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・第 25 回全国救急隊員シンポジウム 神戸 2017.1.26-27

スキルレクチャー

新生児蘇生の初期対応

森岡一朗

・日本周産期・新生児医学会第 35 回周産期学シンポジウム 大阪 2017.2.10-11

希少遺伝性難病の出生前診断の現状

池田真理子

・第 270 回 日本小児科学会兵庫県地方会 尼崎 2017.2.18

乳幼児感覚プロファイルを用いた発達障害児の感覚特性に関する検討

前山花織、高木康子、吉岡三惠子、加藤威、溝渕雅巳、北山真次、高田哲、松本真明、

永井正志、坊亮輔、冨岡和美、西山将広、粟野宏之、永瀬裕朗、飯島一誠、西村範行

巨大単房性腫瘤を伴う Stocker による分類の先天性肺気道奇形 1 型

吉田阿寿美、西田浩輔、大山正平、山名啓司、黒川大輔、岩谷壮太、藤岡一路、尾藤

祐子、森岡一朗、飯島一誠

カーボカウントが 1 型糖尿病の血糖管理に有用であった 7 歳男児例

松本 真明、粟野 宏之、坊 亮輔、冨岡 和美、前山 花織、西山 将広、永瀬 裕朗、

飯島 一誠

・第 32 回日本環境感染学会 神戸 2017.2.24-25

ランチョンセミナー

国内に導入された乳児ワクチンのインパクトと接種意義

森岡一朗

日本人早産児における血清プロカルシトニン値の推移

大澤佳代、森岡一朗

ロタウイルスワクチン接種率向上における間接効果：小児 1 次救急施設での年長児の感

染性腸炎症例数の減少

森岡一朗、八幡眞理子、中村竜也、時松一成

・第 16 回日本再生医療学会総会 仙台 2017.3.7-9

早産児の臍帯由来間葉系幹細胞の増殖における WNT シグナル経路の役割
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岩谷壮太、庄野朱美、山名啓司、Khin Kyae Mon Thwin、黒川大輔、西田浩輔、西山

将広、藤岡一路、生田寿彦、吉田牧子、溝渕雅巳、森岡一朗、飯島一誠、西村範行

ブレオマイシン誘発肺障害モデルラットにおける臍帯由来間葉系幹細胞の効果

山名啓司、岩谷壮太、黒川大輔、Khin Kyae Mon Thwin、西田浩輔、西山将広、藤岡

一路、庄野朱美、生田寿彦、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非腫瘍性多能性幹細胞 Muse 細胞の機能解析

串田良祐、若尾昌平、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 30 回近畿小児科学会 大阪 2017.3.12

前処置なしで造血幹細胞移植を行い混合キメラで推移している X 連鎖重症複合免疫不全

症

森 健、永井正志、高藤 哲、山本暢之、西村範行、金兼弘和、飯島一誠

病理所見によって確定診断することができた胆道閉鎖症の 1 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

・第 61 回 日本小児神経学会近畿地方会 大阪 2017.3.18

不明熱を契機に Radiologically Isolated Syndrome を呈した１例

西山将広、松本真明、坊亮輔、冨岡和美、前山花織、粟野宏之、永瀬裕朗、高田哲、

飯島一誠

療育機関においてアレイ CGH 解析を行った 5 例

八木麻理子、松本葉子、西村美緒、池田真理子、森岡一朗、飯島一誠、河﨑洋子

・第 69 回日本産科婦人科学会学術集会 広島 2017.4.13-16

Efficacy of maternal serological screening for congenital cytomegalovirus infection

Tairaku S, Tanimura K, Morioka I, Ozaki K, Nagamata S, Morizane M, Deguchi M,

Ebina Y, Minematsu T, Yamada H

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 3 例の出生後の臨床経過

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
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・第 120 回 日本小児科学会学術集会 東京 2017.4.14-16

