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登録演題・口演/ポスター セッション一覧
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運営事務局

登録番号 演題番号 発表種別 発表日 発表時間 会場 セッション名 筆頭著者の姓 筆頭著者の名 筆頭著者の所属機関名 演題名

10000 O2-1 口演 10月5日 8:40-9:35 第1会場 一般口演2 副腎 水野 裕介 慶應義塾大学　医学部　小児科学教室 先天性リポイド副腎過形成症の副腎における二次性ステロイド産生能低下の分子遺伝学的検討

10001 O2-3 口演 10月5日 8:40-9:35 第2会場 一般口演2 副腎 石井 智弘 慶應義塾大学　医学部　小児科 7歳未満の21-水酸化酵素欠損症における副腎クリーゼの罹患率と臨床的特徴

10003 P6-1-7 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 荒木 久美子 秋山成長クリニック　小児科 ターナー症候群女児のトレーニングキットを用いた家庭での訓練による脳・認知機能の変化の検討

10004 P6-1-6 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 荒木 まり子 高知大学医学部小児思春期医学 大学入試に向けて学習訓練を開始したターナー症候群の脳・認知機能の解析

10005 P6-1-8 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 荒木 久美子 秋山成長クリニック ターナー症候群の視覚認知機能訓練方法と脳・認知機能の特徴

10006 P2-8-1 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 望月 貴博 希望の森 成長発達クリニック 成人低身長の小児期における特徴について

10007 P6-3-3 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 綾部 匡之 国立成育医療研究センター エコチル調査メディカルサポートセンター 就学前小児の性ホルモン濃度の男女差と背景因子：子どもの健康と環境に関する全国調査パイロット調査

10008 O1-2 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 大谷 敏嘉 大宮中央総合病院　内科 ＨｂＡ１ｃ１０％以上が１５年持続すると１型糖尿病の末期腎不全発症率は急激に高くなる

10009 P1-2-7 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 上村 美季 東北大学病院　小児科 当科通院中の1型糖尿病患者におけるFreeStyleリブレの使用実績調査

10010 P2-8-8 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 長谷川　 真理 奈良県立医科大学小児科 成長ホルモン治療におけるアドヒアランスに関する検討

10011 P1-7-9 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 齋藤 朋洋 山梨県立中央病院　小児科 インスリン非依存性低血糖症を呈したProteus症候群（Akt1ヘテロ接合性機能獲得型体細胞変異）の1例

10012 P6-1-3 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 箱田　 明子 宮城県立こども病院　内分泌科 自然に思春期発来を認めたNR5A1変異を有するSRY陰性46,XX testicular DSDの1男性例

10013 O6-3 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 西村 尚子 京都大学医学部附属病院　小児科 <I>GALNT3</I>機能喪失型変異による腫瘍状石灰沈着症の3歳男児

10014 P1-3-4 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 宮川 雄一 川口市立医療センター　小児科 Catch up growthに乏しいSGA児もインスリン抵抗性が高い可能性がある

10015 P1-8-6 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 柴田 浩憲 慶應義塾大学医学部 小児科学教室 B前駆性細胞型急性白血病治療中に超重症高トリグリセリド血症を発症した家族性III型高脂血症の一例

10016 P6-3-5 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 井ノ口 美香子 慶應義塾大学　保健管理センター 小児期発症神経性食欲不振症における無月経後初回月経の発来に関連する因子の検討

10017 O5-2 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 鳴海 覚志 国立成育医療研究センター　研究所　分子内分泌研究部 中枢性先天性甲状腺機能低下症男児における新規TBL1X変異の同定と機能解析

10018 SP-3 口演 10月4日 14:05-15:20 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演1 牛嶋 規久美 国立成育医療研究センター研究所　分子内分泌研究部 46,XX卵精巣性性分化疾患患者における世界初の機能亢進型<I>SOX9</I>変異の同定と機能解析

10019 P4-2-5 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 元山 華穂子 帝京大学医学部小児科学講座 尿路感染症時の低カルシウム血症から診断したHDR症候群の1例

10020 P2-8-6 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 牧村 美佳 国立病院機構　小倉医療センター　小児科 北九州市における未就学児の成長フォローアップ体制～満3-6歳の現状と問題点および対策～

10021 P3-1-4 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 橘 真紀子 大阪大学　大学院　医学系研究科 小児科学 新生児マススクリーニングで先天性甲状腺機能低下症が疑われた例での尿中総ヨウ素の検討

10022 P3-1-2 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 宮田 市郎 東京慈恵会医科大学小児科学講座 <I>DUOXA2</I> 遺伝子異常により胎児甲状腺腫性甲状腺機能低下症を発症した世界初の男児例 ー胎内治療とその予後ー

10023 P2-8-9 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 井上 忍 独立行政法人国立病院機構宮崎東病院　小児科 成長ホルモン補充療法中に自傷行為として伏針を繰り返した女児の一例

10024 O2-4 口演 10月5日 8:40-9:35 第2会場 一般口演2 副腎 天野 直子 慶應義塾大学医学部小児科 本邦における<I>STAR</I>遺伝子変異p.Q258*とp.R272Cの創始者効果の検証

10025 O4-7 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 高木 優樹 慶應義塾大学　医学部　小児科学教室 先天性下垂体機能低下症コホート120名におけるSonic Hedgehogシグナル関連遺伝子の包括的解析 

10026 SP-6 口演 10月5日 15:20-16:35 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演2 Day Jonathan BioMarin Pharmaceutical Inc. Vosoritide for Children with Achondroplasia: A 30 Month Update from an Ongoing Phase 2 Clinical Trial

10027 P2-2-1 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 小熊 真紀子 自治医科大学　医学部　小児科学 SGA性低身長症における成長ホルモン治療効果の検討

10028 P4-3-2 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 荻原 康子 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科 ビタミンD欠乏症の発症を規定する25水酸化ビタミンDのカットオフ値に関する多施設共同後方視的研究

10029 P1-3-1 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 大杉 康司 横浜市立大学附属市民総合医療センター　小児総合医療センター 学校検尿により発見された1型糖尿病の臨床的特徴

10030 P1-1-5 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 滝島 茂 東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　発生発達病態学分野(小児科) 小児1型糖尿病の36%が初発時にDKAを呈し、初発時の重症度と甲状腺機能は相関する。

10031 SP-7 口演 10月4日 15:20-16:35 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演2 武鑓 真司 大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学 患者由来iPS細胞、線維芽細胞を用いた骨形成不全症新規治療薬の探索

10032 O1-10 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 細川 悠紀 倉敷中央病院　小児科 GCK-MODY妊婦の周産期予後の検討

10033 O3-4 口演 10月5日 9:35-10:30 第2会場 一般口演3 性腺 三善 陽子 大阪大学大学院医学系研究科 小児科学 小児がん経験者の女性における卵巣機能と身長予後の解析

10034 P2-5-6 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 服部 淳 国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部 Y染色体gr/gr領域は、Y特異的成長遺伝子を含まない

10035 SP-4 口演 10月4日 14:05-15:20 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演1 野村 莉紗 東京医科歯科大学　発生発達病態学 胎生期卵巣におけるNR5a1/SF1/Ad4Bpの転写抑制はNotchシグナルを介した卵巣発生の最適化に必要である

10036 P6-2-3 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 濱田 淳平 西条中央病院　小児科 片側精巣容量増大を呈するゴナドトロピン非依存性思春期早発症を認めたMcCune-Albright症候群の3歳男児例

