
業績（発表） 

2021年度 

 

Ishimori S, Kaito H, Tanaka Y, Matsukura H, Imai N, Hara S, Nozu K, Iijima K. Possible deleterious 

effect of iron deposition and CD163-positive macrophage in macrohematuria induced acute kidney 

injury of IgA nephropathy. The 18th Japan-Korea-China Pediatric Nephrology Seminar 2021; 2021 Apr; 

Online. 

 

石森真吾, 山本和宏, 篠本匡志, 服部有香, 大西聡, 今出礼, 内山敬達, 起塚庸. 各種ワクチン

接種時期と再発との因果関係を考えさせられた、小児特発性ネフローゼ症候群の１例. 第 35

回近畿小児科学会; 2022 年 2 月; WEB 開催. 

 

石森真吾, 山本和宏, 篠本匡志, 大西聡, 服部有香, 今出礼, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. RSV

感染病日に着目した、小児 RSV 感染に対する体外式持続陰圧換気 (Continuous negative 

extrathoracic pressure: CNEP)不成功例の検討. 第 53 回日本小児呼吸器学会学術集会; 2021 年 10

月; 福井市, 日本. 

 

石森真吾, 藤村順也, 堀之内智子, 山村智彦, 榊原菜々, 長野智那, 西田浩輔, 藤岡一路, 忍頂

寺毅史, 野津寛大. 多嚢胞性異形成腎における腎内レニンアンギオテンシン系の関連：パイロ

ットスタディ. 第 30 回日本小児泌尿器学会学術集会; 2021 年 7 月; 大阪市, 日本. 

 

石森真吾, 安藤高志, 菊永佳織, 寺野千香子, 佐藤舞, 濱崎祐子, 伊藤秀一, 本田雅敬, 石倉健

司. 小児特発性ネフローゼ症候群全国疫学調査（JP-SHINE study）：インフルエンザウイルス

ワクチンの有効性とネフローゼ再発への影響. 第 56 回日本小児腎臓病学会学術集会; 2021 年

7 月; 高知市, 日本. 

 

石森真吾, 篠本匡志, 大西聡, 服部有香, 今出礼, 起塚庸, 南宏尚. 小児 RSV 感染症に対する

体外式持続陰圧換気(Continuous negative extrathoracic pressure: CNEP)の検討. 第 34 回日本小児

救急医学会学術集会; 2021 年 6 月; 奈良市, 日本. 

  



業績（発表） 

2020年度 

 

Ishimori S, Fujimura J, Horinouchi T, Yamamura T, Sakakibara N, Nagano C, Nishida K, Fujioka K,  

Ninchoji T, Nozu K, Iijima K. Examination Of Relationship Between Multicystic Dysplastic Kidney 

And Intra-renal Renin-angiotensin System: A Pilot Study Of New Biomarker. 14th Asian Congress of 

Pediatric Nephrology; 2021 Mar; Online. 

 

Ishiko S, Nozu K, Fujimaru R, Shima Y, Kaito H, Tanaka R, Ishimori S, Kondo A, Nagai S, Aoto Y,  

Sakakibara N, Nagano C, Horinouchi T, Yamamura T, Ninchoji T, Nakanishi K, Yoshikawa N, Iijima 

K. Glomerular galactose-deficient IgA1 expression analysis in pediatric patients with glomerular 

diseases. American Society of Nephrology. Kidney Week 2020. 2020 Nov, Online. 

 

黒岡佑介, 石森真吾, 三上華奈, 平場裕美, 高田めぐみ, 小山智史, 篠本匡志, 大西聡, 服部有

香, 今出礼, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. 非乏尿性腎不全により血液透析を導入した腎性低尿

酸血症の 15 歳女児例. 第 57 回近畿小児腎臓病研究会; 2021 年 3 月; WEB 開催. 

 

Ishimori S, Fujimura J, Hara S, Nozu K, Iijima K, Yonetani M. Mesangiolysis on renal biopsy in a 1-

year-old child: Relationship between pathological findings and clinical course. 第 55 回小児腎臓病学

会 2021 年 1 月; WEB 開催. 

 

石森真吾, 藤村順也, 大西聡, 起塚庸, 内山敬達, 米谷昌彦, 南宏尚. 発熱性尿路感染症にお

ける急性期一過性腎腫大は再発のリスク因子である. 第 55 回小児腎臓病学会; 2021 年 1 月; 

WEB 開催. 

 

江國哲, 石森真吾, 髙成田祐希, 篠本匡志, 服部健吾, 大西聡, 起塚庸, 久松千恵子, 津川二郎. 

入院加療を要した腎損傷 8 例の検討. 第 55 回小児腎臓病学会; 2021 年 1 月; WEB 開催. 

 

石森真吾, 藤村順也, 篠本匡志, 大西聡, 服部有香, 服部健吾, 今出礼, 起塚庸, 内山敬達, 米

谷昌彦, 南宏尚. 発熱性尿路感染症における急性期一過性腎腫大は再発のリスク因子である. 

第 29 回小児泌尿器学会; 2021 年 1 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 髄膜炎に多発性脳腫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. 

