
【学会発表】2009 年 9 月～ 

○当センターにおける新型コロナウイルス院内感染対策 

 －第 63 回日本小児神経学会 2021 年 5 月－ 

友納優子, 藤田弘之, 鈴木聖子, 村上知恵, 高野志保, 米良智子, 落合健太, 岡元典子, 塩田直樹, 石

井雅宏, 福田智文, 五十嵐亮太, 河野義恭, 有門美穂子 

 

○北九州市における多職種連携による医療的ケア児支援の取り組み 全数把握から個別課題の解決へ  

  －第 124 回日本小児科学会 2021 年 4 月－ 

荒木俊介, 渡辺恭子, 酒見好弘, 友納優子, 高橋保彦, 天本正乃, 日高靖文, 三宅巧, 吉田雄司, 楠原

浩一, 北九州地域医療的ケア児支援協議会 

 

○グアンファシン併用で強迫症状が軽減した ADHD+ASD の 1 例  

  －第 62 回日本小児神経学会 2020 年 8 月－ 

鈴木聖子, 友納優子, 藤田弘之, 高野志保, 塩田直樹, 石井雅宏, 福田智史, 五十嵐亮太, 村上知恵, 

永田郁子, 岡元典子, 米田哲, 金井信子, 河野義恭 

 

○Perampanel の重症心身障害児(者)のてんかんに対する効果  

  －第 62 回日本小児神経学会 2020 年 5 月－ 

石井雅宏, 福田智文, 下野昌幸, 楠原浩一, 友納優子, 藤田弘之 

 

○抗菌薬の長期投与および絶食が原因でビタミン K 欠乏症を発症した重症心身障がい者の 1 例 

 －第 61 回日本小児神経学会 2019 年 5 月－ 

藤田弘之, 友納優子, 鈴木聖子, 村上知恵, 岡元典子, 河野義恭 

 

 ○当院の発達障害診療における MSPA の使用経験  

  －第 61 回日本小児神経学会 2019 年 5 月－ 

友納優子, 藤田弘之, 鈴木聖子, 塩田直樹, 高野志保, 石井雅宏, 福田智文, 米田哲, 金井信子, 村上

知恵, 岡元典子, 有門美穂子, 河野義恭 

 

 ○重症心身障がい児(者)のてんかんに対する perampanel 使用の後方視的検討 

  －第 61 回日本小児神経学会 2019 年 5 月－ 

石井 雅宏, 福田 智文, 柴原 淳平, 五十嵐 亮太, 千手 絢子, 下野 昌幸, 楠原 浩一, 友納 優子, 藤

田 弘之 

 

  ○ルフィナミドの中止により発作群発が改善した難治てんかんの一例  

  －第 60 回日本小児神経学会 2018 年 6 月－ 

鈴木聖子, 友納優子, 藤田弘之, 河野義恭 



 ○Rehabilitation team approach for seven infants with severe food refusal  

  －14th Asian and Oceanian Congress of Child Neurology 2017 年 5 月－ 

Tomonoh Y, Fujita H, Suzuki S, Kono Y 

 

 ○インフルエンザワクチン接種後に HHE 症候群と診断した 12 歳女児の 1 例  

  －第 21 回日本神経感染症学会 2016 年 10 月－ 

生塩加奈, 天本正乃, 村上千恵, 富田一郎, 友納優子, 神薗淳司, 市川光太郎 

 

 ○摂食障害で母子入院した幼児 5 例に対する当院の取り組み  

  －第 58 回日本小児神経学会 2016 年 6 月－ 

友納優子, 藤田弘之, 鈴木聖子, 河野義恭 

 

 ○発達障害者が社会参画するための支援の在り方についての考察  

  －第 58 回日本小児神経学会 2016 年 6 月－ 

塩田直樹, 松田夢子, 福田智文, 石井雅宏, 千手絢子, 高野志保, 藤田弘之, 友納優子, 鈴木聖子, 村

上知恵, 河野義恭, 下野昌幸, 楠原浩一 

 

 ○Worster Drought Syndrome(先天性核上麻痺)が疑われる 4 症例の報告  

  －第 53 回日本リハビリテーション学会 2016 年 6 月－ 

高橋ヒロ子、友納優子、佐伯満 

 

○発達障害児者の診療で学んだこと 

  －日本小児科学会福岡地方会 2011 年 10 月－ 

河野義恭 

 

○定床型 20 床の短期入所事業および日中一時支援事業の現状と課題 

   －第 37 回日本重症心身障害学会 2011 年 9 月－ 

村上知恵、鈴木聖子、河野 義恭 

 

○重症心身障害者に対するインエクスサフレーターの長期有用性と問題点 

  －第 52 回日本小児神経学会 2010 年 5 月－ 

村上知恵、鈴木聖子、河野義恭、糸数 直哉 

 

○気管内肉芽と気管軟化症への長期対応で改善した重症心身障害者の一例 経過と改善要因の分析 

  －第 35 回日本重症心身障害学会 2009 年 9 月－ 

村上知恵、鈴木聖子、河野 義恭 

 



【論文】 

○重症心身障害者におけるインエクスサフレータの長期有用性の検討 

  －日本重症心身障害学会誌 (1343-1439)36 巻 1 号 Page113-117(2011.04) 

村上知恵、鈴木聖子, 河野義恭, 糸数直哉, 鈴木秀明 

 

○気管内肉芽と気管軟化症への長期対応で改善した重症心身障害者の 1 例 

－日本重症心身障害学会誌 (1343-1439)35 巻 1 号 Page157-162(2010.04)－ 

村上知恵、鈴木聖子、河野義恭、鈴木秀明、糸数直哉 

 


