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●第 9 回日本小児心身医学会関西地方会 大阪 2012.1.29

自閉症スペクトラム障害児の発達の特徴―新版 K 式発達検査 2001 の下位項目の分析― 

万代ツルエ，下竹敦哉，北山真次，飯島一誠

●第 27 回日本環境感染学会 福岡 2012.2.3-4

院外出生児に対する先制的接触感染予防策は NICU の MRSA 院内感染を減少させる

森岡一朗，八幡眞理子，吉田弘之，阿部泰尚，李 宗子，荒川創一，飯島一誠

サイトメガロウイルス（CMV）感染対策マニュアルの導入による医療スタッフの職業感染に

対する不安軽減効果の検討

福島あや，森岡一朗，八幡眞理子，吉田弘之，李 宗子，荒川創一

血液培養における Bacillus cereus 検出の減少を目的とした清拭用ディスポーザブルウェットタ

オルの導入効果について

山下和彦，阿部泰尚，吉田弘之，八幡真理子，李 宗子，向井 啓，森岡一朗，平井みどり，

荒川創一

●第 30 回周産期学シンポジウム 東京 2012.2.3-4

母体及び胎盤臍帯要因で極低出生体重児として出生した重度胎児発育不全児の 3 歳時の精神

運動発達

森岡一朗，万代ツルエ，香田 翼，松尾希世美，横田知之，藤岡一路，森川 悟，三輪明弘，

柴田暁男，園山綾子，谷村憲司，北山真次，横山直樹，飯島一誠，山田秀人

●第 255 回日本小児科学会兵庫県地方会 西宮 2012.2.4

特徴的な皮膚所見から早期診断し早期治療を行えた電撃性紫斑病の１例

鴨井良明，香田 翼，松尾希世美，横田知之，藤岡一路，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

森岡一朗，横山直樹，飯島一誠

倦怠感、体重減少を契機に診断された ACTH 単独欠損症の１男児例

粟野宏之，李 知子，八木麻理子，平井孝長，竹島泰弘，飯島一誠

●第 34 回日本造血細胞移植学会総会 大阪 2012.2.24-25

非血縁者間同種骨髄移植後に EBV 関連リンパ増殖症および血球貧食症候群を合併し致死的経

過をとった未分化大細胞性リンパ種の１例

山本暢之，平瀬敏志，松野下夏樹，森 健，矢内友子，早川 晶，竹島泰弘，飯島一誠，

松尾雅文

●第 25 回近畿小児科学会 京都 2012.3.11

トロンボポエチン受容体作動薬が有効であった難治性慢性 ITP の１歳男児例

平瀬敏志，松野下夏樹，山本暢之，忍頂寺毅史，森 健，矢内友子，早川 晶，松尾雅文，

飯島一誠

胎盤内絨毛癌により発症したと考えられた胎児母体間輸血症候群の一例

横田知之，香田 翼，松尾希世美，藤岡一路，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，森岡一朗，

横山直樹，飯島一誠

Menkes 病 3 例の臨床像の比較

八木麻理子，李 知子，粟野宏之，竹島泰弘，児玉浩子，飯島一誠
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●第 71 回日本医学放射線学会 横浜 2012.4.12-15

先天性サイトメガロウィルス症 胎児 MRI を中心に

小田麻生，北島一宏，小西淳也，岩間祐基，藤井正彦，杉村和朗，森岡一朗，飯島一誠，谷

村憲司，山田秀人

●第 49 回日本臨床分子医学会学術集会 京都 2012.4.13-14

Alu element 再配列遺伝子異常による常染色体劣性 Alport 症候群の兄妹に対するその hetero

carrier 両親からの生体腎移植

貝森淳哉，市丸直嗣，橋本総子，Fu Xuejun，橋村裕也，貝藤裕史，飯島一誠，猪阪善隆，

楽木宏実，高原史郎

●第 64 回日本産科婦人科学会学術講演会 神戸 2012.4.13-15
Renin is elevated in monochorionic diamniotic twins who have birthweight discordance but not
twin-to-twin transfusion syndrome