 

内山敬達, 大西聡, 石森真吾, 起塚庸, 南宏尚. 川崎病既往のない右巨大感動脈瘤血栓閉塞に

よる急性心筋梗塞を呈した一例. 第 40 回日本川崎病学会; 2020 年 10 月; WEB 開催. 

 

今出礼, 谷内昇一郎, 松井美樹, 小山智史, 郷間環, 多賀陽子, 榎本真宏, 西野昌光, 石森真吾, 

起塚庸. 当院で経験した FPIES の 10 例.  JSA/WAO Joint Congress 2020（第 69 回日本アレルギ

ー学会学術大会）; 2020 年 9 月; WEB 開催. 

 

石森真吾, 貝藤裕史, 田中百合子, 松倉裕喜, 今井直史, 原重雄, 野津寛大, 飯島一誠. 鉄に着

目した、IgA 腎症患者の肉眼的血尿発作時における急性腎障害発症メカニズムに関する組織

学的検討. 第 63 回日本腎臓学会; 2020 年 6 月; WEB 開催. 



業績（発表） 

平場裕美, 石森真吾, 土肥周平, 藤崎拓也, 髙成田祐希, 篠本匡志, 大西聡, 服部健吾, 起塚庸,

久松千恵子, 津川二郎, 内山敬達, 南宏尚. 膿胸を契機に診断に至った IgA 欠損症の 8 歳男児

例. 第 123 回日本小児科学会学術集会; 2020 年 4 月; WEB 開催. 

  



業績（発表） 

2019年度 

 

Ishimori S, Horinouchi T, Fujimura J, Minamikawa S, Yamamura T, Matsunoshita N, Kamiyoshi N, 

Ogura M, Kaito H, Nozu K, Kamei K, Ishikura K, Iijima K. Prospective examination of relationship 

between clinical features and relapse of nephrotic syndrome after flu vaccines. IPNA 2019; 2019 Oct; 

Venice, Italy. 

 

石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. 小児 RSV 感染症に対する体外式持続陰圧換気

（Continuous negative extrathoracic pressure: CNEP）の検討. 第 52 回日本小児呼吸器学会; 2019

年 11 月; 鹿児島市, 日本. 

 

小山智史, 谷内昇一郎, 石森真吾, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. エピペン®を誤注射し高血圧

を呈した 2 例の検討. 第 56 回日本小児アレルギー学会; 2019 年 11 月; 千葉市, 日本. 

 

小山智史, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. 難治性気管支喘息として加療され

ていたびまん性汎細気管支炎（DPB）の 14 歳男児例. 第 52 回日本小児呼吸器学会; 2019 年 11

月; 鹿児島市, 日本. 

 

小野あずさ, 起塚庸, 石森真吾, 内山敬達, 髙成田祐希, 服部健吾, 久松千恵子, 津川二郎, 西

島栄治, 南宏尚. 乳幼児後天性声門下腔嚢胞の 4 例. 第 52 回日本小児呼吸器学会; 2019 年 11

月; 鹿児島市, 日本. 

 

近藤淳, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸. メチシリン耐性 Staphylococcus lugdunensis による Uro-

sepsis に至った新生児例. 第 54 回日本小児腎臓病学会; 2019 年 11 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. 

 

小野あずさ, 起塚庸, 石森真吾, 橋倉尚美, 久保田美幸, 芝田祐子, 井本明奈, 内山敬達, 南宏

尚. 当院における 2 年間の小児熱傷 136 例の検討. 第 11 回日本子ども虐待医学会; 2019 年 7

月; 函館市, 日本. 

 

石森真吾, 堀之内智子, 藤村順也, 南川将吾, 山村智彦, 松野下夏樹, 神吉直宙, 小椋雅夫, 貝

藤裕史, 野津寛大, 亀井宏一, 石倉健司, 飯島一誠. 小児特発性ネフローゼ症候群におけるイ

ンフルエンザウイルスワクチン接種とネフローゼ病勢との関連：多施設共同研究. 第 54 回日

本小児腎臓病学会; 2019 年 6 月; 大阪市, 日本. 

 

石森真吾, 石倉健司, 佐藤舞, 菊永香織, 寺野千香子, 濱崎祐子, 安藤高志, 伊藤秀一, 本田雅

敬. 小児特発性ネフローゼ症候群全国疫学調査（JP-SHINE study):インフルエンザウイルスワ

クチンによる再発現象効果. 第 62 回日本腎臓学会; 2019 年 6 月; 名古屋市, 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.  



業績（発表） 

松井美樹, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸. 生後 1 か月時に拡張型心筋症に伴うショックにより末

期腎不全に至り, 持続血液透析導入後に腹膜透析に移行した 1 例. 第 41 回日本小児腎不全学

会; 2019 年 6 月; 高知市, 日本. 

  



業績（発表） 

2018 年度 

 

Ishimori S. A case of pathological mesangiolysis on renal biopsy in a 1-year-old child: Investigation of 

relationship between pathological findings and clinical course in infant age. 16th Korea-China-Japan 

Pediatric Nephrology Seminar 2018; 2018 Apr; Busan, Korea. 

