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依頼原稿：第49回日本周産期・新生児医学会学術集会記録
依頼原稿 シンポジウム1 座長のまとめ 自治医科大学産婦人科 松原　茂樹　他 1

依頼原稿 シンポジウム1 産後出血動脈塞栓術の実際
埼玉医科大学総合医療センター
放射線科

渡部　渉　他 2

依頼原稿 シンポジウム1
産後大量出血における出血様式の検討〜放
射線診断が産科に与えた新しい見解〜

国立病院機構長良医療センター
産科

岩垣　重紀 5

依頼原稿 シンポジウム1
前置癒着胎盤に対するInterventional 
radiology

北里大学病院周産母子成育医
療センター

大西　庸子　他 8

依頼原稿 シンポジウム1 IVRによる止血と問題点 順天堂大学産科婦人科
牧野　真太郎　
他

11

依頼原稿 シンポジウム2 座長のまとめ
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 14

依頼原稿 シンポジウム2
大学病院で治療中止を決定する過程で生じた
問題点の検討

慶應義塾大学医学部小児科学
教室

木下　眞里　他 15

依頼原稿 シンポジウム2
術前に説明されなかった多発奇形が告知され
た後，両親が治療拒否に転じた先天性横隔膜
ヘルニア症例について

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 17

依頼原稿 シンポジウム3 周産期の精神医学とコクランレビュー
京都大学大学院医学研究科健
康増進･行動学分野

古川　壽亮 20

依頼原稿 シンポジウム4 座長のまとめ
東京都立小児総合医療センター
新生児科

近藤　昌敏　他 22

依頼原稿 シンポジウム4 RDSに対するINSUREメソッド 君津中央病院新生児科 大曽根　義輝 24

依頼原稿 シンポジウム4
新生児人工呼吸器　今できること・できないこ
と・今後求められること　2013

青森県立中央病院総合周産期
母子医療センター新生児科

網塚　貴介 27

依頼原稿 シンポジウム4 Nasal SiPAPによる呼吸器管理
杏林大学医学部付属病院小児
科

細井　健一郎　
他

31

依頼原稿 シンポジウム4 ステロイド療法の功罪
京都大学医学部附属病院小児
科

河井　昌彦 34

依頼原稿 シンポジウム5 座長のまとめ 福島県立医科大学産婦人科 藤森　敬也　他 36

依頼原稿 シンポジウム5
妊娠28週未満に出産に至った　PPROM症例
の出生児予後と周産期管理の検討

福島県立医科大学産科婦人科
学講座

安田　俊　他 37

依頼原稿 シンポジウム5
絨毛膜羊膜炎が胎児心拍数モニタリング，臍
帯血ガスおよびプロカルシトニン値に及ぼす
影響

宮崎大学生殖発達医学講座産
婦人科分野

金子　政時 40

依頼原稿 シンポジウム5
子宮内感染症例における児の長期予後影響
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

