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フリーチャットディスカッション 1　5 月 28 日（金）　8:00～9:00

一般演題（ポスター）1：優秀賞

P‒001 田畑健士郎 国立精神・神経医療研究センター小児神
経科

2p14微細欠失を認めた知的発達症と特異的言語発達障害を有する 1家
系の臨床的・遺伝学的解析

P‒002 孫　　梟 九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学
分野

ダウン症候群の乳歯歯髄幹細胞から分化したドーパミン作動性ニュー
ロンにおける神経突起発達とドーパミン調節障害

P‒003 佐野史和 山梨大学医学部薬理学 けいれん重積後の IP3受容体 2型に依存するアストロサイト活性化は
てんかん原生獲得に寄与する

P‒004 森宗孝夫 滋賀医科大学小児科 若年性遺伝子 Tbc1d24による cytoophidia形成とてんかん性脳症への新
規治療戦略

P‒005 小松原孝夫 国立病院機構新潟病院小児科 薬物治療終結を試みた青年期特発性全般てんかんの再発予後に関する
検討

P‒006 今泉太一 聖マリアンナ医科大学小児科 Dravet症候群およびWest症候群における感染症後の発作軽快または
消失に関する調査

P‒007 平岩明子 国立病院機構西新潟中央病院神経小児科 若年ミオクロニーてんかん発症前から経過観察しえた症例の臨床脳波
所見の経過

P‒008 山内泰輔 国立精神・神経医療研究センター病院小
児神経科 難治性てんかん小児の脱力発作に対するてんかん外科の有効性

P‒009 河合泰寛 神奈川県立こども医療センター神経内科 当院で経験した小児抗 NMDA受容体脳炎 5例と予後予測スコアの有
用性についての検討

P‒010 村田絵美 大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子
どものこころの分子統御機構研究センター 幼児の睡眠に影響を与える生活習慣の検討

P‒011 樋口直弥 国立病院機構嬉野医療センター小児科 院内移行期カンファレンスを通したてんかんトランジションについて

一般演題（ポスター）2：染色体異常（CGH アレイ異常含む）

P‒012 山本圭子 東京女子医科大学医学部輸血・細胞プロ
セシング科 Xq22欠失女性患者由来 iPS細胞を用いた病態解析

P‒013 孫　　梟 九州大学大学院歯学研究院小児口腔医学
分野

DS患者由来の乳歯幹細胞を用いて分化したドーパミン動作性ニュー
ロンでは，神経発達とドーパミン調節障害をきたす

P‒014 チョンピンフィー 福岡市立こども病院小児神経科 乳児期に哺乳不良を認めた Potocki‒Lupski症候群の 2例

一般演題（ポスター）3：遺伝・遺伝子異常

P‒015 森地振一郎 東京医科大学小児科・思春期科学分野 頭囲拡大，発達遅滞を契機に Bannayan‒Riley‒Ruvalcaba症候群の診断
に至った 1例

P‒016 西村直人 神奈川県立こども医療センター遺伝科 KAT6Bミスセンス変異は，Young‒Simpson症候群やGenitopatellar症候
群と異なる先天異常を呈する

P‒017 梶本智史 医学研究所北野病院小児科 NKX2‒1関連疾患の 2男児例

P‒018 岡崎哲也 鳥取大学医学部附属病院遺伝子診療科 新規DYRK1A遺伝子バリアントが同定されたてんかん，知的障害を有
する 1例

P‒019 松下浩子 京都鞍馬口医療センター小児科 精神運動発達遅滞と眼球運動失行あり，ADAMTS9遺伝子変異を認め
た症例

P‒020 西條晴美 東京都立東大和療育センター COL4A1遺伝子に新規変異を認めた家族性孔脳症の成人 2例

P‒021 松原祥恵 福岡市立こども病院小児神経科 点頭てんかんと早期進行性多囊胞腎を認めた TSC2/PKD1隣接遺伝子
症候群の 1例

P‒022 足立美穂 岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 頭部MRIの所見が診断の契機となった TUBA1A遺伝子変異による
tubulinopathyの 1例

P‒023 大橋　圭 名古屋市立大学大学院医学研究科新生
児・小児医学分野

NAA15遺伝子の変異に伴う重度知的発達症ならびに自閉スペクトラ
ム症の男児の 1例

P‒024 松本貴子 兵庫県立尼崎総合医療センター D‒2‒Hydroxyglutaric aciduria 1の 10歳女児例
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P‒025 大庭千尋 千葉大学大学院医学研究院小児病態学 Angelman症候群様の症状を呈し SLC1A2遺伝子変異を認めた 1例

