講演・発表（2013 年以降）
＜加古川⻄市⺠病院＞時代︓
１）イーケプラ発売 2 周年記念講演会 in Hyogo 2013.03.09
〜てんかん診療のパラダイムシフト〜 第 1 部 イーケプラの使⽤経験「⼩児科の⽴場
から」
第 55 回⽇本⼩児神経学会学術集会 2013.5.29 〜 6.1. ⼤分
てんかんを有する重度障害児者への levetiracetam 投与により尿閉を来した 8 症例の検
討 ⾜⽴昌夫、常⽯秀市、河崎洋⼦
第 55 回⽇本⼩児神経学会学術集会 2013.5.29 〜 6.1. ⼤分
下肢痙縮に対するボツリヌストキシン療法と TENS の併⽤により歩容は改善する ⼤⻄
伸悟、⾜⽴昌夫
第 31 回ハイリスク児フォローアップ研究会 2013.6.9. 神⼾
教育講演 3「ボトックス治療を中⼼としたハイリスク児の筋緊張コントロール」
播磨てんかん研究会 2013.6.26. 姫路
驚愕てんかんの 3 例
兵庫県看護協会主催「喀痰吸引等を必要とする重度障害児者等の障害及び⽀援に関する
講義〜緊急時の対応及び危険防⽌に関する講義〜」2013.7.19
第 2 回播磨痙縮勉強会 2013.8.3. 姫路
⼩児脳性⿇痺児の下肢痙縮に対するボツリヌス毒素と電気治療の併⽤
徳島県⼩児科医会学術講演会 2013.8.21. 於徳島
特別講演「⼀般市中病院でのてんかん診療と病診連携」
⼩児てんかん治療学術講演会 in 神⼾ 2013.8.31.
第 1 部 ⼩児における抗てんかん薬治療の現状と可能性
加古川養護学校保護者会講演会 2013.9.30.
特別講演「医療的ケアについて知る」

近畿⼩児てんかん診療講演会 2013.9.28. ⼤阪 帝国ホテル
特別講演「⼀般市中病院でのレベチラセタムの使⽤経験」
第 54 回⽇本⼩児神経学会近畿地⽅会 2013.10.26.
結節性硬化症の腎⾎管筋脂肪腫への Everolimus 投与とその評価
第 10 回近畿ボツリヌス療法研究会 2013.11.9. ラマダホテル⼤阪
当院での⼩児下肢痙縮に対するボトックス治療〜重症度別の治療略〜
阪神腎疾患セミナー 2013.11.14. 尼崎
特別講演「⼩児科医が期待する TSC に対する mTOR 阻害剤の効果」
第 3 回加古川てんかんフォーラム 2013.11.30. 加古川プラザホテル
加古川周辺地域におけるてんかん治療の現状と課題
TSC Days Japan 2013 2013.12.7. シェラトン都ホテル東京
Session Ⅱ 結節性硬化症の新規治療戦略 ~Everolimus 使⽤ 4 例の経過 ~
神⼾てんかん研鑽会 2014.3.29.ANA クラウンプラザ
新規抗てんかん薬に抵抗性の難治性〝Nodding seizure〝を呈する
結節性硬化症の男児例
Scientiﬁc Meeting for Epilepsy in Hyogo 2014 年 4 ⽉ 18 ⽇ メリケンパークオリエンタル
〜 てんかん診療の現在と未来 〜
第 1 部 てんかん治療における留意点「⼩児とてんかん」
神⼾てんかん研鑽会 2015.3.28. 於 ANA クラウン神⼾
てんかんとの関連が疑われた事件例

