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会長講演・特別講演・教育講演，学会賞講演

会長講演：10月１日（土）９：00～９：20　第１会場
「�小児消化器分野で臨床と研究は両立するか」
座長：入戸野　博（医療法人社団　順伸クリニック　胆汁酸研究所）
演者：永田　　智（東京女子医科大学　小児科）

特別講演１：10月１日（土）14：00～14：50　第１会場
「�Gut�dysbiosis�in�infancy�heralds�the�subsequent�development�of�pediatric�diseases」
座長：永田　　智（東京女子医科大学　小児科）
演者：Yen-Hsuan�Ni（�Department�of�Pediatrics,�College�of�Medicine�and�Children’s�

Hospital,�National�Taiwan�University,�Taipei,�Taiwan）

特別講演２：10月２日（日）10：00～11：00　第１会場
「�わが国の新型コロナウイルス感染症流行と対策」
座長：清水　俊明（順天堂大学医学部附属順天堂医院　小児医療センター）
演者：脇田　隆字（国立感染症研究所）

教育講演１：10月２日（日）14：10～15：10　第１会場
「�ビタミンD発見100周年～小児科診療におけるビタミンDの重要性～」
座長：鈴木　光幸（順天堂大学医学部　小児科）
演者：時田　章史（医療法人社団Bambini　兼　東京医科大学　医学教育学分野）

学会賞講演，若手優秀論文賞：10月１日（土）18：20～19：00　第１会場
座長：虻川　大樹（宮城県立こども病院総合診療科）
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シンポジウム

ガイドライン委員会シンポジウム： 
小児栄養消化器肝臓領域のガイドライン・診療指針の現状 
 10月１日（土）９：30～10：30　第２会場
座長：瀧谷　公隆（大阪医科薬科大学　医学教育センター　小児科）
　　　岡島　英明（金沢医科大学医学部　小児外科）
GS-１�「�難治性下痢症診断アルゴリズムとその解説」
　　　演者：虫明　聡太郎（近畿大学奈良病院　小児科）
GS-２�「�消化管ポリポーシス診療ガイドライン」
　　　演者：中山　佳子（信州大学医学部　小児医学教室）
GS-３�「�C型肝炎母子感染小児の診療ガイドラインについて」
　　　演者：田尻　仁（�近畿大学医学部　小児科学教室／大阪府立急性期・総合医療セ

ンター　小児科）
GS-４�「�小児クローン病の治療指針改訂」
　　　演者：清水　泰岳（国立成育医療研究センター　消化器科　小児IBDセンター）
GS-５�「�小児潰瘍性大腸炎の治療指針：最新改訂版のポイント」
　　　演者：水落　建輝（久留米大学　医学部　小児科）

会長要望シンポジウム：小児腸内細菌叢の基礎と臨床 
 10月１日（土）16：20～17：20　第１会場
座長：東海林宏道（順天堂大学医学部　小児科学講座）
　　　梶　　俊策（津山中央病院　小児科）
PS-１�「小�児腸内細菌叢と健康」
　　　演者：野本　康二（東京農業大学　生命科学部　分子微生物学科）
PS-２�「�術後一過性胆汁酸アミノ酸抱合障害を伴った多発性空腸膜様閉鎖症の低出生体

重児」
　　　演者：入戸野　博（医療法人社団　順伸クリニック　胆汁酸研究所）
PS-３�「�原発性硬化性胆管炎の８歳女児で胆管系細胞および胆汁の培養でCutibacterium�

Acnesを検出した１例─胆管系侵入腸内細菌による胆管障害─」
　　　演者：寺澤　総介（�医療法人　東可児病院　小児科　兼　明星会　明星診療所　

小児科内科）
PS-４�「�小腸移植の急性拒絶反応における腸管免疫および腸内細菌叢の変化の検討」
　　　演者：工藤　裕実（慶應義塾大学　医学部　外科学（小児））
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共催セミナー

