
小児科継承情報

疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

11β‐水酸化酵素欠損症 1200 嘔吐 21‐水酸化酵素欠損症 嘔吐

11β‐水酸化酵素欠損症 1205 精巣発育抑制 21‐水酸化酵素欠損症 精巣発育抑制

11β‐水酸化酵素欠損症 1204 乳房発育抑制 21‐水酸化酵素欠損症 乳房発育抑制

11β‐水酸化酵素欠損症 1203 幼児期でのざそう 21‐水酸化酵素欠損症 幼児期でのざそう

11β‐水酸化酵素欠損症 1201 脱水 21‐水酸化酵素欠損症 脱水

11β‐水酸化酵素欠損症 1199 哺乳力低下 21‐水酸化酵素欠損症 哺乳力低下

11β‐水酸化酵素欠損症 1198 体重増加不良 21‐水酸化酵素欠損症 体重増加不良

11β‐水酸化酵素欠損症 1197 色素沈着 21‐水酸化酵素欠損症 色素沈着

11β‐水酸化酵素欠損症 1196 外性器男性化 21‐水酸化酵素欠損症 外性器男性化

11β‐水酸化酵素欠損症 1195 副腎アンドロゲン合成亢進 21‐水酸化酵素欠損症 副腎アンドロゲン合成亢進

11β‐水酸化酵素欠損症 1194 ACTH高値 21‐水酸化酵素欠損症 ACTH高値

11β‐水酸化酵素欠損症 1202 骨年齢の促進 21‐水酸化酵素欠損症 骨年齢の促進

11β‐水酸化酵素欠損症 1193 常染色体劣性遺伝 21‐水酸化酵素欠損症 常染色体劣性遺伝

17α‐水酸化酵素欠損症 1215 副腎アンドロゲン合成低下 21‐水酸化酵素欠損症 副腎アンドロゲン合成亢進

17α‐水酸化酵素欠損症 1214 常染色体劣性遺伝 21‐水酸化酵素欠損症 常染色体劣性遺伝

1型糖尿病 1712 75gOGTT2時間値200mg/dl以上 糖尿病 75gOGTT2時間値200mg/dl以上

1型糖尿病 1602 意識障害 糖尿病 意識障害

1型糖尿病 1601 ケトアシドーシス 糖尿病 ケトアシドーシス

1型糖尿病 1600 体重減少 糖尿病 体重減少
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1型糖尿病 1599 多尿 糖尿病 多尿

1型糖尿病 1598 多飲 糖尿病 心因性の多飲

1型糖尿病 1597 口渇 糖尿病 口渇

1型糖尿病 1596 高浸透圧血症 糖尿病 高浸透圧血症

1型糖尿病 1711 空腹時血糖126mg/dl以上 糖尿病 空腹時血糖126mg/dl以上

21‐水酸化酵素欠損症 1206 尿中１７－KS高値 11β‐水酸化酵素欠損症 尿中１７－KS高値

2型糖尿病 1639 意識障害 1型糖尿病 意識障害

2型糖尿病 1631 高血糖 1型糖尿病 高血糖

2型糖尿病 1638 ケトアシドーシス 1型糖尿病 ケトアシドーシス

2型糖尿病 1637 体重減少 1型糖尿病 体重減少

2型糖尿病 1636 蛋白異化の亢進 1型糖尿病 蛋白異化の亢進

2型糖尿病 1635 多尿 1型糖尿病 多尿

2型糖尿病 1634 多飲 1型糖尿病 多飲

2型糖尿病 1633 口渇 1型糖尿病 口渇

2型糖尿病 1632 高浸透圧血症 1型糖尿病 高浸透圧血症

2型糖尿病 1628 空腹時血糖126mg/dl以上 糖尿病 空腹時血糖126mg/dl以上

2型糖尿病 1629 75gOGTT2時間値200mg/dl以上 糖尿病 75gOGTT2時間値200mg/dl以上

2型糖尿病 1630 随時血糖値200mg/dl以上 糖尿病 随時血糖値200mg/dl以上

3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1210 哺乳力低下 21‐水酸化酵素欠損症 哺乳力低下

3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1209 体重増加不良 21‐水酸化酵素欠損症 体重増加不良

3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1207 常染色体劣性遺伝 21‐水酸化酵素欠損症 常染色体劣性遺伝

3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1212 低Na血症 21‐水酸化酵素欠損症 低Na血症
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3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1208 外性器男性化 21‐水酸化酵素欠損症 外性器男性化

3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1211 嘔吐 21‐水酸化酵素欠損症 嘔吐

3β‐水酸化ステロイド脱水素酵素欠 1213 高K血症 21‐水酸化酵素欠損症 高K血症

46XX真性半陰陽 1570 卵巣と精巣が同一個体にありながら 真性半陰陽 卵巣と精巣が同一個体にある

46XX真性半陰陽 1569 二次性徴の遅れ 真性半陰陽 二次性徴の遅れ

46XX真性半陰陽 1568 色素沈着 真性半陰陽 色素沈着

46XX真性半陰陽 1567 外性器異常 真性半陰陽 外性器異常

46XX真性半陰陽 1566 精巣と卵巣の共存 真性半陰陽 精巣と卵巣の共存

46XX真性半陰陽 1565 卵巣と精巣が同一個体にある 真性半陰陽 卵巣と精巣が同一個体にある

46XX真性半陰陽 1564 染色体によって決められる性別と、 真性半陰陽 染色体によって決められる性別と、外

ACTH不応症 1262 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

ACTH不応症 1263 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

ACTH不応症 1266 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐

ACTH不応症 1264 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

ACTH不応症 1265 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

ACTH不応症 1267 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

Addison病 1347 血中コルチゾール低値 慢性副腎皮質機能不全 血中コルチゾール低値

Addison病 1338 低血圧 慢性副腎皮質機能不全 低血圧

Addison病 1333 ステロイド長期投与 慢性副腎皮質機能不全 ステロイド長期投与

Addison病 1340 下痢 慢性副腎皮質機能不全 下痢

Addison病 1346 ACTH高値 慢性副腎皮質機能不全 ACTH高値

Addison病 1329 コルチゾールとアルドステロンの分 慢性副腎皮質機能不全 コルチゾールとアルドステロンの分泌
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Addison病 1330 先天性副腎低形成 慢性副腎皮質機能不全 先天性副腎低形成

Addison病 1332 先天性副腎過形成 慢性副腎皮質機能不全 先天性副腎過形成

Addison病 1334 自己免疫疾患合併 慢性副腎皮質機能不全 自己免疫疾患合併

Addison病 1335 体重増加不良 慢性副腎皮質機能不全 体重増加不良

Addison病 1336 食欲不振 慢性副腎皮質機能不全 食欲不振

Addison病 1337 易疲労感 慢性副腎皮質機能不全 易疲労感

Addison病 1339 嘔吐 慢性副腎皮質機能不全 嘔吐

Addison病 1341 コルチゾールとアルドステロンの分 慢性副腎皮質機能不全 コルチゾールとアルドステロンの分泌

Addison病 1342 低血糖 慢性副腎皮質機能不全 低血糖

Addison病 1345 食塩欲 慢性副腎皮質機能不全 食塩欲

Addison病 1343 意識障害 慢性副腎皮質機能不全 意識障害

Addison病 1344 色素沈着 慢性副腎皮質機能不全 色素沈着

Addison病 1331 ACTH不応症 慢性副腎皮質機能不全 ACTH不応症

Artemis欠損症 1676 易感染性 RAG1／2欠損症 易感染性

Artemis欠損症 1671 常染色体劣性遺伝 RAG1／2欠損症 常染色体劣性遺伝

Artemis欠損症 1673 T細胞数低下 RAG1／2欠損症 T細胞数低下

Artemis欠損症 1674 VDJ再構成障害 RAG1／2欠損症 VDJ再構成障害

Artemis欠損症 1675 B細胞数低下 RAG1／2欠損症 B細胞数低下

Artemis欠損症 1677 低IgG血症 RAG1／2欠損症 低IgG血症

Artemis欠損症 1672 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 RAG1／2欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

Ataxia様症候群 1884 小脳失調 毛細血管拡張性小脳失調症 小脳失調

Ataxia様症候群 1883 小脳失調 毛細血管拡張性小脳失調症 小脳失調
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B12依存性メチルマロン酸血症 13 ケトアシドーシス メチルマロン酸血症 ケトアシドーシス

B12依存性メチルマロン酸血症 12 多呼吸 メチルマロン酸血症 多呼吸

B12依存性メチルマロン酸血症 11 メチルマロニルCoAムターゼのビタミ メチルマロン酸血症 メチルマロニルCoAムターゼ欠損

B12依存性メチルマロン酸血症 10 メチルマロン酸血症 メチルマロン酸血症 メチルマロン酸血症

B1依存性メープルシロップ尿症 255 分枝鎖ケト酸脱水素酵素低下 メープルシロップ尿症 分枝鎖ケト酸脱水素酵素欠損

B1依存性メープルシロップ尿症 256 メープルシロップ様の尿臭 メープルシロップ尿症 メープルシロップ様の尿臭

B1依存性メープルシロップ尿症 257 分枝鎖アミノ酸増加 メープルシロップ尿症 分枝鎖アミノ酸増加

B6依存性ホモシスチン尿症 262 水晶体亜脱臼 ホモシスチン尿症 水晶体亜脱臼

B6依存性ホモシスチン尿症 9 血栓形成 ホモシスチン尿症 血栓形成

B6依存性ホモシスチン尿症 261 精神発達遅滞 ホモシスチン尿症 精神発達遅滞

B6依存性ホモシスチン尿症 260 シスタチオニン合成酵素活性のビタ ホモシスチン尿症 シスタチオニン合成酵素活性の著名

B6依存性ホモシスチン尿症 259 尿中ホモシスチン増加 ホモシスチン尿症 尿中ホモシスチン増加

B6依存性ホモシスチン尿症 258 血中ホモシステイン増加 ホモシスチン尿症 血中ホモシステイン増加

B6依存性ホモシスチン尿症 263 高身長 ホモシスチン尿症 高身長

B6依存性ホモシスチン尿症 264 クモ指趾 ホモシスチン尿症 クモ指趾

Bartter症候群 1451 低K性代謝性アルカローシス 二次性アルドステロン症 低K性代謝性アルカローシス

Bartter症候群Ⅰ型 167 低K性代謝性アルカローシス Bartter症候群 低K性代謝性アルカローシス

Bartter症候群Ⅰ型 168 常染色体劣性遺伝 Bartter症候群 常染色体劣性遺伝

Bartter症候群Ⅱ型 169 低K性代謝性アルカローシス Bartter症候群 低K性代謝性アルカローシス

Bartter症候群Ⅱ型 170 常染色体劣性遺伝 Bartter症候群 常染色体劣性遺伝

Bartter症候群Ⅲ型 71 低K性代謝性アルカローシス Bartter症候群 低K性代謝性アルカローシス

Bartter症候群Ⅲ型 72 常染色体劣性遺伝 Bartter症候群 常染色体劣性遺伝
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Bartter症候群Ⅲ型 73 筋力低下 Bartter症候群 筋力低下

Bartter症候群Ⅲ型 74 成長障害 Bartter症候群 成長障害

Bartter症候群Ⅲ型 75 便秘 Bartter症候群 便秘

Bartter症候群Ⅲ型 76 多尿 Bartter症候群 多尿

C1r欠損症 2084 SLE様症状 C1q欠損症 SLE様症状

C1r欠損症 2086 易感染性 C1q欠損症 易感染性

C1r欠損症 2087 C1r遺伝子異常 C1q欠損症 C1q遺伝子異常

C1r欠損症 2082 補体溶菌活性の欠損 C1q欠損症 補体溶菌活性の欠損

C1r欠損症 2081 C1r遺伝子異常 C1q欠損症 C1q遺伝子異常

C1r欠損症 2083 免疫複合体の溶解欠損 C1q欠損症 免疫複合体の溶解欠損

C1r欠損症 2085 リウマチ性疾患 C1q欠損症 リウマチ性疾患

C1r欠損症 2079 C1r欠損 C1q欠損症 C1q欠損

C1r欠損症 2080 常染色体劣性遺伝 C1q欠損症 常染色体劣性遺伝

C2欠損症 2100 補体溶菌活性の欠損 C4欠損症 補体溶菌活性の欠損

C2欠損症 2098 常染色体劣性遺伝 C4欠損症 常染色体劣性遺伝

C2欠損症 2099 C2遺伝子異常 C4欠損症 C4遺伝子異常

C2欠損症 2103 易感染性 C1r欠損症 易感染性

C2欠損症 2102 SLE様症状 C4欠損症 SLE様症状

C2欠損症 2101 免疫複合体の溶解欠損 C4欠損症 免疫複合体の溶解欠損

C2欠損症 2097 C2欠損 C4欠損症 C4欠損

C3欠損症 2105 常染色体劣性遺伝 C2欠損症 常染色体劣性遺伝

C3欠損症 2106 C3遺伝子異常 C2欠損症 C2遺伝子異常
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C3欠損症 2104 C3欠損 C2欠損症 C2欠損

C4欠損症 2092 免疫複合体の溶解欠損 C1r欠損症 免疫複合体の溶解欠損

C4欠損症 2090 C4遺伝子異常 C1r欠損症 C1r遺伝子異常

C4欠損症 2093 SLE様症状 C1r欠損症 SLE様症状

C4欠損症 2089 常染色体劣性遺伝 C1r欠損症 常染色体劣性遺伝

C4欠損症 2094 リウマチ性疾患 C1r欠損症 リウマチ性疾患

C4欠損症 2095 易感染性 C1r欠損症 易感染性

C4欠損症 2096 C4遺伝子異常 C1r欠損症 C1r遺伝子異常

C4欠損症 2091 補体溶菌活性の欠損 C1r欠損症 補体溶菌活性の欠損

C4欠損症 2088 C4欠損 C1r欠損症 C1r欠損

C5欠損症 2108 常染色体劣性遺伝 C3欠損症 常染色体劣性遺伝

C5欠損症 2109 C5遺伝子異常 C3欠損症 C3遺伝子異常

C5欠損症 2107 C5欠損 C3欠損症 C3欠損

C6欠損症 2111 常染色体劣性遺伝 C5欠損症 常染色体劣性遺伝

C6欠損症 2112 C6遺伝子異常 C5欠損症 C5遺伝子異常

C6欠損症 2114 SLE C5欠損症 SLE

C6欠損症 2110 C6欠損 C5欠損症 C5欠損

C6欠損症 2113 ナイセリア感染 C5欠損症 ナイセリア感染

C7欠損症 2115 C７欠損 C6欠損症 C6欠損

C7欠損症 2116 常染色体劣性遺伝 C6欠損症 常染色体劣性遺伝

C7欠損症 2117 C７遺伝子異常 C6欠損症 C6遺伝子異常

C7欠損症 2118 ナイセリア感染 C6欠損症 ナイセリア感染
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C7欠損症 2121 殺菌活性の欠損 C6欠損症 殺菌活性の欠損

C7欠損症 2119 SLE C6欠損症 SLE

C7欠損症 2120 補体溶菌活性の欠損 C6欠損症 補体溶菌活性の欠損

C8α欠損症 2127 補体溶菌活性の欠損 C7欠損症 補体溶菌活性の欠損

C8α欠損症 2128 殺菌活性の欠損 C7欠損症 殺菌活性の欠損

C8α欠損症 2124 C８α遺伝子異常 C7欠損症 C７遺伝子異常

C8α欠損症 2125 ナイセリア感染 C7欠損症 ナイセリア感染

C8α欠損症 2122 C８α欠損 C7欠損症 C７欠損

C8α欠損症 2123 常染色体劣性遺伝 C7欠損症 常染色体劣性遺伝

C8α欠損症 2126 SLE C7欠損症 SLE

C8β欠損症 2134 補体溶菌活性の欠損 C8α欠損症 補体溶菌活性の欠損

C8β欠損症 2130 常染色体劣性遺伝 C8α欠損症 常染色体劣性遺伝

C8β欠損症 2129 C８β欠損 C8α欠損症 C８α欠損

C8β欠損症 2131 C８β遺伝子異常 C8α欠損症 C８α遺伝子異常

C8β欠損症 2133 SLE C8α欠損症 SLE

C8β欠損症 2135 殺菌活性の欠損 C8α欠損症 殺菌活性の欠損

C8β欠損症 2132 ナイセリア感染 C8α欠損症 ナイセリア感染

C9欠損症 2137 常染色体劣性遺伝 C7欠損症 常染色体劣性遺伝

C9欠損症 2136 C9欠損 C7欠損症 C７欠損

C9欠損症 2138 C9遺伝子異常 C7欠損症 C７遺伝子異常

C9欠損症 2139 ナイセリア感染 C7欠損症 ナイセリア感染

C9欠損症 2140 補体溶菌活性の欠損 C7欠損症 補体溶菌活性の欠損
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

C9欠損症 2141 殺菌活性の欠損 C7欠損症 殺菌活性の欠損

Caspase10欠損症 1967 Captase10欠損 CD95L（Fasリガンド）欠損症 CD95リガンド欠損

Caspase10欠損症 1971 リンパ球のアポトーシスに対する耐 CD95L（Fasリガンド）欠損症 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

Caspase10欠損症 1970 自己免疫疾患合併 CD95L（Fasリガンド）欠損症 自己免疫疾患合併

Caspase10欠損症 1968 リンパ球のアポトーシスに対する耐 CD95L（Fasリガンド）欠損症 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

Caspase10欠損症 1969 リンパ節腫脹 CD95L（Fasリガンド）欠損症 リンパ節腫脹

Caspase8欠損症 1978 CD4T細胞の増加 CD95L（Fasリガンド）欠損症 CD4T細胞の増加

Caspase8欠損症 1972 リンパ球のアポトーシスに対する耐 Caspase10欠損症 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

Caspase8欠損症 1973 Captase8欠損 Caspase10欠損症 Captase10欠損

Caspase8欠損症 1974 CASP8遺伝子異常 Caspase10欠損症 CASP10遺伝子異常

Caspase8欠損症 1975 リンパ節腫脹 Caspase10欠損症 リンパ節腫脹

Caspase8欠損症 1976 脾腫 Caspase10欠損症 脾腫

Caspase8欠損症 1977 CD8T細胞の増加 CD95L（Fasリガンド）欠損症 CD8T細胞の増加

Caspase8欠損症 1979 リンパ球のアポトーシスに対する耐 CD95L（Fasリガンド）欠損症 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

CD3γとCD3ε欠損症 1839 常染色体劣性遺伝 MHCクラスⅡ欠損症 常染色体劣性遺伝

CD3γとCD3ε欠損症 1838 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 MHCクラスⅡ欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

CD3γとCD3ε欠損症 1840 易感染性 MHCクラスⅡ欠損症 易感染性

CD3δ欠損症 1797 易感染性 CD45欠損症 易感染性

CD3δ欠損症 1793 細胞性免疫不全と抗体産生不全 CD45欠損症 細胞性免疫不全と抗体産生不全

CD3δ欠損症 1794 常染色体劣性遺伝 CD45欠損症 常染色体劣性遺伝

CD3δ欠損症 1796 低IgG血症 CD45欠損症 低IgG血症

CD3δ欠損症 1795 T細胞数低下 CD45欠損症 T細胞数低下
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

CD40欠損症 1832 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 DNA ligase Ⅵ欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

CD40欠損症 1833 常染色体劣性遺伝 DNA ligase Ⅵ欠損症 常染色体劣性遺伝

CD40欠損症 1834 易感染性 DNA ligase Ⅵ欠損症 易感染性

CD45欠損症 1792 易感染性 IL‐7Rα欠損症 易感染性

CD45欠損症 1788 細胞性免疫不全と抗体産生不全 IL‐7Rα欠損症 細胞性免疫不全と抗体産生不全

CD45欠損症 1789 常染色体劣性遺伝 IL‐7Rα欠損症 常染色体劣性遺伝

CD45欠損症 1790 T細胞数低下 IL‐7Rα欠損症 T細胞数低下

CD45欠損症 1791 低IgG血症 IL‐7Rα欠損症 低IgG血症

CD8欠損症 1841 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 CD3γとCD3ε欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

CD8欠損症 1843 易感染性 CD3γとCD3ε欠損症 易感染性

CD8欠損症 1842 常染色体劣性遺伝 CD3γとCD3ε欠損症 常染色体劣性遺伝

CD95（Fas）欠損症 1958 脾腫 自己免疫性リンパ増殖症候群 脾腫

CD95（Fas）欠損症 1957 リンパ球のアポトーシスに対する耐 自己免疫性リンパ増殖症候群 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1966 リンパ球のアポトーシスに対する耐 CD95（Fas）欠損症 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1964 CD8T細胞の増加 CD95（Fas）欠損症 CD8T細胞の増加

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1965 CD4T細胞の増加 CD95（Fas）欠損症 CD4T細胞の増加

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1959 CD95リガンド欠損 CD95（Fas）欠損症 CD95欠損

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1960 TNFSF遺伝子異常 CD95（Fas）欠損症 TNFRSF遺伝子異常

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1963 常染色体劣性遺伝 CD95（Fas）欠損症 常染色体劣性遺伝

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1962 リンパ腫の合併 CD95（Fas）欠損症 リンパ腫の合併

CD95L（Fasリガンド）欠損症 1961 リンパ球のアポトーシスに対する耐 CD95（Fas）欠損症 リンパ球のアポトーシスに対する耐性

Crigler-Najjar症候群Ⅰ型 5 関節型高ビリルビン血症 Crigler-Najjar症候群 関節型高ビリルビン血症
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

Crigler-Najjar症候群Ⅰ型 3 肝臓のグルクロニルトランスフェラー Crigler-Najjar症候群 肝臓のグルクロニルトランスフェラー

Crigler-Najjar症候群Ⅰ型 4 常染色体劣性遺伝 Crigler-Najjar症候群 常染色体劣性遺伝

Crigler-Najjar症候群Ⅰ型 2 関節型高ビリルビン血症 Crigler-Najjar症候群 関節型高ビリルビン血症

Crigler-Najjar症候群Ⅱ型 6 肝臓のグルクロニルトランスフェラー Crigler-Najjar症候群 肝臓のグルクロニルトランスフェラー

Crigler-Najjar症候群Ⅱ型 7 常染色体劣性遺伝 Crigler-Najjar症候群 常染色体劣性遺伝

Crigler-Najjar症候群Ⅱ型 8 間接型高ビリルビン血症 Crigler-Najjar症候群 関節型高ビリルビン血症

Cushing病 1365 成長障害 Cushing症候群 成長障害

Cushing病 1361 ACTH過剰分泌 Cushing症候群 ACTH過剰分泌

Cushing病 1373 筋力低下 Cushing症候群 筋力低下

Cushing病 1371 高血糖 Cushing症候群 高血糖

Cushing病 1369 高血圧 Cushing症候群 高血圧

Cushing病 1372 易感染性 Cushing症候群 易感染性

Cushing病 1368 皮膚線状 Cushing症候群 皮膚線状

Cushing病 1374 糖質コルチコイドの過剰分泌 Cushing症候群 糖質コルチコイドの過剰分泌

Cushing病 1367 ざそう Cushing症候群 ざそう

Cushing病 1364 腹部膨満 Cushing症候群 腹部膨満

Cushing病 1363 満月様顔貌 Cushing症候群 満月様顔貌

Cushing病 1366 多毛 Cushing症候群 多毛

Cushing病 1360 糖質コルチコイドの過剰分泌 Cushing症候群 糖質コルチコイドの過剰分泌

Cushing病 1362 異所性腫瘍のACTH過剰分泌 Cushing症候群 異所性腫瘍のACTH過剰分泌

Cushing病 1370 筋力低下 Cushing症候群 筋力低下

DiGeorge症候群 1886 細胞性免疫不全 胸腺欠損症 細胞性免疫不全
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疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

DiGeorge症候群 1898 易感染性 胸腺欠損症 易感染性

DiGeorge症候群 1893 先天性心疾患 胸腺欠損症 先天性心疾患

DiGeorge症候群 1897 fish-mouth顔貌 胸腺欠損症 fish-mouth顔貌

DiGeorge症候群 1896 小顎 胸腺欠損症 小顎

DiGeorge症候群 1895 鼻根扁平 胸腺欠損症 鼻根扁平

DiGeorge症候群 1894 眼窩解離 胸腺欠損症 眼窩解離

DiGeorge症候群 1892 テタニー 胸腺欠損症 テタニー

DiGeorge症候群 1891 低Ca血症 胸腺欠損症 低Ca血症

DiGeorge症候群 1890 副甲状腺発生異常 胸腺欠損症 副甲状腺発生異常

DiGeorge症候群 1889 細胞性免疫不全 胸腺欠損症 細胞性免疫不全

DiGeorge症候群 1885 胸腺完全欠損 胸腺欠損症 胸腺完全欠損

DiGeorge症候群 1887 第３・第４鰓嚢発生異常 胸腺欠損症 第３・第４鰓嚢発生異常

DiGeorge症候群 1888 染色体22q11-pter異常 胸腺欠損症 染色体22q11-pter異常

DiGeorge症候群完全欠損型 1908 眼窩解離 DiGeorge症候群 眼窩解離

DiGeorge症候群完全欠損型 1899 胸腺完全欠損 DiGeorge症候群 胸腺完全欠損

DiGeorge症候群完全欠損型 1900 細胞性免疫不全 DiGeorge症候群 細胞性免疫不全

DiGeorge症候群完全欠損型 1901 第３・第４鰓嚢発生異常 DiGeorge症候群 第３・第４鰓嚢発生異常

DiGeorge症候群完全欠損型 1902 染色体22q11-pter異常 DiGeorge症候群 染色体22q11-pter異常

DiGeorge症候群完全欠損型 1903 細胞性免疫不全 DiGeorge症候群 細胞性免疫不全

DiGeorge症候群完全欠損型 1904 副甲状腺発生異常 DiGeorge症候群 副甲状腺発生異常

DiGeorge症候群完全欠損型 1905 低Ca血症 DiGeorge症候群 低Ca血症

DiGeorge症候群完全欠損型 1906 テタニー DiGeorge症候群 テタニー
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DiGeorge症候群完全欠損型 1909 鼻根扁平 DiGeorge症候群 鼻根扁平

