
演題番号 登録番号 筆頭演者 所属機関名 セッション名 会場・日時 演題名

1 10028 森川紋子 国立成育医療研究センター病院　呼吸器科 気道１ 第２会場　10月24日9：00～9：50 披裂喉頭蓋ヒダ型喉頭軟化症の臨床像

2 10055 浦田　純 国立成育医療研究センター病院　呼吸器科 気道１ 第２会場　10月24日9：00～9：50 喉頭蓋型喉頭軟化症の臨床経過と形態的特徴

3 10080 有沢　悠 富山大学医学部　小児科 気道１ 第２会場　10月24日9：00～9：50 吸気性喘鳴の原因検索による画像所見にて血管腫が疑われた下咽頭腫瘍の1例

4 10045 小野真由美 青梅市立総合病院　小児科 気道１ 第２会場　10月24日9：00～9：50 先天性鼻腔狭窄症に対して非侵襲的治療で軽快した一症例

5 梅原　直 聖路加国際病院　小児科 気道１ 第２会場　10月24日9：00～9：50 治療介入の必要性と時期を悩んだ両側後鼻腔狭窄の1乳児例

6 10074 加藤智治 国立成育医療研究センター病院 呼吸器科 気道２ 第２会場　10月24日　9：50～10：50 肺動脈の走行異常に伴う気管支狭窄によって右上葉のlobar emphysemaをきたした1例

7 10108 三宅　啓 静岡県立こども病院　小児外科 気道２ 第２会場　10月24日　9：50～10：50 当院で先天性気管狭窄に対し気管形成を施行した症例の検討

8 10042 水書教雄 東邦大学医療センター大森病院　新生児科 気道２ 第２会場　10月24日　9：50～10：50 MDCTによる経時的気道評価にて根治術を施行できたFallot四徴兼肺動脈弁欠損の1例

9 10091 清水真理子 前橋赤十字病院　小児科 気道２ 第２会場　10月24日　9：50～10：50 気管軟化症と気管憩室のため急激な気道閉塞を繰り返し、気管肉芽との鑑別が重要だったCrouzon病の一例

10 10001 岩田実穂子 国立病院機構福岡病院小児科 気道２ 第２会場　10月24日　9：50～10：50 気管支拡張症に気管・気管支軟化症を伴った1歳女児例

11 10106 和田　元 前橋赤十字病院　小児科 気道２ 第２会場　10月24日　9：50～10：50 胸部X線写真側面像が診断の手がかりになった気管支原性嚢胞の一例

12 10065 片山宏祐 総合病院　鹿児島生協病院　小児科 睡眠時無呼吸 第２会場　10月24日　10：50～11：50 重症閉塞性睡眠時無呼吸症候群の3小児例

13 10101 松崎寛司 国立病院機構　福岡病院　小児科 睡眠時無呼吸 第２会場　10月24日　10：50～11：50 頻回の混合性無呼吸を認めた重症閉塞性睡眠時無呼吸症候群の10歳男児例

14 10116 今井丈英 日本医科大学小児科 睡眠時無呼吸 第２会場　10月24日　10：50～11：50 睡眠時無呼吸簡易検査器機（圧センサー内臓シート型検査器機）の有用性の検討：PSGとの比較

15 10013 若槻雅敏 福岡病院　小児科 CCHS 第２会場　10月24日　10：50～11：50 ポリソムノグラフィーにて改善を認めた先天性中枢性低換気症候群（ＣＣＨＳ）の２歳女児の１例

16 10066 山田洋輔 東京女子医科大学東医療センター　新生児科 CCHS 第２会場　10月24日　10：50～11：50 先天性中枢性低換気症候群における横隔膜電気的活動の検討―呼吸生理学的診断への新しいアプローチ―

17 10038 緒方朋実 群馬大学大学院　医学系研究科　小児科 CCHS 第２会場　10月24日　10：50～11：50 先天性中枢性低換気症候群（CCHS）と生きる患者家族への臨床像全国調査

18 10011 竹本　潔 大阪発達総合療育センター小児科 重症心身障害児 第３会場　10月24日　9：00～9：40
従来のMechanical in-exsufflator（MI-E）では受入困難であった重症心身障害児者へのカフアシストE70の使用経
験

