
種目 依頼原稿種目 論文名 研究機関 名前 頁

依頼原稿 特別講演1 パイロットが空から学んだ危機管理術 国際線機長 坂井　優基 963

依頼原稿 教育講演1
ウイルスの母子感染について－HBV，HCV を中
心に

名古屋市立大学大学
院医学研究科新生児・
小児医学分野

杉浦　時雄 965

依頼原稿 教育講演2 新生児疾患におけるサイトカイン
自治医科大学小児科
学

高橋　尚人 968

依頼原稿 教育講演3
Population-based study からみた神経予後不良
因子の検討

宮崎大学医学部産婦
人科

鮫島　浩 971

依頼原稿 教育講演4
新生児突然死の予防：タンデムマスによる早期
発見

島根大学医学部小児
科

山口　清次 973

依頼原稿 教育講演6 QOL を考えた新生児外科手術の進歩
九州大学大学院医学
研究院小児外科学分
野

田口　智章　他 977

依頼原稿
スペシャルシン
ポジウム

「突然のハイリスク分娩に対応可能な周産期・
新生児医療システムを構築する」 座長のまと
め

昭和大学医学部産婦
人科

岡井　崇　他 980

依頼原稿
スペシャルシン
ポジウム

産科救急のみでなく，脳出血などの一般救急症
を合併した妊婦に対応するためのシステム

国立循環器病センター
周産期科

池田　智明 981

依頼原稿
スペシャルシン
ポジウム

新生児外科の受け入れ態勢は十分か
大阪府立母子保健総
合医療センター小児外
科

窪田　昭男　他 984

依頼原稿
インタラクティブ
シンポジウム

｢周産期・新生児領域での医師確保と人的資源
の有効活用」　座長のまとめ

東京女子医科大学母
子総合医療センター

楠田　聡　他 987

依頼原稿
インタラクティブ
シンポジウム

若手産科医が生き生きと働く産科
国立病院機構長良医
療センター周産期診療
部

川鰭　市郎 991

依頼原稿
インタラクティブ
シンポジウム

産婦人科医小児科医が連携した医師養成プロ
グラム

宮崎大学医学部附属
病院総合周産期母子
医療センター

金子　政時 994

依頼原稿
インタラクティブ
シンポジウム

新生児医療での人材確保：こども病院からの三
つの提言

長野県立こども病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児科

中村　友彦　他 998

依頼原稿
インタラクティブ
シンポジウム

医師の確保　大学病院にできること
大阪大学医学部附属
病院総合周産期母子
医療センター

和田　和子　他 1001

依頼原稿 ワークショップ1 「出生前診断」　座長のまとめ
埼玉医科大学産婦人
科

板倉　敦夫　他 1004

依頼原稿 ワークショップ1
胎児期に発見される骨系統疾患のわが国にお
ける発症頻度

東北大学医学部産婦
人科

佐藤　尚明　他 1005

依頼原稿 ワークショップ1
胎児・新生児期に発症する疾患における遺伝子
診断の実際

順天堂大学浦安病院
小児科

寒竹　正人 1008

依頼原稿 ワークショップ1
当院におけるNuchal Translucency（NT）682症
例における検討

クリフム夫律子マタニ
ティクリニック臨床胎児
医学研究所

夫　　律子 1010

依頼原稿 ワークショップ2
「新たな妊婦健診体制の構築に向けて母子手
帳を考える～必要な母体・胎児情報は何か？
～」　座長のまとめ

東京女子医科大学母
子総合医療センター産
科

松田　義雄　他 1014

依頼原稿 ワークショップ2
基礎資料の収集にあたって～ケース・コホート
研究の重要性

群馬大学医学部保健
学科医療基礎学

林　邦彦 1015

依頼原稿 ワークショップ2 産科合併症の特性に関する研究
富山大学医学部産科
婦人科

塩㟢　有宏　他 1018

依頼原稿 ワークショップ2 胎児発育をどう評価するか 胎児医学研究所 篠塚　憲男 1021
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依頼原稿 ワークショップ3 「早産の予防」　座長のまとめ
北里大学医学部産婦
人科