DiGeorge症候群完全欠損型 1910 小顎 DiGeorge症候群 小顎

DiGeorge症候群完全欠損型 1911 fish-mouth顔貌 DiGeorge症候群 fish-mouth顔貌

DiGeorge症候群完全欠損型 1912 易感染性 DiGeorge症候群 易感染性

DiGeorge症候群完全欠損型 1907 先天性心疾患 DiGeorge症候群 先天性心疾患

DiGeorge症候群部分欠損型 1924 小顎 DiGeorge症候群 小顎

DiGeorge症候群部分欠損型 1927 細胞性免疫不全 DiGeorge症候群 細胞性免疫不全

DiGeorge症候群部分欠損型 1925 fish-mouth顔貌 DiGeorge症候群 fish-mouth顔貌

DiGeorge症候群部分欠損型 1923 鼻根扁平 DiGeorge症候群 鼻根扁平

DiGeorge症候群部分欠損型 1922 眼窩解離 DiGeorge症候群 眼窩解離

DiGeorge症候群部分欠損型 1921 先天性心疾患 DiGeorge症候群 先天性心疾患

DiGeorge症候群部分欠損型 1920 テタニー DiGeorge症候群 テタニー

DiGeorge症候群部分欠損型 1918 副甲状腺発生異常 DiGeorge症候群 副甲状腺発生異常

DiGeorge症候群部分欠損型 1917 細胞性免疫不全 DiGeorge症候群 細胞性免疫不全

DiGeorge症候群部分欠損型 1916 染色体22q11-pter異常 DiGeorge症候群 染色体22q11-pter異常

DiGeorge症候群部分欠損型 1913 胸腺部分欠損 DiGeorge症候群 胸腺完全欠損

DiGeorge症候群部分欠損型 1915 第３・第４鰓嚢発生異常 DiGeorge症候群 第３・第４鰓嚢発生異常

DiGeorge症候群部分欠損型 1914 細胞性免疫不全 DiGeorge症候群 細胞性免疫不全

DiGeorge症候群部分欠損型 1926 易感染性 DiGeorge症候群 易感染性

DiGeorge症候群部分欠損型 1919 低Ca血症 DiGeorge症候群 低Ca血症

DNA ligase Ⅵ欠損症 1694 易感染性 Omenn症候群 易感染性

DNA ligase Ⅵ欠損症 1690 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 Omenn症候群 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不
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DNA ligase Ⅵ欠損症 1691 常染色体劣性遺伝 Omenn症候群 常染色体劣性遺伝

DNA ligase Ⅵ欠損症 1693 B細胞数低下 Omenn症候群 B細胞数低下

DNA ligase Ⅵ欠損症 1695 低IgG血症 Omenn症候群 低IgG血症

DNA ligase Ⅵ欠損症 1692 T細胞数類減少 Omenn症候群 T細胞種類減少

empty sella症候群 721 性腺機能不全症 下垂体機能低下症 性腺機能不全症

empty sella症候群 720 甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症 甲状腺機能低下症

empty sella症候群 722 副腎不全症状 下垂体機能低下症 副腎不全症状

empty sella症候群 719 成長障害 下垂体機能低下症 成長障害

empty sella症候群 718 下垂体機能低下 下垂体機能低下症 下垂体機能低下

Factor D欠損症 2149 Factor D遺伝子異常 Factor H欠損症 Factor H遺伝子異常

Factor D欠損症 2147 Factor D欠損 Factor H欠損症 Factor H欠損

Factor D欠損症 2148 常染色体劣性遺伝 Factor H欠損症 常染色体劣性遺伝

Factor D欠損症 2150 第2補体活性化経路による溶菌活性 Factor H欠損症 C3第2補体活性化経路の消費による

Factor H欠損症 2142 Factor H欠損 Factor I欠損症 Factor I欠損

Factor H欠損症 2143 常染色体劣性遺伝 Factor I欠損症 常染色体劣性遺伝

Factor H欠損症 2144 Factor H遺伝子異常 Factor I欠損症 Factor I遺伝子異常

Factor H欠損症 2145 反復細菌感染 Factor I欠損症 反復細菌感染

Factor H欠損症 2146 C3第2補体活性化経路の消費による Factor I欠損症 C3第2補体活性化経路の消費による

FSH単独欠損症 1519 仮死 LH単独欠損症 仮死

FSH単独欠損症 1518 骨盤位分娩 LH単独欠損症 骨盤位分娩

FSH単独欠損症 1520 FSH低値 LH単独欠損症 LH低値

FSH単独欠損症 1521 二次性徴の遅れ LH単独欠損症 二次性徴の遅れ
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FSH単独欠損症 1517 FSH単独欠損 LH単独欠損症 LH単独欠損

GHRH受容体遺伝子異常 889 下垂体低形成 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 下垂体低形成

GHRH受容体遺伝子異常 887 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低

GHRH受容体遺伝子異常 888 低身長 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 低身長

Griscelli症候群2型 1936 免疫不全 チェディアック・東症候群 免疫不全

Griscelli症候群2型 1939 細胞障害性T細胞の機能低下 チェディアック・東症候群 細胞障害性T細胞の機能低下

Griscelli症候群2型 1935 部分的白子症 チェディアック・東症候群 部分的白子症

Griscelli症候群2型 1937 常染色体劣性遺伝 チェディアック・東症候群 常染色体劣性遺伝

Griscelli症候群2型 1938 NK細胞機能低下 チェディアック・東症候群 NK細胞機能低下

HesX‐1異常症 894 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低

HesX‐1異常症 895 低身長 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 低身長

ICOS欠損症 1878 低IgA血症 AID欠損症 低IgA血症

ICOS欠損症 1879 低IgM血症 AID欠損症 低IgG血症

ICOS欠損症 1880 常染色体劣性遺伝 AID欠損症 常染色体劣性遺伝

ICOS欠損症 1877 低IgG血症 AID欠損症 低IgG血症

IFN‐γ受容体欠損症 2032 IFN-γ受容体欠損 IL‐12p40欠損症 IL‐12p40欠損

IFN‐γ受容体欠損症 2036 マイコバクテリアとサルモネラ菌に感 IL‐12p40欠損症 マイコバクテリアとサルモネラ菌に感

IFN‐γ受容体欠損症 2033 常染色体劣性遺伝 IL‐12p40欠損症 常染色体劣性遺伝

IFN‐γ受容体欠損症 2035 INF-γR1遺伝子の変異 IL‐12p40欠損症 IL12/IL23のIL-12p40サブユニット遺

IFN‐γ受容体欠損症 2037 IFN-γ情報伝達障害 IL‐12p40欠損症 IFN-γ分泌異常

IFN‐γ受容体欠損症 2034 常染色体優性遺伝 IL‐12p40欠損症 常染色体劣性遺伝

IL‐12p40欠損症 2031 易感染性 IL‐12とIL‐23受容体欠損症 易感染性

2010年4月12日 15/99 ページ



疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

IL‐12p40欠損症 2030 IFN-γ分泌異常 IL‐12とIL‐23受容体欠損症 IFN-γ分泌異常

IL‐12p40欠損症 2029 マイコバクテリアとサルモネラ菌に感 IL‐12とIL‐23受容体欠損症 マイコバクテリアとサルモネラ菌に感

IL‐12p40欠損症 2028 IL12/IL23のIL-12p40サブユニット遺 IL‐12とIL‐23受容体欠損症 IL-12Rβ1遺伝子の変異

IL‐12p40欠損症 2027 常染色体劣性遺伝 IL‐12とIL‐23受容体欠損症 常染色体劣性遺伝

IL‐12p40欠損症 2026 IL‐12p40欠損 IL‐12とIL‐23受容体欠損症 IL‐12とIL‐23受容体欠損

IL‐12とIL‐23受容体欠損症 2023 常染色体劣性遺伝 ミエロペルオキシダーゼ欠損症 常染色体劣性遺伝

IL‐12とIL‐23受容体欠損症 2024 IL-12Rβ1遺伝子の変異 ミエロペルオキシダーゼ欠損症 MPO遺伝子の変異

IL‐12とIL‐23受容体欠損症 2025 易感染性 ミエロペルオキシダーゼ欠損症 易感染性

IL‐1受容体関連キナーゼ4欠損症 2044 常染色体劣性遺伝 IFN‐γ受容体欠損症 常染色体劣性遺伝

IL‐7Rα欠損症 1783 細胞性免疫不全と抗体産生不全 Jak3欠損症 細胞性免疫不全と抗体産生不全

IL‐7Rα欠損症 1787 易感染性 Jak3欠損症 易感染性

IL‐7Rα欠損症 1786 低IgG血症 Jak3欠損症 低IgG血症

IL‐7Rα欠損症 1785 T細胞数低下 Jak3欠損症 T細胞数低下

IL‐7Rα欠損症 1784 常染色体劣性遺伝 Jak3欠損症 常染色体劣性遺伝

Jak3欠損症 1781 易感染性 γC欠損症 易感染性

Jak3欠損症 1780 低IgG血症 γC欠損症 低IgG血症

Jak3欠損症 1779 T細胞数低下 γC欠損症 T細胞数低下

Jak3欠損症 1778 細胞性免疫不全と抗体産生不全 γC欠損症 細胞性免疫不全と抗体産生不全

Jak3欠損症 1782 NK細胞著明に低下 γC欠損症 NK細胞著明に低下

Kallmann症候群 1495 ゴナドトロピン単独欠損 ゴナドトロピン単独欠損症 ゴナドトロピン単独欠損

Kallmann症候群 1496 二次性徴の遅れ ゴナドトロピン単独欠損症 二次性徴の遅れ

Kostmann症候群 1984 骨髄系好中球分化障害 重症先天性好中球減少症 骨髄系好中球分化障害
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Kostmann症候群 1985 GF11遺伝子異常 重症先天性好中球減少症 ELA2遺伝子異常

Kostmann症候群 1980 好中球減少 重症先天性好中球減少症 好中球減少

Kostmann症候群 1981 骨髄系好中球分化障害 重症先天性好中球減少症 骨髄系好中球分化障害

Kostmann症候群 1982 常染色体優性遺伝 重症先天性好中球減少症 常染色体優性遺伝

Kostmann症候群 1986 好中球減少 重症先天性好中球減少症 好中球減少

Kostmann症候群 1983 易感染性 重症先天性好中球減少症 易感染性

Leydig細胞形成不全 1529 二次性徴の遅れ 精巣退縮症候群 二次性徴の遅れ

Leydig細胞形成不全 1530 ゴナドトロピン高値 精巣退縮症候群 ゴナドトロピン高値

Leydig細胞形成不全 1531 低性腺ステロイド血症 精巣退縮症候群 低性腺ステロイド血症

Leydig細胞低形成 1533 ゴナドトロピン高値 Leydig細胞形成不全 ゴナドトロピン高値

Leydig細胞低形成 1534 二次性徴の遅れ Leydig細胞形成不全 二次性徴の遅れ

Leydig細胞低形成 1532 低性腺ステロイド血症 Leydig細胞形成不全 低性腺ステロイド血症

MASP2欠損症 2047 MASP2遺伝子異常 マンノース結合蛋白欠損症 MBP遺伝子異常

MASP2欠損症 2048 常染色体劣性遺伝 マンノース結合蛋白欠損症 常染色体劣性遺伝

McCune‐Albright症候群 1466 LHRH負荷試験無反応 家族性男性思春期早発症 LHRH負荷試験無反応

MHCクラスⅡ欠損症 1835 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 CD40欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

MHCクラスⅡ欠損症 1836 常染色体劣性遺伝 CD40欠損症 常染色体劣性遺伝

MHCクラスⅡ欠損症 1837 易感染性 CD40欠損症 易感染性

MODY1 1736 意識障害 2型糖尿病 意識障害

MODY1 1735 ケトアシドーシス 2型糖尿病 ケトアシドーシス

MODY1 1729 高血糖 2型糖尿病 高血糖

MODY1 1730 高浸透圧血症 2型糖尿病 高浸透圧血症
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MODY1 1731 口渇 2型糖尿病 口渇

MODY1 1734 蛋白異化の亢進 2型糖尿病 蛋白異化の亢進

MODY1 1733 多尿 2型糖尿病 多尿

MODY1 1732 多飲 2型糖尿病 多飲

Munc欠損症 1948 T細胞の異常活性化 家族性血球貪食性リンパ組織球症 T細胞の異常活性化

Munc欠損症 1947 常染色体劣性遺伝 家族性血球貪食性リンパ組織球症 常染色体劣性遺伝

Munc欠損症 1952 細胞障害性T細胞の機能低下 Perforin欠損症 細胞障害性T細胞の機能低下

Munc欠損症 1950 血球貪食 家族性血球貪食性リンパ組織球症 血球貪食

Munc欠損症 1949 サイトカイン血症 家族性血球貪食性リンパ組織球症 サイトカイン血症

Munc欠損症 1951 NK細胞機能低下 Perforin欠損症 NK細胞機能低下

Omenn症候群 1684 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 細網異形成症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

Omenn症候群 1685 常染色体劣性遺伝 細網異形成症 常染色体劣性遺伝

Omenn症候群 1686 T細胞種類減少 細網異形成症 T細胞数低下

Omenn症候群 1689 低IgG血症 細網異形成症 低IgG血症

Omenn症候群 1688 易感染性 細網異形成症 易感染性

Omenn症候群 1687 B細胞数低下 細網異形成症 B細胞数低下

Perforin欠損症 1940 常染色体劣性遺伝 家族性血球貪食性リンパ組織球症 常染色体劣性遺伝

Perforin欠損症 1941 NK細胞機能低下 白子症を伴う免疫不全症 NK細胞機能低下

Perforin欠損症 1942 細胞障害性T細胞の機能低下 白子症を伴う免疫不全症 細胞障害性T細胞の機能低下

Perforin欠損症 1943 サイトカイン血症 家族性血球貪食性リンパ組織球症 サイトカイン血症

Perforin欠損症 1944 血球貪食 家族性血球貪食性リンパ組織球症 血球貪食

Perforin欠損症 1945 発熱 家族性血球貪食性リンパ組織球症 発熱
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Perforin欠損症 1946 サイトカイン血症 家族性血球貪食性リンパ組織球症 サイトカイン血症

Pit‐1異常症 892 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低

Pit‐1異常症 893 低身長 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 低身長

PROP‐1異常症 890 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低

PROP‐1異常症 891 高度の低身長 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 低身長

Properdin欠損症 2152 第2補体活性化経路による溶菌活性 Factor D欠損症 第2補体活性化経路による溶菌活性

Properdin欠損症 2151 ナイセリア感染 Factor D欠損症 ナイセリア感染

Rabson‐Mendenhall症候群 1746 インスリン受容体遺伝子異常 インスリン抵抗性A型 インスリン受容体遺伝子異常

Rabson‐Mendenhall症候群 1748 インスリン受容体遺伝子異常 インスリン抵抗性A型 インスリン受容体遺伝子異常

Rabson‐Mendenhall症候群 1747 糖尿病 インスリン抵抗性A型 糖尿病

Rabson‐Mendenhall症候群 1751 黒色表皮腫 インスリン抵抗性A型 黒色表皮腫

Rabson‐Mendenhall症候群 1750 糖尿病 インスリン抵抗性A型 糖尿病

Rabson‐Mendenhall症候群 1752 多毛 インスリン抵抗性A型 多毛

Rabson‐Mendenhall症候群 1754 卵巣嚢胞 インスリン抵抗性A型 卵巣嚢胞

Rabson‐Mendenhall症候群 1753 原発性無月経 インスリン抵抗性A型 原発性無月経

Rabson‐Mendenhall症候群 1749 インスリン抵抗性 インスリン抵抗性A型 インスリン抵抗性

Rac‐2欠損症 1999 白血球接着不全 白血球接着不全症1 白血球接着不全

Rac‐2欠損症 2001 RAC2遺伝子の変異 白血球接着不全症1 INTG遺伝子の変異

Rac‐2欠損症 2000 白血球増多 白血球接着不全症1 白血球増多

Rac‐2欠損症 2002 白血球接着不全 白血球接着不全症1 白血球接着不全

RAG1／2欠損症 1669 易感染性 T（－）B（－）重症複合免疫不全症 易感染性

RAG1／2欠損症 1668 低IgG血症 T（－）B（－）重症複合免疫不全症 低IgG血症
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RAG1／2欠損症 1670 B細胞数低下 T（－）B（－）重症複合免疫不全症 B細胞数低下

RAG1／2欠損症 1667 常染色体劣性遺伝 T（－）B（－）重症複合免疫不全症 常染色体劣性遺伝

RAG1／2欠損症 1804 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 T（－）B（－）重症複合免疫不全症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

RAG1／2欠損症 1805 T細胞数低下 T（－）B（－）重症複合免疫不全症 T細胞数低下

Shwachman‐Diamond症候群 2003 SBDS遺伝子変異 特異顆粒欠損症 C/EBPE遺伝子変異

Sipple症候群 1459 可動性のない甲状腺の結節 甲状腺乳頭状腺がん 可動性のない甲状腺の結節

Sipple症候群 1456 発汗過多 褐色細胞腫 発汗過多

Sipple症候群 1457 易興奮性 褐色細胞腫 易興奮性

Sipple症候群 1455 動悸 褐色細胞腫 動悸

Sipple症候群 1452 高血圧 褐色細胞腫 高血圧

Sipple症候群 1458 カルシトニン高値 甲状腺髄様がん カルシトニン高値

Sipple症候群 1453 エピネフリン高値 褐色細胞腫 エピネフリン高値

Sipple症候群 1454 ノルエピネフリン高値 褐色細胞腫 ノルエピネフリン高値

STAT1欠損症 2038 常染色体劣性遺伝 IFN‐γ受容体欠損症 常染色体劣性遺伝

STAT1欠損症 2040 マイコバクテリアとサルモネラ菌に感 IFN‐γ受容体欠損症 マイコバクテリアとサルモネラ菌に感

STAT1欠損症 2041 IFN-γ情報伝達障害 IFN‐γ受容体欠損症 IFN-γ情報伝達障害

STAT1欠損症 2042 STAT1遺伝子の変異 IFN‐γ受容体欠損症 INF-γR2遺伝子の変異

STAT1欠損症 2039 常染色体優性遺伝 IFN‐γ受容体欠損症 常染色体優性遺伝

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 1802 易感染性 IL‐7Rα欠損症 易感染性

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 1801 低IgG血症 IL‐7Rα欠損症 低IgG血症

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 1800 常染色体劣性遺伝 IL‐7Rα欠損症 常染色体劣性遺伝

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 1803 B細胞数低下 IL‐7Rα欠損症 T細胞数低下
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T（－）B（－）重症複合免疫不全症 1798 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

T（－）B（－）重症複合免疫不全症 1799 T細胞数低下 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 T細胞数低下

T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 1772 易感染性 T細胞およびB細胞免疫不全症 易感染性

T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 1771 X連鎖遺伝 T細胞およびB細胞免疫不全症 X連鎖遺伝

T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 1770 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 T細胞およびB細胞免疫不全症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

TAP‐1欠損症 1848 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 ZAP70欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

TAP‐1欠損症 1850 易感染性 ZAP70欠損症 易感染性

TAP‐1欠損症 1851 CD8陽性T細胞減少 ZAP70欠損症 CD8陽性T細胞減少

TAP‐1欠損症 1849 常染色体劣性遺伝 ZAP70欠損症 常染色体劣性遺伝

TAP‐2欠損症 1855 CD8陽性T細胞減少 TAP‐1欠損症 CD8陽性T細胞減少

TAP‐2欠損症 1857 TAP２遺伝子異常 TAP‐1欠損症 TAP1遺伝子異常

TAP‐2欠損症 1854 易感染性 TAP‐1欠損症 易感染性

TAP‐2欠損症 1852 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 TAP‐1欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

TAP‐2欠損症 1853 常染色体劣性遺伝 TAP‐1欠損症 常染色体劣性遺伝

TAP‐2欠損症 1856 TAP-２欠損 TAP‐1欠損症 TAP-1欠損

TRH欠損症 986 遷延する黄疸 先天性甲状腺機能低下症 遷延する黄疸

TRH欠損症 987 体重増加不良 先天性甲状腺機能低下症 体重増加不良

TRH欠損症 988 小泉門閉鎖遅延 先天性甲状腺機能低下症 小泉門閉鎖遅延

TRH欠損症 985 臍ヘルニア 先天性甲状腺機能低下症 臍ヘルニア

TRH欠損症 980 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

TRH欠損症 981 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

TRH欠損症 982 皮膚乾燥 先天性甲状腺機能低下症 皮膚乾燥
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TRH欠損症 983 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

TRH欠損症 984 巨舌 先天性甲状腺機能低下症 巨舌

TRH欠損症 989 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長

TRH欠損症 979 哺乳不良 先天性甲状腺機能低下症 哺乳不良

TRH欠損症 991 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

TRH欠損症 990 知能障害 先天性甲状腺機能低下症 知能障害

TSH単独欠損症 125 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

TSH単独欠損症 972 巨舌 先天性甲状腺機能低下症 巨舌

TSH単独欠損症 976 小泉門閉鎖遅延 先天性甲状腺機能低下症 小泉門閉鎖遅延

TSH単独欠損症 975 体重増加不良 先天性甲状腺機能低下症 体重増加不良

TSH単独欠損症 122 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

TSH単独欠損症 127 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

TSH単独欠損症 124 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

TSH単独欠損症 978 知能障害 先天性甲状腺機能低下症 知能障害

TSH単独欠損症 126 皮膚乾燥 先天性甲状腺機能低下症 皮膚乾燥

TSH単独欠損症 974 遷延する黄疸 先天性甲状腺機能低下症 遷延する黄疸

TSH単独欠損症 973 臍ヘルニア 先天性甲状腺機能低下症 臍ヘルニア

TSH単独欠損症 977 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長

TSH単独欠損症 123 哺乳不良 先天性甲状腺機能低下症 哺乳不良

UNG欠損症 1875 低IgA血症 AID欠損症 低IgA血症

UNG欠損症 1873 常染色体劣性遺伝 AID欠損症 常染色体劣性遺伝

UNG欠損症 1876 リンパ節と胚中心の拡大 AID欠損症 リンパ節と胚中心の拡大
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UNG欠損症 1874 低IgG血症 AID欠損症 低IgG血症

winged helix nude欠損症 1858 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 TAP‐2欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

winged helix nude欠損症 1859 常染色体劣性遺伝 TAP‐2欠損症 常染色体劣性遺伝

Winged helix nude欠損症 1928 胸腺欠損 胸腺欠損症 胸腺完全欠損

winged helix nude欠損症 1860 易感染性 TAP‐2欠損症 易感染性

XX性腺異形成 1552 ゴナドトロピン高値 XX性腺無形成 ゴナドトロピン高値

XX性腺異形成 1551 二次性徴発達不全 XX性腺無形成 二次性徴発達不全

XY性腺異形成 1553 性腺の異形成 XX性腺異形成 性腺の異形成

XY性腺異形成 1555 ゴナドトロピン高値 XX性腺異形成 ゴナドトロピン高値

XY性腺異形成 1554 二次性徴発達不全 XX性腺異形成 二次性徴発達不全

XY性腺無形成 1548 索状性腺 XX性腺無形成 索状性腺

XY性腺無形成 1550 ゴナドトロピン高値 XX性腺無形成 ゴナドトロピン高値

XY性腺無形成 1546 性腺無形成 XX性腺無形成 性腺無形成

XY性腺無形成 1549 二次性徴発達不全 XX性腺無形成 二次性徴発達不全

XY性腺無形成 1547 SRY遺伝子変異 XX性腺無形成 SRY遺伝子変異

X染色体性低P血症性くる病 512 筋力低下 低リン酸血症性くる病 筋力低下

X染色体性低P血症性くる病 508 P再吸収閾値低下 低リン酸血症性くる病 P再吸収閾値低下

X染色体性低P血症性くる病 514 う歯 低リン酸血症性くる病 う歯

X染色体性低P血症性くる病 509 常染色体優性遺伝 低リン酸血症性くる病 常染色体優性遺伝

X染色体性低P血症性くる病 510 低P血症 低リン酸血症性くる病 低P血症

X染色体性低P血症性くる病 506 類骨組織が過剰 低リン酸血症性くる病 類骨組織が過剰

X染色体性低P血症性くる病 507 低P血症 低リン酸血症性くる病 低P血症
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X染色体性低P血症性くる病 513 成長障害 くる病 成長障害

