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●第 11 回日本小児心身医学会関西地方会 京都 2014.1.26

乳幼児健診時の問診票の回答による行動面の気がかりと養育者の育児感情・環境につい

ての検討

加藤 威，北山真次，飯島一誠

●第 32 回周産期学シンポジウム 福岡 2014.2.7-8

Late preterm 児の 3 歳時低身長の発生頻度：神戸市における population-based 研究

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

田暁男，山田秀人，白井千香，伊地智昭浩，伊藤善也，飯島一誠

●第 29 回日本環境感染学会総会・学術集会 東京 2014.2.14-15

NICU における MRSA 保菌状況と対策の推移

森岡一朗，高橋尚人，北島博之

NICU における新生児細菌感染症の推移

北島博之，大城 誠，森岡一朗

●第 261 回日本小児科学会兵庫県地方会 西宮 2014.2.15

再発直後に肺炎球菌による敗血症を合併したネフローゼ症候群の一例

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

●第 27 回近畿小児科学会 奈良 2014.3.9

重症乳児型先天性ミオパチーの 4 例

李 知子，楠 典子，八木麻理子，竹島泰弘，伊東恭子，西野一三，松尾雅文

葉状魚鱗癬の 1 女児例

吉野紗絵子，藤田花織，黒川大輔，長坂美和子，香田 翼，横田知之，柴田暁男，森

岡一朗，飯島一誠

●第 37 回日本小児遺伝学会学術集会 名古屋 2014.4.10

福山型先天性筋ジストロフィーのアンチセンス治療における至適薬剤の選択

池田真理子，小林千浩，佐藤洋平，若山達志，増田博文，竹島泰弘，飯島一誠，戸田

達史

●第 117 回日本小児科学会学術集会 名古屋 2014.4.11-13

SGA を伴う late-preterm 児の 3 歳時低身長発生における出生身長の影響

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

田暁男，伊藤善也，飯島一誠

神戸市における Late-preterm 児の 3 歳時低身長の発生頻度

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

田暁男，伊藤善也，飯島一誠

神戸市における成長ホルモン治療の適応と想定される SGA 性低身長症の発生頻度

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

田暁男，伊藤善也，飯島一誠

シクロスポリン投与下に再発をきたしたステロイド感受性ネフローゼ症候群の長期予後

忍頂寺毅史，貝藤裕史，神吉直宙，松野下夏樹，大坪裕美，野津寛大，中西浩一，吉
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川徳茂，飯島一誠

乳幼児健診時の問診票の回答に基づく発達と養育者の育児感情・養育環境との関連

加藤 威，北山真次，飯島一誠

福山型先天性筋ジストロフィーにおける血清中 miRNA の発現解析

池田真理子，小林千浩，李 知子，竹島泰弘，飯島一誠，戸田達史

●第 66 回日本産科婦人科学会学術講演会 東京 2014.4.18-20

先天性サイトメガロウイルス（CMV）感染の診断における新生児血中 CMV-IgM、アン

チゲネミア、CMV-DNA の意義

森岡一朗，平久進也，出口雅士，蝦名康彦，山田秀人

近年日本における母子感染の実態

平久進也，森岡一朗，蝦名康彦，長又哲史，園山綾子，谷村憲司，出口雅士，山田秀

人

急速な IgG Avidity index 上昇はサイトメガロウイルス先天性感染の発生予知因子である

市橋さなえ，蝦名康彦，平久進也，出口雅士，森岡一朗，谷村憲司，峰松俊夫，山田

秀人

抗リン脂質抗体症候群母体から出生した児に胃破裂を発症した１例

山下 萌，出口雅士，森田宏紀，松岡正造，平久進也，篠崎奈々絵，小嶋伸恵，中島

由貴，伊勢由香里，石原あゆみ，森岡一朗，山田秀人

The IgG avidity value for the prediction of congenital cytomegalovirus infection in a prospective
cohort study.

Nagamata S, Ebina Y, Minematsu T, Sonoyama A, Morioka I, Tairaku S, Tanimura K, Morizane
M, Deguchi M, Yamada H.

