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依頼原稿：第50回日本周産期・新生児医学会学術集会記録

依頼原稿 会長講演 わが国の周産期医療の現状と今後の課題
東京女子医科大学母子総合医
療センター

楠田　聡 1147

依頼原稿 会長講演 座長のまとめ
九州大学大学院小児外科学分
野

田口　智章 1151

依頼原稿 招待講演1 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 1152

依頼原稿 招待講演2
ヒト・マウスの器官形成と組織形成における正
常と異常

島根大学医学部解剖学講座発
生生物学

大谷　浩 1153

依頼原稿 招待講演2 座長のまとめ 東邦大学名誉教授 多田　裕 1156
依頼原稿 招待講演3 座長のまとめ 東京女子医科大学名誉教授 仁志田　博司 1157

依頼原稿 教育講演1
先天異常症のある子どもの診療と遺伝カウン
セリング

東北大学東北メディカル・メガバ
ンク機構人材育成部門遺伝子
診療支援・遺伝カウンセリンクグ
分野

川目　裕 1158

依頼原稿 教育講演1 座長のまとめ
埼玉県立小児医療センター遺伝
科

大橋　博文 1162

依頼原稿 教育講演2 座長のまとめ
東京女子医科大学八千代医療
センター小児科

寺井　勝 1163

依頼原稿 教育講演3 難病の子どもと家族
難病のこども支援全国ネット
ワーク

小林　信秋 1164

依頼原稿 教育講演3 座長のまとめ
さかいたけお赤ちゃんこどもクリ
ニック

堺　武男 1167

依頼原稿 教育講演3 産科医療補償制度の現状および今後の課題
公益財団法人日本医療機能評
価機構理事，産科医療補償制
度事業管理者

上田　茂 1168

依頼原稿 教育講演3 座長のまとめ
社会福祉法人恩賜財団母子愛
育会総合母子保健センター愛育
病院

岡井　崇 1171

依頼原稿 教育講演5 不妊治療の今後
群馬大学大学院医学系研究科
産科婦人科学

峯岸　敬 1172

依頼原稿 教育講演6 胎児治療の今後
国立成育医療研究センター周産
期・母性診療センター

左合　治彦 1175

依頼原稿 教育講演6 座長のまとめ
日本周産期・新生児医学会名誉
会員

名取　道也 1178

依頼原稿 教育講演7 新生児の術前術後の栄養管理の今後
近畿大学医学部奈良病院小児
外科

米倉　竹夫 1179

依頼原稿 教育講演7 座長のまとめ 和歌山県立医科大学第二外科 窪田　昭男 1184

依頼原稿 教育講演8 座長のまとめ
順天堂大学医学部附属浦安病
院小児外科

岡崎　任晴 1186

依頼原稿 教育講演9 胎児・新生児の薬物代謝（発達薬理学） 香川大学医学部小児科学講座 伊藤　進 1187
依頼原稿 教育講演10 先天性心疾患児の精神神経発達 富山大学医学部小児科 市田　蕗子 1190