10037 SP-5 口演 10月4日 14:05-15:20 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演1 藤澤 泰子 浜松医科大学　小児科 胎生期低栄養環境は胎仔テストステロン産生障害と成獣精子形成障害を引き起こす

10038 P2-3-6 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 鈴木 智尚 東北大学病院小児科 頭部打撲後に症候性低ナトリウム血症をきたしたROHHADの9歳男児

10039 P4-1-6 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 橘田 一輝 北里大学　医学部　小児科 乳児期に指摘できた低リン血性くる病の1症例

10040 P3-1-6 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 渡邊 大輔 山梨大学　医学部　小児科 先天性甲状腺機能低下症における遺伝子解析スクリーニング

10041 P2-7-5 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 杉山 洋平 自治医科大学附属さいたま医療センター  小児科 在胎28週に骨盤位で出生し、進行性低身長を契機に診断した下垂体柄断裂症と複合型下垂体機能低下症の1例

10043 P6-3-7 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 香川 礼子 広島大学病院　小児科 当院における思春期早発症に対するLH-RHアナログ使用経験のまとめ

10044 P2-4-5 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 米倉 圭二 独立行政法人国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　小児科 週6日以上の運動部活動が思春期の成長発達に与える影響について

10045 O3-2 口演 10月5日 9:35-10:30 第2会場 一般口演3 性腺 小野 裕之 浜松医科大学　医学部　小児科 出生前診断されたPOR異常症男児における縦断的ステロイドプロファイル

10046 O2-2 口演 10月5日 8:40-9:35 第2会場 一般口演2 副腎 吉田 朋子 国立成育医療研究センター　研究所　分子内分泌研究部 多嚢胞性卵巣症候群における非古典的アンドロゲンの意義

10047 P1-5-1 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 青木 政子 日本大学病院　小児科 MODY１の経過中にIA-2抗体価の上昇を認め自己免疫性糖尿病の合併が疑われた１例

10048 P4-2-1 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 増永 陽平 浜松医科大学　小児科 原因不明の低身長に対するエクソーム解析で<I>LTBP3</I>異常が判明しGeleophysic Dysplasiaと考えられる男児例

10049 P4-3-7 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 森 俊彦 NTT東日本札幌病院 ビタミンDサプリメント(Baby D)で治療したビタミンD欠乏性くる病の1例

10050 P4-3-8 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 森 俊彦 NTT東日本札幌病院 ビタミンD欠乏性くる病の治療中に腎結石が見つかった一例

10052 P2-4-8 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 菊池 豊 芳賀赤十字病院 小児科 成長ホルモン補充療法と心筋成長の関係

10053 P2-2-5 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 山根 淳文 愛媛県立新居浜病院　小児科 低身長症の鑑別診断として亜鉛欠乏症を考える場合、早朝空腹時の亜鉛値を用いるべきである

10054 P1-1-7 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 山口 健史 北海道大学　医学部　小児科 1A型糖尿病におけるインスリン治療開始前の低血糖：後向き観察研究

10055 P2-1-1 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 小坂 喜太郎 済生会京都府病院　小児科 SGA性低身長症で思春期早発の要因

10056 O1-6 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 永原 敬子 昭和大学医学部　小児科学講座 家族性高コレステロール血症と臨床診断した日本人小児の遺伝子解析と臨床的特徴

10057 P3-1-3 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 南谷 幹史 帝京大学 ちば総合医療センター 小児科 高TSH血症として経過観察した、TSH受容体遺伝子にホモ接合性、DUOX2遺伝子にヘテロ接合性変異を有する男性

10058 O5-1 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 清原 美佳 東京慈恵会医科大学　小児科学講座 甲状腺ホルモンによる思春期発来異常における性腺刺激ホルモン放出抑制ホルモン（GnIH）の関与

10059 P2-7-6 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 志村 直人 東京臨海病院　小児科 成長障害から診断に至った高安動脈炎の15歳男子

10060 P3-2-3 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 吉澤 和子 東邦大学医療センター　大森病院 小児期発症Basedow病において、抗甲状腺薬中止時のTRAb陰性持続は長期的な寛解率を改善させない
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10061 P1-4-1 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 森 潤 京都府立医科大学　医学部　小児科 思春期2型糖尿病患者におけるデュラグルチドの有用性の検討

10062 P2-1-8 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 田邉 裕子 関西医科大学小児科学講座 脱毛症を合併したターナー症候群の1例

10063 P4-1-9 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 志村 和浩 東京都立小児総合医療センター　内分泌・代謝科 日常診療での血中ALP値により低ホスファターゼ症をスクリーニングする試み

10064 P5-1-1 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 中川 竜一 東京医科歯科大学　小児科 21水酸化酵素欠損症の遺伝学的解析において、MLPAは有用である

10065 P1-5-9 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 門脇 弘子 山王病院　小児科 後天性脂肪萎縮性糖尿病の遺伝子解析結果と治療経過、今後の方針について

10066 O5-8 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 岩橋 めぐみ 国立成育医療研究センター研究所　分子内分泌研究部 先天性甲状腺機能低下症2名における新規PAX8フレームシフト変異の同定と機能解析

10067 P2-2-2 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 高澤 啓 東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　発生発達病態学分野 Severe SGAおよびGH治療反応性不良は3M症候群の臨床的特徴である

10068 P1-5-4 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 桐野 玄 東京医科歯科大学大学院　医歯学総合研究科　発生発達病態学分野 IPEX症候群に対する造血幹細胞移植は膵&beta;細胞機能廃絶を予防しうる

10069 P1-4-7 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 中野 由佳子 大阪大学大学院医学系研究科小児科学 軟骨無形成症、軟骨低形成症例における肥満の評価

10070 P2-2-3 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 貫名 貞之 明石市立市民病院　小児科 成長ホルモン療法開始後肥満をきたしたSGA低身長男児にみられた15番染色体異常

10071 P5-1-2 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 井澤 雅子 あいち小児保健医療総合センター　内分泌代謝科 副腎機能の経時的悪化を認めたPOR遺伝子異常症の一例

10072 P1-6-8 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 長妻 美沙子 JAとりで総合医療センター　小児科 多発脂肪腫、腎血管性高血圧、糖尿病を呈した、<I>KRAS</I>体細胞モザイクによる線状脂腺母斑症候群の1例

10073 P6-2-5 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 小野 佐保子 川崎医科大学　小児科 低身長、魚鱗癬、点状軟骨異形成症、小陰茎、停留精巣を認めたX染色体短腕端部欠失の一例

10074 O5-5 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 土岐　 真智子 神奈川県立こども医療センター　内分泌代謝科 Down症患者における血清TSH，FT3，FT4の経年的変化に関する検討

10075 P2-1-4 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 伊達木 澄人 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　小児科 LZTR1遺伝子に新規ヘテロ接合性変異を同定したNoonan 症候群の1例

10076 P4-3-3 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 鎌崎 穂高 札幌医科大学　小児科 北海道立子ども総合医療・療育センターにおけるビタミンD欠乏性くる病25例の検討

10077 P3-3-5 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 廣嶋 省太 新潟大学　医学部　小児科 重症の甲状腺機能低下症を契機に発見された無痛性甲状腺炎の2例

10078 P4-4-5 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 高橋 知也 京都大学　医学部附属病院　小児科 低亜鉛血症新生児における亜鉛補充療法と血清ALPの関連

10079 O6-2 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 田中 裕之 東京大学　医学部　小児科 VDDR1A患者に認めた1&alpha;水酸化酵素活性低下をきたす5種類の新規<I>CYP27B1</I>変異

