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特別講演 11月27日（金）10：20～11：20 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

座長：京都府立医科大学大学院 移植・再生外科学 吉村 了勇

Chronic allograft nephropathy の発症メカニズムと治療
大阪医科大学 泌尿器科

あずま はるひと

東 治人

教育講演 11月27日（金）9：50～10：20 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

座長：近畿大学医学部 小児科学教室 竹村 司

小児腎疾患診療における遺伝学的アプローチ
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野

いいじま かづもと

飯島 一誠

教育セミナー（1） 11月27日（金）8：00～8：40 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

（1）-1 AKI
座長：東京都立小児総合医療センター 本田 雅敬

小児のAKI
～一滴の尿からのアプローチ 2015～

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児腎臓科
よしむら ひ ろ し

吉村 仁志

（1）-2 看護
座長：日本大学医学部 小児科 髙橋 昌里

小児腎不全医療における治療意思決定への支援
九州大学病院 看護部

やまもと ち は る

山本 千晴

教育セミナー（2） 11月27日（金）8：40～9：40 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

（2）-1 腹膜透析
座長：新潟県立吉田病院 子どもの心診療科 柳原 俊雄

誰でもできる腹膜透析管理をめざして
千葉県こども病院 腎臓科

ひ さ の まさたか

久野 正貴

（2）-2 栄養
座長：日本赤十字豊田看護大学 腎臓小児科学 上村 治

腎移植後の適切な栄養摂取のために
～食物・栄養素等摂取状況と課題～

東京女子医科大学 腎臓小児科
はまたに りょうこ

濱谷 亮子

（2）-3 小児腎移植患者の長期マネジメント
座長：国立病院機構米子医療センター 杉谷 篤

小児腎移植の長期生着を目指して
東邦大学医学部 小児腎臓学講座

はまさき ゆ う こ

濱崎 祐子
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移植統計報告 11月27日（金）11：20～11：30 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

座長：東邦大学医学部 腎臓学講座 宍戸清一郎

日本小児腎移植臨床統計小委員会報告
：本邦小児腎移植の現況と移植成績―2015―

東京女子医科大学腎臓小児科
はっとり も と し

服部 元史

シンポジウム 11月26日（木）15：50～17：50 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

小児腎移植の理解と普及
座長： 東京女子医科大学 腎臓小児科 服部 元史

聖マリアンナ医科大学 腎泌尿器外科 力石 辰也

1 移植の適応および移植施設へ紹介前に準備しておくこと
仙台赤十字病院 小児科

すがわら の り こ

菅原 典子

2 ドナーに関わる臨床心理士の立場から
国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所�東京女子医科大学

こばやし さ や か

小林 清香

3 小児腎移植の現状～外科医の立場から～
福岡みらい病院

き た だ ひでひさ

北田 秀久

4 腎移植の現状および理想的なフォローアップ
東京都立小児総合医療センター 泌尿器科・臓器移植科

さ と う ひろゆき

佐藤 裕之

5 東邦大学医療センター大森病院における小児腎移植の移植準備と
フォローおよび献腎登録について

東邦大学医療センター大森病院 レシピエント移植コーディネーター
せき ま な み

関 真奈美

共催：ノバルティス ファーマ株式会社
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ランチョンセミナー（1） 11月26日（木）12：50～13：50 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

aHUS（移植症例�ガイドラインupdate）
座長： 東邦大学医学部 腎臓学講座 相川 厚

高知大学医学部 小児思春期医学 藤枝 幹也

1 腎移植後再発性 aHUSの一例
名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター 移植外科

わたらい よしひこ

渡井 至彦

2 aHUS診療 update
徳島大学大学院医歯薬学研究部小児科学

か が み しょうじ

香美 祥二

共催：アレクシオン ファーマ

ランチョンセミナー（2） 11月27日（金）12：10～13：10 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

小児臓器移植の最前線 小児腎移植の現況と今後の課題
座長：弘前大学大学院医学研究科 泌尿器科学講座 大山 力

宮崎大学医学部 泌尿器科学 賀本 敏行

1 北海道の小児腎移植におけるCKD医療連携の現状と課題
北海道大学病院 泌尿器科

も り た けん

森田 研

2 小児腎移植における今後の課題
東邦大学医学部 腎臓学講座

し し どせいいちろう

宍戸清一郎

共催：ノバルティス ファーマ株式会社
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優秀演題賞応募演題 11月26日（木）12：05～12：29 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

