
【2017 年度日本小児科学会専門医試験】 

Mitani M., Furuichi M., Narumi S., Hasegawa T., Chiga M., Uchida S., Sato S. A patient with 

pseudohypoaldosteronism type II complicated by congenital hypopituitarism carrying a 

KLHL3 mutation. Clin Pediatr Endocrinol 2016; 25(4): 127-134. <doi:10.1297/cpe.25.127>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27780982> 

 

Kobayashi H., Mizuno Y., Takahashi T. Conservative follow-up of fractured percutaneously 

inserted central venous catheter. Pediatr Int 2016; 58(12): 1369-1370. 

<doi:10.1111/ped.13082>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28008738> 

 

Hosoda A., Gatayama R., Moriyama S., Ishii N., Yamada K., Matsuzaki Y., Shinjoh M. The 

first case of recurrent ultra late onset group B streptococcal sepsis in a 3-year-old child. 

IDCases 2017; 716-18. <doi:10.1016/j.idcr.2016.11.007>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920985> 

 

井上 恭兵, 片岡 貴昭, 田村 雅人, 伏間江 真由美, 吉田 真, 小柳 喬幸. ステロイドパ

ルス開始後解熱したが、主要症状および炎症反応が残存し、冠動脈病変を合併した川崎病

の 8 歳男児. 小児科臨床 2017; 70(10): 1546-1550.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017379544> 

 

梅沢 洸太郎, 大河原 一郎, 西田 光宏, 西澤 和倫. 血球貪食症候群が疑われたランゲル

ハンス細胞組織球症の 1 例. 小児科臨床 2016; 69(9): 1519-1523.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2016398712> 

 

大西 卓磨, 古市 宗弘, 高村 恭子, 佐藤 清二. 血小板数が正常化するまでに 2 ヵ月を要

した新生児同種免疫性血小板減少症. 日本小児科学会雑誌 2017; 121(1): 101-105.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017142858> 

 

小川 恵梨, 佐藤 利永子, 鳥居 健一, 清水 真理子, 河津 桃子, 籏生 なおみ, 鈴木 絵

理, 山澤 一樹, 有馬 ふじ代, 土橋 隆俊, 込山 修, 新庄 正宜. 骨破壊および膿瘍形成

を呈した軸椎骨髄炎の 1 例. 小児科臨床 2017; 70(2): 233-238.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017116504> 

 

倉持 由, 堀江 裕子, 玉井 直敬, 市橋 洋輔, 津久井 瑞江, 小林 靖明. 鼻閉を主訴に受

診し、全前脳胞症と診断された 2 ヵ月男児例. 小児科臨床 2017; 70(5): 665-671.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27780982
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28008738
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27920985
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017379544
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2016398712
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017142858
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017116504


<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017298902> 

 

佐々木 万里恵, 坂口 友理, 武内 俊樹, 篠原 尚美, 新庄 正宜, 高橋 孝雄. ムンプスワ

クチンによる髄膜脳炎の 1 例. 日本小児科学会雑誌 2015; 119(8): 1279.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2015396878> 

 

高木 虎太郎, 小林 健, 雨宮 あつこ, 三島 芳紀, 漢那 由紀子, 朝戸 信家, 篠塚 俊介, 

真路 展彰, 仲澤 麻紀, 上牧 勇. 深頸部膿瘍による気道閉塞・黄色ブドウ球菌敗血症を認

めた 1 乳児例. 小児科臨床 2017; 70(9): 1405-1408.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017374616> 

 

多喜 萌, 井口 智洋, 三谷 麻里絵, 田口 寛子, 本間 麻里, 明貝 路子, 上牧 務. 乳児

瞳孔不同の 2 例. 小児科 2017; 58(1): 95-98.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017161700> 

 

前田 直則, 松村 和哉, 梅沢 洸太郎, 坂口 友理, 田村 義輝, 若松 太, 新庄 正宜, 武

内 俊樹, 高橋 孝雄. 深鎮静により意識障害の診断が困難であったけいれん重積型急性脳

症の 1 例. 小児科 2017; 58(8): 811-815.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017357609> 

 

【2018 年度日本小児科学会専門医試験】 

Asada N., Tsukahara T., Furuhata M., Matsuoka D., Noda S., Naganuma K., Hashiguchi A., 

Awazu M. Polycythemia, capillary rarefaction, and focal glomerulosclerosis in two adolescents 

born extremely low birth weight and premature. Pediatr Nephrol 2017; 32(7): 1275-1278. 

