
8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

施設名

会場名

1 日目　7月 11日（日）

第1会場
4F　天瑞

第2会場
4F　天蘭

第3会場
4F　天玉

第4会場
4F　天樹

第5会場
4F　天葉

8：15 ～ 8：20
開会式

8：20 ～ 9：00
会長講演
神話の地から，周産期医学の未来への提言
座長：高橋尚人
演者：鮫島 浩

9：10 ～ 9：40
教育講演 1
産科救急出血性疾患における対処法と他科との連携
座長：吉原秀明
演者：上塘正人

9：40 ～ 11：40
シンポジウム 1
産科救急疾患における他科との連
携
座長：�上塘正人，吉原秀明

11：50 ～ 13：20
総会

14：00 ～ 14：50
特別講演 1
若山牧水と日本の恋歌―性愛と家
族愛へのまなざし―
座長：川越靖之
演者：中村佳文

15：00 ～ 15：50
特別講演 2
周産期医学の過去と未来
座長：村田雄二
演者：池ノ上克

16：00 ～ 16：30
教育講演 2
一絨毛膜双胎の病態と胎児治療
座長：与田仁志
演者：左合治彦

16：30 ～ 18：30
シンポジウム 2
一絨毛膜性多胎の最新の話題
座長：�左合治彦，与田仁志

9：10 ～ 9：40
教育講演 3
早産児の後遺症なき生存を目指して
座長：中井章人
演者：米田徳子

9：40 ～ 11：40
シンポジウム 3
早産予防～第三世代へ～
座長：�米田徳子，中井章人

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 1
共催：�フェリング・ファーマ（株）

13：00 ～ 13：50
教育講演 4
胎盤病理と血栓症
座長：竹内 真
演者：佐藤勇一郎

16：00 ～ 16：30
教育講演 5
産科出血とDIC
座長：山本晃士
演者：板倉敦夫

16：30 ～ 18：30
シンポジウム 4
産科危機的出血
座長：�板倉敦夫，山本晃士

9：10 ～ 11：10
シンポジウム 5
在胎 22～ 23週の急性期管理
座長：�廣間武彦，石原千詠

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 2
共催：�日本光電工業（株）

16：00 ～ 16：30
教育講演 6
NICUにおける血液浄化療法
座長：澤田真理子
演者：茨  聡

16：30 ～ 18：30
シンポジウム 6
新生児に対する血液浄化療法の可
能性
座長：�茨  聡，澤田真理子

9：10 ～ 11：10
シンポジウム 7
新生児（低出生体重児）外科疾患
の長期予後
座長：�奥山宏臣，下野隆一

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 3
共催：�アストラゼネカ（株）

16：00 ～ 16：50
教育講演 7
仙尾部奇形腫の治療戦略
座長：木下義晶
演者：田尻達郎

9：10 ～ 11：10（事前申込制）
周産期臨床研究コンソーシアム委
員会／国立成育医療研究センター�
共催ワークショップ
EZR で学ぶ生物統計ワークショッ
プ：ロジスティック回帰分析入門
講師：�三上剛史，岩元晋太郎
サポート：�井手健太郎，小林 徹

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 4
共催：�ノバルティスファーマ（株）

13：00 ～ 14：00
教育講演 8
「倫理的ジレンマ」を解決するた
めのアプローチ法はあるのか？－
重篤な小児神経疾患の倫理的推論
（ethical�reasoning）を中心に－
座長：児玉由紀
演者：板井孝壱郎

16：00 ～ 18：00（事前申込制）
教育・研修委員会主催ハンズオン
セミナー 1
今日から使える医療統計～実践
ワークショップ～
座長：�関沢明彦
演者：�新谷 歩
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Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:共通講習（医療安全）会場/Web

Nakajima
テキストボックス
P:産婦人科領域講習会場/Web

Nakajima
テキストボックス
P:外科領域講習会場/Web

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:共通講習（医療倫理）会場/Web

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:産婦人科領域講習会場/Web

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:小児科領域講習会場のみ単位付与

Nakajima
テキストボックス
後日配信いたしますが、小児科領域講習単位付与は、会場ご参加者のみとなります。

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
取り消し線

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
①P：ポイント付与セッション②会場/Web：会場参加/Web参加どちらでもポイント付与されます　★小児科領域講習単位付与：会場ご参加者のみとなり、Web視聴されても単位付与されません。③オンデマンド配信なし：会場ご参加者のみ聴講可能です。④ポイント付与規定の都合上、7月25日(日)23:00～7月26日(月)9:00の間、Web視聴ならびに　ポイント付与（外科/CLoCMiP/NCPR）を一時停止いたします。

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～8月1日(日)18:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
取り消し線

Nakajima
テキストボックス
一般演題（eポスター）Web視聴期間7月11日(日)9:00～8月1日(日)18:00（単位付与：なし）



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

2 日目　7月 12日（月）

第1会場
4F　天瑞

第2会場
4F　天蘭

第3会場
4F　天玉

第4会場
4F　天樹

第5会場
4F　天葉

8：30 ～ 9：00
教育講演 9
COVID-19 と周産期医療
座長：山田秀人
演者：早川 智

9：00 ～ 11：00
シンポジウム 8
COVID-19 と周産期医療
座長：�早川 智，山田秀人

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 5
共催：�ジョンソン・エンド・ジョ

ンソン（株）

13：00 ～ 15：00
2021 年倫理委員会主催シンポジ
ウム
重症新生児の長期予後と出生前診
断
座長：�臼井規朗，長瀬寛美

15：30 ～ 17：30
災害対策委員会
新型コロナウイルス感染症におけ
る災害時小児・周産期リエゾンの
活動
座長：�中井章人，大木 茂

8：30 ～ 9：00
教育講演 10
糖代謝異常合併妊娠の今日的課題
座長：杉山 隆
演者：安日一郎

9：00 ～ 11：00
シンポジウム 9
糖代謝異常合併妊娠の諸問題
座長：�安日一郎，杉山 隆

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 6
共催：�（株）シノテスト

13：00 ～ 13：30
教育講演 11
妊娠高血圧症候群の病因，病態からみた予知，予防，治療法
座長：夫 律子
演者：齋藤 滋

13：30 ～ 15：30
シンポジウム 10
妊娠高血圧腎症
座長：�齋藤 滋，夫 律子

8：30 ～ 11：00
シンポジウム 11
低体温療法
座長：�德久琢也，柴崎 淳

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 7
共催：�アトムメディカル（株）

13：00 ～ 13：30
教育講演 12
日本における新生児領域のNO吸入療法
座長：中西秀彦
演者：芳本誠司

13：30 ～ 15：30
シンポジウム 12
新生児領域のNO吸入療法
座長：�芳本誠司，中西秀彦

8：30 ～ 10：30
シンポジウム 13
新生児消化管穿孔の諸問題
座長：�黒田達夫，平野慎也

10：50 ～ 11：40
教育講演 13
食道閉鎖症に対する胸腔鏡下根治
術
座長：北川博昭
演者：内田広夫

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 8
共催：�（社）日本血液製剤機構

13：00 ～ 14：15
ワークショップ 1
COVID-19
座長：�大曽根義輝，前田隆嗣

9：30 ～ 11：30
大韓周産医学会との合同シンポジ
ウム
座長：�田中 守，難波文彦

13：00 ～ 15：00（事前申込制）
教育・研修委員会主催
評議員・指導医のための試験問題
作成講座
演者：�板倉敦夫

16：00 ～ 18：00（事前申込制）
教育・研修委員会主催ハンズオン
セミナー 2
新生児低酸素性虚血性脳症の脳
MRI の見方：生後 2歳の発達予後
を予測する
座長：�柳 貴英
演者：�柴崎 淳，相田典子
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Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:共通講習（感染対策）会場/Web

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:小児科領域講習会場のみ単位付与

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:外科領域講習会場/Web

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:小児科領域講習会場のみ単位付与

Nakajima
テキストボックス
P:産婦人科領域講習会場/Web

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
後日配信いたしますが、小児科領域講習単位付与は、会場ご参加者のみとなります。

Nakajima
テキストボックス
後日配信いたしますが、小児科領域講習単位付与は、会場ご参加者のみとなります。

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～8月1日(日)18:00

Nakajima
テキストボックス
シノテスト (株)

Nakajima
テキストボックス
①P：ポイント付与セッション②会場/Web：会場参加/Web参加どちらでもポイント付与されます　★小児科領域講習単位付与：会場ご参加者のみとなり、Web視聴されても単位付与されません。③オンデマンド配信なし：会場ご参加者のみ聴講可能です。④ポイント付与規定の都合上、7月25日(日)23:00～7月26日(月)9:00の間、Web視聴ならびに　ポイント付与（外科/CLoCMiP/NCPR）を一時停止いたします。

Nakajima
テキストボックス
一般演題（eポスター）Web視聴期間7月11日(日)9:00～8月1日(日)18:00（単位付与：なし）



8：00

9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

施設名

会場名

3 日目　7月 13日（火）

第1会場
4F　天瑞

第2会場
4F　天蘭

第3会場
4F　天玉

第4会場
4F　天樹

第5会場
4F　天葉

8：30 ～ 10：30
FHR モニタリングセミナー
分娩期の胎児心拍数陣痛図（CTG）
座長：�児玉由紀
講師：�村田雄二，池ノ上克，鮫

島 浩，藤森敬也

10：40 ～ 11：40
NCPR アップデートセミナー
NCPR�2020 と次の 5年の展望
座長：�金子政時
講師：�細野茂春

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 9
共催：�東亜薬品工業（株）

13：00 ～ 13：30
教育講演 14
地域周産期医療から見た遠隔診療の在り方～モデル事業の提示～
座長：平田善康
演者：古川誠志

13：30 ～ 15：30
シンポジウム 14
周産期領域の遠隔診療
座長：�古川誠志，平田善康

15：30 ～ 15：35
閉会式

8：30 ～ 10：30
周産期臨床研究コンソーシアム委
員会／AMED小林班共催
今日から役立つ生物統計ことはじ
め
座長：�齋藤 滋，小林 徹

10：40 ～ 11：40
ワークショップ 2
臨床研究
座長：�家入里志，丸山有子

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 10
共催：�テルモ（株）

13：00 ～ 13：50
論文賞受賞講演
座長：長 和俊

8：30 ～ 9：00
教育講演 15
周産期管理に始まる先天性心疾患の管理と予後
座長：漢 伸彦
演者：前野泰樹

9：00 ～ 11：00
シンポジウム 15
先天性心疾患の管理と予後
座長：�前野泰樹，漢 伸彦

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 11
共催：�GEヘルスケア・ジャパン（株）�

ナノソニックスジャパン（株）

13：00 ～ 13：30
教育講演 16
先天性CMV感染の現状と課題
座長：森岡一朗
演者：金子政時

13：30 ～ 15：30
シンポジウム 16
先天性サイトメガロウイルス感染
症の現状と課題
座長：�金子政時，森岡一朗

9：30 ～ 10：30
ワークショップ 3
メンタルヘルス
座長：�小谷友美，佐藤昌司

10：40 ～ 11：40
ワークショップ 4
基礎研究
座長：�加藤稲子，藤田恭之

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 12
共催：�（株）ジャパン・メディカル

カンパニー

13：00 ～ 15：00（事前申込制）
女性医師活躍推進委員会
～女性医師活躍推進について�隣の
リーダーに聞いてみました～
座長：�和田和子，田中 守

9：00 ～ 15：00
海外招聘講演 1
Ch ron i c � H ypox i a � Du r i n g�
Gestat ion� Al ters � Adipose�
Development:� A� Trigger� for�
Obesity?
演者：Charles�A.�Ducsay

海外招聘講演 2
PDA�Management:�Where�are�
we�now?
演者：Cherry�Uy

海外招聘講演 3
Robotic� surgery� in� neonates�
and�small�children
演者：John�J.�Meehan

※�会場にてご講演動画を上映しま
す．

P10� 日本周産期・新生児医学会雑誌　第 57 巻　学術集会プログラム号

JSPNM_p008-011_日程表.indd   10 2021/06/17   11:12:17

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス

Nakajima
テキストボックス
P:共通講習（地域医療）会場/Web

Nakajima
テキストボックス
P:CLoCMiP レベルⅢ認証申請要件分娩期の胎児心拍数陣痛図(CTG)に関する研修会場/Web

Nakajima
テキストボックス
P:NCPRガイドライン2020アップデート会場/Web

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
×オンデマンド配信なし×

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～25日(日)23:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～8月1日(日)18:00

Nakajima
テキストボックス
Web視聴での単位付与期間7月24日(土)9:00～8月1日(日)18:00

Nakajima
線

Nakajima
テキストボックス
①P：ポイント付与セッション②会場/Web：会場参加/Web参加どちらでもポイント付与されます　★小児科領域講習単位付与：会場ご参加者のみとなり、Web視聴されても単位付与されません。③オンデマンド配信なし：会場ご参加者のみ聴講可能です。④ポイント付与規定の都合上、7月25日(日)23:00～7月26日(月)9:00の間、Web視聴ならびに　ポイント付与（外科/CLoCMiP/NCPR）を一時停止いたします。

Nakajima
テキストボックス
一般演題（eポスター）Web視聴期間7月11日(日)9:00～8月1日(日)18:00（単位付与：なし）

Nakajima
テキストボックス
動画映写スケジュール9:00-10:00、12:00-13:00海外招聘講演1「Chronic Hypoxia During Gestation Alters Adipose Development: A Triggerfor Obesity?」演者：Charles A. Ducsay10:00-11:00、13:00-14:00海外招聘講演2Treatment strategy of PDA in premerm infant「PDA Management: Where are we now?」演者：Cherry Uy11:00-12:00、14:00-15:00海外招聘講演3「Robotic surgery in neonates and small children」演者：J. Meehan

Nakajima
線



単位につきまして 

 

 

1. 現地ご参加の場合 

※注意：小児科領域講習単位は、会場参加の場合のみ単位付与対象となります。  

※取得単位： 

①日産婦専門医研修出席証明 

②産婦人科医会シール（参加登録時に希望された方へ後日郵送） 

③日本周産期・新生児医学会専門医資格認定（10 単位）と専門医資格更新認定（10 単位）の単位として 

「学会参加証明書（PDF）」を使用してください。 

周産期専門医受験用 

参加：10 単位（筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加） 

周産期専門医更新用 

参加 10 単位（筆頭演者としての発表があれば 10 単位追加） 

※単位として使用できるのは 1 回のみです。 

     ④日本外科学会の参加単位は付与されませんが、日本小児外科学会会員の方は、専門医・指導医 

の資格更新に際して必要な参加学術集会として参入されます（参加証は保管ください）。 

 

■現地参加で日本専門医機構認定講習会単位が取得できるセッション 

共通講習 

（医療安全） 

7 月 11 日（日）9:10-11:40 

教育講演 1 産科救急出血性疾患における対処法と他科との連携 

シンポジウム 1 産科救急疾患における他科との連携 

（医療倫理） 

7 月 11 日（日）13:00-14:00 

教育講演 8 「倫理的ジレンマ」を解決するためのアプローチ法はあるのか？ 

－重篤な小児神経疾患の倫理的推論（ethical reasoning）を中心に－ 

（感染対策） 

7 月 12 日(月)8:30-11:00 

教育講演 9 COVID-19 と周産期医療 

シンポジウム 8 COVID-19 と周産期医療 

（地域医療） 

7 月 13 日(火)13:00-15:30 

教育講演 14 地域周産期医療から見た遠隔診療の在り方～モデル事業の提示～ 

シンポジウム 14 周産期領域の遠隔診療 



 

産婦人科領域講習 

7 月 11 日（日）9:10-11:40 

教育講演 3 早産児の後遺症なき生存を目指して 

シンポジウム 3 早産予防～第三世代へ～ 

7 月 11 日（日）16:00-18:30 

教育講演 5 産科出血と DIC 

シンポジウム 4 産科危機的出血 

7 月 12 日(月)13:00-15:30 

教育講演 11 妊娠高血圧症候群の病因，病態からみた予知，予防，治療法 

シンポジウム 10 妊娠高血圧腎症 

 