前田　隆嗣　他 43

依頼原稿 シンポジウム5
白質はいつ，だれに破壊されたのか？―低酸
素虚血・炎症・低栄養による完全犯罪を暴く

久留米大学小児科学教室 岩田　欧介 46

依頼原稿 シンポジウム6 座長のまとめ 聖マリアンナ医科大学産婦人科 田中　守　他 49

依頼原稿 シンポジウム6
胎児機能評価の最前線～母体腹壁誘導胎児
心電図～

東北大学大学院医学系研究科
周産期医療人材養成寄付講座

佐藤　尚明 50

依頼原稿 シンポジウム6 胎児心ドプラエコー
国立成育医療研究センター周産
期・母性診療センター胎児診療
科

住江　正大　他 54

依頼原稿 シンポジウム6
Speckle tracking法を用いた胎児心室壁運動
の検討

慶應義塾大学医学部産婦人科 宮越　敬 58

依頼原稿 シンポジウム6
位相差トラッキング法（phased-tracking 
method）

宮城県立こども病院産科 宮下　進　他 61

依頼原稿 シンポジウム7
地方小児病院NICUにおける卒前卒後教育の
現状と課題

群馬県立小児医療センター新生
児科

丸山　憲一 67

依頼原稿 シンポジウム7
魅力的な新生児医療につながるNICU看護師
卒後教育　新生児集中ケア認定看護師育成
を通して

北里大学看護キャリア開発・研
究センター認定看護師養成担当

岡　園代 69

依頼原稿 シンポジウム7 周産期医療の魅力を伝える
聖路加国際病院小児総合医療
センター小児科

島袋　林秀 72

依頼原稿 シンポジウム7 NICUにおける現任教育の実際 日本赤十字社医療センター 滋田　泰子 75

依頼原稿 シンポジウム7 NCPRを通して魅力的な教育を考える
新潟大学医歯学総合病院総合
周産期母子医療センター

和田　雅樹 78

依頼原稿 シンポジウム8 座長のまとめ
大阪大学大学院医学系研究科
小児成育外科

臼井　規朗　他 81

依頼原稿 シンポジウム8
胸部レントゲン所見による先天性横隔膜ヘル
ニアの予後判定

香川大学小児外科 下野　隆一　他 82

依頼原稿 シンポジウム8
当科における先天性横隔膜ヘルニア胎児診
断例に対する治療

千葉大学大学院医学研究院小
児外科学

照井　慶太　他 84

依頼原稿 シンポジウム8
当科における出生前診断された横隔膜ヘルニ
アに対する治療戦略と成績

京都府立医科大学大学院小児
外科学

木村　修　他 87

依頼原稿 シンポジウム8
積極的集学治療による重症横隔膜ヘルニア
の治療成績の向上と今後の課題

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター小児外科

田附　裕子　他 90



依頼原稿 シンポジウム9 座長のまとめ 日本医科大学産婦人科 中井　章人　他 93

依頼原稿 シンポジウム9
生殖補助医療の変遷と展望～厚生労働科学
研究ART出生児予後調査結果より～

東京医科大学産婦人科 久慈　直昭 94

依頼原稿 シンポジウム9
周産期登録データベースからみた生殖補助医
療の現状とリスク

日本医科大学産婦人科 林　昌子　他 97

依頼原稿 シンポジウム9
生殖補助医療による出生児の予後－乳幼児
期を中心に

総合母子保健センター愛育病院
母子保健科

石井　のぞみ　
他

102

依頼原稿 シンポジウム9
学齢期検診から見た生殖補助医療の長期的
影響

大阪大学人間科学研究科 金澤　忠博　他 105

依頼原稿
