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・日本周産期新生児医学会第 34 回周産期学シンポジウム 神戸、2016.2.5-6 

ランチョンセミナー：新生児・乳児ウイルス感染症の臨床に関する最近の展開 

森岡一朗 

 

シンポジウム：癒着胎盤予測スコアを用いた前置胎盤の手術管理 

谷村憲司、森實真由美、出口雅士、蝦名康彦、森岡一朗、山田秀人 

 

・第 267 回 日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2016.2.20 

Mycoplasma hominis による子宮内感染から新生児遷延性肺高血圧症を呈した早産児例 

  前山花織、福嶋祥代、德田央士、西田浩輔、黒川大輔、山名啓司、長坂美和子、 

香田翼、岩谷壮太、森岡一朗、飯島一誠 

 

間質性肺炎を合併したエンテロウイルス D68 型感染症の一例  

 松本真明、粟野宏之、冨岡和美、運崎愛、西山将広、豊嶋大作、永瀬裕朗、森貞直哉、         

飯島一誠 

 

熱性けいれん重積に対するミダゾラム静注と持続静注療法の比較検討 

佐々木香織、親里嘉展、西山敦史、沖田空、中尻智史、金川温子、永瀬裕朗 

 

・第 31 回日本環境感染学会 京都 2016.2.19-20 

 新生児集中治療室における MRSA アウトブレイク時の有効対策の推定 

  森岡一朗、八幡眞理子、李 宗子、吉田弘之、中村竜也、時松一成、荒川創一 

 

シンポジウム：NICU における MRSA 感染制御 

  森岡一朗、八幡眞理子、荒川創一、高橋尚人、北島博之 

 

モーニングセミナー：保育器の環境整備〜ターミナルクリーニングの清拭手順 

森岡一朗 

 

ランチョンセミナー：小児期の B 型肝炎ウイルスの水平感染とワクチンの予防効果」 

森岡一朗 

 

教育講演：NICU における感染制御の推進 

  北島博之、大城誠、森岡一朗、堀越裕歩、高橋尚人 

 

・第 38 回日本造血細胞移植学会総会 名古屋  2016.3.3-5  
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臍帯血移植後の生着不全に対して HLA 半合致末梢血幹細胞移植を行った２例 

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  

 

 

・第 29 回近畿小児科学会 大阪 2016.3.6 

ランチョンセミナー：早産 SGA 児の成長と発達 

森岡一朗     

 

 

・第 5 9 回日本小児神経学会近畿地方会 大阪 2016.3.12 

幼児期発症の多発性硬化症に対するインターフェロン療法 

西山将広、永瀬裕朗、松本真明、冨岡和美、運崎 愛、粟野宏之、田中 司、豊嶋大作、

丸山あずさ、親里嘉展、佐伯啓介、白石一浩、高田 哲、飯島一誠 

 

・第 15 回日本再生医療学会 大阪 2016.3.17-19 

臍帯由来間葉系幹細胞における児の在胎週数による転写制御解析 

岩谷壮太, 黒川大輔, 西山将広, 庄野朱美, 橋本興人, 吉田牧子,  

溝渕雅巳, 森岡一朗, 飯島一誠, 西村範行 

 

臍帯組織中に存在する多能性幹細胞 Muse 細胞の自己複製能と多分化性の検証 

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, 出澤真里 

 

・第 121 回日本解剖学会 郡山、2016.3.28-30 

臍帯組織由来 Muse 細胞の自己複製能と多分化能の解析 

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 40 回日本遺伝カウンセリング学会 京都 2016.4.3-6 

 当院における稀少遺伝性難病の出生前診断の現状 

   池田真理子、李 知子、竹島泰弘、西尾久英、平久進也、田中敬子、運﨑 愛 

粟野宏之、森岡一朗、山田秀人、飯島一誠、戸田達史 

 

・第 68 回日本産科婦人科学会 東京 2016.4.21-24 

新生児同種免疫性血小板減少症の 2 例：過去の妊娠で児が新生児同種免疫性血小板減少

症を発症した女性の周産期管理 
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   上中美月、森實真由美、平久進也、谷村憲司、出口雅士、森岡一朗、山田秀人 

 