外科領域講習 

7 月 11 日（日）9:10-11:10 

シンポジウム 7 新生児（低出生体重児）外科疾患の長期予後 

7 月 12 日(月) 8:30-10:30 

シンポジウム 13 新生児消化管穿孔の諸問題 

 

①小児科領域講習単位付与：会場ご参加者のみとなり、Web 視聴されても単位付与されません。 

②後日オンデマンド配信いたしますが、小児科領域講習単位付与は、会場ご参加者のみとなります。 

小児科領域講習 

7 月 11 日（日）16:00-16:30 

教育講演 6 NICU における血液浄化療法 

シンポジウム 6 新生児に対する血液浄化療法の可能性 

7 月 12 日(月)8:30-11:00 

シンポジウム 11 低体温療法 

7 月 12 日(月)13:00-15:30 

教育講演 12 日本における新生児領域の NO 吸入療法 

シンポジウム 12 新生児領域の NO 吸入療法 

 

CLoCMiP レベルⅢ認証申請要件 分娩期の胎児心拍数陣痛図(CTG)に関する研修 

7 月 13 日（火）8:30-10:30 

FHR モニタリングセミナー 分娩期の胎児心拍数陣痛図（CTG）  

 

NCPR ガイドライン 2020 アップデート 

7 月 13 日（火）10:40-11:40 

NCPR アップデートセミナー NCPR 2020 と次の 5 年の展望  

 



2. Web ご参加（Web 視聴）の場合 

 

※注意：小児科領域講習単位は、会場参加の場合のみ単位付与対象となります。  

視聴期間その 1： 7 月 11 日(日)9:00～13 日(火)18:00（会場開催中） 

視聴可能セッション：一般演題(e ポスター)、海外招聘講演 

※単位付与セッションの配信はありません。 

※ライブ配信はありません。 

※参加証明書は、視聴期間内に視聴ページから印刷可能です。 

※取得単位： 

①日産婦専門医研修出席証明 

②産婦人科医会シール（参加登録時に希望された方へ後日郵送） 

③日本周産期・新生児医学会専門医資格認定（10 単位）と専門医資格更新認定（10 単位）の単位として 

「学会参加証明書（PDF）」を使用してください。 

周産期専門医受験用 

参加：10 単位（筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加） 

周産期専門医更新用 

参加 10 単位（筆頭演者としての発表があれば 10 単位追加） 

※単位として使用できるのは 1 回のみです。 

     ④日本外科学会の参加単位は付与されませんが、日本小児外科学会会員の方は、専門医・指導医 

の資格更新に際して必要な参加学術集会として参入されます（参加証は保管ください）。 

 

視聴期間その 2： 7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 

視聴可能セッション：一般演題(e ポスター)、海外招聘講演、下記一覧掲載セッション 

※ライブ配信はありません。 

※参加証明書は、視聴期間内に視聴ページから印刷可能です。 

※取得単位： 

①日産婦専門医研修出席証明 

②産婦人科医会シール（参加登録時に希望された方へ後日郵送） 

③日本周産期・新生児医学会専門医資格認定（10 単位）と専門医資格更新認定（10 単位）の単位として 

「学会参加証明書（PDF）」を使用してください。 

周産期専門医受験用 

参加：10 単位（筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加） 

周産期専門医更新用 

参加 10 単位（筆頭演者としての発表があれば 10 単位追加） 

※単位として使用できるのは 1 回のみです。 

     ④日本外科学会の参加単位は付与されませんが、日本小児外科学会会員の方は、専門医・指導医 

の資格更新に際して必要な参加学術集会として参入されます（参加証は保管ください）。 



 

視聴期間その 3： 7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 

視聴可能セッション：一般演題(e ポスター)、海外招聘講演、下記一覧掲載セッション 

※ライブ配信はありません。 

※参加証明書は、視聴期間内に視聴ページから印刷可能です。 

※取得単位： 

①日本周産期・新生児医学会専門医資格認定（10 単位）と専門医資格更新認定（10 単位）の単位として 

「学会参加証明書（PDF）」を使用してください。 

周産期専門医受験用 

参加：10 単位（筆頭演者としての発表があれば 5 単位追加） 

周産期専門医更新用 

参加 10 単位（筆頭演者としての発表があれば 10 単位追加） 

※単位として使用できるのは 1 回のみです。 

     ②日本外科学会の参加単位は付与されませんが、日本小児外科学会会員の方は、専門医・指導医 

の資格更新に際して必要な参加学術集会として参入されます（参加証は保管ください）。 

 

■単位付与期間：7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 ※単位付与は 2 日間のみです。ご注意ください。 

■視聴のみ：7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 ※視聴のみです。単位付与されません。 

共通講習  

（医療安全） 

教育講演 1 産科救急出血性疾患における対処法と他科との連携 

シンポジウム 1 産科救急疾患における他科との連携 

（医療倫理） 

教育講演 8 「倫理的ジレンマ」を解決するためのアプローチ法はあるのか？ 

－重篤な小児神経疾患の倫理的推論（ethical reasoning）を中心に－ 

（感染対策） 

教育講演 9 COVID-19 と周産期医療 

シンポジウム 8 COVID-19 と周産期医療 

（地域医療） 

教育講演 14 地域周産期医療から見た遠隔診療の在り方～モデル事業の提示～ 

シンポジウム 14 周産期領域の遠隔診療 

 

 

 

 

 

 

 



 

■単位付与期間：7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 ※単位付与は 2 日間のみです。ご注意ください。 

■視聴のみ：7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 ※視聴のみです。単位付与されません。 

産婦人科領域講習 

教育講演 3 早産児の後遺症なき生存を目指して 

シンポジウム 3 早産予防～第三世代へ～ 

教育講演 5 産科出血と DIC 

シンポジウム 4 産科危機的出血 

教育講演 11 妊娠高血圧症候群の病因，病態からみた予知，予防，治療法 

シンポジウム 10 妊娠高血圧腎症 

 

■単位付与期間①：7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 

■単位付与期間②：7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 

外科領域講習 

シンポジウム 7 新生児（低出生体重児）外科疾患の長期予後 

シンポジウム 13 新生児消化管穿孔の諸問題 

 

①小児科領域講習単位付与：会場ご参加者のみとなり、Web 視聴されても単位付与されません。 

②後日オンデマンド配信いたしますが、小児科領域講習単位付与は、会場ご参加者のみとなります。 

■視聴のみ①：7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 ※視聴のみです。単位付与されません。 

■視聴のみ②：7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 ※視聴のみです。単位付与されません。 

小児科領域講習 

教育講演 6 NICU における血液浄化療法 

シンポジウム 6 新生児に対する血液浄化療法の可能性 

シンポジウム 11 低体温療法 

教育講演 12 日本における新生児領域の NO 吸入療法 

シンポジウム 12 新生児領域の NO 吸入療法 

 

■単位付与期間①：7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 

■単位付与期間②：7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 

CLoCMiP レベルⅢ認証申請要件 分娩期の胎児心拍数陣痛図(CTG)に関する研修 

FHR モニタリングセミナー 分娩期の胎児心拍数陣痛図（CTG）  

 

■単位付与期間①：7 月 24 日(土)9:00～25 日(日)23:00 

■単位付与期間②：7 月 26 日(月)9:00～8 月 1 日(日)18:00 

NCPR ガイドライン 2020 アップデート 

NCPR アップデートセミナー NCPR 2020 と次の 5 年の展望  

 



一般演題：eポスター
不妊症・不育症� OD-001 ～ 005
異所性妊娠� OD-006 ～ 009
出生前診断� OD-010 ～ 018
胎児診断� OD-019 ～ 068
栄養・代謝 1� OD-069 ～ 075
栄養・代謝 2� OD-076 ～ 090
DOHaD� OD-091 ～ 098
感染・免疫� OD-099 ～ 158
胎児治療� OD-159 ～ 170
胎児心拍数モニタリング� OD-171 ～ 176
多胎 1� OD-177 ～ 191
多胎 2� OD-192 ～ 194
早産� OD-195 ～ 224
前期破水� OD-225 ～ 230
絨毛膜羊膜炎� OD-231 ～ 240
常位胎盤早期剥離� OD-241 ～ 245
胎盤・臍帯� OD-246 ～ 273
産科出血・DIC� OD-274 ～ 300
深部静脈血栓症 /肺塞栓症� OD-301 ～ 305
胎児発育不全� OD-306 ～ 314
妊娠高血圧症候群� OD-315 ～ 337
合併症妊娠（糖代謝異常）� OD-338 ～ 351
合併症妊娠（循環器疾患）� OD-352 ～ 363
合併症妊娠（膠原病）� OD-364 ～ 366
合併症妊娠（脳神経疾患）� OD-367 ～ 377
合併症妊娠（消化器疾患）� OD-378 ～ 390
合併症妊娠（精神疾患）� OD-391 ～ 396
合併症妊娠（腫瘍）� OD-397 ～ 426
合併症妊娠（その他）� OD-427 ～ 478
帝王切開術� OD-479 ～ 489

分娩� OD-490 ～ 517
社会的ハイリスク妊娠� OD-518 ～ 521
母体救急� OD-522 ～ 527
多職種連携� OD-528
災害対策� OD-529 ～ 530
メンタルヘルス� OD-531 ～ 537
医療制度・院内助産� OD-538 ～ 541
地域・医療システム� OD-542 ～ 545
基礎研究（母体・胎児）� OD-546 ～ 552
その他（母体・胎児）� OD-553 ～ 556
低出生体重児� OD-557 ～ 560
発達� OD-561 ～ 573
血液� OD-574 ～ 578
呼吸� OD-579 ～ 605
神経� OD-606 ～ 616
先天異常・染色体� OD-617 ～ 645
循環� OD-646 ～ 672
腎泌尿器� OD-673 ～ 679
消化管� OD-680 ～ 709
肝 /胆 /膵� OD-710 ～ 716
黄疸� OD-717 ～ 727
腫瘍� OD-728 ～ 732
内分泌・代謝� OD-733 ～ 747
新生児蘇生・新生児搬送� OD-748 ～ 757
育児支援� OD-758 ～ 765
痛みのケア� OD-766 ～ 767
基礎研究（新生児）� OD-768 ～ 775
基礎研究（小児外科）� OD-776
その他（新生児）� OD-777 ～ 783
その他（小児外科）� OD-784 ～ 787
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Nakajima
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一般演題（eポスター）Web視聴期間7月11日(日)9:00～8月1日(日)18:00（単位付与：なし）
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1日目 7月11日（日）
第1会場 天瑞

8：15～8：20
開会式

8：20～9：00
会長講演
「神話の地から，周産期医学の未来への提言」

座長：東京大学医学部附属病院小児科 高橋 尚人
演者：宮崎大学医学部附属病院 鮫島 浩

9：10～9：40
教育講演 1
「産科救急出血性疾患における対処法と他科との連携」

座長：鹿児島市立病院救命救急科 吉原 秀明
演者：鹿児島市立病院産婦人科 上塘 正人

9：40～11：40
シンポジウム 1
「産科救急疾患における他科との連携」

座長：鹿児島市立病院産婦人科 上塘 正人
鹿児島市立病院救命救急科 吉原 秀明

1．「妊産婦死亡症例における他科協同診療」 宮崎大学産婦人科 桂木 真司
2．「産科危機的出血に対する IVRの役割と限界」 聖マリアンナ医科大学産婦人科学 西村 陽子
3．「産科救急手術におけるダメージコントロール」 鹿児島市立病院産婦人科 庄 隆成
4．「産科救急疾患に対する体外式補助循環（PCPS/ECMO）」 鹿児島市立病院救急科 鹿野 恒

11：50～13：20
総会

14：00～14：50
特別講演 1
「若山牧水と日本の恋歌―性愛と家族愛へのまなざし―」

座長：宮崎大学産婦人科 川越 靖之
演者：宮崎大学教育学部国語教育講座 中村 佳文

15：00～15：50
特別講演 2
「周産期医学の過去と未来」

座長：社会医療法人生長会ベルランド総合病院 村田 雄二
演者：国立大学法人宮崎大学 池ノ上 克

16：00～16：30
教育講演 2
「一絨毛膜双胎の病態と胎児治療」

座長：東邦大学新生児学講座 与田 仁志
演者：国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター 左合 治彦

16：30～18：30
シンポジウム 2
「一絨毛膜性多胎の最新の話題」

座長：国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター 左合 治彦
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東邦大学新生児学講座 与田 仁志
1．「胎児臍静脈血流の知見」 国立成育医療研究センター胎児診療科 小澤 克典 他
2．「一絨毛膜多胎特有の合併症に対する胎児輸血の現況」 大阪母子医療センター産科 山本 亮
3．「胎盤病理の新しい知見」 聖隷浜松病院周産期科 今野 寛子
4．「双胎間輸血症候群の心合併症に関する臨床的検討」 東邦大学医療センター大森病院新生児科 日根幸太郎

1日目 7月11日（日）
第2会場 天蘭

9：10～9：40
教育講演 3
「早産児の後遺症なき生存を目指して」

座長：日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科 中井 章人
演者：富山大学産科婦人科 米田 徳子

9：40～11：40
シンポジウム 3
「早産予防～第三世代へ～」

座長：富山大学産科婦人科 米田 徳子
日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科 中井 章人

1．「早産発症予防の観点から見たラクトフェリン（プレバイオティックス）の効用について」
昭和大学江東豊洲病院周産期センター産科 大槻 克文

2．「頸管長短縮を生じた妊婦に対するオメガ 3脂肪酸内服の効果」 東京大学医学部附属病院女性診療科・産科 永松 健
3．「黄体ホルモンによる早産予防」 日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科 林 昌子
4．「活性生菌製剤 Probiotics（PB）の早産予防効果」 鹿児島市立病院産婦人科 切原 奈美

11：50～12：50
ランチョンセミナー 1

13：00～13：50
教育講演 4
「胎盤病理と血栓症」

座長：大阪母子医療センター病理診断科 竹内 真
演者：宮崎大学医学部附属病院病理診断科・病理部 佐藤勇一郎

16：00～16：30
教育講演 5
「産科出血とDIC」

座長：埼玉医科大学総合医療センター輸血細胞医療部 山本 晃士
演者：順天堂大学産婦人科 板倉 敦夫

16：30～18：30
シンポジウム 4
「産科危機的出血」

座長：順天堂大学産婦人科 板倉 敦夫
埼玉医科大学総合医療センター輸血細胞医療部 山本 晃士

1．「分娩時異常出血の初期対応と産科危機的出血」 東京都立墨東病院産婦人科 兵藤 博信
2．「産科危機的出血に伴う産科DIC の診断」 関西医科大学産科学・婦人科学講座 森川 守
3．「産科DIC の予防・治療」 埼玉医科大学総合医療センター産婦人科 松永 茂剛
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1日目 7月11日（日）
第3会場 天玉

9：10～11：10
シンポジウム 5
「在胎 22～23 週の急性期管理」

座長：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 廣間 武彦
鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科 石原 千詠

1．「世界の超早産児管理について」 国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科 諫山 哲哉
2．「日本の新生児医療の成績：在胎 22～23 週-NRNJ データベースより」 大阪母子医療センター新生児科 平野 慎也 他
3．「在胎 22-23 週の超早産児の急性期管理について-施設比較」 長野県立こども病院新生児科 小田 新

東京都立墨東病院新生児科 近藤雅楽子
高槻病院新生児科 長坂美和子

11：50～12：50
ランチョンセミナー 2

16：00～16：30
教育講演 6
「NICUにおける血液浄化療法」

座長：倉敷中央病院小児科 澤田真理子
演者：鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科 茨 聡

16：30～18：30
シンポジウム 6
「新生児に対する血液浄化療法の可能性」

座長：鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科 茨 聡
倉敷中央病院小児科 澤田真理子

1．「新生児敗血症に対する Polymyxin-B吸着カラムの効果」 鹿児島市立病院新生児内科 平川 英司
2．「新生児の持続的血液濾過療法 血圧低下の原因と対策」 倉敷中央病院小児科 澤田真理子
3．「新生児の血漿交換療法」 神奈川県立こども医療センター救急集中治療科 永渕 弘之
4．「COVID-19 に対する血液浄化療法」 東京医科大学病院呼吸器内科 阿部 信二