シンポジウム

遺伝性腎疾患の研究から学んだ大切なこと－研究の楽しさと臨床へのフィードバック－

野津寛大

下痢関連溶血性尿毒症症候群(D+HUS)の急性期経過と予後

藤村順也、忍頂寺毅史、中西啓太、山村智彦、南川将吾、貝藤裕史、野津寛大、中西

浩一吉川徳茂、飯島一誠

Digenic な変異で発症した、致死性不整脈と心筋緻密化障害を認めた兄弟例

長坂 美和子、池田真理子、西山将広、粟野宏之、永瀬裕朗、森岡一朗、倉橋浩樹、飯

島一誠

迅速検査を行った咽頭炎患児における A 群溶連菌感染症の陽性率とその陽性予測因子

西山将広、山村智彦、南川将吾、池田真理子、安達正時、石橋和人、飯島一誠、石田

明人、森岡一朗

超低出生体重児の SGA 性低身長症に対する成長ホルモン治療の検討

松本真明、粟野宏之、永井正志、坊亮輔、冨岡和美、前山花織、西山正広、永瀬裕朗、

森岡一朗、飯島一誠

近位筋優位の筋力低下から筋疾患が疑われたシャルコー・マリー・トゥース病 2 型

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、港敏朗、

永瀬裕朗、飯島一誠

Pitt-Hopkins 症候群の原因遺伝子である TCF4 遺伝子を含む 18q21.2-q21.32 欠失の 2

例

八木麻理子、松本葉子、西村美緒、三宅理、池田真理子、森岡一朗、飯島一誠、河﨑

洋子

・第 103 回日本消化器病学会学術集会 東京 2017.4.20-22

ランチョンセミナー

B 型肝炎ウイルスワクチンの定期接種化の背景〜小児の現状〜

森岡一朗

・第 60 回日本糖尿病学会年次学術集会 名古屋 2017.5.18-20
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幼児期からの糖・脂質代謝の経過をフォローしえた PTRF 遺伝子変異による全身性脂肪

萎縮症の一例

松本真明、粟野宏之、廣田勇士、永井 正志、坊 亮輔、冨岡和美、前山花織、西山将

広、李 知子、永瀬裕朗、八木麻理子、竹島 泰弘、小川 渉、飯島一誠

・日本小児科学会兵庫県地方会 神戸 2017.5.20

治療方針決定の一助に疾患パネル解析を用いたステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1

例

長野智那、貝藤裕史、藤村順也、堀之内智子、中西啓太、南川将吾、山村智彦、野津

寛大、神吉直宙、濱平陽史、飯島一誠

クローン病母体から出生し、急性期離脱後に頭蓋内出血を発症した超早産児の１例

福嶋祥代、藤岡一路、芦名満理子、生田寿彦、大山正平、大久保沙紀、山名啓司、飯

島一誠、森岡一朗

冷凍母乳で管理した早産児の後天性サイトメガロウイルス感染の発生率

大山正平、西田浩輔、芦名満理子、生田寿彦、大久保沙紀、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

先天性甲状腺機能低下症（CH）のフォロー中に偽性副甲状腺機能低下症と診断された 1

例

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

永瀬裕朗、飯島一誠

OFD1 ヘミ接合性変異を認めたネフロン癆関連シリオパチーの 1 男児例

森貞直哉、清水順也、庄野朱美、池田真理子、野津寛大、飯島一誠

一過性意識消失発作を主訴に小児神経外来を受診した 45 例の検討

豊嶋大作、石田悠介、田中司、小川禎治、田中敏克、丸山あずさ、永瀬裕朗

全身皮下および心臓・膵臓に多発した Infantile myofibromatosis(IMF)の一例

東口素子、夏秋愛、呉東祐、内藤由紀、井上翔太郎、鮫島智大、藤原絢子、明神翔太、

金伽耶、坂田千恵、中迫正祥、黒川大輔、神吉直宙、中川卓、上村裕保、高見勇一、

柄川剛、藤田秀樹、五百蔵智明、久呉真章、森 健、岩谷壮太、森岡一朗

・第 34 回日本産婦人科感染症学会 奈良 2017.5.20-21
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トキソプラズマ妊婦スクリーニングの前向き研究