急性血液浄化
座長： 県立広島病院 小児腎臓科 大田 敏之

大阪府立母子保健総合医療センター 里村 憲一

E-01 エンドトキシン吸着療法と high flow CHDで救命し得た髄膜炎菌性
敗血症による電撃性紫斑病の一乳児例

順天堂大学 医学部附属 練馬病院 小児科
さいとう まさひと

齊藤 真人

E-02 当院におけるエンドトキシン吸着療法（PMX）施行症例の変遷
埼玉県立小児医療センター 腎臓科

さくらや こ う じ

櫻谷 浩志

E-03 腫瘍崩壊症候群に対して持続血液透析施行後に
PRES（Posterior reversible encephalopathy syndrome）を
発症した成熟B細胞性急性リンパ性白血病の一例

順天堂大学 医学部 小児科�東京都保健医療公社 多摩南部地域病院 小児科
や ま だ ひろみち

山田 啓迪

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）14：00～14：32 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

腹膜透析
座長： 静岡県立こども病院 腎臓内科 和田 尚弘

国立病院機構金沢医療センター 小児科 太田 和秀

E-04 腹膜透析関連細菌性腹膜炎の起炎菌と予後に関する解析
国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科

か め い こういち

亀井 宏一

E-05 当センターにおける腹膜透析カテーテル関連感染症の検討
あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

やまかわ さとし

山川 聡

E-06 腹膜透析における注排液不良により外科的治療が必要であった症例
の検討

あいち小児保健医療総合センター 腎臓科
た な か か ず き

田中 一樹

E-07 被嚢性腹膜硬化症（EPS）を疑われた小児腹膜透析（PD）患者の、
臨床症状と腹膜生検結果の検討

東京都立小児総合医療センター 腎臓内科
は ら だ りょうこ

原田 涼子

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）14：32～14：56 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

急性腎不全（1）
座長：医療法人藤本育成会大分こども病院 桑門 克治

市立芦屋病院 小児科 森田 拓

E-08 同時期にサルモネラ感染を発症しながら、異なる腎臨床像を
呈した兄弟例

国立病院機構新潟病院 小児科
たかはし ゆういち

高橋 雄一

E-09 腸管出血性大腸菌によるHUSを原疾患としてAKI を
呈した症例の急性期管理（％FOからの考察）

静岡済生会総合病院 小児科
し お だ つとむ

塩田 勉
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E-10 異なる経過をたどった腸管出血性大腸菌による溶血性尿毒症症候群の
姉妹例

神戸大学大学院医学研究科 内科系講座小児科学分野
なかにし け い た

中西 啓太

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）14：56～15：20 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

急性腎不全（2）
座長：日本大学医学部 小児科学系小児科学分野 髙橋 昌里

福島県立医科大学 小児科 川崎 幸彦

E-11 難治性紫斑病性腎炎に対するMMF療法が急性腎障害の原因と
考えられた 2例

近畿大学医学部小児科
すぎもと けいすけ

杉本 圭相

E-12 トスフロキサシンによる急性腎障害の原因として血管内皮障害が
示唆された 1例

東京大学医学部附属病院 小児科
お が わ ようすけ

小川 陽介

E-13 薬剤性尿細管間質性腎炎を合併した IgA 腎症の一例
大阪市立総合医療センター 小児総合診療科

ひさとみりゅうたろう

久富隆太郎

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）15：20～15：44 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

急性腎不全（3）
座長： 杏林大学医学部 小児科 楊 國昌

久留米大学医学部 小児科 田中 征治

E-14 超早産児（在胎 28週未満）の血清クレアチニン（Cr）値の推移と、
日齢 60、日齢 90 における基準値―超早産児のAKI 診断にむけて―

静岡県立こども病院 新生児科
の ぐ ち てっぺい

野口 哲平

E-15 胎児期に指摘され生後早期に腎瘻造設を要した馬蹄腎を伴う
巨大先天性水腎症の一女児例

順天堂大学医学部附属浦安病院 小児科�順天堂大学医学部附属静岡病院 新生児センター
ご ん だ ゆうすけ

権田 裕亮

E-16 当院において緊急経皮的腎瘻造設術を行った 23症例の検討
あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