IgG avidity と PCR 法を用いたサイトメガロウイルス妊婦スクリーニング

笹川勇樹，蝦名康彦，長又哲史，園山綾子，伊勢由香里，森岡一朗，平久進也，谷村

憲司，出口雅士，峰松俊夫，山田秀人

●第 51 回日本小児外科学会学術集会 大阪 2014.5.8-10

双孔式ストマ造設を施行した新生児消化管穿孔例に対する術後ストマ肛門側腸管への自

己便注入の効果

會田洋輔，久松千恵子，安福正男，前田貢作，柴田暁男，森岡一朗，飯島一誠，西島

栄治

●第 262 回日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2014.5.24

バルガンシクロビルにより呼吸障害が改善した症候性先天性サイトメガロウイルス感染

症の１例

西田浩輔，森岡一朗，久保川育子，森 健，早川 晶，大山正平，親里嘉展，飯島

一誠

学校検尿で発見され、緩徐な経過を辿った特発性ネフローゼ症候群の１例

南川将吾，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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●第 56 回日本小児神経学会学術集会 浜松 2014.5.29-31

てんかんを合併した結節性硬化症（5 例）に対するエベロリムスの効果

豊嶋大作，森貞直哉，中川 卓，足立昌夫，竹島泰弘，高田 哲，飯島一誠

福山型先天性筋ジストロフィーのアンチセンス治療における至適薬剤の選択

池田真理子，小林千浩，佐藤洋平，若山達志，増田博文，竹島泰弘，飯島一誠，戸田

達史

●第 49 回日本小児腎臓病学会学術集会 秋田 2014.6.5-7

アルポート症候群―重症・軽症を規定する因子に関する再考―

野津寛大

本邦における CAKUT 包括的原因遺伝子解析

森貞直哉

フィブロネクチン腎症（FN）における FN１遺伝子変異の同定およびその機能解析に関

する研究

大坪裕美，岡田太郎，梶本武利，野津寛大，神吉直宙，松野下夏樹，忍頂寺毅史，貝

藤裕史，中村俊一，飯島一誠

微少蛋白尿を呈する小児 IｇA 腎症の長期予後

比嘉明日美，島 友子，浜 武継，佐藤 匡，向山弘展，戸川寛子，田中亮二郎，貝

藤裕史，野津寛大，飯島一誠，中西浩一，吉川徳茂

遺伝性塩類喪失性尿細管機能異常症とその偽性症例の臨床的差異に関する検討

松野下夏樹，野津寛大，神吉直宙，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，飯島一誠

ｃｐｋマウス ARPKD モデルにおける病的 Smad３リン酸化

浜 武継，中西浩一，向山弘展，戸川寛子，佐藤 匡，島 友子，宮嶋正康，野津寛

大，高橋久英，長尾枝澄香，飯島一誠，吉川徳茂

初診時高血圧を呈さず特発性ネフローゼ症候群との鑑別を要した腎血管性高血圧の１例

神吉直宙，忍頂寺毅史，松野下夏樹，大坪裕美，貝藤裕史，野津寛大，飯島一誠

低カリウム血性横紋筋融解症を合併した Gitelman 症候群の男児例

宮本 学，福田啓伸，大和田葉子，鈴木綾乃，加藤正也，佐藤雄也，福島啓太郎，野

津寛大，飯島一誠，有阪 治

ACE 阻害剤の投与により急性腎障害を認めた Bartter 症候群３型の１例

鈴木慎二，長尾竜兵，赤羽麻衣，千代反田雅子，三浦太郎，熊田 篤，柏木保代，河

島尚志，野津寛大，飯島一誠

●第 28 回日本小児救急医学会学術集会 横浜 2014.6.6-7

一次急病センターでの有熱性尿路感染症の初期症状と検尿所見についての検討

森貞直哉，久保川育子，中川 卓，忍頂寺毅史，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

●第 111 回日本小児精神神経学会 東京 2014.6.13-14
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粗大運動・微細運動発達に遅れのある極低出生体重児は自閉症スペクトラム障害の特徴