10080 P6-3-8 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 小林 真美 山梨県立中央病院　新生児内科 中枢性思春期早発症を合併したPrader-Willi症候群の男児例

10081 P1-2-1 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 柚山 賀彦 大阪市立大学　医学部　医学科　発達小児医学 当院におけるSensor Augmented Pump・Fast Glucose Monitoring利用率および移行状況についての解析

10082 P1-7-5 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 山内 建 東京医科歯科大学大学院　発生発達病態学 在胎23週以下の超早産児は遅発性の新生児一過性高血糖のリスクである

10083 P1-6-7 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 山田 勇気 大阪市立総合医療センター　小児代謝・内分泌内科 Beckwith-Wiedemann症候群における低血糖の重症度と遺伝子型の関連

10084 P5-2-6 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 山下 純英 公益財団法人　田附興風会医学研究所　北野病院　小児科 副腎性Cushing症候群の術後副腎機能低下症に対するステロイド補充療法の検討

10085 P2-3-3 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 庄司 保子 大阪府立病院機構　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科 Silver-Russel症候群と非Silver-Russel症候群性SGA性低身長症におけるGH治療効果の比較

10086 O4-3 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 有安 大典 川崎市立川崎病院　小児科 優性遺伝性<I>GH1</I>遺伝子異常症モデルマウスのGH分泌不全には、核内BBF2H7の発現低下が関与する

10087 SP-8 口演 10月4日 15:20-16:35 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演2 中野 知帆 大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第一教室 低ホスファターゼ症患者由来iPS細胞におけるTALENを用いた遺伝子変異修復

10088 EP-3 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 English poster Islam Mohammad Saiful Dept. of Pediatr., Osaka Univ. Grad. Sch. of Med. Genotype-phenotype analysis of MCT8 mutations in Japanese Allan-Herndon-Dudley syndrome patients

10089 P1-5-2 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 山崎 雅世 自治医科大学　小児科 軟骨無形成症に対するGH治療中にMODY2と診断された1家系

10090 P1-4-5 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 望月 美恵 峡南医療センター 富士川病院 小児科 メトフォルミンの継続が困難なためSGLT2阻害薬で加療中の小児2型糖尿病の2例

10091 P7-1-1 ポスター 10月5日 18:00-18:25 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生1 飯村 加奈美 芳賀赤十字病院　看護部 成長ホルモン自己注射キャンプの開催

10092 O1-7 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 望月 美恵 小児インスリン治療研究会 グリコアルブミンとHbA1cとの比は糖尿病と非糖尿病何れにおいても個人別ヘモグロビン糖化表現型を同定する

10093 P1-6-6 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 塩谷 真由美 岐阜大学 医学部 附属病院 糖尿病代謝内科 SGLT2阻害薬追加により糖尿病コントロールが著明に改善した、プラダーウィリー症候群の1例

10094 P4-2-6 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 谷口 千尋 金沢医療センター バセドウ病の改善に伴って副甲状腺機能低下症が顕在化した22q11.2欠失症候群の一例

10095 P4-3-4 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 鎌崎 穂高 札幌医科大学　小児科 不適切な栄養制限によるビタミンD欠乏性くる病の5例

10096 P1-7-8 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 西袋 剛史 東京都立小児総合医療センター　内分泌・代謝科 10%糖加輸液の血管外漏出を契機に化膿性股関節炎を来たした先天性高インスリン血症の一例

10097 O6-6 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 大幡 泰久 大阪大学　大学院　医学系研究科　小児科学 ターゲットエクソーム解析を用いた日本人骨形成不全患者52名の網羅的遺伝子解析と表現型解析

10098 O6-4 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 圓若 かおり 名古屋第二赤十字病院　小児科 極低出生体重児における生後早期のカルシウム・リンの変動と心機能

10099 P4-1-8 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 中島 信一 浜松医科大学　小児科 低用量のAsfotase alfaでコントロール可能であった低フォスファターゼ血症の一例

10100 P6-3-1 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 木川 和英 ちばなクリニック　小児科 ビカルタミドおよびアナストロゾールによる治療を行っているTestotoxicosisの一例

10101 O1-3 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 小川 洋平 新潟大学医歯学総合病院　小児科 教育・保育施設を対象とした1型糖尿病幼児入園に関する意識調査

10102 P1-5-3 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 鈴木 大 東北大学　大学院医学系研究科　小児病態学分野 短期間に続けて糖尿病を発症したWolfram症候群の兄弟例

10103 O6-1 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 川村 遥 長崎大学病院　小児科 ケルビズムに対する抗RANKLモノクローナル抗体（Denosumab）の使用経験

10104 P4-3-5 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 長谷川 高誠 岡山大学病院　小児科 ビタミンD依存性くる病2A型の男児例

10105 P6-2-1 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 小西 絢子 大阪母子医療センター　消化器・内分泌科 5α還元酵素欠損症4例の臨床経過

10107 P1-6-4 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 大戸 佑二 獨協医科大学埼玉医療センター　小児科 Prader-Willi症候群 (PWS) の甲状腺機能の評価と成長ホルモン (GH) 治療による影響について

10108 P2-1-2 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 小泉 美紀子 大阪母子医療センター　消化器内分泌科 小児期Prader-Willi症候群における栄養指導とGH治療が体脂肪分布にもたらす効果

10109 P3-3-2 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 堀 友博 岐阜大学大学院医学系研究科　小児病態学 幼児期に発症した自律性機能性甲状腺結節の1例

10110 P2-6-5 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 永井 正志 神戸大学　大学院　医学研究科内科系講座　小児科学分野 偶発的に発見された成長ホルモン産生下垂体腺腫の11歳男児例

10111 P3-1-1 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 岩永 甲午郎 京都大学医学部附属病院小児科 THOPを呈する極低出生体重児の生後2週時におけるTRH負荷試験の遷延反応について

10112 P4-1-7 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 佐藤 英利 新潟大学医歯学総合病院　小児科 アスフォターゼアルファ補充中に骨折をした乳児型低ホスファターゼ症の2例

10113 P6-3-10 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 今村 卓司 宝生会　ＰＬ病院　小児科 成長ホルモン分泌不全性低身長症の治療中にビタミンD欠乏症と多嚢胞性卵巣症候群を発症した14歳女性

10114 P1-2-6 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 武者 育麻 埼玉医科大学　小児科 1型糖尿病におけるフラッシュグルコースモニタリングシステムによる血糖管理推定

10115 P2-3-7 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 伊藤 純子 虎の門病院　小児科 小児Cushing病16例の臨床像と術後経過

10117 P1-3-3 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 後藤 元秀 産業医科大学 医学部 小児科 成長曲線を利用した受診勧奨後の受診率向上のための取り組み：北九州市学校現場での対応状況と課題の検討-

10118 P5-2-4 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 加納 孝真 あいち小児保健医療総合センター　内分泌代謝科 胃腸炎症状を契機に副腎不全が判明し、副腎白質ジストロフィーの早期診断に至った兄弟例と家系内解析

10119 SP-2 口演 10月4日 14:05-15:20 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演1 中尾 佳奈子 国立成育医療研究センター分子内分泌研究部 7番染色体片親性ダイソミーを伴うMIRAGE症候群の2例：予後良好因子としての可能性

10120 P1-3-7 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 川名 宏 埼玉医科大学小児科　 肥満小児における下肢の除脂肪量と内臓脂肪面積との負の相関
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10122 P1-7-6 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 本田 美紗 東京歯科大学　市川総合病院　小児科 高インスリン性低血糖に対するジアゾキシド治療中に生じた糖尿病：経時的CGMによる評価

