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●第 33 回周産期学シンポジウム 浜松 2015.1.23-24 
シンポジウム「周産期の炎症と感染〜長期予後改善を目指して〜」 先天性サイトメガ

ロウイルス感染の効果的な周産期管理法の確立を目指して 
森岡一朗 

 
●第 12 回日本小児心身医学会関西地方会 神戸 2015.1.25 

父親との関係を背景に発症した機能的嚥下障害の男児の 1 例 
加藤 威，橋本七月，万代ツルエ，北山真次，飯島一誠 

  
WISC-Ⅲと WISC-Ⅳとの比較・検討 
橋本七月，万代ツルエ，松本いずみ，加藤 威，北山真次，飯島一誠 

  
慢性機能性便秘症の入院症例の検討 
上田陽子，北山真次 
 

●第 264 回日本小児科学会兵庫県地方会 尼崎 2015.2.14 
胆汁性嘔吐と血便で発症した新生児消化管アレルギーの１例 
大庭慎平，久松千恵子，山名啓司，長坂美和子，香田 翼，森岡一朗，飯島一誠，西

島栄治，前田貢作 
 
学校検尿を契機に診断された Oligomeganephronia の 2 例 
山村智彦，神吉直宙，松野下夏樹，大坪裕美，忍頂寺毅史，野津寛大，飯島一誠 

 
CGH array で欠失遺伝子が明らかになった Smith-Magenis 症候群の一例 

鈴木愛瑠，池田真理子，永井貞之，田坂佳資，川崎 悠，堀 雅之，岩田あや，仁紙

宏之，松原康策，深谷 隆，森岡一朗，飯島一誠 
 
次世代シークエンサーによりモザイク型変異が検出されたデュシェンヌ型筋ジストロ 

フィーの一家系 
池田真理子，竹島泰弘，李 知子，森岡一朗，戸田達史，飯島一誠 

 
●第 37 回日本造血細胞移植学会総会 神戸 2015.3.5-7 

小児領域における移植後リンパ増殖性疾患の後方視的検討（一元化データを用いた検討） 
上山潤一，小林良二，井上雅美，菊田 敦，後藤裕明，坂巻 壽，澤田明久，加藤剛

二，大隅朋生，古賀友紀，三井哲夫，角南勝介，深野玲司，関水匡大，大木健太郎，森  健，

森 鉄也，田中文子，鈴木律朗，熱田由子 
 
●第 14 回日本再生医療学会 横浜 2015.3.19-21 
臍帯組織由来の多能性幹細胞 Muse 細胞の探索と多能性の解析 

串田良祐，若尾昌平，明石英雄，西村範行，岩谷壮太，香田 翼，森岡一朗，溝渕雅

巳，飯島一誠，出澤真理 
 
●第 67 回日本産科婦人科学会学術講演会 横浜 2015.4.9-12 

症候性先天性サイトメガロウイルス感染児の聴性脳幹反応に対する抗ウイルス薬治療の

効果 
森岡一朗，西田浩輔，出口雅士，谷村憲司，平久進也，蝦名康彦，山田秀人 

 

全新生児を対象とした尿サイトメガロウイルススクリーニングの臨床的有用性 
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西田浩輔，森岡一朗，出口雅士，谷村憲司，平久進也，蝦名康彦，船越 徹，大橋正

伸，山田秀人 
 

A rapid increase of serum IgG avidity index in women with a congenital cytomegalovirus 
infection. 

