第2 7 回東京小児医学研究会 プログラ ム
～周産期・ 新生児～
令和2 年9 月26 日（ 土）
Zoo m を用いたオンライン会議
https: //zoo m. us/j /94402024708?pwd=cnhnRS9VZ1l hWWpEN3RMc UFYa Gx5Zz09
ミ ーティ ングI D: 944 0202 4708
パスコ ード: 596830
（ 原則として1 題発表6 分、 討論3 分）

■開会の挨拶 （14: 00 －14: 05）
張田 豊 准教授（ 東京大学小児科）

■セッ ショ ン1 （14: 05 －14: 45）
座長 片山有里子（ 東京都立小児総合医療センタ ー 新生児科）

① 胎児腹水穿刺で診断し 集学的治療を 行っ た胎便性腹膜炎の1 例
森田清子1 、 小寺美咲1 、 小泉歩1 、 伊藤直樹1 、 三牧正和1 、 石岡茂樹2 、 細田利史2 、 森田政義3 、
梁栄治3
（ 帝京大学医学部附属病院 1 小児科、2 同 小児外科、3 同 産婦人科）

② 羊水過少から 肺低形成・PPHN を来し た鎖肛・ 直腸尿道瘻の一例
木本豪1 、小林真美1 、杉本美紀1 、鵜沼麻実子1 、設楽佳彦1 、鹿嶋晃平1 、垣内五月1 、
西村力1 、高橋尚人1 、岡明1 、鈴木完２
（ 東京大学医学部附属病院 1 小児科、2 同 小児外科）

③ 先天性横隔膜ヘルニアの予後予測についての検討
米田康太、甘利昭一郎、諫山哲哉、伊藤裕司
（ 国立成育医療研究センター病院 新生児科）

④ 母児ともに救命し えた妊娠中脾動脈瘤破裂の症例
吉岡裕也、池山志豪、川邊智宏、鈴木貴大、下田麻伊、小野真由美、神田祥子、横山晶一郎、
高橋寛、横山美貴
（青梅市立総合病院 小児科）

■休憩 ( 14: 45 －15: 00)
■セッ ショ ン2 （15: 00 －15: 30）
座長 竹原広基（ 都立墨東病院 新生児科）

⑤ 先天梅毒の一例
北岡寛己、 渡辺恵子、 入倉朋也、 近井隼人、 熊谷淳之、 増井礼子、 清水信隆
( 焼津市立総合病院 小児科)

⑥ 先天性ト キソプラズマ症の一例
垣内五月、 井田紘人、 井上秀太郎、 小林真美、 木本豪、 杉本美紀、 鵜沼麻実子、 設楽佳彦、
鹿嶋晃平、 西村力、 高橋尚人、 岡明
（ 東京大学医学部附属病院 小児科）

⑦ 次世代シーケンサー( NGS) を用いたメタ ゲノ ム解析による新生児発熱の病原体検索の
試み
五十嵐瑞穂1 、 小林真也1 、有山雄太1 、 朝倉真理1 、 鈴木大地1 、 秋山聡香1 、 小花奈都子1 、
生田陽二1 、 川口隆弘1 、 林健太1 、 大場邦弘1 、 黒田誠2 、 香取竜生1
（1 公立昭和病院 小児科

2 国立感染症研究所病原体ゲノ ム解析センタ ー）

■特別講演（ 15: 30 －16: 30）
座長 垣内五月（ 東京大学小児科）

「 胎児治療の現状と 展望」
講師： 国立研究開発法人国立成育医療研究センタ ー
副院長 左合 治彦 先生

■特別企画： 生まれ変わっ た東大NI CU
■今年度新専攻医のご紹介（ 16: 40-17: 00）

ビデオツアー（ 16: 30 －16: 40）

■セッ ショ ン3 （17: 00 －17: 40）
座長 米田康太（ 国立成育医療研究センタ ー 新生児科）

⑧ 「duct al shock をゼロに～大動脈弓離断症1 5 例の検討～」
山形知慧、 永峯宏樹、 前田潤、 三浦大
（ 東京都立小児総合医療センタ ー 循環器科）

⑨ ダウン症候群に合併し た動脈管開存症における COX 阻害薬の効果
片山有里子、 鈴木亮子、 後藤涼子、 藤田基資、 黒田淳平、 山口哲司、 島村直紀、 青木良則、
水口卯生子、 本間英和、 新藤潤、 高山千雅子、 岡崎薫、 柿沼亮太、 近藤昌敏
（ 東京都立小児総合医療センタ ー 新生児科）

⑩ モザイク 型1 8 トリソミ ーの2 例
西木拓己、 小田洋一郎、 足立夏帆、 佐藤綾美、 石井淳子、 神垣佑、 佐々木亜希子、 堀江豪、
佐々木元
（ 茅ケ崎市立病院 小児科）

⑪ 当院における退院支援の現状
廣畑晃司、 生方有史、 江口麻優子、 久世崇史、 竹原広基、 野村智章、 古谷智子、 打田優美、
森川美佳、 木村有希、 近藤雅楽子、 九島令子、 大森意索
（ 東京都立墨東病院 新生児科）

■閉会の挨拶（ 17: 40-17: 45）
高橋 尚人 教授（ 東京大学小児新生児集中治療部）
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