P‒026 遠藤若葉 宮城県立こども病院神経科 生後小頭症，厚脳回を呈する新規 TUBB4A遺伝子変異の 1例

P‒027 小路　梓 佐賀大学小児科 結節性硬化症へのエベロリムス投与にて高 TG血症と低 IgG血症をき
たした 3か月乳児例

P‒028 和田敬仁 京都大学大学院医学研究科医療倫理学・
遺伝医療学分野

ATR‒X症候群に対するアミノレブリン酸による治験に向けての取り
組み

P‒029 新井田　要 金沢医科大学病院ゲノム医療センター 結節性硬化症における低頻度モザイク変異症例の遺伝子診断

P‒030 柳下友映 東京女子医科大学小児科 日本人 4人の HECW2変異に起因する障害の検討

P‒031 加藤辰輔 札幌医科大学小児科 進行する囊胞性白質病変を呈した PPP2R5D変異の女児例

P‒032 平良遼志 九州大学大学院医学研究院成長発達医学
分野 GαOは細胞内カルシウム依存性シグナルを制御する

P‒033 髙野亨子 信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究
センター

月齢 1か月時に焦点起始発作群発で発症した Pitt‒Hopkins症候群の 1
例

P‒034 植松有里佳 東北大学病院小児科 てんかん性脳症を呈した Pitt Hopkins症候群の 1例

P‒035 松本　浩 防衛医科大学校病院小児科 EPM2Aに新規遺伝子変異を認めた Lafora病の 1例

P‒036 鈴木智典 東京医科歯科大学小児科 STXBP1遺伝子変異による Rett症候群様表現型を呈した男児例

P‒037 谷河純平 大阪大学大学院医学系研究科小児科 先天性 glycosylphosphatidylinositol（GPI）欠損症に対するピリドキシン
大量療法

P‒038 富永康仁 大阪大学大学院医学系研究科小児科 歌舞伎症候群の臨床経過の検討

P‒039 関　衛順 神奈川県立こども医療センター神経内科 多小脳回を認めた Schinzel ‒ Giedion症候群の 2例

P‒040 樫木朋子 熊本大学病院小児科 新生児期発症 SLC25A4遺伝子変異によるミトコンドリアDNA枯渇症
候群の 1例

P‒041 鈴木公子 東京女子医科大学八千代医療センター小
児科 幼児期の糖尿病で初発したミトコンドリア病の 1例

P‒042 堀　いくみ 名古屋市立大学大学院医学研究科小児科 AIMP1遺伝子異常による大脳白質低形成症（HDL3）では末梢神経障
害も合併する

P‒043 竹内博一 東京慈恵会医科大学小児科学講座 顕著な易刺激性・筋硬直を呈し KIF1A異常が同定された 1例

P‒044 家田大輔 名古屋市立大学大学院医学研究科小児科 GNB1遺伝子のミスセンスバリアント（c.347G＞A；p.Gly114Asp）を
合併したデュシェンヌ型筋ジストロフィーの男児例

P‒045 中久保佐千子 北海道大学病院小児科 突発性発疹罹患を契機に RECA（relapsing encephalopathy with cerebellar 
ataxia）と診断された ATP1A3遺伝子異常症の 1例

P‒046 及川善嗣 東北大学病院小児科 de novo TRIM8変異が見出された進行性両上肢の振戦を呈した女子例

一般演題（ポスター）3：遺伝・遺伝子異常　つづき
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一般演題（ポスター）4：先天異常，神経皮膚症候群

P‒047 堅田有宇 東北大学病院小児科 遺伝学的検査を施行した Aicardi症候群の乳児例

P‒048 佐藤友哉 東京女子医科大学病院小児科 難治性下痢を伴った Vici症候群の剖検所見についての検討

P‒049 矢野珠巨 秋田大学医学部小児科 長期生存している水無脳症の 1例

P‒050 佐藤明美 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 結節性硬化症における精神神経症状（TAND）の発症要因