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

 
先天性トキソプラズマ感染の出生前予測に有用なトキソプラズマ IgG avidity index 

cut-off 値 
谷村憲司，西川 鑑，平久進也，出口雅士，蝦名康彦，森岡一朗，山田秀人 
 

サイトメガロウイルス IgM 陽性妊婦における先天性感染発生の予知因子 
平久進也，蝦名康彦，森岡一朗，荒井貴子，園山綾子，谷村憲司，出口雅士，峰松俊

夫，山田秀人 
 

免疫グロブリンを用いたサイトメガロウイルス胎児感染予防と胎児治療 
上中美月，谷村憲司，金子めぐみ，鷲尾佳一，出口可奈，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 
 

抗 SS-A 抗体陽性妊婦の胎児大動脈-上大静脈房室伝導時間スクリーニングと先天性完全

房室ブロックの発生予防 
荒井貴子，平久進也，谷村憲司，金子めぐみ，篠崎奈々絵，出口雅士，森岡一朗，山

田秀人 
 

切迫早産入院管理の結果、妊娠 29 週未満で早産となった児の予後解析 
宇治田直也，谷村憲司，平久進也，篠崎奈々絵，出口雅士，森岡一朗，山田秀人 

 
●第 118 回日本小児科学会学術集会 大阪 2015.4.17-19 

Small for gestational age 児における Body mass index の在胎週数別縦断的調査研究 
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 
 
持続的血液透析にて救命し得たカルバミルリン酸合成酵素欠損症の一例 
李 知子，森 直子，田中靖彦，黒川大輔，柴田暁男，森岡一朗，小林弘典，山口清

次，飯島一誠，竹島泰弘 
 
1 歳 6 か月児健診時の言語発達と 3 歳児健診時の発達との関連 
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のアンチセンス治療における至適薬剤 の選択（高得点演

題） 
池田真理子，佐藤洋平，岩山達志，増田博文，小林千浩，森岡一朗，飯島一誠，戸田

達史 
 
総合シンポジウム「大災害とこどもたち：支援と復興、東日本大震災から４年、阪神淡

路大震災から２０年」 
阪神・淡路大震災に遭遇した子どもたちのこころの変化 
北山真次 
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●第 32 回日本産婦人科感染症学会学術講演会 宇都宮 2015.5.23 
新生児尿スクリーニングと抗ウイルス薬治療導入後の症候性先天性サイトメガロウイル

ス感染児の後遺症発生率 
森岡一朗，西田浩輔，香田 翼，岩谷壮太，出口雅士，谷村憲司，平久進也，蝦名康

彦，船越 徹，大橋正伸，飯島一誠，山田秀人 
 
症候性先天性サイトメガロウイルス感染児の聴性脳幹反応に対する抗ウイルス薬治療の

効果と問題点 
森岡一朗，西田浩輔，香田 翼，岩谷壮太，出口雅士，谷村憲司，平久進也，蝦名康

彦，飯島一誠，山田秀人 
 
サイトメガロウイルス IgM 陽性妊婦における先天性感染発生の予測因子 
谷村憲司，平久進也，出口雅士，森實真由美，蝦名康彦，森岡一朗，峰松俊夫，山田

秀人 
 

サイトメガロウイルス胎児感染の母体 IgG avidity index は急速に上昇する 
蝦名康彦，出口雅士，峰松俊夫，平久進也，谷村憲司，出口可奈，山野由美香，森實

真由美，森岡一朗，山田秀人 
 

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 
平久進也，蝦名康彦，笹川勇樹，長又哲史，園山綾子，森岡一朗，谷村憲司，出口雅

士，峰松俊夫，山田秀人 
 
●第 57 回日本小児神経学会学術集会 大阪 2015.5.28-30 

Serum unbound bilirubin and clinical kernicterus in extremely low birth weight infants 
Morioka I, Nakamura H, Koda T, Sakai H, Kurokawa D, Yonetani M, Morisawa T, Katayama Y, 

Wada H, Funato M, Takatera A, Okumura A, Iijima K. 
 

The first case of Japanese limb-girdle muscular dystrophy 2I with a novel FKRP mutation.  
Awano H, Nishiyama M, Lee T, Yagi M, Takeshima Y, Goto K, Mitsuhashi S, Nishino I, 

Matsuo M, Iijima K. 
 
