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8：50〜9：20
教育講演1

「症例から展開する周産期研究」
座長：国際医療福祉大学病院周産期センター　松田　義雄

演者：浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕

9：20〜9：50
教育講演2

「早産SGA児の予後」
座長：岩手医科大学小児科　千田　勝一

演者：昭和大学小児科　板橋家頭夫

9：50〜10：20
教育講演3

「妊娠高血圧症候群の発症病態：胎盤と母体炎症反応の関与」
座長：日本大学産婦人科　山本　樹生
演者：広島大学産婦人科　工藤　美樹

10：20〜10：50
教育講演4

「胎児心拍数モニタリング講座－大事なサインを見逃さない－」
座長：東京慈恵会医科大学産婦人科　大浦　訓章
演者：福島県立医科大学 産科婦人科　藤森　敬也

10：50〜11：50
特別講演1

「早期離乳と児への影響」
座長：昭和大学小児科　板橋家頭夫

演者：麻布大学獣医学部　菊水　健史

13：30〜14：30
招請講演1

「Strategy of Diagnosis of Management of Placenta Accreta in the Modern Era」	
座長：浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕

演者：Department of Obstetrics and Gynecology, National Taiwan University Hospital, Taiwan　Jin-Chung Shih

14：30〜15：30
招請講演2

「Perinatal Problems in Multiple pregnancies：10-year experience of a single center」
座長：国立成育医療研究センター周産期センター　久保　隆彦

演者：Asan Medical Center, Korea　Ahm Kim

15：30〜16：30
招請講演3

「PRETERM LABOR and BIRTH：MODERN MANAGEMENT」	
座長：社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院　岡井　　崇

演者：Centre for Perinatal and Reproductive Medicine Director, the Midwifery School, University of Perugia, Perugia, Italy
　Gian Carlo Di Renzo

1日目　7月14日（日）
第1会場（メインホール）
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16：30〜18：30
シンポジウム1

「産科出血に対するIVR」
座長：順天堂大学産婦人科　竹田　　省

自治医科大学産婦人科　松原　茂樹
1．「経皮的動脈塞栓術の有用性（ガイドライン解説を含む）」	 聖マリアンナ医科大学放射線科　西尾（吉松）　美佐子　　	
2．「産後出血動脈塞栓術の実際」	 埼玉医科大学総総合医療センター放射線科　渡部　　渉　　	
3．「産後大量出血における出血様式の検討～放射線診断が産科に与えた新しい見解～」	
	 国立病院機構長良医療センター産科　岩垣　重紀　他
4．「前置癒着胎盤に対するInterventional	radiology（IVR）」	 北里大学病院総合周産期母子医療センター　大西　庸子　　	
5．「IVRによる止血と問題点」	 順天堂大学産科婦人科　牧野真太郎　　	

9：50〜11：50
シンポジウム2

「倫理に関するシンポジウム（日本周産期・新生児医学会倫理委員会企画）」
座長：富山大学産科婦人科　齋藤　　滋

大阪大学小児科　和田　和子
国立成育医療研究センター周産期センター　左合　治彦

1．「大学病院で治療中止を決定する過程で生じた問題点の検討」	 慶應義塾大学医学部小児科学教室　木下　眞里　他	
2．「胎児期に積極的治療を選択し，出生後治療拒否に転じた胎児拡張型心筋症の一例」	

埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科　竹田津未生　他
3．「術前に説明されなかった多発奇形が告知された後，両親が治療拒否に転じた先天性横隔膜ヘルニア症例について」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科　窪田　昭男　他
	
16：30〜18：30
ワークショップ1

「周産期領域におけるわが国初の大規模研究から何を学んだか？」
座長：日本医科大学産婦人科　中井　章人

国際医療福祉大学病院周産期センター　松田　義雄
1．「日本早産予防研究会による多施設共同研究の概略」	

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院　岡井　　崇　　
2．「RCT研究計画の概要と問題点」	 胎児医学研究所　篠塚　憲男　　	
	
3．「中止基準／ rescue	armの設定とその対応」	 日本医科大学多摩永山病院　川端伊久乃　　	
	
4．「研究結果」	 昭和大学病院総合周産期母子医療センター　大槻　克文　　	

16：30〜17：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠1」
 座長：宮崎大学総合周産期母子医療センター産婦人科　金子　政時
P-001	 「低用量アスピリン＋ヘパリン療法により妊娠経過が極めて改善した抗リン脂質抗体陽性妊婦の1症例」

済生会山形済生病院産婦人科　阪西　通夫　他
P-002	 「妊娠35週に深部静脈血栓症を発生した1症例」	

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター産婦人科　中務日出輝　他
P-003	 「先天性第XI因子欠乏症合併妊娠の一例」	 鳥取県立中央病院産婦人科　上垣　憲雅　他	
P-004	 「全身性エリテマトーデスと抗リン脂質抗体合併妊娠に対し血漿交換療法を行い生児を得た1例」	

兵庫医科大学産婦人科　上東真理子　他
P-005	 「先天性第V因子欠乏症合併妊娠の3回の妊娠経過」	 徳島大学周産母子センター　米谷　直人　他	

1日目　7月14日（日）
第3会場（303）

1日目　7月14日（日）
第6会場（ポスター①）（411+412）
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P-006	 「血友病保因者の妊娠と分娩に関する検討」	 名古屋市立大学産科婦人科　服部　幸雄　他	

17：06〜17：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠2」

座長：日本医科大学附属多摩永山病院女性診療科・内科　関口　敦子
P-007	 「抗SS-A抗体陽性妊婦に対する胎児心エコーによる房室伝導時間測定症例の検討」	
	 新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　生野　寿史　他
P-008	 「妊娠中にペースメーカー植え込み術を施行したFontan術後合併妊娠の1例」	

国立循環器病研究センター　堀内　　縁　他
P-009	 「周産期心筋症（産褥心筋症）患者における第2子周産期管理の経験」	

神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科　高岡　亜妃　他
P-010	 「硬膜外麻酔を用いた経腟分娩が可能であったFontan術後妊娠の1例」	 九州厚生年金病院　石野　理恵　他	
P-011	 「抗SS-A抗体陽性女性の妊娠に関する診療の手引きの作成」	 九州大学病院産科婦人科　穴見　　愛　他	
P-012	 「頻脈で発症した周産期心筋症（peripartum	cardiomyopathy：PPCM）の一例」	

松江市立病院産婦人科　田頭由紀子　他

17：42〜18：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠3」

座長：昭和大学産婦人科　松岡　　隆
P-013	 「分娩時または産褥期に発症した妊娠高血圧症候群（PIH）の後方視的検討」	 母子愛育会愛育病院　首里　英治　他
P-014	 「妊娠高血圧症候群妊婦の胎児と酸化ストレスの関連性-特に早発型と遅発型妊娠高血圧症候群妊婦の違い-」	

愛知医科大学医学部産婦人科　木村　千晴　他
P-015	 「高血圧合併妊婦と妊娠高血圧症候群妊婦における血管障害～血管内皮機能と頸動脈内膜中膜複合体厚に注目して」	

愛知医大医学部産婦人科　森　　稔高　他
P-016	 「妊娠末期に著明な血小板減少を呈し，血栓性血小板減少症と診断された一例」	

新潟大学産科婦人科学教室　吉田　邦彦　他
P-017	 「妊娠高血圧症候群を発症し，妊娠32週で緊急帝王切開が必要となったHIV感染妊娠の1例」	

岡山大学病院周産母子センター産科部門　春間　朋子　他
P-018	 「重症妊娠高血圧腎症における胎盤および母体血中apelin発現の検討」	

藤田保健衛生大学医学部産婦人科　石井　梨沙　他

16：30〜17：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠4」
	 座長：福井大学産科婦人科　西島　浩二
P-019	 「子宮腺筋症摘出術後に生児を得た1症例」	 広島市立広島市民病院産科婦人科　石田　　理　他
P-020	 「経膣分娩可能であった子宮頸部静脈瘤合併妊娠の1例」	

神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科　今村　裕子　他
P-021	 「子宮筋腫合併妊娠の妊娠経過及び分娩への影響に関する検討」	 帯広協会病院　竹浪奈穂子　他	

P-022	 「周産期管理に苦慮した巨大肝動静脈瘤合併妊娠の2症例」	 日本大学医学部附属板橋病院産婦人科　中村　晃和　他	
P-023	 「MRIにより後屈子宮嵌頓と診断した底部子宮筋腫合併妊娠の一例」	 豊橋市民病院産婦人科　矢吹　淳司　他	
P-024	 「子宮奇形合併妊娠に発症した胎児母体間輸血症候群の一例」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター周産期科　新垣　達也　他

17：06〜17：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠5」	 	

座長：東京慈恵会医科大学産婦人科　大浦　訓章
P-025	 「妊娠中に発生した絞扼性イレウスの1例」	 静岡県立総合病院　多賀　敦子　他	
P-026	 「妊娠中にα－ジストログリカノパチーと診断された1症例」	 大分大学医学部産科婦人科学教室　川野由紀枝　他	
P-027	 「妊娠35週に肛門周囲膿瘍を発症した1症例」	 大阪労災病院産婦人科　香山　晋輔　他	

1日目　7月14日（日）
第6会場（ポスター②）（411+412）
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P-028	 「TNFαモノクローナル抗体およびMTXで加療されたリウマトイド因子陽性若年性特発性関節合併妊娠の1症例」
大分大学医学部産科婦人科　阿部　若菜　他

P-029	 「妊娠16週に偽性腸閉塞を発症した1例」	 さいたま市立病院産婦人科　西島　翔太　他	
P-030	 「炎症性腸疾患合併母体児55例の検討」	 兵庫医科大学病院小児科　三崎真生子　他	

17：42〜18：24
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠6」  

座長：公立昭和病院産婦人科　武知　公博
P-031	 「血小板数異常を認め周産期に治療を行った2症例～本態性血小板血症（ET）合併妊娠とITP合併妊娠～」	

島根大学産科婦人科　今村　加代　他
P-032	 「脳塞栓症により発症したAT3欠損症合併妊婦の一症例」	 徳島大学病院周産母子センター　祖川　英至　他	
P-033	 「急性前骨髄球性白血病合併妊娠の1例」	 愛媛県立中央病院産婦人科　池田　朋子　他	
P-034	 「von	Willebrand病合併の2妊娠の検討」	 神戸大学医学部産科婦人科　奥　　幸樹　他	
P-035	 「診断が困難であった血小板減少を伴う血液疾患合併妊娠の2症例」	 三重大学産婦人科　村林　奈緒　他	
P-036	 「フィブリノゲン・クリアランスを考慮した先天性無フィブリノゲン血症の新たな妊娠分娩管理」	

浜松医科大学産婦人科　長橋ことみ　他
P-037	 「脳梗塞合併妊娠の一例」	 福井県立病院産婦人科　堀　　香織　他	

16：30〜17：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝1」
 座長：独立行政法人国立病院機構長良医療センター産婦人科　川鰭　市郎
P-038	 「尾部退行症候群をきたした血糖コントロール不良糖尿病合併妊娠の1症例」	弘前大学医学部附属病院　大石　舞香　他
P-039	 「エトレチナート内服後2年以内に妊娠し先天性奇形を有する児を出生した膿疱性乾癬合併の一例」	

静岡済生会総合病院　米澤　　出　他
P-040	 「出生前に診断された左下腹部-大腿部リンパ管腫の1例」	 弘前大学医学部産婦人科　湯澤　　映　他	
P-041	 「NT肥厚と前脳奇形をきっかけに診断された18番染色体長腕イソ染色体の1症例」	

山形大学医学部産科婦人科　山内　敬子　他
P-042	 「点状軟骨異形成症と診断した胎児四肢短縮症の一例」	 山形大学産婦人科　小幡美由紀　他	
P-043	 「congenital	self-healing	reticulohistiocytosis（CSHR）の1例」	

独立行政法人国立病院機構香川小児病院　中野　彰子　他

17：12〜17：48
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝2」
 座長：宮城県立こども病院　室月　　淳
P-044	 「過去11年間に当院で経験したダウン症候群の検討」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　藤巻　有希　他	
P-045	 「多彩な合併症を伴い，治療に難渋したJarcho-Levin症候群類縁疾患の一例」	

大阪大学大学院医学系研究科情報統合医学小児科学　冬木真規子　他
P-046	 「エトレチナート早期投与が奏功した道化師様魚鱗癬の早産児例」	 愛知県厚生連海南病院小児科　鈴木　敦詞　他	
P-047	 「呼吸障害を合併した大腿骨低形成・特異顔貌症候群の女児例」	

福島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部門　松浦　裕美　他
P-048	 「軟口蓋への索状組織の付着を認めたPierre-Robin症候群の一例」	

独立行政法人国立病院機構九州医療センター小児科　倉田　浩昭　他
P-049	 「脳梁低形成，Dandy-Walker	Variantを契機に診断した，11番染色体短腕部分欠損症の新生児症例」	

埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　牧田　英士　他

17：48〜18：24
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝3」
 座長：関西医科大学附属枚方病院総合周産期母子医療センター　大橋　　敦
P-050	 「両児ともに上部小腸閉鎖にて臍帯潰瘍を呈するも，臍帯出血を発症する前に娩出し救命し得たMDTwinの1例」	

日本赤十字社医療センター産婦人科　松本　順子　他
P-051	 「出生前に滑脳症が疑われ，出生後Miller-Dieker症候群と診断された1例」	 天使病院産婦人科　岩城　　豊　他	

1日目　7月14日（日）
第7会場（ポスター③）（413）

日本周産期・新生児医学会雑誌第49巻.indd   479 13.6.19   3:06:45 PM



480 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 49 巻　第 2 号

P-052	 「両側原発性乳糜胸症に対して，胎児胸腔羊水腔シャント術を施行した一例」	
帝京大学医学部附属病院　森田　政義　他

P-053	 「早期新生児死亡に至った先天性気管狭窄症の一例」	 山口大学医学部産婦人科　三原由実子　他	
P-054	 「死産分娩に至った食道閉鎖合併のApert症候群」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　島井　和子　他	
P-055	 演題取り下げ
	

16：30〜17：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝4」
 座長：横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター母子医療センター　関　　和男
P-056	 「食道閉鎖症を伴った先天性乳糜胸に対して胸腔鏡下胸管結紮術を施行した一例」	

京都府立医科大学小児外科　樋口　恒司　他
P-057	 「モザイクTurner症候群女性が妊娠出産した1例」	 生長会府中病院小児科　市川　陽子　他	
P-058	 「羊の腹壁破裂モデルに伴う脊椎側弯症及び肺低形成の要因」	 聖マリアンナ医科大学小児外科　大山　　慧　他	
P-059	 「総排泄腔遺残症の周産期管理と長期予後」	 北里大学医学部産婦人科　本田　雅子　他	
P-060	 「左肺無形成を伴うVACTERL連合に対し待機的食道閉鎖症根治術を行った1例」	

九州厚生年金病院小児科　横田　千恵　他

17：00〜17：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝5」
 座長：日本医科大学武蔵小杉病院新生児科　島　　義雄
P-061	 「先天性食道閉鎖症を合併したPOR欠損症の1例」	 旭川医科大学病院周産母子センター　野原　史勝　他	
P-062	 「Skeletal	Dysplasia	type	al	Gazaliが疑われる1新生児例」	 札幌医科大学小児科　坂井　拓朗　他	
P-063	 「経過中，重篤な出血を認めた早産児先天性乳糜胸の3例」	 茨城県立こども病院新生児科　梶川　大悟　他	
P-064	 「Pierre	Robin症候群として経過観察中に，Stickler症候群と臨床診断した一例」	

広島市立広島市民病院総合周産期母子医療センター新生児科　渡部　貴子　他
P-065	 「3D-CTが診断に有用であった頭蓋骨早期癒合症の2例」	 社会保険紀南病院小児科　谷村　美紀　他	

17：30〜18：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝6」
 座長：大分県立病院新生児科　飯田　浩一
P-066	 「一絨毛膜一羊膜性双胎子宮内一児死亡後，生存児にPotterシークエンスを認めた一例」	

葛飾赤十字産院　橋本　康司　他
P-067	 「当院で管理を行った左心低形成症候群（HLHS）18例の検討」	 静岡県立こども病院産科　河村　隆一　他	
P-068	 「空腸閉鎖に臍帯潰瘍を合併した2例」	 熊本市立熊本市民病院産婦人科　綱脇瑠璃香　他	
P-069	 「妊娠32週まで妊娠継続したBody	Stalk	Anomalyの1例」	 名古屋市立西部医療センター産婦人科　川端　俊一　他	
P-070	 「胎児期に著明な片側肺拡張を示し，画像上の寛解後も重篤な経過を辿った1例」	

東京女子医科大学母子総合医療センター　金野　　潤　他
P-071	 「当院で経験した	Urorectal	septum	malformation	sequence（URSM）11症例の出生前所見と臨床経過」	

神奈川県立こども医療センター産婦人科　尾堀佐知子　他

16：30〜17：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「消化器・肝・胆道1」
 座長：高知医療センター総合周産期母子医療センター　吉川　清志
P-072	 「強化母乳栄養中にmilk	curd	syndromeとなったが保存的に軽快した超低出生体重児の1例」	

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　山本和歌子　他
P-073	 「後天性小腸閉鎖を合併した超低出生体重児の一例」	 豊橋市民病院　川瀬　恒哉　他	
P-074	 「出生後早期から超音波検査で肝の索状変化を認めた極低出生体重児の1例」	

群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一　他

1日目　7月14日（日）
第7会場（ポスター④）（413）

1日目　7月14日（日）
第8会場（ポスター⑤）（414+415）
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P-075	 「超低出生体重児の経静脈栄養関連胆汁うっ滞に対するOmegavenの使用経験」	
旭川医科大学病院周産母子センター　岡本　年男　他

P-076	 「消化管アレルギーとFanconi症候群とを合併した一例」	 滋賀医科大学附属病院小児科　筒井　英美　他	

17：00〜17：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「消化器・肝・胆道2」
 座長：昭和大学横浜市北部病院こどもセンター　梅田　　陽
P-077	 「児を救命し得た臍帯潰瘍合併上部消化管閉鎖の1例」	 山形大学医学部付属病院　鈴木　聡子　他	
P-078	 「機能性閉塞が原因と考えられた胎児腸管拡張の1例」	 東海大学医学部専門診療学系産婦人科　三塚加奈子　他	
P-079	 「第II児のみに十二指腸閉鎖を来たした一絨毛膜二羊膜双胎の画像所見」	

日本赤十字社医療センター産婦人科　秋葉　直也　他
P-080	 「腸管不全合併肝障害をきたした超低出生体重児5例に対するω3系脂肪製剤（OmegavenⓇ）の使用経験」	

神奈川県立こども医療センター新生児科　本田　　茜　他
P-081	 「腹部レントゲンで小腸ガスが片側性に写りやすいのは出生40-45分後である」	

茅ヶ崎市立病院小児科　小田洋一郎　他
	
17：30〜18：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「消化器・肝・胆道3」
 座長：獨協医科大学越谷病院小児外科　池田　　均
P-082	 「腹壁破裂・臍帯ヘルニア症例における呼吸・栄養の短期的予後に影響する因子の検討」	

国立成育医療研究センター周産期センター　太崎友紀子　他
P-083	 「生下時から小腸捻転を合併した超低出生体重児の1剖検例」	 埼玉県立小児医療センター新生児科　井上　隆志　他	
P-084	 「晩期循環不全の治療中に壊死性腸炎と膀胱壊死を生じた超低出生体重児の1例」	

慶応義塾大学医学部小児科　高山　　達　他
P-085	 「六君子湯による肝障害を呈した超低出生体重児の1例」	 君津中央病院新生児科　石田　智己　他	
P-086	 「異所性肝の脱出を伴った臍帯ヘルニアの1例」	 大阪府立母子保健総合医療センター小児外科　谷　　岳人　他	

16：30〜17：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「多胎1」
 座長：獨協医科大学総合周産期母子医療センター　渡辺　　博
P-087	 「双胎の分娩方法と児の周産期予後の検討」	 弘前大学医学部附属病院　伊東　麻美　他	
P-088	 「当院における双胎分娩の検討」	 長浜赤十字病院　西村　浩実　他	
P-089	 「当院における双胎分娩方法の検討－膜性による違いについて－」	

社会保険船橋中央病院周産期母子医療センター　小平　雄一　他
P-090	 「双胎帝王切開における出血量についての検討」	 杏林大学医学部産婦人科学教室　和地　祐一　他	
P-091	 「当院における早産双胎の長期予後」	 自治医科大学総合周産期母子医療センター新生児集中治療部　矢田ゆかり　他	
P-092	 「当院における体重差のある二絨毛膜双胎妊娠の検討」	

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター産科　諸井　明仁　他

17：06〜17：48
一般演題（ポスター）　口頭発表「多胎2」

座長：和歌山県立医科大学総合周産期母子医療センター産科　南　佐和子
P-093	 「当院で経験した品胎妊娠16例の検討」	 広島市立広島市民病院　香川　幸子　他	
P-094	 「当院における一絨毛膜性双胎管理の現状から－出生時体重差の検討－」	

三重中央医療センター総合周産期母子医療センター産科　紀平　　力　他
P-095	 「一絨毛膜双胎症例における母体血中hCG測定の意義	」	 高知医療センター産婦人科　林　　和俊　他	
P-096	 「胎児鏡下胎盤吻合血管凝固術実施施設に紹介するも治療が実施されなかった一絨毛膜性双胎症例の検討」	

安城更生病院産婦人科　中村紀友喜　他
P-097	 「羊水圧差と子宮内圧上昇にて隔膜が自然破綻し，臍帯相互巻絡のため16週でIUFDとなったMD双胎の一例」	

富山大学産科婦人科学教室　森尻　昌人　他
P-098	 「塩酸リトドリンによる横紋筋融解症と胎胞脱出を合併したTTTSの一例」	 大垣市民病院産婦人科　玉村有希恵　他	

1日目　7月14日（日）
第8会場（ポスター⑥）（414+415）
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P-099	 「早期新生児死亡に至ったtwin	reversed	arterial	perfusion（TRAP）sequenceの一例」	
国立病院機構岡山医療センター産婦人科　熊澤　一真　他

16：30〜17：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「胎盤・羊水1」
 座長：浜松医科大学病院周産母子センター　伊東　宏晃
P-100	 「胎児共存奇胎の3症例」	 磐田市立総合病院産婦人科　仲谷美沙子　他	

P-101	 「胎盤の病理学的検索で，臍帯静脈血栓症と絨毛血管の減少を認めた，胎児腹腔内臍静脈瘤の1例」	
東京都立小児総合医療センター新生児科　多胡久美子　他

P-102	 「母体血清中のangiogenic	imbalanceと胎盤のavascular	edematous	cystic	villiを認めたトリソミー 13合併妊娠」	
大阪大学医学部産婦人科　柿ヶ野藍子　他

P-103	 「35週で自然発生した羊膜完全剥離の症例」	 杉田玄白記念公立小浜病院　高橋　　仁　他	
P-104	 「Chorioamniotic	membrane	separationの一例」	 大阪市立大学医学部産婦人科　和田　夏子　他	
P-105	 「当科で経験した胎児共存奇胎と間葉性異形成胎盤の2症例」	 兵庫医科大学病院産科婦人科　森本　真晴　他	
P-106	 「妊娠16週に高血圧，血小板減少を伴うIUFDで搬送され，Hyperreactio	luteinalisから部分奇胎と診断した1例」	

岐阜県立多治見病院　井本　早苗　他
P-107	 「妊娠中期より出血を繰り返し，診断に苦慮した血流豊富な脱落膜ポリープの一例」	

順天堂大学医学部産婦人科　山本恵理子　他
P-108	 「胎盤内血腫発症後に胎児発育停止をきたした2例」	 綜合病院山口赤十字病院産婦人科　高橋　弘幸　他	

P-109	 「急激に進行する羊水過少症を認めた臍帯動静脈血栓の1例」	 群馬大学医学部附属病院産婦人科　田村　友宏　他	

P-110	 「Trophoblastの遊走に血管内皮細胞が与える影響」	 杏林大学医学部付属病院産科婦人科学　井澤　朋子　他	

17：36〜18：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「胎盤・羊水2」
 座長：奈良県立医科大学産科婦人科　佐道　俊幸
P-111	 「前置癒着胎盤症例に合併したBreus’	moleの一例」	 広島大学病院産科婦人科　坂手慎太郎　他	
P-112	 「5,000ml以上の出血を来した帝王切開既往の前置癒着胎盤の3症例」	 帝京大学産婦人科　司馬　正浩　他	
P-113	 「経腟分娩後のMRIにて穿通胎盤が疑われ，メソトレキセート療法を施行し妊孕性を温存しえた1例」	

札幌医科大学産婦人科学講座　玉手　雅人　他
P-114	 「癒着胎盤例の胎盤MRI所見に関する検討」	 琉球大学医学部附属病院周産母子センター産科　下地　裕子　他	
P-115	 「癒着胎盤における治療用電気手術器（LigaSure）の使用経験」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　瀬川　友功　他
P-116	 「胎盤娩出に異常を認めなかったにも関わらず大量出血で認識された癒着胎盤の2症例」	

公立藤岡総合病院産婦人科　須藤亜紀子　　

10：50〜11：50
ミニシンポジウム

「これからの専門医制度を考える：暫定措置検討作業班によるアンケート報告」	
座長：専門医制度委員会委員長　松田　義雄

専門医制度委員会副委員長　楠田　　聡
「専門医制度委員会暫定措置検討ワーキンググループによるアンケート調査報告」	 暫定措置検討作業班班長　池田一成　他

1日目　7月14日（日）
第9会場（ポスター⑦）（416+417）

1日目　7月14日（日）
第12会場（503）
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8：50〜10：50
シンポジウム3

「コクラン妊娠出産グループ日本支部設立記念シンポジウム」	
座長：国立成育医療研究センター周産期センター　久保　隆彦

国立成育医療研究センター成育政策科学研究部　森　臨太郎
1．「The	Cochrane	Collaboration：contributions	to	perinatal	medicine」

Professor	of	Obstetrics	&	Gynaecology,	University	of	Liverpool,	UK：joint	Co-ordinating	Editor,	Cochrane	Pregnancy	&		
childbirth	Group　James	Neilson

2．「周産期の精神医療とコクランレビュー」	 京都大学大学院医学研究科（健康・増進学）　古川　壽亮　　	
3．「根拠に基づく新生児医療とコクラン共同計画について」	 国立成育医療研究センター　森　臨太郎　　	
4．「コクラン系統的レビュー出版までのプロセス」	 東京大学大学院医学系研究科国際保健政策学　大田えりか　　	

16：30〜18：30
シンポジウム4

「呼吸管理新戦略　2013」
座長：東京都立小児総合医療センター　近藤　昌敏

武蔵野赤十字病院新生児科　蒲原　　孝
1．「RDSに対するINSUREメソッド」	 君津中央病院新生児科　大曽根義輝　他	
2．「新生児人工呼吸器　今できること・できないこと・今後求められること2013」	青森県立中央病院新生児科　網塚　貴介　　
3．「Nasal	SiPAPによる呼吸器管理」	 杏林大学医学部小児科　細井健一郎　他	
4．「ステロイド療法の功罪」	 京都大学医学部小児科　河井　昌彦　　	

