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第 96回日本小児科学会愛媛地方会プログラム 

 

Ⅰ.開会の辞 

 

Ⅱ. 一般演題(1)〈感染症〉 (10:00~11:15) 

座長 田内 久道 先生 (愛媛大学 小児科) 

 

1. 生来健康な 8歳女児に発症したリステリア髄膜炎の１例 

松山赤十字病院 小児科 松本 知華、宮本 真知子、西﨑 眞理、 

宮脇 零士、小笠原宏、片岡 優子、 

津下 充、米澤 早智子、上田 晃三、 

鈴木 由香、高岩 正典、眞庭 聡、 

近藤 陽一 

 

2. 当院においてMycoplasma particle aggregation(PA)法により診断されたマイコプラズ

マ肺炎 55例の検討 

西条中央病院 小児科 中矢 隆大、矢島 知里、髙島 健浩、濱田 淳平 

 

3. 当科における上部尿路感染症の起因菌についての検討 

愛媛県立新居浜病院 小児科 鎌田 ゆきえ、浅見 経之、田代 良、 

牧野 景、西村 幸士、手塚 優子、 

大藤 佳子、福田 光成 

 

4. インフルエンザ迅速診断キットの有用性の検討—陽性判定までの時間— 

高橋こどもクリニック 高橋 貢 

 

5. ムンプスワクチン 2回目接種の時期について 

上田小児科・外科 上田 誠 
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Ⅱ. 一般演題(2)〈その他〉 (11:15~12:00) 

座長   小泉 宗光 先生 (愛媛県立中央病院 小児科) 

 

6. 下垂体卒中で発症したラトケ嚢胞の 1例 

愛媛県立今治病院 小児科 井門 ひかる、水本 真奈美、田中 真理、    

山内 俊史、岡本 健太郎、村上 至孝、 

松田 修 

 

7. 学校心臓検診に心臓超音波検査を導入することは，学童の突然死予防に有用である –あ

いなんハートプロジェクト – 

愛媛県立新居浜病院 小児科 田代 良 

愛媛大学           小児科 檜垣 高史、髙田 秀実、宮田 豊寿、 

浦田 啓陽、伊藤 敏恭、渡部 竜助、 

髙橋 昌志、森谷 友造、太田 雅明、

石井 榮一 

愛媛県立南宇和病院 内科   八木 悠一郎 

 

8. 豆乳アレルギーの一例 

愛媛生協病院 小児科・アレルギー科 有田 孝司 

 

休憩 (12:00~13:00) 

 

Ⅲ.一般演題(3) 〈健診〉 (13:00~13:30) 

座長  上田 晴雄 先生 (上田小児科) 

 

9. 宇和島市の 5歳児健康診査の 10年間のまとめと今後の課題 

宇和島市 保険健康課 上杉瑞穂 

 

10. 松山市の学校健診における成長曲線および肥満度曲線の有用性についての検討 

いとう小児科      伊藤 卓夫、藤澤 由樹 

愛媛大学 小児科      竹本 幸司、石井 榮一 

西条中央病院 小児科   濱田 淳平、中矢 隆大 

松山市民病院 小児科   勢井 友香 

市立宇和島病院 小児科 山根 淳文 

四国中央病院 小児科   平井 洋生 

大洲ななほしクリニック 戒能 幸一 
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Ⅳ. 一般演題(4)〈発達・発達障害〉 (13:30~14:15) 

座長  河邉 美香 先生 (愛媛県立子ども療育センター 小児科) 

 

11. 自治体における制度の解釈について~通所支援事業を中心に~ 

株式会社奏音まつやま 発達支援ルームでこポン・おらんじゅ訪問看護リ

ハビリステーション 

髙須賀 知恵子 

株式会社奏音、株式会社奏音まつやま  森川 敦子 

学校法人智晴学園琉球リハビリテーション学院 儀間 智 

株式会社UTケアシステム    辰巳 一彦 

株式会社良創夢     中村 誠壽 

株式会社奏音     森川 茉麻 

 

12. 当科神経外来を発達障害で受診した児の主訴に関する検討 

松山市民病院 小児科 勢井 友香、小西 恭子、重見 律子 

 

13. 宇和島市の障がい児に対する教育支援の状況 

市立宇和島病院 小児科 林 正俊、長谷 幸治 

宇和島市  学校教育課 木村 貴幸、野田 克己 

 

Ⅴ.一般演題(5)〈小児外科〉 (14:15~14:45) 

座長 山内 健 先生 (愛媛県立中央病院 小児外科) 

 

14. 胎児期に臍帯嚢胞を呈した尿膜管瘻の一例 

愛媛県立中央病院 小児外科 鳥井ヶ原 幸博、近藤 剛、山内 健 

同新生児内科 海老原 知博、穐吉 眞之介 

同産婦人科 阿部 恵美子、越智 博 

 

15. 腹壁に穿通して膀胱前腔膿瘍を形成したメッケル憩室の 1例 

愛媛大学 消化管腫瘍外科 竜田 恭介、石丸 啓、古賀 繁宏、 

渡辺 克哉、垣生 恭佑、阿部 陽介、 

久米 達彦、松本 紘典、松野 祐介、 

杉下 博基、秋田 聡、桑原 淳、菊池 聡、

吉田 素平、渡部 祐司 
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Ⅵ.総会 (14:45~15:00) 

 

休憩 (15:00~15:10) 

 

Ⅶ.教育セミナー (15:10~16:25)  共催 ヤクルト株式会社 

演題「災害時に子どもをまもるために―小児科医が取り組むべき災害対策―」 

座長 山本 英一 (愛媛県立中央病院 小児科) 

講師 国立病院機構災害医療センター臨床研究部 岬 美穂 先生 

 

休憩 (16:25~16:35) 

 

Ⅷ. 一般演題(6)〈血液・腫瘍〉 (16:35~17:20) 

座長 河上 早苗 先生 (済生会今治病院 小児科) 

 

16. 医学倫理委員会で審議した宗教的輸血拒否の 13歳骨肉腫男児の経験 

愛媛大学 小児科  永井 功造、森谷 京子、田内 久道、石前 峰斉、 

江口 真理子、石井 榮一 

愛媛大学 整形外科 木谷 彰岐 

 

17. 当院における網膜芽細胞腫 9例の臨床的検討 

松山赤十字病院小児科 米澤早知子、宮脇零士、宮本真知子、松本知華、 

小笠原宏、片岡優子、津下 充、上田晃三、 

西崎眞理、鈴木由香、高岩正典、真庭聡、近藤陽一、 

松山赤十字病院眼科  児玉俊夫 

 

18. 前縦隔卵黄嚢腫瘍を契機に診断された Klinefelter症候群例 

愛媛県立中央病院 小児科 徳田 桐子、吉田 安友子、宇都宮 秀和、 

伊藤 正範、苔口 知樹、桑原 こずえ、 

小泉 宗光、中野 威史、山本 英一、 

石田 也寸志 

松山市民病院 小児科   小西 恭子 

 