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（優秀演題賞） 

池田真理子, 小林千浩, 李 知子, 竹島泰弘, 森岡一朗, 飯島一誠, 戸田達史 
 
幼児期に発症した多発性硬化症の 4 例 
西山将広, 永瀬裕朗, 田中 司, 丸山あずさ, 豊嶋大作, 中川 卓, 森貞直哉, 
親里嘉展,  佐伯啓介, 高田 哲, 飯島一誠 

 
発症から 24 時間経過後に脳平温療法を導入し後遺症なく経過した急性脳症の 1 例 
冨岡和美, 田中 司, 丸山あずさ, 永瀬裕朗 

 
●第 114 回日本皮膚科学会 横浜 2015.5.29-31 

早期のエトレチナート導入により救命し得た道化師様魚鱗癬の 1 例 
鷲見真由子, 鷲尾 健, 仲田かおり, 福永 淳, 山名啓司, 香田 翼, 森岡一朗, 
山西清文, 錦織千佳子 

 
●第 265 回 日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2015.5.30 
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ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染母体より出生した新生児の管理経験 
西田浩輔，福嶋祥代，德田央士，藤田花織，山名啓司，黒川大輔，長坂美和子，香田   

翼，岩谷壮太，森岡一朗，飯島一誠 
 
全身性エリテマトーデス様所見を呈したヒトパルボウイルス B19 感染症の 1 例 
山村智彦，南川将吾，神吉直宙，忍頂寺毅史，佐々木香織，野津寛大，近平雅嗣，萩

美貴，飯島一誠 
 
左鎖骨部腫瘤を呈した生後６ヶ月の乳児例 
森  健，藤村順也，堀之内智子，南川将吾，平瀬敏志，山本暢之，久保川育子，早

川 晶，西村範行，榊原俊介，寺師浩人，飯島一誠 
 
タンデムマス・スクリーニングでグルタル酸血症 1 型が疑われた低形成腎の 1 例 
松本真明，粟野宏之，運﨑 愛，西山将広，豊嶋大作，忍頂寺毅史，森貞直哉，中川  

卓，上村裕保，八木麻理子，飯島一誠 
 
●第 63 回日本化学療法学会総会 東京 2015.6.4-6 
シンポジウム「小児感染症：新生児、乳児への抗ウイルス薬療法」 
インフルエンザ 
森岡一朗 

 
●第 58 回日本腎臓学会学術総会 名古屋 2015.6.5-7 

よくわかるシリーズ７ 小児ネフローゼ症候群の治療 リツキサン 
飯島一誠 

 
Branchio-oto-renal (BOR) 症候群の原因遺伝子と腎症状に関する検討 
森貞直哉，野津寛大，松永達雄，飯島一誠 

 
小児特発性膜性腎症と PLA2R の関連 

中川 拓，白鳥孝俊，神田杏子，吉田牧子，忍頂寺毅史，野津寛大，飯島一誠，原 重

雄，田中亮二郎 
 
常染色体優性 Alport 症候群の遺伝学的背景と臨床像 

神吉直宙，野津寛大，南川将吾，山村智彦，松野下夏樹，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝

藤裕史，飯島一誠 
 
●第 29 回日本小児救急医学会学術集会 大宮 2015.6.12-13 

初期急病センターにおけるアナフィラキシー治療の現状と課題 
忍頂寺毅史，池田真理子，森貞直哉，石橋和人，石田明人，森岡一朗 

 
アナフィラキシーの受診前経過における症状憎悪因子の検討 
忍頂寺毅史，池田真理子，森貞直哉，石橋和人，石田明人，森岡一朗 

 
神戸こども初期急病センターにおける同日複数回受診患児についての検討 
石橋和人，石田明人，井上祐司，片山以登，児玉真美，植松女久美，安井美佳，尾崎

美恵，森岡一朗，森貞直哉，池田真理子，山本暢之，松野下夏樹，忍頂寺毅史 
 
●日本小児腎臓病学会学術集会 第 50 回記念大会 神戸 2015.6.18-20 
会長講演 小児特発性ネフローゼ症候群－新たな治療戦略と今後の課題－ 
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飯島一誠 