10123 O3-1 口演 10月5日 9:35-10:30 第2会場 一般口演3 性腺 辻 敦美 東京医科歯科大学大学院　発生発達病態学分野 SOX9により促進的発現制御を受ける新規精巣分化関連因子<i>Padi2</i>

10124 P6-2-4 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 柴崎 拓実 信州大学　医学部　小児医学教室 McCune-Albright症候群による思春期早発症に対し、レトロゾールで比較的良好にコントロールできた7歳女児例

10125 P4-1-1 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 原田 大輔 地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院 軟骨無形成症患者に対する成長ホルモン治療の糖代謝への影響

10126 P2-3-5 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 蜂屋 瑠見 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科 本態性高ナトリウム血症により肥満が一時不顕性化したROHHAD症候群の一例

10127 P5-2-1 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 和田 綾 群馬大学大学院　医学系研究科　小児科学 急速に進行する肥満と高ナトリウム血症を呈した後縦隔腫瘍の4歳女児例

10128 P1-2-5 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 仁科 範子 東京都保健医療公社　多摩北部医療センター　小児科 小児1型糖尿病患者におけるフラッシュグルコースモニタリングシステムの有用性

10129 P1-5-6 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 片山 慈之 兵庫医科大学　小児科学 メトホルミンによって良好に糖尿病がコントロールされている先天性全身性脂肪萎縮症の1例

10130 O4-8 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 朝倉 由美 神奈川県立こども医療センター　内分泌・代謝科 若年者ラトケ嚢胞における下垂体機能異常の検討と嚢胞の消褪と共に成長率の改善を示した例の内分泌学的評価

10131 P1-2-2 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 峯 佑介 日本大学病院　総合診療センター　小児科 糖尿病サマーキャンプに参加した1型糖尿病患児におけるFree Styleリブレの解析

10132 SP-1 口演 10月4日 14:05-15:20 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演1 森元 英周 京都府立医科大学附属北部医療センター Ang1-7は食餌性肥満マウスの肥満・耐糖能を改善する：褐色脂肪の関与について

10133 P5-1-6 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 田村 奈津子 東京慈恵会医科大学　小児科学講座 生前診断・胎児治療が有効であった21水酸化酵素欠損症の女児例

10134 P1-8-8 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 松田 希 草加市立病院　小児科 APRI高値を示した小児NASH(Non-alcoholic steatohepatitis)の一例

10136 P5-2-2 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 麻生 敬子 東邦大学医療センター大森病院小児科 急性期川崎病におけるACTH非依存性の高コルチゾール血症に高サイトカイン血症が関与している可能性がある

10137 P1-3-5 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 山本 幸代 産業医科大学　医学部　小児科 OGTT正常から境界型移行例における耐糖能、インスリン反応の継時的検討：学校検尿尿糖陽性者での検討

10138 P1-6-2 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 藤重 秀太 天使病院　周産期母子センター　小児科 1型糖尿病と無痛性甲状腺炎を同時に診断されたダウン症候群の1女児例

10140 P1-3-2 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 上野 健太郎 厚木市立病院　小児科 厚木市の学校尿糖検診で糖尿病と診断された学童の検討

10141 P2-8-4 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 江渕 有紀 独立行政法人　国立病院機構　岡山医療センター　小児科 成長ホルモン治療が甲状腺機能に与える影響-２年間の検討-

10142 O1-1 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 岡田 朝美 徳島大学病院　小児科 エピジェネティックなDNA修飾を用いた膵β細胞傷害の検出

10143 O4-1 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 原 香織 国立成育医療研究センター研究所　分子内分泌研究部 2番染色体父親性ダイソミーにて顕在化したSchimke Immunoosseous Dysplasiaを併うSilver-Russel症候群の1例

10144 P1-6-9 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 喜納 陽子 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　小児内分泌代謝内科 多脾症候群と先天性心疾患に伴う膵体尾部低/無形成によるインスリン依存性糖尿病の1例

10145 O5-4 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 伊藤 善也 日本赤十字北海道看護大学　臨床医学領域 全国小学生の尿中ヨウ素濃度：日本人のヨウ素摂取状況に関する研究

10146 O4-5 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 川嶋 明香 国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部 特発性低身長症におけるインプリンティング異常症の関与の検討

10147 O6-8 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 原 香織 慶應義塾大学　医学部　小児科学教室 早産児・正期産児の出生時血清25(OH)D -RIAとLC-MS/MSの比較-

10148 P3-1-5 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 山村 日向子 旭川医科大学　小児科 先天性甲状腺機能低下症（CH）病型診断時における一過性CH、永続性CHの臨床経過の比較

10151 P1-3-6 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 志賀 健太郎 横浜市立大学附属市民総合医療センター　小児総合医療センター 若年発症2型糖尿病の経口ブドウ糖負荷後のインスリン分泌動態

10152 P3-3-8 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 石川 有希美 神奈川県立こども医療センター　内分泌代謝科 亜急性甲状腺炎の13歳女児例

10153 P4-1-3 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 窪田 拓生 大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学 日本人低ホスファターゼ症患者36例のベースラインの検討　―ALP酵素補充療法特定使用成績調査より― 

10154 P4-2-9 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 山本 賢一 大阪大学大学院　医学系研究科　小児科 <I>B3GALT6</I>変異を認めた脊椎骨端骨幹端異形成症の一例

10155 P2-5-7 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 菅野 潤子 東北大学大学院　医学系研究科　小児病態学分野 22q11.2領域に欠失を認めた単発性正中上顎中切歯症候群の一例

10156 P6-1-1 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 沼沢 慶太 神奈川県立こども医療センター　内分泌代謝科 46,XX SRY(-) ovotesticular DSDの5例

10157 P3-3-3 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 師田 悠 信州大学　医学部　小児医学教室 異好性抗体によりホルモン値の変動を認めた甲状腺機能低下症の1例

10158 P3-2-7 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 矢ヶ崎 英晃 山梨大学　医学部　小児科 潰瘍性大腸炎を合併したBasedow病の2例

10159 P3-3-4 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 齋藤 洋子 東京ベイ・浦安市川医療センター　小児科 急性化膿性甲状腺炎4例の臨床像

10160 P3-2-5 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 安田 祐希 東京女子医科大学東医療センター　小児科 バセドウ病発症24年後に悪性貧血を合併した自己免疫性多内分泌腺症候群の1男性例

10161 P4-1-2 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 藤原 幾磨 東北大学大学院　医学系研究科　小児環境医学分野 低ホスファターゼ症に対する酵素補充療法の全例調査（特定使用成績調査）－中間解析データ－

10162 P4-4-6 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 坊 亮輔 神戸大学　大学院　医学研究科　内科系講座　小児科学分野 発作性運動誘発性ジスキネジアを呈した偽性副甲状腺機能低下症の一例

10163 P2-1-5 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 梅木 郁美 東北大学大学院　医学系研究科　小児病態学分野 当科に通院中のNoonan症候群患者に対する成長ホルモン療法について

10164 P1-6-3 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 石丸 雅矩 東海大学　医学部　専門診療学系　小児科学 1型糖尿病を合併した１３トリソミーの1例

10165 P2-6-8 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 坂田 園子 広島大学小児科 成長障害を契機に診断に至ったプロラクチノーマの1例

10166 O4-2 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 三木 伸泰 東京クリニック　内分泌代謝科 頭蓋咽頭腫における体温調節障害の調査とその発症機序に関する考察

10167 P6-1-9 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 高口 僚太朗 国立スポーツ科学センター ターナー女性の「生きづらさ」とは：社会学の視点からみた２症例

10168 P2-7-1 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 森 潤 京都府立医科大学　医学部　小児科 中枢性甲状腺機能低下症による遷延性発熱を呈したGerminoma治療後の男児例