ランチョンセミナー１　東亜新薬株式会社／東亜薬品工業株式会社 
10月１日（土）12：00～13：00　第１会場

テーマ「�原発性硬化性胆管炎と腸内細菌叢の関わり」
座長：永田　　智（東京女子医科大学　小児科）
演者：乾　あやの（済生会横浜市東部病院　小児肝臓消化器科）

ランチョンセミナー２　アレクシオンファーマ合同会社 メディカルアフェアーズ本部  
10月１日（土）12：00～13：00　第２会場

テーマ「�ライソゾーム病の新生児スクリーニング：現状と新規対象疾患への展望」
座長：徳原　大介（和歌山県立医科大学　小児科学講座）
演者：中村　公俊（熊本大学大学院生命科学研究部　小児科学講座）

ランチョンセミナー３　EAファーマ株式会社／持田製薬株式会社 
10月２日（日）12：20～13：20　第１会場

テーマ「�小児便秘症の未来を考える」
座長：永田　　智（東京女子医科大学　小児科）
演者：中山　佳子（信州大学医学部保健学科）

ランチョンセミナー４　武田薬品工業株式会社ジャパンメディカルオフィス 
10月２日（日）12：20～13：20　第２会場

テーマ「�短腸症候群に対する腸管リハビリテーション～多職種連携による医療の実践～」
座長：虫明聡太郎（近畿大学奈良病院　小児科）
演者：奥山　宏臣（大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座小児成育外科学）
ディスカッサー：虫明聡太郎（近畿大学奈良病院　小児科）
　　　　　　　　奥山　宏臣（大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座小児成育外科学）
　　　　　　　　工藤　孝広（順天堂大学医学部　小児科学講座）

モーニングセミナー　アッヴィ合同会社 
10月２日（日）８：00～８：50　第１会場

テーマ「�潰瘍性大腸炎の内科治療について」
座長：齋藤　　武（千葉県こども病院　小児外科）
演者：竹内　一朗（国立成育医療研究センター　小児科系専門診療部　消化器科）
演者：澁谷　智義（順天堂大学　消化器内科）

企業共催セミナー１　サノフィ株式会社 
10月１日（土）９：30～10：30　第１会場

テーマ「�肝脾腫を合併する代謝性疾患への診断戦略Up�to�Data」
座長：酒井　規夫（大阪大学大学院医学系研究科　保健学専攻　成育小児科学）
演者：村山　　圭（千葉県こども病院　代謝科）
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企業共催セミナー２　株式会社ヤクルト本社 
 10月１日（土）15：40～16：10　第１会場
テーマ「�胆道閉鎖症の長期生存例の腸内細菌と代謝に及ぼす影響」
座長：永田　　智（東京女子医科大学　小児科学講座）
演者：山城雄一郎（順天堂大学大学院　プロバイオティクス研究講座）

企業共催セミナー３　ミヤリサン製薬株式会社 
 10月２日（日）11：10～12：10　第１会場
テーマ「�小児Helicobacter�pylori感染症と腸内細菌叢」
座長：虻川　大樹（宮城県立こども病院）
演者：垣内　俊彦（佐賀大学医学部　小児科）
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一般口演

症例報告：消化管１　10月１日（土）10：40～11：10　第１会場
座長：石毛　　崇（群馬大学医学部附属病院　小児科）
　　　高木　祐吾（熊本赤十字病院こども医療センター　小児科）
O-01� �チオプリン製剤による汎血球減少症を呈したヘテロのNUDT15遺伝子変異を有す

る潰瘍性大腸炎の１例
　　　　順天堂大学　医学部　小児科　福田　茂孝
O-02� �トファシチニブが有効であったステロイド依存性潰瘍性大腸炎の一例
　　　　和歌山県立医科大学　小児科／有田市立病院　小児科　篠﨑　浩平
O-03� �クローン病の病勢悪化との鑑別に苦慮したメサラジン不耐症の２例
　　　　埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科　岩間　達

若手優秀演題　10月１日（土）11：20～11：50　第１会場
座長：新井　勝大（国立成育医療研究センター　消化器科）
　　　水田　耕一（埼玉県立小児医療センター　移植センター）
O-04� ��腸管生物時計の破綻により，グルコース吸収が低下する
　　　　�大阪母子医療センター　研究所　骨発育疾患研究部門／大阪大学大学院　医学

