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12：15〜13：45
総会

13：50〜14：30
特別講演1

「「健康寿命延伸都市・松本」の創造に向けて」
座長：長野県立こども病院　中村　友彦

演者：松本市長　菅谷　　昭

14：30〜15：10
特別講演2

「安心して産み育てられる社会」
座長：沖縄県立中部病院／ハワイ大学卒後医学臨床研修事業団　安次嶺　馨

演者：産科・婦人科・小児科病院医療法人登誠会諏訪マタニティークリニック　根津　八紘

15：10〜15：40
スズキメソード　ミニコンサート

15：40〜16：20
特別講演3

「周産期からの子育て支援」
座長：医療法人新津小児科　新津　直樹

演者：渡邊醫院　渡辺　久子

1日目	 7月13日（土
第2会場	 キッセイ文化ホール1F　中ホール

9：30〜10：00
会長講演

「これからの日本の新生児医療」
座長：慶應義塾大学医学部小児外科　黒田　達夫

演者：長野県立こども病院　中村　友彦

10：05〜10：35
教育講演1

「13トリソミーを持つ児，18トリソミーを持つ児へのエビデンス・ベイスト・マネジメント」
座長：静岡県立こども病院遺伝染色体科　清水　健司

演者：信州大学医学部遺伝医学教室／信州大学医学部附属病院遺伝子医療研究センター　古庄　知己

10：40〜11：10
教育講演2

「先天性CMV感染症における神経・発達予後」
座長：長崎大学医学部小児科　森内　浩幸

演者：長野県立こども病院神経小児科／信州大学連携大学院　稲葉　雄二

1 日目　7 月 13 日（土）
第 1 会場　キッセイ文化ホール 2F　大ホール

1 日目　7 月 13 日（土）
第 2 会場　キッセイ文化ホール 1F　中ホール
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11：15〜11：45
教育講演3

「産科医療補償制度−再発防止委員会の提言から−」
座長：信州大学医学部保健学科　金井　　誠

演者：福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座　藤森　敬也

12：10〜13：10
ランチョンセミナー 1

13：50〜15：00
論文賞受賞講演

プレゼンター：日本周産期・新生児医学会理事長
座長：日本周産期・新生児医学会学術委員会委員長

15：40〜17：40
シンポジウム2

「大規模災害における周産期医療の新たな課題」
座長：東京都立墨東病院産婦人科　兵藤　博信

東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　和田　雅樹
1．「西日本豪雨災害における広島県災害時小児周産期リエゾン活動から見えた課題」	県立広島病院新生児科　福原　里恵　他
2．「北海道胆振東部地震の報告」	 北海道大学病院周産母子センター　長　　和俊　　
3．「災害時産科情報システムの活用」	 りんくう総合医療センター産婦人科　荻田　和秀　　
4．「災害時小児周産期リエゾンの活動要領を踏まえた今後の取組みについて」

厚生労働省医政局地域医療計画課救急・周産期医療等対策室　祝原　賢幸　　
5．「災害医療に関わる人材育成」	 新潟大学医学部災害医療教育センター　和泉　邦彦　他

10：05〜10：55
海外招聘講演1

「Why to integrate parents in neonatal care - and how?」
座長：長野県立こども病院　中村　友彦

演者：Professor in Pediatrics, University of Turku/ 
Head of Neonatology, Turku University Hospital, Finland　Liisa Lehtonen

11：00〜11：50
海外招聘講演2

「Prenatal surgical diagnoses: Management and long-term outcomes」
座長：長野県立こども病院小児外科　高見澤　滋

演者：Children’s National Medical Center, Washington DC, USA　Anthony D. Sandler

15：40〜18：10
NAVA　International Symposium

座長：Seoul National University Children’s Hospital, Korea　Han-Suk Kim
Nagano Children’s Hospital, Japan　Arata Oda

1．「NAVA	in	Preterm	Infants：	past,	present,	future」	 St	Michael's	Hospital,	Toronto,	Canada　Jennifer	Beck　　
2．「NAVA	ventilation	among	preterm	infants」	 Turku	University	Hospital,	Finland　Hanna	Soukka　　
3．「Clinical	practice	of	neutrally	adjusted	ventilatory	assist	in	neonatal	intensive	care	unit:	A	single	center	experience」

Seoul	National	University	Children’s	Hospital,	Korea　Han-Suk	Kim　　
4．「NAVA,	as	baby	friendly	ventilation」	 Nagano	Children’s	Hospital,		Japan　Arata	Oda　　

1 日目　7 月 13 日（土）
第 3 会場　キッセイ文化ホール 3F　国際会議室
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10：05〜11：01
一般演題（口演）「感染・免疫1」

座長：東京大学医学部産科婦人科　永松　　健
O-001	 「妊娠時期におけるプレセプシンの基準値の作成と比較検討」	 福井愛育病院小児科　田尾　克生　他
O-002	 「羊水中IL-6値による羊水感染の予測」	 倉敷中央病院産婦人科　西川　貴史　他	
O-003	 「臍帯血・新生児血中の急性期反応蛋白質からみた組織学的絨毛膜羊膜炎の頻度と新生児の感染」

名古屋市立西部医療センター小児科　後藤　玄夫　他
O-004	 「妊婦のトキソプラズマ感染について」	 医療法人成和会山口病院　都甲　明子　他
O-005	 「トキソプラズマ初感染時期の診断できた妊婦46例のトキソプラズマ諸抗体・アビディティ値の特徴とその解釈」

医療法人青山会ミューズレディスクリニック　小島　俊行　　
O-006	 「妊婦とパートナーの風疹ワクチン接種率に影響を及ぼす因子の検討〜妊婦へのアンケート調査より〜」

横浜市立大学産婦人科　岩田亜貴子　他
O-007	 「HIV感染妊娠と早産に関する検討」	 奈良県総合医療センター　杉浦　　敦　他

11：01〜11：49
一般演題（口演）「感染・免疫2」

座長：高松赤十字病院産婦人科　佐藤　幸保
O-008	 「Serratia	marcescens感染による2絨毛膜2羊膜双胎流産胎盤の解析」

大阪母子医療センター研究所免疫部門　名倉由起子　他
O-009	 「妊娠・分娩に伴いS状結腸穿孔，卵巣膿瘍を発症した子宮内膜症の1例」

筑波大学医学医療系産婦人科　細川　義彦　他
O-010	 「妊娠中に卵巣膿瘍を合併した1例」	 神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科　門元　辰樹　他	
O-011	 「帝王切開術後創部に壊疽性膿皮症を発症した一例」	 順天堂大学医学部附属静岡病院　小熊　響子　他	
O-012	 「帝王切開における手術部位感染予防のためのバンドルの効果」	 大阪母子医療センター産科　川口　晴菜　他
O-013	 「予後不良例における周産期感染症〜Population-based	研究20年間の検討〜」	 宮崎大学産婦人科　児玉　由紀　他	

12：10〜13：10
ランチョンセミナー 2

15：40〜16：28
一般演題（口演）「感染・免疫3」

座長：東京大学医学部附属病院小児・新生児集中治療部　高橋　尚人
O-014	 「母子水平感染と考えられた新生児劇症型A群連鎖球菌感染症の死亡例」	 旭川厚生病院小児科　青山　藍子　他
O-015	 「B群溶血性連鎖球菌敗血症，髄膜炎の4例」	 太田西ノ内病院小児科　金井　祐二　他	
O-016	 「潰瘍性大腸炎母体より出生したリステリア敗血症の極低出生体重児の一例」	 福井県立病院小児科　清水　達人　他
O-017	 「カンジダ性敗血症と感染性心内膜炎を発症し上大静脈症候群を伴った極低出生体重児の1例」

山口大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　藤本　洋輔　他
O-018	 「新生児遷延性肺高血圧症（PPHN）を合併した先天梅毒の早産児3例」

石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科　藤岡　澄司　他
O-019	 「母体と新生児における百日咳抗体の保有状況」	 江南厚生病院こども医療センター　竹本　康二　他

10：05〜10：53
一般演題（口演）「合併症妊娠1」

座長：日本医科大学産婦人科　竹下　俊行
O-020	 「妊娠を契機にTMAを発症し死亡に至ったSLE合併妊娠の1例」

東京医科歯科大学医学部附属病院周産・女性診療科　不殿　絢子　他

1 日目　7 月 13 日（土）
第 4 会場　キッセイ文化ホール 3F　第 1 会議室

1 日目　7 月 13 日（土）
第 5 会場　キッセイ文化ホール 3F　第 2 会議室
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O-021	 「全身性エリテマトーデス罹患女性における妊娠容認基準と周産期予後」
京都府立医科大学産婦人科　藁谷深洋子　他

O-022	 「当院における全身性強皮症合併妊娠に関する検討」	 山形大学産婦人科　深瀬　実加　他
O-023	 「混合性結合組織病合併妊娠は急速遂娩のリスク因子である」	 防衛医科大学校病院産科婦人科学講座　平野　由花　他
O-024	 「妊娠中に家族性地中海熱の増悪と胎児発育停止を認めた一例」	 金沢大学産婦人科　桝本　咲子　他
O-025	 「不育症の新たなリスク因子としての抗β2グリコプロテインⅠ/HLAクラスⅡ　複合体抗体」

神戸大学産科婦人科　谷村　憲司　他

10：53〜11：33
一般演題（口演）「合併症妊娠2」

座長：名古屋大学医学部附属病院産婦人科　小谷　友美
O-026	 「抗M抗体陽性妊娠に対し血漿交換療法を施行した一例」	 長崎大学産婦人科　東島　　愛　他	
O-027	 「著明な新生児血小板減少をきたした特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の1例」	

東京女子医科大学産婦人科　鈴木　優人　他
O-028	 「Mirror症候群に急激な血小板減少を伴った1例」	 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　遠藤　豊英　他
O-029	 「当院で管理した特発性血小板減少性紫斑病（ITP）合併妊娠の検討」	 大阪市立大学女性生涯医学　高瀬　亜紀　他
O-030	 「チョコレート嚢胞破裂を保存的加療後に帝王切開同時片側附属器切除術を施行した血小板無力症合併妊娠の1例」

岡山大学産婦人科　江口　武志　他

12：10〜13：10
ランチョンセミナー 3

15：40〜16：28
一般演題（口演）「合併症妊娠3」

座長：順天堂大学産婦人科　牧野真太郎
O-031	 「妊娠中の抗凝固療法を行った症例についての検討」	 三重大学産婦人科　谷口　　僚　他
O-032	 「当院における凝固因子異常合併妊娠についての後方視的検討」	 大阪大学産婦人科　山本　実咲　他
O-033	 「当院で経験したvon	Willebrand病合併妊娠6症例14分娩の検討」	 名古屋大学産婦人科　伊藤由美子　他
O-034	 「妊娠初期に発症した深部静脈血栓症（DVT）の3例」	 昭和大学産婦人科　対馬　杏奈　他
O-035	 「2度の妊娠で血栓症を再発した脾臓摘出術後βサラセミアの一例」	 九州大学産科婦人科　新貝　妙子　他	
O-036	 「妊娠後期に発症した深部静脈血栓症に対し，IVCfilterを腎静脈上に留置し，肺塞栓症の発症を予防し得た1例」

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　山下　智也　他

10：05〜12：05
シンポジウム1

「周産期医療における臨床倫理　会場の200人に聞きました　あなたはどうする？」
座長：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

聖路加国際病院小児科　草川　　功
1．「産科領域において判断に苦慮する症例に対する管理方針について　－各施設・地域の基本方針を比較検討する－」

宮崎県立宮崎病院産婦人科　藤田　恭之　　
2．「予後不良と思われる新生児に対する治療方針について　－各施設の基本方針を比較検討する－」

富山大学附属病院周産母子センター新生児部門　吉田　丈俊　　
3．「小児外科領域における臨床倫理」	 香川大学医学部小児外科　田中　　彩　　
4．基調講演	「周産期医療における臨床倫理の課題」	 大阪発達総合療育センター小児科　船戸　正久　　

12：10〜13：10
ランチョンセミナー 4

1 日目　7 月 13 日（土）
第 6 会場　松本市総合体育館 1F　メインアリーナ特設

日本周産期・新生児医学会雑誌第55巻 .indd   303 19.6.7   11:00:33 AM



304 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 55 巻　第 2号

15：40〜17：40
シンポジウム3

「新生児期から重篤な神経疾患を抱えるこどものこれからを話し合う〜アドバンス・ケア・プランニングの実践〜」
座長：信州大学医学部遺伝医学教室　古庄　知己

国立成育医療研究センター総合診療部緩和ケア科　余谷　暢之
「在胎30週で胎児診断がついた脳形成障害症〜胎児期・新生児期・乳幼児期におけるアドバンス・ケア・プランニング〜」
1．症例提示	 信州大学医学部新生児学・療育学講座　福山　哲広　　
2．症例提示	 信州大学医学部新生児学・療育学講座　三代澤幸秀　　

1日目	 7月13日（土）	
第7会場	 松本市総合体育館2F　サブアリーナ

10：05〜11：01
一般演題（口演）「循環1」

座長：慶應義塾大学医学部産婦人科　田中　　守
O-037	 「胎児心疾患の有無と胎児推定体重」	 榊原記念病院産婦人科　吉田　　純　他
O-038	 「デキサメタゾンが著効した母体抗SSA抗体陽性の胎児房室ブロックの1例」

広島市立広島市民病院産科婦人科　関野　　和　他
O-039	 「経母体的ステロイド投与による胎内治療を受けた抗SSA抗体に起因する完全房室ブロック新生児の副腎機能不全」

雪の聖母会聖マリア病院新生児科　前野　泰樹　他
O-040	 「胎児完全房室ブロックの周産期転帰と長期予後の検討」	 JCHO九州病院　愛甲悠希代　他
O-041	 「Extrauterine	Environment	for	Neonatal	Development（EXTEND）におけるヒツジ未熟児の心循環機能評価」

国立成育医療研究センター胎児診療科　小澤　克典　他
O-042	 「羊胎仔慢性実験モデルにおける塩酸リトドリン母体投与が胎仔循環動態に与える影響」

福島県立医科大学産科婦人科学講座　村田　強志　他
O-043	 「分娩時非侵襲的心拍出量モニタリングを用いた，分娩方法による血行動態の違いの検討」

国立循環器病研究センター　澤田　雅美　他

11：10〜12：00
海外招聘講演3

「Chorioamnionitis and abnormal vaginal colonization」
座長：浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕

演者：Department of Obstetrics and Gynecology, Samsung Medical Center, 
Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul, Korea　Soo-young Oh

12：10〜13：10
ランチョンセミナー 5

15：40〜16：36
一般演題（口演）「助産・看護・心理」

座長：信州大学医学部保健学科　金井　　誠
O-044	 「助産師による分娩開始の臨床判断に関する実態調査」	 清泉女学院大学看護学部　上原　明子　他
O-045	 「助産師を対象とした分娩時異常出血対応シミュレーション教育について」

福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター　神保　正利　他
O-046	 「当院のプレコンセプションケア外来におけるリエゾンナースの役割」

大阪医科大学附属病院看護部　宮田　　郁　他
O-047	 「出産場所に選んだ理由についての実態調査〜A病院で出産した褥婦へのアンケート調査より〜」

伊勢崎市民病院　設樂咲也香　他
O-048	 「緊急帝王切開術における全身麻酔の母児愛着形成に与える影響」	 九州大学病院産婦人科　仁田原憲太　他
O-049	 「帝王切開術を受けた褥婦が術前までに得たいと考えた情報とその必要度」	

名古屋市立大学大学院看護学研究科　結城はるな　他
O-050	 「トランスジェンダーは発達の問題〜乳幼児期から包括的に対応すべき性自認の遅れ〜」

HIME	CLINIC　武藤　大輔　　

1 日目　7 月 13 日（土）
第 7 会場　松本市総合体育館 2F　サブアリーナ特設
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1日目	 7月13日（土）
第8会場	 松本市総合体育館1F　大会議室

10：05〜10：53
一般演題（口演）「血液・代謝疾患」

座長：高槻病院小児科　南　　宏尚
O-051	 「新生児同種免疫性血小板減少症の母児管理と課題」

名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　加藤　　晋　他
O-052	 「DPCデータを用いた新生児DICの疫学と治療」	 産業医科大学病院総合周産期母子医療センター　荒木　俊介　他
O-053	 「EMA結合能測定検査による生後早期の診断が困難であった遺伝性球状赤血球症の1例」

広島市立広島市民病院総合周産期母子医療センター　本田　　茜　他
O-054	 「Jra抗体による新生児の溶血性貧血の機序」	 榊原記念病院　桂木　真司　　
O-055	 「新生児ミトコンドリア病の診断フローチャートによる早期診断の重要性」	 愛媛県立中央病院新生児内科　長友　太郎　　
O-056	 「早産児の乳児血管腫に対するプロプラノロール内服の有害事象の検討」

兵庫県立こども病院新生児内科　近藤友里子　他

10：53〜11：49
一般演題（口演）「黄疸」

座長：日本大学医学部附属板橋病院小児・新生児病科　森岡　一朗
O-057	 「早産児慢性ビリルビン脳症の臨床像：全国調査結果から」	 愛知医科大学医学部小児科　奥村　彰久　他
O-058	 「在胎30週未満の早産児における新旧黄疸治療基準による管理と予後の変化」

加古川中央市民病院小児科　山名　啓司　他
O-059	 「当院における新黄疸治療基準で交換輸血基準を超えた児の背景，管理および予後」

加古川中央市民病院小児科　吉田阿寿美　他
O-060	 「在胎35週未満の早産児におけるビリルビン/アルブミン（B/A）比とアンバウンドビリルビン（UB）の関連性」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　阿部　真也　他
O-061	 「在胎35週未満の早産児におけるビリルビン/アルブミン（B/A）比を用いた神戸大新基準に基づくUB治療適応の予測」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　阿部　真也　他
O-062	 「波長の異なる新規青色LED光治療機器の臨床効果に関する基礎的検討」	 香川大学小児科　岡田　　仁　他
O-063	 「新生児モデル人形を用いた新規小型LED光線治療器の既存製品との比較」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　阿部　真也　他

15：40〜16：44
一般演題（口演）「胎児発育不全」

座長：川崎医科大学産婦人科学1　下屋浩一郎
O-064	 「若年妊婦における非妊時BMIならびに妊娠中体重増加量とsmall-for-gestational-age発症に関する検討」

川崎市立川崎病院産婦人科　春日　義史　他
O-065	 「早期発症と後期発症に群別した胎児発育不全の周産期予後」	 山口大学産科婦人科　村田　　晋　他
O-066	 「切迫早産加療が胎児発育に与える影響の検討」	 徳島大学産婦人科　柴田　真紀　他
O-067	 「胎児発育遅延の重症度による胎児心機能変化」	 順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　山本　祐華　他
O-068	 「胎児発育不全における胎児中大脳動脈収縮期血流最高速度の有用性の検討」

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科　田野　　翔　他
O-069	 「20週における臍帯動脈収縮期速度ハーフピークタイムについての検討」

東京山手メディカルセンター　海野　沙織　他
O-070	 「子宮内胎児発育不全に対するタダラフィル投与の有効性および安全性に関する臨床試験　第2相多施設共同試験」

三重大学産婦人科　真木晋太郎　他
O-071	 「子宮内胎児発育不全に対するタダラフィル投与母体から出生した児の1.5歳時の発達予後」

三重大学周産期新生児発達医学講座　加藤　稲子　他

1 日目　7 月 13 日（土）
第 8 会場　松本市総合体育館 1F　大会議室
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18：45〜20：45
情報交換会

1日目	 7月13日（土）	
ポスター会場　松本市総合体育館1F　メインアリーナ

17：00〜18：00
一般演題（ポスター）「感染・免疫1」
P-001	 「当院妊婦における麻疹・風疹抗体保有状況」	 つくばセントラル病院　辻本　夏樹　他	
P-002	 「前回妊娠後期から今回妊娠初期の間でのサイトメガロウイルス（CMV）初感染の2例」

三重大学産婦人科　北村　亜紗　他
P-003	 「三重県における妊婦サイトメガロウイルス抗体スクリーニングにIgM抗体価を導入した検討」

三重大学産婦人科　島田　京子　他
P-004	 「先天性サイトメガロウイルス感染発生に関与する臨床的リスク因子」

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　内田　明子　他
P-005	 「妊娠中のサイトメガロウイルス（CMV）再感染の一例」	 三重大学産婦人科　鳥谷部邦明　他

一般演題（ポスター）「感染・免疫2」
P-006	 「日本におけるHIV感染妊娠に関する診療ガイドライン初版とHIV母子感染予防対策マニュアル第7版の改訂」

三重大学産婦人科　鳥谷部邦明　他
P-007	 「HIV合併品胎妊娠の1例」	 兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科　中島　文香　他
P-008	 「胎児先天梅毒感染の2症例」	 社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院　奥野健太郎　他
P-009 「異なる転帰に至った梅毒合併妊娠の3例」	 大阪赤十字病院　東山　希実　他
P-010	 「母体PVB19感染の妊娠管理と予防」	 神戸大学産婦人科　白川　得朗　他
P-011	 「H.	pylori菌感染と分娩に関する検討」	 同愛記念病院　須江　英子　他

一般演題（ポスター）「感染・免疫3」
P-012	 「劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症妊婦の1例」	 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　伊藤　　恵　他
P-013	 「子宮内での感染や敗血症が示唆された，早発性B群溶血性連鎖球菌（GBS）感染症による新生児死亡の一例」

水戸済生会総合病院総合母子周産期センター　東　　福祥　他
P-014	 「子宮内感染により胎児死亡を来たし児娩出後に敗血症性ショックに至ったエルシニア感染症の1例」

東邦大学医療センター大森病院　林　　理雅　他
P-015	 「リステリア菌血症により流産に至った1例」	 NTT東日本札幌病院　藤部　佑哉　他
P-016	 「妊娠中に母体発熱を認めず分娩後に診断に至った母児リステリア感染症の1例」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　小瀧　　曜　他
P-017	 「妊娠悪阻症例に対する末梢挿入型中心静脈カテーテル（PICC）留置はカテーテル関連感染症を起こしやすい」

産業医科大学総合周産期母子医療センター　森　　博士　他

一般演題（ポスター）「栄養・代謝1」
P-018	 「妊娠高血圧症候群における妊娠中の葉酸およびビタミンD値の検討」	 総合大雄会病院　南谷　智之　他
P-019	 「葉酸摂取及び葉酸摂取開始時期に影響する因子」	 国立成育医療研究センター産科　嘉村　駿佑　他
P-020	 「母獣の葉酸摂取不足が胎仔発育に与える影響についての検討」	 三重大学産科婦人科　田中　佳世　他
P-021	 「当院の肥満妊婦における妊娠中体重変化と出生体重に関する検討」	 さいたま赤十字病院　高橋　泰洋　他
P-022	 「糖尿病の家族歴を有し妊娠初期の随時血糖法陰性の妊婦に対し，妊娠中期に75gOGTTを施行することの妥当性」

帝京大学医学部附属病院産婦人科　司馬　正浩　他
P-023	 「妊娠初期に診断された妊娠糖尿病（GDM）はfalse	GDMの可能性が高い」

横浜市立大学附属市民総合医療センター　中西沙由理　他

一般演題（ポスター）「栄養・代謝2」
P-024	 「糖代謝異常合併妊娠の分娩時血糖管理方法変更による母子の予後」	 旭川医科大学産婦人科　林　なつき　他

1 日目　7 月 13 日（土）
ホテルブエナビスタ　3F　グランデ

1 日目　7 月 13 日（土）
ポスター会場　松本市総合体育館 2F　サブアリーナ
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P-025	 「当院の糖代謝異常合併妊婦における分娩時血糖管理の有効性の検討」
北海道社会事業協会帯広病院産婦人科　鈴木　将裕　他

P-026	 「糖尿病死亡率ワースト県における妊娠糖尿病診療の現状と問題点（内科医を対象としたアンケート調査より）」
徳島大学病院産婦人科　米谷　直人　他

P-027	 「弘前大学における妊娠糖尿病既往女性長期フォローアップ外来の現状（GDM-PPAP	STUDY）」
弘前大学産婦人科　石原　佳奈　他

P-028	 「耐糖能正常妊婦におけるHbA1c値の妊娠中の変化と母児の予後」	 済生会松阪総合病院産婦人科　高倉　　翔　他
P-029	 「二次胆汁酸投与によるCIDE－A/B遺伝子のヒストン修飾の再構築：胎生期低栄養による脂肪肝の改善を目指して」

浜松医科大学産婦人科　Urmi	Jeenat	Ferdous　他
P-030	 「産後2ヵ月に多発性脊椎圧迫骨折をきたした妊娠授乳関連骨粗鬆症の一例」	 静岡赤十字病院　江河由起子　他

一般演題（ポスター）「栄養・代謝3」
P-031	 「活性型ビタミンD製剤が奏功した未熟児骨代謝性疾患の1例」	 昭和大学病院小児科　浅井　秀幸　他
P-032	 「当院新生児医療センターにおける早産児の血清亜鉛の検討」	 鳥取大学医学部附属病院　奈良井　哲　他
P-033	 「当院の産科病棟付属児における低血糖発症の状況調査」	 池友会福岡新水巻病院小児科　嶋田　和浩　他
P-034	 「当院産科病棟における低血糖ハイリスク児の血糖管理の検討」

独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター小児科新生児科　山本和歌子　他
P-035	 「低血糖ハイリスク新生児における較正不要持続血糖センサーの安全性および実行可能性」

埼玉医科大学総合医療センター　岡　俊太郎　他

一般演題（ポスター）「栄養・代謝4」
P-036	 「神経保護目的での母体への硫酸マグネシウム投与が児に与える影響についての検討」

横浜市立大学附属市民総合医療センター　内　　良介　他
P-037	 「極低出生体重児における生後の心機能低下のメカニズムの解明；血清リンとの関連」

名古屋第二赤十字病院小児科　圓若かおり　他
P-038	 「Small-for-Gestational	Age児の血中中性脂肪増加のメカニズムの解明に関する研究」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　不破　一将　他
P-039	 「一般社団法人日本母乳バンク協会から提供されるドナーミルクの分析」

亀田総合病院小児・新生児科　古川　和奈　他
P-040	 「当院におけるドナー母乳導入までの道のり」	 東京都立小児総合医療センター新生児科　新藤　　潤　他
P-041	 「母乳バンクにおけるドナーミルクの細菌検出率についての検討」	 昭和大学江東豊洲病院小児内科　寺田　知正　他

一般演題（ポスター）「出生前診断とカウンセリング」
P-042	 「当院における出生前相談外来，羊水検査に関する検討」	 東京都立大塚病院　川上　香織　他
P-043	 「当院での生殖補助医療により妊娠成立した妊婦への出生前検査のカウンセリングに関する検討」

