
診療実績 

研究・教育活動 

総説 

1. 寒竹正人. エピジェネティクスの世界 胎児期から小児期の環境による遺伝子修飾. 小児保健研

究 7:490-493. 2019

講演 

1. 寒竹正人. SGA 児におけるエピゲノム解析. 第 8 回日本 DOHaD 学会学術集会，東京. 2019.8.9

2-8 小児科

http://www.hosp-shizuoka.juntendo.ac.jp/consult/departments/pediatrics.html


2. 寒竹正人. SGA児のエピゲノム解析 IGF1とグルココルチコイドレセプター. JCRファーマ株式

会社学術講演会，名古屋. 2019.11.8 

3. 有井直人. 重症心身障害児者支援における医療からみた現状と課題. 平成 30 年度在宅重症心身障

害児者対応多職種連携研修会，沼津. 2019.1.27 

4. 有井直人. 重症心身障害児者支援における医療からみた現状と課題. 平成 30 年度在宅重症心身障

害児者対応多職種連携研修会，下田. 2019.2.2 

5. 有井直人. 重症心身障害児者支援における医療からみた現状と課題. 平成 30 年度在宅重症心身障

害児者対応多職種連携研修会，伊東. 2019.2.3 

6. 有井直人. 当院におけるてんかん診療. エーザイ株式会社 社内勉強会，三島. 2019.2.18 

7. 有井直人. ダウン症候群の健康管理～医師の立場から～. 静岡ダウン症児の将来を考える会 東

部・伊豆グループゆずり葉 2019 年度セミナー，長泉 2019.10.5                                                                       

8. 有井直人. 小児のけいれん. 済生会川口総合病院 小児の健康教室、川口. 2019.11.13 

9. 有井直人. （小児神経を専門にしないかもしれない）若い先生たちに脳波の基礎を解説する. 静

岡小児神経研究会，静岡. 2019.11.16 

10. 馬場洋介. 食物アレルギーの管理と外来診療. 第 1 回伊豆小児総合診療研究会，静岡. 2019.6.29 

11. 馬場洋介. 小児難治喘息の管理. 重症喘息治療フォーラム in 静岡，静岡. 2019.8.28 

12. 馬場洋介. 当科における小児重症気管支喘息の管理と転機について. 小児重症喘息講演会，静岡. 

2019.9.3 

13. 馬場洋介. こどものアレルギー アトピー性皮膚炎と食物アレルギー. 青木クリニック勉強会，

伊東. 2019.11.5 

14. 馬場洋介. 小児難治喘息における生物学的製剤の位置づけ. サノフィ株式会社レクチャーミーテ

ィング，静岡. 2019.11.21 

 

