学術集会プログラム
特別講演 1
9 月 27 日（木） 14:10〜15:00 第 1 会場
座長 横谷 進（国立成育医療研究センター

生体防御系内科部）

未知のホルモンへの挑戦：探索・発見から臨床応用へ
寒川 賢治
国立循環器病研究センター研究所

特別講演 2
9 月 28 日（金） 13:10〜14:00 第 1 会場
座長 大薗 恵一（大阪大学大学院医学系研究科

小児科学）

気孔形成促進因子ストマジェンと植物の環境応答
西村 いくこ
京都大学大学院理学研究科生物科学専攻植物学教室植物分子細胞生物学分科

学会賞受賞講演
9 月 28 日（金） 15:05〜15:35 第 1 会場
座長 河野 斉（福岡徳洲会病院 小児科）
35 年間の小児内分泌疾患診療を振り返って
西 美和
広島赤十字・原爆病院 小児科

海外招聘講演
9 月 27 日（木） 16:55〜17:40 第 1 会場
座長 有阪 治（獨協医科大学医学部 小児科）
海外招聘講演 1

Idiopathic Short Stature (ISS): What is it – and should it be treated?
Michael B. Ranke
Professor emeritus, University Children’s Hospital, Tübingen, Germany

9 月 28 日（金） 10:15〜11:00 第 1 会場
座長 田中 敏章（たなか成長クリニック）
海外招聘講演 2

Genetic basis of hypogonadotropic hypogonadism
Nelly Pitteloud
Professor, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Endocrine, Diabetes, & Metabolism Service

9 月 28 日（金） 15:35〜16:20 第 1 会場
座長 浦上 達彦（日本大学医学部 小児科学系
海外招聘講演 3

小児科学分野）

The prevalence of vitamin D deficiency and its relationship of bone health and glucose
metabolism in Korean children and adolescents
Sei Won Yang
Division of Endocrinology and Metabolism, Department of Pediatrics, Seoul National University Children’s
Hospital, Seoul, Korea
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9 月 29 日（土） 11:15〜12:00 第 1A 会場
座長 長谷川 奉延（慶應義塾大学医学部
海外招聘講演 4

小児科学教室）

Deciphering precocious puberty
Jean-Claude Carel1,2,3
1
Univ Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, F-75019, Paris, France, 2Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), Hôpital Robert Debré, Department of Pediatric Endocrinology and Diabetology, and Centre de
Référence des Maladies Endocriniennes Rares de la Croissance F-75019, Paris, France, 3Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale Unité CIE-5, F-75019, Paris, France

教育セミナー
9 月 28 日（金） 11:05〜11:50
教育セミナー1

糖・エネルギー代謝調節における NEWCOMERS
中江 淳
慶應義塾大学 医学部 腎臓内分泌代謝内科

9 月 28 日（金） 11:05〜11:50
教育セミナー2

第 3 会場

先天異常症候群の診断における最近の進歩
岡本 伸彦
大阪府立母子保健総合医療センター 遺伝診療科

9 月 28 日（金） 11:05〜11:50
教育セミナー4

第 2 会場

再生医療の最前線 ― 軟骨疾患をターゲットとして ―
妻木 範行
京都大学 iPS 細胞研究所

9 月 28 日（金） 11:05〜11:50
教育セミナー3

第 1 会場

第 4 会場

染色体異常の発生メカニズム ―男と女―
倉橋 浩樹
藤田保健衛生大学 総合医科学研究所 分子遺伝学研究部門

シンポジウム 1
ガイドラインの活用とその問題点
9 月 28 日（金） 8:15〜10:15 第 1 会場
座長 皆川 真規（千葉県こども病院 内分泌科）
西 美和（広島赤十字・原爆病院 小児科）
診療ガイドライン：近年の動向と展望
中山 健夫
京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻健康情報学分野
高インスリン血性低血糖症の診断と診療ガイドライン―その活用と問題点―
長谷川 奉延
慶應義塾大学医学部 小児科学教室
「小児期発症バセドウ病薬物治療のガイドライン 2008」と「バセドウ病治療ガイドライン 2011」
鬼形 和道 1,2
1
島根大学 医学部附属病院 臨床研修センター、2 島根大学 医学部附属病院 小児科
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ビタミン D 欠乏症の診断と治療のガイドライン策定に向けて
田中 弘之
岡山済生会総合病院 小児科
「性分化疾患初期対応の手引き」外性器異常を呈した子どもの内科的・社会的初期対応
位田 忍
大阪府立母子保健総合医療センター 消化器・内分泌科

シンポジウム 2
成長障害へのアプローチ
9 月 29 日（土） 15:30〜17:00 第 1B 会場
座長 緒方 勤（浜松医科大学 小児科）
大薗 恵一（大阪大学大学院医学系研究科

小児科学）

SGA で出生した低身長児からみつかる遺伝子異常―IGF1 受容体異常症―
鞁嶋 有紀
鳥取大学医学部 周産期・小児医学
SHOX 異常症の新知見
深見 真紀
国立成育医療研究センター

分子内分泌研究部

CNP/GC-B 系賦活化治療について
八十田 明宏
京都大学大学院医学研究科 内分泌代謝内科
MCT8 異常症の臨床症状からみた甲状腺ホルモンの局所作用
難波 範行
大阪大学大学院医学系研究科 小児科学

特別企画
DSD をめぐる諸問題の解決をめざして
9 月 29 日（土） 15:30〜17:00 第 1A 会場
座長 島田 憲次（大阪府立母子保健総合医療センター 泌尿器科）
三善 陽子（大阪大学大学院医学系研究科 小児科学）
性分化疾患（DSD）の考え方、捉え方の移り変わり
島田 憲次
大阪府立母子保健総合医療センター 泌尿器科
性分化疾患（DSD）のマネージメント
堀川 玲子 1、位田 忍 2、島田 憲次 3、日本小児内分泌学会性分化委員会 4
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 大阪府立母子センター 消化器内分泌科、3 日本小児泌尿器
科学会、4 日本小児内分泌学会
性分化疾患の子どもと親への看護支援
石見 和世
大阪府立母子保健総合医療センター
DSD の子どもと親への思春期からのセクシュアリティ支援
佐保 美奈子
大阪府立大学 看護学部
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公開シンポジウム
がんになっても笑顔で育つ！―内分泌学の観点から―
9 月 29 日（土） 15:30〜17:00 第 2 会場
座長 楠木 重範（国立病院機構大阪医療センター 小児科）
橋井 佳子（大阪大学大学院医学系研究科 小児科学）
大人になるってどういうこと？―わかりやすいホルモンのしくみ―（仮）
小山 さとみ
獨協医科大学 小児科学
小児がん経験者の内分泌学的問題点―長期フォローアップ外来に行こう！―
難波 範行
大阪大学大学院医学系研究科 小児科学
放射線治療の進歩
小川 和彦
大阪大学大学院医学系研究科

放射線治療学

造血幹細胞移植の進歩
加藤 俊一
東海大学医学部基盤診療学系再生医療科学
共催

株式会社ヤクルト本社、NPO 法人チャイルド・ケモ・ハウス

とっておきの症例 1
9 月 28 日（金） 17:45〜18:45 第 2 会場
座長 藤田 敬之助（大阪市立大学医学部

小児科）

重度の GH 分泌不全を呈した古典型バーター症候群
安達 昌功 1、田島 敏広 2
1
神奈川県立こども医療センター、2 北海道大学医学部

小児科

神経下垂体炎との鑑別に苦慮した胚細胞腫の 1 例
伊藤 純子 1、小川 哲史 1、谷田川 聡也 1、山田 正三 2
1
虎の門病院 小児科、2 虎の門病院 間脳下垂体外科
13 歳から 3 年間、身長増加がほぼゼロであった神経性食欲不振症？の男子例
菊池 透 1、長崎 啓祐 1、木下 英一 2、小川 洋平 1、佐藤 英利 1、齋藤 昭彦 1
1
新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科学分野、2 きのしたこどもクリニック
男性における乳房腫大（女性化乳房）
深見 真紀 1、五十嵐 麻希 1、阿部 修司 2、山本 幸代 3、金城 さおり 4、緒方 勤 1,5
1
（独）国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部、2 函館五稜郭病院、3 産業医科大学、4 沖縄県立中部
病院、5 浜松医科大学
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とっておきの症例 2
9 月 28 日（金） 17:45〜18:45 第 3 会場
座長 小川 英伸（帝京大学医学部 小児科）
マススクリーニング、尿ステロイドプロフィルより診断された 3β 水酸化ステロイド脱水素酵素欠損症の 1 女
児例
南谷 幹史 1、林 美恵 2、本間 桂子 3、長谷川 奉延 2、太田 節雄 1
1
帝京大学 ちば総合医療センター 小児科、2 慶應義塾大学 医学部 小児科学教室、3 慶應義塾大学病院
中央臨床検査部
入院管理中に書字障害にはじめて気付いた 12 歳の肥満男児例ー行動療法における問題点
佐竹 栄一郎 1、中川 祐一 1、内山 弘基 2、松下 理恵 1、藤澤 泰子 1、永田 絵子 1、中島
緒方 勤 1
1
浜松医科大学 小児科、2 聖隷沼津病院 小児科

信一 1、

高度の代謝異常を呈した Metabolically obese normal weight の 14 歳女子例
小山 さとみ、神原 亜紀子、志村 直人、有阪 治
獨協医科大学 医学部 小児科学
多腺性自己免疫症候群 III 型の母娘例
井原 健二
九州大学大学院 医学研究院 成長発達医学（小児科学）

とっておきの症例 3
9 月 28 日（金） 17:45〜18:45 第 4 会場
座長 山本 威久（箕面市立病院 小児科）
経過中 hCG-CTP のわずかな上昇を契機に胚細胞腫と診断できた中枢性尿崩症の 1 例
藤原 幾磨
東北大学病院 小児科
ニューロフィジン II の遺伝子変異による中枢性尿崩症の 1 例
窪田 拓生 1,2,4、大薗 恵一 2,3、山本 威久 1
1
箕面市立病院 小児科、2 大阪大学 大学院 医学系研究科 小児科学、3 大阪府立 母子保健総合医療セ
ンター 研究所 環境影響部門、4 大阪大学 大学院 歯学研究科 顎口腔病因病態制御学（口腔外科学第一）
先天性甲状腺機能低下症として経過観察されていた偽性副甲状腺機能低下症 Ia 型
長崎 啓祐 1、片山 幸樹 2、佐藤 英利 1、浅見 直 3
1
新潟大学大学院 医歯学総合研究科 小児科、2 久留米大学 医学部 小児科、3 新潟青陵大学
甲状腺腫性クレチン症を同胞に持ち、腺腫性甲状腺腫で発見されたクレチン症の 5 歳女児例
水野 晴夫、神田 恵介、齋藤 伸治
名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野
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看護学科

イブニングセミナー
GH 分泌不全を伴うヌーナン症候群を含む遺伝性疾患の臨床
9 月 27 日（木） 18:30〜20:30 第 1 会場
座長 永井 敏郎（獨協医科大学越谷病院 小児科）
難波 範行（大阪大学大学院医学系研究科 小児科学）
ヌーナン症候群とその類縁疾患の遺伝子診断
青木 洋子
東北大学大学院医学系研究科 遺伝病学分野
ヌーナン症候群に伴う低身長診療の実際
望月 弘
埼玉県立小児医療センター 代謝内分泌科
ヌーナン症候群における心病変
小垣 滋豊
大阪大学大学院医学系研究科 小児科
Noonan syndrome and its related disorders (RASopathies) in Korea; Epidemiology, diagnosis and
management
Han-Wook Yoo
Department of Pediatrics, Medical Genetics Center, Asan Medical Center Children’s Hospital, University of Ulsan
College of Medicine, Seoul, Korea
共催

ノボ ノルディスクファーマ株式会社

ランチョンセミナー
9 月 28 日（金） 12:00〜13:00 第 1 会場
座長 大薗 恵一（大阪大学大学院医学系研究科
LS1

共催

骨成長の内分泌外科的制御 ―臨床と基礎―
安井 夏生
徳島大学 運動機能外科学
日本イーライリリー株式会社

9 月 28 日（金） 12:00〜13:00 第 2 会場
座長 長谷川 奉延（慶應義塾大学医学部
LS2

共催

小児科学教室）

『SGA 性低身長症の治療戦略』―日本における 4 年間の経験を踏まえて―
田中 敏章
たなか成長クリニック
Michael B. Ranke
Paediatric Endocrinology Section, Children’s Hospital, University of Tuebingen, Germany
ファイザー株式会社

9 月 28 日（金） 12:00〜13:00 第 3 会場
座長 横谷 進（国立成育医療研究センター
LS3

共催

小児科学）

生体防御系内科部）

小児の間脳下垂体腫瘍の治療
齋藤 洋一
大阪大学産学連携本部脳神経制御外科学
サンド株式会社
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9 月 29 日（土） 12:10〜13:10 第 1A 会場
座長 安達 昌功（神奈川県立こども医療センター
LS4

共催

内分泌代謝科）

Role of rFSH in the Treatment of Hypogonadotropic Hypogonadism
Nelly Pitteloud
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), Endocrine, Diabetes, & Metabolism Service
メルクセローノ株式会社

9 月 29 日（土） 12:10〜13:10 第 1B 会場
座長 道上 敏美（大阪府立母子保健総合医療センター研究所
成長期におけるビタミン D 栄養の評価とその重要性
津川 尚子
神戸薬科大学 衛生化学研究室

LS5

共催

環境影響部門）

帝人ファーマ株式会社

9 月 29 日（土） 12:10〜13:10 第 2 会場
座長 有阪 治（獨協医科大学医学部 小児科学）
卵巣予備能についての最近の話題
筒井 建紀
大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学講座

LS6

共催

日本ケミカルリサーチ株式会社

優秀演題賞候補口演 1
9 月 27 日（木） 15:05〜15:55 第 1 会場
座長 杉原 茂孝（東京女子医科大学東医療センター 小児科）
長谷川 奉延（慶應義塾大学医学部 小児科学教室）
SpO-01

次世代解析技術を用いた性分化疾患 141 症例の病因解析
五十嵐 麻希 1、Vu Dung Chi2、小島 祥敬 3、堀川 玲子 1、緒方 勤 1,4、深見 真紀 1
1
（独）国立成育医療研究センター、2 ベトナム ハノイ大学、3 福島県立医科大学 泌尿器科、4 浜松医科大
学 小児科

SpO-02

カルシウム受容体の変異受容体に対するアロステリックモデュレーターの効果について
中村 明枝 1、石津 桂 1、田島 敏広 1、母坪 智行 2、望月 弘 3、小林 啓二 4
1
北海道大学 医学部 小児科、2NTT 東札幌病院 小児科、3 埼玉県立小児医療センター
4
西埼玉中央病院 小児科

代謝内分泌科、

SpO-03

NPR2 ヘテロ接合性変異は特発性および家族性低身長症の原因となりうる
天野 直子 1、向井 徳男 2,7、伊藤 善也 3,7、鳴海 覚志 1、田中 敏章 4,7、横谷 進 5,7、緒方 勤 6,7、
長谷川 奉延 1,7
1
慶應義塾大学医学部小児科、2 旭川厚生病院小児科、3 日本赤十字北海道看護大学、4 たなか成長クリニッ
ク、5 国立成育医療研究センター、6 浜松医科大学、7 成長ゲノムコンソーシアム

SpO-04

FGF23 は軟骨細胞増殖をリン代謝非依存性に抑制し、X 連鎖性低リン性くる病に伴う低身長の一因となりうる
川井 正信 1、木下 さおり 1、大幡 泰久 1、大薗 恵一 2、道上 敏美 1
1
大阪府立母子保健総合医療センター研究所 環境影響部門、2 大阪大学大学院医学系研究科 小児科

SpO-05

シルバーラッセル症候群の新規責任領域の同定
福家 智子 1,2、松原 圭子 1、鏡 雅代 1、長谷川 行洋 3、永井 敏郎 4、長谷川 奉延 2、水野 誠司 5、
緒方 勤 6、深見 真紀 1
1
国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部、2 慶應義塾大学 医学部 小児科、3 東京都立小
児総合医療センター、4 獨協医科大学 越谷病院 小児科、5 愛知県心身障害者コロニー中央病院 小児内
科、6 浜松医科大学 医学部 小児科
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優秀演題賞候補口演 2
9 月 27 日（木） 16:00〜16:50 第 1 会場
座長 長谷川 行洋（東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科）
堀川 玲子（国立成育医療研究センター 内分泌代謝科）
SpO-06