9：00〜11：00
シンポジウム5

「周産期脳障害の最前線—子宮内感染症の関与―」
座長：福島県立医科大学産婦人科　藤森　敬也

宮崎大学産婦人科　鮫島　　浩
1．「妊娠28週未満に分娩に至ったpPROM症例の予後と周産期管理の検討」

福島県立医科大学医学部産科・婦人科学講座　安田　　俊　他
2．「絨毛膜羊膜炎が胎児心拍数モニタリング，臍帯血ガスおよびプロカルシトニン値に及ぼす影響」	

宮崎大学医学部生殖発達医学講座産婦人科分野　金子　政時　　
3．「子宮内感染症例における児の長期予後影響因子の検討」	 鹿児島市立病院周産期医療センター産科　前田　隆嗣　他	
4．「白質はいつ，だれに破壊されたのか？―低酸素虚血・炎症・低栄養による完全犯罪を暴く」

久留米大学小児科　岩田　欧介　　
	
11：00〜12：00
特別講演2
 座長：埼玉医科大学総合医療センター小児科　田村　正徳
1．「MDGs達成への貢献を目指して―JICAの母子保健分野協力―」 

演者：国際協力機構国際協力専門員　尾崎　敬子　　
2．「バングラデシュでの海外協力を通して，日本の周産期医療を考える」 

演者：淀川キリスト教病院産婦人科　松村　栄恵　他

2日目　7月15日（月）
第1会場（メインホール）

1日目　7月14日（日）
第13・14会場（501，502）
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13：00〜13：30
教育講演5

「新生児科医からみた胎児診断」
座長：大阪府立母子医療センター新生児科　北島　博之

演者：東邦大学医療センター大森病院新生児科　与田　仁志

13：30〜14：00
会長講演

「周産期医学は研究課題の宝庫－研究への誘い」
座長：東京女子医科大学母子総合医療センター　楠田　　聡

演者：杏林大学産科婦人科　岩下　光利

14：00〜16：00
シンポジウム6

「胎児機能評価の最前線2013」
座長：聖マリアンナ医科大学産婦人科学　田中　　守
東邦大学医療センター大森病院新生児科　与田　仁志

1．「胎児機能評価の最前線～母体腹壁誘導胎児心電図～」	 仙台赤十字病院産科・婦人科　佐藤　尚明　　	
2．「胎児心磁図を用いた不整脈，心拍変動解析」	 筑波大学医学医療系小児科　加藤　愛章　他	
3．「胎児ドプラ心エコー」	 国立成育医療研究センター胎児診療科　住江　正大　　	
4．「Speckle	tracking法を用いた胎児心室壁運動の検討」	 慶應義塾大学医学部産科婦人科学教室　宮越　　敬　　	
5．「位相差トラッキング法（phased-tracking	method）」	 宮城県立こども病院産科　宮下　　進　　	
6．「近赤外線分光法による胎盤酸素動態の観察」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科　水主川　純　他	

16：00〜18：00
シンポジウム7

「魅力的な新生児医療につながる卒前卒後教育を考える」	
座長：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　側島　久典

愛育病院新生児科　加部　一彦
冒頭発言「研修医教育面から，冒頭に，側島教授がシンポジウムの目指すところ」

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　側島　久典　　
1．「地方小児病棟NICUにおける卒前卒後教育の現状と課題」	 群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一　　	
2．「魅力的な新生児医療につながるNICU看護師卒後教育　新生児集中ケア認定看護師育成を通して」	

北里大学看護キャリア開発研究センター新生児集中ケア認定看護師教育課程　岡　　園代　　
3．「プロフェッショナル教育のジレンマ」	 聖路加国際病院小児総合医療センター小児科　島袋　林秀　　	
4．「NICUにおける現任教育の実際」	 日本赤十字社医療センター NICU　滋田　泰子　　	
5．「NCPRを通して魅力的な教育を考える」	 新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　和田　雅樹　　

8：30〜9：33
一般演題（口演）「血液1」	 	

座長：関西医科大学医学教育センター　木下　　洋
O-001	 「小児血栓症における新生児ProteinC欠損症スクリーニングの重要性」	

九州大学大学院医学研究院成長発達医学　市山　正子　他
O-002	 「極低出生体重児に対する胎盤血輸血が児の短期予後および輸血回避に与える効果についての検討」	

厚生労働科学研究費補助金（地域医療基盤開発推進研究事業）「周産期医療の質と安全の向上のための研究」班　細野　茂春　他
O-003	 演題取り下げ	
O-004	 「当院における自己血貯血の現状と高い自己血廃棄率に関する考察」	 埼玉医科大学産科婦人科　仲神　宏子　他	
O-005	 「自己血貯血量増加のためにEPO製剤投与を考慮すべき妊婦について」	 埼玉医科大学産科婦人科　三木　明徳　他	
O-006	 「ビタミンK予防投与方法変更後の処方状況に関する検討－正常新生児を中心に－」	

国立病院機構岡山医療センター新生児科　森田　啓督　他
O-007	 「新生児播種性血管内凝固（DIC）に対するトロンボモジュリンアルファ製剤の有用性に関する検討」	

君津中央病院新生児科　佐々木　恒　他

2日目　7月15日（月）
第2会場（211+212）
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9：33〜10：36
一般演題（口演）「血液2」
 座長：長崎大学産婦人科　吉田　　敦
O-008	 「流産後に発症した後天性血友病Aの一例」	 いしかわ総合母子医療センター　松岡　　歩　他	
O-009	 「高度の肝線維症を伴った一過性骨髄異常増殖症（TAM）に対しAra-C少量療法が有効であった21trisomyの一例」	

近畿大学医学部小児科学教室　南方　俊祐　他
O-010	 「抗Jra抗体を有する女性の2回の妊娠経過」	 大阪大学大学院医学系研究科産科婦人科学　藤田　聡子　他	
O-011	 「頭蓋内出血を呈した先天性プロテインC欠損症の一例」	 姫路赤十字病院周産期母子医療センター　向井　祥代　他	
O-012	 「第1子新生児同種免疫性血小板減少症（NAIT）であった第2子の周産期管理」	

大阪大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　高橋　良子　他
O-013	 「宗教的輸血拒否のため血液成分製剤の輸血を行わず治療を行った出生体重492gの超低出生体重児の1例」	

国立病院機構岡山医療センター新生児科　森田　啓督　他
O-014	 「診断および治療に難渋した重症一過性骨髄異常増殖症の1例」	

埼玉医科大学病院新生児・未熟児科　森田　佳代　他

10：36〜11：57
一般演題（口演）「黄疸」
 座長：香川大学大小児科　伊藤　　進
O-015	 「超低出生体重児における黄疸とterm相当での聴性脳幹反応の検討	第5報；4歳でのフォローアップ結果を加えて」	

淀川キリスト教病院　和田　　浩　他
O-016	 「超低出生体重児における血清総ビリルビン値に基づいた黄疸管理に関する検討」	

豊橋市民病院小児科　山田　崇春　他
O-017	 「早期新生児期に高アンバウンドビリルビン血症を発症した特発性黄疸とUGT1A1遺伝子多型の関連」	

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　横田　知之　他
O-018	 演題取り下げ
O-019	 「早期新生児期の特発性黄疸の発症とHO-1遺伝子多型の関連」	

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野　横田　知之　他
O-020	 「母子同室児において光線療法中の経皮ビリルビン値は有用か？」	 愛仁会高槻病院小児科　片山　義規　他	
O-021	 「Late	Preterm児の黄疸管理におけるアンバウンドビリルビン測定の意義」	

富山大学附属病院周産母子センター　牧本　優美　他
O-022	 「日齢20に高アンバウンドビリルビン血症を呈し核黄疸を発症した超早産児の1例」	

神戸大学医学部附属病院周産母子センター　森岡　一朗　他
O-023	 「RhE不適合による新生児溶血性疾患12例の検討」	 埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　宮林　　寛　他	

14：00〜14：54
一般演題（口演）「発達1」
 座長：東京女子医科大学母子総合医療センター　内山　　温
O-024	 「超低出生体重児におけるNICU入院中の低い成長速度スコアは，3歳時予後に対する有意な予測因子である」	

高知医療センター小児科　丸山　秀彦　他
O-025	 「前期破水症例において妊娠28週未満に出生した児の長期予後に関連する周産期因子の検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター　前中　隆秀　他
O-026	 「VLBW児の出生要因・入院時環境が3歳時点での知的能力・行動上の問題に与える影響についての検討」	

山形県立中央病院　土屋　沙織　他
O-027	 「超早産児の6歳，9歳時予後に影響を与える因子の検討」	 愛育病院新生児科　平川健一郎　他	
O-028	 「超低出生体重児の神経発達予後に関連する周産期因子の検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　西原　正泰　他
O-029	 「超低出生体重児の学齢期の発達予後に与える周産期因子」	

長野県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児科　小久保雅代	　他

14：54〜15：48
一般演題（口演）「発達2」
 座長：川口市立医療センター新生児集中治療科　山南　貞夫
O-030	 「胎動長時間記録・解析システムの信頼性The	reliability	of	a	device-analysis	system	of	fetal	movement」	

労働科学研究所　西原　京子　他
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O-031	 「在胎妊娠34週未満のLight	for	Date児の予後と予後因子」	 大阪府立母子保健総合医療センター　笹原　　淳　他	
O-032	 「NIRSを用いた早産児，正期産児およびダウン症児における脳部位間の機能的結合の検討」	

東京大学医学部附属病院小児科　設楽　佳彦　他
O-033	 「当院で出生したSGA児のフォローアップにおける問題点について」	

国立国際医療研究センター小児科　本田　真梨　他
O-034	 「SGA児の高次脳機能発達とsomatropin投与による影響の検討」	 順天堂大学医学部小児科　三友　聡美　他	
O-035	 「当院における脳性麻痺児に対するボツリヌス毒素製剤の使用経験」	

埼玉医科大学病院新生児・未熟児科　本多　正和　他

15：48〜17：09
一般演題（口演）「発達3」
 座長：大阪市立大学小児科　新宅　治夫
O-036	 「当院NICUに入院した出生体重1500g以下の児の治療成績および全国周産期医療データベースの比較」	

一宮市立市民病院小児科　山本　和之　他
O-037	 「超早産児（在胎22 ～ 24週）の予後に関する検討」	 宮崎大学医学部産婦人科　児玉　由紀　他	
O-038	 「極低出生体重児のMRIによる脳容積の検討-修正40週おけるAGA児とSGA児の比較-」

昭和大学医学部小児科学講座　渡邊　佳孝　他
O-039	 「超低出生体重児フォローアップにおけるベイリー乳幼児発達検査第3版の有用性」	

順天堂大学医学部小児科　岩崎　友弘　他
O-040	 「当院における超早産児の短期予後および修正1歳半，3歳時の予後」	 大垣市民病院第二小児科　兵藤　玲奈　他	
O-041	 「学齢期健診における超低出生体重児の体力検査～呼吸機能検査との関連も踏まえて～」	

大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　玉井　　圭　他
O-042	 「超低出生体重児の3歳，6歳時の神経学的予後とその変化」	 自治医科大学附属病院小児科　渡邉　知佳　他	
O-043	 「在胎22週，23週で出生した児の臨床経過と予後」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　廣瀬　悦子　他
O-044	 「在胎30週未満の極低出生体重児の3歳時の体格と発達の関連」	 自治医科大学小児科学　河野　由美　他	

8：30〜9：24
一般演題（口演）「呼吸1」
 座長：兵庫県立こども病院新生児科　中尾　秀人
O-045	 「帝王切開で出生した児の呼吸障害発症率についての検討」	 市立豊中病院小児科　木村　　丈　他	
O-046	 「啼泣後の呼吸抑制とIUGRの関連について」	 奈良県立奈良病院新生児集中治療室　箕輪　秀樹　他	
O-047	 「当院で経験した超早産児の間質性肺気腫5症例の臨床的検討」	

名古屋第一赤十字病院総合周産期母子医療センター新生児科　立花　貴史　他
O-048	 「超低出生体重児の就学期における肺機能の検討－6 ～ 12歳肺機能の検討－」	

東京女子医科大学東医療センター新生児科　長谷川久弥　他
O-049	 「超低出生体重児の小学3年生健診における肺機能と運動アンケート調査」	

東京都立墨東病院周産期センター新生児科　九島　令子　他
O-050	 「超早産児のCLDにおける胸部CT上の大嚢胞形成に関連する周産期因子の検討」	

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　坂井　仁美　他

9：24〜10：18
一般演題（口演）「呼吸2」
 座長：国立成育医療研究センター周産期センター　伊藤　裕司
O-051	 「長期NO吸入療法により人工呼吸器離脱可能となった重症Wilson-Mikity症候群の超早産児例」	

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　他
O-052	 「新生児一過性多呼吸に対するプロカテロール塩酸塩水和物吸入治療の検討」	 岡崎市民病院小児科　谷口　顕信　他	
O-053	 「超早産児に対する出生後ステロイド投与	-	ステロイド吸入療法中止後の変化	-」	
	 兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　溝渕　雅巳　他
O-054	 「慢性肺疾患に投与水分，Na量が及ぼす影響」	 県立広島病院新生児科　木原　裕貴　他	

2日目　7月15日（月）
第3会場（303）
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O-055	 「一酸化窒素（NO）吸入療法の安全性の検討」	 久留米大学病院小児科　原　　直子　他	
O-056	 「NO吸入療法を施行した早産児例の検討‐基礎疾患・合併症について」	

藤田保健衛生大学医学部小児科　宮田　昌史　他

10：18〜11：12
一般演題（口演）「呼吸3」
 座長：川崎医科大学新生児科　川本　　豊
O-057	 「び漫性絨毛膜羊膜ヘモジデローシスの臨床病理学的特徴―3次周産期センターにおける25年間の症例検討―」
	 神奈川県立こども医療センター　大山　牧子　他
O-058	 「Retrosternal	Diaphragmatic	Herniaの新生児2症例」	

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院小児外科　古田　繁行　他
O-059	 「当院における乳麋胸水に対する治療」	 成育医療研究センター病院周産期センター新生児科　和田　友香　他	
O-060	 「在胎32から41週における前期破水と児の呼吸障害の検討」	 済生会山形済生病院小児科　下風　朋章　他	
O-061	 「CCAMにより胎児水腫を来した早産児の1例」	 東京大学医学部小児科　豊福　悦史　他	
O-062	 「極低出生体重児の学童期の呼吸機能の検討」	 佐賀大学医学部地域医療支援学講座　飯田　千晶　他	

14：00〜14：54
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝1」
 座長：名古屋市立大学産婦人科　鈴森　伸宏
O-063	 「脊髄髄膜瘤の精神発達予後に影響を与える周産期・新生児期要因についての検討」	

長野県立こども病院　張慶　　哲　他
O-064	 「先天性横隔膜ヘルニアに対する胎児治療と我が国のTOTAL	trialへの参加について」	

大阪大学産婦人科　遠藤　誠之　　
O-065	 「新生児期の気胸を機に発見された，常染色体優性多発性嚢胞腎の一例」	

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　東川　朋子　他
O-066	 「先天性横隔膜ヘルニアに対する胸腔鏡下手術：開腹術との比較」	

順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科　岡崎　任晴　他
O-067	 「先天性横隔膜ヘルニアの8例」	 長崎大学病院　村上　聡子　他	
O-068	 「巨大破裂性臍帯ヘルニアの一例」	 金沢医科大学小児外科　安井　良僚　他	

14：54〜15：39
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝2」
 座長：東京逓信病院小児科　小野　正恵
O-069	 「人魚体の1例-遺伝学的検討-」	 東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科　安達　知弘　他	
O-070	 「当院で経験したBeckwith-Wiedemann症候群の2例」	 医療法人母恋天使病院産婦人科　日高野乃子　他	
O-071	 「出生時より肥大型心筋症を認めたNoonan症候群の1例」	

国立病院機構三重中央医療センター小児科　大森あゆ美　他
O-072	 「1児にBody	Stalk	Anomalyを認めた一絨毛膜二羊膜性双胎の1例」	 高知医療センター小児科　岩㟢　由佳　他	
O-073	 「顕微授精・凍結融解胚移植後のBeckwith-Wiedemann症候群の1例」	

国家公務員共済組合連合会虎の門病院産婦人科リプロダクションセンター　東梅　久子　他

15：39〜16：42
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝3」
 座長：昭和大学産婦人科　関沢　明彦
O-074	 「遺伝子解析により二世代で診断がついた色素失調症の一例」	 聖霊病院　粟屋　梨沙　他	
O-075	 「小動物用PETイメージングによるメンケス病モデルマウスを用いた新規治療法の開発と評価」	

大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学　野村　志保　他
O-076	 「胎児超音波検査で先天性腎奇形を指摘された歌舞伎症候群疑いの2例」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　武田　義隆　他
O-077	 「遅発型オルニチントランスカルバミラーゼ（OTC）欠損症大家系での診療連携と遺伝カウンセリングの課題」	

熊本大学医学部小児科　藤澤　大輔　他
O-078	 「新規の遺伝子変異を呈した先天性中枢性肺胞低換気症候群の一例」	 長野県立こども病院新生児科　羽田　ゆう　他	
O-079	 「Pseudo	TORCH症候群はCOL4A1遺伝子変異の検索が必要である」	

東京都立小児総合医療センター　高橋　秀弘　他
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O-080	 「先天性副腎低形成に著しい成長障害，免疫不全を合併した極低出生体重児の一例」	
群馬大学医学部付属病院周産母子センター NICU　河野　美幸　他

16：42〜17：18
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝4」
 座長：鹿児島大学小児外科　高松　英夫
O-081	 「Miller-Dieker症候群とVATER連合の合併例」	

名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　上田　博子　他
O-082	 「出生後に脳室内出血・肝障害をきたしたWolf-Hirschhorn症候群の一例」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　寺西　絵梨　他
O-083	 「内臓錯位による心奇形を合併したJacobsen	syndromeの1例」

神奈川県立こども医療センター産婦人科　榎本紀美子　他
O-084	 「出生後早期に髄膜炎を契機に診断に至ったCurrarino症候群の1例」	 筑波大学附属病院小児外科　神保　教広　他	

17：18〜18：03
一般演題（口演）「先天異常・染色体・遺伝5」
 座長：多摩医療センター臨床遺伝科　　吉橋　博史
O-085	 「ダウン症の病名告知時に母親が求める医師と看護職との役割の違い－テキストマイニングを用いた語りの分析－」	

兵庫医療大学看護学部家族支援看護学　片田　千尋　他
O-086	 「当院における異数性染色体異常児の出生前診断の現状について」	 順天堂大学医学部付属浦安病院　高水　　藍　他	
O-087	 「18番染色体短腕モノソミーを伴う尾部退行症候群」	 岩手医科大学小児科　外舘玄一朗　他	
O-088	 「当院での18トリソミー児への対応とその予後」	

東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　今井　　憲　他
O-089	 「18トリソミー 103名の合併疾患別の予後の検討」	 神奈川県立こども医療センター新生児科　豊島　勝昭　他	

8：30〜9：24
一般演題（口演）「循環1」
 座長：金沢聖霊総合病院産婦人科　朝本　明弘
O-090	 「インドメタシン予防投与が未熟児動脈管再開通に与える影響」	

東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　内山　　温　他
O-091	 「周産期心筋症の発症予測における脳性ナトリウム利尿ペプチド（BNP）の有用性」	 トヨタ記念病院　小出　菜月　他	
O-092	 「当院における帝王切開術後の静脈血栓塞栓症の予測因子の検討」	 順天堂大学産婦人科　松村　優子　他	
O-093	 「重症妊娠高血圧症候群におけるニカルジピン塩酸塩点滴の至適初回用量の検討」	

昭和大学医学部産婦人科学教室　丸山　大介　他
O-094	 「先天性心疾患を合併した低出生体重児122例の予後の検討」	 静岡県立こども病院新生児未熟児科　浅沼　賀洋　他	
O-095	 「正常分娩前後のヘモグロビン推移」	 浜松医療センター　芹沢麻里子　他	

9：24〜10：18
一般演題（口演）「循環2」
 座長：岩手医科大学小児科　葛西　健郎
O-096	 「PPHN長期化の原因と考えられた左室心筋緻密化障害の一例」	

日本医科大学武蔵小杉病院周産期小児医療センター新生児内科　松村　好克　他
O-097	 「胎児期から診断し新生児期の外科治療を回避できた大動脈縮窄症の1例」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　坂口　陽平　他
O-098	 「胎児完全房室ブロックの検討」	 名古屋市立大学産科婦人科　出原　麻里　他	
O-099	 「出生前診断されたファロー四徴症に合併した大動脈肺動脈中隔欠損の1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-100	 「出生直後に下肢の一過性閉塞症状を来たした2例の検討」	

九州大学病院総合周産期母子医療センター　浦田万起子　他
O-101	 「新生児期に一期的根治術を施行した右肺動脈上行大動脈起始の1例」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　鈴木沙耶香　他

2日目　7月15日（月）
第4会場（304）
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10：18〜11：12
一般演題（口演）「循環3」
 座長：埼玉医科大学病院新生児・未熟児科　國方　徹也
O-102	 「妊婦・褥婦における経皮ヘモグロビン測定と末梢循環変化の影響」	

国立病院機構西埼玉中央病院産婦人科　吉田　　純　他
O-103	 「早産児の早期組織ドプライメージング（TDI）所見と3歳時発達予後　第1報：発達予後不良児の早期左室TDI値」	

国際医療福祉大学病院小児科　村瀬　真紀　他
O-104	 「早産児の早期組織ドプライメージング（TDI）所見と3歳時発達予後　第2報：早期左室E/Ea高値児の長期予後」	

国際医療福祉大学病院小児科　村瀬　真紀　他
O-105	 「超早産児における生後早期の左室後負荷は血中乳酸値と関連するか?」	

熊本市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　猪俣　　慶　他
O-106	 「超低出生体重児における左房容積係数による左心機能評価」	

神奈川県立こども医療センター新生児科　豊島　勝昭　他
O-107	 「Diastolic	wall	strain（DWS）を用いた横隔膜ヘルニア根治術前後の拡張機能評価」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　田中　智彦　他
	
14：00〜15：21
一般演題（口演）「新生児蘇生1」
 座長：新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　和田　雅樹
O-108	 「出生時低酸素症への100％酸素による蘇生は脳由来神経栄養因子に影響を与え，空間認知学習障害を引き起こす」	

西脇市立西脇病院麻酔科　植木　正明　　
O-109	 「新生児CICV（cannot	intubate,	cannot	ventilate）症例の対応についての検討」	

愛知医科大学病院生殖・周産期母子医療センター　竹下　　覚　他
O-110	 「過去5年間の当院新生児室からNICUへの入院を要した症例の検討	」	 藤沢市民病院　津田兼之介　他	
O-111	 「当院の新生児蘇生における陽圧換気の頻度についての検討」	 伊勢赤十字病院小児科　馬路　智昭　他	
O-112	 「ドクターヘリによる新生児搬送体制の構築と課題について」	 岐阜県総合医療センター新生児内科　寺澤　大祐　他	
O-113	 「当院NICUに入院した出生体重500g未満児の臨床的検討」	 東京都立大塚病院　大関　一裕　他	
O-114	 「当センターにて脳低温療法を施行した27症例の検討」	

静岡県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児未熟児科　中澤　祐介　他
O-115	 「当院NICUにおける過去10年間の長期入院児の現状とDICU開設に伴う変化について」	

鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児科　桑原　貴子　他
O-116	 「超低出生体重児Delivery	room	managementにおける呼吸管理に関するアンケート調査」	

東京女子医大学八千代医療センター新生児科　佐藤　雅彦　他

15：21〜16：42
一般演題（口演）「新生児蘇生2」
 座長：順天堂大学小児科　奥村　彰久
O-117	 「東北地方6県における新生児蘇生法（NCPR）講習会の現状と課題」	 宮城県立こども病院産科　宮下　　進　他	
O-118	 「山梨県における新生児ヘリ搬送導入への取り組み」	 山梨県立中央病院　根本　　篤　他	
O-119	 「大阪府における新生児死亡統計ー第二報ー」	 大阪市立総合医療センター新生児科　原田　明佳　他	
O-120	 「新生児蘇生法講習会の千葉県地方都市部における取り組み」	 成田赤十字病院　戸石　悟司　他	
O-121	 「インストラクター未経験者による学生対象の蘇生法講習会－第1報，学生側へのアンケート結果－」	

筑波大学医学医療系小児科　　齋藤　　誠　他
O-122	 「インストラクター未経験者による学生対象の蘇生法講習会－第2報，インストラクター側へのアンケート結果－」	

筑波大学医学医療系小児科　齋藤　　誠　他
O-123	 「ドクターヘリによる周産期ドクターデリバリーの有用性」	

鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児科　平川　英司　他
O-124	 「当院における日本版新生児蘇生法講習会の現状」	 日本大学医学部附属板橋病院小児科　宗像　　俊　他	
O-125	 「新生児蘇生シミュレーション教育が促す臨床行動変容」	 愛育病院新生児科　中野　玲二　他	

16：42〜17：36
一般演題（口演）「泌尿器」
 座長：杏林大学小児科　揚　　國昌
O-126	 「超低出生体重児の学齢期における腎機能と周産期因子について」	

大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　文　　一恵　他
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O-127	 「長期血液透析を施行し救命し得た極低出生体重児Potter	sequenceの一例」	
聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児部門　宮原　　純　他

O-128	 「フロセミド血中濃度の検討」	 四国こどもとおとなの医療センター　岡崎　　薫　他	
O-129	 「出生前より腹腔内嚢胞性病変を指摘された，稀な膣横隔膜による膣閉鎖症の一新生児例」	

近畿大学医学部外科学教室小児外科部門　澤井　利夫　他
O-130	 「極低出生体重児におけるシスタチンCを用いた腎機能の検討」	

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
O-131	 「両側腎摘出術を施行し救命しえた多発性嚢胞腎の1男児例」	 関西医科大学小児科学講座　平林　雅人　他	
	 	 	

8：30〜9：24
一般演題（口演）「多胎1」
 座長：国家公務員共済組合連合会立川病院　佐藤　博久
O-132	 「妊娠14週から一児に羊水過少を認めたが肺低形成を来たさなかった二絨毛膜二羊膜性双胎妊娠の一例」	

倉敷中央病院産婦人科　大塚由有子　他
O-133	 「本邦における品胎妊娠における臨床的特徴と短期周産期予後」	

北海道大学病院産科・周産母子センター　森川　　守　他
O-134	 「完全中隔子宮の各子宮腔内に妊娠した二絨毛膜二羊膜双胎の一例」	 富山大学医学部産科婦人科　草開　　妙　　	
O-135	 「妊娠第3三半期における双胎間輸血症候群の臨床的特徴」	大阪府立母子保健総合医療センター産科　村田　将春　他	
O-136	 「無頭蓋症との鑑別に難渋した有心拍の無心体双胎の一例」	 東京都立広尾病院　山田　美貴　他	
O-137	 「分娩後に診断されたTwin	anemia-polycythemia	Sequenceの自然発生例」	

綜合病院社会保険徳山中央病院周産期周産期母子医療センター・産婦人科　鷹野真由実　他

9：24〜10：00
一般演題（口演）「多胎2」
 座長：大阪府立母子保健総合医療センター産科　光田　信明
O-138	 「1絨毛膜双胎1児死亡後，当院で待機的管理を行った3例の検討」	 日本赤十字社医療センター　高橋　　望　他	
O-139	 「当院で経験した無心体多胎についての検討」	 国立成育医療研究センター周産期センター　杉林　里佳　他	
O-140	 「本邦における品胎妊娠の胎児間輸血症候群に対する胎児鏡下レーザー凝固術の成績」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　石井　桂介　他
O-141	 「妊娠25週に臍帯相互巻絡による臍帯血流障害を診断し，救命した無心体双胎妊娠の一症例」	