1日目 7月11日（日）
第4会場 天樹

9：10～11：10
シンポジウム 7
「新生児（低出生体重児）外科疾患の長期予後」

座長：大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科学 奥山 宏臣
香川大学医学部附属病院小児成育外科 下野 隆一

1．「超・極低出生体重児の新生児期手術症例の長期予後 ―就学期の状況とその課題」
神戸大学医学部附属病院小児外科／神戸大学大学院医学研究科外科学講座小児外科学分野 尾藤 祐子 他

2．「新生児外科疾患の神経学的長期予後」 名古屋大学大学院医学系研究科小児科学 /成長発達医学 伊藤 美春
3．「新生児外科疾患の心理発達フォローアップ」 大阪母子医療センターリハ・育療支援部門 山川 咲子
4．「当科で外科治療を行った低出生体重児の長期予後」 九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 永田 公二 他
5．「成人期に通院を要する新生児外科疾患患者の身体精神発育と医学的問題点」

千葉大学大学院医学研究院小児外科学 中田 光政 他

11：50～12：50
ランチョンセミナー 3
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16：00～16：50
教育講演 7
「仙尾部奇形腫の治療戦略」

座長：新潟大学医歯学総合病院小児外科 木下 義晶
演者：京都府立医科大学大学院小児外科学 田尻 達郎

1日目 7月11日（日）
第5会場 天葉

9：10～11：10（事前申込制）
周産期臨床研究コンソーシアム委員会／国立成育医療研究センター 共催ワークショップ
「EZRで学ぶ生物統計ワークショップ：ロジスティック回帰分析入門」

講師：国立成育医療研究センター生物統計ユニット 三上 剛史
国立成育医療研究センター生物統計ユニット 岩元晋太郎

サポート：国立成育医療研究センター集中治療科 井手健太郎
国立成育医療研究センターデータサイエンス部門 小林 徹

11：50～12：50
ランチョンセミナー 4

13：00～14：00
教育講演 8
「「倫理的ジレンマ」を解決するためのアプローチ法はあるのか？－重篤な小児神経疾患の倫理的推論（ethical reasoning）を中心
に－」

座長：宮崎大学産婦人科 児玉 由紀
演者：宮崎大学医学部社会医学講座生命・医療倫理学分野／宮崎大学医学部附属病院中央診療部門臨床倫理部 板井孝壱郎

16：00～18：00（事前申込制）
教育・研修委員会主催ハンズオンセミナー 1
「今日から使える医療統計～実践ワークショップ～」

座長：昭和大学医学部産婦人科学講座 関沢 明彦
演者：大阪市立大学大学院医学研究科医療統計学講座 新谷 歩

2日目 7月12日（月）
第1会場 天瑞

8：30～9：00
教育講演 9
「COVID-19 と周産期医療」

座長：手稲渓仁会病院不育症センター／オンコロジーセンターゲノム医療センター 山田 秀人
演者：日本大学病態病理学系微生物学分野 早川 智

9：00～11：00
シンポジウム 8
「COVID-19 と周産期医療」

座長：日本大学病態病理学系微生物学分野 早川 智
手稲渓仁会病院不育症センター／オンコロジーセンターゲノム医療センター 山田 秀人

1．「国内でのCOVID-19 感染妊婦の現状～妊婦レジストリの解析結果（中間報告）」
神戸大学大学院医学研究科地域社会医学健康科学講座 出口 雅士 他

2．「我が国のCOVID-19 における新生児の診療と管理体制の実態」 日本大学小児科学系小児科学分野 森岡 一朗
3．「SARS-CoV2 は胎盤関門を突破するか？」 日本大学病態病理学系微生物学分野 相澤（小峯）志保子
4．「重症妊婦感染症例治療の臨床経験」 名古屋第二赤十字病院第二産婦人科／総合周産期母子医療センター 加藤 紀子
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11：50～12：50
ランチョンセミナー 5

13：00～15：00
2021 年倫理委員会主催シンポジウム
「重症新生児の長期予後と出生前診断」

座長：大阪母子医療センター小児外科 臼井 規朗
国立成育医療研究センター産科 長瀬 寛美

1．「長期予後を踏まえた，胎児先天性心疾患の診断と方針決定」 神奈川県立こども医療センター循環器内科 金 基成
2．「脊髄髄膜瘤の長期予後と出生前診断」 大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科 渡邊 美穂
3．「長期予後からみた下部尿路閉鎖の胎児診断と胎児治療」 国立成育医療研究センター胎児診療科 和田 誠司
4．「Cloacal malformation の出生前診断と生後管理」 九州大学病院総合周産期母子医療センター母性胎児部門 城戸 咲

15：30～17：30
災害対策委員会
「新型コロナウイルス感染症における災害時小児・周産期リエゾンの活動」

座長：日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科 中井 章人
聖隷浜松病院総合周産期母子医療センター新生児科 大木 茂

1．「災害時小児周産期リエゾンのCOVID-19 へのかかわり～MFICU全国調査の結果より～」
旭中央病院産婦人科 鈴木 真

2．「宮城県における活動」 東北大学大学院医学系研究科 菅原 準一
3．「神奈川県における活動」 神奈川県立こども医療センター産婦人科 榎本紀美子
4．「千葉県における活動」 成田赤十字病院新生児科 戸石 悟司
5．「熊本県における活動」 熊本市立熊本市民病院新生児内科 川瀬 昭彦

2日目 7月12日（月）
第2会場 天蘭

8：30～9：00
教育講演 10
「糖代謝異常合併妊娠の今日的課題」

座長：愛媛大学産科婦人科学 杉山 隆
演者：国立病院機構長崎医療センター産婦人科 安日 一郎

9：00～11：00
シンポジウム 9
「糖代謝異常合併妊娠の諸問題」

座長：国立病院機構長崎医療センター産婦人科 安日 一郎
愛媛大学産科婦人科学 杉山 隆

1．「宮崎県を population とした耐糖能異常妊婦に関する後方視的研究」 宮崎大学医学部産婦人科 山田 直史
2．「糖代謝異常合併妊娠の管理について」 愛媛大学産科婦人科学 杉山 隆
3．「妊娠糖尿病における遺伝的要因について」 社会福祉法人聖母会聖母病院 宮越 敬
4．「糖代謝異常合併母体より出生した児と新生児医療」 東海大学総合診療学系小児科学 内山 温
5．「糖尿病女性のプレコンセプション・ケア」 国立病院機構長崎医療センター産婦人科 菅 幸恵

11：50～12：50
ランチョンセミナー 6

13：00～13：30
教育講演 11
「妊娠高血圧症候群の病因，病態からみた予知，予防，治療法」

座長：クリフム出生前診断クリニック胎児診断センター・胎児脳センター 夫 律子
演者：富山大学 齋藤 滋
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13：30～15：30
シンポジウム 10
「妊娠高血圧腎症」

座長：富山大学 齋藤 滋
クリフム出生前診断クリニック胎児診断センター・胎児脳センター 夫 律子

1．「妊娠 11-13 週における平均母体血圧，子宮動脈 PI，母体血清 PlGF の組み合わせ検査による妊娠高血圧腎症発症予測モデルに
ついて」 クリフム出生前診断クリニック胎児診断センター・胎児脳センター 夫 律子

2．「sFlt-1/PlGF 比を用いた妊娠高血圧腎症の発症予知：エビデンス，保険適用に向けて」
自治医科大学附属病院総合周産期母子医療センター母体・胎児集中治療管理部 大口 昭英

3．「妊婦の診察室外血圧測定とその予後予測能について」 東北医科薬科大学衛生学・公衆衛生学教室 目時 弘仁
4．「高血圧合併妊娠の管理」 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座 近藤 英治

2日目 7月12日（月）
第3会場 天玉

8：30～11：00
シンポジウム 11
「低体温療法」

座長：いまきいれ総合病院新生児内科 德久 琢也
神奈川県立こども医療センター新生児科 柴崎 淳

基調講演「新生児低体温療法のエビデンス up to date」
国立病院機構岡山医療センター新生児科・小児神経内科 竹内 章人

1．「体外式膜型人工肺（Extracorporeal membrane oxygenation：ECMO）を用いた低体温療法」
鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター新生児内科 山本 剛士 他

2．「新生児HIE の画像診断：Biomarker としての役割」 神奈川県立こども医療センター放射線科 相田 典子
3．「これからのHIE 治療 ～水素ガス吸入療法を中心に～」 香川大学小児科学講座 中村 信嗣
4．「軽症脳症について 「分かってきたこと」と「これからの課題」」 神奈川県立こども医療センター新生児科 柴崎 淳

11：50～12：50
ランチョンセミナー 7

13：00～13：30
教育講演 12
「日本における新生児領域のNO吸入療法」

座長：北里大学医学部新世紀医療開発センター新生児集中治療学 中西 秀彦
演者：兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科 芳本 誠司

13：30～15：30
シンポジウム 12
「新生児領域のNO吸入療法」

座長：兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科 芳本 誠司
北里大学医学部新世紀医療開発センター新生児集中治療学 中西 秀彦

1．「新生児領域におけるNO吸入療法の汎用性」 日本赤十字社医療センター新生児科 中尾 厚
2．「新生児領域におけるNO吸入療法とECMO療法」 鹿児島市立病院総合周産期母子医療センター 内藤 喜樹
3．「重症慢性肺疾患児に対する一酸化窒素吸入療法」 兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科 岩谷 壮太
4．「新生児領域におけるNO吸入療法の期待される効果（基礎的アプローチ）」

北里大学医学部附属新世紀医療開発センター先端医療領域開発部門新生児集中治療学 中西 秀彦
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2日目 7月12日（月）
第4会場 天樹

8：30～10：30
シンポジウム 13
「新生児消化管穿孔の諸問題」

座長：慶應義塾大学小児外科 黒田 達夫
大阪母子医療センター新生児科 平野 慎也

1．「新生児消化管穿孔に対する外科治療の現状と課題」
国立成育医療研究センター臓器・運動器病態外科部外科 藤野 明浩

2．「低出生体重児における消化管穿孔の現状」 大阪母子医療センター小児外科 臼井 規朗
3．「壊死性腸炎の予防－抗真菌薬ミコナゾールの使用経験を通して－」

鹿児島市立病院成育医療センター新生児科 鳥飼 源史
4．「早産児の壊死性腸炎 /消化管穿孔と発達予後」 昭和大学小児科 宮沢 篤生

10：50～11：40
教育講演 13
「食道閉鎖症に対する胸腔鏡下根治術」

座長：聖マリアンナ医科大学小児外科 北川 博昭
演者：名古屋大学大学院小児外科学 内田 広夫

11：50～12：50
ランチョンセミナー 8

13：00～14：15
ワークショップ 1
「COVID-19」

座長：千葉大学医学部附属病院周産母子センター 大曽根義輝
鹿児島市立病院産婦人科 前田 隆嗣

1．「COVID-19 巨大クラスター発生により機能停止した総合周産期センターにおける緊急対応の経過と教訓」
JA北海道厚生連旭川厚生病院 中嶋えりか 他

2．「周産期緊急搬送システム“iPicss”を用いた救急隊と搬送連携 /災害発生後やCOVID-19 妊婦の連携体制の構築」
岡山大学病院産科・婦人科 牧 尉太 他

3．「新型コロナウイルス禍の当科の現状」 聖マリア病院 岡村 優 他
4．「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が周産期医療に与える影響」 名古屋第二赤十字病院 山田 崇春 他
5．「新型コロナウイルス母体の母乳中のウイルスの検出について」

東京都保健医療公社豊島病院小児科／順天堂大学小児科 村野 弥生 他

2日目 7月12日（月）
第5会場 天葉

9：30～11：30
大韓周産医学会との合同シンポジウム

座長：慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 田中 守
埼玉医科大学総合医療センター小児科 難波 文彦

1．「Treatment of Postpartum hemorrhage in Korea」
Department of Obstetrics and Gynecology, Seoul National University Bundang Hospital, Korea Jee Yoon Park

2．「Treatment of Postpartum hemorrhage in Japan」
Department of Obstetrics and Gynecology, Juntendo University Faculty of Medicine, Japan Jun Takeda

3．「Treatment of RDS in Korea」
Department of Pediatrics, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Korea Sook Kyung Yum

4．「Treatment of RDS in Japan」
Dapartment of Pediatrics, St. Marianna University School of Medicine, Japan Isamu Hokuto

P18 日本周産期・新生児医学会雑誌 第 57 巻 学術集会プログラム号



JSPNM_p012-022_プログラム.smd  Page 8 21/06/18 10:06  v3.60

13：00～15：00（事前申込制）
教育・研修委員会主催
「評議員・指導医のための試験問題作成講座」

演者：順天堂大学産婦人科 板倉 敦夫

16：00～18：00（事前申込制）
教育・研修委員会主催ハンズオンセミナー 2
「新生児低酸素性虚血性脳症の脳MRI の見方：生後 2歳の発達予後を予測する」

座長：滋賀医科大学小児科 柳 貴英
演者：神奈川県立こども医療センター新生児科 柴崎 淳

神奈川県立こども医療センター放射線科 相田 典子

3日目 7月13日（火）
第1会場 天瑞

8：30～10：30
FHRモニタリングセミナー
「分娩期の胎児心拍数陣痛図（CTG）」

座長：宮崎大学産婦人科 児玉 由紀
講師：社会医療法人生長会ベルランド総合病院 村田 雄二

国立大学法人宮崎大学 池ノ上 克
宮崎大学医学部附属病院 鮫島 浩

福島県立医科大学産婦人科学講座 藤森 敬也

10：40～11：40
NCPRアップデートセミナー
「NCPR 2020 と次の 5年の展望」

座長：宮崎大学看護学科 金子 政時
講師：自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科新生児部門 細野 茂春

11：50～12：50
ランチョンセミナー 9

13：00～13：30
教育講演 14
「地域周産期医療から見た遠隔診療の在り方～モデル事業の提示～」

座長：平田クリニック 平田 善康
演者：河北総合病院産婦人科 古川 誠志

13：30～15：30
シンポジウム 14
「周産期領域の遠隔診療」

座長：河北総合病院産婦人科 古川 誠志
平田クリニック 平田 善康

1．「オンライン胎児モニタリングの応用」 岩手県立二戸病院 小笠原敏浩
2．「iCTGの開発と香川県における iCTGの活用」 香川大学母子科学講座周産期学婦人科学 伊藤 恵 他
3．「遠隔診療とCOVID-19 対応」 北海道大学産婦人科 馬詰 武
4．「胎児心拍数モニタリング共同監視システムと地域周産期予後の変化」 同心会古賀総合病院産婦人科 大橋 昌尚
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15：30～15：35
閉会式

3日目 7月13日（火）
第2会場 天蘭

8：30～10：30
周産期臨床研究コンソーシアム委員会／AMED小林班共催
「今日から役立つ生物統計ことはじめ」

座長：富山大学 齋藤 滋
国立成育医療研究センターデータサイエンス部門 小林 徹

1．「研究仮説に基づくデータベースの作り方：ゴミ箱からはゴミ」
国立成育医療研究センター研究所政策科学研究部 竹原 健二

2．「記述統計とデータの分布：要約統計はすべての基本」
国立成育医療研究センター病院臨床研究センターデータサイエンス部門生物統計ユニット 岩元晋太郎

3．「検定手法概論：研究仮説とデータの型を知れば怖くない」
国立成育医療研究センター病院臨床研究センターデータサイエンス部門生物統計ユニット 朴 慶純

4．「症例数設計と検出力分析：倫理申請時の悩みはこれで解決」
国立成育医療研究センター病院臨床研究センターデータサイエンス部門生物統計ユニット 三上 剛史

10：40～11：40
ワークショップ 2
「臨床研究」

座長：鹿児島大学小児外科 家入 里志
いまきいれ総合病院新生児内科 丸山 有子

1．「本邦での脊髄髄膜瘤胎児手術早期安全性試験の準備状況」 大阪大学大学院医学系研究科 渡邊 美穂 他
2．「胆道閉鎖症の病因論としての母親決めリズム関連GvHD仮説-臍帯血および胎盤病理に関する共同研究の提案」