先天性サイトメガロウイルス感染症児における生後早期の頭部 MRI 所見 

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

 

The effect of maternal screening for HBV and perinatal HBV prevention program 

Yuki Sasagawa, Masashi Deguchi, Akiko Takeda, Kenji Tanimura,  

Mayumi Morizane, Ichiro Morioka, Hideto Yamada 

 

Maternal blood screening for congenital cytomegalovirus infection of the infants 

Shinya Tairaku, Kenji Tanimura, Ichiro Morioka, Satoshi Nagamata,  

Masashi Deguchi, Yasuhiko Ebina, Toshio Minematsu, Hideto Yamada 

 

 

・第 119 回日本小児科学会学術集会 札幌 2016.5.13-15 

  小児科における研究活性化を目指して 臨床試験と医師主導治験 

   飯島一誠 

 

次世代シークエンサーによる染色体優性 Alport 症候群診断法の確立 

神吉 直宙, 野津 寛大, 中西 啓太, 堀之内 智子, 藤村 順也, 南川 将吾,  

山村 智彦 松野下夏樹, 忍頂寺毅史, 飯島一誠 

 

直腸カルチノイドと頭蓋咽頭腫を認めたアルポート症候群の一例 

  久富隆太郎、熊谷雄介、橋本有紀子、上田博章、神吉直宙、野津寛大、飯島一誠、 

佐藤 亨、藤丸季可 

 

小児期より心伝導障害を呈した X 連鎖性 Emery-Dreifuss 型筋ジストロフィーの一例 

  李 知子、峰 隆直、粟野宏之、伊東恭子、西野一三、飯島一誠、竹島泰弘 

 

L‐カルニチン内服治療を行った 3‐メチルクロトニル CoA カルボキシラーゼ欠損症の

一例 

  松本真明、粟野宏之、冨岡和美、運﨑 愛、西山将広、豊嶋大作、八木麻理子、 

長谷川有紀、竹島泰弘、飯島一誠 

 

胃腸炎に伴う低 K 血症から診断に至った Gitelman 症候群の兄妹例 

  辻 健史、河野好彦、林 誠司、加藤 徹、近藤 勝、長井典子、早川文雄、 
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松野下夏樹、野津寛大、飯島一誠 

 

神戸大学における Duchenne 型筋ジストロフィーに対する治験の取り組み 

  山崎純子、粟野宏之、松本真明、李 知子、八木麻理子、竹島泰弘、松尾雅文、 

飯島一誠 

 

福山型先天性筋ジストロフィーのバイオマーカー検索 

  池田真理子、運﨑 愛、粟野宏之、李 知子、竹島泰弘、森岡一朗、飯島一誠、   

戸田達史 

 

当院における自己免疫性神経疾患に対するリツキシマブの使用経験 

  冨岡和美、西山将広、松本真明、運﨑 愛、豊嶋大作、粟野宏之、中川 卓、 

森貞直哉、高田 哲、飯島一誠 

 

神経芽腫患者の微小残存病変モニタリング 

  西村範行、トゥインキン・キモン、山本暢之、森 健、早川 晶、長谷川大一郎、 

川崎圭一郎、小阪嘉之、西尾久英、飯島一誠 

 

次世代シークエンサーによる重症心身障害者施設での原因遺伝子解析 

  森貞直哉、加藤 威、加藤神奈、島 亜衣、藤田花織、西村範行、西尾久英、 

和田博子、飯島一誠 

 

診断に難渋した transcriptomopathy の 3 例 

  運﨑 愛、池田真理子、稲垣秀人、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 

 

核黄疸発症症例からみた新生児集中治療室入院中の早産児黄疸管理方法の提案 

  森岡一朗、岩谷壮太、香田 翼、長坂美和子、黒川大輔、山名啓司、藤田花織、 

西田浩輔、中村 肇、飯島一誠 

 

近畿圏における新生児在宅医療の現状 

西久保敏也、市場博幸、上谷良行、河井昌彦、北島博之、熊谷 健、越田繁樹、 

徳田幸子、中尾秀人、船戸正久、南 宏尚、森岡一朗、高橋幸博 

 

両アレル性 NUP107 変異は早期小児発症ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群を引き起こ   