を有するか？

万代ツルエ，藤田花織，長坂美和子，加藤 威，森岡一朗，北山真次，飯島一誠

●第 57 回日本腎臓学会学術総会 横浜 2014.7.4-6

フィブロネクチン腎症における FN1 遺伝子変異の同定およびその機能解析に関する研究

大坪裕美，野津寛大，神吉直宙，松野下夏樹，忍頂寺毅史，貝藤裕史，飯島一誠

Bartter および Gitelman 症候群に関する全国疫学調査

貝藤裕史，野津寛大，森貞直哉，飯島一誠

遺伝性塩類喪失性尿細管機能異常症とその偽性症例の臨床的差異に関する検討

松野下夏樹，野津寛大，神吉直宙，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，飯島一誠

本邦における CAKUT 包括的原因遺伝子解析システムの構築

森貞直哉，庄野朱美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，野津寛大，亀井宏一，伊藤秀一，田中

亮二郎，飯島一誠

●第 50 回日本周産期・新生児医学会学術集会 千葉 2014.7.13-15

早産児の遷延性黄疸に対する治療と核黄疸発生の頻度

森岡一朗，香田 翼，横田知之，中村 肇，米谷昌彦

我が国の超早産児に対する黄疸管理の現状

森岡一朗，香田 翼，横田知之，中村 肇，米谷昌彦

在胎週数の違いによるビリルビン-アルブミンモル比と血清 UB 値との関係

香田 翼，藤田花織，黒川大輔，長坂美和子，横田知之，柴田暁男，森沢 猛，米谷

昌彦，飯島一誠，中村 肇，森岡一朗

経時的な経皮ビリルビン濃度測定が極低出生体重児の急性期離脱後溶血性黄疸の検出に

有用であった一例

長坂美和子，藤田花織，黒川大輔，香田 翼，横田知之，柴田暁男，森岡一朗，飯島

一誠

極低出生体重児の経皮ビリルビン濃度測定器を用いた黄疸スクリーニング

黒川大輔，香田 翼，横田知之，永井正志，森沢 猛，米谷昌彦，片山義規，坂井仁

美，五百蔵智明，飯島一誠，中村 肇，森岡一朗

胎盤トキソプラズマ感染を認めた 2 例

出口雅士，松岡正造，白川得朗，小嶋伸恵，平久進也，篠崎奈々絵，鈴木嘉穂，谷村

憲司，森岡一朗，山田秀人

近年日本における母子感染の実態

平久進也，森岡一朗，蝦名康彦，園山綾子，谷村憲司，出口雅士，山田秀人

産科早期退院の課題：新生児黄疸管理について考える：米国の現状

藤岡一路，森岡一朗



～国内学会 2014 年度～

Department of Pediatrics, Kobe University Graduate School of Medicine

●第 15 回日本検査血液学会学術集会 仙台 2014.7.20-21

極低出生体重児の急激な溶血発作の発症時にハインツ小体を認めた 1 症例

菊間知恵，森岡一朗，城尾可奈，東口佳苗，小林曜子，山下智江，松本久幸，中町祐

司，河野誠司

●第 32 回日本小児心身医学会学術集会 大阪 2014.9.12-14

小児の摂食障害患者のきょうだいについての検討

加藤 威，北山真次，飯島一誠

●第 263 回日本小児科学会兵庫県地方会 姫路 2014.9.27

トピラマート開始後著明な尿細管性アシドーシスと低身長の増悪を認めた一例

南川将吾，神吉直宙，松野下夏樹，李 知子，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝藤裕史，野

津寛大，八木麻理子，竹島泰弘，飯島一誠

●第 48 回日本てんかん学会学術集会 東京 2014.10.2-3

てんかん発作にビタミン B6 製剤が著効した先天性 GPI 欠損症の一男児例

中川 卓，西山将広，豊嶋大作，森貞直哉，池田（谷口）真理子，岡本伸彦，村上良

子，高田 哲，飯島一誠

●第 44 回日本腎臓学会西部学術大会 神戸 2014.10.3-4

ワークショップ２ ネフローゼ症候群を呈する疾患の最新の診断・治療

治療トピックス 抗 CD20 抗体治療の現状

飯島一誠，佐古まゆみ

●第 131 回近畿産科婦人科学会学術集会 大阪 2014.10.26

症候性先天性サイトメガロウイルス感染に対する免疫グロブリンを用いた胎児治療

上中美月，谷村憲司，鷲尾佳一，平久進也，篠崎奈々絵，森實真由美，出口雅士，蝦

名康彦，森岡一朗，山田秀人

●第 36 回日本小児腎不全学会学術集会 松江 2014.10.30-31

ステロイド及びシクロスポリンで完全寛解に至った巣状分節性糸球体硬化症 collapsing

variant の１例

南川将吾，忍頂寺毅史，神吉直宙，松野下夏樹，大坪裕美，貝藤裕史，原 重雄，野

津寛大，飯島一誠

ランチョンセミナー

難治性ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ治療の開発と適正使用

飯島一誠

●第 76 回日本血液学会学術集会 大阪 2014.10.31-11.2
Clonal expansion of an inv(11)(q21q23) in the absence of leukemia.