い と うそうたろう

伊藤創太郎

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）12：05～12：37 第2会場「白雲」

看護
座長： 日本赤十字豊田看護大学 上村 治

大阪医科大学附属病院 看護部 池添 香苗

E-17 逆行性排尿時膀胱尿道造影検査を受ける子どもへの支援
：チャイルド・ライフ・スペシャリストの取り組み

東邦大学医療センター大森病院
わたなべ はるか

渡辺 悠

E-18 腎移植を受ける子どもへのプリパレーションとその取り組み
東邦大学医療センター大森病院

は ら だ か な

原田 香奈
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E-19 ターミナル期の意思決定から在宅療養への移行準備における
看護師の役割―ターミナル期を在宅で過ごすことを選択した末期腎
不全患者 2例を通して―

あいち小児保健医療総合センター 看護部
ば ん の み き

坂野 未来

E-20 生体腎移植後に腹膜透析導入となった患児とその両親への看護介入
東邦大学医療センター大森病院2号館4階西病棟

ふかざわ ま な み

深沢 愛実

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）14：00～14：24 第2会場「白雲」

腎移植（1）
座長：兵庫医科大学 泌尿器科・腎移植センター 野島 道生

東京都立小児総合医療センター 腎臓内科 石倉 健司

E-21 膀胱皮膚瘻管理を選択した重篤な下部尿路異常を合併する
小児腎移植症例の検討

東邦大学 医学部 小児腎臓学講座
たかはし ゆうすけ

高橋 雄介

E-22 小児の先行的腎移植希望に対する達成可否の検討
東邦大学 医学部 腎臓学講座

いたばし よしひろ

板橋 淑裕

E-23 生体腎移植後のDe novo 膜性腎症の 1例：移植関連合併症との関連
国立成育医療研究センター 腎臓リウマチ膠原病科

いしもり し ん ご

石森 真吾

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）14：24～14：48 第2会場「白雲」

腎移植（2）
座長： 神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 藤澤 正人

大阪医科大学 腎泌尿器外科・血液浄化センター 平野 一

E-24 腎移植後にmetastatic pulmonary calcinosis を認め致死的経過を
辿った一例

富山県立中央病院 小児科
う え の かずゆき

上野 和之

E-25 献腎移植を行うも機能せず、生体腎移植した一例
兵庫医科大学 小児科

たにぐち ようへい

谷口 洋平

E-26 腎移植後にウイルス関連の重症合併症を呈した 4症例
神戸大学大学院医学研究科 内科系講座 小児科学分野

にんちょうじた け し

忍頂寺毅史

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）14：48～15：20 第2会場「白雲」

腎移植（3）
座長： 米子医療センター 外科 杉谷 篤

福岡市立こども病院 腎疾患科 郭 義胤

E-27 低体重患者の腎移植周術期の検討
名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター 小児腎臓科

くろやなぎ よしゆき

畔柳 佳幸

E-28 腎移植例における小児腹膜透析患者の体液量とその評価
東京女子医科大学 腎臓小児科

な か の え い じ

中野 栄治
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E-29 生体腎移植前の血清カリウムと移植前日の摂取エネルギー管理は
移植当日の高カリウム血症を予防する

