京都烏丸コンベンションホール
会

場

案

内

図

住所： 〒604-8162
京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634
TEL : 075-231-6351 FAX : 075-231-6354

第12回新生児内分泌研究会学術集会プログラム
（案）
日 時 ： 2018年9月22日（土）10:00～17:20
会 場 ： 京都烏丸コンベンションホール 8Ｆ 大ホール
（阪急電車烏丸駅 地下鉄四条駅 徒歩3分）
参加費 ： 2,000円
10:00～10:05 ＜開会の辞＞

京都大学医学部附属病院 河井 昌彦先生

10:05～10:50 ＜一般演題①～④＞ 座長：市場 博幸先生
① 低亜鉛血症新生児における亜鉛補充療法と血清ALPの関連について
高橋知也 本倉浩嗣 花岡伸太朗 友滝清一 西村尚子 山本茜 友滝寛子
岩永甲午郎 松倉崇 丹羽房子 河井昌彦
（京都大学医学部附属病院 新生児集中治療部）
② 母体マグネシウム投与とインタクトPTHの関連
下風朋章 高橋 萌 勝又薫 稲垣佳典 斎藤朋子 豊島勝昭 星野陸夫
大山牧子 猪谷泰史 （神奈川県立こども医療センター 新生児科）
③ 活性化ビタミンD製剤は早産児骨減少症の治療に必要か？
本倉浩嗣 高橋知也 花岡伸太朗 友滝清一 西村尚子 山本茜 友滝寛子
岩永甲午郎 松倉崇 丹羽房子 河井昌彦
（京都大学医学部附属病院 新生児集中治療部）
④ 極低出生体重児における％TRPの意義
－血清Ca・P値と近位尿細管機能との関連について－
高柳俊光 石田有莉 冨野広通 川崎祥平 七條了宣 飯田千晶 江頭政和
江頭智子 水上朋子（NHO佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科）

■ 市営地下鉄烏丸線「四条」駅 21番出口 徒歩3分
■ 阪急京都線「烏丸」駅 21番出口 徒歩3分
■ 市営地下鉄東西線「烏丸御池」駅 5番出口 徒歩4分

10:50～11:45 ＜一般演題⑤～⑨＞ 座長：内山 温先生
⑤ 新生児バセドウ病に続発した中枢性甲状腺機能低下症の1例
羽生直史 奈良昇乃助 菅波佑介 前田朋子 西袋麻里亜 西端みどり
春原大介 熊田篤 河島尚志（東京医科大学病院 小児科学分野）
⑥ Small for gestational ageは甲状腺刺激ホルモン遅発上昇症例のリスク因子である
内山温¹,² 渡邉宏和¹ 菅彩子¹ 石田宗司¹ 今井憲¹ 大野秀子¹
首里京子¹ 増本健一¹ 戸津五月¹ 中西秀彦¹
（東京女子医科大学 母子総合医療センター新生児医学科¹
東海大学医学部 専門診療学系 小児科学²）
⑦ TSHレセプター阻害型抗体が陽性の母体より出生し、
一過性の甲状腺機能低下パターンを示した新生児の1例
植田智希 杉山裕一朗 片岡英里奈 棚橋義浩 服部哲夫 加藤有一
（安城更生病院 小児科）
⑧ 巨大な皮膚血管腫に甲状腺機能低下症を合併した超低出生体重児の1例
五十嵐愛子 奥野貴士 畑郁江 大嶋勇成（福井大学医学部附属病院小児科）
⑨ 胎児甲状腺腫を認めたBasedow病母体児の1例
金谷真吾 西田浩輔 阿部真也 芦名満理子 福嶋祥代 大山正平 生田寿彦
藤岡一路
（神戸大学大学院医学研究科 内科系講座 小児科学分野）

～ コーヒーブレイク（15分） ～
12:00～13:00 ＜ランチョンセミナー＞

「知っておきたい新生児期の副腎疾患」
座長 川井 正信先生 大阪母子医療センター 消化器・内分泌科副部長
演者 濱島 崇先生 あいち小児保健医療総合センター 内分泌代謝科科長
～ コーヒーブレイク（10分） ～
13:10～13:40 ＜ミニレクチャー＞