綜合病院山口赤十字病院産婦人科　月原　　悟　他

10：00〜11：03
一般演題（口演）「多胎3」
 座長：日本赤十字社医療センター周産母子小児センター　杉本　光弘
O-142	 「強出力集束超音波治療を施行したTRAP	sequenceの新生児2例」	 昭和大学医学部小児科学講座　清水　　武　他	
O-143	 「強出力集束超音波を用いてTRAPsequence治療を試みた2症例」	 昭和大学医学部産婦人科　市塚　清健　他	
O-144	 「Quintero分類は満たさないが出生後にTTTSの受血児に類似した所見を呈した一絨毛膜性双胎の胎児期循環動態」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター産婦人科　多田　克彦　他
O-145	 	「Quinteroの分類を満たさない一繊毛膜二羊膜性双胎（MD双胎）の急性期障害のアンケート結果－一次アンケートを

中心とした全体像について－」	 名古屋第二赤十字病院小児科　横山　岳彦　他
O-146	 「Quinteroの分類を満たさないMD双胎の急性期障害のアンケート結果第二報－循環障害発症例－」	

熊本市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　川瀬　昭彦　他
O-147	 「Quinteroの分類を満たさないMD双胎の急性期障害のアンケート結果第三報－胎児所見－」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　与田　仁志　他
O-148	 「Quintero分類を満たしたがFLP適応外となったMD双胎の急性期障害－アンケート結果　第4報－」	

いわき市立総合磐城共立病院未熟児新生児科　本田　義信　他

2日目　7月15日（月）
第5会場（315）
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11：03〜11：57
一般演題（口演）「多胎4」
 座長：千葉大学大学院医学研究院生殖機能病態学　生水真紀夫
O-149	 「当院における一絨毛膜二羊膜双胎の臨床像」	 東京都立大塚病院　岡田真衣子　他	
O-150	 「当院NICUで管理した品胎35組の臨床的検討」	 川口市立医療センター　里見　瑠璃　他	
O-151	 「一絨毛膜二羊膜双胎におけるTAPSとacute	feto-fetal	hemorrhageの頻度と特徴」	

大阪府立母子保健総合医療センター　馬淵　亜希　他
O-152	 「胎児鏡下レーザー治療の際に吻合血管が指摘できなかった双胎間輸血症候群の1例」	

大阪府立母子保健総合医療センター　田口　貴子　他
O-153	 「当院における一絨毛膜一羊膜双胎の妊娠予後に関する検討」	

長野県立こども病院総合周産期母子医療センター産科　森住　佑子　他
O-154 「胎児中大脳動脈血流速度（MCA‐PSV）を指標に管理したTAPS（twin	anemia-polycythemia	sequence）の一例」	

北里大学病院総合周産期母子医療センター　善平沙弥香　他

14：00〜14：45
一般演題（口演）「多胎5」
 座長：埼玉医科大学総合母子医療センター周産期センター産科　関　　博之
O-155	 「レーザー凝固術導入後のMD・DD双胎妊娠の周産期新生児予後は変化したのか」	 聖隷浜松病院　大橋まどか　他	
O-156	 「双胎貧血多血症候群（Twin	anemia-polycythemia	sequence）に対する胎児鏡下レーザー凝固術の経験」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　石井　桂介　他
O-157	 「双胎1児の胎動消失感：急速発症TTTSによる胎児機能不全（症例報告）」	 自治医科大学産婦人科　鈴木　寛正　他	
O-158	 「上肢・頭部胎児形態を保っていたTRAP	sequenceの1例」	 高知医療センター産科　永井　立平　他	
O-159	 「胎児鏡下血流遮断術後の糸様の臍帯巻絡で胎児死亡となった一羊膜TRAP	sequenceの一例」	

国立病院機構長良医療センター産科　高橋雄一郎　他

14：45〜15：39
一般演題（口演）「合併症妊娠1」
 座長：久留米大学産婦人科　堀　　大蔵
O-160	 「産科輸血症例における血液製剤使用量の予測因子に関する後方視的検討」	

福島県立医科大学産科婦人科学講座　経塚　　標　他
O-161	 「アンフェタミン使用者が妊娠中に高血圧，頭蓋内出血を来した一例」	

熊本大学生命科学研究部産科婦人科学　坂口　　勲　他
O-162	 「血管型Ehlers	Danlos	syndrome合併妊娠の一例」	 東京大学医学部附属病院　井上　恵莉　他
O-163	 「自己免疫疾患合併妊娠における新生児予後の検討」	

奈良県立医科大学付属病院総合周産期センター産科　小池　奈月　他
O-164	 「不育症治療し分娩後にSLEの急性増悪と診断した1例」	 日本大学医学部産婦人科　久野宗一郎　他	
O-165	 「単一周産期センターにおける10年間の精神疾患合併妊婦228例の検討：精神疾患合併妊婦への認識度に注目して」	

国立成育医療研究センター周産期センター産科　菱川　賢志　他
15：39〜16：33
一般演題（口演）「合併症妊娠2」
 座長：医療法人博報会介護老人保健施設あまこだ　倉内　　修
O-166	 「先天性心疾患術後症例の妊娠・分娩経過（Fontan術後を含めて）」	

静岡県立こども病院周産期センター産科　加茂　亜希　他
O-167	 「妊娠18週に胎児死亡に至った胎児共存部分胞状奇胎の一例」	 順天堂大学産婦人科　松田　祐子　他
O-168	 「当院で周産期管理を行った卵子提供後妊娠の治療背景と周産期事象に関する検討」	

慶應義塾大学医学部産婦人科　澤野　佳子　他
O-169	 「妊娠高血圧腎症を発症し帝王切開術で出産となった卵子提供後高齢双胎妊娠の一例」	

大阪医科大学付属病院産婦人科学教室　船内　祐樹　他
O-170	 「Heavy	for	date（HFD）児の胎盤病理」	 都立大塚病院　有澤　正義　　
O-171	 「子宮腺筋症合併妊娠，長期破水により重度の肺低形成が予測されたが，良好な経過だった超低出生体重児の一例」	

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　内薗　広匡　他
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16：33〜17：27
一般演題（口演）「合併症妊娠3」
 座長：青森県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　佐藤　秀平
O-172	 「HbA1c値良好な1型糖尿病合併妊娠にネフローゼ症候群を続発した1例」	

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター産婦人科　水谷　佳敬　他
O-173	 「妊娠糖尿病の新診断基準例の産褥早期予後」	

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター産婦人科　釘島ゆかり　他
O-174	 「当院における基準改定後の妊娠糖尿病Screeningの現状」	 慶應義塾大学医学部産婦人科　池ノ上　学　他	
O-175	 「当科における耐糖能異常合併妊婦の周産期管理について」	 公立昭和病院産婦人科　山下　亜紀　他	
O-176	 「内科医を対象とした妊娠糖尿病を合併した女性の管理・フォローアップに関する全国調査報告」	

国立成育医療研究センター母性医療診療部母性内科　荒田　尚子　他
O-177	 「アンケート調査からみた妊婦健診時の耐糖能異常スクリーニングと妊娠糖尿病管理の現状」	

慶應義塾大学医学部産婦人科　宮越　　敬　他

17：27〜18：21
一般演題（口演）「合併症妊娠4」
 座長：島根大学産科婦人科　青木　昭和
O-178	 「妊娠中にくも膜下出血を発症した1例」	 北見赤十字病院産婦人科　西澤　庸子　他	
O-179	 「帝王切開瘢痕部妊娠の3例，Three	cases	of	cesarean	scar	pregnancy」	

独立行政法人国立病院機構東京医療センター　上野　和典　他
O-180	 「SLE合併妊娠母体から生まれた62例の検討」	 横浜市立大学附属市民総合医療センター　平田　理智　他	
O-181	 「遺伝性血管性浮腫合併妊娠の姉妹例」	 新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　山岸　葉子　他	
O-182	 「当科における精神疾患合併妊娠の母体・新生児の予後と周産期管理に関する一考察」	

埼玉医科大学産科婦人科　新澤　　麗　他
O-183	 「当院で経験した筋強直性ジストロフィー合併妊娠の2症例」	 日野市立病院　橋本　玲子　他	

14：00〜14：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫1」
 座長：松田母子クリニック　松田　秀雄
P-117	 「妊娠初期の風疹感染により児が先天性風疹症候群を発症した1例」	

独立行政法人国立病院機構香川小児病院総合周産期センター産科　七條あつ子　他
P-118	 「後天性サイトメガロウイルス関連血小板減少に対するIVIGの有用性」	

石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科　木下　大介　他
P-119	 「再生産年齢女性の風疹抗体保有状況に関する調査」	 奈良県立医科大学産婦人科学教室　赤坂珠理晃　他
P-120	 「著明な胎児腹水を認めた先天性サイトメガロウイルス感染症の1例」	 岡崎市民病院産婦人科　西尾沙矢子　他
P-121	 「ハイリスク妊婦におけるサイトメガロウイルス（CMV）IgG抗体陽性率の検討」	

川口市立医療センター　早田　茉莉　他
P-122	 「羊水中にサイトメガロウイルス（CMV）を検出できなかった先天性CMV感染症の一例：診断のピットフォール」	

長崎大学病院小児科　石橋麻奈美　他

14：36〜15：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫2」
 座長：埼玉医科大学産婦人科　亀井　良政
P-123	 「フィブラストスプレーⓇが奏功した新生児重症蜂窩織炎の1例」	

獨協医科大学小児科総合周産期母子医療センター新生児部門　栗林　良多　他
P-124	 「抗菌薬治療中に深在性真菌症を併発した脊髄髄膜瘤の3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-125	 「細菌性腟症の評価法に関する検討」	 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野　三好　潤也　他
P-126	 「母体梅毒感染の3症例の検討」	 帝京大学医学部産婦人科　梅澤　幸一　他

2日目　7月15日（月）
第6会場（ポスター①）（411+412）
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15：00〜15：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫3」
 座長：姫路赤十字病院小児科　久呉　真章
P-127	 「当院における新生児消化管アレルギー症例の臨床像の検討」	 阪南中央病院　石川　依子　他
P-128	 「極低出生体重児における臍帯血High	mobility	group	box-1（HMGB-1）の測定に関する検討」	

旭川厚生病院小児科　佐藤　　敬　他
P-129	 「絨毛膜羊膜炎を伴う早産症例におけるToll-like	receptor	5/2の発現」	

名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科　諸井　博明　他
P-130	 「当センターにおける新生児ミルクアレルギー 8例の検討」	 帝京大学医学部附属病院小児科　佐藤　恭弘　他	
P-131	 「超低出生体重児に発症した皮膚損傷に対するメピレックス（R）トランスファーの使用経験」	

福島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部門　増山　　郁　他
P-132	 「ヒトT細胞白血病ウイルスI型（HTLV-I）キャリアから生まれた児の3歳時追跡調査」	

長崎大学病院小児科　楊井　章紀　他

15：36〜16：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫4」
 座長：名古屋第二赤十字病院新生児科　田中　太平
P-133	 「分娩時に母体敗血症をきたしたGBS感染症の1例」	 秋田赤十字病院産科　細谷　直子　他	
P-134	 「ABPC+GMの初期治療に抵抗性であったBLNARによる新生児早発型感染症の一例」	

産業医科大学病院小児科　市川　　俊　他
P-135	 「当科で経験したインフルエンザ菌による早発型敗血症3例の検討」	 宮崎大学医学部産婦人科　山下　理絵　他	
P-136	 「沖縄県におけるシナジス投与とRSV感染症発症の状況調査－第2報－」	

琉球大学医学部附属病院周産母子センター　吉田　朝秀　他

16：00〜16：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫5」
 座長：自治医科大学小児科　横山　孝二
P-137	 「沖縄県におけるシナジス投与とRSV感染症発症の状況調査－第1報－」	

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター　真喜屋智子　他
P-138	 「当院NICUにおけるblood	stream	infectionに関する検討　1．臨床的特徴および予後について」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター新生児科　羽田　祥子　他
P-139	 「当院NICUにおけるblood	stream	infectionに関する検討　2．遅発型敗血症について」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター新生児科　高橋　亨平　他
P-140	 「当院NICUにおけるblood	stream	infectionに関する検討　3．遅発型敗血症に対する初期治療について」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　若槻　雅敏　他
P-141	 「沖縄県におけるシナジス投与とRSV感染症発症の状況調査－第3報－」	

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター総合周産期母子医療センター　大庭　千明　他

16：30〜16：54
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫6」
 座長：安城更生病院総合周産期母子医療センター　加藤　有一
P-142	 「Candida	parapsilosisによる血球貪食症候群を来した極低出生体重児の1例」	

名古屋第二赤十字病院　柴田　玲子　他
P-143	 「分娩後に肺結核感染が判明した一例」	 那覇市立病院産婦人科　平良　祐介　他	
P-144	 「Methicillin-Susceptible	Staphylococcus	aureus	感染により脳室炎を生じた早産児例」	

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-145	 「胎児輸血を施行した抗E抗体による血液型不適合妊娠の一例」	 兵庫県立塚口病院　細野加奈子　他	

16：54〜17：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「感染免疫7」
 座長：横浜市北東部中核施設･横浜労災病院小児科　城　　裕之
P-146	 「Corynebacterium早発型敗血症の超低出生体重児の一例」	 日本赤十字社医療センター　石井　宏樹　他	
P-147	 「胎盤の細菌培養が治療に有用であったB群溶連菌（GBS）感染症の2症例」	

聖路加国際病院女性総合診療部　斉藤　理恵　他
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P-148	 「S.	aureus感染により母体敗血症となった1例」	 東邦大学医療センター大森病院産婦人科　大路　斐子　他
P-149	 「産褥期に腹膜炎をともなった劇症型A群レンサ球菌感染症により母体死亡に至った1例」	

奈良県立奈良病院　河元　　洋　他

14：00〜14：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「分娩1」
 座長：東北大学病院産科　西郡　秀和
P-150	 「母体の身長，妊娠中の体重増加量，児体重と分娩停止率との関連」	 京都民医連中央病院　山西　　歩　他	
P-151	 「妊娠リスクスコアは誘発分娩の成否の評価に有用か？」	 滋賀医科大学産科婦人科学講座　田中　佑治　他	
P-152	 「硬膜外麻酔を目的とした計画分娩の現状と評価」	 総合母子保健センター愛育病院　砂川　空広　他	
P-153	 「低身長妊婦の分娩経過に対する検討」	 厚生連北信総合病院　長田　亮介　他	
P-154	 「陰部神経ブロック（transvaginal	pudendal	nerve	block）が分娩および胎児に及ぼす影響」	

一宮市立市民病院産婦人科　井口　純子　他
P-155	 「無痛分娩が児の出生に与える影響についての検討～小児科医の立場から～」	

浜松医科大学周産母子センター　馬場　　徹　他

14：36〜15：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「分娩2」
 座長：香川大学母子科学講座周産期学婦人科学　田中　宏和
P-156	 「分娩様式からみた新生児仮死の合併症の違いについての検討」	 小牧市民病院小児科　本田　　茂　他	
P-157	 「NICU開設に伴う緊急帝王切開の増加と対応の迅速化」	 東京医科歯科大学産婦人科　大井　理恵　他	
P-158	 「帝王切開におけるrapid	tocolysisを目的としたニトログリセリン使用による効果の検討」	

和歌山県立医科大学産科婦人科学講座　城　　道久　他
P-159	 「経腟超音波検査による帝王切開創部の経時的変化の観察」	 津山中央病院産婦人科　赤堀洋一郎　他	
P-160	 「ART妊娠における異常分娩症例についての検討」	 金沢医科大学産科婦人科学　山口　直孝　他	
P-161	 「選択的帝王切開における適切な分娩時期の検討」	 和歌山県立医科大学産科婦人科学教室　南條佐輝子　他	

15：12〜15：48
一般演題（ポスター）　口頭発表「分娩3」
 座長：独立行政法人国立病院機構岡山医療センター産婦人科　多田　克彦
P-162	 「エラストグラムを用いた子宮頸管硬度観察は分娩開始を予測できるか」	

秋田大学医学部産婦人科　三浦　広志　他
P-163	 「新生児仮死に対する分娩経過からの産科的検討」	 苫小牧市立病院産婦人科　野崎　綾子　他	
P-164	 「高位破水に対する人工破膜の効果」	 秋田赤十字病院産科　真田　広行　他
P-165	 「ラットにおける妊娠後期のchemotactic	activity」	 順天堂大学医学部附属練馬病院産科婦人科　田中　里美　他
P-166	 「新生児集中治療室（NICU）管理となった新生児の胎盤病理所見の検討」	 浜松医科大学産婦人科　谷口千津子　他
P-167	 「当院における母体搬送の検討」	 名古屋市立西部医療センター産婦人科　西川　尚実　他	

15：48〜16：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「新生児蘇生」
 座長：杏林大学小児科　保科　弘明
P-168	 「新生児蘇生法講習会受講が救急救命士の産科処置に関する不安に与える影響に関する検討」

公益財団法人天理よろづ相談所病院産婦人科　住友　理浩　他
P-169	 「新生児蘇生法（NCPR）普及の取り組み．定期開催によるコースの質改善について」	

伊勢赤十字病院小児科　馬路　智昭　他
P-170	 「NCPRインストラクターによる継続的な復習コースの開催実践報告」	

公立大学法人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　平井菜穂子　他
P-171	 「コンセンサス2010に基づく新生児蘇生法（NCPR2010）の導入による当院における効果」	

加古川西市民病院小児科　藤村　順也　他
P-172	 「福井県における救急隊員の新生児蘇生法に対する意識調査」	 公立丹南病院　平田　善章　　	

2日目　7月15日（月）
第6会場（ポスター②）（411+412）

日本周産期・新生児医学会雑誌第49巻.indd   494 13.6.19   3:06:47 PM



4952013 ( 平成 25 ) 年 6 月

７
月
15
日（
月
）

14：00〜14：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「栄養代謝1」
 座長：青森県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　綱塚　貴介
P-173	 「胎生期低栄養マウスモデルを用いた授乳期体重増加率と成長後の脂肪肝発症リスクの検討」	

浜松医科大学産婦人科学教室　村松　慧子　他
P-174	 「活性型ビタミンD製剤が早産児の骨代謝に与える影響」	

京都大学医学部附属病院新生児集中治療部　道和　百合　他
P-175	 「酵素解析が診断に有用であったミトコンドリア呼吸鎖異常症の1例」	

鹿児島市立病院総合周産期センター新生児科　高尾　大士　他
P-176	 「新生児消化管アレルギーの診療に関する新生児科医の意識調査」	 昭和大学医学部小児科学講座　宮沢　篤生　他	
P-177	 「持続的血液透析（CHD）を施行し救命できたカルバミルリン酸合成酵素1欠損症の1例」	

和歌山県立医科大学総合周産期母子医療センター NICU　比嘉明日美　他
P-178	 「新生児における至適多価不飽和脂肪酸（PUFA）濃度の決定」	 鳥取大学医学部周産期小児医学　宮原　史子　他	

14：36〜15：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「栄養代謝2」
 座長：重症心身障害児（者）施設北海道療育園　林　　時仲
P-179	 「当院における妊娠糖尿病の診断と管理」	 京都府立医科大学　藁谷深洋子　他	
P-180	 「極低出生体重児の青年期における生活習慣病リスク因子‐脂質代謝，インスリン抵抗性，CAVI，頸動脈IMTを中心に」
	 富山大学附属病院周産母子センター　田村賢太郎　他
P-181	 「妊娠糖尿病管理におけるSMBGの適応拡大にむけて」	 岡山大学　平野友美加　他	
P-182	 「妊娠糖尿病（GDM）妊婦の肥満の有無による臨床的特徴および周産期予後の検討」	

日本赤十字社医療センター産婦人科　細川さつき　他
P-183	 「妊娠糖尿病1ポイント陽性群の簡易指標を用いたインスリン抵抗性，分泌能に関する検討」	

徳島大学病院周産母子センター　前田　和寿　他

15：06〜15：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「栄養代謝3」
 座長：早稲田大学胎生期エピジェネティック制御研究所発達医科学　福岡　秀興
P-184	 「胎児発育不全における胎児グレリン動態に関する検討」	

久留米大学総合周産期母子医療センター産科部門　河田　高伸　他
P-185	 「生体部分肝移植を施行した新生児期発症のシトルリン血症」	

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　西久保敏也　他
P-186	 「帝王切開分娩は母乳率を低下させない」	 葛飾赤十字産院産科　中田真理世　他
P-187	 「新生児期の母乳に含まれるコエンザイムQ10濃度の検討」	

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　石田　史彦　他
P-188	 「糞便性イレウスきたした極低出生体重児の1例」	 愛媛県立中央病院　海老原知博　他

15：36〜16：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「育児支援」
 座長：富山県立中央病院小児科　二谷　　武
P-189	 「当院における不妊症治療妊娠例の母乳率の推移」	 医療法人定生会谷口病院　谷口　　武　他	
P-190	 「当院における社会的リスク（Socio-Economical	risk：SER）を伴った妊産婦の現状：第2報」	

りんくう総合医療センター　梶本恵津子　他
P-191	 「退院時に完全母乳栄養であったにもかかわらず1カ月健診時に混合栄養となった症例の検討」	

富山県立中央病院母子医療センター産婦人科　中島　正雄　他
P-192	 「医療従事者からみたNICUでの常勤心理士の活動」	 昭和大学病院小児科　宮田　理恵　　	
P-193	 「当院における児童虐待防止対策―周産期からの取り組み―」	 大阪市立住吉市民病院産婦人科　田原　三枝　他	

2日目　7月15日（月）
第7会場（ポスター③）（413）
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14：00〜14：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「循環1」
 座長：国際医療福祉大学病院　村瀬　真紀
P-194	 「当科における妊娠高血圧症候群の予後の検討」	 産業医科大学産婦人科　荒牧　　聡　他	
P-195	 「妊娠を契機に発症した特発性肺動脈性肺高血圧症の1例」	 藤田保健衛生大学病院産婦人科　大脇　晶子　他	
P-196	 「産科領域における肺水腫症例の検討」	 広島大学病院産科婦人科　小西　晴久　他	
P-197	 「当院における内腸骨動脈バルーン留置に対する麻酔法―癒着胎盤を疑った前置胎盤6症例の麻酔経験―」	

聖隷浜松病院臨床研修センター　花岡美枝子　他
P-198	 「妊婦心肺停止に対し死戦期帝王切開施行し母児蘇生に成功した症例の麻酔経験」	

聖隷浜松病院臨床研修センター　山崎めぐみ　他
P-199	 「自傷行為により心タンポナーデを発症した妊婦の一例」	 沖縄県立宮古病院　奥平　忠寛　他	
P-200	 「妊娠26週時に突然くも膜下出血を発症した一症例」	 東京都立大塚病院　高橋　暁子　他	

14：42〜15：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「循環2」
 座長：東京都立小児総合医療センター新生児科　近藤　昌敏
P-201	 「塩酸リトドリン長期投与中に胎児房室弁逆流をきたした一例」	 公立学校共済組合四国中央病院　河見　貴子　他	
P-202	 「ステロイド不応性の晩期循環不全に対してバゾプレッシンが有効であった1例」	

島根大学医学部小児科　柴田　直昭　他
P-203	 「バゾプレシンは新生児の肺動脈を拡張させるか？」	 社会医療法人愛仁会高槻病院新生児小児科　榎本　真宏　　
P-204	 「Prostaglandin	E1が寄与したと考えられるCRPの上昇について」	

国立成育医療研究センター新生児科　甘利昭一郎　他
P-205	 「塩酸リトドリンと硫酸マグネシウムの母体長期投与により出生後心不全をきたした双胎例」	

藤田保健衛生大学医学部小児科　舟本　有里　他
P-206	 「ジゴキシンの投与による管理に苦慮した胎児頻脈の一例」	 聖マリアンナ医科大学産婦人科　名古　崇史　他	

15：18〜16：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「循環3」
 座長：久留米大学小児科　前野　泰樹
P-207	 「早期新生児期に診断された無症候性PA	slingの1例」	 日本赤十字社医療センター新生児科　廣田　篤史　他
P-208	 「新生児心臓検診の試み」	 田附興風会医学研究所北野病院　内尾　寛子　他
P-209	 「出生後より低酸素血症の持続する最重症型右横隔膜ヘルニアに対して早期に根治術施行して救命しえた一例」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　田中　智彦　他
P-210	 「肺血流調節に難渋したダウン症合併のEbstein奇形症の1例　～動脈管閉鎖試験の試み～」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　成田　　淳　他
P-211	 「重症貧血による胎児心拍異常（Sinusoidal	pattern）を呈し，胎児母体間輸血症候群と診断された1例」	

松戸市立病院産婦人科　佐藤明日香　他
P-212	 「胎児心周期における房室弁開閉時間の検討」	 大阪市立大学医学部産婦人科　栗原　　康　他
P-213	 「予後不良な転帰をたどった片側肺動脈閉鎖症の1例」	 順天堂大学医学部附属練馬病院　藤岡　志水　他
P-214	 「救命しえた重症母児間輸血症候群の一例」	 兵庫県立塚口病院　邨田　裕子　他	

16：06〜16：48
一般演題（ポスター）　口頭発表「循環4」
 座長：埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科　増谷　　聡
P-215	 「当院で経験した内臓錯位症候群15例の検討」	 広島市立広島市民病院　浅野　令子　他
P-216	 「Classical	Blalock-Taussig	shuntにより救命できた三尖弁閉鎖合併超低出生体重児の一例」	

日本赤十字社医療センター新生児科　中尾　　厚　他
P-217	 「当院NICUにおけるNO吸入療法の検討」	 産業医科大学病院総合母子周産期医療センター　菅　秀太郎　他
P-218	 「胎児先天性心疾患における分娩様式について」	 国立循環器病研究センター　岡本　敦子　他

2日目　7月15日（月）
第7会場（ポスター④）（413）
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P-219	 「先天性心疾患胎児における脳血流動態および頭部発育についての検討」	
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学教室　沖本　直輝　他

P-220	 「胎児Ebstein病の生命予後予測因子」	 大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　稲村　　昇　他
P-221	 「レーザードップラー血流計による皮膚末梢循環の評価方法の検討」	

和歌山県立医科大学総合周産期母子医療センター NICU　奥谷　貴弘　他

14：00〜14：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「FGR」
 座長：未定
P-222	 「FGRを伴うPIH症例の検討」	 三重中央医療センター総合周産期母子医療センター産科　前川　有香　他	
P-223	 「当院におけるFGRの原因と予後」	 島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　上田　敏子　他
P-224	 「当院におけるFetal	Growth	Restriction（FGR）の44例」	 防衛医科大学校病院産婦人科　中西　篤史　他
P-225	 「当院における在胎28週未満のsevere	FGR症例の周産期予後に関する検討」	 豊橋市民病院　山口　恭平　他
P-226	 「やせ妊婦と胎児発育との関係　（当院における実態）」	 日本医科大学武蔵小杉病院　糸井　博美　他	

14：30〜15：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「呼吸1」
 座長：倉敷中央病院総合周産期母子医療センター　渡部　晋一
P-227	 「RSウィルス感染を契機に肺に広範な嚢胞性疾患・肺気腫を指摘された，35週，緊張性気胸既往の1乳児例」	

愛媛県立新居浜病院　村尾紀久子　他
P-228	 「出生前に縦隔内嚢胞として指摘され，治療方針決定に苦慮した気管支原性嚢胞の一例」	

島根県立中央病院母性小児診療部新生児科　加藤　文英　他
P-229	 「在宅人工呼吸器を導入し長期生存を得ている，気管気管支軟化症を伴うCampomelic	Dysplasiaの2例」	

埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　樋渡えりか　他
P-230	 「低酸素性虚血性脳症児の退院後の不眠に対する在宅nasal	CPAPの有用性の検討」	

いわき市立総合磐城共立病院未熟児新生児科　本田　義信　他
P-231	 「胎児期に予後不良と考えられた巨大CCAM（先天性嚢胞性腺腫様奇形）の2例	」	

熊本市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科　吉松　秀隆　他
P-232	 「心房中隔欠損症によりCLD増悪に伴う肺高血圧症を呈したSGAの超低出生体重児の2例」	

安城更生病院総合周産期母子医療センター　松沢　　要　他
P-233	 「両側横隔膜ヘルニアに対し開腹整復後，胸腔鏡下に治療を施行した経験」	

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　中村　弘樹　他

15：12〜15：54
一般演題（ポスター）　口頭発表「呼吸2」
 座長：岩手医科大学小児科学講座　千田　勝一
P-234	 「早産児に対する一酸化窒素吸入療法」	 東京女子医科大学附属八千代医療センター新生児科　大村　　葉　他
P-235	 「高頻度人工呼吸器（HFO器）の特性について（換気量：Vteについて）」	

埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　菅野　啓一　他
P-236	 「無気肺に対し陽・陰圧体外式人工呼吸器（RTX）が著効した新生児例」	

岐阜大学医学部附属病院新生児集中治療部　森本　将敬　他
P-237	 「先天性中枢性低換気症候群における呼吸管理と発達予後について」	 群馬大学医学部小児科　緒方　朋実　他
P-238	 「超早産児の一酸化窒素吸入療法実施例の母体背景及び児合併症，予後の評価」	

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新生児科　攪上　詩織　他
P-239	 「胎児期母体VitA欠乏が胎児肺に与える影響について」	 聖マリアンナ医科大学病院小児科　攪上　詩織　他	
P-240	 「細径ファイバースコープを用いた挿管チューブの観察」	 亀田メディカルセンター新生児科　水谷　佳世　他	

15：54〜16：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「呼吸3」
 座長：石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター小児内科　久保　　実
P-241	 「出生前診断された先天性横隔膜ヘルニアに対する分娩方法の検討」	 新生児横隔膜ヘルニア研究班　濱　　郁子　他

2日目　7月15日（月）
第8会場（ポスター⑤）（414+415）
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P-242	 「胎児MRI検査により肺低形成の評価を行った4症例の検討」	 富山大学産科婦人科　米澤　理可　他
P-243	 「動脈管開存症による慢性肺疾患への影響の検討」	 長野県立こども病院　中村　秀勝　他
P-244	 「極低出生体重児に発症した緊張性間質性肺気腫（PIE）の一例」	

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター新生児科　大城　達男　他
P-245	 「気管切開を回避できた声門下肉芽，喉頭軟化症の1例」	 静岡県立こども病院小児外科　矢本　真也　他
P-246	 「妊娠22週で胎児水腫を認めたが自然軽快したCCAMの1症例」	 石川県立中央病院	　松山　　純	　他
P-247	 「新生児期に内蔵逆位と呼吸障害を認め原発性線毛機能不全症の診断に至った一男児例」	

兵庫県立淡路病院　正木　直子　他

16：36〜17：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「消化器・肝・胆道4」
 座長：三重大学小児外科　内田　恵一
P-248	 「胃管の関与が疑われた超低出生体重児の胃穿孔の一例」	 東京都立大塚病院新生児科　藤中　義史　他
P-249	 「胎便性腹膜炎術後管理中に腸管気腫症を発症した低出生体重児の一例」	

京都府立医科大学小児外科学　若尾　純子　他
P-250	 「先天性幽門閉鎖症を合併した極低出生体重児の1例」	 昭和大学医学部小児科学講座　仲田　昌吾　他
P-251	 「母子発症を認めた多発腸閉鎖の一家系」	 新潟大学小児外科　大山　俊之　他
P-252	 「超低出生体重児の晩期循環不全に対するステロイド療法中に発症した十二指腸穿孔の1例」	

大阪市立総合医療センター小児外科　髙間　勇一　他

17：06〜17：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「消化器・肝・胆道5」
 座長：東京女子医科大学母子総合医療センター　小川　正樹
P-253	 「異なる経過を辿った新生児-乳児消化管アレルギーの4症例」	 葛飾赤十字産院　西郡　綾子　他
P-254	 「当院で経験した新生児ミルクアレルギーの3例」	 富山大学附属病院周産母子センター　川崎裕香子　他
P-255	 「胎児機能不全で発症した胎児小腸軸捻転の4例」	 神奈川県立こども医療センター新生児科　岸上　　真　他
P-256	 「新生児ヘモクロマトーシスによる急性肝不全に対して内科治療によって改善した1例」	

JA北海道厚生連帯広厚生病院　夘月ゆたか　他
P-257	 「門脈低形成を伴った門脈体循環シャントに対して，生後1カ月で外科的結紮術を行ったダウン症候群の一例」	

東京都立小児総合医療センター新生児科　青木　良則　他

14：00〜14：42
一般演題（ポスター）　口頭「神経1」
  座長：埼玉医科大学総合医療センター　加藤　稲子
P-258	 「頭部MRIで左前頭葉に嚢胞性病変を認めた色素失調症の一例」	 葛飾赤十字産院新生児科　横山　愛子　他
P-259	 「早産児における頭部MRI検査の適応に関する検討」	

東海大学医学部付属病院専門診療学系小児科学　池上真理子　他
P-260	 「4次元HD	liveによる胎児の表情の観察」	 香川大学医学部附属病院周産期科女性診療科　真嶋　允人　他
P-261	 「けいれんとの鑑別を要した驚愕病の1例」	 東京都立小児総合医療センター新生児科　野村　亜矢　他
P-262	 「胎児頭蓋内出血を認めたITP合併妊娠の1例」	 東京女子医科大学母子総合医療センター　杉浦　友美　他
P-263	 「当院で経験した出血後水頭症18例の検討」	 日本赤十字社医療センター新生児科　天方　秀輔　他
P-264	 「予定帝王切開で出生し帽状腱膜下血腫を来たした重症水頭症・脊髄披裂の一例」	

東京大学医学部附属病院小児科　半谷まゆみ　他

14：42〜15：24
一般演題（ポスター）　口頭発表「神経2」
  座長：亀田総合病院新生児科　奥　起久子
P-265	 「新生仔マウスでの薬剤・細胞治療において投与経路の違いが及ぼす効果の検討；腹腔内投与と静脈内投与の比較」	

国立循環器病研究センター再生医療部　辻　　雅弘　他
P-266	 「新生仔豚仮死モデルによる低酸素負荷後早期の脳循環の検討　aEEGスコアと病理組織学的予後について」	

香川大学医学部小児科　中村　　信　他

2日目　7月15日（月）
第8会場（ポスター⑥）（414+415）
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P-267	 「在胎24週以下の超早産児の6歳予後」	 都立墨東病院周産期センター新生児科　大森　意索　他
P-268	 「低酸素性虚血性脳症（HIE）における逸脱酵素と神経学的予後，CKと障害発生起点の関連性についての検討」	

鹿児島市立病院　不破　一将　他
P-269	 「新生児脳梗塞の2例と予後」	 社会保険紀南病院　平松知佐子　他
P-270	 「新生児脳障害モデルラットに対するラット臍帯血幹細胞投与の検討」	

愛知県心身障害者コロニー発達障害研究所周生期学部　中西　圭子　他
P-271	 「低酸素性虚血性脳症モデルの作成とヒト臍帯血由来CD133陽性細胞の投与についての検討」	

広島大学病院産科婦人科学　木谷由希絵　他

15：24〜15：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「発達」
 座長：実践女子大学生活文化学科　本間　洋子
P-272	 「極低出生体重児の新生児期の行動パターンと発達予後の関係」	

長野県立こども病院リハビリテーション科　木原　秀樹　他
P-273	 「当科における新生児仮死症例の早期aEEGとMRI，予後の検討」	 兵庫県立塚口病院小児科　西田　吉伸　他	

15：36〜16：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「出生前診断1」
 座長：香川大学産婦人科　泰　　利之
P-274	 「滋賀県における胎児心スクリーニング検査の現状」	 滋賀医科大学産科学婦人科学講座　小野　哲男　他
P-275	 「胎児水腫をきたし一過性骨髄異常増殖症（TAM）を疑った21trisomyの1例」	

京都府立医科大学大学院女性生涯医科学　安尾　忠浩　他
P-276	 「肺静脈の観察から胎児診断に至った先天性両側性横隔膜弛緩症の一例」	

徳島大学病院周産母子センター　乾　　宏彰　他
P-277	 「正常胎児における妊娠中後期の肺動脈ドプラー波形の変化の検討」	 順天堂大学産婦人科　山本　祐華　他
P-278	 「胎児軽度心拡大を契機として出生後に診断し得た左室心筋緻密化障害の1例」	

松戸市立病院産婦人科　松岡　　歩　他
P-279	 「正常胎児における左房-下行大動脈間距離の推移」	 JA広島総合病院　中前里香子　　	

16：12〜16：54
一般演題（ポスター）　口頭発表「出生前診断2」
 座長：国立成育医療研究センター胎児診療科　和田　誠司
P-280	 「胎児期の頭蓋内出血が原因と診断された裂脳症および孔脳症」	 鳥取大学医学部女性診療科　原田　　崇　他
P-281	 「胎児期に心横紋筋腫を認め，結節性硬化症を疑った3症例の検討」	

福井大学医学部附属病院産科婦人科　山本　　真　他
P-282	 「当院における胎児CTを用いて出生前診断を行った胎児骨系統疾患の4症例」	

藤田保健衛生大学産婦人科　宮村　浩徳　他
P-283	 「当院における羊水染色体検査の現状」	 愛媛県立中央病院産婦人科　阿部恵美子　他
P-284	 「当院における21トリソミー症例の検討」	 愛媛県立中央病院産婦人科　小塚　良哲　他
P-285	 「CPM（胎盤限局性モザイク）の実際とそのカウンセリング・対応方法について」	

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　井上　佳世　他
P-286	 「当院で経験した染色体均衡型相互転座を有するカップルの検討」	 越谷市立病院産婦人科　西岡　暢子　他	

14：00〜14：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「産科大量出血」
 座長：大阪大学産婦人科　木村　　正
P-287	 「止血困難な産科大出血に対し，遺伝子組換え活性型第7因子製剤が著効した1例」	

富士重工業健康保険組合太田記念病院　篠崎　　悠　他
P-288	 「地域周産期母子医療センターでの分娩時大量出血症例への対応の検討」	宮崎県立日南病院産婦人科　川越　靖之　他
P-289	 「大量出血が予想された帝王切開術症例で貯血した自己血が緑色変性を示し返血し得なかった1例」	

東邦大学医療センター大森病院産婦人科　松江　陽一　他

2日目　7月15日（月）
第9会場（ポスター⑦）（416+417）
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P-290	 「産科大量出血に対するB-Lynch	compression	sutureの有効性と妊孕性予後の検討」	
東北大学産婦人科　只川　真理　他

P-291	 「当院における産科危機的状況シミュレーションのとりくみ」	
一般財団法人神奈川県警察友会けいゆう病院産婦人科　倉㟢　昭子　他

14：30〜15：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「周産期システム1」
 座長：滋賀医科大学地域周産期医療学講座　髙橋健太郎
P-292	 「周産期センターにて分娩した患者を対象とした市立病院産婦人科統合運用に関するアンケート調査」	

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　福井　　温　他
P-293	 「当院における母体搬送受け容れ状況の動向について　　　　　～総合周産期母子医療センターに認定されて」	

東京都立大塚病院　榊原咲弥子　他
P-294	 「当院における助産所との嘱託連携医療機関としての機能に関する検討」

川崎医科大学附属病院産婦人科　佐野　力哉　他
P-295	 「紹介状を持って外来受診した母体搬送適応症例」	 東京女子医科大学東医療センター産婦人科　川上　　恵　他
P-296	 「救急・他科連携診療体制により妊産婦を救う　－　京都大学医学部附属病院産科分娩部の試み」	

京都大学医学部附属病院産科婦人科　最上　晴太　他
P-297	 「地域周産母子センター開設3周年を迎えて　-静岡県中東遠地域の周産期医療における当院の役割‐」	

磐田市立総合病院小児科　白井　眞美　　
P-298	 「当院における東京都母体救命搬送システム（スーパー母体搬送）症例の現状と母児の予後に関する検討」	

日本大学医学部附属板橋病院産科　松浦　眞彦　他
P-299	 「周産期緊急事態シミュレーション：墜落産」	 横浜労災病院周産期センター新生児内科　八巻　智子　他	

15：18〜16：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「周産期システム2」
 座長：富山県立中央病院母子医療センター産婦人科　中野　　隆
P-300	 「当院新生児病棟における緩和ケアサポートチームの役割」	

東京都立小児総合医療センター新生児科　新藤　　潤　他
P-301	 「奈良県での小児在宅医療支援への取り組み」	 奈良県立医科大学新生児集中治療部　高橋　幸博　他
P-302	 「当院における在宅医療の現状」	 京都府立医科大学周産期診療部NICU　徳田　幸子　他
P-303	 「当院NICUにおける長期入院児の現状」	 大津赤十字病院新生児科　中村　健治　他
P-304	 「地域周産期母子医療センターにおける助産外来の実際～ 4年間の取り組みと成果～」	

京都府立医科大学附属病院　安田　美緒　他
P-305	 「長野県立こども病院における新生児搬送の推移」	 長野県立こども病院新生児科　亀井　良哉　他
P-306	 「救急隊員への周産期救急講習会を実施して」	 茨城県立こども病院　新井　順一　他
P-307	 「周産期ハイリスク事例継続ケアシステム構築のための活動」	

京都第一赤十字病院総合周産期母子医療センター　山口　舞子　他

16：06〜16：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「異所性妊娠」  

座長：順天堂大学産婦人科　牧野真太郎
P-308	 「帝王切開瘢痕部妊娠に対する保存的手術　2症例の経験」	 市立福知山市民病院産婦人科　奥田　知宏　他
P-309	 「帝王切開瘢痕部妊娠の保存的治療後，妊娠・分娩に至った1例」	 仙台赤十字病院産婦人科　横山　絵美　他
P-310	 「子宮内外同時妊娠にて妊娠を継続しえた2例」	 東邦大学医療センター大森病院産婦人科　玉置　優子　他
P-311	 「帝王切開創部妊娠に対して創部を修復後，妊娠し生児を得た一例」	 広島大学病院産科婦人科　上田　明子　他
P-312	 「卵管間質部妊娠の4症例」	 大分市医師会立アルメイダ病院産婦人科　荒金　　杏　他	

16：36〜17：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「ハイリスク妊娠」
 座長：国立病院機構佐賀病院総合周産期母子医療センター産婦人科　野見山　亮
P-313	 「フルタイム常勤医一人で分娩を扱う地方病院における，妊娠リスクスコアを用いたリスクマネジメントの検討」	

公立甲賀病院　小沼　絢子　他
P-314	 「当院における高年出産に関する検討」	 近畿大学医学部奈良病院　島岡　昌生　他
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P-315	 「産褥期の精神状態と自律神経活動の関連性について産褥期の精神状態と自律神経活動の関連性について」	
東京医科歯科大学周産・女性診療科　飯塚　　真　他

P-316	 「当院における社会的ハイリスク妊婦の検討」	 津山中央病院産婦人科　江口　武志　他	

14：00〜14：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「新生児その他」
 座長：りんくう総合医療センター小児科　住田　　裕
P-317	 「病院移転の経験から　―「赤ちゃんに優しく」を目指して―」	 淀川キリスト教病院　岩本　裕敬　他
P-318	 「液晶QRコード表示による血液ガス分析装置測定結果取り込みシステムの開発」	

青森県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　網塚　貴介　　
P-319	 「人工呼吸器使用中の加温加湿器電源入れ忘れ防止装置の開発」	

青森県立中央病院総合周産期母子医療センター新生児科　網塚　貴介　　
P-320	 「在胎24週未満で蘇生を希望せず看取りとなった症例の経緯について」	

青森県立中央病院新生児科　房川眞太郎　他
P-321	 「新生児において栄養チューブを用いた漢方投与方法」	 名古屋大学総合周産期母子医療センター　一ノ橋祐子　他	
P-322	 「中心静脈カテーテル留置にて心タンポナーデを呈した超低出生体重児の一例」	

倉敷中央病院小児科　久保田真通　他

14：36〜15：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「産科その他」
 座長：福岡市立こども病院産科　月森　清巳
P-323	 「分娩の同意書具体例と作成のポイント」	

福井県立病院産婦人科福井県総合周産期母子医療センター　倉田　和巳　他
P-324	 「当科における妊娠22週以降の死産症例の検討」	 福井県立病院　堀　　芳秋　他
P-325	 「地域における中高校生への出張授業の取り組み」	 総合病院国保旭中央病院新生児科　川戸　　仁　　
P-326	 「当院における妊婦・授乳婦の薬剤指導の現状」	

島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　栗岡　裕子　他
P-327	 「選択的帝王切開術に対する術前ORTの検討」	 富山県立中央病院産婦人科　炭谷　崇義　他
P-328	 「特殊な対応を要した妊婦検診未受診の母から出生した2症例」	社会医療法人愛仁会千船病院小児科　上田　　剛　他
P-329	 「3次元超音波検査を用いた妊娠初期における子宮，胎児，胎嚢及び絨毛膜有毛部もしくは胎盤についての検討」	

大阪市立総合医療センター周産期センター産科　工藤　貴子　他

15：18〜15：54
一般演題（ポスター）　口頭発表「血液1」
 座長：独立行政法人国立病院機構三重中央医療センター臨床研究部　山本　初実
P-330	 「ビタミンK2シロップ（ケイツーシロップ0.2％）複数回内服後に全身性発疹を反復した一男児例」	

横浜労災病院周産期センター新生児内科　飛彈麻里子　他
P-331	 「吸引分娩後の頭血腫から診断した血友病Aの新生児の2例」	 田川市立病院小児科　澤野　　徹　他	
P-332	 「1カ月健診時のヘパプラスチンテスト（HPT）値に影響を及ぼす因子についての検討」	

浜松医科大学周産母子センター　大石　　彰　他
P-333	 「少量シタラビン療法を施行したダウン症に伴う一過性骨髄異常増殖症の8例」	広島大学病院小児科　早川　誠一　他
P-334	 「先天性異常フィブリノゲン血症合併妊婦の妊娠分娩管理経験をした1症例」	 京都市立病院　山本　浩之　他	
P-335	 「出生時より著明な凝固障害がみられた一過性異常骨髄増殖症の一例」	

東京医科歯科大学医学部附属病院小児科　杉江　　学　他

15：54〜16：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「血液2」
 座長：諏訪赤十字病院第一小児科　馬場　　淳
P-336	 「MCA-PSV測定が有用であった母児間輸血症候群を3回繰り返した1例」	

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター産婦人科　與那嶺尚絵　他
P-337	 「妊娠後期の赤血球不規則抗体検査についての検討」	 群馬大学医学部附属病院　亀田　高志　他

2日目　7月15日（月）
第9会場（ポスター⑧）（416+417）
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P-338	 「著明な浮腫を呈したしたNAITの1例」	 公立昭和病院小児科　田中　智子　他	
P-339	 「胎動減少にて来院し，CTGにてサイヌソイダルパターンを呈した母児間輸血症候群の1例」	

小牧市民病院産婦人科　大西　千夏　他
P-340	 「新生児血球貪食性リンパ組織球症を合併した全身型単純ヘルペス1型感染症の1例」	

和歌山県立医科大学総合周産期母子医療センター NICU　津野　嘉伸　他
P-341	 「妊娠初期に脳静脈血栓症を発症し，重篤な神経症状を呈するも，抗凝固療法により良好な経過をたどった1例」	

市立豊中病院産婦人科　李　　享相　他
P-342	 「当科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-IVIGによって血小板低下した1例の報告-」	

大阪医科大学産婦人科学教室　中井　香奈　他
P-343	 「胎児母体間輸血症候群の5例」	 埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　細井　賢二　他	

8：30〜9：15
一般演題（口演）「出生前診断1」
 座長：横浜市立大学産婦人科　　平原　史樹
O-184	 「late	pretermにおける胎児構造異常スクリーニング検査の意義について」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　浮田　真吾　他
O-185	 「出生前診断から見た小児在宅医療の現状」	 国立成育医療研究センタ－周産期センタ－新生児科　中村　知夫　他
O-186	 「ICTを活用した胎児超音波遠隔診断システム」	 埼玉県立小児医療センター循環器科　菱谷　　隆　　
O-187	 「当院における胎児超音波外来の現況と特色について」	 東邦大学医療センター大森病院新生児科　萩原佐江子　他
O-188	 「当科における妊娠初期の出生前診断と遺伝カウンセリングの現状」	

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター　立石　洋子　他

9：15〜10：09
一般演題（口演）「出生前診断2」
 座長：九州大学環境発達医学研究センター　諸隈　誠一
O-189	 「妊娠初期から胎内所見の変化を観察し得た小腸閉鎖合併総排泄腔遺残症の1例」	

慶應義塾大学病院産婦人科　春日　義史　他
O-190	 「出生前診断した先天性肺嚢胞性腺腫様形成異常の胎児期臨床経過；待機的管理症例および胎児治療症例の検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　山下亜貴子　他
O-191	 「先天性横隔膜ヘルニアにおける出生前所見（肝挙上の有無とo/e	LHR）と生後予後の検討」	

国立成育医療研究センター胎児診療科　和田　誠司　他
O-192	 「出生前診断された嚢胞性肺疾患の疾患別胎内動態と予後に関する検討」	

国立成育医療研究センター外科　渡邉　稔彦　他
O-193	 「先天性横隔膜ヘルニアにおける肺肝信号比（L/L	I	ratio）の臨床的意義」	 母恋天使病院産婦人科　渡利　道子　他
O-194	 「当院における胎児診断された横隔膜ヘルニアの胎児エコー所見と予後」	

静岡県立こども医療センター新生児未熟児科　長澤真由美　他

10：09〜11：03
一般演題（口演）「出生前診断3」
 座長：東海大学産婦人科　西村　　修
O-195	 「胎児診断で空腸閉鎖が疑われた，新生児直腸Y型管状腸管重複症の1例」	

順天堂大学附属順天堂医院小児外科・小児泌尿生殖器外科　澁谷　聡一　他
O-196	 「出生前診断にカラードプラ法が有用であった先天性クロール下痢症の一例」	

名古屋大学医学部産婦人科学　眞野由紀雄　他
O-197	 「当院における鎖肛の胎児診断の現状」	 徳島大学病院周産母子センター　加地　　剛　他
O-198	 「出生前診断された腹腔内嚢胞症例の臨床像」	 自治医科大学小児外科　小野　　滋　他
O-199	 「当科で手術を行った出生前診断された先天性胆道拡張症の検討」	

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野　江角元史郎　他
O-200	 「当院における小児外科的疾患の出生前診断率」	 杏林大学医学部小児外科学教室　望月　智弘　他	

2日目　7月15日（月）
第10会場（418）
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14：00〜15：03
一般演題（口演）「早産・前期破水1」
 座長：昭和大学産婦人科　大槻　克文
O-201	 「正常妊婦と切迫早産妊婦では腸内細菌叢が異なる」	 富山大学医学部産科婦人科　塩崎　有宏　他	
O-202	 「培養細胞を用いたTLR2を介するNF-κB転写活性に対するプロゲステロン，フラーレンの抑制効果」	

大阪府立母子保健総合医療センター研究所免疫部門　脇本　　哲　他
O-203	 「臨床的CAMスコアリングの有用性の検討（その1）～組織学的CAMの予測が可能か～」	

高槻病院産婦人科　松木理薫子　他
O-204	 「臨床的CAMスコアリングの有用性の検討（その2）～出生児の短期・長期予後予測が可能か	～」	

高槻病院産婦人科　松木理薫子　他
O-205	 「出血が遷延した絨毛膜下血腫18例の後方視的検討」	

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　稲垣　萌美　他
O-206	 「迅速羊水微生物検査（PCR法）結果からみた切迫早産予後に関する検討」	 富山大学産科婦人科　米田　　哲　他	

O-207	 「子宮内感染とFIRSの羊水および臍帯静脈血のプロカルシトニンの臨床検討」	
久留米大学病院総合周産期母子医療センター　堀之内崇士　他

15：03〜15：39
一般演題（口演）「早産・前期破水2」
 座長：杏林大学産婦人科　酒井　啓治
O-208	 「2nd	trimesterの自然流早産の反復率について」	 大阪府立母子保健総合医療センター　川口　晴菜　他
O-209	 「自然早産既往妊婦に対する17α-ヒドロキシプロゲステロンの早産予防効果に関する検討」	

国立成育医療研究センター周産期センター　佐藤　安南　他
O-210	 「超早産期での切迫早産入院症例の早産予測因子の検討」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター周産期科　新垣　達也　他
O-211	 「Copeptinの早産マーカ－としての有用性の検討」	 広島市立安佐市民病院産婦人科　本田　　裕　他	

15：39〜16：33
一般演題（口演）「早産・前期破水3」
 座長：浜松医科大学産婦人科　金山　尚裕
O-212	 「子宮底部横切開による帝王切開術後の妊娠管理の経験」	 北海道大学病院産科　武田　真光　他
O-213	 「妊娠32週未満の早産児における予後不良因子の検討」	 東京都立墨東病院産婦人科　船倉　　翠　他
O-214	 「大阪の新生児科医は，超早産の出生前管理についてどう考えているのか」	

石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科　隅　　清彰　他
O-215	 「妊婦セルフチェック表を利用した超早産予防の試み」	 倉敷中央病院　福原　　健　他
O-216	 「出生前の経母体ステロイド投与による脳室内出血予防効果」	

埼玉医科大学総合医療センター新生児科　本島由紀子　他
O-217	 「当院で出生したLate	Preterm児の短期予後とその周産期背景」	 姫路聖マリア病院　河合　清日　他	

16：33〜17：36
一般演題（口演）「早産・前期破水4」
 座長：兵庫県立こども病院周産期医療センター産科　船越　　徹
O-218	 「血中濃度測定による日本人切迫早産患者でのニフェジピン投与間隔の検討」	

国立成育医療研究センター病院周産期センター　青木　宏明　他
O-219	 「在胎26週未満の単胎早産児における娩出時期の検討」	 社会医療法人愛仁会千船病院小児科　高寺　明弘　他
O-220	 「腹腔内大量出血をきたし，超緊急帝王切開を要した重複子宮・右腎欠損合併妊娠の一例」	

名古屋大学医学部附属病院産婦人科　村岡　彩子　他
O-221	 「切迫早産治療薬としてのニフェジピンの安全性の検討」	 国立成育医療研究センター病院　鈴木　　朋　他
O-222	 「pretermPROMにおける児の予後規定因子の解析」	 東京大学医学部付属病院女性診療科・産科　市川麻祐子　他	
O-223	 「当院における26週未満での前期破水症例の検討」	 広島市立広島市民病院　西田　　傑　他
O-224	 「Preterm	PROM	における子宮内胎児炎症反応の重症度予測を目的とした胎児心機能評価の有用性について」	