田中恵里加、谷村憲司、高橋良輔、平久進也、森實真由美、出口雅士、蝦名康彦、森

岡一朗、清水亜由美、西川 鑑、山田秀人

・第 60 回日本腎臓学会 仙台 2017.5.26-28

Alport 症候群の臨床遺伝学的研究

野津寛大

遺伝性疾患におけるエクソンスキッピング療法の現状と腎疾患への応用の可能性

野津寛大、庄野朱美、飯島一誠

NPH・MCKD の遺伝子診断と病型

森貞直哉、野津寛大、飯島一誠

小児 lgA 腎症における糸球体毛細管係蹄（cap）lgA 沈着の臨床病理学的検討

島友子、中西浩一、佐藤匡、浜武継、向山弘展、戸川寛子、貝藤裕史、野津寛大、田

中亮二郎、飯島一誠、吉川徳茂

医師主導治験でリツキシマブ投与を行った小児期発症難治性ネフローゼ症候群患者の長

期予後

亀井宏一、石倉健司、佐古まゆみ、綾邦彦、田中亮二郎、野津寛大、貝藤裕史、中西

浩一、大友義之、三浦健一郎、高橋昌里、森本哲司、久保田亘、伊藤秀一、飯島一誠

女性 Dent 病における遺伝学的背景

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、忍頂寺毅史、島

友子、中西浩一、服部益治、神田杏子、田中亮二郎、飯島一誠

次世代シークエンサーを用いた Alport 症候群の網羅的診断法の確立

山村智彦、野津寛大、藤村順也、堀之内智子、中西啓太、南川将吾、庄野朱美、忍頂

寺毅史、貝藤裕史、中西浩一、飯島一誠

NGSターゲット遺伝子シークエンスパネルによるCAKUTおよびNPHの包括的原因遺

伝子解析

森貞直哉、庄野朱美、野津寛大、忍頂寺毅史、田中亮二郎、飯島一誠

・第 52 回日本小児腎臓病学会 東京 2017.6.1-3
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エクソンスキッピング療法によるアルポート症候群特異的療法治療法の開発

庄野朱美、野津寛大、小泉 誠、大西朗之、高石巨澄、山村智彦、南川将吾、飯島一

誠

臨床および病理学的に Alport 症候群と診断した一例における分子生物学的検討

三輪沙織、野津寛大、梅田千里、掛川大輔、山田哲史、伊藤 亮、村上仁彦、南川将

吾、飯島一誠、平野大志

lgA 腎症候群における降圧薬治療不応例に関する臨床病理学的検討

藤村順也、忍頂寺毅史、中西啓太、堀之内智子、山村智彦、南川将吾、貝藤裕史、野

津寛大、中西浩一、吉川徳茂、飯島一誠

Lowe 症候群および Dent2 の分子生物学的検討

南川将吾、野津寛大、中西啓太、藤村順也、山村智彦、貝藤裕史、前川講平、佐藤 亨、

原田真理、五十嵐徹、平本龍吾、田中亮二郎、松山 健、長谷幸治、沖 栄進、飯島

一誠

先天性ネフローゼ症候群/乳児ネフローゼ症候群およびステロイド抵抗性ネフローゼ症

候群における網羅的遺伝子診断体制の構築

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

藤裕史、島 友子、中西浩一、飯島一誠

In vivo および in vitro の解析により splicing 異常による疾患発症を証明したフィブロ

ネクチン腎症の一例

辻ゆり佳、野津寛大、中西啓太、藤村順也、堀之内智子、山村智彦、南川将吾、

忍頂寺毅史、貝藤裕史、祖父江理、原 重雄、飯島一誠

C1q の沈着を伴った常染色体優性 Alport 症候群の一例

波多江健、檜山麻衣子、黒木理恵、中川兼康、野津寛大、飯島一誠

Alport 症候群 9 家計の臨床的検討

大串栄彦、大塚泰史、溝端理恵、陣内久美子、岡 政史、佐藤忠司、野津寛大、飯島

一誠、松尾宗明

minigene を用いた遺伝性腎疾患における pathogenic splicing variant の同定

山村智彦、野津寛大、久富隆太郎、上田博章、藤丸李可、藤村順也、堀之内智子、中
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西啓太、南川将吾、庄野朱美、忍頂寺毅史、貝藤裕史、中西浩一、飯島一誠

家族内検索が有用であった腎コロボーマ症候群の一家系

溝端理恵、大塚泰史、陣内久美子、大串栄彦、岡政史、佐藤忠司、青木茂久、森貞直

哉、叶 明娟、飯島一誠、松尾宗明

NGSターゲット遺伝子シークエンスパネルによるCAKUTおよびNPHの包括的原因遺

伝子解析

森貞直哉、庄野朱美、野津寛大、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、塚口裕康、里村憲一、田中亮二郎、飯島

