
種目 依頼原稿種目 論文名 研究機関 名前 頁

依頼原稿 会長講演
小さないのちを救い，大きなみらいを支える－
EBMとNBM－ Save a Small Life, Support a Big
Future：by EBM and NBM

大阪府立母子保健総合
医療センター小児外科

窪田　昭男 907

依頼原稿 特別講演 ひとりの苦しめられた子供の一滴の涙 作家 大江　健三郎 910

依頼原稿 特別講演 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 911

依頼原稿 招待講演 子どもの頃にもらってきたもの 児童文学作家 宮川　ひろ 913

依頼原稿 招待講演 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 915

依頼原稿 教育講演１ 小さないのちへの医療侵襲とこころの発達
大阪府立母子保健総合
医療センター発達小児
科顧問

小林　美智子 916

依頼原稿 教育講演2 「Fetal Palliative Care」　座長のまとめ
淀川キリスト教病院小
児科

船戸　正久 923

依頼原稿 教育講演3

日本の文化，価値観を基にした生命倫理を考え
る―重症障害新生児医療を巡って―Bioethical
Concern Based on the Japanese Consideration
of Culture and Value － Care of Critically Ill
Newborn－

熊本大学名誉教授・北
海道医療大学名誉教授

松田　一郎 924

依頼原稿 教育講演5
「 Therapeutic Potential of Human Umbilical
Cord Blood Derived Mesenchymal Stem Cells in
Bronchopulmonary Dysplasia」　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 933

依頼原稿 教育講演7
「The Role of Laparoscopy in the Management
of Necrotising Enterocolitis － Advances in
Neonatal Laparoscopic Surgery」　座長のまとめ

順天堂大学医学部小児
外科

山高　篤行 934

依頼原稿 要望演題 「胎児治療の新しい展望」　座長のまとめ
聖隷浜松病院総合周産
期母子医療センター周
産期科

村越　毅　他 935

依頼原稿 要望演題 「新生児手術の新しい展望」　座長のまとめ
静岡県立こども病院小
児外科

長谷川　史郎　他 936

依頼原稿 要望演題
「Long gap食道閉鎖症に対する治療戦略と予
後」　座長のまとめ

昭和大学医学部外科学
講座小児外科学部門

土岐　彰　他 937

依頼原稿 シンポジウム1
「Small for Gestational Age（SGA）の病態と予
防」　座長のまとめ

昭和大学医学部小児科 板橋　家頭夫　他 938

依頼原稿 シンポジウム1 周産期データベースの解析からみたSGA 胎児医学研究所 篠塚　憲男　他 939

依頼原稿 シンポジウム1
DOHaD：臨床の視点から―Barker仮説：どうして
心疾患なのか？―

浜松医科大学周産母子
センター

伊東　宏晃 943

依頼原稿 シンポジウム1 SGA児の予後 昭和大学医学部小児科 板橋　家頭夫 949

依頼原稿 シンポジウム1 母子健康手帳とバースコホート
東京女子医科大学母子
総合医療センター

松田　義雄 952

依頼原稿 シンポジウム1
「子どもの健康と環境に関する全国調査」（エコ
チル調査）の概要

独立行政法人国立環境
研究所

新田　裕史 955

依頼原稿 シンポジウム2 「周産期からの虐待予防」　座長のまとめ
慶応義塾大学医学部小
児科

渡辺　久子　他 958

依頼原稿 シンポジウム2 なぜ虐待するのか？
筑波大学大学院人間総
合科学研究科

宮本　信也 963
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依頼原稿 シンポジウム2
高次周産期センターからみた虐待リスクと予防
－自然分娩が如何に必要か

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 966

依頼原稿 シンポジウム2 周産期からの虐待予防 高知県中央児童相談所 澤田　敬 969

依頼原稿 シンポジウム2 妊産婦からの関わり
高知県四万十市 菊地
産婦人科医院 助産師

濱田　晶子 973

依頼原稿 シンポジウム2 お母さんからのメッセージ 大澤　真生 976

依頼原稿 シンポジウム2 虐待は予防可能か クリニック おぐら 小倉　清 978

依頼原稿 シンポジウム2 The Nurse-Family Partnership
Department of
Pediatrics, University of
Colorado at Denver

