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依頼原稿：第50回日本周産期・新生児医学会学術集会記録
依頼原稿 シンポジウム1 座長のまとめ 東京女子医科大学小児外科 世川　修　他 1

依頼原稿 シンポジウム1
C型食道閉鎖症に対する胸腔鏡下手術：開胸
手術との比較検討

静岡県立こども病院小児外科 漆原　直人　他 2

依頼原稿 シンポジウム1
本邦における胸腔鏡下食道閉鎖症手術の現
況—多施設からのアンケート結果より—

胸腔鏡下食道閉鎖症手術グ
ループ

奥山　宏臣　他 6

依頼原稿 シンポジウム1
当院における胸腔鏡下食道閉鎖症根治術・胸
腔鏡下肺切除の経験と今後の展開

埼玉県立小児医療センター小児
外科

川嶋　寛　他 9

依頼原稿 シンポジウム1
胸腔鏡下食道閉鎖症手術及び肺切除術：当
科の経験

順天堂大学医学部小児外科 山高　篤行 12

依頼原稿 シンポジウム1
新生児，乳幼児における胸腔鏡下食道閉鎖
症手術と肺切除術

東京女子医科大学小児外科 世川　修 13

依頼原稿 シンポジウム2 座長のまとめ お茶の水女子大学大学院 篁　倫子　他 16

依頼原稿 シンポジウム2
極低出生体重児における発達障害診断の実
際と現状

東京女子医科大学小児科 平澤　恭子 17

依頼原稿 シンポジウム2
極低出生体重児，超低出生体重児に対する
早期介入プログラム：愛育病院と東京女子医
科大学の合同の取り組み

東京女子医科大学小児科 竹下　暁子 21

依頼原稿 シンポジウム2
ハイリスク児の発達特性とその特性を踏まえ
た育児支援活動の試み

順天堂大学医学部小児科・思春
期科

田中　恭子 24

依頼原稿 シンポジウム2
極低出生体重児の発達障害リスク児に対する
親子相互交流療法（PCIT）の臨床的有用性

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
クリニック小児精神保健科

細金　奈奈 29

依頼原稿 シンポジウム2
当センターにおける超低（低）出生体重児に対
する作業療法アプローチ

心身障害児総合医療療育セン
ター

佐々木　清子　
他

32

依頼原稿 シンポジウム3 座長まとめ
長野県立こども病院総合周産期
母子医療センター

中村　友彦　他 35

依頼原稿 シンポジウム3 行動発達から見た予後予測
長野県立こども病院リハビリ
テーション科

木原　秀樹 36

依頼原稿 シンポジウム3
新生児神経学的評価（Dubowitz）での発達予
後予測

金城大学医療健康学部 烏山　亜紀 39

依頼原稿 シンポジウム4
HIE抑制のための薬理学的子宮内治療戦略
の構築

東京女子医科大学八千代医療
センター母体胎児科・婦人科

正岡　直樹 42

依頼原稿 シンポジウム4
再出発から4年～Baby Cooling Japan低体温
療法登録事業から始まる世界戦略

日本周産期新生児学会蘇生療
法委員会Baby Cooling Japan事
務局

岩田　欧介　他 45

依頼原稿 シンポジウム4 自己臍帯血幹細胞移植
大阪市立大学大学院医学研究
科発達小児医学

新宅　治夫 49

依頼原稿 シンポジウム5 座長のまとめ
東京医科歯科大学難治疾患研
究所

佐田　文宏　他 53

依頼原稿 シンポジウム5 DOHaD研究の最近の流れ
早稲田大学総合研究機構研究
院

福岡　秀興 54

依頼原稿 シンポジウム5
周産期からみたDOHaD研究−長期的な臓器
特異的リモデリングの視点から−

浜松医科大学附属病院周産母
子センター

伊東　宏晃 55

