
2015 年 1 月以降 
学会発表、講演等 
・十河剛、藤谷朝実 
 もしかしてだけど、それって子供の便秘なんじゃないの？ 
 済生会横浜市東部病院 市民公開講座 
 （2015.1.31 横浜） 
・乾あやの 
なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？-見えてくる日本の立ち位置- 

 宮城県小児科医会学術講演会 
 （2015.2.12 仙台） 
・乾あやの 
 我が国の B 型肝炎ウイルス感染症の現状-B 型肝炎は性感染症なのか？- 
 第 37 回横浜市産婦人科医会・小児科医会研究会 
 （2015.2.6 横浜） 
・十河剛 

keynote lecture「小児 IBD の活動性診断 Up to Date」 
 第 15 回日本小児 IBD 研究会 
 （2015.2.8 大阪） 
・乾あやの 
 なぜ今、沖縄の子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？-キャリアの多い沖縄から B 型

肝炎を減らすために- 
 中部地区小児 CME 特別講演 
 （2015.2.10 沖縄） 
・角田知之 
 肝組織が診断に有用であったポンペ病の 1 例 
 第 332 回日本小児科学会神奈川県地方会 
（2015.2.21 横浜） 

・乾あやの 
 なぜ今、B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 国立霞ヶ浦医療センター 院内感染対策セミナー 
 （2015.2.25 茨城） 
・乾あやの 
 B 型肝炎の感染の現状と B 型ワクチン予防接種について 
 肝炎治療講演会 
 （2015.5.23 藤沢） 
・藤澤知雄 
 Fontan 循環における肝合併症 
 日本循環器学会 委員会セッション 
 （2015.4.26 大阪） 
 



・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 第 57 回知多半島小児科医会学術講演会  
 （2015.5.28 愛知） 
・岩澤堅太郎、乾あやの、角田知之、梅津守一郎。及川愛里、十河剛、小松陽樹、藤澤知雄 
 遺伝子型 A による B 型肝炎母子感染予防に対する遺伝子型 C 由来ワクチンの予防効果 
 第 118 回日本小児科学会学術集会 
 （2015.4.17-19 大阪） 
・小林宗也、石毛崇、成田綾 
肝組織が診断に有用であったポンペ病の 1 例 
第 118 回日本小児科学会学術集会 

 （2015.4.17-19 大阪） 
・梅津守一郎、角田知之、吉田英里佳、増澤雷吾、十河剛、乾あやの、藤澤知雄、中林玄一、

長澤耕男 
重症 B 型急性肝炎の 2 例 
第 118 回日本小児科学会学術集会 

 （2015.4.17-19 大阪） 
・林久允、直井壯太朗、廣瀬友、井上建、五十嵐浩二、長坂博範、滝川一、乾あやの、楠原

洋之 
 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症に対するフェニル酪酸の治療効果の検証 
第 118 回日本小児科学会学術集会 

 （2015.4.17-19 大阪） 
・乾あやの 
世界標準からみた我が国の VPD 対策～ロタウイルスと B 型肝炎ウイルスについて～ 
美作医会学術講演会 
（2015.4.8 岡山） 

・梅津守一郎、十河剛、岩澤堅太郎、角田知之、及川愛里、乾あやの、藤澤知雄 
 糞便性イレウスを発症し、診断に至った低位鎖肛の 1 例 
 (2015.4.11 神奈川) 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？-定期接種化にむけて- 
 第 13 回つがる小児科医の会学術講演会 
 (2015.5.20 弘前) 
・藤澤知雄、小松陽樹、乾あやの 
 0 歳から 20 歳までの HBV 感染の疫学的検討 
 第 51 回日本肝臓学会総会 
 (2015.5.21-22 熊本) 
 
 
 



