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●第 10 回日本小児心身医学会関西地方会 大阪 2013.1.27

発達障害のスクリーニングを目的とした乳幼児健診における問診項目の検討

加藤神奈，北山真次，飯島一誠

●第 258 回日本小児科学会兵庫県地方会 尼崎 2013.2.23

先天性筋強直性ジストロフィーの慢性期呼吸障害に対する陽陰圧体外式人工呼吸器の使

用経験

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

過成長を伴わない Sotos 症候群の 1 例

原田万祐子，豊嶋大作，森貞直哉，中川 卓，竹島泰弘，高田 哲，飯島一誠

顔貌と胆汁うっ滞をきっかけとして診断に至った Alagille 症候群の 1 例

加藤 威，神吉直宙，平瀬敏志，山本暢之，久保川育子，森 健，池田真理子，矢

内友子，早川 晶，飯島一誠

●第 28 回日本環境感染学会総会 横浜 2013.3.1-2

地域で流行していたエコーウイルス 7 型の子宮内感染により発症した新生児重症呼吸不

全の 1 例

森岡一朗，八幡眞理子，李 宗子，吉田弘之，荒川創一

●第 35 回日本造血細胞移植学会総会 石川 2013.3.7-9

骨髄移植後の造血機能不全に対して同一の非血縁ドナーからの前処置なしで骨髄液再輸

注を行い、有効であった慢性活動性 EBV 感染症の一例

森 健，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，飯島一誠

●第 26 回近畿小児科学会 大阪 2013.3.24

網膜血管吻合を伴う網膜炎を合併した先天性サイトメガロウイルス感染症の新生児の 2

例

宮内寛子，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，本田 茂

●第 116 回日本小児科学会学術集会 広島 2013.4.19-21

発達障害の早期発見を目的とした乳幼児健診における問診項目の検討

加藤神奈，北山真次，飯島一誠

小児ステロイド感受性ネフローゼ症候群患者の成人期における現状と問題点

石森真吾，松野下夏樹，橋本総子，忍頂寺毅史，貝藤裕史，飯島一誠

Duchenne 型筋ジストロフィーにおける心筋障害・呼吸障害の発症時期に関わる因子の検

討

楠 典子，李 知子，粟野宏之，八木麻理子，竹島泰弘，松尾雅文，飯島一誠

乾燥臍帯で子宮内エコーウイルス 7 型感染を証明しえた新生児遷延性肺高血圧症の 1 例

森岡一朗，松本真明，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，飯島一誠
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ビタミン B12 欠乏性貧血を発症した Down 症候群の乳児例

神吉直宙，加藤 威，平瀬敏志，山本暢之，久保川育子，森 健，矢内友子，早川

晶，森岡一朗，飯島一誠

一過性骨髄異常増殖症への化学療法後に後天性 CMV 感染を発症した 21 トリソミーの一

例

山名啓司，藤村順也，多田慎吾，萩原優子，中川温子，沖田 空，湊川 誠，森沢 猛，

米谷昌彦，森岡一朗

●第 56 回日本腎臓学会学術総会 東京 2013.5.10-12

小児期発症難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ他施設共同二重盲検プラセボ

対照ランダム化比較試験

飯島一誠，佐古まゆみ，大橋靖雄

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，松野下夏樹，石森真吾，吉川徳茂，飯島一誠

●第 65 回日本産科婦人科学会学術講演会 札幌 2013.5.10-12

先天性サイトメガロウイルス感染症に対するバルガンシクロビル療法の効果と副作用

森岡一朗，谷村憲司，平久進也，園山綾子，蝦名康彦，山田秀人

母子感染に関する妊婦の知識調査

足立陽子，園山綾子，平久進也，谷村憲司，蝦名康彦，森岡一朗，山田秀人

免疫グロブリンを用いた先天性サイトメガロウイルス感染に対する胎児感染予防と治療

谷村憲司，森岡一朗，園山綾子，平久進也，蛯名康彦，森實真由美，山田秀人

母体血サイトメガロウイルス lgG avidity 測定による先天性感染の発生予知

森上聡子，蝦名康彦，平久進也，谷村憲司，森岡一朗，園山綾子，峰松俊夫，山田秀

人

全国妊婦健診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

平久進也，谷村憲司，園山綾子，上中美月，長又哲史，山下 萌，篠崎奈々絵，松岡

正造，蝦名康彦，森岡一朗，山田秀人

効果的な妊婦 CMV スクリーニング法の確立を目指して

長又哲史，蝦名康彦，平久進也，谷村憲司，森岡一朗，園山綾子，峰松俊夫，山田秀

人

●第 259 回日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2013.5.25

新生児低血糖脳症の 1 例

香田 翼，黒川大輔，長坂美和子，松尾希世美，横田知之，三輪明弘，柴田暁男，森

岡一朗，飯島一誠

発作性寒冷血色素尿症の 1 例

荒木恒太，西田浩輔，正木直子，中津久美，木藤嘉彦，大橋玉基

長期の寛解維持後に突然再発を繰り返したステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1 例

神吉直宙，松野下夏樹，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，野津寛大，飯島一誠
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頭囲拡大と言葉の遅れが受診の契機となった Hunter 症候群の 1 例