LC/MS/MS による血中 21-deoxycortisol（21DOF）を用いた新生児古典型 21- 水酸化酵素欠損症（21OHD）
診断
中川 利沙 1、本間 桂子 2、小山 雄平 3,4、三輪 雅之 5、池田 一成 5、前久保 仁恵 1、涌井 昌俊 3、
村田 満 3、本間 誠次郎 1、長谷川 奉延 5
1
株式会社あすか製薬メディカル、2 慶応義塾大学病院 中央臨床検査部、3 慶應義塾大学 医学部 臨床検
査医学、4 三菱メディエンス株式会社、5 慶応義塾大学 医学部 小児科

SpO-07

1 型糖尿病患者初発時におけるインスリン療法の特性
谷口 多嘉子 1,2、川村 智行 2、東出 崇 3、橋本 友美 3、渡辺 香織 2、藤川 詩織 2、柏原 米男 2、
広瀬 正和 2、青野 繁雄 4、新宅 治夫 2
1
徳島赤十字病院 小児科、2 大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学、3 はぐはぐキッズクリニッ
ク、4 寺田町こども診療所

SpO-08

卵精巣性性分化疾患 18 例の臨床像
西垣 五月 1、水野 裕介 1、宮下 健悟 1、山本 晶子 1、内木 康博 1、上岡 克彦 2、堀川
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 国立成育医療研究センター 泌尿器科

玲子 1

SpO-09

脳弓下器官（subfornical organ：SFO）に対する自己抗体を認めた本態性高 Na 血症の一例
宇都宮 朱里 1、檜山 武史 2、野田 昌晴 2、原 圭一 1、香川 礼子 1、岡田 賢 1、宮河 真一郎 3、
西 美和 4、小林 正夫 1
1
広島大学大学院医歯薬学総合研究科小児科学、2 基礎生物学研究所統合神経生物学研究部門、3 独立行政法
人国立病院機構呉医療センター小児科、4 広島赤十字・原爆病院小児科

SpO-10

先天性甲状腺機能低下症発症における Pathway Burden 仮説の提唱
阿部 清美 1,2、鳴海 覚志 1、天野 直子 1、石井 智弘 1、室谷 浩二 3、朝倉 由美 3、安達 昌功 3、
佐々木 悟郎 4、長崎 啓祐 5、阿部 貴行 6、長谷川 奉延 1
1
慶應義塾大学 医学部 小児科、2 グローバル COE プログラム「幹細胞医学のための教育研究拠点」
、3 神
4
5
奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科、 東京歯科大学市川総合病院 小児科、 新潟大学医歯学総
合病院 小児科、6 慶應義塾大学 医学部 クリニカルリサーチセンター

高得点演題口演
9 月 27 日（木） 12:55〜14:07 第 1 会場
座長 神崎 晋（鳥取大学医学部 周産期・小児医学分野）
田島 敏広（北海道大学医学研究科生殖発達医学小児科学分野）
HO-01

Steroidogenic acute regulatory protein ノックアウトマウス副腎皮質細胞のトランスクリプトーム解析
石井 智弘 1、三井 俊賢 1、鈴木 禎史 2、松崎 有未 2、長谷川 奉延 1
1
慶應義塾大学 医学部 小児科、2 慶應義塾大学 医学部 生理学

HO-02

家族性低リン血症性くる病患者を対象とした Z-521 の治療的使用試験報告
北岡 太一 1、大薗 恵一 1、長谷川 行洋 2、皆川 真規 3、安達 昌功 4、難波 範行 1、數川 逸郎 3、
朝倉 由美 4、内藤 優己 5、志村 麻美 5
1
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学、2 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、3 千葉県
こども病院 内分泌科、4 神奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科、5 ゼリア新薬工業株式会社 臨
床開発第 1 部
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HO-03

小児期から成人期を通して使用可能な Insulin-like growth factor-I（IGF-I）の基準値の設定
磯島 豪 1,3、島津 章 2,3,4、横谷 進 3,4、田中 敏章 3、立花 克彦 3、勝又 規行 3、堀川 玲子 3
1
東京大学医学部小児科、2 国立病院機構京都医療センター臨床研究センター、3 成長科学協会専門委員会、
4
厚生労働省間脳下垂体機能障害に関する調査研究班

HO-04

14 番染色体母親性ダイソミーおよび類縁疾患に関する全国調査：遺伝学的頻度および臨床像
鏡 雅代 1、長崎 啓祐 2、佐藤 英利 2、鹿島 京子 3、依藤 亨 4、中村 明枝 5、加藤 光広 6、沼倉 周彦 6、
緒方 勤 7、深見 真紀 1、斉藤 伸治 8
1
独立行政法人国立成育医療研究センター研究所分子内分泌研究部、2 新潟大学医学部小児科、3 東京臨海病
院小児科、4 大阪市立総合医療センター小児代謝・内分泌内科、5 北海道大学医学部小児科、6 山形大学医学
部小児科、7 浜松医科大学小児科、8 名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野

HO-05

リオチロニン（T3）大量隔日投与が著効した重症甲状腺ホルモン不応症（Refetoff 症候群）
森 麻美 1,3、森岡 依子 2、西尾 友宏 4、三村 由卯 5、松井 克之 3、高橋 浩子 3、丸尾 良浩 3、
澤井 ちひろ 3、竹内 義博 3
1
日野記念病院 小児科、2 近江草津病院 小児科、3 滋賀医科大学附属病院 小児科、4 済生会滋賀県病院
小児科、5 豊郷病院 小児科

HO-06

妊娠ラットのカルシウム不足は仔 11β-hydroxysteroid dehydrogenase-1 プロモータ領域メチル化を低下さ
せる
高屋 淳二、居原田 安奈、金子 一成
関西医科大学 小児科

HO-07

小児におけるビタミン D 不足状態のカットオフ値 ―PTH 値からの検討―
河野 智敬 1、小澤 綾子 1、会津 克哉 1、山口 明 2、山本 英明 2、望月 弘 1
1
埼玉県立小児医療センター 代謝内分泌科、2 埼玉県立小児医療センター 放射線技術部

HO-08

ナトリウム利尿ペプチド受容体 2（NPR-2）機能獲得型変異に伴う高身長症―2 家系目
三浦 弘司 1、難波 範行 1、山本 景子 1、大幡 泰久 1、藤原 誠 1、北岡 太一 1、窪田 拓生 1、
大薗 恵一 1、道上 敏美 2、Cho Tae-Joon 3
1
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学、2 大阪府立母子保健総合医療センター 環境影響部門、
3
Department of Orthopaedic Surgery, Seoul National University Children’s Hospital

一般口演 1
甲状腺
9 月 27 日（木） 17:45〜18:30 第 2 会場
座長 藤原 幾磨（東北大学病院 小児科）
木下 香（千葉大学大学院医学研究院

小児病態学）

OR-01

次世代シーケンシングによる先天性内分泌疾患の包括的遺伝子解析
鳴海 覚志、阿部 清美、天野 直子、石井 智弘、長谷川 奉延
慶應義塾大学 医学部 小児科

OR-02

バセドウ病初期治療における、少量チアマゾールとコレステロール吸収阻害剤の併用療法の効果
高桑 聖、島袋 陽子
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児内分泌代謝科

OR-03

成長板における甲状腺ホルモントランスポーター MCT8、MCT10 の発現
難波 範行 1、阿部 真土 2、阿部 早苗 1,3、藤原 誠 1、相川 友直 3、古郷 幹彦 3、大薗 恵一 1
1
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学、2 大阪大学大学院 歯学研究科 口腔解剖第一、3 大阪大学大
学院 歯学研究科 口腔外科第一
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OR-04

マウス下垂体における甲状腺トランスポーター発現の網羅的解析
藤原 誠 1、難波 範行 1、川井 正信 2、山本 景子 1、三浦 弘司 1、北岡 太一 1、窪田 拓生 1、
大薗 恵一 1
1
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学、2 大阪府立母子保健総合医療センター研究所 環境影響部門

OR-05

Monocarboxylate transporter 8（MCT8）遺伝子異常症の 1 男児例
黒柳 裕一 1、田邉 裕子 1、關谷 真一郎 1、高屋 淳二 1、金子 一成 1、伊藤
1
関西医科大学小児科学講座、2 金沢医科大学小児科学講座

順庸 2

一般口演 2
肥満・糖代謝など
9 月 27 日（木） 17:45〜18:21 第 3 会場
座長 井原 健二（九州大学大学院医学研究院成長発達医学）
花木 啓一（鳥取大学医学部保健学科）
OR-06

妖精症（Donohue 症候群）に対する 14 年間の rhIGF-I による治療経験
里村 憲一、山村 なつみ、山藤 陽子
大阪府立母子保健総合医療センター 腎・代謝科

OR-07

Small-for-gestational-age（SGA）model rat の脂肪分化増殖因子への成長ホルモン（GH）と低蛋白食の影響
齋藤 朋洋 1,2、小林 基章 1、矢ケ崎 英晃 1、長嶺 健次郎 1、三井 弓子 1、望月 美恵 1、杉田 完爾 1、
大山 建司 1
1
山梨大学 医学部 小児科、2 山梨県立中央病院 小児科

OR-08

体格コントロール良好なプラダーウィリー症候群児における安静時消費エネルギー量についての検討
西本 裕紀子 1、惠谷 ゆり 2、柴田 真理 2、森元 明美 1、加嶋 倫子 1、寺内 啓子 1、藤本 素子 1、
野田 侑希 1、川原 央好 1、位田 忍 2
1
大阪府立母子保健総合医療センター 栄養管理室、2 大阪府立母子保健総合医療センター 消化器・内分
泌科

OR-09

高インスリン血症を伴う低血糖症 21 例の解析
水野 裕介、山本 真梨子、山本 晶子、西垣
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科

五月、宮下

健悟、内木

康博、堀川

玲子

一般口演 3
副甲状腺・Ca・骨
9 月 28 日（金） 16:30〜17:42 第 1 会場
座長 田中 弘之（岡山済生会総合病院 小児科）
郷司 克己（兵庫県立こども病院 代謝内分泌科）
OR-10

偽性副甲状腺機能低下症Ι型の包括的分子遺伝学的解析
三井 俊賢 1、湯野 暁子 2、臼井 健 3、中村 明枝 4、田島 敏広 4、長崎 啓祐 5、高田 史男 6、
石井 智弘 1、長谷川 奉延 1
1
慶應義塾大学 医学部 小児科、2 勤医協中央病院 糖尿病内分泌・腎臓病センター、3 国立病院機構京都
医療センター、4 北海道大学大学院医科学研究科 小児科学分野、5 新潟大学医歯学総合病院 小児科、6 北
里大学 大学院医療系研究科 臨床遺伝医学
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OR-11

造血細胞移植後長期生存者における骨密度に関する検討〜女性ホルモン補充療法は骨密度を有意に改善した〜
石黒 寛之 1、菅沼 栄介 1、兵頭 裕美 1、冨田 雄一郎 1、篠原 治 2、和泉 俊一郎 3、矢部 普正 4、
矢部 みはる 5、加藤 俊一 4
1
東海大学 医学部 専門診療学系 小児科学、2 しのはら小児クリニック、3 東海大学 医学部 専門診療
学系 産婦人科学、4 東海大学 医学部 基盤診療学系 再生医療科学、5 東海大学 医学部基盤診療学系
臨床検査科

OR-12

軟骨の IGF-I 応答性は vinculin を介する細胞外基質からのシグナルにより修飾される
道上 敏美 1、越水 隆雄 1、川井 正信 1、立川 加奈子 1、大薗 恵一 2
1
大阪府立母子保健総合医療センター 研究所 環境影響部門、2 大阪大学大学院医学系研究科

小児科学

OR-13

非致死性骨形成不全症患者における遺伝学的背景と表現型との関連の検討
菅野 潤子、上村 美季、箱田 明子、藤原 幾磨、呉 繁夫
東北大学病院 小児科

OR-14

偽性副甲状腺機能低下症 Ia 型と類似の臨床像を呈する女児に同定した新規 PRKAR1A 変異例
長崎 啓祐 1,2、佐藤 英利 2、小川 洋平 2、菊池 透 2、緒方 勤 3、深見 真紀 1
1
成育医療研究センター 分子内分泌研究部、2 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 小児科、3 浜松医科大
学 小児科

OR-15

NICU に入院した新生児の 25 水酸化ビタミン D 血中濃度
島袋 陽子 1、高桑 聖 1、大城 達男 2、大庭 千明 2、名嘉山 興隆 2
1
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児内分泌代謝科、2 沖縄県立南部医療センター・こ
ども医療センター 新生児科

OR-16

パミドロネート治療中の骨形成不全症における TRACP5b を中心とする骨代謝マーカーおよび腰椎骨密度の
検討
柏木 博子、原田 大輔、中野 由佳子、佐野 哲也、田川 哲三、清野 佳紀
大阪厚生年金病院 小児科

OR-17

FGF23 遺伝子変異による常染色体優性低リン血症性くる病の本邦初報告家系−血中 FGF23 値と無症状例につ
いて−
高木 美奈子 1,4、磯島 豪 1、堀 倫子 2、福本 誠二 2、皆川 真規 3、北中 幸子 1
1
東京大学大学院 医学系研究科 小児医学講座、2 東京大学大学院 医学系研究科 腎臓内分泌内科、3 千
葉県こども病院 内分泌科、4 大分大学 医学部 医学科

一般口演 4
成長・成長障害 , 視床下部・下垂体
9 月 28 日（金） 16:30〜17:42 第 2 会場
座長 鬼形 和道（島根大学医学部 小児科）
伊藤 純子（虎の門病院 小児科）
OR-18

プラダーウィリ症候群の出生季節性
綾部 匡之 1,2、松原 圭子 1,2、深見 真紀 2、緒方 勤 2,3,4、村上 信行 1,4、永井 敏郎 1,4
1
獨協医科大学越谷病院 小児科、2 独立行政法人国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部、3 浜松医
科大学 小児科、4 財団法人成長科学協会 プラダーウィリ症候群専門委員

OR-19

SGA 性低身長児における GH 補充療法の血中 SHBG および DHEA-S 値に及ぼす影響
野末 裕紀 1、鴨田 知博 2、岩淵 敦 2、市川 邦男 1、須磨崎 亮 2
1
筑波メディカルセンター病院 小児科、2 筑波大学大学院人間総合科学研究科小児科学

OR-20

SGA 性低身長をきたす IGF1 受容体遺伝子変異のインスリンレセプターへのドミナントネガティブ作用
鞁嶋 有紀 1、伯野 史彦 2、母坪 智行 3、岡田 晋一 1、藤本 正伸 1、西村 玲 1、花木 啓一 1、神崎 晋 1
1
大学、2 東京大学大学院農学生命科学研究科、3NTT 東日本札幌病院 小児科
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OR-21

小児における血清 NT-proCNP 値測定の意義―年齢、成長速度及び GH 治療反応性―
窪田 拓生 1,2、三浦 弘司 1、難波 範行 1、北岡 太一 1、大幡 泰久 1、藤原 誠 1、山本 景子 1、
橘 真紀子 1、三善 陽子 1、大薗 恵一 1
1
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学、2 大阪大学大学院 歯学研究科 口腔外科学第一

OR-22

AIP 遺伝子の胚細胞変異を認めた孤発性 GH 産生下垂体腺腫の 7 歳男児例
井澤 雅子 1、山田 正三 2、伊藤 純子 3、高橋 裕 4、井下 尚子 5、成瀬 裕紀 1、多田 英倫 1、濱島 崇 1
1
あいち小児保健医療総合センター 内分泌代謝科、2 虎の門病院 間脳下垂体外科、3 虎の門病院 小児
科、4 神戸大学大学院医学研究科 糖尿病内分泌内科学、5 虎の門病院 病理部

OR-23

Prader-Willi 症候群の成長ホルモン治療中止前後での BMI と脂肪量の比較
大戸 佑二、田中 百合子、阿部 美子、土屋 貴義、小幡 一夫、村上 信行、永井
獨協医科大学 越谷病院 小児科

敏郎

OR-24

多尿を主訴に受診した患者 60 例における長期予後の検討
和田 泰格 1、大通 尚 1、田島 輝隆 2、鈴木 絵理 1、遠海 重裕 3、麻生 敬子 4、有安 大典 1、
井澤 雅子 5、長谷川 行洋 1
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、2 吉川中央総合病院 小児科、3 公立福生病院 小児
科、4 東邦大学医療センター 大森病院 小児科、5 あいち小児保健医療総合センター 内分泌代謝科

OR-25

左心負荷モデルラットにおける中枢での Urocortin および炎症性 cytokine の発現調節と cross-talk に関する
検討
本木 隆規 1、糸久 美紀 1、和氣 英一 1、浦島 崇 1、宮田 市郎 1、東條 克能 2、吉村 道博 3、
井田 博幸 1
1
東京慈恵会医科大学 小児科学講座、2 糖尿病・代謝・内分泌内科、3 循環器内科