シンポジウム
10

座長のまとめ 東京母性衛生学会 中林　正雄　他 110

依頼原稿
シンポジウム
10

院内助産システムにおける医師と助産師の恊
働

母子愛育会総合母子保健セン
ター愛育病院助産師

石川　紀子 111

依頼原稿
シンポジウム
10

助産師の行う超音波検査 杏林大学医学部産科婦人科 谷垣　伸治　他 114

依頼原稿
シンポジウム
10

チーム医療推進のための参加型助産師研修
会

東京医科歯科大学大学院小児・
周産期地域医療学講座

宮坂　尚幸 118

依頼原稿
シンポジウム
10

チーム医療と助産師のキャリア形成 東邦大学看護学部 山﨑　圭子 121

依頼原稿
シンポジウム
11

座長のまとめ 長良医療センター産科
高橋　雄一郎　
他

124

依頼原稿
シンポジウム
11

新生時期に発見された先天性気管狭窄症の
治療方針

自治医科大学小児外科 前田　貢作　他 125

依頼原稿
シンポジウム
11

出生直後に緊急ドレナージを施行したⅠ型
CCAMの1例

静岡県立こども病院小児外科 三宅　啓　他 129

依頼原稿
シンポジウム
11

新生児慢性肺疾患（CLD）と胎盤病理 都立大塚病院検査科 有澤　正義 132

依頼原稿
シンポジウム
11

心構造異常を伴う胎児徐脈性不整脈につい
ての検討（胎児徐脈の胎児治療に関する現状
調査2002-2008より）

国立循環器病研究センター 三好　剛一　他 136

依頼原稿
シンポジウム
11

後期流産の原因と次回妊娠への対策 長崎大学産婦人科
長谷川　ゆり　
他

139

依頼原稿
シンポジウム
11

妊娠中期までの流早産を反復した症例の検
討

公益財団法人大原記念倉敷中
央医療機構倉敷中央病院産婦
人科

内田　崇史　他 141

依頼原稿
シンポジウム
11

臍帯過捻転症例の予後を向上させるために 昭和大学医学部産婦人科講座 仲村　将光 144

依頼原稿
シンポジウム
12

座長のまとめ 山形大学医学部産科婦人科 堤　誠司　他 148

依頼原稿
シンポジウム
12

魅力ある教育と研修が周産期人材育成に繋
がる～キャリアアップも家庭もあきらめない～

富山大学医学薬学研究部産科
婦人科学教室

米田　徳子　他 149

依頼原稿
シンポジウム
12

大学における若手周産期専門医の育成〜指
導医の立場として〜

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 152

依頼原稿
シンポジウム
12

研修医の立場として～チェックリストを用いた
当科における初期研修

東京女子医科大学東医療セン
ター新生児科

邉見　伸英　他 155

依頼原稿
シンポジウム
13

座長のまとめ
埼玉医科大学総合医療センター
産科麻酔科

照井　克生　他 159

依頼原稿
シンポジウム
13

新生児外科教育と周産期麻酔への要望
国立成育医療研究センター臓
器・運動器病態外科部外科

渕本　康史　他 160

依頼原稿
ワークショップ
１

座長のまとめ 国際医療福祉大学病院 松田　義雄　他 164

依頼原稿 若手医師企画 総合座長のまとめ 川崎医科大学産婦人科学 中田　雅彦　他 165
依頼原稿 若手医師企画 出生前診断：座長のまとめ 北海道大学産科 山田　崇弘 166
依頼原稿 若手医師企画 妊娠・分娩の管理：座長のまとめ 長良医療センター産科 岩垣　重紀 167