宮崎大学医学部外科学講座消化管・内分泌・小児外科学分野 桝屋 隆太 他
3．「在宅妊婦におけるモバイル型CTGモニターの有用性に関する検討」 埼玉医科大学病院産科・婦人科 田丸 俊輔 他
4．「硫酸マグネシウムの児脳保護作用についての検討」 名古屋大学医学部附属病院産婦人科 夫馬 和也 他

11：50～12：50
ランチョンセミナー 10

13：00～13：50
論文賞受賞講演

座長：北海道大学病院周産期センター 長 和俊
1．「A領域（産科）：第 56 巻 3 号 分娩時大量出血における希釈性凝固障害の臨床データの特徴：多施設共同後ろ向き症例集積研
究」 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

2．「B領域（小児科）：第 56 巻 1 号 日本における新生児ヘモクロマトーシス実態調査：2010-2014 年」
国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター新生児科 長澤 純子

3日目 7月13日（火）
第3会場 天玉

8：30～9：00
教育講演 15
「周産期管理に始まる先天性心疾患の管理と予後」

座長：福岡市立こども病院胎児循環器科 漢 伸彦
演者：聖マリア病院新生児科 前野 泰樹
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9：00～11：00
シンポジウム 15
「先天性心疾患の管理と予後」

座長：聖マリア病院新生児科 前野 泰樹
福岡市立こども病院胎児循環器科 漢 伸彦

1．「胎児心疾患の胎児治療 up to date」 福岡市立こども病院胎児循環器科 漢 伸彦
2．「早産児心疾患の新生児管理」 名古屋第二赤十字病院第一小児科 横山 岳彦
3．「新生児の心臓外科疾患・カテーテル治療」 埼玉医科大学総合医療センター小児循環器部門 増谷 聡
4．「新生児重症心疾患の周産期管理」 静岡県立こども病院循環器センター 田中 靖彦

11：50～12：50
ランチョンセミナー 11

13：00～13：30
教育講演 16
「先天性CMV感染の現状と課題」

座長：日本大学小児科学分野 森岡 一朗
演者：宮崎大学大学院看護学研究科 金子 政時

13：30～15：30
シンポジウム 16
「先天性サイトメガロウイルス感染症の現状と課題」

座長：宮崎大学大学院看護学研究科 金子 政時
日本大学小児科学分野 森岡 一朗

1．「サイトメガロウイルスの感染メカニズムと抗ウイルス抗体」 福島県立医科大学微生物学講座 末永 忠広
2．「Population study からみた胎内感染のリスク－妊婦 3万 2千人での抗体スクリーニング－」

三重大学産婦人科 鳥谷部邦明
3．「妊婦スクリーニングの課題と対策」 宮崎大学医学部附属病院産科・婦人科 村岡 純輔
4．「新生児スクリーニングと治療」 日本大学小児科学系小児科学分野 森岡 一朗

3日目 7月13日（火）
第4会場 天樹

9：30～10：30
ワークショップ 3
「メンタルヘルス」

座長：名古屋大学産婦人科 小谷 友美
大分県立病院 佐藤 昌司

1．「新型コロナウイルス感染拡大が褥婦に及ぼす心理的影響に対する検討」 東北医科薬科大学産婦人科 松澤由記子 他
2．「COVID-19 罹患が妊婦に与える心理的影響の検討」 東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科 佐藤真梨子 他
3．「新型コロナウイルス流行における妊産婦の精神的ストレスの現状」

横浜市立大学附属市民総合医療センター総合周産期母子医療センター 小畑聡一郎 他
4．「2020 年の COVID-19 流行による産後うつについての検討」 JCHO船橋中央病院 鈴木美奈子 他

10：40～11：40
ワークショップ 4
「基礎研究」

座長：金城学院大学 加藤 稲子
九州大学総合周産期母子医療センター 藤田 恭之

1．「母体免疫活性化マウスにおける神経発達障害と胎児心電図変化」
東北大学産婦人科／東北大学産科学・胎児病態学分野 桃野 友太 他

2．「羊胎仔を用いた低酸素性虚血性脳症モデルにおける心拍細変動解析」
横浜市立大学附属市民総合医療センター／オークランド大学 葛西 路 他
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3．「早産における脳室下帯の代謝プロファイル変化」
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野／名古屋市立大学大学院医学研究科脳神経科学研究所神経発達・再
生医学分野 川瀬 恒哉 他

4．「出生前後における脳室下帯の代謝プロファイル変化」
名古屋市立大学大学院医学研究科新生児・小児医学分野 中村 泰久 他

11：50～12：50
ランチョンセミナー 12

13：00～15：00（事前申込制）
女性医師活躍推進委員会
～女性医師活躍推進について 隣のリーダーに聞いてみました～

座長：女性医師活躍推進委員会委員長／大阪母子医療センター 和田 和子
女性医師活躍推進委員会副委員長／慶應義塾大学 田中 守

演者：国立病院機構横浜医療センター 奥田 美加
慶應義塾大学 飛彈麻里子

日本赤十字社医療センター 中原さおり
ゲスト：日本産科婦人科学会理事長／大阪大学産婦人科 木村 正

日本小児科学会男女共同参画推進委員会委員長／横須賀市立うわまち病院小児医療センター 宮本 朋幸
日本小児外科学会ワークライフバランス検討委員会／茨城県立こども病院小児外科 東間 未来

3日目 7月13日（火）
第5会場 天葉

9：00～15：00
海外招聘講演 1
「Chronic Hypoxia During Gestation Alters Adipose Development: A Trigger for Obesity?」
演者：Physiology and Obstetrics and Gynecology, Lawrence D. Longo MD Center for Perinatal Biology, Loma Linda University

School of Medicine, USA Charles A. Ducsay

海外招聘講演 2
Treatment strategy of PDA in premerm infant
「PDA Management: Where are we now?」

演者：Department of Pediatrics, Division of Neonatology, University of Ca Irvine, School of Medicine, USA Cherry Uy

海外招聘講演 3
「Robotic surgery in neonates and small children」

演者：Department of Pediatric Surgery, Seattle Childrenʼs Hospital, USA John J. Meehan

※会場にてご講演動画を上映します．
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一般演題（eポスター）「不妊症・不育症」
OD-001 「ART妊娠におけるGDMとHDPの発症要因についての検討」 浜松医科大学 村林 奈緒 他
OD-002 「潜在性甲状腺機能低下症のある不育症患者に対するレボチロキシン補充療法の有効性の検討」

名古屋市立大学産科婦人科 吉原 紘行 他
OD-003 「不育症患者では甲状腺自己抗体は早産のリスクを上昇する」 日本医科大学産婦人科 市川 智子 他
OD-004 「超音波所見による診断された初期自然流産の時期と流産絨毛染色体結果」

日本医科大学産婦人科学教室 川端伊久乃 他
OD-005 「体外受精後流産症例に対するNext-Generation Sequencing（NGS）法による流産絨毛染色体検査の検討」

医療法人三慧会 IVFなんばクリニック 松岡 麻理

一般演題（eポスター）「異所性妊娠」
OD-006 「手動吸引法を用いて低侵襲に治療し得た帝王切開瘢痕部妊娠の一例」 亀田総合病院 安田 幸矢 他
OD-007 「子宮温存可能であった子宮頸管妊娠の 1例」 西神戸医療センター産婦人科 夏山 貴博 他
OD-008 「診断に難渋した体外受精・胚移植後の内外同時妊娠の 1例」 長岡中央綜合病院産婦人科 春谷 千智 他
OD-009 「当院で経験した子宮鏡下手術単独で治療し得た帝王切開瘢痕部妊娠の 2例」大阪警察病院産婦人科 清田 敦子 他

一般演題（eポスター）「出生前診断」
OD-010 「筋強直性ジストロフィーに対する遺伝カウンセリングの 1例」 旭川医科大学産婦人科 横浜 祐子 他
OD-011 「反復する胎児水腫の原因が色素失調症であった 1例に対する出生前診断および遺伝カウンセリング」

熊本大学病院産科婦人科学講座 佐々木瑠美 他
OD-012 「3次元超音波検査が出生前診断の一助となった胎児腹腔内臍静脈瘤の 2症例」

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 山下 薫 他
OD-013 「高次医療機関である当院における無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）導入前後での羊水検査状況の検討」

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 橋本 佑樹 他
OD-014 「胎児NT肥厚と染色体異常および遺伝子変異との検討」

クリフム夫律子マタニティクリニック胎児診断センター・胎児脳センター 柳川 真澄 他
OD-015 「リニアプローブを用いた胎児肛門矢状断像の描出率についての検討」 徳島大学病院 加地 剛 他
OD-016 「アンプリコンシークエンスに基づく無侵襲的胎児RHD遺伝子型判定法の開発」

東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 高橋 健 他
OD-017 「迅速CNVs 解析として当社が開発したD-karyo の有用性について」

リッツメディカル株式会社クリニカルラボラトリー 霜川 修 他
OD-018 「妊娠初期における 18 トリソミーの診断 -超音波とNIPT」 FMC東京クリニック 中村 靖 他

一般演題（eポスター）「胎児診断」
OD-019 「低ホスファターゼ症の胎児診断と課題」 高知医療センター 永井 立平 他
OD-020 「先天性心疾患の出生前診断と健診施設（産婦人科医師数，施設区分）に関する検討」

北海道立子ども総合医療・療育センター産科 倉橋 克典 他
OD-021 「著明な心臓偏位を契機に胎児診断された左肺無形成症の一例」 JCHO九州病院 愛甲悠希代 他
OD-022 「胎児胸水および脳室拡大を契機に発見された胎児ガレン静脈瘤の 1例」

札幌医科大学附属病院産婦人科 安宅真名美 他
OD-023 「妊娠末期に右心拡大を認めた動脈管早期収縮・卵円孔早期狭窄の 4症例」 千葉大学周産期母性科 伊藤 孝輔 他
OD-024 「胎児巨大仙尾部奇形腫の二例」 県立広島病院 浦山 彩子 他
OD-025 「出生後胎盤病理で診断が確定した先天性肝芽腫の 1症例」 神奈川県立こども医療センター 榎本紀美子 他
OD-026 「異なる転帰となった臍帯動脈瘤の 2例」 板橋中央総合病院産婦人科 間瀬 徳光 他
OD-027 「胎児に著明な血性腹水を認め，胎児水腫に至るも，出生後に自然軽快した一例」

広島市立広島市民病院 玉田 祥子 他
OD-028 「当院で経験した胎児大血管転移症の 10 例における胎児卵円孔径と出生後心房間裂開術に関する報告」

さいたま赤十字病院 高橋 泰洋 他
OD-029 「臍帯動脈瘤と胎児多発奇形を認め，帝王切開術により生児を得た一例」 名古屋第二赤十字病院 高木 春菜 他
OD-030 「胎児期に一過性に腹水を認め，出生後新生児脳梗塞を来した一例」 水戸済生会総合病院 佐々木怜子 他
OD-031 「当院で経験した胎児腹腔内臍帯静脈瘤の 5症例」 大阪大学産科婦人科学教室 坂口 仁美 他
OD-032 「妊娠初期の超音波で診断された羊膜索症候群の 3症例」 済生会山形済生病院産婦人科 阪西 通夫 他
OD-033 「妊娠後期に子宮内胎児死亡に至った腹腔外臍帯静脈瘤の一例」 奈良県立医科大学産婦人科 山本皇之祐 他
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OD-034 「妊娠中期に頭蓋内に出現しくも膜嚢胞と診断したが，出生後に未熟奇形腫と判明した 1例」
埼玉医科大学病院産婦人科 秋山絵里子 他

OD-035 「左上大静脈遺残（PLSVC）と出生前診断されたWilliams 症候群の 1症例」藤田医科大学産婦人科 小谷燦璃古 他
OD-036 「出生前診断した胎児脳動静脈奇形の二例」 日本赤十字社医療センター産婦人科 上田江里子 他
OD-037 「4D超音波を用いて観察したEbstein 病の一例」 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 森 信博 他
OD-038 「2D/3D 超音波検査が出生前診断に有用であった食道閉鎖を合併したTreacher Collins syndrome の 1 例」

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科 大和田 壮 他
OD-039 「妊娠初期より胎児発育不全をきたした 4例」 FMC東京クリニック 中村 靖 他
OD-040 「当院で出生前に胎児超音波検査にて胎便性腹膜炎が疑われた症例の検討」

神奈川県立こども医療センター産婦人科 長瀬 寛美 他
OD-041 「妊娠 18 週に胸腔-羊水腔シャント術を施行し救命し得た一例」 宮崎大学産婦人科 都築 康恵 他
OD-042 「胎児心電モニタリングにより診断されたQT延長を伴う胎児洞性徐脈の 1例」

長野県立こども病院総合周産期母子医療センター産科 梅山 哲 他
OD-043 「FMAMレコーダーを使用して胎動を計測した腹壁破裂の 1例」 帝京大学産婦人科 八木 慶太 他
OD-044 「急激に発症した水頭症を契機に出生前に先天性脳腫瘍と診断された一例」

和歌山県立医科大学附属病院産婦人科 北野 有紗 他
OD-045 「水腎水尿管から診断に至った胎児水腟症：症例報告」 自治医科大学産科婦人科 堀江 健司 他
OD-046 「胎児期に全身性多発腫瘤を呈しBlue rubber bleb nevus syndrome と生後診断した 1例」

九州大学病院産科婦人科 末永美祐子 他
OD-047 「妊娠後期まで妊娠に気づかずARBを内服継続した高血圧合併妊娠の一例」

東海大学医学部産婦人科 林 伊緒 他
OD-048 「胎児心房頻拍一例」 大阪医科大学産婦人科 澤田 雅美 他
OD-049 「出生前診断された先天性横隔膜ヘルニアの至適分娩時期の検討」 大阪大学産婦人科 川西 陽子 他
OD-050 「当施設における出生前診断された右先天性横隔膜ヘルニアの検討」

国立成育医療研究センター胎児診療科 町 麻耶 他
OD-051 「宮崎県における先天性心疾患の胎児診断の現状」 宮崎大学医学部附属病院 藤崎 碧 他
OD-052 「当院における正常核型であった cystic hygoma の検討」 順天堂大学産婦人科 畠中 美穂 他
OD-053 「胎児心エコー検査の観察断面がCHDの胎児診断率に与える影響」 福岡市立こども病院 北代 祐三 他
OD-054 「胎児胎盤循環におけるナトリウム利尿ペプチドの分子型及び代謝」

国立循環器病研究センター再生医療部 三好 剛一 他
OD-055 「初期精密超音波検査による染色体異常を除く胎児心疾患の検出」 大阪医科大学産婦人科教室 永昜 洋子 他
OD-056 「FMAM recorder によって胎動を計測していた 18trisomy の 1 例」 帝京大学産婦人科 鎌田 英男 他
OD-057 「当院の妊娠初期胎児超音波検査外来におけるNT増大例について」 榊原記念病院産婦人科 吉田 純 他
OD-058 「妊娠中期に小頭症・小脳低形成などを認め，遺伝子検査で tubulinopathy と診断した一症例」

神奈川県立こども医療センター産婦人科 佐々木 恵 他
OD-059 「正常胎児と大脳皮質形成異常例におけるCat-Ear-Line についての検討」

クリフム夫律子マタニティクリニック胎児診断センター・胎児脳センター 松澤 奈々 他
OD-060 「胎児詳細超音波所見による遺伝子変異の検出と適応についての検討」

クリフム夫律子マタニティクリニック胎児診断センター・胎児脳センター 松澤 奈々 他
OD-061 「胎児腹壁破裂における網羅的なサイトカイン測定と児の予後予測の可能性」 名古屋大学産婦人科 大脇 太郎 他
OD-062 「妊娠 18 週から 30 週における経腟超音波 3D volume データを用いた正常頭蓋内脳室占拠率（％）（VOR）の検討」

クリフム夫律子マタニティクリニック胎児診断センター・胎児脳センター 町田めぐみ 他
OD-063 「胎児診断された特発性小腸捻転症の 1例」 大阪大学小児成育外科 田附 裕子 他
OD-064 「出生前に胎児異常を指摘され出生後の治療を拒否した 3例」 長崎大学産婦人科 朝永 千春 他
OD-065 「胎児孤発性腹水（Isolated fetal ascites）の腹水中細胞像の評価に難渋した一例」