P‒051 森山伸子 日立製作所ひたちなか総合病院小児科 ケトン性低血糖症を反復した Coffin‒Siris症候群の男児例

P‒052 小林　瑞 自治医科大学小児科 当科で経験した Sturge‒Weber症候群 5例の検討

P‒053 内川英紀 千葉大学大学院医学研究院小児病態学 Gorlin症候群モデルマウスにおける扁桃体の解析

P‒054 坂本知子 秋田県立医療療育センター 多発性良性腫瘍を合併した巨脳症の 1例

P‒055 金井創太郎 鳥取大学医学部附属病院脳神経小児科 幼児期にインフルエンザ感染症に伴って脳動脈炎を発症した色素失調
症患児

P‒056 西澤侑香 滋賀医科大学小児科 経過中にもやもや血管の増生を認めた PHACE症候群の女児例

P‒057 佐藤敦志 東京大学医学部附属病院小児科 成人移行期に当院へ紹介された結節性硬化症症例の特徴

一般演題（ポスター）5：発達

P‒058 川井未知子 国立成育医療研究センター神経内科 発達遅滞児の臨床症状と遺伝学的診断の検討

P‒059 森山　薫 長崎県立こども医療福祉センター 注意欠如多動症に対しリスデキサンフェタミンメシル酸塩カプセルを
使用した 2例

P‒060 本島敏乃 本島総合病院小児科 SSP（感覚プロファイル）を用いた神経発達症の感覚特性傾向から療
育支援の方法を考える

P‒061 山田謙一 新潟大学脳研究所統合脳機能研究セン
ター 発達神経学領域における 7テスラMRI臨床応用の初期経験

一般演題（ポスター）6：自閉スペクトラム症

P‒062 牧野道子 東京小児療育病院小児科 自閉症スペクトラムにおける摂食障害への介入

P‒063 鳥尾倫子 九州大学病院小児科 偏食によりビタミン欠乏症を示した自閉スペクトラム症の 3例

P‒064 犬塚　幹 佐世保中央病院小児科 レストレスレッグス症候群としてフォローしていた自閉スペクトラム
症の女児例

一般演題（ポスター）7：発達障害の療育・支援・福祉

P‒065 平野嘉子 東京都立東大和療育センター分園よつぎ
療育園 当園幼児通所者の医療ケア内容の推移

P‒066 宮本　健 浜松医療センター小児科 自閉スペクトラム症の偏食に対する入院治療の経験

P‒067 井上大嗣 長崎県立こども医療福祉センター 神経発達症の子どもの保護者支援　―当センター評価入院の取り組
み―

P‒068 荒木章子 札幌市子ども発達支援総合センター小児
科 教育支援体制が神経発達症児の適応に及ぼす影響

P‒069 松尾光弘 長崎県立こども医療福祉センター 当院における発達障害児の評価入院の紹介
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一般演題（ポスター）8：脳性麻痺

P‒082 早川　格 国立成育医療研究センター器官病態内科
部神経内科

腕時計型 Wearable device（身体装着型加速度計）を用いた重症心身障
害児の睡眠と筋緊張亢進の検討

P‒083 田島大輔 唐津赤十字病院小児科 αグルコシダーゼ阻害剤が奏効した後期ダンピング症候群の重心児例

P‒084 辻　　恵 神奈川県立こども医療センター重症心身
障害児施設

嵌頓上部尿路結石に対して内視鏡的砕石術を施行した重症心身障害児
2 例

P‒085 石井希代子 独立行政法人国立病院機構福島病院 重症心身障がい児・者の慢性便秘症に対するポリエチレングリコール
製剤の使用経験

一般演題（ポスター）9：自律神経，頭痛

P‒086 大山宜孝 横浜市立大学附属市民総合医療センター 再発性有痛性眼筋麻痺性ニューロパチーと最終診断した 14 歳男子例

P‒087 大橋裕子 イムス富士見総合病院小児科 起立性調節障害として経過観察していた脳脊髄液減少症の 1 例

P‒070 上田理誉 国立精神・神経医療研究センター精神保
健研究所知的発達障害研究部

新型コロナウイルス感染症による非常事態宣言下における神経発達症
の小児と保護者の生活の質

P‒071 本田真美 医療法人社団のびた みくりキッズくり
にっく

ADHD 児に対する神経認知トレーニングプログラムの効果に対する
検討

P‒072 緒方怜奈 国立病院機構小倉医療センター小児科 北九州市における 4‒5 歳児を対象とした強さと困難さ質問表の検証

P‒073 諸戸雅治 市立福知山市民病院 子育て支援施設を利用する保護者とのテレビ会議システムを用いた発
達相談

P‒074 岡田　悠 みくりキッズくりにっく 事前調査を踏まえた医療型特定短期入所に対する重症心身障害児の
ニーズと開所後の実際

P‒075 中野広輔 愛媛大学教育学部 学校教員が専門的な医学的知識を希望する障害種についての調査

P‒076 田辺仁彦 神奈川県立こども医療センター神経内科 当科における 5 年間の死亡症例の検討

P‒077 中村和幸 山形大学医学部小児科 山形県における小児在宅医療に関する実態調査とその対策

P‒078 永江彰子 びわこ学園医療福祉センター草津 全国の医療的ケアを必要とする児童の通学と訪問教育の実態

P‒079 中村由紀子 島田療育センター小児科 療育センターにおける訪問診療の現状

P‒080 小沢　浩 島田療育センターはちおうじ神経小児科 社会福祉協議会と連携し居場所づくりを行い改善した不登校の 1 例

P‒081 早川美佳 東京都立北療育医療センター小児科 当院小児科外来通院中の 40 歳代重症心身障害者等の利用状況と成人
診療科移行について

一般演題（ポスター）7：発達障害の療育・支援・福祉　つづき

一般演題（ポスター）10：てんかん 診断・遺伝子

P‒088 中川裕康 浅ノ川総合病院小児科 非けいれん性てんかん重積状態（NCSE）を繰り返す FMR1 と AFF2 遺
伝子を含む Xq27.2q28 欠失を伴う女児