X染色体性低P血症性くる病 511 O脚 低リン酸血症性くる病 O脚

X連鎖リンパ増殖症候群 1956 サイトカイン血症 家族性血球貪食性リンパ組織球症 サイトカイン血症

X連鎖リンパ増殖症候群 1954 発熱 家族性血球貪食性リンパ組織球症 発熱

X連鎖リンパ増殖症候群 1953 T細胞の異常活性化 家族性血球貪食性リンパ組織球症 T細胞の異常活性化

X連鎖リンパ増殖症候群 1955 血球貪食 家族性血球貪食性リンパ組織球症 血球貪食

X連鎖血小板減少症 1882 Wiskott-Aldrich syndrome protein遺 ウィスコット・オルドリッチ症候群 Wiskott-Aldrich syndrome protein遺

X連鎖血小板減少症 1881 サイズの減少を伴う血小板減少 ウィスコット・オルドリッチ症候群 サイズの減少を伴う血小板減少

X連鎖高IgM症候群 1817 CD40リガンド遺伝子変異 高IgM血症 CD40リガンド遺伝子変異

X連鎖高IgM症候群 1820 X連鎖遺伝 高IgM血症 X連鎖遺伝

X連鎖高IgM症候群 1818 B細胞シグナル障害 高IgM血症 B細胞シグナル障害

X連鎖高IgM症候群 1816 易感染性 高IgM血症 易感染性

X連鎖高IgM症候群 1815 肝機能障害 高IgM血症 肝機能障害

X連鎖高IgM症候群 1814 溶血性貧血 高IgM血症 溶血性貧血

X連鎖高IgM症候群 1813 血小板減少 高IgM血症 血小板減少

X連鎖高IgM症候群 1812 好中球減少 高IgM血症 好中球減少

X連鎖高IgM症候群 1811 高IgM血症 高IgM血症 高IgM血症

X連鎖高IgM症候群 1810 X連鎖遺伝 高IgM血症 X連鎖遺伝

X連鎖高IgM症候群 1809 高IgM血症 高IgM血症 高IgM血症

X連鎖高IgM症候群 1808 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 高IgM血症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

X連鎖高IgM症候群 1819 樹状細胞シグナル障害 高IgM血症 樹状細胞シグナル障害

X連鎖慢性肉芽腫症 2004 食細胞の殺菌能異常 慢性肉芽腫症 食細胞の殺菌能異常
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X連鎖慢性肉芽腫症 2012 活性酸素の産生不全 慢性肉芽腫症 活性酸素の産生不全

X連鎖慢性肉芽腫症 2011 NBT還元試験異常 慢性肉芽腫症 NBT還元試験異常

X連鎖慢性肉芽腫症 2010 リンパ節炎 慢性肉芽腫症 リンパ節炎

X連鎖慢性肉芽腫症 2008 食細胞の殺菌能異常 慢性肉芽腫症 食細胞の殺菌能異常

X連鎖慢性肉芽腫症 2007 感染巣の肉芽腫形成 慢性肉芽腫症 感染巣の肉芽腫形成

X連鎖慢性肉芽腫症 2006 活性酸素の産生不全 慢性肉芽腫症 活性酸素の産生不全

X連鎖慢性肉芽腫症 2005 感染巣の肉芽腫形成 慢性肉芽腫症 感染巣の肉芽腫形成

X連鎖慢性肉芽腫症 2009 易感染性 慢性肉芽腫症 易感染性

X連鎖無γ‐グロブリン血症 1867 B細胞欠損 常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 B細胞欠損

X連鎖無γ‐グロブリン血症 1868 無ガンマグロブリン血症 常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 無ガンマグロブリン血症

ZAP70欠損症 1846 易感染性 CD8欠損症 易感染性

ZAP70欠損症 1845 常染色体劣性遺伝 CD8欠損症 常染色体劣性遺伝

ZAP70欠損症 1844 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 CD8欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

ZAP70欠損症 1847 CD8陽性T細胞減少 CD8欠損症 CD8陽性T細胞減少

γC欠損症 1776 易感染性 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 易感染性

γC欠損症 1775 低IgG血症 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 低IgG血症

γC欠損症 1774 T細胞数低下 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 T細胞数低下

γC欠損症 1773 細胞性免疫不全と抗体産生不全 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

γC欠損症 1777 X連鎖遺伝 T（－）B（＋）重症複合免疫不全症 X連鎖遺伝

κ鎖欠損症 1872 IgG減少 Ig重鎖遺伝子欠失症 IgG1欠損

κ鎖欠損症 1871 γ鎖陽性B細胞数低下 Ig重鎖遺伝子欠失症 B細胞数低下

κ鎖欠損症 1870 常染色体劣性遺伝 Ig重鎖遺伝子欠失症 常染色体劣性遺伝
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κ鎖欠損症 1869 イムノグロブリンのκ鎖欠損 Ig重鎖遺伝子欠失症 イムノグロブリンの重鎖欠損

アルドステロン合成障害 1225 哺乳力低下 21‐水酸化酵素欠損症 哺乳力低下

アルドステロン合成障害 1224 体重増加不良 21‐水酸化酵素欠損症 体重増加不良

アルドステロン合成障害 1223 副腎アンドロゲン合成低下 21‐水酸化酵素欠損症 副腎アンドロゲン合成亢進

アルドステロン合成障害 1226 脱水 21‐水酸化酵素欠損症 脱水

アルドステロン合成障害 1227 低Na血症 21‐水酸化酵素欠損症 低Na血症

アルドステロン合成障害 1222 常染色体劣性遺伝 21‐水酸化酵素欠損症 常染色体劣性遺伝

アルドステロン合成障害 1228 高K血症 21‐水酸化酵素欠損症 高K血症

アルドステロン症 1762 低K性代謝性アルカローシス 原発性アルドステロン症 低K性代謝性アルカローシス

アルドステロン症 1756 副腎腺腫 原発性アルドステロン症 副腎腺腫

アルドステロン症 1757 両側性小結節性腺腫 原発性アルドステロン症 両側性小結節性腺腫

アルドステロン症 1758 アルドステロン高値 原発性アルドステロン症 アルドステロン高値

アルドステロン症 1759 高血圧 原発性アルドステロン症 高血圧

アルドステロン症 1760 多尿 原発性アルドステロン症 多尿

アルドステロン症 1761 多飲 原発性アルドステロン症 多飲

アルドステロン症 1755 アルドステロン産生過剰 原発性アルドステロン症 副腎の病変によるアルドステロン産生

アルドステロン症 1654 高Na血症 原発性アルドステロン症 高Na血症

アルファサラセミア 31 ヘモグロビンα鎖をコードする遺伝 サラセミア ヘモグロビンβ鎖をコードする遺伝子

アルファサラセミア 30 ヘモグロビンのα鎖産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

インスリン低血糖 315 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

インスリン低血糖 316 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣

インスリン低血糖 313 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症
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インスリン低血糖 314 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈

インスリン低血糖 317 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

インスリン低血糖 318 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多

インスリン抵抗性糖尿病 1643 口渇 糖尿病 口渇

インスリン抵抗性糖尿病 1647 意識障害 糖尿病 意識障害

インスリン抵抗性糖尿病 1644 多飲 糖尿病 心因性の多飲

インスリン抵抗性糖尿病 1641 75gOGTT2時間値200mg/dl以上 糖尿病 75gOGTT2時間値200mg/dl以上

インスリン抵抗性糖尿病 1646 ケトアシドーシス 糖尿病 ケトアシドーシス

インスリン抵抗性糖尿病 1640 空腹時血糖126mg/dl以上 糖尿病 空腹時血糖126mg/dl以上

インスリン抵抗性糖尿病 1645 多尿 糖尿病 多尿

インスリン抵抗性糖尿病 1642 随時血糖値200mg/dl以上 糖尿病 随時血糖値200mg/dl以上

インスリン分泌不全糖尿病 1653 口渇 1型糖尿病 口渇

インスリン分泌不全糖尿病 1713 多飲 1型糖尿病 多飲

インスリン分泌不全糖尿病 1716 体重減少 1型糖尿病 体重減少

インスリン分泌不全糖尿病 1718 意識障害 1型糖尿病 意識障害

インスリン分泌不全糖尿病 1715 蛋白異化の亢進 1型糖尿病 蛋白異化の亢進

インスリン分泌不全糖尿病 1717 ケトアシドーシス 1型糖尿病 ケトアシドーシス

インスリン分泌不全糖尿病 1648 空腹時血糖126mg/dl以上 糖尿病 空腹時血糖126mg/dl以上

インスリン分泌不全糖尿病 1652 高浸透圧血症 1型糖尿病 高浸透圧血症

インスリン分泌不全糖尿病 1651 高血糖 1型糖尿病 高血糖

インスリン分泌不全糖尿病 1650 随時血糖値200mg/dl以上 糖尿病 随時血糖値200mg/dl以上

インスリン分泌不全糖尿病 1649 75gOGTT2時間値200mg/dl以上 糖尿病 75gOGTT2時間値200mg/dl以上
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インスリン分泌不全糖尿病 1714 多尿 1型糖尿病 多尿

クーリー貧血 34 ヘモグロビンのβ鎖の産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

クーリー貧血 36 ヘモグロビンのβ鎖産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

クーリー貧血 35 ヘモグロビンβ鎖をコードする遺伝 サラセミア ヘモグロビンβ鎖をコードする遺伝子

ケトン性低血糖症 342 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

ケトン性低血糖症 339 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症

ケトン性低血糖症 341 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈

ケトン性低血糖症 343 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣

ケトン性低血糖症 344 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

ケトン性低血糖症 345 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多

ケトン性低血糖症 340 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症

ゴナドトロピン単独欠損症 1494 仮死 特発性成長ホルモン分泌不全性低 仮死

ゴナドトロピン単独欠損症 1493 骨盤位分娩 特発性成長ホルモン分泌不全性低 骨盤位分娩

コルチコステロン・メチルオキシダー 1353 低Na血症 アルドステロン合成障害 低Na血症

コルチコステロン・メチルオキシダー 1348 常染色体劣性遺伝 アルドステロン合成障害 常染色体劣性遺伝

コルチコステロン・メチルオキシダー 1354 高K血症 アルドステロン合成障害 高K血症

コルチコステロン・メチルオキシダー 1351 哺乳力低下 アルドステロン合成障害 哺乳力低下

コルチコステロン・メチルオキシダー 1352 脱水 アルドステロン合成障害 脱水

コルチコステロン・メチルオキシダー 1349 副腎アンドロゲン合成低下 アルドステロン合成障害 副腎アンドロゲン合成低下

コルチコステロン・メチルオキシダー 1350 体重増加不良 アルドステロン合成障害 体重増加不良

シスチン尿症Ⅰ型 143 溶解度の低いシスチンの尿中への シスチン尿症 溶解度の低いシスチンの尿中への大

シスチン尿症Ⅰ型 142 シスチン結石 シスチン尿症 シスチン結石
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シスチン尿症Ⅰ型 141 染色体2番のSLC3A1または染色体1 シスチン尿症 遺伝子異常

シスチン尿症Ⅰ型 140 腎尿細管機能障害 シスチン尿症 腎尿細管機能障害

シスチン尿症非Ⅰ型 147 溶解度の低いシスチンの尿中への シスチン尿症 溶解度の低いシスチンの尿中への大

シスチン尿症非Ⅰ型 146 シスチン結石 シスチン尿症 シスチン結石

シスチン尿症非Ⅰ型 145 染色体2番のSLC3A1または染色体1 シスチン尿症 遺伝子異常

シスチン尿症非Ⅰ型 144 腎尿細管機能障害 シスチン尿症 腎尿細管機能障害

ステロイドホルモン産生異常 1584 外性器男性化 先天性副腎過形成 外性器男性化

ステロイド性骨粗鬆症 621 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

ステロイド性骨粗鬆症 623 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

ステロイド性骨粗鬆症 625 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

ステロイド性骨粗鬆症 626 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

ステロイド性骨粗鬆症 624 骨折 骨粗鬆症 骨折

ステロイド性骨粗鬆症 622 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

セルロプラスミン低下症 1764 錐体外路障害 ウイルソン病 錐体外路障害

セルロプラスミン低下症 1765 Kayser-Fleisher輪 ウイルソン病 Kayser-Fleisher輪

セルロプラスミン低下症 1763 肝機能障害 ウイルソン病 肝機能障害

セレン欠乏症 659 セレン欠乏 亜鉛欠乏症 亜鉛欠乏

セレン欠乏症 656 セレン欠乏 亜鉛欠乏症 亜鉛欠乏

セレン欠乏症 657 セレンの含まれない完全静脈栄養 亜鉛欠乏症 亜鉛の含まれない完全静脈栄養液の

セレン欠乏症 658 セレン含有量の少ない経腸栄養剤 亜鉛欠乏症 亜鉛含有量の少ない経腸栄養剤の長

ターナー症候群４６ＸＹ 773 腎奇形 ターナー症候群 腎奇形

ターナー症候群４６ＸＹ 762 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全
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ターナー症候群４６ＸＹ 771 心奇形 ターナー症候群 心奇形

ターナー症候群４６ＸＹ 760 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群４６ＸＹ 775 高血圧 ターナー症候群 高血圧

ターナー症候群４６ＸＹ 770 幅広い胸 ターナー症候群 幅広い胸

ターナー症候群４６ＸＹ 769 内眼角贅皮を伴う大きな眼 ターナー症候群 内眼角贅皮を伴う大きな眼

ターナー症候群４６ＸＹ 761 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群４６ＸＹ 772 大動脈縮窄症 ターナー症候群 大動脈縮窄症

ターナー症候群４６ＸＹ 763 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群４６ＸＹ 774 腸回転異常 ターナー症候群 腸回転異常

ターナー症候群４６ＸＹ 768 陰核肥大 ターナー症候群 陰核肥大

ターナー症候群４６ＸＹ 766 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群４６ＸＹ 759 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群４６ＸＹ 767 手背・足背のリンパ浮腫 ターナー症候群 手背・足背のリンパ浮腫

ターナー症候群４６ＸＹ 765 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群４６ＸＹ 764 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク 735 陰核肥大 ターナー症候群 陰核肥大

ターナー症候群モザイク 737 幅広い胸 ターナー症候群 幅広い胸

ターナー症候群モザイク 741 腸回転異常 ターナー症候群 腸回転異常

ターナー症候群モザイク 740 腎奇形 ターナー症候群 腎奇形

ターナー症候群モザイク 739 大動脈縮窄症 ターナー症候群 大動脈縮窄症

ターナー症候群モザイク 738 心奇形 ターナー症候群 心奇形

ターナー症候群モザイク 736 内眼角贅皮を伴う大きな眼 ターナー症候群 内眼角贅皮を伴う大きな眼
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ターナー症候群モザイク 733 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群モザイク 732 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群モザイク 731 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク 730 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群モザイク 729 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群モザイク 728 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群モザイク 727 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群モザイク 726 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク 742 高血圧 ターナー症候群 高血圧

ターナー症候群モザイク 734 手背・足背のリンパ浮腫 ターナー症候群 手背・足背のリンパ浮腫

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 782 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 783 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 784 手背・足背のリンパ浮腫 ターナー症候群 手背・足背のリンパ浮腫

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 790 腎奇形 ターナー症候群 腎奇形

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 789 大動脈縮窄症 ターナー症候群 大動脈縮窄症

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 788 心奇形 ターナー症候群 心奇形

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 786 内眼角贅皮を伴う大きな眼 ターナー症候群 内眼角贅皮を伴う大きな眼

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 778 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 785 陰核肥大 ターナー症候群 陰核肥大

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 787 幅広い胸 ターナー症候群 幅広い胸

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 779 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 780 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全
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ターナー症候群モザイク４５Ｘ 777 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 781 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 791 腸回転異常 ターナー症候群 腸回転異常

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 776 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク４５Ｘ 792 高血圧 ターナー症候群 高血圧

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 793 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 801 手背・足背のリンパ浮腫 ターナー症候群 手背・足背のリンパ浮腫

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 802 陰核肥大 ターナー症候群 陰核肥大

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 808 腸回転異常 ターナー症候群 腸回転異常

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 807 腎奇形 ターナー症候群 腎奇形

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 803 内眼角贅皮を伴う大きな眼 ターナー症候群 内眼角贅皮を伴う大きな眼

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 796 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 809 高血圧 ターナー症候群 高血圧

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 794 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 797 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 798 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 799 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 800 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 804 幅広い胸 ターナー症候群 幅広い胸

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 805 心奇形 ターナー症候群 心奇形

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 806 大動脈縮窄症 ターナー症候群 大動脈縮窄症

ターナー症候群モザイク４６ＸＸ 795 外反肘 ターナー症候群 外反肘
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ターナー症候群核型４５Ｘ 756 腎奇形 ターナー症候群 腎奇形

ターナー症候群核型４５Ｘ 743 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群核型４５Ｘ 745 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群核型４５Ｘ 746 二次性徴発達不全 ターナー症候群 二次性徴発達不全

ターナー症候群核型４５Ｘ 747 低身長 ターナー症候群 低身長

ターナー症候群核型４５Ｘ 748 外反肘 ターナー症候群 外反肘

ターナー症候群核型４５Ｘ 749 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群核型４５Ｘ 750 手背・足背のリンパ浮腫 ターナー症候群 手背・足背のリンパ浮腫

ターナー症候群核型４５Ｘ 751 陰核肥大 ターナー症候群 陰核肥大

ターナー症候群核型４５Ｘ 752 内眼角贅皮を伴う大きな眼 ターナー症候群 内眼角贅皮を伴う大きな眼

ターナー症候群核型４５Ｘ 753 幅広い胸 ターナー症候群 幅広い胸

ターナー症候群核型４５Ｘ 755 大動脈縮窄症 ターナー症候群 大動脈縮窄症

ターナー症候群核型４５Ｘ 757 腸回転異常 ターナー症候群 腸回転異常

ターナー症候群核型４５Ｘ 758 高血圧 ターナー症候群 高血圧

ターナー症候群核型４５Ｘ 744 翼状頚 ターナー症候群 翼状頚

ターナー症候群核型４５Ｘ 754 心奇形 ターナー症候群 心奇形

チェディアック・東症候群 1934 細胞障害性T細胞の機能低下 白子症を伴う免疫不全症 細胞障害性T細胞の機能低下

チェディアック・東症候群 1930 免疫不全 白子症を伴う免疫不全症 免疫不全

チェディアック・東症候群 1933 NK細胞機能低下 白子症を伴う免疫不全症 NK細胞機能低下

チェディアック・東症候群 1931 常染色体劣性遺伝 白子症を伴う免疫不全症 常染色体劣性遺伝

チェディアック・東症候群 1929 部分的白子症 白子症を伴う免疫不全症 部分的白子症

チェディアック・東症候群 1932 部分的白子症 白子症を伴う免疫不全症 部分的白子症
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テストステロン合成障害 1537 低性腺ステロイド血症 Leydig細胞低形成 低性腺ステロイド血症

テストステロン合成障害 1536 ゴナドトロピン高値 Leydig細胞低形成 ゴナドトロピン高値

テストステロン合成障害 1535 二次性徴の遅れ Leydig細胞低形成 二次性徴の遅れ

テスト登録 1 継承テスト フォーマル疾患 必要病態

デルタ・ベータサラセミア 41 ヘモグロビンのβ・δ鎖の産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

デルタ・ベータサラセミア 40 ヘモグロビンβ・δ鎖をコードする遺 サラセミア ヘモグロビンβ鎖をコードする遺伝子

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 21 皮膚炎 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 皮膚炎

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 20 痙攣 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 痙攣

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 17 突然の嘔吐 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 突然の嘔吐

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 16 意識障害 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 意識障害

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 15 ホロカルボキシラーゼ合成酵素のビ ビオチン依存性マルチプル・カルボ ホロカルボキシラーゼ合成酵素のビタ

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 18 筋緊張低下 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 筋緊張低下

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 22 有機酸尿 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 有機酸尿

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 19 呼吸困難 ビオチン依存性マルチプル・カルボ 呼吸困難

ビオチン依存性カルボキシラーゼ欠 14 ビオチン投与により改善する代謝性 ビオチン依存性マルチプル・カルボ ビオチン投与により改善する代謝性

ビタミンD依存症 27 痙攣 ビタミンD依存性くる病 痙攣

ビタミンD依存症 29 肋骨念珠 ビタミンD依存性くる病 肋骨念珠

ビタミンD依存症 23 ビタミンD投与により改善する低Ca ビタミンD依存性くる病 ビタミンD投与により改善するくる病

ビタミンD依存症 24 １α-水酸化酵素異常 ビタミンD依存性くる病 １α-水酸化酵素異常

ビタミンD依存症 28 禿頭 ビタミンD依存性くる病 禿頭

ビタミンD依存症 26 筋緊張低下 ビタミンD依存性くる病 筋緊張低下

ビタミンD依存症 265 鳩胸 ビタミンD依存性くる病 鳩胸
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ビタミンD依存症 25 ビタミンD受容体異常 ビタミンD依存性くる病 ビタミンD受容体異常

ビタミンD依存性くる病 529 O脚 くる病 O脚

ビタミンD依存性くる病 530 筋力低下 くる病 筋力低下

ビタミンD依存性くる病 526 ビタミンD受容体障害 くる病 ビタミンD受容体障害

ビタミンD依存性くる病 528 低Ca血症 くる病 低Ca血症

ビタミンD依存性くる病 536 ビタミンD受容体障害 くる病 ビタミンD受容体障害

ビタミンD依存性くる病 527 低P血症 くる病 低P血症

ビタミンD依存性くる病 533 成長障害 くる病 成長障害

ビタミンD依存性くる病 535 ビタミンD活性化障害 くる病 ビタミンD活性化障害

ビタミンD依存性くる病 525 ビタミンD活性化障害 くる病 ビタミンD活性化障害

ビタミンD依存性くる病 524 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

ビタミンD依存性くる病 532 内分泌系異常を伴わない低身長 くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

ビタミンD依存性くる病 534 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

ビタミンD依存性くる病 531 痙攣 くる病 痙攣

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 547 低Ca血症 ビタミンD依存性くる病 低Ca血症

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 542 O脚 ビタミンD依存性くる病 O脚

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 541 低Ca血症 ビタミンD依存性くる病 低Ca血症

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 545 内分泌系異常を伴わない低身長 ビタミンD依存性くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 540 低P血症 ビタミンD依存性くる病 低P血症

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 537 類骨組織が過剰 ビタミンD依存性くる病 類骨組織が過剰

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 539 １α-水酸化酵素異常 ビタミンD依存性くる病 １α-水酸化酵素異常

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 538 ビタミンD活性化障害 ビタミンD依存性くる病 ビタミンD活性化障害
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ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 546 類骨組織が過剰 ビタミンD依存性くる病 類骨組織が過剰

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 544 痙攣 ビタミンD依存性くる病 痙攣

ビタミンD依存性くる病Ⅰ型 543 筋力低下 ビタミンD依存性くる病 筋力低下

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 557 低Ca血症 ビタミンD依存性くる病 低Ca血症

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 548 類骨組織が過剰 ビタミンD依存性くる病 類骨組織が過剰

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 549 ビタミンD受容体障害 ビタミンD依存性くる病 ビタミンD受容体障害

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 550 肋骨念珠 ビタミンD依存性くる病 肋骨念珠

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 551 鳩胸 ビタミンD依存性くる病 鳩胸

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 555 内分泌系異常を伴わない低身長 ビタミンD依存性くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 553 痙攣 ビタミンD依存性くる病 痙攣

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 554 筋緊張低下 ビタミンD依存性くる病 筋緊張低下

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 556 成長障害 ビタミンD依存性くる病 成長障害

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 558 低Ca血症 ビタミンD依存性くる病 低Ca血症

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 559 類骨組織が過剰 ビタミンD依存性くる病 類骨組織が過剰

ビタミンD依存性くる病Ⅱ型 552 禿頭 ビタミンD依存性くる病 禿頭

ビタミンD欠乏性くる病 493 低P血症 くる病 低P血症

ビタミンD欠乏性くる病 492 低Ca血症 くる病 低Ca血症

ビタミンD欠乏性くる病 491 成長障害 くる病 成長障害

ビタミンD欠乏性くる病 490 内分泌系異常を伴わない低身長 くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

ビタミンD欠乏性くる病 489 痙攣 くる病 痙攣

ビタミンD欠乏性くる病 488 筋力低下 くる病 筋力低下

ビタミンD欠乏性くる病 487 O脚 くる病 O脚
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ビタミンD欠乏性くる病 486 ビタミンD欠乏 くる病 ビタミンD欠乏

