
業績（発表） 

2021年度 

 

Takahashi S, Harada A, Utsunomiya H. Basis, Diagnosis And Treatment Of Craniosynostosis: What 

The Radiologists Needs To Know. RSNA 2021; 2021 Nov; Chicago, USA. 

 

山本和宏, 起塚庸, 篠本匡志, 大西聡, 中村夏樹, 原田敦子. 軽微な頭部外傷により重症硬膜

下血腫を来し, 神経集中治療を要した一例. 第 49 回日本集中治療医学会学術集会; 2022 年 3

月; 仙台市, 日本. 

 

三上華奈, 服部有香, 篠本匡志, 大西聡, 今出礼, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 原田敦子, 南

宏尚. 二相性臨床経過と遅発性拡散能低下を呈した後にてんかん性スパズムを発症した乳児

例. 第 70 回日本小児神経学会近畿地方会; 2022 年 3 月; 大阪市, 日本. 

 

原田敦子. 虐待を鑑別にいれた小児頭部外傷について. 医療機関における児童虐待体制整備

フォローアップ事業研修会; 2022 年 2 月; WEB 開催. 

 

浅香明紀, 原田敦子, 比嘉那優大, 大吉達樹, 久徳茂雄, 上田晃一. 1 カ月で 2 回の拡大縫合切

除と FMD を行った Pfeiffer 症候群の 1 例. 第 13 回クラニオフェイシャルセンターワークショ

ップ; 2021 年 11 月; 千葉市, 日本. 

 

Kawamoto Y, Nakamura N, Arita H, Maeno K, Utsunomiya H, Morioka T, Harada A. Limited Dorsal 

Myeloschisis without Extradural Stalk of Coexisting Congenital Dermal Sinus and Dorsal Lipoma with 

Osteochondral Tissue Migration. 第 35 回日本脳神経外科国際フォーラム; 2021 年 11 月; WEB 開

催. 

 

中村夏樹, 土肥周平, 山本和宏, 起塚庸, 四本由郁, 玉置知子, 宇都宮英綱, 原田敦子. 軽微な

外傷より硬膜下血腫を呈した骨形成不全症の一例. 第 38 回日本こども病院神経外科医会; 

2021 年 11 月; WEB 開催. 

 

服部有香, 四本由郁, 鈴木大, 廣田篤史, 長坂美和子, 原田敦子, 玉置知子. 重度の先天性心

疾患と発育不全を伴う三角頭蓋の一例. 日本人類遺伝学会第 66 回大会・第 28 回日本遺伝子

診療学会大会; 2021 年 10 月; WEB 開催. 

 

四本由郁, 原田敦子, 玉置知子. CPLANE1 に病的バリアントを認めた Joubert 症候群関連疾患

の一例 A case of Joubert syndrome-related disease with a pathogenic variant in CPLANE1. 日本人

類遺伝学会第 66 回大会・第 28 回日本遺伝子診療学会大会; 2021 年 10 月; WEB 開催. 

 

米村優仁, 中村夏樹, 原田敦子, 久徳茂雄, 上田晃一. 異なる契機で診断に至ったメルセデス

ベンツ症候群の 3 例. 第 69 回日本小児神経学会近畿地方会; 2021 年 10 月; 大阪市, 日本. 

 

服部有香, 原田敦子, 川本有輝, 篠本匡志, 大西聡, 起塚庸. 当院における頭蓋内出血を伴う

小児外傷後てんかんの検討. 第 54 回日本てんかん学会学術集会; 2021 年 9 月; 名古屋市, 日

本. 

 

 



業績（発表） 

原田敦子. 胎児期水頭症の治療と予後. JSAWI 第 22 回シンポジウム; 2021 年 9 月; 淡路市, 日

本. 

 

原田敦子, 岡本豊子, 高松亜子, 金子剛. 頭蓋形状誘導療法 ガイドライン作成に向けて. 第 6

回頭蓋形状誘導療法研究会; 2021 年 6 月; 岡山市, 日本. 

 

岡本豊子, 原田敦子, 高松亜子, 金子剛, 上田晃一. 重度頭位性短頭に対するヘルメット矯正

後の形態の変化について. 第 17 回 Craniosynostosis 研究会;2021 年 6 月; 岡山市, 日本. 

 

川端恵理奈, 久徳茂雄, 原田敦子, 岡本豊子, 上田晃一. 後方拡大に先駆けて 1 ヶ月時に拡大

冠状縫合切除を行ったアペール症候群. 第 17 回 Craniosynostosis 研究会; 2021 年 6 月; 岡山市, 

日本. 

