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一般演題 基礎・遺伝子関連部門 オンデマンド配信

基礎・遺伝子
DP-001 ゲノムデータベースに基づく民族間のGitelman 症候群の推定有病率の検討

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科 近藤 淳

DP-002 偽性副甲状腺機能低下症 Ib 型の遺伝子型と表現型の相関性
杏林大学医学部小児科/

Endocrine Unit Massachusetts General Hospital and Harvard Medical School 木内善太郎

一般演題 基礎・遺伝子関連部門 オンデマンド配信

その他
DP-003 Expression of IFN-induced Transmembrane Protein 1 in Glomerular Endothelial Cells

弘前大学医学部小児科 橋本 峻

DP-004 ヒト糸球体上皮細胞におけるToll 様受容体3シグナルを介したインターロイキン-6は炎症性
ケモカインの発現を抑制する

弘前大学医学部附属病院小児科 梅津 英典

DP-005 SMPDL3bはヒトPodocyte の TLR3シグナルを調節する
弘前大学医学部小児科 渡邊祥二郎

DP-006 エリスロポエチンの腎線維化と間質マクロファージ浸潤に及ぼす影響の検討
京都府立医科大学小児科学教室 西田 明弘

DP-007 特発性ネフローゼ症候群におけるmTORの役割の解明：ヒト iPS細胞由来ポドサイトを用い
た検討

関西医科大学小児科学講座 保田 真宏

DP-008 膀胱尿管逆流の乳幼児に対する少量抗菌薬とプロバイオティクスの併用が腸内細菌叢に及ぼす
効果

関西医科大学小児科学講座 赤川友布子

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

ネフローゼ症候群
DP-009 2歳未満で発症した特発性ネフローゼ症候群の検討

茨城県立こども病院小児腎臓内科 齊藤 綾子

DP-010 発症から初診までの期間と再発頻度：ステロイド感受性ネフローゼ症候群24例での検討
福岡市立こども病院腎疾患科 前原 健二

DP-011 初発ネフローゼに対するプレドニゾロン使用量は、60mg/m2/day と 2mg/kg/day のどちら
がいいのか？

松戸市立総合医療センター小児医療センター小児科 篠塚 俊介

DP-012 4年間のC2管理における、シクロスポリン関連腎毒性（CAN）の病理学的検討
自治医科大学小児科学 青柳 順
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DP-013 低年齢のステロイド依存性ネフローゼ症候群に対する高用量ミゾリビン療法の有効性の予測因
子と長期予後の検討

埼玉県立小児医療センター腎臓科 遠藤 翔太

DP-014 小児期発症の難治性ステロイド依存性ネフローゼ症候群に対する15歳以降のリツキシマブ単
回投与の有効性と安全性の検討

埼玉県立小児医療センター腎臓科/横浜市立大学附属病院小児科 大山 里恵

DP-015 リツキシマブを投与した小児期発症難治性ネフローゼ症候群の長期予後
大阪市立総合医療センター小児総合診療科 松田 百代

DP-016 小児期発症難治性特発性ネフローゼ症候群（INS）におけるリツキシマブ（RTX）投与後遷
延性低 IgG血症のリスク因子の検討

東京都立小児総合医療センター 本田 尭

DP-017 難治性ステロイド依存性ネフローゼ症候群における抗リツキシマブ抗体測定の意義
埼玉県立小児医療センター腎臓科 藤永周一郎

DP-018 初回投与から5年後の再投与でリツキシマブによる血清病を発症した特発性ネフローゼ症候群
の小児例

名古屋第二赤十字病院小児腎臓科 真島 久和

DP-019 当院における小児期発症頻回再発型ネフローゼ症候群100名の予後
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 出来 沙織