李 知子，楠 典子，八木麻理子，常石秀市，竹島泰弘，飯島一誠

ATR-16(α-Thalassemia Mental Retardation associated with Chromosome 16)の 1 例

池田真理子，森貞直哉，井元万里子，安井直子，久我 敦，古和久明，稲垣秀人，倉

橋浩樹，竹島泰弘，戸田達史，飯島一誠

●第 55 回日本小児神経学会学術集会 大分 2013.5.30-6.1

Duchenne 型筋ジストロフィーにおける血清 AST・ALT・クレアチニン値の検討

楠 典子，李 知子，粟野宏之，八木麻理子，竹島泰弘，松尾雅文，飯島一誠

Duchenne 型筋ジストロフィーの新たな治療法の開発

竹島泰弘

視神経脊髄炎関連疾患の一女児例

中川 卓，豊嶋大作，森貞直哉，高橋利幸，竹島泰弘，高田 哲，飯島一誠

Duchenne/Becker 型筋ジストロフィー168 例における母親の保因者頻度の検討

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

オプソクローヌス・ミオクローヌス症候群に対してリツキシマブが有効であった一例

豊嶋大作，森貞直哉，中川 卓，高見勇一，竹島泰弘，高田 哲，飯島一誠

●第 54 回日本臨床ウイルス学会 倉敷 2013.6.8-9

経胎盤感染により新生児遷延性肺高血圧症を発症した新生児から検出されたエコーウイ

ルス 7 型の遺伝子解析

榎本美貴，高井伝仕，押部智宏，近平雅嗣，森岡一朗

●第 27 回日本小児救急医学会学術集会 沖縄 2013.6.14-15

神戸こども初期急病センターを 24 時間以内に再受診した症例の検討

竹島泰弘，石森真吾，久保川育子，中川 卓，池田真理子，森貞直哉，石橋和人，梶

山瑞隆，石田明人，飯島一誠

神戸こども初期急病センター開設後 2 年間における生後 3 ヶ月未満の受診患者に関する

検討

久保川育子，石森真吾，中川 卓，森貞直哉，池田真理子，石橋和人，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における診療情報提供患者の紹介後の診療状況についての

検討

石橋和人，石田明人，梶山瑞隆，西 久代，片山以登，児玉真美，植松女久美，安井

美佳，尾崎美恵，竹島泰弘，森貞直哉，池田真理子，中川 卓，久保川育子，石森真吾

当施設で 2 年間に搬送した腸重積症の 32 例の検討

梶山瑞隆，石田明人，石橋和人，西 久代，片山以登，児玉真美，植松女久美，安井

美佳，尾崎美恵，竹島泰弘，森貞直哉，池田真理子，中川 卓，久保川育子，石森真吾

哺乳不良・体重増加不良にて発症し著明な高カルシウム血症を呈した悪性腎腫瘍の 1 乳
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児例

