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原著
新生児予後における臍帯血中CK分画とガス
分析値に関する後方視的検討─824例の成
熟新生児での検討─

大津市民病院産婦人科
山ノ井　康二　
他

899

原著
当院における超緊急帝王切開術(Grade A帝
切)に関する取り組みと成果

東京都立大塚病院産婦人科
奥田　亜紀子　
他

907

原著
妊娠24週未満の前期破水症例における3歳時
予後

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

岸本　聡子　他 913

原著
双胎の経腟分娩における第二子の周産期予
後

鳥取大学医学部附属病院女性
診療科

原田　崇　他 920

原著
帝王切開術はC型肝炎ウィルス母子感染予防
に有効か?

尼崎医療生協病院産婦人科 衣笠　万里　他 925

原著
日本人向け既往帝王切開妊婦の経腟分娩成
功率推計式の作成

名古屋第一赤十字病院産婦人
科

横井　暁　他 931

原著
在胎32週以降の新生児における尿中β2-
microglobulin値に関する検討

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 936

原著
山口県の産婦人科診療施設における産褥期
風疹ワクチン接種の動向調査

山口県立総合医療センター 佐世　正勝　他 941

原著
双胎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おける母体合併症
の検討

国立成育医療研究センター周産
期センター

江川　真希子　
他

945

原著 当院におけるやせ妊婦の現状と周産期予後
岡山大学大学院医歯薬学総合
研究科産科・婦人科学教室

延本　悦子　他 949

原著 臍帯過捻転症例における臍帯血流の評価 姫路聖マリア病院 岸本　佳子　他 953

原著
母体精神疾患を合併したNICU入院患者につ
いての検討

群馬大学医学部附属病院周産
母子センターNICU

河野　美幸　他 957

原著
四県，一政令指定都市における帝王切開分
娩の実態調査〜日本の適切な帝王切開率を
維持するための戦略提案〜

鈴鹿医療科学大学桑名地域医
療再生学講座

石川　薫　他 962

原著
糖尿病母体児における低血糖時のインスリ
ン，遊離脂肪酸，ケトン体の検討

東京女子医科大学母子総合医
療センター新生児部門

柴田　直昭　他 969

原著
新生児慢性肺疾患を発症した在胎22〜23週
児の学齢期における呼吸機能

福岡徳洲会病院周産期センター 村松　和彦 974

原著
当院における胎児期水頭症の診断と予後の
検討

独立行政法人国立病院機構大
阪医療センター産婦人科

松原　尚子　他 980

原著
当院での過去7年間の未受診妊婦における感
染症についての検討

社会医療法人愛仁会千船病院
産婦人科

登村　信之　他 985

原著 秋田県における帝王切開麻酔の現状 秋田県産科婦人科学会 小原　幹隆　他 990

原著
早産児晩期循環不全発症後のPDA症候化に
関する検討

豊橋市民病院小児科 山田　崇春　他 994

原著
早産児の低酸素性呼吸不全に対する一酸化
窒素吸入療法

東京女子医科大学附属八千代
医療センター新生児科

大村　葉　他 1001

症例報告
出生直後の口鼻腔吸引が原因と考えられる
正期産児の咽頭穿孔例

秋田大学大学院医学系研究科
医学専攻機能展開医学系小児
科学講座

安達　裕行　他 1007

症例報告
大動脈峡部が自然拡張した経過を心臓超音
波所見と術中写真で比較できた超低出生体
重児例

東邦大学医療センター大森病院
新生児科

山﨑　晋　他 1011

症例報告
Grade A緊急帝王切開となった閉塞性単一臍
帯動脈の一症例

昭和大学医学部産婦人科学教
室

徳中　真由美　
他

1016

症例報告
難治性気胸で発症し肺葉切除術を要した肺梗
塞・壊死の一例

秋田大学医学部小児科 伊藤　智夫　他 1020

症例報告
胎児期より管理した脊椎骨端異形成症の一
母子例

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

岩田　亜貴子　
他

1024

症例報告
染色分体早期解離/多彩異数性モザイク症候
群の1例

豊橋市民病院小児科 長柄　俊佑　他 1029

症例報告
妊娠中のAngiotensin II receptor blocker内服
による胎児腎不全が中止後に改善した1例

宮崎市郡医師会病院産婦人科 牧　洋平　他 1034

症例報告
前置胎盤合併妊娠高血圧腎症に対して緊急
帝王切開施行し，術後小脳梗塞を発症した一
例

淀川キリスト教病院産婦人科 橘　陽介　他 1039

症例報告 胎児心房粗動4例の経過
聖隷浜松病院総合周産期母子
医療センター周産期科

出原　麻里　他 1044

症例報告
Interferon-αによる周産期管理を行った妊娠
中発症の本態性血小板血症合併妊娠の一例

筑波大学医学医療系産科婦人
科学

小宮　春奈　他 1050

症例報告
脳瘤と多彩な大脳皮質形成異常を伴った羊膜
索症候群の1例

名古屋市立大学大学院医学研
究科新生児・小児医学分野

粟屋　梨沙　他 1055



症例報告
羊水の糖濃度低値を示し出生後蘇生困難で
あった羊水過多症例の経験

東京女子医科大学産婦人科 鈴木　宏美　他 1060

症例報告
抗VEGF療法を必要とした重症未熟児網膜症
の検討

産業医科大学小児科 荒木　俊介　他 1064

症例報告
胎盤の病理学的検索で臍帯静脈血栓症と絨
毛血管の減少を認めた胎児腹腔内臍静脈瘤
の1例

東京都立小児総合医療センター
新生児科

多胡　久美子　
他

1069

症例報告
胎児水腫を合併した先天性完全房室ブロック
のダウン症候群の1例

東邦大学医療センター大森病院
新生児科

斉藤　敬子　他 1073

症例報告
気管内吸引液分析による早期診断により救命
し得た在胎22週の緑膿菌性人工呼吸器関連
肺炎の一例

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 1078

症例報告
Second trimesterに発症した難治性血栓性血
小板減少性紫斑病の1例

群馬大学大学院医学系研究科
産科婦人科学

田村　友宏　他 1083

症例報告 羊水過多を呈した先天性気管無形成の1例
長崎県病院企業団組合上五島
病院産婦人科

山口　純子　他 1089

症例報告
分娩後早期に血栓溶解療法(rt-PA)を施行し
た脳梗塞・周産期心筋症合併妊娠の1例

福岡赤十字病院産婦人科 赤澤　宗俊　他 1093

症例報告 子宮峡部妊娠を周産期管理した1例
神戸市立医療センター中央市民
病院産婦人科

須賀　真美　他 1100

症例報告
妊娠中に腟内血腫への感染により診断・治療
されたOHVIRA症候群の一例

武蔵野赤十字病院産婦人科 藤田　裕 1105

症例報告
妊娠経過中に一過性の羊水不均衡と一児の
子宮内胎児発育遅延を認め，出生児に多血・
貧血を認めた一絨毛膜二羊膜双胎の一例

社会医療法人雪の聖母会聖マリ
ア病院産婦人科

山下　薫　他 1110

症例報告 胎児死亡となった先天性QT延長症候群の1例 東京慈恵会医科大学産婦人科 梶原　一紘　他 1115

速報
わが国の高次周産期医療機関におけるクリス
テレル胎児圧出法‐子宮底圧迫法の実施状
況

鈴鹿医療科学大学桑名地域医
療再生学講座

石川　薫　他 1121

雑報 1126
定款 1130
投稿規定 巻末
登録事項変更届 巻末
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