<doi:10.1007/s00467-017-3654-z>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28435991> 

 

Nakano S., Sato T., Hosokawa M., Takagi C., Yoshida F., Ishii T., Sato S., Hasegawa T. A 

pediatric case of insulinoma and a novel MEN1 mutation: the efficacy of the combination 

therapy of diazoxide and cornstarch. Clin Pediatr Endocrinol 2018; 27(3): 197-199. 

<doi:10.1297/cpe.27.197>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30083038> 

 

雨宮 あつこ, 上牧 勇, 仲澤 麻紀, 木本 真史, 森 健太郎, 清水 頌子, 山城 安啓, 服

部 幸夫. チアノーゼを契機に診断した HbM Kurume の 1 例. 日本小児救急医学会雑誌 

2018; 17(1): 89-92.  

http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017298902
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2015396878
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017374616
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017161700
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2017357609
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28435991
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30083038


<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018209030> 

 

伊藤 環, 中野 さつき, 河野 彬子, 荒木 真由美, 濱畑 裕子, 薄井 摩稚子, 下山田 素

子, 玉目 琢也, 明石 真幸, 佐藤 清二. 当院における川崎病 RAISE 試験・Post RAISE 試

験参加前後の治療成績の変化. 埼玉県医学会雑誌 2017; 52(1): np36.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018123429> 

 

長田 枝利香, 三谷 麻里絵, 江原 和美, 本田 尭, 荒木 耕生, 後藤 正之, 楢林 敦, 津

村 由紀, 安藏 慎, 番場 正博. インフルエンザワクチン、日本脳炎ワクチン接種後に免疫性

血小板減少症(ITP)を発症した 5 歳女児例. 小児科 2016; 57(4): 405-408.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2016239048> 

 

玉井 直敬, 吉田 真, 井上 恭兵, 細田 愛, 角田 真弓, 稲木 香苗. 急速に気管狭窄が

進行し気管挿管に難渋した細菌性気管炎の 7 歳男児. 小児科臨床 2018; 71(10): 1737-

1742.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019013667> 

 

玉岡 哲, 内田 登, 高橋 努. 肺炎球菌敗血症を契機に発症した Hemiconvulsion 

Hemiplegia Syndrome の 1 例. 小児科 2018; 59(9): 1353-1358.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018359296> 

 

瀧澤 有珠, 佐々木 悟郎, 佐藤 公則, 本田 美紗, 石崎 怜奈, 末吉 真衣, 萩原 揚子, 

須永 友香, 平野 泰大, 水野 風音, 新庄 正宜, 高橋 孝雄. 発熱源不明の有熱時けいれ

んにおける菌血症診断率と肺炎球菌結合型ワクチン接種の関連. 日本小児科学会雑誌 

2018; 122(5): 867-873.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018308439> 

 

宮武 瑛里, 妹尾 祥平, 森川 哲行, 鈴木 真理, 緒方 大輔, 清水 寛之, 佐藤 明弘, 四

家 達彦, 山下 行雄, 石原 淳. 家族の分離が長期に及んだ性的虐待による若年妊娠の 1

例. 小児科 2018; 59(3): 327-329.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018189664> 

 

山本 一希, 長谷川 大輔, 石田 悠志, 梅原 直, 草川 功. 生後 3 ヵ月未満の乳児におけ

る重症細菌感染症の予測因子. 日本小児救急医学会雑誌 2018; 17(3): 387-391.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019039414> 

 

http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018209030
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018123429
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2016239048
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019013667
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018359296
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018308439
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018189664
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019039414


若林 大樹, 宗永 健志, 後藤 安那, 梅沢 洸太郎, 福島 秀彰, 畑岸 達也, 宮路 尚子, 

草野 知江子, 堀 尚明, 佐藤 吉壮. 3 ヵ月未満の百日咳の 4 例. 日本小児科学会雑誌 

2018; 122(5): 909-914.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018308446> 

 

【2019 年度日本小児科学会専門医試験】 

Osada A., Araki E., Yamashita Y., Ishii T. Combination therapy of propranolol, 

levothyroxine, and liothyronine was effective in a case of severe consumptive hypothyroidism 

associated with infantile hepatic hemangioma. Clin Pediatr Endocrinol 2019; 28(1): 9-14. 