19 10030 西原正人 淀川キリスト教病院小児科 重症心身障害児 第３会場　10月24日　9：00～9：40 当院における重症心身障害児の急性呼吸器合併症に対する対応

20 10064 臼田由美子 群馬県立小児医療センター リハビリテーション課 重症心身障害児 第３会場　10月24日　9：00～9：40 気管切開術後、外来にて呼吸理学療法と摂食嚥下練習に取り組んだ重症心身障害児の一例

21 10054 古田哲朗 船橋二和病院　リハビリテーション科 重症心身障害児 第３会場　10月24日　9：00～9：40 重症心身障害児などに対する在宅NPPV導入への関わり

22 10004 赤池洋人 川崎医科大学　小児科学講座 NPPV 第３会場　10月24日　9：40～10：30 側彎手術とNIPPV導入で呼吸症状の改善が得られた脊髄性筋萎縮症の2例

23 10007 矢内貴憲 横浜市立みなと赤十字病院　小児科 NPPV 第３会場　10月24日　9：40～10：30 非侵襲的陽圧換気療法で改善を認めた重症RSウイルス細気管支炎の1例

24 10026 港　敏則 公立豊岡病院組合立豊岡病院小児科 NPPV 第３会場　10月24日　9：40～10：30 小児に対する陽・陰圧体外式人工呼吸器（BCV）の有効性に関する検討

25 10039 原間大輔 山梨大学医学部小児科 NPPV 第３会場　10月24日　9：40～10：30 非侵襲的陽圧換気療法(NPPV)を用いて管理を行えた特発性肺ヘモジデローシスの1例

26 10126 橋田祐一郎 鳥取大学　医学部　周産期小児医学 NPPV 第３会場　10月24日　9：40～10：30 ヘルメット型マスクによる非侵襲的陽圧換気を施行した症例の検討

27 10017 林　鮎美 大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　総合相談地域医療センター　医療福祉相談室 在宅 第３会場　10月24日　10:30～11:30 気管切開となった患児・家族への入院中から在宅生活におけるMSWの関わり

28 10083 徳増智子 倉敷中央病院　小児科 在宅 第３会場　10月24日　10:30～11:30 気管切開術を施行した患者の予後調査　～過去5年間を振り返って～

29 10057 太田 健 総合病院　鹿児島生協病院　小児科 在宅 第３会場　10月24日　10:30～11:30 当院で管理している在宅人工呼吸児の臨床的検討

30 10069 川崎豊恵 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院 在宅 第３会場　10月24日　10:30～11:30 喉頭軟化症と診断された児の在宅での治療を考える～人工呼吸器（CPAP）装着患児に対する退院支援活動～

31 10092 水野美穂子 社会医療法人宏潤会大同病院　小児科 在宅 第３会場　10月24日　10:30～11:30 訪問診療を行っている在宅重症小児患者の呼吸器合併症について



32 10020 徳増裕宣 大原記念倉敷中央医療機構　臨床研究支援センター　コンサルテーション部 在宅 第３会場　10月24日　10:30～11:30 ＮＩＣＵから在宅酸素療法にて退院となった患者の予後調査　～過去１０年間を振り返って～

33 10121 小野倫太郎 国立病院機構　福岡病院　小児科 気道異物 第３会場　10月24日　11:30～12:00 ストローマグ使用により喘鳴を来した症例

34 10079 宮本育静 国保松戸市立病院小児医療センター小児科 気道異物 第３会場　10月24日　11:30～12:00 嚥下障害を伴った気道異物の1男児例

35 10061 遠藤美紀 国立成育医療研究センター病院　呼吸器科 気道異物 第３会場　10月24日　11:30～12:00 気道異物の診断におけるCTの必要性

36 10005 坂田　宏 旭川厚生病院　小児科 感染症１ 第２会場　10月24日　13:30～14:20 小児の肺炎に対するtebipenem-pivoxilの有効性の検討

37 10016 長濱隆明 昭和大学横浜市北部病院　こどもセンター 感染症１ 第２会場　10月24日　13:30～14:20 急速に呼吸窮迫が進行し挿管管理が必要となった細菌性気管炎と考えられる1例

