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依頼原稿：第48回日本周産期・新生児医学会学術集会記録

依頼原稿 会長講演 新生児蘇生法普及事業の現状と課題
日本周産期・新生児医学会新生
児蘇生法委員長

田村　正徳 775

依頼原稿 会長講演 座長のまとめ 名古屋市立大学 戸苅　創 780

依頼原稿 特別講演1 座長のまとめ
埼玉医科大学総合医療センター
小児科

田村　正徳 781

依頼原稿 特別講演2
日本の周産期・新生児医療が抱える課題とそ
の解決に向けて

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター名誉総長

藤村　正哲 782

依頼原稿 招請講演3 周産期の画像診断：放射線科医の役割
国立成育医療研究センター放射
線診療部

野坂　俊介 786

依頼原稿 招請講演3 座長のまとめ
国立成育医療研究センター研究
所

名取　道也 789

依頼原稿 招請講演6 周産期医療における職種を超えた協働
公益社団法人長野県看護協会
会長

三輪　百合子 790

依頼原稿 招請講演7
周産期のいのちと健康を守る―産科・助産・
小児科の仕事に国境はない

大阪大学大学院人間科学研究
科グローバル人間学専攻国際
協力学

中村　安秀 794

依頼原稿 招請講演7 座長のまとめ 東邦大学名誉教授 多田　裕 797
依頼原稿 招請講演8 座長のまとめ 聖路加国際病院周術期センター 宮坂　勝之 798

依頼原稿 招請講演9 座長のまとめ
埼玉医科大学総合医療センター
小児科

森脇　浩一 799

依頼原稿
日本赤十字社
共催講演

周産期・新生児医療で使用される主な血液製
剤とその供給体制

日本赤十字社血液事業本部 五十嵐　滋 800

依頼原稿
日本赤十字社
共催講演

座長のまとめ 群馬県赤十字血液センター 小泉　武宣 803

依頼原稿 教育講演1 周産期の‘うつ’に関した最近の話題
三重大学保健管理センター・大
学院医学系研究科環境社会医
学講座

岡野　禎治 804

依頼原稿 教育講演5 周産期医療における遺伝学的診断
名古屋市立大学大学院医学研
究科新生児・小児医学分野

齋藤　伸治 807

依頼原稿 教育講演6
Bayley式発達評価法を用いたフォローアップ
の重要性

順天堂大学医学部小児科 田中　恭子 810

依頼原稿 教育講演6 座長のまとめ
兵庫県立こども病院救急集中治
療科

上谷　良行 814

依頼原稿 教育講演7 新生児から始まる在宅医療支援
子ども在宅クリニックあおぞら診
療所墨田

前田　浩利 815

依頼原稿 教育講演8 preeclampsiaの病因・病態論とその問題点
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