す 
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  三宅紀子、塚口裕康、輿水江里子、庄野朱美、野津寛大、秋岡祐子、服部元史、 

飯島一誠、松本直通 

 

 

腎移植後にウイルス関連の重症合併症を呈した 4 症例 

  南川将吾、中西啓太、藤村順也、堀之内智子、山村智彦、神吉直宙、忍頂寺毅史、 

野津寛大、早川 晶、飯島一誠 

 

・第 56 回日臨技近畿支部医学検査学会、和歌山、2016.5.14-15 

口演発表：早産児における血清プロカルシトニン値の生後の経時的変化の特徴と基準曲 

線 

福住典子、大澤佳代、佐藤伊都子、石野瑠璃、林伸英、森岡一朗、三枝淳：、 

 

 

・第 268 回日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2016.5.28 

胎児腹水を呈した症候性先天性サイトメガロウイルス感染症の 3 例 

西田浩輔、大山正平、福嶋祥代、前山花織、山名啓司、黒川大輔、藤岡一路、岩谷壮太、

森岡一朗、飯島一誠 

 

成長障害の経過観察中に四肢麻痺をきたし診断に至った尿細管性アシドーシスの 1 例 

藤村順也、忍頂寺毅史、中西啓太、堀之内智子、南川将吾、山村智彦、野津寛大、 

飯島一誠 

 

ビタミン B12 反応性メチルマロン酸血症の一例  

永井正志、粟野宏之、松本真明、坊亮輔、冨岡和美、前山花織、西山将広、西山敦史、 

永瀬裕朗、長谷川有紀、飯島一誠 

 

眼瞼下垂の経過観察中に詳細な問診により明らかになった両側性腱膜性眼瞼下垂の一例 

山口宏、田中司、豊嶋大作、丸山あずさ、一瀬晃洋、永瀬裕朗 

 

・第 58 回日本小児神経学会学術集会 東京 2016.6.3-5 

Young Investigator Session：福山型筋ジストロフィーに対するアンチセンス治療 

池田真理子 

 

ジストロフィン遺伝子イントロン 64 のスプライス供与部位の変異（c.9361+1 G>A）によ

り発症した Duchenne 型筋ジストロフィーの一例 
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  粟野宏之、松本真明、冨岡和美、運﨑 愛、西山将広、李 知子、  

永瀬裕朗、池田真理子、八木麻理子、竹島泰弘、松尾雅文、飯島一誠 

 

先天性サイトメガロウイルス感染症児における生後早期の頭部 MRI 所見 

加藤神奈、西田浩輔、福嶋祥代、香田 翼、岩谷壮太、永瀬裕朗、杉岡勇典、 

西井達矢、飯島一誠、森岡一朗 

  

小児のてんかん重積状態におけるセカンドライン治療の有効性と意識抑制作用の検討 

西山将広 永瀬裕朗 石田悠介 田中司 藤田杏子 豊嶋大作 丸山あずさ  

松本真明 冨岡和美 運崎愛 粟野宏之 竹田洋樹 上谷良行 高田哲 飯島一誠 

 

急性脳症による死亡例の検討 

冨岡和美、永瀬裕朗、石田悠介、田中司、西山将広、藤田杏子、豊嶋大作、 

丸山あずさ、竹田洋樹、上谷良行、松本真明、運崎愛、粟野宏之、高田哲、 

飯島一誠 

 

急性脳症治療における全身麻酔療法導入時のチアミラール投与の検討 

石田悠介、冨岡和美、田中 司、西山将広、藤田杏子、豊嶋大作、丸山あずさ、 

永瀬裕朗、竹田洋樹、上谷良行  

 

・第 134 回近畿産科婦人科学会 京都 2016.6.4-5 

 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、谷村憲司、森岡一朗、長又哲史、出口雅士、蝦名康彦、峰松俊夫、 

山田秀人 

 

 胎児甲状腺機能亢進症を来たした TRAb 著明高値バセドウ病合併妊娠の一例 

  上中美月、出口雅士、豊永絢香、小嶋伸恵、平久進也、篠崎奈々絵、森實真由美、 

  谷村憲司、西田浩輔、森岡一朗、吉田健一、高橋 裕、山田秀人 

 

