学会・講演会発表
2016年
1月27日 大分市

第383回大分市小児科医会学術講演会

神薗愼太郎 口腔ダニアナフィラキシーの13歳女児例

2月12日 大分市

第343回小児科合同カンファレンス

神薗慎太郎、加藤裕久、藤本保 川崎病冠動脈瘤後遺症をきたした左単冠動脈症児の致命的冠動脈病変出現時の対応

3月6日 大分市

第98回日本小児科学会大分地方会総会

神薗愼太郎、坂口廣高、古賀木綿子、牛島規久美、松岡尚久、喜多村美幸、島田祐美、久冨真由美、光武伸祐、宮本麻子、桑門克治、大野康治、石原高信、藤本保
当院での呼吸器感染症児を対象にしたアンチバイオグラム作成の試み

4月27日 大分市

第385回大分市小児科医会学術講演会

神薗愼太郎

5月28日 福岡市

第15回九州川崎病研究会

神薗慎太郎、加藤裕久、藤本保 川崎病冠動脈瘤後遺症をきたした単一冠動脈児の致命的冠動脈病変出現時の対応

除去に難渋した乾燥黒豆の鼻腔内異物例

第385回大分市小児科医会学術講演会

6月22日 大分市

第387回大分市小児科医会学術講演会

神薗愼太郎

8月6日 福岡市

第44回西日本小児アレルギー研究会

神薗慎太郎、藤本保 口腔ダニアナフィラキシー(以下OMA)の2例・診断におけるBATの有用性8月6日

9月28日 大分市

第389回大分市小児科医会学術講演会

神薗愼太郎

1月28日 大分市

第374回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎、江崎拓也、藤本保 とうもろこしプリックテストでアナフィラキシー症状を呈した8歳男児例

5月22日 大分市

第377回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎

5月30日 福岡市

第14回九州川崎病研究会

神薗慎太郎、石井隆太、寺澤藍子、牛嶋規久美、江崎拓也、前田靖人、荒木潤一郎、松岡尚久、阿部直歩、久冨真由美、光武伸祐、桑門克治、大野康治、石原高信、

急性期ぬぐい液からエンテロウイルスD68が分離された川崎病不全型の1例
2016年6月のパレコウイルス3型検出13例の臨床的検討

2015年
2013年9月から2014年8月の1年間に当院で加療した川崎病患者77名の解析

加藤裕久、藤本保

2013年9月から2014年8月の1年間に当院で加療した川崎病患者77名の解析ーとくに容疑例・軽症例を中心に

7月22日 大分市

第379回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎 当院で初めて確定診断しえたIgE非依存性消化管アレルギーの一例

10月10日 鹿児島市

第35回日本川崎病学会

神薗慎太郎、石井隆太、寺澤藍子 、牛嶋規久美、江崎拓也、前田靖人、荒木潤一郎、松岡尚久、阿部直歩、久冨真由美、光武伸祐、桑門克治、大野康治、石原高信、

10月28日 大分市

第381回大分市小児科医会学術講演会

加藤裕久、藤本保

軽症川崎病で冠動脈病変をきたした例の検討

Case study of mild cases of Kawasaki disease with CAL formation.

神薗慎太郎、坂口廣高、古賀木綿子、牛嶋規久美、松岡尚久、喜多村美幸、島田祐美、久冨真由美、光武伸祐、宮本麻子、桑門克治、大野泰治、石原高信、藤本保
今年の夏のウイルス分離状況

11月22日 奈良市

第52回日本小児アレルギー学会

神薗慎太郎

12月6日 大分市

第97回日本小児科学会 大分地方会例会

神薗慎太郎、坂口廣高、古賀木綿子、牛嶋規久美、松岡尚久、喜多村美幸、島田祐美、久冨真由美、光武伸祐、宮本麻子、桑門克治、大野泰治、石原高信、藤本保

坂口廣高、荒木潤一郎、藤本保 当院で初めて確定診断しえたIgE非依存性消化管アレルギー
（以下ＧＩＡ）
の一例

今年の夏のウイルス分離状況
2014年
1月23日 大分市

第365回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎、松岡尚久、伊藤亜希子、宮本麻子、石原高信、藤本保

単純ヘルペスウイルス初感染時にAMPC内服後、多形紅斑・口唇粘膜腫脹をきたしスティーブン

ス・ジョンソン症候群との鑑別を要した2歳男児例
2月8日 那覇市

第13回九州・沖縄小児救急医学研究会

3月9日 大分市

第92回日本小児科学会大分地方会例会

神薗慎太郎、佐藤奈々江、牛嶋規久美、寺澤藍子、石井隆太、江崎拓也、中嶋洋平、久富真由美、光武伸佑、桑門克治、石原高伸、藤本保

喘鳴を主訴に当院外来

を受診した児の検討
神薗慎太郎、荒木純一郎、前田靖人、松岡尚久、伊藤早織、中嶋洋介、阿部直歩、久冨真由美、光武伸介、宮本麻子、桑門克治、大野康治、石原高伸、藤本保 当院
から三次病院への転送例の検討
5月28日 大分市

第368回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎、藤本保 当院におけるエピペン使用3症例の検討

