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６．2017 年度業績 

１） 論文 

A 欧文 

A-a 学術誌に掲載された原著論文 

1. Oka S, Obata Y, Sato S, Torigoe K, Sawa M, Abe S, Muta K, Ota Y, Kitamura M, 

Kawasaki S, Hirose M, Uramatsu T, Mukae H, Nishino T: Serum Endocan as a 

Predictive Marker for Decreased Urine Volume in Peritoneal Dialysis Patients. Med 

Sci Monit 23(3): 1464-1470, 2017 

2. Kamijo M, Kitamura M, Muta K, Uramatsu T, Obata Y, Nozu K, Kaito H, Iijima K, 

Mukae H, Nishino T.A case of mild phenotype Alport syndrome caused by COL4A3 

mutations. CEN Case Rep 6(2): 189-193, 2017 

3. Yamashita A, Arai H, Torigoe K, Muraya Y, Nakashima M, Obata Y, Nishino T:A 

case of minimal change nephrotic syndrome complicated by ovarian vein thrombosis. 

Acta medica Nagasakiensia 61(1): 41-44, 2017 

4. Uramatsu T, Obata Y, Kamijo M, Muta K, Kitamura M, Kawasaki S, Hirose M, 

Nishikido M, Mukae H, Nishino T: A case report validating the usefulness of 

cell-free and concentrated ascites reinfusion therapy for the treatment of 

exacerbation of chronic renal failure caused by lymphorrhea after surgery for bile 

duct cancer. Acta medica Nagasakiensia 61(1): 17-21, 2017 

5. Oka S, Obata Y, Torigoe K, Torigoe M, Abe S, Muta K, Ota Y, Kitamura M, Kawasaki 

S, Hirose M, Uramatsu T, Yamashita H, Arai H, Mukae H, Nishino T. A 

Comparative Study of the Hemoglobin-Maintaining Effects Between Epoetin-β 

Pegol and Darbepoetin-α in Patients with Chronic Kidney Disease During 3 Months 

Before Dialysis Initiation. Drugs R D 17(3):389-396, 2017. 

B 邦文 

B-a 学術誌に掲載された原著論文 

1. 北村峰昭, 鳥越未来, 太田祐樹, 山下 裕, 小畑陽子, 中西裕美, 古谷順也, 花田浩

和, 望月保志, 錦戸雅春, 酒井英樹, 迎 寛, 西野友哉: 当院の腎移植患者における

塩分摂取量の検討. 日本臨床腎移植学会雑誌. 5(1): 28-33, 2017 

2. 足立美沙, 北村峰昭, 梅根隆介, 上条将史, 南 香名, 橋口麻夕子, 川﨑智子, 山下 

裕, 小畑陽子, 一ノ瀬 浩, 田所正人, 西野友哉: 血液透析患者における２週に１回

の鉄剤投与の試み. 腎と透析 83(4): 633-636, 2017 

B-b 学術誌に掲載された総説 

1. 北村峰昭, 浦松 正, 小畑陽子, 西野友哉: IgA腎症における軽鎖染色の意義. BIO 

Clinica 32(5): 501-505, 2017 
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B-c 著書（分担執筆を含む） 

1. 山下 裕, 小畑陽子, 宮崎正信, 西野友哉: 8．限外濾過不全の病態と治療に関するエ

ビデンス. 腎と透析 82(1): 151-155, 2017 

2. 西野友哉: 腎臓の構造とはたらき. 腎臓・透析療法・透析患者の体 イラスト図鑑. 透

析ケア 306(1): 12-15, 2017 

3. 宮崎正信, 西野友哉: 【適正な輸液とは何か?】 在宅医療における輸液の位置づけ. 内

科 120(1): 125-127, 2017 

4. 宮崎正信, 西野友哉: アシスト PD 成功へのアプローチ 訪問看護 STの役割. 腎と透

析 83(1): 36-37, 2017 

B-e-1 学術誌に掲載されたアブストラクト 

 

1. 梅田雅孝, 古賀智裕, 一瀬邦弘, 平井康子, 西野文子, 川尻真也, 岩本直樹, 玉井慎美, 

中村英樹, 折口智樹, 西野友哉, 川上 純: 腎生検施行ループス腎炎の寛解予測因子の

検討. 九州リウマチ. 37(1)10, 2017 

2. 北村峰昭, 太田祐樹, 川崎智子, 山下 裕, 浦松 正, 廣瀬弥幸, 小畑陽子, 西野友哉: 

