
          第 34回 日本新生児慢性肺疾患研究会 プログラム         

 

2022年 10月 29日（土） 

 

11:00〜11:05 開会式 

 

11:05〜12:05 一般演題 1       座長  山本裕  

                     岐阜県総合医療センター 新生児内科 

 

1. 新生児慢性肺疾患を伴う超/極低出生体重児 5 例の心房中隔欠損症の管理 

◯武岡真美 1 澤田博文 2 淀谷典子 2 乙部裕 1 北村創矢 1 大森あゆ美 1 内薗広匡 1 大槻祥一郎 1  

佐々木直哉 1 三谷義英 2 平山雅浩 2 

三重中央医療センター 新生児科 1 三重大学大学院医学系研究科 小児科学 2 

 

2. 重度の気管軟化症に対し、気管支鏡を用いて良好な気管切開管理が可能であった Campomelic dysplasia の 1例 

○池田健太 長谷川久弥 山田洋輔                       （web 参加） 

東京女子医科大学附属足立医療センター 新生児科 

 

3.  NIV-NAVA よりも流量規程式の非侵襲的呼吸補助が奏効した超低出生体重児の 2 例 

○荒木亮佑 友滝清一 境内愛実 吉村元文 秋田充代 本倉浩嗣 友邊雄太郎 友滝寛子 岩永甲午郎 河井昌彦 

京都大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児部門 

 

4. 顔面骨や骨格異常を伴う基礎疾患・先天異常症候群に合併する気道病変の検討 

○金淵昭一郎 長谷川久弥 山田洋輔 溝上雅恵 北村怜 和佐正紀 池田健太 羽田謙太郎 四手井綱則 岡本清二  

桐戸雄紀  

東京女子医科大学附属足立医療センター 新生児科 

 

5. 肺の発生異常と考えられた胎児水腫の 1 例 

○角谷和歌子 廣中優 長尾江里菜 栗田早織 西村力 閑野将行 菅野雅美 清水正樹 

埼玉県立小児医療センター 総合周産期母子医療センター 新生児科 

 

6. 当院における INSURE 導入 10 年間の検討 

○加藤英二 佐々木禎仁 後藤瑞穂 山下亜由子 坂本真季子 内藤幸恵 

船橋中央病院周産期母子医療センター 新生児科 

 

 

 

 



12:05〜12:50 ランチョンセミナー 

「新生児科医として生きる ―新しい働き方改革を求めてー」 

田中太平  

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 新生児科 

 

12:50〜13:15 休憩 

 

13:15〜14:15 一般演題 2       座長  加藤晋 

                      名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野 

 

7. 重症新生児慢性肺疾患のリスク因子の同定：スコーピングレビュー 

○伊藤誠人 1 加藤晋 2 宮原直之 3 齋藤誠 4 新井浩和 5 難波文彦 6 大田えりか 7 中西秀彦 8  

秋田大学 大学院医学系研究科 小児科学講座 1 名古屋市立大学 大学院医学研究科新生児・小児医学分野 2 埼

玉医科大学総合医療センター 小児科 3 筑波大学附属病院 小児科 4 秋田赤十字病院 小児科 5 埼玉医科大学

総合医療センター 小児科 6 聖路加国際大学国際看護学 7 北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 先

端医療領域開発部門 新生児集中治療学 8 

 

8. 予後予測と早期治療介入を目指した新たな CLD 病因別分類の作成 

～スコーピングレビューによる関連因子の抽出と NRNJ データベースでの検証～          

○中西秀彦１ 伊藤誠人 2 加藤晋 3 齋藤誠４ 宮原直之 5 新井浩和 6 難波文彦 5 大田えりか 7 

北里大学医学部附属新世紀医療開発センター 先端医療領域開発部門 新生児集中治療学 1 秋田大学 大学院

医学系研究科 小児科学講座 2 名古屋市立大学 大学院医学研究科新生児・小児医学分野３ 筑波大学附属病

院 小児科 4 埼玉医科大学総合医療センター 小児科 5 秋田赤十字病院 小児科 6 聖路加国際大学国際看護

学 7  新生児臨床研究ネットワーク 

 

9. 早産児の胸部 Xp 画像から慢性肺疾患の重症化を予測できるか：機械学習を用いた検討   （web 参加） 

 

○小林玲 庄司圭介 楡井淳 桑原春洋 田中雅人 佐藤大祐 山本寛人 

新潟大学医歯学総合病院 総合周産期母子医療センター 

 

10. 当センターにおける在胎 28 週未満児の慢性肺疾患発症率の検討 

○長尾江里菜 廣中優 角谷和歌子 栗田早織 閑野将行 西村力 菅野雅美 清水正樹 

埼玉県立小児医療センター 総合周産期母子医療センター 

 

11. 極低出生体重児の新生児慢性肺疾患に合併する肺高血圧症についての愛知県コホート調査 

○川井有里 1 宮田昌史 1 早川昌弘 2 田中太平 3 山田恭聖 4  

藤田医科大学医学部 小児科学 1 名古屋大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター2 日本赤十字社愛