海野　信也　他 1024

依頼原稿 ワークショップ3 岩手県における早産予防対策の効果
岩手医科大学総合周
産期母子医療センター
MFICU

福島　明宗　他 1025

依頼原稿 ワークショップ3
歯周病原因菌Porphyromonas gingivalis の早産
への関与

名古屋市立大学大学
院医学研究科産科婦
人科学

北折　珠央　他 1029

依頼原稿 ワークショップ3
当院での妊婦細菌性腟症への治療に関する検
討

社会保険相模野病院
周産期母子医療セン
ター

小野瀬　みどり
他

1032

依頼原稿 ワークショップ3
円錐切除後妊娠における頸管長と流早産，感
染所見の関連について

琉球大学医学部器官
病態医科学講座女性・
生殖医学分野

正本　仁　他 1034

依頼原稿 ワークショップ3
経産婦における妊娠中期の頸管長短縮過程と
分娩歴との関連に関する検討

福岡大学病院総合周
産期母子医療センター

吉里　俊幸　他 1037

依頼原稿 ワークショップ4 「切迫早産の治療」　座長のまとめ
浜松医科大学産科婦
人科

金山　尚裕　他 1040

依頼原稿 ワークショップ4
塩酸リトドリン・硫酸マグネシウム投与による母
体・新生児のカルシウム代謝への影響

新潟市民病院産婦人
科

倉林　工　他 1041

依頼原稿 ワークショップ4
切迫早産治療薬としてのニフェジピンの有効性
と安全性についての検討

山口大学大学院医学
系研究科産科婦人科
学

村田　晋　他 1045

依頼原稿 ワークショップ4
Long-term tocolysis の妊娠期間延長効果と経
過に関する検討

宮崎大学医学部産科
婦人科

川越　靖之　他 1048

依頼原稿 ワークショップ4
妊娠28週未満の胎胞形成症例の特徴と治療的
頸管縫縮術の成績

富山大学医学部産科
婦人科

米田　哲　他 1051

依頼原稿 ワークショップ5
2003-2005年に総合周産期母子医療センターに
入院した25週未満の児の慢性肺疾患の検討

大阪市立総合医療セン
ター新生児科「周産期
母子医療センターネット
ワーク」研究班

田中　裕子　他 1055

依頼原稿 ワークショップ5
当院における早期抜管・投与酸素濃度を意識し
た在胎26 週未満の呼吸管理状況についての検
討

青森県立中央病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児集中治療管
理部

池田　智文　他 1058

依頼原稿 ワークショップ5
総合周産期母子医療センターにおける慢性肺
疾患と胎盤絨毛膜羊膜炎との関係

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

佐藤　美保　他 1061

依頼原稿 ワークショップ5
極低出生体重児における慢性肺疾患と血清
HGFの関係

慶應義塾大学医学部
小児科周産期母子医
療センター新生児部門

北東　功　他 1067

依頼原稿 ワークショップ6 「呼吸管理」　座長のまとめ 岩手医科大学小児科 千田　勝一　他 1070

依頼原稿 ワークショップ6
当 セ ン タ ー に 於 け る 経 鼻 的 持 続 陽 圧 換 気
（NDPAP）使用の現状　早産児への使用

埼玉県立小児医療セン
ター未熟児新生児科

菅野　啓一　他 1071

依頼原稿 ワークショップ6
ステファニーの新たなバックアップモードによる
呼吸管理を行った超低出生体重児の5例

青森県立中央病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児集中治療管
理部

網塚　貴介　他 1074

依頼原稿 ワークショップ6
軽量で死腔量の少ないカプノグラフィーの有用
性に関する検討

長野県立こども病院総
合周産期母子医療セン
ター新生児科

廣間　武彦　他 1078

依頼原稿 ワークショップ6
新生児呼吸器管理の最適な加温加湿を求めて
～臨床における気管内チューブの温度低下～

久留米大学病院総合
周産期母子医療セン
ター

神田　洋　他 1083



依頼原稿 ワークショップ7 「新生児医療システム」　座長のまとめ
都立墨東病院周産期セ
ンター新生児科

渡辺　とよ子 1086

依頼原稿 ワークショップ7
2006年度の群馬県におけるハイリスク新生児医
療の現状に関する検討

群馬県立小児医療セン
ター新生児科

丸山　憲一　他 1087

依頼原稿 ワークショップ7
転院例の検討—NICU病床の有効利用のために
—

神奈川県立こども医療
センター新生児科

猪谷　泰史　他 1090

依頼原稿 ワークショップ7
当院でのDICU開設前後におけるNICU長期入院
児を取り巻く環境の変化について

鹿児島市立病院総合
周産期母子医療セン
ター新生児科

松井　貴子 1092

依頼原稿 ワークショップ7 NICU部門システムとNICU患者データベース
名古屋第一赤十字病
院総合周産期母子医
療センター新生児科

横塚　太郎　他 1095

依頼原稿 ワークショップ7 産科診療所における出張分娩立会