依頼原稿 シンポジウム5 早産児の栄養管理とDOHaD 昭和大学医学部小児科学講座 中野　有也 59

依頼原稿 シンポジウム5 出生ゲノムコホートの現状と展望
東京医科歯科大学難治疾患研
究所

佐田　文宏 63

依頼原稿 シンポジウム6
胎児期に四肢短縮を指摘された骨系統疾患
の児の周産期臨床像

兵庫県立こども病院周産期医療
センター新生児科

和田　佳子　他 66

依頼原稿 シンポジウム7 座長のまとめ 昭和大学医学部小児科
板橋　家頭夫　
他

69

依頼原稿 シンポジウム7 HTLV-1キャリア外来の現状と課題
東京大学医科学研究所附属病
院血液腫瘍内科

内丸　薫 70

依頼原稿 シンポジウム7
HTLV-1キャリア妊婦支援のための臨床心理
士の役割

佐賀大学医学部附属病院検査
部

柘植　薫 73

依頼原稿 シンポジウム7 鹿児島県におけるHTLV-1母子感染予防対策
鹿児島大学大学院医歯学総合
研究科離島へき地医療人育成
センター

根路銘　安仁 76

依頼原稿 シンポジウム7 HTLV-1母子感染対策協議会の役割と運営
富山大学大学院医学薬学研究
部産科婦人科

齋藤　滋 79

依頼原稿 シンポジウム7
HTLV-1母子感染予防のための乳汁栄養の
選択とその問題点

昭和大学医学部小児科学講座 板橋　家頭夫 83

依頼原稿 シンポジウム8 座長のまとめ
東京女子医科大学循環器小児
科

石井　徹子　他 85

依頼原稿 シンポジウム8
新生児科とともにチームを組む小児循環器科
医が，新生児科の先生方とともに考えたい先
天性心疾患の診断・治療のポイント

埼玉医科大学総合医療センター
小児循環器科

増谷　聡 86



依頼原稿 シンポジウム9 座長まとめ
東京女子医科大学八千代医療
センター小児外科

幸地　克憲　他 89

依頼原稿 シンポジウム9
心疾患を有する先天性外科疾患新生児に対
する至適手術時期の検討

神奈川県立こども医療センター
一般外科

望月　響子　他 90

依頼原稿 シンポジウム9
外科的多発奇形に対する手術のタイミングと
順番

東京女子医科大学八千代医療
センター小児外科

松岡　亜記　他 94

依頼原稿 シンポジウム9
外科的多発奇形を合併する先天性食道閉鎖
症の治療戦略

国立成育医療研究センター臓
器・運動器病態外科部外科

渕本　康史　他 97

依頼原稿 シンポジウム9
当科における心疾患合併新生児小児外科手
術症例の検討

東北大学医学系研究科小児外
科学分野

佐々木　英之　
他

100

依頼原稿
シンポジウム
10

座長のまとめ
福島県立医科大学医学部産科
婦人科学講座

藤森　敬也　他 103

依頼原稿
シンポジウム
10

糖尿病をもつ未来のおかあさん
東京女子医科大学糖尿病セン
ター・東京女子医科大学内科学
（第三）講座

内潟　安子 104

依頼原稿
シンポジウム
10

母子相関の観点よりの妊娠時の甲状腺疾患
の管理

東京女子医科大学第二内科 磯崎　収 108

依頼原稿
シンポジウム
10

母子相関の観点から合併症妊娠を考える—膠
原病—

順天堂大学医学部附属浦安病
院産婦人科

吉田　幸洋 111

依頼原稿
シンポジウム
11

座長のまとめ 埼玉医科大学病院産婦人科 亀井　良政　他 115

依頼原稿
シンポジウム
11

「連携大学院」という新たな取り組み
東北大学大学院医学系研究科
先進成育医学講座胎児医学分
野

室本　仁　他 116

依頼原稿
シンポジウム
11

産科医療における女性医師の継続的就労に
関わる諸問題について

東京大学医学部附属病院女性
診療科・産科

河合　有希 119

依頼原稿
シンポジウム
11

男性新生児科（小児科）医師の立場から未来