Morioka I, Tanimura K, Morizane M, Yamada H

CMV IgM 陽性妊婦における先天性 CMV 感染の発生予測

園山綾子，蝦名康彦，谷村憲司，森岡一朗，森實真由美，平久進也，峰松俊夫，山田秀人

周産期母児管理におけるチーム医療の充実を期した助産師教育プログラム構築の試み

山崎峰夫，陌間亮一，森田宏紀，森岡一朗，平久進也，谷村憲司，山田秀人

甲状腺機能亢進症合併妊娠の帰結と新生児甲状腺機能異常

上中美月，谷村憲司，平久進也，森岡一朗，森田宏紀，山崎峰夫，山田秀人

妊娠 29 週未満早産児の予後不良に関連する因子

谷村憲司，森岡一朗，森田宏紀，山崎峰夫，山田秀人

●第 115 回日本小児科学会学術集会 福岡 2012.4.20-22

母体に基礎疾患のない成熟児に発症した早発型ビタミン K 欠乏性出血症の 5 例

松尾希世美，森岡一朗，香田 翼，横田知之，藤岡一路，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

横山直樹，飯島一誠

蛋白尿発症機序と治療

飯島一誠

乳幼児健診での発達障害のスクリーニングを重視した問診項目の検討

下竹敦哉，北山真次，飯島一誠

幼児期における自閉性スペクトラム障害（ASDs）チェックリストの開発

石岡由紀，高田 哲

Duchenne/Becker 型筋ジストロフィー兄弟例における心機能障害の検討

李 知子，粟野宏之，八木麻理子，竹島泰弘，松尾雅文，飯島一誠

福山型筋ジストロフィーの SVA 挿入によるスプライシング異常とレスキュー

谷口(池田)真理子，小林千浩，金川 基，遊 智傑，小田哲也，久我 敦，倉橋浩樹，武田

伸一，戸田達史
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母体に基礎疾患のない成熟児に発症した早発型ビタミン K 欠乏性出血症の５例

松尾希世美，森岡一朗，香田 翼，横田知之，藤岡一路，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

横山直樹，飯島一誠

●第 54 回日本小児神経学会総会 札幌 2012.5.17-19

Duchenne 型筋ジストロフィーにおける尿プロスタグランディン D2 代謝産物の排泄の増加

中川 卓，李 知子，粟野宏之，八木麻理子，松尾雅文，竹島泰弘

家族歴に Menkes 病を認める新生児３例の臨床像の検討

八木麻理子，李 知子，粟野宏之，森岡一朗，児玉浩子，竹島泰弘

Pathogenic exon-trapping by SVA retrotransposon and rescue in Fukuyama muscular dystrophy
池田真理子，竹島泰弘，戸田達史

●第 256 回日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2012.5.26

Zellweger 症候群の 1 例

横田知之，鴨井良明，長坂美和子，香田 翼，松尾希世美，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

森岡一朗，竹島泰弘，水野慎子，牟禮岳男，吉井勝彦，下澤伸行，飯島一誠

3 歳児検尿を契機に発見された Dent 病の 1 例

松野下夏樹，橋本総子，大坪裕美，石森真吾，忍頂寺毅史，貝藤裕史，飯島一誠

乳児血管腫に対する β 遮断薬の治療経験

矢内友子，神吉直宙，加藤 威，松野下夏樹，平瀬敏志，山本暢之，江尻浩隆，久保川育子，

三輪明弘，森 健，森岡一朗，早川 晶，竹島泰弘，飯島一誠

歩行を獲得した福山型先天性筋ジストロフィーの 1 例

李 知子，楠 典子，粟野宏之，八木麻理子，前垣義弘，松尾雅文，竹島泰弘，飯島一誠

抗アクアポリン 4 抗体陽性の視神経脊髄炎関連疾患の小児例

多田慎吾，豊嶋大作，中川 卓，森貞直哉，金森章泰，竹島泰弘，高田 哲，飯島一誠

●第 26 回日本小児救急医学会学術集会 東京 2012.6.1-2

神戸こども初期急病センターを受診した血糖値異常症例の検討

森貞直哉，橋村裕也，粟野宏之，久保川育子，池田真理子，梶山瑞隆，石田明人，竹島泰弘，

飯島一誠

神戸こども初期急病センターを受診した感染性胃腸炎の重症度と性差に関する検討

池田真理子，梶山瑞隆，橋村裕也，粟野宏之，久保川育子，森貞直哉，石田明人，竹島泰弘，

飯島一誠

●第 55 回日本腎臓学会学術総会 横浜 2012.6.1-3

リツキシマブ ネフローゼ症候群への応用

飯島一誠，佐古まゆみ

小児頻回再発型ネフローゼ症候群に対する C2 投与量調節法の他施設ランダム化比較

（JSKDC03）

佐古まゆみ，飯島一誠，斉藤真梨，大橋靖雄，吉川徳茂
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日本人先天性ネフローゼ症候群における原因遺伝子検索