藤枝市立総合病院小
児科

伊東　充宏　他 1099

依頼原稿 ワークショップ8 「外科的消化管疾患」　座長のまとめ
順天堂大学医学部小
児外科

山髙　篤行　他 1101

依頼原稿 ワークショップ8
当科でのC型食道閉鎖症に対する胸腔鏡下手
術の経験

順天堂大学医学部小
児外科・小児泌尿生殖
器外科

下髙原　昭廣　他 1102

依頼原稿 ワークショップ8
当科にて経験した超低出生体重児の消化管穿
孔14例に関する検討

九州大学大学院医学
研究院小児外科学分
野

永田　公二　他 1104

依頼原稿 ワークショップ8
超低出生体重児の消化管穿孔に対する開腹手
術の手術侵襲と長期予後

神奈川県立こども医療
センター一般外科

武　　浩志　他 1108

依頼原稿 ワークショップ8
出生時に瘻孔を認めない直腸肛門奇形の病型
診断—直腸盲端穿刺造影法について—

自治医科大学小児外
科

馬場　勝尚　他 1112

依頼原稿 ワークショップ9 「癒着胎盤」　座長のまとめ
東京大学大学院医学
系研究科産婦人科

上妻　志郎　他 1114

依頼原稿 ワークショップ9
癒着胎盤に対する新しい術式の検討：妊孕性温
存を目指して

防衛医科大学校病院
産科婦人科

長谷川ゆり　他 1115

依頼原稿 ワークショップ9
前置／癒着胎盤への戦略：IABO（Intra-aortic
balloon occlusion）による出血量低減の試み

千葉大学医学部附属
病院周産期母性科

尾本　暁子　他 1118

依頼原稿 ワークショップ9
帝切既往のある前置胎盤の癒着胎盤発症リス
ク—前回帝切時子宮筋層縫合法との関連性—

名古屋大学医学部産
婦人科

杉山　知里　他 1121

依頼原稿 ワークショップ10 「妊娠高血圧」　座長のまとめ
日本医科大学武蔵小
杉病院産婦人科

朝倉　啓文　他 1124

依頼原稿 ワークショップ10
妊娠中の暫定的診断「妊娠蛋白尿」の病的意義
（第2報）

北海道大学病院産科・
周産母子センター

森川　守　他 1125

依頼原稿 ワークショップ10 RPLSを呈した重症妊娠高血圧症候群の検討
青森県立中央病院総
合周産期母子医療セン
ター

佐藤　秀平 1129

依頼原稿 ワークショップ10
葉酸＋ L- アルギニンサプリメントは妊娠高血
圧腎症の発症予防に有効か？

名古屋市立大学産科
婦人科

鈴木　佳克　他 1132

依頼原稿 ワークショップ11 「重症妊娠合併症」　座長のまとめ
三重大学大学院医学
系研究科生殖病態生
理学

佐川　典正　他 1135

依頼原稿 ワークショップ11 母体脳出血の背景と対応
北里大学病院総合周
産期母子医療センター

望月　純子　他 1137

依頼原稿 ワークショップ11 当院での母体救命産褥搬送の検討
名古屋第一赤十字病
院総合周産期母子医
療センター

古橋　円　他 1140

依頼原稿 ワークショップ12
「不育症の新たな原因探索と治療」 座長のまと
め

富山大学医学部産科
婦人科

齋藤　滋　他 1143

依頼原稿 ワークショップ12
本邦における不育症のリスク因子とその予後に
関する研究

富山大学産科婦人科 齋藤　滋　他 1144



依頼原稿 ワークショップ12
抗リン脂質抗体は産科異常，特に妊娠高血圧
症候群と関連する

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

山田　秀人 1149

依頼原稿 ワークショップ12
不育症に対するステロイド・アスピリン療法の評
価，特にステロイドの安全性について

東京大学医学部産科
婦人科学教室

山下　隆博　他 1152

依頼原稿 ワークショップ12 夫婦染色体異常と胎児染色体異常
国立成育医療センター
周産期診療部

小澤　伸晃　他 1155

依頼原稿 ワークショップ12 胎児・胎盤分化発育異常のエピジェネティクス
国立成育医療センター
研究所周産期病態研
究部

秦　健一郎 1159

依頼原稿 ワークショップ12 抑うつを伴う不育症患者のストレス
名古屋市立大学大学
院医学研究科精神・認
知・行動医学分野

中野　有美　他 1162

依頼原稿 ワークショップ13 「横隔膜ヘルニア」　座長のまとめ
鹿児島大学医学部・歯
学部附属病院

髙松　英夫　他 1165

依頼原稿 ワークショップ13
国立成育医療センタ－における先天性横隔膜
ヘルニア患者での難聴発症の現状

国立成育医療センター
周産期診療部新生児
科

中村　知夫 1166

依頼原稿 ワークショップ13
先天性横隔膜ヘルニア予後因子としての肺動
脈径と肺動脈血流の経時的測定の有用性

順天堂大学医学部小
児外科

岡崎　任晴　他 1169

依頼原稿 ワークショップ14 「感染対策」　座長のまとめ
愛知医科大学生殖・周
産期母子医療センター

二村　眞秀　他 1172

依頼原稿 ワークショップ14
当 院 NICU で 経 験 し た セ ラ チ ア 菌 （ Serratia
marcescens ）院内感染のアウトブレイクとその
対応