系研究科　小児科学　大沼　真輔
O-05� �乳幼児期からの貧血と便潜血陽性を契機に診断に至ったCowden症候群/PTEN過

誤腫症候群の１例
　　　　久留米大学　医学部　小児科　津村　直弥
O-06� �肝臓繊維化を主徴とする希少疾患患者から同定されたNLRP１点変異の機能解明
　　　　順天堂大学大学院　医学研究科　アトピー疾患研究センター　山本　里彩

一般演題：消化管１　10月１日（土）13：10～13：50　第１会場
座長：秋山　卓士（中国電力株式会社中電病院　小児外科）
　　　羽鳥　麗子（群馬大学医学部附属病院　地域医療研究・教育センター）
O-07� �小児炎症性腸疾患における血清LRGと血清カルプロテクチンの有用性：多施設共

同研究
　　　　久留米大学　医学部　小児科　安田　亮輔
O-08� �小児期発症炎症性腸疾患における便中バイオマーカーの検討
　　　　順天堂大学　小児科　吉村　良子
O-09� �潰瘍性大腸炎術後患児における術前CRP�Albumin�ratio�（CAR）の臨床的意義に

関する検討
　　　　三重大学医学部附属病院　消化管・小児外科　小池　勇樹
O-10� IBD患児における新型コロナウイルスワクチン接種後の抗体価の検討
　　　　順天堂大学　大学院医学研究科　小児思春期発達・病態学　柏木　項介
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症例報告：消化管２　10月１日（土）15：00～15：30　第１会場
座長：西亦　繁雄（東京医科大学　小児科・思春期科）
　　　齋藤　博大（茨城県立こども病院　小児総合診療科・消化器肝臓科）
O-11� ��好酸球細胞崩壊を示した消化管病変を有する特発性好酸球増多症候群の男児例
　　　　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科　萩原　真一郎
O-12� ��メポリズマブが奏功した好酸球性胃腸炎に伴う十二指腸潰瘍の１例
　　　　利根中央病院　小児科／群馬大学大学院　医学系研究科　小児科学　八木　龍介
O-13� ��好酸球性食道炎に対してステロイド嚥下療法を行った小児３例
　　　　信州大学　医学部　小児医学教室　金子　海渡

症例報告：消化管３　10月１日（土）17：30～18：10　第１会場
座長：望月　貴博（希望の森成長発達クリニック　小児胃腸科）
　　　窪田　　満（国立成育医療研究センター　総合診療部）
O-14� ��機能性消化管障害（FGIDs）に前皮神経絞扼症候群（ACNES）を併発し，多様な

腹痛の訴えを呈した男児例
　　　　広島市立舟入市民病院　小児科　佐藤　友紀
O-15� ��ワイヤレスポータブルエコーを用いた便秘症診療の経験
　　　　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科　萩原　真一郎
O-16� ��思春期早発症の９歳女児に急性発症した上腸間膜動脈症候群の１例
　　　　�JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院　小児科／JA長野厚生連北

信総合病院　新生児科　島　庸介
O-17� ��高吸水性樹脂の誤飲により十二指腸閉塞をきたした２例
　　　　国立成育医療研究センター　消化器科　戸田　方紀

一般演題：肝胆膵１　10月１日（土）10：40～11：10　第２会場
座長：眞田　幸弘（自治医科大学　消化器一般移植外科）
　　　近藤　宏樹（近畿大学奈良病院　小児科）
O-18� ��進行性家族性肝内胆汁うっ滞症１型の病態モデル動物の開発
　　　　東京大学　大学院　薬学系研究科　田村　隆太郎
O-19� ��進行性家族性肝内胆汁うっ滞症１型の肝移植後に発症する脂肪肝炎の分子機序解析
　　　　東京大学　大学院　薬学系研究科　田村　隆太郎
O-20� ��本邦における良性反復性肝内胆汁うっ滞症の臨床像：多施設共同研究
　　　　久留米大学　医学部　小児科　加藤　健
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症例報告：肝胆膵１　10月１日（土）13：10～13：50　第２会場
座長：上野　豪久（大阪大学大学院　医学系研究科小児成育外科）
　　　寺澤　総介（�医療法人　東可児病院　小児科　兼　明星会　明星診療所　小児科

