祐

貴、寺面浩武、原田太郎、内藤拓

人、中道恵里那、巽亜子、安西香

織、野村安隆、肥田晋矢、竹川麻

衣、坂本晴子、藤野寿典、葭井操

雄、住本真一 

emm1.0 の溶連菌を分離し得たリウ

マチ熱の 1 例 

平成 31

年 4 月 

第 122 回日本小児

科学会学術集会 

原田太郎、葭井操雄、今井智恵、天

満祐貴、土井響、内藤拓人、中道恵

里那、巽亜子、新居敏、安西香織、

野村安隆、肥田晋矢、竹川麻衣、坂

本晴子、藤野寿典、住本真一 

出生前に異常を認めなかった、胎盤

内絨毛癌による胎児母体間輸血症候

群の一例 

平成 31

年 4 月 

第 122 回日本小児

科学会学術集会 

新居敏、内藤拓人、奥野毅彦、山本

英彦、住本真一 

当院における重症心身障がい児者の

死亡例の検討 

平成 31

年 4 月 

第 122 回日本小児

科学会学術集会 

天満祐貴、竹川麻衣、坂本晴子、今

井智恵、土井響、寺面浩武、原田太

郎、内藤拓人、中道恵里那、巽亜

子、新居敏、安西香織、野村安隆、

肥田晋矢、藤野寿典、奥野 毅彦、葭

井操雄、山本英彦、住本真一 

重症心身障害者の誤嚥性肺炎治療中

に急性腎不全をきたし血液透析療法

を行った 1 例 

令和元年

5 月 

第 28 回 JACLS 例

会 
藤野寿典 

小児白血病に対する HCT with 

melphalan-based RIC における卵

巣・内分泌機能温存 

令和元年

6 月 

第 222 回大阪小児

科学会 

今井智恵、上林エレーナ幸江、邉見

慎一郎、藤野寿典、荻野諒、楠本将

人、天満祐貴、土井響、原田太郎、

巽亜子、内藤拓人、中道恵里那、新

居敏、安西香織、竹川麻衣、肥田晋

矢、野村安隆、坂本晴子、葭井操

雄、住本真一、林宏昭、大野耕一 

非典型的な腸重積の 6 歳男児例 



令和元年

6 月 
京都 NICU 懇話会 

天満祐貴、野村安隆、原田太郎、内

藤拓人、竹川麻衣、坂本晴子、葭井

操雄、住本真一 

遷延性低血糖と早期発症の黄疸を契

機に診断に至った中隔視神経異形成

症の一例 

令和元年

6 月 

第 15 回近畿先天代

謝異常症研究会 

新居敏、野村安隆、藤野寿典、中村

公俊、住本真一 

固形物の嚥下障害を主訴に受診し、

Gaucher 病の診断に至った男児例 

令和元年

7 月 

第 83 回臨床アレル

ギー研究会 

住本真一、安西香織、巽 亜子、坂

本晴子、藤野寿典 

末梢血好酸球数、血清 TARC 及び

IL-5 が以上高値を呈した薬剤過敏性

症候群（DIHS）の 1 例～好酸球増多

症（HES）との関連について～ 

令和元年

7 月 

第 36 回日本小児臨

床アレルギー学会 

巽亜子、安西香織、中道恵里那、肥

田晋矢、住本真一 

CAP RAST 高値の小麦アレルギーの

予後について 

令和元年

8 月 

第 1 回京都小児医

療懇話会 

今井智恵、巽亜子、安西香織、邉見

慎一郎、荻野諒、楠本将人、天満祐

貴、土井響、原田太郎、中道恵里

那、新居敏、竹川麻衣、野村安隆、

肥田晋矢、坂本晴子、藤野寿典、葭

井操雄、住本真一 

血便と哺乳不良を主訴に受診した生

後 3 ヶ月の男児例 

令和元年

8 月 

Gaucher meet 

the expert 

新居敏、野村安隆、藤野寿典、中村

公俊、住本真一 

嚥下障害・体重増加不良で受診し経

過観察中に肝脾腫・血小板減少をみ

とめた為、ゴーシェ病 3 型の診断に

至った一例 

