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胃
2020年度第1回」CCG全体会議：

2020年1 足立班真部班小林班・岡本班村松班宮村班嶋田 愛知 盛武 浩 AML-R15 班坂本班多賀班・康班真巴班加藤班小川班合同 6月班会議

2 国 第42回 宮崎 2020年 下之段秀美、甲斐いづみ、上田尚靖、 低容量アスピリンで管理中に自然

内 日本血栓止血学会学術集会 6月
妊娠し妊娠合併症で早期出産と

福永隆司、中谷圭吾 なった抗リン脂質抗体症候群の1例

国
第9回

2020年 宮崎県における拡大スク3 九州新生児スクリ ー ニング WEB 澤田浩武
内

研究会 7月 リ ー ニング

胃
第62回 2020年

前田謙 一、チョンピンフィ ー、 びまん性に中枢神経系の進行
4 WEB 川上沙織、山下文也、赤峰 哲、 性萎縮を認めた脊髄性筋萎縮

日本小児神経学会学術集会 8月 齋藤加代子、吉良龍太郎 症O型の1例

国 第62回 2020年 木許恭宏、谷口英里奈、池田俊郎、 POLR3K遺伝子変異を認めた
5 WEB Pol3関連白質ジストロフィ ー

内 日本小児神経学会学術集会 8月 盛武 浩 の兄弟例

国 第123回 2020年
石井茂樹、鈴束昌也、横山亮平、高村一成、 熱傷で外来管理中に市中型MRSAに

6 神戸 日高倫子、山村佳子、大平智子、下之段秀美、 よるトキシックショック症候群を
内 日本小児科学会 ・ 学術学会 8月 盛武 浩、胴牟田直子、西順一郎、中谷圭吾 発症した男児例

胃
第123回 2020年 原田雅子、入佐浩史、山下尚人、 ペ ー スメ ー カ ー 植え込みを

7 神戸 行った起立性調節障害合併洞
日本小児科学会 ・ 学術学会 8月 盛武 浩 不全症候群

胃
第123回 2020年 黒木 純、今村秀明、此元隆雄、 片側多嚢胞性異形成腎の小児

8 神戸 期腎機能障害発症予測ついて
日本小児科学会 ・ 学術学会 8月 盛武 浩 の検討

国 第123回 2020年
落合佳代、高村一成、日高倫子、山村佳子、 乳児早期に感冒を契機に呼販

神戸 大平智子、鈴東昌也、石井茂樹、下之段秀美、 障害をきたした鎖骨頭蓋異形
内 日本小児科学会 ・ 学術学会 8月 井福俊允、河野慶一郎、中谷圭吾 成症の一例

胃
横浜 2020年

伊藤秀一、幡谷浩史、芦田明、濱田陸、 小児非典型溶血性尿毒症症候
10 第63回日本腎臓学会学術集会 石川智朗、石川由美子、下野明彦、此元隆雄、 群(aHUS)患者に対するエクリ

WEB 8月 宮沢朋生、小椋雅夫、田中一梱、香美祥二 ズマブ市販後調査

11 貫
第94回

東京 2020年 石井茂栴、横山亮平、中谷圭吾、 治療後早期に再感染を生じ
日本感染症学会 ・ 学術集会 8月 三原由佳、吉野修司、岡田賢司 た乳児百日咳の1例

12 国 日本小児神経学会九州地方会 北九州 2020年 前田謙 一、木許恭宏、池田俊郎、 溶血性貧血で発症した、肝神
内 （第89回） 8月 盛武 浩 経型Wilson病の男子例

胃
第47回

2020年 神田和夫、鬼塚真理子、河野満子、 重症複合免疫不全症とライソゾーム病
13 日本マススクリ ー ニング学会 WEB の新生児マススクリ ーニング一宮崎県

学術集会 9月 澤田浩武 下での有料の任意検査の試み

貫
第58回 2020年 松山美醇代、宇藤山麻衣子、入佐浩史、 SAP療法中に虚偽血糖較正によ

14 WEB りケトアシド ーシスをきたした
日本糖尿病学会九州地方会 10月 麻田智子、明利聡瑠、盛武浩、澤田浩武 小児1型糖尿病の1例

国 2020年 Yoshikawa N, Yamada A, Yokota H, 
A H PLC method lo「 analysis of 

15 第30回日本医療薬学会年会 愛知
methotrexate in human cerebrospinal 

内 10月 Moritake H, Hirabara Y, Ikeda R fluid and compa「ison with the 
chem1 luminescence immunoassay 

胃 2020年
Tsujimoto S, Aoki T, Yamasaki F, Hasegawa Clinical featu 「es and prognostic impact of 

16 第82回日本血液学会学術集会 京都 D, Hama A, Moritake H, Hasegawa D, three-way translocations involving 1(8,21) 
10月 in children with RUNX1 -RUNX1T1-positive 

