
2017年度業績 

論文発表 

雨宮あつこ、上牧勇、仲澤麻紀、木本真史、森健太郎、志水領子、山城安啓、服部幸夫 

チアノーゼを契機に診断した HbM Kurumeの 1例  

17(1); 89-92, 2018 日本小児救急医学会雑誌 

 

松山茉衣 高木虎太郎 小林健 雨宮あつこ 三島芳紀 漢那由紀子 朝戸信家 篠塚俊

介 真路展彰 上牧勇 関塚永一  

低身長のみで診断に至った 45,X/47,XXXのモザイク型ターナー症候群の 2例  

52(1) 280-283, 2017  埼玉県医学会雑誌 

 

尾崎慶子、小林健、雨宮あつこ、髙木虎太郎、三島芳紀、漢那由紀子、朝戸信家、篠塚俊

介、真路展彰、仲澤麻紀、 上牧 勇、関塚永一  

中心静脈ポート感染のために発熱を繰り返したムコ多糖症 II型の１例  

52(1) 272-274, 2017 埼玉県医学会雑誌 

 

髙木虎太郎、小林健、雨宮あつこ、三島芳紀、漢那由紀子、朝戸信家、篠塚俊介、真路展

彰、仲澤麻紀、 上牧 勇  

深頸部膿瘍による気道閉塞・黄色ブドウ球菌敗血症を認めた 1乳児例  

70(9), 1405-1408, 2017 小児科臨床 

 

大西卓磨 栗原伸芳 雨宮あつこ 富田瑞枝 真路展彰 上牧勇  

研修医のためのクリニカルクイズ  

49(12) 1713-1715, 2017 小児内科 

 

学会発表 

第 62回日本新生児成育医学会学術集会  

地域基幹病院で行う新生児小児在宅医療支援システム〜朝霞地区小児在宅医療提供システ

ム(ASZ)〜  

富田瑞枝 真路展彰 栗原伸芳 上牧勇 

 

第 71回国立病院総合医学会  

一過性骨髄増殖症(TAM:transient abnormal myelopoiesis)を認めた 1番、21番部分トリソ

ミーの 1例  

釜田秀人、尾崎慶子、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、朝戸信

家、篠塚俊介、 富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、照井君典、上牧 



勇 

 

第 50回日本小児呼吸器学会  

体外式人工呼吸器により呼吸状態が改善したムコ多糖 II型の 1例 尾崎慶子 , 雨宮あ

つこ, 大西卓磨, 三島芳紀, 漢那由紀子, 朝戸信家, 篠塚俊介, 富田瑞枝, 池宮城雅子, 真路

展彰, 仲澤麻紀, 栗原伸芳, 上牧勇 

 

第 71回国立病院総合医学会  

熱性けいれん後 24時間以内の再発率についての前方視的検討  

小林貫太郎、関芳子、尾崎慶子、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀

子、、朝戸信家、篠塚俊介、 富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、上

牧 勇 

 

第 120回日本小児科学会学術集会  

複雑型熱性けいれん 215例の臨床経過と予後予測因子の検討  

雨宮あつこ 小林健 高木虎太郎 三島芳紀 漢那由紀子 朝戸信家 篠塚俊介 真路展

彰 仲澤麻紀 上牧勇 

 

第 120回日本小児科学会学術集会  

新生児の血清クレアチニン、シスタチン C 生後 1か月児の基準範囲作成に向けて  

篠塚俊介 三島芳紀 漢那由紀子 朝戸信家 富田瑞枝 三輪雅之 真路展彰 仲澤麻紀 上牧勇 

 

第 120回日本小児科学会学術集会  

尿路感染症１５７例における高度膀胱尿管逆流の risk factorについての検討  

三島芳紀 影山智佳、雨宮あつこ、高木虎太郎、漢那由紀子、朝戸信家、篠塚俊介、仲澤

麻紀、真路展彰、上牧勇 

 

第 71回国立病院総合医学会  

Renal hypouricemia compliating with nephrotic syndrome in 5-year-old boy  

大西卓磨、篠塚俊介、 柳将人、尾崎慶子、雨宮あつこ、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、

朝戸信家、富田瑞枝、仲澤麻紀、真路展彰、松尾洋孝、清水聖子、川口真、栗原伸芳、上

牧 勇 

 

第 71回国立病院総合医学会  

頭蓋骨骨折を合併し虐待と診断されたよちよち歩き骨折の 1例  

寺田朱織、尾崎慶子、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、朝戸信



家、篠塚俊介、 富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、福田良嗣、水野

まゆみ、上牧 勇 

 

第 71回国立病院総合医学会  

母親の眼前で心肺停止となり、心拍再開後の精査で虐待と診断された 1例  

水村莉瑛、尾崎慶子、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、朝戸信

家、篠塚俊介、 富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、上牧 勇 

 