倉敷中央病院小児科 渡部　晋一　他 1173

依頼原稿 ワークショップ14
新生児感染症に対する超高速PCR装置を用い
た迅速診断法の開発（第1 報）

神戸大学大学院医学
研究科内科系講座小
児科学分野

森川　悟　他 1176

依頼原稿 ワークショップ15
新生児脳低温療法に関する臨床的検討 当セ
ンターにおける10年間の成績調査

埼玉県立小児医療セン
ター未熟児新生児科

清水　正樹　他 1179

依頼原稿 ワークショップ15
HIE に対する脳低温療法施行時の脳波と脳内
酸素摂取率，神経学的予後の検討

鹿児島市立病院総合
周産期母子医療セン
ター新生児科

徳久　琢也　他 1183

依頼原稿 ワークショップ15
新生仔豚を用いた新しい長期予後の検討可能
な新生児仮死モデルの作成

香川大学医学部附属
病院総合周産期母子
医療センター

安田　真之　他 1188

依頼原稿 ワークショップ15
低酸素性虚血性脳症の新生仔ブタモデルにお
けるFDGmcroPET を用いた画像解析

大阪市立大学大学院
医学研究科発達小児
医学

新宅　治夫　他 1192

依頼原稿 ワークショップ16 「新生児脳保護：IVH/PVL」　座長のまとめ
名古屋大学医学部附
属病院周産母子セン
ター

早川　昌弘　他 1196

依頼原稿 ワークショップ16
当センターNICU における26週未満のIVH 症例
の検討

大阪府立母子保健総
合医療センター新生児
科

細川　真一　他 1197

依頼原稿 ワークショップ16
脳保護を目指した在胎25週未満の超低出生体
重児の至適血圧の検討

神奈川県立こども医療
センター新生児科

豊島　勝昭 1201

依頼原稿 ワークショップ16 脳室周囲白質軟化症の新生児期脳波所見
名古屋大学大学院医
学研究科小児科学

城所　博之　他 1205

依頼原稿 ワークショップ16
実験的絨毛羊膜炎による脳室周囲白質軟化症
のラットモデル

杏林大学医学部小児
科

岡　明　他 1208

依頼原稿 ワークショップ17 「産科医療システム」　座長のまとめ
岡山大学大学院医歯
薬学総合研究科産科・
婦人科学教室

平松　祐司　他 1211

依頼原稿 ワークショップ17 栃木県周産期医療連携センターの活動報告
獨協医科大学病院総
合周産期母子医療セン
ター

渡辺　博　他 1212



依頼原稿 ワークショップ17
和歌山医療圏における周産期医療体制の再構
築

和歌山県立医科大学
総合周産期母子医療セ
ンター

南　佐和子 1215

依頼原稿 ワークショップ17 妊婦ヘリコプター搬送の現状
亀田総合病院産婦人
科

鈴木　真 1218

依頼原稿 ワークショップ17
母体緊急症例の搬送依頼を全例受け入れるこ
とによって生ずる問題点の検討

埼玉医科大学総合周
産期母子医療センター
母体胎児部門

松村　英祥　他 1221

依頼原稿 ワークショップ18 「胎児治療」　座長のまとめ
香川大学医学部母子
科学講座周産期学婦
人科学

秦　利之　他 1225

依頼原稿 ワークショップ18
双胎間輸血症候群に対するレーザー手術の治
療効果

国立成育医療センター
周産期診療部

左合　治彦　他 1226

依頼原稿 ワークショップ18
双胎児間輸血症候群に対する胎児鏡下胎盤吻
合血管レーザー凝固術による母体合併症

国立病院機構長良医
療センター

高橋　雄一郎　他 1229

依頼原稿 ワークショップ18
胎児鏡下レーザー凝固術の適応拡大に向けた
早期発症Selective IUGRの予後因子の検討

聖隷浜松病院総合周
産期母子医療センター
周産期科

石井　桂介　他 1231

依頼原稿 ワークショップ18
血液型不適合妊娠による胎児貧血に胎児腹腔
内免疫グロブリン療法（IFAC）は著効する

防衛医科大学校産科
婦人科

松田　秀雄　他 1233