亀田総合病院　田嶋　　敦　他
P-044	 「出生前に診断された偶発的所見（性染色体異常）の検討」

国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　中奥　大地　他
P-045	 「胎児異常や早産のリスクを診断された妊婦や家族の思い」	 京都府立医科大学附属病院　藤井　真奈　他
P-046	 「先天性消化管閉鎖症の出生前診断に関する家族の心理」

名古屋大学大学院医学系研究科小児科学／成長発達医学　伊藤　美春　他

一般演題（ポスター）「出生前診断」
P-047	 「胎児期に食道閉鎖症が疑われた先天性咽頭閉鎖症で緊急気管切開を要した1例」

大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科学　當山　千巌　他
P-048	 「両側性卵巣嚢腫の1胎児診断例」	 近畿大学医学部奈良病院小児外科　梅田　　聡　他
P-049	 「出生前診断され新生児期に手術を要したCPAMの1例：胎児MRIによる後方視的検討」

筑波大学医学医療系小児外科　相吉　　翼　他

一般演題（ポスター）「染色体」
P-050	 「モザイク型1番染色体長腕トリソミーの1例」	 大阪急性期・総合医療センター　神田　瑞希　他
P-051	 「胎内診断しえた，1番染色体長腕末端部分欠失・由来不明部分トリソミーの1例」

泉州広域母子医療センターりんくう総合医療センター　栗谷　　翠　他
P-052	 「胎児発育不全の原因が環状4番染色体症候群であった1例」	 川口市立医療センター産婦人科　芦田　　敬　他
P-053	 「非モザイク型9トリソミーの一例」	 神奈川県立こども医療センター産婦人科　長嶋　亜巳　他

日本周産期・新生児医学会雑誌第55巻 .indd   307 19.6.7   11:00:33 AM



308 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 55 巻　第 2号

P-054	 「胎児16トリソミーモザイクで急性妊娠脂肪肝を発症した1例」	 鹿児島大学産科婦人科　太崎友紀子　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水1」
P-055	 「羊水注入を行い妊娠を継続した慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）の1例」

近江八幡市立総合医療センター産婦人科　竹川　哲史　他
P-056	 「当院で管理した慢性早剥羊水過少症候群の2症例－産科の視点から－」	 福岡大学産婦人科　宮田　康平　他
P-057	 「当院で経験した慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）の6例」	 愛媛県立中央病院産婦人科　池田　朋子　他
P-058	 「当院で経験した慢性常位胎盤早期剥離の11例」	 県立広島病院産婦人科　中島祐美子　他
P-059	 「当院における慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）症例の後方視的検討」

京都大学医学部附属病院産科婦人科　千草　義継　他
P-060	 「妊娠20週6日で発症した常位胎盤早期剥離の一例」

地方独立行政法人大阪府立機構大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科　北島　佑佳　他
P-061	 「子宮内胎児死亡を伴う常位胎盤早期剥離の分娩様式の検討」	 岐阜県立多治見病院産婦人科　柘植　志織　他
P-062	 「当院における常位胎盤早期剥離症例についての後方視的検討」

独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　山根　尚史　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水2」  
P-063	 「妊娠中期に臍帯の胎盤中央付着を超音波で確認後，分娩前に前置血管と判明した一絨毛膜二羊膜双胎の一例」

ベルランド総合病院　島　佳奈子　他
P-064	 「MRIが診断に有用であった前置血管の1例」	 琉球大学産婦人科　金城　忠嗣　他
P-065	 「当科で経験した前置血管8例の臨床的検討」	 信州大学医学部産科婦人科教室　上條　恭佑　他
P-066	 「当院で経験した前置血管4症例の分娩管理の検討」	 富山大学産科婦人科教室　須田　尚美　他
P-067	 「前置血管の超音波診断と管理に関する施設間調査」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科学　古谷　菜摘　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水3」
P-068	 「MRI検査が全前置胎盤に合併した有窓胎盤の診断に有用だった一例」	 防衛医科大学校病院　小柳津美佳　他
P-069	 「前置胎盤における周術期の大量出血症例の検討」	 鹿児島市立病院産婦人科　中川映理子　他
P-070	 「前置胎盤症例における緊急帝王切開となるリスク因子についての検討」

防衛医科大学校病院産科婦人科　大下　珠緒　他
P-071	 「当院における妊娠36週〜37週で出産となった前置胎盤症例の児の呼吸障害発生率」

順天堂大学医学部附属静岡病院　松澤　奈々　他
P-072	 「当院における低置胎盤症例の検討」	 国立病院機構横浜医療センター　鈴木　琴音　他
P-073	 「前置・低置胎盤に対する術中Bakriバルーン挿入の有用性の検討」	 徳島大学産科婦人科　武田明日香　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水4」
P-074	 「当院における過去5年間の全前置癒着胎盤の検討」	 奈良県立医科大学附属病院　中村　春樹　他
P-075	 「Superb	Micro-vascular	Imagingを用いて前置癒着胎盤の診断した3例の検討」

久留米大学総合周産期母子医療センター　堀之内崇士　他
P-076	 「前置癒着胎盤に対する二期的手術の成績」	 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
P-077	 「常位の癒着胎盤におけるリスク因子の検討」	 大阪医科大学附属病院産婦人科学教室　布出　実紗　他
P-078	 「術前診断が困難で子宮全摘術を施行した穿通胎盤の3症例」	 富山大学附属病院　山田　清貴　他
P-079	 「卵子提供後妊娠において妊娠初期から出血を繰り返す子宮頸部腫瘤を形成した副胎盤を伴う嵌入胎盤の一例」

新潟大学医歯学総合病院　山本　寛人　他
P-080	 「癒着胎盤・付着胎盤発症における子宮手術の影響の解析」	 手稲渓仁会病院産婦人科　和田真一郎　他
P-081	 「体外受精後の妊娠における癒着胎盤に関する予測因子の検討」

医療法人三慧会	IVF	なんばクリニック　松岡　麻理　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水5」
P-082	 「出生後に児に乳児血管腫を認め，肝血管内皮腫が疑われた胎盤絨毛血管腫の一例」

群馬県立小児医療センター産科　木暮さやか　他
P-083	 「当院で経験した胎盤嚢胞性病変の3例」	 姫路赤十字病院　登村　友里　他
P-084	 「妊娠初期より羊水過少を呈した間葉性異形成胎盤の1例」	 石川県立中央病院　三部　一輝　他
P-085 「フォンタン術後妊娠における胎盤の組織学的変化」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　小西　　妙　他
P-086 「血流を有する胎盤ポリープの管理方法についての検討」	 東海大学医学部専門診療学系産婦人科　簡野　康平　他
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P-087	 「胎児共存奇胎における胞状奇胎の部位と周産期予後の検討」	 福井大学病院産科婦人科　八代　憲司　他
P-088	 「続発性絨毛癌の診断となった胎児共存奇胎の1例」	 順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　小泉　朱里　他
P-089	 「胎盤内絨毛癌により母児間輸血症候群に至った1例」	 埼玉医科大学病院産科婦人科　市川　大介　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水6」
P-090	 「胎児機能不全のため帝王切開分娩となった巨大臍帯嚢胞の一例」	 大津赤十字病院　猪早阿紗子　他
P-091	 「妊娠24週に胎動減少を主訴に来院し救命し得た臍帯の羊膜索症候群の1例」	 愛染橋病院　鈴木　陽介　他
P-092	 「内子宮口近傍に臍帯刺入部がある臍帯卵膜付着に臍帯下垂が持続した症例」

大阪大学医学部産科婦人科学教室　小和　貴雄　他
P-093	 「胎児期からBartter症候群を疑うことができた一例」	 徳島大学病院産科婦人科　祖川　英至　他
P-094	 「当院で経験した母児間輸血症候群の3例」	 名古屋市立大学産婦人科　北折　珠央　他

一般演題（ポスター）「胎盤・臍帯・羊水7」
P-095	 「早産における母体基礎疾患と胎盤病理および胎盤量的評価の関連」	 宮崎市郡医師会病院　中山　徹男　他
P-096	 「14カ月までの女児において，胎児/胎盤重量比はアトピー性皮膚炎の発症に関連する」

浜松医科大学産婦人科　松本　雅子　他
P-097	 「本邦における臍帯穿刺に関する実態調査　多施設共同研究」	 大阪母子医療センター産科　笹原　　淳　他
P-098	 「羊水穿刺による早発型新生児敗血症（EONS）の出生前予測」	 佐賀大学産婦人科　田中　智子　他
P-099	 「ヒト羊水幹細胞投与はLPS誘発性新生仔炎症モデルラットの予後を改善する」

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　佐藤　　佑　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠1」
P-100	 「鎌状赤血球症合併妊娠の1例」	 JAとりで総合医療センター　西田　慈子　　
P-101	 「Coombs試験陰性自己免疫性溶血性貧血合併妊娠の1例」	 防衛医科大学校産科婦人科学講座　高崎　和樹　他
P-102	 「Mirror症候群を合併した抗Jra抗体による血液型不適合妊娠」	 杏林大学産科婦人科　田中　　啓　他
P-103	 「本態性血小板血症合併妊娠の1例」	 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学　吉村　早織　他
P-104	 「管理に苦慮した特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の一例」	 山口大学産婦人科　前川　　亮　他
P-105	 「葉酸とビタミンB12欠乏症で妊娠後期に汎血球減少をきたした1例」

独立行政法人国立病院機構高知病院産科婦人科　今泉　絢貴　他
P-106	 「妊婦健診での血液検査異常を契機に診断された急性白血病の2例」	 名古屋大学産婦人科　三宅　菜月　他
P-107	 「Evans症候群合併妊娠の1例」	 東京都立大塚病院産婦人科　浅野　　真　他
P-108	 「3回の妊娠・分娩を経験したEvans症候群合併妊娠の一例」	 静岡県立総合病院産婦人科　山田　　香　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠2」  
P-109	 「左室緻密化障害の家系内発症が疑われた2症例」	 群馬大学医学部附属病院産科婦人科　森田　晶人　他
P-110	 「周産期心筋症の一例」	 津山中央病院　谷村　吏香　他
P-111	 「羊水塞栓症の疑いで超緊急帝王切開となった周産期心筋症の1例」	 茅ヶ崎市立病院産婦人科　富田　圭祐　他
P-112	 「転帰の異なる周産期心筋症の2症例」	 名寄市立総合病院産婦人科　津村　亜依　他
P-113	 「周産期心筋症が疑われた3症例の検討」	 県立広島病院産婦人科　榎園　優香　他
P-114	 「呼吸苦を契機に診断に至った周産期心筋症の3例」	 亀田総合病院産婦人科　小池　由実　他
P-115	 「周産期心筋症における心筋組織性状変化」	 三重大学産婦人科　二井　理文　他
P-116	 「妊娠後期から産褥期に測定したBNP値と臨床経過」	北里大学病院周産母子成育医療センター産科　吉村　嘉広　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠3」
P-117	 「肥大型心筋症合併妊娠に対して和痛分娩を行った一例」	 三菱京都病院産婦人科　櫻井　　梓　他
P-118	 「妊娠中の難治性咳嗽と呼吸困難を契機に診断した心臓腫瘍の一例」	 横浜市立大学附属病院産婦人科　柊　　一哉　他
P-119	 「当院における不整脈合併妊娠の周産期管理の経験」	 名古屋大学産婦人科　中野　知子　他
P-120	 「当院で経験したカテコラミン誘発性多型性心室頻拍（CPVT）合併妊娠の3例」

香川大学医学部附属病院周産期科女性診療科　森　亜優美　他
P-121	 「抗SS-A抗体高値である胎児完全房室ブロック発症ハイリスク妊婦にヒドロキシクロロキンを使用した一例」

日本赤十字社和歌山医療センター　豊福　　彩　他

1 日目　7 月 13 日（土）
ポスター会場　松本市総合体育館 1F　メインアリーナ
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一般演題（ポスター）「合併症妊娠4」
P-122	 「産褥期に冠動脈解離による急性心筋梗塞を発症した2例」	 医療法人あかね会土谷総合病院　鍵元　淳子　他
P-123 「妊娠中に急性大動脈解離Stanford	B型を発症しMarfan症候群と診断された1例」

医療法人豊田会刈谷豊田総合病院　服部　　惠　他
P-124	 「A型大動脈解離既往のあるMarfan症候群合併妊娠の一例」	 長崎大学産婦人科　宮下　紀子　他
P-125	 「産褥期に発症した急性大動脈解離の1例」	 トヨタ記念病院　秋山　北斗　他
P-126	 「心疾患合併妊娠において，分娩時の努責時間は産後のbrain	natriuretic	peptideの上昇と関連する」

国立循環器病研究センター病院周産期婦人科　中西　篤史　他
P-127 「成人先天性心疾患合併妊娠における児の合併症の検討」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　堀内　　縁　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠5」
P-128	 「妊娠35週で脾破裂を発症したKlippel-Trenaunay-Weber症候群の1例」	 愛媛大学産科婦人科　髙木香津子　他
P-129	 「妊娠中に血胸を発症した遺伝性出血性毛細血管拡張症の1例」	 千葉大学医学部附属病院周産期母性科　坂崎　仁美　他
P-130	 「もやもや病合併妊婦の硬膜外無痛分娩において経皮二酸化炭素分圧モニタが有効であった1例」

埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科　中野　由惟　他
P-131 「産褥期に発症した可逆性脳血管攣縮症候群の1例」	 大阪大学産婦人科　谷口茉利子　他
P-132	 「中大脳動脈狭窄症合併妊娠において経腟分娩し母児ともに経過良好であった1例」

石川県立中央病院総合母子医療センター　坂野　陽通　他
P-133	 「胎児水腫のためterminationとなった黄色爪症候群合併妊娠の1例」	 大分大学産科婦人科　井上　尚実　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠6」
P-134	 「安定した心房中隔欠損症の妊娠中期に発症した肺高血圧症」	 榊原記念病院　桂木　真司　　
P-135	 「妊娠を契機に発見された慢性血栓塞栓性肺高血圧症に対して，人工妊娠中絶を行い，集学的治療で救命した1例」

さいたま赤十字病院産婦人科　諏訪　裕人　他
P-136	 「甲状腺機能亢進症を発症し，肺高血圧症及び高心拍出性心不全になった先天性心疾患既往妊婦の一例」

群馬大学医学部附属病院産科婦人科　村上　麻耶　他
P-137	 「妊娠高血圧腎症の産後にaHUSを発症し肺高血圧にて母体死亡に至った一例」

大阪市立総合医療センター総合周産期母子医療センター産科　松木　　厚　他
P-138	 「下肢静脈瘤に伴う表在性血栓性静脈炎による肺血栓塞栓症を合併した妊婦の一例」

土浦協同病院産婦人科　鎌形　美那　他
P-139	 「妊娠中にCPAとなり母体を救命できた一症例」	 島根県立中央病院　奈良井曜子　他
P-140	 「経腟分娩後5日目に肺血栓塞栓症を来たした1例」	 沖縄県立北部病院産婦人科　相澤　利奈　他
P-141	 「Mirror症候群を発症し，術後に深部静脈血栓症・肺血栓塞栓症を来した一例」	 天使病院　野口　愛菜　他
P-142	 「帝王切開術後の静脈血栓塞栓症に対する未分画ヘパリン投与の安全性」	 防衛医科大学校病院産婦人科　川内　華佳　他
P-143	 「周産期に静脈血栓症を発症した2症例と血栓対策への検討」	 北見赤十字病院産婦人科　金　　美善　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠7」
P-144	 「妊娠中に劇症1型糖尿病を発症し子宮内胎児死亡となった一例」	 近畿大学産科婦人科　城　玲央奈　他
P-145	 「当院における高度肥満妊婦の周産期予後についての検討」	 浜松医科大学産婦人科　幸村友季子　他
P-146	 「妊娠中にトリグリセライド（TG）11,354mg/dlで判明した高カイロミクロン（CM）血症の1例」

藤沢市民病院　持丸　　綾　他
P-147	 「当院で経験した様々な経過をたどった急性妊娠脂肪肝の3症例」	 名古屋市立西部医療センター　西川　尚実　他
P-148	 「Swansea	Criteriaを用いた急性妊娠脂肪肝の診療経験〜数日続く消化器症状は要注意〜」

愛仁会高槻病院産婦人科　中後　　聡　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠8」
P-149	 「妊娠中期に発症したSLEの一例」	 東海大学産婦人科　後藤優美子　他
P-150	 「妊娠中に血栓性微小血管症（TMA）を発症したSLE合併妊娠の一例」	 大阪大学産婦人科　伊藤　風太　他
P-151	 「抗TNFα抗体製剤を投与中，子宮内感染を引き起こした自己免疫疾患合併妊娠の2例」

日本医科大学附属病院　市川　智子　他
P-152	 「周産期管理に苦慮した抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の1症例」	 大分市医師会立アルメイダ病院　穴井麻友美　他
P-153	 「抗リン脂質抗体症候群合併妊婦の妊娠予後についての検討」	 名古屋市立大学病院産科婦人科　大谷　綾乃　他
P-154	 「難治性抗リン脂質抗体症候群への免疫グロブリン療法」

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　島岡　昌生　他
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一般演題（ポスター）「合併症妊娠9」
P-155	 「母体の男性化徴候を呈した黄体化過剰反応の一例」	 独立行政法人国立病院機構小倉医療センター　北川麻里江　他
P-156	 「妊娠中に緊急の甲状腺摘出と血漿交換をした重症Basedow病合併妊娠の1例」

浜松医科大学産婦人科教室　井上　結貴　他
P-157	 「帝王切開後に発症した甲状腺クリーゼの一例」	 京都第一赤十字病院産婦人科　安尾　忠浩　他
P-158	 「非侵襲的検査を用いて胎児甲状腺機能亢進症と診断し治療介入を行った胎児甲状腺腫大の一症例」

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学　品川　征大　他
P-159	 「抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体が甲状腺機能正常の正期産分娩例に与える影響」

宮崎大学産婦人科　牛嶋　順子　他
P-160	 「塩喪失型21水酸化酵素欠損症合併妊娠の1例」	 鹿児島大学病院産婦人科　森　まり絵　他
P-161	 「妊娠中期に常位胎盤早期剥離を発症した原発性アルドステロン症の3例」	 豊橋市民病院産婦人科　嶋谷　拓真　他

一般演題（ポスター）「胎児疾患1」
P-162	 「無脳症児を反復妊娠した1症例」	 日本医科大学女性診療科産科　稲垣　知子　他
P-163	 「胎児期に無頭蓋症と診断し，妊娠継続希望により経過を見守った一例」	 別府医療センター　穴見　　愛　　
P-164	 「診断に難渋した水無脳症・小頭症の一例」	 竹田綜合病院産婦人科　小元　敬大　他
P-165	 「当院で出生した全前脳胞症症例の検討」	 神奈川県立こども医療センター産婦人科　長瀬　寛美　他
P-166	 「当院における全前脳胞症例の検討」	 愛媛県立中央病院産婦人科　阿部恵美子　他
P-167	 「出生前診断し得た21トリソミーに合併した胎児無眼球症の1例」	 群馬県立小児医療センター　松田　知子　他
P-168	 「胎内診断が可能であった先天性白内障の1例」	 大阪大学産婦人科　祝　小百合　他

一般演題（ポスター）「胎児疾患2」
P-169	 「出生前に先天性涙嚢ヘルニアの診断に至った2症例」	 神奈川県立こども医療センター産婦人科　伊集院昌郁　他
P-170	 「胎児期に頭蓋内出血を認め，Periventricular	venous	infarction（PVI）が疑われた1例」

兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科　安田　美樹　他
P-171	 「未熟奇形腫Grade3と診断された胎児上顎体の1例」	 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　多賀　敦子　他
P-172	 「口腔外から頭蓋内に連続して発達した胎児Epignathusの一例」	 弘前大学産科婦人科　松本　麻未　他
P-173	 「胎児脳腫瘍の1例」	 長崎大学産婦人科　永田　典子　他

一般演題（ポスター）「胎児疾患3」
P-174	 「著明な肝腫大，胎児水腫を呈し予後不良であった胎児肝芽腫の一例」

熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野　髙石　清美　他
P-175	 「妊娠後期に羊水過多及び急速に増大した胎児先天性間葉腎芽腫の一例」	 和歌山県立医科大学産婦人科　南條佐輝子　他
P-176	 「多発形態異常を合併した胎児仙尾部奇形腫の一例」	 名古屋市立西部医療センター産婦人科　田尻佐和子　他
P-177	 「出生前診断したAltman分類4型の仙尾部奇形腫の二例」	 日本赤十字社医療センター産婦人科　上田江里子　他
P-178	 「妊娠中期に発症した胎児巨大リンパ管腫1症例」	 近畿大学医学部奈良病院産婦人科　張　　　波　他
P-179	 「胎児巨大リンパ管奇形の一例」	 公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院産婦人科　菅　　智美　他

一般演題（ポスター）「胎児疾患4」
P-180	 「出生前診断により生後速やかに酵素補充療法を開始できた周産期型低フォスファターゼ症の一例」

豊橋市民病院産婦人科　長尾有佳里　他
P-181	 「妊娠中期より所見を呈した周産期重症型低ホスファターゼ症の一例」	 京都第一赤十字病院産婦人科　片山　晃久　他
P-182	 「タナトフォリック骨異形成症の一例」	 大阪市立大学医学部産婦人科　瀬尾　尚美　他
P-183	 「当院で経験した同胞に再発を認めた骨系統疾患2症例についての検討」	 越谷市立病院産婦人科　西岡　暢子　他
P-184	 「胎児期に発症した一過性骨髄異常増殖症の2例」	 姫路赤十字病院　河合　清日　他

一般演題（ポスター）「胎児疾患5」
P-185	 「妊娠中期に肺分画症を疑い妊娠分娩管理を行った一例」	 亀田総合病院産婦人科　越智　良文　他
P-186	 「胎児胸腔-羊水腔シャント術を施行した胎児胸水10症例の検討」	新潟大学医歯学総合病院産婦人科　生野　寿史　他
P-187	 「先天性横隔膜ヘルニアを合併した胎盤性モザイクの一例」	 新潟大学医歯学総合病院　堀内　綾乃　他
P-188	 「先天性左横隔膜ヘルニア胎児に対する胎児鏡下気管閉塞術と待期的管理のランダム化比較試験」

国立成育医療研究センター　和田　誠司　他
P-189	 「胎児腹水を合併したCongenital	pulmonary	airway	malformationに対してステロイド投与が著効した一例」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　窪田　麻美　他
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一般演題（ポスター）「胎児疾患6」
P-190	 「先天性心疾患を合併した食道閉鎖12例のまとめ」	 静岡県立こども病院新生児科　浅沼　賀洋　他
P-191	 「静脈管狭窄を疑った胎児肝内石灰化病変」	 葛飾赤十字産院小児科　来住　　修　他
P-192	 「FGRとして管理された先天性横隔膜弛緩症」	 済生会横浜市南部病院　末吉寿実鼓　他
P-193	 「胎児期に腸管拡張像を認め，亜急性な経過を辿った空腸軸捻転症の一例」

久留米大学病院総合周産期母子医療センター　荒木研士郎　他
P-194	 「当院で妊娠分娩管理を行った胎児腹壁破裂4例の検討」	 都立多摩総合医療センター産婦人科　本多　　泉　他
P-195	 「腹水穿刺後に胎児水腫が改善した胎便性腹膜炎の一例」	 三重中央医療センター　永橋　裕子　他
P-196	 「本邦における先天性クロール下痢症の胎児エコー所見」	 久留米大学医学部小児科　小西健一郎　他

一般演題（ポスター）「胎児疾患7」
P-197	 「診断が困難であったKasabach-Merritt症候群を呈した肝巨大血管腫を合併した先天性十二指腸閉鎖の症例」

藤田医科大学産婦人科　寺澤すみれ　他
P-198	 「妊娠中期に側副血行路閉塞のため腹水出現・子宮内胎児死亡となった静脈管欠損・巨大臍帯ヘルニアの一例」

神奈川県立こども医療センター産婦人科　佐々木　恵　他
P-199	 「膀胱臍瘻を合併していた胎児臍帯ヘルニアの1例」	 琉球大学附属病院周産母子センター　高江洲朋子　他
P-200	 「妊娠後期に胎児巨大膀胱を認め，出生後，馬尾退行症候群と診断された一例」	 愛媛大学産婦人科　内倉　友香　他
P-201	 「巨大児，羊水過多，巨舌の臨床所見により出生前にBeckwith-Wiedemann症候群が疑われた1例」

長崎大学産科婦人科学教室　阿部　修平　他
P-202	 「当院で経験したOEIS症候群の3例」	 名古屋市立大学産科婦人科臨床遺伝医療部　熊谷　恭子　他
P-203	 「胎児期の超音波所見を観察し得たZimmer症候群の1例」	 日本医科大学女性診療科産科　針金　幸代　他

一般演題（ポスター）「胎児発育不全」
P-204	 「胎児発育不全と心嚢液貯留を主訴に搬送され，胎児血流測定で胎児母体間輸血症候群の診断に至った1症例」

社会福祉法人恩賜財団済生会山形済生病院産婦人科　中村　文洋　他
P-205	 「当院で管理を行った胎児発育不全児の予後に関連する周産期因子の検討」	 静岡県立こども病院　河村　隆一　他
P-206	 「当院で管理したFGR症例における母児の経過に関する検討」	 埼玉医科大学産科婦人科　田丸　俊輔　他
P-207	 「胎児発育不全の発症時期の違いによる臨床背景や転帰の差異」	 杏林大学医学部産科婦人科学教室　髙屋敷瑞穂　他
P-208	 「当院におけるFGR症例の胎盤病理の検討」	 福井県立病院産婦人科　堀　　芳秋　他
P-209	 「胎盤病理および胎盤重量パーセンタイルと出生時体型」	 宮崎市郡医師会病院周産期センター　大橋　昌尚　他
P-210	 演題取り下げ
P-211	 「β-セクレターゼ欠損マウスにおける胎児発育不良と細胞外マトリックスの発現」	大分大学産婦人科　西田　欣広　他

一般演題（ポスター）「異所性妊娠」
P-212	 「当院で経験した頸管妊娠の2例」	 兵庫県立尼崎総合医療センター　森下　　紀　他
P-213	 「保存的加療が可能であった血清hCG高値の峡部-頸管妊娠の1例」	 広島大学病院産科婦人科　山崎　友美　他
P-214	 「Methotrexate全身投与･経腟超音波ガイド下局所投与で治療した卵管間質部妊娠の一例」

岩国医療センター　保崎　憲人　他
P-215	 「妊娠17週に出血性ショックをきたした卵管間質部妊娠の一例」	 長野赤十字病院産婦人科　福岡　美桜　他
P-216	 「間質部への異所性妊娠が満期まで継続し生児を得た一症例」	 岩手県立二戸病院産婦人科　千田　英之　他
P-217	 「尿妊娠反応陰性で診断に苦慮した異所性妊娠破裂の1例」	 春日井市民病院　田中　秀明　他