一般口演 5
1 型糖尿病・サマーキャンプ、2 型糖尿病・その他の糖尿病
9 月 28 日（金） 16:30〜17:33 第 3 会場
座長 高谷 竜三（大阪医科大学 小児科）
澤田 浩武（宮崎大学医学部 生殖発達医学講座小児科学分野）
OR-26

GA/A1C 比は小児期発症 1 型糖尿病の合併症進展予測としての Glycation（G）gap Index となる：A1C には
IFCC 値が適す
赤塚 淳弥 1,2、望月 美恵 2,3、武者 育麻 1、大竹 明 1,3、川村 智行 3、菊池 信行 3、浦上 達彦 3、
杉原 茂孝 3、星野 忠夫 4、雨宮 伸 1,3
1
埼玉医科大学小児科、2 山梨大学小児科、3 小児インスリン治療研究会、4 病態解明研究所

OR-27

日本人小児期発症 MODY2 の臨床像
川北 理恵 1、細川 悠紀 1、藤丸 李可 1、玉川 信吉 2、依藤 亨 1,2
1
大阪市立総合医療センター 小児代謝内分泌内科、2 大阪市立総合医療センター

OR-28

薬剤性過敏症症候群のステロイド減量中に劇症 1 型糖尿病を発症した 1 歳男児例
篠原 宏行、鴨田 知博、酒井 愛子、石川 伸行、岩淵 敦、高橋 実穂、工藤
筑波大学 小児科

OR-29

小児・思春期発症 1 型糖尿病における自己免疫性甲状腺疾患の発症は予測可能か
会津 克哉、河野 智敬、小澤 綾子、望月 弘
埼玉県立小児医療センター 代謝内分泌科

OR-30

日本人新生児糖尿病の遺伝背景
依藤 亨 1,2、川北 理恵 1、細川 悠紀 1、藤丸 季可 1、玉川 信吉 2
1
大阪市立総合医療センター、2 大阪市立総合医療センター 遺伝子診療部
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遺伝子診療部

豊一郎、須磨崎

亮

OR-31

1 型糖尿病の出生季節性：発症時年齢と VDR 遺伝子多型に関する検討
綾部 匡之 1、深見 真紀 1、緒方 勤 1,2、雨宮 伸 3、杉原 茂孝 4、小児インスリン治療研究会遺伝素因プ
ロジェクトメンバー5
1
独立行政法人国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部、2 浜松医科大学 小児科、3 埼玉医科大学
小児科、4 東京女子医科大学東医療センター 小児科、5 小児インスリン治療研究会

OR-32

日本人若年発症家族性糖尿病（MODY）の新規原因遺伝子探索
堀川 幸男、塩谷 真由美、武田 純
岐阜大学大学院医学系研究科 内分泌代謝病態学

一般口演 6
性分化・性成熟異常・内分泌撹乱物質
9 月 29 日（土） 13:10〜14:04 第 1A 会場
座長 位田 忍（大阪府立母子保健総合医療センター
佐藤 直子（国立成育医療研究センター研究所

消化器・内分泌科）
分子内分泌研究部）

OR-33

前思春期の hCG 負荷試験から将来のテストステロン分泌能を予測することは困難である
後藤 正博 1、井垣 純子 1、有安 大典 2、井澤 雅子 3、鈴木 絵理 1、長谷川 行洋 1
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、2 慶應義塾大学 医学部 小児科、3 あいち小児保健医
療総合センター 内分泌代謝科

OR-34

精巣容積 1ml 未満にも関わらず、外性器異常がなく二次性徴の進行を確認できた WT1 遺伝子異常症の 1 男児例
有安 大典 1,2、三好 達也 2、後藤 正博 2、井垣 純子 2、石倉 健二 3、長谷川 行洋 2、長谷川 奉延 1
1
慶応義塾大学病院 小児科、2 東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科、3 東京都立小児総合医療セ
ンター 腎臓内科

OR-35

再手術を要する膣口狭窄を確認した CYP21A2 欠損症 14 歳女児例 〜泌尿器科での長期フォローアップの重
要性〜
篠原 宏行 1,2、鈴木 絵理 2、波多野 恵 1、宮井 健太郎 1、武田 良純 1,4、坂井 幸子 5、佐藤 裕之 5、
長谷川 行洋 1
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、2 東京都立小児総合医療センター 遺伝子研究科、3 独
立行政法人国立病院機構東京医療センター 小児科、4 公立福生病院 小児科、5 東京都立小児総合医療セ
ンター 泌尿器科

OR-36

MAMLD1 と尿道下裂：新規遺伝子変異および感受性ハプロタイプの同定と変異陽性患者の長期精巣機能
佐野 伸一朗 1、深見 真紀 2、宮戸 真美 2、上松 あゆ美 3、長谷川 奉延 4、佐竹 栄一郎 6、
Sultan Charles5、緒方 勤 6
1
市立湖西病院小児科、2 国立成育医療研究センター分子内分泌研究部、3 静岡県立こども病院、4 慶應義塾
大学小児科、5 Service d’Hormonologie Hôpital Lapeyronie, France、6 浜松医科大学小児科

OR-37

精巣決定因子（SF1/SOX9）と卵巣決定因子（FOXL2）の拮抗的な生殖細胞減数分裂の制御
鹿島田 健一 1、Terje Svingen2、Chun-Wei Feng2、Emanuele Pelosi3、Bagheri-Fam Stefan4、Vincent Harley4、
David Schlessinger3、Josephine Bowles2、Peter Koopman2
1
東京医科歯科大学 医学部 発生発達病態学、2Institute for Molecular Bioscinece, The University of Queensland、
3
National Institutes of Health Biomedical Research Center、4Prince Henry’s Institute of Medical Research

OR-38

当センターにおける男児思春期早発症に関する検討
小澤 綾子 1、河野 智敬 1、会津 克哉 1、栗原 淳 2、西本 博 2、望月 弘 1
1
埼玉県立小児医療センター 代謝内分泌科、2 埼玉県立小児医療センター 脳神経外科
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一般口演 7
副腎
9 月 29 日（土） 13:10〜14:04 第 1B 会場
座長 安達 昌功（神奈川県立こども医療センター内分泌代謝科）
佐藤 真理（東邦大学医療センター大森病院小児科講座）
OR-39

新生児マス・スクリーニングで発見された 21-水酸化酵素欠損症 15 例の成長経過
神野 和彦
広島鉄道病院 小児科

OR-40

21 水酸化酵素欠損症における CYP21A2 遺伝子 MLPA（multiplex ligation-dependent probe
amplification）解析
豊田 有子 1、臼井 健 2、革嶋 幸子 2、秋山 祐一 1、島津 章 2
1
国立病院機構 京都医療センター 小児科、2 国立病院機構 京都医療センター 臨床研究センター

OR-41

本邦で小児期に診断された非古典型 21 水酸化酵素欠損症の頻度と臨床像
石井 智弘 1、鹿島田 健一 2、長崎 啓祐 3、田島 敏広 4、横田 一郎 5、長谷川 行洋 6
1
慶應義塾大学 医学部 小児科、2 東京医科歯科大学 医学部 発生発達病態学、3 新潟大学医歯学総合病
院 小児科、4 北海道大学 医学部 小児科、5 国立病院機構香川小児病院 内分泌科、6 東京都立小児総合
医療センター 内分泌・代謝科

OR-42

Nicotinamide Nucleotide Transhydrogenase 遺伝子の新規変異が同定された糖質コルチコイド欠乏症症例
山口 理恵 1、永田 絵子 1、藤澤 泰子 1、長崎 啓祐 2、緒方 勤 1
1
浜松医科大学小児科、2 新潟大学大学院医歯学総合研究科 内部環境医学講座 小児科学分野

OR-43

排卵誘発およびプロゲステロン補充を行わずに自然妊娠・分娩に至った先天性リポイド副腎過形成の一例
山科 なおみ 1、磯部 まり子 2、住友 直文 3、天野 直子 4、西澤 和倫 3、上牧 務 1、長谷川 奉延 4
1
静岡市立清水病院 小児科、2 静岡市立清水病院 産婦人科、3 静岡赤十字病院 小児科、4 慶應義塾大学
医学部 小児科

OR-44

自然に思春期が発来したコレステロール側鎖切断酵素欠損症の女児例
勝又 規行 1、水野 晴夫 2、藤原 幾磨 3、小川 英伸 4
1
国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部、2 名古屋市立大学大学院医学研究科
児医学分野、3 東北大学医学部 小児科、4 帝京大学医学部 小児科

新生児・小

一般口演 8
肥満・糖代謝など
9 月 29 日（土） 13:10〜13:46 第 2 会場
座長 都 研一（福岡市立こども病院・感染症センター
門脇 弘子（山王病院小児科）
OR-45

内分泌・代謝科）

乳幼児期の体重増加と肥満、代謝異常との関係に関する系統的・探索的解析
市川 剛 1、西連地 利巳 3、刈屋 桂 1、小山 さとみ 1、志村 直人 1、有阪
1
獨協医科大学小児科、2 那須赤十字病院小児科、3 獨協医科大学公衆衛生学

治1

OR-46

KATP チャネル性先天性高インスリン血症のオクトレオチド持続皮下注療法
依藤 亨 1、川北 理恵 1、細川 悠紀 1、藤丸 季可 1、増江 道哉 2、西堀 弘記 3、松原 康策 4、
会津 克哉 5、鈴木 滋 6
1
大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科、2 木沢記念病院 小児科、3 木沢記念病院 放射線
科、4 西神戸医療センター 小児科、5 埼玉県立小児医療センター 代謝内分泌科、6 旭川医科大学 小児科

OR-47

周産期母体因子と出生児代謝指標の関連
西垣 五月 1、水野 裕介 1、山本 晶子 1、宮下 健悟 1、内木 康博 1、荒田 尚子 2、堀川 玲子 1
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 国立成育医療研究センター 代謝内分泌内科
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OR-48

空腹時採血による小児の脂質値と肥満・BMI との相関に関する出生コホートにおける検討
有阪 治、刈屋 桂、市川 剛、小山 さとみ、志村 直人
獨協医科大学 医学部 小児科

優秀ポスター口演 1
9 月 29 日（土） 14:05〜15:01 第 1A 会場
座長 深見 真紀（国立成育医療研究センター研究所
菊池 透（新潟大学医歯学総合病院小児科）

分子内分泌研究部）

BP-01

抗ミュラー管ホルモンは精子形成を抑制する？
大山 建司、太田 正法、田辺 良子、小林 基章
山梨大学大学院 医学工学総合研究部（小児科）

BP-02

リンパ球染色体核型で 46,XY を示した混合性性腺異形成症（MGD）の一例：性腺病理組織像と染色体モザイ
ク解析
仁科 範子 1,2、宮井 健太郎 2、佐藤 裕之 3、福澤 龍二 4、長谷川 行洋 2
1
多摩北部医療センター 小児科、2 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、3 東京都立小児総合
医療センター 泌尿器科、4 東京都立小児総合医療センター 検査科

BP-03

頬粘膜細胞 FISH 解析で診断された 45, X [78] / 46, XY [22] 社会的女児例―第 2 報 性腺組織の検討―
多田 英倫、井澤 雅子、成瀬 裕紀、濱島 崇
あいち小児保健医療総合センター 内分泌代謝科

BP-04

思春期早発を契機に発見された縦隔絨毛癌の 1 例
豊田 将夫、上村 美季、箱田 明子、菅野 潤子、藤原
東北大学病院 小児科

幾磨

BP-05

次世代シーケンシングによる体細胞 GNAS 変異の定量的検出
鳴海 覚志 1、松尾 公美浩 2、石井 智弘 1、上牧 務 3、棚橋 祐典 2、長谷川 奉延 1
1
慶應義塾大学 医学部 小児科、2 旭川医科大学 小児科、3 静岡市立清水病院 小児科

BP-06

小児がん経験者（CCS）の女性における血清抗ミュラー管ホルモン（AMH）測定の有用性
三善 陽子 1、橘 真紀子 1、難波 範行 1、宮下 恵実子 1、橋井 佳子 1、太田 秀明 2、大薗
1
大阪大学大学院医学系研究科小児科学、2 東豊中渡辺病院小児科

恵一 1

BP-07

5α リダクターゼ欠損症 1 例における新生児期尿中 5α/5β テトラハイドロコルチゾン比の縦断的解析
小山 雄平 1,2、本間 桂子 3、内田 登 4、林 美恵 4、三輪 雅之 4、池田 一成 4、石井 智弘 4、涌井 昌俊 1、
村田 満 1、長谷川 奉延 4
1
慶應義塾大学 医学部 臨床検査医学、2 三菱化学メディエンス株式会社、3 慶應義塾大学病院 中央臨床
検査部、4 慶應義塾大学 医学部 小児科

BP-08

新生児期に診断し、法律上の性を男性とした 5α リダクターゼ欠損症の一例
内田 登 1、石井 智弘 2、林 美恵 2、本間 桂子 3、中川 利沙 4、鹿島 京子 5、長谷川 奉延 2
1
国立病院機構埼玉病院小児科、2 慶応義塾大学医学部小児科、3 慶應義塾大学病院中央臨床検査部、4 株式
会社あすか製薬メディカル、5 東京臨海病院小児科

BP-09

雌性生殖器官における Mamld1 の役割
宮戸 真美 1、宮戸 健二 2、緒方 勤 1,3、深見 真紀 1
1
（独）国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部、2（独）国立成育医療研究センター研究所
生殖・細胞医療研究部、3 浜松医科大学 小児科

BP-10

Ambiguous genitalia を呈する SRY(+)46,XX DSD 症例における分子細胞遺伝学的解析
中島 信一 1、大石 彰 1、加藤 芙弥子 1、中西 俊樹 1、五十嵐 麻希 2、深見 真紀 2、緒方
1
浜松医科大学 小児科、2 国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部
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勤1

BP-11

小児期発症糖尿病患児における血中ペントシジン濃度の検討
荒木 俊介 1、斉藤 玲子 2、後藤 元秀 1、久保 和泰 1、川越 倫子 3、河田 泰定 2、山本
楠原 浩一 1
1
産業医科大学 小児科学教室、2 九州労災病院 小児科、3 牧山中央病院 小児科

幸代 1、

BP-12

大震災における 1 型糖尿病患者の対応と今後の課題〜東日本大震災被災地と群馬県のアンケート調査の結果
から
大津 義晃、高橋 舞、小和瀬 貴律、山田 思郎、荒川 浩一
群馬大学大学院 医学系研究科 小児科学分野

BP-13

インスリンポンプ療法は、外来導入できる！―当科 185 例の検証
柏原 米男 1、川村 智行 1、広瀬 正和 1、渡邉 香織 1、橋本 友美 1、東出
青野 繁雄 3、新宅 治夫 1
1
大阪市立大学、2 大阪市保健所、3 寺田町こども診療所

BP-14

崇 1、稲田

浩 2、新平

鎮博 2、

若年発症糖尿病の母から出生した新生児糖尿病の 1 例
小川 洋平 1、菊池 透 1、佐藤 英利 1、羽深 理恵 1、齋藤 昭彦 1、横田 一郎 2,3、森谷 眞紀 3
1
新潟大学医歯学総合病院 小児科、2 香川小児病院 小児科、3 香川小児病院 臨床研究部 小児ゲノム医
療研究室

優秀ポスター口演 2
9 月 29 日（土） 14:00〜15:05 第 1B 会場
座長 北中 幸子（東京大学大学院医学系研究科
長谷川 高誠（岡山大学病院 小児科）

小児医学講座）

BP-15

Prader-Willi 症候群患者における副腎機能
松原 圭子 1,2、白石 昌久 2、村上 信行 2、土屋 貴義 2、大戸 祐二 2、深見 真紀 1、永井 敏郎 2
1
（独）国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部、2 獨協大学越谷病院 小児科

BP-16

基質特異的な残存活性の差異を認めた新規 HSD3B2 遺伝子変異の検討
高澤 啓 1、小野 真 1、土方 敦司 2、松原 洋平 1、勝又 規行 3、高木 正稔 1、森尾 友宏 1、小原 收 2、
鹿島田 健一 1、水谷 修紀 1
1
東京医科歯科大学 発生発達病態学分野、2 理化学研究所 免疫・アレルギー科学総合研究センター 免
疫ゲノミクス研究グループ、3 国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部

BP-17

京都市における SGA 出生児の身長予後と受診状況の検討
徳弘 由美子 1,2、依藤 純子 3、鍋田 叔華 2、有本 晃子 4、川勝 秀一 5、伊藤 正寛 6
1
京都市伏見保健センター深草支所、2 京都市中京保健センター、3 京都市東山保健センター、4 京都市伏見
保健センター、5 京都市山科保健センター、6 京都市保健医療課保健衛生推進室