10169 P6-2-6 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 田川 晃司 滋賀医科大学　小児科 SOX9遺伝子に新規変異を認めた屈曲肢異形成症のXY女児例

10170 P2-1-6 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 野崎 千央 日本大学　医学部　小児科学系　小児科学分野 45,X/47,XXXのモザイク型Turner症候群2症例における身長予後の比較

10171 P1-4-6 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 宮田 直 横浜市立大学附属市民総合医療センター　小児総合医療センター 清涼飲料水の多飲から糖尿病性ケトアシドーシスを生じた肥満歴のある小児糖尿病の2例

10172 P4-4-2 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 前山 隆智 大阪母子医療センター　消化器・内分泌科 頭蓋骨早期癒合症を来したPTPN11遺伝子に変異を有するヌーナン症候群の3例

10173 P1-7-3 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 鈴木 滋 旭川医科大学　小児科 <I>KCNJ11</I>遺伝子変異による新生児糖尿病の思春期における治療経験

10174 P6-3-2 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 花川 純子 神奈川県立こども医療センター　内分泌代謝科 造血幹細胞移植後の晩期内分泌合併症に関する検討

10175 P2-3-2 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 松田 史佳 大分大学　医学部　小児科学講座 高度の低身長(-6.3 SD)に精神運動発達遅滞を伴った<I>KDM5C</I>異常症の男児例

10176 P5-1-3 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 トカン ヴラッド 九州大学大学院　医学研究院　成長発達医学分野 CACNA1S遺伝子にp.V876E変異を認めた早期発症の低カリウム性周期性四肢麻痺の母児例

10177 P1-6-1 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 松田 卓也 大阪医科大学附属病院　小児科 ダウン症児の尿酸値について

10178 P1-7-4 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 松本 英樹 岐阜大学大学院医学系研究科　小児病態学 47,XYY核型を有する新生児糖尿病の1例

10179 P3-2-4 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 成澤 宏宗 山梨大学　医学部　小児科 無機ヨウ素で治療中のBasedow病の母体から出生した、巨大な胎児甲状腺腫を来した男児例

10180 O6-7 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 大山 紀子 九州大学　大学院　医学研究院　成長発達医学 緩徐に経過していた多発性FGF23産生腫瘍が悪性転化により急激に進行した一例

10181 O5-7 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 松下 理恵 菊川市立総合病院　小児科 MEN2型小児における甲状腺髄様癌術後の再発と手術合併症バランス:日本小児内分泌学会甲状腺委員会全国調査

10182 P1-4-2 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 神野 和彦 県立広島病院　小児科 小児期発症2型糖尿病治療に関する検討

10183 P4-4-3 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 島 彦仁 東北大学　医学部　小児病態学分野 橋本病患者では低Caに対するPTHの分泌が低下する症例が存在する

3/6



第52回日本小児内分泌学会学術集会

登録演題・口演/ポスター セッション一覧

18.07.29

運営事務局

登録番号 演題番号 発表種別 発表日 発表時間 会場 セッション名 筆頭著者の姓 筆頭著者の名 筆頭著者の所属機関名 演題名

10184 P2-7-2 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 樋口 洋介 岡山大学病院　小児科 過成長を呈した視神経膠腫を伴わない神経線維腫症1型の女児例

10185 P4-2-7 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 佐野 伸一朗 浜松医療センター　小児科 家族性難聴をきっかけに診断に至った新規GATA3変異の1家系

10186 P1-8-3 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 我有 茉希 東京医科歯科大学大学院　発生発達病態学分野 早期にエゼチミブを導入した小児シトステロール血症2例の臨床経過

10187 P4-3-9 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 永留 祐佳 鹿児島大学病院 小児科 母体のビタミンD欠乏を認め、低Ca・低Mg血症による嘔吐、哺乳不良をきたした新生児3例

10188 P2-7-3 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 原 康一郎 日本大学小児科学系小児科学分野 大腿骨遠位端骨端核を認めなかったことを契機に診断した両側口唇裂に汎下垂体機能低下症を合併した新生児

10189 SP-10 口演 10月4日 15:20-16:35 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演2 井上 毅信 国立成育医療研究センター研究所　分子内分泌研究部 シルバーラッセル症候群表現型における単一遺伝子変異の関与～原因不明91症例の変異解析

10190 P2-4-2 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 高桑 聖 兵庫県立西宮病院　小児科 成長ホルモン治療の基準投与量でIGF-1高値を示した2例

10191 P7-1-5 ポスター 10月5日 18:00-18:25 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生1 前岡 幸汰 旭川医科大学　医学科 北海道における甲状腺マススクリーニング精密検査対象者の追跡調査の解析

10192 P1-5-8 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 畑 郁江 福井大学　医学部　小児科 骨病変を伴った<I>LMNA</I>遺伝子異常による先天性脂肪萎縮症の一例

10193 P3-2-9 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 橋本 悟 稲城市立病院 Basedow病の治療経過中に発症した、類もやもや病の1例

10194 P1-1-2 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 西山 邦幸 横浜市立大学附属市民総合医療センター小児総合医療センター 当院における幼児期に発症した初発1型糖尿病の検討

10195 P1-4-4 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 中島 良一 社会福祉法人四天王寺福祉事業団　四天王寺和らぎ苑　小児科 急性膵炎を反復し2型糖尿病を発症したが、内服薬と食事療法でコントロ－ル良好な重症心身障害児者の1例

10197 P2-4-3 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 小田 洋一郎 茅ヶ崎市立病院　小児科 電子カルテ上で体格指数計算ツールをシームレスに利活用する仕組みの開発

10198 P1-4-8 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 石川 琢也 昭和大学藤が丘病院　小児科 小児血液腫瘍性疾患における初診時HbA1c値についての検討

10199 P5-1-8 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 喜多村 美幸 久留米大学　小児科　 外陰部の低形成を呈した、21水酸化酵素欠損症とCHARGE症候群の世界で初めての合併例

10200 P5-1-4 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 小山 真輝 熊本大学　医学部　付属病院　小児科学分野 VHLとSDHD遺伝子異常が同定された遺伝性褐色細胞腫の小児例

10201 P2-3-4 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 宇都宮 朱里 広島大学病院　小児科 本態性高Na血症患者10例におけるマウス脳弓下器官への特異的抗体解析～国内疫学調査から分かったこと

10202 P2-6-6 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 中谷 久恵 武蔵野赤十字病院　小児科 単一骨病変のLCH発症から4年後に中枢性尿崩症を発症した男児例

10203 P2-4-4 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 松本 孝子 久留米大学　小児科 BMI％tileで肥満の定義を満たすが、肥満度では肥満の定義を満たさない患者の健康障害とその特徴

10204 P5-2-7 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 兼次 拓也 琉球大学大学院　医学研究科　育成医学講座 高血圧を契機に副腎腫瘍が同定されたMcCune-Albright症候群の１例