の新生児医療に対する提言

岐阜県総合医療センター新生児
内科

山本　裕 122

依頼原稿
シンポジウム
11

これからの周産期医療に望むこと～女性新生
児科（小児科）医師の立場から～

大阪市立大学大学院医学研究
科発達小児医学

齊藤　三佳 125

依頼原稿
シンポジウム
12

座長のまとめ
「新生児の痛みの軽減を目指し
たケア」ガイドライン作成委員会

横尾　京子　他 128

依頼原稿
シンポジウム
12

NICUに入院している新生児の痛みのケア基
盤

広島大学大学院医歯薬保健学
研究院

小澤　未緒 129

依頼原稿
シンポジウム
12

NICUに入院している新生児の痛みの評価法 県立広島病院新生児科 福原　里恵 131

依頼原稿
シンポジウム
12

NICUに入院している新生児の痛みの非薬理
的緩和法

愛知医科大学生殖・周産期母子
医療センター

山田　恭聖　他 135

依頼原稿
禁煙シンポジ
ウム

忙しい産婦人科・新生児科医が出来る禁煙支
援のチーム作り（産前編）

元中村診療所小児科／受動喫
煙から子どもを守る小児科医師
の会

中川　常郎　他 144

依頼原稿
ワークショップ
1

座長のまとめ
国立感染症研究所感染症疫学
センター

多屋　馨子　他 160

依頼原稿
ワークショップ
2

座長のまとめ
大分県立病院総合周産期母子
医療センター

佐藤　昌司　他 162

依頼原稿
ワークショップ
3

座長のまとめ 公益社団法人日本助産師会 葛西　圭子　他 163

依頼原稿
ワークショップ
5

座長のまとめ 鹿児島市立病院産婦人科 上塘　正人　他 164

依頼原稿
ワークショップ
6

座長のまとめ
東京都立小児総合医療センター
新生児科

近藤　昌敏　他 165

依頼原稿
ワークショップ
7

座長のまとめ 葛飾赤十字産院
三石　知左子　
他

166

依頼原稿
ワークショップ
8

座長のまとめ 北里大学病院 海野　信也　他 167

依頼原稿
ワークショップ
9

座長のまとめ
大分県立病院総合周産期母子
医療センター

佐藤　昌司　他 168

依頼原稿
ワークショップ
10

座長のまとめ
母子愛育会総合母子保健セン
ター愛育病院

中林　正雄　他 169

依頼原稿
ワークショップ
11

座長のまとめ
東邦大学医療センター大森病院
新生児科

与田　仁志　他 170

依頼原稿
ワークショップ
12

座長のまとめ
東京女子医科大学母子総合医
療センター新生児医学科

戸津　五月　他 172

依頼原稿
ワークショップ
13

座長のまとめ 新潟大学地域医療教育センター 和田　雅樹　他 174

依頼原稿
ワークショップ
14

座長のまとめ エバラこどもクリニック 江原　伯陽　他 176

依頼原稿
ワークショップ
15

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

白石　淳　他 179



原著
分娩中の一過性徐脈のパターンと分娩直後
の臍帯動脈血分析値に関する検討

藍野大学医療保健学部 菊池　瞳　他 180

原著
新生児インスリン療法における界面活性剤含
有ビタミン剤の使用―血糖コントロールにおけ
る有効性の検討

茨城県立こども病院新生児科 吾郷　耕彦　他 186

原著
超低出生体重児における後天性気道病変合
併と気管挿管中のCRP値

市立札幌病院新生児内科 野呂　歩　他 191

原著
妊婦のアセトアミノフェン（Ace）使用と胎児動
脈管閉鎖（PCDA）に関する後方視的検討

福井県立病院診療部産婦人科 牧　尉太　他 198

原著
当院における新生児集中治療室での臨床遺