 

CPD(Continuing Professional Development) 遺伝性腎炎 

遺伝子診断の概要 

野津先生 

 

びまん性メサンギウム細胞増殖を呈した特発性ネフローゼ症候群の臨床病理学的検討 

山村智彦，忍頂寺毅史，南川将吾，神吉直宙，松野下夏樹，大坪裕美，野津寛大，中

西啓太，吉川徳茂，飯島一誠 

 

Bartter 症候群と臨床診断された先天性クロール下痢症の 2例 

松野下夏樹，野津寛大，南川将吾，山村智彦，神吉直宙，大坪裕美，忍頂寺毅史，吉

兼正英，一木 貴，河口亜津彩，上村 治，飯島一誠 

 

Branchio-oto-renal(BOR)症候群の原因遺伝子と腎症状に関する検討 

森貞直哉，野津寛大，松永達雄，飯島一誠 

 

常染色体優性 Alport 症候群における遺伝学的背景および臨床的、病理学的検討 

神吉直宙，野津寛大，南川将吾，山村智彦，松野下夏樹，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝

藤裕史，飯島一誠 

 

低カリウム血症、代謝性アルカローシスを呈した常染色体優性低カルシウム血症の一例 

神吉直宙，野津寛大，南川将吾，山村智彦，松野下夏樹，大坪裕美，忍頂寺毅史，貝

藤裕史，浦濱善倫，飯島一誠 

 

PAX2 異常を認めた腎コロボーマ症候群の 2例 

山本雅紀，藤田直也，深山雄大，大前隆志，森貞直哉，飯島一誠 

 

肝酵素上昇を契機に HNF1b 変異が同定された CAKUT(Congenital Anomalies of the Kidney 

and Urinary Tract)の 1 例 

神田祥一郎，森貞直哉，秋岡祐子，金子直人，苗代有鈴，薮内智朗，多田憲正，宮井

貴之，菅原典子，石塚喜世伸，近本裕子，飯島一誠，服部元史 

 

●第 113 回日本小児精神神経学会 東京 2015.6.27-28 
ASD児と AD/HD児の知能の構成概念の特徴―WISC-IVの指標得点の内部相関による検

討― 
万代ツルエ，加藤 威，北山真次，飯島一誠 

 

●第 24 回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会 東京 2015.7.1-3 
肝 酵 素 上 昇 を 契 機 に ADTKD(Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney 

Disease)-HNF1B と診断した 1例 

神田祥一郎，森貞直哉，秋岡祐子，金子直人，苗代有鈴，薮内智朗，多田憲正，宮井

貴之，菅原典子，石塚喜世伸，近本裕子，飯島一誠，服部元史 

 

●第 51 回日本周産期・新生児医学会総会学術集会 福岡 2015.7.10-12 
ビリルビン誘導蛍光タンパク質（UnaG）を用いた新たな新生児血清中の非抱合型ビリル

ビン濃度測定法 
岩谷壮太，中村 肇， 西田浩輔，藤田香織，山名啓司，黒川大輔，長坂美和子，香田 
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翼，飯島一誠，森岡一朗 
 
新生児尿スクリーニングと抗ウイルス薬治療導入後の症候性先天性サイトメガロウイル

ス感染児の後遺症発生率 
西田浩輔，森岡一朗，香田 翼，長坂美和子，岩谷壮太，出口雅士，谷村憲司，平久

進也，船越 徹，大橋正伸，飯島一誠，山田秀人 
 

Late preterm で出生した SGA 児の Body Mass Index：Population-based 縦断的調査研

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 
 

ED チューブの長期留置により乳児期中期に肥厚性幽門狭窄症を生じた１例 
久松千恵子，西田浩輔，香田 翼，森岡一朗，飯島一誠，前田貢作 

 
●第 40 回吉馴学術記念講演会 神戸 2015.7.18 

発達障害児の育ち 
北山真次 

 
●第 38 回日本小児遺伝学会学術集会 横浜 2015.7.25-27 

TruSight One シークエンスパネルで原因遺伝子を同定した神経発達疾患の３例 
森貞直哉，豊嶋大作，西山将広，永瀬裕朗，丸山あずさ，中川 卓，和田博子，高田 