向山弘展，中西浩一，戸川寛子，浜 武継，島 友子，飯島一誠，吉川徳茂

Alu element再配列による常染色体劣性Alport症候群の兄弟に対するその hetero carrier両親から

の生体腎移植

貝森淳哉，市丸直嗣，橋本総子，飯島一誠，畑中雅善，大森弘基，北村温美，川田典孝，堀

尾 勝，高原史郎，楽木宏美，猪阪善隆

Gitelman 症候群と偽性 Gitelman 症候群の臨床的差異に関する検討

忍頂寺毅史，貝藤裕史，大坪裕美，橋本総子，石森真吾，橋村裕也，野津寛大，森貞直哉，

飯島一誠

2q36-q37領域における部分母親性イソダイソミーによる常染色体劣性Alport症候群の 1男性例

橋本総子，橋村裕也，大坪裕美，石森真吾，忍頂寺毅史，貝藤裕史，森貞直哉，高橋英彦，

野津寛大，飯島 一誠

●第 107 回日本小児精神神経学会 東京 2012.6.16-17

自閉症スペクトラム障害児の３歳での発達の特徴－新版 K 式発達検査 2001 の下位項目の検討

－

万代ツルエ，下竹敦哉，北山真次，飯島一誠

●第 47 回日本小児腎臓病学会学術集会 東京 2012.6.29-30

尿中落下細胞の遺伝子解析と尿細管疾患の診断の実際－salt-losing tubulopathy を例に－

貝藤裕史，野津寛大，飯島一誠

2q36-q37領域における部分母親性イソダイソミーによる常染色体劣性Alport症候群の 1男性例

橋本総子，付 学軍，橋村裕也，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，森貞直哉，高橋英彦，

野津寛大，飯島 一誠

16q12.1-q12.2 ヘテロ欠失は鰓弓耳腎(BOR)症候群の原因となる

森貞直哉，関根孝司，橋本総子，大坪裕美，付 学軍，石森真吾，忍頂寺毅史，橋村裕也，

貝藤裕史，飯島一誠

cpk マウスにおける部位特定的リン酸化 Smad3 の発現

向山弘展，中西浩一，浜 武継，戸川寛子，島 友子，宮嶋正康，高橋久英，長尾枝澄香，

飯島一誠

一過性に高度蛋白尿を呈し診断に苦慮した Thin basement membrane disease の一例

石森真吾，大坪裕美，橋本総子，忍頂寺毅史，橋村裕也，貝藤裕史，森貞直哉，野津寛大，

吉川徳茂，飯島一誠

X 染色体連鎖型 Alport 症候群男性患者の腎重症度は、腎組織の α5 染色パターンで予測可能で

ある

橋村裕也，野津寛大，貝藤裕史，橋本総子，大坪裕美，石森真吾，忍頂寺毅史，森貞直哉，

中西浩一，吉川徳茂，飯島一誠
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小児特発性ネフローゼ症候群におけるステロイド反応性と蛍光免疫染色所見との関連