一般演題（ポスター）「産科麻酔・無痛分娩」
P-218	 「分娩室におけるケタミン塩酸塩使用症例：その有効性と安全性について」	 尼崎医療生協病院　衣笠　万里　他
P-219	 「当院での超緊急帝王切開術における麻酔方法の後方視的検討」	 国立成育医療研究センター産科麻酔科　林　　彩世　他
P-220	 「当院での無痛分娩の後方視的検討」	 大阪はびきの医療センター　三宅　龍太　他
P-221	 「無痛分娩による周産期予後に関する検討」	 聖路加国際病院女性総合診療部　横田　祐子　他
P-222	 「当施設における産科麻酔科医管理の無痛分娩の成績」	 順天堂大学医学部附属練馬病院産科婦人科　松田　祐子　他
P-223	 「硬膜外無痛分娩中にフェンタニルで複数回レスキューが必要な硬膜外カテーテルを信じられるか？」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター産科　加藤恵一朗　他
P-224	 「妊娠中期の分娩におけるフェンタニルを用いた和痛分娩の検討」	 秋田大学産婦人科　亀山沙恵子　他

一般演題（ポスター）「分娩1」
P-225	 「当院で胎盤用手剥離術を要した症例の臨床像」	 磐田市立総合病院　鈴木美沙子　他
P-226	 「胎盤剥離遷延症例に対する胎盤鉗子を用いた剥離法の有用性について」	 秋田赤十字病院　真田　広行　他
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P-227	 「当院におけるRetained	Products	of	Conception（RPOC）に対する治療法の検討」
地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院産婦人科　那須　瑞貴　他

P-228	 「当周産期センターで造影CT検査を撮像した産後産道血腫12例の検討」
久留米大学病院総合周産期母子医療センター　横峯　正人　他

P-229	 「Persistent	episiotomy	granulation	polypに対して焼灼術が著効した一例」	 大阪大学産婦人科　岡田　愛子　他
P-230	 「当院での産科危機的出血に対する取り組み」	 水戸赤十字病院産婦人科　福地　弘子　他

一般演題（ポスター）「分娩2」
P-231	 「前置胎盤に対する帝王切開における予防的術中Bakriバルーン留置の安全性・有用性」

名古屋第一赤十字病院産婦人科　奥原　充香　他
P-232	 「帝王切開術中に子宮内反症をきたし，整復後にBakriバルーンを使用した1例」	倉敷中央病院産婦人科　加藤　爽子　他
P-233	 「当院における産科出血に対する経カテーテル的血栓塞栓術（TAE）の治療成績」

奈良県立医科大学附属病院産婦人科　中野　和俊　他
P-234	 「産科出血に対する子宮動脈塞栓術治療後の次回妊娠において，重篤な合併症を認め，産褥子宮全摘を行った2例」

りんくう総合医療センター産婦人科　小林まりや　他
P-235	 「当科における産科出血に対する子宮動脈塞栓術後の妊娠についての検討」	 広島大学産科婦人科　大森由里子　他
P-236	 「分娩後出血に対する子宮動脈塞栓施行例の妊娠予後」	 神戸大学産科婦人科　今福　仁美　他
P-237	 「当院で産科関連出血に対しIVRを施行した症例の検討」	 京都第一赤十字病院　小木曽　望　他

一般演題（ポスター）「分娩3」
P-238	 「産科危機的出血の治療中に発症した急性呼吸不全に対し，経皮的心肺補助装置を使用し救命し得た一例」

鹿児島市立病院産婦人科　小齊平千世佳　他
P-239	 「常位胎盤早期剥離様の症状と危機的出血を認めた正所・頸管同時妊娠の一例」	 京都大学産婦人科　鈴木　直宏　他
P-240	 「当院に搬送された産褥出血症例の検討とハイブリッドERの有用性」

大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科　田口　貴子　他
P-241	 「卵巣動脈塞栓術を必要とした晩期産褥出血の一例」	 大阪医科大学産婦人科学教室　大門　篤史　他
P-242	 「治療開始スコアとしての産科DICについての検討」	 宮崎大学産婦人科　松澤　聡史　他
P-243	 「分娩時異常出血におけるフィブリノゲンpoint-of-careのピットフォール」	 順天堂大学産婦人科　藤原　里紗　他
P-244	 「分娩後出血時の下腹部造影CTは治療選択に有用か」	 岡山大学病院産科婦人科　早田　　桂　他

一般演題（ポスター）「超早産・その他」
P-245	 「在胎22〜23週における生後24時間までの血圧に関する検討」	 埼玉県立小児医療センター新生児科　川畑　　建　他
P-246	 「在胎22〜28週におけるlight-for-dates児の検討」	宮崎大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　山口　智子　他
P-247	 「当院における妊娠23週未満での前期破水症例の新生児予後」	 大津赤十字病院新生児科　中村　健治　他
P-248	 「当院で出生した在胎22週，23週の妊娠経過，出生後経過について」

聖マリアンナ医科大学病院周産期母子医療センター新生児科　砂田　美希　他
P-249	 「当院における在胎22週出生児の周産期管理と課題」	 福井大学医学部病態制御医学講座小児科学　奥野　貴士　他
P-250	 「出生時体重500g未満の児における日齢90での医療内容の検討．NICU加算は90日間で十分か？」

慶應義塾大学病院小児科　若林　大樹　他

一般演題（ポスター）「先天異常・染色体1」
P-251	 「手術介入なしで在宅に移行した18トリソミーの1例」

奈良県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療部門　佐伯しのぶ　他
P-252	 「18トリソミー児の無呼吸に対する管理と予後」

九州大学病院総合周産期母子医療センター新生児内科部門　井上　普介　他
P-253	 「当院NICUにおける18トリソミー児の治療と転帰の変遷」

和歌山県立医科大学総合周産期医療センターNICU　熊谷　　健　他
P-254	 「緊急外科疾患合併のため早期に家族の判断を要した出生前未診断の18トリソミー 3例」

都立墨東病院新生児科　物井　綾香　他
P-255	 「CTGリピート数の多い先天性筋強直性ジストロフィーの極低出生体重児の経過」

大阪市立総合医療センター　田邉　裕章　他
P-256	 「MD双胎一児死亡に伴う先天性皮膚欠損症の1例」	 岡崎市民病院　田野　千尋　他
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一般演題（ポスター）「先天異常・染色体2」
P-257	 「性分化疾患を含む多発先天異常を胎内診断し周産期管理を行った1例」

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　明石　一浩　他
P-258	 「胎児期より指摘された頭蓋骨欠損を伴う先天性皮膚欠損症の極低出生体重児の1例」

国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター新生児内科　久保井　徹　他
P-259	 「出生時から重度肺高血圧症を呈したHypotrichosis-lymphedema-telangiectasia	syndromeの早産児の1例」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　横田　知之　他
P-260	 「多発奇形を合併し46,XY,del（1）,（p12p21）と診断された男児の一例」	 山口県立総合医療センター　太田　直樹　他
P-261	 「耳垂線状溝から診断に至ったBeckwith-Wiedemann症候群の一例」	 八尾市立病院小児科　吉川　侑子　他
P-262	 「臍帯ヘルニアと心室憩室を合併した上腹部Heteropagusの一例」	 愛仁会高槻病院新生児科　岩渕瀬怜奈　他

一般演題（ポスター）「先天異常・染色体3」
P-263	 「先天性乳び胸腹水を伴ったAlagille症候群の一例」	 茨城県立こども病院新生児科　星野　雄介　他
P-264	 「COFS症候群が疑われた先天性多発性関節拘縮症の1例」

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児内科　青栁　　藍　他
P-265	 「新生児早期に血液検査で確定診断できたPallister-killian症候群の一例」

日本赤十字社医療センター新生児科　鵜川　寿子　他
P-266	 「先天性サイトメガロウイルス感染症を疑われた1p36欠失症候群の一例」

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新生児部門　郷間　　環　他
P-267	 「8番染色体短腕腕内トリソミー・端部モノソミーの1症例」	 和泉市立総合医療センター小児科　須永　紋奈　他
P-268	 「核型46,XY,der（18）t（11；18）（p15.3；q21.1）を示したBeckwith-Weidemann症候群の1例」

豊橋市民病院　藤本　真徳　他

一般演題（ポスター）「先天異常・染色体4」
P-269	 「間葉性異形成胎盤合併母体より出生した1例」	 広島大学病院小児科　早川　誠一　他
P-270	 「Oculo-auriculo-vertebral	spectrumとTownes-Brocks症候群の臨床的overlap症例に関する考察」

新潟市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　山崎　　肇　他
P-271	 「出生後，網羅的遺伝子解析で診断に至ったDiaphanospondylodysostosisの1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　平石のぞみ　他
P-272	 「喉頭部分閉鎖により救命困難であった耳頭症の早産児の剖検例」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　稲毛　由佳　他
P-273	 「日齢4から酵素補充療法を開始した周産期重症型低ホスファターゼ症の1例」

福岡市立こども病院新生児科　高瀬　章弘　他
P-274	 「鼻閉を主訴に診断に至った全前脳胞症の女児」	 三重中央医療センター新生児科　内薗　広匡　他
P-275	 「HDR症候群の極低出生体重児例」	 沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　名嘉山興隆　他

一般演題（ポスター）「先天異常・染色体5」
P-276	 「先天異常を合併した極低出生体重児に関する疫学調査（第1報）－背景因子」

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療倫理学・遺伝医療学　川崎　秀徳　他
P-277	 「先天異常を合併した極低出生体重児に関する疫学調査（第2報）－短期予後ならびに長期予後」

京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻医療倫理学・遺伝医療学　川崎　秀徳　他
P-278	 「出生時に骨系統疾患をスクリーニングするための新たな体格指数の開発」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　青木　亮二　他
P-279	 「G分染結果の見直しで診断に至った21q部分モノソミーの一例」

日本赤十字社医療センター新生児科　竹田　知洋　他
P-280	 「網羅的ゲノム解析で診断に至った前眼部形成異常を合併したKabuki症候群の一例」

熊本市民病院新生児内科　猪俣　　慶　他
P-281	 「片側多嚢胞腎と潜在性二分脊椎を合併し，膀胱直腸障害をきたしたCaudal	regression	syndromeの1例」

国立病院機構京都医療センター　北　　　誠　他
P-282	 「胎児水腎症を契機に発見された男性子宮を有する性分化疾患の1例」	福岡市立こども病院新生児科　島　　貴史　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道1」
P-283	 「軽度の血便で発症後，治療に難渋し中心静脈栄養を要した新生児・乳児消化管アレルギーの1例」

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院小児科　横田　千恵　他
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P-284	 「先天性消化管閉鎖様の症状を呈した乳児消化管アレルギーの一例」
日本赤十字社和歌山医療センター小児科　額田　貴之　他

P-285	 「コイル塞栓術が奏効した巨大肝血管腫の1新生児例」	 関西医科大学小児科学教室　外山　有加　他
P-286	 「生後早期から心不全を呈し，臍動脈から血管塞栓術を施行した巨大肝血管腫の2症例」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　安孫子　優　他
P-287	 「食道静脈瘤破裂を来した新生児ヘモクロマトーシスの一例」	 岡山大学病院小児科　岡村　朋香　他
P-288	 「当院で経験した先天性消化管閉鎖症の検討」	 埼玉県立小児医療センター　小竹　悠子　他
P-289	 「NICU管理中に先天性食道狭窄症と診断した超低出生体重児の一例」

琉球大学医学部附属病院周産母子センター　川木　詠美　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道2」
P-290	 「臍帯結紮により腸管穿孔をきたした臍帯内ヘルニアの1例」

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院産婦人科　吉里　美慧　他
P-291	 「新生児期早期に有症状となった胃重複症の1例」	 日本赤十字社医療センター新生児科　山本　青葉　他
P-292	 「洗腸管理中に直腸の偽腔を認めた先天性直腸膜様閉鎖の1例」

あいち小児保健医療総合センター総合診療科　池田　樹央　他
P-293	 「壊死性腸炎を疑い開腹手術を行ったが，虚血性変化を認めなかった超低出生体重児」

富山大学附属病院周産母子センター　新居　絵理　他
P-294	 「当院で経験した限局性腸穿孔（FIP：focal	intestinal	perforation）が疑われた4症例の検討」

島根県立中央病院母性小児診療部新生児科　伊藤　智子　他
P-295	 「在胎期間22〜25週の超低出生体重児における消化管穿孔についての検討」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　角谷和歌子　他
P-296	 「胎便関連性腸閉塞症に対してベットサイド注腸造影を行った超低出生体重児の2例」

長野県立こども病院外科　畑田　智子　他
P-297	 「新生児期に2度の開腹手術を余儀なくされ救命しえなかった超低出生体重児の1例」

大津赤十字病院小児外科　高田　斉人　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道3」
P-298	 「Total	intestinal	aganglionosisの1例；当院における治療戦略」	 茨城県立こども病院小児外科　小坂征太郎　他
P-299	 「先天性中枢性肺胞低換気症候群（オンディーヌの呪い）を合併したtotal	colon	aganglionosisの1例」

川口市立医療センター小児外科　黒部　　仁　他
P-300	 「XXX症候群を伴った小腸型Hirschsprung病の1例」	 JCHO九州病院小児外科　古野　　渉　他
P-301	 「マウス小腸壁内における消化管神経叢の生体観察とその有用性の検討」

三重大学医学部附属病院消化管・小児外科　小池　勇樹　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道4」
P-302	 「肛門腟前庭部瘻に膣欠損を合併した1例」	 東京医科大学消化器・小児外科学分野　林　　　豊　他
P-303	 「新生児期に一期的根治術を施行した無瘻孔型鎖肛の3例」	 北里大学小児外科　田中　　潔　他
P-304	 「サイロ形成を用いて二期的根治術を行った左先天性横隔膜ヘルニアの早産児の1例」

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院小児科　大村　隼也　他
P-305	 「当院における新生児肝血管腫の検討」	 国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部外科　藤野　明浩　他

一般演題（ポスター）「泌尿器」
P-306	 「肺低形成を伴わない両側多嚢胞腎・腎不全の1新生児例」	 倉敷中央病院小児科　澤田真理子　他
P-307	 「18トリソミーに合併した尿管瘤の治療について」	 獨協医科大学埼玉医療センター小児科　水谷　　亮　他
P-308	 「臍帯潰瘍に合併した急性腎障害に持続血液透析が有効であった1例」	 東京慈恵会医科大学小児科学講座　熊澤　健介　他
P-309	 「異時発症の両側新生児精巣捻転が疑われた1例を含む新生児精巣捻転の4例〜緊急手術による対側検索・固定を〜」

鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野　村上　雅一　他
P-310	 「極低出生体重児の日齢14における血清クレアチニン基準値」	 一宮市立市民病院小児科　三好　真理　他

一般演題（ポスター）「胎児発育不全・妊産婦・分娩」
P-311	 「早産Small-for-Gestational	Age（SGA）児におけるSGA性低身長症発症頻度と新生児期危険因子」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　長野　伸彦　他
P-312	 「正期産Small	for	gestational	age児の生下時血清を用いた酸化ストレスの検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　芦名満理子　他
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P-313	 「胎児発育遅延モデルラットにおける脳脊髄液中タンパク質の網羅的解析」
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新生児部門　小野田淳人　他

P-314	 「成人先天性心疾患合併妊婦から出生した新生児の臨床像」	 山形大学医学部小児科学講座　森　　福治　他
P-315	 「当院で経験した血液腫瘍合併妊娠の4例」	 日本赤十字社医療センター新生児科　天方　秀輔　他
P-316	 「救急車内分娩による新生児肝損傷のショック状態から救命し得た1例」	 獨協医科大学小児科学　栗林　良多　他
P-317	 「出生直前に診断し得た先天性血管腫の1例」	 川崎市立川崎病院新生児内科　古川　律子　他

一般演題（ポスター）「腫瘍1」
P-318	 「胎盤病理にて生後早期に診断しえたALK陽性組織球症の1例」

北海道立子ども総合医療・療育センター新生児内科　石川　　淑　他
P-319	 「胎児期より増大する腹部腫瘤を認めたcongenital	mesoblastic	nephromaの1例」

和歌山県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センターNICU　和田　卓三　他
P-320	 「先天性甲状腺腫瘍の1例」	 兵庫県立こども病院周産期医療センター・新生児内科　近藤　亜耶　他
P-321	 「痙攣発作に腫瘍摘出術が有効であったテント下神経節細胞腫の新生児例」

奈良県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療部門　利根川　仁　他
P-322	 「乳児血管腫に対してプロプラノロール内服療法を行った超低出生体重児の2例」

日本大学医学部小児科学系小児科分野　香山　一憲　他
P-323	 「新生児の副腎腫瘤性病変の臨床的経過6例の報告」	 近江八幡市立総合医療センター　角　恵理子　他
P-324	 「当院で経験した越婢加朮湯を使用した症例の検討」	奈良県立医科大学総合周産期母子医療センター　柳野　　智　他

一般演題（ポスター）「腫瘍2」
P-325 「新生児期に腹腔鏡補助下手術を施行した巨大嚢胞性仙尾部奇形腫の1例」	 東京大学小児外科　藤代　　準　他
P-326	 「新生児リンパ管腫（リンパ管奇形）に対する治療戦略」	 東京都立小児総合医療センター外科　加藤　源俊　他
P-327	 「胎児・新生児卵巣嚢腫complex	cystの治療と経過」	 神奈川県立こども医療センター外科　浅野　史雄　他
P-328	 「本邦における仙尾部奇形腫診療ガイドライン作成」	 京都府立医科大学小児外科　文野　誠久　他

一般演題（ポスター）「地域・疫学1」
P-329	 「当院における院外出生症例の検討」	 釧路赤十字病院産婦人科　米原　利栄　他
P-330	 「北海道胆振東部地震を経験して」	 札幌白石産科婦人科病院　武田　智幸　他
P-331	 「大規模震災に向けた当院周産期母子医療センターの取り組み」	 北里大学医学部産婦人科学産科学　服部　響子　他
P-332	 「岩手県の基幹周産期センターにおける超緊急帝王切開術の必要性と展望」	 岩手医科大学産婦人科　川村　花恵　他
P-333	 「J-MELS三重県コースの活動報告：県内普及度と今後の課題」	 榊原記念病院産婦人科　中尾　真大　他

一般演題（ポスター）「地域・疫学2」
P-334	 「三重県における周産期予後改善への取り組み」	 三重中央医療センター　神元　有紀　他
P-335	 「当院における周産期死亡に関する検討」	 豊橋市民病院産婦人科　矢吹　淳司　他
P-336	 「大分県における周産期死亡例－死亡回避へ向けての検討－」	大分県立病院総合周産期母子医療センター　佐藤　昌司　他
P-337	 「日本における施設外分娩数の年次推移とその要因　〜経済学的側面から考える〜」	 砂川市立病院　齊藤　良玄　　
P-338	 「使用期限切れの薬剤・備品に注意-12年間分娩を休止している施設よりの報告」

福井勝山総合病院産婦人科　倉田　和巳　　

一般演題（ポスター）「黄疸」
P-339	 「修正10か月で臨床的核黄疸と診断した1男児例」	 三重大学医学部附属病院小児科　奥田　太郎　他
P-340	 「Crigler	Najjar	syndrome母体から出生した重症黄疸の一例」	東京都立小児総合医療センター新生児科　後藤　良子　他
P-341	 「当院出生の正期産児における総ビリルビン・アンバウンドビリルビン値の推移に関しての検討」

愛媛県立中央病院　海老原知博　　
P-342	 「新生児低酸素性虚血性脳症児における総ビリルビン値と短期予後との関係」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　芳賀　光洋　他
P-343	 「当院産科病棟新生児室における黄疸スクリーニングの現状と問題点」

国立病院機構小倉医療センター小児科　中嶋　敏紀　他
P-344	 「産科病棟の母子同室児に対する経皮黄疸計測定に関するクリニカルパスの変更とその効果について」

石井記念愛染園附属愛染橋病院　井石　倫弘　他
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一般演題（ポスター）「内分泌1」
P-345	 「一過性先天性高インスリン血症により低血糖性脳症をきたした1例」

日本赤十字社伊勢赤十字病院小児科／新生児科　伊藤美津江　他
P-346	 「術前診断とは異なる表現型の病理所見を示した高インスリン血症の1例」

鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科　山本　剛士　他
P-347	 「呼吸障害，多血症を呈し，偽性低アルドステロン症の診断に至った新生児の一例」

神奈川県立こども医療センター新生児科　谷山　禎彦　他
P-348	 「NR3C2遺伝子変異を認めた，偽性低アルドステロン血症1型の一新生児例」

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター小児科　伊藤　　佑　他
P-349	 「下垂体茎断裂に伴う複合型下垂体機能不全の1例」	 鳥取県立中央病院　鈴木　将浩　他
P-350	 「頭蓋内出血後の中枢性尿崩症に対しデスモプレシン内服が有効であった超早産児の一例」

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院小児科　吉崎加奈子　他

一般演題（ポスター）「内分泌2」
P-351	 「47,XYY核型を合併した新生児一過性糖尿病の1例」	 岐阜大学医学部小児病態学　吾郷　耕彦　他
P-352	 「臨床的な高血糖症状なく発見された一過性新生児糖尿病の一例」	 京都府立医科大学附属病院小児科　杉本　篤哉　他
P-353	 「全身の皮膚色素沈着から診断に至った先天性副腎低形成症の1例」	 国立病院機構小倉医療センター小児科　石黒　利佳　他
P-354	 「家族性低Ca尿性高Ca血症と診断した早産極低出生体重児の1例」	 自治医科大学小児科　宮澤　陽美　他
P-355	 「母体BMI・妊娠中体重増加と，臍帯血イオン化カルシウム・マグネシウムとの関係」

阪南中央病院小児科　吉馴　亮子　他
P-356	 「母体への硫酸マグネシウム投与が児の骨代謝に与える影響」	 富山大学附属病院周産母子センター　猪又　智実　他

9：00〜12：00
シンポジウム4

「新型出生前診断（NIPT）が優生思想に流れないために」
座長：月山チャイルドケアクリニック名誉院長　窪田　昭男

東京大学医学部附属病院小児・新生児集中治療部　高橋　尚人
1．「NIPTコンソーシアムの臨床研究」	 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　　
2．「遺伝カウンセリングは誰のため？何のため？」
	 	 聖路加国際大学大学院看護学研究科遺伝看護学／聖路加国際病院遺伝診療部　青木美紀子　　
3．「21トリソミーの子どもと家族の笑顔から見えるもの」	 県立広島病院新生児科　福原　里恵　　
4．「｢ダウン症って不幸ですか？｣〜NIPTに於けるご家族の想いと推して知るべし未来」

放送作家・ライター　姫路まさのり　　
5．「恵比寿さまを祭る国」	 作家／臨済宗福聚寺住職　玄侑　宗久　　
6．「NIPTについて医事法学の立場から」	 すずかけ法律事務所・弁護士／明治大学学長特任補佐　鈴木　利廣　　
7．「生命倫理学の立場から－優生思想に流れないための連続と不連続の思想」	 東京女子医科大学名誉教授　仁志田博司　　
8．「産婦人科医の立場で，日本社会の中でのNIPTのあり方について考える」	 北里大学医学部産科学　海野　信也　　

13：15〜15：15
シンポジウム7

「2020年　NICUに入院している新生児の痛みのケアGL改訂案」
座長：埼玉医科大学総合医療センター小児科　田村　正徳

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　内田美恵子
1．「改訂の背景」	 埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　内田美恵子　　
2．「NICUに入院している新生児に対する痛みの測定と評価」	 県立広島病院新生児科　福原　里恵　　
3．「NICUに入院している新生児に対する非薬理的緩和法による痛みの緩和」

愛知医科大学病院周産期母子医療センター　山田　恭聖　　
4．「NICUに入院している新生児に対するショ糖による痛みの緩和」	 広島大学大学院医系科学研究科　小澤　未緒　　
5．「薬理学的介入」	 国立成育医療研究センター麻酔科　田村　高子　　
6．「教育／学習にNICUスタッフが継続的に参加すると，NICUに入院している新生児の入院中の痛みが緩和するか？」

埼玉医科大学総合医療センター小児科　田村　正徳　他
7．「NICUに入院している新生児外科症例の術後疼痛の緩和」	 月山チャイルドケアクリニック名誉院長　窪田　昭男　　

2 日目　7 月 14 日（日）
第 1 会場　キッセイ文化ホール 2F　大ホール
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9：00〜11：00
シンポジウム5

「新生児の腫瘍・脈管奇形の治療戦略」
座長：日本大学医学部外科学系小児外科学分野　越永　従道

自治医科大学小児外科　小野　　滋
1．「新生児良性固形腫瘍の治療戦略」	 京都府立医科大学小児外科　文野　誠久　他
2．「新生児の固形悪性腫瘍に対する治療戦略」	 新潟大学大学院医歯学総合研究科小児外科　木下　義晶　　
3．「新生児期にみられる血管腫・血管奇形の診断と治療」	 日本大学医学部外科学系小児外科学分野　上原秀一郎　　
4．「リンパ管腫・リンパ管奇形の（診断と）治療　総論」
	 国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部外科　藤野　明浩　　
5．「難治性脈管腫瘍・脈管奇形に対する最新の薬物療法」	 岐阜大学医学部附属病院小児科　小関　道夫　　

12：05〜13：05
ランチョンセミナー 6

13：15〜15：15
シンポジウム8

「先天性消化管閉鎖に関わる諸問題」
座長：筑波大学医学医療系小児外科　増本　幸二
日本赤十字社医療センター小児外科　中原さおり

1．「上部消化管閉鎖に合併する臍帯潰瘍出血への対策－羊水中トリプシン濃度はリスク予測因子となり得るか？－」
	 日本赤十字社医療センター小児外科　中原さおり　他
2．「臍帯潰瘍のリスクを考慮した胎内管理」	 国立成育医療研究センター胎児診療科　小澤　克典　他
3．「経験症例からみた先天性小腸閉鎖症の短期・長期治療成績とその問題点」

鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野　中目　和彦　他
4．「先天性消化管閉鎖術後の栄養管理」	 大阪大学小児成育外科　田附　裕子　他
5．「低出生体重児における腸閉鎖症の栄養管理」	 順天堂大学医学部小児科　東海林宏道　他
6．「短腸症候群の栄養管理」	 昭和大学医学部小児科学講座／昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　宮沢　篤生　　