・田尻仁、高野智子、乾あやの 
 小児期 HBV 感染者における若年発症肝細胞癌例の臨床像 
 第 51 回日本肝臓学会総会 

(2015.5.21-22 熊本) 
・梅津守一郎、角田知之、岩澤堅太郎、及川愛里、十河剛、乾あやの、藤澤知雄、小松陽樹 

小児期の B 型急性肝炎の検討と現在の HBV 感染予防対策の問題点 
 第 51 回日本肝臓学会総会 
 (2015.5.21-22 熊本) 
・岩澤堅太郎、乾あやの、角田知之、梅津守一郎、及川愛里、十河剛、小松陽樹、藤澤知雄 
 小児期発症肝疾患の診断における経皮的肝針生検の検討 
 第 51 回日本肝臓学会総会 
 (2015.5.21-22 熊本) 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもたちに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？ 
 三鷹市医師会小児科医会学術講演会 
 （2015.6.9 三鷹） 
・乾あやの 
 なぜ今、B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 院内感染対策セミナー 
 （2015.6.18 茨城） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？~定期接種化を見据えて～ 
 第 26 回日本小児科医会総会フォーラム in 大分 ランチョンセミナー6 
 （2015.6.14 大分） 
・藤澤知雄 
 「Fontan 術後症候群における肝合併症」 
 第 75 回埼玉小児循環器談話会 
 （2015.5.30 埼玉） 
・藤澤知雄 
 「フォンタン術後症候群における肝臓の問題」 
 T.S.M 東京たま心臓病の子どもを守る会 医療講演会 
 （2015.5.24 八王子） 
・藤澤知雄 
 Fontan 術後症候群における肝合併症 
 第 12 回成人先天性心疾患セミナー 
 （2015.6.27－6.28 東京） 
 
 
 
 



・岩澤堅太郎、吉年俊文、梅津守一郎、十河剛、乾あやの、藤澤知雄 
 遺伝子型 C 由来ワクチンを用いた遺伝子型 A による B 型肝炎ウイルス母子感染防止の効 
 果 
 第 335 回日本小児科学会神奈川県地方会・総会 
 （2015.6.27 神奈川） 
・乾あやの 
 なぜ、すべての子どもにＢ型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化にむけて～ 
 予防接種テレフォンセミナー  
（2015.6.8 東京）  

・乾あやの 
 「なぜ今、すべての子どもたちに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？－定期接種化に向

けて－」 
 大阪市南部地区ワクチン講演会 
 （2015.7.4 大阪） 
・乾あやの 
 「なぜ今、すべての子どもたちに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？－定期接種化に向

けて－」 
 第 65 回岩手県小児科医会講演会 
 （2015.7.11 盛岡） 
・岩澤堅太郎、吉年俊文、梅津守一郎、藤巻孝一郎、十河剛、福田晃也、笠原群生、乾あや

の、藤澤知雄 
 脳死肝移植にて救命した Idiopathic copper toxicosis(ICT)が疑われる症例 
 第 32 回日本小児肝臓研究会 
 （2015.7.25-26 鳥取） 
・梅津守一郎、岩澤堅太郎、吉年俊文、十河剛、小松陽樹、乾あやの、藤澤知雄 
 異なる遺伝子型由来 HB ワクチン接種での予防効果 
 第 32 回日本小児肝臓研究会 
 （2015.7.25-26 鳥取） 
・乾あやの 
「知っていますか？子どもの B 型肝炎~ワクチン接種の重要性と今後の課題～」 

 東京保険医協会 B 型肝炎ワクチン学習会 
 （2015.7.18 新宿） 
・乾あやの 
 なぜ、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化にむけて～ 
 お昼の Web 講演会 
 （2015.7.23 横浜） 
 
 
 
 



・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもたちに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？－定期接種化に向け

て－」 
 札幌市小児科医会学術講演会 
 （2015.7.25 札幌） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもにＢ型肝炎ワクチンが必要なのか？（案） 
 木曜サロン 
 （2015.8.6 三重） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもにＢ型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化にむけて～ 
 北河内ワクチンフォーラム 
 （2015.8.18. 大阪） 
・十河剛 
 経口補水療法・経口補水液に関する情報交流  
 香川県小児科医会学術講演会 
 （2015.9.25 香川） 
・十河剛 
 経口補水療法・経口補水液に関する情報交流  
 松本小児科医会講演会 
 （2015.9.5 長野） 
・十河剛 
 経口補水療法・経口補水液に関する情報交流  
 前橋小児科医会講演会 
 （2015.9.14 前橋） 
・吉年俊文・十河剛・梅津守一郎・岩澤堅太郎・乾あやの・藤澤和雄 
 成長障害がなく、１歳６か月まで異常を指摘されなかった先天性食道狭窄症の１例 
 第 336 回日本小児科学会神奈川県地方会 
 （2015.9.19 神奈川） 
・乾あやの 
 沈黙の臓器と語る これって肝臓病？ 
 戸塚区医師会学術講演会 
 （2015.9.10 神奈川） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？～定期接種化に向けて～ 
 静岡県立こども病院  
 （2015.9.17 静岡） 
 