知医療センター 名古屋第二病院 新生児科 3 愛知医科大大学病院 周産期母子医療センター 4 東海Neoforum 



 

12. 新生児慢性肺疾患の生後早期予測モデルの開発と検証 愛知県の全周産期母子医療センターを対象とした

population based study 

○神澤孝洋 1 佐藤義朗 1 木下文恵 2 早川昌弘 1 長屋嘉顕 3 田中太平 4 大城誠 5 杉浦崇浩 6 山本和之 7  

宮田昌史 8 加藤有一 9 長崎理香 10 家田訓子 11 村井裕子 12 山本ひかる 13 林誠司 14 加藤雅弘 15  

竹本康二 16 森鼻栄治 17 谷田寿志 18 浅井雅美 19 山田緑 20 岩田欧介 21 山田恭聖 22 難波文彦 23 

 

名古屋大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児部門 1 名古屋大学医学部附属病院 先端医療

開発部データセンター2 一宮市立市民病院 小児科 3 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 新生

児科 4 日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第一病院 小児科 5 豊橋市民病院 小児科 6  名古屋市立西部

医療センター 小児科 7 藤田医科大学病院 小児科 8 安城更生病院 新生児科 9 海南病院 小児科 10  

公立陶生病院 小児科 11 小牧市民病院 小児科 12 トヨタ記念病院 新生児科 13 岡崎市民病院 新生児小児

科 14 半田市立半田病院 小児科 15 江南厚生病院 小児科 16 あいち小児保健医療総合センター 新生児科 17 

聖霊病院 小児科 18 大同病院 小児科 19 刈谷豊田総合病院 小児科 20 名古屋市立大学病院 小児科 21 愛知

医科大学病院 周産期母子医療センター22  埼玉医科大学総合医療センター 小児科 23 

 

 

14:15〜15:00 特別講演        座長 幸脇正典 

                      日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 新生児科 

「周産期疾患に対する幹細胞療法～オール東海での取り組み～」 

佐藤義朗 名古屋大学医学部附属病院 総合周産期母子医療センター 新生児部門 

 

15:00〜15:30 休憩 

 

15:30〜16:30 一般演題 3       座長 難波文彦 

                     埼玉医科大学総合医療センター 小児科 

 

13. 当院における在胎 30 週未満での前期破水後の管理と早産児の予後についての検討 

○廣岡孝子 鷲見英里子 澁谷泰紀 春日部こずえ 上田健太郎 野村幸伸 山田祟春 久野正 幸脇正典 

田中太平 

日本赤十字社愛知医療センター 名古屋第二病院 新生児科  

 

14. 人工羊水注入と慢性肺疾患の関連性について-人工羊水注入は肺予後を改善するか？- 

○桑原祐也 山本裕 駒水清乃 小林桜子 児玉由布子 神山寿成 寺澤大祐 近藤應 舘林宏治 

岐阜県総合医療センター 新生児内科 

 

 

 



15. １歳未満で気管切開を受けた児の気管切開法の違いによる気管切開抜去時の追加処置と抜去時期の検討 

○長谷川久弥 山田洋輔 溝上雅恵 北村怜 和佐正紀 池田健太 羽田謙太郎 四手井綱則 岡本清二 金淵昭一郎 

桐戸雄紀  

東京女子医科大学附属足立医療センター 新生児 

 

16. 尿中デスモシン ～新生児慢性肺疾患の新たなバイオマーカーの可能性～ 

○平田克弥１ 西川正則 2 野崎昌俊 1 北島博之 3 柳原格 3 和田和子 1 藤村正哲 1  

大阪母子医療センター 新生児科 1 大阪母子医療センター 放射線科 2 大阪母子医療センター研究所免疫部門 3  

 

17. 前駆体蛋白変換酵素は肺胞形成因子の発現を調節している 

○加藤晋 深谷聡子 鈴木智子 岩田欧介 齋藤伸治 

名古屋市立大学大学院医学研究科 新生児・小児医学分野 

 

18. 肺超音波検査を用いた呼吸窮迫症候群に対するサーファクタント投与 

○星野雄介 新井順一 雪竹義也 梶川大悟 鎌倉妙 日向彩子 淵野玲奈 佐藤良滉 

茨城県立こども病院 新生児科 

 

16:40〜17:40 教育講演        座長 小山典久 

                      豊橋市民病院 小児科 

「肺サーファクタントの生理と病理」 

長和俊  北海道大学病院周産母子センター 

                  （教育講演の聴講により新生児専門医の単位が取得できます） 

 

17:40〜17:45 閉会式 

 

18:00〜20:00 懇親会 は中止となりました。 

 

18:00〜19:30 展示会＋Evening Jazz Live 

展示会+Evening Jazz Live(特上炭焼き鰻弁当付き)に変更となりました。 

学会終了後も、素敵なジャズをお楽しみ下さい。 

ライブ参加者にはベビーD200，パームカラー、学会長の著者「新生児の正常・異常みきわめブック 

正期産児編」が当たる抽選会もあります。 

（会場 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 3 病棟 1 階 研修ホール） 

 

 

 

一般演題の発表は 10分（発表 7分、質疑応答 3分）です。 