依頼原稿 ワークショップ19 「倫理問題」　座長のまとめ
大阪府立母子保健総
合医療センター小児外
科

窪田　昭男　他 1237

依頼原稿 ワークショップ19 胎児治療の倫理と胎児治療法の臨床的評価
国立成育医療センター
周産期診療部

左合　治彦　他 1239

依頼原稿 ワークショップ19 在胎24 週未満の超早産児の分娩対応
都立墨東病院周産期セ
ンター新生児科

渡辺　とよ子　他 1241

依頼原稿 ワークショップ19
周産期医療における遺伝カウンセリング—当院
での取り組み—

大阪大学医学部附属
病院総合周産期母子
医療センター

和田　和子 1246

依頼原稿 ワークショップ19
当院における胎児期からの緩和ケアとグリーフ
ケアの取り組み

淀川キリスト教病院小
児科

和田　浩　他 1248

依頼原稿 ワークショップ19
医療者によるグリーフケア─ NICUにおける実
例から

大阪市立総合医療セン
ター新生児科

寺田　明佳　他 1251

依頼原稿 ワークショップ19 高齢初産における分娩リスクの検討
昭和大学医学部産婦
人科学教室

青木　弘子　他 1254

依頼原稿 ワークショップ20 「新生児内分泌」　座長のまとめ
群馬県赤十字血液セン
ター

小泉　武宣　他 1258

依頼原稿 ワークショップ20
極低出生体重児の甲状腺機能と発達予後の検
討─甲状腺ホルモン補充開始前の症例の検討
─

埼玉県立小児医療セン
ター未熟児新生児科

宮林　寛　他 1259

依頼原稿 ワークショップ20
急性期離脱後循環不全（晩期循環不全）におけ
る複数の診断基準の臨床的意義比較

加古川市民病院小児
科

村瀬　真紀　他 1264

依頼原稿 ワークショップ20
早産児の甲状腺機能低下症に対する甲状腺ホ
ルモン補充は晩期循環不全の誘因となる

久留米大学病院総合
周産期母子医療セン
ター新生児部門

岡田　純一郎　他 1268

依頼原稿 ワークショップ20
RAA 系ホルモンの動態からみた一絨毛膜性双
胎管理における体重差の意義

神戸大学大学院医学
研究科内科系講座小
児科学分野

藤岡　一路　他 1271

依頼原稿 ワークショップ20
SGA児とメタボリック・シンドロームのリスクにつ
いての検討─ SGA児の高血圧は幼児期から始
まるのか? ─

京都大学大学院医学
研究科発生発達医学
講座

河井　昌彦　他 1274

依頼原稿 ワークショップ21 「出生後のステロイド投与」　座長のまとめ 豊橋市民病院小児科 小山　典久　他 1276

依頼原稿 ワークショップ21
慢性肺疾患モデルラットに対する生後ステロイド
投与の影響

北海道大学病院産科・
周産母子センター

小西　祥平　他 1277

依頼原稿 ワークショップ21
30週以下の早産児における出生後早期の血中
ステロイドホルモン変化

慶應義塾大学病院小
児科

三輪　雅之 1280



依頼原稿 ワークショップ21
超早産児に対する出生後ステロイド投与の現状
と問題点

兵庫県立こども病院周
産期医療センター新生
児科

溝渕　雅巳　他 1282

依頼原稿 ワークショップ21
慢性肺疾患に対するハイドロコルチゾン補充療
法の長期予後に及ぼす影響

東京女子医科大学母
子総合医療センター新
生児部門

山崎　千佳 1286

依頼原稿 ワークショップ21
超低出生体重児へのハイドロコルチゾン長期内
服療法が乳児期の副腎機構に及ぼす影響

国立病院機構佐賀病
院母子医療センター小
児科

松尾　幸司　他 1290

総説
在胎33～35週で出生した児へのパリビズマブ投
与：産科医への情報提供も含めて

獨協医科大学医学部
小児科

鈴村　宏　他 1293

原著
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌（MRSA）感染が
原因と考えられた壊死性気管食道瘻の2 症例