DP-020 小児ステロイド抵抗性ネフローゼ症候群の不完全寛解症例における長期予後の検討
東京都立小児総合医療センター腎臓内科 影山あさ子

DP-021 ステロイド感受性ネフローゼ症候群における血清レブチン値の推移に関する検討
昭和大学江東豊洲病院こどもセンター 上條 香織

DP-022 小児特発性ネフローゼ症候群における制御性T細胞の意義
関西医科大学小児科学講座 山内 壮作

DP-023 当院における非 IgAメサンギウム増殖性糸球体腎炎とDiffuse Mesangial Hypercellularity
の検討

久留米大学病院小児科 荒木潤一郎

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

FSGS
DP-024 学校検尿で無症候性蛋白尿として発見された巣状分節性糸球体硬化症（ASP/FSGS）の長期予

後
埼玉県立小児医療センター腎臓科/昭和大学横浜市北部病院こどもセンター 渡邊 佳孝

DP-025 巣状分節性糸球体硬化症と微小変化群における podometrics の比較検討
東京女子医科大学腎臓小児科 白井 陽子

DP-026 肉眼的血尿を合併した小児ネフローゼ症候群の2例
長崎大学病院小児科 中嶋有美子
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DP-027 CsA投与により長期寛解を維持しているGalloway-Mowat 症候群の1例
総合病院土浦協同病院小児科 中溝 智也

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

紫斑病性腎炎・IgA腎症
DP-028 ネフローゼ症候群で発症した重症紫斑病性腎炎に対する治療反応性と予後に関する検討

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 忍頂寺毅史

DP-029 尿蛋白再燃を認め追加治療を要した組織学的軽症紫斑病性腎炎症例における臨床病理学的検討
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学 永井 貞之

DP-030 紫斑病性腎炎における，尿蛋白消失後，高血圧/CKD移行の危険因子に関する検討
埼玉県立小児医療センター腎臓科/東京慈恵会医科大学小児科学講座 梅田 千里

DP-031 シクロスポリンを早期投与されたネフローゼ発症の重症紫斑病性腎炎の長期予後
埼玉県立小児医療センター腎臓科 武政 洋一

DP-032 IgA腎症Oxford 分類を用いた病理学的重症度スコアリングの開発と検証
和歌山県立医科大学小児科 島 友子

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

C3腎症・MPGN・SLE
DP-033 ステロイドパルス療法後のC3腎症における長期の臨床病理学的検討

埼玉県立小児医療センター 仲川 真由

DP-034 低補体血症の有無によるMPGN様腎炎の比較検討
東京医科歯科大学小児科 金森 透

DP-035 小児期発症全身性エリテマトーデスに対する維持療法中のヒドロキシクロロキン追加投与の効
果に関する検討

東京都立小児総合医療センター腎臓内科 濱田 陸

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

全身性疾患・その他
DP-036 小児非典型溶血性尿毒症症候群（aHUS）患者に対するエクリズマブ市販後調査

横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学/
国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 伊藤 秀一

DP-037 国内小児 aHUS患者を対象とした血漿療法またはエクリズマブ投与後の転帰に関する後ろ向き
研究

大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学 芦田 明

DP-038 小児自己免疫疾患におけるミコフェノール酸モフェチルAUC0-12の少数採血による予測法の検
討

琉球大学大学院医学研究科育成医学（小児科）講座 島袋 渡
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DP-039 1歳未満の心不全患者におけるバソプレシンV2受容体拮抗薬使用の有効性，副作用の検討
東京慈恵会医科大学小児科学講座 川上 雄平

DP-040 同種造血幹細胞移植における急性腎傷害が全生存率に及ぼす影響
信州大学医学部小児医学教室 松岡 大輔

DP-041 小児期発症の溶連菌感染後急性糸球体腎炎における尿蛋白持続の危険因子の検討
埼玉県立小児医療センター腎臓科/順天堂大学順天堂医院小児科・思春期科 宮野 洋希