15：20〜15：50
教育講演4

「先天性水腎症（腎盂尿管移行部通過障害）」
座長：宮城県立こども病院産科　室月　　淳

演者：宮城県立こども病院泌尿器科　坂井　清英

15：55〜16：25
教育講演5

「先天性サイトメガロウイルス感染と難聴」
座長：信州大学医学部耳鼻咽喉科　宇佐美真一
演者：信州大学医学部耳鼻咽喉科　茂木　英明

16：30〜17：00
教育講演6

「周産期・新生児医療にかかわるすべての皆様にご理解いただきたいヒトの性・性分化・性分化疾患」
座長：信州大学医学部遺伝医学教室　古庄　知己

演者：慶應義塾大学医学部小児科学教室　長谷川奉延

2 日目　7 月 14 日（日）
第 2 会場　キッセイ文化ホール 1F　中ホール

日本周産期・新生児医学会雑誌第55巻 .indd   318 19.6.7   11:00:35 AM



3192019（令和元）年 6月

７
月
14
日（
日
）

9：00〜11：00
シンポジウム6

「周産期臨床研究推進のための方策」
座長：杏林大学　楠田　　聡

富山大学　齋藤　　滋
1．「周産期領域における臨床研究活性化に向けたAMEDの取り組み」

国立研究開発法人日本医療研究開発機構基盤研究事業部研究企画課　鶴見　晴子　　
2．「我が国の周産期臨床研究の現状と今後の方向性」	 富山大学　齋藤　　滋　　
3．「臨床研究を始める前にすべきこと」	 国立成育医療研究センター臨床研究センター　永田　知映　　
4．「知っておきたい統計学の基礎知識」	 聖マリアンナ医科大学医学情報学　井上　永介　　
5．「全国34施設共同前方視的観察研究：PLASE研究で学んだこと」

早産児における左房容積および動脈管開存症評価（PLASE	study）研究グループ　豊島　勝昭　他
6．「介入研究の実際」	 国立成育医療研究センター臨床研究センター企画運営部　小林　　徹　　

12：05〜13：05
ランチョンセミナー 7

13：15〜13：55
一般演題（口演）「染色体」

座長：昭和大学医学部産婦人科　関沢　明彦
O-072	 「NIPT臨床研究の成果について」	 瀬戸病院　篠塚　憲男　　
O-073	 「生後6ヶ月以上生存した両大血管右室起始症を合併した13トリソミーの1例」	 高知大学産婦人科　松島　幸生　他
O-074	 「当院における18トリソミー症例の検討」	 札幌医科大学産科周産期科　石堂　茉泉　他
O-075	 「5p欠失症候群の1例」	 佐世保市総合医療センター産婦人科　銕尾　聡子　他
O-076	 「本邦のターナー女性の妊娠・分娩の現状」

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　小畑聡一朗　他

13：55〜14：35
一般演題（口演）「胎盤・羊水1」

座長：京都大学医学部産婦人科　近藤　英治
O-077	 「妊娠中期流早産胎盤における脱落膜の炎症所見：脱落膜炎の意義」	 浜松医科大学産婦人科　堀越　義正　他
O-078	 「前置血管の管理と予後に関する検討」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科　佐々木貴充　他
O-079	 「前置胎盤の診断における新分類の提唱」	 防衛医科大学校病院産科婦人科学講座　石橋　弘樹　他
O-080	 「低置胎盤における胎盤位置の変化と分娩時出血量の検討」	 昭和大学医学部産婦人科学講座　後藤未奈子　他
O-081	 「当院で経験した前置癒着胎盤15例の検討」	 広島市立広島市民病院産科・婦人科　入江　恭平　他

14：35〜15：15
一般演題（口演）「胎盤・羊水2」

座長：日本大学医学部産婦人科学系産婦人科学分野　小松　篤史
O-082	 「当院における常位胎盤早期剥離症例の検討」	 大崎市民病院産婦人科　田邉　昌平　他
O-083	 「胎盤病理所見と分娩方法から考察した常位胎盤早期剥離の検討」	 浜松医療センター　芹沢麻里子　他
O-084	 「臨床経過から慢性常位胎盤早期剥離およびCAOSと診断した4例」	 山口大学産婦人科　鷹巣　　剛　他
O-085	 「妊娠32週以下で分娩になった妊娠高血圧症における胎盤病理」	 都立大塚病院　有澤　正義　　
O-086	 「経腹的羊水注入施行時の羊水腔穿刺による有害事象についての検討」	 高知医療センター産科　永井　立平　他

15：15〜16：03
一般演題（口演）「早産1」

座長：富山大学産科婦人科　米田　徳子
O-087	 「妊娠中に子宮内膜（脱落膜）の子宮頸管外への突出と退縮を観察できた一例」

独立行政法人国立病院機構佐賀病院産婦人科　秀島未紗子　他

2 日目　7 月 14 日（日）
第 3 会場　キッセイ文化ホール 3F　国際会議室
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O-088	 「中期流早産既往を有する妊婦の周産期予後について－頸管縫縮術の有用性」
名古屋第一赤十字病院産婦人科　手塚　敦子　他

O-089	 「子宮頸部円錐切除後の顕著な頸管短縮に対するモノフィラメント糸を用いた経腹的頸管縫縮術の有用性について」
山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター　大和田　壮　他

O-090	 「頸管短縮症例に対して頸管ペッサリーを使用した13症例の分娩転機」
山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科　吉原　達哉　他

O-091	 「切迫早産・子宮内高度炎症に対し経腹的羊水持続灌流療法を施行した一例」
国立病院機構佐賀病院産婦人科　池田　正純　他

O-092	 「羊水所見による監視を加えた経腹的人工羊水灌流療法の有用性についての検討」
国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター　小野　剛史　他

16：03〜16：43
一般演題（口演）「早産2」

座長：宮崎大学医学部産婦人科　鮫島　　浩
O-093	 「早産のリスク因子に関する全国調査による後方視的研究」	 順天堂大学産婦人科　瀬山　理惠　他
O-094	 「切迫早産の診断で長期入院中の妊婦へ対する理学・作業療法介入と周産期予後の関連」

東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻臨床疫学・経済学　重見　大介　　
O-095	 「治療方法を一斉に変更した前後の当院での早産率について」	 大垣市民病院産婦人科　大塚　直紀　他
O-096	 「妊婦の発酵食品摂取頻度と早産リスク〜エコチル調査より」	 富山大学産科婦人科　伊藤　実香　他
O-097	 「妊娠32週未満preterm	PROMから出生した児の短期的・長期的予後に影響する周産期因子の検討」

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科　吉原　達哉　他

2日目7月14日（日）
第4会場キッセイ文化ホール3F　第1会議室

9：00〜9：40
一般演題（口演）「呼吸1」

座長：神戸大学小児外科　尾藤　祐子
O-098	 「先天性横隔膜ヘルニア患児における先天性心疾患の与える臨床的影響の検討」

順天堂大学医学部附属浦安病院　山田　舜介　他
O-099	 「左右肺動脈径比からみた先天性横隔膜ヘルニアの予後と外科治療」

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　三宅優一郎　他
O-100	 「重症型喉頭気管食道裂3例の治療経験：機能温存を目指した多段階手術」

神奈川県立こども医療センター外科　望月　響子　他
O-101	 「出生時から挿管管理を要し2キロ台でスライド気管形成術を施行した先天性気管狭窄症の3例」

東京都立小児総合医療センター外科　下島　直樹　他
O-102	 「Hypertelorismを伴う先天性喘鳴症例にみられた稀な喉頭気管病変〜G	syndrome（Opitz	syndrome）の2例」

茨城福祉医療センター小児外科　平井みさ子　他

9：40〜10：20
一般演題（口演）「呼吸2」

座長：埼玉医科大学総合医療センター小児科　難波　文彦
O-103	 「気管培養から検出されたトリコスポロンへの治療により抜管可能となった頸部腫瘍を有する早産児の一例」

大阪母子医療センター新生児科　堀田　将志　他
O-104	 「新生児下咽頭狭窄31例の検討」	 東京女子医科大学東医療センター新生児科　青木　　龍　他
O-105	 「新生児舌根沈下30例の検討」	 東京女子医科大学東医療センター新生児科　廣瀬　　彬　他
O-106	 「気管狭窄・チアノーゼ性心疾患を合併した21トリソミー超低出生体重児に対する気道管理」

日本赤十字社医療センター　久枝　義也　他
O-107	 「健常新生児における哺乳時低酸素血症，Feeding	hypoxemia	in	healthy	infants」

奈良県総合医療センター新生児集中治療部　箕輪　秀樹　他

10：20〜11：08
一般演題（口演）「呼吸3」

座長：東京都立小児総合医療センター新生児科　近藤　昌敏
O-108	 「胸水を伴う非免疫性胎児水腫29例の周産期予後に関しての検討」	 長野県立こども病院　辻　　　誠　他

2 日目　7 月 14 日（日）
第 4 会場　キッセイ文化ホール 3F　第 1 会議室
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O-109	 「極低出生体重児の安静呼吸時における横隔膜活動電位（Edi）の検討」
東京女子医科大学東医療センター新生児科　山田　洋輔　他

O-110	 「胸腔持続ドレナージを要した在胎34週以上の新生児気胸の児の臨床背景」
姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科　黒川　大輔　他

O-111	 「Babylog	VN500TMにおけるHFOVのI：E比に関する検討」	 長野県立こども病院　小川　　亮　他
O-112	 「カフェインクエン酸塩の最大維持量投与とカフェイン血中濃度について」

四国こどもとおとなの医療センター新生児内科　杉野　政城　他
O-113	 「カフェインクエン酸塩投与に対して異なる反応性を示した2症例の比較検討」

四国こどもとおとなの医療センター新生児内科　杉野　政城　他

11：08〜11：48
一般演題（口演）「呼吸4」

座長：山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児内科　内藤　　敦
O-114	 「新生児慢性肺疾患（GLD）の胎盤病理」	 都立大塚病院検査科　有澤　正義　　
O-115	 「超早産児の日齢28に胸部X線で肺野びまん性の索状影または泡沫状陰影を呈するリスク因子の検討」

静岡県立こども病院　児玉　洋平　他
O-116	 「当院での慢性肺疾患の現状」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　平林　将明　他
O-117	 「当院で施行している極低出生体重児に対するデキサメタゾン吸入療法について」

香川大学医学部小児科　有岡　　誠　他
O-118	 「埼玉県内で出生した超早産児の呼吸器系予後に関する前向き多施設コホート研究（EPOPS）：研究プロトコール」

埼玉医科大学総合医療センター小児科　難波　文彦　他

12：05〜13：05
ランチョンセミナー 8

13：15〜13：55
一般演題（口演）「呼吸5」

座長：横浜市立大学附属病院臨床研修センター　西巻　　滋
O-119	 「Late	Preterm児に対する出生前ステロイドの効果に関する検討」	 岡山医療センター　渡邉　宏和　他
O-120	 「早産児の慢性肺疾患と傷害関連分子パターンとしてのHigh	Mobility	Group	Box-1（HMGB-1）」

日本医科大学武蔵小杉病院新生児科　島　　義雄　他
O-121	 「BTB	and	CNC	homology	1遺伝子の一塩基多型：新生児慢性肺疾患の発症・重症度との関連性」

秋田大学小児科　伊藤　誠人　他
O-122	 「細胞進展刺激装置を用いた肺障害モデルの作製と遺伝子発現解析」	 福島県立医科大学小児科学講座　宮崎　恭平　他
O-123	 「CLDモデルマウスへのmiR-21抑制剤の効果に関する研究」

福島県立医科大学総合周産期母子医療センター　郷　　勇人　他

13：55〜14：35
一般演題（口演）「呼吸6」

座長：東京女子医科大学東医療センター新生児科　長谷川久弥
O-124	 「当院で経験した慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）母体から出生した超早産児の4症例：人工羊水注入療法の意義」

関西医科大学小児科学講座　峰　　研治　他
O-125	 「ポッター症候群の救命に向けて－人工羊水注入後の胎児肺低形成の評価と管理について」

東邦大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　佐久間淳也　他
O-126	 「ポッター症候群の救命に向けて－人工羊水注入を行い肺低形成を予防した，ポッター症候群の一例」

国立病院機構長良医療センター産科　岩垣　重紀　他
O-127	 「ポッター症候群の救命に向けて－人工羊水注入例の新生児管理について－」

東邦大学医療センター大森病院新生児科　荒井　美輝　他
O-128	 「ポッター症候群の救命に向けて－肺低形成予防のための人工羊水注入療法の試み－」

岐阜県総合医療センター胎児診療科　高橋雄一郎　他
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14：35〜15：15
一般演題（口演）「呼吸7」

座長：長野県立こども病院新生児科　小田　　新
O-129	 「長期間の機械換気療法を要した超早産児の臨床背景について」

姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科　五百蔵智明　他
O-130	 「当院における超早産児へのハイドロコルチゾン使用状況の検討」	 長岡赤十字病院　下妻　大毅　他
O-131	 「早産児に対する十二指腸チューブ栄養の呼吸への急性効果」	神奈川県立こども医療センター新生児科　下風　朋章　他
O-132	 「早産児の呼吸障害と非侵襲的呼吸管理終了時期についての検討」	 総合病院土浦協同病院新生児科　保志ゆりか　他
O-133	 「経鼻式持続陽圧呼吸（nCPAP）管理中に用手換気を行えるT-コネクタの試作と，その臨床的有用性に関する検討」

総合病院土浦協同病院新生児科　菱山　富之　他

15：15〜16：03
一般演題（口演）「新生児蘇生・搬送」

座長：聖路加国際病院小児科　草川　　功
O-134	 「当院における入室時低体温を防ぐ試み」	 亀田総合病院新生児科　水谷　佳世　他
O-135	 「極低出生体重児の蘇生終了時の体温の検討：背景因子・短期予後との関連性について」

亀田総合病院新生児科　中島　隼也　他
O-136	 「帝王切開で出生した満期産児の臍帯ミルキングの新生児黄疸への影響」

東京都立小児総合医療センター新生児科　坂谷　　駿　他
O-137	 「新生児蘇生法講習会を受講した救急隊員の受講後の動向調査」	 獨協医科大学看護学部　小西　美樹　他
O-138	 「当科による消防学校救急科における新生児蘇生法実習」	 群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一　他
O-139	 「岐阜県東部における各自治体へ配備した搬送用保育器を用いた新生児搬送システム」

岐阜県立多治見病院小児科　石田　敦士　他

16：03〜16：43
一般演題（口演）「双胎間輸血・その他」

座長：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新生児部門　佐藤　義朗
O-140	 「急激な貧血の進行で発症した新生児脾臓損傷の一例」	 埼玉医科大学病院新生児科　筧　　紘子　他
O-141	 「壊死性腸炎を発症した双胎間貧血多血Sequenceの供血児例」

九州大学大学院医学研究院成長発達医学分野　江上　直樹　他
O-142	 「双胎間輸血症候群供血児の腎不全に対し腹膜透析を施行した超低出生体重児の一例」

山口大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　縄田　慈子　他
O-143	 「胎盤内絨毛癌が原因と考えられた母児間輸血症候群の一例」

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　柿下　優衣　他
O-144	 「一絨毛膜二羊膜性双胎における双胎間輸血症候群合併の有無による予後の検討」

名古屋第二赤十字病院　髙垣　由紀　他

2日目7月14日（日）
第5会場キッセイ文化ホール2F　第2会議室

9：00〜9：56
一般演題（口演）「糖尿病合併妊娠・妊娠糖尿病」

座長：奈良県立医科大学産科婦人科　成瀬　勝彦
O-145	 「若年発症成人型糖尿病（MODY）合併妊娠の1例」	 川口市立医療センター産婦人科　市川　　剛　他
O-146	 「劇症1型糖尿病による糖尿病性ケトアシドーシスを発症し胎児機能不全を認めたが，妊娠継続し得た一例」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター産科　加藤　愛理　他
O-147	 「当院における高齢妊婦の妊娠糖尿病合併に関する検討」	 大阪市立総合医療センター　片山　浩子　他
O-148	 「妊娠糖尿病リスクスコアリングシステムの有用性に関する前方視的検討」

国立病院機構長崎医療センター産婦人科　山下　　洋　他
O-149	 「妊娠後期に診断された妊娠糖尿病患者の妊娠分娩転帰に関する後方視的検討」

横浜市立大学附属市民総合医療センター　進藤　亮輔　他
O-150	 「妊娠中に耐糖能異常が指摘されなかった巨大児分娩症例の産褥OGTTの意義」

長崎医療センター産婦人科　小池　由実　他
O-151	 「胎盤病理で分類した妊娠糖尿病（GDM）」	 都立大塚病院　有澤　正義　　

2 日目　7 月 14 日（日）
第 5 会場　キッセイ文化ホール 3F　第 2 会議室
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9：56〜10：44
一般演題（口演）「栄養・代謝・内分泌」

座長：三重大学医学部産科婦人科　池田　智明
O-152	 「痩せ妊婦に対して厚労省が推奨する体重増加量は適切か」

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　青木美帆子　他
O-153	 「非妊時体格指数に応じた，AGA児を正常経腟分娩するための至適な妊娠中体重増加量の検討」

富山大学産科婦人科　塩崎　有宏　他
O-154	 「妊娠肥満マウスを用いた肥満・耐糖能異常関連素因の世代間連鎖の解明」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学　増山　　寿　他
O-155	 「周産期に診断した妊娠・授乳関連骨粗鬆症の症例」	 独立行政法人労働者健康安全機構中部労災病院　橋本　茉莉　他
O-156	 「妊娠出産を契機に骨量の増加が認められた特発性若年性骨粗鬆症合併妊娠の一例」

熊本大学大学院生命化学研究部産科婦人科学分野　岸本かおり　他
O-157	 「フェニルケトン尿症（PKU）合併妊娠の4例」	 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学　奥村　真侑　他

10：44〜11：40
一般演題（口演）「発達」

座長：淀川キリスト教病院小児科　鍋谷まこと
O-158	 「在胎22，23週出生児109例の検討〜時代による臨床像の変化と3歳予後に関連する因子について」

東京都立墨東病院新生児科　近藤雅楽子　他
O-159	 「超早産児のNICU入院中の主要な合併症が発達指数に与える影響の修正1歳半から修正3歳の変化」

静岡県立こども病院新生児科　中野　玲二　他
O-160	 「極低出生体重児のNICU入院中の身体発育増加量が3歳時精神運動発育に及ぼす影響－第一報AFD児の検討－」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　江頭　智子　他
O-161	 「双胎の在胎期間が乳幼児入院率・神経発達予後に与える影響について－ 21世紀出生児縦断調査より－」

国立病院機構岡山医療センター新生児科　玉井　　圭　他
O-162	 「超早産児（在胎24-28週）の3歳までの身体発育の検討　－周産期・新生児ネットワークデータベース－」

東海大学医学部専門診療学系小児科学　鈴木　啓二　　
O-163	 「在胎28週以下で出生した児における3歳までのBMIに影響する因子についての検討（NRNJ10年まとめ事業）」

順天堂大学小児科　村野　弥生　他
O-164	 「NICU退院児の独歩獲得時期と周産期因子との関連について」

国立病院機構（NHO）成育ネットワーク共同研究盆野班　杉野　典子　他

12：05〜13：05
ランチョンセミナー 9

13：15〜13：55
一般演題（口演）「先天異常・染色体1」

座長：東北大学東北メディカル・メガバンク機構／東京慈恵会医科大学附属病院遺伝診療部　川目　　裕
O-165	 「先天性食道狭窄症を合併したKagami-Ogata症候群の1例」	 山口県立総合医療センター新生児科　兼安　秀信　他
O-166	 「胎児期からの著明な大頭症と血管奇形がありPIK3CA変異が同定された巨脳症－毛細血管奇形症候群の男児例」

佐世保市総合医療センター小児科　横川　真理　他
O-167	 「出生直後からの頭部振戦と易刺激性を呈したJoubert症候群」	 宮城県立こども病院　桜井　愛恵　他
O-168	 「先天性高グリシン血症でのproton	magnetic	resonance	spectroscopyによる脳内Glycine測定」

神奈川県立こども医療センター新生児科　柴崎　　淳　他
O-169	 「Silver-Russel症候群の表現型を呈した胎児発育遅延児の遺伝子解析」	 獨協医科大学小児科　鈴村　　宏　他

13：55〜14：43
一般演題（口演）「先天異常・染色体2」

座長：静岡県立こども病院遺伝染色体科　清水　健司
O-170	 「新生児期に咽頭軟化症を併発し気管切開を行ったSerpentine	fibula-polycystic	kidney	syndrome（SFPKS）の1例」

一宮市立市民病院小児科　福島　秀晃　他
O-171	 「VACTERL連合疑いの姉妹で全エクソーム解析を行いTownes-Brocks症候群の診断を得た二症例」

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター新生児科　福嶋　ゆう　他
O-172	 「Mandibulofacial	dysostosis	with	microcephalyと診断した1例」	 埼玉医科大学総合医療センター小児科　森田真知子　他
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O-173	 「Scimitar症候群との鑑別を要したBronchopulmonary	foregut	malformationの1例」
国立成育医療研究センター新生児科　奥野　安由　他

O-174	 「先天性脊椎骨端異形成症（spondyloepiphyseal	dysplasia	congenital：SEDC）の2例」
広島市立広島市民病院総合周産期母子医療センター　早川　博子　他

O-175	 「周産期新生児領域における網羅的な遺伝子診断の課題：文献検討」
東北大学東北メディカル・メガバンク機構遺伝子診療支援・遺伝カウンセリング分野　川目　　裕　　

14：43〜15：15
一般演題（口演）「先天性横隔膜ヘルニア」

座長：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
O-176	 「先天性横隔膜ヘルニアに対する最適な人工呼吸法の検討〜AMED奥山班多施設共同研究より」
AMED難治性疾患実用化研究事業「先天性横隔膜ヘルニアにおける最適な人工換気法・手術時期・手術方法に関する研究」　

冬木真規子　他
O-177	 「先天性横隔膜ヘルニアにおける退院時MRIでの側脳室径に関わる急性期因子の検討」

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新生児部門　脇田　浩正　他
O-178	 「先天性横隔膜ヘルニアにおける脳室拡大進行に関わる急性期因子の検討」

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新生児部門　脇田　浩正　他
O-179	 「ECMOにて救命した最重症先天性横隔膜ヘルニア症例の成人期への課題」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科　芳本　誠司　他

15：15〜16：11
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道1・その他」

座長：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
O-180	 「先天性乳糜胸に対する外科的治療」	 名古屋大学大学院小児外科学　城田千代栄　他
O-181	 「当院で経験した新生児特発性胃破裂の1例」	 長野県立こども病院小児集中治療科　大西　健仁　他
O-182	 「胃食道逆流症を疑った早産児に対する，食道pHモニタリングの検討」

東京女子医科大学東医療センター新生児科　北村　　怜　他
O-183	 「300g未満で出生したsevere	small	for	gestational	ageの超低出生体重児3例の転帰」
	 東京都立墨東病院　設楽　佳彦　他
O-184	 「十二指腸チューブ留置中に劇症壊死性腸炎を発症した超低出生体重児3例の検討」

秋田赤十字病院新生児科　太田　翔三　他
O-185	 「新生児消化管穿孔に対する外科治療の検討」	 聖隷浜松病院小児外科　吉田　志帆　他
O-186	 「超低出生体重児の消化管手術中における体温管理に関する検討」	 名古屋第二赤十字病院小児科　山田　崇春　他

16：11〜16：51
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道2」

座長：新潟大学大学院医歯学総合研究科小児外科　木下　義晶
O-187	 「胎児期に肝門部嚢胞病変を指摘された症例の検討」	 新潟大学医歯学総合研究科小児外科教室　荒井　勇樹　他
O-188	 「腹部手術を要する極・超低出生体重児に対する治療方針の変遷とその評価」	獨協医科大学第一外科　山口　岳史　他
O-189	 「先天性横隔膜ヘルニアの1歳6ヶ月時の精神発達状況」	 神奈川県立こども医療センター新生児科　豊島　勝昭　他
O-190	 「超低出生体重児に生じた壊死性腸炎の検討」	 福島県立医科大学附属病院小児外科　清水　裕史　他
O-191	 「新生児卵巣嚢胞の予後予測因子としての胎児期嚢腫径の変化についての検討」

群馬県立小児医療センター小児外科　高澤　慎也　他

2日目7月14日（日）
第6会場松本市総合体育館1F　メインアリーナ

9：00〜9：48
一般演題（口演）「循環2」

座長：東邦大学医学部新生児学講座　与田　仁志
O-192	 「Everolimusが有効であった心臓横紋筋種とWPW症候群を合併した結節性硬化症の新生児例」

愛媛大学医学部附属病院周産母子センター　太田　雅明　　
O-193	 「出生後早期に著明な心不全をきたした正期産児の一例」	 国立病院機構佐賀病院　冨野　広通　他
O-194	 「FLP施行後に肺動脈狭窄が残存し経皮的バルーン肺動脈弁形成術が必要であったTTTS受血児の1例」

東邦大学医療センター大森病院新生児科　日根幸太郎　他

2 日目　7 月 14 日（日）
第 6 会場　松本市総合体育館 1F　メインアリーナ特設
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O-195	 「胎児発育遅延に合併した大動脈縮窄症」	 岩手医科大学附属病院小児科　土屋　繁国　他
O-196	 「ファロー四徴との鑑別に苦慮した主要体肺側副血管を伴う総動脈幹の1例」

日本赤十字社医療センター新生児科　福村　史哲　他
O-197	 「治療に難渋した発作性上室性頻拍の早産児例」	 金沢大学小児科　山﨑　大輔　他

9：48〜10：36
一般演題（口演）「循環3」

座長：国立病院機構九州医療センター小児科　佐藤　和夫
O-198	 「母体への硫酸マグネシウム投与が超早産児の生後早期循環に及ぼす影響」	 県立広島病院新生児科　古森　遼太　他
O-199	 「極低出生体重児における生後28日未満のMRSA保菌と動脈管閉鎖遅延」	 安城更生病院新生児科　五十里　東　他
O-200	 「晩期循環不全において急性期CRH負荷試験はステロイドの有効性の指標になる」	愛知医科大学病院　上田　博子　他
O-201	 「電気的心臓測定法と近赤外分光法を用いて循環評価を行った母児間輸血症候群の2例」

東京医科大学病院小児科学分野　渡邊　由祐　他
O-202	 「MD双胎早産児の生後24時間60秒毎心拍数差分散と心不全および退院前頭部MRI白質異常所見の関連の検討」

静岡県立こども病院新生児科　小松　賢司　他
O-203	 「ダウン症候群における動脈管の自然歴」	 神奈川県立こども医療センター新生児科　勝又　　薫　他

10：36〜11：24
一般演題（口演）「循環4」

座長：神奈川県立こども医療センター新生児科　猪谷　泰史
O-204	 「新生児期における心臓手術後急性腎障害のリスク因子と予後に関する検討」

鹿児島大学病院周産母子センター小児科　上野健太郎　他
O-205	 「術後合併症からみた未熟児動脈管開存症に対する外科的治療介入時期の検討」	 北里大学小児科　石田　宗司　他
O-206	 「生後72時間の低ナトリウム血症と脳室周囲白質軟化症の関連」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　玉置　祥子　他
O-207	 「早産・超低出生体重児における脳の組織酸素飽和度と未熟児網膜症との関連」

神奈川県立こども医療センター新生児科　吉田　大輔　他
O-208	 「Small	for	gestational	ageの超低出生体重児に対する早期からの総合ビタミン剤投与」