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター　須波　　玲　他
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17：36〜18：21
一般演題（口演）「早産・前期破水5」
 座長：長崎市民病院　吉村秀一郎
O-225	 「子宮頸部円錐切除後妊娠に対し予防的頸管縫縮術を施行した3症例」	 聖霊病院産婦人科　吉田　誠哉　他
O-226	 「早産既往のない妊婦に対する頸管縫縮術の有用性」	 独立行政法人国立病院機構佐賀病院　福田亜紗子　他
O-227	 「早産児・低出生体重児の出生時の血液検査基準値作成の試み」	

九州大学病院総合周産期母子医療センター　落合　正行　他
O-228	 「在胎32週未満の早産児の生後2か月間の身体発育についての検討」	

東海大学医学部専門診療学系小児科学　西方準一郎　他
O-229	 「緊急マクドナルド子宮頸管縫縮術のための前処置	Bridge	Suture法」	

金沢大学附属病院周産母子センター　田中　政彰　他
	

8：30〜9：33
一般演題（口演）「神経1」
 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　早川　昌弘
O-230	 「胎児期から脳室拡大を認め，出生後ウエスト症候群を発症したピルビン酸脱水素酵素複合体欠損症の1例」	

安城更生病院小児科　深沢　達也　他
O-231	 「脳低温療法施行児の予後予測について」	 倉敷中央病院小児科　高橋　章仁　他
O-232	 「晩期循環不全に関連したamplitude-integrated	EEG所見の変化」	

名古屋大学医学部附属総合周産期母子医療センター新生児部門　杉山裕一朗　他
O-233	 「正期産児の音韻・抑揚刺激に対する脳領域の機能的結合」	 慶応義塾大学病院医学部小児科　有光　威志　他	
O-234	 「周産期脳障害モデルにおけるアセチルコリンエステラーゼ阻害剤の脳障害軽減効果」	

宮崎大学医学部産婦人科　古川　誠志　他
O-235	 「当院における脳室周囲白質軟化症（PVL）症例の検討」	

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　七條　了宣　他
O-236	 「新生児発作に対するホスフェニトインの使用経験」	 順天堂大学医学部小児科　奥村　彰久　他	

9：33〜10：36
一般演題（口演）「神経2」
 座長：大阪市立住吉市民病院新生児科　金　　太章
O-237	 「当院における新生児低酸素性虚血性脳症児に対する脳低温療法中の体重の変化について」	

姫路赤十字病院周産期母子医療センター小児科　五百蔵智明　他
O-238	 「発達期の脳における全身麻酔薬の神経毒性に対するオキシトシンの影響の解析」	

防衛医科大学校産婦人科　吉永　洋輔　他
O-239	 「新生仔豚を用いた低酸素性虚血性脳症モデルにおけるエダラボンの効果：病理組織学的検討」	

香川大学医学部小児科　小谷野耕佑　他
O-240	 「交換輸血前後におけるフェノバルビタール血中濃度の経時的推移」	

山梨大学医学部附属病院薬剤部　丹沢　彩乃　他
O-241	 「神奈川県における新生児の低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法の実施状況」	

神奈川県新生児低体温療法グループ　松井　美優　他
O-242	 「脳低温療法施行中の経時的髄液サイトカイン・NSEの推移と予後との関係」	

埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　川畑　　建　他
O-243	 「脳形態異常を伴わない胎児痙攣の一例」	 国立病院機構長良医療センター　志賀　友美　他	

10：36〜11：39
一般演題（口演）「神経3」
 座長：日本赤十字社医療センター周産母子小児センター　川上　　義
O-244	 「新生児低酸素性虚血性脳症に対する低体温療法とCRPの推移」	 神奈川県立こども医療センター　齋藤　純一　他
O-245	 「新生児低酸素性虚血性脳症における重症度評価としての近赤外線脳酸素モニターについて」	

埼玉県立小児医療センター　林　　至恩　他
O-246	 「新生児頭蓋内微小出血の検出に対するSWIの有用性」	 埼玉医科大学病院未熟児新生児科　筧　　紘子　他

2日目　7月15日（月）
第11会場（419）
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O-247	 「当院における未熟児網膜症の臨床的検討」	
石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター新生児科　中田　裕也　他

O-248	 「新生仔豚低酸素性虚血性脳症モデルを用いた低体温療法中における脳循環と脳波の検討」	
内海病院小児科　神内　　済　他

O-249	 「新生児低酸素性虚血性脳症モデルラットを用いた移植細胞体内動態の検討」	
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　近藤　大貴　他

O-250	 「Gelatin	hydrogelを用いた増殖因子の徐放投与によるマウス正常及び傷害脳の脳室下帯ニューロン新生の賦活化」	
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　神農　英雄　他

14：00〜15：21
一般演題（口演）「分娩1」
 座長：三重大学産婦人科　池田　智明
O-251	 「産科危機的出血によって子宮摘出術を施行した症例の特徴」	 昭和大学　三科　美幸　他	
O-252	 「生後急激な心不全に陥り，多臓器不全を続発した母児間輸血症候群の1例」	

国立病院機構佐賀病院母子医療センター小児科　江頭　智子　他
O-253	 「当院における分娩時大量出血症例の検討」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　川尻　智香　他
O-254	 「当院における経膣分娩時異常出血の検討」	 獨協医科大学産科婦人科　多田　和美　他	
O-255	 「再発した子宮筋腫合併後屈妊娠子宮嵌頓症の一例」	 国立病院機構東京医療センター産婦人科　小澤　伸晃　他	
O-256	 「帝王切開術に際して生じた出生児の医原性大腿骨骨折と予後について～自験例，文献検索からの考察～」	

雪の聖母会聖マリア病院産婦人科　武藤　　愛　他
O-257	 「分娩後危機的出血に対する経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）の有用性」	

北里大学病院総合周産期母子医療センター　島岡　享生　他
O-258	 「尿路再建後の膀胱外反症に対して集学的妊娠・出産管理を施行した一例」	

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　黒瀬　喜子　他
O-259	 「予定帝王切開患者に対する術前経口補水療法（Oral	rehydration	Therapy：ORT）に関する検討」	

くさなぎマタニティクリニック　大橋　涼太　他

15：21〜16：33
一般演題（口演）「分娩2」
 座長：神戸大学産婦人科　山田　秀人
O-260	 「レミフェンタニルを使用した和痛分娩の検討」	 大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院産婦人科　伊尾　紳吾　他	
O-261	 「助産師が施行した経会陰超音波による分娩進行度の評価における検者間誤差についての検討」	

社会保険中央総合病院　樋口紗恵子　他
O-262	 「当院における社会的適応による分娩誘発の現状」	 釧路赤十字病院　米原　利栄　他
O-263	 「分娩第II期における胎児機能不全に対し母体への炭酸水素ナトリウム投与が出生児に与える影響について」	

岩手県立中央病院産婦人科　葛西真由美　他
O-264	 「帝王切開時の子宮筋層縫合法の検討」	 函館中央病院産婦人科　片岡　宙門　他	
O-265	 「当院における10代分娩症例の周産期予後と妊娠期からの支援に関する検討」	

聖マリアンナ医科大学産婦人科　五十嵐　豪　他
O-266	 「当施設における連続胎児心拍数モニタリングの実際」	 医療法人成和会山口病院　花岡　正智　他	
O-267	 「硬膜外無痛分娩と母体の年齢が分娩経過と児に及ぼす影響」	

埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科　岡㟢　敦子　他

16：33〜17：45
一般演題（口演）「分娩3」
 座長：亀田総合病院総合周産期母子医療センター　鈴木　　真
O-268	 「産科出血に対するballoon	occlusion（BO）併用子宮摘出術の有効性の検討」	

金沢医科大学産科婦人科　柴田　健雄　他
O-269	 「埼玉県内における妊婦健診未受診症例の調査」	 埼玉医科大学総合医療センター　見上由紀子　他
O-270	 「宮城県における周産期救急搬送コーディネートシステムの現状と今後の課題」	

宮城県産婦人科医会　星合　哲郎　他
O-271	 「帝王切開術時のオキシトシン静脈内投与ルーチン化とその効果」	 国立病院機構長崎医療センター　杉見　　創　他
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O-272	 「経腟分娩におけるオキシトシンワンショットの投与時期が及ぼす出血量と分娩第3期時間への影響の検討」	
久留米大学医学部産婦人科学講座　河野　亮介　他

O-273	 「経膣分娩後と帝王切開後の産科危機的出血では経カテーテル動脈塞栓術時の塞栓対象血管に違いがあるか？」	
東京慈恵医科大学付属柏病院産婦人科　久田　裕恵　他

O-274	 「緊急医師派遣を行い救命できた産科危機的出血の3例」	
鹿児島市立病院総合周産期医療センター産科　稲田加奈子　他

O-275	 「当院へ搬送された産科危機的出血症例における搬送依頼のタイミングについての検討」	
岐阜大学医学部附属病院高次救命治療センター　長屋聡一郎　他

9：00〜11：00
若手医師企画1　次世代を担う私たちはこう思う

「出生前診断」
座長：北海道大学産科　山田　　崇

演者：慶應義塾大学医学部産婦人科　池ノ上　学　　
東京医科歯科大学助産師　小笹　由香　　

新潟大学医学部小児科・周産母子センター　小林　　玲　　
国立成育医療研究センター産科　佐々木愛子　　

杏林大学医学部産科婦人科　田中　　啓　　
昭和大学医学部産婦人科　仲村　将光　　

高知医療センター産科婦人科　永井　立平　　
ラボコープジャパン認定遺伝カウンセラー　西山　深雪　　

11：00〜11：30
教育講演6

「低酸素性虚血性脳症における脳循環・代謝の病態生理とこれからの治療戦略」
座長：兵庫県立こども病院　中尾　秀人

  演者：香川大学小児科　日下　　隆

11：30〜12：00
教育講演7

「新生児低酸素性障害に対するプラズマ吸入療法の基礎的検討」
座長：東京都市大学医用工学科　森　　　晃

演者：東京都市大学工学部医用工学科　平田　孝道

14：00〜16：00
シンポジウム8

「出生前診断された先天性横隔膜ヘルニアの治療戦略」
座長：国立成育医療研究センター外科　金森　　豊

演者：大阪大学小児成育外科　臼井　規朗
1．「胸部レントゲン所見による先天性横隔膜ヘルニアの予後判定」	 香川大学病院小児外科　下野　隆一　他	
2．「出生前診断されたCDHに対する当科標準治療プロトコール確立への取り組み」	

九州大学大学院医学研究院小児外科分野　永田　公二　他
3．「当科における先天性横隔膜ヘルニア胎児診断例に対する治療」	 千葉大学大学院小児外科　照井　慶太　他	
4．「当科における出生前診断された横隔膜ヘルニアに対する治療戦略と成績」	 京都府立医科大学小児外科　木村　　修　他	
5．「胎児診断された新生児先天性横隔膜ヘルニアの治療成績」	 神奈川県立こども医療センター外科　武　　浩志　他	
6．「積極的集学治療による重症横隔膜ヘルニアの治療成績の向上と今後の課題」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科　田附　裕子　他
7．「当院における最重症の横隔膜ヘルニアの治療成績と今後の課題」	 国立成育医療研究センター外科　渡邉　稔彦　他	

2日目　7月15日（月）
第12会場（503）
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16：00〜18：00
若手医師企画2　次世代を担う私たちはこう思う

「妊娠・分娩の管理」
座長：国立病院機構長良医療センター産科　岩垣　重紀

演者：聖隷浜松病院産科　松下　　充　　
宮崎市群医師会病院産婦人科周産期母子医療センター　甲斐　克秀　　

大阪府立母子保健総合医療センター	産科　村田　将春　　
杏林大学医学部産科婦人科　宮崎　典子　　

山形大学医学部産婦人科　渡辺　憲和　　
杏林大学医学部小児科　荒井　清美　　

神奈川県立こども医療センター循環器科　渡邊　真平　　
マタニティ雑誌「たまごクラブ」編集長　青木　里佳　　

厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課　山本　圭子　　

9：00〜11：00
ワークショップ2

「震災対策ワークショップ（日本周産期・新生児医学会企画）」
座長：埼玉医科大学総合医療センター小児科　田村　正徳

国立成育医療研究センター周産期センター　久保　隆彦
1．「災害時の母子支援」	 北里大学病院　海野　信也　　
2．「大震災の経験を教訓に変える―宮城県における周産期実態調査から―」	

東北大学東北メディカルメガバンク機構　菅原　準一　　
3．「災害時母子支援とドクターカー」	 長野県立こども病院総合周産期母子医療センター　中村　友彦　　	
4．「東日本大震災における日本小児外科学会の活動報告と次の災害に向けてのpreparedness」	

近畿大学奈良病院小児外科　米倉　竹夫　他
5．「東日本大震災におけるDMAT活動と小児医療ニーズへの課題」	 国立災害医療センター救命救急科　小井土雄一　他	
6．「母子が守られるべき存在であるという認識の共有について～被災妊産婦を守るプロジェクトの現場より～」	

「知ろう！小児医療守ろう！子ども達」会代表　阿真　京子　　
7．「震災対策ワークショップ」	 国立保健医療科学院生涯健康研究部母子保健担当主任研究官　吉田　穂波　　
8．「東日本大震災の経験から」	 厚生労働省医政局指導課救急・周産期医療等対策室　田中　　剛　　
9．「政府の対応状況と今後の課題」	 厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課　桑島　昭文　　

14：00〜14：45
一般演題（口演）「周産期医療に関わる倫理」
 座長：湘南厚木病院産婦人科　橋口　和生
O-276	 「亡くなっていく胎児と家族へのケアに遺伝学的検査による確定診断は必要か」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　早田　　桂　他
O-277	 「1絨毛膜2羊膜双胎の一児が極めて重篤な状態に陥った場合の対応．～生育限界未満の時にどうすべきか～」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター周産期科　村越　　毅　他
O-278	 「悪性腫瘍合併妊娠母体から出生した早産児の臨床像と課題」	

熊本大学医学部附属病院新生児学寄付講座　横山　晃子　他
O-279	 「HTLV-1キャリア妊婦における倫理的問題とその対応」	 長崎大学産婦人科　築山　尚史　他	
O-280	 「出生前診断を受けたクライアント夫婦の意思決定における医療者の役割」	 広島大学病院産婦人科　兵頭　麻希　他	

14：45〜15：21
一般演題（口演）「腫瘍1」
 座長：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　正岡　直樹
O-281	 「妊婦健診における子宮頸癌検診の問題点―綿棒で癌検診を行うことは本当に許容されるのか？」	

滋賀医科大学母子女性診療科　郭　　翔志　他
O-282	 「進行する上下肢麻痺を契機に発見された悪性脳腫瘍合併妊娠の1例」	

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科　近藤　真哉　他

2日目　7月15日（月）
第13会場（501）
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O-283	 「胎児死亡したダウン症候群・一過性骨髄異常増殖症の病理学的検討」	
大阪府立母子保健総合医療センター検査科　竹内　　真　他

O-284	 「初期浸潤子宮頸癌に対する広汎子宮頸部摘出術（RT）後妊娠における頸管縫縮術の重要性」	
札幌医科大学産婦人科　石岡　伸一　他

15：21〜15：57
一般演題（口演）「腫瘍2」
 座長：杏林大学小児外科　韮澤　融司
O-285	 「急激に胎児水腫が進行したカテコラミン産生性神経芽細胞腫の1女児例」	

国立成育医療研究センター周産期センター　井上　毅信　他
O-286	 「臨床経過，治療方法の異なる巨大肝血管腫の3症例」	 大阪市立総合医療センター　福岡　正隆　他	
O-287	 「フェンタニルによるIVPCAで長期間の疼痛管理を施行した子宮腺筋症合併妊娠の一例」	

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　酒井あゆみ　他
O-288	 「出生後に肝内腫瘤が自然消退した超低出生体重児の一例」
	 山口大学大学院医学系研究科小児科分野　市村　卓也　他

8：30〜8：48
一般演題（口演）「不妊」
 座長：富山大学産科婦人科　齋藤　　滋
O-289	 「卵子提供後妊娠分娩の周産期合併症に関する検討」	 日本医科大学産婦人科　竹下　俊行　他	
O-290	 「不育症既往妊婦に対するヘパリン・アスピリン療法不成功例の検討」	 日本医科大学付属病院　米澤　美令　他	

8：48〜9：51
一般演題（口演）「胎盤・羊水1」
 座長：大阪市立大学看護学科　今中　基晴
O-291	 「間葉性異形性胎盤の影響で児に血液学的異常を生じたと考えられる一例」	

国立病院機構別府医療センター小児科臨床研究部　古賀　寛史　　
O-292	 「人工羊水注入が子宮内の酸化ストレス軽減に有効であった慢性早剥羊水過少症の一例」	

京都大学医学部附属病院産科婦人科　川㟢　　薫　他
O-293	 「当院における産科合併症に対する胎盤病理検査の後方視的検討」	 小樽協会病院　藤田　裕彰　他
O-294	 「妊娠36週の臍帯動脈RIによる羊水過少の予測に関する研究」	 昭和大学医学部産婦人科学教室　大瀬　寛子　他
O-295	 「超音波カラードプラ法を用いたPMD（間葉性異形成胎盤）の診断：症例報告」	自治医科大学医学部　桑田　知之　他
O-296	 「妊娠初期の母体貧血が絨毛発達に及ぼす影響に関する研究」	 昭和大学医学部産婦人科学教室　長谷川潤一　他	
O-297	 演題取り下げ

9：51〜10：54
一般演題（口演）「胎盤・羊水2」
 座長：埼玉医科大学産婦人科　板倉　敦夫
O-298	 「癒着胎盤の診断における胎盤・筋層接合部分の新しい評価法」	 島根大学医学部産科婦人科　青木　昭和　他
O-299	 「前置胎盤の出血リスクと内子宮口から胎盤辺縁までの距離および頸管長との関連」	

国立成育医療研究センター周産期センター　関口　将軌　他
O-300	 「予防的大動脈バルーン留置を用いてcesarean	hysterectomyを施行した嵌入胎盤，穿通胎盤の5症例」	

琉球大学医学部附属病院周産母子センター産科　仲宗根忠栄　他
O-301	 「前置胎盤初妊婦では妊娠高血圧症候群発症の頻度が低い周産期登録データベース22359分娩の解析から」	

九州大学病院総合周産期母子医療センター　福嶋恒太郎　他
O-302	 「前壁付着の前置胎盤は帝切時大出血の独立危険因子である」	 自治医科大学産科婦人科学講座　馬場　洋介　他
O-303	 「当施設における臨床的癒着胎に対する保存的治療の有用性に関する検討」	

亀田メディカルセンター周産期母子医療センター　松浦　拓人　他
O-304	 「画像検査が有用であった前置血管・臍帯卵膜付着の一例」	 静岡赤十字病院産婦人科　藤岡　　泉　他	

2日目　7月15日（月）
第14会場（502）
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10：54〜11：57
一般演題（口演）「胎盤・羊水3」
 座長：日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科　朝倉　啓文
O-305	 「常位胎盤早期剥離の診断への挑戦～凝固・線溶マーカーを用いたスコア化の試み」	

福井県済生会病院女性診療センター産婦人科　里見　裕之　他
O-306	 「入院形態・時間経過・初発症状からみた常位胎盤早期剥離症例における児の予後に関する検討」	

東京女子医科大学病院母子総合医療センター　松下　純子　他
O-307	 「病態別にみた常位胎盤早期剥離の母児の予後」	 総合母子保健センター愛育病院産婦人科　川名有紀子　他
O-308	 「全前置胎盤における超音波・MRIを用いた癒着胎盤のリスク因子の検討」	

神戸大学医学部産科婦人科　松岡　正造　他
O-309	 「破水後に痙攣発作にて発症した臨床的羊水塞栓症の一例」	 埼玉医科大学病院産科婦人科　佐藤加寿子　他
O-310	 「胎児発育不全と関連する胎盤特異的microRNAに関する研究」	 長崎大学産婦人科　東島　　愛　他
O-311	 「ポリ塩化ビフェニル（PCB）は正常妊娠において胎盤合胞体栄養膜細胞を減少させPlGFを増加させる」	

産業医科大学母子産業医学センター　柴田　英治　他

14：00〜14：54
一般演題（口演）「胎盤・羊水4」
 座長：りんくう総合医療センター市立泉佐野病院泉州広域母子医療センター産婦人科　萩田　和秀
O-312	 「母体血及び臍帯血中の金属元素濃度と胎盤アミノ酸輸送活性との関連」	

産業医科大学医学部産科婦人科学　愛甲悠希代　他
O-313	 「臍帯胎盤付着部が近接していた一絨毛膜二羊膜性双胎の稀少例」	 竹田綜合病院小児科　今村　　孝　他
O-314	 「妊娠高血圧症候群の胎盤におけるシャペロン介在性オートファジーの解析」	

大分大学医学部産科婦人科　西田　欣広　他
O-315	 「子宮頸管内’sludge’を伴う胎胞形成と子宮内感染に関する検討」	 宮崎大学医学部産婦人科　古田　　賢　他	
O-316	 「胎児機能不全を伴う胎児母体間輸血症候群に対して胎児輸血を行い妊娠継続できた1例」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　浮田　真吾　他
O-317	 「妊娠高血圧症候群の胎盤病理」	 大阪医科大学産婦人科学教室　澤田　雅美　他	

14：54〜15：48
一般演題（口演）「内分泌1」
 座長：京都大学小児科　　河井　昌彦
O-318	 「極低出生体重児のTSH高値を伴わない低サイロキシン血症に対する補充療法の効果」	

東京都立墨東病院周産期センター新生児科　九島　令子　他
O-319	 「プロゲステロン投与による晩期循環不全予防効果の検討」	

東京女子医科大学母子総合医療センター新生児医学科　鷲尾　洋介　他
O-320	 「予定日までの早産児の成長がアディポネクチン産生に与える影響に関する検討」	

昭和大学医学部小児科学講座　中野　有也　他
O-321	 「妊娠中期以降の潜在性甲状腺機能異常とその周産期予後」	 長崎医療センター産婦人科　菅　　幸恵　他
O-322	 「妊娠前の子宮卵管造影検査（HSG）で用いられるヨウ素含有造影剤の妊婦および新生児の甲状腺機能への影響」	

国立成育医療研究センター周産期センター　兼重　照未　他
O-323	 「妊娠初期の甲状腺機能低下症が周産期予後に与える影響について」	

国立成育医療研究センター周産期診療センター産科　梅原　永能　他

15：48〜16：42
一般演題（口演）「内分泌2」
 座長：国立病院機構佐賀病院母子医療センター小児科　　高柳　俊光
O-324	 「Leprechaunism（妖精症）と診断された3症例の重症度と臨床像の関連についての検討」	

埼玉県立小児医療センター未熟児新生児科　芥川　香奈　他
O-325	 「遷延性重度低血糖をみとめたKCNJ11遺伝子異常による先天性高インスリン血症の1例」	

淀川キリスト教病院　塩見　夏子　他
O-326	 「妊娠中の抗甲状腺抗体陽性および潜在性甲状腺機能低下症と産後甲状腺機能異常との関連について」	

北海道大学病院産科・周産母子センター　西田竜太郎　他
O-327	 「21水酸化酵素欠損女児と出生前診断され胎児治療を行った1例」	

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　安岡　和昭　他
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O-328	 「妊娠中にDKAを発症した急性自己免疫性糖尿病の1例」	 東北大学病院産婦人科　氷室　裕美　他
O-329	 「母体マグネシウム投与が早産児の出生後24時間における血清カリウム値に与える影響」	

埼玉医科大学総合医療センター新生児科　須藤　陽介　他

16：42〜17：36
一般演題（口演）「内分泌3」
 座長：関西医科大学医学教育センター　木下　　洋
O-330	 「シベレスタット投与により低カルニチン血症をきたした新生児例」	

国立成育医療研究センター周産期センター新生児科　秋山　聡香　他
O-331	 「当院における新生児低血糖の発症に関するリスク因子解析」	 加古川西市民病院小児科　大西　昭雄　他
O-332	 「唾液検体のコルチゾール濃度は安静時の血中濃度を反映するか？」	 久留米大学小児科　木下　正啓　他	
O-333	 「Small-for-Gestational	Age性低身長症ハイリスク児のフォローアップ状況」	 大分大学小児科　関口　和人　他
O-334	 「母体ステロイド投与が出生後早期の循環に与える影響について」	

京都大学医学部附属病院新生児集中治療部　長谷川　豪　他
O-335	 「早産・低出生体重児の末梢血におけるグルココルチコイドレセプター遺伝子メチル化の解析」	

順天堂大学医学部附属浦安病院周産期センター　寒竹　正人　　

9：00〜11：00
シンポジウム9

「生殖補助医療と周産期・小児医療」
座長：日本医科大学産婦人科　中井　章人

香川大学小児科　伊藤　　進
1．「生殖補助医療の変遷と展望　～厚生労働科学研究ART出生児予後調査*結果より～」	

慶應義塾大学医学部産婦人科　久慈　直昭　　
2．「周産期登録データベースからみた生殖補助医療の現状とリスク」	 日本医科大学　林　　昌子　他	
3．「生殖補助医療による出生児の予後－乳幼児期を中心に」	 総合母子保健センター愛育病院母子保健科　石井のぞみ　他	
4．「学齢期検診から見た生殖補助医療の長期的影響」	 大阪大学大学院人間科学研究科　金澤　忠博　他	

11：00〜11：30
教育講演8

「先天性心疾患を理解するための心臓発生学」
座長：東京女子医科大学母子総合医療センター　楠田　　聡

演者：慶應義塾大学医学部小児科　山岸　敬幸

11：30〜12：00
教育講演9

「出生前診断の何が問題か？」
座長：国立成育医療研究センター　左合　治彦

演者：長崎大学大学院産婦人科　増﨑　英明

13：00〜15：00
若手医師企画3　次世代を担う私たちはこう思う

「20年後の胎児治療・新生児医療」
座長：宮城県立こども病院　小澤　克典

演者：北海道大学病院　周産母子センター　秋元　琢真　　
国立成育医療研究センター胎児診療部　杉林　里佳　　

「患者が期待する医療者像～周産期新生児に取り組むみなさんへのエール～」	 患医ねっと代表　鈴木　信行　　
杏林大学医学部小児科　麓　　聖子　　

久留米大学病院産婦人科　堀之内崇士　　
杏林大学医学部産科婦人科　松島　実穂　　

山口大学医学部附属病院産婦人科　村田　　晋　　

3日目　7月16日（火）
第1会場（メインホール）
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15：00〜17：00
シンポジウム10

「助産師とのチーム医療を考える」
座長：母子愛育会総合母子保健センター愛育病院　中林　正雄

東邦大学看護学部　齋藤　益子
座長の言葉	「チーム医療推進助産師研修を企画・運営して」

東邦大学看護学部　齋藤　益子　他
1．「院内助産システムにおける医師と助産師の協働」	母子愛育会総合母子保健センター愛育病院・看護師長　石川　紀子　　	
2．「助産師の行う超音波検査」	 杏林大学産科婦人科　谷垣　伸治　他
3．「チーム医療推進のための参加型助産師研修」	

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科小児・周産期地域医療学講座　宮坂　尚幸　　
4．「チーム医療と助産師のキャリア形成」	 東邦大学看護学部　山﨑　圭子　　

8：30〜9：33
一般演題（口演）「合併症妊娠5」
 座長：慶應義塾大学産婦人科　宮越　　敬
O-336	 「骨盤位外回転術における合併症の頻度とリスク因子に関する検討」	