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

尿細管・間質
DP-042 川崎病と上部尿路感染症の尿細管機能障害は同程度である

日本大学小児科 清水 翔一

DP-043 小児の急性尿細管間質性腎炎におけるCKD移行や再燃の予測因子の検討
埼玉県立小児医療センター腎臓科 大貫 裕太

DP-044 尿細管間質性腎炎の改善までの経過と尿細管マーカーの推移
東京都立小児総合医療センター腎臓内科/東京都立小児総合医療センター総合診療科 一瀬 真美

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

尿路感染症
DP-045 乳児の有熱性尿路感染症に対する抗菌薬治療が湿疹の有病率を高める

関西医科大学小児科学講座 木全 貴久

DP-046 小児上部尿路感染症の起因菌として検出された大腸菌におけるアンチバイオグラムの変化
武蔵野赤十字病院小児科 岡田 麻理

DP-047 当院3年間の上部尿路感染症後のDMSAシンチ施行症例の検討
加古川中央市民病院小児科 藤村 順也

DP-048 MRI 拡散強調画像にて診断に至った上部尿路感染症の7例の検討
愛知医科大学医学部小児科 佐田 惇

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

泌尿器
DP-049 尿道病変が原因だった昼間尿失禁の6例

聖隷佐倉市民病院小児科 鈴木 繁

DP-050 乳児期栄養法と小児尿失禁の関連性の検討
昭和大学藤が丘病院小児科 布山 正貴

DP-051 4p欠失症候群と腎合併症と腎予後の検討
国立成育医療研究センター 村越 未希

DP-052 馬蹄腎をもつ小児の臨床的特徴
福岡市立こども病院腎疾患科 黒川 麻里
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DP-053 腎性羊水過少の生命・腎予後
倉敷中央病院小児科 澤田真理子

DP-054 機能的片腎の乳児におけるCKD移行の予測因子の検討
埼玉県立小児医療センター腎臓科 森下 俊真

DP-055 ターナー症候群における腎形態と腎機能 小児期より成人期までの検討
虎の門病院小児科 小川 哲史

DP-056 当科におけるAlagille 症候群12症例の腎合併症に関する検討
大阪大学大学院医学系研究科小児科学 三好 宏昌

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

遺伝性腎疾患
DP-057 OCRL 異常におけるgenotype-phenotype correlation に関する検討

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 榊原 菜々

DP-058 ネフロン癆における腎外症状の合併頻度ならびに時期の検討
東京都立小児総合医療センター腎臓内科 冨樫 勇人

DP-059 小児ファンコニ症候群患者でのシスチノーシス検査の意義について
国立国際医療研究センター病院腎臓内科 片桐 大輔

DP-060 エプスタイン症候群の腎生検所見と臨床経過
東京女子医科大学腎臓小児科 三浦健一郎

DP-061 当小児科学講座で遺伝子異常を同定できた腎疾患症例のまとめ
東京慈恵会医科大学小児科学講座 三輪 沙織

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

CKD
DP-062 小児の痛風・高尿酸血症に対する尿酸降下薬の治療実態調査：健康保険請求データベースを用

いた横断研究
横浜市立大学大学院医学研究科発生成育小児医療学 伊藤 秀一

DP-063 ライフスタイルに応じた透析療法の移行
有澤総合病院血液浄化センター/大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学 中倉 兵庫

DP-064 10kg未満の乳幼児での長期留置型カテーテルを用いた維持血液透析
国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 鈴木竜太郎

DP-065 小児CKD患者におけるフェブキソスタットの腎保護作用と投与開始時の eGFR
福岡市立こども病院腎疾患科 郭 義胤
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一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

腎移植
DP-066 巣状分節性糸球体硬化症における腎移植後再発予防処置の有効性に関する検討

東京女子医科大学腎臓小児科 安藤 太郎

DP-067 巣状分節性糸球体硬化症の腎移植後再発リスク因子の検討
東京女子医科大学腎臓小児科 三浦健一郎

DP-068 腎移植後再発を認めた巣状分節性糸球体硬化症（FSGS）症例の再発治療反応と長期腎予後の
検討

東京都立小児総合医療センター腎臓内科 縣 一志

DP-069 小児腎移植患者における移植前後の甲状腺機能と甲状腺容積の変化の検討
東邦大学医学部腎臓学講座 久保田 舞

DP-070 当院小児腎移植患者におけるサイトメガロウイルス感染症についての検討
北海道大学医学部小児科 佐藤 泰征

DP-071 当院小児腎移植患者におけるEpstein-Barr ウイルス感染症についての検討
北海道大学医学部小児科 佐藤 泰征

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

学校検尿
DP-072 愛知県小児腎臓病専門施設における、学校検尿有所見者の3年間の調査結果報告―2017-19

年度―
名古屋第二赤十字病院小児腎臓科 後藤 芳充

DP-073 九州・沖縄地区の IgA腎症の発見契機における学校検尿の役割
大分大学小児科/九州小児ネフロロジー研究会 清田今日子

DP-074 金沢市における新しい学校検尿システムの構築の試み
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター小児科 太田 和秀

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

検査
DP-075 子どもの健康と環境に関する全国調査の追加調査における8歳児と母親の腎機能に関与する因

子の検討
山梨大学医学部小児科 沢登 恵美

DP-076 低出生体重児の9歳検診における腎機能スクリーニング検査の検討―血清Cr 値のカットオフ
値の検討―

独立行政法人国立病院機構甲府病院小児科/山梨大学医学部小児科 後藤 美和

DP-077 活動性糸球体腎炎鑑別のための尿中ポドカリキシン測定有用性の検討
藤田医科大学医学部小児科学 近藤 朋実
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DP-078 小児尿中メガリン基準値の設定
新潟大学医歯学総合病院小児科 金子 昌弘

