
種目 依頼原稿種目 論文名 研究機関 名前 頁

依頼原稿 会長講演 胎児機能不全の取り扱い指針 昭和大学産婦人科 岡井　崇 791

依頼原稿 特別講演1 尐子化対策の将来展望
内閣府特命担当大臣
（尐子化対策，男女共
同参画）

上川　陽子 795

依頼原稿 特別講演2 サイエンスの心
横浜薬科大学，財団法
人茨城県科学技術振
興財団

江崎　玲於奈 797

依頼原稿 教育講演1
症例から見た妊娠高血圧症候群の病態とその
管理

北海道大学病院産科 水上　尚典　他 799

依頼原稿 教育講演2 超低出生体重児の短期予後の推移 昭和大学小児科 板橋 家頭夫 804

依頼原稿 教育講演3 病理から見た新生児消化管穿孔
静岡県立こども病院病
理科

浜崎　豊 808

依頼原稿 シンポジウム1
「周産期医療の集約化と体制の構築」 座長の
まとめ

東京女子医科大学母
子総合医療センター新
生児科

楠田　聡　他 811

依頼原稿 シンポジウム1
大阪における周産期医療システムの集約化と
課題

大阪府立母子保健総
合医療センター産科

末原　則幸 813

依頼原稿 シンポジウム1
交通アクセスの悪い地域での施設集約化に伴う
新しい地域連携システムの構築

岩手県立大船渡病院 小笠原敏浩 817

依頼原稿 シンポジウム1
青森県における超低出生体重児の集約化 そ
の効果と課題

青森県立中央病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児集中治療管
理部

網塚　貴介　他 822

依頼原稿 シンポジウム1
新生児外科における地域化の試み：出生前診
断の意義

大阪大学小児外科 鎌田　振吉 826

依頼原稿 シンポジウム2
「早産—予防・出生児の管理・手術の限界」 座
長のまとめ

富山大学大学院医学
薬学研究部産科婦人
科

齋藤　滋　他 829

依頼原稿 シンポジウム2 早期産児の手術適応と限界
埼玉県立小児医療セン
ター小児外科

内田　広夫　他 830

依頼原稿 シンポジウム2 早産児に多い小児外科疾患とその対応
兵庫医科大学小児外
科

奥山　宏臣　他 833

依頼原稿 シンポジウム2 22-23週台児への新生児科医の対応
聖隷浜松病院総合周
産期母子医療センター
新生児部門

大木　茂 837

依頼原稿 シンポジウム2
胎児診断早産児小児外科症例への新生児科医
としての管理への考察

埼玉医科大学総合医
療センター総合周産期
母子医療センター新生
児科

側島　久典　他 840

依頼原稿 シンポジウム2 日本における早産の実態と予防対策
富山大学大学院医学
薬学研究部産科婦人
科

齋藤　滋 845

依頼原稿 シンポジウム2 早産予防に関する多施設共同研究の中間報告 昭和大学産婦人科 大槻　克文 850

依頼原稿 シンポジウム3 「脳性麻痺は防止できるか？」　座長のまとめ 三重大学産婦人科 佐川　典正　他 857

依頼原稿 シンポジウム3
胎児の酸化的脳障害に対する経母体的メラトニ
ン投与の効果

愛知医科大学産婦人
科

渡辺　員支 859

依頼原稿 シンポジウム3 子宮内炎症と神経細胞死
東北大学病院周産母
子センター

松田　直　他 863

依頼原稿 シンポジウム3
早産児CP予防に関するエリスロポエチン—その
基礎と臨床—

名古屋市立大学大学
院医学研究科新生児・
小児医学分野

鈴木　悟　他 868
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依頼原稿 シンポジウム3 遅発性脳障害のtherapeutic window
香川大学総合周産期
母子医療センター