一誠

Establishment of a comprehensive diagnostic method using next generation

sequencer for the Alport syndrome

Yamamura T, Nozu K, Fujimura J, Horinouchi T, Nakanishi K, Manamikawa S,

Shono A, Ninchoji T, Kaito H, Nakanishi K, Iijima K

シンポジウム

ゲノム情報を臨床へ―遺伝性腎疾患へのアプローチ―

バイオサイエンスデータベースを使った解析手法

野津寛大

・第 117 回日本小児精神神経学会 東京 2017.6.3-4

乳幼児期における発達障害特性と感覚特性との関連についての検討

前山花織、高木康子、加藤威、溝渕雅巳、北山真次、高田哲、冨岡和美、永瀬裕朗、

飯島一誠、西村範行

第 59 回日本小児神経学会学術集会 大阪 2017.6.15-17

シンポジウム 見逃されている難病－早産児核黄疸の治療・予防戦略

新しい新生児黄疸管理・治療基準の提案

森岡一朗

シンポジウム 脳炎脳症の治療戦略

三次救急医療施設における脳炎脳症の治療戦略-治療内容と治療開始時期の選択-

西山将広 永瀬裕朗 丸山あずさ
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Targeted temperature management を導入した急性脳症疑い症例における早期予後因

子の検討

田中司、石田悠介、冨岡和美、西山将広、藤田杏子、豊嶋大作、丸山あずさ、永瀬裕

朗、黒澤寛史、竹田洋樹、上谷良行、飯島一誠

小児難治てんかん重積状態に対するチアミラールを用いた全身麻酔療法

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、黒澤寛史、竹田洋樹、上谷良行、飯島一誠

乳幼児期における発達障害児の感覚特性についての検討

～自閉症および知的障害特性との関連～

前山花織、高木康子、吉岡三惠子、加藤威、溝渕雅巳、北山真次、高田哲、坊亮輔、

冨岡和美、西山将広、粟野宏之、永瀬裕朗、飯島一誠、西村範行

The level of urinary titin of DMD patients is ＞100-times higher than that of healthy

control

Awano H, Matsumoto M, Nagai M, Shirakawa T, Takasaki T, Maruyama N,

Nabeshima Y, Matsuo M, Iijima K

Duchenne muscular dystrophy is short with high incidence of short stature in Dp71

deficiency group

Matsumoto M, Awano H, Nagai M, Lee T, Shimomura H, Takeshima Y, Matsuo M,

Iijima K

有熱性けいれん重積症例におけるAESDおよび急性脳症鑑別のためのAESD prediction

score の有用性の検証

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、冨岡和

美、黒澤寛史、竹田洋樹、上谷良行、高田哲、飯島一誠

Theeffectiveness of long-term administraion of RNA/ENAchimera antisense

oligonucleotides for DMD

李知子、下村英毅、粟野宏之、飯島一誠、萩寛志、伊東恭子、松尾雅文、竹島泰弘

・第 41 回日本遺伝カウンセリング学会 大阪 2017.6.23-25

シンポジウム 出生前診断の進歩と遺伝カウンセリングの役割

出生前診断―小児科医の立場から
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池田真理子

・第 31 回日本小児救急医学会 東京 2017.6.23-25

神戸こども初期急病センターにおける水痘・おたふく風邪での受診状況－水痘ワクチン定

期接種後の変化も踏まえて－

石橋和人、森本麻紀、福田徹哉、尾崎美恵、安井美佳、児玉真美、片山以登、木村誠、

石田明人、神吉直宙、南川将吾、山村智彦、西山将広、池田真理子、森岡一朗

・第 29 回兵庫県母性衛生学会 神戸 2017.7.1

先天性サイトメガロウイルス感染症で出生した赤ちゃんと母への臨床心理士の関わり

万代ツルエ、森岡一朗

・第 60 回日本腎臓学会学術集会 サテライトシンポジウム 北海道 2017.7.1

シンポジウム Alport 症候群の病理解析と治療法の開発

野津寛大

・第 33 回日本ＤＤＳ学会 京都 2017.7.6-7.7

シンポジウム 核酸医薬を用いた福山型筋ジストロフィーの治療

池田真理子、戸田達史

・第 53 回日本周産期・新生児医学会学術集会 横浜 2017.7.16-18

ミニシンポジウム 早産低出生体重児と高ビリルビン血症

UB アナライザーとニホンウナギ由来の蛍光タンパク質（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, 大山正平, 西田浩輔, 山名啓司, 黒川大輔, 藤岡一路, 西村範行, 飯