ビタミンD欠乏性くる病 485 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

ピックウィッキアン症候群 475 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

ピックウィッキアン症候群 474 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

ピックウィッキアン症候群 476 高血圧 肥満症 高血圧

ピックウィッキアン症候群 477 糖尿病 肥満症 糖尿病

ピックウィッキアン症候群 471 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

ピックウィッキアン症候群 472 運動不足 肥満症 運動不足

ピックウィッキアン症候群 473 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

ベータサラセミア 33 ヘモグロビンβ鎖をコードする遺伝 サラセミア ヘモグロビンβ鎖をコードする遺伝子

ベータサラセミア 32 ヘモグロビンのβ鎖産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

マンノース結合蛋白欠損症 2046 MBP遺伝子異常 疣贅状表皮異形成症 EVER1遺伝子異常

マンノース結合蛋白欠損症 2045 常染色体劣性遺伝 疣贅状表皮異形成症 常染色体劣性遺伝

リンパ球性下垂体炎 714 成長障害 下垂体機能低下症 成長障害

リンパ球性下垂体炎 717 副腎不全症状 下垂体機能低下症 副腎不全症状

リンパ球性下垂体炎 716 性腺機能不全症 下垂体機能低下症 性腺機能不全症

リンパ球性下垂体炎 715 甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症 甲状腺機能低下症

リンパ球性下垂体炎 713 下垂体機能低下 下垂体機能低下症 下垂体機能低下

ロイシン過敏性低血糖症 333 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症

ロイシン過敏性低血糖症 338 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多

ロイシン過敏性低血糖症 337 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

ロイシン過敏性低血糖症 336 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣
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ロイシン過敏性低血糖症 335 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

ロイシン過敏性低血糖症 334 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈

ロウ症候群緑内障 166 X連鎖劣性遺伝 Lowe症候群 X連鎖劣性遺伝

ロウ症候群緑内障 165 X染色体上のOCRL1遺伝子欠損 Lowe症候群 X染色体上のOCRL1遺伝子欠損

悪性奇形腫 674 胚細胞の腫瘍化 奇形腫 胚細胞の腫瘍化

悪性奇形腫 675 ２－３胚葉成分を有する腫瘍 奇形腫 ２－３胚葉成分を有する腫瘍

悪性奇形腫 676 生殖器発生段階の腫瘍化 奇形腫 生殖器発生段階の腫瘍化

悪性奇形腫 677 腹部腫瘤 奇形腫 腹部腫瘤

悪性奇形腫 678 精巣腫脹 奇形腫 精巣腫脹

悪性奇形腫 679 呼吸困難 奇形腫 呼吸困難

異型性ポルフィリン症 48 神経症状 肝性ポルフィリン症 神経症状

異型性ポルフィリン症 47 日光過敏症 肝性ポルフィリン症 日光過敏症

異所性ACTH産生腫瘍 1395 ざそう 異所性ACTH症候群 ざそう

異所性ACTH産生腫瘍 1390 糖質コルチコイドの過剰分泌 異所性ACTH症候群 糖質コルチコイドの過剰分泌

異所性ACTH産生腫瘍 1396 皮膚線状 異所性ACTH症候群 皮膚線状

異所性ACTH産生腫瘍 1397 高血圧 異所性ACTH症候群 高血圧

異所性ACTH産生腫瘍 1398 筋力低下 異所性ACTH症候群 筋力低下

異所性ACTH産生腫瘍 1399 高血糖 異所性ACTH症候群 高血糖

異所性ACTH産生腫瘍 1392 腹部膨満 異所性ACTH症候群 腹部膨満

異所性ACTH産生腫瘍 1401 筋力低下 異所性ACTH症候群 筋力低下

異所性ACTH産生腫瘍 1394 多毛 異所性ACTH症候群 多毛

異所性ACTH産生腫瘍 1393 成長障害 異所性ACTH症候群 成長障害
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異所性ACTH産生腫瘍 1391 満月様顔貌 異所性ACTH症候群 満月様顔貌

異所性ACTH産生腫瘍 1389 ACTH産生性異所性腫瘍 異所性ACTH症候群 異所性腫瘍のACTH過剰分泌

異所性ACTH産生腫瘍 1400 易感染性 異所性ACTH症候群 易感染性

異所性ACTH症候群 1385 高血糖 Cushing症候群 高血糖

異所性ACTH症候群 1378 腹部膨満 Cushing症候群 腹部膨満

異所性ACTH症候群 1375 糖質コルチコイドの過剰分泌 Cushing症候群 糖質コルチコイドの過剰分泌

異所性ACTH症候群 1387 筋力低下 Cushing症候群 筋力低下

異所性ACTH症候群 1377 満月様顔貌 Cushing症候群 満月様顔貌

異所性ACTH症候群 1388 異所性腫瘍のACTH過剰分泌 Cushing症候群 異所性腫瘍のACTH過剰分泌

異所性ACTH症候群 1379 成長障害 Cushing症候群 成長障害

異所性ACTH症候群 1381 ざそう Cushing症候群 ざそう

異所性ACTH症候群 1382 皮膚線状 Cushing症候群 皮膚線状

異所性ACTH症候群 1383 高血圧 Cushing症候群 高血圧

異所性ACTH症候群 1384 筋力低下 Cushing症候群 筋力低下

異所性ACTH症候群 1380 多毛 Cushing症候群 多毛

異所性ACTH症候群 1376 異所性腫瘍のACTH過剰分泌 異所性腫瘍のACTH過剰分泌

異所性ACTH症候群 1386 易感染性 Cushing症候群 易感染性

異所性PTH産生腫瘍 1172 多尿 原発性副甲状腺機能亢進症 多尿

異所性PTH産生腫瘍 1164 PTH高値 副甲状腺機能亢進症 PTH高値

異所性PTH産生腫瘍 1165 低P血症 副甲状腺機能亢進症 低P血症

異所性PTH産生腫瘍 1166 食欲不振 副甲状腺機能亢進症 食欲不振

異所性PTH産生腫瘍 1167 高Ca血症 原発性副甲状腺機能亢進症 高Ca血症
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異所性PTH産生腫瘍 1168 悪心 原発性副甲状腺機能亢進症 悪心

異所性PTH産生腫瘍 1169 嘔吐 原発性副甲状腺機能亢進症 嘔吐

異所性PTH産生腫瘍 1171 筋力低下 原発性副甲状腺機能亢進症 筋力低下

異所性PTH産生腫瘍 1173 発熱 原発性副甲状腺機能亢進症 発熱

異所性PTH産生腫瘍 1174 腎結石 原発性副甲状腺機能亢進症 腎結石

異所性PTH産生腫瘍 1175 尿路結石 原発性副甲状腺機能亢進症 尿路結石

異所性PTH産生腫瘍 1176 血尿 原発性副甲状腺機能亢進症 血尿

異所性PTH産生腫瘍 1170 便秘 原発性副甲状腺機能亢進症 便秘

異常インスリン血症 1720 多飲 糖尿病 心因性の多飲

異常インスリン血症 1722 蛋白異化の亢進 糖尿病 蛋白異化の亢進

異常インスリン血症 1723 ケトアシドーシス 糖尿病 ケトアシドーシス

異常インスリン血症 1721 多尿 糖尿病 多尿

異常インスリン血症 1719 口渇 糖尿病 口渇

異常プロインスリン血症 1728 ケトアシドーシス 糖尿病 ケトアシドーシス

異常プロインスリン血症 1724 口渇 糖尿病 口渇

異常プロインスリン血症 1725 多飲 糖尿病 心因性の多飲

異常プロインスリン血症 1726 多尿 糖尿病 多尿

異常プロインスリン血症 1727 蛋白異化の亢進 糖尿病 蛋白異化の亢進

萎縮性甲状腺炎 1018 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

萎縮性甲状腺炎 1019 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

萎縮性甲状腺炎 1020 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

萎縮性甲状腺炎 1021 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長
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萎縮性甲状腺炎 1013 慢性に経過する甲状腺炎 慢性甲状腺炎 慢性に経過する甲状腺炎

萎縮性甲状腺炎 1015 抗ペルオキシダーゼ抗体 慢性甲状腺炎 抗ペルオキシダーゼ抗体

萎縮性甲状腺炎 1014 抗甲状腺サイログロブリン抗体 慢性甲状腺炎 抗甲状腺サイログロブリン抗体

萎縮性甲状腺炎 1017 慢性に経過する甲状腺炎 慢性甲状腺炎 慢性に経過する甲状腺炎

萎縮性甲状腺炎 1016 著しい甲状腺機能低下症 慢性甲状腺炎 甲状腺機能低下症

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 238 骨変化 遠位腎尿細管性アシドーシス 骨変化

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 234 多呼吸 遠位腎尿細管性アシドーシス 多呼吸

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 239 腎結石 遠位腎尿細管性アシドーシス 腎結石

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 237 筋緊張低下 遠位腎尿細管性アシドーシス 筋緊張低下

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 236 多尿 遠位腎尿細管性アシドーシス 多尿

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 235 心因性の多飲 遠位腎尿細管性アシドーシス 心因性の多飲

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 230 遠位尿細管における水素イオンの排 遠位腎尿細管性アシドーシス 遠位尿細管における水素イオンの排

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 231 常染色体劣性遺伝 遠位腎尿細管性アシドーシス 常染色体劣性遺伝

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 232 常染色体優性遺伝 遠位腎尿細管性アシドーシス 常染色体優性遺伝

遺伝性遠位腎尿細管性アシドーシス 233 発育障害 遠位腎尿細管性アシドーシス 発育障害

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 93 体重増加不良 近位腎尿細管性アシドーシス 体重増加不良

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 92 突然の嘔吐 近位腎尿細管性アシドーシス 突然の嘔吐

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 91 多尿 近位腎尿細管性アシドーシス 多尿

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 89 常染色体劣性遺伝 近位腎尿細管性アシドーシス 常染色体劣性遺伝

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 90 成長障害 近位腎尿細管性アシドーシス 成長障害

遺伝性近位腎尿細管性アシドーシス 88 近位尿細管における重炭酸イオン再 近位腎尿細管性アシドーシス 近位尿細管における重炭酸イオン再

遺伝性成長ホルモン欠損症 852 骨年齢の遅れ 遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 骨年齢の遅れ

2010年4月12日 41/99 ページ



疾患名 ID 異常状態名 継承元疾患名 継承元異常状態名

遺伝性成長ホルモン欠損症 850 遷延する黄疸 遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 遷延する黄疸

遺伝性成長ホルモン欠損症 848 遺伝子異常 遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 遺伝子異常

遺伝性成長ホルモン欠損症 847 成長ホルモン単独分泌不全 成長ホルモン分泌不全性低身長 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン欠損症 849 低身長 遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 低身長

遺伝性成長ホルモン欠損症 851 小陰茎 遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 小陰茎

遺伝性成長ホルモン欠損症 853 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 856 低身長 遺伝性成長ホルモン欠損症 低身長

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 855 遺伝子異常 遺伝性成長ホルモン欠損症 遺伝子異常

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 854 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン欠損症 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 857 遷延する黄疸 遺伝性成長ホルモン欠損症 遷延する黄疸

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 860 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン欠損症 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 859 骨年齢の遅れ 遺伝性成長ホルモン欠損症 骨年齢の遅れ

遺伝性成長ホルモン単独欠損症 858 小陰茎 遺伝性成長ホルモン欠損症 小陰茎

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 864 骨年齢の遅れ 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 骨年齢の遅れ

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 861 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 862 成長ホルモン分泌の完全な消失 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 863 低身長 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 低身長

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 866 常染色体劣性遺伝 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 常染色体劣性遺伝

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 872 甲高い声 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 甲高い声

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 871 鼻根部陥凹 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 鼻根部陥凹

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 870 鞍鼻 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 鞍鼻

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 868 骨年齢の遅れ 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 骨年齢の遅れ
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遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 865 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 867 低身長 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 低身長

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 869 前額突出 遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 前額突出

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 873 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 874 低身長 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 低身長

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 875 骨年齢の遅れ 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 骨年齢の遅れ

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 877 低身長 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 低身長

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 878 骨年齢の遅れ 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 骨年齢の遅れ

遺伝性成長ホルモン単独欠損症typ 876 成長ホルモン単独分泌不全 遺伝性成長ホルモン単独欠損症 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 841 低身長 成長ホルモン分泌不全性低身長 低身長

遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 846 骨年齢の遅れ 成長ホルモン分泌不全性低身長 骨年齢の遅れ

遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 845 小陰茎 成長ホルモン分泌不全性低身長 小陰茎

遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 844 遷延する黄疸 成長ホルモン分泌不全性低身長 遷延する黄疸

遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 843 低身長 成長ホルモン分泌不全性低身長 低身長

遺伝性成長ホルモン分泌不全性低 842 成長ホルモン単独分泌不全 成長ホルモン分泌不全性低身長 成長ホルモン単独分泌不全

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 880 低身長 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 低身長

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 881 頚椎回転障害 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 頚椎回転障害

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 882 下垂体低形成 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 下垂体低形成

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 879 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 884 低身長 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 低身長

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 886 下垂体低形成 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 下垂体低形成

遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 885 頚椎回転障害 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 頚椎回転障害
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遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 883 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌 遺伝性前葉ホルモン複合分泌不全 複数の下垂体前葉ホルモンの分泌低

遺伝性尿崩症 907 X連鎖性劣性遺伝 中枢性尿崩症 X連鎖性劣性遺伝

遺伝性尿崩症 906 常染色体優性遺伝 中枢性尿崩症 常染色体優性遺伝

遺伝性尿崩症 904 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

遺伝性尿崩症 905 ADH産生・分泌不全 中枢性尿崩症 ADH産生・分泌不全

遺伝性尿崩症 908 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

医原性Cushing症候群 1402 ステロイド長期投与 Cushing症候群 ステロイド長期投与

医原性Cushing症候群 1406 成長障害 Cushing症候群 成長障害

医原性Cushing症候群 1410 高血圧 Cushing症候群 高血圧

医原性Cushing症候群 1414 筋力低下 Cushing症候群 筋力低下

医原性Cushing症候群 1403 ACTH長期投与 Cushing症候群 ACTH長期投与

医原性Cushing症候群 1405 腹部膨満 Cushing症候群 腹部膨満

医原性Cushing症候群 1407 多毛 Cushing症候群 多毛

医原性Cushing症候群 1408 ざそう Cushing症候群 ざそう

医原性Cushing症候群 1409 皮膚線状 Cushing症候群 皮膚線状

医原性Cushing症候群 1413 易感染性 Cushing症候群 易感染性

医原性Cushing症候群 1412 高血糖 Cushing症候群 高血糖

医原性Cushing症候群 1411 筋力低下 筋力低下

医原性Cushing症候群 1404 満月様顔貌 Cushing症候群 満月様顔貌

医原性新生児低血糖 298 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣

医原性新生児低血糖 299 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

医原性新生児低血糖 300 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多
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医原性新生児低血糖 295 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症

医原性新生児低血糖 297 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

医原性新生児低血糖 296 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈

医原性低血糖 324 嗜眠傾向 医原性新生児低血糖 嗜眠傾向

医原性低血糖 322 突然の嘔吐 医原性新生児低血糖 突然の嘔吐

医原性低血糖 325 発汗過多 医原性新生児低血糖 発汗過多

医原性低血糖 321 頻脈 医原性新生児低血糖 頻脈

医原性低血糖 320 保育器の設定温度が高い 医原性新生児低血糖 保育器の設定温度が高い

医原性低血糖 319 低血糖症 医原性新生児低血糖 低血糖症

医原性低血糖 323 痙攣 医原性新生児低血糖 痙攣

一過性低サイロキシン血症 1001 一過性甲状腺ホルモン合成障害 新生児一過性甲状腺機能低下症 一過性甲状腺ホルモン合成障害

一過性低サイロキシン血症 1005 呼吸障害 新生児一過性甲状腺機能低下症 呼吸障害

一過性低サイロキシン血症 1006 低体温 新生児一過性甲状腺機能低下症 低体温

一過性低サイロキシン血症 1007 胎便排泄遅滞 新生児一過性甲状腺機能低下症 胎便排泄遅滞

一過性低サイロキシン血症 1008 黄疸 新生児一過性甲状腺機能低下症 黄疸

一過性低サイロキシン血症 1004 小泉門が大きい 新生児一過性甲状腺機能低下症 小泉門が大きい

一過性低サイロキシン血症 1002 低出生体重児 新生児一過性甲状腺機能低下症 低出生体重児

一過性低サイロキシン血症 1000 母体の抗甲状腺薬の投与 新生児一過性甲状腺機能低下症 母体の抗甲状腺薬の投与

一過性低サイロキシン血症 999 母体のヨード過剰摂取 新生児一過性甲状腺機能低下症 母体のヨード過剰摂取

一過性低サイロキシン血症 998 胎児造影に伴うヨード摂取 新生児一過性甲状腺機能低下症 胎児造影に伴うヨード摂取

一過性低サイロキシン血症 1003 分娩遷延 新生児一過性甲状腺機能低下症 分娩遷延

一過性低サイロキシン血症 997 TSH受容体阻害抗体 新生児一過性甲状腺機能低下症 TSH受容体阻害抗体
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一過性低サイロキシン血症 996 新生児期のみの甲状腺機能低下 新生児一過性甲状腺機能低下症 新生児期のみの甲状腺機能低下

一過性低サイロキシン血症 1009 哺乳不良 新生児一過性甲状腺機能低下症 哺乳不良

一次性Fanconi症候群 183 代謝性アシドーシス ファンコニー症候群 代謝性アシドーシス

一次性Fanconi症候群 190 糖尿 ファンコニー症候群 糖尿

一次性Fanconi症候群 188 成長障害 ファンコニー症候群 成長障害

一次性Fanconi症候群 187 脱水 ファンコニー症候群 脱水

一次性Fanconi症候群 186 多尿 ファンコニー症候群 多尿

一次性Fanconi症候群 184 体重増加不良 ファンコニー症候群 体重増加不良

一次性Fanconi症候群 182 腎近位尿細管の広汎な障害 ファンコニー症候群 腎近位尿細管の広汎な障害

一次性Fanconi症候群 191 リン酸尿 ファンコニー症候群 リン酸尿

一次性Fanconi症候群 189 汎アミノ酸尿 ファンコニー症候群 汎アミノ酸尿

一次性Fanconi症候群 185 突然の嘔吐 ファンコニー症候群 突然の嘔吐

栄養性骨粗鬆症 627 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

栄養性骨粗鬆症 632 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

栄養性骨粗鬆症 631 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

栄養性骨粗鬆症 630 骨折 骨粗鬆症 骨折

栄養性骨粗鬆症 628 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

栄養性骨粗鬆症 629 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

永続性思春期遅発症 1480 多下垂体ホルモン欠損症 思春期遅発症 多下垂体ホルモン欠損症

永続性思春期遅発症 1487 高身長 思春期遅発症 高身長

永続性思春期遅発症 1486 骨年齢の遅れ 思春期遅発症 骨年齢の遅れ

永続性思春期遅発症 1485 一過性でない二次性徴の出現の遅 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ
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永続性思春期遅発症 1484 精巣炎 思春期遅発症 精巣炎

永続性思春期遅発症 1483 テストステロン合成障害 思春期遅発症 テストステロン合成障害

永続性思春期遅発症 1477 一過性でない二次性徴の出現の遅 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ

永続性思春期遅発症 1481 精管形成不全 思春期遅発症 精管形成不全

永続性思春期遅発症 1479 ゴナドトロピン単独欠損症 思春期遅発症 ゴナドトロピン単独欠損症

永続性思春期遅発症 1478 中枢神経系の障害 思春期遅発症 中枢神経系の障害

永続性思春期遅発症 1482 Leydig細胞形成不全 思春期遅発症 Leydig細胞形成不全

温式自己免疫性溶血性貧血 2153 溶血性貧血 自己免疫性溶血性貧血 溶血性貧血

温式自己免疫性溶血性貧血 2161 赤血球破壊 自己免疫性溶血性貧血 赤血球破壊

温式自己免疫性溶血性貧血 2160 全身倦怠感 自己免疫性溶血性貧血 全身倦怠感

温式自己免疫性溶血性貧血 2159 黄疸 自己免疫性溶血性貧血 黄疸

温式自己免疫性溶血性貧血 2158 赤血球破壊 自己免疫性溶血性貧血 赤血球破壊

温式自己免疫性溶血性貧血 2157 自己抗体が赤血球と結合 自己免疫性溶血性貧血 自己抗体が赤血球と結合

温式自己免疫性溶血性貧血 2156 自己免疫性疾患 自己免疫性溶血性貧血 自己免疫性疾患

温式自己免疫性溶血性貧血 2155 溶血性貧血 自己免疫性溶血性貧血 溶血性貧血

温式自己免疫性溶血性貧血 2154 自己免疫性疾患 自己免疫性溶血性貧血 自己免疫性疾患

下垂体ホルモン単独欠損症 696 成長障害 下垂体機能低下症 成長障害

下垂体ホルモン単独欠損症 699 副腎不全症状 下垂体機能低下症 副腎不全症状

下垂体ホルモン単独欠損症 698 性腺機能不全症 下垂体機能低下症 性腺機能不全症

下垂体ホルモン単独欠損症 697 甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症 甲状腺機能低下症

下垂体性甲状腺機能低下症 966 体重増加不良 先天性甲状腺機能低下症 体重増加不良

下垂体性甲状腺機能低下症 957 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下
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下垂体性甲状腺機能低下症 958 哺乳不良 先天性甲状腺機能低下症 哺乳不良

下垂体性甲状腺機能低下症 959 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

下垂体性甲状腺機能低下症 960 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

下垂体性甲状腺機能低下症 961 皮膚乾燥 先天性甲状腺機能低下症 皮膚乾燥

下垂体性甲状腺機能低下症 962 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

下垂体性甲状腺機能低下症 963 巨舌 先天性甲状腺機能低下症 巨舌

下垂体性甲状腺機能低下症 970 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

下垂体性甲状腺機能低下症 965 遷延する黄疸 先天性甲状腺機能低下症 遷延する黄疸

下垂体性甲状腺機能低下症 969 知能障害 先天性甲状腺機能低下症 知能障害

下垂体性甲状腺機能低下症 967 小泉門閉鎖遅延 先天性甲状腺機能低下症 小泉門閉鎖遅延

下垂体性甲状腺機能低下症 968 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長

下垂体性甲状腺機能低下症 964 臍ヘルニア 先天性甲状腺機能低下症 臍ヘルニア

下垂体前葉機能低下症 115 巨舌 先天性甲状腺機能低下症 巨舌

下垂体前葉機能低下症 116 臍ヘルニア 先天性甲状腺機能低下症 臍ヘルニア

下垂体前葉機能低下症 117 遷延する黄疸 先天性甲状腺機能低下症 遷延する黄疸

下垂体前葉機能低下症 118 体重増加不良 先天性甲状腺機能低下症 体重増加不良

下垂体前葉機能低下症 119 小泉門閉鎖遅延 先天性甲状腺機能低下症 小泉門閉鎖遅延

下垂体前葉機能低下症 120 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長

下垂体前葉機能低下症 112 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

下垂体前葉機能低下症 121 知能障害 先天性甲状腺機能低下症 知能障害

下垂体前葉機能低下症 111 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

下垂体前葉機能低下症 110 哺乳不良 先天性甲状腺機能低下症 哺乳不良
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下垂体前葉機能低下症 109 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

下垂体前葉機能低下症 108 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

下垂体前葉機能低下症 113 皮膚乾燥 先天性甲状腺機能低下症 皮膚乾燥

下垂体前葉機能低下症 114 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

家族性寒冷自己炎症性症候群 2052 cold-induced autoinflammatory synd Muckle‐Wellsk症候群 cold-induced autoinflammatory syndr

家族性寒冷自己炎症性症候群 2060 cold-induced autoinflammatory synd Muckle‐Wellsk症候群 cold-induced autoinflammatory syndr

家族性寒冷自己炎症性症候群 2059 寒冷暴露後の非掻痒性蕁麻疹 Muckle‐Wellsk症候群 蕁麻疹

家族性寒冷自己炎症性症候群 2058 IL-1プロセッシング障害 Muckle‐Wellsk症候群 IL-1プロセッシング障害

家族性寒冷自己炎症性症候群 2057 NFκB情報伝達系障害 Muckle‐Wellsk症候群 NFκB情報伝達系障害

家族性寒冷自己炎症性症候群 2056 白血球アポトーシス障害 Muckle‐Wellsk症候群 白血球アポトーシス障害

家族性寒冷自己炎症性症候群 2055 クリオスピリン欠損 Muckle‐Wellsk症候群 クリオスピリン欠損

家族性寒冷自己炎症性症候群 2054 cold-induced autoinflammatory synd Muckle‐Wellsk症候群 cold-induced autoinflammatory syndr