DP-079 ステロイド使用中のネフローゼ症候群における骨微細構造の評価
岡山大学病院小児科 宮原 宏幸

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

画像検査
DP-080 胎児超音波検査による腎盂前後径のカットオフ値と出生後の経過についての検討

国立病院機構弘前病院小児科 敦賀 和志

DP-081 BOLDMRI における少量酸素投与が及ぼす影響についての検討
帝京大学医学部附属病院小児科 西野 智彦

DP-082 CNI 腎症の診断におけるDMSAシンチグラフィの有用性についての検討
宮城県立こども病院総合診療科・腎臓内科 三浦 拓人

DP-083 初回の排尿時膀胱尿道造影所見による膀胱尿管逆流の乳児の手術必要性の予測
関西医科大学小児科学講座 加藤 正吾

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

ワクチン
DP-084 免疫抑制薬内服下での水痘ワクチン接種後の抗体獲得に寄与する因子

国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 亀井 宏一

DP-085 水痘ワクチン予防接種歴のある特発性ネフローゼ症候群診断時の水痘抗体価陰性における、その
後の水痘抗体上昇群と非上昇群の特徴

名古屋第二赤十字病院小児腎臓科 笠原 克明

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

COVID-19
DP-086 COVID-19流行前後での当院における小児腎臓外来初診患者の比較検討

北九州市立医療センター小児科 中尾 槙吾

DP-087 COVID-19流行下における、当院の小児特発性ネフローゼ症候群患者再発頻度の検討
北九州市立医療センター小児科 黒木 理恵

DP-088 コロナ禍における感染予防策がネフローゼ症候群の再発に与えた影響
宮崎大学医学部発達泌尿生殖医学講座小児科学分野 黒木 純

一般演題 臨床部門 オンデマンド配信

移行医療
DP-089 移行医療の一考～クリニック小児腎臓病医の観点から～

医療法人社団まつながキッズクリニック 松永 明
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DP-090 自院内の腎臓内科へ移行した特発性ネフローゼ症候群症例の経過のまとめ
横浜市立大学付属市民総合センター小児科 稲葉 彩

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

ネフローゼ症候群
DP-091 フィンランド型先天性ネフローゼ症候群に胆石を合併した3例

国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 灘 大志

DP-092 初発時に緑内障手術を施行し、再発時にも眼圧の上昇を認めたステロイド感受性ネフローゼ症候
群の一例

東京北医療センター小児科 平沢 光明

DP-093 軽微な症状を契機に巨大静脈血栓症と肺動脈塞栓症を指摘しえたネフローゼ症候群の1例
兵庫県立こども病院腎臓内科 稲熊 洋祐

DP-094 ネフローゼ症候群に合併した肺血栓塞栓症の直接経口抗凝固薬（DOAC）による治療戦略
北里大学医学部小児科学 昆 伸也

DP-095 腎生検前検査の軽微な凝固異常から von willebrand 病が発見された1例
千葉県こども病院腎臓科 久野 正貴

DP-096 初発ネフローゼに対するステロイド治療早期にステロイド糖尿病を発症し，抗GAD抗体陽性が
判明した一例

国立病院機構北海道医療センター臨床研修部 澤山 初音

DP-097 緩徐進行1型糖尿病にネフローゼ症候群を合併した症例における血糖コントロールの工夫
県立広島病院小児腎臓科 郷田 聡

DP-098 急激な体重増加に伴い発症した肥満関連腎症の男児例
東京大学医学部附属病院小児科 西岡 篤史

DP-099 幼稚園での検尿を契機に診断された膜性腎症によるステロイド抵抗性ネフローゼの女児例
東海大学医学部総合診療学系小児科学 坂間 隆

DP-100 小児原発性シェーグレン症候群に合併した膜性腎症における長寿メモリー形質細胞の関与
琉球大学大学院医学研究科育成医学（小児科）講座 仲田 昌吾

DP-101 免疫複合体関連腎炎との鑑別を要した Frasier 症候群の女児例
弘前大学大学院医学研究科小児科学講座 津川 浩二

DP-102 肉眼的血尿、急性腎障害を合併しステロイド4週で不完全寛解だったDiffuse mesangial
hypercellularity（DMH）のネフローゼ2歳男児