IgA 腎症と紫斑病性腎炎における上皮下 deposit についての検討. 日本腎臓学会誌 

59(3)246, 2017 

3. 鳥越健太, 小畑陽子, 鳥越未来, 岡 哲, 小路武彦, 植田弘師, 西野 友哉: プロサイモ

シン由来ペプチドによるシスプラチン誘発急性腎障害の抑制効果. 日本腎臓学会誌 

59(3)289, 2017 

4. 廣瀬弥幸, 高木博人, 黒部由佳, 石橋可奈子, 鳥越健太, 鳥越未来, 岡 哲, 山下めぐみ, 

牟田久美子, 太田祐樹, 北村峰昭, 川﨑智子, 北村里子, 中沢将之, 浦松 正, 小畑陽子, 

西野友哉: 長崎県内の３医療機関におけるネフローゼ症候群の診療録記載の比較. 日本

腎臓学会誌 59(3)349, 2017 

5. 太田祐樹, 浦松 正, 牟田久美子, 北村峰昭, 廣瀬弥幸, 小畑陽子, 西野友哉: 当院での

保存期腎不全教育入院の実態とその効果についての検討. 日本腎臓学会誌 59(3)367, 

2017 

6. 黒部由佳, 太田祐樹, 北村峰昭, 廣瀬弥幸, 浦松 正, 小畑陽子, 北村里子, 錦戸雅春, 

小池雄太, 福岡順也, 西野友哉: 血管内大細胞型 B 細胞性リンパ腫の診断に至った血液

透析患者の一例. 日本透析医学会雑誌 50(6): 513, 2017 

7. 北村峰昭, 北村里子, 太田祐樹, 牟田久美子, 山下 裕, 小畑陽子,  望月保志, 立石洋

平, 松尾孝之, 辻野 彰, 酒井英樹, 西野友哉: 当院に脳出血で入院した 血液透析症例

の追跡調査. 日本透析医学会雑誌 50(6): 585, 2017 

8. 川崎智子, 高木博人, 辻 清和, 山下鮎子, 竹下浩明, 伊東正博, 西野友哉: 慢性偽性腸

閉塞症が疑われた血液透析患者の一例. 日本透析医学会雑誌 50(6): 627, 2017 

9. 宮崎正信, 太田祐樹, 浦松 正, 小畑陽子, 西野友哉: 現状におけるアシスト PD の方法
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と問題点. 日本透析医学会雑誌 50(6): 768, 2017 