・第 59 回日本腎臓学会学術総会 横浜 2016.6.17-19 

男女共同参画委員会企画：遺伝性腎疾患 

  野津寛大, 森貞直哉, 飯島一誠 

 

特別企画：小児微少変化・巣状分節性糸球体硬化症の治療戦略 

   飯島一誠, 野津寛大, 佐古まゆみ 中西浩一, 吉川徳茂 
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 当院の染色体優位性アルポート症候群の臨床病理学的特徴 

    今福 礼, 澤 直樹, 川田 真宏, 平松里佳子, 長谷川詠子, 田中希穂,  

乳原善文, 大橋健一, 野津寛大, 高市憲明 

 

    次世代シークエンサー（NGS）による染色体優性 Alport 症候群診断法の確立および臨

床的、病理学的検討 

   山村智彦, 野津寛大, 南川将吾, 神吉直宙, 忍頂寺毅史, 飯島一誠 

 

腎発生にかかわる遺伝子の異常と新たな腎外病変 Expanding Clinical Spectrum in 

congenital kidney disease ネフロン発生にかかわる遺伝子とその腎外での役割と異常

の検出方法 

   森貞直哉、飯島一誠 

 

小児早期発症ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群における NUP107 変異の同定 

  塚口裕康, 三宅紀子, 輿水江里子, 庄野朱美, 野津寛大, 秋岡祐子,  

服部元史,  香美祥二, 飯島一誠, 松本直通 

 

・第 115 回日本小児精神神経学会 横浜 2016.6.25-26 

極低出生体重児と自閉スペクトラム症児の発達特徴の比較―マッチドケースコントロール

研究― 

万代ツルエ、森岡一朗、永瀬裕朗、前山花織、北山真次、飯島一誠 

 

・第 30 回日本小児救急医学会学術集会 仙台 2016.7.1-2 

 間質性肺炎を発症したエンテロウイルス D68 感染症の一例 

   松本真明、粟野宏之、荻 美貴、冨岡和美、運﨑 愛、西山将広、 

豊嶋大作、池田真理子、石田明子、永瀬裕朗、森岡一朗、飯島一誠 

  

神戸こども初期急病センターにおけるインフルエンザ流行の影響 

石橋和人、石田明人、木村誠、片山以登、児玉真美、安井美佳、尾崎美恵、 

福田徹哉、森本麻紀、森岡一朗、池田真理子、神吉直宙、岩谷壮太、西山将広 

 

一次小児救急施設の二歳以下の感染性胃腸炎の受診児と重症児数：2011～2014 年の変遷 

   神吉直宙、西山将広、岩谷壮太、池田真理子、石橋和人、飯島一誠、石田明人、 

森岡一朗 

 

一次小児救急施設の二歳以下の感染性胃腸炎の受診児と重症児数：ウイルス流行時期で
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の比較 

   神吉直宙、西山将広、岩谷壮太、池田真理子、石橋和人、飯島一誠、石田明人、 

森岡一朗 

 

・第 51 回日本小児腎臓病学会学術集会  愛知  2016.7.7-9 

  シンポジウム：エビデンスから見たネフローゼ‐Evidence-based treatment for 

nephrotic syndrome up to date－ 

  野津寛大 

  

 ランチョンセミナー：ネフローゼ症候群と遺伝子－どこまで分かっているか、どのような

場合遺伝子診断が必要か－ 

  野津 寛大 

 

 教育セミナー：腎炎の急性期治療 ACE-I,ARB の使用の可否 

  血清アルブミン値と病理組織所見に基づいた紫斑病性腎炎の治療戦略 

   忍頂寺毅史、貝藤裕史、野津寛大、飯島一誠 

 

ターゲットシークエンス法による常染色体優性 Alport 症候群診断法の確立および遺伝学

的背景、臨床的、病理学的検討 

   神吉直宙、野津寛大、中西啓太、堀之内智子、藤村順也、南川将吾、 山村智彦、

松野下夏樹、忍頂寺毅史、中西浩一、吉川徳茂、飯島一誠 

 

女性の Dent 病患者者 2 例における発症機序に関する考察 

 南川将吾、野津寛大、中西啓太、藤村順也、堀之内智子、山村智彦、神吉直宙、 

忍頂寺毅史、島 友子、中西浩一、服部益治、飯島一誠 

 