久保川育子，加藤 威，平瀬敏志，山本暢之，石森真吾，忍頂寺毅史，中川 卓，森

貞直哉，池田真理子，森 健，矢内友子，早川 晶，竹島泰弘，飯島一誠

小児一次急病センターを受診した無熱性けいれんおよびその疑い症例の検討

森貞直哉，豊嶋大作，中川 卓，石森真吾，久保川育子，池田真理子，石橋和人，梶

山瑞隆，石田明人，竹島泰弘，飯島一誠

積極的治療にて救命し長期間寛解を維持している頭蓋内出血合併急性前骨髄球性白血病

の 1 例

矢内友子，加藤 威，平瀬敏志，山本暢之，久保川育子，森 健，早川 晶，竹島

泰弘，飯島一誠

●第 109 回日本小児精神神経学会 大宮 2013.6.28-29

極低出生体重児と自閉症スペクトラム障害児の発達特徴の比較―新版Ｋ式発達検査の下

位項目による検討―

万代ツルエ，加藤神奈，森岡一朗，北山真次，飯島一誠

●第 48 回日本小児腎臓病学会学術集会 徳島 2013.6.28-29

遺伝性腎疾患の最近の知見

飯島一誠

ステロイド感受性ネフローゼ症候群におけるシクロスポリン投与の現状と問題点

忍頂寺毅史，貝藤裕史，石森真吾，松野下夏樹，吉川徳茂，飯島一誠

常染色体優性多発性嚢胞腎(ADPKD)の間質線維化における上皮間葉系形質転換（ＥＭＴ）

の関与に関する研究

野津寛大，Williams Sweeney，Emma Schwasingar，Nicholas Kampa，飯島一誠，

Ellis Avner

ネフローゼ症候群を呈した X 染色体連鎖型 Alport 症候群の 2 例

松野下夏樹，貝藤裕史，石森真吾，忍頂寺毅史，野津寛大，吉川徳茂，飯島一誠

●第 22 回日本小児泌尿器科学会総会 東京 2013.7.10-12

CAKUT の分子遺伝学的アプローチ

飯島一誠

●第 49 回日本周産期・新生児医学会学術集会 横浜 2013.7.14-16

早期新生児期に高アンバウンドビリルビン血症を発症した特発性黄疸と UGT1A1 遺伝子

多型の関連

横田知之，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，飯島一誠

早期新生児期の特発性黄疸の発症と HO-1 遺伝子多型の関連

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

山義規，森岡一朗，飯島一誠

日齢 20 に高アンバウンドビリルビン血症を呈し核黄疸を発症した超早産児の 1 例

森岡一朗，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
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田暁男，中村 肇，飯島一誠

MRSA アウトブレイク時における水平伝播の危険因子の後方視的検討による有効対策の

推定

森岡一朗，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，山田秀人，飯島一誠

効果的な妊婦 CMV スクリーニング法の確立を目指して

平久進也，蛯名康彦，長又哲史，園山綾子，谷村憲司，森岡一朗，峰松俊夫，山田秀

人

新生児期に内臓逆位と呼吸障害を認め原発性線毛機能不全症の診断に至った一男児例

正木直子，大橋玉基，三輪明弘，柴田暁男，森岡一朗，飯島一誠

●第 31 回日本小児心身医学会学術集会 米子 2013.9.13-15

小児期における摂食障害患者の細分類の検討

加藤 威，加藤神奈，北山真次，飯島一誠

震災 2 年後以降の子どものこころとからだ

北山真次

●第 260 回日本小児科学会兵庫県地方会 姫路 2013.9.28

MLPA 法で遺伝子診断できた Rett 症候群の 1 例

中川 卓，付 学軍，加藤神奈，豊嶋大作，森貞直哉，竹島泰弘，高田 哲，飯島一

誠

発症後 20 年以上を経て再熱した紫斑病性腎炎の 1 例

神吉直宙，松野下夏樹，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，野津寛大，西井由佳，北

林千津子，飯島一誠

毛髪鼻指症候群Ⅰ型の 1 女児例

森貞直哉，池田真理子，早川 晶，竹島泰弘，飯島一誠

新生児タンデムマススクリーニングを契機に当院を受診した症例の検討

楠 典子，李 知子，八木麻理子，佐藤 亨，小林弘典，長谷川有紀，山口清次，竹

島泰弘，飯島一誠

●第 47 回日本小児内分泌学会学術集会 東京 2013.10.10-12

身長増加率低下と多飲多尿にて発症したリンパ球性漏斗下垂体後葉炎の 13 歳女児例

楠 典子，李 知子，粟野宏之，八木麻理子，竹島泰弘，飯島一誠

●第 75 回日本血液学会学術集会 札幌 2013.10.11-13
Cytokine changes in a juvenile case with rapidly progressive multicentric Castleman disease.

Ikuko Kubokawa, Tomoko Yanai, Kousuke Nishida, Satoshi Hirase, Nobuyuki Yamamoto,
Daisaku Toyoshima, Taku Nakagawa, Takeshi Mori, Naoya Morisada, Akira Hayakawa, Yasuhiro
Takeshima, Chieko Hisamatsu, Yoshihiko Yano, Tatsuya Nishii, Keisuke Nishimura, Gouichi
Kageyama, Keiichirou Uehara, Yoshitake Hayashi, Tomoo Ito, Taizo Wada, Akihiro Yachie,
Kazumoto Iijima.