P‒089 赤星進二郎 国立病院機構鳥取医療センター SLC6A1‒related disorders の 1 例

P‒090 林田拓也 長崎大学医学部小児科 難治性 West 症候群，先天性難聴，精神運動発達遅滞，ジストニア，特
異的顔貌を有する PNPT1 変異の 1 例

P‒091 山本亜矢子 横浜市立大学附属市民総合医療センター 特異な脳 MRI 所見を認めた GABRB3 変異を有する West 症候群の 1 例

P‒092 大久保幸宗 宮城県立こども病院 SCN1A 変異を有する先天性多関節拘縮症と難治てんかんを来した 1
例
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一般演題（ポスター）11：てんかん 治療

P‒102 今村　淳 岐阜県総合医療センター小児科 ペランパネルが奏効した薬剤抵抗性てんかんを有するウィリアムス症
候群の 2 例

P‒103 榎　日出夫 聖隷浜松病院てんかんセンター 小児焦点てんかんにおける perampanel 併用療法の有効性と安全性

P‒104 本井宏尚 横浜市立大学附属市民総合医療センター
小児科 レベチラセタム投与による精神症状が遷延した 15 歳のてんかん症例

P‒105 藤田貴子 福岡大学医学部小児科 ペランパネルの有効性の検討

P‒106 石井雅宏 産業医科大学医学部小児科 ビタミン B6 治療が効果的であった Dravet 症候群類縁てんかんの 1 例

P‒107 大松泰生 国立病院機構静岡てんかん・神経医療セ
ンター小児科

小児てんかん患者を対象とした国際共同 311 試験の長期継続投与期に
おけるペランパネル併用療法の安全性

P‒108 原口康平 長崎大学病院小児科 Late onset epileptic spasms の 3 例

P‒109 須貝研司 重症児・者福祉医療施設ソレイユ川崎小
児科 West 症候群以外のてんかん性スパズムの薬物治療

P‒110 中田智彦 名古屋大学大学院医学系研究科小児科 定位温熱凝固術後に残存した笑い発作に対しペランパネルが有効だっ
た視床下部過誤腫の 1 例

P‒111 糸見和也 あいち小児保健医療総合センター PCDH19 関連てんかんの 3 例の臨床経過

P‒112 五嶋　嶺 大阪母子医療センター ペランパネル血中濃度に関する小児と成人てんかん症例の比較検討

P‒113 沖　啓祐 大阪市立総合医療センター小児言語科 優位半球側頭葉を広範囲に切除するも言語機能が保たれた側頭葉てん
かんの 1 小児例

P‒114 占部良介 帝京大学医学部小児科 ステロイド療法が有効であり，グルタミン酸受容体抗体の推移を観察
しえた難治てんかんの 1 例

P‒115 伊波勇輝 国立病院機構横浜医療センター小児科 BCG 接種後に発症した West 症候群に対してイソニアジドを併用して
ACTH 療法を行った 2 例

P‒093 本郷裕斗 兵庫県立こども病院神経内科 精神運動発達遅滞の精査で診断し得た SCN8A 遺伝子変異をもつ発達
性てんかん性脳症の 1 例

P‒094 一ノ瀬文男 佐賀大学医学部小児科 SLC6A1 変異による発達性てんかん性脳症を呈した 8 歳男児例

P‒095 児玉香織 宮城県立こども病院 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかんと体肺動脈側副血行路を伴った
KCNT1 遺伝子変異の 1 例

P‒096 小西采良 聖路加国際病院小児科 てんかん発症後に多彩な非てんかん発作を認めた MECP2 遺伝子変異
を有する男児例

P‒097 柴田磨己 福岡大学基盤研究機関てんかん分子病態
研究所 PCDH19 関連てんかんにおける遺伝子型 ―表現型の関係性解析―

P‒098 根岸　豊 岐阜県立多治見病院小児科 発作性心静止に対して心臓ペースメーカー植え込みを行った SCN8A
遺伝子関連てんかん性脳症の 1 例

P‒099 福岡正隆 国立病院機構静岡てんかん・神経医療セ
ンター小児科 嘔吐を主症状とする側頭葉てんかんの 1 例

P‒100 池野　充 順天堂大学医学部小児科 全エクソーム解析で PACS2 遺伝子のヘテロ接合性ミスセンス変異と
診断された早期てんかん性脳症の 1 例

P‒101 丸山慎介 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科小児
科 睡眠時随伴症と睡眠時てんかんの鑑別に苦慮した 1 幼児例

一般演題（ポスター）10：てんかん 診断・遺伝子　つづき
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一般演題（ポスター）12：神経変性疾患