<doi:10.1297/cpe.28.9>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30745728> 

 

Sakaguchi A., Yamashita Y., Ishii T., Uehara T., Kosaki K., Takahashi T., Takenouchi T. 

Further evidence of a causal association between AGO1, a critical regulator of microRNA 

formation, and intellectual disability/autism spectrum disorder. Eur J Med Genet 2019; 62(6): 

103537. <doi:10.1016/j.ejmg.2018.09.004>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30213762> 

 

石川 貴大, 上牧 務. 若年妊娠により出生した児の当院における後方視的検討. 小児科臨

床 2020; 73(1): 65-68.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020178747> 

 

小栗 沙織, 安原 潤, 肥沼 悟郎, 山岸 敬幸, 高橋 孝雄. 鎮静と呼吸管理による保存的

治療で寛解した心臓術後両側声帯麻痺. 日本小児循環器学会雑誌 2019; 35(3): 197-201.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020136178> 

 

影山 智佳, 常松 健一郎, 内田 理美, 井平 勝, 吉川 哲史, 大門 佑美, 梶尾 円香, 七

尾 謙治. 水痘ワクチン株による汎発性帯状疱疹の 5 歳女児例. 小児科臨床 2019; 72(8): 

999-1002.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019334112> 

 

岸田 さなえ, 大森 学人, 津久井 瑞江, 野ヶ山 泰介, 柴田 映道, 小林 靖明. 菌血症を

合併したサルモネラ腸炎の 3 きょうだい例. 小児科臨床 2019; 72(5): 638-642.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019260733> 

 

杉野 有里, 松村 和哉, 山田 健一朗. 長期のひきこもりと偏食によりビタミン D 欠乏性くる病

http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018308446
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30745728
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30213762
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020178747
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020136178
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019334112
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019260733


をきたした中学生男児の 1 例. 小児内科 2018; 50(8): 1312-1316.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018359650> 

 

妹尾 祥平, 山田 剛, 小山 裕太郎, 高橋 努. 川崎病性冠動脈瘤後の狭窄病変に対しヘ

パリン運動療法を実施した 1 例. 小児科臨床 2019; 72(7): 881-885.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019252069> 

 

宗永 健志, 堀 尚明, 梅沢 洸太郎, 若林 大樹, 福島 秀彰, 堀 秀之, 草野 知江子, 染

宮 歩, 嶋田 博之, 佐藤 吉壮. 極端な偏食の自閉症児に認めた巨赤芽球性貧血の 1 例. 

小児科臨床 2019; 72(2): 181-185.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019127303> 

 

【2020 年度（中止）・2021 年度日本小児科学会専門医試験】 

Asano S., Fukushima N., Tsuzuki N., Nakamura A., Yamada K. Lateral neck pain as a 

symptom of severe sinusitis: A case report. Pediatr Int 2021; 63(5): 589-590. 

<doi:10.1111/ped.14445>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33725394> 

 

Okada R., Sakaguchi Y., Matsushige T., Kamimaki I., Takenouchi T., Takahashi T. Acute 

childhood encephalopathy with prolonged fever, pleocytosis and elevated inflammatory 

cytokines in the cerebrospinal fluid and transient splenial lesion. Journal of the International 

Child Neurology Association 2019. <doi:10.17724/jicna.2019.166>.  

<https://dx.doi.org/10.17724/jicna.2019.166> 

 

Kagami R., Sato T., Ishii T., Araki E., Yamashita Y., Shibata H., Ishihara J., Hasegawa T. 