10205 P2-2-7 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 小笠原 敦子 たなか成長クリニック 低身長児に対する亜鉛補充療法の短期的効果

10206 P1-7-1 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 八木 弘子 弘前大学　医学部　小児科 児の新生児糖尿病を契機にABCC8遺伝子変異を同定した母児例

10207 P7-2-1 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 向笠 理緒 久留米大学医学部小児科 小児高度肥満治療における臨床心理士介入は有用である

10208 P4-4-7 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 金城 さおり 沖縄県立中部病院　小児科 濃化異骨症の5歳、男児の一症例

10209 P2-7-7 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 土市 信之 金沢大学附属病院　小児科 視床下部性副腎皮質機能低下症を呈した頭蓋咽頭腫の一例

10210 P2-6-2 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 奧野 美佐子 兵庫県立こども病院代謝内分泌科 脳腫瘍による器質性中枢性思春期早発症の臨床像

10211 P3-3-1 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 今田 寛 帝京大学　ちば総合医療センター　小児科 GH療法実施中のGHD児ではfT3/fT4比が増加するが、内因性GH分泌が保たれる児では変化が見られない

10212 P6-1-4 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 小田桐 紫野 大阪市立大学大学院　医学研究科　発達小児医学 表現型の性が異なる45,X/46,XYの双胎例

10213 P1-2-9 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 酢谷 明人 東京医科歯科大学　大学院　発生発達病態学分野 当院および当院関連施設でのFree Style Libre導入症例の検討

10214 O5-3 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 糸永 知代 東京都立小児総合医療センター　内分泌・代謝科 先天性原発性甲状腺機能低下症の治療継続性は1歳時のレボチロキシン投与量で予測可能である

10215 P2-7-4 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 島本 太郎 九州労災病院　小児科 中枢性甲状腺機能低下症を契機に診断した播種性脳胚細胞腫の15歳男児例 

10216 P4-2-3 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 小山 雄平 株式会社LSIメディエンス 高感度化LC-MS/MSによる新生児・乳児血清25水酸化ビタミンD測定

10217 P5-1-7 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 福井 美穂 大阪母子医療センター　消化器・内分泌科 MIRAGE症候群の1例

10218 P2-2-6 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 吉田 圭 日本大学　医学部　小児科学系　小児科学分野 低身長症の小児における血清亜鉛値の検討

10219 P6-1-2 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 谷 知行 新潟大学医歯学総合病院　小児科 母体のアンドロゲン産生副腎腫瘍による46, XX 性分化疾患の一例

10220 P2-5-5 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 矢本 香織 浜松医科大学　小児科 全ゲノム解析を用いた正確なゲノム構造異常の決定とその臨床的有用性

10221 SP-9 口演 10月4日 15:20-16:35 第1会場 最優秀演題・若手優秀演題賞候補口演2 矢本 香織 浜松医科大学　小児科 先天性四肢・指趾形成不全症122家系における分子遺伝学的解析

10223 P3-3-6 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 和田 啓介 島根大学　医学部　小児科 顕著な成長障害を契機に診断された萎縮性甲状腺炎の3例

10224 P3-2-6 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 古池 雄治 茨城大学　教育学部　教育保健教室 スギ花粉症に対するアレルゲン免疫療法（シダトレン<SUP>R</SUP>）の併用によりバセドウ病が再燃した1例

10225 P4-2-2 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 高橋 千恵 東京大学大学院　医学系研究科　小児医学 小児期の血中FGF23濃度に関する検討

10226 P1-1-8 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 鈴木 秀一 福岡市立こども病院 内分泌・代謝科 ケトアシドーシスと高度脱水から急性腎不全を呈した自閉症スペクトラム障害の1型糖尿病、14歳男児例

10228 P3-3-9 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 大矢知 真希 大阪市立総合医療センター　小児代謝・内分泌内科 もやもや病による脳梗塞を発症したバセドウ病合併ダウン症候群の1例

10229 P4-3-1 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 北岡 太一 大阪大学大学院　医学系研究科　小児科 ビタミンDミネラル代謝の影響によりALP値の上昇を認めた低ホスファターゼ症の一例

10230 P3-1-7 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 石井 加奈子 九州大学　大学院　医学研究院　成長発達医学 甲状腺機能低下症に多系統にわたる疾患を合併し、エクソーム解析でLehman症候群と診断された一例

10232 P1-1-3 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 西川　 直子 大阪市立大学　大学院　医学研究科　発達小児医学 1型糖尿病患児の学校での病状公開～説明会での質問紙調査の集計結果より～

10233 P1-5-7 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 丸尾 良浩 滋賀医科大学　医学部　小児科学講座 全身性脂肪萎縮症４型（CGL４）の糖代謝に対するメトレレプチン治療の効果についての検討

10234 P2-6-7 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 西村 玲 鳥取大学医学部　周産期・小児医学 超早期発症炎症性腸疾患に対するインフリキシマブ投与後にリンパ球性下垂体炎を合併したと考えられる1例

10235 P1-6-5 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝6 古宮 圭 日本赤十字社和歌山医療センター小児科部 包括的支援により暴力行動と過食が改善したPrader-Willi症候群の１例

10236 P3-2-1 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 寺田 有美子 国立成育医療研究センター　内分泌代謝科 新生児バセドウ病の発症・臨床経過予測

10237 O1-8 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 澤野 堅太郎 東京都立小児総合医療センター　内分泌代謝科 糖尿病性ケトアシドーシス初期治療の輸液量とBase Excess変化の検討

10238 P1-7-7 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 高橋 郁子 秋田大学大学院　医学研究科　小児科学講座 幼児期以降もインスリン分泌異常による低血糖が遷延した11p15父性片親性ダイソミーモザイクの1例

10239 P1-8-4 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 安達 恵利子 東京北医療センター 小児科 栄養調整により乳酸アシドーシス、肝合成能、糖代謝が改善したA群色素性乾皮症の一例

10240 P6-3-9 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 齋藤 真希 東京慈恵会医科大学　小児科学講座 神経セロイドリポフスチン症8型に思春期早発症を合併した一例

10241 P1-5-5 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝5 木下 香 国保直営総合病院　君津中央病院　小児科 インスリン受容体遺伝子に新規ヘテロ接合体変異（p.Ala1075Asp）を認めたインスリン抵抗症の1例

10242 O6-5 口演 10月6日 8:35-10:10 第3会場 一般口演6 骨・副甲状腺 沼倉 周彦 山形大学  医学部  小児科 自己免疫性甲状腺炎を認めたRoifman症候群の1例

10243 O1-4 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 泉田 侑恵 新潟市民病院　小児科 Robson-Mendenhall症候群の男児例における9年間の治療および臨床経過についての検討

10244 P2-5-1 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 鏡 雅代 国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部 正常メチル化IG-DMRと低メチル化MEG3-DMRを示したTemple症候群1例
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10245 P2-6-3 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 岩山 秀之 愛知医科大学　医学部　小児科 小児の頭部外傷後の内分泌疾患の合併

10246 P7-1-2 ポスター 10月5日 18:00-18:25 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生1 金森 千尋 東京医科歯科大学附属病院　看護部 社会的女性46,XY 卵精巣性 DSD成人患者に対する告知の経験

10248 P3-1-9 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 中村 千鶴子 信州大学　医学部　小児医学教室 新生児バセドウ病から中枢性甲状腺機能低下症へ移行し治療継続している2例

10250 P2-5-2 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 市橋 洋輔 慶応義塾大学　医学部　小児科学 胎盤内にplacental mesenchymal dysplasiaとSF-1陽性細胞を認めたBeckwith-Wiedemann症候群の1例

10251 P2-1-3 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 牧野　 耕一 山梨大学　医学部　小児科 肥満低換気症候群に伴う右心不全、うっ血性肝障害を呈したPrader-Willi症候群の男児例