BP-18

男子中高生の体型変化に関する検証 ―2003-2010 年度高校卒業生におけるやせ傾向―
井ノ口 美香子 1,2、松尾 宣武 2,3、John I Takayama4、長谷川 奉延 2
1
慶應義塾大学 保健管理センター、2 慶應義塾大学 医学部 小児科、3 国立成育医療研究センター、4 カ
ルフォルニア大学 小児科

BP-19

SMAD4 変異が確定された本邦初の Myhre 症候群；内分泌機能に関する検討
朝倉 由美 1、室谷 浩二 1、佐藤 武志 1、花川 純子 1、安達 昌功 1、黒澤 健司 2、西村 玄 3
1
神奈川県立こども医療センター 内分泌・代謝科、2 神奈川県立こども医療センター 遺伝科、3 東京都立
小児総合医療センター 診療放射線科
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BP-20

SGA 性低身長症に対する成長ホルモン投与における Δ身長 SDS と ΔIGF-I SDS の相関
堀川 玲子 1、田中 敏章 2、横谷 進 3、清野 佳紀 4、小川 憲久 5、清見 文明 5、Anne-Marie Kappelgaard6
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 たなか成長クリニック、3 国立成育医療研究センター 生体
防御系内科部、4 大阪厚生年金病院、5 ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 開発本部、6 Novo Nordisk A/S,
Medical Affairs, Denmark

BP-21

CHARGE 症候群 25 症例の検討
庄司 保子 1、小西 暁子 1、柴田 真理 1、山田 寛之 1、恵谷 ゆり 1、位田
1
大阪府立母子保健総合医療センター 消化器内分泌科、2 遺伝診療科

忍 1、岡本

伸彦 2

BP-22

SHOC2 遺伝子異常による Noonan(-Like Syndrome With Loose Anagen Hair) 症候群の 1 例
滝島 茂 1、高澤 啓 2、野村 莉沙 2、榎本 啓典 2、森丘 千夏子 2、大橋 博文 3、青木 洋子 4、
松原 洋一 4、鹿島田 健一 2、水谷 修紀 2
1
東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 小児・周産期地域医療学、2 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、3 埼玉県立小児医療センター 遺伝科、4 東北大学大学院 医学系
研究科 遺伝病学分野

BP-23

小児胆汁鬱滞性疾患における成長障害の検討
長谷川 泰浩、中尾 紀恵、木村 武司、池田
大薗 恵一
大阪大学大学院医学系研究科 小児科学

佳世、橘

真紀子、宮原

由起、近藤

宏樹、三善

陽子、

BP-24

日本人における成長ホルモン治療（GH）データベース NordiPAD データからの中間報告 脂質代謝に対する
影響
田島 敏広 1、安達 昌功 2、大薗 恵一 3、田中 敏章 4、長谷川 奉延 5、堀川 玲子 6、横谷 進 7
1
北海道大学医学研究科生殖発達医学小児科学分野、2 神奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科、3 大
阪大学大学院医学系研究科 小児科学、4 たなか成長クリニック、5 慶應義塾大学 医学部 小児科、6 国立
成育医療研究センター 小児科、7 国立成育医療研究センター 生体防御系内科部

BP-25

IMAGe 症候群における CDKN1C 遺伝子解析
加藤 芙弥子 1、天野 直子 2、永田 絵子 1、中西 俊樹 1、堀川 玲子 3、澤田 浩武 4、福家 智子 5、
深見 真紀 5、長谷川 奉延 2、緒方 勤 1
1
浜松医科大学 小児科、2 慶應義塾大学 医学部 小児科、3 国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、
4
宮崎大学医学部 生殖発達医学講座小児科学分野 内分泌代謝グループ、5 国立成育医療研究センター研
究所 分子内分泌研究部

BP-26

N540K 変異を有する軟骨低形成症の臨床像および成長ホルモン治療の効果について（第 2 報）
北岡 太一、山本 景子、藤原 誠、大幡 泰久、三浦 弘司、窪田 拓生、難波 範行、大薗
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学

BP-27

BP-28

BP-29

CHARGE 症候群の男児 3 例の内分泌学的検討
橘 真紀子、三善 陽子、中尾 紀恵、木村 武司、池田
荒堀 仁美、和田 和子、大薗 恵一
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学
間脳視床下部領域術後水電解質異常の実態と治療
宮下 健悟、山本 晶子、西垣 五月、水野 裕介、内木
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科

佳世、長谷川

康博、堀川

泰浩、宮原

恵一

由起、近藤

宏樹、

玲子

小児頭蓋咽頭腫 21 症例の術後肥満についての検討
三戸 直美 1、小川 敦 1、谷田川 聡也 1、小川 哲史 1、伊藤 純子 1、横谷 進 2、山田 正三 3
1
虎の門病院 小児科、2 国立成育医療研究センター 生体防御系内科部、3 虎の門病院 間脳下垂体外科
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優秀ポスター口演 3
9 月 29 日（土） 14:00〜15:00 第 2 会場
座長 長崎 啓祐（新潟大学大学院医歯学総合研究科小児科）
木下 英一（きのしたこどもクリニック）
BP-30

高カルシウム尿症と腎石灰化を伴う家族性低マグネシウム血症（FHHNC）における CLDN16 遺伝子解析
棚橋 祐典 1、高橋 弘典 1、田島 敏広 2、佐々木 聡 2、野々村 克也 3
1
旭川医科大学 小児科、2 北海道大学大学院 医学研究科 小児科、3 北海道大学大学院 医学研究科
泌尿器外科

BP-31

天然型ビタミン D サプリメントにて治療をおこなったビタミン D 欠乏性くる病の 5 例
尾崎 佳代、野村 安隆、郷司 克己
兵庫県立こども病院 代謝内分泌科

BP-32

高 ALP 血症を認めないビタミン D 欠乏性くる病の一例
松尾 公美浩 1、向井 徳男 2、古谷 曜子 1、鈴木 滋 1、棚橋
1
旭川医科大学 小児科、2 旭川厚生病院 小児科

祐典 1、東

腎

寛1

BP-33

くる病所見を伴わず高カルシウム尿症と腎石灰化をきたした女児に同定した SLC34A3 複合へテロ変異
阿部 裕樹 1、深見 真紀 2、長崎 啓祐 2,3
1
新潟市民病院 小児科、2 成育医療研究センター 分子内分泌研究部、3 新潟大学医歯学総合病院 小児科

BP-34

成長ホルモン分泌不全症を合併した家族性ビタミン D 抵抗性くる病に対する治療効果の検討
原田 大輔、柏木 博子、中野 由佳子、佐野 哲也、田川 哲三、清野 佳紀
大阪厚生年金病院 小児科

BP-35

日本人小児の血中ビタミン D 濃度に関する研究―第二報
高橋 千恵 1、磯島 豪 1、小田 洋一郎 2、伊藤 純子 3、北中 幸子 1
1
東京大学 大学院 医学系研究科 小児医学講座、2 茅ヶ崎市立病院 小児科、3 虎の門病院 小児科

BP-36

本邦妊婦のビタミン D 充足状況と胎児発育の前方視的検討
山本 晶子、西垣 五月、水野 裕介、宮下 健悟、内木 康博、堀川
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科

BP-37

BP-38

玲子

極低出生体重児における新生児期のカルシウム・リン代謝と身長予後についての検討
磯島 豪 1、九島 令子 2、高橋 千恵 1、五石 圭司 1、土田 晋也 1,2、渡辺 とよ子 2、高橋
北中 幸子 1
1
東京大学医学部小児科、2 都立墨東病院新生児科
甲状腺疾患合併妊娠が児の甲状腺機能へ及ぼす影響についての検討
宮田 市郎、清水 美佳、斎藤 真希、和気 英一、小澤 綾子、小野
井田 博幸
東京慈恵会医科大学 小児科学講座

英利奈、本木

尚人 1、

隆規、小林

正久、

BP-39

低カリウム性周期性四肢麻痺を契機に診断されたバセドウ病の一男児例
中村 由恵、壹岐 陽一、中田 昌利、羽田 敦子、渡辺 健、秦 大資
田附興風会 北野病院 小児科

BP-40

Dual oxidase 2（DUOX2）異常症の臨床経過の特徴
丸尾 良浩 1、森 麻美 1,2、三村 由卯 3、森岡 依子 4、西尾 友宏 5、松井 克之 1、竹内 義博 1
1
滋賀医科大学 小児科、2 日野記念病院 小児科、3 豊郷病院 小児科、4 近江草津徳州会病院 小児科、
5
済生会滋賀県病院 小児科
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BP-41

Young-Simpson 症候群の 6 例：臨床的、内分泌学的および分子遺伝学的検討
佐藤 武志 1、室谷 浩二 1、花川 純子 1、榎本 啓典 2、古谷 憲孝 3、黒澤 健司 3、朝倉 由美 1、
安達 昌功 1
1
神奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科、2 東京医科歯科大学 小児科、3 神奈川県立こども医療セ
ンター 遺伝科

BP-42

日本人小児腹囲および腹囲／身長比パーセンタイル曲線の作成と小児メタボリックシンドローム判定への応用
松下 理恵 1、佐竹 栄一郎 1、橘田 一輝 1、永田 絵子 1、佐野 伸一朗 1、山口 理恵 1、藤澤 泰子 1、
中西 俊樹 1、中川 祐一 1、大関 武彦 1、緒方 勤 1、礒島 豪 2、高谷 竜三 3
1
浜松医科大学 小児科、2 東京大学医学部 小児科、3 大阪医科大学 小児科

BP-43

PHOX2B 遺伝子異常は高インスリン性低血糖症合併のリスク因子となる可能性がある
武田 良淳 1、後藤 正博 1,2、立花 奈緒 2、吉橋 博史 3、村越 孝次 4、廣部 誠一 5、東間 未来 5、
沼倉 周彦 6、早坂 清 6、長谷川 行洋 1,2
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、2 東京都立小児総合医療センター 総合診療科、3 東京
都立小児総合医療センター 臨床遺伝科、4 東京都立小児総合医療センター 消化器科、5 東京都立小児総
合医療センター 外科、6 山形大学 小児科

BP-44

Angelman 症候群との鑑別に苦慮した Prader-Willi 症候群の遺伝学的解析
都 研一、河野 敦子、虫本 雄一
福岡市立こども病院・感染症センター 内分泌・代謝科

一般ポスター口演 1-1-①
性分化・性成熟異常・内分泌撹乱物質
9 月 29 日（土） 8:15〜8:55 第 1A 会場
座長 小山 さとみ（獨協医科大学小児科）
間部 裕代（熊本大学医学部附属病院

発達小児科）

P-001

ターナー症候群成人女性の空間認知機能の検討
荒木 久美子 1、稲田 勤 2、望月 貴博 3、藤田 敬之助 4
1
秋山成長クリニック、2 高知リハビリテーション学院 言語療法学科、3 大阪けいさつ病院、4 大阪市立大
学 発達小児医学

P-002

ターナー症候群のトレーニングキットを用いた家庭での 2 年間の空間認知機能訓練の検討
荒木 久美子 1、稲田 勤 2、望月 貴博 3、藤田 敬之助 4
1
秋山成長クリニック、2 高知リハビリテーション学院 言語療法学科、3 大阪けいさつ病院、4 大阪市立大
学 発達小児医学

P-003

ターナー症候群小児および成人の空間認知機能の比較検討とその支援について
荒木 久美子 1、秋山 義之 1、稲田 勤 2、望月 貴博 3、藤田 敬之助 4、荒木 まり子 5
1
秋山成長クリニック、2 高知リハビリテーション学院 言語療法学科、3 大阪けいさつ病院、4 大阪市立大
学 発達小児医学、5 高知大学 医学部 小児思春期医学

P-004

出生前に発見された SRY 転座による 46,XX DSD の一例
太田 紀子 1、奥原 宏治 1、藤枝 聡子 3、渡利 道子 3、吉田 博 3、高橋 伸浩 2、外木 秀文 1、飯塚 進 1
1
天使病院 周産期母子センター 小児科、2 天使病院 周産期母子センター NICU 科、3 天使病院 周産
期母子センター 産婦人科

P-005

新規 SF1 異常症と考える外性器異常を有する 46,XY 性分化疾患の 2 例
林 美恵 1、室谷 浩二 2、石井 智弘 1、安達 昌功 2、長谷川 奉延 1
1
慶應義塾大学 医学部 小児科学教室、2 神奈川県立こども医療センター
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内分泌代謝科

P-006

Miedgnadsysgenesis に大動脈縮窄症を合併した 1 例
波多野 恵 1、福澤 龍二 2、仁科 範子 1、篠原 宏行 1、井垣 純子 1、玉目 琢也 3、寺田 正次 4、
三浦 大 3、長谷川 行洋 1
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科、2 同 検査科、3 同 循環器科、4 同 心臓外科

P-007

SGA 性低身長症で成長ホルモン治験治療中に卵巣形成不全が明らかとなった 1 例
箱田 明子 1,2、上村 美季 1、菅野 潤子 1、藤原 幾磨 1、呉 繁夫 1
1
東北大学病院 小児科、2 東北大学大学院 医学系研究科 分子内分泌学分野

P-008

性分化疾患を合併した Down 症候群の 1 新生児例
清水 美佳 1、岡野 恵里香 1、林 至恩 1、田邊 行敏 1、仙頭 淳子 1、小林 正久 1、宮田 市郎 1、
本間 桂子 2、林 美恵 3、長谷川 奉延 3、井田 博幸 1
1
東京慈恵会医科大学 小児科学講座、2 慶應義塾大学病院 中央臨床検査部、3 慶應義塾大学医学部 小児科

P-009

McCune-Albright 症候群の 1 例
荒木 まり子 1、藤枝 幹也 1、荒木 久美子 2
1
高知大学 医学部 小児思春期医学教室、2 秋山成長クリニック

P-010

SLC16A2 遺伝子に新規変異を認めた Allan-Herndon-Dudley 症候群の 1 男児例
小野 英利奈 1,2、有賀 賢典 1,2、宮田 市郎 2、望月 弘 3、難波 範行 4、大薗 恵一 4、井田 博幸 2
1
都立北療育医療センター 小児科、2 東京慈恵会医科大学 小児科学講座、3 埼玉県立小児医療センター
代謝内分泌科、4 大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学

P-011

中枢性性腺機能低下症の男子 2 症例
金城 さおり 1、小濱 守安 1、新垣 義孝 2
1
沖縄県立中部病院 小児科、2 沖縄県立中部病院

P-012

泌尿器科

胎盤機能不全による尿道下裂症例の検討
橋本 有紀子、吉田 佳代、岩永 甲午郎、丹羽 房子、松倉
京都大学 医学部 附属病院 小児科 新生児集中治療部

崇、長谷川

豪、河井

昌彦、平家

俊男

P-013

46, XY 性分化疾患患者における 2 番染色体長腕部分欠失の同定
鈴木 江莉奈 1、五十嵐 麻希 1、宮戸 真美 1、Vu Dung Chi2、緒方 勤 1,3、深見 真紀 1
1
独立行政法人国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部、2 ベトナム ハノイ大学、3 浜松医科大学
小児科

P-014

低栄養による思春期遅発を認め、栄養状態の改善後にターナー症候群と判明した 1 例
石川 文穂、曽根田 瞬、三宅 哲雄、小野 朋洋
聖マリアンナ医科大学小児科

P-015

思春期早発をきたした大脳基底核 germinoma の一例
麻田 智子 1、甲斐 麻衣子 1、松山 美靜代 1、澤田 浩武 1、布井 博幸 1、柳田 かえで 2、井上 忍 3
1
宮崎大学 医学部附属病院 生殖発達医学講座小児科学分野、2 柳田クリニック、3 独立行政法人国立病院
機構宮崎東病院 小児科

P-016

ゴナドトロピン補充療法と生殖補助医療の併用により挙児に至った中枢性性腺機能低下症患者の一例
佐藤 直子 1,3、堀川 玲子 2、内木 康弘 2、田中 敏章 3、勝又 規行 1、緒方 勤 4
1
独立行政法人 国立成育医療研究センター 研究所 分子内分泌研究部、2 独立行政法人 国立成育医療
研究センター 内分泌代謝科、3 たなか成長クリニック、4 浜松医科大学 小児科

― 35 ―

一般ポスター口演 1-1-②
性分化・性成熟異常・内分泌撹乱物質
9 月 29 日（土） 8:57〜9:37 第 1A 会場
座長 向井 徳男（旭川厚生病院 小児科）
荒木 久美子（秋山成長クリニック）
P-017