関　博之 818

依頼原稿 教育講演11
新生児スクリーニングの新時代：タンデムマス
法の導入

島根大学医学部小児科 山口　清次 825

依頼原稿 教育講演13 超低出生体重児の消化管穿孔の病因と病態
大阪府立母子保健総合医療セ
ンター小児外科

窪田　昭男 829

原著
秋田県の新生児死亡について：2003〜2010
年の調査結果

市立秋田総合病院小児科 米山　法子　他 833

原著
超早産児における出生前ステロイド投与と新
生児予後

東京都立大塚病院新生児科 大関　一裕　他 838

原著
経会陰3次元超音波検査を用いた新しい分娩
監視法

産業医科大学産婦人科 西村　和朗　他 843

原著
妊婦における自己血採血による胎児血流へ
の影響についての検討

群馬大学大学院医学系研究科・
産科婦人科学

定方　久延　他 848

原著
高直接ビリルビン血症を呈した極低出生体重
児の検討

東京都立大塚病院新生児科 荻野　寛子　他 852

原著
骨盤位外回転術の成功関連因子に関する検
討

総合母子保健センター愛育病院
産婦人科

竹田　善治　他 860

原著
末梢穿刺中心静脈カテーテルの管理に関す
る全国NICUアンケート調査

群馬大学医学部附属病院周産
母子センターNICU

大木　康史　他 866

原著
新生児の疼痛緩和を目的とした21％ショ糖溶
液の製剤化−単シロップの利用−

愛知医科大学病院薬剤部
加藤　さおり　
他

872

原著
当院NICUにおける母乳育児の現状と関連す
る母体・新生児の臨床的背景

独立行政法人国立病院機構九
州医療センター小児科

倉田　浩昭　他 876

原著
当院における妊娠22-23週の分娩管理と新生
児予後

東京都立墨東病院周産期セン
ター産科

永野　玲子　他 883

原著
当院で出生した出生体重500g未満児の死亡
原因についての検討

日本赤十字社医療センター新生
児科

櫻井　裕子　他 890

原著
染色体異常児家族への告知に関しての家族・
医師へのアンケート調査から見えてくるもの —
より良い告知を目指して—

長崎大学病院小児科
土居　美智子　
他

895



原著
臍帯過捻転における分娩中の胎児機能不全
発生までの時間に関する検討

昭和大学医学部産婦人科学教
室

長谷川　潤一　
他

903

原著
東北地方6県における新生児蘇生法（NCPR）
講習会の現状と課題

宮城県立こども病院産科 宮下　進　他 908

原著
血液型不適合妊娠の現状と胎児中大脳動脈
最高血流速度測定の意義

長良医療センター産科 木越　香織　他 915

原著
市立病院産婦人科統合運用による広域母子
医療センター化に伴う地域の産婦人科救急搬
送の変化

りんくう総合医療センター（旧：市
立泉佐野病院）産婦人科

福井　温　他 921

原著
遅発型妊娠高血圧症候群に対する妊娠36週
以降の分娩誘導の検討

聖隷浜松病院総合周産期母子
医療センター・周産期科

田中　啓　他 927

原著
当院における先天性心疾患の胎児診断とそ
れによる院内トリアージの現状

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター小児循環器科

塩野　展子　他 933

原著
NICUにおけるMRSAの保菌状況と敗血症発
症との関連

日本赤十字社医療センター新生
児科

竹田　知洋　他 938

症例報告
OK-432による早期の胸膜癒着療法が奏効し
た先天性乳び胸の1例

済生会横浜市東部病院こどもセ
ンター新生児科

釼持　孝博　他 944

症例報告
片側低異形成腎を伴った重複腟・子宮，片側
腟閉鎖の2新生児例

鹿児島市立病院総合周産期母
子医療センター新生児科

坂本　浩一　他 950

症例報告
胎児腋窩〜胸部リンパ管腫の出生前診断と
娩出様式の選択

筑波大学医学医療系産科婦人
科学

塩浦　加奈　他 956

症例報告 先天性喉頭閉鎖に気管無形成を合併した1例
群馬県立小児医療センター新生
児科

井上　文孝　他 961

症例報告
動脈瘤様に変化した臍帯付着部の血管破綻
が原因でIUFDとなった間葉性異形成胎盤合
併妊娠の一例

東京都立大塚病院産婦人科
榊原　咲弥子　
他

966

症例報告
低亜鉛母乳により後天性亜鉛欠乏症を来した
極低出生体重児の2例

都立大塚病院新生児科 高下　敦子　他 971

症例報告
妊娠中に喀血をきたした右肺動脈欠損症合併
妊娠の1例

神戸大学大学院医学研究科外
科系講座産科婦人科学分野

上中　美月　他 976

症例報告
持続透析を行った新生児高アンモニア血症の
3例

県立広島病院新生児科 木原　裕貴　他 981

症例報告 「早期母子接触実施の留意点」について 986
定款 994
評議員名簿 1007
専門医試験合格者一覧 1014
平成23年度決算報告および平成24年度予算 1015
総目次 1043
INDEX 1051
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