内科）
O-21� ��SARS-CoV-２感染後に発症した原因不明急性肝炎の小児例における末梢血免疫表

現型解析
　　　　筑波大学　医学医療系　小児科／筑波大学附属病院　小児科　今川　和生
O-22� ��姉が急性肝不全で発症した家族性血球貪食症候群３型の姉弟例
　　　　岩手医科大学　小児科学講座　千田　悠太郎
O-23� ��当院における小児肝移植後ニューモシスチス肺炎の４例
　　　　自治医科大学　消化器一般移植外科　大豆生田　尚彦
O-24� ��腸管不全合併肝障害（IFALD）による生体肝移植を施行した微絨毛封入体病

(MVID）の１例
　　　　九州大学大学院医学研究院　小児外科学分野　永田　公二

一般演題：肝胆膵２　10月１日（土）15：00～15：30　第２会場
座長：熊谷　秀規（自治医科大学　小児科学）
　　　谷川　　健（公立八女総合病院　病理診断科）
O-25� ��肝胆道系輸送の分子基盤解明を加速化する肝特異的遺伝子編集マウスの迅速作出

法の確立
　　　　東京大学　薬学部　薬学系研究科　若狭　希洋
O-26� ��TRPV６バリアントと他の膵炎関連遺伝子の共存が小児期反復性・慢性膵炎の発

症に関与する
　　　　順天堂大学大学院医学研究科　小児思春期発達・病態学　平井　沙依子
O-27� ��本邦における小児期の潜在患者におけるライソゾーム酸性リパーゼ欠損症の罹患

頻度に関する検討　
　　　　�鳥取大学　医学部附属病院　小児科／JSPGHAN�LAL-D�prevalence�study�group　

村上　潤

一般演題：消化管・肝胆膵　10月１日（土）15：40～16：20　第２会場
座長：井上　幹大（藤田医科大学　小児外科）
　　　益子　貴行（茨城県立こども病院　小児泌尿器科・小児外科）
O-28� ��短腸症候群に対する新規手術法の開発
　　　　広島大学病院　小児外科　佐伯　勇
O-29� ��肝臓移植後患児における風疹・麻疹・水痘・ムンプスの免疫獲得状況の検討
　　　　中国電力株式会社　中電病院　小児外科　秋山　卓士
O-30� ��小児B型肝炎ウイルス感染の臨床経過に関する縦断的観察研究
　　　　群馬大学大学院　医学系研究科　小児科　羽鳥　麗子
O-31� ��脊髄性筋萎縮症に対するAAV９ベクターを用いた遺伝子治療後におこる肝障害　

～網羅的サイトカイン変動解析の有用性～
　　　　国立国際医療研究センター　感染病態研究部／茨城県立こども病院　酒井　愛子
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一般演題：消化管２　10月１日（土）16：30～17：20　第２会場
座長：林田　　真（福岡市立こども病院　小児外科）
　　　萩原真一郎（大阪母子医療センター　消化器・内分泌科）
O-32� ��プロポフォール鎮静で消化管内視鏡検査を施行した小児症例の後方視的検討
　　　　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科　増田　雄
O-33� ��H. pylori感染を伴う機能性ディスペプシアへの除菌療法の有効性
　　　　順天堂大学　医学部　小児科　幾瀨　圭
O-34� ��８歳児の血清ペプシノーゲン値における男女差とHelicobacter�pylori感染の影響
　　　　国立病院機構　甲府病院　澁澤　裕史
O-35� ��食道インピーダンスpHモニタリングにおける近位逆流の検討
　　　　千葉県こども病院　佐永田　友季子
O-36� ��小児生体肝移植前の食道静脈瘤に関する検討
　　　　埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科　吉田　正司

