
　　梅屋小児症例検討会　講演実績　（京都第二赤十字病院　小児科）

回 日時 提示症例 特別講演 参加者

第1回 平成18年4月13日 ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ桿菌性化膿性髄膜炎の2歳11か月男児例 いまの小学生の様子について

腸重積が先行したアレルギー性紫斑病の1例 京都市京極小学校校長　尾関　俊雄　先生

第2回 平成18年6月8日 上京区シーズン初Ｏ-157腸炎の1例 京都と住友

高張性脱水を伴ったロタウィルス腸炎の1例 住友資料館副館長　安国　良一　先生

胎内診断された先天性水頭症の1例

右腎萎縮を認め、急性巣状細菌性腎炎を疑われた1例

第3回 平成18年10月12日 胸部CTが診断に必要であった新生児気胸の1例 自分自身への誇りを求めて

溺水の2例ー発見時状況及びその後の経過についてー 　　　～ただ生きるのではなく生きることを焼き物で表現～

陶芸家　山崎　正裕　先生

第4回 平成18年12月9日 急性散在性脳脊髄炎の1女児例 パリのお菓子と私

細菌性脊椎炎の1女児例

痙攣重積型急性脳症の1男児例 洋菓子研究家　小林　かなえ　先生

第5回 平成19年2月8日 RSウイルス感染による無呼吸発作にて心肺停止をきたしたと考えられる1例 最近の証券業界について

色素失調症の2例 野村証券株式会社京都支店　資産管理課　木村　泰守　先生　

第6回 平成19年5月10日 2006/7シーズンのインフルエンザ流行期に よくみる小児の斜視

　　熱せん妄を主訴に当科入院となった7例のまとめ 　京都第二赤十字病院　眼科部長

可逆性脳梁膨大部病変を呈したインフルエンザB型脳症の1男児例 溝部　惠子 先生

第7回 平成19年8月9日 副腎皮質過形成が疑われた1例 外用剤について

超速効型と中間型インスリンにより良好な血糖コントロールが得られた 京都第二赤十字病院　皮膚科部長

　　幼児期発症のⅠ型糖尿病の1例 池田　佳弘　先生

第8回 平成19年11月8日 脳症の合併が疑われたアデノウイルス心筋炎の1例 中耳炎ガイドラインについて

LPS（lipopolysaccharide）が診断に有用であった 　　京都第二赤十字病院　耳鼻咽喉科副部長

　　腸管出血性大腸菌感染に続発するHUSの1例 内田　真哉　先生

第9回 平成20年2月14日 1か月健診時に白色便で発見された胆道閉鎖症の1例 小児の頭部外傷について

右室に血栓形成を繰り返した不整脈原性右室心筋症の1例 京都第二赤十字病院　脳神経外科部長　天神　博志　先生
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第10回 平成20年5月8日 ステロイド併用を要したぶどう球菌性熱傷様皮膚症候群の1例 「発達の遅れ」に対する小児科外来での初期対応

糖尿病を疑われた川崎病の1例 京都市児童福祉センター所長

血小板減少を合併した川崎病の1例 越智　雅晴　先生

第11回 平成20年8月14日 診断に苦慮した麻疹の1乳児例 京都府における重症ＲＳウィルス感染症について

毛髪胃石が胃穿孔の誘因となったPrader-willi症候群の1例 京都第二赤十字病院　小児科医師　伊藤　陽里

第12回 平成20年11月13日 膝関節痛で発症した化膿性股関節炎の１例 広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害を中心に