David Olds 980

依頼原稿 シンポジウム3 「周産期医療と再生医療」　座長のまとめ
国立循環器病研究セン
ター産婦人科

池田　智明　他 983

依頼原稿 シンポジウム3 再生医療の小児外科領域への展開
筑波大学臨床医学系小
児外科

小室　広昭 985

依頼原稿 シンポジウム3 Tissue engineered adrenal gland

Tissue engineering and
regenerative medicine,
Brigham and Women's
Hospital, Harvard
Medical School

古田　繁行　他 989

依頼原稿 シンポジウム3
小児外科における再生医療―足場を用いない
気管軟骨再生の試みと境界領域としての臓器
再建医療―

大阪大学大学院医学系
研究科小児成育外科

谷　岳人　他 993

依頼原稿 シンポジウム3
腸管神経再生治療の実験的検討―胎仔無神経
節腸管への神経堤幹細胞移植―

慶應義塾大学医学部小
児外科

下島　直樹　他 997

依頼原稿 シンポジウム3
循環器系疾患における卵膜由来間葉系幹細胞
の応用

国立循環器病研究セン
ター周産期科婦人科

桂木　真司　他 1001

依頼原稿 シンポジウム3
産婦人科医療と再生医療ソース －ヒト子宮由
来幹細胞－

慶應義塾大学医学部産
婦人科学

丸山　哲夫 1008

依頼原稿 シンポジウム4 「母体救命救急の限界」　座長のまとめ
大阪大学大学院医学系
研究科産科学婦人科学
教室

木村　正　他 1011

依頼原稿 シンポジウム4
過去25年間に経験した妊産婦死亡例の臨床的
検討

日本医科大学千葉北総
病院女性診療科・産科

米山　剛一　他 1012

依頼原稿 シンポジウム4 重症管理を要した産科症例の検討 倉敷中央病院産婦人科 内田　崇史　他 1015

依頼原稿 シンポジウム4
愛知県における輸血を要した産科大量出血の
実態調査

名古屋大学医学部産婦
人科

早川　博生　他 1019

依頼原稿 シンポジウム4 当院における妊産婦死亡の検討と提言
防衛医科大学校産科婦
人科

長谷川　ゆり　他 1022

依頼原稿 シンポジウム4
救急救命士へのアンケート調査～茨城県の救
急の現場における周産期搬送の現状と要望に
ついて～

筑波大学小児科 宮園　弥生 1025

依頼原稿 シンポジウム5 「胎児診断と倫理」　座長のまとめ
富山大学医学部産科婦
人科

齋藤　滋　他 1028

依頼原稿 シンポジウム5 出生前診断についてのアンケート報告
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 1029

依頼原稿 シンポジウム5
アンケートに対するインタラクティブディスカッ
ションとコメント

大分県立病院総合周産
期母子医療センター新
生児科

飯田　浩一 1032

依頼原稿 シンポジウム5 胎児胸水の1例
国立成育医療センター
周産期診療部

左合　治彦　他 1034



依頼原稿 シンポジウム5 18トリソミーが疑われた症例
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 1037