一般演題：消化管３　10月１日（土）17：30～18：20　第２会場
座長：奥田真珠美（兵庫医科大学　小児科）
　　　小池　勇樹（三重大学医学部附属病院　消化管小児外科）
O-37� ��炎症性腸疾患における全エクソーム解析により検出された SLCO2A1遺伝子のバ

リアントとエピジェネティクス変化の関与
　　　　順天堂大学　小児科　伊藤　夏希
O-38� ��小児期発症クローン病に併発するOrofacial�granulomatosis（OFG）の臨床的特徴と

治療法の検討：多機関共同研究
　　　　埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科　治山　芽生
O-39� ��独立型小児病院における小児炎症性腸疾患の移行期医療と多職種連携
　　　　千葉県こども病院小児外科　齋藤　武
O-40� ��小児潰瘍性大腸炎におけるインフリキシマブ中止症例の予後：日本小児IBDレジ

ストリ研究
　　　　埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科　南部　隆亮
O-41� ��小児の炎症性腸疾患に対して使用したウステキヌマブの有効性と安全性の検討
　　　　国立成育医療研究センター　消化器科・小児炎症性腸疾患センター　山本　陽子
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一般演題：消化管４　10月２日（日）９：10～９：50　第１会場
座長：佐々木美香（独立行政法人国立病院機構　盛岡医療センター　小児科）
　　　横山　孝二（自治医科大学　小児科学）
O-42� ��小児好酸球性消化管疾患の消化管内視鏡所見における検討；多施設後方視的観察

研究
　　　　順天堂大学　小児科　神保　圭佑
O-43� ��先行する消化器症状から診断に至ったANCA関連血管炎症候群に関する検討；単

施設後方視的観察研究
　　　　順天堂大学　小児科　丸山　起三子
O-44� ��食物蛋白誘発胃腸症におけるクラスター分類と腹部超音波検査上の責任病変との

比較
　　　　順天堂大学　小児科　宮田　恵理
O-45� ��遺伝子改変マウスを用いた新規好酸球性性胃腸炎自然免疫依存性病態モデルの病

態解析
　　　　�国立成育医療研究センター研究所　免疫アレルギー・感染研究部／東京慈恵会

医科大学　小児科学講座　松岡　諒

一般演題：栄養　10月２日（日）13：30～14：00　第１会場
座長：三善　陽子（�大阪樟蔭女子大学　健康栄養学部健康栄養学科　臨床栄養発育学研

究室）
　　　角田　文彦（宮城県立こども病院　総合診療科・消化器科）
O-46� ��姫路市における肥満児検診と当院での２次検診の現状と問題点
　　　　はりま姫路総合医療センター／製鉄記念広畑病院　小児科　忍頂寺　毅史
O-47� ��胎児発育不全モデルラットにおける腸内細菌叢解析
　　　　順天堂大学大学院医学研究科　小児思春期発達・病態学　荒井　美輝
O-48� ��日本小児IBDレジストリにおける小児期発症クローン病に対する栄養療法の使用

実態：最終報告
　　　　群馬大学大学院医学系研究科　小児科　西澤　拓哉

症例報告：肝胆膵２　10月２日（日）９：10～９：50　第２会場
座長：松浦　俊治（九州大学大学院医学研究院　小児外科学分野）
　　　村上　　潤（鳥取大学医学部附属病院　小児科）
O-49� ��外傷性主膵管損傷に対し内視鏡的膵管ステンティングを先行して膵管再建を行な

った２例
　　　　茨城県立こども病院　小児外科　益子　貴行
O-50� ��門脈血栓症の経過中に家族性地中海熱を疑う周期熱や腹痛を認めたが，網羅的遺

伝子解析でProteinS欠損症と診断された１例
　　　　京都大学　小児科　大植　啓史
O-51� ��Cholecystohepatic�ductの一例
　　　　福岡市立こども病院　小児外科　林田　真
O-52� ��肝内門脈静脈短絡の３例
　　　　九州大学大学院医学研究院　小児外科　栁　佑典
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症例報告：消化管４　10月２日（日）11：10～12：10　第２会場
座長：内田　恵一（三重県立総合医療センター　小児外科）
　　　別所　一彦（滋慶医療科学大学大学院　医療管理学）
O-53� ��診断・治療に腹部超音波検査とダブルバルーン小腸内視鏡が有用であった孤発性