杏林大学医学部産科婦人科学教室 竹森 聖 他
OD-066 「出生前に確認された副陰嚢の 1例」 大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科学 出口 幸一 他
OD-067 「出生前に低リスクと予測されるも出生後重症であった先天性横隔膜ヘルニア症例の検討」

千葉大学医学部附属病院小児外科 笈田 諭 他
OD-068 「羊胎仔横隔膜ヘルニアに対するFetal bronchial occlusion は可能か？-羊胎仔気管支造影での検討-」

聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院小児外科 大林 樹真 他
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一般演題（eポスター）「栄養・代謝 1」
OD-069 「妊娠経過中に突出したリスクなく，胎児ビタミンK欠乏性頭蓋内出血を来した 1例」

東京大学小児科 藪崎 将 他
OD-070 「妊娠中の母体体組成量および安静時代謝量の変化と出生児体重の関係」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学 衛藤英理子 他
OD-071 「巨大児でない large for gestational age 児を分娩した非妊娠糖尿病女性における耐糖能異常の頻度」

東京医科歯科大学周産・女性診療科 関口 将軌 他
OD-072 「満期正常分娩に至った症例における妊娠中の母体亜鉛摂取量が分娩転機へ与える影響の検討」

順天堂大学医学部附属練馬病院 丸山洋二郎 他
OD-073 「非妊時BMI18.5 未満のやせ妊婦における体重増加量別の周産期予後の検討」浜松医科大学産婦人科 幸村友季子 他
OD-074 「満期正常分娩に至った症例の分娩結果に影響を与える妊娠中の母体摂取栄養素の検討」

順天堂大学医学部附属練馬病院 増田 彩子 他
OD-075 「妊娠中の貧血予測に関する検討」 北海道大学産科 能代 究 他

一般演題（eポスター）「栄養・代謝 2」
OD-076 「超低出生体重児における生後 14 日以内の高血糖発症の独立危険因子」

東京慈恵会医科大学附属病院小児科 稲毛 由佳 他
OD-077 「極低出生体重児における，FGF23 と未熟児代謝性骨疾患管理指標との関係」 東京大学小児科 西村 力 他
OD-078 「早産児の未熟児動脈管開存症に対するアセトアミノフェン静注の薬物動態解析」

埼玉医科大学総合医療センター小児科 大島あゆみ 他
OD-079 「在胎週数毎の臍帯血アルブミン（UV-Alb）値の分布」

兵庫県立こども病院総合周産期母子医療センター新生児内科 生田 寿彦 他
OD-080 「腸内細菌叢の新生児から幼児にかけての変化と影響する因子」 千葉大学医学部附属病院 柴田 涼平 他
OD-081 「当院において母乳バンクより提供されたドナーミルク（DHM）を使用した 7症例の検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 仲宗根瑠花 他
OD-082 「亜鉛華軟膏の長期使用中に血清亜鉛異常高値を認めた 2症例」 長野県立こども病院新生児科 百々 裕子 他
OD-083 「超低出生体重児におけるアミノ酸および脂肪酸投与が神経発達と体格に与える影響」

市立札幌病院新生児内科 野呂 歩 他
OD-084 「超低出生体重児におけるアミノ酸および脂肪酸投与が退院時体格計測値に与える影響」

市立札幌病院新生児内科 野呂 歩 他
OD-085 「極低出生体重児に対して実施したミルクアレルゲン特異的リンパ球刺激試験と臨床像の後方視的検討」

三重中央医療センター新生児科 北村 創矢 他
OD-086 「超低出生体重児のNICU入院中体重増加が悪い要因はなにか？ 当院における体重増加率から評価する．」

新潟市民病院総合周産期母子医療センター新生児内科 臼田 東平 他
OD-087 「哺乳障害を伴う乳児舌小帯短縮症に対する舌小帯ならびに上唇小帯切開の有用性」

新百合ヶ丘総合病院 伊藤 泰雄 他
OD-088 「NICU入院中の早産児に対する母乳処理方法に関する全国調査」 埼玉医科大学総合医療センター 齋藤 可奈 他
OD-089 「NICU入院中のドナーミルク使用に伴う問題点」 東京都立小児総合医療センター新生児科 新藤 潤 他
OD-090 「ドナーミルクを使用した児のデータベース構築の試み」 昭和大学江東豊洲病院 櫻井基一郎 他

一般演題（eポスター）「DOHaD」
OD-091 「妊娠高血圧症の母親から生まれた児における 3歳の肥満有病率および関連リスク因子」

岡山大学産科婦人科 光井 崇 他
OD-092 「当院における正期産単胎低出生体重児出生の原因分析」 慶應義塾大学医学部産婦人科 春日 義史 他
OD-093 「浜松母と子のコホート研究（HBC study）を用いた胎盤病理所見と乳幼児の神経発達に関する検討」

浜松医科大学産婦人科 上田めぐみ 他
OD-094 「母体低蛋白食餌による胎児発育不全モデルラットにおける骨格筋インスリン抵抗性の検討」

順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科・思春期科 粟田健太郎 他
OD-095 「胎生期低栄養環境が引き起こす脂肪組織の遺伝子発現変化の検討－胎生期低栄養マウスモデルを用いて」

浜松医科大学産婦人科 鈴木美沙子 他
OD-096 「帝王切開による出生と乳幼児期における肥満との関連」 聖路加国際大学公衆衛生大学院 宮山 千春 他
OD-097 「早産児の Insulin-like growth factor 1：臍帯血における検討」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 長野 伸彦 他
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OD-098 「早産児の Insulin-like growth factor 1：出生から生後 1か月の変化に関する検討」
日本大学医学部小児科学系小児科学分野 長野 伸彦 他

一般演題（eポスター）「感染・免疫」
OD-099 「当院で管理したCOVID-19 感染妊婦の周産期予後の後方視的検討」

国立国際医療研究センター病院産婦人科 金 蒼美 他
OD-100 「COVID-19 陽性妊婦の分娩管理 -産科管理側から見た分娩 5症例-」 市立豊中病院産婦人科 坂田 美奈 他
OD-101 「当院で分娩管理を行ったCOVID-19 罹患妊婦 6例の臨床経過と胎児付属物中 SARS-CoV-2 の解析結果の検討」

東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 草壁 広大 他
OD-102 「COVID-19 陽性妊婦の分娩管理～新生児の管理側からの視点，経腟分娩の症例より～」

市立豊中病院 長野 広樹 他
OD-103 「妊娠第 2三半期以降に SARS-CoV-2 感染した妊婦の二例」 泉大津市立病院 田中 和東 他
OD-104 「妊娠 25 週に COVID-19 重症肺炎に罹患し人工呼吸器管理を要した 1例」

京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 藁谷深洋子 他
OD-105 「分娩期に中等症となったCOVID-19 感染症妊婦」 聖マリアンナ医科大学産婦人科 渡邊 春花 他
OD-106 「妊婦のコロナウイルス感染予防の実態調査」 聖マリアンナ医科大学医学部医学科 福間 理子 他
OD-107 「当院かかりつけ妊産婦におけるCOVID-19 感染状況の調査と分娩対応」 日本医科大学産婦人科 米澤 美令 他
OD-108 「当院で施行したCOVID-19 院内感染防止対策の検討」 東京歯科大学市川総合病院 白橋 真由 他
OD-109 「コロナ禍におけるNICU・GCUの面会制限―NMCS 関連施設（新生児診療相互援助システム）へのアンケート結果

―」 石井記念愛染園附属愛染橋病院 井石 倫弘 他
OD-110 「非初感染母体から出生した重篤な症候性先天性サイトメガロウイルス感染症児の一例」

神戸大学産科婦人科 今福 仁美 他
OD-111 「妊娠中の潰瘍性大腸炎の症状増悪を契機に母体がサイトメガロウイルス感染症と診断された 1例」

東京女子医科大学母子総合医療センター産科・母子センター 山岡 結香 他
OD-112 「妊娠中のサイトメガロウイルス（CMV） IgG 陽転後の CMV IgM抗体指数」 三重大学産婦人科 北村 亜紗 他
OD-113 「新しいデンカ社試薬による妊婦サイトメガロウイルス（CMV） IgM抗体の陽性率」

三重大学産婦人科 鳥谷部邦明 他
OD-114 「異なる聴覚検査で結果が乖離した先天性サイトメガロウイルス感染症の 1例」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 岡橋 彩 他
OD-115 「低温殺菌母乳の使用にもかかわらず発症した，超早産児の後天性サイトメガロウイルス感染症」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科 角谷和歌子 他
OD-116 「母乳の凍結融解法による早産児後天性サイトメガロウイルス感染予防と母乳中ウイルス量の経時的変化」

東京都立大塚病院新生児科 大橋 祥子 他
OD-117 「全ての新生児を対象とする先天性サイトメガロウイルス感染症の診療体制」

奈良県総合医療センター新生児集中治療部 稲垣 篤志 他
OD-118 「無症候の母体から出生した全身型新生児ヘルペス感染症の一例」 東京臨海病院産婦人科 滝澤 彩子 他
OD-119 「定型管理を施行したが再発を認めた新生児ヘルペスの 1例」 社会医療法人愛仁会千船病院小児科 国本 一輝 他
OD-120 「先天性トキソプラズマ感染症の実態調査：死亡・後遺症例の臨床像」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 土方みどり 他
OD-121 「妊婦の風疹ワクチン接種と風疹抗体保有を予測する因子～妊婦へのアンケート調査より～」

横浜市立大学附属病院産婦人科 岩田亜貴子 他
OD-122 「パルボウィルスB19 感染による胎児貧血に対して胎児輸血を行った双胎妊娠の一例」

愛媛大学産婦人科 内倉 友香 他
OD-123 「妊娠中の百日咳ワクチンの接種の現状－神奈川県内産婦人科分娩施設を対象としたアンケート調査－」

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 柊 一哉 他
OD-124 「アデノウイルス感染による血球貪食性リンパ組織球症を発症した超低出生体重児の一例」

北九州市立医療センター小児科 小窪 啓之
OD-125 「梅毒合併妊娠の 2例」 船橋中央病院産科 竹沢 亜美 他
OD-126 「当院で経験した梅毒合併妊娠の 2例」 群馬県立小児医療センター 道崎 護 他
OD-127 「新生児遷延性肺高血圧症を呈した先天梅毒の一例」 千船病院小児科 横山 陽子 他
OD-128 「妊娠中の梅毒治療にアモキシシリン内服を行った母から出生した児 6例」 阪南中央病院小児科 吉馴 亮子 他
OD-129 「先天梅毒を合併した超低出生体重児例」 淀川キリスト教病院小児科 大野 由梨 他
OD-130 「HIV合併前置胎盤の 1例」 山梨大学産婦人科 笹津 聡子 他
OD-131 「近年のHIV母子感染例から母子感染予防対策を再考する」 奈良県総合医療センター 杉浦 敦 他
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OD-132 「慢性肺疾患と鑑別を要した経胎盤感染による先天性結核の早産児例」
順天堂大学医学部附属浦安病院小児科 松田 明奈 他

OD-133 「最近 10 年間の妊婦GBS保菌率と新生児GBS感染症の推移について」 倉敷中央病院小児科 高橋 章仁 他
OD-134 「GBSによる軟部組織感染症を発症した超低出生体重児の 1例」

宮崎大学附属病院産婦人科・総合周産期母子医療センター 東 真理恵 他
OD-135 「経母乳的GBS遅発型敗血症／髄膜炎の一治験例」 日本医科大学千葉北総病院 福永 遼平 他
OD-136 「経腟分娩後 4日目に発症し，救命し得た劇症型A群溶連菌感染症の一例」 岩手県立中部病院 秋元 義弘 他
OD-137 「劇症型A群連鎖球菌感染症により妊娠中期に母体死亡をきたした一例」 東北大学産婦人科 青田 沙紀 他
OD-138 「リステリア菌血症母体から出生し，異なった転機をとった 2例の経験」 京都大学医学部附属病院 荒木 亮佑 他
OD-139 「血液学的炎症所見を認めなかった Streptococcus gallolyticus による新生児敗血症の 1例」

奈良県立医科大学附属病院総合周産期母子医療センター新生児集中治療部門 高田 晃司 他
OD-140 「緑膿菌による壊疽性膿瘡と考えられた超早産児の一例」

聖マリアンナ医科大学病院総合周産期母子医療センター小児科 砂田 美希 他
OD-141 「Haemophilus parainfluenzae の絨毛膜羊膜炎と胎児炎症により左下肢動脈血栓を発症した早産児」

富山大学附属病院産婦人科 山田 清貴 他
OD-142 「ABPC耐性大腸菌による早発型敗血症をきたした超低出生体重児の 1例」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 浅井 麻由 他
OD-143 「羊水穿刺で子宮内感染を否定後に妊娠 28 週以下で分娩となった児の予後因子の検討」

宮崎大学医学部附属病院産婦人科 牛嶋 順子 他
OD-144 「切迫早産治療に末梢穿刺中心静脈カテーテル（PICC）を使用しカテーテル関連血流感染（BRBSI）を発症した 1症

例」 明石医療センター 加嶋 洋子 他
OD-145 「妊娠中に発症した採卵後の難治性卵巣膿瘍を，抗菌薬長期投与で治療し得た一例」

日本赤十字社和歌山医療センター 春日 摩耶 他
OD-146 「妊娠中に前腕蜂窩織炎からMRSA敗血症に至り敗血症性肺塞栓症を生じた 1例」

さいたま赤十字病院 植村 朝子 他
OD-147 「Fetal inflammatory response syndrome の発症に腟内常在菌Gardnerella vaginalis が関連した超早産児例」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 土方みどり 他
OD-148 「尿路感染症からの敗血症性ショック：経皮的心肺補助法により救命し得た妊婦の一例」

自治医科大学附属病院産婦人科 大草 陽史 他
OD-149 「妊娠性類天疱瘡合併母体から出生した新生児例」

自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科新生児部門 伊藤璃津子 他
OD-150 「ALSTで同様の感作を認めるも，1児にのみ消化管アレルギーを発症した一絨毛膜二羊膜双胎例」

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 新居広一郎 他
OD-151 「保存的加療後に細菌性腹膜炎を発症した先天性乳糜腹水の 1例」 日本大学医学部小児外科 福田安希代 他
OD-152 「新生児原発性免疫不全症スクリーニング要精密検査症例における母体免疫抑制薬内服との関連について」

東京医科歯科大学小児科 勝碕 静香 他
OD-153 「当院NICUにおける過去 12 年間の侵襲性カンジダ症の検討」

福岡大学病院総合周産期母子医療センター新生児部門 太田 栄治 他
OD-154 「超低出生体重児におけるドパミン投与量と感染症発症の関連についての検討」

大阪母子医療センター新生児科 堀田 将志 他
OD-155 「新生児病棟入院時，細菌検査における複数部位，検体採取の意義」

島根県立県立中央病院母性小児診療部新生児科 加藤 文英 他
OD-156 「乳児におけるバンコマイシンの低いトラフ血中濃度」 国立成育医療研究センター新生児科 丸山 秀彦 他
OD-157 「細菌カウンタを用いた生後早期新生児の口腔内細菌数の変化に関する検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 仲宗根瑠花 他
OD-158 「細菌カウンタを用いた生後早期新生児の口腔内細菌数測定における検体採取法に関する検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 仲宗根瑠花 他

一般演題（eポスター）「胎児治療」
OD-159 「胎児甲状腺機能低下症による胎児甲状腺腫に対しレボチロキシン羊水腔内投与で治療を行った 3症例」

国立成育医療研究センター周産期母性診療センター産科 細谷 聡史 他
OD-160 「経母体ステロイド投与が有効であった抗 SS-A 抗体陽性母体に合併した胎児洞不全症候群の一例」

神奈川県立こども医療センター産婦人科 山本 賢史 他
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OD-161 「胎児水腫を伴う胎児胸水に対し胎児胸腔-羊水腔シャントチューブ留置術を施行したNoonan 症候群の一例」
東邦大学医療センター大森病院産婦人科 小瀧 曜 他