佐野厚生総合病院小児科 吉田 真

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

ネフローゼ症候群―治療
DP-103 特発性ネフローゼ症候群小児の重症浮腫の管理：異なる作用の利尿薬の併用

関西医科大学小児科学講座 赤川 翔平
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DP-104 シクロスポリンAで完全寛解を維持している、新規のWT1 変異を有するびまん性メサンギウ
ム硬化症（DMS）の一例

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児科 丸 智美

DP-105 補助人工心臓管理中のシクロスポリンの血中濃度は予測が困難なため頻回の調整が必要である
あいち小児保健医療総合センター腎臓科 服部 俊彦

DP-106 リツキシマブ投与後に遠隔期にの再燃を複数回認めリツキシマブ再投与を必要としたネフロー
ゼ症候群の1例

富山県立中央病院小児科 上野 和之

DP-107 ネフローゼ症候群に対するリツキシマブ投与後に出現した低グロブリン血症に対する2症例の
比較

福井大学医学部小児科 林 泰平

DP-108 リツキシマブ誘発性血清病の発症を契機に再発をきたした難治性頻回再発型ネフローゼ症候群
の女児例

大分大学医学部小児科学講座 木村 裕香

DP-109 Ofatumumabを投与しステロイドを中止し得たステロイド依存性ネフローゼ症候群の男児例
東京大学医学部附属病院小児科 梶保 祐子

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

IgA 腎症・紫斑病性腎炎
DP-110 蛍光抗体染色で IgM以外の full-house pattern を呈した IgA腎症の男児例

名古屋市立西部医療センター小児科 安倍 啓介

DP-111 ネフローゼ症候群で発症し治療に難渋した膜性増殖性糸球体腎炎様 IgA腎症の1例
国民健康保険小松市民病院小児科 金田 尚

DP-112 治療抵抗性の管内増殖型 IgA腎症に対しミコフェノール酸モフェチルを用いた多剤併用療法が
有効であった一例

岩手県立中央病院小児科 萩原 基実

DP-113 IgA腎症に対するステロイドパルス療法を契機にうっ血性心不全をきたした肥大型心筋症の1
例

大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学 山崎 哲司

DP-114 IgA腎症を呈したX連鎖無ガンマグロブリン血症の一例
九州大学成長発達医学分野（小児科） 岩屋 友香

DP-115 特発性ネフローゼ症候群として治療開始された膜性増殖性糸球体腎炎型 IgA腎症の3歳女児
埼玉県立小児医療センター腎臓科 青山 周平

DP-116 超早期発症型炎症性腸疾患に合併した IgA腎症の一例
鳥取大学医学部周産期小児医学 山田 祐子

DP-117 潰瘍性大腸炎に IgA血管炎を合併した一例
東京医科大学病院小児科 渡邉 駿
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DP-118 RAS阻害薬長期内服中に急性腎機能障害を発症した紫斑病性腎炎の一例
北九州総合病院小児科 斉宮 真理

DP-119 紫斑病性腎炎寛解12年後に再度蛋白尿・血尿をきたした女性例
国立病院機構西別府病院小児科 植村 篤実

DP-120 ネフローゼ症候群合併の紫斑病性腎炎に対して早期のステロイドパルスとシクロスポリン併用
療法を導入した3歳女児

埼玉県立小児医療センター腎臓科 齋藤佳奈子

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

C3腎症・MPGN・膠原病
DP-121 無症候性血尿を契機に学校検尿で発見された膜性増殖性糸球体腎炎の1例

熊本大学医学部小児科 堀 愛莉花

DP-122 Proliferative glomerulonephritis with monoclonal IgG deposits（PGNMID）とC3腎炎
の病理像を示した11歳女児例