 
 



・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもたちに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？ 
 平成 27 年度鳥取県小児科医会総会および学術講演会 
 鳥取県東部医師会館 
 （2015.8.2 鳥取） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 予防接種勉強会 
 （2015.9.16 石巻） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 和歌山小児科医会学術講演会 
 （2015.10.10 和歌山） 
・十河剛 
 経口補水療法～診療の実際と小児急性胃腸炎診療ガイドライン作成の経緯～ 
 横浜市小児科医会研修会 
 （2015/10/14 横浜） 
・十河剛（座長：乾あやの） 
 小児急性胃腸炎診療ガイドライン作成の経緯～経口補水療法を中心として～ 
 第 42 回日本小児栄養消化器肝臓学会 
 （2015.10.17-18 広島） 
・乾あやの 
 当科での肝移植適応基準と治療戦略 
 第 11 回いわて肝移植適応研究会 
 （2015.10.16 岩手） 
・梅津守一郎、角田知之、岩澤堅太郎、及川愛里、十河剛、乾あやの、藤澤知雄、小松陽樹 
 小児期発症 B 型慢性肝炎患者におけるペグインターフェロンアルファ－２ａの治療効果 
 第 19 回日本肝臓学会大会 
 （2015.10.8-9 東京都港区） 
・藤澤知雄（司会：乾あやの） 
 小児の肝疾患 臨床・研究の up to date 基調講演 
第 19 回日本肝臓学会大会 

 (2015.10.8-9 東京都港区) 
・藤谷朝実 十河剛 
 3 歳から 8 歳までの機能性便秘の出現頻度と食習慣、生活時間が与える影響 
 第 42 回日本小児栄養消化器肝臓学会 
 (2015.10.16-18 広島) 
 
 
 



・岩澤堅太郎、十河剛、吉年俊文、梅津守一郎、乾あやの、藤澤知雄 
 原発性硬化性胆管炎と潰瘍性大腸炎の腸内細菌叢の検討 
 第 42 回日本小児栄養消化器肝臓学会 
 (2015.10.16-18 広島) 
・吉年俊文、十河剛、岩澤堅太郎、梅津守一郎、乾あやの、藤澤知雄 
 当院における Yersinia enterocolitica 感染症の特徴 
 第 42 回日本小児栄養消化器肝臓学会 
 (2015.10.16-18 広島) 
・乾あやの 
 なぜ、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化にむけて～ 
 お昼の Web 講演会 
 （2015.10.19 横浜） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもたちに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？～定期接種化に向け

て～ 
 第 562 回長野市小児科集談会学術講演会 
 （2015.10.21 長野） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化に向けて～ 
 ワクチンセミナー in さやま 
 （2015.10.23 狭山） 
・乾あやの 
 沈黙の臓器と語る－これって肝臓病？ 
 第 64 回小児医学講座 
 （2015.10.24 神戸） 
・乾あやの 
 小児期にみられる代謝性肝疾患 
 第 57 回日本先天代謝異常学会総会 共催セミナー2 
 （2015.11.12 大阪） 
・熊谷淳之、奥山虎之、小須賀基通、開山麻美、久保田雅也、内田猛、福田晃也、笠原群生、

乾あやの、成田綾 
 新生児ヘモクロマトーシスの診断で肝移植後に Niemann-Pick 病 C 型と診断された 1 例 
 第 57 回日本先天代謝異常学会総会 共催セミナー2 
 （2015.11.12 大阪） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？－定期接種化に向けて－ 
 いわきし医師会予防接種学術講演会 
 （2015.10.26 福島） 
 
 