島一誠, 森岡一朗

ミニシンポジウム 早産低出生体重児と高ビリルビン血症

早産児の総ビリルビン・アンバウンドビリルビンを用いた光線療法・交換輸血治療基準

の評価

森岡一朗、香田 翼、岩谷壮太、黒川大輔、山名啓司、西田浩輔、大山正平、藤岡一

路、飯島一誠、中村 肇

ミニシンポジウム 早産低出生体重児と高ビリルビン血症

早産児における新生児黄疸治療の適応基準確立のための多施設共同研究

森岡一朗、岩谷壮太、前山花織、藤岡一路、飯島一誠、横田知之、森沢 猛、三輪明
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弘、五百蔵智明、大久保沙紀、芳本誠司、岡田 仁、吉川香代、細野茂春、中村 肇

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

とその予測因子

森岡一朗、大山正平、福嶋祥代、西田浩輔、前山花織, 山名啓司、黒川大輔、藤岡一路、

岩谷壮太、飯島一誠

先天性 CMV 感染児の出生体重と神経学的予後に関する検討

西田浩輔、森岡一朗、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、出口雅士、谷村憲司、山田秀人

照射面積の異なる発光ダイオード機器間における光線療法治療効果の検討

大山正平、山名啓司、福嶋祥代、西田浩輔、黒川大輔、岩谷壮太、藤岡一路、飯島一

誠、大橋正伸、中村肇、森岡一朗

ミニシンポジウム SGA 児の長期予後

SGA 児の胎盤における胎盤形成遺伝子 Retrotransposon-like1(Rtl1)メチル化異常の検

討

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

太、西村範行、飯島一誠、森岡一朗

・第 23 回日本小児・思春期糖尿病研究会 東京 2017.7.17

内科・小児科の連携強化と主食量の自己決定によるサマーキャンプ中の血糖コントロー

ルの改善

松本真明、粟野宏之、永井正志、坊亮輔、竹内健人、山内裕美子、柏原米男、廣田勇

士、石﨑 由美子、宅見徹、高橋利和、小川渉、飯島一誠

・第 23 回日本遺伝子細胞治療学会 福岡 2017.7.20-22

シンポジウム

Antisense therapy for Fukuyama congenital muscular dystrophy

池田真理子

・第 38 回日本小児腎不全学会 淡路 2017.9.21-22

シンポジウム

Alport 症候群の病態生理と軽症化の試み

野津寛大
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治療方針の決定に疾患パネル解析を用いたステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の 1 例