38 10105 田畑奈都子 淀川キリスト教病院　小児科 感染症１ 第２会場　10月24日　13:30～14:20 発熱のない胸痛を主訴に発症した肺膿瘍の一例

39 10114 永盛裕佳子 北里大学　医学部　小児科 感染症１ 第２会場　10月24日　13:30～14:20 粘液栓を伴った細菌性気管炎の11歳女児例

40 10015 康井洋介 慶應義塾大学　保健管理センター 感染症１ 第２会場　10月24日　13:30～14:20 学童期における百日咳抗体価の分布について

41 10008 難波文彦 埼玉医科大学総合医療センター　小児科 新生児 第２会場　10月24日　15:30～16:10 動物モデルを用いた新生仔期高濃度酸素暴露の長期的影響と肺傷害修復過程における重要分子の同定

42 10063 野呂　歩 市立札幌病院　新生児内科 新生児 第２会場　10月24日　15:30～16:10 壊死性気管気管支炎後に気管軟化症を発症した超低出生体重児の一例

43 10082 矢野恵理 茨城県立こども病院 新生児 第２会場　10月24日　15:30～16:10 正期産児気胸の発生要因の検討

44 10087 中村俊一郎 済生会宇都宮病院　小児科 新生児 第２会場　10月24日　15:30～16:10 右上葉の肺炎、無気肺を繰り返す新生児の1例

45 10081 森川紋子 国立成育医療研究センター病院　呼吸器科 検査１ 第２会場　10月24日　16:10～16:50 右下葉切除後の横隔膜のＸ線所見と肺機能検査値

46 10025 齊藤敏樹 名城病院　整形外科・脊椎脊髄病センター 検査１ 第２会場　10月24日　16:10～16:50 10歳未満で早期固定術を施行し長期経過した先天性側弯症患者の呼吸機能

47 10032 村井宏生 福井大学　医学部　小児科 検査１ 第２会場　10月24日　16:10～16:50 唾液中サーファクタントプロテインDは局所性炎症マーカーとなりうるか

48 10051 松崎陽平 慶應義塾大学小児科 検査１ 第２会場　10月24日　16:10～16:50 臍帯血と満期新生児早期の血清syndecan-4の比較

49 10033 菅波佑介 東京医科大学　小児科 検査２ 第２会場　10月24日　16:50～17:30 出生後の肺機能の変化が肺血流および右心機能に与える影響の検討

50 10070 杉山 剛 山梨大学 医学部 小児科 検査２ 第２会場　10月24日　16:50～17:30 年少の睡眠呼吸障害患者が痩せ体型となるメカニズムにおける血漿レプチン、グレリン値の検討

51 10071 石立誠人 東京都立小児総合医療センター　呼吸器科 検査２ 第２会場　10月24日　16:50～17:30 鎮静、局所麻酔下での小児気管支鏡の検討

52 10111 樋口昌孝 国立成育医療研究センター病院　呼吸器科 検査２ 第２会場　10月24日　16:50～17:30 当科で軟性内視鏡下に行った気管支肺胞洗浄の現状

53 10009 松原　健 東京女子医科大学　医学部　小児科 縦隔胸腔 第３会場　10月24日　16:30～17:20 未診断の縦隔腫瘍による気道閉塞により心肺停止で来院した5歳男児例

54 10027 川野聖明 福岡徳洲会病院 縦隔胸腔 第３会場　10月24日　16:30～17:20 安静時に発症した特発性縦隔気腫の2例

55 10043 小泉宗光 愛媛県立中央病院　小児科 縦隔胸腔 第３会場　10月24日　16:30～17:20 H1N1インフルエンザ罹患により広範囲な皮下気腫と縦隔気腫を生じた気管支喘息の一例

56 10090 南風原明子 土浦協同病院　小児科 縦隔胸腔 第３会場　10月24日　16:30～17:20 喘息の加療中に嘔吐で発症した遅発性先天性横隔膜ヘルニアの乳児例

57 10124 煙石真弓 東海大学　医学部　専門診療学系　小児科学 縦隔胸腔 第３会場　10月24日　16:30～17:20 気管支喘息として加療されていた７歳女児の食道アカラシアの一例

