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依頼原稿：第49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
周産期医学は研究課題の宝庫−研究への誘
い

杏林大学医学部産科婦人科 岩下　光利 1143

依頼原稿 特別講演1 早期離乳と児への影響 麻布大学獣医学部 菊水　健史 1146

依頼原稿 特別講演2-2
バングラデシュでの海外協力を通して日本の
周産期医療を考える

淀川キリスト教病院産婦人科，
LAMB Hospital, Bangladesh

松村　栄恵 1150

依頼原稿 招請講演3 座長のまとめ
社会福祉法人恩賜財団母子愛
育会総合母子保健センター愛育
病院

岡井　崇 1152

依頼原稿 教育講演1 症例から展開する周産期研究 浜松医科大学産婦人科 金山　尚裕 1153

依頼原稿 教育講演1 座長のまとめ
国際医療福祉大学病院産婦人
科・周産期医療センター

松田　義雄 1157

依頼原稿 教育講演2 座長のまとめ
岩手医科大学医学部小児科学
講座

千田　勝一 1158

依頼原稿 教育講演3
妊娠高血圧症候群の発症病態：胎盤と母体
炎症反応の関与

広島大学産婦人科 工藤　美樹 1159

依頼原稿 教育講演3 座長のまとめ 日本大学医学部産婦人科 山本　樹生 1162

依頼原稿 教育講演4
胎児心拍数モニタリング講座−大事なサインを
見逃さない−

福島県立医科大学医学部産科
婦人科学教室

藤森　敬也 1163

依頼原稿 教育講演4 座長のまとめ 慈恵会医科大学産婦人科 大浦　訓章 1167

依頼原稿 教育講演5
新生児科医からみた胎児診断―超音波によ
る画像診断を中心に―

東邦大学医療センター大森病院
新生児科

与田　仁志 1168

依頼原稿 教育講演5 座長のまとめ
大阪府立母子保健総合医療セ
ンター新生児科

北島　博之 1171

依頼原稿 教育講演6
低酸素性虚血性脳症における脳循環・代謝の
病態生理とこれからの治療戦略

香川大学医学部小児科学 日下　隆　他 1172

依頼原稿 教育講演7
新生児低酸素性障害に対するプラズマ吸入
療法の基礎的検討

東京都市大学工学部医用工学
科

平田　孝道 1176

依頼原稿 教育講演7 座長のまとめ
東京都市大学工学部医用工学
科

森　晃 1178

依頼原稿 教育講演8
先天性心疾患を理解するための臨床心臓発
生学−心臓流出路の発生とその異常の新たな
概念−

慶應義塾大学医学部小児科 山岸　敬幸 1179

依頼原稿 教育講演9 出生前診断の何が問題か？ 長崎大学医学部産婦人科 増崎　英明 1183

依頼原稿 教育講演10 脳性麻痺の原因分析
社会福祉法人恩賜財団母子愛
育会総合母子保健センター愛育
病院

岡井　崇 1187

依頼原稿 教育講演11 新生児の傷の目立たない手術への挑戦
九州大学大学院小児外科学分
野

田口　智章　他 1190

依頼原稿 教育講演11 座長のまとめ 杏林大学医学部小児外科学 韮澤　融司 1196

原著
院外出生児の低体温療法：陸路と空路の搬
送法別検討

和歌山県立医科大学総合周産
期母子医療センターNICU1），同 
小児科2）

樋口　隆造　他 1197

原著
子宮頸部レーザー円錐切除術およびレー
ザー蒸散術後の妊娠に関する検討

聖隷浜松病院総合周産期母子
医療センター周産期科

新垣　達也　他 1202

原著 当院における妊娠41週を超える症例の検討 府中病院産婦人科 三橋　玉枝　他 1208

原著
極低出生体重児のNICU退院時における白質
Apparent Diffusion Coefficients（ADC）の特徴

県立広島病院新生児科 藤原　信　他 1215

原著
一絨毛膜二羊膜双胎妊娠における管理入院
の有用性についての検討

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

岩田　亜貴子　
他

1220

原著
当センターにおける予防的プロゲステロン治
療症例の臨床背景と妊娠経過

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