長野智那、貝藤裕史、藤村順也、堀之内智子、中西啓太、南川将吾、山村智彦、野津

寛大、飯島一誠 、神吉直宙、濱平陽史

・第 51 回日本小児内分泌学会 大阪 2017.9.28-30

正期産 SGA 児と後期早産 AGA 児の 3 歳までの低身長発生頻度の比較：matched

case-control 研究

福嶋祥代、前山花織、松本真明、大山正平、山名啓司、藤岡一路、粟野宏之、三品浩

基、飯島一誠、森岡一朗

在胎 32 週以下の早産児における GH 治療適応 SGA 性低身長の周産期予測因子の検討

松本 真明、粟野 宏之、大山 正平、福嶋 祥代、前山 花織、山名 啓司、岩谷 壮太、

藤岡 一路、飯島 一誠、森岡 一朗

新生児期に高 TSH 血症を示した偽性副甲状腺機能低下症の乳児期 BMI

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

永瀬裕朗、飯島一誠

・第 32 回日本 Shock 学会総会 岐阜 2017.9.29-30

早産児マウス敗血症モデルを用いたヒトリコンビナントトロンボモジュリン(rh-TM)の

敗血症防御効果の検討

西田浩輔、大久保沙紀、藤岡一路

早産児マウス敗血症モデルにおけるストレス誘導性高血糖の検討

大久保沙紀、西田浩輔、藤岡一路

・第 272 回日本小児科学会兵庫県地方会 姫路 2017.9.30

ツロブテロール貼付薬が奏功した先天性完全房室ブロックの一例

生田寿彦、芦名満理子、福嶋祥代、大山正平、大久保沙紀、山名啓司、藤岡一路、佐

藤有美、飯島一誠、森岡一朗

発達の遅れを機にアレイ CGH で診断した Smith-Magenis 症候群の 1 例

前山花織、森貞直哉、永井正志、榊原菜々、高木康子、加藤威、吉岡三惠子、西村範

行、飯島一誠
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日齢 38 で発症した血小板減少症の男児

植村優、二野菜々子、高藤哲、榊原菜々、森健、西村範行、吉本啓修、明神翔太、高

見勇一、藤田秀樹、久呉真章、飯島一誠

不明熱の精査中に Radiologically Isolated Syndrome が疑われた１例

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

永瀬裕朗、飯島一誠

兵庫県病院小児科勤務医アンケート調査結果

久呉真章、安部治郎、泉 裕、上谷良行、河田知子、熊谷直樹、小阪嘉之、宅見 徹、

鶴田 悟、冨永弘久、貫名貞之、服部益治、藤田 位、港 敏則、森岡一朗、横山直

樹、米谷昌彦

・第 58 回日本母性衛生学会学術集会 神戸 2017.10.6-7

シンポジウム TORCH 症候群 予防とカウンセリング

ここまできた、先天性感染児の診断と治療〜サイトメガロウイルスとトキソプラズマ〜

森岡一朗

シンポジウム TORCH 症候群 予防とカウンセリング

母子感染の赤ちゃんと家族への関わり ―臨床心理士の立場から―

万代ツルエ、森岡一朗

・第 44 回日本小児臨床薬理学会 静岡 2017.10.7-8

神戸こども初期急病センターにおける 1 歳未満のインフルエンザウイルス感染症患児に

対する治療の変化

木村 誠、石橋和人、森岡一朗、石田明人

・第 62 回日本新生児成育医学会学術集会 埼玉 2017.10.12-14

教育セミナー

光線療法の適正使用〜High モードと Low モードってなに？

森岡一朗

教育セミナー

新生児・乳児のインフルエンザ感染対策と治療

森岡一朗
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特別企画 チーム研究の見本市：60 年先の医療を目指して

黄疸研究グループ –実は難病！早産児慢性ビリルビン脳症の発症抑制を目指して

森岡一朗

極低出生体重児の初期経腸栄養管理に関する全国調査

芦名満理子、藤岡一路、戸津五月、東海林宏道、宮沢篤生、和田和子、飯島一誠、森

岡一朗

肺高血圧を合併した新生児慢性肺疾患に対して NO 吸入療法を試みた超低出生体重児の

一例

山名啓司、福嶋祥代、生田寿彦、芦名満里子、大山正平、大久保沙紀、藤岡一路、飯

島一誠、森岡一朗

早産児における晩期黄疸リスク因子

山名啓司、岩谷壮太、福嶋祥代、生田寿彦、芦名満里子、大山正平、大久保沙紀、前

山花織、藤岡一路、飯島一誠、森岡一朗

早産児マウス敗血症モデルにおけるヒトリコンビナントトロンボモジュリン(rh-TM)の

有効性の検討

西田浩輔、藤岡一路、芦名満理子、生田寿彦、福嶋祥代、大山正平、大久保沙紀、山

名啓司、飯島一誠、森岡一朗

早産児マウス敗血症モデルにおけるストレス誘導性高血糖の検討

大久保沙紀、藤岡一路、芦名満理子、生田寿彦、福島祥代、大山正平、山名啓司、飯

島一誠、森岡一朗

冷凍母乳で管理した早産児の後天性サイトメガロウイルス感染発生率と感染経路

大山正平、西田浩輔、芦名満理子、生田寿彦、大久保沙紀、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

抗ウイルス薬治療を行った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

関する検討

大山正平、西田浩輔、福嶋祥代、山名啓司、芦名満理子、生田寿彦、大久保沙紀、黒

川大輔、岩谷壮太、藤岡一路、飯島一誠、森岡一朗

バルガンシクロビル治療を行なった症候性先天性サイトメガロウイルス感染児の 1 歳 6
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か月時の神経学的予後