OD-162 「子宮内胎児発育遅延，原因不明の羊水過少症の児に対して羊水注入を行った一例」成田赤十字病院 真田 道夫 他
OD-163 「胎児胸腔内に脱落した胎児治療カテーテルによる緊張性気胸の周産期管理」

関西医科大学産科学婦人科学講座 神谷 亮雄 他
OD-164 「頻回の人工羊水注入により致死的な肺低形成を回避し得た両側多嚢胞性異形成腎の一例」

東邦大学医療センター大森病院新生児科 石嶺 里枝 他
OD-165 「胎児期に発症し胎内治療を行った先天性QT延長症候群の 1例」 三重大学産婦人科 日下 直子 他
OD-166 「胎児治療と新生児治療の併用は先天性サイトメガロウイルス感染症児の予後を改善する」

神戸大学産科婦人科 谷村 憲司 他
OD-167 「FLP施行後一児死亡となった双胎貧血多血症候群（TAPS）の 1例」

四国こどもとおとなの医療センター 林 亜紀 他
OD-168 「双胎間輸血症候群における受血児心不全マーカーとしてのNT-proBNP 測定意義」

山口大学産科婦人科 村田 晋 他
OD-169 「静脈管のパルスドプラ波形は双胎間輸血症候群の受血児における心室壁応力の上昇を反映する」

東邦大学医学部産科婦人科学講座 鷹野真由実 他
OD-170 「双胎間輸血症候群に対しレーザー治療を施行後，双胎貧血多血症を発症した一例」

山口大学産婦人科 今川 天美 他

一般演題（eポスター）「胎児心拍数モニタリング」
OD-171 「胎児心拍数モニタリングにおける偽陽性診断症例の検討」 小阪産病院 赤岩 明
OD-172 「出生後に低酸素性虚血性脳症をきたし，fetal brain death syndrome と考えられた 2例」

札幌医科大学産科周産期科 染谷 真行 他
OD-173 「胎児心拍数波形レベル分類を使用したスコアリングシステムの有用性と実用化に向けた研究」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科 伊藤 歩 他
OD-174 「リトドリン塩酸塩急速投与による子宮内胎児蘇生における胎児心拍数モニタリングの検討」

福島県立医科大学産科婦人科学講座 村田 強志 他
OD-175 「臍帯ワルトンゼリー，臍帯血管断面積からみた分娩時の胎児心拍異常の出現率に関する検討」

高知大学 松島 幸生 他
OD-176 「分娩直前の遷延一過性徐脈および胎児徐脈と児のアシデミアの関連」 大阪母子医療センター 山本瑠美子 他

一般演題（eポスター）「多胎 1」
OD-177 「広汎子宮頸部摘出術後に一絨毛膜二羊膜双胎を妊娠し，正期産での分娩をなし得た一例」

田附興風会医学研究所北野病院産婦人科 河合 恵理 他
OD-178 「当科において異なる経過をたどった胎児共存奇胎の 3例」 琉球大学産婦人科 金城 忠嗣 他
OD-179 「子宮頸管縫縮術により満期まで妊娠継続し得た双角子宮の両角に妊娠した双胎妊娠の一例」

杏林大学産科婦人科学教室 佐藤 泰紀 他
OD-180 「帝王切開直後にたこつぼ型心筋症を発症した三胎妊娠の 1例」 昭和大学産婦人科学講座 小瀧 千尋 他
OD-181 「多職種連携により安全に分娩しえた四胎妊娠の 1例」 京都第一赤十字病院 小木曽 望 他
OD-182 「妊娠 31 週で破水後に片側性肺水腫をきたした双胎妊娠の 1例」 長野赤十字病院 石川久美子 他
OD-183 「左右の子宮に妊娠成立し双胎妊娠となったWunderlich 症候群の 1例」

京都府立医科大学附属北部医療センター産婦人科 渡邉 亜矢 他
OD-184 「当院での双胎妊娠の分娩様式についての検討」 石川県立中央病院 三部 一輝 他
OD-185 「双胎妊娠における分娩後出血リスク因子の解析」 三重中央医療センター 山口 恭平 他
OD-186 「双胎妊娠後期における腎機能ならびに凝固線溶系パラメータの推移」 旭川厚生病院産婦人科 杉山 沙織 他
OD-187 「日本の双胎妊娠における出生体重標準曲線と乳児死亡のリスクの検討」

順天堂大学大学院医学研究科 石田 ゆり 他
OD-188 「当院における双胎経腟分娩に関する検討」 山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科 大和田 壮 他
OD-189 「双胎妊娠の経腟分娩不成功に関わる因子についての検討」 国立成育医療研究センター 海野 沙織 他
OD-190 「胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を実施した胎児の拡張早期心室内圧較差の推移」

順天堂大学産婦人科 正岡 駿 他
OD-191 「一絨毛膜二羊膜双胎妊娠の妊娠第 2三半期早期における臍帯動脈血流異常の頻度と変化」

旭川医科大学産婦人科 中西研太郎 他
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一般演題（eポスター）「多胎 2」
OD-192 「集中管理を要した双胎間貧血多血症（TAPS）の双胎児例」 千船病院 福田 祥直 他
OD-193 「妊娠 36 週から 38 週に分娩となった双胎児の新生児呼吸障害の発症頻度」 大阪母子医療センター 栗谷 佳宏 他
OD-194 「循環障害を伴った，一絨毛膜二羊膜（MD）双胎における renin 値の検討」名古屋第二赤十字病院 矢内 里紗 他

一般演題（eポスター）「早産」
OD-195 「妊娠初期に頸管ポリープを認めたのち，妊娠中期に治療的頸管縫縮を施行した症例の臨床経過」

市立札幌病院 吉瀬 馨 他
OD-196 「当院での慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）における人工羊水注入法についての検討」

関西医科大学産婦人科 黒田 優美 他
OD-197 「腟洗浄により長期妊娠期間延長が可能であった円錐状切除後の切迫早産の 1例」

金沢医科大学産婦人科 坂本 人一 他
OD-198 「妊娠 12 週に経腹的子宮頸管縫縮術を施行し生児を得た 1症例」 東北大学産婦人科 森部 絢子 他
OD-199 「当院における short-term tocolysis による切迫早産管理」 北野病院産婦人科 奥田亜紀子 他
OD-200 「頸管ポリープと後期流産及び自然早産との関連について」 大阪母子医療センター 黄 彩実 他
OD-201 「沖縄県における早産リスク因子の検討」 琉球大学病院 金城 淑乃 他
OD-202 「妊娠母体の子宮頸管粘液中におけるマイコプラズマ・ホミニスの検討」 兵庫県立こども病院産科 窪田 詩乃 他
OD-203 「島根県における周産期医療の現状-早産」 島根大学産婦人科 原 友美 他
OD-204 「妊娠 22～25 週に当院へ入院となった頸管長 2cm以下の切迫早産の治療成績の後方視的検討」

大津赤十字病院 高折 彩 他
OD-205 「子宮頸部摘出術後妊娠におけるプロゲステロン腟坐剤の早産予防効果の検証」

九州大学病院産婦人科 佐藤 由佳 他
OD-206 「当院において超早産に至った症例の原因検討」 県立広島病院 山根 尚史 他
OD-207 「当科における緊急頸管縫縮術 50 例の検討」 広島市立広島市民病院 森川 恵司 他
OD-208 「早産ハイリスク症例に対する子宮頸管縫縮術の有効性の検討」 順天堂大学産婦人科 瀬山 理惠 他
OD-209 「当科における頸管縫縮術の検討」 京都第一赤十字病院産婦人科 赤澤 美保 他
OD-210 「重症慢性肺疾患（CLD）は，妊娠 28 週未満出生児の修正 3歳時の神経発達に影響を及ぼす」

福岡大学産婦人科 倉員 正光 他
OD-211 「早産期前期破水と切迫早産例における子宮内感染と炎症の関連性の違いについて」

国立病院機構佐賀病院 大隈 香奈 他
OD-212 「早産児における在胎週数と胎児発育の新生児予後への影響についての検討」

昭和大学病院産婦人科学講座 瀧田 寛子 他
OD-213 「子宮頸管内ポリープ合併妊娠に対して外科的治療を行った症例の検討」

久留米大学医学部産科婦人科学講座 哲翁 晶 他
OD-214 「Ritodrine の新たな作用 ―胎盤重量／出生体重比に及ぼす影響―」 名古屋大学産婦人科 田野 翔 他
OD-215 「子宮頸部円錐切除後，2回目妊娠の転帰に関する検討」 阪南中央病院 武藤はる香 他
OD-216 「妊娠初期の頸管ポリープは，後期流産・早産および頸管無力症のリスク因子である」市立札幌病院 平山 恵美 他
OD-217 「わが国のCOVID感染拡大に伴う緊急事態宣言による母体搬送数の変化」

聖マリアンナ医科大学産婦人科 本間 千夏 他
OD-218 「当院の切迫早産の管理法：Long termから Short term tocolysis へプロトコールを変更して」

岩手県立大船渡病院 金杉 知宣 他
OD-219 「切迫流・早産における子宮頸管ペッサリーの有用性に関する検討」 名古屋市立大学産科婦人科 熊谷 恭子 他
OD-220 「切迫早産症例における出生前経母体ステロイド投与のタイミングおよび出生後呼吸障害に関する検討」

新潟大学医歯学総合病院産婦人科 松本 賢典 他
OD-221 「子宮頸管長短縮に対する子宮頸管ペッサリー挿入前後の感染症所見の変化に関する検討」

徳島大学病院産婦人科 米谷 直人 他
OD-222 「中期流産既往妊婦に対する予防的頸管縫縮術の検討」 安城更生病院 傍島 綾 他
OD-223 「当院にてUltrasound-indicated cerclage を行った妊娠中期の流産・自然早産既往単胎妊婦の周産期予後」

大阪母子医療センター 來間 愛里 他
OD-224 「当科における早産の分娩方法に関する検討」 京都第一赤十字病院 大久保智治 他

一般演題（eポスター）「前期破水」
OD-225 「妊娠 13 週で破水し，長期間羊水過少をきたすも生児を得た 1例」 関西医科大学産婦人科 奥 楓 他
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OD-226 「多職種の介入により児の良好な受け容れが得られた妊娠 21 週前期破水の一例」
富山大学附属病院産婦人科 寺西 穂波 他

OD-227 「当院における過去 5年間の late preterm PROM症例の検討」 京都第一赤十字病院産婦人科 井村 友紀 他
OD-228 「早産期前期破水例における羊水中アンピシリン低感受性菌について」

独立行政法人国立病院機構佐賀病院 吉武 薫子 他
OD-229 「早産期前期破水の感染（Microbial invasion of the amniotic cavity）時期についての検討」

国立病院機構佐賀病院 大島 侑子 他
OD-230 「妊娠 36 週以降で前期破水症例を積極的に分娩管理する方針転換と分娩転帰の変化」

手稲渓仁会病院産婦人科 太田 創 他

一般演題（eポスター）「絨毛膜羊膜炎」
OD-231 「早産児の先天性結核から診断された抗酸菌感染症による絨毛膜羊膜炎の一例」

順天堂大学医学部附属浦安病院 小熊 響子 他
OD-232 「妊娠 39 週で黄色ブドウ球菌感染により子宮内胎児死亡に至った一例」 市立三次中央病院 平井雄一郎 他
OD-233 「当院で入院管理した絨毛膜下血腫症例の周産期予後の検討」

和歌山県立医科大学附属病院産科婦人科学教室 中田久実子 他
OD-234 「Amsterdam Placental Workshop Group Consensus Statement による絨毛膜羊膜炎の評価の有用性について」

浜松医科大学産婦人科 堀越 義正 他
OD-235 「組織学的絨毛膜羊膜炎における臍帯炎合併の有無と臨床像との関係についての検討」

東邦大学医療センター大森病院産婦人科 佐久間淳也 他
OD-236 「絨毛膜羊膜炎による早産症例の胎盤のマイクロバイオームついての検討」 近畿大学 城 玲央奈 他
OD-237 「羊水穿刺による子宮内感染の診断についての検討」 宮崎大学医学部附属病院産科婦人科 松澤 聡史 他
OD-238 「絨毛膜羊膜炎の診断における 16S rRNA解析の導入に向けた方法論の検討」 杏林大学産科婦人科 谷垣 伸治 他
OD-239 「子宮内感染を診断・管理する目的で羊水穿刺を繰り返すことは前期破水のリスクになるのか？」

日本赤十字社唐津赤十字病院 中川 拓也 他
OD-240 「妊娠後期における羊水穿刺に続発する合併症（子宮内細菌混入）のリスク評価」

国立病院機構佐賀病院 権藤佳奈子 他

一般演題（eポスター）「常位胎盤早期剥離」
OD-241 「巨大羊膜下血腫から常位胎盤早期剥離をきたした 3例」 大阪医科大学産婦人科 佐野 匠 他
OD-242 「子宮内胎児死亡を伴う常位胎盤早期剥離に不全子宮破裂を合併した一例」 済生会山形済生病院 杉山 晶子 他
OD-243 「常位胎盤早期剥離を合併した巨大絨毛膜下血種の 1例」

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科 竹田 健彦 他
OD-244 「当院における常位胎盤早期剥離症例に関する検討」 大津赤十字病院 中村 彩加 他
OD-245 「IUFDを伴う常位胎盤早期剥離症例におけるフィブリノゲン製剤投与の有効性に関する検討」

横浜市立大学附属市民総合医療センター 佐野 泰子 他

一般演題（eポスター）「胎盤・臍帯」
OD-246 「瘢痕部妊娠の妊娠継続により膀胱への穿通と尿管への癒着を認めた癒着胎盤の 1例」

琉球大学産婦人科 屋良 奈七 他
OD-247 「両葉間の卵膜に臍帯付着を認めた前置二分胎盤の一例」 帝京大学医学部附属病院産婦人科 橋本 啓 他
OD-248 「明らかな胎盤遺残を認めない分娩後異常出血の原因に過大着床部がある」 市立奈良病院産婦人科 原田 直哉 他
OD-249 「癒着胎盤を疑う全前置胎盤に対し大動脈バルーン留置下に帝王切開を行った 1例」

京都府立医科大学附属北部医療センター 黒星 晴夫 他
OD-250 「危機的産褥出血に対し経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）で止血し得た 2症例」

京都府立医科大学附属北部医療センター 山下 優 他
OD-251 「妊娠 38 週で初めて診断された副胎盤による全前置胎盤の 1例」 兵庫県立淡路医療センター 西野由香里 他
OD-252 「帝王切開中に子宮破裂が確認された癒着胎盤の一例」 帝京大学医学部附属病院産婦人科 西澤 美紀 他
OD-253 「胎盤位置異常を伴わない前置血管を出生前に診断した 1例」 京都府立医科大学産婦人科 青木 康太 他
OD-254 「帝王切開後癒着胎盤を保存的に経過観察しえた一例」 千葉大学医学部附属病院 長澤亜希子 他
OD-255 「胎盤病理検査にて異所性肝組織を認めた胎児水腫の 1例」 慶應義塾大学病院産婦人科 田中 雄也 他
OD-256 「著明な絨毛間腔の拡張を認めた切迫早産の一例」 JA尾道総合病院 藤田真理子 他
OD-257 「既知のタイプと異なる前置血管の 1例」 防衛医科大学校病院産科婦人科学講座 濱口 大志 他
OD-258 「当院における臍帯卵膜付着症例を対象とした症例集積研究」 東北大学病院産婦人科 齋藤 翔子 他
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OD-259 「胎児胎盤重量比と胎盤病理組織所見との関係」 浜松医科大学産婦人科 磯村 直美
OD-260 「胎盤遺残の現状報告：周産期母子医療センターへのアンケート調査から」自治医科大学産科婦人科 高橋 宏典 他
OD-261 「妊娠前の子宮内膜症に対する外科的治療が，その後の周産期予後に与える影響について」

手稲渓仁会病院 小野 洋輔 他
OD-262 「前置癒着胎盤における超音波検査とMRI 検査の有用性の比較」 埼玉医科大学病院産婦人科 鷹野 夏子 他
OD-263 「子宮後壁に付着する前置（低置）胎盤における周術期大量出血のリスク因子についての検討」