 

中村夏樹, 米村優仁, 川本有輝, 前野和重, 原田敦子, 川端恵理奈, 久徳茂雄, 上田晃一. 分娩

時頭蓋骨骨折を機に頭蓋骨縫合早期癒合症が発覚した一例. 第 17 回 Craniosynostosis 研究会; 

2021 年 6 月; 岡山市, 日本. 

 

西澤和輝, 里井文香, 中村夏樹, 川本有輝, 宇津木玲奈, 有田英之, 前野和重, 石森真吾, 原田

敦子. 診断に難渋した感染性硬膜下血腫の１例. 第 49 回小児神経外科学会; 2021 年 6 月; 福

島市, 日本. 

 

里井文香, 中村夏樹, 川本有輝, 中川智義, 有田英之, 前野和重, 山中巧, 原田敦子. 後頭静脈

洞近傍の類皮腫を合併した後頭部先天性皮膚洞の一例. 第 49 回小児神経外科学会; 2021 年 6

月; 福島市, 日本. 

 

中村夏樹, 川本有輝, 原田敦子, 有田英之, 前野和重, 久徳茂雄, 上田晃一. 矢状縫合早期癒

合症を合併した Sotos 症候群の一例. 第 49 回小児神経外科学会; 2021 年 6 月; 福島市, 日本. 

 

小野あずさ, 中村夏樹, 川本有輝, 木本優希, 有田英之, 前野和重, 山中巧, 石森真吾, 原田敦

子. 乳児の頭蓋骨骨折の臨床像. 第 49 回小児神経外科学会; 2021 年 6 月; 福島市, 日本. 

 

原田敦子, 四本由郁, 金村米博, 宇都宮英綱, 玉置知子. 先天性小児神経外科疾患における遺

伝学的検査の意義. 第 49 回小児神経外科学会; 2021 年 6 月; 福島市, 日本. 

 

原田敦子, 山中巧. 一般病院における小児頭部外傷. 第 41 回日本脳神経外科コングレス総会; 

2021 年 5 月; WEB 開催. 

 

原田敦子, 川本有輝, 中村夏樹, 有田英之, 前野和重, 阪本大輔, 山中巧. 小児水頭症に対す

る手術手技選択. 第 30 回脳神経外科手術と機器学会; 2021 年 4 月; WEB 開催. 

  



業績（発表） 

2020年度 

 

前野和重, 宇津木玲奈, 原田敦子, 藤永貴大, 有田英之, 宇都宮英綱. pial AVF を認めた

capillary malformation-arteriovenous malformationの家族例. 第 48回日本小児神経外科学会; 2020

年 11 月; WEB 開催. 

 

原田敦子, 宇津木玲奈, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重. 頭部手術後の乳児に対する放射線被

曝軽減の試み. 第 48 回日本小児神経外科学会; 2020 年 11 月; WEB 開催. 

 

松浦想, 宇津木玲奈, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 原田敦子. 

Proteus mirabilis 髄膜炎に多発性脳膿瘍を併発した新生児の一例. 第 48 回日本小児神経外科学

会; 2020 年 11 月; WEB 開催. 

 

土肥周平, 宇津木玲奈, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 伊倉義弘, 本田美紗, 柴田浩憲, 長谷川奉

延 , 玉置知子 , 原田敦子 . 偶発的に認めた頭蓋骨腫瘤性病変から診断に至った McCune-

Albright 症候群の 12 歳男児例. 第 48 回日本小児神経外科学会; 2020 年 11 月; WEB 開催. 

 

宇津木玲奈, 中田有紀, 岸上真, 四本由郁, 山中巧, 原田敦子. 18 トリソミーに合併した脊髄

髄膜瘤の治療. 第 48 回日本小児神経外科学会; 2020 年 11 月; WEB 開催. 

 

中村夏樹, 大熊尚美, 宇津木玲奈, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重, 宇都宮英綱, 原田敦子. 硬

膜下腹腔シャント術後に pericatheter cyst を形成した一例. 第 48 回日本小児神経外科学会; 

2020 年 11 月; WEB 開催. 

 

原田敦子, 岡本豊子, 高松亜子, 金子剛. 頭の形外来での質問や疑問についてエビデンスと経

験に基づいて考える. 第 5 回頭蓋形状誘導療法研究会; 2020 年 11 月; さいたま市, 日本. 