P-018

両側非触知精巣の診断過程における hCG 負荷試験の重要性
水野 晴夫 1、岩山 秀之 1、杉山 由賀里 1、水野 健太郎 2、林 祐太郎 2
1
名古屋市立大学 大学院 医学研究科 新生児・小児医学分野、2 名古屋市立大学
腎・泌尿器科学分野
急性白血病診断時の骨髄検査で Turner 症候群が判明した 2 例
八牧 愉二 1、溝田 美智代 1、檜作 和子 1、玉田 泉 1、大坪 喜代子 1、大竹山
河野 嘉文 1、森田 智 2
1
鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 小児科、2 奄美中央病院 小児科

大学院

令奈 1、上野

医学研究科

さやか 1、

P-019

CCS 男性の Sertoli and partial Leydig cell dysfunction
今中 雄介、西 美和、浜本 和子、藤田 直人、吉野 修司
広島赤十字・原爆病院 小児科

P-020

ARX 遺伝子に新規変異を同定した外性器異常を伴う X 連鎖性滑脳症の 1 男児例
斉藤 真希 1,2、藤田 祥央 1、奥田 達郎 1、田村 英一郎 1,2、伊東 建 1,2、宮田 市郎 2、本間 桂子 3、
加藤 光広 4、井田 博幸 2
1
厚木市立病院 小児科、2 東京慈恵会医科大学 小児科学講座、3 慶應義塾大学病院 中央臨床検査部、
4
山形大学医学部 小児科学講座

P-021

EEC 症候群にみられた低ゴナドトロピン性性腺機能低下症に対する治療経験
三好 達也 1、井垣 純子 1、後藤 正博 1、長谷川 行洋 1、吉橋 博史 2、佐藤 裕之 3
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科、2 東京都立小児総合医療センター 臨床遺伝科、3 東京都
立小児総合医療センター 泌尿器科

P-022

DSD 精査時に診断に至った 3β 水酸化ステロイド脱水素酵素欠損症の 8 歳男児例
春名 英典 1、須藤 ゆう 1、澤田 里恵 1、福嶋 恵 1、椿原 麻由子 1、庄野 哲夫 1、林 美恵 2、
本間 桂子 3、山高 篤行 4、長谷川 奉延 2、清水 俊明 1
1
順天堂大学 医学部 小児科、2 慶應義塾大学 医学部 小児科、3 慶應義塾大学病院 中央臨床検査部、
4
順天堂大学 医学部 小児外科小児泌尿生殖器外科

P-023

中枢性思春期早発症を発症した小児がん経験者 8 例の内分泌学的所見の男女差について
稲毛 康司、七野 浩之、陳 基明、麦島 秀雄
日本大学医学部小児科学系小児科学分野

P-024

hCG-hMG（FSH）療法を行った性腺機能不全症の男児 2 例
佐藤 和正 1,2、大山 建司 1,2
1
社会保険 鰍沢病院 小児科、2 山梨大学 医学部 小児科

P-025

核遺伝子変異によるミトコンドリア病に合併した内分泌異常―新たな病型の兄妹例
濱田 悠介 1、新寳 理子 1、林 真貴子 2、豊田 健太郎 2、三善 陽子 1、難波 範行 1、酒井
大薗 恵一 1、阿部 暁子 2、早坂 清 2
1
大阪大学大学院 医学系研究科 小児科学、2 山形大学医学部小児科

P-026

思春期遅発症例における low dose LHRH 負荷試験の検討
佐藤 英利、小川 洋平、菊池 透、長崎 啓祐
新潟大学医歯学総合病院 小児科
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規夫 1、

P-027

思春期早発を伴った卵巣成熟嚢胞性奇形腫の 1 例
中村 俊郎 1、寺倉 宏嗣 2、荒金 太 3
1
熊本、2 熊本赤十字病院 小児外科、3 熊本赤十字病院

産婦人科

P-028

思春期開始時に成長ホルモン分泌不全を指摘された男児の自然経過
大呂 陽一郎、横田 卓也、藤田 直也、松林 里絵、松林 正
聖隷浜松病院 小児科

P-029

早期に GH 治療を開始した重度発達遅滞を伴うターナー症候群の 1 例
小川 玲 1、藤本 陽子 1、児玉 雅彦 1、布山 正貴 2、塚田 大樹 1、松橋
池田 裕一 1、緒方 勤 2、磯山 恵一 1
1
昭和大学藤が丘病院小児科、2 浜松医科大学小児科

P-030

一彦 1、外山

大輔 1、

Y 染色体を有する両側 streak gonad の DSD 症例における性腺腫瘍の発生について
松本 富美 1、小林 憲市 1、島田 憲次 1、位田 忍 2、中山 雅弘 3
1
大阪府立母子保健総合医療センター 泌尿器科、2 大阪府立母子保健総合医療センター
科、3 大阪府立母子保健総合医療センター 検査科

消化器内分泌

P-031

広汎性発達障害に思春期早発症を合併した女児の 4 例
中西 俊樹 1、藤澤 泰子 1、佐竹 栄一郎 1、鈴木 輝彦 2、佐野 伸一朗 3、松下 理恵 1、永田 絵子 1、
山口 理恵 1、中島 信一 1、緒方 勤 1
1
浜松医科大学 小児科、2 浜松市発達医療総合福祉センター 小児神経科、3 湖西市立総合病院 小児科

P-032

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症を呈した Klippel Feil 症候群と考えられる 1 例
岡島 道子、高木 万里、小幡 美智、篠崎 絵里、谷内江 昭宏
金沢大学 小児科

一般ポスター口演 1-2-①
甲状腺
9 月 29 日（土） 9:39〜10:19 第 1A 会場
座長 伊藤 順庸（金沢医科大学 医学部 小児科）
丸尾 良浩（滋賀医科大学 小児科学講座）
P-033

母体への無機ヨード投与により新生児一過性甲状腺機能低下症を発症した双胎例
岡田 靖、久保田 知樹、名和 葉子、川真田 伸子、花香 真宣、辰巳 研一
勤医協札幌病院

P-034

偽性血小板減少症を合併したバセドウ病女児例
高橋 健一郎、志田 洋子、三宅 直香、松岡 尚史、加藤
東京女子医科大学 東医療センター 小児科

P-035

文代、杉原

Basedow 病治療中に発症した多発性関節炎の一例
山本 翔大 1、川村 孝治 1、神尾 範子 1、中里 寿美子 1、藪田
中井 毅 2
1
市立伊丹病院 小児科、2 市立伊丹病院 整形外科

茂孝

玲子 1、有田

耕司 1、三木

P-036

行動異常がバセドウ病診行動異常がバセドウ病診断の契機となったダウン症候群の 1 例
佐々木 香織、三輪 真美、小森 穂子
東京都立多摩療育園 小児科

P-037

レボチロキシンナトリウムの経直腸投与を行った一例
冨田 雄一郎、兵頭 裕美、池上 真理子、平山 まり子、小川
東海大学 医学部 専門診療学系 小児科学
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康晴、石黒

寛之

和典 1、

P-038

variant type の腺腫様甲状腺腫が疑われた 2 例
長妻 美沙子 1,2、高澤 啓 2、松原 洋平 2、宮井 健太郎 3、菱沼 昭 4、鹿島田 健一 2、水谷 修紀 2
1
柏市立柏病院 小児科、2 東京医科歯科大学医学部 発生発達病態学、3 東京都立小児総合医療センター
内分泌代謝科、4 獨協医科大学 感染制御・臨床検査医学

P-039

ループス腎炎加療経過中に無痛性甲状腺炎を合併した 12 歳女児例
高木 万里、小幡 美智、篠崎 絵里、岡島 道子、清水 正樹、谷内江
金沢大学 小児科

P-040

昭宏

甲状腺補充療法のみで著しい身長の改善を認めた自己免疫性萎縮性甲状腺炎の 1 症例
中野 由佳子、山下 純英、原田 大輔、柏木 博子、佐野 哲也、田川 哲三、清野
大阪厚生年金病院

佳紀

P-041

壊死性腸炎と胆汁うっ滞によりレボチロキシン投与法に難渋したダウン症合併の先天性甲状腺機能低下症の一例
小西 暁子 1、柴田 真理 1、山田 寛之 1、庄司 保子 1、惠谷 ゆり 1、位田 忍 1、谷 岳人 2、米田 光宏 2、
窪田 昭男 2、庵森 靖弘 3
1
大阪府立母子保健総合医療センター 消化器・内分泌科、2 大阪府立母子保健総合医療センター 小児外
科、3 大阪府立母子保健総合医療センター 薬局

P-042

新生児マススクリーニングでクレチン症と診断されていた萎縮性甲状腺炎の 11 歳女児例
星野 恵美子、小笠原 真志、土山 厚志、渡辺 紗帆、河口 亜津沙、黒岩 由紀、母坪 智行、
布施 茂登、森 俊彦
NTT 東日本札幌病院 小児科

P-043

非典型的な無痛性甲状腺炎と考えられる生後 6 か月児の 1 症例
八ツ賀 秀一、西岡 淳子、片山 幸樹、古賀 靖敏
久留米大学 小児科

P-044

低血糖性痙攣重積を契機に甲状腺機能亢進症が判明した特発性血小板減少性紫斑病の 5 歳女児例
河野 由佳子 1、高谷 竜三 1、笠原 俊彦 3、井代 学 1、岡空 圭輔 2、河上 千尋 1、玉井 浩 1
1
大阪医科大学附属病院 小児科、2 枚方市民病院 小児科、3 東豊中渡辺病院 小児科

P-045

成長率低下により診断された萎縮性甲状腺炎の一例
永木 茂、谷 諭美、松丸 重人、吉井 啓介、平澤
東京女子医科大学 小児科

恭子、大澤

真木子

P-046

痙攣を契機に診断した Basedow 病の 2 例
佐藤 未織 1、小宅 奈津子 1、直井 高歩 1、森山 伸子 1、泉 維昌 2、小笠原 敦子 1,3
1
日立製作所ひたちなか総合病院 小児科、2 茨城県立こども病院 小児総合診療科、3 沖中記念成人病研究所

P-047

思春期発来後に治療を開始した萎縮性甲状腺炎に対し、性腺抑制療法及び蛋白同化ステロイド投与を行った 1 例
馬場 一徳 1、伊藤 純子 2
1
青梅市立総合病院 小児科、2 虎の門病院 小児科

P-048

小児期発症バセドウ病におけるチアマゾール初期治療量と治療効果および副反応との関係
佐藤 浩一 1、佐々木 望 2、南谷 幹史 3、皆川 真規 4、数川 逸郎 4、杉原 茂孝 5、上瀧 邦雄 6、
今田 進 7、猪股 弘明 8、眞山 和徳 9、河野 陽一 10
1
サンライズこどもクリニック、2 埼玉医科大学 川越クリニック、3 帝京大学 ちば総合医療センター 小
児科、4 千葉県こども病院 内分泌科、5 東京女子医大 東医療センター 小児科、6 わたき小児科、7 こん
だこども医院、8 いのまたこどもクリニック、9 成田赤十字病院小児科、10 千葉大学大学院小児病態学
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一般ポスター口演 1-2-②
甲状腺
9 月 29 日（土） 10:21〜11:04 第 1A 会場
座長 木﨑 善郎（京都第一赤十字病院 小児科）
高橋 郁子（秋田大学大学院 医学研究科 小児科学講座）
P-049

SBP2 遺伝子異常症に対する治療法の検討 〜 T3 補充療法とビタミン E 療法〜
濱島 崇 1、井澤 雅子 1、多田 英倫 1、成瀬 裕紀 1、虫本 雄一 2、小林 弘典 2、鬼形
1
あいち小児保健医療総合センター、2 島根大学医学部小児科

和道 2

P-050

成長障害と多毛をきたした、後天性甲状腺機能低下症の女児
有賀 信一郎 1,2,3、志村 直人 2,3、小山 さとみ 2,3、市川 剛 1,2,3、新田 晃久 1,2,3、有阪 治 2,3
1
那須赤十字病院 小児科、2 獨協医科大学とちぎ子ども医療センター、3 獨協医科大学とちぎ子ども医療セ
ンター

P-051

甲状腺ペルオキシダーゼ新規変異による先天性甲状腺機能低下症の 1 例
丸尾 良浩 1、三村 由卯 2、森岡 依子 3、松井 克之 1、西尾 友宏 4、森 麻美 1,5、竹内 義博 1
1
滋賀医科大学 小児科、2 豊郷病院 小児科、3 近江草津徳州会病院 小児科、4 済生会滋賀県病院
科、5 日野記念病院 小児科

P-052

甲状腺疾患合併妊娠における妊娠母体・出生児の臨床的検討
米倉 圭二、白石 泰尚、片岡 久子、岡島 枝里子、友森
宮河 真一郎
独立行政法人国立病院機構呉医療センター 小児科

麻衣子、壷井

史奈、下薗

小児

広行、

P-053

当院で治療を行ったクレチン症マス・スクリーニング陽性者の知能予後の検討
香川 礼子 1、宇都宮 朱里 1、原 圭一 1、井上 雅美 1、宮河 真一郎 2、神野 和彦 3、西 美和 4
1
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 小児科学、2 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター
小児科、3 広島鉄道病院 小児科、4 広島赤十字・原爆病院 小児科

P-054

先天性甲状腺機能低下症の親に認められた多嚢胞性甲状腺疾患の 2 例
佐藤 英利、小川 洋平、菊池 透、長崎 啓祐
新潟大学医歯学総合病院 小児科

P-055

妊娠時母体が甲状腺機能異常を指摘された児の 6 歳時の予後
内木 康博 1、宮下 健悟 1、山本 晶子 1、西垣 五月 1、水野 裕介 1、伊藤 裕司 2、中村 知夫 2、
荒田 尚子 3、堀川 玲子 1
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 国立成育医療研究センター 新生児科、3 国立成育医療研究
センター 代謝内分泌内科

P-056

黄疸で発見された母体ヨード過剰摂取による甲状腺機能低下症の 2 例
小島 あきら、真船 亮、柴村 美帆、堀江 豪、本村 あい、佐藤 研、小田
茅ヶ崎市立病院

P-057

P-058

洋一郎

3 歳女児に同時発症した眼筋型重症筋無力症と Basedow 病への免疫抑制薬の効果
武者 育麻、阿部 裕一、颯佐 かおり、赤塚 淳弥、山内 秀雄、大竹 明、雨宮
埼玉医科大学病院 小児科

伸

小児期発症萎縮性甲状腺炎が成人身長予後に与える影響についての検討
水野 晴夫 1、田島 敏広 2、長崎 啓祐 3、田久保 憲行 4、伊藤 順庸 5、春名 英典 6、岡島 道子 7、
鬼形 和道 8、大薗 恵一 9
1
名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野、2 北海道大学 小児科、3 新潟大学医歯学総合
病院 小児科、4 北里大学医学部 小児科、5 金沢医科大学 小児科、6 順天堂大学 小児科、7 金沢大学附
属病院 小児科、8 島根大学 小児科、9 大阪大学大学院医学研究科 小児科学
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P-059

バセドウ病母体から出生した児の治療経験と当院での管理方針試案
今村 公俊 1、内山 薫 1、伊藤 一之 1、朝田 五郎 1、鹿島田 健一 2、清水 純一 1
1
総合病院 土浦協同病院 新生児集中治療科、2 東京医科歯科大学附属病院 小児科

P-060

難治性バセドウ病の臨床的検討
河田 泰定 1,2、斎藤 玲子 1、後藤 元秀 2、荒木 俊介 2、川越 倫子 2、久保 和泰 2、山本 幸代 2
1
九州労災病院 小児科、2 産業医科大学 医学部 小児科

P-061

著明な成長率増加を認めた 1 歳発症の Basedow 病の女児例
楡井 淳 1、仁藤 美子 1、吉田 宏 1、伊藤 末志 1、佐藤 英利 2、長崎
1
鶴岡市立荘内病院 小児科、2 新潟大学医歯学総合病院 小児科

啓祐 2

P-062

マススクリーニング初回精検となった先天性甲状腺機能低下症の遺伝子解析
安達 裕行 1、高橋 郁子 1、小山 千嘉子 1、成田 鮎子 3、近野 勇樹 3、高橋 勉 1
1
秋田大学大学院 医学研究科 小児科学講座、2 山本組合総合病院、3 平鹿総合病院

P-063

成長ホルモン分泌不全を合併した自己免疫性萎縮性甲状腺炎の 2 例
小林 弘典 1、和田 啓介 2、三原 綾 3、鬼形 和道 1、山口 清次 1
1
島根大学 医学部 小児科、2 松江赤十字病院 小児科、3 益田赤十字病院

小児科

P-064

甲状腺剤補充に対して特異な反応を示した TSH 不応症の一例
近野 勇樹 1、高橋 郁子 2、高橋 勉 2
1
平鹿総合病院 小児科、2 秋田大学大学院 医学研究科 小児科学講座