第 71回国立病院総合医学会  

基礎疾患のない 14歳男児に発症した水痘・帯状疱疹ウイルス性髄膜炎の 1例  

馬場徹人、尾崎慶子、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、朝戸信

家、篠塚俊介、 富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、上牧 勇 

 

第５２回日本小児腎臓病学会学術集会  

乳児早期の上部尿路感染症患者における PCTの有用性についての検討  

三島芳紀, 上牧勇, 仲澤麻紀, 真路展彰, 篠塚俊介, 朝戸信家, 漢那由紀子, 秋山奈緒, 高木

虎太郎, 雨宮あつこ 

 

第５２回日本小児腎臓病学会学術集会  

溶連菌感染後急性糸球体腎炎の診断契機に関する研究  

朝戸信家, 篠塚俊介, 三島芳紀, 浅野貴子, 本田尭, 田村喜久子, 七尾謙治, 森一越, 田村啓

成, 山口禎夫, 吉田真, 上牧勇 

 

第５２回日本小児腎臓病学会学術集会  

溶連菌咽頭炎後の尿検査でどのくらい急性糸球体腎炎を発見できるか  

篠塚俊介, 勝又大助, 天野教之, 宇野拓, 勝海東一郎, 門田隆太郎, 佐々木道子, 佐藤良行, 

塩味善作, 杉田正興, 滝山宣明, 富岡誠一郎, 比留間藤昭, 広瀬久忠, 三浦志朗, 上牧勇 

 

第５２回日本小児腎臓病学会学術集会  

A Novel Method for iNKT Cell-Mediated ex vivo Treg Expansion Applied to Induce 

Human Transplant Tolerance  

Masako Ikemiyagi1, Haruki Katsumata, Satoshi Miyairi, Rumi Ishii,  

Taichi Kanzawa, Hironori Fukuda, Toshihito Hirai, Masayoshi Okumi,Yasuyuki Ishii, 

and Kazunari Tanabe 

 

第 169回 日本小児科学会埼玉地方会  



チアノーゼを契機に診断した異常ヘモグロビン症の 1例  

雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、朝戸信家、篠塚俊介、富田瑞

枝、真路展彰、仲澤麻紀、栗原伸芳、上牧 勇 

 

第 171回 日本小児科学会埼玉地方会  

頸定の遅れを契機に診断された  hypoxanthine guanine phosphoribosyltransferase 

(HPRT)   欠損症の 1例  

朝戸信家、堤健太郎、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、漢那由紀子、篠塚俊

介、富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、上牧 勇 

 

第 55回埼玉県医学会総会  

B 型溶血性連鎖球菌（GBS）スクーリング陰性母体より出生し、早発型（GBS）感染症

（Eariy-onset GBS disease(EOGBS)）を発症した新生児の１例  

釜田秀人、三島芳紀、朝戸信家、篠塚俊介、富田瑞枝、仲澤麻紀、真路展彰、栗原伸芳、

上牧 勇 

 

第 55回埼玉県医学会総会  

細菌性髄膜炎の合併が疑われた ESBL産生大腸菌による尿路感染の１例  

山口諒、三島芳紀、雨宮あつこ、漢那由紀子、朝戸信家、篠塚俊介、仲澤麻紀、真路展彰、

上牧 勇 

 

第 55回埼玉県医学会総会  

発症時の重症度が異なる「くすぶり川崎病」２例  

加山結万、朝戸信家、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、篠塚俊介、池宮城雅子、仲澤麻

紀、真路展彰、上牧 勇 

 

第 55回埼玉県医学会総会  

腸重積を合併したＩｇＡ血管炎の１例  

寺田朱織、秋山奈緒、富田瑞枝、池宮城雅子、仲澤麻紀、真路展彰、上牧 勇、黒田達夫 

 

第 55回埼玉県医学会総会  

意識障害を呈し救急搬送された７か月男児の腸重積  

高橋桃、大西卓磨、雨宮あつこ、秋山奈緒、漢那由紀子、三島芳紀、篠塚俊介、仲澤麻紀、

上牧 勇、原彰男 

 

第 55回埼玉県医学会総会  



新生児脳梗塞の正期産児２例  

澤田拓哉、栗原伸芳、尾崎慶子、雨宮あつこ、大西卓磨、朝戸信家、富田瑞枝、真路展彰、

水野まゆみ、上牧 勇 

 

第 55回埼玉県医学会総会  

低身長精査を契機に発見された脳腫瘍  

直井友樹、大西卓磨、秋山奈緒、漢那由紀子、篠塚俊介、仲澤麻紀、上牧 勇、水野まゆみ、

原彰男 


