
開催日 専門科 症例 発表者
2019.4.1 小児科 ネフローゼ症候群 岡崎友理子
2019.4.30 小児科 脊髄髄膜瘤の患児の尿路感染症  ⿊坂翔太郎
2019.5.7 小児科 易疲労感と倦怠感を主訴に受診した13歳女児 斎藤知佳
2019.5.10 感染症内科 海外渡航者の発熱腸チフス ⾕道⼈・⻲⾕航平
2019.5.17 腎臓内科 血栓性微小血管症 ⼭本晴⾹・⻲⾕航平
2019.5.21 小児科 口唇口蓋裂のMD双胎 伊元栄⼈
2019.5.23 小児科 川崎病の一症例 森裕太
2019.5.24 総合内科 うっ血性心不全 大野春⾹・照屋寛之
2019.5.28 小児科 生後9か月、女児の糖原病の一例 中司暉⼈
2019.6.7 呼吸器内科 ニューモシスチス肺炎・ATL 遠藤寛之
2019.6.12 小児科 5歳 基礎疾患のある誤嚥性肺炎の一例 永久泰⻫
2019.6.14 感染症内科 脳膿瘍 嶺井悠太 ・⻲⾕航平
2019.6.17 小児科 1型糖尿病症例について 吉田尊彦
2019.6.21 消化器内科 胆管炎 vs 尿路感染症 三枝義尚・奥村和也
2019.6.28 腫瘍血液内科 糖尿病患者の多発性骨髄腫の全身癌変 島袋将志
2019.7.2 小児科 新生児、低血糖の一例  岡崎友理子
2019.7.12 循環器内科 旅行者の感染症、心内膜炎 ⾕道⼈・玉城優介
2019.7.25 小児科 10か月女児の腸重積（超音波下整復術）の一症例 嶺井悠太
2019.7.26 腫瘍血液内科 前立腺癌、多発骨転移、骨髄浸潤 今井亨
2019.7.29 小児科 1歳1か月 複雑熱性痙攣の一症例 酒井俊輔
2019.8.2 小児科 マイコプラズマ肺炎サイトカインストームが疑われた症例 梅津貴之
2019.8.2 神経内科 めまいの鑑別診断 椎骨脳底動脈解離 樗木祥子・伊利孝宣
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2019.8.9 小児科 2歳、導尿困難症例の振り返り 照屋瑛利子
2019.8.9 腎臓内科 63歳女性の痙攣重積を呈したBeer potomania 高橋一世・照屋寛之
2019.8.15 小児科 転倒後の左後頭部陥没骨折、急性硬膜外血腫の一例 斎藤真
2019.8.16 腎臓内科 難病性口腔内腫瘍 CMV感染症 新村真⼈
2019.8.26 総合内科 慢性膵炎 膵のう胞 橋本雄太
2019.8.27 総合内科 サルコイドーシス 樗木祥子
2019.8.28 総合内科 汎下垂体機能低下症 佐々木雄作
2019.8.30 総合内科 下腿浮腫で来院した肝硬変 石上高大
2019.9.5 小児科 日齢19 吸気性喘鳴（声門下狭窄）の一例 藤本拓也
2019.9.6 感染症内科 デング熱 加藤智大
2019.9.9 小児科 川崎病の一症例 渡部咲陽子
2019.9.11 小児科 2歳、インフルエンザ脳症に伴う痙攣重積の一例 小菅顕大
2019.9.13 総合内科 外来で見る不明熱 シェーグレン症候群 幸地彩貴
2019.9.20 神経内科 頸部硬膜外血腫 ⼭本晴⾹
2019.9.24 小児科 新生児ループスの鑑別を要したGBS敗血症の症例 岡崎友理子
2019.9.27 感染症内科 免疫不全者の非HIVニューモシスチス肺炎 高草木啓太
2019.10. 小児科 aHUSに対してエクリズマブが奏功した1例 稲嶺樹
2019.10.11 呼吸器内科 多発骨折 脂肪寒栓 下地遼
2019.10.17 小児科 発熱と下肢痛を伴って救急室に受診した8歳男児 樋口友哉
2019.10.21 小児科 発達障害を伴った14歳女子の体重減少の一例 池田公司郎
2019.10.24 小児科 細菌性髄膜炎（GBS）の一例 新垣芽
2019.10.25 呼吸器内科 間質性肺炎 皮膚筋炎 東智彦
2019.11.1 小児科 潰瘍性大腸炎の一症例 伊元栄⼈
2019.11.1 腹部アンギーナ 高安動脈炎 千田航平



2019.11.7 小児科 胆汁うっ滞をきたした乳児の一症例 吉田周平
2019.11.18 w/Tierney先生 RA,SIS+封入体筋炎 照屋寛之
2019.11.19 w/Tierney先生 SjS 多発脳神経病変 ⼭本晴⾹
2019.11.20 w/Tierney先生 マイコプラズマ脳炎 伊利孝宣
2019.11.21 w/Tierney先生 冠動脈解離 福岡翔
2019.11.22 w/Tierney先生 ネフローゼ症候群+肺寒栓症 樗木祥子
2019.11.26 小児科 哺乳不良、筋緊張低下 日齢3 男児 岡崎友理子
2019.11.29 小児科 コッホ現象陽性となった6か月男児 稲嶺樹
2019.11.29 小児科 リンパ管腫の一症例 斎藤喬
2019.11.29 CMV感染症 汎下垂体機能低下症 新村真⼈・佐々木雄作
2019.12.2 w／⻘木眞先生 バルトネラ耳下腺炎 ⻲⾕航平
2019.12.3 w／⻘木眞先生 腸チフス ⾕道⼈
2019.12.4 w／⻘木眞先生 NTM敗血症 高草木啓太
2019.12.6 w／⻘木眞先生 サルモネラ骨髄炎 高橋一世
2019.12.6 小児科 5歳男児 左大腿骨骨折（低フォスファターゼ血症疑） 吉田健太郎
2019.12.10 小児科 体液管理に限外濾過を必要とした難治性ネフローゼの一例 中司暉⼈
2019.12.13 不明熱としてのCMV感染症 渡口侑樹
2019.12.24 小児科 転落後の11か月、女児の外傷性血管障害の一例 大本裕次郎
2020.1.10 入院中に生じた胸痛 佐々木雄作
2020.1.14 小児科 15歳 女子、ウイルソン病の増悪の一例 筧直之
2020.1.16 小児科 顔面神経麻痺の一症例 徳田暁拓
2020.1.23 小児科 小児メタボリックシンドロームの一症例 市野翔一
2020.2.14 小児科 急速に増大した頸部腫瘤の一症例  稲嶺樹
2020.2.14 呼吸困難 橋本佳典



2020.2.27 小児科 12歳 女児のマイコプラズマ肺炎に伴う高サイトカイン血症の一例 横溝玲奈
2020.3.10 小児科 5歳 男児 転倒後のけいれんの一例  申俊鎬
2020.3.17 小児科 9か月女児 好中球減少症の一例 中司暉⼈
2020.3.3 小児科 幼児、扁桃周囲膿瘍の一例 町田修平
2020.3.6 77歳 女性 発熱 呼吸困難 平井恒太郎
2020.3.9 小児科 小児結核 小林涼