P-065

甲状腺機能亢進症を伴ったネフローゼ症候群の一例
綾 邦彦 1、宮井 貴之 1、長谷川 高誠 1、山下 美保 1、高岩 正典 2、田中 弘之 3、森島 恒雄 1
1
岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 小児医科学、2 松山赤十字病院 小児科、3 岡山済生会病院 小児科

一般ポスター口演 2-1-①
副甲状腺・Ca・骨
9 月 29 日（土） 8:15〜8:45 第 1B 会場
座長 望月 弘（埼玉県立小児医療センター 代謝・内分泌科）
南谷 幹史（帝京大学ちば総合医療センター 小児科）
P-066

QT 延長症候群を呈した偽性副甲状腺機能低下症 1b 型の 2 例
井庭 慶典 1、岡田 満 1、篠原 徹 1、三宅 俊治 2、竹村 司 1
1
近畿大学 医学部 小児科、2 近畿大学 医学部 奈良病院 小児科

P-067

先天性甲状腺機能低下症として加療中に精神遅滞を伴い診断に至った偽性副甲状腺機能低下症 Ia 型の 4 歳男
児例
片山 幸樹 1、長崎 啓祐 2,3、深見 真紀 3、八ッ賀 秀一 1、西岡 淳子 1、古賀 靖敏 1
1
久留米大学 医学部 小児科、2 新潟大学 医歯学総合病院 小児科、3 成育医療研究センター 分子内分
泌研究部

P-068

EB ウイルス感染に伴う一過性高 ALP 血症の男児例
古池 雄治 1、青木 奈穂 1、藤塚 聡 2
1
国立病院機構 災害医療センター 小児科、2 所沢市民医療センター

P-069

新生児マススクリーニングで TSH 高値を認め、偽性副甲状腺機能低下症が疑われた同胞例
堀 友博 1、岡島 道子 2、花木 啓一 3、深尾 敏幸 1、近藤 直実 1
1
岐阜大学大学院医学系研究科 小児病態学、2 金沢大学附属病院 小児科、3 鳥取大学 医学部 保健学科
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P-070

P-071

P-072

P-073

骨形成不全症に対するパミドロネート月 1 回投与についての検討
望月 貴博 1、藤田 敬之助 2、小林 千鶴子 1、赤穂 由希子 1、田中 裕子 1、稲田
西垣 敏紀 1
1
大阪警察病院 小児科、2 大阪市立大学 医学部付属病院 小児科
脊椎病変を合併した McCune Albright syndrome の長期経過
宮河 真一郎 1、米倉 圭二 1、原 圭一 2、宇都宮 朱里 2、香川
1
独立行政法人国立病院機構 呉医療センター、2 広島大学病院

菜穂子 1、福田

千世子 1、

礼子 2

偶然発見された Ca 感知受容体異常症の 1 例
野村 安隆 1、尾崎 佳代 1、郷司 克己 1、飯島 一誠 2
1
兵庫県立こども病院 代謝内分泌科、2 神戸大学大学院医学研究科

小児科

尿路結石を契機に診断した、副甲状腺腺腫による原発性副甲状腺機能亢進症の 1 例
石井 雅宏、山本 幸代、齋藤 玲子、後藤 元秀、荒木 俊介、久保 和泰、川越
楠原 浩一
産業医科大学 医学部 小児科

倫子、河田

泰定、

P-074

点状軟骨異形成症（Chondrodysplasia punctate brachytelephalangic type）の 1 例
佐藤 恭弘、元山 華穂子、泉 陽一、小川 英伸、児玉 浩子、菊地 陽
帝京大学医学部附属病院 小児科

P-075

PHEX 遺伝子異常患者における経口リン製剤内服負荷試験プロファイルの検討
宮井 健太郎 1、大通 尚 1、和田 泰格 1、鈴木 絵理 1、有安 大典 2、井澤 雅子 3、後藤 正博 1、
井垣 純子 1、長谷川 行洋 1
1
東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、2 慶應義塾大学 医学部 小児科、3 あいち小児保健医
療総合センター 内分泌代謝科

P-076

COL1A2 遺伝子の質的異常による骨形成不全症 I 型の 1 家系
成田 鮎子 1、高橋 郁子 2、長谷川 高誠 3、高橋 勉 2
1
山本組合総合病院 小児科、2 秋田大学 大学院 医学研究科

P-077

小児科学講座、3 岡山大学病院

小児科

下垂体、副甲状腺、膵病変を発症した新規変異を伴った多発性内分泌腺腫症 1 型の 1 例
伊藤 順庸、犀川 太
金沢医科大学 医学部 小児科

一般ポスター口演 2-1-②
副甲状腺・Ca・骨
9 月 29 日（土） 8:47〜9:20 第 1B 会場
座長 窪田 拓生（大阪大学小児科）
内木 康博（国立成育医療研究センター
P-078

P-079

内分泌代謝科）

低リンミルクが血清カルシウム値の安定に有効であったビタミン D 欠乏症の新生児例
和田 啓介 1、小池 大輔 1、内田 由里 1、齋藤 恭子 1、小西 恵理 1、瀬島 斉 1、小林
鬼形 和道 2
1
松江赤十字病院 小児科、2 島根大学 医学部 小児科
9 歳および 21 歳女性の、現在と 20 年前における腰椎骨密度の検討
岡田 稔久 1、西山 宗六 2、酒井 一樹 2、積 由宇理 2、柳田 かえで 3、清野 佳紀 4
1
くまもと発育クリニック、2 尚絅大学栄養学科、3 柳田クリニック、4 大阪厚生年金病院
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弘典 2、

P-080

思春期早発を呈した偽性副甲状腺機能低下症（PHP1a）の姉弟例
平林 佳奈枝 1、柴崎 拓実 1、原 洋祐 1、松浦 宏樹 1、荒井 史 1、小池 健一 1、鷲澤 一彦 2、
佐々木 悟郎 3、長谷川 奉延 3
1
信州大学 医学部 小児医学講座、2 わしざわ小児科、3 慶應義塾大学医学部小児科学講座

P-081

ビタミン D 欠乏性くる病における O 脚の程度と血中 Cr 値との関係：骨変形と骨格筋量との関連性
武鑓 真司 1、山本 威久 1、中山 尋文 1、木島 衣理 1、金野 浩 1、溝口 好美 1、山本 勝輔 1、
下辻 常介 1、窪田 拓生 2、大薗 恵一 2
1
箕面市立病院 小児科、2 大阪大学大学院医学系研究科小児科学

P-082

女性ホルモン補充療法によるターナー症候群の骨密度増加について
甲村 弘子 1,2、小玉 美智子 3、西尾 幸浩 2
1
大阪樟蔭女子大学 大学院 人間科学研究科、2 大阪警察病院、3 日本生命済生会付属日生病院

P-083

乳児期早期に痙攣重積で発症した特発性副甲状腺機能低下症の 1 例
西村 玲 1、藤本 正伸 1、鞁嶋 有紀 1、花木 啓一 2、神崎 晋 1
1
鳥取大学 医学部 周産期・小児医学、2 鳥取大学 医学部 保健学科

母性・小児家族看護学

P-084

多発性嚢胞腎を合併した低リン血症性ビタミン D 抵抗性くる病の 1 症例
中山 尋文 1、山本 威久 1、武鑓 真司 1、木島 衣理 1、下辻 常介 1、山本 勝輔 1、北岡 太一 2、
大薗 恵一 2、長谷川 高誠 3、田中 弘之 4
1
箕面市立病院 小児科、2 大阪大学医学部 小児科学、3 岡山大学医学部 小児科学、4 済生会岡山病院
小児科

P-085

偽性副甲状腺機能低下症の早期診断に有用な所見の検討〜初期症状としての乳児肥満〜
大津 義晃、服部 重人、河野 美幸、高橋 舞、山田 思郎、荒川 浩一
群馬大学大学院 医学系研究科 小児科学分野

P-086

未知の変異が想定された偽性副甲状腺機能低下症（PHP-Ib）の一家系の解析
湯野 暁子 1,4、小泉 茂樹 1、石原 敏道 2、尾形 和泰 2、伊古田 明美 1、紅粉 睦男 3、垣田 真以子 4、
臼井 健 4
1
北海道勤医協 勤医協中央病院 糖尿病内分泌センター、2 勤医協札幌病院 内科、3 札幌厚生病院 第一内
科、4 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター 内分泌代謝臨床研究センター

P-087

感音性難聴および尿中 Ca 排泄低値を呈した常染色体優性低カルシウム血症の家系例
柴田 浩憲 1、堀 尚明 1、吉田 真 2、三井 俊賢 3、鳴海 覚志 3、長谷川 奉延 3
1
佐野厚生総合病院 小児科、2 足利赤十字病院 小児科、3 慶應義塾大学医学部 小児科

P-088

乳幼児ビタミン D 欠乏性くる病の臨床的検討
細川 悠紀、川北 理恵、藤丸 季可、依藤 亨
大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科

P-089

当センターで経験したビタミン D 欠乏症
山藤 陽子、山村 なつみ、里村 憲一
大阪府立母子保健総合医療センター 腎・代謝科

P-090

Dentinogenesis imperfecta に著明な頭蓋骨骨化不全を認めた兄妹例の検討
宮原 大輔 1、長谷川 高誠 2、上田 晃三 1、川田 典子 1、重光 祐輔 1、宮井
高田 啓介 1、守分 正 1
1
国立病院機構 岩国医療センター 小児科、2 岡山大学病院 小児科

― 42 ―

貴之 1、杉峯

貴文 1、

一般ポスター口演 2-2-①
成長・成長障害
9 月 29 日（土） 9:22〜9:52 第 1B 会場
座長 水野 晴夫（名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野）
鞁嶋 有紀（鳥取大学医学部 周産期・小児医学分野）
P-091

P-092

成長ホルモン分泌不全性低身長症の治療中に Becker 型筋ジストロフィーが判明した一例
石井 玲 1,2、佐藤 俊哉 1、渡部 潤子 2、安保 亘 2、長谷川 行洋 3
1
岩見沢市立総合病院 小児科、2 青森県立中央病院 小児科、3 東京都立小児総合医療センター
謝科
当院における CCS 症例に対する成長ホルモン補充療法の検討
志賀 健太郎 1、菅原 秀典 1、大杉 康司 1、海老名 奏子 2、菊池 信行 3
1
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、2 大和市立病院
なと赤十字病院 小児科

内分泌代

小児科、3 横浜市立み

P-093

乳児期に体重増加不良で受診しその後 Costello 症候群と診断された女児例
老谷 嘉樹 1、加藤 文代 1、本間 哲 1、杉原 茂孝 1、世川 修 2、青木 洋子 3、川目 裕 4
1
東京女子医科大学東医療センター 小児科、2 東京女子医科大学 小児外科、3 東北大学大学院医学系研究
科 遺伝病学分野、4 お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科

P-094

もし小児科後期研修医がイメージフィッティング法により骨年齢を読んだら
山本 賢一 1、高桑 聖 2、島袋 陽子 2、金城 さおり 3
1
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児総合診療科、2 沖縄県立南部医療センター・こど
も医療センター 小児内分泌代謝科、3 沖縄県立中部病院 小児科

P-095

Sotos 症候群の体格変化 ―縦断的観察をし得た 1 例―
諏訪内 亜由子、井ノ口 美香子、松尾 宣武、長谷川 奉延
慶應義塾大学 医学部 小児科

P-096

同時進行での成長率低下および回復の兆しを示したことで、心理社会的低身長の診断に至った姉妹例
坪内 肯二、山田 信二、坂井 敦子
中濃厚生病院 小児科

P-097

1 歳過ぎよりアシドーシスが著明となった遠位型尿細管性アシドーシスの家族例
木下 香 1,3、皆川 真規 2,3、河野 陽一 3
1
君津中央病院 小児科、2 千葉県こども病院 内分泌科、3 千葉大学大学院 医学研究院 小児病態学

P-098

神経芽腫の治療後に永久歯欠損を合併した 3 例
大堀 淑恵 1、牧野 耕一 1、斎藤 朋洋 1、長嶺 健次郎 1、小林
杉田 完爾 1
1
山梨大学 医学部 小児科、2 富士吉田市立病院

P-099

P-100

基章 1、合井

久美子 1、犬飼

バイオシミラー成長ホルモンソマトロピン BS& の有効性と安全性の検討：第 2 報
宮下 健悟 1、野田 雅裕 1、水野 裕介 1、西垣 五月 1、山本 晶子 1、内木 康博 1、堀川
上松 あゆ美 2
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 静岡県立こども病院 内分泌代謝科

玲子 1、

乳児期早期からの Prader-Willi 症候群に対する GH 治療の効果についての検討
羽生 政子、桑原 怜未、奥野 美佐子、吉田 彩子、鈴木 潤一、斎藤 宏、石毛 美夏、浦上
高橋 昌里、麦島 秀雄
日本大学 医学部 小児科
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岳史 1、

達彦、

P-101

遺伝子組換えヒト成長ホルモン電子自動注入器イージーポッド TM を用いた患者使用調査
間部 裕代、山田 英二、小篠 尚子
熊本大学 医学部 附属病院 発達小児科

P-102

FBN1 遺伝子異常陽性 Acromicric Dysplasia/Geleophysic Dysplasia の 3 例：成長ホルモン治療効果の検討
長谷川 高誠 1、山下 美保 1、古城 真秀子 2、久保 俊英 2、沼倉 周彦 3、田中 弘之 4
1
岡山大学病院 小児科、2 岡山医療センター 小児科、3 山形大学 小児科、4 岡山済生会総合病院 小児科

一般ポスター口演 2-2-②
成長・成長障害
9 月 29 日（土） 9:54〜10:27 第 1B 会場
座長 沼倉 周彦（山形大学 医学部 小児科学講座）
澤田 浩武（宮崎大学医学部 生殖発達医学講座小児科学分野）
P-103

成長障害および低身長児における血清亜鉛値の検討
八木澤 裕美 1,4、庄野 哲夫 2、東海林 宏道 3、大日方 薫 4,5、清水 俊明 3
1
東京労災病院 小児科、2 神栖済生会病院 小児科、3 順天堂大学医学部小児科思春期科、4 順天堂大学医
学部附属浦安病院小児科、5 越谷市立病院小児科

P-104

当科における成人成長ホルモン分泌不全治療症例の検討
古宮 圭、井庭 憲人、額田 貴之、深尾 大輔、井上
吉田 晃、百井 亨
日本赤十字社 和歌山医療センター 小児科

美保子、儘田

光和、原

茂登、濱畑

啓悟、

P-105

低身長思春期発来男子に対する性腺抑制併用療法の治療効果の検討
田中 敏章 1,2、小川 正道 2,3、木下 英一 2,4、仲野 由季子 2,5、野瀬 宰 2,5
1
たなか成長クリニック、2 低身長外来研究会、3 小川クリニック、4 きのしたこどもクリニック、5 野瀬クリ
ニック

P-106

低身長思春期発来および思春期成長率不良男児における蛋白同化ホルモン治療の成人身長に対する効果
田中 敏章 1,2、曽根田 瞬 3、内木 康博 2、堀川 玲子 2
1
たなか成長クリニック、2 国立成育医療研究センター内分泌代謝科、3 聖マリアンヌ医科大学小児科

P-107

低身長外来で発見された SEDL の一例
高橋 勉 1、成田 鮎子 2、小山 千嘉子 1、近野 勇樹 3、高橋 郁子 1
1
秋田大学大学院 医学系研究科 小児科学講座、2 山本組合総合病院

P-108

発達障害児の成長に関する検討
守分 正、宮原 大輔、川田 典子、重光 祐輔、宮井
国立病院機構 岩国医療センター 小児科

貴之、杉峯

小児科、3 平鹿総合病院

貴文、高田

小児科

啓介

P-109

低身長を主訴に受診した患者の背景及び臨床的特徴の検討
虫本 雄一、河野 敦子、都 研一
福岡市立こども病院・感染症センター 内分泌・代謝科

P-110

当院にて扁桃摘出術・アデノイド摘出術を施行した児の術前後における体格指数の変動に関する検討
中村 千鶴子 1,3、望月 美恵 1,4、佐々木 拓 1、山崎 崇志 1、沢登 恵美 1、青山 香喜 1、古瀬 寛子 2、
石山 哲也 2、松浦 宏樹 3、小林 基章 4
1
市立甲府病院 小児科、2 市立甲府病院 耳鼻咽喉科、3 信州大学 医学部 小児医学講座、4 山梨大学
医学部 小児科

P-111

プラダーウィリー症候群の低身長に対する成長ホルモン長期使用の安全性と有効性
永井 敏郎 1、村上 信行 1、武富 浩子 2、遠藤 穣 2、佐藤 貴洋 2
1
獨協医科大学越谷病院 小児科、2 ファイザー株式会社
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P-112

GH 治療前後の成長ホルモン分泌不全性低身長症児（GHD）の体組成変化−部位別検討も含めて−
藤原 香緒里、久保 俊英、高橋 亨平
独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター 小児科