 

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. 

 

石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬達, 南宏尚. 小児 RSV 感染症に対する体外式持続陰圧換気

（Continuous negative extrathoracic pressure: CNEP)の検討. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3

月; 京都市, 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. 

 

西田敬弘, 石森真吾, 中田恵子, 近藤淳, 谷口由紀, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 谷内昇一郎, 

南宏尚. 2 次性血球貪食性リンパ球組織症に至ったが自然軽快したヒトパレコウイルス感染症

の 1 ヶ月女児例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

近藤淳, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 南宏尚. Heiner 症候群が疑われた

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

 

近藤淳, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 南宏尚. 皮膚型から全身型結節

性多発動脈炎へ移行したと考えられる 9 歳女児例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京

都市, 日本. 

 

小野あずさ, 近藤淳, 起塚庸, 石森真吾, 内山敬達, 津川二郎, 西島栄治, 南宏尚. 乳幼児後天

性声門下腔嚢胞の 3 例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

西田敬弘, 石森真吾, 中田恵子, 近藤淳, 谷口由記, 大西聡, 起塚庸, 内山敬達, 谷内昇一郎, 

南宏尚. 二次性血球貪食性リンパ組織球症に至ったが自然軽快したヒトパレコウイルス感染

症の 1 か月女児例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

 

仲宗根瑠花, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 内山敬達, 起塚庸, 榎本真宏, 西野昌光, 南宏尚. 

当院で経験した FPIES の 4 例. 第 32 回近畿小児科学会; 2019 年 3 月; 京都市, 日本. 

  



業績（発表） 

北角英晶, 増田知佳, 石森真吾, 親里嘉展, 西山敦史, 米谷昌彦. ヒトメタニューモウイルス

感染後に高サイトカイン血症を合併したと考えられた 2 例. 第 50 回日本小児感染症学会総

会・学術集会; 2018 年 11 月; 福岡市, 日本. 

 

増田知佳, 北角英晶, 石森真吾, 親里嘉展, 西山敦史, 米谷昌彦. インフルエンザ B 感染を契

機に可逆性脳梁膨大部病変を有する軽症脳炎脳症を発症し、その後小脳炎を合併した 1 例. 第

50 回日本小児感染症学会総会・学術集会; 2018 年 11 月; 福岡市, 日本. 

 

石森真吾, 北角英晶, 増田知佳, 城戸拓海, 本郷裕斗, 藤村順也, 松本知徳, 金川温子, 平田 

量子, 中尻智史, 橋本総子, 沖田空, 阪田美穂, 親里嘉展, 西山敦史, 米谷昌彦. 夜尿症の精査

中に発見された、低形成腎による慢性腎臓病の 1 例. 第 40 回日本小児腎不全学会学術集会; 

2018 年 11 月; 宮崎市, 日本. 

 

仲宗根瑠花, 谷内昇一郎, 石森真吾, 大西聡, 起塚庸, 内山敬逹, 榎本真宏, 西野昌光, 南宏尚. 

当院で経験した FPIES の 4 例. 第 55 回日本小児アレルギー学会学術集会; 岡山市; 2018 年 10

月, 日本. 

 

小寺孝幸, 吉田阿寿美, 城戸拓海, 本郷裕斗, 中尻智史, 平田量子, 橋本総子, 石森真吾, 沖田

空, 阪田美穂, 森川悟, 佐藤有美, 親里嘉展, 西山敦史, 森沢猛, 米谷昌彦. 在宅呼吸器の保存

データ解析が設定の評価や治療効果の確認に有用であった非侵襲的陽圧換気療法施行中の小

児 2 例. 第 55 回日本小児アレルギー学会学術集会; 岡山市; 2018 年 10 月, 日本. 

 

石森真吾, 北角英晶, 増田知佳, 城戸拓海, 本郷裕斗, 藤村順也, 松本和徳, 金川温子, 平田量

子, 中尻智史, 橋本総子, 沖田空, 阪田美穂, 親里嘉展, 西山敦史, 米谷昌彦. 非典型的な MRI

所見であるも臨床的に PRES が疑われ、一過性脳血流低下を証明し得た 1 例. 第 25 回日本小

児高血圧研究会学術集会; 2018 年 9 月; 名古屋市, 日本. 

 

小寺孝幸, 吉田阿寿美, 城戸拓海, 本郷裕斗, 中尻智史, 平田量子, 橋本総子, 石森真吾, 沖田

空, 阪田美穂, 森川悟, 佐藤有美, 親里嘉展, 西山敦史, 森沢猛, 米谷昌彦. 在宅呼吸器の保存

データ解析が設定の評価や治療効果の確認に有用であった非侵襲的陽圧換気療法施行中の小

児 2 例. 第 51 回日本小児呼吸器学会; 2018 年 9 月; 札幌市, 日本. 

 

石森真吾, 吉田阿寿美, 永瀬静香, 中谷尚子, 平田量子, 中尻智史, 橋本総子, 沖田空, 阪田美
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