58 10052 小田愼一 公立岩瀬病院　小児科 呼吸管理 第３会場　10月24日　17:20～18:00 乳幼児呼吸障害に対するネーザルハイフローの有効性について

59 10053 重川 周 大阪府立母子保健総合医療センター集中治療科 呼吸管理 第３会場　10月24日　17:20～18:00 Nasal High FlowⓇを用いて管理した小児14例の検討

60 10077 南野初香 聖隷三方原病院　小児科 呼吸管理 第３会場　10月24日　17:20～18:00 乳幼児呼吸障害に対するHigh flow nasal cannulaの使用経験

61 10112 屋良朝太郎 那覇市立病院　小児科 呼吸管理 第３会場　10月24日　17:20～18:00 High flow nasal cannulaによる呼吸管理を行ったRSウイルス細気管支炎の3症例

62 10023 平垣有紀子 大阪発達総合療育センター　南大阪小児リハビリテーション病院　リハビリテーション部 呼吸理学療法 第３会場　10月24日　18:00～18:40 当センターの呼吸リハビリテーションにおける運動療法の重要性と理学療法士の役割

63 10044 森田昌男 千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院 呼吸理学療法 第３会場　10月24日　18:00～18:40 一般病院小児科入院における呼吸リハビリテーションの現状と課題



64 10100 若野泰宏 一宮市立市民病院　小児科 呼吸理学療法 第３会場　10月24日　18:00～18:40 繰り返す誤嚥性肺炎に対しカフアシストを併用した呼吸リハビリが有効であった延髄神経膠腫の一例

65 10113 並木優子 北里大学病院　リハビリテーション部 呼吸理学療法 第３会場　10月24日　18:00～18:40 中毒性表皮壊死症治療中の長期鎮静による遷延性筋力低下に対し呼吸理学療法を施行した6歳女児例

66 10060 釣永雄希 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター 小児科 結核 第２会場　10月25日　8:50～9:20 初診時ツ反陰性、QuantiFERON TB陽性であった乳児結核の一例

67 10062 竹内典子 千葉大学医学部附属病院　感染症管理治療部 結核 第２会場　10月25日　8:50～9:20 当院で経験した多剤耐性結核陽性母体の周産期感染対策

68 10084 金子忠弘 東京都立小児総合医療センター 結核 第２会場　10月25日　8:50～9:20 乳幼児結核における肺野微細病変の分布

69 10010 今井丈英 日本医科大学小児科 感染症２ 第２会場　10月25日　9:20～10:10 経過中に肺炎を呈したシグナル伝達兼転写活性化因子(STAT)遺伝子異常に因る先天免疫不全症の2例

70 10003 矢野拓弥 三重県保健環境研究所 感染症２ 第２会場　10月25日　9:20～10:10 オセルタミビル投与前の小児患者から検出された抗インフルザ薬耐性A(H1N1)pdm09ウイルス-三重県

71 10019 園田素史 九州大学病院　小児科 感染症２ 第２会場　10月25日　9:20～10:10 RSウィルス感染によるARDSに対して肺保護的戦略で救命し得たタナトフォリック骨異形成症の1例

72 10078 坂口　崇 福岡大学病院　小児科 感染症２ 第２会場　10月25日　9:20～10:10 BALFから検出された原虫が原因と思われた慢性気管支肺炎の女児例

73 10085 金子忠弘 東京都立小児総合医療センター 感染症２ 第２会場　10月25日　9:20～10:10 喀痰培養で肺放線菌症と診断した１例

74 10000 増田　敬 同愛記念病院　小児科 気管支喘息 第２会場　10月25日　10:10～11:00 スギ花粉飛散期における喘息児のコントロール状態-第３報鼻汁/鼻閉と喘息症状の関連について-

75 10036 西田光宏 浜松医療センター　小児科 気管支喘息 第２会場　10月25日　10:10～11:00 喀痰細胞診で非好酸球性気道炎症を認めた喘息の1例