東京都立小児総合医療センター 腎臓内科
か ね こ まさひろ

金子 昌弘

E-30 ドナー年齢の層別化から検討した移植後早期の腎機能と
ベースライン（0hr）生検像

東京女子医科大学 腎臓小児科
たきざわ けいいち

滝澤 慶一

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）15：20～15：52 第2会場「白雲」

慢性腎不全（1）
座長： 埼玉県済生会栗橋病院 白髪 宏司

東邦大学大橋病院 小児科学教室 関根 孝司

E-31 新鮮凍結血漿投与により透析を回避した angiotensinogen 欠損に
よる renal tubular dysgenesis の 1 例

東京大学 医学部 小児科
み う らけんいちろう

三浦健一郎

E-32 遺伝子解析により早期診断に至ったGitelman 症候群の 2例
大和市立病院 小児科

す が や け ん た

菅谷 憲太

E-33 Alagille 症候群を疑い早期に腹膜透析を開始した 1乳児例
兵庫県立こども病院 腎臓内科

しらとり あつとし

白鳥 孝俊

E-34 低形成腎による慢性腎不全に対し腹膜透析を導入した
クラインフェルター症候群の一例

大阪大学 医学部 医学系研究科 小児科学
なかやま ひろふみ

中山 尋文

優秀演題賞応募演題 11月26日（木）15：52～16：24 第2会場「白雲」

慢性腎不全（2）
座長：新潟県立吉田病院 子どもの心診療科 柳原 俊雄

和歌山県立医科大学 小児科 中西 浩一

E-35 多尿を呈する末期腎不全における腎代替療法のタイミング
あいち小児保健医療総合センター 腎臓科

し ば た れ い こ

柴田 玲子

E-36 Fontan 循環での長期腎代替療法を模索している末期腎不全の 1例
東京女子医科大学 腎臓小児科

た だ のりまさ

多田 憲正

E-37 長期入院腎不全患児における心身発育への配慮
―腹膜透析から血液透析への移行経験―

公立福生病院 小児科�東京都立小児総合医療センター 腎臓内科
み か み なおあき

三上 直朗

E-38 腎機能障害と高血圧を認めた兄妹例
滋賀医科大学 小児科学講座

たかしま こうへい

高島 光平
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優秀演題賞応募演題 11月26日（木）16：24～16：48 第2会場「白雲」

慢性腎不全（3）
座長：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

埼玉医科大学 小児科 秋岡 祐子

E-39 小児腹膜透析患者へのクエン酸第二鉄水和物投与の効果についての
臨床的検討

あいち小児保健医療総合センター 腎臓科
かわぐち あ づ さ

河口亜津彩

E-40 十二指腸チューブから炭酸カルシウムの投薬を行っていたため
CKD�MBDの治療に難渋した 1歳男児例

国立成育医療研究センター 腎臓・リウマチ・膠原病科
か の う ゆ う じ

加納 優治

E-41 小児腹膜透析患者のカテーテル感染に対するバンコマイシンの
適正投与方法の検討

あいち小児保健医療総合センター 薬剤部
み ざ き と も こ

見崎 知子
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一般演題 11月26日（木）16：48～17：12 第2会場「白雲」

腹膜透析（1）
座長：新潟大学医歯学総合病院 小児科 池住 洋平

東京女子医科大学 腎臓小児科 石塚喜世伸

O-01 腹膜透析導入時に、切れた脳室腹腔内シャントチューブによる
骨盤腔内癒着を認めた重症心身障害児の 1例

東京女子医科大学病院 腎臓小児科�千葉県こども病院 腎臓科
なわしろ ゆ り

苗代 有鈴

O-02 Serratia による PD関連腹膜炎の一例
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

かみがき ゆう

神垣 佑

O-03 EPS（被嚢性腹膜硬化症）を発症したARB（アンギオテンシン受容体
阻害薬）fetopathy の一例

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 小児腎臓内科
うえはら まさつぐ

上原 正嗣

一般演題 11月26日（木）17：12～17：44 第2会場「白雲」

腹膜透析（2）
座長：あいち小児保健医療総合センター 藤田 直也

立正佼成会附属佼成病院 小児科 倉山 亮太

O-04 小児腹膜透析患者の胃瘻造設時期と合併症に関して
国立成育医療研究センター 腎臓リウマチ膠原病科

な が た ひ ろ こ

永田 裕子

O-05 SMAP法で生じた難治性皮膚離開部がVAC療法にて早期治癒した
小児の 1例

名古屋第二赤十字病院 小児腎臓科
かさはら かつあき

笠原 克明

O-06 腹膜透析導入が必要な乳児症例の一時退院について
大阪府立母子保健総合医療センター 腎・代謝科

やまもと かつすけ

山本 勝輔

O-07 明治 8806 ミルクを使用したところミルクアレルギーを認め、
栄養管理に苦慮した無尿の乳児腹膜透析患児の 1例

東京女子医科大学病院 腎臓小児科
と み い ゆ う じ

富井 祐治

一般演題 11月27日（金）13：20～13：52 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

CKD
座長： 兵庫県立こども病院 腎臓内科 田中亮二郎

宮崎大学医学部 発達泌尿生殖医学講座 小児科学分野 此元 隆雄

O-08 体重増加不良の経過観察中に腎機能低下、高K血症を認め
急性血液浄化療法を施行した 1ヶ月乳児の一例

県立広島病院 小児腎臓科
ふ じ い ひろし

藤井 寛

O-09 新生児期に腎機能障害の既往があり、学童期に腎生検を施行した 3例
高知大学 医学部 小児思春期医学

いしはら まさゆき

石原 正行
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O-10 学校検尿精密検診で当院を受診したCKDステージ 2児の検討
東京都立墨東病院小児科