 

川本有輝, 中村夏樹, 有田英之, 前野和重, 原田敦子, 久徳茂雄, 上田晃一. 矢状縫合早期癒

合症を合併した Sotos 症候群の一例. 第 16 回 Craniosynostosis 研究会; 2020 年 11 月;さいたま

市, 日本. 

 

原田敦子, 川本有輝, 中村夏樹, 有田英之, 前野和重, 髙橋哲, 久徳茂雄, 上田晃一. 頭蓋骨縫

合早期癒合症術後の児に対する放射線被曝軽減の試み. 第 16 回 Craniosynostosis 研究会; 2020

年 11 月; さいたま市, 日本. 

 

井関翔子, 柳澤昇平, Arun Kumar Rajendran, 有坂慶紀, 塗隆志, 原田敦子, 小林真司, 上田晃

一, 武智正樹, 由井伸彦. 臨床応用を目指した骨芽細胞分化のコントロール. 第 29 回日本形

成外科学会基礎学術集会; 2020 年 10 月; 横浜市, 日本. 

 

服部有香, 藤永貴大, 宇津木玲奈, 有田英之, 前野和重, 大西聡, 起塚庸, 宇都宮英綱, 原田敦

子. Two cases of cerebral cavernous malformations in the cerebellar vermis with slow progression （緩

徐な臨床経過を呈した小児の小脳虫部綿状血管腫の 2 例）. 第 62 回日本小児神経学会学術集

会; 2020 年 9 月; WEB 開催. 

 

 



業績（発表） 

原田敦子. 小児水頭症における最良の手術とデバイスの選択. 第 40 回日本脳神経外科コング

レス; 2020 年 8 月; 金沢市, 日本. 

  



業績（発表） 

2019年度 

 

Nagasaka M, Yotsumoto Y, Harada A, Tamaoki T. Trigonocephaly associated with chromosomal 

abnormalities. 2019 European Human Genetics Conference ; 2019 Jun; Gothenburg, Sweden. 

 

Kimoto Y, Utsugi R, Maeno K, Okizuka Y, Utsunomiya H, Harada A. Usefulness of MRI scan for 

diagnosing child head trauma. 3rd Congress of Asian-Australasian Society for Pediatric Neurosurgery; 

2019 May; Incheon, Korea. 

 

原田敦子, 木本優希, 宇津木玲奈, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重. 2 歳未満の頭蓋骨骨折の検

討特別企画. 第 43 回日本脳神経外傷学会〈誌上開催）; 2020 年 3 月; 箱根町, 日本. 

 

木本優希, 藤永貴大, 宇津木玲奈, 有田英之, 前野和重, 宇都宮英綱, 原田敦子. 小児頭蓋骨

骨折の臨床像（一般口演）. 第 43 回日本脳神経外傷学会（誌上開催）; 2020 年 3 月; 箱根町, 

日本. 

 

宇津木玲奈, 原田敦子, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重, 岡部英俊, 宇都宮英綱. 類皮腫と髄

膜瘤を合併した Retained medullary cord の一例. 第 37 回日本こども病院神経外科医会; 2019 年

11 月; 宇部市, 日本. 

 

宇津木玲奈, 原田敦子, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重. 多発性 pial AVF を認めた Capillary 

malformation-arteriovenous malformation の一例. 第 35 回 NPO 法人日本脳神経血管内治療学会; 

2019 年 11 月; 福岡市, 日本. 

 

原田敦子, 宇津木玲奈, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重, 西山健一. 乳児における脳漕内嚢胞

に対する内視鏡的開窓術. 第 26 回日本神経内視鏡学会; 2019 年 11 月; 横浜市, 日本. 

 

大熊尚美, 宇津木玲奈, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重, 宇都宮英綱, 原田敦子. 硬膜下腹腔

シャント術後に peri catheter cyst を形成した一例. 第 12 回日本水頭症脳脊髄液学会; 2019 年 11

月; 東京都, 日本. 

 

原田敦子. 当院におけるヘルメット治療の現状と問題点. ミシガン頭蓋骨形状矯正ヘルメッ

トフォローアップ研修; 2019 年 11 月; 東京都, 日本. 

 

宇津木玲奈, 原田敦子, 藤永貴大, 有田英之, 前野和重, 岡部英俊, 宇都宮英綱. 類皮腫と髄

膜瘤を合併した Retained medullary cord の一例. 第 14 回小児神経放射線研究会; 2019 年 10 月; 

小平市, 日本. 

 

原田敦子, 藤永貴大, 宇津木玲奈, 有田英之, 前野和重, 阪本大輔, 山中巧, 北野元裕, 百瀬均. 