学会発表 

1. 寒竹正人，清水俊明. NICU におけるストレスは児のグルココルチコイドレセプター遺伝子のメチ

ル化を誘導する. 第 122 回日本小児科学会学術集会，金沢. 2019.4.20 

2. 寒竹正人，有井直人，大川夏紀，馬場洋介，宮林和紀，桐野衛二. 小児精神疾患のエピジェネテ

ィックな観点からみた考察. 第 149 回日本小児科学会静岡地方会，静岡. 2019.6.2 

3. 馬場洋介，宮林和紀，横倉友諒，山田啓迪，山﨑晋，寒竹正人，清水俊明. 小児アトピー性皮膚

炎における血清中 IL-33 の検討. 第 43 回日本小児皮膚科学会学術大会，大宮. 2019.7.21 

4. 馬場洋介，鳥海俊，宮林和紀，横倉友諒，寒竹正人. 小児アレルギー疾患における IL-33 と

IL-1RL1/ST2. 第 76 回東海小児アレルギー談話会，愛知. 2019.10.20 

5. 馬場洋介，宮林和紀，横倉友諒，寒竹正人，清水俊明. 喘鳴を呈した下気道感染症急性期における

臨床像と、その後の乳幼児喘息発症に関する検討. 第 51 回日本小児感染症学会総会・学術集会，

旭川. 2019.10.26 

6. 馬場洋介，宮林和紀，山田啓迪，米山俊之，横倉友諒，山﨑晋，寒竹正人，清水俊明. 下気道感染

症に合併した喘鳴の臨床像と、その後の乳幼児喘息発症に関する検討. 第 56 回日本小児アレルギ

ー学会，千葉. 2019.11.2 

7. 横倉友諒，馬場洋介，宮林和紀，山田啓迪，山﨑晋，寒竹正人. 鶏卵摂取前に感作を認めた児の経

過に関する検討. 第 73 回静岡小児アレルギー研究会，静岡. 2019.2.9 



8. 横倉友諒，馬場洋介，宮林和紀，山田啓迪，山﨑晋，寒竹正人. Gibberellin Regulated Protein（GRP）

による関与が考えられた重症モモアレルギーの 1 例. 第 74 回静岡小児アレルギー研究会，静岡. 

2019.6.8 

9. 横倉友諒，馬場洋介，宮林和紀，山田啓迪，米山俊之，山﨑晋，寒竹正人，清水俊明. 鶏卵導入前

に感作を認めた児の、鶏卵導入に関する検討. 第 56 回日本小児アレルギー学会学術大会，幕張. 

2019.11.03 

10. 宮林和紀，馬場洋介，森下俊真，西山樹，大川夏紀，有井直人，寒竹正人，清水俊明. 早産・低出

生体重児における食物アレルギー発症に関する検討. 第 122 回日本小児科学会学術集会，金沢. 

2019.4.19 

11. 宮林和紀，馬場洋介，山田啓迪，米山俊之，山﨑晋，大塚宜一，清水俊明. 小児気管支喘息急性

増悪時における全身性ステロイド薬に関する検討. 第 68 回日本アレルギー学会学術大会，東京. 

2019.6.14 

12. 宮林和紀，馬場洋介，山﨑晋，大川夏紀，寒竹正人，佐藤未織，野村伊知郎，吉田和恵，清水俊明. 

転帰が異なった Netherton 症候群の兄弟例. 第 43 回日本小児皮膚科学会学術大会，大宮. 2019.7.20 

13. 徳島香央里，馬場洋介，乃木田正俊，中道伸彰，横倉友諒，有井直人，寒竹正人. 当科入院症例に

おける気管支喘息急性増悪時の全身ステロイド薬投与の現状. 第 149 回日本小児科学会静岡地方

会，静岡. 2019.6.2 

14. 鳥海俊，馬場洋介，宮林和紀，山田啓迪，米山俊之，横倉友諒，山﨑晋，寒竹正人，清水俊明. 病

態・バイオマーカー 乳児アトピー性皮膚炎の病態と血清 IL-33 の検討. 第 56 回日本小児アレル

ギー学会学術大会，幕張. 2019.11.3 

15. 乃木田正俊，馬場洋介，徳島香央里，中道伸彰，宮林和紀，田所愛弓，有井直人，寒竹正人. 当科

で経験した過去 3 年間における小児死亡症例の検討. 第 149 回日本小児科学会静岡地方会，静岡. 

2019.3.3 

 

その他 

1. 馬場洋介. 第 14 部皮膚疾患（149 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．614-617. 2019 

2. 馬場洋介. 第 14 部皮膚疾患（158 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．654-657. 2019 

3. 馬場洋介. 第 14 部皮膚疾患（93 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．399-403. 2019 

4. 横倉友諒. 第 14 部皮膚疾患（94 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．403-406. 2019 

5. 横倉友諒. 第 14 部皮膚疾患（153 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．629-634. 2019 

6. 横倉友諒. 第 14 部皮膚疾患（164 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．673-676. 2019 

7. 横倉友諒. 第 14 部皮膚疾患（169 章）.【翻訳】 カラー版 国際診療のための小児科アトラス大

辞典．五十嵐隆（総監訳）．西村書店，東京．694-699. 2019 