・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化に向けて～ 
 ワクチンセミナーｉｎさやま 
 （2015.10.23 埼玉） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 和歌山小児科医会学術講演会 
 （2015.10.10 和歌山） 
・梅津守一郎、十河剛、岩澤堅太郎、角田知之、乾あやの、藤澤知雄 
 ダブルバルーン小腸内視鏡にて診断したメッケル憩室 4 例 
第 42 回日本小児栄養消化器肝臓学会 

  (2015.10.16-18 広島) 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？－定期接種化に向けて－ 
 第 7 回熊本ワクチン懇話会 
 （2015.11.21 熊本） 
・乾あやの 
 小児の感染症・予防接種について－B 型肝炎を中心として－ 
 看護師研修（保育と連動した小児保健について） 
 （2015.11.16 千葉） 
・岩澤堅太郎、十河剛、角田知之、吉年俊文、梅津守一郎、乾あやの、藤澤知雄 
 虫垂切除標本の非乾酪性肉芽腫からクローン病の診断に至った 12 歳男児例 
 第 47 回日本小児感染症学会 
 （2015.1030-11.1 福島） 
・梅津守一郎、乾あやの、岩澤堅太郎、吉年俊文、十河剛、小松陽樹、藤澤知雄 
異なる遺伝子型由来 HB ワクチン接種での予防効果 

 第 47 回日本小児感染症学会 
 （2015.1030-11.1 福島） 
・藤澤知雄、乾あやの、十河剛、小松陽樹 
小児期における B 型肝炎ウイルス（HBV）感染 
第 47 回日本小児感染症学会 

 （2015.1030-11.1 福島） 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチン接種が必要なのか？-定期接種化に向けて- 
 静岡県小児科医会 冬の学術講演会 
 （2015.12.12 静岡） 
・乾あやの 
 B 型肝炎ワクチンのユニバーサル接種の重要性-定期接種化の背景と今後の課題- 
 平成 27 年度愛知県予防接種センター研修会 
 （2015.12.20 愛知） 



・乾あやの 
 なぜ、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？～定期接種化にむけて～ 
 今治市小児科医会学術講演会 
 （2016.1.13 今治） 
 
論文 
・小松陽樹 
 意見投稿 
 日本周産期・新生児医学会雑誌 2015；50(4)：1346-1346 
・小林宗也、角田知之、十河剛、乾あやの 
 肝逸脱酵素が上昇する腹痛 
 小児内科 2015；47(1)：88-91 
・十河剛、岩澤堅太郎、梅津守一郎、角田知之、乾あやの、藤澤知雄 
 小児の胆膵疾患 
 臨牀消化器内科 2015；30(3)：317-323 
・高野智子、乾あやの、牛島高介、三善陽子、虻川大樹、宮川隆之、藤澤知雄、田尻仁 
 30 歳までに肝細胞がんを発症した小児期 B 型肝炎ウイルス感染者に関する臨床的検討 
 肝臓 2015；56(1)：18-20 
・藤澤知雄 
 B 型肝炎ワクチン定期接種化が必要な理由 
 日本小児科医会会報 2015；第 49 号：24-30 
・森實雅司、永渕弘之、鈴木秀典、半田麻有佳、相馬良一、佐藤亜耶、十河剛、乾あやの、

川本愛里、角田知之、髙橋宏行、藤澤知雄 
 In vitro 評価による小児急性肝不全患者を想定した浄化量設定の検討 
 日本急性血液浄化学会雑誌 2015；6(1)：46-51 
・十河剛、岩澤堅太郎、梅津守一郎、乾あやの、藤澤知雄 
 黄疸－急性肝不全、先天性胆道拡張症を中心に－ 
小児内科 2015；47(増大号)：1011-1017 

・小松陽樹、乾あやの、岩澤堅太郎、梅津守一郎、十河剛、藤澤知雄 
 感染症に対する医療費助成 
小児内科 2015；47（7）：1187-1190 

・小林宗也、角田知之、岩澤堅太郎、及川愛里、十河剛、乾あやの、藤澤知雄 
 非性的接触によると考えられる淋菌性骨盤内炎症性疾患を発症した女児の一例 
 機関誌小児感染免疫 2015；.27(1)：23-28 
・藤澤知雄 
 症候と鑑別診断 
ナースの小児科学 2015；6(4)：159-161 