哲，西尾久英，飯島一誠 
 

GPI 欠損症に対し出生前診断を行った１家系 
運崎 愛，中川 卓，池田真理子，岡本伸彦，村上良子，森岡一朗，戸田達史，飯島

一誠 
 
肝酵素上昇を契機に診断した ADTKD (Autosomal Dominant Tubulointerstitial Kidney 

Disease) –HNF1B の１例 
神田祥一郎，森貞直哉，秋岡祐子，金子直人，苗代有鈴，薮内智朗，多田憲正，宮井

貴之，菅原典子，石塚喜世伸，近本裕子，飯島一誠，服部元史 
 
●第 11 回日本てんかん学会近畿地方会 大阪 2015.7.26  

発作時脳波により診断した infantile spasms without hypsarrhythmia の１例 
冨岡和美, 松本真明, 運崎 愛, 西山将広, 加藤神奈, 豊嶋大作, 粟野宏之, 池田真理子, 

森貞直哉, 高田 哲, 飯島一誠 
 
●日本解剖学会第 61 回東北・北海道連合支部学術集会 盛岡 2015.8.29-30 

臍帯組織中に存在する多能性幹細胞 Muse 細胞の多能性の解析 
串田良祐，若尾昌平，明石英雄，西村範行，岩谷壮太，香田 翼，森岡一朗，溝渕雅

巳，飯島一誠，出澤真理 
 
●第 33 回日本小児心身医学会 東京 2015.9.11-13 

WISC-III と WISC-Ⅳの有用性の検証 
万代ツルエ，橋本七月，北山真次，飯島一誠 

 
●第 266 回 日本小児科学会兵庫県地方会 姫路 2015.9.26 

臍帯脱落遅延を認めた同種免疫性好中球減少症の一例 
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鮫島智大，福嶋祥代，德田央士，西田浩輔，藤田花織，山名啓司，黒川大輔，長坂美

和子，香田 翼，岩谷壮太，森岡一朗，飯島一誠 
 
重度の神経学的後遺症を残した腸管出血性大腸菌による溶血性尿毒症症候群の 1 女児例 
中西啓太，南川将吾，山村智彦，神吉直宙，西山将広，忍頂寺毅史，豊嶋大作，野津 

寛大，濱平陽史，飯島一誠 
 
新規スプライスサイト変異を認めた Kabuki 症候群の 1 女性例 
森貞直哉，加藤神奈，加藤 威，叶明娟，和田博子，西尾久英，飯島一誠 

 
インフルエンザ罹患を機に意識障害を呈し、ミトコンドリア HMG-CoA 合成酵素欠損と

診断した一例 
李 知子，濱平陽史，坊 亮輔，山田健治，小林弘典，長谷川有紀，山口清次，笹井

英雄，大塚博樹，深尾敏幸，飯島一誠，竹島泰弘 
 

3 -メチルクロトニル- CoA カルボキシラーゼ欠損症の２例 
松本真明，粟野宏之，冨岡和美，運﨑 愛，西山将広，加藤神奈，豊嶋大作，西山敦

史，八木麻理子，竹島泰弘，飯島一誠 
 

transcriptomopathy の 2 例 
運﨑 愛，池田真理子，稲垣秀人，大内雄矢，上田雅章，森貞直哉，岡本伸彦，森岡

一朗，戸田達史，倉橋浩樹，飯島一誠 
 
●第 114 回日本小児精神神経学会 仙台 2015.10.3-4 

ASD 児と AD/HD 児の認知機能の特徴 
万代ツルエ，北山真次，飯島一誠 

 
●第 49 回日本小児内分泌学会学術集会 東京 2015.10.8-10 

神戸市における Late-preterm 児の 3 歳時低身長の発生頻度（優秀演題） 
森岡一朗，長坂美和子，藤田花織，香田 翼，岩谷壮太，西村範行，伊藤善也，内野