家族性寒冷自己炎症性症候群 2053 常染色体優性遺伝 Muckle‐Wellsk症候群 常染色体優性遺伝

家族性男性思春期早発症 1463 血清テストステロン値高値 仮性思春期早発症 血清テストステロン値高値

家族性男性思春期早発症 1464 ざ瘡 仮性思春期早発症 ざ瘡

家族性男性思春期早発症 1465 低身長 仮性思春期早発症 低身長

家族性男性思春期早発症 1460 LH受容体遺伝子異常 仮性思春期早発症 LH受容体遺伝子異常

家族性男性思春期早発症 1461 Gsα遺伝子異常 仮性思春期早発症 Gsα遺伝子異常

家族性男性思春期早発症 1462 LHRH負荷試験無反応 仮性思春期早発症 LHRH負荷試験無反応

学童肥満 446 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

学童肥満 447 高血圧 肥満症 高血圧

学童肥満 445 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫
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学童肥満 444 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

学童肥満 443 運動不足 肥満症 運動不足

学童肥満 441 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

学童肥満 448 糖尿病 肥満症 糖尿病

学童肥満 442 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

完全型精巣女性化症 1697 そけいヘルニア 精巣女性化症候群 そけいヘルニア

完全型精巣女性化症 1594 アンドロゲン受容体異常 精巣女性化症候群 アンドロゲン受容体異常

完全型精巣女性化症 1595 子宮欠如 精巣女性化症候群 子宮欠如

完全型精巣女性化症 1591 部分的に男性ホルモンの作用が不 精巣女性化症候群 部分的に男性ホルモンの作用が不十

完全型精巣女性化症 1592 X連鎖性劣性遺伝 精巣女性化症候群 X連鎖性劣性遺伝

完全型精巣女性化症 1696 膣盲端 精巣女性化症候群 膣盲端

完全型精巣女性化症 1593 外性器女性化 精巣女性化症候群 外性器女性化

肝型ウイルソン病 52 肝機能障害 ウイルソン病 肝機能障害

肝型ウイルソン病 51 常染色体劣性遺伝 ウイルソン病 常染色体劣性遺伝

肝型ウイルソン病 50 染色体13番ATP7B遺伝子の欠損 ウイルソン病 染色体13番ATP7B遺伝子の欠損

肝型ウイルソン病 49 P型APTase関連銅輸送蛋白の欠陥 ウイルソン病 P型APTase関連銅輸送蛋白の欠陥

肝型ウイルソン病 53 銅の肝臓への蓄積 ウイルソン病 銅の肝臓への蓄積

肝性くる病 582 痙攣 くる病 痙攣

肝性くる病 583 内分泌系異常を伴わない低身長 くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

肝性くる病 581 筋力低下 くる病 筋力低下

肝性くる病 580 O脚 くる病 O脚

肝性くる病 579 低Ca血症 くる病 低Ca血症
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肝性くる病 578 ビタミンD活性化障害 くる病 ビタミンD活性化障害

肝性くる病 577 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

肝性くる病 584 成長障害 くる病 成長障害

間脳るいそう症候群 695 突然の体重減少 間脳症候群 突然の体重減少

間脳るいそう症候群 694 視床下部星細胞腫の巨大化 間脳症候群 視床下部星細胞腫の巨大化

間脳るいそう症候群 693 視床下部神経膠腫 間脳症候群 視床下部神経膠腫

間脳るいそう症候群 692 視床下部に発生した腫瘍に原因す 間脳症候群 視床下部に発生した腫瘍に原因する

間脳症候群 689 痙攣 視床下部神経膠腫 痙攣

間脳症候群 690 意識障害 視床下部神経膠腫 意識障害

間脳症候群 688 突然の顔面蒼白 視床下部神経膠腫 突然の顔面蒼白

間脳症候群 687 突然の体重減少 視床下部神経膠腫 突然の体重減少

間脳症候群 686 突然の嘔吐 視床下部神経膠腫 突然の嘔吐

間脳症候群 691 視床下部神経膠細胞の腫瘍化 視床下部神経膠腫 視床下部神経膠細胞の腫瘍化

器質性成長ホルモン分泌不全性低 827 嘔吐 成長ホルモン分泌不全性低身長 嘔吐

器質性成長ホルモン分泌不全性低 822 成長ホルモン単独分泌不全 成長ホルモン分泌不全性低身長 成長ホルモン単独分泌不全

器質性成長ホルモン分泌不全性低 823 低身長 成長ホルモン分泌不全性低身長 低身長

器質性成長ホルモン分泌不全性低 824 頭蓋咽頭腫 成長ホルモン分泌不全性低身長 頭蓋咽頭腫

器質性成長ホルモン分泌不全性低 826 悪心 成長ホルモン分泌不全性低身長 悪心

器質性成長ホルモン分泌不全性低 828 視野障害 成長ホルモン分泌不全性低身長 視野障害

器質性成長ホルモン分泌不全性低 829 視力障害 成長ホルモン分泌不全性低身長 視力障害

器質性成長ホルモン分泌不全性低 830 骨年齢の遅れ 成長ホルモン分泌不全性低身長 骨年齢の遅れ

器質性成長ホルモン分泌不全性低 825 頭痛 成長ホルモン分泌不全性低身長 頭痛
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奇形腫 673 ２－３胚葉成分を有する腫瘍 胚細胞性腫瘍 胚細胞の腫瘍化

奇形腫 672 胚細胞の腫瘍化 胚細胞性腫瘍 胚細胞の腫瘍化

機能性甲状腺腫 1038 甲状腺機能亢進症 甲状腺腫 甲状腺機能亢進症

機能性甲状腺腫 1041 手指振戦 バセドウ病 手指振戦

機能性甲状腺腫 1037 可動性のない甲状腺の結節 甲状腺腫 可動性のない甲状腺の結節

機能性甲状腺腫 1039 頻脈 バセドウ病 頻脈

機能性甲状腺腫 1040 発汗過多 バセドウ病 発汗過多

機能性甲状腺腫 1043 動悸 バセドウ病 動悸

機能性甲状腺腫 1044 食欲亢進 バセドウ病 食欲亢進

機能性甲状腺腫 1045 体重減少 バセドウ病 体重減少

機能性甲状腺腫 1036 甲状腺の非増殖性の腫瘍 甲状腺腫 甲状腺の非増殖性の腫瘍

機能性甲状腺腫 1042 易疲労感 バセドウ病 易疲労感

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 1356 哺乳力低下 アルドステロン合成障害 哺乳力低下

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 1359 高K血症 アルドステロン合成障害 高K血症

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 1357 脱水 アルドステロン合成障害 脱水

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 1355 体重増加不良 アルドステロン合成障害 体重増加不良

偽性低アルドステロン症Ⅰ型 1358 低Na血症 アルドステロン合成障害 低Na血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1104 テタニー 偽性副甲状腺機能低下症 テタニー

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1107 Chvostek徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Chvostek徴候

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1109 高P血症 偽性副甲状腺機能低下症 高P血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1110 PTH高値 偽性副甲状腺機能低下症 PTH高値

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1108 Trousseau徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候
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偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1101 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だ 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1102 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1103 低Ca血症 偽性副甲状腺機能低下症 低Ca血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1105 痙攣 偽性副甲状腺機能低下症 痙攣

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰa型 1106 筋痛 偽性副甲状腺機能低下症 筋痛

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1122 PTH高値 偽性副甲状腺機能低下症 PTH高値

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1111 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だ 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1121 高P血症 偽性副甲状腺機能低下症 高P血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1120 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1119 Trousseau徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1118 Chvostek徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Chvostek徴候

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1117 筋痛 偽性副甲状腺機能低下症 筋痛

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1113 低Ca血症 偽性副甲状腺機能低下症 低Ca血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1116 チアノーゼ 偽性副甲状腺機能低下症 チアノーゼ

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1115 痙攣 偽性副甲状腺機能低下症 痙攣

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1114 テタニー 偽性副甲状腺機能低下症 テタニー

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰb型 1112 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1128 筋痛 偽性副甲状腺機能低下症 筋痛

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1131 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1129 Chvostek徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Chvostek徴候

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1127 痙攣 偽性副甲状腺機能低下症 痙攣

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1126 テタニー 偽性副甲状腺機能低下症 テタニー
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偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1125 低Ca血症 偽性副甲状腺機能低下症 低Ca血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1123 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だ 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1124 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅰc型 1130 Trousseau徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1142 PTH高値 偽性副甲状腺機能低下症 PTH高値

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1139 Trousseau徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1135 テタニー 偽性副甲状腺機能低下症 テタニー

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1140 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1136 痙攣 偽性副甲状腺機能低下症 痙攣

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1141 高P血症 偽性副甲状腺機能低下症 高P血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1132 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だ 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン分泌能は正常だが

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1134 低Ca血症 偽性副甲状腺機能低下症 低Ca血症

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1133 副甲状腺ホルモン不応 偽性副甲状腺機能低下症 副甲状腺ホルモン不応

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1137 筋痛 偽性副甲状腺機能低下症 筋痛

偽性副甲状腺機能低下症Ⅱ型 1138 Chvostek徴候 偽性副甲状腺機能低下症 Chvostek徴候

急性副腎皮質機能不全 1311 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

急性副腎皮質機能不全 1310 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

急性副腎皮質機能不全 1307 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

急性副腎皮質機能不全 1308 副腎出血 副腎皮質機能低下症 副腎出血

急性副腎皮質機能不全 1309 髄膜炎菌 副腎皮質機能低下症 髄膜炎菌

急性副腎皮質機能不全 1313 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

急性副腎皮質機能不全 1314 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐
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急性副腎皮質機能不全 1315 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

急性副腎皮質機能不全 1312 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

月経単独早期発育症 1473 8歳前の月経発来 部分的性早熟症 8歳前の月経発来

月経単独早期発育症 1475 8歳前の月経発来 部分的性早熟症 8歳前の月経発来

月経単独早期発育症 1474 部分的な性ホルモン感受性亢進 部分的性早熟症 部分的な性ホルモン感受性亢進

原発性アルドステロン症 1432 アルドステロン高値 鉱質コルチコイド過剰症 アルドステロン高値

原発性アルドステロン症 1430 副腎腺腫 鉱質コルチコイド過剰症 副腎腺腫

原発性アルドステロン症 1431 アルドステロン高値 鉱質コルチコイド過剰症 アルドステロン高値

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 215 心因性の多飲 遠位腎尿細管性アシドーシス 心因性の多飲

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 216 多尿 遠位腎尿細管性アシドーシス 多尿

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 218 骨変化 遠位腎尿細管性アシドーシス 骨変化

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 220 代謝性アシドーシス 遠位腎尿細管性アシドーシス 代謝性アシドーシス

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 217 筋緊張低下 遠位腎尿細管性アシドーシス 筋緊張低下

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 210 遠位尿細管における水素イオンの排 遠位腎尿細管性アシドーシス 遠位尿細管における水素イオンの排

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 219 腎結石 遠位腎尿細管性アシドーシス 腎結石

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 214 多呼吸 遠位腎尿細管性アシドーシス 多呼吸

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 213 発育障害 遠位腎尿細管性アシドーシス 発育障害

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 212 常染色体優性遺伝 遠位腎尿細管性アシドーシス 常染色体優性遺伝

原発性遠位腎尿細管性アシドーシス 211 常染色体劣性遺伝 遠位腎尿細管性アシドーシス 常染色体劣性遺伝

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 77 近位尿細管における重炭酸イオン再 近位腎尿細管性アシドーシス 近位尿細管における重炭酸イオン再

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 80 突然の嘔吐 近位腎尿細管性アシドーシス 突然の嘔吐

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 78 常染色体劣性遺伝 近位腎尿細管性アシドーシス 常染色体劣性遺伝
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原発性近位腎尿細管性アシドーシス 82 成長障害 近位腎尿細管性アシドーシス 成長障害

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 81 多尿 近位腎尿細管性アシドーシス 多尿

原発性近位腎尿細管性アシドーシス 79 体重増加不良 近位腎尿細管性アシドーシス 体重増加不良

原発性甲状腺機能低下症 956 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

原発性甲状腺機能低下症 949 巨舌 先天性甲状腺機能低下症 巨舌

原発性甲状腺機能低下症 945 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

原発性甲状腺機能低下症 946 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

原発性甲状腺機能低下症 944 哺乳不良 先天性甲状腺機能低下症 哺乳不良

原発性甲状腺機能低下症 947 皮膚乾燥 先天性甲状腺機能低下症 皮膚乾燥

原発性甲状腺機能低下症 948 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

原発性甲状腺機能低下症 950 臍ヘルニア 先天性甲状腺機能低下症 臍ヘルニア

原発性甲状腺機能低下症 951 遷延する黄疸 先天性甲状腺機能低下症 遷延する黄疸

原発性甲状腺機能低下症 952 体重増加不良 先天性甲状腺機能低下症 体重増加不良

原発性甲状腺機能低下症 953 小泉門閉鎖遅延 先天性甲状腺機能低下症 小泉門閉鎖遅延

原発性甲状腺機能低下症 955 知能障害 先天性甲状腺機能低下症 知能障害

原発性甲状腺機能低下症 943 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

原発性甲状腺機能低下症 954 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長

原発性思春期遅発症 1499 Leydig細胞形成不全 思春期遅発症 Leydig細胞形成不全

原発性思春期遅発症 1503 高身長 思春期遅発症 高身長

原発性思春期遅発症 1497 性腺の障害による二次性徴の出現 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ

原発性思春期遅発症 1498 精管形成不全 思春期遅発症 精管形成不全

原発性思春期遅発症 1502 骨年齢の遅れ 思春期遅発症 骨年齢の遅れ
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原発性思春期遅発症 1501 精巣炎 思春期遅発症 精巣炎

原発性思春期遅発症 1500 テストステロン合成障害 思春期遅発症 テストステロン合成障害

原発性低リン血症くる病 504 筋力低下 くる病 筋力低下

原発性低リン血症くる病 502 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

原発性低リン血症くる病 501 低P血症 くる病 低P血症

原発性低リン血症くる病 505 内分泌系異常を伴わない低身長 くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

原発性低リン血症くる病 503 O脚 くる病 O脚

原発性尿崩症 896 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

原発性尿崩症 897 ADH産生・分泌不全 中枢性尿崩症 ADH産生・分泌不全

原発性尿崩症 898 常染色体優性遺伝 中枢性尿崩症 常染色体優性遺伝

原発性尿崩症 899 X連鎖性劣性遺伝 中枢性尿崩症 X連鎖性劣性遺伝

原発性尿崩症 900 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

原発性副甲状腺機能亢進症 1153 便秘 副甲状腺機能亢進症 便秘

原発性副甲状腺機能亢進症 1152 嘔吐 副甲状腺機能亢進症 嘔吐

原発性副甲状腺機能亢進症 1160 骨折 副甲状腺機能亢進症 骨折

原発性副甲状腺機能亢進症 1155 多尿 副甲状腺機能亢進症 多尿

原発性副甲状腺機能亢進症 1154 筋力低下 副甲状腺機能亢進症 筋力低下

原発性副甲状腺機能亢進症 1156 発熱 副甲状腺機能亢進症 発熱

原発性副甲状腺機能亢進症 1144 副甲状腺過形成 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺過形成

原発性副甲状腺機能亢進症 1151 悪心 副甲状腺機能亢進症 悪心

原発性副甲状腺機能亢進症 1150 食欲不振 副甲状腺機能亢進症 食欲不振

原発性副甲状腺機能亢進症 1149 高Ca血症 副甲状腺機能亢進症 高Ca血症
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原発性副甲状腺機能亢進症 1148 多発性内分泌腺腫症 副甲状腺機能亢進症 多発性内分泌腺腫症

原発性副甲状腺機能亢進症 1147 異所性PTH産生腫瘍 副甲状腺機能亢進症 異所性PTH産生腫瘍

原発性副甲状腺機能亢進症 1158 尿路結石 副甲状腺機能亢進症 尿路結石

原発性副甲状腺機能亢進症 1145 副甲状腺腺腫 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺腺腫

原発性副甲状腺機能亢進症 1157 腎結石 副甲状腺機能亢進症 腎結石

原発性副甲状腺機能亢進症 1143 副甲状腺機能亢進 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺機能亢進

原発性副甲状腺機能亢進症 1163 副甲状腺機能亢進 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺機能亢進

原発性副甲状腺機能亢進症 1161 低P血症 副甲状腺機能亢進症 低P血症

原発性副甲状腺機能亢進症 1162 PTH高値 副甲状腺機能亢進症 PTH高値

原発性副甲状腺機能亢進症 1159 血尿 副甲状腺機能亢進症 血尿

原発性副甲状腺機能亢進症 1146 副甲状腺癌 副甲状腺機能亢進症 副甲状腺癌

原発性副腎皮質機能低下症 1236 ステロイド長期投与 副腎皮質機能低下症 ステロイド長期投与

原発性副腎皮質機能低下症 1238 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

原発性副腎皮質機能低下症 1244 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

原発性副腎皮質機能低下症 1243 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

原発性副腎皮質機能低下症 1242 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐

原発性副腎皮質機能低下症 1241 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

原発性副腎皮質機能低下症 1234 結核 副腎皮質機能低下症 結核

原発性副腎皮質機能低下症 1239 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

原発性副腎皮質機能低下症 1229 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

原発性副腎皮質機能低下症 1237 自己免疫疾患合併 副腎皮質機能低下症 自己免疫疾患合併

原発性副腎皮質機能低下症 1235 髄膜炎菌 副腎皮質機能低下症 髄膜炎菌
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原発性副腎皮質機能低下症 1233 副腎出血 副腎皮質機能低下症 副腎出血

原発性副腎皮質機能低下症 1232 先天性副腎過形成 副腎皮質機能低下症 先天性副腎過形成

原発性副腎皮質機能低下症 1231 ACTH不応症 副腎皮質機能低下症 ACTH不応症

原発性副腎皮質機能低下症 1230 先天性副腎低形成 副腎皮質機能低下症 先天性副腎低形成

原発性副腎皮質機能低下症 1240 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1275 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1268 副腎出血 副腎皮質機能低下症 副腎出血

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1277 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1276 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1274 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1272 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1271 ステロイド長期投与 副腎皮質機能低下症 ステロイド長期投与

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1269 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1273 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

後天性原発性副腎皮質機能低下症 1270 自己免疫疾患合併 副腎皮質機能低下症 自己免疫疾患合併

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1306 コルチゾールとアルドステロンの分 二次性副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1296 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1302 易疲労感 二次性副腎皮質機能低下症 易疲労感

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1297 視床下部・下垂体に器質性病変が 二次性副腎皮質機能低下症 視床下部・下垂体に器質性病変があ

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1300 体重増加不良 二次性副腎皮質機能低下症 体重増加不良

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1299 視床下部・下垂体に炎症がある 二次性副腎皮質機能低下症 視床下部・下垂体に炎症がある

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1298 視床下部・下垂体の感染症がある 二次性副腎皮質機能低下症 視床下部・下垂体の感染症がある
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後天性二次性副腎皮質機能低下症 1301 食欲不振 二次性副腎皮質機能低下症 食欲不振

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1303 低血圧 二次性副腎皮質機能低下症 低血圧

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1305 下痢 二次性副腎皮質機能低下症 下痢

後天性二次性副腎皮質機能低下症 1304 嘔吐 二次性副腎皮質機能低下症 嘔吐

好中球G‐6PD欠損症 2020 X連鎖性劣性遺伝 X連鎖慢性肉芽腫症 X連鎖性劣性遺伝

好中球G‐6PD欠損症 2021 G-6PD遺伝子異常 X連鎖慢性肉芽腫症 gp91-phox遺伝子異常

好中球G‐6PD欠損症 2022 活性酸素の産生不全 慢性肉芽腫症 活性酸素の産生不全

甲状腺悪性リンパ腫 136 抗ペルオキシダーゼ抗体 慢性甲状腺炎 抗ペルオキシダーゼ抗体

甲状腺悪性リンパ腫 135 抗甲状腺サイログロブリン抗体 慢性甲状腺炎 抗甲状腺サイログロブリン抗体

甲状腺機能亢進症 1658 眼球突出 バセドウ病 眼球突出

甲状腺機能亢進症 1663 食欲亢進 バセドウ病 食欲亢進

甲状腺機能亢進症 1655 TSH受容体抗体 バセドウ病 TSH受容体抗体

甲状腺機能亢進症 1656 甲状腺腫 バセドウ病 甲状腺腫

甲状腺機能亢進症 1657 頻脈 バセドウ病 頻脈

甲状腺機能亢進症 1659 発汗過多 バセドウ病 発汗過多

甲状腺機能亢進症 1660 手指振戦 バセドウ病 手指振戦

甲状腺機能亢進症 1662 動悸 バセドウ病 動悸

甲状腺機能亢進症 1664 体重減少 バセドウ病 体重減少

甲状腺機能亢進症 1665 血中甲状腺ホルモン高値 バセドウ病 血中甲状腺ホルモン高値

甲状腺機能亢進症 1666 TSHの低値 バセドウ病 TSHの低値

甲状腺機能亢進症 1661 易疲労感 バセドウ病 易疲労感

甲状腺髄様がん 131 甲状腺の増殖性腫瘍 甲状腺乳頭状腺がん 甲状腺の増殖性腫瘍
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甲状腺未分化がん 132 甲状腺の増殖性腫瘍 甲状腺乳頭状腺がん 甲状腺の増殖性腫瘍

甲状腺未分化がん 133 甲状腺の生検で未分化細胞増殖 甲状腺乳頭状腺がん 甲状腺の生検で腫瘍細胞乳頭状増

甲状腺未分化がん 134 可動性のない甲状腺の結節 甲状腺乳頭状腺がん 可動性のない甲状腺の結節

甲状腺濾胞状腺がん 129 甲状腺の生検で濾胞構造を保った 甲状腺乳頭状腺がん 甲状腺の生検で腫瘍細胞乳頭状増

甲状腺濾胞状腺がん 128 甲状腺の増殖性腫瘍 甲状腺乳頭状腺がん 甲状腺の増殖性腫瘍

甲状腺濾胞状腺がん 130 可動性のない甲状腺の結節 甲状腺乳頭状腺がん 可動性のない甲状腺の結節

鉱質コルチコイド欠損症 253 多尿 近位腎尿細管性アシドーシス 多尿

鉱質コルチコイド欠損症 251 体重増加不良 近位腎尿細管性アシドーシス 体重増加不良

鉱質コルチコイド欠損症 254 成長障害 近位腎尿細管性アシドーシス 成長障害

鉱質コルチコイド欠損症 252 突然の嘔吐 近位腎尿細管性アシドーシス 突然の嘔吐

高IgD症候群 2049 常染色体劣性遺伝 家族性地中海熱 常染色体劣性遺伝

高IgD症候群 2050 周期性発熱 家族性地中海熱 反復性発熱

高IgD症候群 2051 MVK遺伝子異常 家族性地中海熱 MEFV遺伝子異常

高IgM血症 1806 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 DNA ligase Ⅵ欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

高IgM血症 1807 易感染性 DNA ligase Ⅵ欠損症 易感染性

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1523 Leydig細胞形成不全 思春期遅発症 Leydig細胞形成不全

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1525 精巣炎 思春期遅発症 精巣炎

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1522 精管形成不全 思春期遅発症 精管形成不全

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1526 二次性徴の出現の遅れ 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1527 骨年齢の遅れ 思春期遅発症 骨年齢の遅れ

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1528 高身長 思春期遅発症 高身長

高ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1524 テストステロン合成障害 思春期遅発症 テストステロン合成障害
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高ナトリウム血性脳症 289 意識障害 脱水症 意識障害

高ナトリウム血性脳症 286 尿崩症 高張性脱水 尿崩症

高ナトリウム血性脳症 288 下痢 脱水症 下痢

高ナトリウム血性脳症 290 痙攣 高張性脱水 痙攣

高ナトリウム血性脳症 291 筋緊張亢進 脱水症 筋緊張低下

高ナトリウム血性脳症 287 突然の嘔吐 脱水症 突然の嘔吐

高張性脱水 274 水分喪失量過多 脱水症 水分喪失量過多

高張性脱水 275 水分摂取不足 脱水症 水分摂取不足

骨髄性プロトポルフィリン症 44 日光過敏症 骨髄性ポルフィリン症 日光過敏症

骨軟化症 483 筋力低下 くる病 筋力低下

骨軟化症 484 痙攣 くる病 痙攣

骨軟化症 478 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

骨軟化症 479 ビタミンD欠乏 くる病 ビタミンD欠乏

骨軟化症 480 腎尿細管機能障害 くる病 腎尿細管機能障害

骨軟化症 481 腎不全 くる病 腎不全

骨軟化症 482 低Ca血症 くる病 低Ca血症

混合型ウイルソン病 70 書字障害 ウイルソン病 書字障害

混合型ウイルソン病 63 染色体13番ATP7B遺伝子の欠損 ウイルソン病 染色体13番ATP7B遺伝子の欠損

混合型ウイルソン病 64 常染色体劣性遺伝 ウイルソン病 常染色体劣性遺伝

混合型ウイルソン病 65 歩行障害 ウイルソン病 歩行障害

混合型ウイルソン病 66 Kayser-Fleisher輪 ウイルソン病 Kayser-Fleisher輪

混合型ウイルソン病 67 錐体外路障害 ウイルソン病 錐体外路障害
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混合型ウイルソン病 68 構音障害 ウイルソン病 構音障害

