
2 

プログラム 
 

開会の辞  （9:55～10:00） 

 

一般演題 1  （10:00～11:00） 

座 長： 内山 温（東京女子医科大学 母子総合医療センター 新生児医学科） 

 

演題1 当科で経験した新生児糖尿病の一例 

今本 彩 

 津山中央病院小児科 

 

演題2 糖尿病母体より出生した極低出生体重児の臨床像と修正18か月時の予後 

岡村 明香、内山 温、中西 秀彦、戸津 五月、増本 健一、首里 京子、今井 憲、 

杉田 依里、石田 宗司、大野 秀子、吾郷 真子、末永 英世、楠田 聡 

 東京女子医科大学 母子総合医療センター  新生児医学科 

 

演題3 動脈管開存症と血糖値との関係 

 高柳 俊光、川崎 祥平、岩永 晃、中村 拓自、宮村 文弥、江頭 政和、井上 博晴、 

 船越 亜希子、水上 朋子、西川 小百合、江頭 智子 

NHO佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科 

 

演題4 インドメタシン母体投与による未熟児PDAラットモデルにおける 

 スルホニル尿素薬の動脈管収縮促進作用 

豊島 勝昭1,2、門間 和夫1、門間 美佳1、石井 徹子1、中西 敏雄1 

1東京女子医科大学循環器小児科 
2神奈川県立こども医療センター新生児科 

 

ミニレクチャー （11:00～11:30） 

座 長： 内山 温（東京女子医科大学 母子総合医療センター 新生児医学科） 

 

 高インスリン性低血糖症に対するジアゾキシドの使い方 

 河井 昌彦 

 京都大学医学部附属病院 新生児集中治療部 

 

休憩 （11:30～11:45） 

 

特別講演 (ランチョンセミナー) （11:45～12:45） 

座 長： 木﨑 善郎（京都第一赤十字病院 小児科） 

 

 タンデムマスを導入した新しい新生児マススクリーニング 

 －新生児科医の知っておくべき知識－ 

 山口 清次 

 島根大学医学部小児科  

 

休憩 （12:45～13:00） 
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一般演題 2  （13:00～14:00） 

座 長： 塚原 宏一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 小児医科学） 

 

演題5 日齢3に著明な高ナトリウム血症（191mEq/l）を認めた一新生児例 

江頭 政和、須山 ゆかり、陣内 久美子、宮村 文弥、平原 恵子、 

井上 博晴、舩越 亜希子、江頭 智子、水上 朋子、高栁 俊光 

国立病院機構佐賀病院 総合周産期母子医療センター小児科 

 

演題6 SGA児は生後Refeeding症候群を発症するリスク因子か？ 

 和田 佳子、山口 宏、生田 寿彦、坂井 仁美、溝渕 雅巳、芳本 誠司、中尾 秀人

 兵庫県立こども病院周産期医療センター 新生児科 

 

演題7 乳児期の皮下脂肪貯蓄および骨格筋量増加が健常早産児の運動発達に与える影響 

 金沢 星慶、河井 昌彦、桐野 万起子、額田 貴之、田口 周馬、山本 茜、 

 岩永 甲午郎、道和 百合、松倉 崇、松井 朝義、丹羽 房子、長谷川 豪  

 京都大学医学部附属病院 新生児集中治療部 

 

演題8 一絨毛膜双胎大児における臍帯血BNPによる生後循環不全の予測 

 小谷 牧1、田村 誠1、湯口 沙矢香1、砂田 真理子1、古川 奈央子1、木下 大介1、 

短田 浩一1、木原 美奈子1、西村 陽1、豊島 勝昭2 
1京都第一赤十字病院 新生児科 
2神奈川県立こども医療センター新生児科 

 

一般演題 3  （14:00～15:15） 

座 長： 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） 

 