令和元年

9 月 

阪奈和小児がん連

携施設連絡会症例

検討会 

藤野寿典 
晩期精巣単独再発を来した ALL の 1

例 

令和元年

9 月 

第 57 回大阪小児呼

吸器談話会 
住本真一 

カルタゲナー症候群の 18 歳双生児

例 

令和元年

9 月 

第 27 回大阪小児科

医会 救急・新生

児研究会 

天満祐貴、野村安隆、荻野諒、楠本

将人、今井智恵、土井響、原田太

郎、中道恵里那、巽亜子、新居敏、

安西香織、肥田晋矢、竹川麻衣、坂

本晴子、藤野寿典、葭井操雄、住本

真一 

嘔吐と無熱性痙攣を主訴に救急受診

した 7 歳男児例 



令和元年

10 月 

第 330 回 NMCS 例

会 

土井響、竹川麻衣、原田太郎、内藤

拓人、坂本晴子、葭井操雄、住本真

一 

診断に苦慮した新生児感染症の一例 

令和元年

10 月 

第 2 回日本アレル

ギー学会地方会近

畿支部学術講演会 

今井智恵、巽亜子、安西香織、邉見

慎一郎、肥田晋矢、藤野寿典、住本

真一 

血便と哺乳不良を主訴に受診した生

後 3 ヶ月の男児例 

令和元年

10 月 

第 51 回日本小児感

染症学会学術集会 

今井智恵、野村安隆、原田太郎、巽

亜子、中道恵里那、新居敏、安西香

織、竹川麻衣、肥田晋矢、坂本晴

子、藤野寿典、葭井操雄、住本真一 

右膝の挫傷が誘因と考えられた左後

腹膜膿瘍の一例 

令和元年

11 月 

第 61 回日本小児血

液がん学会学術集

会 

Chie Imai, Hisanori Fujino, Taro 

Harada, Mai Takegawa, Anryu 

Nomura, Elena Yukie Uebayashi, 

Hiroaki Hayashi, Takashi Ishigaki, 

Koichi Ohno, Shinichi Sumimoto 

A 4-month-boy stage 4 

neuroblastoma with respiratory 

failure by liver metastasis and 

pulmonary edema successfully 

treated with emergency radiation 

therapy. 

令和元年

11 月 

第 64 回日本新生児

成育医学会学術集

会 

天満祐貴、竹川麻衣、坂本晴子、葭

井操雄 

生下時から著明な好酸球増多を認め

た消化管アレルギーの 1 例 

令和元年

11 月 

第 64 回日本新生児

成育医学会・学術

集会 

荻野諒、竹川麻衣、天満祐貴、坂本

晴子、葭井操雄 

外科的治療を要さずに軽快した milk 

curd syndrome を呈した超低出生体

重児 2 例 

令和元年

12 月 

第 224 回大阪小児

科学会 

楠本将人、竹川麻衣、林宏昭、坂本

晴子、住本真一 

救急搬送された、全身性皮下気腫、

縦隔気腫、気胸の 1 例 

令和 2 年

2 月 

第 38 回京都大学小

児血液腫瘍研究会 
藤野寿典 

治療抵抗性を示した Stage4 神経芽

腫の 4 ヶ月男児例 

令和 2 年

2 月 

第 17 回近畿結核症

例検討会 

天満祐貴、荻野諒、楠本将人、今井

智恵、土井響、原田太郎、中道恵里

那、巽亜子、新居敏、安西香織、野

村安隆、肥田晋矢、竹川麻衣、坂本

晴子、藤野寿典、葭井操雄、住本真

一、田村嘉孝 

カ慢性咳嗽として長期フォローされ

ていた肺結核症の 14 歳女児例 

 