栄子，白井千香，飯島一誠 
 

Small-for-gestational age 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 
森岡一朗，長坂美和子，藤田花織，香田 翼，岩谷壮太，西村範行，伊藤善也，内野

栄子，白井千香，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 
森岡一朗，藤田花織，長坂美和子，香田 翼，岩谷壮太，西村範行，伊藤善也，内野

栄子，白井千香，飯島一誠 
 

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 
森岡一朗，藤田花織，長坂美和子，香田 翼，岩谷壮太，西村範行，伊藤善也，内野

栄子，白井千香，飯島一誠 
 
●第 74 回日本癌学会学術総会 名古屋 2015.10.8-10 

DENN ドメイン蛋白質 DENND2A による神経芽腫発の発症・進展の制御機構 
山本暢之，西村範行，長谷川大一郎 
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神経芽腫の発症・進展における Rab6B と Rab28 の役割 

西村範行，山本暢之，長谷川大一郎 
 
●第 12 回日本子ども学会（子ども学会議） 神戸 2015.10.10-11 

ランチョンセミナー：発達のひずみや偏りを障害としないために 〜治療的発達支援の

工夫〜 
北山真次 

 
●日本人類遺伝学会 第 60 回大会 東京 2015.10.14-17 
脊髄性筋萎縮症の重症度を規定する因子についての検討 
森貞直哉，島 亜衣，Harahap N.I，Rochmah M. A，叶 明娟，飯島一誠，西尾久英 

 
Target gene sequencing panel を用いた先天性腎尿路奇形症候群(CAKUT)の網羅的遺

伝子解析 
森貞直哉，庄野朱美，野津寛大，叶 明娟，神田祥一郎，井藤奈央子，亀井宏一，伊

藤秀一，山本勝輔，里村憲一，田中亮二郎，西尾久英，飯島一誠 
 
福山型先天性筋ジストロフィーにおけるバイオマーカーの検索 
池田真理子，運崎 愛，粟野宏之，李 知子，竹島泰弘，小林千浩，森岡一朗，飯島

一誠，戸田達史 
 
次子の出生前診断を契機に確定診断に至った先天性 GPI 欠損症の孤発例 
運崎 愛，池田真理子，中川 卓，西山将広，豊嶋大作，森貞直哉，岡本伸彦，倉橋

浩樹，村上良子，森岡一朗，戸田達史，飯島一誠 
 
当施設における先天性筋強直性ジストロフィー症例の周産期合併症 
松本真明，粟野宏之，冨岡和美，運崎 愛，加藤神奈，西山将弘，豊嶋大作，黒川大

輔，長坂美和子，香田 翼，池田真理子，森岡一朗，山田秀人，飯島一誠 
 
広範な頭皮欠損と足趾低形成を呈した Adams-Oliver 症候群の孤発例 
長坂美和子，池田真理子，稲垣秀人，大内雄矢，運崎 愛，藤田花織，黒川大輔，倉

橋浩樹，森岡一朗，飯島一誠 
 
●第 42 回日本小児栄養消化器肝臓学会 広島 2015.10.16-18 

ランチョンセミナー「小児における B 型肝炎」 
小児期の B 型肝炎ウイルスの水平感染：どの程度起こっているのか？ 
森岡一朗 

 
●第 77 回日本血液学会学術集会 金沢 2015.10.16-18 

Persistent MRSE infection and CV line-related thrombosis in AML patient in neutropenic phase. 
Mori T, Minamikawa S, Yamamura S, Fujimura J, Horinouchi T, Yamamoto N, Hirase T, 

Kubokawa I, Hayakawa A, Nishimura N, Iijima K. 
 