「早産児の副腎機能」
座長 長 和俊先生 北海道大学病院 周産母子センター
演者 河井 昌彦先生 京都大学医学部附属病院 小児科（新生児集中治療部）病院教授
13:40～14:40 ＜一般演題⑩～⑬＞ 座長：高柳 俊光先生
⑩ 当院でインスリン治療を受けた超早産児の検討
五百蔵智明 黒川大輔 上村裕保 柄川剛 久呉真章
（姫路赤十字病院 総合周産期母子医療センター 小児科）
⑪ 産科病棟管理中の新生児における生後72時間までの血糖値の推移の検討
水上朋子 石田祐莉 冨野広通 川崎祥平 七條了宣 飯田千晶 江頭正和
江頭智子 高柳俊光
（ NHO佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科）
⑫ 在胎23週以下の超早産児は遅発性の新生児一過性高血糖のリスクである
山内建¹ 杉江学² 高澤啓¹ 今村公俊² 滝敦子¹ 鹿島田健一¹
（ 東京医科歯科大学大学院 発生発達病態学分野¹
総合病院土浦協同病院 新生児科² ）
⑬ 当院NICU/GCUにおける新生児低血糖症の検討
林谷俊和¹ 小豆澤敬幸² 山本正仁² 西野裕香¹ 小川詩季¹ 松川幸弘¹
中辻恵理¹ 高島光平¹
梅原弘¹
清水恭代¹ 安齋祐子¹ 成宮正朗¹
（長浜赤十字病院小児科¹ 長浜赤十字病院新生児科²）
～ コーヒーブレイク（10分） ～
14:50～15:35＜一般演題⑭～⑰＞ 座長：豊島 勝昭先生
⑭ 胎児発育遅延があり、出生早期にRefeeding syndromeを
来した超低出生体重児の一例
内薗広匡 武岡真美 丹羽香央里 森翔 山下敦士 大森あゆ美
山本和歌子 佐々木直哉 盆野元紀（三重中央医療センター小児科新生児科）
⑮ B型ナトリウム利尿ペプチド(BNP)による
新生児慢性肺疾患ー肺高血圧(CLD-PH)の評価
豊島勝昭 下風 朋章 川滝元良 猪谷泰史
（神奈川県立こども医療センター新生児科）

⑯ 臍帯ヘルニア修復術後に合併した偽性低アルドステロン症の１例
釜本智之¹ 谷有貴¹ 利根川仁¹ 西本瑛里¹ 中川隆志¹ 林環¹
内田優美子¹ 西久保敏也¹ 長谷川真理² 石川智朗² 大前隆志²
金廣裕道³ 洲尾昌伍³
（奈良県立医科大学附属病院 総合周産期母子医療センター
新生児集中治療部門¹ 小児科² 小児外科³ ）
⑰ 軽度の片側性水腎症に合併した続発性偽性低アルドステロン症の１新生児例
西田浩輔 芦名満理子 阿部真也 福嶋祥代 生田寿彦 大山正平 藤岡一路
（神戸大学大学院医学研究科内科系学講座小児科学分野）
15:35～16:20＜一般演題⑱～㉑＞ 座長：五百蔵 智明先生
⑱ ハイドロコルチゾン（HDC）長期投与を行った
早産児の慢性期における副腎機能への影響
山田崇春 高垣由紀 柘植一葉 興梠まり 上田健太郎 深谷聡子 柵木善旭
長柄俊佑 圓若かおり 廣岡孝子 横山岳彦 田中太平
（名古屋第二赤十字病院 小児科）
⑲ 男性化徴候のない副腎不全症状と副腎腫大から
先天性リポイド過形成症を疑い、早期に診断できた1例
片岡大 黒田淳平 山内貴未 武岡恵美子 松井紗智子 玉置祥子 横田知之
三村仁美 芳本誠司 中尾秀人
（兵庫県立こども病院新生児内科）
⑳ 複合型下垂体機能低下症と壊死性腸炎を合併した正期産児の1例
河野惇子 （自治医科大学附属さいたま医療センター 小児科）
㉑ 仮面尿崩症を呈した先天性下垂体無形成症の男児例
柴田晶美 松井克之 田川晃司 吉田大輔 長井静世 柳 貴英 越田繁樹
丸尾良浩 （滋賀医科大学 小児科）
～ コーヒーブレイク（10分） ～
16:30～17:30 ＜特別講演＞

「新生児の高ビリルビン血症」
座長 河井 昌彦先生 京都大学医学部附属病院小児科（新生児集中治療部）病院教授
演者 丸尾 良浩先生 滋賀医科大学 小児科 教授
17:30～17:35 ＜閉会の辞＞ 神奈川県立こども医療センター 豊島 勝昭先生
共催： 新生児内分泌研究会
ＪＣＲファーマ株式会社