Central precocious puberty in a boy with pseudohypoparathyroidism type Ia due to a novel 

GNAS mutation. Clin Pediatr Endocrinol 2020; 29(2): 89-90. <doi:10.1297/cpe.29.89>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32313379> 

 

Kusakawa M., Sato T., Hosoda A., Araki E., Matsuzaki Y., Yamashita Y., Ishihara J., Inagaki 

Y., Uchida N., Ishii T., Hasegawa T. A neonatal case of HDR syndrome and a vascular ring 

with a novel GATA3 mutation. Hum Genome Var 2019; 655. <doi:10.1038/s41439-019-

0087-1>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31885872> 

 

Yaginuma M., Sato T., Yuki K., Hasegawa T. Infant with trisomy 13 who developed acute 

http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018359650
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019252069
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019127303
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33725394
https://dx.doi.org/10.17724/jicna.2019.166
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32313379
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31885872


elevation of intraocular pressure and glaucoma. Congenit Anom (Kyoto) 2020; 60(5): 151-

152. <doi:10.1111/cga.12367>.  

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31981267> 

 

大森 学人, 鈴木 翔太郎, 梶尾 円香, 伏間江 真由美, 大門 佑美, 七尾 謙治, 常松 健

一郎. TSST-1 関連発疹症を呈した 1 歳児の 2 例 : 発症要因と病態に関する文献的考察. 

小児科臨床 2021; 74(9): 1108-1113.  

<https://ci.nii.ac.jp/naid/40022653574/> 

 

尾崎 慶子, 肥沼 悟郎, 案納 あつこ, 三島 芳紀, 上牧 勇. 体外式人工呼吸器による呼

吸理学療法が奏功した気管狭窄のあるムコ多糖症 II 型. 日本小児呼吸器学会雑誌 2020; 

31(1): 7-13.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020327322> 

 

釜田 秀人, 高橋 修平, 長島 由佳, 吉田 真. イオン飲料への過大評価と家庭環境の問題

の関与が示唆されたイオン飲料習慣多飲による Wernicke 脳症の 1 歳男児. 小児科臨床 

2021; 74(8): 963-967.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/V726450006> 

 

河津 桃子, 三春 晶嗣, 鳥居 健一, 雨宮 あつこ, 鈴木 絵理, 山澤 一樹, 藤田 尚代, 

込山 修, 樋口 理, 中根 俊成, 小平 隆太郎, 高橋 孝雄. 起立性低血圧症状で発症した

自己免疫性自律神経節障害の 9 歳児例. 小児科臨床 2018; 71(1): 47-53.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018106740> 

 

黒沢 拓未, 松村 和哉, 伊藤 麻美, 石井 憲行, 野ヶ山 泰介, 平野 泰大, 山田 健一朗. 

メチシリン感受性黄色ブドウ球菌による化膿性筋炎の小児の 2 例. 小児科臨床 2019; 72(6): 

745-749.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019235448> 

 

小松 理瑛子, 山田 悠司, 三谷 麻里絵, 明石 真幸, 宮内 潤, 佐藤 清二. 極度の偏食

により発症した凝固異常と巨赤芽球性貧血の 1 例. 小児科臨床 2020; 73(10): 1469-1473.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020380558> 

 

小林 健, 佐々木 悟郎, 杉田 記代子, 福島 裕之. 支援施設入所中に発症した鉄欠乏性

貧血の思春期男児例 Helicobacter pylori 感染との関連. 小児科臨床 2020; 73(4): 443-

447.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31981267
https://ci.nii.ac.jp/naid/40022653574/
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020327322
http://search.jamas.or.jp/link/ui/V726450006
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018106740
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019235448
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020380558


<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020216364> 

 

篠原 嶺, 上田 明歩, 吉川 遥菜, 岡田 怜奈, 倉持 由, 草野 知江子, 堀 尚明. 在宅高

流量鼻カヌラを導入した上咽頭狭窄を伴う全前脳胞症の 1 例. 小児科臨床 2021; 74(5): 

559-563.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021206510> 

 

鈴木 惟子, 玉井 哲郎, 高橋 修平, 上田 明歩, 岡田 怜奈, 倉持 由, 草野 亮祐, 草野 

知江子, 堀 尚明. 川崎病を契機に偶然発見された右冠動脈起始異常の一例. 北関東医学 

2021; 71(3): 199-201. <doi:10.2974/kmj.71.199> 

 