日下　隆 869

依頼原稿 シンポジウム3
神経幹細胞を用いた新生児低酸素性虚血性脳
症治療の可能性

中部大学生命健康科
学研究所

伊田　みちる　他 872

依頼原稿 シンポジウム4 「出生前診断をめぐる諸問題」　座長のまとめ
静岡県立こども病院外
科

長谷川　史郎
他

877

依頼原稿 シンポジウム4 出生前診断の諸問題—概説— 長崎大学産婦人科 増崎　英明 878

依頼原稿 シンポジウム4
出生前診断された小児外科疾患症例の長期予
後に関する検討

東京大学医学部付属
病院小児外科

金森　豊　他 881

依頼原稿 シンポジウム4 遺伝カウンセリングの側面から 長崎大学産婦人科 中山　大介 884

依頼原稿 シンポジウム4
母体保護法14条と出生前診断（判例にみられる
出生前診断と親の自己決定権の限界）

福崎法律事務所 福崎　博孝 888

依頼原稿 シンポジウム5
「周産期ウイルス感染症の診断と治療」　座長の
まとめ

帝京平成看護短期大
学

川名　　尚　他 892

依頼原稿 シンポジウム5 サイトメガロウイルスの母子感染
宮崎大学医学部附属
病院総合周産期母子
医療センター

金子　政時 894

依頼原稿 シンポジウム5
サイトメガロウイルスの新生児マススクリーニン
グ・レトロスペクティブ診断・遺伝子型解析

国立感染症研究所ウイ
ルス第1部

井上　直樹 898

依頼原稿 シンポジウム5
単純ヘルペスウイルスの母子感染—産婦人科
の立場から—

帝京平成看護短期大
学

川名　尚 902

依頼原稿 シンポジウム5
新生児ヘルペスの診断と治療—早期診断，早期
治療をめざして—

愛知医科大学生殖・周
産期母子医療センター

二村　真秀　他 906

依頼原稿 シンポジウム5 周産期管理からみた麻疹・風疹感染対策

横浜市立大学附属市
民総合医療センター総
合周産期母子医療セン
ター

奥田　美加　他 910

依頼原稿 シンポジウム6 「周産期の倫理問題」　座長のまとめ
大阪府立母子保健総
合医療センター小児外
科

窪田　昭男　他 913

依頼原稿 シンポジウム6 胎児治療の適応と限界
国立成育医療センター
周産期診療部

左合　治彦 916

依頼原稿 シンポジウム6 胎児緩和ケア（fetal palliative care）の紹介
淀川キリスト教病院小
児科

船戸　正久　他 920

依頼原稿 シンポジウム6
予後不良とされる疾患への新生児科医師の対
応と｢重篤な疾患を持つ新生児の家族と医療ス
タッフの話し合いのガイドライン｣の活用

埼玉医科大学総合医
療センター小児科

田村　正徳　他 925

依頼原稿 シンポジウム6 18トリソミーをもつ子どもへの対応
東京都立墨東病院周
産期センター新生児科

渡辺　とよ子 930

依頼原稿 ワークショップ1
「胎便関連性腸閉塞の診断と治療」 座長のまと
め

昭和大学小児外科 土岐　彰　他 934

依頼原稿 ワークショップ1
胎便関連性腸閉塞症に対するガストログラフィ
ン胃内投与法の検討

大阪市立総合医療セン
ター新生児科

寺田　明佳　他 935

依頼原稿 ワークショップ1
外科的介入を要した胎便関連性腸閉塞につい
ての臨床学的検討

名古屋第一赤十字病
院総合周産期母子医
療センター新生児科

孫田　みゆき　他 939

依頼原稿 ワークショップ1 外科からみた胎便関連性腸閉塞 日本大学小児外科 越永　従道　他 943

依頼原稿 ワークショップ1
胎便関連性腸閉塞症に対する治療法と治療成
績

神奈川県立こども医療
センター一般外科

武　浩志　他 948

依頼原稿 ワークショップ2 「早産児の栄養」　座長のまとめ
名古屋大学医学部附
属病院周産母子セン
ター

早川　昌弘　他 953

依頼原稿 ワークショップ2
当院におけるAFD超低出生体重児に対する積
極的経静脈栄養の短期効果

慶応義塾大学小児科
周産期母子医療セン
ター新生児部門

北東　功　他 955



依頼原稿 ワークショップ2
超低出生体重児のＮＩＣU入院中の栄養が長期
予後に与える影響

大阪市立総合医療セン
ター新生児科

大西　聡　他 958

依頼原稿 ワークショップ2
出生体重1,250g未満の児に対するMCT配合母
乳添加用粉末（HMS-2）の有効性の検討—施設