10.  鳥越健太, 小畑陽子, 鳥越未来, 岡 哲, 太田祐樹, 北村峰昭, 廣瀬 弥幸, 浦松 正, 

西野友哉: 腹膜透析における食塩味覚に影響する因子の検討. 日本透析医学会雑誌 

50(6): 774, 2017 

11.  坂本良輔, 新井英之, 平井達大, 村谷良昭, 浦松 正, 小畑陽子, 西野友哉: 重篤な高

K 血症のため血液透析が必要であった保存期腎不全症例の検討. 日本透析医学会雑誌 

50(6): 877, 2017 

12.  佐々木 修, 舩越 哲, 原田孝司, 澤瀬健次, 一ノ瀬 浩, 橋口純一郎, 小林慎一朗, 

金高賢悟, 江口 晋, 錦戸雅春, 小畑陽子, 西野友哉: 多発性嚢胞腎透析患者に発症し

た閉鎖孔ヘルニアの一例. 日本透析医学会雑誌 50(6): 935, 2017 

13.  西野友哉: 進行性腎障害教育講演. 日本腎臓学会誌 59(6)696, 2017 

14.  石橋信弘, 太田祐樹, 梅根隆介, 黒部由佳, 牟田久美子, 北村峰昭, 山下 裕, 浦松 

正, 小畑陽子, 望月保志, 福岡順也, 西野友哉: 腎機能障害を契機に診断に至った全身

性強皮症の一例. 日本腎臓学会誌 59(6)736, 2017 

15.  原川さゆみ, 太田祐樹, 黒部由佳, 牟田久美子, 北村峰昭, 山下 裕, 小畑陽子, 宮崎

泰司, 福岡順也, 久野 敏, 西野友哉: 造血幹細胞移植後にネフローゼ症候群を呈し、多

彩な腎病理所見を認めた一例. 日本腎臓学会誌 59(6)717, 2017 

16.  糸瀬 賢, 坂本良輔, 鳥越未来, 岡 哲,北村峰昭, 山下 裕,小畑陽子, 三浦清徳, 久野 

敏,福岡順也, 増崎英明, 西野友哉: 子宮体癌に併発した治療抵抗性ネフローゼ症候群の

一例. 日本腎臓学会誌 59(6)718, 2017 

17.  上条将史, 久原拓哉, 林 和歌, 辻 創介, 荒牧俊幸, 植木幸孝, 西野友哉: ステロイ

ド治療後に急激な腎機能低下を認めた全身性エリテマトーテスの一例. 日本腎臓学会誌 

59(6)737, 2017 

18.  中村祐太, 平井達大, 坂本良輔, 黒部由佳, 新井英之, 村谷良昭, 松尾江美, 中島正洋, 

久野 敏, 西野友哉: ネフローゼ症候群を呈した原発性 AL アミロイドーシスに対して

化学療法が奏功した一例. 日本腎臓学会誌 59(6)737, 2017 

19.  山崎愛子, 坂本良輔, 平井達大, 黒部由佳, 新井英之, 村谷良昭, 泊 慎也, 中島正洋, 

久野 敏, 西野友哉: 肺腺癌に対して Bevacizumab 投与中に、ネフローゼ症候群を呈し

た１例. 日本腎臓学会誌 59(6)741, 2017 

20.  明穂尚基, 浦松 正, 梅根隆介, 岡 哲, 橋口麻夕子, 山下 裕, 小畑陽子, 西野友哉: 

カテーテル周囲に広範な血栓を認め、抗血小板第 4 因子/ヘパリン抗体、抗カルジオリ

ピン抗体陽性を示した一例. 日本腎臓学会誌 59(6)720, 2017 

21.  澤瀬篤史, 太田祐樹, 牟田久美子, 北村峰昭, 山下 裕, 小畑陽子, 望月保志, 高槻光

寿, 江口 晋, 酒井英樹, 西野友哉: 多発性肝腎嚢胞症による肝腎不全に肝腎同時移植

を行った一例. 日本腎臓学会誌 59(6)722, 2017 

22.  一瀬将広, 中沢将之, 石橋可奈子, 大塚絵美子, 辻 清和, 福田雄一, 西野友哉: 血液
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透析患者に発症した結核性心膜炎の 1 例. 日本腎臓学会誌 59(6)752, 2017 

23.  志方真妃, 高木博人, 足立美沙, 川崎智子, 川口雄史, 森 英毅, 伊東正博, 西野友哉: 

腎乳頭壊死がみられた急性両側性腎盂腎炎の一剖検例. 日本腎臓学会誌 59(6)760, 

2017 

24.  北村峰昭, 北村里子, 山下 裕, 小畑陽子, 石本裕士, 坂本憲穂, 尾長谷 靖, 一瀬邦

弘, 中村英樹, 望月保志, 川上 純, 迎 寛, 西野友哉: 肺胞出血のため血漿交換を施行

した症例についての検討. 日本アフェレシス学会雑誌 36(Sup): 160, 2017 

25.  太田祐樹, 北村峰昭, 牟田久美子, 山下 裕, 小畑陽子, 望月保志, 松尾孝之, 辻野 

彰, 酒井英樹, 西野友哉: 維持血液透析患者における脳出血の予後予測因子について. 

日本腎臓学会誌 59(6)878, 2017 

26.  吉岡佑佳子, 井上 大, 太田祐樹, 北村峰昭, 山下 裕, 小畑陽子, 望月保志, 江口 

晋, 酒井英樹, 西野友哉: 多発性嚢胞腎による肝腎不全に肝腎同時移植を行った一例. 

九州人工透析研究会会誌 45: 98, 2017 

27.  望月保志, 中西裕美, 計屋知彰, 木原敏晴, 大庭康司郎, 北村峰昭, 北村里子, 宮田康

好, 西野友哉, 酒井英樹: 長崎大学における腎移植50年の治療成績と長期生着例の検討. 

九州人工透析研究会会誌 45: 99, 2017 

28.  末松孝文, 高木博人, 足立美沙, 川崎智子, 辻 清和, 西野友哉: 高用量セフトリアキ

ソン投与で意識障害が出現した急性腎障害の 1 例. 九州人工透析研究会総会会誌. 45: 

98, 2017 

29.  廣瀬弥幸, 井上公介, 小森朋子, 秋山久美子, 長谷川ゆり, 川崎智子, 中沢将之, 小畑

陽子, 西野友哉: 統一した監査基準による 3 医療機関でのネフローゼ症候群の診療録記

載の比較. 診療情報管理 29(2): 274, 2017 

 

 

７．競争的研究資金獲得 

 

 

 

氏名・職 資 金 提 供 元 代表・分担 研 究 題 目 

牟田久美子・助教 日本学術振興会 代表 マウス腹膜線維症モデルにおける、 

合成レチノイド Am80 の線維化抑制効果 

北村峰昭・助教 日本学術振興会 代表 テーラーメイド医療を目指した 

IgA 腎症における軽鎖の検討 