高橋 哲朗, 柴田 映道, 丸山 篤志, 中崎 寿隆, 津久井 瑞江, 小林 靖明, 嶋田 博之, 

粟津 緑. 薬剤中止後も著明なカリウムの漏出が遷延した経口鉄キレート剤 deferasirox による

Fanconi 症候群の 1 例. 日本小児腎臓病学会雑誌 2021; 34(1): 73-79.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/V423350011> 

 

手塚 朋子, 進藤 淳也, 玉岡 哲, 長田 枝利香, 及川 裕之, 本田 尭, 志村 和浩, 外山 

陽子, 楢林 敦, 土橋 隆俊, 番場 正博. Helicobacter pylori 感染による鉄欠乏性貧血の 14

歳女児. 小児科臨床 2018; 71(7): 1275-1280.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018270260> 

 

中崎 寿隆, 中野 さつき, 瀧澤 有珠, 水野 風音, 本田 美紗, 佐々木 悟郎, 小橋 優子,

福島 裕之. 急性期と回復期の MRI が関節炎の原因診断および治療方針の決定に有用で

あった川崎病症例. 日本小児放射線学会雑誌 2020; 36(2): 142-146.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021130389> 

 

西 恵美里, 進藤 淳也, 玉岡 哲, 長田 枝利香, 及川 裕之, 江原 和美, 本田 尭, 外山 

陽子, 楢林 敦, 土橋 隆俊, 番場 正博, 藤岡 憲一郎. 新生児期に発症した右鎖骨骨髄

炎の 1 例. 小児科臨床 2020; 73(3): 297-301.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020197885> 

 

橋本 伸弘, 鈴木 絵理, 三春 晶嗣, 磯部 あいこ, 坂野 沙里, 影山 智佳, 前田 直則, 

籏生 なおみ, 佐藤 利永子, 山澤 一樹, 藤田 尚代, 込山 修. 植物ステロール摂取制限、

コレスチミド、エゼチミブによる治療を 7 年間行っているシトステロール血症の臨床経過. 小児

科臨床 2020; 73(11): 1549-1553.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021020871> 

http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020216364
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021206510
http://search.jamas.or.jp/link/ui/V423350011
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2018270260
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021130389
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020197885
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021020871


 

坂野 沙里, 三春 晶嗣, 雪野 祐莉子, 磯部 あいこ, 影山 智佳, 前田 直則, 籏生 なお

み, 佐藤 利永子, 鈴木 絵理, 山澤 一樹, 藤田 尚代, 込山 修. 水痘ワクチン株由来の

三叉神経領域帯状疱疹を発症した 6 歳男児の 1 例. 小児科臨床 2021; 74(1): 55-59.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021086747> 

 

松山 茉衣, 小林 久人, 肥沼 悟郎, 池宮城 雅子, 上牧 勇. 難治性喘息として治療されて

いた縦隔内気管支原性嚢胞. 日本小児呼吸器学会雑誌 2021; 32(1): 63-67.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/V706050008> 

 

山田 剛, 相樂 昌志, 内田 登, 高橋 努. 内科的治療のみで軽快した B 群溶血性連鎖球

菌髄膜炎の脳室炎併発例. 小児科臨床 2020; 73(4): 455-459.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020216366> 

 

湯浅 絵理佳, 高橋 努. 感染が惹起した骨吸収により高カルシウム血症と頭蓋骨穿孔を呈し

た遷延性意識障害児の 1 例. 小児科臨床 2021; 74(1): 74-79.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021086750> 

 

吉田 沙智恵, 橋本 孝明, 天野 直子, 藤野 元子, 金田 智, 荒木 清. 慢性便秘症の既

往がある大腸憩室炎の 13 歳女児例. 小児科 2018; 59(13): 1939-1941.  

<http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019083683> 

 

広村 竣, 伊藤 環, 森田 久美子, 明石 真幸. 救急外来を受診したアナフィラキシー患者

におけるアドレナリン投与に関する研究. 日本小児臨床アレルギー学会誌 2021; 19(3) 

<掲載予定> 

http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021086747
http://search.jamas.or.jp/link/ui/V706050008
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2020216366
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2021086750
http://search.jamas.or.jp/link/ui/2019083683