富山県立中央病院小児科　東山　弘幸　他
O-209	 「超早産児の鎮静　フェンタニルと塩酸デクスメデトミジンの比較」	 藤田医科大学小児科　中内千春子　他

12：05〜13：05
ランチョンセミナー 10

13：15〜16：15
シンポジウム9

「産婦人科診療ガイドライン産科編2020コンセンサスミーティング」
座長：順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　板倉　敦夫

大分県立病院総合周産期母子医療センター　佐藤　昌司
奈良県立医科大学産婦人科　成瀬　勝彦　　
長野県立こども病院産科　吉田　志朗　　

東京都立墨東病院産婦人科　兵藤　博信　　
富山大学附属病院産科婦人科　塩﨑　有宏　　

医療法人社団健正会南流山レディスクリニック　大浦　訓章　　
弘前大学医学部附属病院周産母子センター　田中　幹二　　
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　永松　　健　　

2日目7月14日（日）
第7会場松本市総合体育館2F　サブアリーナ

9：00〜9：48
一般演題（口演）「合併症妊娠4」

座長：東京都立墨東病院産婦人科　兵藤　博信
O-210	 「当院で経験した周産期心筋症5症例の検討」	 君津中央病院産婦人科　廣岡　千草　他

2 日目　7 月 14 日（日）
第 7 会場　松本市総合体育館 2F　サブアリーナ特設
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O-211	 「4回目の妊娠中に発症した大動脈解離の一例」
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門　岡野　真大　他

O-212	 「先天性心疾患合併妊娠における授乳方法と産後経過（心血管合併症・BNP値）についての検討」
国立循環器病研究センター周産期・婦人科部　松坂　　優　他

O-213	 「母児ともに救命できた，急速に心肺停止に至った重症の羊水塞栓症の1例」	 伊勢赤十字病院　萩元　美季　他
O-214	 「心肺虚脱型羊水塞栓症における心停止イベント後救命例と死亡例の重症度の比較」	 浜松医科大学　小田　智昭　他
O-215	 「妊産婦死亡例における児の予後に関する検討」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科　長谷川潤一　他

9：48〜10：28
一般演題（口演）「合併症妊娠5」

座長：信州大学医学部産科婦人科　菊地　範彦
O-216	 「胎盤転移を認めた妊婦胃癌の1例」	 九州大学産婦人科　大神　靖也　他
O-217	 「当院で経験した急性虫垂炎合併妊娠の13例」	 豊橋市民病院産婦人科　古井　憲作　他
O-218	 「分娩時子宮弛緩により大量出血を来した慢性特発性偽性腸閉塞症合併妊娠の一例」

九州大学病院産科婦人科　城戸　　咲　他
O-219	 「帝王切開後に重症感染症を来した多発肝嚢胞合併妊娠の一例」	 名古屋第一赤十字病院産婦人科　大西　主真　他
O-220	 「妊娠中に増大した膵粘液性嚢胞腫瘍の1例」	 佐世保市総合医療センター　村上　優子　他

10：28〜11：08
一般演題（口演）「合併症妊娠6」

座長：横浜市立大学市民医療総合センター母子医療センター　青木　　茂
O-221	 「乳癌術後療法としてトラスツズマブ投与中に妊娠し生児を得た1例」	 武蔵野赤十字病院　飯田理央子　他
O-222	 「子宮頸部上皮内癌を併発した妊娠関連乳癌の一例」	 東京女子医科大学産婦人科学講座　菅野　俊幸　他
O-223	 「腹腔鏡下子宮筋腫核出術後にSTUMPと診断されたが，妊娠出産に至った症例」

市立福知山市民病院産婦人科　奥田　知宏　他
O-224	 「進行子宮頸癌合併妊娠の検討」	 札幌医科大学産婦人科学講座　寺本　瑞絵　他
O-225	 「当院で経験した卵巣腫瘍合併妊娠手術症例の妊娠・分娩転帰に関する検討」

医療法人愛仁会千船病院　小川　紋奈　他

11：08〜11：56
一般演題（口演）「合併症妊娠7」

座長：大分県立病院総合周産期母子医療センター　佐藤　昌司
O-226	 「重篤な経過をたどった精神疾患合併妊娠の3例」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科学　倉崎　昭子　他
O-227	 「精神疾患合併妊娠における精神障害増悪リスク因子についての検討」

神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科　川崎　　薫　他
O-228	 「神経発達症をもつ妊婦の1例」	 名古屋大学産婦人科　森山　佳則　他
O-229	 「産褥3日目に突然生じた強直間代性痙攣を契機として，てんかんの初発診断に至った一例」

昭和大学江東豊洲病院産婦人科　青山茉利香　他
O-230	 「軟骨無形成症合併妊娠の二症例」	 一般財団法人太田総合病院附属太田西ノ内病院　今泉　花梨　他
O-231	 「異なる3つの麻酔方法を施行したNoonan症候群妊娠患者の1例」

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター産科麻酔科　野口　翔平　他

12：05〜13：05
ランチョンセミナー 11

13：15〜14：03
一般演題（口演）「合併症妊娠8」

座長：東邦大学医療センター大森病院産婦人科　中田　雅彦
O-232	 「中隔子宮の左右に自然妊娠した双胎の1例」	 長崎大学産婦人科　永田　　幸　他
O-233	 「頻収縮と繰り返す遅発一過性徐脈を認めた双角子宮に癒着胎盤を合併した一例」

聖マリアンナ医科大学産婦人科学　中村　貴香　他
O-234	 「卵子提供により双胎妊娠となり55歳で分娩となった経産婦の一例」

広島市立広島市民病院産科婦人科　田中奈緒子　他
O-235	 「海外にて卵子提供により妊娠し当院にて周産期管理となった4例」

東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科　横川　　桂　他
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O-236	 「妊娠17週で大量出血をきたした子宮頸部静脈瘤合併妊娠の1例」	 山梨大学医学部産婦人科　田中　孝太　他
O-237	 「子宮内膜症に関連した妊娠中の特発的な腹腔内出血（SHiP）の2例」	三重中央医療センター産科婦人科　二村　　涼　他

14：03〜14：43
一般演題（口演）「合併症妊娠9」

座長：大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学　木村　　正
O-238	 「当院で経験した帝王切開瘢痕部妊娠に対する子宮内容除去術後の経過」

東京医科大学八王子医療センター産婦人科　寺田　秀昭　他
O-239	 「帝王切開瘢痕部妊娠・全前置癒着胎盤に対して帝王切開で児を娩出後，子宮を温存し待機療法を行った一例」

広島市立広島市民病院産科婦人科　坂井　裕樹　他
O-240	 「当院で経験した妊孕性温存可能であった帝王切開瘢痕部妊娠（cesarean	scar	pregnancy；CSP）の4例」

豊橋市民病院産婦人科　植草　良輔　他
O-241	 「子宮動脈塞栓術（UAE）後の妊娠予後に対する検討」	 広島市民病院　片山　沙希　他
O-242	 「子宮内膜異型増殖症および早期子宮体癌に対する高用量黄体ホルモン療法後妊娠の産科的予後に関する検討」

慶應義塾大学産婦人科　大石　真希　他

14：43〜15：39
一般演題（口演）「多胎と胎児治療」

座長：聖隷浜松病院産婦人科・総合周産期母子医療センター　村越　　毅
O-243	 「当院における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の成績」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　長崎　澄人　他
O-244	 「妊娠26週以降の双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下レーザー凝固術後の児の短期予後」

大阪母子医療センター　山本　　亮　他
O-245	 「一絨毛膜二羊膜双胎における絨毛膜無毛部の両児間吻合血管に関する検討」	 大阪母子医療センター　山本　　亮　他
O-246 「双胎間輸血症候群の発症予測に向けた受血児の静脈管血流波形の検討」

東邦大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　鷹野真由実　他
O-247	 「FLP（胎児鏡下レーザー凝固術）適応外で経過し大児に多嚢胞性脳軟化症をきたした一絨毛膜二羊膜双胎例」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　三村　仁美　他
O-248	 「TRAP	sequenceに対しラジオ波凝固術を施行した60例の短期予後」

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　杉林　里佳　他
O-249	 「無心体双胎に対するラジオ波焼灼術の適応拡大・保険収載に向けた取り組み」

国立成育医療研究センター臨床研究センター　永田　知映　他

15：39〜16：11
一般演題（口演）「栄養・代謝3」

座長：日本大学医学部外科学系小児外科学分野　上原秀一郎
O-250	 「乳児期の先天性横隔膜ヘルニアに対する適切な投与熱量の検討」	 千葉大学医学部附属病院小児外科　照井　慶太　他
O-251	 「ラコールNF投与にて牛乳アレルギーを発症した重症心身障害児の2例」

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院周産期センター新生児部門　井上　瑶子　他
O-252	 「新生児消化管穿孔後空腸瘻における肛門側腸管持続的腸液注入の工夫」
	 京都府立医科大学小児外科　古川　泰三　他
O-253	 「壊死性腸炎モデルマウス肝由来オーガノイドの性質に関する検討」	 静岡県立こども病院小児外科　三宅　　啓　　

2日目7月14日（日）
第8会場松本市総合体育館1F　大会議室

9：00〜9：48
一般演題（口演）「育児支援1」

座長：愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学　杉山　　隆
O-254	 「母子手帳交付時のリスク因子から産後の支援を考える」	 山形大学産婦人科　渡邉　憲和　他
O-255	 「産後うつ病のリスクとなる周産期因子の検討」	 山梨県立中央病院　笠井真祐子　他
O-256	 「産後メンタルヘルスケアにおける早期介入の効果とリスク因子の検討」

岐阜大学医学部附属病院成育医療科・女性科　志賀　友美　他
O-257	 「エジンバラ産後うつ病質問票における高得点者のリスク因子の分析」

和歌山県立医科大学産科婦人科　松田　香穂　他

2 日目　7 月 14 日（日）
第 8 会場　松本市総合体育館 1F　大会議室
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O-258	 「シームレスな周産期メンタルヘルスケアの重要性を痛感した一例〜産婦人科，小児科，地域の連携〜」
昭和大学江東豊洲病院産婦人科　山下　有加　他

O-259	 「父親の産後うつと乳児へのボンディング障害のリスク要因－エコチル追加調査より－」
東北大学産婦人科　西郡　秀和　他

9：48〜10：28
一般演題（口演）「育児支援2」

座長：筑波大学附属病院産婦人科　小畠　真奈
O-260	 「初産婦の妊娠中の乳頭の状態および乳管開通操作と産後の乳頭・乳房トラブルとの関連について」

吉野産婦人科医院　吉野　和男　他
O-261	 「未受診妊婦における母乳育児の動向と背景に関する検討」	 都立墨東病院　須江　英子　他
O-262	 「レボセチリジンの母乳中濃度測定について」	

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　鈴木　　朋　他
O-263	 「新生児離脱スコアの経時的変化と薬物種類数の比較」	 昭和大学横浜市北部病院　松浦　　玲　他
O-264	 「向精神薬，抗てんかん薬服用妊婦の出生児において授乳が薬物離脱症状発現に与える影響について」

琉球大学医学部附属病院周産母子センター　金城　淑乃　他

10：28〜11：16
一般演題（口演）「育児支援3・その他」

座長：埼玉医科大学総合医療センター新生児科　加部　一彦
O-265	 「産後のメンタルヘルスおよび子どもの反応性が子どもへの感情に及ぼす影響」

名古屋大学心の発達支援研究実践センター　永田　雅子　他
O-266	 「特定妊婦スクリーニングによる妊娠期からの虐待予防」	 釧路赤十字病院小児科　兼次　洋介　　
O-267	 「若年者を対象とした母乳育児に関するアンケート調査」	 旭川荘療育医療センター小児科　吉尾　博之　他
O-268	 「自作NICU用オーダリングシステムとリンクした搾母乳保存管理データベースについて」

川崎医科大学新生児科学教室　川本　　豊　　
O-269	 「ICTを応用したNICU遠隔診療支援システムの開発と運用」

京都大学医学部附属病院新生児集中治療部　岩永甲午郎　他
O-270	 「ICTを活用した極低出生体重児のための電子育児支援システムの構築」

神奈川県立こども医療センター新生児科　盛一　享徳　他

13：15〜14：45
シンポジウム10

「虐待予防に取り組む多職種連携！−多胎育児支援における切れ目のない支援にむけて−」
座長：日本助産評価機構理事　佐山　理絵

1．「周産期から始める子育て支援の有り様」	 大阪母子医療センター産科　米田　信明　　
2．「施設における退院支援の取り組み」	 名古屋第二赤十字病院／新生児集中ケア認定看護師　八田　恵利　　
3．「多胎児を育てる家族への支援」	 日本多胎支援協会／岐阜県立看護大学育成期看護学領域　服部　律子　　

共催：日本助産評価機構

15：00〜17：00
シンポジウム11

「新生児科医の働き方改革」
座長：北里大学医学部附属新世紀医療開発センター先端医療領域開発部門新生児集中治療学　中西　秀彦

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科　大木　　茂
1．「周産期医療における働き方改革の課題」	 北里大学医学部産科学　海野　信也　　
2．「小児科学会としての働き方改革への取り組み〜ようこそ働き方改革〜」	大阪母子医療センター新生児科　和田　和子　　
3．「専門医研修制度および医師偏在対策との関係」	 東京大学医学部附属病院小児・新生児集中治療部　高橋　尚人　　
指定発言1．「人口密度が低い地域の実状」	 北海道大学病院周産母子センター　長　　和俊　　
指定発言2．「山口県の新生児科医の実情と今後」	 山口大学病院総合周産期母子医療センター　高橋　一雅　　
4．「厚労省としての取り組みや展望」	 厚生労働省医政局医事課長　佐々木　健　　
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2日目7月14日（日）
ホテルブエナビスタホテルブエナビスタ2F　メディアーノ1/2

10：00〜12：00
教育・研修委員会セミナー

「評議員・指導医のための試験問題作成講座」
座長：京都大学医学部附属病院小児科　河井　昌彦

講師：信州大学医学部小児医学教室　中山　佳子

13：30〜15：30
女性医師が学会運営に携わることを推進するワーキンググループ「カフェ」

14：00〜16：00
教育・研修委員会セミナー
ハンズオンセミナー（A領域）

座長：慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　宮越　　敬
「医療統計実践セミナー」 講師：大阪市立大学医療統計学講座　新谷　　歩
 大阪市立大学医療統計学講座　國近　英伸

2日目7月14日（日）
ポスター会場松本市総合体育館1F　メインアリーナ

17：00〜18：00
一般演題（ポスター）「感染・免疫4」
P-357	 「NICUにおける遅発型B群連鎖球菌（GBS）のアウトブレイク」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　堀江　裕子　他
P-358	 「治療に難渋したProteus	mirabilisによる髄膜炎・多発脳膿瘍の新生児例」
	 佐賀大学医学部附属病院小児科　岩永　　学　　
P-359	 「MRSAによる術後縦隔炎に対しリネゾリド投与と陰圧閉鎖療法にて改善を得た極低出生体重児の1例」

昭和大学医学部小児科学講座　長谷部義幸　他
P-360	 「新生児遷延性肺高血圧症を合併したGBS敗血症に対しポリミキシンB固定化カラム吸着療法が奏功した新生児例」

倉敷中央病院　服部　真也　他
P-361	 「超低出生体重児に発症して治療し得た感染性心内膜炎」	 聖隷浜松病院　桐戸　雄紀　他
P-362	 「リステリア症の新生児2症例」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　緒方　公平　他

一般演題（ポスター）「感染・免疫5」
P-363	 「MRSA敗血症の反復後に川崎病を発症した早産超低出生体重児の一例」	信州大学医学部小児医学教室　中村千鶴子　他
P-364	 「体重増加不全を契機に診断された先天性風疹症候群の1例」	 越谷市立病院小児科　横山美華子　他
P-365	 「未受診・飛び込み出産でクラミジア結膜炎を発症した抗体陰性母体産児の1例」

川崎市立川崎病院新生児内科　宮武　瑛里　他
P-366	 「生直後より敗血症性ショックと胆汁うっ滞を認めた先天梅毒の1例」	 国立病院機構三重病院　乙部　　裕　他
P-367	 「汎血球減少が遷延した先天性サイトメガロウイルス感染症の1例」

新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　楡井　　淳　他
P-368	 「水痘帯状疱疹ウイルスのPCR検査が早期退院に有効であった周産期水痘の1例」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　一和多信孝　他

一般演題（ポスター）「感染・免疫6」
P-369	 「胎児期に発症したFPIES（Food-Protein	Induced	Enterocolitis	Syndrome）の一例」

愛知医科大学病院周産期母子医療センター　市村信太郎　他
P-370	 「Bacillus	cereusによる敗血症に仮性肺動脈瘤を合併した極低出生体重児の一例」

新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　金子　孝之　他
P-371	 「高度な肝機能障害と高フェリチン血症を呈した，新生児ループスの1例」	

JA北海道厚生連帯広厚生病院　鈴木　祐人　他
P-372	 「免疫異常を呈した22q11.2欠失症候群の1例」	 聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　中島　秀幸　他

2 日目　7 月 14 日（日）
ホテルブエナビスタ　2F　メディアーノ 1/2

2 日目　7 月 14 日（日）
ポスター会場　松本市総合体育館 2F　サブアリーナ
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P-373	 「新生児慢性肺疾患児が幼児期にリウマチ因子を産生する」
地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター研究所免疫部門　北島　博之　他

P-374	 「新生児感染管理データシステムの構築」	 東京都立小児総合医療センター新生児科　本間　英和　他

一般演題（ポスター）「呼吸1・循環1」
P-375	 「妊婦における睡眠時無呼吸症候群の頻度と周産期合併症についての検討」	 秋田大学産婦人科　小野　有紀　他
P-376	 「日本人の出生時環境と40，50，60歳代での心血管疾患リスク因子の関連」	 榊原記念病院　桂木　真司　他
P-377	 「胎児不整脈症例についての検討　期外収縮症例を中心として」	 新潟大学医歯学総合病院産婦人科　能仲　太郎　他
P-378	 「経胎盤的ジゴキシン投与により経腟分娩が可能であった胎児頻脈性不整脈の2症例」

千葉大学病院周産期母性科　尾崎江都子　他
P-379	 「経胎盤的抗不整脈薬投与を行い胎児頻脈性不整脈が改善した一例」

久留米大学産婦人科／久留米大学総合周産期母子医療センター産科　石松　真人　他

一般演題（ポスター）「循環2」
P-380	 「心臓脱，完全大血管転位症を合併した不完全型Cantrell症候群の1例」

群馬県立小児医療センター産科　佐藤　達也　他
P-381	 「当院で経験した胎児動脈管早期収縮の3例」	 地域医療機能推進機構九州病院　川上　剛史　他
P-382	 「胎児心不全における母体血中バイオマーカー」	 国立循環器病研究センター再生医療部　三好　剛一　他
P-383	 「胎児Heterotaxyの予後予測因子の検討」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　塩野入　規　他
P-384	 「胎児心臓スクリーニングにおける日本人胎児のthree	vessel	viewの基準範囲」	 大阪府済生会吹田病院　成冨　祥子　他
P-385	 「日本胎児心臓病学会胎児治療委員会より：重症大動脈弁狭窄症の胎児大動脈弁バルーン拡張術の早期安全性試験」

国立成育医療研究センター胎児診療科　小澤　克典　他

一般演題（ポスター）「循環3」
P-386	 「ジクロロ酢酸ナトリウムおよびコハク酸シベンゾリンで治療したミトコンドリア心筋症の新生児例」

自治医科大学小児科　下澤　弘憲　他
P-387	 「甲状腺機能低下症に対しレボチロキシン投与後に右室流出路狭窄症状が悪化したファロー四徴症の正期産児例」

愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院小児科　林　　希望　他
P-388	 「胎児期に二段脈と診断された促進型心室固有調律の早産児例」

東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　増本　健一　他
P-389	 「器質化動脈管により左肺動脈狭窄をきたした胎児動脈管早期収縮の2例」

三重大学医学部附属病院小児科　淀谷　典子　他
P-390	 「Iloprost吸入を使用し急性期を管理しえた先天性横隔膜ヘルニアに伴う重症肺高血圧の一例」

三重大学医学部医学系研究科小児科学　北村　創矢　他

一般演題（ポスター）「循環4」
P-391	 「生後早期に発症しコイル塞栓術が有効であった右肺底動脈起始異常症の1例」

地域医療機能推進機構九州病院小児科　足立　俊一　他
P-392	 「剖検により心筋炎・全身性トキソプラズマ症と診断した難治性不整脈の1例」

あいち小児保健医療総合センター新生児科　森鼻　栄治　他
P-393	 「異なる転帰となった胎児母体間輸血症候群の2例」	 広島大学病院小児科　洲澤　彩香　他
P-394	 「急性期管理に難渋した左室心筋緻密化障害の1例」	 国立病院機構三重中央医療センター新生児科　武岡　真美　他
P-395	 「広範な心石灰化病変と頻脈性不整脈を呈した新生児ループスの早産児例」

群馬県立小児医療センター新生児科　小泉　亜矢　他
P-396	 「新生児期に診断した一側肺動脈欠損の2例」	 日本赤十字社医療センター　山田　浩之　他

一般演題（ポスター）「循環5」
P-397	 「NICU入院時スクリーニング心エコーは全例に必要か？」	 聖マリアンナ医科大学新生児科　桜井　研三　他
P-398	 「当院におけるイブプロフェン製剤の使用経験」	 神奈川県立こども医療センター新生児科　西田　剛士　他
P-399	 「未熟児動脈管開存症に対するアセトアミノフェン静注の検討」

埼玉医科大学総合医療センター小児科　大島あゆみ　他
P-400	 「一次産科施設におけるパルスオキシメータによる危急的先天性心疾患のスクリーニングの経験」

東海大学医学部専門診療学系小児科学　鈴木　啓二　他
P-401	 「組織酸素飽和度測定トッカーレによる局所に関する検討：INVOSとの比較」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科　塚本　桂子　他
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P-402	 「在胎30週未満出生児の血圧分布の検討－PLASE研究データベースより－」
大阪市立総合医療センター　岩見　裕子　他

一般演題（ポスター）「呼吸2」
P-403	 「保存的治療により肺葉切除を回避できた肺葉性肺気腫の新生児例」	 加古川中央市民病院　増田　祥行　他
P-404	 「右肺分画症に気管支食道瘻を合併した気管支肺前腸奇形の1女児例」

順天堂大学医学部附属静岡病院新生児科　粟田健太郎　他
P-405	 「呼吸管理に難渋した重症新生児仮死，肺高血圧症の一例」	 市立四日市病院　周山めぐみ　他
P-406	 「NAVA管理下の覚醒時Ediの上昇が診断の発端になった気管・気管支軟化症の超低出生体重児例」

杏林大学医学部小児科　鴇田　雅俊　他
P-407	 「エチレフリンとOK-432による胸膜癒着療法の併用が奏功した難治性の先天性乳び胸の一例」

東京都立小児総合医療センター新生児科　友邊雄太郎　他
P-408	 「NICUでの挿管における前投薬の影響についての検討」	 杏林大学医学部小児科　小澤　悠里　他

一般演題（ポスター）「呼吸3」
P-409	 「当院で管理した慢性早剥羊水過少症候群の2症例－新生児科の視点から－」	 福岡大学小児科　川野　裕康　他
P-410	 「間質性肺気腫（PIE）に対して肺葉切除を実施した超低出生体重児の2例」

京都大学医学部附属病院小児科　秋田　充代　他
P-411	 「治療に難渋している後天性声門下狭窄の2例」	鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野　中目　和彦　他
P-412	 「新生児空気漏出症候群に対するHigh	Flow	Nasal	cannulaの使用経験」	春日部市立医療センター小児科　宮林　　寛　他
P-413	 「当院における重症CLD-PH症例のまとめ」	 京都第一赤十字病院新生児科　太田　幹人　他
P-414	 「極低出生体重児における出生時KL6の意義」	 筑波大学附属病院小児科　竹内　秀輔　他
P-415	 「High	PEEPが解剖学的死腔量に与える影響について」

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター小児科　瑞木　　匡　他

一般演題（ポスター）「呼吸4」
P-416	 「RDS症例に対するサーファクタント投与後の速やかな抜管（INSURE）とNIV-NAVAの組み合わせ治療の効果」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科　宮原　　純　他
P-417	 「新生児遷延性肺高血圧症におけるAVDSFの有用性」	 国立病院機構舞鶴医療センター　山野　暁生　他
P-418	 「選択的帝王切開の施行時期と新生児呼吸障害の関連についての検討」	 公立陶生病院小児科　神澤　孝洋　他
P-419	 「超早産児の前期破水例における学齢期の呼吸機能予後に関する検討」	大阪母子医療センター新生児科　森川　一恵　他
P-420	 「在宅用人工呼吸器Vivo50によりHigh	Flow	Nasal	Cannula（HFNC）療法を在宅医療に導入したNICU退院児8例の検討」

大阪大学大学院医学系研究科小児科　鶴長　玄哉　他
P-421	 「当院における在宅nasal	CPAP療法の取り組みについて」	川口市立医療センター新生児集中治療科　野口　優輔　他

一般演題（ポスター）「呼吸5」
P-422	 「新生児期から呼吸困難を呈した喉頭嚢胞の2例」	 静岡県立こども病院小児外科　福本　弘二　他
P-423	 「先天性横隔膜ヘルニアを疑われた，腹部動脈起始異常の一例」	九州大学医学研究院小児外科学分野　河野　　淳　他
P-424	 「胸部腎を合併した右先天性横隔膜ヘルニアの一例」	 九州大学大学院医学研究院小児外科学分野　近藤　琢也　他
P-425	 「過去11年間における気管切開術20例の検討」	 鳥取大学医学部周産期・小児医学　藤井　宏美　他
P-426	 「NICUでの管理中に気管切開を要した症例の臨床的検討」	 大阪医科大学一般消化器外科　富山　英紀　他

一般演題（ポスター）「多胎1」
P-427	 「双胎での妊娠全期間における血小板数の変化について」	 りんくう総合医療センター　坂口　仁美　他
P-428	 「合併症のない双胎妊娠における血液学的変化」	国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター　関口　将軌　他
P-429	 「双胎妊娠と単胎妊娠における妊娠中母体血圧の比較：エコチル調査」	 東北大学産婦人科　岩間　憲之　他
P-430	 「多胎における胎児形態異常例の分析」	 兵庫県立こども病院周産期医療センター産科　船越　　徹　　
P-431	 「胎児不均衡発育の発生に及ぼす不妊治療の影響」	 順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　篠原三津子　他
P-432	 「双胎妊娠の外来における支援方法の工夫	－Twinkle	Supportからの報告－」

国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター総合周産期センター　近藤　朱音　他
P-433	 「妊娠30週から33週の単胎と双胎妊娠の胎児表情の観察」	 香川大学医学部周産期学婦人科学　新田絵美子　他
P-434	 「妊娠36週以降の双胎新生児の呼吸障害の発症頻度」	 大阪母子医療センター　八木　一暢　他
P-435	 「妊娠26週未満の羊水量差に視点を置いた一絨毛膜二羊膜双胎の予後」

