
種目 依頼原稿種目 論文名 研究機関 名前 頁

依頼原稿 レビュー 早産児の黄疸管理〜新しい管理方法と治療基準の考案 神戸大学大学院医学研究科小児科学分野 森岡　一朗　他 1

総説 新生児の呼吸抑制 奈良県総合医療センター新生児集中治療室 箕輪　秀樹 10

原著
産科的あるいは社会的な母体背景が，母乳率にどのよう
に影響するか？

ベルランド総合病院産婦人科 濵田　真一 17

原著 当院における鉗子分娩例の検討 九州大学病院産科婦人科 池之上李都子　他 23

原著 当院で出生したSGA児の産科因子に関する検討 国立病院機構仙台医療センター産婦人科 工藤多佳子　他 30

原著
当院NICUを退院した極低出生体重児のフォローアップの
現状と課題

京都第一赤十字病院新生児科 林　　藍　他 36

原著
メンタルヘルスに問題がある妊産婦の頻度と社会的背景
に関する研究

日本医科大学産婦人科 中井章人　他 43

原著 もやもや病合併妊娠は帝王切開の適応か
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能
展開医学系産婦人科学講座

富樫嘉津恵　他 50

原著
産科における新生児管理の実態と管理中の急変症例に関
する調査

名古屋第一赤十字病院小児科 大城　　誠　他 57

原著
胎盤辺縁が内子宮口から2cm以内の低置胎盤症例における
予定分娩様式と周産期予後

大阪府立母子保健総合医療センター産科 神田　昌子　他 64

原著
精神疾患合併妊婦の支援における問題点と当院の取り組
み

奈良県総合医療センター新生児集中治療室 扇谷　綾子　他 71

原著
NICU自動化面会管理支援システムプログラムの開発につ
いて

川崎医科大学新生児科学 川本　　豊 77

原著
腰椎麻酔下帝王切開術後における高アミラーゼ血症に対
する予測因子の後方視的検討

地域医療機能推進機構大和郡山病院産婦人
科

大西　俊介　他 83

原著
新生児領域でのHeated	humidified	high	flow	nasal
cannulaの導入基準の検討—当院における使用経験を踏ま
えて−

名古屋第二赤十字病院小児科 加藤　　晋　他 88

原著 当院における肝移植後妊娠5症例10妊娠の転帰 広島大学病院産科婦人科 寺脇奈緒子　他 93

原著 山口県の妊婦における葉酸に関する知識の調査 山口県立総合医療センター産婦人科 佐世　正勝　他 99

原著
本邦における母体救急搬送体制の現状：一次医療施設と
高次医療施設の連携状況に関する全国周産期医療協議会
対象調査

大野レディスクリニック 大野　泰正　他 104

原著
松本広域医療圏における新たな周産期医療提供体制の評
価

信州大学医学部保健学科小児・母性看護学
領域

金井　　誠　他 116

原著
胎児超音波検査にてCPAMを疑われた症例における胎児MRI
の意義

筑波大産婦人科 森　　悠樹　他 122

原著 岐阜県における新生児黄疸管理の現状と課題 岐阜県立多治見病院小児科 長柄　俊佑　他 127

症例報告
NICU退院後に顕在化し，早期のプロプラノロール内服療
法が奏功した声門下血管腫の1例

産業医科大学小児科 清水　大輔　他 132

症例報告
出生後に異なる呼吸機能を呈した fetal akinesia
deformation	sequence	(FADS)	の2例

長野県立こども病院総合周産期母子医療セ
ンター産科

瀬山　貴博　他 137

症例報告 妊娠21週で多発肝梗塞を発症したSLE合併妊娠の1例 和歌山県立医科大学産科婦人科学教室 島　佳奈子　他 142

症例報告
待機的管理を行った全前置胎盤合併子宮内胎児死亡の一
例

横浜市立市民病院産婦人科 中村　祐子　他 146

症例報告
妊 娠 を 契 機 と し て 血 栓 性 血 小 板 減少 性紫 斑病
（Thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP）を発症
した,	全身性エリテマトーデス（SLE）合併妊婦の一例

名古屋第二赤十字病院産婦人科 丸山万理子　他 150

症例報告 出生時の気管挿管確認に超音波検査が有用だった2例 茨城県立こども病院新生児科 竹内　秀輔　他 156

症例報告 臍帯血管血栓症を認めた新生児仮死の1例 武蔵野赤十字病院新生児科 髙橋　秀弘　他 160

症例報告
重度の形成異常による重症型の先天性甲状腺機能低下症
を発症したoculo-auriculo-vertebral	spectrumの1例

新潟市民病院総合周産期母子医療センター
新生児内科

山崎　　肇　他 166

症例報告 帝王切開術後に好酸球性筋膜炎を発症した一例 愛仁会千船病院産婦人科 宮地　真帆　他 171

症例報告 胎児に多発性嚢胞腎が疑われた3例 日本赤十字社医療センター産婦人科 大里　文乃　他 175

症例報告
分娩時に子宮腟部の全周性脱落をきたした症例の分娩後
MRI	所見の推移に関する検討

独立行政法人国立病院機構京都医療セン
ター産科婦人科

中木　絢子　他 180

症例報告 授乳がフレカイニドの消化管吸収を阻害した新生児の1例 北里大学医学部小児科 横関祐一郎　他 185

症例報告 3か所の神経管閉鎖障害の合併を認めた新生児の一例
熊本市民病院総合周産期母子医療センター
新生児内科

橘　　秀和　他 191

症例報告
先天性アンチトロンビン欠乏症の1卵性双胎姉妹における
4分娩例

名古屋第二赤十字病院産婦人科 安田　裕香　他 197

症例報告
胎児超音波・MRI検査により先天性肺リンパ管拡張症と診
断した1例

独立行政法人地域医療機能推進機構(JCHO)
九州病院小児科

横田　千恵　他 202

症例報告 胎児期に消化管アレルギーを発症した妊娠の一例
神戸市立医療センター中央市民病院産婦人
科

山添紗恵子　他 206

症例報告
反復したPena-Shokeir症候群の出産後に健常児を得た一
例

兵庫医科大学病院産科婦人科 上東真理子　他 211

症例報告
超音波検査で診断できた新生児上腕骨近位骨端線離開の1
例

茨城県立こども病院新生児科 永藤　元道　他 215

症例報告 生児を得た長期血液透析中1型糖尿病合併妊娠の1例 九州大学病院産科婦人科 中村友里恵　他 219

症例報告
脊髄くも膜下麻酔下緊急帝王切開術後に，急性硬膜下血
腫を発症した一例

社会医療法人愛仁会千船病院 成田　　萌　他 223
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症例報告
胎児期の初発症状が心臓腫瘍ではなかった結節性硬化症
の2症例

愛媛県立中央病院産婦人科 横山　真紀　他 228

症例報告 周産期良性型Hypophosphatasiaの1例
久留米大学病院総合周産期母子医療セン
ター

藤田　智之　他 233

症例報告
大動脈縮窄症を合併した45,X/46,X,r(Y)混合性性腺異形
成症の1例

宮城県立こども病院新生児科 大内　勇児　他 239

症例報告
供血児に頭蓋内出血および腎機能障害を発症し新生児死
亡に至ったacute	peripartum	TTTSの1例

慶應義塾大学医学部産婦人科 遠藤　豊英　他 244

Letter	to
the
Editor

偽性Bartter症候群合併妊娠で妊娠中母体へのカリウム製
剤の補充は新生児の予後を改善する

市立奈良病院産婦人科 延原　一朗　他 249
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