おおもり た え

大森 多恵

O-11 小児甲状腺機能低下症患者における腎機能低下の頻度
東京都立小児総合医療センター 腎臓内科

て ら の ち か こ

寺野千香子

一般演題 11月27日（金）13：52～14：24 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

小児泌尿器（1）
座長：千葉県こども病院 泌尿器科 本間 澄恵

日本大学医学部 小児科 齋藤 宏

O-12 尿路感染症による菌血症を契機に急性腎不全をきたした
両側低形成腎の新生児例

埼玉医科大学総合医療センター 小児科
うるしはら や す こ

漆原 康子

O-13 尿路感染に伴う急性腎障害を契機に診断した後部尿道弁の 4歳男児例
福島県立医科大学 小児科

おおはらしんいちろう

大原信一郎

O-14 異なる要因により巨大膀胱を来たした先天性腎尿路奇形の 2新生児例
大阪市立総合医療センター小児総合診療科

う え だ ひろあき

上田 博章

O-15 当院における膀胱尿管逆流症および腎症管理の現況と問題点
秋田赤十字病院 臨床研修センター

つ ち だ さ と こ

土田 聡子

一般演題 11月27日（金）14：24～14：48 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

小児泌尿器（2）
座長：東京女子医科大学 泌尿器科 家後 理枝

九州大学医学部 小児科 西山 慶

O-16 軽度蛋白尿、腎機能障害を呈し学校検尿で発見された両側水腎症の 1例
東京都立墨東病院 小児科

あ り じ しょうへい

有路 将平

O-17 持続する腹痛、腹水貯留を契機に発見された尿膜管遺残症の一例
東京慈恵会医科大学 小児科学講座

こ た け さ お り

小竹 沙織

O-18 妊娠後期に突然無尿に陥った腎の回旋異常に伴う
両側腎盂尿管移行部の機能的閉塞例

東京慈恵会医科大学 小児科学講座
ひ ら の だ い し

平野 大志
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一般演題 11月27日（金）14：48～15：12 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

小児泌尿器（3）
座長：弘前大学医学部附属病院 小児科�弘前大学教育学部 教育保健講座 田中 完

岡山大学病院 小児科 宮井 貴之

O-19 腰痛を伴い左水腎症消失後に対側水腎症が出現しBurkitt Lymphoma
と診断された一男児例

大阪医科大学 小児科
ふ じ い ゆ う こ

藤井 裕子

O-20 骨盤内腫瘍により腎後性腎不全を来した 21�trisomy の男児例
市立四日市病院 小児科

ご と う と も き

後藤 智紀

O-21 当院から泌尿器科的疾患により他院へ紹介となった症例のまとめ
聖隷佐倉市民病院 小児科

す ず き しげる

鈴木 繁

一般演題 11月27日（金）15：12～15：44 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

腎移植（1）
座長： 愛知医科大学 腎臓・リウマチ膠原病内科 永井 琢人

宮崎大学医学部 発達泌尿生殖医学講座 小児科学分野 今村 秀明

O-22 下部尿路異常レシピエントにおける腎移植と尿路治療のタイミング
北海道大学病院 泌尿器科

も り た けん

森田 研

O-23 献腎移植後 1年半で移植腎廃絶に至った 1例
東邦大学 医学部 小児腎臓学講座

く ぼ た まい

久保田 舞

O-24 腎移植後、上室性不整脈を新たに認めた 1例
東京女子医科大学 腎臓小児科

はま ひろたか

濱 浩隆

O-25 10 代で妊娠・出産した腎移植後患児の 1例
東京都立小児総合医療センター 泌尿器科

あ お きゆうじろう

青木裕次郎

一般演題 11月27日（金）15：44～16：16 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

腎移植（2）
座長：東京慈恵会医科大学 小児科 平野 大志

県立広島病院 小児腎臓科 藤井 寛

O-26 5 歳未満の乳幼児 36例の腎移植後の頭囲と発達の改善
東邦大学 医療センター 佐倉病院 小児科

もとやま おさむ

本山 治

O-27 低体重ドナーから成人への献腎移植の経験から得られた問題点
兵庫医科大学 泌尿器科・腎移植センター

や ま だ ゆうすけ

山田 祐介

O-28 小児腎移植患者の術直後のタクロリムス投与量についての検討
（術前の体重を使用した投与量計算式の作成）

名古屋第二赤十字病院 小児腎臓科
ご と う よしみつ

後藤 芳充
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O-29 エベロリムスを新規導入した小児腎移植の経験
東京女子医科大学 腎臓小児科

