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依頼原稿 レビュー 低出生体重児の消化管機能障害—疾患概念と病態— 大阪大学大学院外科学講座小児成育外科学 奥山　宏臣 1009

原著
双胎の予定帝王切開における新生児呼吸障害発症率の分娩週数による
比較検討

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター周産期
科

稲岡　直子 他 1018

原著
医学中央雑誌に掲載されたカンガルーケアに関する報告の本邦における
変遷

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 正木　　宏 他 1024

原著 当院における随時血糖陽性妊婦の周産期臨床像に関する後方視的検討
聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター周産期
科

飯田 智子 他 1031

原著 当院における前期破水後に妊娠28週未満で分娩に至った症例の検討 日本バプテスト病院産婦人科 多賀　敦子 他 1037

原著 30歳を迎えた極低出生体重児の長期追跡結果～結婚、出産について～
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 1042

原著
出生前硫酸マグネシウム投与の新生児早期合併症への影響：在胎28週か
ら在胎33週の早産児での検討

自治医科大学小児科 下澤　弘憲 他 1050

原著 非免疫性胎児水腫・腔水症18例の周産期予後に関しての検討 日本赤十字社医療センター産婦人科 本田　倫子 他 1057

原著 当科における妊婦健康診査未受診症例の検討 産業医科大学産婦人科 朝永 千春 他 1064

原著 出生前診断された胎児腹壁破裂症例の周産期予後 大阪府立母子保健総合医療センター産科 佐藤　由佳 他 1071

原著 Bianchi法による新生児・乳児胸部手術
地方独立行政法人広島市立病院機構広島市立広島
市民病院小児外科

今治　玲助 他 1076

原著 品胎妊娠の分娩週数に母体身長が及ぼす影響 国立病院機構岡山医療センター産婦人科 多田　克彦 他 1081

原著 分娩第3期の待機的管理と積極的管理の検討 群馬県立小児医療センター産科 日下田大輔 他 1087

原著
新妊娠糖尿病診断基準における、母体耐糖能異常を伴わないheavy for
date児の低血糖についての検討

さいたま赤十字病院小児科 川嶋　雄平 他 1092

原著 当院NICUにおける気管支鏡検査の検討 東京女子医科大学東医療センター新生児科 木原　裕貴 他 1097

原著 セミオープンシステムを利用した妊婦の満足度調査 横浜市立市民病院産婦人科 谷岡　沙紀 他 1103

原著 頻回のインドメタシン投与を必要とした未熟児動脈管長期開存症例の予後 愛媛県立中央病院新生児内科 海老原知博 他 1108

症例報告 妊娠中期の食欲不振から診断に至ったリンパ球性下垂体炎の2症例 富山大学大学院医学薬学研究部産科婦人科学教室 安田　一平 他 1115

症例報告 出生時からの呼吸障害が遷延した鎖骨頭蓋異形成症の1例 トヨタ記念病院小児科 駒井　円香 他 1121

症例報告 心室中隔欠損を有する出生体重382gの児に対する肺動脈絞扼術 国立成育医療研究センター心臓血管外科 八鍬　一貴 他 1125

症例報告 胎児脳室拡大を契機に診断された8トリソミーモザイクの一例 天使病院NICU科 野呂　　歩 他 1129

症例報告
母体全身性エリテマドーデスに関連した血球貪食性リンパ組織球症の新
生児例

宮城県立こども病院新生児科 桑名　翔大 他 1135

症例報告 妊娠関連赤芽球癆を発症した１例 公立八女総合病院産婦人科 清水　隆宏 他 1139

症例報告 当院で経験した周産期心筋症の4症例とその予後の検討 順天堂大学医学部附属順天堂静岡病院産婦人科 吉田惠美子 他 1144

症例報告
家族と胎児にとっての最善の方針とは？：われわれが経験したbody stalk
anomalyの1例

宇治徳洲会病院産婦人科 宮﨑のどか 他 1150

症例報告 帝王切開術時の癒着胎盤に対し待機療法に成功した2例 県立広島病院産科・婦人科 児玉　美穂 他 1156

症例報告
腸瘻閉鎖術後に完全母乳栄養によるmilk curd syndromeをきたした超低出
生体重児の1例

東京都立大塚病院新生児科 松井紗智子 他 1163

症例報告 子宮角部妊娠で胎児発育不全, 胎盤剥離困難を認めた2例 越谷市立病院産婦人科 小田理沙子 他 1168

症例報告
心肺停止で発見された、出生後早期のビタミンK欠乏性出血症による頭蓋
内出血の1例

トヨタ記念病院小児科 棚橋　義浩 他 1173

症例報告
胎児心室頻拍/TdPの抑制に硫酸マグネシウム投与が有効であった先天
性QT延長症候群の一例

榊原記念病院産婦人科 前田　佳紀 他 1177

症例報告
Mirror症候群増悪のために早期娩出を余儀なくされ児を救命できなかった
胎児水腫の１例

九州大学病院産科婦人科 安東　明子 他 1182

症例報告
高度の胎児発育遅延を呈したamyoplasia congenita disruptive sequenceの
1例

新潟市民病院総合周産期母子医療センタ－新生児
内科

山崎　　肇 他 1189

症例報告
塩酸リトドリン経口投与による横紋筋融解症が診断の端緒となった筋強直
性ジストロフィーの一例

名古屋第一赤十字病院産婦人科 夫馬　和也 他 1194

症例報告 重度の呼吸障害とPPHNを呈しECMOで救命し得た静脈管無形成の一例 大阪府立母子保健総合医療センター新生児科 木村　　丈 他 1199

症例報告 妊娠・産褥期に診断された脳腫瘍4例の臨床像 筑波大学医学医療系産科婦人科学 細川　義彦 他 1205

症例報告
上大静脈拡張を契機に出生前診断し得た孤立型総肺静脈還流異常症
（isolated TAPVR）Ⅰa型の一例

仙台市立病院産婦人科 田邉康次郎 他 1210

症例報告
精巣捻転との鑑別が困難であった新生児副腎出血に起因する陰嚢血腫の
一例

兵庫県立こども病院新生児科 和田　佳子 他 1216

症例報告
HLA抗体によって血小板低下が遷延した新生児同種免疫性血小板減少症
の一例

富山大学附属病院周産母子センター新生児部門 森　こずえ 他 1220

症例報告 出生前に診断された先天性鼻涙管囊胞の一例 熊本市立熊本市民病院産婦人科 藤真　理子 他 1224

症例報告
全前置胎盤における子宮内胎児死亡例に対して3次元超音波検査を用い
て待機的療法を行い良好な転帰を得た一例

大阪市立総合医療センター総合周産期母子医療セ
ンター産科

岡田　麻美 他 1228

症例報告 妊娠初期の梅毒スクリーニング検査で陰性だった早期先天梅毒の1例 JA尾道総合病院小児科 岩瀧真一郎 他 1234

1238

1239

1252

1258

1260

1290

1298

巻末

巻末

巻末

巻末

INDEX

投稿規定

誓約書

発表者の利益相反自己申告書

登録事項変更届

総目次

第52巻　第4号（平成28年12月 発行）

定款

評議員名簿

平成28年度「周産期専門医試験」「周産期専門医資格更新試験」「日本周産期・新生児医学会　認定外科医」合格者一覧

平成27年度決算報告および平成28年度予算

査読者一覧