小腸若年性ポリープの１例
　　　　順天堂大学大学院　医学研究科　小児思春期発達・病態学　永田　万純
O-54� ��Collagenous�gastritisによる低蛋白血症のため成長障害を生じたと考える二卵性双

生児の第１児
　　　　広島市立舟入市民病院　佐藤　友紀
O-55� ��移植後リンパ増殖性疾患の２例
　　　　信州大学　医学部　小児医学教室　佐渡　智光
O-56� ��サリドマイドが吻合部潰瘍に奏功したA20ハプロ不全症の一例
　　　　千葉県こども病院　小児救急総合診療科　伊藤　貴伸
O-57� ��人工乳汚染によって集団で発生した後天性メトヘモグロビン血症
　　　　群馬大学大学院　医学系研究科　小児科学分野　高橋　駿

一般演題：肝胆膵３　10月２日（日）13：30～14：00　第２会場
座長：今川　和生（筑波大学医学医療系　小児科）
　　　岩間　　達（埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科）
O-58� ��先天性胆道拡張症の早期および晩期合併症の検討
　　　　新潟大学医歯学総合病院　小児外科　髙橋　良彰
O-59� ��胆道閉鎖症におけるbile�duct�proliferationは線維芽細胞によって制御される─共

培養オルガノイドを用いた研究─
　　　　�Cincinnati�Children’s�Hospital�Medical�Center,�Division�of�Gastroenterology,�

Hepatology�and�Nutrition　小西　健一郎
O-60� ��胆道閉鎖症における葛西手術の実施時期と自己肝生存の関係：システマティック

レビューとメタアナリシス
　　　　順天堂大学大学院　医学研究科　小児思春期発達・病態学　武藤　大和



26

2022 年　9月

オンデマンド口演

症例報告：消化管１
OO-01�� ��３剤目の生物学的製剤で寛解導入および維持できた潰瘍性大腸炎の一例
　　　　　愛知医科大学　小児科学講座　宮本　亮佑
OO-02�� ��COVID-19を発症したメサラジン不耐潰瘍性大腸炎の臨床経過
　　　　　網走厚生病院　小児科　佐々木　吉明
OO-03�� ��トファシチニブにて寛解導入・維持できた各種薬剤抵抗性潰瘍性大腸炎の女児
　　　　　熊本赤十字病院　こども医療センター　小児科　髙木　祐吾
OO-04�� ��LIS1遺伝子異常を有する滑脳症に炎症性腸疾患を合併した男児例
　　　　　�東京医科大学八王子医療センター　小児科／東京医科大学病院　小児科・思

春期科学分野　税所　純也
OO-05�� ��生物学的製剤治療中に肉眼的血尿・蛋白尿を併発した小腸大腸型クローン病の

一男児例
　　　　　熊本赤十字病院　こども医療センター　小児科　杉野　嘉彦
OO-06�� ��VEO-IBDと鑑別を要した食物蛋白誘発胃腸症に腸管穿孔を合併した１例
　　　　　順天堂大学　小児科　日比生　武蔵
OO-07�� ��A20ハプロ不全が疑われる新生児発症VEOIBDの１例
　　　　　大阪医科薬科大学　小児科　梶　恵美里

症例報告：消化管２
OO-08�� ��上十二指腸角に十二指潰瘍を呈した好酸球性胃腸炎の４歳児例
　　　　　香川大学　医学部　小児科　近藤　健夫
OO-09�� ��自己免疫性肝炎治療中に好酸球性胃腸炎が再燃した一例
　　　　　千葉県こども病院　代謝科　市本　景子
OO-10�� ��臨床的寛解期に大量下血を呈しダブルバルーン小腸内視鏡で出血源を同定し得