平滑筋腫を合併したアルポート症候群の臨床像と遺伝子学的検討 

 南川将吾、野津寛大、中西啓太、藤村順也、堀之内智子、神吉直宙、忍頂寺毅史、 

長野智那、後藤芳充、平野大志、藤永周一郎、高橋英彦、森下高弘、森貞直哉、 

田村雅仁、飯島一誠 

 

直腸カルチノイドと頭蓋咽頭腫を認めたアルポート症候群の一例 

 藤丸李可、久富隆太郎、熊谷雄介、上田博章、神吉直宙、野津寛大、飯島一誠 

 

下痢関連溶血性尿毒症症候群（D+HUS）の急性期経過と予後 

 忍頂寺毅史、野津寛大、中西啓太、藤村順也、堀之内智子、南川将吾、山村智彦、 
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神吉直宙、中西浩一、吉川徳茂、飯島一誠 

 

次世代シークエンサーにて診断に至った SDCCAG8 変異によるネフロン癆の女児例 

 中西啓太、忍頂寺毅史、藤村順也、堀之内智子、南川将吾、山村智彦、神吉直宙、 

石森真吾、野津寛大、森貞直哉、飯島一誠 

  

GAKUT 及び原因不明の小児期発症慢性腎機能障害患者への包括的原因遺伝子解析 

  森貞直哉,  野津寛大,  庄野朱美,  忍頂寺毅史,  叶 明娟,  井藤奈央子, 

  神田祥一郎,  亀井宏一,  石倉健司,  伊藤秀一,  山本勝輔,  里村憲一,   

服部元史,  田中亮二郎,  西尾久英,  飯島一誠 

   

 X 染色体連鎖型 Alport 症候群女性 267 例の遺伝学的・臨床的検討 

  山村智彦,  野津寛大,  中西啓太,  堀之内智子,  藤村順也,  南川将吾, 

  神吉直宙,  忍頂寺毅史,  貝藤裕史,  森貞直哉,  中西浩一,  吉川徳茂,   

飯島一誠   

 

小児早期発症ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群における NUP107 変異の同定 

塚口裕康、三宅紀子、輿水江里子、庄野朱美、野津寛大、秋岡祐子、服部元史、 

香美祥二、飯島 一誠、松本直通 

 

・第 33 回日本産婦人科感染症学会学術集会 東京 2016.7.10 

Mycoplasma hominisis による子宮内感染から新生児遷延性肺高血圧症を呈した早産児

の 1 例 

森岡一朗,  前山花織,  岩谷壮太,  出口可奈,  谷村憲司,  出口雅士,  飯島一誠,  

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、谷村憲司、森岡一朗、出口可奈、長又哲史、森實真由美、出口雅士、蝦名

康彦、峰松俊夫、山田秀人 

 

・第 52 回日本周産期・新生児医学会学術集会  富山 2016.7.16-18 

早産児における血清プロカルシトニン値の出生後の経時的変化の特徴と基準曲線の作成 

森岡一朗、岩谷壮太、福嶋祥代、德田央士、西田浩輔、前山花織, 山名啓司、黒川大輔、

長坂美和子、香田 翼、飯島一誠 

 

シンポジウム：本邦におけるパルボウイルス B19 母子感染の実態 
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蝦名康彦、平久進也、森岡一朗、出口雅士、谷村憲司、森實真由美、山田秀人 

 

新生児同種免疫性血小板減少症の 3 例 

内山美穂子、出口雅士、平久進也、森本規之、森實真由美、谷村憲司、香田 翼、 

森岡一朗、山田秀人 

 

胎児甲状腺機能亢進症を来たした T3 優位型バセドウ病合併妊娠の 1 例 

上中美月、出口雅士、豊永絢香、小嶋伸恵、平久進也、篠崎奈々絵、森實真由美、 

谷村憲司、西田浩輔、森岡一朗、山田秀人 

 

 臍帯由来間葉系幹細胞を用いた脊髄性筋萎縮症の病態解析の試み 

岩谷壮太、福嶋祥代、德田央士、西田浩輔、前山花織, 山名啓司、黒川大輔、長坂美和

子、香田翼、森岡一朗、西尾久英、飯島一誠、西村範行 

 