いしづかき よ の ぶ

石塚喜世伸

一般演題 11月27日（金）16：16～16：40 第1会場 コンベンションホール「天祥の間」

腎移植（3）
座長： 東京大学医学部 小児科 三浦健一郎

大阪市立総合医療センター 小児総合診療科 上田 博章

O-30 Peters plus 症候群の女児の腎移植後の経過
東邦大学 医療センター 佐倉病院 小児科

もとやま おさむ

本山 治

O-31 腎移植を行った常染色体劣性多発性嚢胞腎（ARPKD）患児の
術前および術後経過

東京都立小児総合医療センター 泌尿器科・臓器移植科
さくらばやし けい

櫻林 啓

O-32 広範囲ヒルシュスプルング病の術後、吸収不良を疑われたが
腎移植可能であった 21トリソミーの 1例

名古屋第二赤十字病院 腎臓病総合医療センター 小児腎臓科
な が の ち な

長野 智那

一般演題 11月27日（金）8：00～8：32 第2会場「白雲」

腎炎・ネフローゼ（1）
座長： 倉敷中央病院 綾 邦彦

東京都立墨東病院 小児科 大森 多恵

O-33 小児特発性ネフローゼ症候群におけるC2指標にした
血中濃度管理でのシクロスポリン腎症発症の検討 第二報

自治医科大学 小児科学
あおやぎ じゅん

青柳 順

O-34 初発の特発性小児ネフローゼ症候群に対するプレドニゾロンによる
眼圧への影響と薬学的介入

兵庫県立こども病院 薬剤部
あいこう よ し み

愛甲 佳未

O-35 カルペリチドにより利尿が得られた巣状分節性糸状体硬化症の 2例
和歌山県立医科大学 小児科

さ と う まさし

佐藤 匡

O-36 発症から 12年目の再増悪に伴い蛋白尿のコントロールができず
難渋している巣状分節性糸球体硬化症 collapsing variant の男子例

自治医科大学小児科
お だ か じゅん

小高 淳

一般演題 11月27日（金）8：32～8：56 第2会場「白雲」

腎炎・ネフローゼ（2）
座長：JCHO星ヶ丘医療センター 小児科 中島 充

高知大学医学部 小児思春期医学 石原 正行

O-37 軽症 IgA 腎症に急性腎障害をきたし、腎障害が遷延した一例
宮崎県立宮崎病院 小児科�宮崎大学 医学部 泌尿生殖発達医学講座 小児科学分野

た な か え つ こ

田中 悦子
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O-38 ネフローゼと乏尿を呈したが、多剤併用療法により寛解に至った
紫斑病性腎炎の一例

日本赤十字社和歌山医療センター 小児科
いのうえ み ほ こ

井上美保子

O-39 Focal segmental mesangial proliferation を呈し異なる臨床経過を
呈した non�IgA 腎症 2例の検討

東邦大学医療センター大森病院小児科
は せ が わ けい

長谷川 慶

一般演題 11月27日（金）8：56～9：20 第2会場「白雲」

腎炎・ネフローゼ（3）
座長：富山市立富山市民病院 小児科 金田 尚

自治医科大学 小児科学 青栁 順

O-40 造血幹細胞移植後の経過中にPSAGNを合併しネフローゼが
遷延した一例

信州大学 医学部附属病院 小児科
ち ば な お

千葉 奈央

O-41 肺炎球菌菌血症と急性腎炎を併発した 1歳男児
順天堂大学 医学部付属 練馬病院 小児科

う み の だいすけ

海野 大輔

O-42 膜性増殖（MPGN）型の光顕像を呈したProliferative glomerulonephri-
tis with monoclonal IgG deposits（PGNMID）の 3例

東京女子医科大学 腎臓小児科
な か の え い じ

中野 栄治

一般演題 11月27日（金）9：20～9：44 第2会場「白雲」

腎炎・ネフローゼ（4）
座長：滋賀医科大学 小児科 澤井 俊宏

大阪医科大学 小児科 白数 明彦

O-43 食思不振、腎機能低下にて気付かれた特発性尿細管間質性腎炎の
一女児例

国立病院機構 金沢医療センター 小児科
お お た かずひで

太田 和秀

O-44 ブドウ膜炎に伴う尿細管間質性腎炎の再発に対し、シクロスポリンが
有効であった女児例

徳島大学病院 小児科
きのした ゆ き こ

木下ゆき子

O-45 TINU症候群（間質性腎炎ぶどう膜炎症候群）の一例の免疫学的検討
東京医科歯科大学 医学部附属病院 小児科

お く つ み か

奥津 美夏
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一般演題 11月27日（金）9：44～10：08 第2会場「白雲」