76 10076 福田啓伸 獨協医科大学 小児科 気管支喘息 第２会場　10月25日　10:10～11:00 小児アトピー型喘息の秋季増悪に対するトシル酸スプラタスト追加投与の予防効果

77 10089 本村知華子 国立病院機構　福岡病院　小児科 気管支喘息 第２会場　10月25日　10:10～11:00 気道過敏性検査を行った気管支喘息児のクラスター解析

78 10123 田端秀之 東海大学　医学部　専門診療学系小児科学 気管支喘息 第２会場　10月25日　10:10～11:00 喘息児の中枢、末梢の気道可逆性と気道反応性の構成について

79 10029 宮竹紘子 熊本赤十字病院　小児科 肺１ 第３会場　10月25日　9:00～10:00 持続する咳嗽、体重減少、微熱を主訴に受診した自己免疫性肺胞蛋白症の４歳女児例

80 10034 中西未来 久留米大学　医学部　小児科 肺１ 第３会場　10月25日　9:00～10:00 当科で経験した原発性肺ヘモジデローシスの3例

81 10046 松尾基視 国立成育医療研究センター　呼吸器科 肺１ 第３会場　10月25日　9:00～10:00 Pulmonary interstitial glycogenosisが疑われる1乳児例

82 10119 田場直彦 国立病院機構福岡病院　小児科 肺１ 第３会場　10月25日　9:00～10:00 肺気腫の1例

83 10050 村上至孝 愛媛県立今治病院　小児科 肺１ 第３会場　10月25日　9:00～10:00 ドルナーゼ アルファとトブラマイシンの吸入療法が著効した嚢胞性線維症の幼児例

84 10072 石立誠人 東京都立小児総合医療センター　呼吸器科 肺１ 第３会場　10月25日　9:00～10:00 ハイドロキシクロロキンが奏効したILD/IPHの3例

85 10099 肥沼悟郎 慶應義塾大学　医学部　小児科学教室 肺２・他 第３会場　10月25日　10:00～11:00 小児特発性間質性肺炎登録システム～開始から4年　経過報告

86 10103 肥沼悟郎 慶應義塾大学　医学部　小児科学教室 肺２・他 第３会場　10月25日　10:00～11:00 ハイドロキシクロロキンが有効であった特発性間質性肺炎の1女児例

87 10115 錦戸知喜 大阪府立母子保健総合医療センター呼吸器・アレルギー科 肺２・他 第３会場　10月25日　10:00～11:00 胆汁うっ滞を初期症状とした乳児重症間質性肺炎の１例

88 10104 奥野理奈 東京都立小児総合医療センター　呼吸器科 肺２・他 第３会場　10月25日　10:00～11:00 初診時に混合性肺機能障害を示した線毛機能不全症の１例

89 10037 川上智子 住友病院　小児科 肺２・他 第３会場　10月25日　10:00～11:00 小児の咳嗽分類について～咳嗽を主訴に外来受診した小児の実態調査から～

90 10047 吉田之範 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター小児科 肺２・他 第３会場　10月25日　10:00～11:00 総合周産期母子医療センターにおける呼吸器外来の経験―小児の呼吸器を診る医師に求められるものは？－

Y-1 10002 土生川千珠 南和歌山医療センター 優秀演題 第１会場　10月24日　15:10～16:00 ２歳からの吸入ステロイドの治療効果判定へのic700の有用性

Y-2 10022 遠藤美紀 国立成育医療研究センター病院　呼吸器科 優秀演題 第１会場　10月24日　15:10～16:00 右肺2葉切除後の臨床像

Y-3 10041 岩崎涼太 山梨大学医学部小児科 優秀演題 第１会場　10月24日　15:10～16:00 未就学の睡眠呼吸障害患者における尿中コルチゾールの検討

Y-4 10059 徳永　修 国立病院機構南京都病院　小児科 優秀演題 第１会場　10月24日　15:10～16:00 BCGワクチン接種後コッホ現象診断におけるQFT-3G上清中IP-10定量測定の有用性に関する検討

Y-5 10073 大原洋一郎 大原こどもクリニック 優秀演題 第１会場　10月24日　15:10～16:00 乳幼児喘息における呼気中一酸化炭素濃度(eCO)の測定
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