たIgA血管炎の１例
　　　　　順天堂大学小児科　遠藤　佳子
OO-11�� ��慢性腹痛と体重増加不全を呈した小腸内細菌異常増殖の７歳男児
　　　　　立正佼成会付属佼成病院　小児科　高橋　昌兵
OO-12�� ��腹部膨満と浮腫で発症し，特徴的な内視鏡所見と病理組織所見により診断に至

った原発性腸リンパ管拡張症の３歳女児例
　　　　　札幌厚生病院　小児科　藤原　伸一
OO-13�� ��低身長と運動発達遅滞から診断に至ったX染色体連鎖性低リン血症性くる病の

１例
　　　　　順天堂医院　臨床研修センター　大塚　真理子
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症例報告：肝胆膵
OO-14����欠番
　　　　　�

OO-15����胆道再建術を要した原発性硬化性胆管炎─自己免疫性肝炎のオーバーラップ症
候群の１例

　　　　　金沢大学附属病院　小児科　宇佐美　雅章
OO-16�� ��新生児ヘモクロマトーシスを発症したεγδβ-サラセミアの１例
　　　　　岡山大学　学術研究院　医歯薬学域　小児急性疾患学講座　津下　充
OO-17�� ��超音波内視鏡下穿刺吸引法で２型自己免疫性膵炎と組織診断した12歳女児
　　　　　自治医科大学　小児科　岡田　優子
OO-18�� ��コントロール困難な高アンモニア血症に対して生体肝移植施行後，CPS１欠損

症と診断した１例
　　　　　大阪大学　大学院　医学系研究科　小児科学　西野　遥
OO-19�� ��Alagille症候群が術前に疑われ，手術適応の判断に苦慮した胆道閉鎖症の１例
　　　　　�Cincinnati�Children’s�Hospital�Medical�Center,�Division�of�Gastroenterology,�

Hepatology�and�Nutrition　小西　健一郎

一般演題：消化管１
OO-20�� ��小児潰瘍性大腸炎診断における血清Leucine-rich�α-２�glycoprotein�（LRG）値

の診断精度の検討
　　　　　�神戸大学　医学部附属病院　小児外科／神戸大学　大学院医学研究科　外科

学講座　小児外科学分野　吉村　翔平
OO-21�� ��小児炎症性腸疾患における血清抗組織トランスグルタミナーゼIgA抗体を用い

たセリアック病の合併に関する検討
　　　　　信州大学医学部小児医学教室　倉沢　伸吾
OO-22�� ��SARS-CoV-２感染後に潰瘍性大腸炎を新規発症した小児例における末梢血免疫

表現型解析
　　　　　筑波大学附属病院　小児科　森田　篤志
OO-23�� ��小児炎症性腸疾患の活動性評価におけるLeucine�rich�α２-glycoproteinの有用性

の検討
　　　　　大阪大学　大学院　医学系研究科　小児科学　杉浦　愛子
OO-24�� ��小児病院の炎症性腸疾患患児における膵炎ならびに高アミラーゼ血症に関する

検討
　　　　　東京都立小児総合医療センター　消化器科／順天堂大学　小児科　時田　万英
OO-25�� ��小児潰瘍性大腸炎における５-ASA不耐出現時の腹部超音波検査所見について
　　　　　�山口大学　大学院　医学系研究科　医学専攻　小児科学講座／山口県　済生

会下関総合病院　小児科　村重　皓斉
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一般演題：消化管２
OO-26�� ��小児炎症性腸疾患におけるEBウイルス感染状況の検討：単施設後方視的検討
　　　　　信州大学　医学部　小児医学教室　鵜飼　聡士
OO-27�� ��超早期発症型炎症性腸疾患におけるST合剤予防内服の必要性
　　　　　大阪医科薬科大学病院　小児科　難波　昂宏
OO-28�� ��当院で経験した難治性潰瘍性大腸炎に対するカルシニューリン阻害薬とチオプ