混合型ウイルソン病 69 肝機能障害 ウイルソン病 肝機能障害

混合型ウイルソン病 139 銅の肝臓への蓄積 ウイルソン病 銅の肝臓への蓄積

混合型ウイルソン病 138 銅の神経への蓄積 ウイルソン病 銅の神経への蓄積

混合型ウイルソン病 137 銅の角膜への蓄積 ウイルソン病 銅の角膜への蓄積

混合型ウイルソン病 62 P型APTase関連銅輸送蛋白の欠陥 ウイルソン病 P型APTase関連銅輸送蛋白の欠陥

細網異形成症 1681 B細胞数低下 Artemis欠損症 B細胞数低下

細網異形成症 1678 常染色体劣性遺伝 Artemis欠損症 常染色体劣性遺伝

細網異形成症 1679 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 Artemis欠損症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

細網異形成症 1680 T細胞数低下 Artemis欠損症 T細胞数低下

細網異形成症 1682 易感染性 Artemis欠損症 易感染性

細網異形成症 1683 低IgG血症 Artemis欠損症 低IgG血症

三次性副甲状腺機能亢進症 1188 副甲状腺機能亢進 二次性副甲状腺機能亢進症 副甲状腺機能亢進

三次性副甲状腺機能亢進症 1189 慢性腎不全の腎移植後 二次性副甲状腺機能亢進症 慢性腎不全の腎移植後

三次性副甲状腺機能亢進症 1190 PTH高値 二次性副甲状腺機能亢進症 PTH高値

三次性副甲状腺機能亢進症 1191 低Ca血症 二次性副甲状腺機能亢進症 低Ca血症

三次性副甲状腺機能亢進症 1192 骨膜下吸収 二次性副甲状腺機能亢進症 骨膜下吸収

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 226 筋緊張低下 遠位腎尿細管性アシドーシス 筋緊張低下

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 221 遠位尿細管における水素イオンの排 遠位腎尿細管性アシドーシス 遠位尿細管における水素イオンの排

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 223 多呼吸 遠位腎尿細管性アシドーシス 多呼吸

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 225 多尿 遠位腎尿細管性アシドーシス 多尿

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 227 骨変化 遠位腎尿細管性アシドーシス 骨変化
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散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 228 腎結石 遠位腎尿細管性アシドーシス 腎結石

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 229 代謝性アシドーシス 遠位腎尿細管性アシドーシス 代謝性アシドーシス

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 222 発育障害 遠位腎尿細管性アシドーシス 発育障害

散発性遠位腎尿細管性アシドーシス 224 心因性の多飲 遠位腎尿細管性アシドーシス 心因性の多飲

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 86 突然の嘔吐 近位腎尿細管性アシドーシス 突然の嘔吐

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 85 多尿 近位腎尿細管性アシドーシス 多尿

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 84 成長障害 近位腎尿細管性アシドーシス 成長障害

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 83 近位尿細管における重炭酸イオン再 近位腎尿細管性アシドーシス 近位尿細管における重炭酸イオン再

散発性近位腎尿細管性アシドーシス 87 体重増加不良 近位腎尿細管性アシドーシス 体重増加不良

思春期遅発症 1476 一過性でない二次性徴の出現の遅 特発性思春期早発症 年齢不相応に二次性徴の出現がみら

思春期肥満 451 運動不足 肥満症 運動不足

思春期肥満 450 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

思春期肥満 452 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

思春期肥満 453 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

思春期肥満 454 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

思春期肥満 455 高血圧 肥満症 高血圧

思春期肥満 456 糖尿病 肥満症 糖尿病

思春期肥満 449 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

視床下部性甲状腺機能低下症 106 知能障害 先天性甲状腺機能低下症 知能障害

視床下部性甲状腺機能低下症 101 臍ヘルニア 先天性甲状腺機能低下症 臍ヘルニア

視床下部性甲状腺機能低下症 96 便秘 先天性甲状腺機能低下症 便秘

視床下部性甲状腺機能低下症 95 哺乳不良 先天性甲状腺機能低下症 哺乳不良
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視床下部性甲状腺機能低下症 99 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

視床下部性甲状腺機能低下症 97 さ声 先天性甲状腺機能低下症 さ声

視床下部性甲状腺機能低下症 100 巨舌 先天性甲状腺機能低下症 巨舌

視床下部性甲状腺機能低下症 102 遷延する黄疸 先天性甲状腺機能低下症 遷延する黄疸

視床下部性甲状腺機能低下症 103 体重増加不良 先天性甲状腺機能低下症 体重増加不良

視床下部性甲状腺機能低下症 98 皮膚乾燥 先天性甲状腺機能低下症 皮膚乾燥

視床下部性甲状腺機能低下症 105 低身長 先天性甲状腺機能低下症 低身長

視床下部性甲状腺機能低下症 107 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

視床下部性甲状腺機能低下症 971 先天性の甲状腺機能低下 先天性甲状腺機能低下症 先天性の甲状腺機能低下

視床下部性甲状腺機能低下症 104 小泉門閉鎖遅延 先天性甲状腺機能低下症 小泉門閉鎖遅延

自己免疫性糖尿病 1608 多飲 糖尿病 心因性の多飲

自己免疫性糖尿病 1605 75gOGTT2時間値200mg/dl以上 糖尿病 75gOGTT2時間値200mg/dl以上

自己免疫性糖尿病 1607 口渇 糖尿病 口渇

自己免疫性糖尿病 1604 空腹時血糖126mg/dl以上 糖尿病 空腹時血糖126mg/dl以上

自己免疫性糖尿病 1609 多尿 糖尿病 多尿

自己免疫性糖尿病 1610 蛋白異化の亢進 糖尿病 蛋白異化の亢進

自己免疫性糖尿病 1611 ケトアシドーシス 糖尿病 ケトアシドーシス

自己免疫性糖尿病 1612 意識障害 糖尿病 意識障害

自己免疫性糖尿病 1613 高浸透圧血症 糖尿病 高浸透圧血症

自己免疫性糖尿病 1614 体重減少 糖尿病 体重減少

自己免疫性糖尿病 1606 随時血糖値200mg/dl以上 糖尿病 随時血糖値200mg/dl以上

若年型シスチン蓄積症 164 シスチンの蓄積 シスチン症 シスチンの蓄積
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若年型シスチン蓄積症 163 常染色体劣性遺伝 シスチン症 常染色体劣性遺伝

若年型シスチン蓄積症 162 リソソーム膜シスチントランスポータ シスチン症 リソソーム膜シスチントランスポーター

若年型シスチン蓄積症 161 シスチンの蓄積 シスチン症 シスチンの蓄積

若年性骨粗鬆症 647 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

若年性骨粗鬆症 650 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

若年性骨粗鬆症 645 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

若年性骨粗鬆症 646 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

若年性骨粗鬆症 649 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

若年性骨粗鬆症 648 骨折 骨粗鬆症 骨折

若年性粘液水腫 1030 低体温 萎縮性甲状腺炎 低体温

若年性粘液水腫 1028 便秘 萎縮性甲状腺炎 便秘

若年性粘液水腫 1027 慢性に経過する甲状腺炎 萎縮性甲状腺炎 慢性に経過する甲状腺炎

若年性粘液水腫 1026 著しい甲状腺機能低下症 萎縮性甲状腺炎 著しい甲状腺機能低下症

若年性粘液水腫 1025 抗ペルオキシダーゼ抗体 萎縮性甲状腺炎 抗ペルオキシダーゼ抗体

若年性粘液水腫 1024 抗甲状腺サイログロブリン抗体 萎縮性甲状腺炎 抗甲状腺サイログロブリン抗体

若年性粘液水腫 1023 甲状腺の萎縮 萎縮性甲状腺炎 甲状腺の萎縮

若年性粘液水腫 1022 慢性に経過する甲状腺炎 萎縮性甲状腺炎 慢性に経過する甲状腺炎

若年性粘液水腫 1029 さ声 萎縮性甲状腺炎 さ声

周期性ACTH・ADH過剰症 365 悪心 アセトン血性嘔吐症 悪心

周期性ACTH・ADH過剰症 363 感冒 アセトン血性嘔吐症 感冒

周期性ACTH・ADH過剰症 367 頻脈 アセトン血性嘔吐症 頻脈

周期性ACTH・ADH過剰症 361 ACTH高値 アセトン血性嘔吐症 ACTH高値
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周期性ACTH・ADH過剰症 369 中枢神経・自律神経を含めた発達の アセトン血性嘔吐症 中枢神経・自律神経を含めた発達の

周期性ACTH・ADH過剰症 362 精神的ストレス アセトン血性嘔吐症 精神的ストレス

周期性ACTH・ADH過剰症 350 精神的ストレス アセトン血性嘔吐症 精神的ストレス

周期性ACTH・ADH過剰症 349 ADH高値 アセトン血性嘔吐症 ADH高値

周期性ACTH・ADH過剰症 348 ACTH高値 アセトン血性嘔吐症 ACTH高値

周期性ACTH・ADH過剰症 347 突然の嘔吐 アセトン血性嘔吐症 突然の嘔吐

周期性ACTH・ADH過剰症 368 意識障害 アセトン血性嘔吐症 意識障害

周期性ACTH・ADH過剰症 360 ADH高値 アセトン血性嘔吐症 ADH高値

周期性ACTH・ADH過剰症 364 突然の嘔吐 アセトン血性嘔吐症 突然の嘔吐

周期性ACTH・ADH過剰症 346 ケトーシス アセトン血性嘔吐症 ケトーシス

周期性ACTH・ADH過剰症 352 突然の嘔吐 アセトン血性嘔吐症 突然の嘔吐

周期性ACTH・ADH過剰症 358 ケトーシス アセトン血性嘔吐症 ケトーシス

周期性ACTH・ADH過剰症 357 中枢神経・自律神経を含めた発達の アセトン血性嘔吐症 中枢神経・自律神経を含めた発達の

周期性ACTH・ADH過剰症 356 悪心 アセトン血性嘔吐症 悪心

周期性ACTH・ADH過剰症 355 意識障害 アセトン血性嘔吐症 意識障害

周期性ACTH・ADH過剰症 359 突然の嘔吐 アセトン血性嘔吐症 突然の嘔吐

周期性ACTH・ADH過剰症 366 脱力感 アセトン血性嘔吐症 脱力感

周期性ACTH・ADH過剰症 351 感冒 アセトン血性嘔吐症 感冒

周期性ACTH・ADH過剰症 354 頻脈 アセトン血性嘔吐症 頻脈

周期性ACTH・ADH過剰症 353 脱力感 アセトン血性嘔吐症 脱力感

周期性好中球減少症 1987 周期的な好中球減少 Kostmann症候群 好中球減少

周期性好中球減少症 1989 易感染性 Kostmann症候群 易感染性
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周期性好中球減少症 1990 ELA2遺伝子異常 Kostmann症候群 GF11遺伝子異常

周期性好中球減少症 1988 常染色体優性遺伝 Kostmann症候群 常染色体優性遺伝

重症複合免疫不全症 1769 易感染性 T細胞およびB細胞免疫不全症 易感染性

重症複合免疫不全症 1766 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 T細胞およびB細胞免疫不全症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

重症複合免疫不全症 1767 X連鎖遺伝 T細胞およびB細胞免疫不全症 X連鎖遺伝

重症複合免疫不全症 1768 常染色体劣性遺伝 T細胞およびB細胞免疫不全症 常染色体劣性遺伝

術後吸収不良性骨粗鬆症 641 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

術後吸収不良性骨粗鬆症 642 骨折 骨粗鬆症 骨折

術後吸収不良性骨粗鬆症 640 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

術後吸収不良性骨粗鬆症 639 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

術後吸収不良性骨粗鬆症 644 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

術後吸収不良性骨粗鬆症 643 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

小児遠心性腹壁脂肪異栄養症 376 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪 リポジストロフィー 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組

小児遠心性腹壁脂肪異栄養症 377 浮き出た皮膚の血管 リポジストロフィー 浮き出た皮膚の血管

小児遠心性腹壁脂肪異栄養症 378 色素沈着 リポジストロフィー 色素沈着

小児特発性低血糖症 311 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

小児特発性低血糖症 310 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣

小児特発性低血糖症 309 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

小児特発性低血糖症 308 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈

小児特発性低血糖症 312 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多

小児特発性低血糖症 307 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症

症候性肥満 418 脂肪組織の過剰蓄積 続発性肥満 脂肪組織の過剰蓄積
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症候性肥満 419 脳腫瘍 続発性肥満 脳腫瘍

症候性肥満 420 Langerhans細胞性組織球症 続発性肥満 Langerhans細胞性組織球症

症候性肥満 427 高血圧 続発性肥満 高血圧

症候性肥満 426 皮膚線状 続発性肥満 皮膚線状

症候性肥満 425 黒色表皮腫 続発性肥満 黒色表皮腫

症候性肥満 422 Prader-Willi症候群 続発性肥満 Prader-Willi症候群

症候性肥満 424 活動性の低下 続発性肥満 活動性の低下

症候性肥満 428 糖尿病 続発性肥満 糖尿病

症候性肥満 423 Bardet-Biedl症候群 続発性肥満 Bardet-Biedl症候群

症候性肥満 421 Cushing症候群 続発性肥満 Cushing症候群

常染色体優性低P血症性くる病 522 う歯 低リン酸血症性くる病 う歯

常染色体優性低P血症性くる病 515 類骨組織が過剰 低リン酸血症性くる病 類骨組織が過剰

常染色体優性低P血症性くる病 516 低P血症 低リン酸血症性くる病 低P血症

常染色体優性低P血症性くる病 517 P再吸収閾値低下 低リン酸血症性くる病 P再吸収閾値低下

常染色体優性低P血症性くる病 518 常染色体優性遺伝 低リン酸血症性くる病 常染色体優性遺伝

常染色体優性低P血症性くる病 519 低P血症 低リン酸血症性くる病 低P血症

常染色体優性低P血症性くる病 520 O脚 低リン酸血症性くる病 O脚

常染色体優性低P血症性くる病 521 筋力低下 低リン酸血症性くる病 筋力低下

常染色体優性低P血症性くる病 523 低P血症 低リン酸血症性くる病 低P血症

常染色体劣性高IgM血症 1823 高IgM血症 高IgM血症 高IgM血症

常染色体劣性高IgM血症 1822 高IgM血症 高IgM血症 高IgM血症

常染色体劣性高IgM血症 1824 好中球減少 高IgM血症 好中球減少
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常染色体劣性高IgM血症 1825 血小板減少 高IgM血症 血小板減少

常染色体劣性高IgM血症 1826 溶血性貧血 高IgM血症 溶血性貧血

常染色体劣性高IgM血症 1828 易感染性 高IgM血症 易感染性

常染色体劣性高IgM血症 1831 樹状細胞シグナル障害 高IgM血症 樹状細胞シグナル障害

常染色体劣性高IgM血症 1821 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不 高IgM血症 T細胞系とB細胞系の両方の免疫不

常染色体劣性高IgM血症 1830 B細胞シグナル障害 高IgM血症 B細胞シグナル障害

常染色体劣性高IgM血症 1829 CD40リガンド遺伝子変異 高IgM血症 CD40リガンド遺伝子変異

常染色体劣性高IgM血症 1827 肝機能障害 高IgM血症 肝機能障害

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2015 活性酸素の産生不全 慢性肉芽腫症 活性酸素の産生不全

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2016 易感染性 慢性肉芽腫症 易感染性

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2017 リンパ節炎 慢性肉芽腫症 リンパ節炎

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2018 NBT還元試験異常 慢性肉芽腫症 NBT還元試験異常

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2013 食細胞の殺菌能異常 慢性肉芽腫症 食細胞の殺菌能異常

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2019 活性酸素の産生不全 慢性肉芽腫症 活性酸素の産生不全

常染色体劣性慢性肉芽腫症 2014 感染巣の肉芽腫形成 慢性肉芽腫症 感染巣の肉芽腫形成

常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 1863 易感染性 X連鎖無γ‐グロブリン血症 易感染性

常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 1864 関節炎 X連鎖無γ‐グロブリン血症 関節炎

常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 1862 pre B細胞からB細胞への分化成熟 X連鎖無γ‐グロブリン血症 pre B細胞からB細胞への分化成熟障

常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 1861 無ガンマグロブリン血症 X連鎖無γ‐グロブリン血症 無ガンマグロブリン血症

常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 1866 無ガンマグロブリン血症 X連鎖無γ‐グロブリン血症 無ガンマグロブリン血症

常染色体劣性無γ‐グロブリン血症 1865 気管支拡張 X連鎖無γ‐グロブリン血症 気管支拡張

食事性肥満 404 皮膚線状 肥満症 皮膚線状
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食事性肥満 401 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

食事性肥満 402 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

食事性肥満 406 糖尿病 肥満症 糖尿病

食事性肥満 405 高血圧 肥満症 高血圧

食事性肥満 403 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

食事性肥満 400 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

新生児バセドウ病 1012 TSHの低値 バセドウ病 TSHの低値

新生児バセドウ病 1011 血中甲状腺ホルモン高値 バセドウ病 血中甲状腺ホルモン高値

新生児バセドウ病 1010 新生児期のみの甲状腺機能亢進症 バセドウ病 自己免疫性甲状腺機能亢進症

新生児一過性甲状腺機能低下症 992 胎児造影に伴うヨード摂取 先天性甲状腺機能低下症 胎児造影に伴うヨード摂取

新生児一過性甲状腺機能低下症 994 低出生体重児 先天性甲状腺機能低下症 低出生体重児

新生児一過性甲状腺機能低下症 995 低体温 先天性甲状腺機能低下症 低体温

新生児一過性甲状腺機能低下症 993 母体のヨード過剰摂取 先天性甲状腺機能低下症 母体のヨード過剰摂取

新生児一過性低カルシウム血症 1059 腎臓のPTH感受性が未熟 新生児性上皮小体機能低下症 腎臓のPTH感受性が未熟

新生児一過性低カルシウム血症 1058 新生児期のみの低Ca血症 新生児性上皮小体機能低下症 低Ca血症

新生児一過性低カルシウム血症 1063 テタニー 新生児性上皮小体機能低下症 テタニー

新生児一過性低カルシウム血症 1060 リン酸摂取量過剰 新生児性上皮小体機能低下症 リン酸摂取量過剰

新生児一過性低カルシウム血症 1065 チアノーゼ 新生児性上皮小体機能低下症 チアノーゼ

新生児一過性低カルシウム血症 1064 痙攣 新生児性上皮小体機能低下症 痙攣

新生児一過性低カルシウム血症 1061 母体の副甲状腺機能亢進 新生児性上皮小体機能低下症 母体の副甲状腺機能亢進

新生児一過性低カルシウム血症 1062 母体の糖尿病 新生児性上皮小体機能低下症 母体の糖尿病

新生児一過性低カルシウム血症早 1067 腎臓のPTH感受性が未熟 新生児一過性低カルシウム血症 腎臓のPTH感受性が未熟
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新生児一過性低カルシウム血症早 1069 痙攣 新生児一過性低カルシウム血症 痙攣

新生児一過性低カルシウム血症早 1070 チアノーゼ 新生児一過性低カルシウム血症 チアノーゼ

新生児一過性低カルシウム血症早 1071 新生児期のみの低Ca血症 新生児一過性低カルシウム血症 新生児期のみの低Ca血症

新生児一過性低カルシウム血症早 1068 テタニー 新生児一過性低カルシウム血症 テタニー

新生児一過性低カルシウム血症早 1066 新生児期のみの低Ca血症 新生児一過性低カルシウム血症 新生児期のみの低Ca血症

新生児一過性低カルシウム血症遅 1077 新生児期のみの低Ca血症 新生児一過性低カルシウム血症 新生児期のみの低Ca血症

新生児一過性低カルシウム血症遅 1072 新生児期のみの低Ca血症 新生児一過性低カルシウム血症 新生児期のみの低Ca血症

新生児一過性低カルシウム血症遅 1073 リン酸摂取量過剰 新生児一過性低カルシウム血症 リン酸摂取量過剰

新生児一過性低カルシウム血症遅 1074 テタニー 新生児一過性低カルシウム血症 テタニー

新生児一過性低カルシウム血症遅 1075 痙攣 新生児一過性低カルシウム血症 痙攣

新生児一過性低カルシウム血症遅 1076 チアノーゼ 新生児一過性低カルシウム血症 チアノーゼ

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2067 IL-1プロセッシング障害 Muckle‐Wellsk症候群 IL-1プロセッシング障害

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2068 cold-induced autoinflammatory synd Muckle‐Wellsk症候群 cold-induced autoinflammatory syndr

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2066 NFκB情報伝達系障害 Muckle‐Wellsk症候群 NFκB情報伝達系障害

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2064 クリオスピリン欠損 Muckle‐Wellsk症候群 クリオスピリン欠損

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2065 白血球アポトーシス障害 Muckle‐Wellsk症候群 白血球アポトーシス障害

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2061 cold-induced autoinflammatory synd Muckle‐Wellsk症候群 cold-induced autoinflammatory syndr

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2062 cold-induced autoinflammatory synd Muckle‐Wellsk症候群 cold-induced autoinflammatory syndr

新生児期発症多臓器炎症性疾患 2063 常染色体優性遺伝 Muckle‐Wellsk症候群 常染色体優性遺伝

新生児持続性高インスリン血症性低 306 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多

新生児持続性高インスリン血症性低 304 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣

新生児持続性高インスリン血症性低 301 低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症
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新生児持続性高インスリン血症性低 302 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈

新生児持続性高インスリン血症性低 303 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

新生児持続性高インスリン血症性低 305 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

神経型ウイルソン病 59 書字障害 ウイルソン病 書字障害

神経型ウイルソン病 61 銅の神経への蓄積 ウイルソン病 銅の神経への蓄積

神経型ウイルソン病 57 歩行障害 ウイルソン病 歩行障害

神経型ウイルソン病 58 錐体外路障害 ウイルソン病 錐体外路障害

神経型ウイルソン病 54 P型APTase関連銅輸送蛋白の欠陥 ウイルソン病 P型APTase関連銅輸送蛋白の欠陥

神経型ウイルソン病 55 染色体13番ATP7B遺伝子の欠損 ウイルソン病 染色体13番ATP7B遺伝子の欠損

神経型ウイルソン病 56 常染色体劣性遺伝 ウイルソン病 常染色体劣性遺伝

神経型ウイルソン病 60 構音障害 ウイルソン病 構音障害

進行性脂肪異栄養症 380 浮き出た皮膚の血管 リポジストロフィー 浮き出た皮膚の血管

進行性脂肪異栄養症 381 色素沈着 リポジストロフィー 色素沈着

進行性脂肪異栄養症 379 進行性の脂肪組織の喪失 リポジストロフィー 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組

腎性くる病 564 筋力低下 くる病 筋力低下

腎性くる病 566 内分泌系異常を伴わない低身長 くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

腎性くる病 560 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

腎性くる病 561 ビタミンD活性化障害 くる病 ビタミンD活性化障害

腎性くる病 563 O脚 くる病 O脚

腎性くる病 565 痙攣 くる病 痙攣

腎性くる病 568 低Ca血症 くる病 低Ca血症

腎性くる病 562 低Ca血症 くる病 低Ca血症
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腎性くる病 569 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

腎性くる病 567 成長障害 くる病 成長障害

腎性骨異栄養症 574 成長障害 くる病 成長障害

腎性骨異栄養症 576 ビタミンD活性化障害 くる病 ビタミンD活性化障害

腎性骨異栄養症 575 低Ca血症 くる病 低Ca血症

腎性骨異栄養症 573 痙攣 くる病 痙攣

腎性骨異栄養症 572 筋力低下 くる病 筋力低下

腎性骨異栄養症 571 低Ca血症 くる病 低Ca血症

腎性骨異栄養症 570 ビタミンD活性化障害 くる病 ビタミンD活性化障害

精巣女性化症候群 1590 膣盲端 男性ホルモン不応症 膣盲端

精巣女性化症候群 1589 子宮欠如 男性ホルモン不応症 子宮欠如

精巣女性化症候群 1588 アンドロゲン受容体異常 男性ホルモン不応症 アンドロゲン受容体異常

精巣女性化症候群 1587 外性器女性化 男性ホルモン不応症 外性器女性化

精巣女性化症候群 1586 X連鎖性劣性遺伝 男性ホルモン不応症 X連鎖性劣性遺伝

精巣女性化症候群 1585 部分的に男性ホルモンの作用が不 男性ホルモン不応症 男性ホルモンの作用発現が不十分

先天性リポジストロフィー 812 浮き出た皮膚の血管 全身性リポジストロフィー症 浮き出た皮膚の血管

先天性リポジストロフィー 820 脂肪組織に対する自己抗体形成 全身性リポジストロフィー症 脂肪組織に対する自己抗体形成

先天性リポジストロフィー 819 肝硬変 全身性リポジストロフィー症 肝硬変

先天性リポジストロフィー 818 知的障害 全身性リポジストロフィー症 知的障害

先天性リポジストロフィー 817 拡張型心筋症 全身性リポジストロフィー症 拡張型心筋症

先天性リポジストロフィー 816 高身長 全身性リポジストロフィー症 高身長

先天性リポジストロフィー 815 禿頭 全身性リポジストロフィー症 禿頭
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先天性リポジストロフィー 813 色素沈着 全身性リポジストロフィー症 色素沈着