川口　晴菜　他 1224

原著 新生児逆搬送システムについての検討
宮崎県立延岡病院産婦人科・周
産期科

田中　博明　他 1231

原著
当院NICU入院児における在宅移行の変化に
関する検討

群馬県立小児医療センター新生
児科

市之宮　健二　
他

1235

原著
分娩中の胎児心拍数波形のレベル分類と分
娩直後の臍帯動脈血ガス分析値との関連性

藍野大学医療保健学部 菊池　瞳　他 1240

原著
分娩様式別，在胎36週以降の呼吸障害例の
検討

済生会山形済生病院小児科 下風　朋章　他 1247

原著
妊娠中のSystemic lupus erythematosus
（SLE）増悪とPIHの鑑別およびSLE増悪因子
の検討

横浜市大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

持丸　綾　他 1253

原著
新生児蘇生法講習会受講が救急救命士の周
産期領域の不安に与える影響に関する検討

公益財団法人天理よろづ相談
所病院産婦人科

住友　理浩　他 1258



原著
成人期を迎えた極低出生体重児の長期追跡
結果

聖隷浜松病院総合周産期母子
医療センター新生児科

廣瀬　悦子　他 1264

原著 急速羊水除去の安全性
聖隷浜松病院総合周産期母子
医療センター周産期科

横内　妙　他 1272

症例報告
胎動減少を契機に診断した妊娠関連発症劇
症1型糖尿病の1例

湘南鎌倉総合病院産婦人科 福田　貴則　他 1276

症例報告
交換輸血，低効率血液濾過透析（SLED）を繰
り返し施行し救命した全身型新生児単純ヘル
ペス感染症の1例

聖路加国際病院小児科 長沖　優子　他 1281

症例報告
大血管転位を合併し生後に診断された先天性
風疹症候群の1例

兵庫県立こども病院周産期医療
センター新生児科

藤岡　一路　他 1286

症例報告
母体腹部に外傷を認めずに児の死亡をきたし
た妊婦交通事故の一例

総合病院国保旭中央病院新生
児科

川戸　仁　他 1291

症例報告
胎児機能不全を伴う胎児母体間輸血症候群
に対して胎児輸血を行い妊娠継続できた1例

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

浮田　真吾　他 1295

症例報告
羊水過多を契機に診断された母体筋緊張性
ジストロフィーの一例（遺伝カウンセリングを含
めた検討）

越谷市立病院産婦人科 鈴木　敏史　他 1302

症例報告
羊水過多症，胎児貧血を合併した巨大胎盤血
管腫の1例

島根県立中央病院産婦人科 西村　淳一　他 1308

症例報告
カプノメータによる換気評価が有用であった
Ex-utero intrapartum treatment（EXIT）の1例

熊本大学大学院生命科学研究
部産科婦人科学

水溜　絵津子　
他

1313

症例報告
双胎の両児ともにMeckel–Gruber症候群を呈
した一絨毛膜二羊膜性双胎の一例

名古屋第一赤十字病院 伴　真由子　他 1320

症例報告
子宮内胎児死亡をきたし剖検で一過性骨髄
増殖症と考えられた1例

社会医療法人愛仁会千船病院
産婦人科

山下　勇樹　他 1225

症例報告
胎児期よりフォローし，自然治癒を認めた先天
性門脈体循環シャント合併のダウン症候群の
1例

東邦大学医療センター大森病院
新生児科

山﨑　晋　他 1330

症例報告
Near full-termの新生児に発症した壊死性腸
炎による結腸穿孔の1例

広島市立広島市民病院小児外
科

佐伯　勇　他 1336

症例報告
母体にアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬を投
与され，腹膜透析を必要とした無羊水症の1例

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター新生児科

豊　奈々絵　他 1341

症例報告
肺サーファクタント蛋白Ｃ遺伝子異常による先
天性肺胞蛋白症の1例

大分県立病院総合周産期母子
医療センター新生児科

小杉　雄二郎　
他

1346
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