＜あだちこども診療所＞開設以降︓
加古川養護学校研修会 2014.4.28.
特別講演「学校におけるアレルギー対策 - ⾷物アレルギーを中⼼に -」
第 20 回播磨てんかん懇話会 2015.6.24. 於 姫路市医師会館
てんかんとの関連が疑われた事件例
平成 27 年度 第 2 回 加古川市⺠健康フォーラム 2015.6.20. 於マリンガホール
「⼦どもの⽣活習慣を⾒直そう」⼦どもの睡眠についてのお話 ~ 発達段階における
特徴と問題点 ~
北播磨てんかんカンファレンス 2015.7.8. ⻄脇ロイヤルホテル
特別講演「⼩児てんかん診療 〜こども達の安⼼できる⽣活を⽬指して〜」
結節性硬化症最新治療セミナー 2015.7.18. ロイヤルオークホテル⼤津
特別講演「結節性硬化症に対する mTOR 阻害剤の⻑期使⽤経験」
加古川養護学校研修会 2015.8.5.
特別講演「⼩児のてんかん診療について」
加古川市⽴野⼝⼩学校学校保健委員会 2015.8.19.
特別講演「⼦どもの睡眠の⼤切さ〜メディアの影響も含めて〜」
学校・職場・社会で「てんかん」への理解を深めるシンポジウム in Osaka 2016.9.19.
特別講演「こどものてんかん 〜学校⽣活での注意点〜」
UCB-Otsuka 勉強会 2017.2.8.
「診療所でのてんかん診療」
第⼀三共 勉強会 2017.3.15.
「診療所でのてんかん診療」
第 6 回 加古川てんかんフォーラム 2017.2.22.
⼀般講演「救急病院と診療所の病診連携」
キッズ TREE 研修会 2017.3.8.
特別講演「こどものてんかん 〜学校園等⽣活での注意点〜」

加古川養護学校 研修会 2017.5.24.
特別講演「重症⼼⾝障がい児のてんかん発作の特徴 〜学校⽣活での注意点〜」
平成 29 年加古川養護学校 / 学校保健委員会 2017.7.20.
特別講演「学校や施設での医療的ケアは、医療と教育（療育）どちらよりであるべきか︖」
〜理想と現実の狭間で考える〜
Scientiﬁc meeting for Epilepsy in Hyogo 2017 2017.7.20 神⼾
第 1 部 市中病院・診療所で可能なてんかん 地域連携と実診療
加古川地区︓救急病院と診療所の連携診療
加古川市⽴神野⼩学校学校保健委員会 2017.7.26.
特別講演「当診療所での発達障害の診療について」
あおの病院 2017.8.23.
特別講演「ボトックス治療を中⼼とした障害児者の筋緊張コントロール」
エーザイ株式会社 勉強会 2017.9.20.
診療所でも出来るてんかん専⾨診療
インチュニブ新発売記念講演会 2017.10.14. 神⼾ポートピアホテル
特別講演「診療所でのインチュニブの使⽤経験」
⾼砂市学校保健⼤会 2017.11.9.
特別講演「てんかんを持つ⼦どもと園学校⽣活」
兵庫 AMPA セミナー 2018.2.3. 神⼾
特別講演「てんかん診療におけるペランパネルの特性について」
第 60 回⽇本⼩児神経学会学術集会 2018.6.1. 千葉
共催シンポジウム︓結節性硬化症の診療を通じて多施設・多領域連携を築く
「診療所における TSC 治療と包括医療 」
ばくばくの会 研修会 2018.6.24. ⾼砂
「障害の重い⼈たちのいのちと⽣活を⽀える医療の最前線」

神野⼩学校 学校保健委員会 2018.7.25. 加古川
「電⼦メディアが⼦どもに与える影響について」
ヤンセンファーマ社内研修会 2018.8.22. 神⼾
「診療所での ADHD の実際」
第 10 回 ⻄播⼩児医療懇話会 2018.9.20. ⾚穂
「診療所でも出来るてんかん専⾨診療」
ビムパット Web 講演会 2018.10.17 神⼾
「てんかんの移⾏期医療に向けた Lacosamide への期待」
第 3 回てんかん Symposium in 加古川 2019..3.13. 加古川
「てんかんの移⾏期医療に向けた Lacosamide への期待」
臨床医のための「てんかん勉強会」in KAKOGAWA 2019.6.12. 加古川
「頭部 MRI 異常を呈するてんかん症例」
2019 年度 第 2 回 加古川市⺠健康フォーラム（BanBan テレビ放映）2019.6.22.
こどもの発達が気になるとき〜適切な判断と対応〜「⼩児科診療所からの提⾔」
てんかん Symposium in 北播 2019.6.26. ⻄脇
「てんかんの移⾏期医療に向けた Lacosamide への期待」
神⼾⼤学医学部学⽣講義 2019.7.3. 神⼾
外来⼩児科学「変遷する⼩児科診療と今後の展望」
第 8 回 加古川てんかんフォーラム 2019.7.31. 加古川
「多彩な発作様症状を呈するてんかんについて」