P-113

肥満度と BMI パーセンタイルによる体格評価の比較
伊藤 善也
日本赤十字北海道看護大学臨床医学領域

P-114

健常児と低出生体重児における臍帯血および 1 歳時血中 IGF-I と成長
堀川 玲子 1、水野 裕介 1、西垣 五月 1、宮下 健悟 1、山本 晶子 1、内木 康博 1、荒田 尚子 2、
渡邊 典芳 3、伊藤 裕司 4
1
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科、2 国立成育医療研究センター 代謝内分泌内科、3 国立成育医
療研究センター 産科、4 国立成育医療研究センター 新生児科

P-115

Intuitiveness and Ease of Use in Two Growth Hormone Injection Devices
Anne-Marie Kappelgaard1, Niels Aage Hansen2, Marianne Qvist3
1
Novo Nordisk A/S, Medical Affairs, Global Marketing GHT, Søborg, Denmark, 2Novo Nordisk A/S, Device R&D
Strategy & Process, Hillerød, Denmark, 3Novo Nordisk A/S, Clinical Operations, Insulin and Devices, Søborg,
Denmark

一般ポスター口演 2-3
副腎
9 月 29 日（土） 10:29〜11:09 第 1B 会場
座長 鹿島田 健一（東京医科歯科大学 医学部 発生発達病態学）
勝又 規行（国立成育医療センター研究所 分子内分泌研究部）
P-116

副腎皮質機能正常児の血清コルチゾール値からみた副腎皮質機能低下症児のストレス時ステロイド補充方法
麻生 敬子 1、佐藤 真理 1、佐地 勉 1、長谷川 行洋 2
1
東邦大学医療センター大森病院小児科、2 東京都立小児総合医療センター内分泌代謝科

P-117

古典型 21- 水酸化酵素欠損症女児の生後第 1 週における dihydrotestosterone 産生経路
本間 桂子 1、中川 利沙 2、小山 雄平 3,4、三輪 雅之 5、池田 一成 5、涌井 昌俊 3、村田 満 3、
本間 誠次郎 2、長谷川 奉延 5
1
慶應義塾大学病院 中央臨床検査部、2 株式会社 あすか製薬メディカル、3 應義塾大学 医学部 臨床検
査医学、4 三菱化学メディエンス株式会社、5 慶應義塾大学 医学部 小児科

P-118

新規遺伝子異常変異を認めた先天性副腎過形成例
吉永 大介 1、田中 紀子 1、桑門 克治 1、河井 昌彦 2、長谷川 奉延 3、本間 桂子 4、臼井 健 5、
豊田 有子 6
1
倉敷中央病院 小児科、2 京都大学医学部附属病院 小児科、3 慶應義塾大学医学部 小児科、4 慶應義塾
大学病院 中央臨床検査部、5 国立病院機構京都医療センター 臨床内分泌研究室、6 国立病院機構京都医
療センター 小児科

P-119

ケトン性嘔吐症で入院を繰り返していた中枢性副腎不全症の 1 例
幸道 和樹、松尾 憲典、上原 久輝、横井 健太郎、高岡 正明、近江園
石鎚会 田辺中央病院 小児科

善一

P-120

短期間に繰り返す中枢神経症状を契機に診断したクロコデミン® 長期内服による医原性 Cushing 症候群の 1 例
石井 崇浩、齋藤 友康
国保松戸市立病院 小児医療センター 小児科

P-121

3 歳で発症した原発性副腎不全の 1 男児例
玉田 泉 1、溝田 美智代 2、大坪 喜代子 2、八牧 愉二 2
1
今給黎総合病院 小児科、2 鹿児島大学病院 小児科
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P-122

経時的にコルチゾール分泌能が低下した POR 異常症の一例
沼倉 周彦 1、北中 幸子 1,2、本間 桂子 3、深見 真紀 4、長谷川 奉延 5、緒方 勤 4,6、早坂 清 1
1
山形大学 医学部 小児科学講座、2 東京大学 大学院医学系研究科 小児医学講座、3 慶應義塾大学病院
中央臨床検査部、4 国立成育医療研究センター研究所 分子内分泌研究部、5 慶應義塾大学 医学部 小児
科学教室、6 浜松医科大学 小児科学講座

P-123

新規 CYP21A2 遺伝子変異による非古典型 21 水酸化酵素欠損症の 1 例
菅原 秀典 1、徳弘 悦郎 2、志賀 健太郎 1、勝又 規行 3、本間 桂子 4、長谷川 奉延 5
1
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、2 小田原市立病院 小児科、3 国立成育
医療研究センター研究所 分子内分泌研究部、4 慶應義塾大学病院 中央臨床検査部、5 慶應義塾大学 医
学部 小児科

P-124

CYP21A2 のプロモーターから P30L を含む領域と CYP21P の変換による単純男性型 21-水酸化酵素欠損症の
姉弟例
入月 浩美 1、長崎 啓祐 2,5、佐藤 英利 2、田口 哲夫 1、臼井 健 3、革嶋 幸子 4、深見 真紀 5
1
新潟県立 新発田病院 小児科、2 新潟大学大学院医歯学総合研究科 小児科学分野、3 国立病院機構京都
医療センター 臨床内分泌代謝研究室、4 国立病院機構京都医療センター 臨床研究センター、5 成育医療
研究センター 分子内分泌研究部

P-125

新生児期に脳白質異常を認めた先天性副腎皮質過形成症の 1 例
加賀 元宗、上村 美季、箱田 明子、菅野 潤子、藤原 幾磨
東北大学病院 小児科

P-126

Fanconi 貧血様の症状を呈し、悪性リンパ腫を発症した ACTH 不応症の 1 例
大久保 幸宗、菅野 潤子、笹原 洋二、藤原 幾磨、呉 繁夫
東北大学病院 小児科

P-127

発汗過多と成長率低下で紹介された褐色細胞腫の 13 歳男児例
室谷 浩二 1、花川 純子 1、佐藤 武志 1、北河 徳彦 2、田中 祐吉 3、朝倉 由美 1、木村 伯子 4、
竹越 一博 5、安達 昌功 1
1
神奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科、2 同外科、3 同病理科、4 国立病院機構函館病院 病理診
断科、5 筑波大学 臨床分子病態検査医学

P-128

長期間のステロイド投与による医原性副腎皮質機能低下症に関する検討
宮川 直将 1、後藤 正博 1,2、大通 尚 2、和田 泰格 2、鈴木 絵理 2、井垣 純子 2、大久保 祐輔 1、
榊原 裕史 1、寺川 敏郎 1、長谷川 行洋 1,2
1
東京都立小児総合医療センター 総合診療科、2 東京都立小児総合医療センター 内分泌代謝科

P-129

三尖弁閉鎖症 Fontan 術後に合併した褐色細胞腫の 1 例
山本 景子 1、難波 範行 1、高橋 邦彦 1、北岡 太一 1、藤原 誠 1、小垣 滋豊 1、大植 孝治 2、
森井 英一 3、大薗 恵一 1
1
大阪大学 医学部附属病院 小児科、2 大阪大学 医学部附属病院 小児外科、3 大阪大学 医学部附属病
院 病理部

P-130

ステロイド外用薬により副腎皮質機能低下を来した 2 症例
麻生 敬子 1,3、佐藤 真理 1,3、長谷川 行洋 2,3
1
東邦大学医療センター大森病院小児科、2 東京都立小児総合医療センター内分泌代謝科、3Trace The Turner
study group

P-131

新生児期に副腎出血、機能性卵巣嚢腫を認めた先天性副腎過形成の女児例
岩山 秀之 1、水野 晴夫 1、林 祐太郎 2、長谷川 奉延 3、臼井 健 4
1
名古屋市立大学 大学院 医学研究科 新生児・小児医学分野、2 名古屋市立大学 大学院 医学研究科
腎・泌尿器科学分野、3 慶応義塾大学 医学部 小児科、4 京都医療センター 臨床研究センター
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一般ポスター口演 3-1
視床下部・下垂体
9 月 29 日（土） 8:15〜9:03 第 2 会場
座長 宮田 市郎（東京慈恵会医科大学 小児科学講座）
香川 二郎（藤枝市立総合病院 小児科）
P-132

急性リンパ性白血病の寛解から 4 年後に発症した Cushing 病の 1 例
竹内 孝子、鎌崎 穂高、辰巳 正純、要藤 裕孝、五十嵐 敬太、山本
堤 裕幸
札幌医科大学 医学部 小児科

雅樹、畠山

直樹、鈴木

信寛、

P-133

外来成長ホルモン治療における電子カルテクリニカルパスの利用
本木 隆規 1、中島 早苗 2、齋藤 まゆみ 2、齋藤 素子 2、鎌木 由香 3、櫻井 謙 1、齋藤 義弘 1、
宮田 市郎 1、井田 博幸 1
1
東京慈恵会医科大学 小児科学講座、2 東京慈恵会医科大学 葛飾医療センター 小児科外来、3 東京慈恵
会医科大学 葛飾医療センター 入退院医療連携センター 在宅支援

P-134

成長ホルモン分泌不全症児における成長ホルモン前後での代謝変化：尿を用いたプロトン NMR による解析
浅野 健 1、田嶋 華子 1、平川 慶子 2、小池 薫 3、大野 曜吉 2
1
日本医科大学小児科、2 日本医科大学法医学教室・NMR 研究施設、3 京都大学初期診療・救急医学

P-135

精巣容量が増大するが 2 次性徴が発現せず、血中 LH の明らかな上昇のない成長ホルモン分泌不全症の 1 男児例
中島 良一、門谷 眞二、八杉 純、倭 和美
西宮市立中央病院 小児科

P-136

成長率の低下を契機に発見された頭蓋内病変の 2 例
高橋 大介 1、高橋 俊行 1、鈴木 靖人 1、仲西 正憲 1、永島 哲郎 1、中村 明枝 2、石津 桂 2、
田島 敏広 2、小林 浩之 3、澤村 豊 4
1
釧路赤十字病院 小児科、2 北海道大学病院 小児科、3 北海道大学病院 脳神経外科、4 さわむら脳神経
外科クリニック

P-137

トルコ鞍上部の血管腫の退縮に伴い下垂体機能低下症が自然軽快した 1 例
鈴木 絵理 1、大通 尚 2、長谷川 行洋 2、杉山 一郎 3、宮川 正 3、玉田 一敬 4、小方 清和 5、
野田 英一郎 6
1
独立行政法人 国立病院機構 東京医療センター 小児科、2 東京都立小児総合医療センター 内分泌・
代謝科、3 東京都立小児総合医療センター 脳神経外科、4 東京都立小児総合医療センター 形成外科、5 東
京都立小児総合医療センター 小児歯科、6 東京都立小児総合医療センター 眼科

P-138

Isolated growth hormone deficiency（GHD）Type 1A の女児例
福田 謙、脇 和之、太田 直樹、市山 高志
山口大学大学院医学系研究科 小児科学分野

P-139

大後頭孔狭窄をきたし軟骨無形成症様症状を呈した複合型下垂体前葉機能低下症の 1 例
遠藤 彰 1、杉江 秀夫 2、緒方 勤 3
1
浜松医療センター 小児科、2 自治医科大学とちぎ子ども医療センター、3 浜松医科大学小児科

P-140

中枢性尿崩症に中枢性塩喪失症候群を合併した 2 例
吉岡 紀久子 1、畑 郁江 1、小坂 拓也 1、巨田 元礼 1、大嶋 勇成 1、重松
1
福井大学 医学部 小児科、2 福井大学 医学部 看護学科 健康科学

P-141

陽介 2

POU1F1 に新規遺伝子変異を同定した軽度複合型下垂体機能低下の双胎例
向井 徳男 1,2、井上 寛 3、板倉 光夫 3、伊藤 善也 2,4、藤枝 憲二 2
1
旭川厚生病院 小児科、2 旭川医科大学 小児科、3 徳島大学 疾患ゲノム研究センター
病態ゲノム分野、4 日本赤十字北海道看護大学 臨床医学領域
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生体情報部門

P-142

重症頭部外傷を契機に発症した下垂体機能低下症の 1 例
樋口 真司 1,2、仁科 範子 1,2、長谷川 行洋 2
1
多摩北部医療センター 小児科、2 東京都立小児総合医療センター

P-143

Septo-optic dysplasia の 7 症例における臨床像の検討
河野 敦子、虫本 雄一、都 研一
福岡市立こども病院・感染症センター 内分泌・代謝科

P-144

思春期年齢における GH 投与量を IGF1 値を参考に増量し、良好な成人身長を獲得した GH1 遺伝子変異陽性
の男児例
高木 優樹 1、有安 大典 1,2、和田 泰格 1、長谷川 行洋 1
1
都立小児総合医療センター 内分泌代謝科、2 慶應義塾大学医学部小児科学教室

P-145

一過性のゴナドトロピン分泌不全を来たしたが自然回復したリンパ球性下垂体炎の 1 例
鶴原 昭史 1、望月 貴博 2、濱崎 考史 3、柏原 米男 3、広瀬 正和 3、川村 智行 3、新宅
1
PL 病院 小児科、2 大阪警察病院、3 大阪市立大学大学院医学研究科 発達小児医学

治夫 3

P-146

X 連鎖遺伝形式を示す複合型下垂体ホルモン分泌不全症の 1 家系
高橋 郁子 1、小山 千嘉子 1,2、成田 鮎子 2、近野 勇樹 3、高橋 勉 1
1
秋田大学大学院 医学研究科 小児科学講座、2 山本組合総合病院 小児科、3 平鹿総合病院 小児科

P-147

中枢性尿崩症診断後、画像所見に変化を認める前に負荷試験の変化から胚細胞腫と診断しえた一例
高橋 舞 1、大津 義晃 1、服部 重人 1、山田 思郎 1、荒川 浩一 1、登坂 雅彦 2
1
群馬大学 大学院医学系研究科 小児科学分野、2 群馬大学 大学院医学系研究科 脳神経外科学分野

P-148

インフルエンザ桿菌性髄膜炎に中枢性塩類喪失症候群による低 Na 血症を合併した一例
辻 敦美 1、菊池 絵梨子 1、下田 益弘 2、糀 敏彦 2、清原 鋼二 3、小野 真 1、日下 隼人 2、
鹿島田 健一 1、水谷 修紀 1
1
東京医科歯科大学 発生発達病態学分野、2 武蔵野赤十字病院 小児科、3 東京北社会保険病院 小児科

P-149

6q- 症候群 del(6)(q13q15-16) に複合型下垂体機能低下症（CPHD）を合併した 1 女児例
渡辺 聡 1、中富 明子 1、和泉 啓 1、上原 豊 2、森内 浩幸 1
1
長崎大学病院 小児科、2 長崎記念病院

P-150

多飲、多尿にて発症した若年性骨髄単球性白血病（JMML）の 1 男児例
兼次 拓也 1、飯田 展弘 1、糸洲 倫江 2、百名 伸之 2
1
琉球大学 医学部 付属病院 小児科、2 琉球大学 医学部 付属病院

骨髄移植センター

一般ポスター口演 3-2
1 型糖尿病・サマーキャンプ
9 月 29 日（土） 9:05〜9:48 第 2 会場
座長 高屋 淳二（関西医科大学 小児科）
小林 基章（山梨大学医学部 小児科）
P-151

30 歳未満発症 1 型糖尿病患者における死亡原因の変遷
大谷 敏嘉 1,2、内潟 安子 2
1
さいたま記念病院 内科、2 東京女子医科大学糖尿病センター

P-152

1 型糖尿病患者におけるインスリン治療と骨代謝調節ホルモンとの関係
木島 衣理 1、山本 威久 1、杉辺 英世 1、武鑓 真司 1、中山 尋文 1、溝口 好美 1、山本
下辻 常介 1、難波 範行 2、大薗 恵一 2
1
箕面市立病院、2 大阪大学大学院医学系研究科内科系臨床医学専攻情報統合医学小児科学
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勝輔 1、

P-153

P-154

P-155
P-156

1 型糖尿病患者の血糖コントロールは東日本大震災により変動したか？
上村 美季 1、箱田 明子 1、菅野 潤子 1、西井 亜紀 2、五十嵐 裕 3、藤原
1
東北大学病院 小児科、2JR 仙台病院 小児科、3 五十嵐小児科

幾磨 1

当院糖尿病症例における iPro2 を用いた持続血糖測定（CGM）
志村 直人 1,2、小山 さとみ 1、市川 剛 1,2,3、有阪 治 1,2
1
獨協医科大学 医学部 小児科、2 獨協医科大学とちぎ子ども医療センター、3 那須赤十字病院