P‒116 綿谷崇史 バイオジェンジャパン株式会社 脊髄性筋萎縮症治療薬ヌシネルセンの国内使用成績全例調査：2020 年
5 月中間集計

P‒117 綿谷崇史 バイオジェンジャパン株式会社 脊髄性筋萎縮症（SMA）臨床症状発現前の乳児に対するヌシネルセン
投与の有効性 ―NURTURE 試験結果―

P‒118 木許恭宏 宮崎大学医学部小児科 SOX10 遺伝子の新生ミスセンス変異をもつ PCWH の 1 例

P‒119 齋藤加代子 東京女子医科大学遺伝子医療センターゲ
ノム診療科

ヌシネルセンによる治療中の遅発型脊髄性筋萎縮症患者に発現した重
篤な有害事象の発現割合に関する統合解析

P‒120 早乙女　愛 バイオジェンジャパン株式会社 脊髄性筋萎縮症患者に高用量ヌシネルセンを投与した第 2/3 相ランダ
ム化比較試験（DEVOTE）：試験デザインと PartA 試験の結果

P‒121 青山弘美 千葉県こども病院神経内科 オナセムノゲン　アベパルボベクにより治療を行った脊髄性筋萎縮症
の 2 例

P‒122 齊藤利雄 国立病院機構大阪刀根山医療センター小
児神経内科 脊髄性筋萎縮症患者の病状の横断的解析

P‒123 名嘉山賀子 琉球大学病院小児科 複数の脳神経に発症した再発性有痛性眼筋麻痺性ニューロパチーの 1
例

フリーチャットディスカッション 2　5 月 29 日（土）　8:00～9:00

一般演題（ポスター）13：発達障害，他一般

P‒124 惠　明子 熊本大学大学院社会文化科学教育部 小児におけるペンタブレットを用いた書字動態と ADHD および ASD
傾向との関連性について

P‒125 小沢愉理 島田療育センターはちおうじ神経小児科 乳幼児・児童のスマートフォン，タブレットの利用状況について

P‒126 福井美保 大阪医科大学小児高次脳機能研究所 学童期の極低出生体重児における WAVES を用いた視覚認知機能評価
について

P‒127 橘　雅弥 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 子どものこころの発達研究センターから展開するアジア発達障害共同
研究拠点形成と共同利用推進

P‒128 木附京子 佐賀整肢学園こども発達医療センター 当院における就学前の発達障害児の診療状況

P‒129 永田浩一 愛知県医療療育総合センター発達障害研
究所分子病態研究部 マウス脳における発達障害責任遺伝子産物 MED13L の発現解析

P‒130 伊予田邦昭 福山市こども発達支援センター 発達障害特性をもつ就学前幼児の睡眠関連問題の検討

P‒131 反頭智子 山梨県立中央病院 当院における子ども虐待対応チーム（Child Protection Team；CPT）の
活動　―子どもの事故・虐待と発達症・精神疾患の関連―
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一般演題（ポスター）14：てんかん，他

P‒132 松林朋子 静岡県立こども病院神経科 てんかんを合併した Jacobsen症候群の 2例

P‒133 池田ちづる 国立病院機構熊本再春医療センター 徐波睡眠時持続性棘徐波を示すてんかん（ECSWS）へ変容した Rett症
候群の 1例

P‒134 秋庭崇人 順天堂大学医学部小児科 脳症の急性期に periodic lateral epileptic discharges（PLEDs）様の脳波所
見を呈した Dravet症候群の 1例