宮崎大学医学部附属病院産婦人科　藤崎　　碧　他
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一般演題（ポスター）「多胎2」
P-436	 「当院における双胎妊娠の分娩方法に関する検討」	 京都第一赤十字病院　松尾　精記　他
P-437	 「双胎経腟分娩時に発症した子宮破裂」	 新潟大学医歯学総合病院産婦人科　関塚　智之　他
P-438	 「双胎妊娠における児の体重と分娩時出血量の関係」	 三重中央医療センター産婦人科　大阪　　優　他
P-439	 「当院総合周産期センターにおける品胎妊娠の転帰」	 東京都立多摩総合医療センター産婦人科　荒井　智大　他
P-440	 「当科において品胎妊娠に対して経腟分娩を試み成功した1例」	 京都第一赤十字病院　大久保智治　他
P-441	 「妊娠34週以降の分娩を目指した管理を行った品胎妊娠の予後」	 大阪母子医療センター産科　中西研太郎　他

一般演題（ポスター）「多胎3」
P-442	 「妊娠21週時に前期破水を来たし，妊娠27週まで妊娠継続した二絨毛膜二羊膜双胎妊娠の1症例」

大津赤十字病院産婦人科　李　　泰文　他
P-443	 「二絨毛膜二羊膜双胎の一児に重症子宮内発育不全を認め娩出時期の決定に臍帯静脈血流異常を用いた2症例」

JA北海道厚生連旭川厚生病院産婦人科　石田久美子　他
P-444	 「胎児甲状腺機能低下症にレボチロキシンを羊水腔投与し良好な予後を得た二絨毛膜二羊膜双胎の一例」

長良医療センター産科　浅井　一彦　他
P-445	 「Chorangiomatosisにより一児の胎児発育不全をきたした二絨毛膜二羊膜双胎の一例」

愛知医科大学産婦人科　上野　大樹　他
P-446	 「一絨毛膜二羊膜双胎の隔壁羊膜穿破および臍帯相互巻絡を妊娠中に疑い管理した2例」

東京都立墨東病院　彦坂　慈子　他
P-447	 「FLP後に胎児貧血が持続した一絨毛膜二羊膜双胎の1例」	 産業医科大学産婦人科　浦川　瑠香　他
P-448	 「FLP後に羊膜穿破をきたし，偽性羊膜索症候群により双胎一児死亡となった一例」

群馬大学医学部附属病院産科婦人科　岡庭　　隼　他
P-449	 「当院における一絨毛膜二羊膜性双胎の一児胎内死亡3例に関する検討」	愛媛県立中央病院産婦人科　森　　美妃　他
P-450	 「双胎妊娠の一児死亡症例における妊娠合併症の頻度」	 大阪母子医療センター産科　城　　道久　他

一般演題（ポスター）「早産1」
P-451	 「予防的・治療的子宮頸管縫縮術の有用性の検討」	 越谷市立病院産婦人科　石黒　共人　他
P-452	 「当院の子宮頸管縫縮術の検討」	 小倉医療センター産婦人科　近藤　恵美　他
P-453	 「円錐切除術後の高度子宮頸管短縮例に経腹的子宮頸管縫縮術を施行した一例」

地方独立行政法人総合病院国保旭中央病院産婦人科　久保　拓之　他
P-454	 「経腟的頸管縫縮術施行後に流早産となったが次の妊娠時に経腹的頸管縫縮術を施行し正期産児を得た2例」

帝京大学医学部附属病院産婦人科　西澤　美紀　他
P-455	 「広汎子宮頸部摘出術後，非妊娠時の頸管縫縮術が有効であった1例」

財団法人田附興風会医学研究所北野病院　山本瑠美子　他
P-456	 「腹腔鏡下広汎子宮頸部全摘術後に生児を得た1例」	 島根大学産科婦人科　原　　友美　他
P-457	 「当院における広汎子宮頸部摘出術後妊娠の検討」	 東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科　鶴岡　佑斗　他
P-458	 「妊娠成立後に開腹アプローチで行った経腹的子宮峡部縫縮術の5例」	 日本医科大学女性診療科・産科　大内　　望　他
P-459	 「経腹的頸管縫縮術の有用性に関する検討」	 長崎大学産婦人科　長谷川ゆり　他

一般演題（ポスター）「早産2」
P-460	 「妊娠初期にBulkyな頸管ポリープを認めた2症例」	 市立札幌病院産婦人科　平山　恵美　他
P-461	 「切迫早産管理にペッサリーを導入した成績」	 木沢記念病院産婦人科　天谷　優介　他
P-462	 「産科一次施設における子宮頸管ペッサリーを用いた切迫早産管理の有用性」

公益財団法人聖バルナバ病院　成瀬　勝彦　他
P-463	 「分娩2次施設である当院で切迫早産に対し頸管ペッサリーを導入した一例」	 河北総合病院　保谷　茉莉　他
P-464	 「当院での子宮頸部円錐切除術後妊娠における流早産リスク因子の検討」

神戸市立医療センター中央市民病院　奥立みなみ　他
P-465	 「頸管縫縮術非実施の円錐切除後妊娠における頸管長測定は早産予測に寄与するか」

東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　加藤　浩介　他
P-466	 「子宮頸部円錐切除術後の妊娠症例に関する臨床的検討」	 豊見城中央病院産婦人科　前濱　俊之　　
P-467	 「当院における妊娠中期子宮頸管長スクリーニングの検討」	 東京慈恵会医科大学産婦人科　大久保美紀　他
P-468	 「経腹超音波による子宮頸管長スクリーニングの有用性に関する検討」	 茅ヶ崎市立病院産婦人科　永江　世佳　他

2 日目　7 月 14 日（日）
ポスター会場　松本市総合体育館 1F　メインアリーナ
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一般演題（ポスター）「早産3」
P-469	 「当院における22週〜25週の早産児の転機から考える産科的介入の検討」

大阪市立総合医療センター総合周産期母子医療センター産科　小松　摩耶　他
P-470	 「当院におけるlate	preterm児の転帰と早期新生児予後」	 岡山大学産婦人科　大平安希子　他
P-471	 「当院における妊娠22週未満の破水症例の検討」	 長岡赤十字病院産婦人科　菅井　駿也　他
P-472	 「前期破水後に26週未満に出生した児の予後に関与する因子についての検討」	

日本赤十字社医療センター　渡邊　理子　他
P-473	 「Late	preterm	PROM症例に対する当院管理の検討」	 りんくう総合医療センター　藤城亜貴子　他
P-474	 「正期産における前期破水後の分娩管理について」	 長岡赤十字病院産婦人科　松本　賢典　他
P-475	 「塩酸リトドリンの経口投与についての後方視的検討」	 公立豊岡病院組合立豊岡病院産婦人科　小原　　勉　他
P-476	 「硫酸マグネシウムによる薬剤性横紋筋融解症が疑われた1症例」	 京都第一赤十字病院産婦人科　松本真理子　他

一般演題（ポスター）「早産4」
P-477	 「絨毛膜下血腫に対する予防的抗菌薬（腟錠）投与の有用性に関する検討」	 静岡県立こども病院　熊澤　理紗　他
P-478	 「ウレアプラズマ属による子宮内感染の特徴について」	 国立病院機構佐賀病院産婦人科　宗　　邦夫　他
P-479	 「妊娠28週未満の絨毛膜羊膜炎における予後規定因子の検討」	静岡県立こども病院周産期センター産科　増井　好穂　他
P-480	 「切迫流早産患者における羊水穿刺検査の有用性についての検討」	 国立病院機構長崎医療センター　杉見　　創　他
P-481	 「羊水中および子宮頸管顆粒球エラスターゼの相関及び早産予知能に関する検討」	 秋田大学産婦人科　三浦　広志　他
P-482	 「切迫早産における妊娠延長期間予測の検討　〜羊水中エラスターゼの有用性〜」

名古屋第一赤十字病院産婦人科　上田　真子　他
P-483	 「臍帯静脈血インターロイキン-6（IL-6）値の正常値設定についての検討」	 佐賀大学産婦人科　大島　侑子　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠10」
P-484	 「妊娠中の閉塞性黄疸と上腹部腫瘤により診断された先天性胆道拡張症の1例」

千葉大学医学部附属病院周産期・母性科　廣瀬　雅紀　他
P-485	 「妊娠性肝内胆汁うっ滞症の一例」	 竹田綜合病院産婦人科　磯上　弘貴　他
P-486	 「臨床学的にCrigler-Najier症候群（2型）の経過を呈したGilbert症候群合併妊娠の1例」

東海大学医学部付属八王子病院　楢山　知明　他
P-487	 「生体肝移植ドナー女性の妊娠・分娩に関する調査」	 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学　小寺　千聡　他
P-488	 演題取り下げ
P-489	 「EHOに対するHassab術後に妊娠した胃静脈瘤合併症例」

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門産科　助川　　幸　他
P-490	 「中心静脈栄養管理を要した腸閉塞合併妊婦の栄養管理の検討」	 独立行政法人国立病院機構埼玉病院　長谷川慶太　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠11」
P-491	 「ファロー四徴症術後妊婦が乳癌を合併し，妊娠中に化学療法を行った1例」

群馬大学医学部附属病院産科婦人科　田中亜由子　他
P-492	 「妊娠期に化学療法を施行し出産した1例」

独立行政法人国立病院機構四国こどもとおとなの医療センター　山崎　幹雄　他
P-493	 「乳癌合併妊娠7例の妊娠分娩管理およびその後の予後の検討について」	 豊橋民病院産婦人科　尾瀬　武志　他
P-494	 「レックリングハウゼン病合併妊婦に認めた巨大腋窩副乳と異所性乳腺組織由来の外陰部腫瘍の一例」

日本赤十字社和歌山医療センター　横山　玲子　他
P-495	 「腰痛を契機に診断され急激な転機をたどったスキルス胃癌合併妊娠の一例」	 自衛隊中央病院　川井まりえ　他
P-496	 「妊娠初期にイレウス症状で判明し母体を救命しえた大腸癌合併妊娠の一例」	 木沢記念病院産婦人科　髙橋　　望　他
P-497	 「妊娠中期に頭蓋内占拠性病変を発見され，満期に経腟分娩とした一例」

聖マリアンナ医科大学産婦人科学　関　　来未　他
P-498	 「妊娠後期及び産褥期に発見された進行癌の2例」	 滋賀医科大学産科学婦人科学講座　賀勢　　諒　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠12」
P-499	 「流早産の転帰をとったびまん性子宮腺筋症合併妊娠の2例」	 東京女子医科大学病院　金沢　純子　他
P-500	 「当院における子宮腺筋症合併妊娠で分娩に至った症例の検討」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科学　近藤　春裕　他
P-501	 「子宮腺筋症合併妊娠における周産期予後の検討」	 トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科　上野　琢史　他
P-502	 「当院で周産期管理を行った子宮腺筋症合併妊娠における児の出生体重についての検討」	 豊橋市民病院　鈴木　邦昭　他
P-503	 「当院での帝王切開瘢痕部妊娠に対してのメトトレキサート全身投与の有効性について」

りんくう総合医療センター産婦人科　前田　通秀　他
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P-504	 「妊娠子宮頸部静脈瘤破裂に対し交差二重マクドナルド頸管縫縮術を施行し止血し得た一例」
札幌医科大学産婦人科　真里谷　奨　他

P-505	 「帝王切開直後に子宮仮性動脈瘤と診断され，産褥期に自然消失した1例」	 旭川医科大学産婦人科　金井　麻子　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠13」
P-506	 「発熱のため流産後に子宮筋腫核出術を必要とした巨大子宮筋腫合併妊娠の一例」	 市立豊中病院　城戸絵里奈　他
P-507	 「妊娠初期に巨大子宮筋腫を核出し，生児を得た1例」	 信州上田医療センター産婦人科　三澤　将大　他
P-508	 「術前に総腸骨動脈バルーンカテーテルを留置し帝王切開術を施行した巨大子宮頸部筋腫合併妊娠の1例」

青森県立中央病院産婦人科　松下　容子　他
P-509	 「異なる転帰をたどった子宮筋腫合併，後屈嵌頓子宮の2症例」

神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科　山添紗恵子　他
P-510	 「卵巣子宮内膜症性嚢胞術後に発症した後屈嵌頓子宮に対し選択的帝王切開術を施行した1例」

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院　田伏　真理　他
P-511	 「MRIにて子宮筋層瘢痕部の菲薄化を認めたが，生児を得られた腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術後妊娠の1例」

岐阜県立多治見病院産婦人科　柴田　真由　他
P-512	 「子宮筋腫核出術・腺筋症減量術後に子宮破裂を繰り返した一例」	 宮崎県立宮崎病院産婦人科　高村　一紘　他
P-513	 「既往帝王切開／単頸双角子宮妊娠において妊娠33週に子宮破裂を認めた1例」	 静岡赤十字病院　内田　志穂　他
P-514	 「腎欠損を伴う子宮奇形の妊娠経過3例」	 函館中央病院産婦人科　赤羽慧一郎　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠14」
P-515	 「診断に苦慮した妊娠中の正常卵巣茎捻転の1例」	 秋田赤十字病院　細谷　直子　他
P-516	 「Spontaneous	ovarian	hyperstimulation	syndrome（sOHSS）は妊娠第3期でも起こり得る」

防衛医科大学校病院産婦人科学講座　羽田　　平　他
P-517	 「妊娠13週の傍卵管嚢胞捻転症例に対し，緊急腹腔鏡下嚢胞核出術を施行した1例」	 近畿大学奈良病院　金山　清二　他
P-518	 「妊娠中に発症したスキーン腺嚢胞の一例」	 東北大学産婦人科　倉片三千代　他
P-519	 「当院における妊婦に対する腹腔鏡下手術について」	 岐阜市民病院　谷垣　佳子　他
P-520	 「妊娠中の卵巣嚢腫に対する吊り上げ法を用いた腹腔鏡下手術の安全性と有用性についての検討」

日本医科大学産婦人科　倉品　隆平　他
P-521	 「卵巣子宮内膜症性嚢胞の癌化を疑い妊娠中に手術を施行した症例の臨床的検討」

山形大学産科婦人科学講座　奥井　陽介　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠15」
P-522	 「当院における腎疾患合併妊娠の分娩予後の後方視的検討」	 順天堂大学医学部附属浦安病院　石田　ゆり　他
P-523	 「腎疾患合併妊娠を疑い，妊娠中に腎生検により診断・治療を行った3症例」

りんくう総合医療センター　大井友香子　他
P-524	 「1型糖尿病を原疾患とした膵腎移植後妊娠の2例」	 藤田医科大学医学部産婦人科学　會田　訓子　他
P-525	 「重症妊娠高血圧症候群と胎児発育不全のため早産したリジン尿性蛋白不耐症合併妊娠の1例」

手稲渓仁会病院産婦人科　太田　　創　他
P-526	 「特発性脳脊髄液減少症を合併した1例」	 岐阜市民病院産婦人科　加藤雄一郎　他
P-527	 「妊娠中にギランバレー症候群を発症した1例」	 日本赤十字社和歌山医療センター　安田枝里子　他
P-528	 「重篤な合併症を有する脊髄性筋萎縮症2型合併妊娠の一例」	 名古屋第二赤十字病院　白石　佳孝　他
P-529	 「妊娠中の高エネルギー外傷に対し病院前救急診療と救急外傷治療により母児ともに良好な経過を得た1例」

日本医科大学千葉北総病院女性診療科・産科　笠野小百合　他

一般演題（ポスター）「合併症妊娠16」
P-530	 「双極性障害合併妊娠に対して電気痙攣療法を行いコントロール良好となった症例」

大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科　北野　佐季　他
P-531	 「夜間精神科医不在の地域で周産期の対応に苦慮した精神疾患合併妊娠の2例」

新潟厚生連糸魚川総合病院　才津　義亮　　
P-532	 「当院における精神疾患合併妊娠の検討」	 名寄市立総合病院産婦人科　大石由利子　他
P-533	 「当院における精神障害ハイリスク妊婦に対する支援の現状」	 中通総合病院産婦人科　利部　徳子　他
P-534	 「双極性障害による摂食障害により母体ビタミンK欠乏となり胎児頭蓋内出血をきたした1例」

東邦大学医療センター大森病院　大路　斐子　他
P-535	 「てんかん合併妊娠の周産期予後および管理」	 日本赤十字社医療センター産婦人科　藤岡　　泉　他
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一般演題（ポスター）「合併症妊娠17」
P-536	 「妊娠中に増悪した多発性硬化症の一例」	 東京医科歯科大学医学部附属病院　羅　ことい　他
P-537	 「異なる経過をたどった多発性硬化症合併妊娠の2例」	 愛媛大学産婦人科　松原　裕子　他
P-538	 「腰部巨大皮下血腫を呈し緊急帝王切開術に至った神経線維腫症1型合併妊娠の一例」

福井県立病院産婦人科　宇野　初美　他
P-539	 「骨異形成症を合併した妊娠・出産の1例」	 群馬大学医学部附属病院産科婦人科　日下田大輔　他
P-540	 「特発性一過性大腿骨頭萎縮症を発症した三例」	 国立病院機構小倉医療センター　中並　弥生　他
P-541	 「SAPHO症候群（synovitis,	ance,	pustulosis,	hyperostosis,	osteitis）合併妊娠の1例」

自衛隊中央病院産婦人科　角倉　　仁　他
P-542	 「臨床的なSotos症候群の妊婦に対し帝王切開術での分娩を行った1例」

SUBARU健康保険組合太田記念病院　篠崎　　悠　他

一般演題（ポスター）「妊娠高血圧症候群1」
P-543	 「妊娠高血圧症候群における母体の臓器障害の指標としての血小板数低下についての検討」

北海道大学病院産科　眞山　学徳　他
P-544	 「妊娠高血圧症候群症例に対する出生前ステロイドの有効性の検討」	 名古屋大学産婦人科　牛田　貴文　他
P-545	 「妊娠高血圧症候群に対するタダラフィル治療　多施設ランダム化臨床試験（MIE2試験）」

三重大学産婦人科　古橋　芙美　他
P-546	 「高血圧合併妊娠における24時間自由行動下血圧についての検討」	 国立循環器病研究センター　水野祐紀子　他
P-547	 「母体甲状腺ホルモン値を用いたHDP発症予測の検討」

東京女子医科大学八千代医療センター母体胎児科・婦人科　岩田　葉月　他
P-548	 「妊娠中の喫煙と妊娠高血圧症候群　〜エコチル調査より」	 東北大学産婦人科　田中　宏典　他
P-549	 「当院における新定義による妊娠高血圧症候群の周産期背景に関する後方視的検討」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　谷　　和祐　他
P-550	 「当院におけるHDPフォローアップ外来の現状について」	 弘前大学医学部附属病院産婦人科　伊東　麻美　他

一般演題（ポスター）「妊娠高血圧症候群2」
P-551	 「ニフェジピンにて血小板減少を来した妊娠高血圧症候群の1例」

JA北海道厚生連旭川厚生病院産婦人科　麸澤章太郎　他
P-552	 「予定帝王切開直前にHELLP症候群を発症し，術後に肝被膜下血腫と診断した一例」

長野赤十字病院産婦人科　福岡　美桜　他
P-553	 「HELLP症候群の血液検査値の推移」	 淀川キリスト教病院　山中啓太郎　他
P-554	 「当院におけるHELLP症候群の管理法の検討」	 三重大学医学部附属病院産科婦人科　村嶋　希美　他
P-555	 「妊娠分娩経過中に高血圧を認めなかったにもかかわらず，子癇を発症した一例」

聖マリア病院産婦人科　坂本　宜隆　他

一般演題（ポスター）「分娩4」
P-556	 「分娩中に突然の意識消失で発症した臨床的羊水塞栓症の一症例」	 公立陶生病院　小島　和寿　他
P-557	 「救急科との連携による集学的治療で救命できた羊水塞栓症の一例」	 兵庫県立西宮病院産婦人科　町村　栄聡　他
P-558	 「癒着胎盤に対して帝王切開術および子宮摘出術後に羊水塞栓症を呈し，母体死亡となった一例」

半田市立半田病院　鈴木　公基　他
P-559	 「羊水塞栓症を疑った一例」	 長崎大学産婦人科　小松菜穂子　他
P-560	 「妊婦の心肺停止に対して死戦期帝王切開術を施行した一例」	 長崎大学病院産婦人科　渡邊　　灯　他
P-561	 「母体救命目的の緊急帝王切開術を実施するための院内体制整備〜妊婦心停止時の帝王切開についての取り組み〜」

日本赤十字社医療センター産婦人科　髙橋　有希　他
P-562	 「分娩後に生じた特発性縦隔気腫の1例」	 長岡中央綜合病院　安田　麻友　他
P-563	 「当院における「周産期脳卒中センター」設立後の症例検討」	 名古屋第二赤十字病院　梶　健太郎　他

一般演題（ポスター）「分娩5」
P-564	 「日本人において母体身長が経腟分娩予定初産婦の分娩様式に与える影響」	 大阪母子医療センター　栗谷　佳宏　他
P-565	 「分娩誘発・陣痛促進例における子宮内圧計による分娩管理の安全性についての検討」

三重大学医学部産婦人科　矢嶋　秀彬　他
P-566	 「吸引分娩5回・20分ルールの当院分娩実施状況への影響」	 葛飾赤十字産院産婦人科　大和田桃子　他
P-567	 「産科クリニックにおける帝王切開術でのEnhanced	Recovery	After	Surgery（ERAS）導入効果」

まのウィメンズクリニック　眞野由紀雄　　
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P-568	 「当院における帝王切開周術期管理の効果について」	 平鹿総合病院産婦人科　畠山　佑子　他
P-569	 「帝王切開における回収式自己血輸血は母体の羊水塞栓症リスクを上昇させるか？：前方視的症例対象研究」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　早田英二郎　他

一般演題（ポスター）「分娩6」
P-570	 「Robson分類を用いた帝王切開率の経年変化比較の有用性」	 静岡赤十字病院　加藤　　恵　他
P-571	 「当院における選択的帝王切開術での分娩時期に関する検討」	国立国際医療研究センター病院産婦人科　金　　蒼美　他
P-572	 「当院における緊急帝王切開率と新生児予後の検討－帝王切開率の上昇は新生児予後の改善に寄与したか？」

東京衛生病院小児科　保田　典子　他
P-573	 「当院における超緊急帝王切開術の現状と取り組み」	 広島大学病院産科婦人科　菅　裕美子　他
P-574	 「当院における多職種間での共通認識を目的とした緊急帝王切開術実施に向けた取り組み」

市立豊中病院　渡邊　佑子　他

一般演題（ポスター）「分娩7」
P-575	 「当院におけるTOLACの報告」	 京都第一赤十字病院　森崎　秋乃　他
P-576	 「当院におけるTOLACの検討」	 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　天雲　千晶　他
P-577	 「当院におけるTOLAC症例の検討」	 松戸市立総合医療センター　佐々木沙綾　他
P-578	 「早産期におけるTOLACの安全性と児の呼吸障害への影響」	 トヨタ記念病院産婦人科　柴田　崇宏　他
P-579	 「当院での骨盤位分娩に対する取り組みと転帰」	 川崎医科大学附属病院　杉原　弥香　他
P-580	 「当院における外回転術の検討」	 京都府立医科大学大学院女性生涯医科学　田村　祐子　他

一般演題（ポスター）「検査・診断1」
P-581	 「胎児超音波スクリーニング導入による効果と問題点」	 自衛隊中央病院　岸本　直久　他
P-582	 「当院における胎児心エコースクリーニングの現状と課題」	 高知医療センター　森田　聡美　他
P-583	 「第1三半期における三尖弁逆流と静脈管異常の意義について（絨毛検査4,931例における後方視的検討）」

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　町田めぐみ　他
P-584	 「妊娠第一三半期胎児超音波検査における三尖弁逆流の頻度と意義に関する検討」	FMC東京クリニック　松本　順子　他
P-585	 「3,250例の妊娠初期における三尖弁逆流の予後について」	 大阪医科大学産婦人科　藤田　太輔　他

一般演題（ポスター）「検査・診断2」
P-586	 「当院における妊産婦のCT断層法検査についての検討」	 杏林大学医学部産科婦人科学教室　松澤由記子　他
P-587	 「MRI画像における子宮筋層前壁の静脈うっ滞　114症例の検討」	 大阪大学産婦人科　來間　愛里　他
P-588	 「子宮頸管エラストグラフィーによる陣痛発来時期の予測」	 近畿大学病院産婦人科　葉　　宜慧　他
P-589	 「分娩入院時のルーチンCBC検査の意義に関する検討」	 金沢医科大学産科婦人科学　高田　　笑　他
P-590	 「後産期急性子宮体部筋層炎における子宮峡部の炎症およびアナフィラクトイド反応」

浜松医科大学産婦人科　Jain	Divyanu　他

一般演題（ポスター）「検査・診断3」
P-591	 「MRIを用いた出生前の臍帯長測定の検討」	 滋賀医科大学附属病院産婦人科　桂　　大輔　他
P-592	 「HFDにおけるgross	fetal	movement	－FMAMレコーダーによる解析－」	 帝京大学産婦人科　八木　慶太　他
P-593	 「胎児アシドーシス例における分娩中の胎児心拍数波形レベル分類値の経時的な推移に関する後方視的検討」

東京女子医科大学東医療センター　立花　康成　他
P-594	 「経腟分娩における一過性徐脈中の胎児心拍細変動の増加と臍帯動脈血pHの関連」

京都府立医科大学産婦人科　志村　光揮　他
P-595	 「胎児低酸素評価としての臍帯動脈血乳酸値の有用性について」	 国立病院機構佐賀病院産婦人科　大隈　香奈　他
P-596	 「帝王切開前後での児組織酸素飽和度上昇と新生児一過性多呼吸」	 浜松医科大学産婦人科　川合　健太　他

一般演題（ポスター）「生殖補助医療」
P-597	 「自己卵子を用いたARTにより妊娠・出産に至ったTurner症候群の一例」

名古屋第一赤十字病院産婦人科　齋藤　　愛　他
P-598	 「当院で分娩管理した不妊治療後妊娠の周産期予後に関する検討」	 成田赤十字病院　濱野　聖菜　他
P-599	 「高齢出産における自然妊娠と胚移植後妊娠との比較検討」	 浜松医科大学産婦人科　磯村　直美　他
P-600	 「ARTで妊娠成立した一絨毛膜二羊膜性双胎の周産期予後に関する検討」

さいたま赤十字病院総合周産期母子医療センター　中村　　学　他
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P-601	 「当院での卵子提供妊娠における周産期予後の検討」	 大阪大学産婦人科　伴田　美佳　他
P-602	 「当センターにおける卵子提供妊娠の周産期背景と予後」	 福岡大学病院　倉員　正光　他
P-603	 「生殖補助医療による妊娠とその後の妊娠に対する意識に関する検討」