小児科

【演題取下】
急性リンパ球性白血病の治療経過中に糖尿病を発症した 6 歳男児例
和氣 英一、田嶼 朝子、山岡 正慶、横川 裕一、寺尾 陽子、横井
井田 博幸
東京慈恵会医科大学附属病院 小児科

健太郎、秋山

政晴、宮田

P-157

低血糖に伴う一過性局在性神経症状が疑われた 1 型糖尿病女児の 1 例
石田 真稲、數川 逸郎、皆川 真規
千葉県こども病院 内分泌科

P-158

真菌感染を合併し、重篤な経過を辿った糖尿病性ケトアシドーシス（DKA）の 1 症例
野村 莉紗 1、高澤 啓 1、滝島 茂 1、松原 洋平 1、福屋 吉史 2、下平 雅之 2、鹿島田
水谷 修紀 1
1
東京医科歯科大学医学部付属病院 小児科、2 川口市立医療センター 小児科

市郎、

健一 1、

P-159

1 型糖尿病小児の GA/A1C は肥満・インスリン投与量に応じ低くなるが、A1C 測定法により血糖管理の影響
が異なる
望月 美恵 1,2、赤塚 淳弥 2、小林 基章 1,2、岡田 泰助 1,2、菊池 透 2、菊池 信行 2、川村 智行 2、
浦上 達彦 2、杉原 茂孝 2、雨宮 伸 2
1
山梨大学 医学部 小児科、2 小児インスリン治療研究会

P-160

1 型糖尿病サマーキャンプ（SC）における自己血糖測定（SMBG）からセルフケアを促す支援の検討
田久保 憲行 1,3、橘田 一輝 1、大津 成之 1、風張 眞由美 1、横田 行史 2、石井 正浩 1
1
北里大学 医学部 小児科、2 神奈川県厚生農業協同組合連合会 相模原協同病院 小児科、3 社会保険
相模野病院 小児科

P-161

小児発症糖尿病患者に対する持続血糖モニター（continuous glucose monitor：CGM）の有用性
立川 恵美子、松岡 尚史、安田 祐希、三宅 直香、杉原 茂孝
東京女子医科大学 東医療センター 小児科

P-162

大阪市小児期発症 1 型糖尿病、2 型糖尿病の有病率の検討
川村 智行 1、川村 恵子 1、柏原 米男 1、広瀬 正和 1、谷口 多嘉子 1,4、東出 崇 2、橋本 友美 2、
青野 繁雄 3、新宅 治夫 1
1
大阪市立大学大学院 発達小児医学教室、2 はぐはぐキッズクリニック、3 寺田町こども診療所、4 徳島赤十
字病院 小児科

P-163

ネフローゼ症候群の治療中に耐糖能異常が出現し、数年の経過を経て急速に DKA に陥り SPIDDM と診断し
た男児例
倉田 研児、北原 正志、岩崎 康、山田 慎二、石田 修一、竹内 さつき、花村 真由、古本 雅宏、
塚田 洋樹
NHO まつもと医療センター中信松本病院

P-164

1 型糖尿病を合併した 13 トリソミー症候群の乳児例
永盛 裕佳子 1,2、大津 成之 1、田久保 憲行 1,3、野渡 正彦 1、横田 行史 4、石井 正浩 1
1
北里大学病院 小児科、2 海老名総合病院 小児科、3 社会保険相模野病院 小児科、4 JA 相模原協同病院
小児科
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P-165

1 型糖尿病小児における血中アディポネクチンおよび DPP4 活性の検討
岩淵 敦 1、鴨田 知博 1、野末 裕紀 2、篠原 宏行 1、泉 維昌 3、平野 岳毅 4、須磨崎 亮 1
1
筑波大学大学院 人間総合科学研究科 小児科、2 筑波メディカルセンター病院小児科、3 茨城県立こども
病院小児科、4 平野こどもクリニック

P-166

血糖自己測定（SMBG）における測定環境による心理的影響と血糖とコントロールに関する意識調査
広瀬 正和 1、保坂 辰樹 2、谷口 多喜子 3、渡邊 香織 1、藤川 詩織 1、柏原 米男 1、橋本 友美 4、
東出 崇 4、木村 佳代 5、稲田 浩 6、青野 繁雄 7、新平 鎮博 6、川村 智行 1、新宅 治夫 1
1
大阪市立大学大学院 医学研究科 発達小児医学、2 都立大塚病院、3 徳島赤十字病院 小児科、4 はぐは
ぐキッズクリニック、5 木村医院、6 大阪市保健所、7 寺田町こども診療所

P-167

Continuous glucose monitor（CGM）による糖尿病患者の食後血糖ピーク時間の検討
鈴木 潤一、桑原 玲未、羽生 政子、奥野 美佐子、吉田 彩子、浦上 達彦、麦島
日本大学 医学部 小児科学系小児科学分野

秀雄

一般ポスター口演 3-3
肥満・糖代謝など
9 月 29 日（土） 9:50〜10:38 第 2 会場
座長 田久保 憲行（北里大学医学部 小児科）
土橋 一重（昭和大学医学部 小児科）
P-168

ジアソキシドの用法の調整が血糖コントロールの一助となった先天性高インスリン血症の 1 例
成瀬 裕紀、多田 英倫、井澤 雅子、濱島 崇
あいち小児保健医療総合センター

P-169

SGA 性低身長（学童前）に対する GH 治療の最適化
小坂 喜太郎、杉本 哲、伊藤 育世、中島 久和、細井
京都府立医科大学大学院医学研究科小児発達医学

創

P-170

肝生検で NASH を呈した 10 歳男児における検討
門脇 弘子 1,2、笹子 敬洋 3、原 一雄 3、小池 和彦 4
1
山王病院小児科、2 帝京大学医学部溝口病院小児科、3 東京大学糖尿病代謝内科、4 東京大学消化器内科

P-171

明らかな低血糖を認めなかった高インスリン高アンモニア血症症候群の一例
本田 美紗 1、佐々木 悟郎 1、三井 俊賢 2、堀 尚明 2、田中 葉子 3、長谷川 奉延 2
1
東京歯科大学 市川総合病院 小児科、2 慶応義塾大学 医学部 小児科、3 葉子こどもクリニック

P-172

急性膵炎を合併した高トリグリセリド血症に対してインスリン、ヘパリン投与が効果的であった 1 例
河野 香、吉井 啓介、鏑木 陽一郎、唐木 克二、伊藤 康、舟塚 真、大澤 真木子
東京女子医科大学 医学部 小児科

P-173

サンドスタチン LAR により良好にコントロールされた高インスリン性低血糖症の本邦初例
山本 真梨子、水野 裕介、山本 晶子、西垣 五月、宮下 健悟、内木 康博、堀川 玲子
国立成育医療研究センター 内分泌代謝科

P-174

大震災の子どもの成長への影響− 3 歳健診でのアディポシティリバンドの頻度は低下していた
刈屋 桂 1、西連地 利巳 2、市川 剛 1、小山 さとみ 1、志村 直人 1、有阪 治 1
1
獨協医科大学 医学部 小児科学、2 獨協医科大学 公衆衛生学

P-175

偶然の血液検査により発見された脂質異常症の 3 症例
江波戸 孝輔 1,2、田久保 憲行 2,4、山口 綾乃 2、飯島 真紀子 1,2、橘田 一輝 2、大津 成之 2、
風張 眞由美 2、坂東 由紀 1,2、横田 行史 3、石井 正浩 2
1
北里大学 北里研究所メディカルセンター病院 小児科、2 北里大学 医学部 小児科、3 神奈川県厚生農
業協同組合連合会 相模原協同病院 小児科、4 社会保険 相模野病院 小児科
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P-176

さいたま市における生活習慣病予防学校検診の総括
工藤 京子、佐藤 清二
さいたま市立病院 小児科

P-177

当センターにおける Prader-Willi 症候群の包括的フォローアップ〜「母子センター PWS の会」の取り組み〜
柴田 真理 1、位田 忍 1、小西 暁子 1、山田 寛之 1、庄司 保子 1、惠谷 ゆり 1、岡本 伸彦 2、
江口 奈美 3、村田 瑞穂 3、西本 裕紀子 4
1
大阪府立母子保健総合医療センター 消化器内分泌科、2 大阪府立母子保健総合医療センター 遺伝診療
科、3 大阪府立母子保健総合医療センター 看護部、4 大阪府立母子保健総合医療センター 栄養管理室

P-178

寛解後も経時的に血糖値とインスリン値を追跡した新生児一過性高インスリン血性低血糖症の 1 例
浦上 達彦 1、桑原 怜未 1、羽生 政子 1、長野 伸彦 1、吉田 彩子 1、鈴木 潤一 1、高橋 昌里 1、
麦島 秀雄 1、依藤 亨 2
1
日本大学 医学部 小児科、2 大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科

P-179

汎下垂体機能低下症・高度肥満・糖尿病に肝硬変を合併した女児例
松本 典子 1、大津 成之 1、藤武 義人 1、田久保 憲行 1,2、横田 行史 1,3、石井 正浩 1
1
北里大学 小児科、2 社会保険相模野病院 小児科、3JA 相模原協同病院 小児科

P-180

SGA 性低身長症の GH 治療効果は SGA の病因により規定されるか？―SGA の病因と出生時体型の関連性の
検討―
花川 純子、佐藤 武志、室谷 浩二、朝倉 由美、安達 昌功
神奈川県立こども医療センター 内分泌代謝科

P-181

Catch up のない IUGR モデルラットにおける脂肪量とアディポサイトカインの変化について
橘田 一輝 1,2、中西 俊樹 2、永田 絵子 2、山口 理恵 2、中川 祐一 2、大関 武彦 3、石井
緒方 勤 2
1
北里大学 小児科 医学部、2 浜松医科大学 小児科、3 共立女子短期大学 看護学科

正浩 1、

P-182

OGTT における遊離脂肪酸測定 ―遊離脂肪酸測定はインスリン作用の新たな一面を明らかにする―
山田 思郎 1、高橋 舞 1、大津 義晃 1、鈴木 加奈子 2、荒川 浩一 1
1
群馬大学大学院 医学系研究科 小児科学分野、2 伊勢崎市民病院

P-183

新生児一過性高インスリン性低血糖を認めた Sotos 症候群 5 例の検討
松尾 光通 1、井原 健二 1、吉川 陽子 1、落合 正行 1、金城 唯宗 1、原 寿郎 1、水本 洋 2、
野田 麻里絵 3、富永 康仁 4、三崎 真生子 5
1
九州大学 大学院成長発達医学 小児科学、2 北野病院 小児科、3 九州医療センター 小児科、4 大阪大
学病院 小児科、5 兵庫医科大学病院 小児科

P-184

生活習慣病患児における血中アミノ酸プロファイルおよび糖尿病発症予測の試み
松本 志郎 1、中村 公俊 2、中村 俊郎 3、三渕 浩 4、遠藤 文夫 2
1
熊本大学 医学部 附属病院 総合周産期母子医療センター、2 熊本大学大学院先端生命医療科学部門成
育再建・移植医学講座・小児科学分野、3 熊本中央病院 小児科、4 熊本大学医学部付属病院 新生児学寄
付講座

P-185

リラグルチド投与により安定した血糖コントロールを得た 2 型糖尿病の一例
奥野 美佐子、桑原 怜未、羽生 政子、吉田 彩子、鈴木 潤一、浦上 達彦、麦島
日本大学 医学部 小児科

P-186

小児がん経験者における脂質異常症について
橋井 佳子 1、坂本 美香 2、難波 範之 1、三善 陽子 1、宮下
大薗 恵一 1
1
大阪大学大学院医学系研究科小児科、2 関西労災病院小児科
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恵実子 1、宮村

秀雄

能子 1、松村

梨紗 1、

一般ポスター口演 3-4
2 型糖尿病・その他の糖尿病
9 月 29 日（土） 10:40〜11:10 第 2 会場
座長 岡田 満（近畿大学医学部 小児科）
小坂 喜太郎（京都府立医科大学大学院医学研究科

小児科）

P-187

SU 薬大量投与によりインスリン中止しえた KCNJ11 遺伝子変異による新生児糖尿病の 1 例
神野 和彦 1、横田 一郎 2、森谷 眞紀 3
1
広島鉄道病院 小児科、2 国立病院機構香川小児病院 内分泌科、3 国立病院機構香川小児病院 臨床研究部

P-188

当科通院中の 10 歳代の 2 型糖尿病 30 例の特徴とアディポネクチンの測定
大杉 康司 1、菅原 秀典 1、海老名 奏子 3、志賀 健太郎 1、菊池 信行 2
1
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、2 横浜市立みなと赤十字病院
科、3 大和市立病院 小児科

小児

P-189

新規変異を含むグルコキナーゼ異常を認めた MODY2 の 2 家系
丸尾 良浩 1、松井 克之 1、依藤 亨 2、森 麻美 3、三村 由卯 4、森岡 依子 5、西尾 友宏 6、川北 理恵 2、
竹内 義博 1
1
滋賀医科大学 小児科、2 大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌科、3 日野記念病院 小児科、
4
豊郷病院 小児科、5 近江草津徳州会病院 小児科、6 済生会滋賀県病院 小児科

P-190

SU 薬に反応し血糖コントロールが改善した KCNJ11 新規変異による知的障害を伴った新生児糖尿病の 16 歳
男児例
七尾 謙治 1、鈴木 滋 2、棚橋 祐典 2、後藤 正博 3、長谷川 奉延 4
1
日野市立病院 小児科、2 旭川医科大学 小児科、3 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科、
4
慶應義塾大学 医学部 小児科

P-191

非肥満 2 型糖尿病の成因に関する検討−内臓脂肪／皮下脂肪比の関与について
桑原 怜未、羽生 政子、奥野 美佐子、吉田 彩子、鈴木 潤一、浦上 達彦、高橋
日本大学 医学部 小児科

P-192

自己免疫性溶血性貧血で見つかった FOXP3 遺伝子異常を伴う新生児糖尿病の一例
星加 将吾 1、加藤 文代 1、金兼 弘和 2、宮脇 利男 2、内潟 安子 3、杉原 茂孝 1
1
東京女子医科大学 東医療センター 小児科、2 富山大学大学院 医学薬学研究部
医科大学病院 糖尿病・代謝内科

昌里、麦島

秀雄

小児科学、3 東京女子

P-193

HbA1c はいつから新生児糖尿病患者の血糖コントロール指標になりうるか？
古谷 曜子 1、鈴木 滋 1、古賀 正史 2、大島 美保 3、雨宮 聡 4、中尾 厚 5、和田 佳子 6、奥原 宏治 7、
早野 聡 8、松尾 公美浩 1、棚橋 祐典 1、東 寛 1
1
旭川医科大学 小児科、2 市立川西病院 糖尿病・内分泌内科、3 札幌徳洲会病院 小児科、4 あまみや小
児科医院、5 日本赤十字社医療センター 新生児科、6 ベルランド総合病院 小児科、7 天使病院小児診療部
小児科、8 あいち小児保健医療総合センター 循環器科

P-194

インスリン遺伝子に c.212_212delG をヘテロ接合性に認めた新規変異の 1 例
齋藤 友康 1、石井 崇浩 1、依藤 亨 2
1
松戸市立病院 小児医療センター 小児科、2 大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科

P-195

持続型インスリンポンプ療法中から遷延する哺乳前の低血糖を認めた 6q24 関連一過性新生児糖尿病の 1 例
大通 尚 1、井垣 純子 1、武田 良淳 1,2、後藤 正博 1、緒方 大輔 3、高橋 秀弘 3、近藤 昌敏 3、依藤 亨 4、
長谷川 行洋 1
1
都立小児総合医療センター 内分泌代謝科、2 公立福生病院 小児科、3 都立小児総合医療センター 新生
児科、4 大阪市立総合医療センター 小児代謝・内分泌内科
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P-196

P-197

P-198

過去 4 年間に発症した小児糖尿病患者に関するアンケート調査報告
小林 基章 1,2、浦上 達彦 1,2、川村 智行 1,2、菊池 信行 1,2、杉原 茂孝 1,2、雨宮
1
小児インスリン治療研究会、2 日本小児内分泌学会糖尿病委員会

伸 1,2

GATA6 遺伝子に新規変異を認めた膵形成不全による新生児糖尿病の 2 例
鈴木 滋 1、中尾 厚 2、稲垣 塩見 3、Sarhat Ashoor1、古谷 曜子 1、松尾 公美浩 1、棚橋
岡嶋 一樹 1、松本 直也 1、梶野 浩樹 1
1
旭川医科大学 小児科、2 日本赤十字社医療センター 新生児科、3 大同病院 小児科

祐典 1、

糖尿病発症前の Maturity-Onset Diabetes of the young（MODY5）の 1 例における 10 年間の耐糖能の変化
について
鈴木 加奈子、山田 思郎、高橋 舞、大津 義晃、小和瀬 貴律、荒川 浩一
群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野
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