先天性リポジストロフィー 811 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪 全身性リポジストロフィー症 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組

先天性リポジストロフィー 810 全身の脂肪組織の喪失 全身性リポジストロフィー症 全身の脂肪組織の喪失

先天性リポジストロフィー 821 脂肪組織に対する自己抗体形成 全身性リポジストロフィー症 脂肪組織に対する自己抗体形成

先天性リポジストロフィー 814 常染色体劣性遺伝 全身性リポジストロフィー症 常染色体劣性遺伝

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1254 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1247 先天性副腎過形成 副腎皮質機能低下症 先天性副腎過形成

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1253 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1252 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1251 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1250 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1249 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1248 ACTH不応症 副腎皮質機能低下症 ACTH不応症

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1246 先天性副腎低形成 副腎皮質機能低下症 先天性副腎低形成

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1255 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

先天性原発性副腎皮質機能低下症 1245 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

先天性骨髄性ポルフィリン症 42 日光過敏症 骨髄性ポルフィリン症 日光過敏症

先天性骨髄性ポルフィリン症 43 溶血性貧血 骨髄性ポルフィリン症 溶血性貧血

先天性骨粗鬆症 600 骨折 骨粗鬆症 骨折

先天性骨粗鬆症 601 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

先天性骨粗鬆症 602 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

先天性骨粗鬆症 599 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下
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先天性骨粗鬆症 598 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

先天性骨粗鬆症 597 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

先天性脂肪異栄養症 390 肝硬変 全身性リポジストロフィー症 肝硬変

先天性脂肪異栄養症 391 脂肪組織に対する自己抗体形成 全身性リポジストロフィー症 脂肪組織に対する自己抗体形成

先天性脂肪異栄養症 389 知的障害 全身性リポジストロフィー症 知的障害

先天性脂肪異栄養症 386 禿頭 全身性リポジストロフィー症 禿頭

先天性脂肪異栄養症 388 拡張型心筋症 全身性リポジストロフィー症 拡張型心筋症

先天性脂肪異栄養症 387 高身長 全身性リポジストロフィー症 高身長

先天性脂肪異栄養症 382 脂肪組織の喪失 リポジストロフィー 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組

先天性脂肪異栄養症 383 浮き出た皮膚の血管 リポジストロフィー 浮き出た皮膚の血管

先天性脂肪異栄養症 384 色素沈着 リポジストロフィー 色素沈着

先天性脂肪異栄養症 385 常染色体劣性遺伝 全身性リポジストロフィー症 常染色体劣性遺伝

先天性腎性尿崩症 914 多尿 腎性尿崩症 多尿

先天性腎性尿崩症 923 持続性の高Na血症 腎性尿崩症 持続性の高Na血症

先天性腎性尿崩症 922 知能障害 腎性尿崩症 知能障害

先天性腎性尿崩症 913 心因性の多飲 腎性尿崩症 心因性の多飲

先天性腎性尿崩症 920 食欲不振 腎性尿崩症 食欲不振

先天性腎性尿崩症 916 発熱 腎性尿崩症 発熱

先天性腎性尿崩症 921 痙攣 腎性尿崩症 痙攣

先天性腎性尿崩症 919 夜尿 腎性尿崩症 夜尿

先天性腎性尿崩症 917 体重減少 腎性尿崩症 体重減少

先天性腎性尿崩症 911 尿崩症 腎性尿崩症 尿崩症
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先天性腎性尿崩症 912 ADHに対する腎遠位尿細管および 腎性尿崩症 ADHに対する腎遠位尿細管および集

先天性腎性尿崩症 915 口渇 腎性尿崩症 口渇

先天性腎性尿崩症 918 脱水 腎性尿崩症 脱水

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1290 食欲不振 二次性副腎皮質機能低下症 食欲不振

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1295 コルチゾールとアルドステロンの分 二次性副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1294 下痢 二次性副腎皮質機能低下症 下痢

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1293 嘔吐 二次性副腎皮質機能低下症 嘔吐

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1291 易疲労感 二次性副腎皮質機能低下症 易疲労感

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1289 体重増加不良 二次性副腎皮質機能低下症 体重増加不良

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1288 水頭症 二次性副腎皮質機能低下症 水頭症

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1287 ACTH単独欠損症 二次性副腎皮質機能低下症 ACTH単独欠損症

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1286 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

先天性二次性副腎皮質機能低下症 1292 低血圧 二次性副腎皮質機能低下症 低血圧

先天性副甲状腺機能低下症 1085 Trousseau徴候 副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候

先天性副甲状腺機能低下症 1079 副甲状腺の低形成 副甲状腺機能低下症 副甲状腺の低形成

先天性副甲状腺機能低下症 1080 低Ca血症 副甲状腺機能低下症 低Ca血症

先天性副甲状腺機能低下症 1084 Chvostek徴候 副甲状腺機能低下症 Chvostek徴候

先天性副甲状腺機能低下症 1083 筋痛 副甲状腺機能低下症 筋痛

先天性副甲状腺機能低下症 1082 チアノーゼ 副甲状腺機能低下症 チアノーゼ

先天性副甲状腺機能低下症 1081 痙攣 副甲状腺機能低下症 痙攣

先天性副甲状腺機能低下症 1078 副甲状腺無形成 副甲状腺機能低下症 副甲状腺無形成

先天性副腎リポイド過形成 1575 哺乳力低下 副腎皮質リポイド過形成 哺乳力低下
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先天性副腎リポイド過形成 1571 副腎皮質過形成 副腎皮質リポイド過形成 副腎皮質過形成

先天性副腎リポイド過形成 1572 常染色体劣性遺伝 副腎皮質リポイド過形成 常染色体劣性遺伝

先天性副腎リポイド過形成 1574 体重増加不良 副腎皮質リポイド過形成 体重増加不良

先天性副腎リポイド過形成 1576 嘔吐 副腎皮質リポイド過形成 嘔吐

先天性副腎リポイド過形成 1577 低Na血症 副腎皮質リポイド過形成 低Na血症

先天性副腎リポイド過形成 1578 高K血症 副腎皮質リポイド過形成 高K血症

先天性副腎リポイド過形成 1579 外性器女性化 副腎皮質リポイド過形成 外性器女性化

先天性副腎リポイド過形成 1580 副腎への脂質沈着 副腎皮質リポイド過形成 副腎への脂質沈着

先天性副腎リポイド過形成 1581 副腎アンドロゲン低値 副腎皮質リポイド過形成 副腎アンドロゲン低値

先天性副腎リポイド過形成 1582 糖質コルチコイド低値 副腎皮質リポイド過形成 糖質コルチコイド低値

先天性副腎リポイド過形成 1583 鉱質コルチコイド低値 副腎皮質リポイド過形成 鉱質コルチコイド低値

先天性副腎リポイド過形成 1573 ACTH高値 副腎皮質リポイド過形成 ACTH高値

先天性副腎低形成 1259 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

先天性副腎低形成 1256 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

先天性副腎低形成 1258 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

先天性副腎低形成 1260 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐

先天性副腎低形成 1261 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

先天性副腎低形成 1257 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

先天性複合型下垂体機能低下症 708 下垂体機能低下 下垂体機能低下症 下垂体機能低下

先天性複合型下垂体機能低下症 709 成長障害 下垂体機能低下症 成長障害

先天性複合型下垂体機能低下症 710 甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症 甲状腺機能低下症

先天性複合型下垂体機能低下症 711 性腺機能不全症 下垂体機能低下症 性腺機能不全症
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先天性複合型下垂体機能低下症 712 副腎不全症状 下垂体機能低下症 副腎不全症状

全身性リポジストロフィー症 373 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪 リポジストロフィー 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組

全身性リポジストロフィー症 375 色素沈着 リポジストロフィー 色素沈着

全身性リポジストロフィー症 374 浮き出た皮膚の血管 リポジストロフィー 浮き出た皮膚の血管

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 250 代謝性アシドーシス 遠位腎尿細管性アシドーシス 代謝性アシドーシス

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 249 腎結石 遠位腎尿細管性アシドーシス 腎結石

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 248 骨変化 遠位腎尿細管性アシドーシス 骨変化

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 247 筋緊張低下 遠位腎尿細管性アシドーシス 筋緊張低下

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 246 多尿 遠位腎尿細管性アシドーシス 多尿

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 245 心因性の多飲 遠位腎尿細管性アシドーシス 心因性の多飲

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 242 薬物中毒 遠位腎尿細管性アシドーシス 薬物中毒

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 243 発育障害 遠位腎尿細管性アシドーシス 発育障害

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 240 遠位尿細管における水素イオンの排 遠位腎尿細管性アシドーシス 遠位尿細管における水素イオンの排

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 244 多呼吸 遠位腎尿細管性アシドーシス 多呼吸

続発性遠位腎尿細管性アシドーシス 241 間質性肺炎 遠位腎尿細管性アシドーシス 間質性肺炎

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 179 突然の嘔吐 近位腎尿細管性アシドーシス 突然の嘔吐

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 94 近位尿細管における重炭酸イオン再 近位腎尿細管性アシドーシス 近位尿細管における重炭酸イオン再

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 180 多尿 近位腎尿細管性アシドーシス 多尿

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 178 体重増加不良 近位腎尿細管性アシドーシス 体重増加不良

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 177 副甲状腺機能亢進症 近位腎尿細管性アシドーシス 副甲状腺機能亢進症

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 176 重金属中毒 近位腎尿細管性アシドーシス 重金属中毒

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 175 Wilson病 近位腎尿細管性アシドーシス Wilson病
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続発性近位腎尿細管性アシドーシス 174 チロシン血症 近位腎尿細管性アシドーシス チロシン血症

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 173 ガラクトース血症 近位腎尿細管性アシドーシス ガラクトース血症

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 172 Lowe症候群 近位腎尿細管性アシドーシス Lowe症候群

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 171 シスチン蓄積症 近位腎尿細管性アシドーシス シスチン蓄積症

続発性近位腎尿細管性アシドーシス 181 成長障害 近位腎尿細管性アシドーシス 成長障害

続発性骨粗鬆症 590 卵巣摘出によるエストロゲン低値 骨粗鬆症 卵巣摘出によるエストロゲン低値

続発性骨粗鬆症 591 運動不足 骨粗鬆症 運動不足

続発性骨粗鬆症 588 老化に伴う腎機能低下 骨粗鬆症 老化に伴う腎機能低下

続発性骨粗鬆症 589 喫煙による骨代謝障害 骨粗鬆症 喫煙による骨代謝障害

続発性骨粗鬆症 585 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

続発性骨粗鬆症 586 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

続発性骨粗鬆症 587 閉経後のエストロゲン低値 骨粗鬆症 閉経後のエストロゲン低値

続発性骨粗鬆症 593 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

続発性骨粗鬆症 596 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

続発性骨粗鬆症 595 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

続発性骨粗鬆症 594 骨折 骨粗鬆症 骨折

続発性骨粗鬆症 592 ステロイド投与による骨代謝障害 骨粗鬆症 ステロイド投与による骨代謝障害

続発性腎性尿崩症 937 脱水 腎性尿崩症 脱水

続発性腎性尿崩症 938 夜尿 腎性尿崩症 夜尿

続発性腎性尿崩症 939 食欲不振 腎性尿崩症 食欲不振

続発性腎性尿崩症 940 痙攣 腎性尿崩症 痙攣

続発性腎性尿崩症 941 知能障害 腎性尿崩症 知能障害
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続発性腎性尿崩症 942 持続性の高Na血症 腎性尿崩症 持続性の高Na血症

続発性腎性尿崩症 935 発熱 腎性尿崩症 発熱

続発性腎性尿崩症 934 口渇 腎性尿崩症 口渇

続発性腎性尿崩症 933 多尿 腎性尿崩症 多尿

続発性腎性尿崩症 932 心因性の多飲 腎性尿崩症 心因性の多飲

続発性腎性尿崩症 927 慢性腎盂腎炎 腎性尿崩症 慢性腎盂腎炎

続発性腎性尿崩症 931 高Ca血症 腎性尿崩症 高Ca血症

続発性腎性尿崩症 925 ADHに対する腎遠位尿細管および 腎性尿崩症 ADHに対する腎遠位尿細管および集

続発性腎性尿崩症 930 低K血症 腎性尿崩症 低K血症

続発性腎性尿崩症 929 多発性嚢胞腎 腎性尿崩症 多発性嚢胞腎

続発性腎性尿崩症 928 間質性腎炎 腎性尿崩症 間質性腎炎

続発性腎性尿崩症 936 体重減少 腎性尿崩症 体重減少

続発性腎性尿崩症 924 尿崩症 腎性尿崩症 尿崩症

続発性腎性尿崩症 926 慢性腎不全の腎移植後 腎性尿崩症 慢性腎不全の腎移植後

続発性尿崩症 910 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

続発性尿崩症 909 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

続発性肥満 409 Langerhans細胞性組織球症 肥満症 Langerhans細胞性組織球症

続発性肥満 413 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

続発性肥満 417 糖尿病 肥満症 糖尿病

続発性肥満 416 高血圧 肥満症 高血圧

続発性肥満 407 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

続発性肥満 414 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫
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続発性肥満 412 Bardet-Biedl症候群 肥満症 Bardet-Biedl症候群

続発性肥満 411 Prader-Willi症候群 肥満症 Prader-Willi症候群

続発性肥満 410 Cushing症候群 肥満症 Cushing症候群

続発性肥満 408 脳腫瘍 肥満症 脳腫瘍

続発性肥満 415 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

多下垂体ホルモン欠損症 702 リンパ球性下垂体炎 下垂体機能低下症 リンパ球性下垂体炎

多下垂体ホルモン欠損症 705 甲状腺機能低下症 下垂体機能低下症 甲状腺機能低下症

多下垂体ホルモン欠損症 706 性腺機能不全症 下垂体機能低下症 性腺機能不全症

多下垂体ホルモン欠損症 707 副腎不全症状 下垂体機能低下症 副腎不全症状

多下垂体ホルモン欠損症 704 成長障害 下垂体機能低下症 成長障害

多下垂体ホルモン欠損症 703 empty sella症候群 下垂体機能低下症 empty sella症候群

多下垂体ホルモン欠損症 700 複数の下垂体ホルモン分泌低下 下垂体機能低下症 下垂体機能低下

多下垂体ホルモン欠損症 701 先天性複合型下垂体機能低下症 下垂体機能低下症 先天性複合型下垂体機能低下症

多発性結節性甲状腺腫 1047 可動性のない甲状腺の結節 機能性甲状腺腫 可動性のない甲状腺の結節

多発性結節性甲状腺腫 1052 発汗過多 機能性甲状腺腫 発汗過多

多発性結節性甲状腺腫 1048 甲状腺機能亢進症 機能性甲状腺腫 甲状腺機能亢進症

多発性結節性甲状腺腫 1049 甲状腺機能亢進症 機能性甲状腺腫 甲状腺機能亢進症

多発性結節性甲状腺腫 1050 甲状腺の非増殖性の腫瘍 機能性甲状腺腫 甲状腺の非増殖性の腫瘍

多発性結節性甲状腺腫 1051 頻脈 機能性甲状腺腫 頻脈

多発性結節性甲状腺腫 1053 手指振戦 機能性甲状腺腫 手指振戦

多発性結節性甲状腺腫 1055 動悸 機能性甲状腺腫 動悸

多発性結節性甲状腺腫 1056 食欲亢進 機能性甲状腺腫 食欲亢進
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多発性結節性甲状腺腫 1057 体重減少 機能性甲状腺腫 体重減少

多発性結節性甲状腺腫 1046 甲状腺の非増殖性の腫瘍 機能性甲状腺腫 甲状腺の非増殖性の腫瘍

多発性結節性甲状腺腫 1054 易疲労感 機能性甲状腺腫 易疲労感

多発性内分泌腫瘍1型 1177 複数の内分泌腺の腫瘍 多発性内分泌腫瘍症 複数の内分泌腺の腫瘍

多発性内分泌腫瘍2B型 1183 褐色細胞腫 多発性内分泌腫瘍2型 褐色細胞腫

多発性内分泌腫瘍2B型 1180 常染色体優性遺伝 多発性内分泌腫瘍症 常染色体優性遺伝

多発性内分泌腫瘍2B型 1181 複数の内分泌腺の腫瘍 多発性内分泌腫瘍症 複数の内分泌腺の腫瘍

多発性内分泌腫瘍2B型 1182 甲状腺髄様癌 多発性内分泌腫瘍2型 甲状腺髄様癌

多発性内分泌腫瘍2B型 1184 高血圧 多発性内分泌腫瘍2型 高血圧

多発性内分泌腫瘍2型 1179 常染色体優性遺伝 多発性内分泌腫瘍症 常染色体優性遺伝

多発性内分泌腫瘍2型 1178 複数の内分泌腺の腫瘍 多発性内分泌腫瘍症 複数の内分泌腺の腫瘍

体質性思春期遅発症 1507 二次性徴の出現の遅れ 一過性思春期遅発症 二次性徴の出現の遅れ

体質性思春期遅発症 1508 一時的な二次性徴の出現の遅れ 一過性思春期遅発症 一時的な二次性徴の出現の遅れ

体質性低身長症 725 低身長 家族性低身長症 低身長

体質性低身長症 723 内分泌系異常を伴わない低身長 家族性低身長症 内分泌系異常を伴わない低身長

体質性低身長症 724 家族が低身長 家族性低身長症 家族が低身長

胎児期精巣退縮症候群 1708 胎児期の精巣退縮 精巣退縮 精巣退縮

胎児期精巣退縮症候群 1709 胎児精巣維持障害 精巣退縮 胎児精巣維持障害

胎児期精巣退縮症候群 1710 小精巣 精巣退縮 小精巣

胎児性癌 680 胚細胞の腫瘍化 胚細胞性腫瘍 胚細胞の腫瘍化

胎児性癌 681 α-フェトプロテイン上昇 胚細胞性腫瘍 α-フェトプロテイン上昇

胎児性癌 682 成長障害 胚細胞性腫瘍 成長障害
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胎児性癌 683 頭痛 胚細胞性腫瘍 頭痛

胎児性癌 684 視力障害 胚細胞性腫瘍 視力障害

胎児性癌 685 胚細胞の腫瘍化 胚細胞性腫瘍 胚細胞の腫瘍化

単純性肥満 396 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

単純性肥満 392 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

単純性肥満 393 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

単純性肥満 394 運動不足 肥満症 運動不足

単純性肥満 395 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

単純性肥満 397 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

単純性肥満 398 高血圧 肥満症 高血圧

単純性肥満 399 糖尿病 肥満症 糖尿病

男性ホルモン不応性男性不妊症 1706 男性ホルモンの作用発現が不十分 男性ホルモン不応症 男性ホルモンの作用発現が不十分

男性ホルモン不応性男性不妊症 1707 X連鎖性劣性遺伝 男性ホルモン不応症 X連鎖性劣性遺伝

恥毛単独早期発育症 1471 部分的な性ホルモン感受性亢進 部分的性早熟症 部分的な性ホルモン感受性亢進

恥毛単独早期発育症 1470 8歳前の恥毛発現 部分的性早熟症 8歳前の恥毛発現

恥毛単独早期発育症 1472 8歳前の恥毛発現 部分的性早熟症 8歳前の恥毛発現

中間型サラセミア 37 ヘモグロビンのβ鎖産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

中間型サラセミア 38 ヘモジデローシス サラセミア ヘモジデローシス

中間型サラセミア 39 ヘモグロビンのβ鎖産生低下 サラセミア ヘモグロビンのβ鎖産生低下

中枢性一過性思春期遅発症 1504 一時的な二次性徴の出現の遅れ 一過性思春期遅発症 一時的な二次性徴の出現の遅れ

中枢性一過性思春期遅発症 1506 二次性徴の出現の遅れ 一過性思春期遅発症 二次性徴の出現の遅れ

中枢性一過性思春期遅発症 1505 体質的思春期遅発症 一過性思春期遅発症 体質的思春期遅発症
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中枢性思春期遅発症 1490 性腺の障害による二次性徴の出現 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ

中枢性思春期遅発症 1492 高身長 思春期遅発症 高身長

中枢性思春期遅発症 1489 中枢神経系の障害 思春期遅発症 中枢神経系の障害

中枢性思春期遅発症 1488 性腺の障害による二次性徴の出現 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ

中枢性思春期遅発症 1491 骨年齢の遅れ 思春期遅発症 骨年齢の遅れ

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1511 中枢神経系の障害 思春期遅発症 中枢神経系の障害

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1515 骨年齢の遅れ 思春期遅発症 骨年齢の遅れ

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1516 高身長 思春期遅発症 高身長

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1512 ゴナドトロピン単独欠損症 思春期遅発症 ゴナドトロピン単独欠損症

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1513 多下垂体ホルモン欠損症 思春期遅発症 多下垂体ホルモン欠損症

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症 1514 一過性でない二次性徴の出現の遅 思春期遅発症 一過性でない二次性徴の出現の遅れ

低リン酸血症性くる病 500 低P血症 くる病 低P血症

低リン酸血症性くる病 496 低P血症 くる病 低P血症

低リン酸血症性くる病 497 O脚 くる病 O脚

低リン酸血症性くる病 499 内分泌系異常を伴わない低身長 くる病 内分泌系異常を伴わない低身長

低リン酸血症性くる病 494 類骨組織が過剰 くる病 類骨組織が過剰

低リン酸血症性くる病 495 低P血症 くる病 低P血症

低リン酸血症性くる病 498 筋力低下 くる病 筋力低下

低張性脱水 283 四肢冷感 脱水症 四肢冷感

低張性脱水 284 尿量減少 脱水症 尿量減少

低張性脱水 282 眼窩の陥凹 脱水症 眼窩の陥凹

低張性脱水 281 大泉門陥凹 脱水症 大泉門陥凹
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低張性脱水 280 口腔粘膜乾燥 脱水症 口腔粘膜乾燥

低張性脱水 279 皮膚緊張度低下 脱水症 皮膚緊張度低下

低張性脱水 278 下痢 脱水症 下痢

低張性脱水 277 水分喪失量過多 脱水症 水分喪失量過多

低張性脱水 276 水分摂取不足 脱水症 水分摂取不足

低張性脱水 285 筋緊張低下 脱水症 筋緊張低下

登録中疾患 1557 卵巣と精巣が同一個体にある 真性半陰陽 卵巣と精巣が同一個体にある

登録中疾患 1560 精巣と卵巣の共存 真性半陰陽 精巣と卵巣の共存

登録中疾患 1563 二次性徴の遅れ 真性半陰陽 二次性徴の遅れ

登録中疾患 1561 外性器異常 真性半陰陽 外性器異常

登録中疾患 1559 卵巣と精巣が同一個体にある 真性半陰陽 卵巣と精巣が同一個体にある

登録中疾患 1558 染色体によって決められる性別と、 真性半陰陽 染色体によって決められる性別と、外

登録中疾患 1556 染色体によって決められる性別と、 真性半陰陽 染色体によって決められる性別と、外

登録中疾患 1562 色素沈着 真性半陰陽 色素沈着

等張性脱水 266 水分摂取不足 脱水症 水分摂取不足

等張性脱水 273 眼窩の陥凹 脱水症 眼窩の陥凹

等張性脱水 267 水分喪失量過多 脱水症 水分喪失量過多

等張性脱水 268 突然の嘔吐 脱水症 突然の嘔吐

等張性脱水 269 下痢 脱水症 下痢

等張性脱水 270 頻脈 脱水症 頻脈

等張性脱水 271 皮膚緊張度低下 脱水症 皮膚緊張度低下

等張性脱水 272 大泉門陥凹 脱水症 大泉門陥凹
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糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1435 高血圧 原発性アルドステロン症 高血圧

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1437 多尿 原発性アルドステロン症 多尿

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1434 アルドステロン高値 原発性アルドステロン症 アルドステロン高値

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1433 副腎の病変によるアルドステロン産 原発性アルドステロン症 副腎の病変によるアルドステロン産生

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1436 多飲 原発性アルドステロン症 多飲

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1438 低K性代謝性アルカローシス 原発性アルドステロン症 低K性代謝性アルカローシス

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1439 筋力低下 原発性アルドステロン症 筋力低下

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1440 四肢麻痺 原発性アルドステロン症 四肢麻痺

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1441 高Na血症 原発性アルドステロン症 高Na血症