P‒135 深尾俊宣 山梨大学医学部小児科 極低出生体重児に発症するてんかんの特徴

P‒136 平井宏子 富山大学医学部小児科 新生児期早期に発症した遊走性焦点発作を伴う乳児てんかんの女児例

P‒137 藤井史彦 九州大学小児科 ペースメーカー埋め込み後にてんかん性徐脈と診断された症例

P‒138 福村　忍 札幌医科大学医学部小児科 Panayiotopoulos症候群の初診時における予後因子の探索と治療開始必
要性の検討

P‒139 細川洋輔 愛知県医療療育総合センター中央病院小
児神経科 自閉症合併てんかんに対するレベチラセタムの効果と副作用

P‒140 澤村　文 名古屋大学医学部附属病院 バルプロ酸内服中のてんかん患者における尿細管障害とカルニチン欠乏

P‒141 林谷俊和 滋賀医科大学医学部附属病院小児科 早期の SU薬投与によりけいれん群発状態を脱し得た DEND症候群疑
いの 1例

P‒142 渡辺陽和 市立豊中病院小児科 てんかんと鑑別を要した高インスリン性低血糖症の 2例

P‒143 満田直美 高知大学医学部環境医学教室 1歳までの熱性けいれん発症リスクと母乳栄養の関連性について（エ
コチル調査より）

P‒144 中川栄二 国立精神・神経医療研究センター病院小
児神経科

てんかん地域診療連携体制事業におけるてんかん支援コーディネー
ター認定制度

P‒145 黒田文人 金沢大学附属病院小児科 移行期症例における周産期てんかん管理の諸問題について

P‒146 渡慶次香代 筑波大学附属病院リハビリテーション科 脳波異常に対し積極的に治療介入することで機能改善を図ることがで
きた重症心身障害児の 1例

一般演題（ポスター）15：電気生理（脳波，筋電図，脳磁図など）

P‒147 鈴木清高 国立病院機構豊橋医療センター 重症心身障害児者における VLFの変動係数（CVVLF）に関する検討

P‒148 吉田　登 順天堂大学医学部附属練馬病院小児科 機械学習は小児焦点てんかん脳波の突発波を予測できる

P‒149 植田佑樹 北海道大学病院小児科 発作後全般性脳波抑制を認めたSCN2A関連発達性てんかん脳症の2例

P‒150 野田あんず 埼玉県立小児医療センター総合診療科 当センター PICU/HCUでの持続脳波モニタリング症例の検討

一般演題（ポスター）16：画像

P‒151 南澤有紀 小田原市立病院小児科 「ダウン症候群における社会性に関連する能力の退行様症状」の 13歳
女子の 1例

P‒152 渡辺美緒 群馬県立小児医療センター神経内科 運動発達遅滞と斜頸を認めた片側性小脳低形成の 1例

P‒153 池川　環 藤沢市民病院こども診療センター小児科 小児の脳MRI検査における鎮静薬の有用性と安全性について
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一般演題（ポスター）17：代謝性疾患

P‒154 坂田佑理恵 佐賀大学医学部小児科 視床性失語を呈したMELASの 1例

P‒155 豊野美幸 秋田県立医療療育センター小児科 Apoptosis Inducing Factor mitochondrion‒associated 1（AIFM1）遺伝子変
異による Leigh脳症兄弟例

P‒156 放上萌美 国立病院機構西新潟中央病院 全エクソーム解析によりアルギナーゼ 1欠損症と判明した痙性対麻痺
の 1例

P‒157 迫　恭子 群馬大学医学部附属病院小児科 喉頭けいれんを生じたゴーシェ病 2型の 1例

P‒158 本林光雄 長野県立こども病院 タウリン療法とラコサミドが有効であったMELASに伴う持続性部分
てんかんの 1例

P‒159 加野善平 福岡市立こども病院小児神経科 脳梁膨大部に拡散障害を呈した異染性白質ジストロフィーの2歳女児例

P‒160 水野朋子 東京医科歯科大学小児科 異なる臨床像を呈した SSADH欠損症の 2例

P‒161 久保田一生 岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 血縁者間で共有する ABCD1バリアントをもち大脳型副腎白質ジスト
ロフィーが疑われた男児例

P‒162 山本達也 弘前大学医学部小児科 乳児期早期に臍帯血移植を行った Krabbe病の 2例

P‒163 金　聖泰 兵庫県立尼崎総合医療センター小児脳神
経内科 長大な脊髄病変を認めた Leigh症候群の 1例

一般演題（ポスター）18：末梢神経

P‒164 高橋孝治 総合病院土浦協同病院小児科 抗 Neurofascin 155抗体陽性 CIDPの男児例

P‒165 眞下秀明 東京都立神経病院神経小児科 脊髄性筋萎縮症 2型に対する onasemnogene abeparvovec投与の経験

P‒166 宮奈　香 日本赤十字社医療センター ツロブテロールテープが筋力低下に効果を示したと思われるDOK7変
異先天性筋無力症候群の 1例

P‒167 福田智文 産業医科大学小児科 抗糖脂質抗体陽性の動眼神経麻痺をきたした 1女児例

一般演題（ポスター）19：筋

P‒168 沢石由記夫 秋田県立医療療育センター小児科 ジストロフィン遺伝子エクソン 52単独欠失の Duchenne型筋ジストロ
フィー症例に対するビルトラルセンの有効性

P‒169 林　泰壽 国立精神・神経医療研究センター病院小
児神経科 乳児重症型ミオチュブラーミオパチーの長期経過に関する検討

P‒170 松村　剛 国立病院機構大阪刀根山医療センター脳
神経内科 筋強直性ジストロフィー診療ガイドラインの作成

P‒171 石垣英俊 浜松医科大学小児科 Nusinersen治療後 Onasemnogene abeparvovecを投与した脊髄性筋萎縮
症 1型と Becker型筋ジストロフィーとを合併する男児の短期経過

P‒172 渡辺麻美 長崎大学病院小児科 Duchenne型筋ジストロフィーに対しビルトラルセンを導入した 2例

P‒173 柴　直子 信州大学小児科 STIM1遺伝子異常による tubular aggregate myopathyの 1例

P‒174 四俣一幸 鹿児島市立病院小児科 高 CK血症で見つかった Schwartz‒Jampel症候群の 1例

P‒175 木原祐希 東京女子医科大学病院小児科 右眼瞼下垂と右半身優位の筋力低下を認め，MTM1遺伝子変異症候性
保因者と診断された女児例

P‒176 夏目岳典 信州大学医学部小児科 ステロイド治療を行った神経痛性筋萎縮症の男児例

P‒177 脇坂晃子 独立行政法人国立病院機構医王病院小児
科

小児期からフォローしているベッカー型筋ジストロフィー患者の臨床
像の検討

P‒178 坂本晴子 大阪赤十字病院小児科 当院における小児期発症重症筋無力症 6例の臨床経過

P‒179 稲葉雄二 長野県立こども病院神経小児科 小児神経筋疾患患者に対するロボットスーツ HAL®による治療効果の
検討
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一般演題（ポスター）20：腫瘍・血管障害・脳外科領域