依頼原稿 シンポジウム6 「壊死性腸炎の病因と予防」　座長のまとめ
大阪市立総合医療セン
ター

市場　博幸　他 1039

依頼原稿 シンポジウム6
ラット胎児NECモデル（n-3PUFA投与による予防
の可能性）

順天堂大学医学部小児
科

大塚　宜一 1040

依頼原稿 シンポジウム6 細胞増殖因子（Growth factor）とNEC
大阪市立総合医療セン
ター

市場　博幸 1045

依頼原稿 シンポジウム6
壊死性腸炎における交換輸血前後のサイトカイ
ンプロファイリング

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　他 1047

依頼原稿 シンポジウム7
「胎児診断された胎児形態異常の長期的予後
からみた至適分娩時期」　座長のまとめ

近畿大学医学部奈良病
院小児外科

米倉　竹夫　他 1050

依頼原稿 シンポジウム7
胎児診断された先天性中枢神経疾患の至適分
娩時期及び分娩方法に関する検討

宮城県立こども病院脳
神経外科

白根　礼造　他 1052

依頼原稿 シンポジウム7
羊水過少を伴った重症先天性尿路通過障害の
腎機能・下部尿路機能予後

大阪府立母子保健総合
医療センター泌尿器科

松井　太　他 1056

依頼原稿 シンポジウム7
胎児先天性肺嚢胞性疾患（特にCCAM）の周産
期管理と予後に関する検討

国立成育医療センター
周産期診療部

左合　治彦　他 1060

依頼原稿 シンポジウム7 出生前診断された腫瘍性疾患の至適分娩時期
国立成育医療研究セン
ター外科

黒田　達夫　他 1063

依頼原稿 シンポジウム7
胎児診断を受けた先天性心疾患の出生後の対
応からみた至適分娩時期

大阪府立母子保健総合
医療センター小児循環
器科

稲村　昇　他 1067

依頼原稿 シンポジウム7
胎児診断により出生直後から治療し得た先天性
横隔膜ヘルニアの治療成績（多施設共同研究）
分娩方針と予後

神奈川県立こども医療
センター産婦人科

石川　浩史　他 1070

依頼原稿 シンポジウム9 「社会的リスクと周産期医療」　座長のまとめ
大阪府立母子保健総合
医療センター産科

光田　信明　他 1073

依頼原稿 シンポジウム9
小児科からみた社会的ハイリスク因子を持つ出
産：当院における助産（経済的）・未受診・自宅
分娩について

長崎市立市民病院小児
科

木下　史子　他 1074

依頼原稿 シンポジウム9
当院における出産後虐待予想ケースへの介入
について

東京都立墨東病院周産
期センター産科

永野　玲子　他 1077

依頼原稿 シンポジウム9
大阪府における未受診妊婦調査2 ～未受診妊
婦の新生児予後～

り ん く う 総 合 医 療 セ ン
ター市立泉佐野病院

荻田　和秀 1083

依頼原稿 シンポジウム9
大阪府における未受診妊婦調査1～母体側から
みた分析～

大阪府立母子保健総合
医療センター

光田　信明 1086

依頼原稿 シンポジウム9 助産制度利用者の問題点

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

倉澤　健太郎　他 1091

依頼原稿 シンポジウム9
経済的・社会的問題を抱えた妊婦の周産期予
後と支援の現状に関する検討

国立国際医療研究セン
ター産婦人科

水主川　純　他 1094

依頼原稿 シンポジウム9
札幌圏における未受診妊婦の実態調査―札幌
市の未受診妊婦対策啓発活動の紹介―

北海道大学病院産科・
周産母子センター

山田　俊　他 1097

依頼原稿 ワークショップ1 「周産期医療と倫理」　座長のまとめ 東京大学小児外科 金森　豊　他 1100

依頼原稿 ワークショップ1
胎児異常の出生前診断を受けた妊婦における
インターネット情報の利用状況と医療倫理

大阪大学大学院 医学
系研究科小児成育外科

臼井　規朗　他 1101

依頼原稿 ワークショップ1
新生児外科疾患の治療方針における医療と倫
理の問題の検討

九州大学大学院医学研
究院小児外科

木下　義晶　他 1105

依頼原稿 ワークショップ1
均衡型転座と胎児多発性嚢胞腎を合併した症
例への遺伝カウンセリング

昭和大学病院産科 四元　淳子　他 1108



依頼原稿 ワークショップ1
新生児医療における生命倫理学的調査結果報
告　在胎22週児への対応　第2報

埼玉医科大学総合医療
センター小児科

山口　文佳　他 1111

依頼原稿 ワークショップ1
周産期医療における倫理的問題を解決するた
めに－稀な症例の登録システムの提案－

東京大学医学部小児外
科

金森　豊　他 1114

依頼原稿 ワークショップ2