●第 45 回日本腎臓学会西部学術大会 金沢 2015. 10.23-24 

ワークショップ１ 腎炎・ネフローゼ症候群の治療トピックス 難治性ネフローゼ症候

群に対するリツキシマブ治療 
飯島一誠，野津寛大，佐古まゆみ 

 



～国内学会 2015 年度～ 
 

Department of Pediatrics, Kobe University Graduate School of Medicine 
 

●第 60 回日本新生児成育医学会・学術集会 盛岡 2015.10.23-25 
UB アナライザーとビリルビン誘導蛍光タンパク質（UnaG）を用いた新たなアンバウン

ドビリルビン測定法の開発 
岩谷壮太，中村 肇，福嶋祥代，德田央士，西田浩輔，藤田花織，山名啓司，黒川大

輔，長坂美和子，香田 翼，西村範行，飯島一誠，森岡一朗 
 
血清総ビリルビン値とアンバウンドビリルビン値を用いた黄疸治療基準の評価 
香田 翼，中村 肇，福嶋祥代，德田央士，西田浩輔，藤田花織，黒川大輔，長坂美

和子，山名啓司，岩谷壮太，飯島一誠，森岡一朗 
 
経鼻一酸化窒素吸入療法の安全性に関する検討 
長坂美和子，福嶋祥代，徳田央士，西田浩輔，藤田花織，黒川大輔，山名啓司，香田 

翼，岩谷壮太，飯島一誠，森岡一朗 
 
全血前面蛍光分析法とグルコース・ペルオキシダーゼ法による UB 値の相関性 
黒川大輔，岩谷壮太，福嶋祥代，徳田央士，藤田花織，西田浩輔，山名啓司，長坂美

和子，香田 翼，中村 肇，飯島一誠，森岡一朗 
 

GOD-POD 法を用いた UB 測定値は抱合型ビリルビン/総ビリルビン比により影響される 
山名啓司，岩谷壮太，福嶋祥代，德田央士，藤田花織，西田浩輔，黒川大輔，長坂美

和子，香田 翼，森沢 猛，溝渕雅巳，中村 肇，飯島一誠，森岡一朗 
 
●第 38 回日本母体胎児医学会 別府 2015.10.29-30 

妊娠中に急性増悪を来したＢ型肝炎ウイルスキャリア妊婦の 2 例 
大原雅代，谷村憲司，笹川勇樹，平久進也，前澤陽子，森實真由美，出口雅士，森岡

一朗，山田秀人 
 
●第 49 回日本てんかん学会総会 長崎 2015.10.30-31 

発作時脳波により診断した Infantile spasms without hypsarrhythmia の 2 例 
冨岡和美, 松本真明, 運崎 愛, 西山将広, 加藤神奈, 豊嶋大作, 粟野宏之, 池田真理子, 
森貞直哉, 高田 哲, 飯島一誠 

 
●第 47 回日本小児感染症学会学術集会 福島 2015.10.31-11.1 

B 型肝炎ワクチン定期接種化前の小児 B 型肝炎ウイルス感染疫学調査 
酒井愛子，四柳 宏，田中靖人，田川 学，小杉山清隆，植竹公明，勝田友博，山本 

仁，今村 淳，高野智子，田尻 仁，森岡一朗，牛島高介，関 祥孝，中嶋有美子，

森内浩幸，岩根紳治，江口有一郎，滝川康裕，須磨崎亮 
 
●第 42 回日本臓器保存生物医学会学術集会 盛岡 2015.11.13-14 

シンポジウム「細胞移植の新たな展開」 
臍帯組織中に存在する多能性幹細胞 Muse 細胞の多能性の解析 

串田良祐，若尾昌平，明石英雄，西村範行，岩谷壮太，香田 翼，森岡一朗，溝渕雅

巳，飯島一誠，出澤真理 
 

●第 62 回日本臨床検査医学会学術集会 岐阜 2015.11.19-22 
日本人新生児における血清プロカルシトニン値基準範囲の検討 

福住典子，大澤佳代，佐藤伊都子，岩谷壮太，林 伸英，森岡一朗，三枝 淳 
 

出生前に診断した複合ヘテロ接合体先天性プロテイン C 欠損症の遺伝子解析 
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岡崎葉子，池田真理子，平久進也，中町祐司，野口依子，林 伸英，笠木伸平，三枝