Iwamoto S, Taga T, Adachi S, Tomizawa D acute myeloid leukemia 

17 国 第1回」MS小児PDセミナ ー WEB 2020年 此元隆雄
小児PD患児における落差

内 10月 式PD療法

胃
第56回

2020年
Ductal shockをきたす重症先天

18 日本小児循環器学会総会 ・ 京都 井福俊允 性心疾患スクリ ー ニングに関す
学術集会 11月 る考察自験例のまとめから

国
第56回

2020年
定期乳児健診を契機に診断し

19 日本小児循環器学会総会 ・ 京都 井福俊允 た特発性心房粗動誘発性心筋
内

学術集会 11月 症の1例

国 第52回 2020年
石井茂樹、大平智子、横山亮平、 無英膜型インフルエンザ

20 
内 日本小児感染症学会 ・ 学術集会 大阪

11月
日高倫子、中谷圭吾、久冨木冠、 菌による菌血症合併眼高
佐々木裕子 骨膜下膿瘍の幼児例

胃
第62回 Moritake H, Tanaka S, Miyamura T, Outcome of 1 11 「elapsed cases of 

21 日本小児血液•がん学会 福島 2020年 Nakayama H, Shiba N, Hasegawa D, pediatric acute myeloid leukemia in 

学術集会 11月 Iwamoto S, Taga T, Adachi S, Tomizawa D 
」apan The results from the」PLSG
AML-05R study 
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胃
SMA One 2020年

SMAの診断と治療意義～当
22 WEB 池田俊郎 院の経験から得た早期診断 ・

オンデマンドセミナ ー 11月 治療実現のTips~
2020年度第2回」CCG血液腫瘍分科会(」PLSG) 全

23 国 体会議，足立班頁部班・小林班岡本班村松班宮
WEB 2020年 盛武 浩 AML-R15進捗状況報告内 村班 ・ 嶋田班•坂本班 ・ 多賀班 ・ 康班 ・ 塩田班 ・ 豊田班 ・ 12月関水班加藤元博班・加藤格班小川班合同班会議

国 2021年
黒木 純、長友美佳、今村秀明、 Rad iobacterによる腹膜

24 第55回日本小児腎臓病学会 WEB 中原 梢、寺田直樹、上村敏雄、 透析関連再燃性腹膜炎の内 1月 賀本敏行、此元隆雄、盛武 浩 1例

胃
第26回

2021年
永澤 俊、中川 緑、山田 愛、 不全四肢麻痺をきたした

25 九州山口小児血液•免疫・ WEB 木下真理子、齋藤祐介、上村幸代、 頸部傍脊椎領域原発の悪
腫瘍研究会 1月 盛武 浩 性リンパ腫
2020年度日本医療研究開発機構 新興再興感染症に 各地区における侵襲性細

26 国 対する革新的医薬品等開発推進研究事業 研究課題名
東京 2021年 石井茂樹 菌感染症・百日咳サー ベイ内 「ワクチンの実地使用下における有効性•安全性及びそ 2月の投与方法に関する基礎的臨床的研究」第1回班会議 ランス•宮崎県

国 第89回 2021年
澤田浩武、宇藤山麻衣子、西村豊樹、 宮崎県における有料拡大

27 宮崎 井上 忍、山村佳子、児玉由紀、神田一夫、 新生児スクリーニングの内 日本小児科学会宮崎地方会 2月 西口俊裕、川越正敏、盛武 浩 実施報告

胃
第89回 2021年 児嶋耕太郎、高村一成、山下尚人、

当院における18トリソミ ー

28 宮崎 (1 8T)および13トリソミ ー

日本小児科学会宮崎地方会 2月 原田雅子、盛武 浩 (13T)管理の変遷

29 胃
第89回 宮崎 2021年 松本昂之、黒木 純、阪口嘉美、 肉眼的血尿が遷延し腎機能
日本小児科学会宮崎地方会 2月 此元隆雄、盛武 浩 低下を認めたlgA腎症の1例

国 第89回 2021年
大富滉平、山田愛、山元綾子、黒木純、 mTOR阻害薬が著効したカサ

30 宮崎 木下真理子、齋藤祐介、上村 幸代、 バッハメリット現象合併カポ
内 日本小児科学会宮崎地方会 2月 盛武 浩 ジ同腫様血管内皮腫の乳児2例

胃
第89回 2021年

石井茂樹、内村絵美、鈴束昌也、 コッホ現象で紹介された31 宮崎 日高倫子、井福俊允、山村佳子、日本小児科学会宮崎地方会 2月 大平智子、下之段秀美、中谷圭吾 11例の検討

貫
第89回 2021年 二見加菜楯 真由美、興相まり、 胎児期に薔明な脳室拡大

32 宮崎 を呈したX連鎖性遺伝性日本小児科学会宮崎地方会 2月 黒木亜津子、中谷圭吾、木許恭宏 水頭症の一例

国 第89回 2021年
楯真由美、山村佳子、大平智子、横山亮平、 新生児期に診断した高イ

33 宮崎 日高倫子、井福俊允、鈴東昌也、石井茂樹、 ンスリン高アンモニア血内 日本小児科学会宮崎地方会 2月 下之段秀美、中谷圭吾、依藤亨 症症候群の1例

34 胃 日本新薬株式会社 社内講演会 宮崎 2021年 井福俊允
小児PAHおよび成人先天

3月 性心疾患診療の現状
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