P‒180 馬場悠生 鹿児島市立病院小児科 腹痛，腹部膨満を契機に腹腔内に髄液仮性囊胞を認めた 1 歳男児例

P‒181 江添隆範 東京都立大和療育センター 深部静脈血栓症の院内初期診療マニュアル作成 ―非専門施設の初期
診療において，いかに迅速に診断し，どのように対処すべきか―

P‒182 伊藤祐介 浜松医科大学小児科 不全型 Susac 症候群の 1 例

P‒183 底田辰之 滋賀医科大学小児科 特異な頭部の不随意運動で発症した小脳腫瘍の 1 例

P‒184 佐々木亜希子 国立成育医療研究センター 胆汁うっ滞性肝疾患を背景に持つ乳児の遅発性ビタミンK欠乏性頭蓋
内出血

一般演題（ポスター）21：急性脳炎・脳症（自己免疫性脳炎を除く）

P‒185 京田学是 昭和大学横浜市北部病院こどもセンター 急性脳症を繰り返し RANBP2 遺伝子変異を認めた女児例

P‒186 井原由紀子 福岡大学小児科 チオペンタール中止後の発作再燃にリドカイン，ラコサミドが有効
だった難治頻回部分発作重積型急性脳炎（AERRPS）の 1 例

P‒187 前田謙一 福岡市立こども病院小児神経科 川崎病の治療経過中にびまん性の血管原性浮腫を認め，重篤な脳症を
発症した 1 例

P‒188 北村一将 国立病院機構舞鶴医療センター 広範な白質病変を呈したにも関わらず，予後良好な経過をたどったパ
レコウイルス A3 脳炎の新生児例

P‒189 小川恵梨 東京都立小児総合医療センター神経内科 中脳黒質病変とパーキンソニズムを合併した急性小脳炎の 1 例

P‒190 山本寿子 川崎市立多摩病院小児科 二相性脳症を呈した肺炎球菌菌血症の 1 例

P‒191 高見　遥 東京慈恵会医科大学小児科 軽症熱傷後に毒素性ショック症候群と重篤な急性脳症を発症した 11
か月男児例

P‒192 武田　翔 順天堂大学医学部小児科 RS ウイルス感染を契機に発症した急性脳症

P‒193 守谷充司 仙台市立病院小児科 単純ヘルペス脳炎の急性期以降にアシクロビルの内服治療を行った2例

P‒194 山本啓之 名古屋大学大学院医学系研究科小児科 2018‒2019 年度における急性脳炎脳症発症数の比較

P‒195 尾高真生 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

二相目のけいれん後に急激な脳浮腫を呈したけいれん重積型（二相性）
急性脳症の 1 例

一般演題（ポスター）22：自己免疫性脳炎

P‒196 鈴木基正 あいち小児保健医療総合センター神経内科 抗 NMDA 抗体陽性の限局性脳炎の 1 例

P‒197 杉山延喜 神奈川県厚生連伊勢原協同病院小児科 歩行障害と感音性難聴を認め GluR 陽性であった自己免疫性脳幹小脳
炎の 1 例

P‒198 竹内竣亮 徳島大学病院小児科 視覚症状のみが遷延したが，血漿交換後に症状改善を得た抗 myelin 
oligodendrocyte glycoprotein（MOG）抗体関連疾患の男児例

P‒199 藤本　遼 千葉県こども病院神経科 抗 MOG 抗体の陰性化後にステロイド後療法を中止した多相性散在性
脳脊髄炎の 1 例

P‒200 田中大輔 自治医科大学小児科 小児抗 MOG 抗体関連疾患における抗体価の推移

P‒201 岩渕恵美 茨城県立こども病院 治療に難渋した抗 NMDA 受容体抗体陽性の辺縁系脳炎の 1 例

P‒202 田浦喜裕 京都府立医科大学小児科 てんかんが先行せず片麻痺・ジストニアで発症した Rasmussen 脳炎の
1 例

P‒203 吉田龍平 兵庫県立尼崎総合医療センター小児科 遷延する頭痛で発症し，ステロイド依存性に再発する髄膜脳炎で抗
MOG 抗体陽性が判明した 1 例

P‒204 宇佐美亜由子 田附興風会医学研究所北野病院小児科 抗 NMDA 受容体脳炎の 2 歳女児例

P‒205 森　貴幸 東京大学医学部附属病院小児科 前頭葉病変により構成障害を来した急性散在性脳脊髄炎の 1 例
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一般演題（ポスター）23：感染，免疫（急性脳炎・脳症を除く）