依頼原稿 若手医師企画
20年後の胎児治療・新生児治療：座長のまと
め

宮城県立こども病院産科 小澤　克典 168

総説
当院における外科的治療を施行した卵巣腫瘍
合併妊娠について

東京医科大学産科婦人科学教
室

小島　淳哉　他 169

原著
当院におけるバセドウ病合併妊娠の周産期
予後の検討

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

山下　美智子　
他

174

原著
早産既往妊婦における早産再発率について
の検討

成育医療研究センター周産期セ
ンター

田沼　有希子　
他

180

原著 総排泄腔遺残症の周産期管理と長期予後 北里大学病院産科 本田　雅子　他 185

原著
Light-for-datesで出生した極低出生体重児の
短期・長期予後と周産期因子の検討

杏林大学産科婦人科学教室 田中　啓　他 192

原著 産褥大量出血による母体搬送26症例の検討
日本赤十字社医療センター産婦
人科

大里　文乃　他 198

原著
一次施設での新生児蘇生－NCPR 2010施行
の実際－

医療法人成和会山口病院 花岡　正智　他 205



原著
Late pretermでの胎児推定体重で出生体重
予測は可能か？

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

前中　隆秀　他 211

原著
Joel-Cohen変法による帝王切開～
Pfannenstiel法との比較～

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

林　周作　他 215

原著
妊産婦の救急疾患に対する地域周産期医療
の役割−鹿児島県における検討−

鹿児島市立病院総合周産期母
子医療センター

谷口　博子　他 221

原著
前置胎盤の帝王切開時において大量出血を
予測する分娩前超音波所見の検討

久留米大学総合周産期母子医
療センター産科部門

下村　卓也　他 227

原著 双胎経腟分娩の成功因子についての検討
公益財団法人大原記念倉敷中
央医療機構倉敷中央病院産婦
人科

福原　健　他 233

原著
出生前にBeckwith-Wiedemann症候群が疑わ
れ，胎盤の病理組織学的検査によって間葉性
異形成胎盤の診断に至った一例

熊本大学大学院生命科学研究
部産科婦人科学分野

値賀　正彦　他 238

原著
双胎帝王切開における出血量についての検
討

杏林大学医学部産婦人科学教
室

和地　祐一　他 244

原著
正期産単胎分娩におけるlow Apgarと臍帯動
脈血low pHの発達予後不良予測因子としての
意義

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

日高　庸博　他 249

原著
日本人における臍帯血中多価不飽和脂肪酸
の特徴

鳥取大学医学部周産期・小児医
学分野

宮原　史子　他 256

原著
診療所にて健診を行う帰省分娩予定妊婦の
当院での緊急時受診システムについて

横浜市立市民病院産婦人科 下向　麻由　他 263

原著 分娩体位と安全性の検討
独立行政法人国立国際医療研
究センター病院産婦人科

大垣　洋子　他 269

原著
妊娠高血圧症候群における産褥急性期乏尿
―緊急帝王切開術後乏尿の発生率と持続時
間―

富山県立中央病院産婦人科 谷村　悟　他 273

原著
双胎の経腟分娩における新生児合併症の頻
度とリスク因子の検討

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

馬淵　亜希　他 278

原著 妊娠中に虫垂切除術を行った14例の検討 兵庫県立西宮病院産婦人科 吉村　明彦　他 285

症例報告
妊娠36週に傍卵管嚢腫による卵管捻転をき
たした一例

大阪市立住吉市民病院産婦人
科

松田　真希子　
他

290

症例報告
異なる経過をたどったリンパ脈管筋腫症合併
妊娠の2例

北里大学病院総合周産期母子
医療センター産婦人科

河野　照子　他 294

症例報告
胎盤血管腫により羊水過多症・新生児浮腫を
認めた1例

獨協医科大学産婦人科
庄田　亜紀子　
他

300

症例報告
妊娠中に脳動静脈奇形破裂による脳出血を
発症した2症例

石川県立中央病院いしかわ総
合母子医療センター産婦人科

篠倉　千早　他 305

症例報告
出生前に診断し得たPallister-Killian症候群の
1例

札幌医科大学産婦人科学講座 鈴木　将裕　他 310

症例報告
Mycoplasma hominisによる帝王切開後の子宮
筋層切開部感染の2症例

済生会山形済生病院産婦人科 阪西　通夫　他 315

症例報告
胎児機能不全を初発症状とした胎児小腸軸
捻転の4例

神奈川県立こども医療センター
新生児科

岸上　真　他 321

症例報告 妊娠26週でくも膜下出血を発症した一症例 東京都立大塚病院産婦人科 高橋　暁子　他 328

症例報告 妊娠中に発症した粟粒結核の1例
沖縄県立中部病院総合周産期
母子医療センター産科

中澤　毅　他 333

症例報告
出生後早期から超音波検査で肝実質のモザ
イク状変化を認めた極低出生体重児の1例

群馬県立小児医療センター新生
児科

丸山　憲一　他 337

症例報告
MCA-PSV測定により児を救命し得た臍帯潰
瘍合併上部消化管閉鎖の1例

山形大学医学部産科婦人科 鈴木　聡子　他 343

症例報告
脳動静脈奇形破裂により母体死亡に至った一
例−産科救急への対応−

新潟市民病院産婦人科 森川　香子　他 347

症例報告
胎児超音波の肺動脈像より推定し，MRIにより
胎内診断し得た，一絨毛膜双胎一児両側肺
無形成の一例

水戸済生会総合病院産婦人科 漆川　邦　他 351

症例報告
慢性早剥羊水過少症候群を合併し子宮摘出
術後病理検査にて子宮頸管峡部妊娠と判明
した1例

国立成育医療研究センター周産
期・母性診療センター

髙橋　健　他 356

症例報告
出生前に超音波検査により疑われ，出生後の
遺伝子解析で確定診断した周産期型低フォス
ファターゼ症の1例

国立病院機構岡山医療センター
産婦人科

高田　雅代　他 362

症例報告 悪性線維性組織球腫合併妊娠の1例 大分大学医学部産婦人科 佐藤　初美　他 368

症例報告
妊娠第3三半期に肝障害を発症したHepatitis 
B virus持続感染者の2症例―母体リスク管理
の視点からの考察―

阪南中央病院産婦人科 楠本　裕紀　他 372

症例報告
プロプラノロール，インターフェロンα，プレド
ニゾロンの併用療法が有効だったKasabach-
Merritt症候群の1例

刈谷豊田総合病院小児科 舟本　有里　他 378



症例報告
出生前診断に胎児MRIが有用であった完全型
Cantrell五徴症の1例

九州厚生年金病院産婦人科 川上　剛史　他 383

症例報告
胎便吸引症候群（MAS）に対して体外式膜型
人工肺（ECMO）を使用した3例の検討

富山大学医学部産科婦人科学
教室

津田　さやか　
他
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