演題9 原因不明の新生児副甲状腺機能亢進症の一例 

柏崎 元皓、横田 恵里子、福嶋 志穂、田窪 翔子、上田 和利、松尾 康司、 

呉 尚治、徳増 智子、徳増 裕宣、澤田 真理子、林 知宏、久保田 真通、 

二宮 伸介、高橋 章仁、渡部 晋一 

倉敷中央病院総合周産期母子医療センター 

 

演題10 食餌性リン過剰から二次性副甲状腺機能亢進症を起こした早産児の2例 

篠原 宏行 

 東京都立小児総合医療センター 内分泌・代謝科 

 

演題11 ハイドロコルチゾンの投与方法が極低出生体重児の3歳時発達予後に与える影響  

～ステロイドの使い方を考える～ 

小林 玲1、沼田 修1、小野塚 淳哉1、田中 雅人1、田中 篤2、遠藤 彦聖2、 

大橋 伯2、渡辺 健一2、目黒 茂樹2、皆川 雄介2、中林 大器2、村山 有美2 
1長岡赤十字病院 新生児科 
2長岡赤十字病院 小児科 

 

演題12 ヒツジ胎仔を用いた子宮内炎症ならびに循環不全に対する血中cortisol分泌反応

の解析． 

臼田 治夫、松田 直、斎藤 昌利、渡辺 真平、北西 龍太、埴田 卓志、渡辺 達也

東北大学病院 総合周産期母子医療センター 
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演題13 超低出生体重児に対する出生時ハイドロコルチゾン療法の投与方法に関する検討 

玉置 祥子、豊島 勝昭、岸上 真、齋藤 純一、川村 直人、柴崎 淳、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 

 

コーヒーブレイク （15:15～15:30） 

 

一般演題 4  （15:30～16:30） 

座 長： 長 和俊（北海道大学病院 周産母子センター） 

 

演題14 低サイロロキシン血症を呈する極低出生体重児における、TRH負荷試験の反応性に

ついての検討 

岩永 甲午郎 

京都大学医学部附属病院 新生児集中治療部 

 

演題15 遅発性高TSH血症15例の検討 

安原 肇、箕輪 秀樹、田口 真輝、田村 玲子、美馬 文、新居 育世、恵美 須礼子、

扇谷 綾子 

 奈良県総合医療センター新生児集中治療室 
  

演題16 バセドウ病母体児の新生児バセドウおよび続発性甲状腺機能低下症の治療経験 

今村 公俊1、白井 謙太郎2、東 裕哉1 、朝田 五郎1、清水 純一1 
1土浦協同病院 新生児科 
2同 小児科 

 

演題17 21トリソミーにおける生後36ヶ月までの甲状腺機能の経時的変化について 

與田 緑、浦上 達彦、長野 伸彦、鈴木 潤一、吉川 香代、臼倉 幸宏、細野 茂春、

高橋 滋、高橋 昌里 

 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 

 

教育講演  （16:30～17:30） 

座 長： 楠田 聡（東京女子医科大学母子総合医療センター） 

 

 SGA児の有する内分泌学的問題点 

 河井 昌彦 

 京都大学医学部附属病院 新生児集中治療部 

 

閉会の辞  （17:30～17:35） 

  



初夏の候、先生方におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び
申し上げます。
さて、新生児の内分泌学的諸問題を考えるべく発足した本会も、
今回で8回目を迎えることとなりました。
多数の先生方のご参加をお待ちしております。

第8回
新生児内分泌研究会
第8回
新生児内分泌研究会
学術集会のご案内

日　時

場　所

参加費 2,000円

京都リサーチパークサイエンスホール
〒600-8813  京都市下京区中堂寺南町134   TEL：075-322-7888

2014年9月13日（土）10：00～18：00
（演題数によって変更の可能性あり）

共催：新生児内分泌研究会 /JCRファーマ株式会社

一般演題
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

甲状腺・副腎皮質・糖代謝・性腺・循環その他内分泌とかかわるものなら何でも結構です。寄せられた演題の中から、シンポジウム
を企画させていただきますので、奮ってご応募ください。7月末日までに「演題名・氏名・所属・800字以内の抄録」を事務局代行まで
E-mail にてお申し込みください。なお、発表7分・ディスカッション3分を予定しています。