大阪府立母子保健総
合医療センター新生児
科

南條　浩輝　他 1299

原著
Heating power法を用いた新生児の末梢循環血
液量経皮的測定装置の開発

東京女子医科大学母
子総合医療センター

青柳　裕之　他 1306

原著 胎児胸水に対する胎児治療の検討
国立成育医療センター
周産期診療部

三浦　裕美子　他 1311

原著
正期産における新生児一過性多呼吸の分娩様
式・分娩週数と臨床的検討

東京都立大塚病院新
生児科

岡田　真衣子　他 1317

原著
新生児蘇生法講習会受講者のセルフエフィカ
シーの変化に関する検討

財団法人田附興風会
医学研究所北野病院
小児科

水本　洋　他 1322

原著
当院における在胎23および24週台で出生した超
低出生体重児の臨床像

新潟市民病院総合周
産期母子医療センター
新生児科

山崎　肇　他 1328

原著
アルミ蒸着ポリエチレン断熱シートによる超早産
児の出生時低体温の予防

兵庫県立こども病院周
産期医療センター新生
児科

山口　由美　他 1333

原著 助産所からの母体搬送症例64例に関する検討
国立国際医療センター
戸山病院産婦人科

水主川　純　他 1339

原著
HBV垂直感染のリスク The risk of Mother-to-
Infant Transmission of Hepatitis B Virus

国立成育医療センター
周産期診療部産科

花岡　正智　他 1345

原著
和歌山県における後期死産の検討（2003-2007
年）

大阪府立母子保健総
合医療センター研究所
免疫部門

西原　正泰　他 1350

原著
超低出生体重児のミルクアレルギーと末梢血好
酸球の検討

国保松戸市立病院新
生児科

園田　結子　他 1355

原著
過去8年間の当院NICUにおける深在性カンジダ
症の検討

福岡大学病院総合母
子医療センター新生児
部門

太田　栄治　他 1361

原著
一次，二次施設を主体とした新生児蘇生法｢専
門｣コース受講者の意識調査～一次施設所属受
講者への「専門」コース開催の効果と問題点～

静岡済世会総合病院
小児科

杉浦　崇浩　他 1366

原著
当院におけるイレウス合併妊娠についての臨床
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

平久　進也　他 1373

原著
妊娠高血圧症候群妊婦における子宮内胎児発
育不全と血清サイトカイン濃度の関連

岩手医科大学総合周
産期母子医療センター

庄子　忠宏　他 1378

原著
不妊治療により出生した児の予後調査 第1報・
全症例の検討

愛育病院小児科 石井　のぞみ　他 1384

原著
不妊治療により出生した児の予後調査 第2報・
極低出生体重児の検討

愛育病院小児科 石井　のぞみ　他 1391

原著
新生児搬送を必要とした早発型B群溶連菌感染
症症例─臨床的特徴と搬送の問題点の検討─

愛知医科大学看護学
部

脇本　寛子　他 1398

原著
超低出生体重児における出生後の後負荷増大
に対する循環適応についての検討

淀川キリスト教病院小
児科

池上　等　他 1404



原著
妊婦のシートベルト，チャイルドシートに関する
実態調査

獨協医科大学産婦人
科

村越　友紀　他 1410

原著
独自の哺乳アセスメントならびに支援チャートを
用いての，新生児哺乳障害の評価と支援に関
する検討