当院における二分脊椎患者の移行期医療. 第 78 回日本脳神経外科学会; 2019 年 10 月; 大阪市, 

日本. 

 

土肥周平, 宇津木玲奈, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 伊倉義弘, 玉置知子, 原田敦子. 偶発的に

認めた頭蓋骨腫瘤性病変から McCune-Albright 症候群を疑った 12 歳男児例. 第 66 回日本小児

神経学会近畿地方会; 2019 年 10 月; 大阪市, 日本.  



業績（発表） 

原田敦子, 阪本大輔, 山中巧, 北野元裕, 百瀬均. 当院における成人二分脊椎患者の現状. 第

36 回日本二分脊椎研究会; 2019 年 7 月; 仙台市, 日本. 

 

原田敦子, 久徳茂雄, 高松亜子, 金子剛, 上田晃一. 頭蓋骨縫合早期癒合症術後のヘルメット

治療の適応. 第 15 回 Craniosynostosis 研究会; 2019 年 7 月; 府中市, 日本. 

 

中村夏樹, 宇津木玲奈, 原田敦子, 久徳茂雄, 上田晃一. 骨切り術を行わなかった多縫合症の

一例. 第 15 回 Craniosynostosis 研究会; 2019 年 7 月; 府中市, 日本. 

 

宇津木玲奈, 原田敦子, 久徳茂雄, 上田晃一. 頭位性斜頭との鑑別が困難であった片側ラムダ

縫合早期癒合症の一例. 第 15 回 Craniosynostosis 研究会; 2019 年 7 月; 府中市, 日本. 

 

小山智史, 起塚庸, 山根弘美, 大西聡, 石森真吾, 内山敬達, 谷内昇一郎, 南宏尚, 木本優希, 

原田敦子, 宇都宮英綱. 異なる社会的対応を行った両側頭頂骨骨折の 2 乳児例. 第 55 回日本

小児放射線学会; 2019 年 6 月; 神戸市, 日本. 

 

宇津木玲奈, 木本優希, 福屋章悟, 有田英之, 前野和重, 宇都宮英綱, 大西聡, 原田敦子. 術後

合併症に難渋した乳児期発症頭蓋咽頭腫の一例. 第 47 回日本小児神経外科学会; 2019 年 6 月; 

新潟市, 日本. 

 

原田敦子, 宇津木玲奈, 木本優希, 有田英之, 前野和重, 宇都宮英綱. 当院における脊髄髄膜

瘤の診断, 治療, 機能予後の現状. 第 47 回日本小児神経外科学会; 2019 年 6 月; 新潟市, 日本. 

 

木本優希, 宇津木玲奈, 有田英之, 前野和重, 宇都宮英綱, 原田敦子. 当院小児頭部外傷にお

ける MRI の有用性における脊髄髄膜瘤の診断, 治療, 機能予後の現状. 第 47 回日本小児神経

外科学会; 2019 年 6 月; 新潟市, 日本. 

 

原田敦子, 久徳茂雄. 頭蓋縫合早期癒合症に対する手術手技. 第 39 回日本脳神経外科コング

レス総会; 2019 年 5 月; 横浜市, 日本. 

  



業績（発表） 

2018年度 

 

近藤淳, 起塚庸, 石森真吾, 内山敬達, 福屋章悟, 原田敦子, 阪本大輔, 宇都宮英綱, 南宏尚. 

MRI によって診断した S 状静脈洞溝に沿って進展する小児後頭蓋窩硬膜外血腫の 7 例. 第 46

回日本集中治療医学会学術集会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

原田敦子, 寺田幸恵, 千田恵理奈, 黒川憲史, 岡本豊子, 上田晃一, 久徳茂雄. 当院における

「赤ちゃんの頭の形外来」. 第 121 回関西形成外科学会学術集会; 2019 年 3 月; 高槻市, 日本. 

 

千田絵里奈, 黒川憲史, 原田敦子. 皮膚線維腫が疑われ形成外科に紹介された脊髄脂肪腫の

一例. 第 121 回関西形成外科学会学術集会; 2019 年 3 月; 高槻市, 日本. 

 

西田敬弘, 原田敦子, 木本優希, 宇都宮英綱, 大西聡, 起塚庸, 石森真吾, 内山敬逹, 谷内昇一

郎, 南宏尚. 頭部外傷に伴う左内頸動脈・攣縮によって右顔面神経・右不全麻痺を来した 10

歳女児の 1 例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

原田敦子, 福屋章悟, 西山健一. 内視鏡的脈絡叢焼灼術と脳室洗浄によるシャント感染後水
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