国立成育医療研究センター周産期センター　小川　浩平　他
O-337	 「当科における子宮破裂症例の検討」	 大津市民病院産婦人科　林　　香里　他
O-338	 「妊娠中に膵粘液性嚢胞腫瘍（MCN）の破裂を来した一例」	 千葉大学病院周産期母性科　真田　道夫　他
O-339	 「子宮底部横切開法の問題点解消の試み～腹壁切開と子宮筋切開長を最小にする～」	

愛仁会高槻病院産婦人科　中後　　聡　他
O-340	 「当院における常位胎盤早期剥離33症例（児生存21例と子宮内胎児死亡12例）の比較と検討」	

順天堂大学医学部附属静岡病院　市山　卓彦　他
O-341	 「帝王切開瘢痕部妊娠の治療後，腹腔鏡下子宮形成術を行い生児を得た一例」	 仙台市立病院　齋藤　彰治　他	
O-342	 「常位胎盤早期剥離における重症度の予測因子に関する検討」	

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科　王　　良誠　他

9：33〜10：36
一般演題（口演）「合併症妊娠6」
 座長：北海道大学大学院生殖発達医学講座産科・生殖医学分野　水上　尚典
O-343	 「当院で経験した子癇の11例の頭部MRI所見に関する検討」	 佐世保市立総合病院産婦人科　宮崎　恭子　他
O-344	 「当院における軽症妊娠糖尿病の管理とその効果」	 東京リバーサイド病院　星野　裕子　他
O-345	 「当科における糖代謝異常妊婦のグリコアルブミン値に関する検討」	

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胎・胎児部門　深津　真弓　他
O-346	 「非妊娠時BMIからみた周産期事象について」	 国立国際医療研究センター　中西美紗緒　他	
O-347	 「周産期に痙攣発作を認め子癇が疑われた症候性てんかんの3例」	

順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　関根　花栄　他
O-348	 「糖尿病母体産児合併症の母体グリコアルブミンによる予測値の検討」	

自治医科大学附属さいたま医療センター小児科　菅原　大輔　他
O-349	 「50gGCT陽性・75gOGTT陰性となった妊娠の周産期予後に関する検討」	

東京都保健医療公社豊島病院産婦人科　中西　恵美　他

10：36〜11：30
一般演題（口演）「合併症妊娠7」
 座長：獨協医科大学総合周産期母子医療センター　渡辺　　博
O-350	 「本態性血小板血症合併妊娠の2例」	 信州大学医学部産科婦人科　山田　　諭　他
O-351	 「妊娠初期の外的要因により発症した予後の異なるVTEの2症例」	 島根大学産科婦人科　中村　康平　他
O-352	 「当科で経験した先天性第7因子欠乏症合併妊娠3例の検討」	
	 北海道大学病院産科・周産母子センター　小島　崇史　他
O-353	 「当院における不育症症例の周産期予後の比較」	 東京慈恵会医科大学附属病院　土橋麻美子　他

3日目　7月16日（火）
第2会場（211+212）
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O-354	 「慢性甲状腺炎を合併した抗リン脂質抗体強陽性妊娠の一例」	 慶應義塾大学医学部産婦人科　丸山　哲夫　他
O-355	 「抗リン脂質抗体の『異常高値』と妊娠予後」	 聖路加国際病院女性総合診療部　兵藤　博信　他	

13：20〜14：14
一般演題（口演）「合併症妊娠8」
 座長：東海大学産婦人科　石本　人士
O-356	 「妊娠高血圧症候群における産褥急性期乏尿」	 富山県立中央病院　谷村　　悟　他	
O-357	 「日産婦周産期登録DBを用いた単胎妊娠における妊娠高血圧，妊娠高血圧腎症の発症オッズ比算出の試み」	

富山大学医学部産科婦人科　田中　智子　他
O-358	 「重症妊娠高血圧症候群における硫酸マグネシウムの降圧効果の検討」	 昭和大学産婦人科学教室　竹中　　慎　他	
O-359	 「妊娠高血圧症候群の出産後血圧診療の実際~全国アンケート調査結果報告~」	

国立成育医療研究センター母性医療診療部　三戸　麻子　他
O-360	 「妊娠高血圧症候群と胎児発育遅延の関係」	 広島市立広島市民病院産婦人科　洲脇　尚子　他	
O-361	 「本邦における妊娠性高血圧症候群の発症率には季節変動がある」	

北海道大学病院産科・周産母子センター　森川　　守　他

14：14〜15：17
一般演題（口演）「その他1」
 座長：川崎医科大学産婦人科　中井祐一郎
O-362	 「当院NICUにおいてAutopsy	imaging（Ai）を行った症例の検討」
	 群馬県立小児医療センター新生児科　井上　文孝　他
O-363	 「当院NICUにおけるAiおよび剖検の実施実績」	 名古屋市立大学病院小児科　吉田　　悟　他
O-364	 「滋賀県における死産症例の検討」	 滋賀医科大学地域周産期医療学講座　越田　繁樹　他
O-365	 「稽留流産の頸管拡張後ダイラパンSが断裂し残存した1例」	 川崎医科大学産婦人科　張　　良実　他
O-366	 「妊娠と薬情報センターにおける授乳と薬相談の集計」	 国立成育医療研究センター周産期センター　上出　泰山　他
O-367	 「妊娠中期以降における正常妊婦子宮下部前壁の経時的変化」	 福岡大学病院産婦人科　木村いぶき　他
O-614	 「ビタミンK個別包装製剤の週1回投与に関する保護者アンケート調査」	
	 北九州市立医療センター小児科　中嶋　敏紀　他

15：17〜16：11
一般演題（口演）「その他2」
 座長：新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　　高桑　好一
O-368	 「Perimortem	Caesarean	delivery；PMCDを救急初療室で行う体制の構築	」	

東京都立多摩総合医療センター産婦人科　山下　有加　他
O-369	 「秋田地域周産期総合医育成プロジェクトの立ち上げと展開」	 秋田大学産婦人科　寺田　幸弘　他
O-370	 「文部科学省「周産期医療に関わる専門的スタッフの養成」事業～大学における人材育成の取組みについて～」	

筑波大学小児科　宮園　弥生　他
O-371	 「Global	Trigger	Tool（GTT）による周産期医療におけるトリガーツールの検討」	

亀田総合病院総合周産期母子医療センター　鈴木　　真　　
O-372	 「震災後福島県内の妊娠成立状況と初期妊娠の経過」	 福島県立医科大学医学部産科婦人科　野村　泰久　他
O-373	 「周産期医療を担う産婦人科医師増員を目指して」	

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　倉澤健太郎　他

8：30〜9：51
一般演題（口演）「感染・免疫1」
 座長：東京女子医科大学東医療センター産婦人科　高木耕一郎
O-374	 「当院で経験した皮膚型新生児ヘルペス感染症に対してacyclovir内服療法を6カ月間行った1例」	

磐田市立総合病院小児科　渡部　　達　他
O-375	 「垂直感染予防ガイドラインが早発型B群レンサ球菌感染症に与える影響―2004-2010年の全国アンケート調査―」	

西神戸医療センター小児科　松原　康策　他

3日目　7月16日（火）
第3会場（303）
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O-376	 「山口県の産婦人科診療施設における産褥期風疹ワクチン接種の動向調査」	
山口県立総合医療センター産婦人科　佐世　正勝　他

O-377	 「愛知県におけるHTLV-1母子感染の実態」	名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　杉浦　時雄　他
O-378	 「胎仔脳障害モデルに対する飽和水素水の予防的効果とそのメカニズムの解明」	 名古屋大学　中野　知子　他
O-379	 「当院における妊婦風疹抗体価についての検討」	

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター産科　大畑　尚子　他
O-380	 「NICU長期入院例に対する予防接種実施上の問題点：愛知県内市町村への調査結果から」	

愛知医科大学生殖周産期母子医療センター新生児集中治療部門　二村　真秀　他
O-381	 「効果的な妊婦CMVスクリーニング法の確立を目指して」	 神戸大学産科婦人科　平久　進也　他	
O-382	 「先天性サイトメガロウイルス感染予防のための未感染妊婦に対する啓発介入の試み」	

旭川医科大学小児科　古谷野　伸　他

9：51〜10：36
一般演題（口演）「感染・免疫2」
 座長：群馬県立小児医療センター新生児科　丸山　憲一
O-383	 「臍帯血・新生児血中の急性期反応蛋白質値の上昇と絨毛膜羊膜炎」	

名古屋市立西部医療センター小児科　後藤　玄夫　他
O-384	 「臍帯血IL-6が示唆するもの　～子宮内環境及び児の予後との関連の検討～」	

高槻病院新生児小児科　池上　　等　他
O-385	 「先天性サイトメガロウィルス感染症に対するガンシクロビル投与で骨髄抑制を生じた超低出生体重児」	

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター　齋藤　　翔　他
O-386	 「B群溶血性連鎖球菌の垂直感染と抗生剤の予防投与開始時期との関連」	

磐田市立総合病院周産期センター　田島　浩子　他
O-387	 「NICUにおける新生児敗血症起炎菌の多様化とその原因」	

東京女子医科大学八千代医療センター新生児科　齋藤　可奈　他

10：36〜11：30
一般演題（口演）「感染・免疫3」
 座長：愛知医科大学生殖・周産期母子医療センター　二村　真秀
O-388	 「当院NICUにおける敗血症再燃例8例の検討」	 日本赤十字社医療センター　久枝　義也　他	
O-389	 「MRSAアウトブレイク時における水平伝播の危険因子の後方視的検討による有効対策の推定」	

神戸大学医学部附属病院周産母子センター　森岡　一朗　他
O-390	 「出生前ステロイドによる児への抗炎症効果と投与からの時間との関係」	

社会医療法人愛仁会千船病院小児科　高野　　勉　他
O-391	 「RSウイルスのアウトブレイクを契機に行った徹底した接触予防策がMRSA保菌率を著明に低下させた」	

東京女子医科大学東医療センター新生児科　邉見　伸英　他
O-392	 「子宮内感染が胎児肺に及ぼす影響とその治療戦略」	 名古屋大学産婦人科　服部　友香　他
O-393	 「在胎36週以上の新生児に及ぼす絨毛膜羊膜炎の影響」	 名古屋市立西部医療センター小児科　横井　暁子　他	

13：20〜14：14
一般演題（口演）「感染・免疫4」
 座長：旭川厚生病院小児科　白井　　勝
O-394	 「流産の原因としてLactobacillus菌血症と診断されたが，遺伝子検査でListeria症と判明したSLE合併妊娠	の1例」	

富山大学附属病院産科婦人科　鹿児山　浩　他
O-395	 「当院で経験したStreptococcus	bovisによる新生児重症感染症の2例」	

ベルランド総合病院小児科　友田　　彩　他
O-396	 「新生児重症敗血症に対して急性血液浄化療法を施行した早産児6症例の検討」	

鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児科　前出　喜信　他
O-397	 「Toxic	Shock	SyndromeおよびDICを発症し子宮摘出に至ったMRSAによる臨床的絨毛羊膜の1例」	

愛仁会高槻病院産婦人科　張　　友香　他
O-398	 「HIV感染母体から出生し母体に投与された抗HIV薬の影響と考えられる無顆粒球症を認めた超低出生体重児の一例」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児科医科学　吉本　順子　他
O-399	 「Fluconazole耐性の難治性カンジタ感染症にmicafunginが有効であった超低出生体重児の1例」	

日本大学医学部小児科学系小児科学分野　日根幸太郎　他
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14：14〜15：08
一般演題（口演）「感染・免疫5」
 座長：獨協医科大学小児科　鈴村　　宏
O-400	 「顕著な皮膚病変を呈しBacillus	cereusによる感染症で救命できなかった超早産児の2例」	

東京都立小児総合医療センター　高橋　秀弘　他
O-401	 「胸腺欠損による重症複合免疫不全を呈したCHARGE症候群の1例」	

千葉大学大学院医学研究院小児病態学　井上祐三朗　他
O-402	 「分娩に伴うHTLV-1プロウイルス量の推移に関する検討」	 長崎大学産婦人科　河野　通晴　他
O-403	 「母乳中のラクトースは腸管内において自然免疫系蛋白遺伝子（CAMPgene）を誘導する」	

聖マリアンナ医科大学新生児科　吉尾　博之　他
O-404	 「長崎県における出生年代別にみた妊婦のHTLV-1キャリア率の比較検討」	長崎大学医学部産婦人科　三浦　清徳　他	
O-405	 「NICU入院中に，GBS保菌状態から遅発型GBS敗血症を発症した超低出生体重児の1例」	

信州大学医学部小児医学講座　　　伊藤有香子　他

15：08〜16：02
一般演題（口演）「感染・免疫6」
 座長：近畿大学小児科　和田　紀久
O-406	 「アンピシリンが著効しなかった早発型新生児リステリア症の一例」	 福田病院新生児科　藤江　由夏　他
O-407	 「当センターにおけるHIV陽性妊婦より出生した児の神経学的予後について」	

国立国際医療研究センター新生児内科　細川　真一　他
O-408	 「トキソプラズマIgM陽性母体から出生した3例の検討」	 日本大学医学部附属板橋病院小児科　田口　洋祐　他
O-409	 「絨毛膜羊膜炎および臍帯炎合併例における臍帯血中サイトカイン濃度の解析」	

国立病院機構三重中央医療センター総合周産期母子医療センター新生児科　盆野　元紀　他
O-410	 「先天性サイトメガロウイルス感染症に対するvalganciclovir治療の有効性と安全性の検討」	

長崎大学小児科　石橋麻奈美　他
O-411	 「母体抗菌薬投与後に発症した新生児重症ABPC耐性大腸菌感染症の5例」	

群馬大学医学部附属病院周産母子センター NICU　新井　修平　他

8：30〜9：24
一般演題（口演）「循環4」
 座長：豊橋市民病院新生児医療センター　小山　典久
O-412	 「一絨毛膜二羊膜双胎と二絨毛膜二羊膜双胎の一児発育不全（selective	IUGR）における出生時NT-proBNP値の比較」	

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　藤岡　一路　他
O-413	 「出生後血清浸透圧変化からみた動脈管開存症発症リスク因子の検討」	

横浜市立大学医学研究科循環制御医学　青木　理加　他
O-414	 「浮腫の定量的評価法の確立にむけた研究ー早産児における皮下水分量の経時変化ー」	

埼玉医科大学総合医療センター総合周産母子医療センター新生児科新生児科　石黒　秋生　他
O-415	 「母体への硫酸Mg投与が極低出生体重児における出生後早期の心機能に与える影響」	

順天堂大学医学部附属静岡病院	新生児センター　小林　真紀　他
O-416	 「新生児の左室後壁Diastolic	wall	strainは低値である」	 徳島大学病院小児科　鈴江　真史　他
O-417	 「妊婦に対する適切な心肺蘇生法の検討」	 金沢大学附属病院産科婦人科　土肥　　聡　他	

9：24〜10：18
一般演題（口演）「循環5」
 座長：国際医療福祉大学病院小児科　志賀　清悟
O-418	 「新生児期手術介入を要した先天性心疾患の概要と短期予後」	

国立循環器病研究センター病院小児循環器集中治療室　黒嵜　健一　他
O-419	 「正期産で出生し，突然のチアノーゼとショックを来した新生児心筋梗塞の1例」	

九州大学病院小児科　山下　尚志　他
O-420	 「出生後Berry症候群と診断され新生児期の心臓修復術が可能であった一例」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　横川　　桂　他

3日目　7月16日（火）
第4会場（304）
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O-421	 「当院で経験した動脈管早期収縮の2例」	 姫路赤十字病院小児科　坊　　亮輔　他	
O-422	 「妊娠23週より周産期管理した胎児徐脈性不整脈の一例」	 東京女子医科大学母子総合医療センター　菅野　俊幸　他
O-423	 「重症先天性心疾患を合併した先天性横隔膜ヘルニア」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児循環器科　鳥越　史子　他

10：18〜11：03
一般演題（口演）「循環6」
 座長：日本大学小児科　細野　茂春
O-424	 「胎児胸腔-羊水腔シャント術における臍帯静脈血流量を用いた新しい循環虚脱の評価法」	

国立病院機構長良医療センター産科　高橋雄一郎　他
O-425	 「揮発性吸入麻酔薬イソフルランの動脈管拡張作用」	 東京女子医科大学循環器小児科　豊島　勝昭　他	
O-426	 「PISA（proximal	isovelocity	surface	area）法を用いたPDAの評価」	 浜松医科大学小児科学教室　岩島　　覚　他	
O-427	 「当院における超低出生体重児の晩期循環不全増加要因の検討」	

新潟大学医歯学総合病院総合周産期母子医療センター　臼田　東平　他
O-428	 「胎児診断された徐脈性不整脈の自然歴」	 神奈川県立こども医療センター　川滝　元良　他	

11：03〜11：57
一般演題（口演）「循環7」
 座長：横浜市立大学小児科　西巻　　滋
O-429	 「帝王切開術後の静脈血栓塞栓症予防に関する多施設共同臨床研究」	 飯塚病院産婦人科　後藤　麻木　他
O-430	 「エブスタイン病合併妊娠」	 国立循環器病研究センター　桂木　真司　他
O-431	 「“心筋の歪み”により評価した成熟過程にわたり持続する早産児の心筋拡張障害」	

久留米大学小児科総合周産期母子医療センター　廣瀬　彰子　他
O-432	 「心臓病，血管疾患による妊産婦死亡」	 国立循環器病研究センター　桂木　真司　他
O-433	 「アイゼンメンジャー症候群合併妊娠の母体予後」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　桂木　真司　他
O-434	 「妊娠・産褥期の母体脳卒中」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　桂木　真司　他	

13：20〜14：14
一般演題（口演）「呼吸4」
 座長：東京女子医科大学東医療センター周産期新生児診療部小児科　長谷川久弥
O-435	 「重症先天性合併症を有する横隔膜ヘルニア症例の検討」	 千葉大学大学院医学研究院小児外科　中田　光政　他	
O-436	 「Tピース蘇生器（レサシフロー）を用いたマスクCPAPによる新生児呼吸管理の変化の検討」	

愛媛県立今治病院小児科　松田　　修　　
O-437	 「上気道閉塞症状を呈した両側先天性涙嚢ヘルニアの早産児の1例」	

四国こどもとおとなの医療センター　久保井　徹　他
O-438	 「在胎22 ～ 25週出生の超低出生体重児における抜管時期の検討」	

日本赤十字社医療センター新生児科　竹田　知洋　他
O-439	 「人工呼吸管理中の鎮静におけるデクスメデトミジンの使用経験」	 公立陶生病院小児科　加藤　英子　他	
O-440	 「サーファクタント（S）補充療法後の呼吸窮迫症候群（RDS）児の成績：補充後の反応型と短期予後の危険因子解析」	

岩手医科大学附属病院小児科　草野　修司　他

14：14〜15：08
一般演題（口演）「呼吸5」
 座長：愛育病院新生児科　林田　慎哉
O-441	 「慢性肺疾患進展期における気管内吸引液中タンパク濃度の経時的変化」	

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　岩谷　壮太　他
O-442	 「先天性中枢性肺胞低換気症候群に気管軟化症を合併した1例」	

東京女子医科大学東医療センター新生児科　三好　義隆　他
O-443	 「呼吸窮迫症候群における人工肺サーファクタント投与後短時間抜管の試み」	

群馬県立小児医療センター新生児科　藤生　　徹　他
O-444	 「基礎疾患を有する喉頭軟化症例に対する治療経験」	 静岡県立こども病院小児外科　福本　弘二　他
O-445	 「気管切開を要した後天性声門下腔狭窄症の超低出生体重児4例の検討」	

石井記念愛染園附属愛染橋病院　井石　倫弘　他
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O-446	 「低体温療法中の人工呼吸管理における加温加湿の検討」	
久留米大学病院総合周産期母子医療センター　神田　　洋　他

15：08〜16：02
一般演題（口演）「呼吸6」
 座長：大阪市立母子保健総合医療センター新生児科　平野　慎也
O-447	 「出生直後に緊急気管切開術を施行した3例」	 北里大学医学部外科　田中　　潔　他
O-448 「正期産経腟分娩における一過性多呼吸に関する検討」	 北里大学病院総合周産期母子医療センター　河野　照子　他
O-449	 「先天性心疾患に気管狭窄を合併した低出生体重児の1例」	

静岡県立こども医療センター新生児未熟児科　長澤真由美　他
O-450	 「慢性肺疾患の予後予測因子としてのECM構成成分の役割について」	 東海大学小児科　大植　慎也　他	
O-451	 「当院において在宅酸素療法（HOT）を導入した在胎28週未満の慢性肺疾患（CLD）児における投与水分量の検討」	

信州大学医学部小児医学講座　才田　　謙　他
O-452	 「出生直後から呼吸不全を呈したCCAMに対して右S2区域切除を施行した1例」	
	 長崎大学病院小児外科　山根　裕介　他

16：02〜16：56
一般演題（口演）「呼吸7」
 座長：愛知医科大学病院生殖・周産期母子医療センター　山田　恭聖
O-453	 「電極温度の違いによる早産児の急性期における経皮炭酸ガスモニタリングの有用性と安全性の検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　平田　克弥　他
O-454	 「気管支肺胞洗浄液中局所損傷マーカー Pentraxin	3と慢性肺疾患における気道炎症との関連について」	

大阪医科大学小児科周産期センター NICU　山岡　繁夫　他
O-455	 「Coherent	Anti-Stokes	Raman	Scattering顕微鏡によるll型上皮細胞におけるサーファクタントの動態観察」	

慶応義塾大学小児科・周産期母子医療センター　松崎　陽平　他
O-456	 「日齢28以降に酸素投与は要さず呼吸サポートのみ行った極低出生体重児の検討」	

大分県立病院新生児科　中嶋　敏紀　他
O-457	 「新生仔期に高濃度酸素暴露されたマウスの表現型と肺内ヘムオキシゲナーゼ-1の関与－蛋白発現レベルの重要性」	

埼玉医科大学総合医療センター小児科　難波　文彦　他
O-458	 「新生仔期に高濃度酸素暴露されたマウスの表現型と肺内ヘムオキシゲナーゼ-1の関与－細胞内局在の重要性」	

埼玉医科大学総合医療センター小児科　難波　文彦　他

14：00〜14：24
一般演題（ポスター）　口頭発表「泌尿器」
 座長：杏林大学小児外科　浮山　越史
P-344	 「当院において管理した透析施行妊娠および腎移植後妊娠に関する検討」	

新潟県立六日町病院産婦人科　能仲　太郎　他
P-345	 「胎児期～新生児期に診断された先天性腎尿路奇形についての検討」	

北海道立子ども総合医療・療育センター新生児科　野口　聡子　他
P-346	 「一過性腎髄質高輝度所見を認めた成熟児の1例」	 苫小牧市立病院小児科　國㟢　　純　他
P-347	 「Potter症候群の一例」	 徳島大学病院小児科　鈴江　真史　他

14：24〜14：54
一般演題（ポスター）　口頭発表「不妊」
 座長：東京大学女性診療科・産科　平池　　修
P-348	 「高度生殖補助医療（ART）が1絨毛膜2羊膜性双胎の周産期医療に及ぼす影響に関する検討」	

国立病院機構香川小児病院産婦人科　村上　雅博　他
P-349	 「当院で施行したARTにおける年齢別妊娠率，分娩様式，周産期予後の検討」	 窪谷産婦人科　窪谷　　潔　　
P-350	 「当院で分娩管理した8年間の不妊治療後妊娠症例の検討」	 呉医療センター・中国がんセンター　楠本　真也　他
P-351	 「当院における卵子提供を受けた妊婦の周産期予後に関する検討」	

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　中島　義之　他

3日目　7月16日（火）
第6会場（ポスター①）（411+412）
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P-352	 「胚盤胞移植妊娠における周産期予後～新鮮胚VS解凍胚を比較検討して～」	 佐倉病院　高島　明子　他	

14：54〜15：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「内分泌1」
 座長：東京大学小児科　高橋　尚人
P-353	 「新生児続発性副甲状腺機能亢進症の双胎例」	 八尾市立病院小児科　橋本　直樹　他
P-354	 「当科における診断基準変更後の妊娠糖尿病症例の検討	」	

大阪市立総合医療センター周産期センター産科　田中　和東　他
P-355	 「ジアゾキシドの内服開始翌日にショックとなり，薬剤との関連が疑われた一例」	

東京都立小児総合医療センター　青木　良則　他
P-356	 「6カ月以上の内服加療を要した新生児甲状腺機能亢進症の一例」	 三重県立総合医療センター　山下　敦士　他
P-357	 「極低出生体重児の修正40週前後のIGF-1値の検討　―血中総タンパク，亜鉛との関係―」	

旭川厚生病院小児科　白井　　勝　他
P-358	 「界面活性剤によるインスリン吸着予防の新生児での効果」	 茨城県立こども病院新生児科　吾郷　耕彦　他	
P-359	 「当院にて新生児高インスリン性低血糖にたいしジアゾキサイド療法をおこなった症例のまとめ」	

土浦協同病院新生児集中治療科　朝田　五郎　他

15：36〜16：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「内分泌2」
 座長：国立病院機構福島病院　氏家　二郎
P-360	 「甲状腺機能異常と周産期合併症に関する検討」	 鳥取大学医学部附属病院女性診療科　経遠　孝子　他
P-361	 「Basedow病合併妊娠中に胎児甲状腺機能低下による胎児甲状腺腫を認め子宮内治療を行った一例」	

兵庫医科大学病院　小熊　朋子　他
P-362	 「未治療のBasedow病母体より出生した先天性中枢性甲状腺機能低下症の一例」	

社会医療法人愛仁会千船病院産婦人科　高橋　良輔　他
P-363	 「超音波検査で機能低下性胎児甲状腺腫と診断し羊水内にレボサイロキシンを投与した2例」	

京都大学医学部婦人科学産科学教室　藤田　浩平　他
P-364	 「胃破裂を合併した先天性甲状腺機能低下症の1例」	 自治医科大学小児科学　小林　　瑞　他	
P-365	 「ヨード含有造影剤による母体の子宮卵管造影検査が原因と考えられた新生児甲状腺機能低下症の同胞例」	

信州大学医学部小児医学講座　島　　庸介　他
P-366	 「母乳経由によるヨウ素過剰が原因と考えられた新生児甲状腺機能低下症の1症例」	

国立成育医療研究センター病院周産期センター　岡田　朋美　他

14：00〜14：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「黄疸」
 座長：東邦大学医療センター佐倉病院小児科　沢田　　健
P-367	 「新生児期より経過をフォローしているDubin-Johnson症候群の1例」	 香川大学小児科　岡田　　仁　他	
P-368	 「母児同室中児の生後の黄疸の経過への在胎週数の影響の検討」	 済生会兵庫県病院小児科　山根　正之　他	
P-369	 「当院における黄疸による再入院例について」	

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター新生児科　木里　頼子　他
P-370	 「アルブミン治療が奏効した高アンバウンドビリルビン血症症例」	 公立豊岡病院組合立豊岡病院　上田　雅章　他
P-371	 「当院における早発黄疸についての検討」	 国立国際医療研究センター　森　　朋子　他

14：30〜15：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「腫瘍」
 座長：福岡大学病院総合周産期母子医療センター産科　吉里　俊幸
P-372	 「自然妊娠に伴う黄体化過剰反応を反復した一例」	 東海大学医学部専門診療学系産婦人科　佐藤　　茂　他
P-373	 「当院で経験した胎児共存奇胎の一例」	 信州大学医学部産科婦人科　高津亜希子　他	
P-374	 「当院における乳癌合併妊娠の3症例」	 山形大学医学部産科婦人科　高橋可菜子　他
P-375	 「極低出生体重児の苺状血管腫への治療介入時期について」	