忍頂寺毅史，貝藤裕史，大坪裕美，橋本総子，石森真吾，森貞直哉，吉川徳茂，飯島一誠

小児 IgA 腎症における Oxford 分類腎病理因子と腎生検時期の検討

島 友子，中西浩一，向山弘展，浜 武継，田中亮二郎，飯島一誠，吉川徳茂

●第 48 回日本周産期・新生児医学会学術集会 埼玉 2012.7.8-10

妊婦におけるサイトメガロウイルス母子感染に関する知識レベル

森岡一朗，園山綾子，平久進也，谷村憲司，飯島一誠，山田秀人

生後早期の腹部手術後に生じる低アルブミン血症は高アンバウンドビリルビン血症を引き起

こす

森岡一朗，三輪明弘，横田知之，香田 翼，松尾希世美，藤岡一路，森川 悟，柴田暁男，

大片祐一，久松千恵子，横山直樹，西島英治，山田秀人，飯島一誠

ウリナスタチンとオクトレオチドの投与が胎児水腫における全身浮腫、乳糜胸の改善に効果的

であった一例

横田知之，香田 翼，松尾希世美，藤岡一路，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，森岡一朗，

横山直樹，飯島一誠

入院時 COHb による新生児溶血性疾患予測の有用性

森沢 猛，森岡一朗，横田知之，小寺孝幸，萩原優子，西田浩輔，上村裕保，海老名俊亮，

湊川 誠，横山直樹，飯島一誠，米谷昌彦

新生児慢性肺疾患と VEGF 遺伝子多型の関連

藤岡一路，森岡一朗，香田 翼，松尾希世美，横田知之，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

横山直樹，山田秀人，飯島一誠

子宮内胎児発育遅延とレニン・アンジオテンシン系遺伝子多型の関連

藤岡一路，森岡一朗，香田 翼，松尾希世美，横田知之，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

横山直樹，山田秀人，飯島一誠

CMV IgM 陽性妊婦における先天性 CMV 感染の発生予測

園山綾子，谷村憲司，森岡一朗，森實真由美，平久進也，峰松俊夫，山田秀人

●第 13 回日本検査血液学会 大阪 2012.7.28-29

新生児電撃性紫斑病を発症した先天性プロテイン C 欠損症の一症例

岡崎葉子，中町祐司，野口依子，城尾可奈，林 伸英，柴田暁男，森岡一朗，飯島一誠，河

野誠司

●第 19 回日本ヘルペス感染症フォーラム 札幌 2012.8.24-25

先天性サイトメガロウイルス感染についての知識に関する妊婦アンケート調査および啓発活

動

谷村憲司，森岡一朗，園山綾子，平久進也，蝦名康彦，飯島一誠，山田秀人

全国産科施設を対象とした妊婦感染症スクリーニングと先天性感染の実態調査

山田秀人，平久進也，谷村憲司，蝦名康彦，園山綾子，長又哲史，森岡一朗
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●第 30 回日本小児心身医学会学術集会 名古屋 2012.9.7-9

神経性無食欲症にみられる肝機能障害とその背景について

加藤神奈，北山真次，飯島一誠

●第 34 回日本小児腎不全学会学術集会 淡路 2012.9.13-14

肉眼的血尿に伴い急性腎障害を呈した lgA 腎症の１例

石森真吾，松野下夏樹，橋本総子，忍頂寺毅史，貝藤裕史，原 重雄，吉川徳茂，飯島一誠

ロタウイルス腸炎後に急性腎不全となった遺伝性低尿酸血症の男児例

亀井宏一，岡田麻里，宮園明典，佐藤 舞，藤丸拓也，小椋雅夫，石森真吾，貝藤裕史，飯

島一誠，伊藤秀一

●第 45 回日本小児呼吸器疾患学会 旭川 2012.9.28-29

免疫性血小板減少症治療中の重症肺炎・ARDS に対し ECMO を 2 回長期導入し救命し得た幼

児例

平瀬敏志，矢内友子，久松千恵子，加納寛也，谷岡 怜，北 博志，神吉直宙，加藤 威，

松野下夏樹，山本暢之，久保川育子，粟野宏之，森 健，早川 晶，竹島泰弘，飯島一誠

●第 257 回日本小児科学会兵庫県地方会 姫路 2012.9.29

先天性筋強直性ジストロフィーの 3 例－出生後早期の消化管運動障害に対する治療戦略－

長坂美和子，香田 翼，松尾希世美，横田知之，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，森岡一朗，

飯島一誠

マイコプラズマ感染による抗グルタミン酸受容体抗体陽性急性小脳失調症の 1 男児例

森貞直哉，豊嶋大作，中川 卓，矢内友子，秋山由美，榎本美貴，近平雅嗣，高橋幸利，竹

島泰弘，高田 哲，飯島一誠

反復性腹痛発作を呈した間欠性水腎症の 1 例

松野下夏樹，橋本総子，石森真吾，忍頂寺毅史，貝藤裕史，杉多良文，竹田 雅，飯島一誠

幼少時より嘔吐発作を繰り返し、16 歳時に確定診断された全身性カルニチン欠乏症の 1 例

楠 典子，李 知子，粟野宏之，八木麻理子，小林弘典，長谷川有紀，山口清次，竹島泰弘，

飯島一誠

●第 46 回日本てんかん学会 東京 2012.10.11-12

脱力発作様の症状を呈し、てんかんとの鑑別を要した発作性運動誘発性舞踏アテトーゼの一例

豊嶋大作，中川 卓，森貞直哉，高田 哲，飯島一誠

●第 42 回日本腎臓学会東西学術集会 新潟 2012.10.13-14

COL4A4 遺伝子変異を認めた、両親いとこ婚の常染色体劣性 Alport 症候群の一例

田島蓉子，亀井大悟，宮岡統紀子，武井 卓，望月俊雄，内田啓子，橋本総子，橋村裕也，

貝藤裕史，飯島一誠，新田孝作

●第 74 回日本血液学会学術集会 東京 2012.10.19-21

当院における造血幹細胞移植後のリンパ球回復とその予後の検討

平瀬敏志，神吉直宙，加藤 威，松野下夏樹，山本暢之，久保川育子，矢内友子，早川 晶，

飯島一誠
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●日本人類遺伝学会 第 57 回大会 東京 2012.10.24-27