●第 56 回日本臨床検査医学会近畿支部総会 福井 2013.10.19-20
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新生児電撃性紫斑病を発症した複合ヘテロ接合体プロテイン C 欠損症の一症例

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

司

●第 35 回日本小児腎不全学会学術集会 福島 2013.10.24-25

腹膜透析中に急性虫垂炎を発症した 3 歳女児例

神吉直宙，貝藤裕史，松野下夏樹，忍頂寺毅史，大坪裕美，野津寛大，久松千恵子，

飯島一誠

●第 45 回日本小児感染症学会総会・学術集会 札幌 2013.10.26-27

母子感染～新生児科医が為すべきこと～

森岡一朗

生後 4 か月時に急速な頭囲拡大で発見された先天性サイトメガロウイルス感染症の 1 症

例

橋村裕也，西田明弘，山中 巧，原田敦子，林 振作，山崎麻美，森岡一朗，南 宏

尚

NK 細胞の標的細胞認識に関わる遺伝子多型と先天性 CMV 感染症の相関

谷口留美，古谷野伸，錫谷達夫，五石圭司，伊藤裕司，森岡一朗，中村浩幸，山田秀

人，岡 明，井上直樹

●第 17 回日本摂食障害学会 神戸 2013.11.2-3

ワークショップ「こどもの摂食障害 - 経管栄養か中心静脈栄養か - 」

北山真次

●第 110 回日本小児精神神経学会 名古屋 2013.11.8-9

DSM-5 と従来の基準による小児期における摂食障害患者の細分類の比較

加藤 威，加藤神奈，北山真次，飯島一誠

●日本人類遺伝学会第 58 回大会 仙台 2013.11.20-23

総排泄腔遺残をともなった 1q21.1 欠失症候群の 1 女児例

森貞直哉，野田俊輔，降簱めぐみ，池田真理子，竹島泰弘，飯島一誠

ジストロフィン遺伝子スプライシングコンセンサス配列内変異によるスプライシング型

の変化に関わる因子の検討

李 知子，楠 典子，八木麻理子，竹島泰弘，松尾雅文，飯島一誠

●第 55 回日本小児血液・がん学会学術集会 福岡 2013.11.29-12.1

メソトレキセート大量療法後の急性腎不全に対し血液浄化療法を施行した若年成人急性

リンパ性白血病の１例

久保川育子，西田浩輔，平瀬敏志，山本暢之，加藤 威，森 健，早川 晶，西 慎

一，飯島一誠

初診時に血管腫と鑑別を要した右下腿原発乳児線維肉腫の新生児例

久保川育子，西田浩輔，平瀬敏志，山本暢之，森 健，早川 晶，江尻浩隆，西井

達矢，藤原周一，大西康央，原 仁美，河本旭哉，秋末敏宏，大谷恭子，酒井康裕，原 重

雄，廣瀬隆則，伊藤智雄，大喜多肇，飯島一誠
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●第 58 回日本未熟児新生児学会学術集会 石川 2013.11.30-12.2

先天性サイトメガロウイルス（CMV）感染症の診断における CMV 感染関連血液検査値

に関する検討

森岡一朗，黒川大輔，藤田花織，長坂美和子，香田 翼，松尾希世美，横田知之，柴

田暁男，山田秀人，飯島一誠

出生後の血中遊離脂肪酸の変化とそのアンバウンドビリルビンへの影響

香田 翼，藤田花織，黒川大輔，長坂美和子，松尾希世美，横田知之，柴田暁男，中

村 肇，森岡一朗，飯島一誠

測定部位の違いによる経皮ビリルビン濃度測定の精度と正確性に関する検討

黒川大輔，藤田花織，長坂美和子，香田 翼，松尾希世美，横田知之，柴田暁男，永

井正志，森沢 猛，米谷昌彦，中村 肇，森岡一朗，飯島一誠

慢性期に高ビリルビン血症の発症に差があった一絨毛膜二羊膜性双胎の早産児の１例

八木佑加子，藤田花織，黒川大輔，長坂美和子，香田 翼，松尾希世美，横田知之，

柴田暁男，中村 肇，森岡一朗，飯島一誠

光線療法の機器の違いが血清アンバウンドビリルビン(UB)値に与える効果についての検

討

森沢 猛，徳元翔一，永井正志，大西昭雄，稲熊洸太郎，鴨井良明，山名啓司，関 万

里，森川 悟，森岡一朗，米谷昌彦

新生児高アンバウンドビリルビン血症に対するアルブミン製剤の有効性の検討

徳元翔一，永井正志，稲熊洸太郎，大西昭雄，鴨井良明，山名啓司，関 万里，森川

悟，森沢 猛，森岡一朗，米谷昌彦