極低出生体重児の正期産相当時頭部 MRI における側脳室拡大と修正 1 歳 6 ヶ月時歩行確

立との関連性 

生田寿彦、溝渕雅巳、芳本誠司、五百蔵智明、山根正之、森沢猛、片山義規、 

高寺明弘、上田雅章、柴田暁男、前山（藤田）花織、西村範行、森岡一朗 

 

耳介を挟んで測定する経皮黄疸計：測定部位と測定値者間のばらつきに関する検討 

山名啓司、岩谷壮太、福嶋祥代、德田央士、前山花織、西田浩輔、黒川大輔、 

長坂美和子、香田 翼、中村 肇、飯島一誠、森岡一朗 

 

耳介を挟んで測定する経皮黄疸計：測定部位に関する検討 

山名啓司、岩谷壮太、福嶋祥代、德田央士、前山花織、西田浩輔、黒川大輔、 

長坂美和子、香田 翼、中村 肇、飯島一誠、森岡一朗 

 

臍帯脱落遅延を認めた同種免疫性好中球減少症の一例 

福嶋祥代、岩谷壮太、德田央士、西田浩輔、前山花織, 山名啓司、黒川大輔、 

長坂美和子、香田 翼、飯島一誠、森岡一朗 

 

非外科的敗血症モデル(Cecal slurry model)を用いた早産児敗血症モデルマウスの作成 

藤岡 一路、Wong R.J、Stevenson D.K 

 

Down 症候群を持つ方の自己認識：全国調査からの検討 

三宅秀彦、山田重人、池田真理子、金井誠、福島明宗、斎藤加代子、小西郁生 
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・第 38 回腎臓セミナー・Nexus Japan、東京、2016.8.27 

シンポジウム：臨床研究の計画と実施に関する方略 小児難治性ネフローゼ症候群に対す

るリツキシマブ医師主導治験 

 飯島一誠 

 

・第 65 回日本医学検査学会、神戸、2016.9.3-4 

胎児性ヘモグロビン（HbF）は受胎後日齢で制御されている 

渡邊勇気、佐藤伊都子、石野瑠璃、大澤佳代、林 伸英、森岡一朗、三枝 淳 

 

・創剤フォーラム第 22 回シンポジウム 東京 2016.9.9 

福山型筋ジストロフィーの核酸を用いた治療法、その臨床応用を目指して 

池田真理子 

 

・第 43 回日本小児栄養消化器肝臓学会、つくば、2016.9.16-18 

サイトメガロウイルスによる乳児肝炎との鑑別に苦慮した胆道閉鎖症の一例 

福嶋志穂、起塚 庸、大西 聡、橋村裕也、林 振作、内山敬達、南 宏尚、 

森岡一朗、冨岡雄一郎、津川二郎、棚野晃秀、西島栄治 

 

定期接種化前の日本の小児における B 型肝炎ウイルス感染実態：多施設共同研究による

調査 

酒井愛子、小杉山清隆、植竹公明、勝田友博、今村 淳、高野智子、森岡一朗、 

牛島高介、関 祥孝、江口有一郎、森内浩幸、須磨崎 亮 

 

・第 269 回 日本小児科学会兵庫県地方会 姫路 2016.9.17 

 24 時間自由行動下血圧測定が高血圧診療に有用であった 1 例 

山村智彦、中西啓太、藤村順也、南川将吾、忍頂寺毅史、野津寛大、飯島一誠 

 

点頭てんかん再発例に対しケトン食療法とACTH反復投与を行った一例 

本郷 裕斗、永瀬 裕朗、永井 正志、松本 真明、冨岡 和美、前山 花織、 

西山 将広、粟野 宏之、飯島 一誠 

 

ミルクカード症候群の一例 

西田浩輔、大山正平、山名啓司、黒川大輔、藤岡一路、岩谷壮太、森岡一朗、 

飯島一誠 
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 ・第 31 回日本 Shock 学会総会 東京 2016.10.6 

  会長賞セッション：早産児マウス敗血症モデルにおけるヘムオキシゲナーゼ-1 の保護

効果 

   藤岡一路 

 