依頼原稿 教育講演11
新生児期の脳MRI—形態診断から，アウトカム
向上支援へ

久留米大学小児科・周産母子総
合医療センター・高次脳疾患研
究所

岩田　幸子 1193

依頼原稿 教育講演11 座長のまとめ
名古屋大学医学部附属病院総
合周産期母子医療センター

早川　昌弘 1197

依頼原稿 教育講演12
周産期医療にかかわる全ての医師に御理解
頂きたい新生児外陰部診察のコツ

慶應義塾大学医学部小児科学
教室

長谷川　奉延 1198

依頼原稿 教育講演12 座長のまとめ
京都大学医学部附属病院小児
科

河井　昌彦 1200

依頼原稿 教育講演14 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 1201

依頼原稿 教育講演15 無侵襲的出生前遺伝学的検査の現状と今後
昭和大学医学部産婦人科学講
座

関沢　明彦　他 1202

依頼原稿 教育講演16
周産期の臨床研究をいかに進めていくか―常
位胎盤早期剝離の解析を中心に―

国際医療福祉大学病院 松田　義雄 1208

依頼原稿 教育講演16 座長のまとめ 浜松医科大学産婦人科 金山　尚裕 1212

依頼原稿 教育講演17
新しい新生児マススクリーニング：周産期医療
スタッフの役割

島根大学医学部小児科 山口　清次 1213

依頼原稿 教育講演17 座長のまとめ
大阪市立大学大学院医学研究
科発達小児医学分野

新宅　治夫 1217

依頼原稿 教育講演18 座長のまとめ 東京女子医科大学小児科 平澤　恭子 1218

原著
周産期（新生児）専門医と新生児集中ケア認
定看護師を対象とした新生児の痛みへの認
識に関する調査

国際医療福祉大学保健医療学
部看護学科

小西　美樹　他 1219

原著
睡眠障害が陣痛に与える影響 －微弱陣痛の
リスク因子として－

秦野赤十字病院産婦人科 太田　創　他 1226



原著 早産児の退院後1年間の母乳栄養率の検討
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

安　ひろみ　他 1230

原著
妊娠中の血漿デスアシルグレリン濃度とイン
スリン抵抗性に関する検討

独立行政法人国立病院機構佐
賀病院総合周産期母子医療セ
ンター

德田　諭道 1238

原著
当院で分娩管理した不妊治療後単胎妊娠症
例の検討

国立病院機構呉医療センター産
婦人科

楠本　真也　他 1244

原著
大分県東部地域における先天性心疾患の発
生状況と産科クリニックにおける有用な診断
指標

国立病院機構別府医療センター
小児科

黒川　麻里　他 1249

原著
Light for Date児として出生した極低出生体重
児の幼児期低身長の頻度と予後因子

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

田口　貴子　他 1254

原著
当センター入院中に上部消化管造影検査に
より鼻咽頭逆流症または胃食道逆流症と診断
した早産児の臨床的特徴について

姫路赤十字病院周産期母子医
療センター小児科

五百蔵　智明　
他

1259

原著
全国周産期施設における禁煙支援実態調査
報告

沖縄県立中部病院総合周産期
母子医療センター産科

大畑　尚子　他 1267

原著
極・超低出生体重児の小腸ストーマ閉鎖時期
に関する検討

自治医科大学小児外科 薄井　佳子　他 1271

原著 乳癌合併妊娠の臨床的検討 九州大学病院産科婦人科 中野　嵩大　他 1275

原著
全国産婦人科医師の勤務実態に関する研究
−日本産科婦人科学会医療改革委員会・日本
産婦人科医会勤務医部会共同調査−

日本医科大学産婦人科 中井　章人　他 1281

原著
低体温療法を施行した重症新生児仮死症例
の3歳時での神経学的予後予測について

倉敷中央病院小児科 高橋　章仁　他 1289

症例報告
子宮内反症に伴う大量出血の後，低Na血症
を契機に診断しえたSheehan症候群の1例

愛仁会千船病院産婦人科 松岡　麻理　他 1297

症例報告
急性妊娠性脂肪肝の4例　重症化予測因子に
ついての検討

聖隷浜松病院総合周産期母子
医療センター周産期科

和形　麻衣子　
他

1303

症例報告
救命が可能であった巨大CCAM（先天性嚢胞
性腺腫様奇形）の2例の臨床経過

熊本市民病院総合周産期母子
医療センター新生児内科

吉松　秀隆　他 1307

症例報告
妊娠18週で破水し，4週間の羊水過少を呈し
たにもかかわらず健常正期産児を分娩した一
例

公立昭和病院産婦人科 鮫島　大輝　他 1312

症例報告
妊娠29週で発症しソタロールによる経胎盤的
治療が奏功した胎児心房粗動の一例

群馬大学医学部付属病院産科
婦人科

木暮　さやか　
他

1317

症例報告
進行胃癌に対して化学療法を施行された母体
から出生した超低出生体重児の1例

筑波大学小児科 西村　一記　他 1322

症例報告
一絨毛膜二羊膜性双胎に合併した胎便性腹
膜炎の一例

兵庫県立こども病院周産期医療
センター産科

南谷　智之　他 1327

症例報告
硫酸マグネシウムによる低血圧をイオン化マ
グネシウム測定で評価した超低出生体重児
例

順天堂大学附属静岡病院新生
児センター

小林　真紀　他 1332

症例報告
3D-CT検査を補完的に用いて出生前診断に
至った希な胎児骨系統疾患―軟骨無発生症
の1例―

大阪府立母子保健総合医療セ
ンター産科

笹原　淳　他 1336

症例報告
長期ラズベリーリーフティーを飲用していた母
体より出生した動脈管早期収縮の1例

岐阜県立多治見病院小児科 長柄　俊佑　他 1341

その他 意見投稿
東邦大学医療センター佐倉病院
小児科

小松　陽樹 1346

その他 意見投稿への回答意見 阪南中央病院産婦人科 楠本　裕紀　他 1347
雑報 1348
定款 1349
評議員名簿 1362
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