「胎児診断された先天性横隔膜ヘルニアの治療
戦略」　座長のまとめ

国立成育医療研究セン
ター外科

北野　良博　他 1121

依頼原稿 ワークショップ2
胎児左横隔膜ヘルニアにおける胃右胸腔内脱
出の意義

国立成育医療研究セン
ター外科

北野　良博　他 1123

依頼原稿 ワークショップ2
重症先天性横隔膜ヘルニアの予後予測と治療
戦略決定における生後早期の呼吸機能の有用
性

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

小久保　雅代　他 1127

依頼原稿 ワークショップ2
胎児横隔膜ヘルニアにおける出生時心エコー所
見の生後予後因子としての有用性

大阪府立母子保健総合
医療センター

稲村　昇　他 1131

依頼原稿 ワークショップ2
動脈管血流方向の定量化による先天性横隔膜
ヘルニア手術時期の検討

千葉大学大学院小児外
科

照井　慶太　他 1135

依頼原稿 ワークショップ2
胎児横隔膜ヘルニアに対するgentle ventilation
の治療成績：本邦における多施設共同研究

兵庫医科大学小児外科 奥山　宏臣　他 1138

依頼原稿 ワークショップ2
母体酸素投与による先天性横隔膜ヘルニアへ
の胎児治療

大阪府立母子保健総合
医療センター小児循環
器科

石井　良　他 1143

依頼原稿 ワークショップ2
高度な肺低形成を認めECMO下に根治術を行っ
た両側先天性横隔膜ヘルニアの1例

九州大学大学院医学研
究院小児外科学分野

手柴　理沙　他 1147

依頼原稿 ワークショップ3 「妊婦健診体制を再考する」　座長のまとめ
国立成育医療研究セン
ター

久保　隆彦　他 1150

依頼原稿 ワークショップ3
産婦人科一次施設へのアンケート調査から見た
妊婦健診体制の現状

東京女子医科大学母子
総合医療センター

松田　義雄 1151

依頼原稿 ワークショップ3
地域での妊婦健診体制：「産婦人科診療ガイド
ライン産科編 2008」から見た検討

芳賀赤十字病院産婦人
科

大口　昭英　他 1155

依頼原稿 ワークショップ3 セミオープンシステムに期待するもの
日本医科大学多摩永山
病院産婦人科

中井　章人 1157

依頼原稿 ワークショップ3
妊婦健康診査未受診妊婦に関する問題点とそ
の対応策

国立国際医療研究セン
ター産婦人科

水主川　純　他 1160

依頼原稿 ワークショップ3
「飛び込み分娩」の抱える諸問題と実態 ―埼
玉県南西部地区を例に―

防衛医科大学校産科婦
人科学講座

早田　英二郎　他 1163

依頼原稿 ワークショップ4
「ハイリスク新生児の長期フォローアップに伴う
諸問題」　座長のまとめ

自治医科大学小児科 河野　由美　他 1166

依頼原稿 ワークショップ4
開腹手術を施行した超低出生体重児長期生存
例の神経学的予後について

独立行政法人神奈川県
立病院機構神奈川県立
こども医療センター外科

武　浩志　他 1167

依頼原稿 ワークショップ4
出生体重1,500g未満のIUGRにおける生命予後
と神経学的予後に影響を与える産科的因子の
検討

鹿児島市立病院総合周
産期母子医療センター
産科

上塘　正人　他 1172

依頼原稿 ワークショップ4
極低出生体重児における退院時頭部MRI所見と
神経学的予後の不一致例の検討

東京都立墨東病院周産
期センター新生児科

九島　令子　他 1175

依頼原稿 ワークショップ4
新生児期に外科手術を受けた子どもの心理社
会的予後

大阪府立母子保健総合
医療センター発達小児
科

山本　悦代　他 1179

依頼原稿 ワークショップ4
新生児期に外科手術を受けた子どもの両親に
おける心理社会的予後

大阪府立母子保健総合
医療センター発達小児
科

小杉　恵　他 1182

依頼原稿 ワークショップ5
「重症染色体異常症例に対する周産期ケア」
座長のまとめ

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

関　和男　他 1184

依頼原稿 ワークショップ5
当センターにおける１８トリソミー児の治療と予
後の変遷

大阪市立総合医療セン
ター新生児科

岩見　裕子　他 1185



依頼原稿 ワークショップ5
名古屋大学小児科関連病院8施設における18ト
リソミー77例の検討

大垣市民病院第二小児
科

近藤　大貴　他 1188

依頼原稿 ワークショップ5 当院における18-trisomy児への対応について
近畿大学医学部小児科
学教室

南方　俊祐　他 1190

依頼原稿 ワークショップ5
当院における13-, 18-trisomy症例の出生前診
断時期と治療方針選択に関する検討