バイオマーカー
座長：東京大学医学部 小児科 張田 豊

大阪医科大学 小児科 松村 英樹

O-46 腸管出血性大腸菌によるHUS症例の L�FABPを含む尿中バイオ
マーカーは急性血液浄化適応の指標となるか？
―非HUS症例 AKI との比較も含めて―

静岡こども病院 腎臓内科
きたやま ひろつぐ

北山 浩嗣

O-47 新生児 AKI における L�FABPを含めた尿中バイオマーカーの
臨床的検討

静岡こども病院 腎臓内科
きたやま ひろつぐ

北山 浩嗣

O-48 小児慢性腎疾患における尿中 L型脂肪酸結合蛋白測定の意義
九州大学病院 小児科

にしやま けい

西山 慶

一般演題 11月27日（金）10：08～10：32 第2会場「白雲」

薬物
座長：埼玉県立小児医療センター 腎臓科 藤永周一郎

東京医科歯科大学 小児科 田中絵里子

O-49 インドメタシン投与後の腎障害が遷延した超低出生体重児の 1例
東邦大学 医療センター 佐倉病院 小児科

もとやま おさむ

本山 治

O-50 胎児水腫を呈したARBfetopathy の一例
宮城県立こども病院 腎臓内科

いながき て つ じ

稲垣 徹史

O-51 化学療法により尿細管性アシドーシスを発症した 3例
昭和大学 藤が丘病院 小児科

わたなべ つ ね き

渡邊 常樹

一般演題 11月27日（金）10：32～11：12 第2会場「白雲」

看護
座長：大阪府立母子保健総合医療センター 腎・代謝科 山本 勝輔

東京女子医科大学病院 移植支援室 岡部 祥

O-52 祖父からの生体腎移植後、ただちに移植腎機能が廃絶した小児慢性腎
不全患者の家族の心理状況と看護介入

東邦大学医療センター大森病院 2号館4階西病棟
おさ じゅんこ

長 順子

O-53 腹膜透析導入となった児をもつ母親への看護の振り返り
～母の不安と医療者へのニーズに焦点をあてて～

北海道大学病院 5�1病棟
く ど う つばさ

工藤 翼

O-54 慢性疾患を持つ外国人患児と家族への関わり
大阪医科大学附属病院 65病棟

たかぞの あ い り

高園 藍里
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O-55 腎疾患専門に特化したキャリア開発ラダーの構築
東京都立小児総合医療センター 看護部

おおくら ち づ こ

大倉千鶴子

O-56 腹膜透析を行う上での痛みに関する看護支援の検討
～長期にPD療法を行う上で痛みを伴った思春期患者 1例の分析よ
り～

千葉県こども病院 看護局
う つ み か な こ

内海加奈子

一般演題 11月27日（金）13：20～13：44 第2会場「白雲」

HUS�TMA（1）
座長：大阪市立総合医療センター 小児総合診療科 藤丸 季可

信州大学医学部附属病院 小児科 日髙 義彦

O-57 長期血液透析を要しCKD Stage4 に移行したSTEC�HUSの
2歳男児例

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
や ま だ あきふみ

山田 哲史

O-58 腸管出血性大腸菌感染症関連溶血性尿毒症症候群の重症化指標と
しての血清 angiopoietin2 および 1の臨床的有用性

金沢大学医薬保健研究域 医学系 小児科
し み ず ま さ き

清水 正樹

O-59 ALL 再発治療中にアルキル化剤による薬剤性 TMAを発症した 1例
奈良県立医科大学付属病院 小児科

よ し だ りょうた

芳田 龍太

一般演題 11月27日（金）13：44～14：08 第2会場「白雲」

HUS�TMA（2）
座長： 東京都立小児総合医療センター 幡谷 浩史

筑波大学医学部 腎・血管病理学 井藤奈央子

O-60 早期のエクリズマブ投与が有効であった非典型溶血性尿毒症症候群
の 4歳男児例

東京慈恵会医科大学 小児科学講座
う め だ ち さ と

梅田 千里

O-61 基礎疾患を有する非典型溶血性尿毒症症候群に対するEculizmab の
治療経験～投与継続・中止の観点から～

埼玉県立 小児医療センター 腎臓科
みずたに あきら

水谷 亮

O-62 心不全を契機に発見され、エクリズマブが奏功した aHUSの 3か月乳
児例

新潟大学 医歯学総合病院 小児科
は せ が わ ひ ろ や

長谷川博也
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一般演題 11月27日（金）14：08～14：40 第2会場「白雲」