7月23日 大分市

第370回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎

8月24日 福岡市

第41回西日本小児アレルギー研究会

神薗慎太郎、宮本麻子、藤本保 当院におけるエピペン処方例の検証

8月24日 大分市

第14回九州・沖縄小児救急医学研究会

神薗慎太郎、桑門克治、荒木潤一郎、前田靖人、松岡尚久、伊藤早織、中嶋洋介、阿部直歩、久冨真由美、光武伸介、宮本麻子、大野康治、石原高伸、藤本保 当院

喘鳴を主訴に当院外来を受診した児の検討（2012年9月〜2013年8月）

外来から三次病院への即日紹介・転送例の検討
9月24日 大分市

第371回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎、荒木潤一郎、松岡尚久、藤本保

11月8日 四日市市

第51回日本小児アレルギー学会

神薗慎太郎・江崎拓也、藤本保 とうもろこしプリックテストでアナフィラキシー症状を呈した8歳男児例

今夏当院で検出されたパレコウイルス感染症の５症例の検討

11月26日 大分市

第373回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎、松岡尚久、猪熊理恵、佐藤文、藤本保 当院でのアンチバイオグラム作成の試み

2013年
4月25日 大分市

第358回大分市小児科医会学術講演会

神薗慎太郎、光武伸祐、松岡尚久伊藤早織、屋宮清仁、多々良一彰、石原高伸、宮本麻子、藤本保

5月8日 熊本市

第12回九州・沖縄小児救急医学研究会

神薗慎太郎、大野康治、石原高信、藤本保

食物アナフィラキシ〜ヒヤリハットの3例

7月7日 八戸市

第2回日本小児診療多職種研究会

神薗慎太郎、倉本和枝、高津あき子、立川美保、津崎さおり、木下博子、石原高信、藤本保 ロタウイルスワクチンは疾病負担を軽減できたのか・・・当院ワクチン接種

7月24日 大分市

第361回大分市小児科医会学術講演会

発見の経緯がユニークだった魚骨異物の3例

者での検討
神薗慎太郎、光武伸祐、久富真由美、清水美希、江崎拓也、伊藤早織、松岡尚久、多々良一彰、屋宮清仁、石原高信、藤本保 当院における今シーズンのロタウイルス
感染症の動向
10月26日 札幌市

第45回日本小児感染症学会

神薗慎太郎、松岡尚久、伊藤亜希子、宮本麻子、石原高信、藤本保

単純ヘルペスウイルス初感染時にAMPC内服後、多形紅斑・口唇粘膜腫脹をきたしスティーブン

ス・ジョンソン症候群との鑑別を要した2歳男児例
2010年
2月7日 熊本市

第120回熊本小児科学会

神薗慎太郎、石炭恵、石井里恵、楠本寛幸、須崎厚子

4月6日 京都市

第84回日本感染症学会総会学術講演会

神薗慎太郎．
インフルエンザＢ加療中に強い心窩部痛をきたし、急性虫垂炎を併発した小児例

小児科外来診療における生食ロック法による短期通院輸液療法の有用性と安全性の検討

4月24日 盛岡市

第113回日本小児科学会学術集会

神薗慎太郎、石炭恵、石井里恵、楠本寛幸、須崎厚子 当院小児科外来での生食ロック法による短期輸液療法の有用性と安全性の検討

5月22日 長崎市

第9回九州川崎病研究会

神薗慎太郎

8月23日 神戸市

International Congress of Immunology

Kamizono S, Duncan GS, Lind E, Akashi K, Ohashi PS, Look AT, and Mak TW. Nﬁl3/E4bp4 is required for the development and maturation of

10月25日 天草市

第27回天草郡市医師会医学会

神薗慎太郎

大屋日登美

11月27日 仙台市

第42回日本小児感染症学会総会・学術集会

神園慎太郎

RSウイルス細気管支炎後に急性小脳失調症様の症状を数か月呈し、SPECTで右視床の血流低下を認めた2歳男児例

2月14日 上天草市

第27回上天草総合病院学会

東川由吏

4月24日 東京

第83回日本感染症学会総会・学術講演会

神薗慎太郎、大屋日登美、樋口定信、
岡崎則男、成田光生 同一株による薬剤耐性マイコプラズマの家族内感染症の一例

7月19日 大牟田市

大牟田市青空教室

神薗慎太郎 ぜんそくとうまくつきあう 大牟田市青空教室

7月24日 上天草市

院内助産師勉強会

神薗慎太郎

本邦における新生児蘇生法プログラムの現状

10月31日 秋田市

第59回日本アレルギー学会秋季学術大会

神薗慎太郎

特異IgG抗体検査に基づく除去食を行い、化学物質過敏症的症状が軽快した母児例

11月14日 福井市

第41回日本小児感染症学会総会・学術集会

神薗慎太郎、樋口定信

12月18日 上天草市

院内看護師勉強会

石炭恵

1月20日 上天草市

第4回市民健康講座

神薗愼太郎 あなたと子どもは大丈夫？−化学物質過敏症とシックハウス症候群

2月18日 熊本市

第111回熊本小児科学会

神薗愼太郎

2005年8月以来、
当院に入院したアデノウイルス感染症25症例の検討

10月14日 熊本市

第113回熊本小児科学会

神薗愼太郎

伝染性単核球症入院中に出現したClostridium difﬁcile関連下痢症の1例

Ash meeting

Kamizono S, Duncan GS, Lind E, Akashi K, Ohashi PS, Look AT, and Mak TW. Nﬁl3/E4bp4 is required for the development and maturation of

若年性心筋梗塞の父親の息子が川崎病を発症した家族例

NK cells in vivo.
樋口定信

上天草市周辺在住のマイコプラズマIgM陽性者27名のM. pneumoniae培養・遺伝子診断結果の検討

2009年
小児科病棟における快適な入院環境づくりをめざして〜病室環境づくりの前後におけるアンケート調査を実施して

院内助産師勉強会

溶連菌感染症治療中に全身に多型滲出性紅斑が出現しStevens-Johnson症候群との鑑別を要した3症例

生食ロックをして帰宅する保護者への指導について考える−通院における生食ロックの有用性の検討

2007年

2002年
12月6〜10日 アメリカ・フィラデルフィア

NK cells in vivo.. Kobe. Aug. 23, 2010