・乾あやの、角田知之、十河剛、小松陽樹、藤澤知雄 
 肝炎ウイルス感染症  
小児内科 2015；47(4)：582-585 



・乾あやの、岩澤堅太郎、梅津守一郎、角田知之、十河剛、小松陽樹、藤澤知雄 
 急性・慢性およびウイルス性肝炎 
 小児科臨床 2015；68(4)：678-680 
・乾あやの 

B 型肝炎ワクチンの定期接種化 
ペディ プラス(日本血液製剤機構) 2015；11(1) 

・乾あやの、小松陽樹 
 混合ワクチンで予防可能な疾患と定期接種化（B 型肝炎） 

medical ASAHI(朝日新聞出版) 2015；7：26-27 
・乾あやの、小松陽樹、梅津守一郎、十河剛 藤澤知雄 
 小児 B 型慢性肝炎に対する IFN 療法 
 日本臨牀別冊 2015；73(9)：685-691 
・小松陽樹、岩澤堅太郎、乾あやの、角田知之、梅津守一郎、十河剛、藤澤知雄 
 Genotype A の B 型肝炎ウィルスキャリア妊婦に対する genotype C 由来の抗原を用いた

HB ﾜｸﾁﾝの母子感染予防効果 
 肝臓 2015；56(12)：675-677 
・乾あやの、小松陽樹、岩澤堅太郎、梅津守一郎、十河剛、藤澤知雄 
 B 型肝炎ワクチン～定期接種化に向けて～ 
 小児科臨床別刷 2015;68(12)：223-227 
・十河剛、藤澤知雄 
 自己免疫性肝炎(AIH)診療ガイドライン(2013 年) 
 肝臓 2015；56（6）217-266 
・十河剛、岩澤堅太郎、梅津守一郎、角田知之、乾あやの、藤澤知雄 
 小児の胆膵疾患 
 臨牀消化器内科 2015；30(3):317-323 
・Komatsu H, Inui A, Sogo T, Tsunoda T, Fujisawa T. 
 Chronic hepatitis B virus infection in children and adolescents in Japan. 
 Journal of Pediatric Gastroenterology and  Nutrition. 2015 Jan；60(1)：99-104. 
・Haruki Komatsu, Ayano Inui 
 Hepatitis B virus infection in children 
 Expert Review of Anti-infective Therapy 2015 Apr；13(4)：427-450 
・Haruki Komatsu, Ayano Inui , Tomoo Fujisawa, Tomoko Takano, Hitoshi Tajiri,  

Jun Murakami, Mitsuyoshi Suzuki. 
Transmission route and genotype of chronic hepatitis B virus infection in children in 
Japan between 1976 and 2010: A retrospective, multicenter study. 
Hepatology Research 2015；45：629-637 

・Tomoyuki Tsunoda , Ayano Inui , Manari Kawamoto , Tsuyoshi Sogo , Haruki Komatsu , 
Mureo Kasahara , Atsuko Nakazawa and Tomoo Fujisawa 

 Neonatal liver failure owing to gestational alloimmune liver disease without iron 
overload 



Hepatology Research 2015；45：601-605 
・Kentaro Iwasawa , Ayano Inui , Tomoyuki Tsunoda , Takeo Kondo , Manari Kawamoto , 
Tsuyoshi Sogo 

 Hepatitis B (HB)immumoglobulin plus HB vaccine for intrauterine HB virus infection 
 Pediatrics International (2015)；57：401-405 
・Haruki Komatsu, Ayano Inui ,Takeyoshi Murano, Tomoyuki Tsunoda, Tsuyoshi Sogo 
and Tomoo Fujisawa 
Lack of infectivity of HBV in feces from patients with chronic hepatitis B virus 
infection,and infection using chimeric mice 
BMC Research Notes 2015；8：366 
・Inui A ,Hashimoto T ,Sogo T ,Komatsu H ,Saheki T ,Fujisawa T 
Chronic hepatitis without hepatic steatosis caused by citrin deficiency in a child. 
Hepatol Res. 2015 Jul 18.doi:10.1111/hepr.12559.[ Epub ahead of print] 
・Haruki1 Komatsu，Ayano Inui 
 Chronic hepatitis B in children in the United States and Canada：international origins 
place the disease burden in children even in the era of universal vaccination 