本研究会は、日本周産期新生児医学会専門医研修単位が認められています。
　参加････････････････････2単位
　筆頭演者としての発表････2単位

ランチョンセミナー

教育講演

「タンデムマスを導入した新しい新生児マススクリーニング」
－新生児科医の知っておくべき知識－

「新生児内分泌疾患　最近の話題」　 河井　昌彦　先生
京都大学　小児科　准教授　　

山口　清次　先生
島根大学医学部小児科教授

一般演題ご応募に関する申し込み・問い合わせ先

新生児内分泌研究会事務局代行
〒106-0041 東京都港区麻布台2-3-22  株式会社コンベックス内
Email：ne@convex.co.jp
TEL：03-3583-6677

その他に関する問い合わせ先

新生児内分泌研究会事務局  代表 河井 昌彦
京都大学大学院医学研究科 発達小児科学 内
Email：masahiko@kuhp.kyoto-u.ac.jp
TEL：075-751-3554　FAX：075-752-2361

1号館4階



●京都バス 乗り場Ｃ６
81系統「大覚寺」行き 
83系統「嵐山・苔寺・すず虫寺」行き (所要時間約15分)

 「五条千本」下車　西へ･･････････････････ 徒歩5分
●京阪京都交通バス 乗り場Ｃ２

 21系統、27系統「桂坂中央」行き (所要時間約15分)
 「京都リサーチパーク前」下車　西へ ･･････ 徒歩5分

地下鉄・五条駅より
●市バス 43系統「久世橋東詰」行き

73系統「洛西バスターミナル」行き (所要時間約10分)
80系統「太秦天神川駅前」行き (所要時間約10分)

(所要時間約15分)

 「京都リサーチパーク前」下車　西へ ････ 徒歩5分
●京都バス
 81系統「大覚寺」行き
 83系統「嵐山・苔寺・すず虫寺」行き(所要時間約10分)
 「五条千本」下車　西へ････････････････ 徒歩5分
●京阪京都交通バス
 21系統、27系統「桂坂中央」行き (所要時間約10分)
 「京都リサーチパーク前」下車　西へ ････ 徒歩5分
●タクシー ･････････････････････････････････････ 約5分

JR・丹波口駅より
●徒歩　西へ ････････････････････････････････ 徒歩5分

阪急・西院駅より
●徒歩 ･･････････････････････････････････････約20分
●タクシー ････････････････････････････････････約10分

阪急・大宮駅より
●市バス 32系統「京都外大前」行き(所要時間約5分)
 「京都リサーチパーク前」下車　西へ ･････徒歩5分
●タクシー･････････････････････････････････････約10分

京阪・五条駅より
●市バス 80系統「太秦天神川駅前」行き(所要時間約15分)
 「京都リサーチパーク前」下車　西へ ･････徒歩5分
●タクシー ････････････････････････････････････約10分

お車の場合
●「京都南IC」または「京都東IC」より ･･････････････約20分

 京都駅より（JR・近鉄・地下鉄）
●JR嵯峨野線(山陰線)丹波口駅下車　西へ･･･････ 徒歩5分
●タクシー ････････････････････････････････････約10分
●市バス 乗り場Ｃ５

73系統「洛西バスターミナル」行き 
75系統「映画村・山越」行き 

 「京都リサーチパーク前」下車　西へ･････ 徒歩5分

交通のご案内

川
鴨

線
本
阪
京

京都リサーチパーク サイエンスホールへのご案内

JR京都駅

館
号
1

2号館

アトリウム

東地区
京都リサーチパーク サイエンスホール