昭和大学江東豊洲病院産婦人科　前田　雄岳　他

一般演題（ポスター）「若年妊娠・高年妊娠」
P-604	 「経腟分娩予定の正期産単胎高年初産婦の年齢による分娩転帰の検討」	 藤沢市民病院産婦人科　志村　茉衣　他
P-605	 「45歳以上の高年出産の分娩様式の検討」	 香川大学周産期学婦人科学　山本　健太　他
P-606	 「当院における高齢妊娠症例の検討」	 新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院産婦人科　川浪　真里　他
P-607	 「当院で経験した45歳以上の高齢妊娠における周産期予後の検討」	 東京慈恵会医科大学産婦人科　平山　佳奈　他
P-608	 「当院で周産期管理を行った50歳以上の初産婦10症例の検討」	 聖路加国際病院女性総合診療部　長尾　　健　他
P-609	 「当院における若年分娩の検討」	 八尾市立病院　重光　愛子　他
P-610	 「当院における若年妊婦症例の検討」	 市立釧路総合病院　鈴木　利理　他

一般演題（ポスター）「社会的ハイリスク妊娠1」
P-611	 「未受診妊婦の母体・新生児の予後の検討」	 聖路加国際病院　山本　萌子　他
P-612	 「当科における未受診妊婦症例の検討」	 尼崎総合医療センター　上林　翔大　他
P-613	 「社会的ハイリスク妊産婦に対する当院の取り組み」	 岡山済生会総合病院　鈴井　　泉　他
P-614	 「社会的ハイリスク妊婦に対する当院の取り組み」	 市立豊中病院産婦人科　高橋　良子　他
P-615	 「社会的ハイリスク妊娠における避妊指導の実際」	 長野赤十字病院　山本かおり　他
P-616	 「当院における社会的・精神的ハイリスク妊産婦の実態と継続支援を目指した取り組みについて」

京都山城総合医療センター　川俣　まり　他

一般演題（ポスター）「社会的ハイリスク妊娠2」
P-617	 「パートナーからの暴力（IPV）と周産期予後の関連に関する調査」	 兵庫県立尼崎総合医療センター　浅見　夕菜　他
P-618	 「被告人勾留中に分娩に至った2例の検討」	 りんくう総合医療センター　涌井　菜央　他
P-619	 「妊婦HIVスクリーニング検査率に関する全国調査における未受診妊婦の問題」

三重中央医療センター総合周産期母子医療センター　大里　和広　他
P-620	 「HIV感染妊娠の経腟分娩導入に関してわが国が抱える診療体制の課題」

国立研究開発法人国立国際医療研究センター病院　定月みゆき　他
P-621	 「異所性妊娠により出血性ショックを来した宗教的無輸血希望患者への対応を経験して」

名古屋掖済会病院産婦人科　橋本　悠平　他

一般演題（ポスター）「心理・メンタルヘルス1」
P-622	 「不妊治療初診時から妊娠初期の抑うつと不安」	 浜松医科大学生殖周産期医学講座　村林　奈緒　他
P-623	 「当院における分娩様式が産婦の精神状態におよぼす影響の検討」	 葛飾赤十字産院産婦人科　春名百合愛　他
P-624	 「帝王切開と産後うつ症状リスクの関連：九州・沖縄母子保健研究」	 愛媛大学産婦人科　横山　真紀　他
P-625	 「周産期うつ病とインターネットヘルスリテラシーに関する大規模webアンケート研究」

淀川キリスト教病院産婦人科　柴田　綾子　他
P-626	 「特定妊婦の心理検査が支援に有用であった3症例」	 島根大学産科婦人科　中村　秋穂　他

一般演題（ポスター）「心理・メンタルヘルス2」
P-627	 「当院での妊産褥婦のメンタルヘルスケアと周産期予後の関係」	 大津赤十字病院産婦人科　森内　　芳　他
P-628	 「周産期母子医療センターに開設した妊産婦メンタルヘルス外来」	 仙台赤十字病院産婦人科　氷室　裕美　他
P-629	 「循環器病センターにおける妊産婦メンタルヘルスケアの取り組みと現状」	 国立循環器病研究センター　月永　理恵　他
P-630	 「宮城県における妊産婦メンタルヘルス支援体制－標準化と強化に向けての取り組み－」

宮城県産婦人科医会　佐藤　多代　他
P-631	 「プロバイオティクスと妊産婦メンタルヘルスの検討」	 国立病院機構小倉医療センター　川上　浩介　他
P-632	 「レーダーチャート式自律神経バランス解析を妊娠女性へ応用するための予備的研究」	

産業医科大学　網本　頌子　他

一般演題（ポスター）「助産・看護・職種間連携」
P-633	 「当院における助産師主導院内助産システムの対象基準の拡大と周産期予後の変化に関する検討」

信州大学産婦人科　菊地　範彦　他
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P-634	 「シミュレーション教育による助産師の母体急変時初期対応能力向上に関する検討」
昭和大学医学部産婦人科学講座　新垣　達也　他

P-635	 「助産外来から院内助産所での母児に寄り添う自力出産；10年間の実績報告と今後の展望について」
聖隸三方原病院産婦人科　宇津　正二　他

P-636	 「多職種連携で臨む産前産後のリハビリテーションを通じた育児支援」	 淀川キリスト教病院産婦人科　丸尾　伸之　他

一般演題（ポスター）「血液1」
P-637	 「汎赤血球凝集反応を起こした極低出生体重児の一例」	 宮崎大学産婦人科　山田　直史　他
P-638	 「超低出生体重児の出生時血小板数と幼若血小板分画の検討」	 昭和大学江東豊洲病院新生児内科　櫻井　裕子　他
P-639	 「血小板減少が遷延した抗HLA抗体による新生児同種免疫性血小板減少症の1例」

国立病院機構呉医療センター中国がんセンター小児科　熊田　寛子　他
P-640	 「Rh-D陰性母体から緊急帝王切開で出生した重症貧血の1例」	 公益財団法人田附興風会北野病院小児科　桝野　浩彰　他
P-641	 「急性期離脱後に原因不明の溶血性貧血を発症した極低出生体重児6例の検討」	 群馬県立小児医療センター　市之宮健二　他
P-642	 「早産児に対するエリスロポエチン製剤投与是非の検討」	 さいたま市立病院　市川　知則　　

一般演題（ポスター）「血液2」
P-643	 「先天性白血病の1例－NICUでの寛解導入療法－」	 浜松医科大学周産母子センター　大石　　彰　他
P-644	 「一過性骨髄異常増殖症における肝障害に対するステロイド治療経験」

鳥取大学医学部周産期・小児医学　今本　　彩　他
P-645	 「腔水症を伴った重症一過性骨髄異常増殖症に対し少量シタラビン療法を行い救命し得た一例」

聖マリアンナ医科大学病院総合周産期母子医療センター　鈴木　真波　他
P-646	 「頭蓋内出血・横行結腸穿孔を併発したプロテインC欠乏症の1例」

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院小児科　木村　美輝　他
P-647	 「コクサッキーウイルスB1による母子水平感染が原因と考えられた血球貪食症候群及びMERSの一例」

愛媛大学医学部附属病院小児科　岩田はるか　他

一般演題（ポスター）「神経」
P-648	 「胎児期に発症した両側性静脈性梗塞を伴う脳室内出血の1例」	 豊橋市民病院　谷村　知繁　他
P-649	 「頭蓋内出血を合併したピリドキシン依存性てんかんの一例」	 神奈川県立こども医療センター　林　　辰司　他
P-650	 「無症状で上衣下嚢胞の精査中に新生児脳静脈洞血栓症と診断し，低分子ヘパリン療法が奏効した1例」

鹿児島大学病院周産母子センター　中江　広治　他
P-651	 「視床出血と副腎出血を合併した重症新生児仮死の1症例」	 淀川キリスト教病院小児科　島　　孝典　他
P-652	 「深部灰白質や内包後脚に異常を認めず脳幹障害による神経学的後遺症を呈した重症新生児仮死4例の検討」

東京都立墨東病院　杉本　美紀　他
P-653	 「脊髄髄膜瘤を合併した超低出生体重児2例の周術期管理」

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児内科　吉田　　礼　他
P-654	 「新生仔低酸素性虚血性脳症ラットモデルに対する骨髄間葉系幹細胞の経静脈的移植による機能回復」

苫小牧市立病院小児科　坂井　拓朗　他
P-655	 「嚢胞性脳室周囲白質軟化症となった児の生後早期のNa推移についての検討」	 済生会兵庫県病院小児科　山根　正之　他

一般演題（ポスター）「発達」
P-656	 「NICU退院時に経管栄養を必要とする児の臨床的特徴・経過について」	東京医科大学小児科学分野　前田　朋子　他
P-657	 「当院NICUに入院した在胎22週，23週の児の臨床的検討（第3報）」	 東京都立大塚病院新生児科　高橋　　恵　他
P-658	 「在胎22・23週出生児の短期予後」	 日本赤十字社医療センター新生児科　中尾　　厚　他
P-659	 「当センターにおける出生体重500g以下児の短期予後」

姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科　上村　裕保　他
P-660	 「学童期における極低出生体重児の社会的認知機能と栄養との関連についての検討」	 順天堂大学小児科　小川　　悠　他

一般演題（ポスター）「育児支援・その他」
P-661	 「在宅移行支援プログラムは有効か　〜質問紙調査による満足度，効果，課題についての検討〜」

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　冬木真規子　他
P-662	 「小さく生まれた赤ちゃんとその家族に対する支援－ 2冊のリトルベビーハンドブック作成とその拡がり－」

地方独立行政法人静岡市立静岡病院小児科・新生児科　五十嵐健康　他
P-663	 「小学校高学年以上となった超・極低出生体重児の保護者アンケート　「学校生活と支援のニーズについて」」

神奈川県立こども医療センター新生児科　野口　聡子　他
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P-664	 「周産期メンタルヘルスに関するアンケート調査」	 信州大学医学部小児医学教室　三代澤幸秀　他
P-665	 「当院での過去12年間の双胎一児死亡症例に関する検討」

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　関　　聡子　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道5」
P-666	 「Meconium	related	ileusに対する腸管内圧モニタリング下注腸療法」

福島県立医科大学附属病院小児外科　後藤　悠大　他
P-667	 「胎児期より小腸閉鎖症が疑われ日齢0の試験開腹術で胎便関連性腸閉塞と診断された一例」

大阪市立総合医療センター新生児科　朝田　裕貴　他
P-668	 「新生児壊死性腸炎および限局性消化管穿孔の当科における外科的治療成績」

聖マリアンナ医科大学小児外科　田中　邦英　他
P-669	 「当院で経験した多発消化管閉鎖症の検討」	 長野県立こども病院外科　石井　惇也　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道6」
P-670	 「超低出生体重児における開腹手術の検討」	 茨城県立こども病院小児泌尿器科　益子　貴行　他
P-671	 「新生児外科管理を行った低出生体重児の神経学的予後」	 富山県立中央病院小児外科　中島　秀明　他
P-672	 「地域基幹病院における低出生体重児の新生児期手術症例の予後の検討」	 加古川中央市民病院小児外科　岩出　珠幾　他
P-673	 「当院における極・超低出生体重児に対する器械吻合の安全性と有効性についての検討」

日本赤十字社医療センター小児外科　五嶋　　翼　他
P-674	 「極/超低出生体重児のストマ合併症についての検討」

自治医科大学とちぎ子ども医療センター小児外科　馬場　勝尚　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道7」
P-675	 「腸管膜リンパ管腫に起因する先天性小腸閉鎖症の1例」	 佐賀県医療センター好生館小児外科　福田　篤久　他
P-676	 「Neonatal	small	left	colon	syndromeに外科的治療を行った1例」

自治医科大学さいたま医療センター周産期科　池田　太郎　他
P-677	 「Intestinal	volvulus	without	malrotation出生前診断症例の術前管理の検討」

埼玉医科大学総合医療センター小児外科　井上成一朗　他
P-678	 「出生後早期に急速に進行した急性腎障害に対して尿管皮膚瘻造設，血液透析により救命しえたVACTER連合の1例」

茨城県立こども病院小児外科　田中　　尚　他

一般演題（ポスター）「消化器・肝・胆道8」
P-679	 「新生児穿孔性虫垂炎によって結腸狭窄を発症した1例」	 大阪赤十字病院小児外科　大野　耕一　他
P-680	 「空腸閉鎖症と出生前診断され，臍帯潰瘍を合併した腸回転異常症・中腸軸捻転症の1例」

北里大学病院小児外科　追木　宏宣　他
P-681	 「新生児左傍十二指腸ヘルニアの1例」	 JCHO九州病院小児外科　上村　哲郎　他
P-682	 「新生児メッケル憩室穿孔の1例」	 北里大学小児外科　金田　崇良　他
P-683	 「当院で経験した外傷性消化管損傷の2新生児例」	 近江八幡市立総合医療センター小児外科　津田　知樹　他

一般演題（ポスター）「新生児蘇生1」
P-684	 「早期母子接触中の新生児急変により重度脳性麻痺に至った10例〜産科医療補償制度原因分析報告書の解析から」

昭和大学医学部小児科学講座　宮沢　篤生　他
P-685	 「臍帯血pHが正常であるにも関わらず，心肺停止状態（ApS	0点）で経腟分娩となった妊娠40週の症例について」

富山大学産科婦人科　塩崎　有宏　他
P-686	 「搬送中に心停止に到るも，集中治療にて大きな後遺症なく救命できた院外出生の一例」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　江頭　智子　他
P-687	 「救急隊員が対応した施設外分娩症例の検討」

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児内科　真喜屋智子　他
P-688	 「冬期に院外墜落分娩にて出生した早産超低出生体重児の2例」	 旭川厚生病院小児科　高橋　健太　他

一般演題（ポスター）「新生児蘇生2」
P-689	 「新生児蘇生法スキルアップコース受講後アンケート報告　－第1報－」

新生児蘇生法スキルアップコース準備ワーキンググループ　長野　伸彦　他
P-690	 「看護職によるローリスク帝王切開時の新生児蘇生における振り返り方法の検討」

埼玉医科大学総合医療センターNICU　野村　雅子　　
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P-691	 「病院事業として新生児蘇生法講習会を運営する利点」	 横浜市立市民病院小児科　緒方　大輔　　
P-692	 「救急救命士による新生児蘇生の現状と愛知県における教育の取り組み」	 小牧市消防本部　田島　典夫　他
P-693	 「救急隊員における新生児蘇生に対する知識定着の実態〜新生児蘇生に関する研修受講直後と3ヶ月後での比較〜」

佐久大学看護学部・別科助産専攻　中田　覚子　他
P-694	 「救急隊を対象とした病院前周産期対応トレーニングコースの考案と運営」

南長野医療センター篠ノ井総合病院　西村　良平　　
P-695	 「新生児蘇生手技を客観評価できるモジュールの開発と有効性の検証」

京都大学医学部附属病院新生児集中治療部　花岡信太朗　他
P-696	 「分娩時新生児蘇生に立ち会った救急救命士へのアンケート」	 山口県立総合医療センター産婦人科　佐世　正勝　他

一般演題（ポスター）「その他1」
P-697	 「一組の一卵性双胎における腸内細菌叢の経時的観察：乳児期の抗菌薬投与による影響について」

香川大学小児外科　田中　　彩　他
P-698	 「当院における新生児中心静脈路確保の経験」	 近江八幡市立総合医療センター　山師　幸大　他
P-699	 「当院における超低出生体重児の血管カテーテルの選択に関する検討」
	 鳥取大学医学部周産期小児医学　萩元　慎二　他
P-700	 「PIカテーテル血管炎の後方視的検討」	 福井大学附属病院小児科　五十嵐愛子　他
P-701	 「左心低形成に対する低酸素療法中の近赤外時間分解分光装置による循環酸素代謝モニタリング」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　今西　利之　他
P-702	 「新生児血糖測定の精度向上を目的として改良を行った血糖測定器の測定精度検討」

香川大学医学部小児科　明石　未来　他

一般演題（ポスター）「その他2」
P-703	 「当院NICU・GCUにおける災害対策と今後の課題」	自治医科大学附属さいたま医療センター小児科　河野　惇子　他
P-704	 「大規模災害亜急性期に求められる災害時小児周産期リエゾンを考える」

大阪急性期・総合医療センター小児科・新生児科　丸山　朋子　他
P-705	 「都道府県別の周産期専門医の現況」	 新潟大学大学院医歯学総合研究科国際保健学分野　宇都宮　剛　　
P-706	 「人口動態調査データからみた滋賀県周産期死亡率の推移」	 滋賀医科大学総合周産期母子医療センター　越田　繁樹　他

一般演題（ポスター）「その他3」
P-707	 「新生児期に喘鳴を認めた舌根部嚢胞の3例」	 杏林大学医学部小児外科　渡邉　佳子　他
P-708	 「出生後に臍腫瘤を呈し臍腸管遺残および尿膜管遺残が併存した1手術例」

山梨県立中央病院小児外科　大矢知　昇　他
P-709	 「新生児卵巣嚢腫の診療上の問題点についての検討」	 佐賀県医療センター好生館小児外科　村守　克己　他
P-710	 「当院における新生児外科手術症例の長期フォローの状況について」	 筑波大学医学医療系小児外科　高安　　肇　他

3日目7月15日（月）
第1会場キッセイ文化ホール1F　大ホール

9：00〜11：00
シンポジウム12

「胎児の生理学的モニタリングの進歩」
座長：東邦大学医学部産科婦人科学講座　中田　雅彦

獨協医科大学総合周産期母子医療センター産科部門　宮下　　進
1．「胎児心電図による胎児評価」	 八戸市立市民病院産婦人科　湊　　敬廣　他
2．「超音波位相差トラッキング法を用いた非侵襲的な胎児脈圧の測定」

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　室本　　仁　他
3．「超音波ドプラ法による胎児心機能評価」	 東邦大学医学部産科婦人科学講座　鷹野真由実　他
4．「近赤外線分光法を用いた胎児・母体管理」	 浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕　　
5．「4D超音波による胎児中枢神経系の機能評価」	 香川大学医学部周産期学婦人科学　新田絵美子　他

3 日目　7 月 15 日（月）
第 1 会場　キッセイ文化ホール 2F　大ホール
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3日目7月15日（月）
第2会場キッセイ文化ホール1F　中ホール

9：00〜10：30
ワークショップ

「胎児・新生児卵巣嚢腫の治療方針」
座長：香川大学医学部附属病院小児外科　下野　隆一

神戸大学医学部附属病院小児外科　尾藤　祐子
1．「胎児卵巣嚢腫の診断と胎児治療」	 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　杉林　里佳　他
2．「胎児卵巣嚢胞の治療方針　待機的治療の観点から」	 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学　伊藤　　恵　他
3．「過去10年間に当センターで入院管理した新生児卵巣嚢腫15例」
	 兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　玉置　祥子　他
4．「出生前診断された胎児・新生児卵巣嚢腫の手術適応と治療成績の検討」	 大阪母子医療センター小児外科　正畠　和典　他
5．「当科における胎児・新生児卵巣嚢腫の治療方針」	 昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門　中山　智理　他
6．「当院における新生児卵巣嚢腫の治療方針」	 埼玉県立小児医療センター　林　健太郎　他

10：35〜11：05
教育講演7

「新生児科医・産科医が知っておきたい小児気道系疾患」
座長：順天堂大学医学部附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科　山髙　篤行

演者：長野県立こども病院小児外科　高見澤　滋

11：10〜11：40
教育講演8

「新たな周産期医療体制の構築〜地域連携と助産師との協働〜」
座長：北里大学医学部産科学　海野　信也

演者：信州大学医学部保健学科　金井　　誠

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 12

3日目7月15日（月）
第3会場キッセイ文化ホール3F　国際会議室

9：00〜11：00
シンポジウム13

「在宅人工呼吸患者の危機管理」
座長：山形大学医学部麻酔科学講座　川前　金幸

埼玉医科大学総合医療センター小児科　田村　正徳
1．「急増するNICUから始まる在宅人工呼吸患者」	 埼玉医科大学総合医療センター小児科　田村　正徳
2．「地域における日常的な危機管理対策　大規模病院の立場から」

倉敷中央病院小児科・総合周産期母子医療センター　渡部　晋一　　
3．「災害時の在宅人工呼吸患者と家族への対応　大規模病院の立場から」

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科　大木　　茂　　
4．「災害時の在宅人工呼吸患者と家族への対応　在宅療養診療所の立場から」

医）おがた会おがた小児科内科医院／医）おがた会特定短期入所施設かぼちゃんクラブ　緒方　健一　　
5．「現場目線で考える災害対策の未来像」	 北良株式会社　笠井　　健　　
6．「人工呼吸器を装着したお子様やそのお母さんが何を望んでおられるか」

国立成育医療研究センターもみじの家　内多　勝康　　

3 日目　7 月 15 日（月）
第 2 会場　キッセイ文化ホール 1F　中ホール

3 日目　7 月 15 日（月）
第 3 会場　キッセイ文化ホール 3F　国際会議室
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11：05〜11：53
一般演題（口演）「循環5」

座長：神奈川県立こども医療センター新生児科　豊島　勝昭
O-271	 「双胎間輸血症候群を発症した小児側における左室拡張末期容量と左室心筋重量の推移」

名古屋第二赤十字病院小児科　横山　岳彦　他
O-272	 「内大脳静脈のゆらぎと内大脳静脈血流速度，右室拡張能との関係」	 藤田医科大学小児科　宮田　昌史　他
O-273	 「極低出生体重児の右心機能評価における三尖弁輪収縮期移動距離の有用性」

佐世保市総合医療センター小児科　大坪　善数　他
O-274	 「3Dエコーを用いたNO吸入療法前後の右室機能解析」	 岐阜県総合医療センター新生児内科　山本　　裕　他
O-275	 「2次元・3次元エコーによる極低出生体重児の左房駆出率（LAEF）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　他
O-276	 「重症先天性心疾患の出生後スクリーニングに関するアンケート結果」

日本新生児成育医学会診療委員会　中野　玲二　他

13：10〜13：50
一般演題（口演）「早産3」

座長：昭和大学江東豊洲病院産婦人科　大槻　克文
O-277	 「超音波による胎児膜厚計測の前期破水予測に対する有用性の検討」	 岐阜大学医学部附属病院　島岡　竜一　他
O-278	 「妊娠中の細菌性腟症が子宮頸管長におよぼす影響」	 岩手県立中央病院産婦人科　葛西真由美　他
O-279	 「腟内マイクロバイオームと流早産との関連」	 神戸大学産婦人科　施　　裕徳　他
O-280	 「妊婦の腟培養から検出される薬剤耐性菌の経年的変化に対する検討」

和歌山県立医科大学附属病院産婦人科　久米川　綾　他
O-281	 「切迫早産患者における入院時の腟内ウレアプラズマ検査の有用性」	 国立病院機構長崎医療センター　三好　康広　他

13：50〜14：30
一般演題（口演）「早産4」

座長：浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕
O-282	 「早産予測精度向上を目指した癌胎児性フィブロネクチン定量的評価の試み」	 名古屋大学産婦人科　今井　健史　他
O-283	 「妊娠28週未満切迫早産症例の初回胎児性フィブロネクチン値の妊娠延長期間予測能」

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター産婦人科　立石　洋子　他
O-284	 「迅速高感度PCR法を用いた切迫早産の適切な抗菌薬治療による周産期予後の検討」

富山大学産科婦人科　米田　徳子　他
O-285	 演題取り下げ
O-286	 「母体グルココルチコイド投与は羊膜マクロファージにより卵膜を脆弱化させる」

京都大学大学院医学研究科器官外科学婦人科学産科学　清川　　晶　他

3日目7月15日（月）
第4会場キッセイ文化ホール3F　第1会議室

9：10〜10：06
一般演題（口演）「胎児疾患1」

座長：宮城県立こども病院産科　室月　　淳
O-287	 「出生前診断された二分脊椎の情報提供について－家族へのアンケート調査」

神奈川県県立こども医療センター新生児科　柴崎　　淳　他
O-288	 「出生前診断し経腟分娩した後頭部髄膜瘤の2例」	 京都府立医科大学産婦人科　大西　香蓮　他
O-289	 「妊娠初期に強く疑った開放性二分脊椎症の1例」	 湘南鎌倉総合病院産婦人科　渋谷　茉里　他
O-290	 「1児がBody	stalk	anomalyであった一絨毛膜二羊膜双胎の1例」	 埼玉医科大学病院　霞澤　　亘　他
O-291	 「NT肥厚を契機に判明した重症の骨系統疾患の2例」	 大阪医科大学産婦人科　佐野　　匠　他
O-292	 「タナトフォリック骨異形成症の2例」	 広島大学病院小児科　丸山なつき　他
O-293	 「胎児乳び胸に無動および横隔膜低形成を伴い，胎児胸腔-羊水腔シャント術を施行するも救命し得なかった2例」

長野県立こども病院産科　森田　一輝　他

3 日目　7 月 15 日（月）
第 4 会場　キッセイ文化ホール 3F　第 1 会議室
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10：06〜10：46
一般演題（口演）「胎児疾患2」

座長：埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　菊池　昭彦
O-294	 「食道閉鎖症と類似した臨床所見を呈した気管食道瘻を伴う気管無形成の一例」

福岡市立こども病院周産期センター産科　杉浦多佳子　他
O-295	 「胎児超音波検査で肝門部嚢胞性病変を指摘された胆道閉鎖症5例の検討」

神奈川県立こども医療センター産婦人科　池田　頌子　他
O-296	 「当院に「胎児腹腔内嚢胞」として紹介された27例の検討」	 松戸市総合医療センター産婦人科　真田　道夫　他
O-297	 「低位鎖肛の胎児および新生児超音波所見について」	 徳島大学病院産科婦人科　加地　　剛　他
O-298	 「出生後にPotocki-Lupski症候群とNoonan症候群の併発と診断した1例」

春日部市立医療センター産婦人科　久野宗一郎　他

10：46〜11：34
一般演題（口演）「胎児疾患3」

座長：国立循環器病センター周産期婦人科部　吉松　　淳
O-299	 「胎児超音波検査で描出された肝内の瘤状血管拡張所見より先天性門脈体循環シャントを出生前診断し得た1例」

福井大学医学部附属病院産婦人科　西野　千尋　他
O-300	 「一側肺動脈欠損，Isolated	pulmonary	artery	of	ductal	origin（IPADO）の胎児診断症例」

鹿児島大学産科婦人科　新谷　光央　他
O-301	 「9年間に出生した単心室循環症候群の検討」	 東京大学産婦人科　芦川　すが　他
O-302	 「胎児内臓錯位症候群の早期診断」	 FMC東京クリニック　中村　　靖　他
O-303	 「内臓錯位症候群と診断された児の予後の検討」	 京都府立医科大学産婦人科　馬淵　亜希　他
O-304	 「産科1次施設における単独の総肺静脈還流異常症スクリーニングの試み」	 赤堀病院産婦人科　赤堀洋一郎　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 13