急性腎不全
座長：金沢大学医薬保健研究域医学系 小児科 清水 正樹

山形大学医学部 小児科 荻野 大助

O-63 体重減少と肝脾腫、腎機能障害を呈したサルコイドーシスの一例
東京医科歯科大学 医学部附属病院 小児科

ふじまき あ す か

藤巻明日香

O-64 シクロホスファミド大量静注療法中に再燃し、リツキシマブが有効で
あった顕微鏡的多発血管炎の 3才女児

埼玉県立小児医療センター 腎臓科
ふじながしゅういちろう

藤永周一郎

O-65 急性腎不全を来したYersinia pseudotuberculosis 感染症の一例
JCHO諫早総合病院 小児科

は ら だ さだとも

原田 定智

O-66 横紋筋融解症と脱水症にともない急性腎障害を呈したが透析を
回避しえた一例

東京北医療センター
もとよし や え こ

元吉八重子

一般演題 11月27日（金）14：40～15：04 第2会場「白雲」

慢性腎不全（1）
座長：近畿大学医学部 小児科 杉本 圭相

神戸大学附属病院 野津 寛大

O-67 維持腹膜透析導入となった、くも膜嚢胞を有する乳児型ネフロン癆の
男児例

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 小児科
し み ず じゅんや

清水 順也

O-68 貧血を契機に発見された末期腎不全のネフロン癆の一男児例
国保松戸市立病院 小児医療センター 小児科

おおもり の り お

大森 教雄

O-69 腎移植後に脳腫瘍による中枢性尿崩症が顕在化した
若年性ネフロン勞の 1女児例

横浜市立大学付属市民総合医療センター 小児科
い な ば あや

稲葉 彩

一般演題 11月27日（金）15：04～15：28 第2会場「白雲」

慢性腎不全（2）
座長： 名古屋第二赤十字病院 後藤 芳充

広島市立舟入市民病院 小児科 古江 健樹

O-70 腎代替療法の導入が困難と考えられたが血液透析を導入できた
総排泄腔外反症、短腸症候群の女児例

大阪府立母子保健総合医療センター 腎・代謝科
ふじわら か お り

藤原香緒里

O-71 末期腎不全の治療方針決定に苦慮したSensenbrenner 症候群の一例
山梨県立中央病院 新生児科�山梨厚生病院 小児科

た か だ けん

高田 献
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O-72 腎移植を目指し、神経芽腫治療後の複数の問題点を抱えながら
腹膜透析を施行している女児例

東北大学 小児科
ま つ き た く ま

松木 琢磨

一般演題 11月27日（金）15：28～16：00 第2会場「白雲」

急性血液浄化（1）
座長： 静岡こども病院 腎臓内科 北山 浩嗣

東京北医療センター 小児科 元吉八重子

O-73 緑膿菌による敗血症性ショックをAN69ST でのCRRTで救命した一例
厚木市立病院 小児科�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

い と う あきら

伊藤 亮

O-74 劇症肝炎に対し直列回路によるCHDF＋PEを施行した 2歳男児例
順天堂大学小児科・思春期科

はら た い ち

原 太一

O-75 抗 CADM�140 抗体陽性の若年性皮膚筋炎に合併した間質性肺炎に
対し、血漿交換とエンドトキシン吸着療法を施行した 2歳女児例

埼玉県立小児医療センター 腎臓科
お ざ わ か な こ

小澤香菜子

O-76 血漿交換および白血球除去療法が著効した
難治性全身型若年性特発性関節炎の 2例

東京臨海病院 小児科
つ か だ み ず は

塚田 瑞葉

一般演題 11月27日（金）16：00～16：24 第2会場「白雲」

急性血液浄化（2）
座長：宮城県立こども病院 腎臓内科 稲垣 徹史

秋田赤十字病院 土田 聡子

O-77 腎移植前に選択的血漿交換を施行した巣状分節性糸球体硬化症の一例
県立広島病院 小児腎臓科

お お た としゆき

大田 敏之

O-78 腫瘍崩壊症候群に持続血液透析が著効した悪性リンパ腫による
oncologic emergency の 1例

埼玉県立小児医療センター 腎臓科
もりした

森下むつみ

O-79 オルニチントランスカルバミラーゼ欠損症により
高アンモニア血症を呈し血液浄化療法を行った 2例

埼玉県立小児医療センター 腎臓科
に し の ともひこ

西野 智彦
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