Duchenne/Becker 型筋ジストロフィーにおけるジストロフィン遺伝子の微小変異の割合は増加

傾向にある

李 知子，楠 典子，粟野宏之，八木麻理子，竹島泰弘，松尾雅文，飯島一誠

本邦における鰓弓耳腎（BOR）症候群の全国診療実態調査と原因遺伝子解析

森貞直哉，貝藤裕史，伊藤秀一，奥山虎之，松永達雄，関根孝司，飯島一誠

福山型筋ジストロフィーのスプライシング異常の発見とアンチセンス治療法に関する研究

池田(谷口)真理子

●第 108 回日本小児精神神経学会 神戸 2012.11.10-11

会長講演 子どものこころを科学する？

北山真次

●第 54 回日本先天代謝異常学会 岐阜 2012.11.15-17

ベザフィブラートにより骨格筋症状が改善した極長鎖アシル CoA 脱水素酵素欠損症の 1 例

八木麻理子，楠 典子，李 知子，粟野宏之，但馬 剛，小林弘典，長谷川有紀，山口清次，

竹島泰弘，飯島一誠

新規 FBN1 遺伝子変異を固定した geleophysic dysplasia の一例

李 知子，楠 典子，粟野宏之，起塚 庸，八木麻理子，濱平陽史，酒井規夫，松尾雅文，

竹島泰弘，飯島一誠

●第 57 回日本未熟児新生児学会学術集会 熊本 2012.11.25-27

UB 値での交換輸血の適応基準の再考

森岡一朗

新生児集中治療室(NICU)におけるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)保菌・感染症に関す

る全国調査

森岡一朗，高橋尚人，北島博之

先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症に対する病型に応じたバルガンシクロビル(VGCV)

療法の副作用および臨床効果に関する検討

三輪明弘，森岡一朗，長坂美和子，香田 翼，松尾希世美，横田知之，森川 悟，柴田暁男，

山田秀人，飯島一誠

脳室内出血を合併した Zellweger 症候群の一例

水野慎子，藤坂方葉，上田 剛，高野 勉，牟禮岳男，高寺明弘，吉井勝彦，横田知之，森

岡一朗，飯島一誠

未熟児網膜症の発症におけるエリスロポイエチン遺伝子多型の関与に関する検討

松尾希世美，長坂美和子，香田 翼，横田知之，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，森岡一朗，

飯島一誠

先天性サイトメガロウイルス感染症における脳室拡大の定量的評価

松尾希世美，森岡一朗，長坂美和子，香田 翼，横田知之，森川 悟，三輪明弘，柴田暁男，

山田秀人，飯島一誠
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●第 54 回日本小児血液・がん学会学術集会 横浜 2012.11.30-12.2

小児がん経験者自身のための長期フォローアップ教育指導ツールの開発

早川 晶，山口(中上)悦子，瓜生英子，南部美砂子，原田寛己，根本文佳，栗山貴久子，辻

尚子，力石 健，浅見恵子，岩井艶子，大園秀一，清谷知賀子，堀 浩樹，前田尚子，前田

美穂，石田也寸志，水谷修紀

電撃性紫斑病にて発症した先天性 Protein C 欠損症の新生児例

森 健，柴田暁男，香田 翼，三輪明弘，横田知之，森岡一朗，河野誠司，中町祐司，岡

崎葉子，加藤 威，神吉直宙，平瀬敏志，山本暢之，久保川育子，矢内友子，早川 晶，横

山直樹，飯島一誠

初診時に高Ca血症を認めた小児悪性腫瘍3例の臨床的検討

久保川育子，加藤 威，神吉直宙，平瀬敏志，山本暢之，忍頂寺毅史，森 健，矢内友子，

早川 晶，飯島一誠

神経芽腫症例における multiple real-time RT-PCR marker を用いた微小残存病変(MRD)解析

田中愛子，長谷川大一郎，Tri Budi Hartomo，山本暢之，宮田憲二，越智智史，斎藤敦郎，山

下達也，石田敏章，川崎圭一郎，松尾雅文，Thi Van Huyen Pham，大橋浩基，森 健，矢

内友子，早川 晶，竹島泰弘，小阪嘉之，飯島一誠，西尾久英，西村範行

●日本子ども虐待防止学会 第 18 回学術集会 高知 2012.12.7-8.

小規模化に伴う児童養護施設の子どもの問題行動の変容

田中 究，岩本直子，万代ツルエ，玉岡文子，松井裕介，北山真次

●第 35 回日本分子生物学学会 福岡 2012.12.11-14

SVA 型レトロトランスポゾンによる病的エクソントラッピングとアンチセンス核酸を用いた福山

型筋ジストロフィーの治療

池田（谷口）真理子