13：10〜13：50
一般演題（口演）「栄養・代謝1」

座長：旭川医科大学病院周産母子センター新生児科　長屋　　建
O-305	 「シベレスタットナトリウムを使用した早産児3例のカルニチン動態に関する検討」	 豊橋市民病院　鵜飼　聡士　他
O-306	 「高マグネシウム（Mg）血症による徐脈，哺乳不良，電解質異常を認めた一絨毛膜二羊膜（MD）双胎症例」

東邦大学医療センター大森病院新生児科　判治由律香　他
O-307	 「SGAの超低出生体重児はPを生後早期から積極投与しても，低P血症を来すリスクが高い」

京都大学医学部附属病院小児科新生児集中治療部　本倉　浩嗣　他
O-308	 「人工肛門閉鎖術後の超低出生体重児に対して母乳由来母乳強化物質（Prolact+H2MF@）を使用した2症例の経験」

昭和大学病院小児科学講座　青木　真史　他
O-309	 「早産児の生後早期における血漿ナトリウム濃度の推移－INSURE療法施行例での検討」

武蔵野赤十字病院新生児科　酒井　祐貴　他
　
13：50〜14：30
一般演題（口演）「栄養・代謝2」

座長：昭和大学医学部小児科　水野　克己
O-310	 「極低出生体重児に対するアルファカルシドールの効果に関する検討」

昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　水越　曜子　他
O-311	 「極低出生体重児の血清亜鉛値の推移と栄養が与える影響に関する検討」

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
O-312	 「血清マグネシウム値は尿中カリウム排泄と相関する」	 宮城県立こども病院新生児科　内田　俊彦　他
O-313	 「母体のピボキシル基含有抗菌薬内服により二次性カルニチン欠乏症を発症した新生児の1例」

埼玉医科大学病院小児科　遠藤　琢也　他
O-314	 「新生児期TARC値の検討」	 島根県立中央病院母性小児診療部新生児科　加藤　文英　他
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3日目7月15日（月）
第5会場キッセイ文化ホール2F　第2会議室

9：10〜9：58
一般演題（口演）「神経・発達」

座長：埼玉医科大学産婦人科　亀井　良政
O-315	 「臍帯動脈血S100B濃度からみた硫酸マグネシウム製剤の胎児脳神経保護作用に関する研究」

東京女子医科大学八千代医療センター　秋山　美里　他
O-316	 「臍帯血S100Bをsurrogate	markerとした早産児脳障害関連因子の検討」	 名古屋大学産婦人科　丹羽　優莉　他
O-317	 「FGRに対する胎内でのタダラフィル治療が生後の仔の脳神経発達に与える影響」	三重大学産科婦人科　田中　佳世　他
O-318	 「胎児けいれんに伴うcardiotocogramの新規所見：sinusoidal	patternとpostictal	tachycardia」

自治医科大学産婦人科　小林　亜美　他
O-319	 「胎児脳室拡大評価の再考察－VOR（Ventricles	Occupying	Ratio）と転帰予後との関連」

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　他
O-320	 「NICU入院中の身体発育増加量が3歳時精神運動発育に及ぼす影響－第2報；Δzの時相別検討－」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　江頭　智子　他

9：58〜10：54
一般演題（口演）「統計・疫学・制度・教育」

座長：大阪母子医療センター産科　光田　信明
O-321	 「過去20年間の当センターにおける産科管理の変遷」	 宮崎大学産婦人科　川越　靖之　他
O-322	 「HIV母子感染予防啓発に関する全国自治体アンケート調査」	 東京都立大塚病院産婦人科　桃原　祥人　他
O-323	 「妊娠中の交通安全指導による運転・同乗・シートベルト着用についての意識ならびに交通事故遭遇率の変化」

北海道大学産婦人科　森川　　守　他
O-324	 「妊娠中の交通安全指導による産後の新生児へのチャイルドシート使用率ならびに交通事故遭遇率の変化」

北海道大学産婦人科　森川　　守　他
O-325	 「宮城県周産期救急搬送コーディネートシステムの現状と課題＜システム開始から10年間の活動実績より＞」

東北大学産婦人科　星合　哲郎　他
O-326	 「周産期緊急搬送システム“iPicss”を用いた周産期搬送連携および災害発生後の連絡体制の構築」

岡山大学産科婦人科学教室　牧　　尉太　他
O-327	 「勤務時間内に開催する	in-Situ	シミュレーションの効果」	 つくばセントラル病院　長田　佳世　他

10：54〜11：50
一般演題（口演）「妊娠高血圧症候群」

座長：北海道大学病院産科・周産母子センター　森川　　守
O-328	 「高血圧合併妊娠における妊娠16週までの厳格な血圧管理導入の重要性」

京都大学医学部附属病院産科婦人科　植田　彰彦　他
O-329	 「双胎における妊娠高血圧症候群の発症リスクに関する検討」	 昭和大学産婦人科学講座　小谷野麻耶　他
O-330	 「分娩後に大量腹水を認めた妊娠高血圧腎症の1例」	 産業医科大学産科婦人科学　樋上　翔大　他
O-331	 「高血圧腎症はパーオキシナトライトが発生している　Peroxynitrite	induces	disorders	in	preeclampsia」

愛知医科大学産婦人科　鈴木　佳克　他
O-332	 「パーオキシナイトライトはPEの血管異常に関与する　Peroxynitrite	induce	eNOS	uncoupling	in	preeclampsia」

愛知医科大学産婦人科　山本　珠生　他
O-333	 「ミシシッピ・プロトコルにより妊娠期間を延長できたHELLP症候群の1例」	 浜松医療センター　小田木秋人　他
O-334	 「吐血にて救急搬送された子癇の1例」	 トヨタ記念病院産婦人科　岩井　健朗　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 14

13：10〜13：50
一般演題（口演）「内分泌1」

座長：京都大学医学部附属病院小児科　河井　昌彦
O-335	 「母児同室中のローリスク新生児における生後早期の血糖値の検討」

国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター小児科　高柳　俊光　他

3 日目　7 月 15 日（月）
第 5 会場　キッセイ文化ホール 3F　第 2 会議室
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O-336	 「当院で経験した新生児偽性低アルドステロン症（Peudohypoaldosteronism：PHA）13例の検討」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　西田　浩輔　他

O-337	 「当院の超早産児におけるステロイド使用の現状」	 県立広島病院新生児科　古川　　亮　他
O-338	 「母体の内服治療により一過性先天性甲状腺機能低下を認めた二絨毛膜二羊膜双胎児例」

日本赤十字社伊勢赤十字病院小児科／新生児科　鎌田　尚樹　他
O-339	 「早産低出生体重児における遅発性高TSH血症の検討」	 山梨県立中央病院新生児内科　渡邊　大輔　他

13：50〜14：30
一般演題（口演）「内分泌2」

座長：国立国際医療研究センター病院　五石　圭司
O-340	 「マグネシウム製剤使用母体から出生した児に与える電解質異常の検討」

国立国際医療研究センター　奥野　安由　他
O-341	 「高カルシウム血症を認めた硫酸マグネシウム投与母体児の後方視的検討」

さいたま市立病院新生児内科　冨永　尚宏　他
O-342	 「硫酸マグネシウム投与母体児における投与期間と児の血清カルシウム値に関する検討」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　関　　芳子　他
O-343	 「硫酸マグネシウム製剤投与歴のない母体から出生した極低出生体重児の高Ca血症に関する後方視的検討」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　堀江　裕子　他
O-344	 「生後1-3 ヶ月児を対象としたビタミンD充足/非充足のカットオフ値に関する検討」

さいたま市立病院周産期母子医療センター　池田　一成　他

3日目7月15日（月）
第6会場松本市総合体育館1F　メインアリーナ

9：00〜11：00
シンポジウム14

「少子時代に輝く新生児看護師像を考える」
座長：杏林大学医学部付属病院看護部　木下　千鶴

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター　内田美恵子
1．「新生児集中ケア認定看護師制度の再構築」	 昭和大学横浜市北部病院NICU　國島　美穂　　
2．「診療看護師としての現場教育と実践」	 埼玉医科大学総合医療センター看護部　近石　真希　　
3．「これからの新生児医療現場での多職種協働：医師の立場から」	埼玉医科大学総合医療センター新生児科　加部　一彦　　
4．「海外における高度実践看護師の役割や機能」	 獨協医科大学看護学部　小西　美樹　　

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 15

13：10〜13：50
一般演題（口演）「神経・その他1」

座長：愛知医科大学小児科　奥村　彰久
O-345	 「当院で精神疾患母体から出生した児の検討」	 筑波大学附属病院小児科　岡田　侑樹　他
O-346	 「妊娠高血圧症候群（PIH）が及ぼす早産児への影響」	 倉敷中央病院小児科　高橋　章仁　他
O-347	 「児の予後からみた予定帝王切開の時期」	 福田病院新生児科　高橋大二郎　他
O-348	 「早産が生後の脳室下帯の形成に与える影響」

名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　川瀬　恒哉　他
O-349	 「修正週数が早産児の母親の声に対する脳反応に与える影響」	 慶應義塾大学医学部小児科　有光　威志　他

13：50〜14：30
一般演題（口演）「神経・その他2」

座長：香川大学医学部小児科学講座　日下　　隆
O-350	 「重症新生児仮死に対して低体温療法を実施した後，脳幹部低酸素性虚血性障害をきたした1例」

順天堂大学医学部附属順天堂医院　横倉　友諒　他
O-351	 「当院における新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法の現状」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科　片岡　　大　他

3 日目　7 月 15 日（月）
第 6 会場　松本市総合体育館 1F　メインアリーナ特設
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O-352	 「低酸素性虚血性脳症に対するECMOを用いた血管内冷却法」
長崎みなとメディカルセンター新生児内科　平川　英司　他

O-353	 「Multilineage-differentiating	stress	enduring	cell製剤の新生児低酸素性虚血性脳症への治療効果の検討」
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新生児部門　上田　一仁　他

O-354	 「Apgarスコア	10分0点の予後　Baby	cooling	Japan登録症例からの発表」
神奈川県立こども医療センター新生児科　柴崎　　淳　他

3日目7月15日（月）
第7会場松本市総合体育館2F　サブアリーナ

9：10〜9：58
一般演題（口演）「分娩1」

座長：順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　板倉　敦夫
O-355	 「複数回の頸管拡張は分娩時間を短縮させるか？妊娠中期の中絶や流産処置を行った238例の検討」

大阪大学産婦人科　味村　和哉　他
O-356	 「低Bishop	score症例に対する，個別化した分娩誘発の試み〜器械的頸管熟化アルゴリズムの構築と臨床応用〜」

日本医科大学　米澤　美令　他
O-357	 「子宮筋腫合併妊娠におけるオキシトシン製剤の必要量についての検討」	 三重大学産婦人科　牧野麻理恵　他
O-358	 「無痛分娩において計画的誘発と自然陣発での実施の間に違いはあるか」

東京大学医学部附属病院産婦人科　松井　遥香　他
O-359	 「経会陰超音波法に基づく分娩進行中の児頭最大周囲径の位置の正確な把握の試み」

東京大学医学部附属病院産婦人科　矢野絵里子　他
O-360	 「児頭娩出後，即座に体幹を娩出させることは必要か？Two-step	deliveryにおける呼吸障害の前方視的観察研究」

湘南鎌倉総合病院産婦人科　菱川　賢志　他

9：58〜10：38
一般演題（口演）「分娩2」

座長：福島県立医科大学医学部産科婦人科学講座　藤森　敬也
O-361	 「周産機能障害と分娩時胎児心拍数モニタリング　〜Population	based	dataを用いた検討」

宮崎大学産婦人科　土井宏太郎　他
O-362	 「分娩時変動一過性徐脈に対する経腟羊水注入の効果に影響する因子の検討」

国立病院機構長良医療センター産科　岩垣　重紀　他
O-363	 「正期産新生児の臍帯動脈血PCO2に関する後方視的検討」	さいたま市立病院周産期母子医療センター　池田　一成　他
O-364	 「当院における帝王切開後試験分娩（TOLAC）の検討」

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター産科　直海　　玲　他
O-365	 「当院における低置胎盤症例に対するtrial	of	laborの臨床的検討」	 岩国医療センター　兼森　美帆　他

10：38〜11：34
一般演題（口演）「分娩3」

座長：山梨県立中央病院周産期遺伝子診療センター　須波　　玲
O-366	 「当院の超緊急帝王切開における意思伝達の課題」	 杏林大学医学部産科婦人科学教室　尾坂　　真　他
O-367	 「妊娠37-38週の選択的帝王切開で出生した児の呼吸障害に関する後方視的検討」	さいたま市立病院　山田　　恵　他
O-368	 「陣痛発来前後に帝王切開術を施行した母体の術後経過の比較」	 九州大学産婦人科　坂井　淳彦　他
O-369	 「Alexis	O	ウーンドリトラクターを用いた帝王切開（高度肥満，前置胎盤）」	 市立福知山市民病院　奥田　知宏　他
O-370	 「反復帝王切開時における切開法　Joel-Cohen変法の検討」	 岩手県立二戸病院　秋元　義弘　他
O-371	 「当院における前置胎盤の止血法の変化に伴う手術成績の変化」	 大阪大学産科学婦人科学教室　原　　武也　他
O-372	 「当院における帝王切開麻酔〜自科麻酔で可能な改革と維持〜」	 岩手県立中部病院産婦人科　淀川　祐紀　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 16

3 日目　7 月 15 日（月）
第 7 会場　松本市総合体育館 2F　サブアリーナ特設

日本周産期・新生児医学会雑誌第55巻 .indd   346 19.6.7   11:00:37 AM



3472019（令和元）年 6月

７
月
15
日（
月
）

13：10〜14：14
一般演題（口演）「分娩4」

座長：日本赤十字社医療センター産婦人科　宮内　彰人
O-373	 「前置癒着胎盤を合併した子宮頸峡部妊娠に対する術中大動脈閉塞バルーンカテーテルの使用経験」

九州大学産婦人科　井手　大志　他
O-374	 演題取り下げ
O-375	 「当院における晩期産褥出血の臨床像の検討とそのリスク因子の解析」	 山梨大学産婦人科　篠原　諭史　他
O-376	 「一次施設から当院へ搬送された分娩後異常出血症例の検討」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科　三浦　彩子　他
O-377	 「重症出血症例における産科救急科連携時の周産期救急初期診療コースピーシーキューブの影響」

泉州広域母子医療センターりんくう総合医療センター産婦人科　前中　隆秀　他
O-378	 「血液凝固分析装置	FibCareは産科危機的出血に有用である」	 倉敷中央病院産婦人科　荒武　淳一　他
O-379	 「人工知能を用いた分娩時大量出血症例における凝固障害の概念の説明：第1報」

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　多田　克彦　他
O-380	 「人工知能を用いた分娩時大量出血症例における凝固障害の概念の説明：第2報」

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　多田　克彦　他

3日目7月15日（月）
第8会場松本市総合体育館1F　大会議室

9：10〜10：06
一般演題（口演）「感染・免疫4」

座長：大阪市立総合医療センター総合周産期母子医療センター　市場　博幸
O-381	 「当院NICUにおける敗血症の検討」	 沖縄県立南部医療センターこども医療センター　大庭　千明　他
O-382	 「新生児早発型敗血症における胃液・皮膚培養の必要性」	 聖マリアンナ医科大学小児科　中村　幸嗣　他
O-383	 「当院NICU・GCU病棟における重症真菌感染症についての検討」

東京都立小児総合医療センター新生児科　山口　哲司　他
O-384	 「当院におけるNeonatal	Early-Onset	Sepsis	Calculatorの有用性」	 長野県立こども病院　糸島　　亮　他
O-385	 「臍帯血CRP上昇例の臨床像と抗生剤治療の妥当性に関する検討」

社会福祉法人聖隷福祉事業団聖隷浜松病院新生児科　小泉　正人　他
O-386	 「VLBWの生後早期の抗菌薬使用状況〜「NICUにおけるPICC関連血流感染症リスク因子調査」サブ解析〜」

新生児感染症管理予防研究会　木下　大介　他
O-387	 「東京都内新生児病棟（NICU・GCU）での予防接種の実施状況と副反応」

日本大学医学部医学系小児科学分野　清宮　綾子　他

10：06〜10：54
一般演題（口演）「感染・免疫5」

座長：兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　芳本　誠司
O-388	 「早産児Ⅲ型慢性肺疾患児ではウレアプラズマ胎内感染が致死的肺高血圧症を引き起こす可能性がある」

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪母子医療センター研究所免疫部門　北島　博之　他
O-389	 「新生児のヒストン脱アセチル化酵素阻害能の特徴とFOXP3発現の関係」
	 順天堂大学順天堂医院小児科　山崎　　晋　他
O-390	 「先天性サイトメガロウイルス（CMV）感染におけるCMV特異的抗体価（IgM/IgG）の診断意義」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　大山　正平　他
O-391	 「早産児の後天性サイトメガロウィルス感染と冷凍母乳の関連」	 東京都立大塚病院新生児科　大橋　祥子　他
O-392	 「ヒト胎便懸濁液の腹腔内投与による胎便性腹膜炎モデルマウス作成の試み」

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
O-393	 「RSウイルス定点当たり報告値と院内RSウイルス抗原陽性症例数との相関」

さいたま市立病院周産期母子医療センター新生児内科　関　　芳子　他

10：54〜11：34
一般演題（口演）「先天異常・染色体」

座長：埼玉医科大学小児外科　尾花　和子
O-394	 「非典型的な胎児画像を呈した上気道ろう孔と前腸奇形を合併した先天性上気道閉塞症候群（CHAOS）の4例」

国立成育医療研究センター外科　金森　　豊　他

3 日目　7 月 15 日（月）
第 8 会場　松本市総合体育館 1F　大会議室
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O-395	 「一絨毛膜二羊膜性双胎の1児に認められた心臓脱・Cantrell	症候群を合併したlimb	body	wall	complexの1例」
国立病院機構長良医療センター小児外科　鴻村　　寿　他

O-396	 「在宅が可能となった18トリソミー児の治療経過について」	 長崎大学病院小児外科　田浦　康明　他
O-397	 「当院における総排泄腔異常症における多診療科・多職種連携」	 新潟大学小児外科　木下　義晶　他
O-398	 「ラット胎仔横隔膜ヘルニアモデルにおける間葉系幹細胞子宮内投与による治療効果」

京都府立医科大学小児外科　髙山　勝平　他

12：00〜13：00
ランチョンセミナー 17

3日目7月15日（月）
ホテルブエナビスタホテルブエナビスタ2F　メディアーノ1/2

10：00〜12：00
教育・研修委員会セミナー
ハンズオンセミナー（B領域）

座長：京都大学医学部附属病院小児科　河井　昌彦
「新生児低酸素性虚血性脳症の脳MRI 18カ月予後を予測しよう」
 講師：神奈川県立こども医療センター新生児科　柴崎　　淳　　
  神奈川県立こども医療センター放射線科　相田　典子　　

14：00〜18：00
J-MELS（母体救命）コース

3 日目　7 月 15 日（月）
ホテルブエナビスタ　2F　メディアーノ 1/2
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ランチョンセミナー

1日目：7月 13 日（土）
12：10 〜 13：10　第 2会場（キッセイ文化ホール　中ホール）
ランチョンセミナー 1

テーマ「より望ましい子宮癒合のために考慮すべきこと」
座長：村上　　節（滋賀医科大学産科学婦人科学講座）

1．「帝王切開の歴史〜先人の偉業を偲び今を思う〜」
演者：小辻　文和（愛仁会高槻病院総合周産期母子医療センター）

2．「帝王切開瘢痕部陥凹をどうやって防ぐか？〜Gambee 縫合の可能性と限界〜」
演者：新井　隆成（恵寿総合病院産婦人科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

12：10 〜 13：10　第 4会場（キッセイ文化ホール　第 1会議室）
ランチョンセミナー 2

テーマ「The Developmental Story of NAVA」
座長：Han-Suk	Kim（Department	of	Pediatrics,	Seoul	National	University,	Korea）

演者：Christer	Sinderby（St.Michael's	Hospital,	Tronto,	Canada）
共催：フクダ電子株式会社／ゲティンゲグループ・ジャパン株式会社

12：10 〜 13：10　第 5会場（キッセイ文化ホール　第 2会議室）
ランチョンセミナー 3

テーマ「「血流感染マネジメントバンドル」の使い方　―血培にあんまり興味がない方々のために―」
座長：中沢　洋三（信州大学医学部小児医学教室）
演者：笠井　正志（兵庫県立こども病院感染症内科）

共催：日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

12：10 〜 13：10　第 6会場（松本市総合体育館　メインアリーナ特設）
ランチョンセミナー 4

テーマ「先天性サイトメガロウイルス感染症の最新知識」
座長：森内　浩幸（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科・小児科学）

演者：岡　　　明（東京大学医学部小児科）
共催：株式会社シノテスト

12：10 〜 13：10　第 7会場（松本市総合体育館　サブアリーナ特設）
ランチョンセミナー 5

テーマ「The	Effects	of	Close	Collaboration	with	Parents	Training	in	Finland」
座長：中村　友彦（長野県立こども病院，信州大学医学部	新生児学・療育学講座）

演者：Liisa	Lehtonen	（Turku	University,	Finland）
共催：アトムメディカル株式会社
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2 日目：7月 14 日（日）
12：05 〜 13：05　第 2会場（キッセイ文化ホール　中ホール）
ランチョンセミナー 6
	 テーマ「NAVAの展望　〜骨系統疾患新生児の治療と呼吸管理〜」

座長：中村　友彦（長野県立こども病院，信州大学医学部	新生児学・療育学講座）
演者：杉本　真里（豊橋市民病院小児科）
共催：アレクシオンファーマ合同会社

12：05 〜 13：05　第 3会場（キッセイ文化ホール　国際会議室）
ランチョンセミナー 7
	 テーマ「胎児心機能を考える　－心臓の壁運動と血行動態－」

座長：中田　雅彦（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）
演者：松井　彦郎（東京大学医学部附属病院小児科）

共催：株式会社日立製作所

12：05 〜 13：05　第 4会場（キッセイ文化ホール　第 1会議室）
ランチョンセミナー 8
	 テーマ「新生児呼吸管理への INSURE	strategy について」

座長：茨　　　聡（鹿児島市立病院新生児内科／総合周産期母子医療センター）
	 	 1．「呼吸窮迫症候群における INSURE	Method」

演者：大曽根義輝（千葉大学医学部附属病院周産母子センター）
	 	 2．「INSURE	Method と看護の実際」

演者：西宮　　岳（千葉大学医学部附属病院看護部）
共催：エア・ウォーター株式会社

12：05 〜 13：05　第 5会場（キッセイ文化ホール　第 2会議室）
ランチョンセミナー 9
	 テーマ「未診断患者に対する網羅的遺伝子診断の有用性　〜Neonatal	Precision	Medicine に向けて	〜」

座長：側島　久典（埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター新生児科）
演者：武内　俊樹（慶應義塾大学医学部小児科学教室）

共催：イルミナ株式会社

12：05 〜 13：05　第 6会場（松本市総合体育館　メインアリーナ特設）
ランチョンセミナー 10
	 テーマ「在宅人工呼吸器装着患者の安全性向上を目指した IoT システムの研究開発」

座長：川前　金幸（山形大学医学部麻酔科学講座）
演者：吉川健太郎（信州大学医学部新生児学・療育学講座）

共催：日本光電工業株式会社

12：05 〜 13：05　第 7会場（松本市総合体育館　サブアリーナ特設）
ランチョンセミナー 11
	 テーマ「脊髄性筋萎縮症の診断のポイントと最近の話題」

座長：和田　和子（大阪母子医療センター新生児科）
演者：粟野　宏之（神戸大学医学部附属病院親と子の心療部）

共催：ノバルティス	ファーマ株式会社	アベクシスメディカル部
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3 日目：7月 15 日（月）
12：00 〜 13：00　第 2会場（キッセイ文化ホール　中ホール）
ランチョンセミナー 12
	 テーマ「臨床研究法に基づいたデータ解析手法」

座長：齋藤　　滋（富山大学）
演者：新谷　　歩（大阪市立大学大学院医学研究科医療統計学講座）

共催：株式会社フィリップス・ジャパン

12：00 〜 13：00　第 4会場（キッセイ文化ホール　第 1会議室）
ランチョンセミナー 13
	 テーマ「マグネシウムの持つ児脳保護作用を有効利用するために」

座長：田中　　守（慶應義塾大学医学部産婦人科学）
演者：鮫島　　浩（宮崎大学医学部産婦人科）

共催：東亜薬品工業株式会社／東亜新薬株式会社

12：00 〜 13：00　第 5会場（キッセイ文化ホール　第 2会議室）
ランチョンセミナー 14
	 テーマ「周産期管理に繋げる胎児心エコー〜形態診断から機能評価まで〜」

座長：瀧聞　浄宏（長野県立こども病院循環器小児科）
演者：山本　祐華（順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科）

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

12：00 〜 13：00　第 6会場（松本市総合体育館　メインアリーナ特設）
ランチョンセミナー 15
	 テーマ「母乳は “母児” への医療である」

座長：廣間　武彦（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）
演者：宗像　　俊（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）

共催：メデラ株式会社

12：00 〜 13：00　第 7会場（松本市総合体育館　サブアリーナ特設）
ランチョンセミナー 16
	 テーマ「RSウイルス流行時期の変動と愛知県における対応」

座長：楠田　　聡（杏林大学医学部小児科）
演者：早川　昌弘（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新生児部門）

共催：アッヴィ合同会社

12：00 〜 13：00　第 8会場（松本市総合体育館　大会議室）
ランチョンセミナー 17
	 テーマ「災害時に母子を守るための取り組み─平時の準備と発災時の対応について」

座長：和田　和子（大阪母子医療センター新生児科）
演者：海野　信也（北里大学医学部産科学）

共催：江崎グリコ株式会社
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J-MELS ベーシックコース・インストラクターのためのスキルアップ講習会

　経験が豊富なインストラクターほど，コースでは頼りにされることも多く，他のインストラクションを目に
する機会が少なくなります．この講習会では，受講者が互いにインストラクションを行います（イメージは，
インストラクターコースのシナリオシミュレーションの訓練です）．また，各コース開催での工夫や苦労されて
いる事などの情報交換できる機会と思います．
　J-MELSベーシックコース認定インストラクターのためのスキルアップ講習会を下記日程で開催します．ふる
ってご応募ください．

日　時：2019年 7月 15日（祝・月）14：00～ 18：00
場　所：ホテルブエナビスタ 2F メディアーノ
参加（見学）資格：J-MELSベーシックコースの認定インストラクター
募集人数：受講者 18名　見学者 30名程度
募集期間：2019年 6月 4日（火）～ 16日（日）
受 講 料：無料
申込方法：受講，見学ともに，J-CIMELSホームページから申込
問合せ先：公益社団法人日本産婦人科医会内日本母体救命システム普及協会事務局
 　　　　　email　jcimels@gmail.com　電話　03-3269-4739