福岡赤十字病院小児科 西村 真直

DP-123 ループス腸炎を主症状とし、無症候性膀胱炎、サイレントループス腎炎を呈した全身性エリテ
マトーデスの一例

東京医科歯科大学大学院小児地域成育医療学 清水 正樹

DP-124 ミコフェノール酸にて良好な経過をたどる混合性結合組織病の一女児例
徳島大学病院小児科 永井 隆

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

膜性腎症
DP-125 特発性と二次性の双方の所見を持つ膜性腎症の一例

大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学 藤井 裕子

DP-126 IgG3と C1qの沈着を認めた分節性膜性腎症の一例
杏林大学医学部小児科 羽田伊知郎

DP-127 シクロスポリンが奏功した膜性腎症における初回と寛解期の病理所見の比較検討
徳島大学病院小児科 服部 共樹

DP-128 アダリムマブによる治療中に膜性腎症を発症したアデノシンデアミナーゼ-2欠損症の男児例
奈良県立医科大学小児科 大前 隆志

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

AKI
DP-129 Yersinia pseudotuberculosis 感染症により持続的血液濾過透析を要する急性腎不全を来した

1例
大分県立病院小児科 塩穴 真一
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DP-130 サルモネラ（S. Stanley）感染を契機に発症した非典型溶血性尿毒症症候群の一例
滋賀医科大学医学部小児科 澤井 俊宏

DP-131 運動後急性腎不全（ALPE）におけるDiffusion-MRI の有用性
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター小児科 高桑麻衣子

DP-132 運動後急性腎不全（ALPE）を発症した15歳女児例
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター小児科 西村 佑真

DP-133 当施設における腎性低尿酸血症1型の2症例の経験
日本赤十字社松山赤十字病院小児科 藤本 耕慈

DP-134 オナセムノゲンアベパルボベク投与後に認めた血栓性微小血管症の腎病理学的検討
大阪市立総合医療センター小児総合診療科 久富隆太郎

DP-135 敗血症性ショックから急性腎不全を発症し、栄養管理に難渋した神経性食欲不振症の1例
長野県立こども病院小児集中治療科 野田 俊輔

DP-136 心肺停止状態となった新生児にみられた腎乳頭壊死の超音波所見の経時的変化
国立病院機構嬉野医療センター小児科/国立病院機構佐賀病院小児科/佐賀大学医学部小児科 岡 政史

DP-137 早期の血漿交換療法が有用と考えられたANCA関連血管炎に合併した急速進行性糸球体腎炎の
1例

福島県立医科大学医学部小児科学講座 鈴木 健太

DP-138 学校検尿を契機にPR3-ANCA陽性と両側低形成腎を認めた保存期腎不全の13歳男児
順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科 佐藤 望

DP-139 アトピー性皮膚炎の増悪に伴い溶連菌感染後急性糸球体腎炎を繰り返した一例
群馬大学大学院医学系研究科小児科学分野 田端 洋太

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

CKD・移植
DP-140 腹膜平衡試験により残腎機能回復が確認でき維持腹膜透析を離脱し得た1例

久留米大学小児科 財津亜友子

DP-141 経管栄養管理中に好酸球性腸炎を発症し栄養管理に工夫を要した腹膜透析の1例
あいち小児保健医療総合センター 野末 圭祐

DP-142 腹膜透析中に発症した横隔膜交通症の乳幼児例に対する外科的治療
国立成育医療研究センター腎臓・リウマチ・膠原病科 西 健太朗

DP-143 脳静脈洞血栓症による脳出血をきたした心機能低下を伴う腹膜透析中の遺伝性 FSGSの一男児
例

大阪医科薬科大学医学部泌尿生殖・発達医学講座小児科学 松村 英樹

DP-144 川崎病ショック症候群罹患後に腎機能低下速度が2.8倍に加速した先天性腎尿路異常の男児例
東京都立小児総合医療センター腎臓内科 冨樫 勇人

DP-145 感染に伴う血尿蛋白尿で発症、尿所見正常化後も長期間低補体血症が持続しC3NeF陽性であっ
た一例

イムス富士見総合病院小児科 高橋 雄一
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DP-146 痙攣発作を契機に発見された慢性腎不全の一例
長崎大学病院小児科 白川 利彦

DP-147 生体腎移植5年後に発症した播種性アデノウイルス感染症に急性拒絶反応を合併した一例
東北大学小児科 菅原 典子

DP-148 腎移植後2年の surveillance biopsy で蛍光抗体染色法による full-house pattern を呈した
1小児例

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター小児外科/
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター腎臓移植外科/