10252 P5-2-8 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 大澤 好充 群馬大学大学院医学系研究科　小児科学 発症時期の異なる両側性副腎褐色細胞腫の父子例

10253 P3-1-8 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺1 勝又 規行 国立成育医療研究センター研究所　分子内分泌研究部 甲状腺機能正常な母体から出生した阻害型TSH受容体抗体の移行による一過性先天性甲状腺機能低下症の一例

10254 O5-6 口演 10月6日 8:35-10:10 第2会場 一般口演5 甲状腺 柴田 奈央 新潟大学医歯学総合病院　小児科 新生児マススクリーニングTSH高値で発見されるDown症候群の頻度と臨床的特徴

10256 P2-8-5 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 田中 敏章 たなか成長クリニック 低身長小児および成人低身長者の縦断的成長パターン：秋田県男子の再解析

10257 P5-1-5 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎1 内木 康博 国立成育医療研究センター　内分泌代謝科 AAVベクターを用いた遺伝子導入による先天性副腎皮質過形成の遺伝子治療の試み

10258 P1-8-7 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 五十嵐 康宏 五十嵐小児科 低身長を契機に受診しLDL受容体新規Variant検出に至った一例

10259 P6-3-4 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 長田 枝利香 川崎市立川崎病院　小児科 門脈体循環シャントを合併したMAMLD1異常症の兄弟例

10260 P2-2-4 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 壷井 史奈 広島赤十字・原爆病院　小児科 小児血液・がん患者における亜鉛とビタミンD欠乏状態

10261 P7-2-6 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 蔵持 陽子 日本大学　医学部　4年 糖尿病サマーキャンプにおける学生スタッフの役割

10262 P1-8-2 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 布川 香織 東京都立多摩療育園　小児科 東日本大震災後の福島県内専用施設での小児糖尿病サマーキャンプ再開について

10263 P6-3-6 ポスター 10月5日 18:00-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺3 塚村 篤史 国立成育医療研究センター　内分泌・代謝科 頭蓋内胚細胞腫の再発マーカーとして性ホルモンは利用できるか。

10264 P5-2-5 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 森河 万莉 金沢医科大学　医学部　小児科 低ナトリウム血症の補正時に浸透圧再低下療法を施行した続発性偽性低アルドステロン血症の一例

10265 P4-1-4 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 上田 晃三 松山赤十字病院　小児科 酵素補充療法中に高カルシウム血症を呈している低ホスファターゼ症の一例

10266 P2-4-1 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 佐藤 武志 慶應義塾大学　医学部　小児科 テストステロンによるプライミングでGH分泌刺激試験のGH頂値は上昇する：本邦男児3例の検討

10268 P6-2-10 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 松本 富美 大阪母子医療センター　泌尿器科 思春期になって性腺に腫瘤性病変を認めたovotesticular disorders of sex development (DSD)の2男児例

10269 P1-3-8 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 阿部 百合子 日本大学　医学部　小児科 小児2型糖尿病における心血管危険因子の検討

10270 P2-8-2 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 磯島 豪 帝京大学　医学部　小児科学講座 成長科学協会のデータにおける1990－2015年の成長ホルモン分泌不全性低身長症(GHD)のGH開始前データの推移

10271 P2-1-7 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長1 鶴原 昭史 医療法人藤井会　香芝生喜病院　小児科 下垂体低形成を伴ったTurner症候群の１例

10273 P2-3-1 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 渡辺 聡 長崎大学病院　小児科 原因不明の症候性低身長症患者における全エクソームシークエンス

10274 P1-7-2 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝7 内田 登 慶應義塾大学医学部小児科学教室 インスリン抵抗性を有する再発6q24関連新生児一過性糖尿病の1例

10276 P6-2-2 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 長崎 啓祐 新潟大学医歯学総合病院　小児科 巨大精巣と機能性甲状腺結節を呈し体細胞モザイクGNAS変異を同定したPTEN異常症

10277 P3-2-2 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 島田 綾 東京都立小児総合医療センター　内分泌・代謝科 ダウン症合併Basedow病患者におけるfT4正常化までの期間に関する検討

10278 P2-6-1 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 西垣 五月 大阪市立大学　大学院　医学研究科　発達小児医学 小児頭蓋咽頭腫19例の内分泌的臨床像

10280 P4-2-8 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 澤 由起子 鳥取大学　医学部　周産期小児医学 PHP1aと臨床診断されていた母より出生したPHP1bの13歳女児例

10281 P7-1-3 ポスター 10月5日 18:00-18:25 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生1 長谷川 行洋 東京都立小児総合医療センター　移行期医療支援委員会 １年以上にわたる移行期看護外来がスムーズな移行完了に有効であった症例

10282 P6-2-7 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 伊藤 歩惟 岩手医科大学　小児科 生後4か月で9p-症候群による性分化疾患と診断された女児

10283 P2-2-8 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長2 石橋 信弘 長崎大学病院　小児科 低身長を契機に診断に至った好酸球性胃腸炎の1例

10284 O4-4 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 伊達木 澄人 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科　小児科 複合型下垂体機能低下症に認めた<I>ROBO1</I>ホモ接合性変異：先天性下垂体機能低下症発症メカニズムの新展開

10285 P1-4-3 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 小山 千嘉子 秋田大学大学院　医学系研究科　小児科学講座 糖質調整流動食インスローが効果的であった２型糖尿病の重症心身障害児の１例

10286 P1-3-9 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝3 原 光彦 東京家政学院大学　人間栄養学部　人間栄養学科 肥満小児の栄養摂取と糖代謝指標との関係について

10287 P4-4-8 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 永芳 真理子 熊本大学　医学部附属病院　小児科 下腿腫瘤の疼痛を主訴とした偽性副甲状腺機能低下症の一例

10288 P4-4-1 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 川井 正信 大阪母子医療センター　消化器・内分泌科 ターナー症候群における最大骨量に影響を与える因子の解析

10289 P6-2-8 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 位田 忍 大阪母子医療センター 消化器内分泌科 性分化疾患（Disorder of Sex Development:DSD）移行外来の現状と課題の検討

10290 O3-3 口演 10月5日 9:35-10:30 第2会場 一般口演3 性腺 永松 扶紗 東京都立小児総合医療センター　内分泌・代謝科 性分化疾患における簡便で包括的な評価システムの考案

10291 P1-8-1 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 岩淵 敦 筑波大学　医学医療系　小児科 上肢の筋・関節痛が糖尿病合併症と考えられた2例

10295 P2-4-7 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 金城 健一 成育医療研究センター　内分泌代謝科 第5中節骨短縮の頻度と評価法の検討

10296 P7-1-4 ポスター 10月5日 18:00-18:25 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生1 石見 和世 帝京大学　医療技術学部　看護学科 思春期時期に診断された46,XY DSD女児とその親への治療意思決定支援：小児看護専門看護師の視点から

10297 P4-1-5 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺1 折山 恭子 地域医療機能推進機構（JCHO）　大阪病院　小児科 酵素補充療法を行っている周産期重症型低ホスダターゼ症の2歳までの臨床経過

10298 O1-9 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 吉井 啓介 国立成育医療研究センター　内分泌代謝科 高インスリン血性低血糖症のピットフォール：門脈欠損症の１例

10299 P3-2-8 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺2 末岡 秀文 岩見沢市立総合病院　小児科 Thiamazoleによる無顆粒球症をきたしアイソトープ治療を行った小児バセドウ病の経過