・第 50 回日本てんかん学会学術集会 静岡 2016.10.7-9  

AST 上昇を認めない重症熱性けいれん小児における非けいれん性発作―長期予後の検討  

丸山あずさ、石田悠介、田中司、西山将広、豊嶋大作、永瀬裕朗 

 

第 78 回日本血液学会学術集会 横浜 2016.10.13-15 

Aggressive double-hit leukemia/lymphoma with t(14;18)(q32;q21) and t(8;21)(q24;q11.2) 

Uemura S, Hasegawa D, Nino N, Takafuji S, Yokoi T, Tahara T, Tamura A, Saito A, 

Kozaki A, Kishimoto K, Ishida T, Kawasaki K, Yamamoto N, Mori T, Hayakawa A, 

Nishimura N, Kosaka Y.  

 

Reemergence of a translocation t(11;19)(q23;p13.1) in the absence of leukemia 

Saito A, Hasegawa D, Uemura S, Nino N, Takafuji S, Yokoi T, Tahara T, Tamura A, 

Kozaki A, Kishimoto K, Ishida T, Kawasaki K, Yamamoto N, Mori T, Nishimura N, 

Kosaka Y.  

 

・第 27 回日本成長学会、米子、2016.10.22 

教育講演：SGA 児の乳幼児期の成長パターン 

森岡一朗 

 

・第 60 回 日 本 小 児 神 経 学 会 近 畿 地 方 会  大阪 2016.10.22 

熱性けいれん重積に対するミダゾラム静注と持続静注療法の比較検討  

佐々木香織、親里嘉展、西山敦史、沖田 空、中尻智史、金川温子、永瀬裕朗 

 

3 歳児より筋力低下を呈したシャルコリー・マリー・トゥース病 2 型の一例 

  永井正志、粟野宏之、松本真明、坊 亮輔、冨岡和美、前山花織、西山将広、 

永瀬裕朗、飯島一誠 

 

・第 20 回日本ワクチン学会、東京、2016.10.22-23 

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と今後の課題 

酒井愛子、四柳 宏、田中靖人、杉山真也、小杉山清隆、植竹公明、勝田友博、 

高野智子、森岡一朗、牛島高介、関 祥孝、森内浩幸、江口有一郎、滝川康裕、 
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須磨崎亮 

 

・第 38 回日本小児腎不全学会学術集会 岐阜 2016.10.27-28 

当院における小児腎移植の現状と課題 

  藤村順也、中西啓太、南川将吾、山村智彦、野津寛大、石村武志、藤澤正人、 

飯島一誠  

 

・第 58 回先天代謝異常学会 東京 2016.10.27-29 

ビタミン B12 反応性を認めた軽症メチルマロニル CoA ムターゼ欠損症の一例  

A benign case of vitamin B12‐responsive methylmalonyl-CoA mutase deficiency 

永井正志、粟野宏之、松本真明、坊亮輔、冨岡和美、西山将広、西山敦史、永瀬裕朗、

長谷川有紀、飯島一誠 

 

・第 50 回日本小児内分泌学会学術集会 東京 2016.11.16-17 

 Small-for-gestational age 児の 3 歳までの Body mass index の推移は在胎週数により異

なる 

森岡一朗、前山花織、粟野宏之、松本真明、黒川大輔、藤岡一路、岩谷壮太、内野栄子、

白井千香、飯島一誠 

 

在胎 32 週以下の早産 small-for-gestational age（SGA）児の SGA 性低身長の発生頻度

に関する検討 

松本真明、森岡一朗、粟野宏之、永井正志、大山正平、前山花織、黒川大輔、 

藤岡一路、岩谷壮太、飯島一誠 

 

・第 48 回日本小児感染症学会総会・学術集会 岡山 2016.11.19-20 

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(HBV)感染状況と今後の課題 

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 

 

 早産児マウス敗血症モデルにおけるヘムオキシゲナーゼ-1(HO-1)の防御効果の検討 

  藤岡一路、Wong Ronald、Stevenson David 

 

 早産児マウス敗血症モデルにおけるヘムオキシゲナーゼ-1(HO-1)ヘテロ欠損の影響 

  藤岡一路、Wong Ronald、Stevenson David 
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・日本分子生物学学会 横浜 2016. 11.30-12.4 