横浜労災病院周産期センター新生児内科　松井　美優　他

3日目　7月16日（火）
第6会場（ポスター②）（411+412）
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P-376	 「28週で早期分娩した後interventional	radiologyを併用して腫瘍摘出を行った仙尾部奇形腫の1例」	
国立成育医療研究センター外科　大野　通暢　他

P-377	 「妊娠期乳癌の3症例」	 東海大学医学部専門診療学系産婦人科　西村　　修　他
P-378	 「生後早期に左肺全摘術を行なった，先天性嚢胞状腺腫様奇形合併超低出生体重児の1例」	

長崎医療センター小児科　山下　　文　他

14：00〜14：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「分娩4」
 座長：高知大学産婦人科　池上　信夫
P-379	 「Cesarean　hysterectomyにおける総腸骨動脈バルーンカテーテル留置の有用性」	

静岡県立総合病院　丸山　俊輔　他
P-380	 「産科大量出血に対する子宮動脈塞栓術の臨床的検討」	 福山医療センター　山本　　暖　他
P-381	 「メトロイリンテルを用いたバルーンタンポナーデ法は弛緩出血に有効である」	

山口県立総合医療センター　三輪一知郎　他
P-382	 「産科大量出血に対して経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）を行った症例の検討」	

名古屋市立西部医療センター産婦人科　加藤　智子　他
P-383	 「当院における前置胎盤の止血法の新たな試み」	 名古屋第二赤十字病院　清水　　顕　他
P-384	 「産後出血に対し子宮動脈塞栓術を行った16例についての検討」	 大阪市立大学医学部産婦人科　北田　紘平　他
P-385	 「子宮内バルーンタンポナーデ法を施行した産褥出血42症例の検討」	

北九州市立医療センター総合周産期母子医療センター　髙島　　健　他

14：42〜15：06
一般演題（ポスター）　口頭発表「分娩5」
 座長：順天堂大学医学部附属静岡病院産婦人科　田中　利隆
P-386	 「秋田県の二次・三次施設における帝王切開麻酔の現状」	 秋田県産婦人科学会　小原　幹隆　他
P-387	 「胎児心拍数モニタリング判読時に有用な「一過性徐脈の判読のための早見表」の作成とその効果についての検証」	

東広島医療センター産婦人科　田中　教文　他
P-388	 「地方自治体周産期医療研修事業としてのALSOプロバイダーコース開催報告」	

神奈川県立こども医療センター産婦人科　石川　浩史　他
P-389	 「当院での癒着防止製剤の使用について」	 恵生会病院　内藤　子来　他	

15：06〜15：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「分娩6」
 座長：春日井市民病院産婦人科　早川　博生
P-390	 「子宮圧迫縫合法により子宮を温存し得た分娩時大量出血12症例の解析」	 浜松医科大学産婦人科　内田　季之　他
P-391	 「前置胎盤分娩の新生児呼吸障害症例における出生前背景についての検討」	

国立病院機構小倉医療センター臨床検査科　元島　成信　他
P-392	 「妊娠子宮捻転の一例」	 東北大学病院産婦人科　佐藤　孝洋　他
P-393	 「前置胎盤および低置胎盤に対する自己血貯血適応基準の再検討」	 奈良県立奈良病院　石橋　理子　他
P-394	 「分娩2時間後に産科危機的出血を呈した一症例」	 津軽保健生活協同組合健生病院　齋藤　美貴　他
P-395	 「当センターにおける常位胎盤早期剥離42症例の統計的検討」	 日本赤十字社医療センター　佐藤真之介　他	

15：42〜16：24
一般演題（ポスター）　口頭発表「胎盤・羊水3」
 座長：岩手医科大学産婦人科　菊池　昭彦
P-396	 「当科における遺残胎盤に対する保存的治療の検討」	 大分大学医学部産科婦人科　矢野　光剛　他
P-397	 「分娩後の胎盤遺残に関する検討」	 岐阜大学医学部附属病院　寺澤　恵子　他
P-398	 「絨毛膜羊膜炎が胎児肺に及ぼす影響」	 大阪市立総合医療センター新生児科　松村　寿子　他	
P-399	 「低置胎盤における3rd	trimester早期の警告出血は子宮頸管長短縮に関連する」	 福岡大学産婦人科　野尻　剛志　他
P-400	 「音響放射圧（ARFI）で測定した胎盤弾性を用いた新たな胎盤機能評価法」	 九州大学　杉谷麻伊子　他

3日目　7月16日（火）
第7会場（ポスター③）（413）
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P-401	 「当院で経験した慢性早剥・CAOS	が疑われた6例の検討」	
泉州広域母子医療センターりんくう総合医療センター　高岡　　幸　他

P-402	 「質量分析顕微鏡によるヒト胎盤におけるリン脂質発現の解析」	 浜松医科大学産婦人科　山崎　香織　他	

14：00〜14：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「胎盤・羊水4」
 座長：昭和大学産婦人科　長谷川潤一
P-403	 「超音波所見による胎盤機能不全の診断」	 独立行政法人国立病院機構佐賀病院　徳田　諭道　他
P-404	 「当院における臍帯付着部異常例に関する検討」	 兵庫県立こども病院周産期医療センター産科　牧志　　綾　他
P-405	 「臨床的羊水塞栓症における子宮体部筋層の肥満細胞活性の検討」	 浜松医科大学産婦人科　田村　直顕　他	

14：18〜14：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「胎盤・羊水5」
 座長：順天堂大学産婦人科　牧野真太郎
P-406	 「待機的管理を行った胎盤遺残に関する予後の検討」	

泉州広域母子医療センターりんくう総合医療センター　西川　愛子　他
P-407	 「臍帯動脈血流波形と臍帯動脈血管径，捻転度との関係の検討」	 京都第一赤十字病院　大久保智治　他
P-408	 「著明な凝固異常を呈するも自然軽快したPlacental	mesenchymal	dysplasiaの新生児例」	

千葉大学医学部附属病院小児科　小林　弘信　他
P-409	 「胎児期に中大脳動脈収縮期最高血流速度の上昇認め，出生後に新生児遷延性肺高血圧症を呈した過長臍帯の1例」	

奈良県立奈良病院　小川　憲二　他

14：42〜15：24
一般演題（ポスター）　口頭発表「多胎3」
 座長：順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　田嶋　　敦
P-410	 「MD双胎一児死亡後，生存児に孔脳症を認めた一例」	 県立広島病院産婦人科　広岡由実子　他
P-411	 「急性呼吸不全による心停止を来し，母体，新生児共に救命し得た周産期心筋症の一例」	

岡崎市民病院　山田　玲菜　他
P-412	 「ラジオ波凝固術後羊水過多改善まで5週間を要した無心体双胎の1例」	 琉球大学医学部附属病院　金城　忠嗣　他
P-413	 「当院におけるselective	IUGRの予後」	 山形県立中央病院産婦人科　前川　絢子　他	
P-414	 「当科におけるselective	FGR	8症例の検討」	 広島大学病院産科婦人科　向井百合香　他
P-415	 「一絨毛膜二羊膜双胎の妊娠転帰　体外受精と自然妊娠の比較検討」	

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　望月　昭彦　他
P-416	 「FLP施行後，受血児に肺動脈狭窄症をきたし，供血児に頭部MRI異常を認めたTTTSの1例」	

信州大学医学部小児医学講座　才田　　謙　他

15：24〜16：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「多胎4」
 座長：稲城市立病院　北井　啓勝
P-417	 「妊娠末期に胎内死亡児娩出後,妊娠継続ができた双胎妊娠の1例」	 総合母子医療センター愛育病院　桧垣　　博　他	
P-418	 「Twin	Anemia	-	Polycythemia	sequenceの自然発生頻度」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター　横内　　妙　他
P-419	 「一児がDandy	Walker症候群の一絨毛膜二羊膜双胎例」	北里大学病院総合周産期母子医療センター　古江　明子　他	
P-420	 「妊娠初期の一絨毛膜二羊膜性双胎一児死亡の影響で，生児に水無脳症及び眼・皮膚の虚血性変化が現れた一症例」	

社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院産婦人科　坪内　弘明　他
P-421	 「妊娠15週に一児胎児死亡後に生存児に水頭症をきたした1例」	

和歌山県立医科大学産科婦人科　八木　重孝　他
P-422	 「一絨毛膜二羊膜双胎一児死亡後の生存児に発症した先天性腸管閉鎖の二例」	

愛媛県立中央病院産婦人科　石丸真理子　他

3日目　7月16日（火）
第7会場（ポスター④）（413）
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14：00〜14：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「早産・前期破水1」
 座長：北海道立子ども総合医療・療育センター新生児科　新飯田裕一
P-423	 「妊娠初期の頚管長は早産予知マーカーとなりうるか」	 ベルランド総合病院産婦人科　脇本　　剛　他
P-424 「全前置胎盤における早産のリスク因子」	 日本医科大学産婦人科学教室　関口　敦子　他
P-425 「睡眠障害と妊娠合併症の関連－妊娠12週から16週の睡眠障害が子宮収縮増加に与える影響」	

秦野赤十字病院産婦人科　太田　　創　他
P-426	 「当院における妊娠34週未満のpreterm	PROMに関する検討」	

産業医科大学病院総合周産期母子医療センター　朝永　千春　他
P-427	 「予後良好な妊娠20週未満の前期破水症例に関する臨床所見の検討」	 日本バプテスト病院産婦人科　鈴木　尚子　他	
P-428	 「妊娠18週で破水後，正期産に至り新生児予後が良好であった一例」	 公立昭和病院産婦人科　鮫島　大輝　他	
P-429	 「クラミジア感染症を契機に前期破水し早産に至り，産褥子宮内感染を呈した未受診妊婦の一例」	

福井県立病院産婦人科　鏡　　京介　他

14：42〜15：18
一般演題（ポスター）　口頭発表「早産・前期破水2」
 座長：大阪市立大学小児科　田中あけみ
P-430	 「当院における在胎26週未満早産児の分娩様式と児の予後についての検討」	

社会医療法人愛仁会千船病院産婦人科　安田　立子　他
P-431	 「子宮頚部円錐切除術後妊娠の予後因子についての後方視的検討（多施設共同調査）」	

静岡県立こども病院周産期センター産科　杉山　　緑　他
P-432 「3通りの方法で妊娠中に管理されそれぞれ違う経過をたどった頸管無力症の1例」	

帝京大学医学部産婦人科　福井　志保　他
P-433	 「子宮頸管縫縮術の治療成績に関する検討」	 苫小牧市立病院　赤石　理奈　他
P-434	 「当院における超低出生体重児の娩出法に関する検討」	 大阪赤十字病院産婦人科　三瀬　有香　他
P-435 「在胎34週未満で出生した早産児における出生前ステロイド投与と児の短期予後」	

京都第一赤十字病院新生児科　小谷　　牧　他

15：18〜16：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「早産・前期破水3」
 座長：順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科　吉田　幸洋
P-436	 「産科－小児科データベース連結の試み（第2報）：極低出生体重児の母体MgSO4投与と3歳時予後との関連」	

大分県立病院産婦人科　吉冨　智幸　他
P-437	 「産科－小児科データベース連結の試み（第1報）：日産婦周産期登録と新生児臨床研究ネットワークデータ連結」	

大分県立病院産婦人科　佐藤　昌司　他
P-438	 「入院管理を要した絨毛膜下血腫の予後因子に関する検討」	 長崎大学医学部産婦人科　吉田　　敦　他
P-439	 「塩酸リトドリンにより無顆粒球症を呈した3症例」	 順天堂大学医学部附属静岡病院　植木　典和　他
P-440	 「切迫早産に対する子宮収縮抑制剤の投与方法と新生児予後の検討」	

京都府立医科大学附属病院周産期診療部NICU　鍋島加名栄　他
P-441	 「日本在住妊婦の歯周病罹患状態が早産に及ぼす影響（第3報）」	 昭和大学歯学部歯周病学講座　小出　容子　他
P-442	 「切迫早産に対する塩酸リトドリン投与により，無顆粒球症を発症した2例」	

島根大学医学部産科婦人科　満尾　友美　他

16：00〜16：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「早産・前期破水4」
 座長：藤田保健衛生大学産婦人科　関谷　隆夫
P-443	 「当院における妊娠36週以前の自然早産における胎盤病理と母体臨床像の検討」	

ベルランド総合病院産婦人科　南　　李沙　他
P-444	 「重症切迫流早産例の予後における危険因子についての検討」

青森県立中央病院　湯澤　　映　他

3日目　7月16日（火）
第8会場（ポスター⑤）（414+415）

日本周産期・新生児医学会雑誌第49巻.indd   520 13.6.19   3:06:50 PM



5212013 ( 平成 25 ) 年 6 月

７
月
16
日（
火
）

P-445	 「絨毛膜下血腫発症の後にAmnitic	fluid	sludgeを認め流早産に至った2症例」	
日本医科大学女性診療科・産科　深見　武彦　他

P-446	 「22 ～ 29週の早産における分娩時期の指標としてのCRP値について」	 姫路赤十字病院産婦人科　佐野　友美　他	
P-447	 「細菌性腟症に対してscreening・治療を施行したことによる早産率の変化」	

古賀総合病院	産婦人科　高橋　典子　他
P-448	 「切迫早産症例に対する羊水穿刺の検討」	 宮崎大学医学部産婦人科　牧　　洋平　他	

14：00〜14：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝7」
 座長：聖マリアンナ医科大学小児外科　北川　博昭
P-449	 「出生時より重篤な経過をたどり死亡した先天性筋強直性ジストロフィーの同胞例」	

名古屋第一赤十字病院総合周産期母子医療センタ－新生児科　神澤　孝洋　他
P-450	 「胎児期に四肢短縮と胸郭低形成を指摘された先天性脊椎骨端異形成症（SEDC）の1例」	

名古屋市立西部医療センター　小林　美月　他
P-451	 「人工呼吸管理を必要とする重症骨系統疾患児の実態調査の報告」	 長野県立こども病院　古賀　政宏　他
P-452	 「frontonasal	dysplasiaの1例」	 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　村上　優子　他
P-453	 「在宅医療に移行できた致死性骨異形成症1型の1男児例」	 県立奈良病院新生児集中治療室　恵美須礼子　他	

14：30〜15：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝8」
 座長：順天堂大学小児外科　山高　篤行
P-454	 「先天性魚鱗癬様紅皮症の1例」	 信州大学医学部小児医学講座　才田　　謙　他
P-455	 「自宅退院できた在胎25週，542gの18トリソミーの一例」	 東京都立小児総合医療センター新生児科　緒方　大輔　他
P-456	 「胎児水腫を合併した先天性乳び胸の死亡に関係する因子の検討」	

国立成育医療研究センター周産期センター　花井　彩江　他
P-457	 「頭部MRIにて白質病変を認めた48,XXXXの一例」	 国立病院機構長良医療センター小児科　宮崎久美子　他
P-458	 「出生前の羊水過多を契機とし，生後の呼吸・嚥下障害が診断の手掛かりとなったCHARGE症候群の1例」	

地方独立行政法人加古川市民病院機構加古川西市民病院　稲熊洸太郎　他
P-459	 「肥厚性幽門狭窄症を合併したプラダ―ウィリー症候群の1例」	神戸市立医療センター中央市民病院　田中麻希子　他
P-460	 「新生児期・乳児期早期に血管内治療を要した脳血管奇形の3例」	 九州厚生年金病院小児科　山本　順子　他	

15：12〜15：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝9」
 座長：岩手医科大学臨床遺伝学科　福島　明宗
P-461	 「出生前に疑われた先天性副腎皮質過形成の一例」	 瀬戸病院産婦人科　田口　彰則　他
P-462	 「正常核型であった胎児Cystic	hygromaの3例」	 岩手医科大学産婦人科　金杉　知宣　他
P-463	 「当院における過去3年間での13	trisomy	8例の検討」	 日本赤十字社医療センター産婦人科　堂園　　渓　他	

15：30〜16：00
一般演題（ポスター）　口頭発表「先天異常・染色体・遺伝10」
 座長：京都大学医学部附属病院遺伝子診療部　三宅　秀彦
P-464 「家族内発症が疑われた胎児無動シーケンスの1例」	 群馬大学附属病院産科婦人科　定方　久延　他
P-465	 「出生前に診断した短食道，小胃症の一例」	 熊本市民病院産婦人科　品川　貴章　他
P-466	 「先天性食道閉鎖症を伴った4pトリソミーの1例」	 千葉大学医学部付属病院周産期母性科　田中　宏一　他
P-467	 「巨大膀胱との鑑別に苦慮したOEIS症候群の1例」	

石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター産婦人科　平吹　信弥　他
P-468	 「妊娠27週で胎児治療を施行した無心体の1例」	 独立行政法人国立病院機構弘前病院　尾崎　浩士　他	

3日目　7月16日（火）
第8会場（ポスター⑥）（414+415）
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14：00〜14：42
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠7」
 座長：山形市立病院済生館産婦人科　酒井　伸嘉
P-469	 「産褥期にA群溶連菌による敗血症を発症した症例」	 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-470	 「妊娠22週で常位胎盤早期剥離となった2症例」	 国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター　佐々木　晃　他	
P-471	 「前置癒着胎盤保存的療法中にDICとなった一例」	

沖縄県立中部病院総合周産期母子医療センター産科　中澤　　毅　他
P-472	 「右鎖骨下静脈破裂による血胸から出血性ショックとなり救命し得なかった神経線維腫症（NF）1型合併妊娠の1症例」	

八戸市立市民病院　今井　紀昭　他
P-473	 「産褥期に左腎動脈瘤破裂を発症した1症例」	 大阪労災病院産婦人科　中村　　涼　他
P-474	 「当院で治療したHELLP症候群19例の臨床的検討―その管理上の問題点について」	

岐阜県総合医療センター　桑原　和男　他
P-475	 「妊娠を契機に発症した抗NMDA受容体抗体陽性脳炎の1例」	 藤田保健衛生大学医学部産婦人科　宮㟢　　純　他	

14：42〜15：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠8」
 座長：徳島大学病院周産母子センター　前田　和寿
P-476	 「当院における精神疾患合併妊娠の検討」	 さいたま赤十字病院　中村　　学　他
P-477	 「当院における6年間の精神疾患合併妊娠の検討」	 高知大学医学部産科婦人科　松島　幸生　他
P-478	 「自殺企図妊婦の1例―精神障害者（自殺企図・自傷行為）の妊婦診療体制構築への要望」	

総合母子保健センター愛育病院　中山　摂子　他
P-479	 「当院における精神・神経疾患合併妊娠の後方視的検討」	

琉球大学医学部附属病院周産母子センター産科　平良　理恵　他
P-480	 「周産期メンタルヘルスケア管理導入による精神疾患合併母体児の検討」	 兵庫医科大学病院小児科　皆川　京子　他	

15：12〜15：48
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠9」
 座長：東邦大学医療センター大森病院産婦人科　前村　俊満
P-481	 「帝王切開後急性尿細管壊死を起こし，管理に難渋した巨大子宮筋腫合併妊娠の1例」	

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　平田真由美　他
P-482	 「妊娠初期に黄体化過剰反応と診断し保存的に妊娠管理をおこなった一例」	

奈良県立医科大学産婦人科学教室　植栗　千陽　他
P-483	 「当院で妊娠期間中に外科的治療（腹腔鏡下・開腹手術）を行った卵巣腫瘍合併妊娠の検討」	

三重県立総合医療センター　小林　良成　他
P-484	 「子宮頸部腫瘍に対する妊孕性温存療法後の頸管狭窄の3例」	 東邦大学医療センター大森病院　青木　千津　他
P-485	 「妊娠中の正常卵巣茎捻転に対する検討」	 大阪医科大学産婦人科学教室　伊藤　理恵　他
P-486	 「当院における過去48カ月手術を施行した卵巣腫瘍合併妊娠の検討」	

東京医科大学産科婦人科学教室　小島　淳哉　他

15：48〜16：30
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠10」
 座長：愛仁会高槻病院産婦人科　中後　　聡
P-487	 「陣痛発来まで待機的に管理し得た周産期心筋症の一例」	 町田市民病院産婦人科　西村　陽子　他
P-488	 「妊娠中に発症した静脈血栓塞栓症（venous	thromboembolism；VTE）5例の検討」	

さいたま赤十字病院　木暮さやか　他
P-489	 「頭痛を伴わない分娩後脳アンギオパチーにて下肢完全麻痺を来した1例」	 黒部市民病院産婦人科　高地　圭子　他	
P-490	 「当院における妊娠産褥の静脈血栓塞栓症の検討」	 獨協医科大学産科婦人科　大島　教子　他	
P-491	 「当院における3年間での妊娠に関連する脳血管障害の検討」	

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター　北代　祐三　他

3日目　7月16日（火）
第9会場（ポスター⑦）（416+417）
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P-492	 「妊娠31週に腹臥位・全身麻酔下で手術を行った腰椎椎間板ヘルニア合併妊娠の1例」	
千葉大学医学部附属病院　岡山　　潤　他

P-493	 「妊婦のVTE診断に対するD-dimerの有用性」	 北海道大学病院産婦人科　河口　　哲　他	

14：00〜14：36
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠11」
 座長：医療法人帯経会さくら産院　泉　　章夫
P-494	 「乳房温存手術を施行した乳癌合併妊娠の1例」	

島根県立中央病院総合周産期母子医療センター産婦人科　西村　淳一　他
P-495	 「分娩経過中に疲労との鑑別が困難な嗜眠を呈したPRESの1症例」	 国立病院機構京都医療センター　上田　優輔　他	
P-496	 「妊娠中に診断され，腹腔鏡下副腎摘出術が必要となった原発性アルドステロン症の1例」	

山口県済生会下関総合病院　藪内　恭子　他
P-497	 「硬膜外無痛分娩6症例の経験（妊娠高血圧症候群，脳動静脈奇形術後てんかん合併，大動脈弁狭窄症合併妊婦）」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター　三島　　隆　他
P-498	 「卵管間質部妊娠既往女性が妊娠35週に不全子宮破裂を来した1例」	 東北大学病院産婦人科　濱田　裕貴　他	
P-499	 「産褥期に頻発した反復性過眠症合併妊娠の一例」	 さいたま市立病院　矢久保和美　他	

14：36〜15：12
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠12」
 座長：鹿児島市立病院産科　上塘　正人
P-500	 「血液型不適合妊娠管理における胎児中大脳動脈収縮期最高血流速度測定の有用性についての検討」	

奈良県立医科大学産婦人科　佐道　俊幸　他
P-501	 「当院における40歳以上の高齢妊娠の周産期予後の検討」	 豊見城中央病院　安座間　誠　他
P-502	 「当院における超高齢妊娠（Extremely	AMA）の予後の後方視的検討」	 大阪大学産科婦人科学　熊澤　惠一　他
P-503	 「当院における帝王切開前の貯血式自己血貯血の現状」	 東邦大学医療センター大森病院産婦人科　宗　　晶子　他
P-504	 「妊娠中の非産科手術時胎児心拍数モニタリング～全身麻酔下胎児心拍数基線細の消失・減少は一過性である～」	

聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター産科　成瀬　寛夫　他
P-505	 「糖代謝異常のない妊婦における妊娠末期グリコアルブミン値と周産期予後の関連について」	

広島市立広島市民病院産科婦人科　舛本　明生　他

15：12〜15：48
一般演題（ポスター）　口頭発表「合併症妊娠13」
 座長：名古屋大学産科婦人科　小谷　友美
P-506	 「妊娠，産褥期に脳静脈洞血栓症を発症した先天性AT3欠乏症の2症例」	

名古屋大学医学部付属病院産婦人科　松川　　哲　他
P-507	 「妊娠高血圧症候群を呈した脳腫瘍合併妊娠の一例」	 成田赤十字病院産婦人科　清水久美子　他	
P-508	 「もやもや病合併妊娠の臨床的検討：分娩方法が分娩時血圧変動に与える影響」	

秋田大学大学院医学系研究科産婦人科学講座　富樫嘉津恵　他
P-509	 「FLP後脳梗塞を発症したプロテインS欠乏症の一例」	 京都第一赤十字病院　間嶋　　恵　他
P-510	 「妊娠中に脳動静脈奇形破裂を認めた2症例」	

石川県立中央病院いしかわ総合母子医療センター産婦人科　篠倉　千早　他
P-511	 「妊娠中に脳出血を発症した3症例」	 香川県立中央病院産婦人科　渋川　昇平　他	

8：30〜9：42
一般演題（口演）「分娩4」
 座長：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　坂井　昌人
O-459	 「経腟超音波検査による頸管腺領域像の検出による手術分娩の予測についての検討」	

藤田保健衛生大学医学部産婦人科　南　　元人　他

3日目　7月16日（火）
第9会場（ポスター⑧）（416+417）

3日目　7月16日（火）
第10会場（418）

日本周産期・新生児医学会雑誌第49巻.indd   523 13.6.19   3:06:50 PM



524 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 49 巻　第 2 号

O-460	 「妊娠リスク自己評価表による緊急帝王切開術の予測」	
トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科　眞山　学徳　他

O-461	 「分娩後出血に対する選択的動脈塞栓術の検討」	 神戸大学大学院医学研究科産科婦人科　山崎　友維　他	
O-462	 「胎動数を自動的に計測しその減少に対して警報音を発するFMAM	recorderの開発」	

帝京大学医学部産婦人科　鎌田　英男　他
O-463	 「経腟分娩後次回妊娠までの間隔は，次回妊娠予後に関連するか」	 聖隷浜松病院産科　武藤はる香　他	
O-464	 「帝王切開後の子宮前壁楔状欠損の発生とリスク因子」	

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生殖周産期部門　炭竈　誠二　他
O-465	 「帝王切開後の妊娠間隔と次回妊娠転帰に関する検討」	 聖隷浜松病院産科　加藤　晴子　他
O-466	 「長期の妊娠間隔は，次回妊娠の流早産，PIH発症に関連するか」	 聖隷浜松病院産科　武藤はる香　他	

9：42〜10：54
一般演題（口演）「分娩5」
 座長：葛飾赤十字センター産婦人科　鈴木　俊治
O-467	 「妊娠前BMIおよび妊娠中の体重増加と周産期予後の関係」	 大阪医科大学産婦人科　田中　智人　他
O-468	 「47都道府県の帝王切開率と産科医療供給体制資源の関与の検討」	

三重大学医学部産科婦人科学教室　二井　理文　他
O-469	 「産科危機的出血に対する動脈塞栓術の効果について」	

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　谷口　華子　他
O-470	 「最近5年間の我が国の病院，診療所の帝王切開率の検討」	 三重大学医学部産婦人科教室　前田　佳紀　他	
O-471	 「当院における45歳以上の分娩　～最近6年間の傾向と転帰～」	 聖路加国際病院女性総合診療部　彦坂　慈子　他	
O-472	 「当院における帝王切開時の抗生剤予防投与に関する検討」	 岐阜大学病院産科婦人科　竹中　基記　他
O-473	 「ローリスク妊婦における医師管理群と院内助産管理群の周産期予後の検討」	 千船病院産婦人科　岡田　十三　他
O-474	 「当院における選択的帝王切開症例の検討」	 大垣市民病院第二小児科　鈴木　俊彦　他	