10300 P1-1-4 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 寺下 新太郎 国立成育医療研究センター　生体防御系内科部　内分泌代謝科 小児急性発症1型糖尿病患者のインスリン枯渇時期に関連する発症時因子の検討

10301 P2-5-8 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 松原 圭子 国立研究開発法人　国立成育医療研究センター　分子内分泌研究部 MLIDを伴うKOS症例胎盤における5mC/5hmC分布の解析

10304 O4-6 口演 10月6日 8:35-10:10 第1会場 一般口演4 下垂体・成長 大串 健一郎 国立成育医療研究センター研究所　分子内分泌研究部 SHOXシス発現制御候補領域を包含する微細コピー数異常は、SHOX隣接CpGサイトのDNAメチル化に影響しない

10305 P1-1-1 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 川村 智行 大阪市立大学大学院　発達小児医学教室 大阪府下1型糖尿病患者推定数

10306 P7-2-2 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 野本 美佳 愛媛大学大学院　医学系研究科　看護学専攻 小児1型糖尿病患者のトランジションにおけるレディネスの特徴

10307 P1-8-5 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 佐藤 恭弘 帝京大学　医学部　附属病院 小児科 成長障害・小頭症・性腺機能低下症・網膜色素変性を伴った糖尿病の1女児例

10309 P5-2-3 ポスター 10月5日 18:05-18:45 ポスター会場 ポスター発表5 副腎2 山口 朋恵 国立成育医療研究センター　内分泌代謝科 アンドロゲン産生副腎腫瘍の術後性腺機能の検討

10310 P1-2-8 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 庄野 哲夫 順天堂大学　医学部　附属浦安病院　小児科 当院の小児1型糖尿病に対するフラッシュグルコースモニタリングシステム(FGM)の使用経験

10311 P2-4-6 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長4 佐藤 直子 たなか成長クリニック 高身長女子2例に対するサンドスタチンLARとカウフマン療法による成長抑制の効果

10312 P7-2-4 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 西川 恵利 日本大学病院 看護部 小児科 小児１型糖尿病患者の療養行動自立への背景～入院、小児糖尿病サマーキャンプ、外来での継続看護～
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10313 P7-2-3 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 野本 美佳 愛媛大学大学院　医学系研究科　看護学専攻 小児1型糖尿病患者と保護者のトランジションにおけるレディネスの認識の比較

10314 P1-8-9 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝8 蜂屋 瑠見 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科 飽和脂肪酸による炎症におけるマクロファージH3K9メチル化酵素Setdb1の意義

10315 P2-3-8 ポスター 10月4日 17:40-18:20 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長3 川北 理恵 大阪市立総合医療センター　小児代謝・内分泌内科 低血糖時の成長ホルモン・コルチゾール値による下垂体・副腎機能低下症の予測可能性

10316 P6-2-9 ポスター 10月5日 18:05-18:55 ポスター会場 ポスター発表6 性腺2 有阪 治 那須赤十字病院 アンドロゲンの性役割、性指向への影響: おてんば女児と先天性副腎過形成症女児での比較検討

10317 P2-7-8 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長7 古谷 曜子 旭川医科大学　小児科 一過性の成長ホルモン分泌不全症、中枢性甲状腺機能低下症を認めた症例

10318 P2-5-3 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 中村 俊郎 熊本中央病院　小児科 ゴナドトロピン補充療法中に両側膝関節離断性骨軟骨炎を生じたDAX-1異常症の男児例

10319 P7-2-5 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 橘 優子 順天堂大学医学部附属順天堂医院 血糖自己測定値に対し虚偽申告が続いた症例へのフラッシュグルコースモニタリング(FGM)導入の効果の検討

10320 P4-4-4 ポスター 10月4日 18:25-19:05 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺4 田嶼 朝子 埼玉県立小児医療センター　代謝内分泌科 骨密度に異常を認めず、脊椎圧迫骨折を契機に診断に至ったSchwachman-Diamond症候群の一例

10321 P2-5-4 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長5 小山 さとみ 獨協医科大学　医学部　小児科学 レボチロキシンナトリウム散剤内服にて著明な肝機能障害を来した14q22q23欠失の1例

10322 P1-2-4 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 松本 真明 国立成育医療研究センター　内分泌代謝科 FreeStyle Libreの1型糖尿病患者に対するHbA1c改善効果：患者背景別解析

10323 P2-8-3 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 小林 弘典 島根大学医学部小児科 出雲市における成長曲線を用いた学校検診に対する二次スクリーニングの取り組み

10324 P6-1-5 ポスター 10月5日 18:05-18:50 ポスター会場 ポスター発表6 性腺1 近野 勇樹 能代厚生医療センター 羊水検査と核型が異なったターナー症候群の2例

10325 P7-2-7 ポスター 10月5日 18:00-18:35 ポスター会場 メディカルスタッフ・学生2 高橋 詩野美 京都大学大学院 医学研究科 国際保健学講座　社会疫学分野 糖尿病を持つ小児が在学していない小・中・高等学校の児童・生徒の糖尿病観：自記式質問票調査

10326 P4-3-6 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺3 市川 剛 獨協医科大学　小児科 出生時に症状を認めたビタミンD欠乏性くる病の１例

10328 P1-1-9 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 石田 敦士 岐阜県立多治見病院　小児科 インスリン導入後も血糖改善が得られず、メトホルミン追加が奏功した肥満合併思春期1型糖尿病の一例

10330 P2-8-7 ポスター 10月5日 17:15-18:00 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長8 本木 隆規 東京慈恵会医科大学　小児科学講座 一特別区におけるデータクリーニング後の学校健診データによる成長曲線の解析結果

10331 P1-1-6 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝1 会津 克哉 埼玉県立小児医療センター　代謝内分泌科 小児期発症１型糖尿病における内因性インスリン分泌能の規定因子―発症時年齢と膵島関連自己抗体について―

10332 P1-2-3 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝2 城尾 正彦 地域医療機能推進機構　九州病院　小児科 なぜ1型糖尿病患者は血糖管理の補助デバイスにFreeStyleリブレを選ぶのか

10333 P1-4-9 ポスター 10月4日 17:40-18:25 ポスター会場 ポスター発表1 糖・脂質代謝4 松尾 憲典 田辺中央病院　小児科 CA19-9高値がHbA1cと並行して正常化した糖尿病の1男児例

10334 P3-3-7 ポスター 10月4日 18:30-19:15 ポスター会場 ポスター発表3 甲状腺3 菅原 祐一 西宮市立中央病院　小児科 肥満検診を契機に発見された巨大多房性卵巣のう胞を伴う甲状腺機能低下症の女児例

10335 P2-6-4 ポスター 10月5日 17:15-17:55 ポスター会場 ポスター発表2 下垂体・成長6 佐々木 直 新潟大学医歯学総合病院　小児科 汎下垂体機能低下症を呈した小児期発症の非機能性下垂体腺腫の2例～当院の小児下垂体腺腫の臨床的特徴～

10336 O1-5 口演 10月5日 8:40-10:35 第1会場 一般口演1 糖・脂質代謝 小針 靖子 群馬大学大学院　医学系研究科　小児科学 DPP-4阻害薬が有効であったDEND症候群

10337 P4-2-4 ポスター 10月4日 18:25-19:10 ポスター会場 ポスター発表4 骨・副甲状腺2 大津 義晃 群馬大学大学院　医学系研究科　小児科学 軟骨低形成と黒色表皮腫を伴うFGFR3遺伝子K650Q変異を有する姉弟例
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