間差検討

長野県立こども病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児科

廣間　武彦　他 962

依頼原稿 ワークショップ2
出生体重1,250g未満の児に対するMCT配合母
乳添加用粉末の検討—入院中の成長について—

昭和大学小児科 三浦　文宏　他 968

依頼原稿 ワークショップ2
超早産児に対する積極的早期経腸栄養の検討
─就学前の精神運動発達について─

国立病院機構佐賀病
院母子医療センター小
児科

高柳　俊光　他 973

依頼原稿 ワークショップ2
超低出生体重児の消化管成熟に向けた治療戦
略：肺サーファクタントを用いた動物実験

福井大学産科婦人科 西島　浩二　他 978

依頼原稿 ワークショップ3 「分娩時大量出血への対応」　座長のまとめ 杏林大学産科婦人科 岩下　光利　他 982

依頼原稿 ワークショップ3
当院における分娩時大量出血症例に関する検
討

和歌山県立医科大学
周産期部

八木　重孝　他 984

依頼原稿 ワークショップ3
当科で経験したUAE後に妊娠に至った症例につ
いての検討

岡山大学大学院医歯
薬学総合研究科産科・
婦人科

瀬川　友功　他 987

依頼原稿 ワークショップ3
産科領域の出血性ショックの現状と輸血療法の
検討（厚生労働科学研究分担研究）

東京大学医学部附属
病院女性診療科・産科

亀井　良政　他 992

依頼原稿 ワークショップ3
当院における産科出血の要因とその対応に関
する検討

国立病院機構呉医療セ
ンター産婦人科

佐村　修　他 995

依頼原稿 ワークショップ4 「周産期の麻酔」　座長のまとめ
北里大学病院総合周
産期母子医療センター

天野　　完　他 999

依頼原稿 ワークショップ4
硬膜外麻酔による分娩管理─母児副腎皮質・
髄質機能への影響─

淵レディースクリニック 淵　勲　他 1001

依頼原稿 ワークショップ4 当院における硬膜外除痛分娩症例の検討
防衛医科大学校産科
婦人科学講座

早田　英二郎
他

1005

依頼原稿 ワークショップ4
当院での心血管系・中枢神経系疾患合併妊娠
に対する硬膜外麻酔を用いた分娩管理の検討

九州大学産婦人科 北條　哲史　他 1009

依頼原稿 ワークショップ4
帝王切開術における新しい麻酔管理：母体血圧
測定のみで胎児well-beingの指標となるか

聖隷浜松病院麻酔科 中島　紗織　他 1013

依頼原稿 ワークショップ4 胎児異常の帝王切開術における緊急子宮弛緩 聖隷浜松病院麻酔科 出原　麻里　他 1015

依頼原稿 ワークショップ4
当院におけるLate preterm帝王切開術の麻酔
管理

聖隷浜松病院麻酔科 乾　裕美子　他 1018

依頼原稿 ワークショップ4 当院における周産期救急への麻酔科的対応 聖隷浜松病院麻酔科 入駒　慎吾　他 1020

依頼原稿 ワークショップ4
当院における産科麻酔トレーニング－産婦人科
を志望する初期研修医の実際－

聖隷浜松病院麻酔科 大谷　清香　他 1023

依頼原稿 ワークショップ4 医育機関における産科麻酔
順天堂大学麻酔科学・
ペインクリニック

大島　正行　他 1026

依頼原稿 ワークショップ4
昭和大学病院における帝王切開麻酔管理の推
移

昭和大学麻酔科 大塚　直樹　他 1029

依頼原稿 ワークショップ5
「胎内炎症と流早産・新生児合併症」 座長のま
とめ

大阪府立母子保健総
合医療センター研究所
免疫部門

柳原　格　他 1032

依頼原稿 ワークショップ5 羊水中チオレドキシン，IL-6，IL-8からみたFIRS 富山大学産科婦人科 米田　哲　他 1034

依頼原稿 ワークショップ5 子宮内感染と新生児合併症～自験例から～
川崎医科大学附属病
院新生児科

清水　直政　他 1039

依頼原稿 ワークショップ5 早産児の遠隔期障害と周産期の炎症反応
日本医科大学附属病
院小児科

島　義雄　他 1042

依頼原稿 ワークショップ5
CAM胎盤におけるウレアプラズマの検出とその
胎盤病理

大阪府立母子保健総
合医療センター検査科

中山　雅弘　他 1045

依頼原稿 ワークショップ6
「横隔膜ヘルニアの治療ストラテジー」 座長の
まとめ