亜急性期に対麻痺を合併した川崎病の1男児例 　　　　　　　　　　　　　特に発達障害児の支援について（前編）

京都府立こども発達支援センター　小児科医長　平井　清　先生

第13回 平成21年2月12日 インフルエンザ桿菌による化膿性髄膜炎の1例 広汎性発達障害・注意欠陥多動性障害を中心に

肺炎球菌による化膿性髄膜炎の1例 　　　　　　　　　　　　　特に発達障害児の支援について（後編）

京都府立こども発達支援センター　小児科医長　平井　清　先生

第14回 平成21年5月14日 良好な経過をたどったインフルエンザ桿菌性化膿性髄膜炎の1例 抗ヒスタミン剤の中枢神経系への影響

貧血を契機に診断確定に至った若年性ポリープの1例 滋賀医科大学　小児科教授　　竹内　義博　先生

第15回 平成21年10月8日 下肢筋肉痛を初発症状とした1型糖尿病の1女児例 小児救急外来における突然死

脱水症精査の過程で高血糖性ケトアシドーシスが判明した1型糖尿病の1例 ～当院の過去4年間における小児CPAOA症例の後方視的検討～

「小児科診療のプラクティカル・レクチャー・シリーズ－第1回－」 京都第二赤十字病院　小児科副部長　長村 敏生

～日常臨床におけるピットフォール再点検～

①急性虫垂炎：糞塊から糞石への移行過程をとらえた症例

②脳腫瘍：緊急頭部CTの必要性と有用性を再認識

③血痰を伴った肺炎：胸部X線の限界と胸部CTの有用性について

第16回 平成22年2月18日 紫斑を契機に発見された病原大腸菌O-121によるHUSの1例 特別講演はなし

入院後に小児病棟内で気管内挿管を行った1歳男児例

入院時に手術室で吸入麻酔後に気管内挿管を行った3歳男児例

「小児科診療のプラクティカル・レクチャー・シリーズ－第2回－」

観便からトリアージされる諸疾患：　①血便　②白色便
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第17回 平成22年7月8日 頚部腫瘤と発熱を主訴とした化膿性甲状腺炎の3歳男児例 特別講演はなし

サイトメガロウイルス肝炎の1男児例

運動後の発熱と筋痛で発症し、多発性筋炎が疑われた1例

日本海裂頭条虫症の2例

新型インフルエンザワクチン接種後にADEMを発症した3歳女児例

肺化膿症を契機に診断し得た肺分画症の15歳男児例

第18回 平成22年11月11日 急性心筋炎の12歳男児例 小児の夜尿症および停留精巣への対応

腸重積で発症したアレルギー性紫斑病の5歳女児例 京都府立医科大学　泌尿器科助教　内藤　泰行　先生

第19回 平成23年2月10日 4病日で当科入院となった急性脳症1歳男児例 小児泌尿器疾患への対応（Ⅱ）

右上肢不全麻痺と構音障害で発症した左脳底動脈瘤の4歳女児例 　精巣捻転症、包茎、尿路感染症（VUR）など

左片麻痺で発症したもやもや病の13歳女児例 京都府立医科大学　泌尿器科助教　内藤　泰行　先生

第20回 平成23年6月23日 成長障害を契機に診断に至ったHodgkinリンパ腫の12歳男児例 小児腫瘍性疾患の初診時における臨床像

腹痛の精査で偶然発見された神経芽細胞腫の3歳女児例 ～日常の一般診療の中で腫瘍性疾患を見逃さないためのヒント～

腸重積症を初発症状とした成熟B細胞性リンパ腫の6歳女児例 京都府立医科大学　小児科講師　家原　知子　先生

第21回 平成23年10月13日 PCV7未接種で肺炎球菌(PSSP)による髄膜脳炎を発症した4歳女児例 小児に発生する歯科口腔外科領域の疾患について

呼吸困難とsIL-2R異常高値を認めた未分化大細胞性リンパ腫の1例 　京都第二赤十字病院　歯科口腔外科部長　猪田 浩理　先生

炎天下でのサッカー練習中にⅡ度熱中症をきたした13歳男児例

第22回 平成24年2月23日 右内耳の先天性瘻孔が化膿性髄膜炎の反復発症に関与した女児例 京都府内の小児救急患者重症症例の実態

右同名半盲で発症したMELASの10歳男児例 ～京都小児重症患者診療情報システム稼働開始1年間の集計～

中枢神経良性血管症が発症に関与した限局性小脳梗塞の1例 京都小児科医会　小児重症患者診療情報システム管理部　長村 敏生

第23回 平成24年6月21日 肺炎を契機に発見された後縦隔腫瘍の1例 外来でみる子どもの愁訴－対応のヒント・見極めのコツ－

インフルエンザA感染中にNSCEで発症した前頭葉てんかんの1例 　　　～1.乳幼児編：言葉が遅れている、

過去4年間に経験した小児腸重積症52例の臨床的検討 　　　　　多動傾向がみられる、落ち着きがないなど～

　　～『小児腸重積症の診療ガイドライン』の有用性について～ 花園大学　社会福祉学部臨床心理学科教授　小谷 裕美　先生
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第24回 平成24年10月18日 眼瞼浮腫を初発症状とした急性心筋炎の1例 外来でみる子どもの愁訴－対応のヒント・見極めのコツ－