福嶋祥代、山名啓司、芦名満理子、生田寿彦、大山正平、大久保沙紀、藤岡一路、飯

島一誠、森岡一朗

正期産 SGA 児と後期早産 AGA 児の 3 歳時低身長発生頻度の比較

福嶋祥代、前山花織、芦名満理子、生田寿彦、大山正平、大久保沙紀、山名啓司、藤

岡一路、飯島一誠、森岡一朗

・第 59 回日本先天代謝異常学会 2017.10.12-14

カルニチンのみで良好な経過をたどる慢性進行型メチルマロン酸血症同胞例

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

永瀬裕朗、飯島一誠

・第 79 回日本血液学会学術集会 東京 2017.10.20-22

Pediatric acute lymphoblastic leukemia with ETV6-ABL1

植村優、長谷川大一郎、田村彰広、山本暢之、齋藤敦郎、中村さやか、藤原隆弘、神

前愛子、岸本健治、石田敏章、坂口公祥、中町佑司、森健、西村範行、飯島一誠、小

阪嘉之

・第 49 回日本小児感染症学会総会・学術集会 金沢 2017.10.21-22

症候性先天性サイトメガロウイルス感染症中央診断の運用状況と課題

伊藤嘉規、鳥居ゆか、森岡一朗、古谷野伸、吉川哲史、森内浩幸、藤井知行、岡明、

木村宏

・日本小児神経学会近畿地方会 大阪 2017.10.21

症候性 PKD を呈した偽性副甲状腺機能低下症の 8 歳女児例

坊亮輔、粟野宏之、西山将広、永井正志、松本真明、富岡和美、前山花織、田中司、

永瀬裕朗、高田哲、飯島一誠

・第 47 回日本腎臓学会東部学術集会 横浜 2017.10.28-29

遺伝性腎疾患における遺伝子診断の現状とこれからの課題

野津寛大

TGFBI 関連眼腎症候群の 1 例：顆粒状角膜ジストロフィⅡ型と腎症の合併例

岩淵洋一、森岡哲夫、小山裕子、野津寛大、飯島一誠、成田一衛
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シクロスポリンの効果は一時的であった ACTN4 新規遺伝子変異を伴う FSGS 男児例

櫻谷浩志、藤永周一郎、中西啓太、野津寛大

・第 51 回日本てんかん学会 京都 2017.11.3-11.5

Infantile spasms にケトン食が奏効したミトコンドリア DNA 枯渇症候群の 1 例

中尻智史、吉田阿寿美、榊原尚子、永瀬静香、平田量子、橋本総子、石森真吾、阪田

美穂、佐々木香織、谷中好子、親里嘉展、西山敦史、白井丈晶、米谷昌彦、池田真理

子

・第 59 回日本小児血液・がん学会 愛媛 2017.11.9-11

Clinical characteristics and outcome of pediatric osteosarcoma: a single-center

experience

Uemura S, Mori T, Nino N, Takafuji S, Nishimura N, Hara H, Kawamoto T, Akisue

T, Iijima K.

・日本人類遺伝学会 第 62 回大会 神戸 2017.11.15-18

Genotype-phenotype correlation in patients with chromosome 13q partial deletion

Maeyama K, Morisada N, Nagai M, Sakakibara N, Takagi Y, Nishimura N,

Yoshioka M, Iijima K.

療育機関受診を契機にアレイ CGH 解析を行った 5 例

八木麻理子、松本葉子、西村美緒、池田真理子、森岡一朗、戸田達史、飯島一誠、河

﨑洋子

Two patients with PNKP mutations presenting with microcephaly, seizure, and

oculomotor apraxia

Taniguchi-Ikeda M, Morisada N, Inagaki H, Okamoto N, Toda T, Morioka I,

Kurahashi H, Iijima K

Peters 奇形を合併した 12q14 微小欠失症候群の 1 例

長坂美和子、池田真理子、松川愛未、田中敬子、森岡一朗、戸田達史、飯島一誠

難聴を契機に診断された Cat Eye 症候群の 1 例

上原奈津美、池田真理子、柿木章伸、飯島一誠 、戸田達史、丹生健一
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福山型筋ジストロフィーと Duchenne 型筋ジストロフィーの心筋合併症の比較

山本哲志、池田真理子、粟野宏之、松本真明、李 知子、今西孝充、中町祐司、竹島

泰弘、森岡一朗、三枝 淳、飯島一誠、戸田達史
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