13：20〜14：32
一般演題（口演）「分娩6」
 座長：浜松医科大学産婦人科家庭医療学講座　杉村　　基
O-475	 「子宮前壁を覆う全前置胎盤に対する帝王切開時の工夫」	 函館中央病院産婦人科　石塚　泰也　他
O-476	 「子宮内バルーンタンポナーデ法の奏功率を高める工夫」	 京都大学医学部婦人科学産科学教室　近藤　英治　他
O-477	 「常位胎盤早期剥離・子宮内胎児死亡時における分娩様式の検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター　嶋田　真弓　他
O-478	 「既往帝王切開後に妊娠し完全子宮破裂を来した一例」	 浜松医科大学産婦人科　東堂　祐介　他
O-479	 「当院における前置胎盤症例の予定帝王切開時期の検討」	 県立広島病院　児玉　美穂　他
O-480	 「子宮内胎児死亡を伴う常位胎盤早期剥離の分娩管理」	 筑波大学医学医療系産科婦人科学　玉井はるな　他
O-481	 「Low	risk妊婦に限定した助産師主体の分娩施設における分娩転帰の検討」	

聖路加国際病院女性総合診療部　小野健太郎　他
O-482	 「無症候性の産褥子宮内仮性動脈瘤：1カ月健診時診断の重要性」	

自治医科大学医学部産科婦人科学講座　猿山　美幸　他

14：32〜15：53
一般演題（口演）「分娩7」
 座長：横浜市立大学付属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター　高橋　恒男
O-483	 「正期産単胎分娩におけるlow	Apgarと臍帯動脈血low	pHの発達予後不良予測因子としての意義」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　日高　庸博　他
O-484	 「当科における死産症例の検討」	 水戸済生会総合病院　山田　直樹　他	
O-485	 「宗教的事由による帝王切開忌避妊婦に対する医学的・倫理学的・法的立場からの考察」	

川崎医科大学産婦人科　中井祐一郎　他
O-486	 「当院における「東京都母体救命搬送システム」症例から出生した新生児に関する検討」	

日本大学医学部小児科学系小児科分野　臼倉　幸宏　他
O-487	 「近赤外線時間分解分光法による分娩時の脳血流測定―特に陣痛間歇時と怒責時の脳血流量変化について―」	

浜松医科大学周産母子センター　鈴木　一有　他
O-488	 「分娩シミュレーターを用いた多職種参加型母児急変対応ワークショップの実施経験」	

千葉大学医学部附属病院周産期母性科　長田　久夫　他
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O-489	 「妊娠17週に発生した子宮破裂の一例」	 仙台市立病院　林　　千賀　他	
O-490	 「当院における母体救命搬送症例の検討」	 東京都立墨東病院産婦人科　林　　瑞成　他	
O-491	 「選択的帝王切開術における臍帯血ガスおよび乳酸値についての検討」	

東京都立多摩総合医療センター　光山　　聡　他

8：30〜9：42
一般演題（口演）「周産期脳障害の最前線」
 座長：岡山大学産科・婦人科　平松　祐司
O-492	 「絨毛膜羊膜炎が低出生体重児の神経学的予後に及ぼす影響」	 名古屋市立西部医療センター小児科　福田　純男　他	
O-493	 「胎児炎症反応症候群（FIRS）の制御にむけて～飽和水素水の可能性～」	 名古屋大学病院　今井　健史　他	
O-494	 「周産期脳障害と感染の関連機序および予防の可能性についての検討　－新生仔ラットモデルを用いて－」	

川崎医科大学産婦人科学教室　冨松　拓治　他
O-495	 「胎生期の脳白質損傷がoligodendroglia系細胞の発達に与える影響」	

東北大学病院周産母子センター　北西　龍太　他
O-496	 「子宮内感染が関与した周産期脳障害症例の検討」	 独立行政法人国立病院機構佐賀病院産婦人科　　神下　　優　他	
O-497	 「胎児炎症反応症候群（Fetal	Inflammatory	Response	Syndrome）関連疾患としての周産期脳障害」	

日本医科大学武蔵小杉病院新生児科　島　　義雄　他
O-498	 「臍帯動脈血S100B濃度からみた子宮内感染の胎児脳神経障害への関与と好中球エラスターゼ阻害剤による予防策」	

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　正岡　直樹　他
O-499	 「2012年度に当院で経験した先天性風疹症候群の2例」	

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児科　藤岡　一路　他

9：42〜10：54
一般演題（口演）「育児支援1」
 座長：愛育病院新生児科　加部　一彦
O-500	 「当院における未受診妊婦・とびこみ分娩の検討」	 京都第一赤十字病院産婦人科　山本　浩之　他
O-501	 「帝王切開分娩において母乳栄養を阻害する要因の検討」	 日本赤十字社医療センター　山田　　学　他
O-502	 「新生児虐待防止に向けた行政と産科医療機関の連携-特定妊婦の要因検討-」	

岡山大学大学院保健学研究科　安川　純代　他
O-503	 「当院NICU入院児における在宅移行の変化に関する検討」	 群馬県立小児医療センター新生児科　市之宮健二　他
O-504	 「18トリソミーの出生前告知を受けた母親の心理的支援～母と子の出会いのプロセスと治療方針の決定～」	

鳥取大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　林　美奈子　他
O-505	 「HTLV-1キャリア女性の産後1か月時のメンタルヘルスに関する検討」	

昭和大学医学部小児科学講座　水野　克己　他
O-506	 「当院での精神疾患合併妊娠症例における後方視的検討」	 国立病院機構小倉医療センター産婦人科　松本　恵美　他
O-507	 「NICUから小児在宅医療への円滑な移行，運営を目指した同職種，多職種ワークショップの有用性」	

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　側島　久典　他

10：54〜11：57
一般演題（口演）「育児支援2」
 座長：昭和大学小児科　水野　克己
O-508	 「新生児健診におけるiPad問診票システムの活用」	

名古屋大学医学部附属病院メディカルITセンター　吉田　　茂　他
O-509	 「Late	preterm	児の管理と栄養方法についての検討」	 国立病院機構京都医療センター小児科　河田　　興　他	

O-510	 「当院の総合周産期母子医療センターにおける臨床心理士の活動拡充の歩みと複数配置による現在の活動報告」	
社会医療法人愛仁会高槻病院　小寺　智子　　

O-511	 「当院における正期産児のNICU入院リスクと入院時期の検討～安全な帝王切開後母児同室を目指して～」	
東京女子医大八千代医療センター新生児科　佐藤　雅彦　他

O-512	 「当院における未成年女性の妊娠・分娩の検討」	 阪南中央病院　楠本　裕紀　他	
O-513	 「当院における若年妊娠・出産の現状と課題」	 公立陶生病院小児科　家田　訓子　他	

3日目　7月16日（火）
第11会場（419）
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O-514	 「胎児虐待をどう防ぐか．妊娠判明時からの社会的，精神的ハイリスク妊婦への対策」	
岩手県立二戸病院産婦人科　秋元　義弘　　

13：20〜14：14
一般演題（口演）「治療困難症例1」
 座長：東京大学産婦人科　山下　隆博
O-515	 「機械弁置換術後妊娠に対する未分画ヘパリンによる抗凝固療法の検討」	

国立循環器病研究センター周産期科・婦人科　田中　博明　他
O-516	 「神経線維腫症に合併した褐色細胞腫クリーゼを契機に発症した心肺虚脱型羊水塞栓症の1例」	

福井大学医学部産科婦人科　高橋　　望　他
O-517	 演題取り下げ
O-518	 「高齢女性に対する生殖補助医療と分娩転帰」	 順天堂大学産婦人科　青木　洋一　他
O-519	 「広範囲な子宮頸部切除症例に対する子宮峡部頸管縫縮術についての検討」	

昭和大学医学部産婦人科学教室　大槻　克文　他
O-520	 「妊孕性温存を希望した頚管妊娠症例に対する保存的治療法の検討」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学教室　増山　　寿　他

14：14〜15：08
一般演題（口演）「治療困難症例2」
 座長：昭和大学産婦人科　下平　和久
O-521	 「13・18・21トリソミーの胎盤病理と解剖所見」	 都立大塚病院検査科　有澤　正義　　
O-522	 「胎児発育不全を胎盤病理で分類する」	 都立大塚病院　有澤　正義　　
O-523	 「前置癒着胎盤には『保存的治療』で子宮を温存できる」	 京都大学医学部婦人科学産科学教室　近藤　英治　他
O-524	 「注意工夫を有する子宮筋腫合併例の帝王切開術」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　平松　祐司　　
O-525	 「前置癒着胎盤の子宮全摘術をいかに安全に行うか」	

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室　平松　祐司　　
O-526	 「常位胎盤早期剥離による緊急帝王切開術中にDIC・心停止をきたしたが，集学的治療により救命し得た一例」	

千葉大学医学部附属病院周産期母性科　井上万里子　他

15：08〜15：53
一般演題（口演）「治療困難症例3」
 座長：富山大学産婦人科　塩崎　有宏
O-527	 「点滴刺入部感染を繰り返し内服薬で治療した新生児感染症の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　岡崎　　薫　他
O-528	 「胎児異所性心房頻拍を長期管理しえた1例」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　三好　剛一　他
O-529	 「胎児診断された仙尾部奇形腫治療上の問題点　－難治性胎児水腫合併例を中心に－」	

北海道大学大学院医学研究科外科学講座消化器外科学分野1　岡田　忠雄　他
O-530	 「腸管壊死・腸閉鎖を伴った腹壁破裂にsutureless	closureを施行した1例」	 自治医科大学小児外科　小野　　滋　他	
O-531	 「新生児劇症肝不全および新生児期発症の先天性代謝異常症に対する肝移植治療－その適応と予後－」	

自治医科大学移植外科　水田　耕一　　

9：00〜11：00
シンポジウム11

「治療困難症例から学ぶ」	 座長：国立病院機構長良医療センター産科　　高橋雄一郎
  杏林大学小児科　野村　優子
1．「新生児期に発見された先天性気管狭窄症例の治療方針」	 自治医科大学小児外科　前田　貢作　他	
2．「出生直後に緊急ドレナージを施行したI型CCAMの1例」	 静岡県立こども病院小児外科　三宅　　啓　他	
3．「新生児慢性肺疾患（CLD）と胎盤病理」	 都立大塚病院　有澤　正義　　	
4．「心構造異常を伴う胎児徐脈性不整脈についての検討（胎児徐脈の胎児治療に関する現状調査2002-2008より）」	

国立循環器病研究センター　三好　剛一　他

3日目　7月16日（火）
第12会場（503）
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5．「後期流産の原因と次回妊娠への対策」	 長崎大学産婦人科　長谷川ゆり　他	
6．「妊娠中期までの流早産を反復した症例の検討」	

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院産婦人科　内田　崇史　他
7．「臍帯過捻転症例の予後を向上させるために」	 昭和大学　仲村　将光　　	
8．「予後不良が予測された胎児心疾患の検討」	 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器科部門　石戸　博隆　他	

11：00〜11：30
教育講演10

「周産期医療と医療安全―脳性麻痺の原因分析から学ぶ」
座長：宮崎大学医学部附属病院　池ノ上　克

演者：総合母子保健センター愛育病院　岡井　　崇

11：30〜12：00
教育講演11

「新生児の傷の目立たない手術への挑戦」
座長：杏林大学小児外科　韮澤　融司

演者：九州大学大学院医学研究院小児外科　田口　智章

13：00〜15：00
シンポジウム12

「大学における若手周産期専門医の育成」
座長：慶應義塾大学小児科　松崎　陽平

山形大学産科婦人科　堤　　誠司
座長の言葉	 慶応義塾大学小児科　松崎　陽平　　
1．「魅力ある教育と研修が周産期人材教育に繋がる～キャリアアップも家庭もあきらめない～」	

富山大学産婦人科　米田　徳子　他
2．「大学における若手周産期専門医の育成～指導医の立場として～」	

大阪大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　和田　和子　　
3．「周産期専門医取得の現状と課題」	 鳥取大学医学部附属病院女性診療科　荒田　和也　　	
4．「研修医の立場として～チェックリストを用いた当科における初期研修」	

東京女子医科大学東医療センター新生児科　邉見　伸英　　

15：00〜17：00
シンポジウム13

「周産期麻酔領域の教育とトレーニング」
座長：埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科　照井　克生

東京慈恵会医科大学 麻酔科　上園　晶一
1．「産科麻酔の研修を受けて」	 杏林大学医学部麻酔科　大橋　夕樹　　	
2．「小児麻酔の教育はどうあるべきか？ -麻酔のプロフェッショナルを目指して-」	

埼玉医科大学総合医療センター産科麻酔科　松田　祐典　　
3．「大学病院における産科麻酔教育の取り組み-産科麻酔に参加しよう-」	 兵庫医科大学麻酔科学講座　狩谷　伸享　他	
4．「北米の臨床麻酔フェローシップと麻酔科医教育」	 防衛医科大学校麻酔科学講座　田中　　基　　	
5．「新生児外科教育と周産期麻酔への要望」	 国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部外科　渕本　康史　他

8：30〜9：15
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道1」
 座長：慶應義塾大学産婦人科　峰岸　一宏
O-532	 「新生児期に小腸瘻を造設した児に対する小腸瘻閉鎖時期の検討」	 広島市立広島市民病院小児外科　佐伯　　勇　他
O-533	 「NECで結腸穿孔を来した新生児の1例」	 広島市立広島市民病院小児外科　佐伯　　勇　他
O-534	 「Hirschsprung病を合併したCurrarino症候群の親子例」	 大阪市立総合医療センター小児外科　大野　耕一　他	
O-535	 「低出生体重児の人工肛門造設術における合併症についての検討」	

関西医科大学付属枚方病院小児外科　中村　有佑　他

3日目　7月16日（火）
第13会場（501）

日本周産期・新生児医学会雑誌第49巻.indd   527 13.6.19   3:06:50 PM



528 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 49 巻　第 2 号

O-536	 「新生児におけるSegmental	dilatationの臨床的特徴」	 筑波大学医学医療系小児外科　増本　幸二　他	

9：15〜9：51
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道2」
 座長：順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科　岡崎　任晴
O-537	 「超低出生体重児における腸瘻閉鎖の時期とその後の発達の検討」	 東京都立大塚病院新生児科　大橋　祥子　他	
O-538	 「新生児仮死に合併する胆汁うっ滞症の臨床的検討」	 順天堂大学医学部小児科思春期科　村野　弥生　他	
O-539	 「組織所見に基づく超低出生体重児における消化管穿孔の再分類の試み」	

大阪府立母子保健総合医療センター新生児科　白石　　淳　他
O-540	 「超低出生体重児の麻痺性イレウスに対する保存的治療～ EDチューブを用いた減圧方法～」	

高槻病院新生児小児科　伊藤　由依　他

9：51〜10：36
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道3」
 座長：昭和大学小児外科　土岐　　彰
O-541	 「当初は胎便関連性腸閉塞を考えた小腸腸間膜裂孔ヘルニアの超低出生体重児例」	

広島市立広島市民病院小児外科　橋本晋太朗　他
O-542	 「肝脱出臍帯ヘルニアの治療経験－術後合併症を中心に－」	 神奈川県立こども医療センター外科　望月　響子　他
O-543	 「広範な腸管壊死を伴い失った腹壁破裂の1例」	 北里大学外科　横井　圭悟　他	
O-544	 「臍帯潰瘍の原因が羊水中の液性因子である可能性を示唆する双胎の一例」	

日本赤十字社医療センター小児外科　中原さおり　他
O-545	 「小児鼠径ヘルニア嵌頓症例の検討」	 帝京大学医学部小児外科　井上　幹也　他	

10：36〜11：21
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道4」
 座長：大阪市立大学小児科　斉藤　三佳
O-546	 「胎児期より腹部嚢胞を認め先天性胆道拡張症が疑われた二例」	

名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野　櫻井　典子　他
O-547	 「胎便性腹膜炎4例の出生前超音波所見」	 長崎大学産婦人科　福島　　愛　他
O-548	 「感染を契機に急激に肝不全となった壊死性腸炎術後の2例」	 東京大学小児外科　魚谷千都絵　他	
O-549	 「胎便関連性腸閉塞症に対するガストログラフィン注腸で穿孔を来した1例」	

大阪府立母子保健総合医療センター小児外科　合田　太郎　他
O-550	 「当院における新生児壊死性腸炎穿孔と新生児限局性腸管穿孔症例の検討」	

杏林大学医学部小児外科　渡邉　佳子　他

13：20〜13：56
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道5」
 座長：自治医科大学とちぎ子ども医療センター　前田　貢作
O-551	 「小児外科超低出生体重児における外科医療」	 神奈川県立こども医療センター外科　望月　響子　他	
O-552	 「Longitudinal	tapering	enterostomyを施行した短腸症候群を伴う小腸閉鎖症の一例」	

兵庫医科大学小児外科　米山　知寿　他
O-553	 「極・超低出生体重児の人工肛門閉鎖時期に関する検討」	 自治医科大学小児外科　薄井　佳子　他
O-554	 「Milk	curd	syndromeにより新生児壊死性腸炎を合併したと考えられた早産児の5例」	

藤田保健衛生大学医学部医学科　藤野　正之　他

13：56〜14：41
一般演題（口演）「消化器・肝・胆道6」
 座長：名古屋市立西部医療センター小児科　鈴木　　悟
O-555	 「新生児横隔膜ヘルニアにおける手術創の工夫：臍部小切開アプロ－チについて」	

茨城県立こども病院小児外科　矢内　俊裕　他
O-556	 「超低出生体重児腸管病変の病理組織学的検討」	 日本大学医学部小児外科　大橋　研介　他	
O-557	 「新生児期に診断された肝管欠損・肝門部無形性型胆道閉鎖症の1例」	獨協医科大越谷病院小児外科　田原　和典　他	
O-558	 「輸血関連壊死性腸炎の3症例の検討」	 自治医科大学小児外科　馬場　勝尚　他	
O-559	 「新生児外科疾患における臍を用いた小開腹手術法の展開」	 自治医科大学小児外科　辻　　由貴　他	
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14：41〜15：26
一般演題（口演）「FGR1」
 座長：大阪母子医療センター産婦人科　石井　桂介
O-560	 「FGR既往妊娠予後に与える因子について」	 鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター産科　谷口　博子　他
O-561	 「当院におけるFGR74例の検討」	 東京慈恵会医科大学産婦人科　野口　幸子　他
O-562	 「原因不明の胎児発育不全（FGR）児の胎児頭囲／腹囲比と周産期予後との関連」	

国立病院機構長崎医療センター産婦人科　山下　　洋　他
O-563	 「子宮内胎児発育遅延病態における胎盤のカルパインの関与」	 名古屋市立大学病院　後藤　志信　他
O-564	 「病因別の既往産科合併症例に対するヘパリン療法の有用性―凝固因子異常症例に対してヘパリンは効くのか―」	

東京慈恵会医科大学産婦人科　川口　里恵　他

15：26〜16：11
一般演題（口演）「FGR2」
 座長：国立病院機構長良医療センター産婦人科　高橋雄一郎
O-565	 「AGA児とSGA児における近赤外線時間分解分光法を用いた光散乱係数の比較」	

東京医科大学小児科　奈良昇乃助　他
O-566	 「Light	for	Date児として出生した極低出生体重児の幼児期低身長の頻度と予後因子」	

大阪府立母子保健総合医療センター　田口　貴子　他
O-567	 「羊水注入療法も含めたFGR117例の発達遅滞に関する多変量解析」	国立病院機構長良医療センター　志賀　友美　他	
O-568	 「日本人の妊娠中体重増加出生体重及び早産率の関係～平成22年乳幼児発育調査より～」	

国立成育医療研究センター研究所成育政策科学部　森崎　菜穂　他
O-569	 「28週未満，かつ-3.0	S.D以上の2型Severe	FGRの分娩決定因子の検討」	 長岡赤十字病院　鈴木　美奈　他	

8：30〜10：00
一般演題（口演）「出生前診断4」
 座長：川崎医科大学産婦人科　下屋浩一郎
O-570	 「胎児期に診断されたEbstein奇形，三尖弁異形成の15例の検討」	

国立循環器病研究センター周産期・婦人科　田中　佳世　他
O-571	 「胎児心臓超音波スクリーニング検査で発見された心疾患症例と見逃された症例の検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター産科　山下美智子　他
O-572	 「STIC利用の胎児遠隔診断支援システムによる胎児心疾患診断における実情と展望」	

京都府立医科大学大学院女性生涯医科学　藤澤　秀年　他
O-573	 「胎児心エコースクリーニングにSTIC解析法を併用する当院での意義」	 医療法人母恋天使病院　坂本　綾子　他
O-574	 「胎児右鎖骨下動脈起始異常に関する検討」	 徳島大学病院周産母子センター　加地　　剛　他
O-575	 「STICを用いた心室中隔欠損の胎児スクリーニングに関する検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター循環器科　塩野　展子　他
O-576	 「当院で胎児診断した血管輪29症例の検討」	 神奈川県立こども医療センター産婦人科　神保　覚子　他
O-577	 「母体抗SS-A抗体による胎児房室ブロック症例の心筋病変と胎児治療」	 久留米大学医学部小児科　前野　泰樹　他
O-578	 「胎児期に心室および大血管の左右差を認め，出生後に大動脈縮窄症と診断された5症例」	

山梨大学医学部地域周産期等医療学講座　奥田　靖彦　他
O-579	 「胎児先天性心疾患と胎盤・臍帯異常に関する検討」	 国立循環器病研究センター周産期・婦人科　田吹　邦雄　他	

10：00〜11：03
一般演題（口演）「出生前診断5」
 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-580	 「三次元超音波法を用いた日本人胎児Profile標準値の作成」	 生長会ベルランド総合病院産婦人科　峯川　亮子　他
O-581	 「4D超音波を用いた妊娠24から27週における胎児の表情の検討」	

香川大学医学部母子科学教室周産期学婦人科学　金西　賢治　他
O-582	 「無心体双胎の胎児治療前後の位相差トラッキング法を用いた胎児心機能計測」	

宮城県立こども病院産科　小澤　克典　他

3日目　7月16日（火）
第14会場（502）
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O-583	 「胎児骨系統疾患の診断に有用な胎児CTの被ばく線量軽減の試み」	
厚生労働科学研究費補助金・難治性疾患克服研究事業・致死性骨異形成症の診断と予後に関する研究班　澤井　英明　他

O-584	 「胎児CTにて出生前診断可能であった無顎症の1例」	 群馬県立小児医療センター産科　諏訪　裕人　他
O-585	 「胎児治療に関する有害事象共通用語規準（CTCAE）の提案～胸腔-羊水腔シャント術（TAS）を例に～」	

国立病院機構長良医療センター産科　高橋雄一郎　他
O-586	 「日本人胎児の長管骨基準値について」	 宮城県立こども病院産科　室月　　淳　他	

11：03〜11：39
一般演題（口演）「出生前診断6」
 座長：神奈川県立こども医療センター産婦人科　石川　浩史
O-587	 「当センターにおける羊水検査の検討と今後の展望」	 国立成育医療研究センター周産期センター　佐々木愛子　他
O-588	 「染色体数的異常迅速検出法としてのQF-PCR法と補足的FISH法の有用性について	-2,055例の検討から-」	

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-589	 「効率的な染色体数異常スクリーニングモデルとは	－実際の染色体数異常254例の検討から－」	

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-590	 「絨毛検査3,558例における染色体数異常・構造異常・正常変異と超音波所見の検討」	

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　夫　　律子　他

13：20〜14：05
一般演題（口演）「神経4」
 座長：東邦大学医療センター大森病院新生児科　川瀬　泰浩
O-591	 「新生児の血清チトクロムC値に関する検討　―第1報　臍帯血の基準値に関する検討―」	

熊本大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　平島　　要　他
O-592	 「新生児の血清チトクロムC値に関する検討　―第2報　日齢5新生児血の基準値に関する検討―」	

熊本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　岩井　正憲　他
O-593 「在宅管理へ移行した脳幹部機能を逸した重症児の1例」	 山梨県立中央病院新生児科　大山　哲男　他
O-594	 「新生児脳波における客観的指標の確立を目指して」	 久留米大学医学部小児科　海野　光昭　他
O-595	 「先天性高乳酸血症を呈し，E1αサブユニットPDHA1遺伝子に変異を認めたミトコンドリア病の2新生児例」	

東京大学医学部附属病院小児科　伊藤　　淳　他

14：05〜14：59
一般演題（口演）「栄養・代謝1」
 座長：練馬光が丘病院小児科　依田　　卓
O-596	 「正常新生児と低出生体重児，その母体における血中セレン濃度の差異」	

国立国際医療研究センター小児科　都築　慎也　他
O-597	 「小腸瘻造設児への経腸NaCl投与の体重増加効果の検討」	 広島市立広島市民病院小児外科　佐伯　　勇　他
O-598	 「母体に投与された硫酸マグネシウムの新生児に対する影響」	 昭和大学医学部小児科学講座　鈴木　　学　他
O-599	 「肝機能障害・体重増加不良の原因としてミトコンドリア呼吸鎖異常症が疑われたMD双胎の超体出生体重児の1例」	

東邦大学医療センター大森病院新生児科　斉藤　敬子　他
O-600	 「早産児における出生時の脂質，アポリポ蛋白代謝と微量元素との関連」	 順天堂大学医学部小児科　東海林宏道　他	
O-601	 「当院での経腸栄養早期確立の取り組みとその成果：「周産期医療の質と安全の向上のための研究」に参加して」	

秋田赤十字病院小児科　伊藤　誠人　他

14：59〜15：44
一般演題（口演）「栄養・代謝2」
 座長：大阪市立総合医療センター新生児科　市場　博幸
O-602	 「母体に対するピボキシル系抗菌薬投与により，イソ吉草酸血症偽陽性を認めた新生児例」	

香川大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　安田　真之　他
O-603	 「在胎30週以下極低出生体重AFD児の在胎週数別EUGR発生率とNICU入院中の体重増加の検討」	

国立病院機構佐賀病院母子医療センター小児科　江頭　智子　他
O-604	 「在胎30週以下極低出生体重LFD児の在胎週数別EUGR発生率とNICU入院中の体重増加について」	

国立病院機構佐賀病院母子医療センター小児科　江頭　智子　他
O-605	 「母体血中尿酸値および臍帯動静脈血中尿酸値についての検討―単胎・双胎およびPIHの有無による検討―」	

東京都立多摩総合医療センター産婦人科　光山　　聡　　
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O-606	 「早産児における生後早期のcatch-up	growthと血清IGF-1値との関連」	 順天堂大学医学部小児科　大川　夏紀　他	

15：44〜16：47
一般演題（口演）「栄養・代謝3」
 座長：順天堂大学小児科　清水　俊明
O-607	 「非ケトーシス型高グリシン血症の一例」	 愛知県厚生農業協同組合連合会安城更生病院小児科　山田　浩之　他	
O-608	 「在胎22，23週児に対するEarly	Aggressive	Nutritionの評価：修正40週身体計測値に与える影響」	

愛仁会高槻病院新生児小児科　菊池　　新　他
O-609	 「母乳栄養中の極低出生体重児・超低出生体重児の母体年齢とアルカリホスファターゼ値の関係」	

富山県立中央病院　山口　由美　他
O-610	 「新生児の脂質レベルと血中PCSK9濃度との関連性」	

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-611	 「生殖年齢女性では体脂肪率および血中25ビタミンD値が抗ミュラー管ホルモン値に関連する」	

順天堂大学医学部小児科　本田　由佳　他
O-612	 「NICUで使用される内服薬の浸透圧についての検討」	 四国おとなとこどもの医療センター　猪谷　元浩　他
O-613	 「新生児消化管疾患における静脈栄養に伴う肝障害に関する検討」	

大阪府立母子保健総合医療センター　平野　勝久　他

今回の抄録に関して利益相反状態は開示されています。
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