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1) 虐待による口腔裂傷が誘因と考えられたブドウ球菌性敗血症の 1 例
大原研一, 三島芳紀、松山茉衣、堤健太郎、大西卓磨、秋山奈緒、朝戸信家、仲澤麻紀、上

牧勇
2) 発熱とリンパ節腫脹のみで入院した川崎病の検討
馬場徹人

仲澤麻紀

瀧澤昌平

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 朝戸信家 富田瑞枝 池宮城雅子 真路展彰 栗原伸芳 上牧勇
3) イレウス症状の増悪と緩解を繰り返し、診断に時間を要した腸重積症の 1 歳男児
吉村準樹, 堤健太郎、雨宮あつこ、大西卓磨、三島芳紀、秋山奈緒、朝戸信家、仲澤麻紀、
上牧勇