淳，河野誠司，森岡一朗，山田秀人，戸田達史，飯島一誠 
 
●第 63 回日本ウイルス学会学術集会 福岡 2015.11.22-24 

Functional analysis of the cytoplasmic tail of CD134 during HHV-6B infection. 
Nagasaka M, Nakazawa S, Mugitani M, Kawabata A, Tang H, Morioka I,Iijima K, Mori Y. 

 
●第 45 回小児神経学セミナー 大阪 2015.11.23 

小児神経の救急 急性脳炎・脳症の管理 
永瀬裕朗 

 
●第 37 回日本小児腎不全学会学術集会 石川 2015.11.26-27 

教育講演 小児腎疾患診療における遺伝学的アプローチ 
飯島一誠，森貞直哉，野津寛大 

 
腎移植後にウイルス関連の重症合併症を呈した４症例 
忍頂寺毅史，中西啓太，南川将吾，山村智彦，神吉直宙，野津寛大，石村武志，早川 

晶，藤澤正人，飯島一誠 
 
異なる経過をたどった腸管出血性大腸菌による溶血性尿毒症症候群の姉妹例 
中西啓太，忍頂寺毅史，南川将吾，山村智彦，神吉直宙，西山将広，豊嶋大作，野津

寛大，濱平陽史，飯島一誠 
 
遺伝子解析により早期診断に至った Gitelman 症候群の２例 
菅谷憲太，只木弘美，伊奈真一郎，福冨崇浩，村田宗紀，和田芳雅，早野聡子，植田

晶子，粟生耕太，友野順章，松野下夏樹，野津寛大，飯島一誠，伊藤秀一 
 
●第 25 回臨床内分泌代謝 Update 東京 2015.11.27-28 
胎児バセドウ病の治療に苦慮したバセドウ病合併妊娠の 1 例 
吉田健一，福岡秀規，深田修司，小武由紀子，松本隆作，坂東弘教，隅田健太郎，西

沢 衡，井口元三，豊永絢香，西田浩輔，森岡一朗，小川 渉，高橋 裕 
 
●第 57 回日本小児血液がん学会学術集会 山梨 2015.11.27-29 

  外来化学療法中（ALL B12 臨床試験）の中心静脈カテーテルの管理についての検討 
山本暢之，堀之内智子，藤村順也，森  健，早川 晶，西村範行，飯島一誠 

 
 DENN domain protein DENND2A mediates the progression of neuroblastoma. 

Yamamoto N, Horinouchi T, Fujimura J, Mori T, Hayakawa A, Hasegawa D, Kosaka Y, Nishio 
H, Iijima K, and Nishimura N. 

 

Differential expression of minimal residual disease markers in peripheral blood and bone marrow 

samples from high-risk neuroblastoma patients. 

Uemura S, Yamamoto N, Kozaki A, Nino N, Takafuji S, Yokoi T, Saito A, Ishida T, Hasegawa 
D, Kawasaki K, Kosaka Y, Mori T, Hayakawa A, Iijima K, Nishio H, Nishimura N. 

 
●第 38 回日本分子生物学会・日本生化学学会合同大会 神戸 2015.12.1-4 

UGT1A1 のゲニピン代謝能と特発性腸間膜静脈硬化症の関連 
大田美香，木村卓二，佐藤寿一，木許 泉，三浦研爾，前田英一，森岡一朗，伴 信
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太郎，高岡 裕 
 