九州大学大学院医学
研究院小児外科

田口　智章　他 1049

依頼原稿 ワークショップ6
先天性横隔膜ヘルニア出生前診断症例55例の
出生前予後因子と胎児治療の適応について

国立成育医療センター
周産期診療部胎児診
療科

林　聡　他 1051



依頼原稿 ワークショップ6
先天性横隔膜ヘルニアの治療戦略における心
臓超音波の役割

静岡県立こども病院外
科

福本　弘二　他 1055

依頼原稿 ワークショップ6
予測重症度に基づいた胎児横隔膜ヘルニアの
治療指針

大阪大学大学院医学
系研究科小児成育外
科

臼井　規朗　他 1059

依頼原稿 ワークショップ6
低出生体重児に合併した先天性横隔膜ヘルニ
アの治療成績

九州大学大学院医学
研究院生殖発達医学
部門小児医学講座小
児外科学分野

増本　幸二　他 1064

依頼原稿 ワークショップ6
指定発言：先天性横隔膜へルニアに対する胎児
治療：日本で無作為比較試験を目指す意義

埼玉県立小児医療セン
ター外科

北野　良博　他 1069

依頼原稿 ワークショップ7 「Late pretermをめぐる諸問題」　座長のまとめ 昭和大学小児科 水野　克己　他 1072

依頼原稿 ワークショップ7
双胎妊娠においてLate Preterm Birth（LPB）は
異常分娩か？

北海道大学病院産科・
周産母子センター

森川　守　他 1074

依頼原稿 ワークショップ7
軽症低出生体重児・早産児へ母乳育児支援を
行うことによる早期退院の試み（第2報）

青森県立中央病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児集中治療管
理部

池田　智文　他 1078

依頼原稿 ワークショップ7 障害を残したlate preterm例の検討 安城更生病院小児科 加藤　有一　他 1082

依頼原稿 ワークショップ8 「周産期のリスクマネージメント」　座長のまとめ
国立成育医療センター
研究所

名取　道也　他 1086

依頼原稿 ワークショップ8
子癇，脳出血合併妊婦の診断管理法，母体搬
送体制の検討：分娩時発症型を中心として

大野レデイスクリニック 大野　泰正 1088

依頼原稿 ワークショップ8
NICUにおける医師インシデント発生率を用いた
リスクマネジメント分析

大垣市民病院第二小
児科

大城　誠　他 1093

依頼原稿 ワークショップ8
分娩時大量出血（2,000ml以上）した症例に関す
る臨床的検討

名古屋大学産婦人科 早川　博生　他 1097

依頼原稿 ワークショップ8
個人認証機能を重視したNICU部門システム導
入によるリスクマネジメント効果に関する検討

青森県立中央病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児集中治療管
理部

網塚　貴介　他 1100

依頼原稿 ワークショップ8
妊婦健診未受診妊婦と婦人保護施設入所中の
妊婦に関する現状と問題点

国立国際医療センター
産婦人科

水主川　純　他 1104

依頼原稿 ワークショップ8 我が国における妊娠関連脳血管障害
国立循環器病センター
周産期治療部

吉松　淳　他 1107

依頼原稿 ワークショップ9 「癒着胎盤の取り扱い」　座長のまとめ 順天堂大学産婦人科 竹田　省　他 1112

依頼原稿 ワークショップ9 名古屋大学における癒着胎盤の実態 名古屋大学産婦人科 炭竈　誠二　他 1114

依頼原稿 ワークショップ9
前置胎盤症例における妊娠・分娩時の易出血
性および癒着胎盤合併の予測

昭和大学産婦人科
長谷川　潤一
他

1118

依頼原稿 ワークショップ9
癒着前置胎盤の管理における子宮動脈塞栓
（UAE）の意義

防衛医科大学校産婦
人科

川上　裕一　他 1123

依頼原稿 ワークショップ9
当院における癒着胎盤の診断と管理（当院での
癒着胎盤16例の検討）

鹿児島市立病院総合
周産期母子医療セン
ター

切原　奈美　他 1126

依頼原稿 ワークショップ10
「助産師のキャリア発達 —助産師外来からバー
スセンターへ—」　座長のまとめ

日本医科大学附属多
摩永山病院女性診療
科・産科

中井　章人　他 1130

