
～邦文論文 2017 年度～

飯島一誠

【小児腎臓病―新たな針路】ネフローゼ症候群

小児内科 49(4): 515-520, 2017

野津寛大、森貞直哉、飯島一誠

【小児腎臓病―新たな針路】遺伝性腎疾患の原因遺伝子リスト

小児内科 49(4): 597-608, 2017

飯島一誠

ネフローゼ症候群（ステロイド抵抗性）

小児科 診断・治療指針 719-723, 2017

森貞直哉、飯島一誠

【腎泌尿器科領域におけるゲノム医療】CAKUT

腎臓内科・泌尿器科 5(1): 22-27, 2017

森貞直哉、飯島一誠

胎児・新生児と腎泌尿器疾患 3）遺伝性腎疾患と genetic approach

腎臓内科・泌尿器科 5(4)：367-371, 2017

森貞直哉、飯島一誠

耳鼻咽喉科・頭頸部外科増刊号 臨床力 UP！耳鼻咽喉科検査マニュアル

顎顔面形態異常の遺伝子検査 191-195, 2017

森貞直哉、飯島 一誠

【臨床力 UP! 耳鼻咽喉科検査マニュアル】顔面神経検査 顎顔面形態異常の遺伝子検査

耳鼻咽喉科・頭頸部外科 89(5)：191-196,2017.

中西啓太、 飯島一誠

【患者さんからよく尋ねられる内科診療の FAQ】

腎臓 腎炎といわれました。私の子どもに遺伝するのでしょうか? [27 歳 女性,検尿異常]

内科 120(3)：479-481, 2017

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

蛋白尿、高血圧を認め 24 時間自由行動下血圧測定を施行した極低出生体重の 1 例

日本小児高血圧研究会誌 14(1)：32-36, 2017



～邦文論文 2017 年度～

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

枝澄香, 高橋久英, 飯島一誠, 吉川徳茂, 鈴木啓之

マイクロ RNA による多発性嚢胞腎疾患特異的治療の検討

発達腎研究会誌 25(1)：34-36, 2017

森貞直哉、飯島一誠

【腎泌尿器の女性・新生児医学】 胎児・新生児と腎泌尿器疾患 遺伝性腎疾患と genetic

approach

腎臓内科・泌尿器科 5(4)：367-371, 2017

久保川育子, 早川 晶, 石森真吾, 忍頂寺毅史, 森 健, 矢内友子, 久松千恵子, 原 重雄,

竹島泰弘, 飯島一誠

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 例

日本小児救急医学会雑誌 16(1)：34-38, 2017

森貞直哉、飯島一誠

【腎臓医が知っておきたい分子遺伝学の進歩】 疾患編 CAKUT

腎と透析 82(3)：402-406, 2017

森岡一朗

タミフルドライシロップの 1 歳未満への用法用量について教えてください。

インフルエンザ 18(2)：92-93, 2017

森岡一朗

これからの早産児の黄疸管理の提案 神戸大学の黄疸治療基準の改訂

Neonatal Care 30(7)：674-679, 2017

森岡一朗

赤ちゃんからの予防接種とそのインパクト

兵庫県医師会医学雑誌 60 (1)：1-4, 2017

森岡一朗, 岩谷壮太, 香田 翼, 中村 肇

早産児の黄疸管理 新しい管理方法と治療基準の考案

日本周産期・新生児医学会雑誌 53(1)：1-9, 2017



～邦文論文 2017 年度～

森岡一朗、岩谷壮太、黒川大輔、中村 肇

インタクトサバイバル時代の早産児の黄疸管理・治療とアンバウンドビリルビン

日本小児科学会雑誌 121 (9)：1491-1499, 2017

森岡一朗

新生児医療最新トピッ NEXT! 慢性ビリルビン脳症の予防のための早産児の黄疸管理

Neonatal Care 30(6)：553, 2017

森岡一朗、細野茂春

早産児慢性ビリルビン脳症：現状と対策

日本新生児成育医学会雑誌 29 (2)：19-23, 2017

岩谷壮太、森岡一朗

【誰でもわかる予防接種】 悩める予防接種 早産児・低出生体重児と予防接種

小児看護 40(5)：619-624, 2017

森岡一朗

後期早産児の 3 歳時低身長の発生頻度

ホルモンと臨床 63 (1) 19-22, 2017

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

パルボウイルス B19

日本産婦人科・新生児血液学会誌 26(2)：35-40, 2017

森岡一朗

【周産期のウイルス感染症】 新生児への対応 サイトメガロウイルス

周産期医学 47(2)：261-264, 2017

山田秀人, 谷村憲司, 出口雅士, 蝦名康彦, 森岡一朗, 峰松俊夫

【周産期のウイルス感染症】 妊娠・分娩・産褥時の対応 サイトメガロウイルス

周産期医学 47(2) ：213-218, 2017

森岡一朗

【NICU の現状と課題-臨床と研究の最新情報】先天異常を引き起こす新興母子ウイルス感

染症 先天性ジカウイルス感染症

医学のあゆみ 260(3)：221-225, 2017



～邦文論文 2017 年度～

万代ツルエ、森岡一朗

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

兵庫県母性衛生学会雑誌、26：39-40, 2017

福嶋祥代、森岡一朗

【母子感染の検査診断】母子感染とは？

臨床検査 61 (11)：1352-1357, 2017

福嶋祥代、森岡一朗

【これって異常？どう考え、どう動く？赤ちゃんのバイタルサインと検査値】ビリルビン

値

Neonatal Care 30 (11)：48-52, 2017

植村 優, 長谷川大一郎, 横井健人, 二野菜々子, 太原鉄平, 田村彰広, 齋藤敦郎, 神前愛子,

岸本健治, 石田敏章, 川崎圭一郎, 山本暢之, 森 健, 西村範行, 小阪嘉之

B 前駆細胞性急性リンパ性白血病と診断された難治性小児 double-hit lymphoma/leukemia

臨床血液 58(2)：143-149, 2017

野津寛大

【腎再生医療】 遺伝性腎疾患と分子生物学的治療

腎臓内科・泌尿器科 5(6)：570-573, 2017

野津寛大

【小児科ケースカンファレンス】 腎・泌尿器疾患、生殖器疾患 Gitelman 症候群

小児科診療 80 巻増刊：334-337, 2017

野津寛大

【腎臓医が知っておきたい分子遺伝学の進歩】 疾患編 Alport 症候群

腎と透析 82(3)：383-388, 2017

佐々木香織, 丸山あずさ, 永瀬裕朗

集中管理後に神経学的所見を残す小児の発熱に伴う難治性けいれん重積状態の初療時の臨

床的特徴

脳と発達 49(5)：327-331, 2017



～邦文論文 2017 年度～

丸山あずさ、永瀬裕朗

小児神経集中治療における非けいれん性発作

小児の脳神経 42(1)：21-27, 2017

藤岡一路

早産児マウス敗血症モデルの作成

日本 Shock 学会雑誌 31 (2)：17-21, 2017

堀之内智子、野津寛大、飯島一誠

ネフローゼ症候群と移行医療

腎臓内科・泌尿器科 6(3)：245-248, 2017