P‒206 竹中　暁 東京大学医学部附属病院小児科 症候性先天性サイトメガロウイルス感染児の幼児期発達予後

P‒207 松田慎平 順天堂大学小児科 脳腫瘍との鑑別を要した抗 myelin oligodendrocyte glycoprotein（MOG）
抗体陽性関連疾患の 1例

P‒208 下田木の実 東京大学医学部小児科 ナタリズマブが著効した難治な再発寛解型多発性硬化症の12歳女児例

P‒209 大川優子 大分大学医学部小児科 進行性の難聴をきたし小児期シェーグレン症候群と診断した 2例

P‒210 柿本　優 東京大学医学部附属病院小児科 全身性エリテマトーデスに続発した抗 LRP4抗体陽性重症筋無力症の
1例

P‒211 渡辺圭介 秋田大学医学部附属病院小児科 髄液好中球数増加が遷延し治療に苦慮した先天性皮膚洞に合併する細
菌性髄膜炎の 1例

P‒212 佐藤睦美 小田原市立病院小児科 Neuromyelitis optica spectrum disorderに対する mycophenolate mofetilの
使用経験

P‒213 神岡哲治 イムス富士見総合病院小児科 転換性障害として治療されていた急性散在性脳脊髄炎の 1例

P‒214 チョンピンフィー 福岡市立こども病院小児神経科 急性弛緩性脊髄炎（AFM）の発症 3年後の神経予後

P‒215 松藤まゆみ 鹿児島市立病院 視神経脊髄炎の維持療法中に重症筋無力症を繰り返す 1例

P‒216 川上沙織 福岡市立こども病院小児神経科 当院で過去 5年間に抗MOG抗体検査を依頼した症例の検討

P‒217 米衛ちひろ 鹿児島大学医学部小児科 発症から 8年後に胸腺摘除を行った重症筋無力症の 12歳女児例

一般演題（ポスター）24：睡眠障害

P‒218 吉崎亜里香 大阪大学大学院連合小児発達学研究科附属子
どものこころの分子統御機構研究センター

双方向性スマートフォンアプリ「ねんねナビ」による幼児の睡眠習慣
への介入　―社会実装による有用性検討―

P‒219 小松博子 久留米大学病院小児科 幼稚園児におけるメディア曝露および睡眠不足と視機能異常との関連

P‒220 蘇　　平 大阪大学大学院連合小児発達学研究科 中国語版「子どもの眠りの質問票」をつかった中国青海省における子
どもの睡眠調査

P‒221 小坂拓也 福井大学医学部小児科 神経発達症に伴う睡眠障害に対するラメルテオンとメラトニンの効果
検証

P‒222 露崎　悠 神奈川県立こども医療センター神経内科 睡眠時驚愕症 5例に対する ramelteonの有効性と安全性

P‒223 弓削康太郎 久留米大学高次脳疾患研究所 MeCP2欠損マウスによるレット症候群の睡眠障害に関する研究

P‒224 水谷聡志 大阪母子医療センター 当院での小児神経疾患におけるメラトニンの有効性

一般演題（ポスター）25：内分泌，中毒，栄養

P‒225 漆畑　伶 浜松医科大学小児科 重度貧血を認め，壊血病による急激な進行と考えられた選択的摂食を
伴う自閉スペクトラム症の 1例

P‒226 竹下英子 柳川療育センター ω3系脂肪酸製剤の経腸投与によって腸管不全合併肝障害の改善をみ
た短腸症候群の 1例
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一般演題（ポスター）26：災害・COVID‒19 関連

P‒227 高橋長久 心身障害児総合医療療育センター小児科 小児神経疾患および発達障害児のCOVID‒19感染流行下での生活につ
いてのアンケート調査報告

P‒228 小泉慎也 同愛記念病院小児科 当院小児科におけるCOVID‒19流行第一波によるてんかん診療への影響

P‒229 北村太郎 仙台市立病院小児科 仙台での熱性けいれんの季節性変化：新型コロナウイルス流行を受けて

P‒230 中村幸介 国立病院機構甲府病院小児科 COVID‒19流行期に対応した在宅医療児のトータルサポート

P‒231 友納優子 北九州市立総合療育センター小児科 当センターにおける新型コロナウイルス院内感染対策

P‒232 長濱明日香 坂ノ市病院小児科 保護者アンケート調査に基づいたCOVID‒19流行時の医療的ケア児の
療養に関する取り組み

P‒233 五十嵐鮎子 順天堂大学小児科 COVID‒19流行初期における当院小児神経外来の状況

P‒234 井手見名子 兵庫県立尼崎総合医療センター小児科 ウィズコロナ時代のダウン症赤ちゃん体操教室外来のあり方調査