 Transl Pediatr 2016；5（1）：1-4   
 
班会議報告 
・藤澤知雄 
 小児 AIH 全国調査 
 厚生労働研究 難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」 
平成 26 年度第二回総会 班研究報告（2015.1.29） 

・乾あやの 
 Caroli 病その他の小児期発症の稀少肝胆道疾患に関する研究 
 難治性疾患等政策研究事業 小児期発症の希少難治性肝胆膵疾患における包括的な診断・

治療ガイドライン作成に関する研究(H26-難治性(難)-一般-082) 
平成 27(2015)年 3 月 

・乾あやの、小松陽樹、岩澤堅太郎 
 小児 B 型慢性肝炎長期予後についての検討 
 肝炎等克服実用化研究事業 肝炎等克服緊急対策研究事業 
 小児期のウイルス性肝炎の病態解明は科学的根拠の集積等に関する研究 
平成 27(2015)年 3 月 

・乾あやの、岩澤堅太郎、小松陽樹、藤澤知雄 
 厚生労働研究 肝炎等克服政策研究事業 
「小児における B 型肝炎の水平感染の実態把握とワクチン戦略の再構築に関する研究」 

 平成 26 年度 総括・分担研究報告書 須磨崎班 平成 27(2015)年 3 月 
・藤澤知雄 
 厚生労働科学研究  
 「小児における B 型肝炎の水平感染の実態把握とワクチン戦略の再構築に関する研究」 



 平成２７年度第１回班会議 須磨崎班 (2015.6.6) 
・梅津守一郎 
 厚生労働研究 
 「小児期のウイルス性肝炎の病態解明や科学的根拠の集積などに関する研究」 
 平成２７年度第一回田尻班班会議 平成 27(2015)年 7 月 12 日 
・乾あやの、藤澤知雄、十河剛、梅津守一郎 
 厚生労働科学研究 難治性疾患政策研究事業 
 「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」 
 平成 27 年度第二回総会 （2016.1.21） 
・乾あやの、藤澤知雄、十河剛、梅津守一郎 
 日本医療研究開発機構研究費（AMED） 
 「難治性の肝・胆道疾患に対する治療介入の有効性についてエビデンス作成のための研究」 
 平成 27 年度第二回総会と合同 （2016.1.21） 
 
 
著書・雑誌 
・十河剛 
 ノロ・ロタウイルスから家族を守ろう 
 ESSE 2015；（1）増刊号 
・鹿毛政義、乾あやの、江口有一郎、久保隆彦、田中靖人、四柳宏 
 鹿毛政義 編 
 小児の B 型肝炎-ワクチン接種の話題- 
 肝臓 東京：日本肝臓学会 2015;56(2):39-56 
・乾あやの 
 乳児期の接種が効果的 B 型肝炎ワクチンを知ろう！ 
 フリーマガジン me 東京：株式会社小学館集英社プロダクション  2015 冬号 vol.25 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？-見えてくる日本の立ち位置- 
 宮城県小児科医会報 2015；（3）No.252：49 
・藤澤知雄 
 佐地勉、原寿郎、竹内義博 編 
 肝胆道・膵臓・腹膜疾患 
 ナースの小児科学 改訂 6 版 東京：中外医学社 2015.4.2： 365-373 
・乾あやの、小松陽樹、藤澤知雄 
 中野貴司 編 
 B 型肝炎ウイルスは血液や体液のほか涙や汗も感染源になりますか。 
 まるわかりワクチンＱ＆Ａ  東京：日本医事新報社 2015.3.26 336-338 
・乾あやの、小松陽樹、藤澤知雄 
 中野貴司 編 
 B 型肝炎ウイルスキャリアの幼児が、今後保育園に入園します。保護者や保育園に前もっ