長野県立こども病院リ
ハビリテーション科

木原　秀樹　他 1415

原著
単一臍帯動脈の発生機序の違いによる妊娠・
分娩背景の検討

昭和大学医学部産婦
人科学教室

長谷川　潤一　他 1424

原著
当施設における妊娠中の麻疹，風疹，水痘抗体
保有率の検討

国立成育医療センター
周産期診療部産科

花岡　正智　他 1429

原著
NT（Nuchal translucency）増高例における染色
体異常および染色体異常を伴わない先天異常
の発生率

自治医科大学総合周
産期母子医療センター

大丸　貴子　他 1432

原著
静岡県西部地域の一般産科施設における新生
児黄疸管理の現状

聖隷浜松病院総合周
産期母子医療センター
新生児部門

神農　英雄　他 1437

原著
豊橋市民病院における過去4年間の在胎22週
出生児の予後

豊橋市民病院小児科 杉浦　時雄　他 1443

原著
北海道における未受診妊婦の実態─分娩取り
扱い施設へのアンケート調査から（2008年）─

北海道大学 山田　俊　他 1448

原著
出生体重別にみた新生児の蛋白産生能と凝固
学的検査値の相関

産業医科大学小児科 高橋　大二郎　他 1456

症例報告
胎児期に腹部腫瘤で発見された処女膜閉鎖に
伴う腟水腫の一例

京都第一赤十字病院
新生児科

河北　亜希子　他 1461

症例報告 術前に診断し得た妊娠36週の嵌頓子宮の1例
JA 広島厚生連廣島総
合病院産婦人科

小出　千絵　他 1466

症例報告
二絨毛膜二羊膜双胎のうち第2子にB型肝炎母
子感染をした一例

奈良県立医科大学付
属病院母子周産期総
合医療センター新生児
集中治療部門

新居　育世　他 1471

症例報告
Campylobacter lari の子宮内感染により腸炎を
きたした1早産児例

福岡大学病院総合母
子医療センター新生児
部門

太田　栄治　他 1475

症例報告
新生児輸血に関して対応に苦慮した宗教的輸
血拒否妊婦の1例

秋田大学医学部附属
病院周産母子センター

鎌田　久美子　他 1478

症例報告
持続的血液透析療法で救命しえた新生児一過
性高アンモニア血症の1例

愛知県厚生連安城更
生病院小児科

北瀬　悠磨　他 1481

症例報告
胎児間輸血症候群を発症した一絨毛膜性品胎
の一例

京都第一赤十字病院
新生児科

林　藍　他 1485

症例報告
左中心後回に限局した梗塞を来たした新生児の
1例

京都第一赤十字病院
新生児科

諸戸　雅治　他 1490

症例報告 出生前診断しえた腹腔内気管支肺分画症の1例
さいたま市立病院産婦
人科

落合　大吾　他 1495

症例報告
妊娠中に羊水過多を来したOpitz G/BBB症候群
の1例

浜松医科大学小児科 大石　彰　他 1499

症例報告 バージャー病合併妊娠の一例
名古屋第二赤十字病
院産婦人科

山室　理　他 1505

症例報告
先天性乳び胸に対して，皮下からの末梢性リン
パドレナージを施行した1例

新潟大学医歯学総合
病院周産母子センター

臼田　東平　他 1510

速報
分娩進行中に新型インフルエンザ（パンデミック
（H1N1）2009）を発症した妊婦より出生した新生
児の1例─オセルタミビルの使用経験─

神戸大学大学院医学
研究科内科系講座小
児科学分野

森岡　一朗　他 1514
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