発症時に左膝部痛を訴えた左化膿性股関節炎の1例 　　　～2.学童編：集団不適応、学習不振、自己評価の低下～

胸痛と両側膝関節痛で発症したリウマチ熱の1例 花園大学　社会福祉学部臨床心理学科教授　小谷 裕美　先生

第25回 平成25年2月21日 不登校を主訴とした橋本病の1例 New topics of NICU in 10years

　 京都府立医科大学 小児科特任助教　鍋島 加名栄　先生

もやもや病の兄弟例

第26回 平成25年6月20日 チアノーゼ、多呼吸遷延により日齢10に診断されたTAPVR(III型)の1例 小児common diseaseのピットホールと重症化への対応

急性脳症を合併した細菌性赤痢(疫痢類似症例)の1男児例 石川県立中央病院副院長　久保　実　先生

第27回 平成25年10月17日 生後1か月および2か月で大腿骨骨折を発症した2症例」  小児救急での児童虐待対応

「多彩な合併症を伴った無菌性髄膜炎の1例」 北九州市立八幡病院院長　市川　光太郎　先生

第28回 平成26年2月20日 両下肢不全麻痺を合併した川崎病の1歳男児例 プライマリケアにおける小児けいれんへの対応

可逆性後部白質脳症症候群(PRES)で初発した急性糸球体腎炎の1例 　　　～エスクレ注腸用キットの有用性～

湿疹で発症し下肢痛を契機に診断された若年性皮膚筋炎の女児例 京都第二赤十字病院　小児科副部長　大前 禎毅

第29回 平成26年6月26日 3年間に数回の頻度で胸痛を反復した逆流性食道炎の14歳男児例 小児在宅医療における訪問衣の役割

インフルエンザBによる けいれん重積型急性脳症(AESD)の6歳女児例        ～後方支援病院との連携～ 

ステロイドパルス療法中に初期増悪を認めた全身型重症筋無力症例 小山医院　小山　栄子　先生

第30回 平成26年10月16日 回旋、屈曲困難で発症した頸椎椎間板石灰化症の10か月男児例 近年の小児化膿性髄膜炎を取り巻く状況の変化

活気低下、退行、不随意運動で発症した両側乳児線条体壊死の女児例 　　　～小児化膿性髄膜炎に対する認識をリセットしましょう～

非ヘルペス急性辺緑系脳炎の2歳女児例 京都第二赤十字病院　小児科副部長　長村 敏生

第31回 平成27年2月19日 2日続く頭痛、傾眠傾向から緊急脳波検査でNCSEと診断した4歳男児例  発達障がい(自閉症、注意欠陥多動性障害など)の診断と治療

イオン飲料過量摂取によるWernicke脳症の1歳男児例                                       京都教育大学教育学部　発達障害学科教授　

14日齢で発症したGBS髄膜炎(type3)の1歳女児例 郷間　英世　先生

第32回 平成27年6月25日 喉頭軟線撮影でプラスチックシールが確認できた7か月男児例 こどものからだの痛み

胸部CT縦隔条件で鶏肉が確認できた1歳男児例 京都府立医科大学小児科学講座　講師 32名

胸痛、腹痛、下肢痛、口腔熱感など多彩な痛みが持続した8歳女児例 秋岡　親司　先生
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第33回 平成27年11月19日 Rokitansky症候群の14歳女児例 急性心不全の徴候

日本海裂頭条虫症の5歳男児例 （病歴と身体診察に基づく臨床医学的アプローチ）

不明熱を主訴とした巣状細菌性腎炎の5歳男児例 京都第二赤十字病院　小児科　医師　木村　学

第34回 平成28年3月17日 外斜視を初発症状とした重症筋無力症の4歳女児例 インターフェロンγ遊離検査（IGRA)で

歯ブラシによる外傷（咽頭側壁血腫）の2歳女児例 　　　　　　　　　新時代を迎えた結核の感染対策

肺炎マイコプラズマ感染症の迅速診断におけるLAMP法の有用性 京都第二赤十字病院　感染制御部長　下間　正隆　先生

第35回 平成28年7月21日 血性唾液を主訴とし3DCTが診断に有用であった魚骨による食道異物の1例 小児整形の現状と将来展望

乳児自慰と考えられた5か月女児例 京都第二赤十字病院　院長 54名

股関節痛を初発症状とした急性リンパ性白血病の1例 日下部　虎夫　先生
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