伝専門医の役割

獨協医科大学小児科 鈴村　宏　他 204

原著
単一周産期センターにおける精神疾患合併妊
婦の10年間の後方視的検討

国立成育医療研究センター周産
期・母性診療センター産科

菱川　賢志　他 210

原著
当院における超低出生体重児の遷延性の黄
疸に関する検討

豊橋市民病院小児科 山田　崇春　他 215

原著 分娩における自己血輸血に関する検討
杏林大学医学部産婦人科学教
室

和地　祐一　他 221

原著
生後早期静脈栄養と血中アンモニア値に関す
る検討

昭和大学医学部小児科学講座 鈴木　学　他 227

原著
低出生体重児のアンピシリン耐性大腸菌敗血
症の現状－群馬県における調査

群馬県立小児医療センター新生
児科

小泉　亜矢　他 234

原著
成功率と安全性向上を目指した双胎経腟分
娩管理法の検討

公益財団法人大原記念倉敷中
央医療機構倉敷中央病院産婦
人科

伊尾　紳吾　他 241

原著
Postpartum hemorrhageに対してBakriバルー
ンを使用した23症例の検討

兵庫県立西宮病院産婦人科 橘　陽介　他 248

原著
安心・安全な早期母子接触に向けての取り組
み

国立病院機構弘前病院小児科
野村　由美子　
他

254

原著 胎児診断された期外収縮の自然歴
国立循環器病研究センター周産
期・婦人科

丸岡　寛　他 262

症例報告
胎便吸引症候群に合併したカンジダ肺炎の1
例

小牧市民病院小児科 本田　茂　他 267

症例報告 自然退縮した先天性副腎腫瘤の一例
国立病院機構別府医療センター
小児科

森吉　研輔　他 272

症例報告
左心不全による肺出血と遷延する肺高血圧を
合併した胎児期卵円孔閉鎖の1例

熊本大学医学部附属病院小児
科

田仲　健一　他 277

症例報告
顔面を含む胎児形態と心拍を有したため無頭
蓋症との鑑別に難渋したTRAP sequenceの一
例

東京都立広尾病院産婦人科 山田　美貴　他 283

症例報告
3D超音波断層法が出生前診断に有用であっ
た後頭孔脳脱出症の1例

熊本大学大学院生命科学研究
部産科婦人科学

値賀　正彦　他 288

症例報告 遺伝性血管性浮腫合併妊娠の一例
愛媛大学大学院医学系研究科
医学専攻産科婦人科

近藤　恵美　他 293

症例報告
品胎妊娠における二児流産後にCAOSを併発
し生児を得た一例

聖マリアンナ医科大学産婦人科
学

鈴木　季美枝　
他

297

症例報告
網膜色素異常，嚢胞性腎疾患，後頭部脳瘤，
水頭症を伴ったJoubert症候群類縁疾患の1
例

群馬県立小児医療センター新生
児科

井上　文孝　他 302

症例報告
術後腸管不全合併肝障害に対してω3系脂肪
製剤を使用した超低出生体重児の2例

東京大学医学部附属病院小児
科

設楽　佳彦　他 306

症例報告
当院における妊娠中付属器茎捻転の5症例の
検討

大阪市立住吉市民病院 柳井　咲花　他 313

症例報告
集学的管理により生児を得た膵臓癌合併妊
娠の1例

聖マリアンナ医科大学産婦人科
学

山下　有美　他 318

症例報告
胎便吸引症候群と遷延性肺高血圧症を合併
した腹壁破裂の1例

福島県立医科大学総合周産期
母子医療センター新生児部門

前田　創　他 324

症例報告
両側性の裂手裂足異常症をみとめた一絨毛
膜二羊膜双胎例

武蔵野赤十字病院新生児科 畠中　大輔　他 330

症例報告
超低出生体重児の慢性期呼吸管理における
NAVAの有用性

福田病院新生児科
高橋　大二郎　
他

334
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