依頼原稿 ワークショップ10 産科医師・助産師のスムーズな連携をめざして 葛飾赤十字産院 鈴木　俊治 1132

依頼原稿 ワークショップ10 当院の助産師現任教育の現状と課題
昭和大学病院産婦人
科病棟

日下　富美代 1137

依頼原稿 ワークショップ10 助産師外来のすすめ 母子愛育会愛育病院 中林　正雄 1141

依頼原稿 ワークショップ10 助産師のキャリア発達とこれからのキャリアパス
自治医科大学看護学
部

成田　伸 1143

原著
当院NICUにおける速乾性擦式消毒剤個人携帯
とmupirocin非選択的全例塗布によるMRSA保菌
抑制の試み

自治医科大学小児科
学

青柳　順　他 1147



原著 新生児病床長期入院児の全国実態調査
大分大学小児科・小児
神経科

前田　知己　他 1152

原著
極低出生体重児のポジショニングが長期的な下
肢の発達に及ぼす影響

長野県立こども病院リ
ハビリテーション科

木原　秀樹　他 1159

原著
先天性筋緊張性ジストロフィーの3例－CTGリ
ピート数と臨床経過との関係について－

北海道立子ども総合医
療・療育センター新生
児科

新飯田　裕一
他

1164

原著
当院で経験した新生児慢性肺疾患のために在
宅酸素療法を必要とした超低出生体重児に関
する考察

新潟市民病院新生児
科

山崎　肇　他 1169

原著
超早期産児（在胎22-24週）の予後：死亡時期に
よる臨床像の比較検討

東邦大学新生児学 荒井　博子　他 1174

原著
早期新生児のDIC診断基準～多施設共同研究
による京都大学案の検討～

京都大学大学院医学
研究科発達小児科学

河井　昌彦　他 1180

原著

大阪市立総合医療センター新生児集中治療室
における超低出生体重児の予後の検討—AFD
（appropriate for dates）児とLFD（light for dates）
児に分けての比較検討

大阪市立住吉市民病
院新生児科

郡山　健　他 1187

原著
早産児の低サイロキシン血症に対する補充療
法前後での甲状腺機能の変化に関する検討

京都大学大学院医学
研究科発生発達医学

河井　昌彦　他 1192

原著 NICUにおける長期入院児の問題点
国立病院機構香川小
児病院小児科

太田　明　他 1197

原著
羊水過尐症例における分娩時胎児心拍数パ
ターンに関する検討

昭和大学産婦人科 仲村　将光　他 1202

症例報告 壊死性臍帯炎による子宮内胎児死亡例
国立成育医療センター
周産期診療部産科

花岡　正智　他 1207

症例報告
体外受精・胚移植によって成立し，1児が先天性
筋強直性ジストロフィーを呈した二絨毛膜性双
胎妊娠の1例

熊本大学大学院医学
薬学研究部産科学・婦
人科学

小山　淳子　他 1211

症例報告
気管食道瘻を伴う気管憩室を生じた新生児の壊
死性気管気管支炎の1例

大阪府立母子保健総
合医療センター小児外
科

谷　岳人　他 1216

症例報告
剖検にて肺動脈スリングが判明した，両大血管
右室起始症合併超低出生体重児の一例

静岡県立こども病院新
生児科

五十嵐　健康
他

1221

症例報告 妊娠中期に脳内出血を発症した1例
国立病院機構呉医療セ
ンター・中国がんセン
ター産婦人科

熊谷　正俊　他 1227

症例報告
修正42週および45週に肥厚性幽門狭窄症を発
症した早産児二卵性双胎の双方発症例

独協医科大学小児科 新田　晃久　他 1233

症例報告
胎児母体間輸血症候群の既往分娩歴を認めた
低頻度抗原不適合による新生児溶血性貧血の
1例

京都市立病院小児科 坂本　謙一　他 1236

症例報告
心拡大と胎児水腫を呈した胎児α サラセミアの
一例

国立成育医療センター
周産期診療部胎児診
療科

久須美　真紀
他

1241

症例報告
クエン酸シルデナフィルの有効性と問題点：一過
性に著効した新生児肺高血圧例を通して

鳥取大学周産期・小児
医学

三浦　真澄　他 1246

症例報告
クエン酸シルデナフィルが有効であった慢性肺
疾患に続発した肺高血圧症の早産児例

国立成育医療センター
周産期診療部新生児
科

三科　香　他 1252
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