リン製剤の効果
　　　　　大阪医科薬科大学　小児科　西本　聡美
OO-29�� ��小児Crohn病の小腸病変と超音波検査
　　　　　大阪医科薬科大学　小児科／大阪府済生会吹田病院　小児科　奥平　尊
OO-30�� ��当院におけるCrohn病の肛門病変の検討
　　　　　都立小児総合医療センター　消化器科／順天堂大学　小児科　佐藤　真教
OO-31�� ��食事制限中クローン病患児の家族の食事の実際と思いについて～患児の発達段

階別の特徴～
　　　　　千葉県こども病院　看護局　原　千花子

一般演題：消化管３
OO-32�� ��重症心身障碍者における食道インピーダンスpH検査による胃瘻術前後の評価　

～その患者さんは噴門形成術は本当に必要ですか？～
　　　　　久留米大学病院　外科学講座小児外科部門　升井　大介
OO-33�� ��当センターにおける過去10年間のH.pylori培養検査結果の検討～抗菌薬感受性，

除菌成績を中心に～
　　　　　大阪母子医療センター　馬塲　智朗
OO-34�� ��小児上部消化管内視鏡における静脈鎮静による検査後合併症のリスク因子
　　　　　埼玉県立小児医療センター　消化器・肝臓科　宮沢　絢子
OO-35�� ��小児の臍の位置はどこか
　　　　　広島大学病院　小児外科　佐伯　勇
OO-36�� ��小児バルーン小腸内視鏡に関する実態調査：腹部術後内視鏡の有効性と安全性
　　　　　�藤田医科大学　小児外科／日本小児小腸内視鏡検討会バルーン内視鏡プロジ

ェクトグループ　井上　幹大
OO-37�� ��小腸カプセル内視鏡は小児患者の診断に有用か？
　　　　　静岡県立こども病院　小児外科　大林　樹真
OO-38�� ��当院におけるCOVID-19流行下での過敏性腸症候群の変化の検討
　　　　　昭和大学横浜市北部病院　こどもセンター　服部　透也
OO-39�� ��小児機能性ディスペプシアに対するアコチアミド使用例の後方視的検討
　　　　　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科　肥塚　慶之助
OO-40�� ��小児Clostridium difficile感染症に対する抗菌薬使用状況の検討
　　　　　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科　佐浦　龍太郎
OO-41�� ��当院における慢性特発性偽性腸閉塞患者の現状
　　　　　大阪母子医療センター　消化器・内分泌科　前山　隆智
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一般演題：肝胆膵
OO-42�� ��高松市小児生活習慣病検診における肝機能一次スクリーニング結果の分析
　　　　　高松赤十字病院　小児科／高松市生活習慣病委員会　池田　圭
OO-43�� ��小児慢性C型肝炎に対する抗ウイルス療法の治療成績─縦断的観察研究　第二報
　　　　　順天堂大学　小児科／神栖済生会病院　小児科　中野　聡
OO-44�� ��安全で確実な小児の肝生検方法　～腹腔鏡下肝生検と経皮肝針生検の同時施行～
　　　　　茨城県立こども病院　小児総合診療科・消化器肝臓科　齊藤　博大
OO-45�� ��当施設における小児肝移植後レシピエントの妊娠・出産の経験
　　　　　自治医科大学　消化器一般移植外科　眞田　幸弘
OO-46�� ��当院における小児肝移植後COVID-19感染症の経験
　　　　　自治医科大学　消化器一般移植外科　平田　雄大
OO-47�� ��小児期発症の原発性硬化性胆管炎に対するアザチオプリン･ミゾリビン併用に

よる維持療法の成績
　　　　　近畿大学　医学部　小児科学教室　田尻　仁
OO-48�� ��胆道閉鎖症患者の長期的包括的な神経発達評価
　　　　　�大阪大学大学院　医学系研究科　小児科学／大阪急性期・総合医療センター　

小児科・新生児科　里村　宜紀
OO-49�� ��小児期の原発性硬化性胆管炎に合併した炎症性腸疾患の検討
　　　　　� 済生会横浜市東部病院　小児肝臓消化器科／東邦大学大学院医学研究科成育

肝臓消化器学　梅津　守一郎