大阪大学大学院医学系
研究科外科学講座小児
成育外科

神山　雅史　他 1192

依頼原稿 ワークショップ5 13・18トリソミー症例に対する小児外科の役割
近畿大学医学部奈良病
院小児外科

山内　勝治　他 1195

依頼原稿 ワークショップ5
当院における13トリソミー，18トリソミー症例の検
討－外科的介入の意義について－

昭和大学医学部小児科
（元千葉県こども病院新
生児科）

相澤　まどか 1199

依頼原稿 ワークショップ5
家族の意見をもとにした18 trisomyの在宅管理
に必要なサポートの検討

久留米大学小児科 廣瀬　彰子　他 1203

依頼原稿 ワークショップ6
「胎児診断された卵巣嚢腫の治療方針―今日
におけるコンセンサスを目指して―」 座長のま
とめ

自治医科大学医学部外
科学講座小児外科学部
門

前田　貢作　他 1206

依頼原稿 ワークショップ6 出生前診断された卵巣嚢胞に対する治療方針 北里大学外科 田中　潔　他 1208

依頼原稿 ワークショップ6
当科における出生前診断された卵巣嚢腫の治
療方針

東京大学小児外科 杉山　正彦　他 1212

依頼原稿 ワークショップ6
出生前診断卵巣嚢腫における腹腔鏡時代の至
適治療法の検討

新潟大学大学院医歯学
総合研究科小児外科分
野

奥山　直樹　他 1215

依頼原稿 ワークショップ6
出生前診断された卵巣嚢腫における胎児期の
自然経過と出生後の治療に関する検討

大阪大学大学院医学系
研究科小児成育外科

谷　岳人　他 1218

依頼原稿 ワークショップ6
胎児卵巣嚢腫に対する胎児治療の有効性に関
する検討

国立成育医療研究セン
ター周産期診療部産科

左　勝則　他 1221

総説 ガレン大静脈瘤に対する血管内治療
東邦大学医療センター
大橋病院放射線科

飯塚　有応　他 1223

原著
極 低 出 生 体 重 児 の 新 生 児 神 経 学 的 評 価
（Dubowitz評価）と発達予後の関係

長野県立こども病院リハ
ビリテーション科

木原　秀樹　他 1229

原著 子宮内胎児死亡の原因に関する検討
昭和大学医学部産婦人
科学教室

東　美和　他 1235

原著
パルボB19ウイルス感染胎児における羊水中
ErythropoietinとTroponin-Tを用いた胎児重症度
の評価

防衛医科大学校産科婦
人科学講座

吉田　昌史　他 1240

原著 腟血腫の治療に関する臨床的検討
新潟大学医歯学総合病
院周産母子センター・産
科

土谷　美和　他 1245

原著
正常発達児の修正36週～44週の頭部MRIにお
ける脳皮質・白質の所見に関する検討

聖隷三方原病院小児科 中島　秀幸　他 1251

原著
新生児科からみた小児病院の周産期センター
化の効果と問題点

群馬県立小児医療セン
ター新生児科

丸山　憲一　他 1258

原著 梅毒感染妊婦7例の周産期予後に関する検討
国立国際医療研究セン
ター産婦人科

水主川　純　他 1263

原著
当センターにおける常位胎盤早期剥離の母体
から出生した児に関する検討

公立大学法人福島県立
医科大学総合周産期母
子医療センター新生児
部門

小笠原　啓　他 1267

原著
1996年から2009年の間における妊婦のサイトメ
ガロウイルス抗体保有率の推移について

北海道臍帯血バンク 東　寛　他 1273

原著 NICUにおける在宅医療への取り組み 葛飾赤十字産院小児科 中島　瑞恵　他 1280

原著 当院におけるLate preterm児に関する検討
東京都立大塚病院新生
児科

藤中　義史　他 1285



原著
日本人妊婦での風疹HI抗体保有率の1987-
2009年における推移

医療法人成和会 山口
病院

花岡　正智　他 1291

原著 産褥性心筋症とその予測
トヨタ記念病院周産期母
子医療センター産科

岸上　靖幸　他 1297

症例報告
前置胎盤を合併した無症候性帝王切開創離解
における造影MRI所見

防衛医科大学校産科婦
人科

川嶋　章弘　他 1302

症例報告
難治性潰瘍性大腸炎合併妊娠に対してインフリ
キシマブを投与した1例

神戸市立医療センター
中央市民病院産婦人科

今村　裕子　他 1306

症例報告
心機能評価にTei indexを用いて出生前管理し
た静脈管無形成の1例

独立行政法人国立病院
機構岡山医療センター
産婦人科

高田　雅代　他 1311

症例報告
一児に総排泄腔外反症を認めた一絨毛膜一羊
膜性双胎の一例

県立広島病院産科婦人
科

向井　百合香　他 1316
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