糖質コルチコイド反応性アルドステロ 1442 アルドステロン高値 原発性アルドステロン症 アルドステロン高値

糖尿病 1603 蛋白異化の亢進 1型糖尿病 蛋白異化の亢進

銅欠乏症 654 貧血 亜鉛欠乏症 貧血

銅欠乏症 651 銅の含まれない完全静脈栄養液の 亜鉛欠乏症 亜鉛の含まれない完全静脈栄養液の

銅欠乏症 652 銅含有量の少ない経腸栄養剤の長 亜鉛欠乏症 亜鉛含有量の少ない経腸栄養剤の長

銅欠乏症 653 低出生体重児 亜鉛欠乏症 低出生体重児

銅欠乏症 655 銅欠乏 亜鉛欠乏症 亜鉛欠乏

特発性血小板減少性紫斑病 2167 血小板減少 血小板減少性紫斑病 血小板減少

特発性血小板減少性紫斑病 2163 紫斑 血小板減少性紫斑病 紫斑

特発性血小板減少性紫斑病 2164 抗血小板抗体陽性 血小板減少性紫斑病 抗血小板抗体陽性

特発性血小板減少性紫斑病 2165 血小板の破壊 血小板減少性紫斑病 血小板の破壊

特発性血小板減少性紫斑病 2166 易出血性 血小板減少性紫斑病 易出血性

特発性血小板減少性紫斑病 2162 血小板減少 血小板減少性紫斑病 血小板減少
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特発性思春期遅発症 1509 一時的な二次性徴の出現の遅れ 中枢性一過性思春期遅発症 一時的な二次性徴の出現の遅れ

特発性思春期遅発症 1510 二次性徴の出現の遅れ 中枢性一過性思春期遅発症 二次性徴の出現の遅れ

特発性成長ホルモン分泌不全性低 836 低身長 成長ホルモン分泌不全性低身長 低身長

特発性成長ホルモン分泌不全性低 840 骨年齢の遅れ 成長ホルモン分泌不全性低身長 骨年齢の遅れ

特発性成長ホルモン分泌不全性低 839 小陰茎 成長ホルモン分泌不全性低身長 小陰茎

特発性成長ホルモン分泌不全性低 837 遷延する黄疸 成長ホルモン分泌不全性低身長 遷延する黄疸

特発性成長ホルモン分泌不全性低 835 下垂体離断 成長ホルモン分泌不全性低身長 下垂体離断

特発性成長ホルモン分泌不全性低 834 仮死 成長ホルモン分泌不全性低身長 仮死

特発性成長ホルモン分泌不全性低 833 骨盤位分娩 成長ホルモン分泌不全性低身長 骨盤位分娩

特発性成長ホルモン分泌不全性低 832 成長ホルモン単独分泌不全 成長ホルモン分泌不全性低身長 成長ホルモン単独分泌不全

特発性成長ホルモン分泌不全性低 831 低身長 成長ホルモン分泌不全性低身長 低身長

特発性成長ホルモン分泌不全性低 838 低血糖症 成長ホルモン分泌不全性低身長 低血糖症

特発性糖尿病 1619 高血糖 1型糖尿病 高血糖

特発性糖尿病 1621 口渇 1型糖尿病 口渇

特発性糖尿病 1617 随時血糖値200mg/dl以上 糖尿病 随時血糖値200mg/dl以上

特発性糖尿病 1623 多尿 1型糖尿病 多尿

特発性糖尿病 1624 蛋白異化の亢進 1型糖尿病 蛋白異化の亢進

特発性糖尿病 1622 多飲 1型糖尿病 多飲

特発性糖尿病 1615 空腹時血糖126mg/dl以上 1型糖尿病 空腹時血糖126mg/dl以上

特発性糖尿病 1620 高浸透圧血症 1型糖尿病 高浸透圧血症

特発性糖尿病 1616 75gOGTT2時間値200mg/dl以上 1型糖尿病 75gOGTT2時間値200mg/dl以上

特発性糖尿病 1626 ケトアシドーシス 1型糖尿病 ケトアシドーシス
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特発性糖尿病 1627 意識障害 1型糖尿病 意識障害

特発性糖尿病 1618 膵β細胞の破壊 1型糖尿病 膵β細胞の破壊

特発性糖尿病 1625 体重減少 1型糖尿病 体重減少

特発性尿崩症 903 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

特発性尿崩症 901 尿崩症 中枢性尿崩症 尿崩症

特発性尿崩症 902 ADH産生・分泌不全 中枢性尿崩症 ADH産生・分泌不全

内分泌性骨粗鬆症 604 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

内分泌性骨粗鬆症 605 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

内分泌性骨粗鬆症 606 骨折 骨粗鬆症 骨折

内分泌性骨粗鬆症 607 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

内分泌性骨粗鬆症 603 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

二次性Fanconi症候群 204 脱水 ファンコニー症候群 脱水

二次性Fanconi症候群 193 シスチン蓄積症 ファンコニー症候群 シスチン蓄積症

二次性Fanconi症候群 203 多尿 ファンコニー症候群 多尿

二次性Fanconi症候群 202 突然の嘔吐 ファンコニー症候群 突然の嘔吐

二次性Fanconi症候群 201 体重増加不良 ファンコニー症候群 体重増加不良

二次性Fanconi症候群 200 副甲状腺機能亢進症 ファンコニー症候群 副甲状腺機能亢進症

二次性Fanconi症候群 206 代謝性アシドーシス ファンコニー症候群 代謝性アシドーシス

二次性Fanconi症候群 199 重金属中毒 ファンコニー症候群 重金属中毒

二次性Fanconi症候群 198 Lowe症候群 ファンコニー症候群 Lowe症候群

二次性Fanconi症候群 197 Wilson病 ファンコニー症候群 Wilson病

二次性Fanconi症候群 196 チロシン血症 ファンコニー症候群 チロシン血症
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二次性Fanconi症候群 194 糖原病 ファンコニー症候群 糖原病

二次性Fanconi症候群 192 腎近位尿細管の広汎な障害 ファンコニー症候群 腎近位尿細管の広汎な障害

二次性Fanconi症候群 207 汎アミノ酸尿 ファンコニー症候群 汎アミノ酸尿

二次性Fanconi症候群 195 ガラクトース血症 ファンコニー症候群 ガラクトース血症

二次性Fanconi症候群 209 リン酸尿 ファンコニー症候群 リン酸尿

二次性Fanconi症候群 205 成長障害 ファンコニー症候群 成長障害

二次性Fanconi症候群 208 糖尿 ファンコニー症候群 糖尿

二次性アルドステロン症 1448 四肢麻痺 原発性アルドステロン症 四肢麻痺

二次性アルドステロン症 1443 ネフローゼ症候群 鉱質コルチコイド過剰症 ネフローゼ症候群

二次性アルドステロン症 1450 高Na血症 原発性アルドステロン症 高Na血症

二次性アルドステロン症 1449 筋力低下 原発性アルドステロン症 筋力低下

二次性アルドステロン症 1447 アルドステロン高値 原発性アルドステロン症 アルドステロン高値

二次性アルドステロン症 1446 低K性代謝性アルカローシス 原発性アルドステロン症 低K性代謝性アルカローシス

二次性アルドステロン症 1445 肝硬変 鉱質コルチコイド過剰症 肝硬変

二次性アルドステロン症 1444 うっ血性心不全 鉱質コルチコイド過剰症 うっ血性心不全

二次性副甲状腺機能亢進症 1186 消化吸収不全 副甲状腺機能亢進症 消化吸収不全

二次性副甲状腺機能亢進症 1187 慢性腎不全の腎移植後 副甲状腺機能亢進症 慢性腎不全の腎移植後

二次性副甲状腺機能亢進症 1185 ビタミンD欠乏症 副甲状腺機能亢進症 ビタミンD欠乏症

二次性副腎皮質機能低下症 1281 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

二次性副腎皮質機能低下症 1282 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧

二次性副腎皮質機能低下症 1285 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

二次性副腎皮質機能低下症 1283 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐
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二次性副腎皮質機能低下症 1279 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

二次性副腎皮質機能低下症 1278 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

二次性副腎皮質機能低下症 1280 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

二次性副腎皮質機能低下症 1284 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

乳児型シスチン蓄積症 160 シスチンの蓄積 シスチン症 シスチンの蓄積

乳児型シスチン蓄積症 156 羞明 シスチン症 羞明

乳児型シスチン蓄積症 150 シスチンの蓄積 シスチン症 シスチンの蓄積

乳児型シスチン蓄積症 151 リソソーム膜シスチントランスポータ シスチン症 リソソーム膜シスチントランスポーター

乳児型シスチン蓄積症 152 常染色体劣性遺伝 シスチン症 常染色体劣性遺伝

乳児型シスチン蓄積症 155 多尿 シスチン症 多尿

乳児型シスチン蓄積症 154 突然の嘔吐 シスチン症 突然の嘔吐

乳児型シスチン蓄積症 153 体重増加不良 シスチン症 体重増加不良

乳児型シスチン蓄積症 157 発汗障害 シスチン症 発汗障害

乳児型シスチン蓄積症 159 腎不全 シスチン症 腎不全

乳児型シスチン蓄積症 158 甲状腺機能低下症 シスチン症 甲状腺機能低下症

乳児肥満 431 運動不足 肥満症 運動不足

乳児肥満 430 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

乳児肥満 429 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

乳児肥満 432 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

乳房単独早期発育症 1467 4-6ヶ月での乳房発育 部分的性早熟症 4-6ヶ月での乳房発育

乳房単独早期発育症 1468 部分的な性ホルモン感受性亢進 部分的性早熟症 部分的な性ホルモン感受性亢進

乳房単独早期発育症 1469 4-6ヶ月での乳房発育 部分的性早熟症 4-6ヶ月での乳房発育
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尿細管性アシドーシス3型 148 尿細管腔への水素イオンを排泄機 原発性尿細管性アシドーシス 腎尿細管における酸塩基平衡調節障

尿細管性アシドーシス3型 149 腎尿細管における酸塩基平衡調節 原発性尿細管性アシドーシス 腎尿細管における酸塩基平衡調節障

白血球接着不全症2 1993 白血球接着不全 白血球接着不全症1 白血球接着不全

白血球接着不全症2 1994 白血球走化不全 白血球接着不全症1 白血球走化不全

白血球接着不全症2 1991 白血球接着不全 白血球接着不全症1 白血球接着不全

白血球接着不全症2 1995 白血球ローリング不全 白血球接着不全症1 白血球貪食不全

白血球接着不全症2 1992 常染色体劣性遺伝 白血球接着不全症1 常染色体劣性遺伝

白血球接着不全症3 1998 白血球接着不全 白血球接着不全症2 白血球接着不全

白血球接着不全症3 1997 常染色体劣性遺伝 白血球接着不全症2 常染色体劣性遺伝

白血球接着不全症3 1996 白血球接着不全 白血球接着不全症2 白血球接着不全

晩発性皮膚ポルフィリン症 45 ヘム生合成系の酵素欠損 肝性ポルフィリン症 ヘム生合成系の酵素欠損

晩発性皮膚ポルフィリン症 46 日光過敏症 肝性ポルフィリン症 日光過敏症

病的肥満症 459 運動不足 肥満症 運動不足

病的肥満症 464 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

病的肥満症 460 高血圧 肥満症 高血圧

病的肥満症 458 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取

病的肥満症 461 糖尿病 肥満症 糖尿病

病的肥満症 457 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

病的肥満症 462 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

病的肥満症 463 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

不完全型精巣女性化症 1700 アンドロゲン受容体異常 精巣女性化症候群 アンドロゲン受容体異常

不完全型精巣女性化症 1701 そけいヘルニア 精巣女性化症候群 そけいヘルニア
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不完全型精巣女性化症 1698 部分的に男性ホルモンの作用が不 精巣女性化症候群 部分的に男性ホルモンの作用が不十

不完全型精巣女性化症 1699 X連鎖性劣性遺伝 精巣女性化症候群 X連鎖性劣性遺伝

不動性骨粗鬆症 637 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

不動性骨粗鬆症 636 骨折 骨粗鬆症 骨折

不動性骨粗鬆症 635 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

不動性骨粗鬆症 634 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

不動性骨粗鬆症 633 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

不動性骨粗鬆症 638 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

部分的リポジストロフィー症 372 色素沈着 リポジストロフィー 色素沈着

部分的リポジストロフィー症 371 浮き出た皮膚の血管 リポジストロフィー 浮き出た皮膚の血管

部分的リポジストロフィー症 370 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪 リポジストロフィー 臍部およびそけい部の腹壁の脂肪組

部分的男性ホルモン不応症 1703 X連鎖性劣性遺伝 不完全型精巣女性化症 X連鎖性劣性遺伝

部分的男性ホルモン不応症 1704 アンドロゲン受容体異常 不完全型精巣女性化症 アンドロゲン受容体異常

部分的男性ホルモン不応症 1702 部分的に男性ホルモンの作用が不 不完全型精巣女性化症 部分的に男性ホルモンの作用が不十

部分的男性ホルモン不応症 1705 そけいヘルニア 不完全型精巣女性化症 そけいヘルニア

副甲状腺低形成 1099 Trousseau徴候 先天性副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候

副甲状腺低形成 1100 先天性の副甲状腺機能低下 先天性副甲状腺機能低下症 先天性の副甲状腺機能低下

副甲状腺低形成 1095 低Ca血症 先天性副甲状腺機能低下症 低Ca血症

副甲状腺低形成 1096 痙攣 先天性副甲状腺機能低下症 痙攣

副甲状腺低形成 1097 チアノーゼ 先天性副甲状腺機能低下症 チアノーゼ

副甲状腺低形成 1098 筋痛 先天性副甲状腺機能低下症 筋痛

副甲状腺無形成 1094 先天性の副甲状腺機能低下 先天性副甲状腺機能低下症 先天性の副甲状腺機能低下
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副甲状腺無形成 1093 Trousseau徴候 先天性副甲状腺機能低下症 Trousseau徴候

副甲状腺無形成 1092 Chvostek徴候 先天性副甲状腺機能低下症 Chvostek徴候

副甲状腺無形成 1091 筋痛 先天性副甲状腺機能低下症 筋痛

副甲状腺無形成 1087 先天性の副甲状腺機能低下 先天性副甲状腺機能低下症 先天性の副甲状腺機能低下

副甲状腺無形成 1090 チアノーゼ 先天性副甲状腺機能低下症 チアノーゼ

副甲状腺無形成 1086 副甲状腺無形成 先天性副甲状腺機能低下症 副甲状腺無形成

副甲状腺無形成 1089 痙攣 先天性副甲状腺機能低下症 痙攣

副甲状腺無形成 1088 低Ca血症 先天性副甲状腺機能低下症 低Ca血症

副腎アンドロゲン産生癌 1420 尿中１７－KS高値 男性化副腎腫瘍 尿中１７－KS高値

副腎アンドロゲン産生癌 1416 多毛 男性化副腎腫瘍 多毛

副腎アンドロゲン産生癌 1417 声が太い 男性化副腎腫瘍 声が太い

副腎アンドロゲン産生癌 1421 性腺刺激ホルモン分泌抑制 男性化副腎腫瘍 性腺刺激ホルモン分泌抑制

副腎アンドロゲン産生癌 1415 陰核肥大 男性化副腎腫瘍 陰核肥大

副腎アンドロゲン産生癌 1419 副腎アンドロゲン高値 男性化副腎腫瘍 副腎アンドロゲン高値

副腎アンドロゲン産生癌 1418 成長促進 男性化副腎腫瘍 成長促進

副腎アンドロゲン産生腺腫 1422 陰核肥大 男性化副腎腫瘍 陰核肥大

副腎アンドロゲン産生腺腫 1423 多毛 男性化副腎腫瘍 多毛

副腎アンドロゲン産生腺腫 1424 声が太い 男性化副腎腫瘍 声が太い

副腎アンドロゲン産生腺腫 1427 副腎アンドロゲン高値 男性化副腎腫瘍 副腎アンドロゲン高値

副腎アンドロゲン産生腺腫 1429 性腺刺激ホルモン分泌抑制 男性化副腎腫瘍 性腺刺激ホルモン分泌抑制

副腎アンドロゲン産生腺腫 1425 成長促進 男性化副腎腫瘍 成長促進

副腎アンドロゲン産生腺腫 1426 小精巣 男性化副腎腫瘍 小精巣
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副腎アンドロゲン産生腺腫 1428 尿中１７－KS高値 男性化副腎腫瘍 尿中１７－KS高値

副腎皮質リポイド過形成 1217 体重増加不良 21‐水酸化酵素欠損症 体重増加不良

副腎皮質リポイド過形成 1218 哺乳力低下 21‐水酸化酵素欠損症 哺乳力低下

副腎皮質リポイド過形成 1216 ACTH高値 21‐水酸化酵素欠損症 ACTH高値

副腎皮質リポイド過形成 1221 高K血症 21‐水酸化酵素欠損症 高K血症

副腎皮質リポイド過形成 1220 低Na血症 21‐水酸化酵素欠損症 低Na血症

副腎皮質リポイド過形成 1219 嘔吐 21‐水酸化酵素欠損症 嘔吐

本態性低ナトリウム血症 292 意識障害 脱水症 意識障害

本態性低ナトリウム血症 293 四肢冷感 低張性脱水 四肢冷感

本態性低ナトリウム血症 294 頻脈 低張性脱水 頻脈

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2073 常染色体優性遺伝 新生児期発症多臓器炎症性疾患 常染色体優性遺伝

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2076 発熱を伴う関節炎 新生児期発症多臓器炎症性疾患 発熱を伴う関節炎

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2069 cold-induced autoinflammatory synd 新生児期発症多臓器炎症性疾患 cold-induced autoinflammatory syndr

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2070 発疹 新生児期発症多臓器炎症性疾患 発疹

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2077 IL-1R拮抗薬反応性炎症 新生児期発症多臓器炎症性疾患 IL-1R拮抗薬反応性炎症

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2072 cold-induced autoinflammatory synd 新生児期発症多臓器炎症性疾患 cold-induced autoinflammatory syndr

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2078 cold-induced autoinflammatory synd 新生児期発症多臓器炎症性疾患 cold-induced autoinflammatory syndr

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2074 発疹 新生児期発症多臓器炎症性疾患 発疹

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2075 慢性髄膜炎 新生児期発症多臓器炎症性疾患 慢性髄膜炎

慢性乳児神経皮膚関節症候群 2071 慢性髄膜炎 新生児期発症多臓器炎症性疾患 慢性髄膜炎

慢性副腎皮質機能不全 1321 自己免疫疾患合併 副腎皮質機能低下症 自己免疫疾患合併

慢性副腎皮質機能不全 1325 低血圧 副腎皮質機能低下症 低血圧
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慢性副腎皮質機能不全 1318 ACTH不応症 副腎皮質機能低下症 ACTH不応症

慢性副腎皮質機能不全 1316 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

慢性副腎皮質機能不全 1328 コルチゾールとアルドステロンの分 副腎皮質機能低下症 コルチゾールとアルドステロンの分泌

慢性副腎皮質機能不全 1327 下痢 副腎皮質機能低下症 下痢

慢性副腎皮質機能不全 1319 先天性副腎過形成 副腎皮質機能低下症 先天性副腎過形成

慢性副腎皮質機能不全 1326 嘔吐 副腎皮質機能低下症 嘔吐

慢性副腎皮質機能不全 1320 ステロイド長期投与 副腎皮質機能低下症 ステロイド長期投与

慢性副腎皮質機能不全 1324 易疲労感 副腎皮質機能低下症 易疲労感

慢性副腎皮質機能不全 1323 食欲不振 副腎皮質機能低下症 食欲不振

慢性副腎皮質機能不全 1317 先天性副腎低形成 副腎皮質機能低下症 先天性副腎低形成

慢性副腎皮質機能不全 1322 体重増加不良 副腎皮質機能低下症 体重増加不良

無痛性甲状腺炎 1035 血中甲状腺ホルモン高値 バセドウ病 血中甲状腺ホルモン高値

無痛性甲状腺炎 1034 食欲亢進 バセドウ病 食欲亢進

無痛性甲状腺炎 1032 発汗過多 バセドウ病 発汗過多

無痛性甲状腺炎 1031 頻脈 バセドウ病 頻脈

無痛性甲状腺炎 1033 手指振戦 バセドウ病 手指振戦

免疫不全症を伴う無汗性外胚葉形 2043 NEMO遺伝子異常 STAT1欠損症 STAT1遺伝子の変異

夜間低血糖症 327 不適切な血糖降下剤投与 新生児一過性低血糖症 母体への血糖降下剤投与

夜間低血糖症 332 発汗過多 新生児一過性低血糖症 発汗過多

夜間低血糖症 331 嗜眠傾向 新生児一過性低血糖症 嗜眠傾向

夜間低血糖症 330 痙攣 新生児一過性低血糖症 痙攣

夜間低血糖症 328 頻脈 新生児一過性低血糖症 頻脈
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夜間低血糖症 326 夜間の低血糖症 新生児一過性低血糖症 低血糖症

夜間低血糖症 329 突然の嘔吐 新生児一過性低血糖症 突然の嘔吐

薬剤性骨粗鬆症 620 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

薬剤性骨粗鬆症 619 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

薬剤性骨粗鬆症 618 骨折 骨粗鬆症 骨折

薬剤性骨粗鬆症 617 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

薬剤性骨粗鬆症 616 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

薬剤性骨粗鬆症 615 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

薬物誘発性肥満症 466 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

薬物誘発性肥満症 465 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

薬物誘発性肥満症 468 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

薬物誘発性肥満症 467 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

薬物誘発性肥満症 469 高血圧 肥満症 高血圧

薬物誘発性肥満症 470 糖尿病 肥満症 糖尿病

幼児肥満 440 糖尿病 肥満症 糖尿病

幼児肥満 433 脂肪組織の過剰蓄積 肥満症 脂肪組織の過剰蓄積

幼児肥満 435 運動不足 肥満症 運動不足

幼児肥満 436 活動性の低下 肥満症 活動性の低下

幼児肥満 437 黒色表皮腫 肥満症 黒色表皮腫

幼児肥満 438 皮膚線状 肥満症 皮膚線状

幼児肥満 439 高血圧 肥満症 高血圧

幼児肥満 434 エネルギー過剰摂取 肥満症 エネルギー過剰摂取
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妖精症 1737 インスリン受容体遺伝子異常 インスリン抵抗性A型 インスリン受容体遺伝子異常

妖精症 1744 インスリン受容体遺伝子異常 インスリン抵抗性A型 インスリン受容体遺伝子異常

妖精症 1743 卵巣嚢胞 インスリン抵抗性A型 卵巣嚢胞

妖精症 1742 原発性無月経 インスリン抵抗性A型 原発性無月経

妖精症 1741 多毛 インスリン抵抗性A型 多毛

妖精症 1740 黒色表皮腫 インスリン抵抗性A型 黒色表皮腫

妖精症 1738 糖尿病 インスリン抵抗性A型 糖尿病

妖精症 1745 糖尿病 インスリン抵抗性A型 糖尿病

妖精症 1739 インスリン抵抗性 インスリン抵抗性A型 インスリン抵抗性

卵巣摘出術後骨粗鬆症 614 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

卵巣摘出術後骨粗鬆症 613 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

卵巣摘出術後骨粗鬆症 612 骨折 骨粗鬆症 骨折

卵巣摘出術後骨粗鬆症 609 骨微細構造の破綻 骨粗鬆症 骨微細構造の破綻

卵巣摘出術後骨粗鬆症 608 全身性の骨量の減少 骨粗鬆症 全身性の骨量の減少

卵巣摘出術後骨粗鬆症 610 卵巣摘出によるエストロゲン低値 骨粗鬆症 卵巣摘出によるエストロゲン低値

卵巣摘出術後骨粗鬆症 611 骨塩量低下 骨粗鬆症 骨塩量低下

両側精巣損傷 1545 長い手足 両側精巣摘除 長い手足

両側精巣損傷 1544 低性腺ステロイド血症 両側精巣摘除 低性腺ステロイド血症

両側精巣損傷 1543 ゴナドトロピン高値 両側精巣摘除 ゴナドトロピン高値

両側精巣損傷 1542 二次性徴発達不全 両側精巣摘除 二次性徴発達不全

両側精巣摘除 1541 長い手足 無精巣症 長い手足

両側精巣摘除 1540 低性腺ステロイド血症 無精巣症 低性腺ステロイド血症
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両側精巣摘除 1539 ゴナドトロピン高値 無精巣症 ゴナドトロピン高値

両側精巣摘除 1538 二次性徴発達不全 無精巣症 二次性徴発達不全

胚芽腫 663 視野障害 胚細胞性腫瘍 視野障害

胚芽腫 660 胚芽細胞の腫瘍化 胚細胞性腫瘍 胚細胞の腫瘍化

胚芽腫 662 視力障害 胚細胞性腫瘍 視力障害

胚芽腫 664 成長障害 胚細胞性腫瘍 成長障害

胚芽腫 665 頭痛 胚細胞性腫瘍 頭痛

胚芽腫 666 突然の嘔吐 胚細胞性腫瘍 突然の嘔吐

胚芽腫 667 α-フェトプロテイン上昇 胚細胞性腫瘍 α-フェトプロテイン上昇

胚芽腫 668 HCG上昇 胚細胞性腫瘍 HCG上昇

胚芽腫 669 CEA上昇 胚細胞性腫瘍 CEA上昇

胚芽腫 670 胎盤性ALP上昇 胚細胞性腫瘍 胎盤性ALP上昇

胚芽腫 671 胚細胞の腫瘍化 胚細胞性腫瘍 胚細胞の腫瘍化

胚芽腫 661 尿崩症 胚細胞性腫瘍 尿崩症
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