NPO法人中国四国小児外科支援機構 高橋 雄介

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

遺伝性疾患
DP-149 青年期 Lowe症候群を通して考える移行医療の問題点

秋田厚生医療センター小児科 山本 翔子

DP-150 3歳検尿での尿蛋白/尿 Cre 比の高値を契機に尿β2microglobulin を測定され発見された
female Dent の一例

宮城県立こども病院腎臓内科 稲垣 徹史

DP-151 感染を契機にネフローゼ状態で発見され、ネフロン癆と類似した腎病理所見を呈した
Multicentric carpaotarsal osteolysis の一例

松戸市立総合医療センター小児医療センター小児科 平田 優

DP-152 3歳児健康診査の蛋白尿を契機に診断に至り腎生検を行なったミトコンドリア病の1例
群馬大学大学院医学系研究科小児科学 江田 陽一

DP-153 ミトコンドリア異常症女児の腹膜透析16年間
国立病院機構北海道医療センター小児腎臓病センター 荒木 義則

DP-154 血友病診断時に偶発的に発見されたGitelman 症候群の1例
日本大学小児科 中崎 公隆

DP-155 尿路感染症の治療に難渋している遠位尿細管性アシドーシスの一男児例
聖隷佐倉市民病院小児科 吉田麻里奈

DP-156 幼児期から重度の経過をたどった常染色体優性遠位尿細管性アシドーシスの男児例
順天堂大学練馬病院小児科 櫻谷 浩志

DP-157 PKD1 変異を同定した常染色体劣性多発性嚢胞腎類似の臨床像を有する乳児例
札幌医科大学医学部小児科学講座 長岡 由修

DP-158 尿所見異常が乏しい中で腎機能が増悪し多嚢胞性形成腎と常染色体優性尿細管間質性腎疾患の
合併が疑われたHNF1B関連腎疾患の一例

慶應義塾大学医学部小児科 井口 智洋

DP-159 自宅での尿検査により早期発見が可能であった非典型溶血性尿毒症症候群の同胞例
新潟大学医歯学総合病院小児科 福地 雄太
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一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

尿細管間質性腎炎
DP-160 再燃時に肘関節痛症状を呈したがMMFが奏功した難治性TINU症候群の1女児例

東京医科歯科大学小児科 宇田川智宏

DP-161 コンタクトレンズ購入を機に発見されたTINU症候群の1例
武蔵村山病院小児科 高田 大

DP-162 全身症状を伴わず腎機能障害のみで発症したTINU症候群の一例
日本医科大学附属病院小児科 小林 光一

DP-163 急速に腎障害が進行し乏尿となった急性尿細管間質性腎炎（ATIN）の1歳女児例
旭川厚生病院小児科 佐藤 雅之

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

泌尿器
DP-164 多嚢胞性異形成腎の経過中、遺尿を契機に低異形成腎・尿管異所開口・盲端重複尿管に診断変更

し、双角子宮の合併が認められた1例
東京大学医学部小児科 中村実沙子

DP-165 水腎症3症例から考察した超音波検査の有用性
江東病院小児科/順天堂大学小児科 原田理恵子

DP-166 糖尿病性ケトアシドーシスの治療経過中に酸性尿酸アンモニウム結晶によると考えられた一過
性の乏尿を認めた2症例

千葉県こども病院腎臓科 西村 竜哉

DP-167 乳児期から尿路結石を反復した脊髄性筋萎縮症1型の双胎児例
愛媛県立新居浜病院小児科 手塚 優子

DP-168 左背部痛を伴う肉眼的血尿を契機に発見された重複下大静脈の1例
自衛隊中央病院小児科 横井 太郎

DP-169 当センターにおける総排泄腔遺残症の腎機能予後
あいち小児保健医療総合センター腎臓科 山口 玲子

DP-170 排尿確立以前の尿閉で低活動膀胱を疑った2女児例
岩手医科大学小児科 菅原 啓司

DP-171 短期間に3回の再燃を繰り返し、根治手術に至った急性巣状細菌性腎炎の一例
東京医科大学小児科・思春期科学分野 武 義基

DP-172 軟式ボールで腎損傷を来した腎性尿崩症の1例
高槻病院小児科 三上 華奈

DP-173 学校検尿異常を契機に発見された中腸回転異常症を合併した交 性融合腎の1例
東京都立墨東病院小児科 高橋 匡輝
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一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