Ochi S, Hasegawa D, Ishida T, Mori T, Nino N, Takafuji S, Miyata K, Saito A, Kozaki A,
Kawasaki K, Kosaka Y.

Prognostic impact of absolute lymphocyte counts at the end of induction in pediatric non-T cell
ALL.

Hirase S, Hasegawa D, Yanai T, Saitou A, Kouzaki A, Ishida T, Kawasaki K, Yamamoto N,
Kubokawa I, Mori T, Hayakawa A, Iijima K, Kosaka Y.
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●第 112 回日本小児精神神経学会 秋田 2014.11.8-9

注意欠如・多動症児におけるストループ課題の有用性について

万代ツルエ，Cempaka Thursina，北山真次，飯島一誠

選択的セロトニン再取り込み阻害薬を用いた遺糞症の一例

上田陽子，北山真次

ミニシンポジウム「子どもを支える精神療法・心理療法」

かぜ診療における“精神療法”

北山真次

●第 59 回日本未熟児新生児学会・学術集会 愛媛 2014.11.10-12

早産児核黄疸の予防のためのアンバウンドビリルビン測定の重要性

森岡一朗

極低出生体重児における B 型肝炎ワクチン接種後の抗体獲得率

森岡一朗，堀越裕歩，北島博之

超低出生体重児における経皮ビリルビン濃度の正確性に関する検討

黒川大輔，香田 翼，永井正志，横田知之，森沢 猛，米谷昌彦，片山義規，坂井仁

美，五百蔵智明，飯島一誠，中村 肇，森岡一朗

発光ダイオードによる光線療法の治療効果：matched case-control 研究

山名啓司，香田 翼，藤田花織，西田浩輔，黒川大輔，長坂美和子，岩谷壮太，飯島

一誠，森岡一朗

Small-for-gestational age 児の身長のキャッチアップ率：神戸市の population-based 縦

断研究

藤田花織，西田浩輔，黒川大輔，長坂美和子，山名啓司，香田 翼，岩谷壮太，飯島

一誠，森岡一朗

●第 57 回日本甲状腺学会 大阪 2014.11.13-15

バセドウ病合併妊娠における産科異常と新生児甲状腺機能異常発症の危険因子の検討

上中美月，谷村憲司，平久進也，篠崎奈々絵，森實真由美，出口雅士，蝦名康彦，森

岡一朗，山田秀人

●第 59 回日本人類遺伝学会 東京 2014.11.19-22

染色体構造異常による syndromic CAKUT の原因遺伝子についての検討

森貞直哉，野津寛大，亀井宏一，伊藤秀一，田中亮二郎，石川智朗，足立昌夫，野田

俊輔，石黒利佳，関根孝司，小崎健次郎，飯島一誠

福山型先天性筋ジストロフィーのアンチセンス治療における至適薬剤の選択

池田真理子，小林千浩，佐藤洋平，若山達志，増田博文，竹島泰弘，飯島一誠，戸田

達史

●第 61 回日本臨床検査医学会学術集会 福岡 2014.11.22-25

新生児における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

北秋翔子，佐藤伊都子，林 伸英，三枝 淳，中村 肇，飯島一誠，森岡一朗，河野

誠司



～国内学会 2014 年度～

Department of Pediatrics, Kobe University Graduate School of Medicine

●第 56 回日本小児血液・がん学会学術総会 岡山 2014.11.28-30

化学療法中に虫垂炎を発症した小児悪性腫瘍症例の検討

山本暢之，山村智彦，平瀬敏志，久保川育子，森 健，早川 晶，西村範行，會田

洋輔，久松千恵子，前田貢作，飯島一誠