Antisense therapy for Fukuyama congenital muscular dystrophy 

池田真理子、小林千浩、森岡一朗、飯島一誠 戸田達史 

 

・第 61 回日本新生児成育医学会、大阪、2016.12.1-3 

シンポジウム：核黄疸発生予防のための早産児黄疸管理方法の提案 

森岡一朗 

 

教育セミナー：早産児の核黄疸とその予防戦略 

森岡一朗 

 

Small for gestational age を伴った先天性サイトメガロウイルス感染児の神経学的予後 

西田浩輔、大山正平、福嶋祥代、山名啓司、黒川大輔、岩谷壮太、藤岡一路、 

飯島一誠、森岡一朗 

 

近年 NICU で使用される各種薬剤のビリルビン・アルブミン結合に及ぼす影響 

黒川大輔、大山正平、福嶋祥代、西田浩輔、山名啓司、岩谷壮太、藤岡一路、中村 肇、

飯島一誠、森岡一朗 

 

The role of heme oxygenase-1 in neonatal sepsis using a non-surgical preterm mouse 

model. 

Kazumichi Fujioka, Ronald J. Wong, Ichiro Morioka, Kazumoto Iijima,  

David K. Stevenson 

 

臍帯由来間葉系幹細胞の Wnt シグナル経路の遺伝子発現は児の在胎週数により異なる 

岩谷壮太、黒川大輔、山名啓司、大山正平、西田浩輔、 藤岡一路、生田寿彦、 

溝渕雅巳、森岡一朗、飯島一誠、西村範行 

 

ビルメータ F の総ビリルビン値の正確性に関する検討 

山名啓司、岩谷壮太、大山正平、西田浩輔、黒川大輔、藤岡一路、中村 肇、 

飯島一誠、森岡一朗 

 

B 型肝炎ウイルス垂直感染予防に 4 回のワクチン接種を行った超低出生体重児の 1 例に

おける抗体価の推移 

山名啓司、大山正平、西田浩輔、黒川大輔、藤岡一路、岩谷壮太、飯島一誠、 
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森岡一朗 

 

特別企画：神戸大学小児科 新生児グループにおける基礎・臨床研究 

  藤岡一路 

 

・第 26 回日本新生児看護学会、大阪、2016.12.2-3 

ランチョンセミナー：保育器の環境整備 

森岡一朗 

 

・第 31 回日本生殖免疫学会、神戸、2016.12.2-3 

Small for gestational age で出生した先天性サイトメガロウイルス感染児の神経学的予    

後 

西田浩輔、森岡一朗、山田秀人 

 

妊婦のサイトメガロウイルス抗体スクリーニングの有用性 

平久進也、谷村憲司、森岡一朗、尾崎可奈、長又哲史、森實真由美、出口雅士、 

蝦名康彦、峰松俊夫、山田秀人 

 

・日本小児遺伝学会 東京 2016 12．9 

重篤な経過を呈した、両親由来の異なる心筋障害遺伝子の変異を受け継いだ兄弟例 

長坂 美和子, 池田 真理子, 稲垣 秀人, 大内 雄矢, 西山 将広,粟野 宏之, 永瀬 裕朗, 

森岡 一朗，戸田 達史,倉橋 浩樹,  飯島 一誠, 

 

 

・第 58 回日本小児血液・がん学会学術集会 東京 2016.12.15-17 

G-CSF 投与と自家末梢血幹細胞移植を併用し bi-weekly VDC-IE 療法を完遂し得た切除

不能ユーイング肉腫例 

山本暢之、坊 亮輔、高藤 哲、森  健、西村範行、江島泰生、原 仁美 河本 旭哉、 

秋末敏宏、飯島一誠 

 

PET-MRI 所見に基づく肺・下鼻甲介・腎生検が原疾患の診断に有効であった二次性血球

貪食リンパ組織球症の１例 

河原仁守、尾藤祐子、会田洋輔、橘木由美子、中井優美子、清水奈保子、真庭謙昌、

西井達矢、伊藤智雄、藤村順也、忍頂寺毅史、高藤 哲、坊 亮輔、山本暢之、森  健、

西村範行、飯島一誠 

 