COVID-19
DP-174 重度免疫抑制下でCOVID19に罹患した頻回再発型ネフローゼ症候群の5歳男児

国立病院機構北海道医療センター小児腎臓病センター 河口亜津彩

DP-175 COVID-19を契機にネフローゼ症候群が再発した男児例
近畿大学医学部小児科 香川 明生

DP-176 新型コロナウィルス流行下で段階的な腎臓摘出・腹膜透析導入が有効であった先天性ネフロー
ゼ症候群の1例

岩手医科大学小児科学講座 小野寺千夏

一般演題 症例報告部門 オンデマンド配信

症例
DP-177 蛋白同化ホルモンの投与に伴い血清クレアチニン値の変動を呈した男児例

東京大学医学部附属病院小児科 梶保 祐子

DP-178 夜尿症を契機にBasedow病の診断に至った7歳女児例
東京都保健医療公社豊島病院小児科 林 昂彦

DP-179 学校検尿異常を契機として発見された褐色細胞腫
福島県立医科大学小児科学講座 小野 敦史

DP-180 一過性のファンコニー症候群を来した糖尿病性ケトアシドーシスの1例
市立ひらかた病院小児科 白數 明彦

DP-181 可逆性後頭葉白質脳症と血栓性微小血管症を合併したHyponatremic Hypertensive
Syndromeの 1例

群馬大学医学部付属病院小児科 山口 将邦

DP-182 腎限局型血栓性微小血管症と考えられたてんかん治療中の1例
倉敷中央病院小児科 綾 邦彦

DP-183 間欠的水腎症の症状を繰り返し、急性巣状細菌性腎炎と可逆性脳梁膨大部病変を有する軽度脳
炎・脳症を発症した一例

山梨大学医学部小児科 小林 杏奈

DP-184 電解質異常をきたした重症アトピー性皮膚炎の乳児例
藤田医科大学ばんたね病院小児科 松本 祐嗣

DP-185 前彎負荷試験を繰り返し行うことでようやく診断できた起立性蛋白尿の一例
金沢医科大学氷見市民病院小児科 藤木 拓磨

DP-186 血漿交換後早期にリツキシマブを導入し寛解を維持している小児後天性血栓性血小板減少性紫
斑病の1例

山形大学医学部小児科 江口 誠
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DP-187 臨床経過及び検査所見との重症度の乖離から病理所見が腎瘢痕部からの組織と考えられた無症
候性蛋白尿の1例

山梨大学医学部小児科/諏訪中央病院小児科 金井 宏明

一般演題 英語部門 オンデマンド配信

DP-E1 Favorable renal prognosis despite massive glomerular obsolescence in a patient
with nephrotic syndrome

Minamitama Hospital, Department of Pediatrics/
Tokai University, Department of Pediatrics/

Tokai University Hachioji Hospital, Department of Pediatrics Shojiro Okamoto

DP-E2 A Case of Successful Therapy with Cyclosporine and Steroid Pulse Therapy for
Severe Henoch-Schonlein Purpura Nephritis

Department of Pediatrics, Children Medical Center, Matsudo City General Hospital Ken Nakatsu

DP-E3 Detecting pathogenic deep intronic variant in Gitelman Syndrome
Department of Pediatrics, Kobe University Graduate School of Medicine Rini Rossanti

DP-E4 A novel C3 mutation, M1604T, in aHUSmay affect protein structure and cause life-
threatening extra-renal manifestations

Department of Pediatrics, Kindai University Faculty of Medicine/
Department of Immunology, Kindai University Faculty of Medicine Takuji Enya

DP-E5 Assessment of skills on pediatric renal urology procedures among young
pediatricians

Division of Nephrology, Saitama Children’s Medical Center/
Department of Pediatrics, Juntendo University Nerima Hospital Koji Sakuraya

DP-E6 Clinical Features and Treatment Strategies of Febrile Urinary Tract Infection Caused
by ESBL-producing Bacteria

Department of Pediatrics, National Hospital Organization Saitama Hospital Takuma Ohnishi

DP-E7 Focal segmental glomerulosclerosis with 16p11.2 microdeletion syndrome；A case
report

Department of Pediatrics, Tohoku University School of Medicine Nao Uchida

DP-E8 A case of PLCE1mutation and diffuse mesangial sclerosis with rapid progression to
end-stage kidney disease

Department of Pediatrics Gunma University Graduate School of Medicine Yoko Takagi

DP-E9 A case of Gitelman syndrome with normal potassium and magnesium levels at the
regular examination

Department of Pediatrics, Kochi Medical School, Kochi University Masayuki Ishihara