て指導しておくべきことはありますか。 
 まるわかりワクチンＱ＆Ａ  東京：日本医事新報社 2015.3.26 339-340 
・藤澤知雄 
 Ｂ型肝炎予防の新展開 
 横浜市小児科医会ニュース 横浜：横浜市小児科医会 NO.5 2015.4.1:5-12 
・十河剛 
 医武両道 
 肝臓 小児科医リレーエッセイ 東京：日本肝臓学会 2015；56(4)：162-163 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？-見えてくる日本の立ち位置- 
 滋賀小児科医会ニュース 大津：定期学術講演会 No.28 2015.3：7-15 
・藤澤知雄 
 質疑応答 臨床一般 内科：肝胆膵 
医療行為における唾液を介した B 型肝炎ウイルス感染の可能性 

 週刊日本医事新報 東京：JAPAN MEDICAL JOURNAL  2015.6.20；4756(3)：61-62 
・乾あやの、藤澤知雄、小松陽樹 
 B 型肝炎、C 型肝炎 
 総合小児医療 移行期医療 東京：中山書店 2015.6；144-150 
・小松陽樹 
小児科医の活躍の場は？ 

 肝臓 小児科医リレーエッセイ 東京：日本肝臓学会 2015；56(7)：376 
・乾あやの 
 なぜ今、すべての子どもに B 型肝炎ワクチンが必要なのか？ 
 三鷹医人往来 三鷹：三鷹市医師会 広報委員会 2015；37(5)：20-22 
・十河剛 
 子どもの感染性腸炎と脱水 
 漁協の共済(JF 共水連の漁協役職員むけ機関誌) 東京：JF 共水連 2015.2；No178：23 
・十河剛 
 熱中症対策には「水」を飲ませれば大丈夫？ 
 Ecomom 東京：日経 BP 社 2015；summer 
・乾あやの 
 乳幼児の B 型肝炎ウイルス 
 ドクターサロン 東京：キョーリン製薬 2015；59(11)：43-46 
・十河剛 
 インフルエンザの予防法と対処法 
 ESSE 2016；（1）特大号：196 
・乾あやの、小松陽樹、岩澤堅太郎、梅津守一郎、十河剛、藤澤知雄 
 （特集）B 型肝炎ワクチン－定期接種化に向けて－ 
 小児科臨床 東京：日本小児医事出版社 2015；68(12)：223-227 
 



・藤澤知雄 
 水口雅、市橋光、崎山弘 総編集 
 肝硬変 
 今日の小児治療指針 第 16 版 東京：株式会社医学書院 2015；（9）：486-487 
・乾あやの 
 ウィルソン病（肝レンズ核変性症） 
山口徹、北原光夫 監修 
今日の治療指針 2016 年版 東京：株式会社医学書院 2016；775-776 

・乾あやの 
 新生児肝炎 
山口徹、北原光夫 監修 
今日の治療指針 2016 年版 東京：株式会社医学書院 2016；1420 

・乾あやの 
キメラマウスを使用した感染実験で B 型肝炎水平感染のしくみを解明 
RESEARCH WORK  
 

新聞、報道など 
・十河剛 
 子どもの感染性胃腸炎 慌てずに脱水対策して 
 神奈川新聞 2015.1.12 
・乾あやの 
 小児の B 型肝炎予防 
 TBS ラジオ・SBS ラジオ・CBC ラジオ アステラス製薬 明日も元気 2015.1.19－23 
・十河剛 
 脱水防止に経口補水液活用を 
 産経新聞 2015.1.27 
・藤澤知雄 
 B 型肝炎ワクチン 0 歳児に 3 回定期接種へ 
 読売新聞 夕刊 2015.3.19 
・乾あやの 
 なぜ今、B 型肝炎ワクチンが必要なのか 
茨城保険医新聞 2015.8.15 

 
Ｗｅｂサイト 
・十河剛 
 ドクターに 10 の質問（カプセル内視鏡飲むだけドットコム） 
 COVIDIEN 2015.4.27 
・十河剛 
 環境省主催「おしえて！『かくれ脱水』委員会」、子ども向け熱中症啓発イベントを開催、

元Ｊリーガーの佐々木竜太氏がサッカーを楽しむための水分補給を紹介 



マイライフニュース 2015.8.10 
・十河剛 
 元鹿島アントラーズＦＷが、サッカー教室で「熱中症＆脱水症の予防方法」を教える 
 ダイエットクラブ 2015.8.10 
  
以上 