りんくう総合医療センター産婦人科 坪内 弘明 他
OD-264 「超音波検査によるMarginal sinus placenta previa の診断精度について」

防衛医科大学校病院産科婦人科学講座 石橋 弘樹 他
OD-265 「異常浸潤性胎盤における PSGファミリーの新規バイオマーカーとしての可能性」

札幌医科大学産婦人科 柏木 葉月 他
OD-266 「血流を伴うRetained products of conception に対するエストロゲン-プロゲストーゲン療法は有用である」

熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座 山口 宗影 他
OD-267 「前置胎盤の子宮下部出血コントロールに非常に有効であった新しい縫合法：V字縫合について」

宇治徳洲会病院 青木 昭和 他
OD-268 「Cesarean hysterectomy を施行した前置癒着胎盤 9症例における総腸骨動脈バルーン閉塞術に関する検討」

山梨大学産婦人科 渡邊 佳那 他
OD-269 「当科における前置胎盤に対する vertical compresion sutures による止血効果の検討」

京都第一赤十字病院産婦人科 藪本 和也 他
OD-270 「Placental lake 症例の分娩様式に関する検討」 新潟大学 五日市美奈 他
OD-271 「子宮筋層からの動脈血流入を認めた Placental lake の 1 例」 泉大津市立病院 福田恵梨子 他
OD-272 「母児間出血により子宮内胎児死亡を来した交通外傷妊婦の 1例」

福島県立医科大学産科婦人科学講座 平岩 幹 他
OD-273 「胎児発育不全を呈した臍帯血管腫の一例」 鳥取県立厚生病院産婦人科 木山 智義 他

一般演題（eポスター）「産科出血・DIC」
OD-274 「当院における妊娠子宮破裂 5症例の検討」 新潟大学産婦人科 為我井加菜 他
OD-275 「子宮破裂をきたした巨大子宮筋腫合併妊娠の 1例」 石川県立中央病院産婦人科 平吹 信弥 他
OD-276 「救命できた心肺虚脱型羊水塞栓症：帝王切開中発症例」 自治医科大学産科婦人科 泉 遼 他
OD-277 「妊娠第 2三半期に著明なDIC を発症し羊水塞栓を疑ったがその後も妊娠継続が可能であった一例」

大阪急性期・総合医療センター 田口 貴子 他
OD-278 「2回の心肺停止を経て救命し得た子宮型羊水塞栓症の一例」 新潟市民病院 田村 正毅 他
OD-279 「血液凝固異常が先行し，集学的治療により救命し得た心肺虚脱型羊水塞栓症の 1例」

長崎大学産科婦人科 楠本 紗羅 他
OD-280 「痙攣発作を初発症状として発症した羊水塞栓症の一例」 順天堂大学医学部附属浦安病院 平井みつ子 他
OD-281 「羊水塞栓症における消費性凝固障害：ヘモグロビン /フィブリノゲン比（H/F ratio）による早期診断・早期治療」

浜松医科大学産婦人科 小田 智昭 他
OD-282 「産後大量出血の治療に対する輸血必要量とバイオマーカー（C1 inhibitor および SCC）の関係」

岐阜大学医学部附属病院 島岡 竜一 他
OD-283 「産科危機的出血に対し，フィブリノゲン製剤を使用した 4症例」 市立三次中央病院 綱掛 恵 他
OD-284 「産褥期大量出血の原因が子宮動脈仮性動脈瘤であったと考えられた 2症例の検討」

富山大学附属病院産婦人科 才津 義亮 他
OD-285 「後期分娩後異常出血の原因としてアレルギー反応が疑われた 1症例」 浜松医療センター 寺本麻友子 他
OD-286 「子宮腔内バルーンタンポナーデとスポンジ鉗子の併用が有用であったDIC 型後産期出血の 4例」

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科 上野 琢史 他
OD-287 「当施設における産科危機的出血に対するREBOAの使用に関する検討」

大阪大学医学部附属病院産科・婦人科 北野 佐季 他
OD-288 「中隔子宮の中隔部に発生した分娩後 retained products of conception」 佐野厚生総合病院産婦人科 和田 善光 他
OD-289 「妊娠子宮摘出を行なった 35 例の検討」 豊田厚生病院 宮本絵美里 他
OD-290 「前置胎盤による分娩後出血に対する子宮内バルーンタンポナーデ法の有用性についての後方視的検討」

藤沢市民病院産婦人科 持丸 綾 他
OD-291 「SHiP（Spontaneous Hemoperitoneum in Pregnancy）に関する全国調査」 三重大学産婦人科 萩元 美季 他
OD-292 「妊娠 20 週で子宮内膜症によると考えられる腹腔内出血（SHiP）をきたし，妊娠 24 週で緊急帝王切開を施行した一例」

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科 宮澤 祐樹 他
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OD-293 「フィブリノゲン（Fibrinogen；Fib）製剤を使用したFib 値 150mg/dl 未満の分娩後異常出血例の検討」
自衛隊札幌病院 高田美乃莉 他

OD-294 「分娩後の後腹膜血腫に対して経腟的処置により止血を得た 1例」 名古屋第一赤十字病院 西子 裕規 他
OD-295 「分娩後出血時のダイナミック造影CTは治療選択に必要不可欠である」 岡山大学病院産科婦人科 早田 桂 他
OD-296 「産褥異常出血におけるUAE後の再出血：再塞栓困難例への対応」

自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科母体胎児部門 入江 佑子 他
OD-297 「分娩時出血に対する自己血輸血の最適な貯血量」 山形大学産婦人科 渡邉 憲和 他
OD-298 「適切な連携によって救命を得た産科危機的出血の 1例」弘前大学大学院医学研究科産婦人科学講座 田口 朋子 他
OD-299 「当院における産科出血における経カテーテル動脈塞栓術症例の検討」 愛媛県立中央病院産婦人科 阿部恵美子 他
OD-300 「当院における産科危機的出血に対する IVRの有用性の検討」 日本医科大学付属病院 倉品 隆平 他

一般演題（eポスター）「深部静脈血栓症 /肺塞栓症」
OD-301 「子宮動脈塞栓術後に肺血栓塞栓症を認めた一例」 慶應義塾大学産婦人科学教室 玉井 順子 他
OD-302 「周産期領域の肺血栓塞栓症：生存例と死亡例の比較」 三重大学 高倉 翔 他
OD-303 「経腟分娩後に発症した産褥期卵巣静脈血栓症の 1例」

地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪はびきの医療センター 脇 啓太 他
OD-304 「妊娠後期に深部静脈血栓症を発症した先天性AT3欠乏症の一例」

千葉大学医学部附属病院周産期母性科 廣澤 聡子 他
OD-305 「県内 5施設における分娩後抗凝固療法の実施について」 三重大学産婦人科 榊原 康平 他

一般演題（eポスター）「胎児発育不全」
OD-306 「遠隔胎児心拍数モニタリングで胎児機能不全と診断した胎児発育不全の一例」 亀田総合病院 小池 由実 他
OD-307 「アンギオテンシン 2受容体拮抗薬使用に起因し，急激に発症した無羊水，胎児発育不全の 1例」

湘南藤沢徳洲会病院 里吉 雅恵 他
OD-308 「構築異常，妊娠高血圧腎症を伴わず severe FGR だけを合併した 13 トリソミー：症例報告」

自治医科大学附属病院産婦人科 眞中 優美 他
OD-309 「出生体重に影響を与える母体要因の検討」独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院産婦人科 西山 香織 他
OD-310 「胎児発育不全に対するタダラフィル経母体投与における，胎児超音波計測値の検討」

済生会松阪総合病院 辻 誠 他
OD-311 「当院における妊娠 34 週未満に出生した胎児発育不全の検討」 順天堂大学医学部附属静岡病院 田中 里美 他
OD-312 「胎児発育不全に対するタダラフィル治療が胎盤に与える影響－低酸素とmTORシグナリング－」

三重大学産科婦人科 田中 佳世 他
OD-313 「FGRに対するタダラフィルの経母体投与における胎児胎盤循環動態の評価」

三重大学医学部附属病院 真木晋太郎 他
OD-314 「dimensional phase contrast MRI による子宮動脈血流量評価」 三重大学産婦人科 二井 理文 他

一般演題（eポスター）「妊娠高血圧症候群」
OD-315 「急激に進行した重症早発型加重型妊娠高血圧腎症の一例」 大阪市立総合医療センター産婦人科 岡嶋 晋加 他
OD-316 「HELLP 症候群が分娩後遷延し血栓性微小血管障害症の診断に至った一例」

防衛医科大学校病院産科婦人科学講座 岸本 直久 他
OD-317 「妊娠 33 週で急性妊娠性脂肪肝を発症した一例」 伊勢赤十字病院 紀平 知久 他
OD-318 「2回の妊娠で異なる転帰をとった原発性アルドステロン症の一例」 旭川医科大学産婦人科 金井 麻子 他
OD-319 「血管内皮傷害が原因と考えられた重篤な重症妊娠高血圧症候群合併症の 2例」

りんくう総合医療センター産婦人科 古谷毅一郎 他
OD-320 「重症妊娠高血圧腎症のため緊急帝王切開術施行後，たこつぼ心筋症を発症した双胎妊娠の一例」

広島市立広島市民病院 坂井 裕樹 他
OD-321 「血圧管理に苦慮したミトコンドリア病合併妊娠と考えられた 1例」 京都市立病院産婦人科 山本 櫻 他
OD-322 「腎疾患合併妊娠の常位胎盤早期剥離発症前に sFLT1/PlGF が上昇し，加重型妊娠高血圧腎症の診断となった 1例」

日本医科大学多摩永山病院女性診療科・産科 清田 裕美 他
OD-323 「緊急帝王切開術後，大量腹水貯留を呈した周産期心筋症の 1症例」 東北大学産婦人科 齊藤 裕也 他
OD-324 「妊産婦死亡ニアミス事例に関する全国悉皆調査（出血性脳卒中）」 三重大学産科婦人科 榎本 尚助 他
OD-325 「妊娠高血圧腎症妊婦における尿中蛋白排泄量と母体の重症度との検討」 愛知医科大学産婦人科 岡本 知士 他
OD-326 「当院における遅発型妊娠高血圧症候群（Hypertensive Disorders of Pregnancy）の臨床的検討」

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 兼森 美帆 他
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OD-327 「妊娠高血圧腎症ハイリスク妊婦における低用量アスピリン予防的投与の現状」
国立病院機構長崎医療センター産婦人科 古賀 恵 他

OD-328 「妊娠方法による妊娠初期子宮環境に及ぼす影響の検討」 昭和大学医学部産婦人科学講座 後藤未奈子 他
OD-329 「妊娠高血圧症候群の母体より出生した SGA児の catch-up に影響する因子」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室 三島 桜子 他
OD-330 「絨毛膜外性胎盤における妊娠高血圧症候群のリスク因子の検討」 自治医科大学附属病院 成見 莉紗 他
OD-331 「妊娠高血圧腎症の胎盤におけるグリコカリックスの発現の検討」 産業医科大学産婦人科 近藤 恵美 他
OD-332 「歯周病と妊娠高血圧症候群の関係についての検討」 広島大学産科婦人科 大森由里子 他
OD-333 「SMI を用いて妊娠中に胎盤梗塞の診断となった一例」 聖マリアンナ医科大学産婦人科学 古谷 菜摘 他
OD-334 「双胎妊娠における sFlt1/PlGF を用いた妊娠高血圧腎症の発症予測に関する検討」

山梨県立中央病院総合周産期母子医療センター産科 篠原 諭史 他
OD-335 「妊娠高血圧腎症診断基準における胎児発育不全の意義の検討」

東京大学医学部附属病院女性診療科・産科 糟谷 美律 他
OD-336 「硝酸薬を用いて急性妊娠性脂肪肝の術後管理をおこなった 1例」 北海道大学産婦人科 齊藤 良玄 他
OD-337 「当院におけるHDPフォローアップ外来（HDP-PPAP study）の現状」

弘前大学医学部附属病院産婦人科 大石 舞香 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（糖代謝異常）」
OD-338 「妊娠糖尿病を契機にCushing 症候群と診断された 1例」 宮崎県立延岡病院産婦人科・周産期科 山内 綾 他
OD-339 「生児を得た維持血液透析中の 1型糖尿病合併妊娠の 1例」 名古屋第二赤十字病院産婦人科 小川 舞 他
OD-340 「当院における妊娠糖尿病フォローアップ外来の現状について」弘前大学医学部附属病院産科婦人科 伊東 麻美 他
OD-341 「当院における妊娠糖尿病（GDM）の検討～75gOGTTの結果からみるGDMの診断状況と周産期管理～」

豊橋市民病院産婦人科 河合 要介 他
OD-342 「妊娠糖尿病のインスリン導入の有無における出生体重の変化」 順天堂大学産婦人科 秋葉 純也 他
OD-343 「妊娠 24 週未満の空腹時血糖と妊娠高血圧症候群との関連：BOSHI 研究」

八戸市立市民病院産婦人科 泉 聖也 他
OD-344 「妊娠糖尿病患者における妊娠中の適切な体重増加の検討」 医療法人母恋日鋼記念病院産婦人科 藤部 佑哉 他
OD-345 「妊娠糖尿病妊婦に対するインスリン使用量が児出生体重に与える影響について」

杏林大学医学部産科婦人科 尾坂 真 他
OD-346 「妊娠糖尿病患者へのインスリン投与量の減少が母体異常を予知する可能性」

国際医療福祉大学産婦人科教室 河原井麗正 他
OD-347 「やせの妊娠糖尿病妊婦は診断時空腹時血糖値がインスリン導入のリスク因子である」

国立病院機構長崎医療センター産婦人科 山下 洋 他
OD-348 「インスリン治療を必要とするやせ妊娠糖尿病妊婦の特徴」国立病院機構長崎医療センター産婦人科 小川 真幸 他
OD-349 「妊娠糖尿病診断における 75gOGTT陽性点と妊娠転帰との関連」 九州大学病院産科婦人科 森下 博貴 他
OD-350 「妊娠糖尿病（GDM）スクリーニング検査における 3段階法の有用性の検討」

山口大学医学部附属病院産科婦人科 川崎 真奈 他
OD-351 「糖代謝異常妊婦における持続インスリン療法による分娩時の血糖管理」 広島市立安佐市民病院 佐藤 優季 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（循環器疾患）」
OD-352 「母児とも生存退院できた肺高血圧合併妊娠に胎盤機能不全を伴った一例」

東京都立多摩総合医療センター 栗山 真侑 他
OD-353 「当院における高安動脈炎合併妊娠 8症例の周産期・新生児予後に関する検討」 大阪大学産婦人科 手向 麻衣 他
OD-354 「先天性QT延長症候群合併妊娠の周産期管理」 筑波大学産婦人科 西田 恵子 他
OD-355 「妊娠 22 週で破水し生児を得たFontan 術後妊娠の 1例」 聖路加国際病院女性総合診療部 浅見 夕菜 他
OD-356 「肥大型心筋症合併妊娠の後方視的検討」 榊原記念病院産婦人科 前田 佳紀 他
OD-357 「妊娠・分娩を契機として人工弁機能不全に陥った大動脈弁位生体弁置換術後妊娠の 1例」

榊原記念病院 中尾 真大 他
OD-358 「妊娠第 2三半期に有害不整脈が出現した僧帽弁疾患の双胎妊娠の 2例」国立循環器病研究センター 田伏 真理 他
OD-359 「周産期管理を行った機械弁合併妊娠 2例の検討」 榊原記念病院産婦人科 堀内 縁 他
OD-360 「帝王切開術後 5日目の心機能低下により覚知された周産期心筋症の 1例」

岩手県立二戸病院産婦人科 千田 英之 他
OD-361 「COVID-19 肺炎の鑑別を必要とした周産期心筋症の 1例」 名古屋大学産婦人科 中川 敦史 他
OD-362 「帝王切開中に意識消失発作を発症した大動脈一尖弁合併妊娠の 1症例」 大阪市立大学産婦人科 奥村 真侑 他
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OD-363 「病理解剖で特発性肺動脈性高血圧症と診断された母体死亡の一例」
弘前大学医学部附属病院産科婦人科 小玉 都萌 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（膠原病）」
OD-364 「SLE合併妊娠において，SLE急性増悪に妊娠高血圧腎症を合併した 1例」

埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター母体胎児部門 山本 祥子 他
OD-365 「当院における SLE合併妊娠の周産期予後の検討」 広島大学病院産科婦人科 野村 有沙 他
OD-366 「発作性夜間血色素性尿症合併妊娠に対してエクリズマブ投与および抗凝固療法を行った 1例」

弘前大学産婦人科 竹ノ子健一 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（脳神経疾患）」
OD-367 「当院で経験した重症筋無力症合併妊娠の 2例」 三重大学医学部附属病院 横山 由佳 他
OD-368 「繰り返す分娩中の頭痛，意識障害に対して，診断，管理に苦慮した 1症例」大阪警察病院産婦人科 宮武 崇 他
OD-369 「脳動静脈奇形による橋出血を妊娠中に発症し救命し得た一例」 大阪市立総合医療センター産科 松木 厚 他
OD-370 「緊急帝王切開後 7日目に痙攣発作を起こした脳皮質静脈血栓症の 1例」

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科 森 将 他
OD-371 「妊娠中にくも膜下出血をきたした一例」 八戸市立市民病院 村川 東 他
OD-372 「妊娠初期に脳静脈洞血栓症を発症し抗凝固療法により良好な経過をたどった 1例」

飯田市立病院産婦人科 池田 枝里 他
OD-373 「妊娠中に診断された母体筋強直性ジストロフィーの一例」 静岡県立こども病院 竹原 啓 他
OD-374 「分娩直後に意識障害で発症した脳底動脈解離による両側視床梗塞の一例」

筑波大学医学医療系産科婦人科学 飯場 萌絵 他
OD-375 「妊娠 33 週に子癇発作および可逆性脳血管攣縮症候群から急速に脳の虚血性変化が出現した 1例」

山梨大学医学部産婦人科 望月 加奈 他
OD-376 「本邦での妊娠中のトリプタン製剤の使用についての検討」 京都大学医学部附属病院遺伝子診療部 山口 裕子 他
OD-377 「当院における脳出血合併妊娠の 3例」 愛媛県立中央病院 池田 朋子 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（消化器疾患）」
OD-378 「妊娠 37 週に特発性急性膵炎を発症した一例」 国保直営総合病院君津中央病院 安部真希子 他
OD-379 「妊娠時に高脂血症による急性膵炎を発症した一例」 京都市立病院産婦人科 山田 惇之 他
OD-380 「妊娠後期に発症した急性膵炎を合併した双胎妊娠の一例」 群馬大学医学部附属病院産科婦人科 森田 晶人 他
OD-381 「糖尿病を背景にもち，妊娠中に急性膵炎を発症して緊急帝王切開術を要した 2例」

神戸市立医療センター中央市民病院 前田振一郎 他
OD-382 「妊娠中に胆石性膵炎・急性胆嚢炎を発症した 1例」 東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科 田杭 千穂 他
OD-383 「妊娠 22 週に高トリグリセライド血症で発症したと思われる急性膵炎の一例」

さいたま赤十字病院産婦人科 石田 博美 他
OD-384 「妊娠中に直腸腟瘻を認め人工肛門造設術を施行した潰瘍性大腸炎合併妊娠の 1例」

岩手医科大学附属病院 小木田勇人 他
OD-385 「肝生検で確定診断し得た急性妊娠脂肪肝の一例」

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 川名 奈実 他
OD-386 「当院で経験した急性虫垂炎合併妊娠の 10 例」 愛媛県立中央病院 森 美妃 他
OD-387 「S状結腸軸捻転のため緊急帝王切開を施行した一例」

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 奈良井曜子 他
OD-388 「肝移植レシピエントにおける妊娠高血圧症候群の予知因子に関する検討」 熊本大学産婦人科 中村 菫 他
OD-389 「頻回の胆管炎を発症し管理に難渋した先天性胆道閉鎖症術後妊娠の一例」山口大学医学部産婦人科 城下 亜文 他
OD-390 「総排泄腔修復術後妊娠の 1例」 福島県立医科大学産科婦人科学講座 福田 冬馬 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（精神疾患）」
OD-391 「当院における精神疾患合併妊娠についての検討」 長崎大学産婦人科 重富 典子 他
OD-392 「精神的な問題を持つ妊産婦の支援体制－市町の保健センターの現状と臨床心理士・公認心理師に関する調査－」

山口県立総合医療センター 佐世 正勝 他
OD-393 「妊娠中の精神神経系薬剤服用による新生児不適応症候群の症状発現状況」

国立成育医療研究センター薬剤部 三浦 寄子 他
OD-394 「産後メンタルヘルスにおける妊娠前睡眠時間の重要性」 名古屋大学医学部附属病院 松尾 聖子 他
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OD-395 「当院における精神疾患合併妊娠の分娩様式の検討」 独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 杉井 裕和 他
OD-396 「地域連携で可能となった精神疾患合併妊婦管理」 越谷市立病院産婦人科 石黒 共人 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（腫瘍）」
OD-397 「帝王切開後に子宮内感染を起こした子宮筋腫に対し子宮鏡下摘出術を行った症例」

新潟県厚生連長岡中央綜合病院 清水 圭太 他
OD-398 「妊娠中期に変性・破裂し緊急核出術を要した子宮筋腫の一例」 土浦協同病院 櫻井 香織 他
OD-399 「腹腔鏡下子宮筋腫核出術が，その後の帝王切開に与える影響について」 手稲渓仁会病院産婦人科 和田真一郎 他
OD-400 「深部子宮内膜症による疼痛が妊娠中に増悪し，早産を余儀なくされた一例」

独立行政法人国立病院機構九州医療センター産科婦人科 林 魅里 他
OD-401 「子宮腺筋症における産科合併症のハイリスク群抽出を目的とした画像分類の有用性の検討」

東京大学女性診療科・産科 橋本 彩子 他
OD-402 「子宮内膜異型増殖症に対するMPA療法後に妊娠成立した 1例」防衛医科大学校産科婦人科学講座 岩橋 秀樹 他
OD-403 「頸管無力症を伴う LEGH様子宮頸部多発嚢胞の妊娠管理：症例報告」

自治医科大学附属さいたま医療センター 小澤 利佳 他
OD-404 「全前置胎盤妊娠症例に合併した子宮頸部小細胞神経内分泌癌の 1症例」 金沢大学産婦人科 松岡 歩 他
OD-405 「広汎子宮頸部摘出術から 10 年の経過で妊娠し，産後に晩期再発した一例」

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 石橋めぐみ 他
OD-406 「当院における広汎子宮頸部摘出術後妊娠の早産リスク因子に関与する検討」

京都大学医学部附属病院婦人科学産科学教室 岡本葉留子 他
OD-407 「腟式広汎子宮頸部摘出術後妊娠症例におけるFFPE胎盤検体を用いたメタゲノム解析の試み」

札幌医科大学産婦人科 真里谷 奨 他
OD-408 「当院における広汎子宮頸部全摘術後妊娠に対する周産期管理の検討」 東北大学病院産科 鈴木 真理 他
OD-409 「当院で分娩した円錐切除後妊娠の検討」 広島市立広島市民病院 久保 倫子 他
OD-410 「当施設における円錐切除後に子宮腟部欠損となった妊婦への経腟的頸管縫縮術の工夫と成績」

久留米大学産科婦人科学教室 堀之内崇士 他
OD-411 「胎児機能不全に対し緊急帝王切開を施行し子宮内膜症性嚢胞破裂が判明した 2例」

九州大学病院産科婦人科 駒水 達哉 他
OD-412 「当院における卵巣腫瘍合併妊娠に対する手術療法の検討」 中部ろうさい病院 日比絵里菜 他
OD-413 「分娩後に診断された成熟嚢胞性奇形腫破裂の一例」 昭和大学医学部産婦人科学講座 齋藤 水絵 他
OD-414 「卵巣嚢腫合併妊娠に対する単孔式腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術の周産期予後」

日本赤十字社高知赤十字病院産婦人科 高橋 洋平 他
OD-415 「AYA世代の卵巣明細胞癌における妊孕性温存手術の影響：傾向スコア加重法による生存解析と産科的転帰の調査」

名古屋大学産婦人科 吉原 雅人 他
OD-416 「卵巣腫瘍合併妊娠に対し臓器固定用デバイスを用いた腹腔鏡下手術について」

秋田大学医学部附属病院 熊澤由紀代 他
OD-417 「当院で経験した乳癌合併妊娠の 2例」 越谷市立病院産婦人科 藤岡 彩 他
OD-418 「妊娠期乳がんに対する治療介入時期と新生児予後の症例集積検討」 東北大学病院産婦人科 遠藤 俊 他
OD-419 「妊娠第 3三半期の血液検査を契機に偶発的に発見された急性リンパ性白血病の 1例」

高知大学産婦人科 堅田 千晶 他
OD-420 「妊娠 25 週で急性骨髄性白血病と診断し化学療法を施行した 1例」

呉医療センター・中国がんセンター 荒木 ゆみ 他
OD-421 「妊娠中に発症した急性白血病の 3例」 北里大学病院周産母子成育医療センター 山崎 優 他
OD-422 「心タンポナーデを生じた原発性肺癌合併妊娠の 1例」 山形大学医学部附属病院産婦人科 伊藤 友理 他
OD-423 「経腟超音波ガイド下穿刺による内容液の吸引により経腟分娩が可能となった後腹膜嚢腫合併妊娠の一例」

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科 稲村 達生 他
OD-424 「妊娠中に心タンポナーデにて発症した右房原発血管肉腫の一例：文献レビュー」東北大学産婦人科 佐藤 直人 他
OD-425 「転移性肝腫瘍破裂の既往のためにイマチニブ継続を要した小腸GIST合併妊娠の一例」

市立豊中病院 中井 麻稀 他
OD-426 「当院における悪性腫瘍合併妊娠についての検討」 徳島大学病院産科婦人科 吉田あつ子 他

一般演題（eポスター）「合併症妊娠（その他）」
OD-427 「当院で経験した副腎性クッシング症候群合併妊娠の一例」 釧路赤十字病院 米原 利栄 他
OD-428 「経腟分娩に成功した脊髄損傷合併妊娠の一例」 石川県立中央病院 碓井 愛 他
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OD-429 「産褥期に発症した腹膜垂炎の一例」 敬愛会中頭病院 浦添 千晶 他
OD-430 「IL-36RN遺伝子変異を有した疱疹状膿痂疹の 1症例」 弘前大学医学部附属病院産科婦人科 横山美奈子 他
OD-431 「骨形成不全症合併妊娠の一例」 岡山大学病院 横畑 理美 他
OD-432 「妊娠後期にCOVID-19 に感染し肺炎の増悪を認め緊急帝王切開術を施行した一例」

三重中央医療センター 加藤 麻耶 他
OD-433 「当院で管理を行ったQT延長症候群合併妊娠の 1例」 静岡県立こども病院周産期センター産科 河村 隆一 他
OD-434 「先天性アンチトロンビン欠乏症Type1 合併妊娠の報告」 磐田市立総合病院産婦人科 近藤 有紀 他
OD-435 「当院で管理したHIV感染妊婦の周産期予後の後方視的検討」

国立国際医療研究センター病院産婦人科 金 蒼美 他
OD-436 「当院における SARS-CoV-2 に感染した妊産婦の周産期管理」

トヨタ記念病院周産期母子医療センター産科 金 明 他
OD-437 「厳重な妊娠分娩管理を要した静脈奇形合併妊娠の一例」 杏林大学医学部付属病院 戸田 友美 他
OD-438 「当院の腎移植後妊娠 7例についての検討」 広島大学病院 向井百合香 他
OD-439 「妊娠初期に意識障害をきたした頭蓋咽頭腫術後の一例」

千葉大学医学部附属病院婦人科・周産期母性科 向山 文貴 他
OD-440 「胎児を救命し得た high grade の Villitis of Unknown Etiology（VUE）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 江川 恵子 他
OD-441 「夫婦ともにEhlers-Danlos 症候群を有し常位胎盤早期剥離に至った 1例」

和歌山県立医科大学産科婦人科学教室 溝口 美佳 他
OD-442 「EBウイルス関連T細胞リンパ腫により血球貪食性リンパ組織球症（HLH）を呈した妊婦の一例」

順天堂大学医学部附属浦安病院 高橋 雅也 他
OD-443 「細菌性髄膜炎合併妊娠の 1例」 藤田医科大学医学部産婦人科学講座 三谷 武司 他
OD-444 「妊娠による多中心性Castleman 病の病勢への影響：2例の産科管理経験から」

東海大学医学部専門診療学系産婦人科学領域 三塚加奈子 他
OD-445 「妊娠初期に発症した菊池病（組織球性壊死性リンパ節炎）の 1例」 日本医科大学産婦人科 市川 剛 他
OD-446 「ミトコンドリア病合併妊娠の一症例」 大阪市立大学 小西菜普子 他
OD-447 「当院にて母児間輸血症候群と診断された 3例の検討」 大垣市民病院産婦人科 小林 祐太 他
OD-448 「異なる妊娠経過をたどったWunderlich 症候群術後患側子宮妊娠の 2例」 愛媛大学産婦人科 松原 裕子 他
OD-449 「非常に稀な Prune belly 症候群合併妊娠の一例」 高知医療センター 森田 聡美 他
OD-450 「帝王切開分娩で健児を得た筋拘縮型Ehlers-Danlos 症候群の 1例」 トヨタ記念病院 森部 真由 他
OD-451 「クリッペル・トレノネー・ウェーバー合併妊娠の 2例」 千葉大学附属病院周産期母性科 秦 利衣 他
OD-452 「輸血療法を必要とした妊娠性血小板減少症と貧血を認めたゴーシェ病保因者の一例」

国立病院機構九州医療センター産科・婦人科 杉浦多佳子 他
OD-453 「妊娠第 3三半期に妊娠子宮嵌頓症を診断した場合に分娩時の重篤な合併症を回避するには～4例の比較～」

総合病院国保旭中央病院 清水 陽彦 他
OD-454 「IVR後妊娠においてMRI で筋層の菲薄化を認め，切迫子宮破裂を疑った 1例」

関西医科大学産婦人科 西端 修平 他
OD-455 「当院におけるサラセミア合併妊娠の検討」 防衛医科大学校病院産婦人科 川井まりえ 他
OD-456 「妊娠中期に診断し周産期管理を行った妊娠関連後天性血友病Aの 1例」京都府立医科大学産婦人科 前田 英子 他
OD-457 「重症血友病A合併妊娠の一例」 聖マリアンナ医科大学産婦人科 倉崎 昭子 他
OD-458 「持続的硬膜外麻酔により疼痛管理を行った子宮腺筋症合併妊娠の一例」 北野病院産婦人科 多賀 敦子 他
OD-459 「妊娠を契機に遺伝外来へ来談し遺伝子解析でNaチャネルミオトニーと診断された女性の 1例」

社会福祉法人函館厚生院函館中央病院小児科 中島 美佳 他
OD-460 「妊娠中にEvans 症候群発症し産後血栓性血小板減少性紫斑病（TTP）発症した一例」

豊橋市民病院 嶋谷 拓真 他
OD-461 「骨盤臓器脱合併妊娠に前置胎盤を合併した一例」 群馬大学医学部附属病院産科婦人科 日下田大輔 他
OD-462 「妊娠 12 週に Ig A血管炎に伴う急速進行性糸球体腎炎を発症し，血漿交換・血液透析を行い，満期産に至った一例」

国立病院機構信州上田医療センター 柏原聡一郎 他
OD-463 「腹腔鏡下副角子宮摘出術後に生殖補助医療を行い，緊急帝王切開術で生児を得たOHVIRA症候群の一例」

大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座 伴田 美佳 他
OD-464 「満期経腟分娩に至ったHerlyn-Werner-Wunderlich 症候群合併妊娠の 1例」

国立病院機構横浜医療センター 飯島 崇善 他
OD-465 「MYH9 異常症合併妊娠の 1例」 大阪医科大学産婦人科学教室 布出 実紗 他
OD-466 「当院で肺水腫を発症した妊産婦の検討」 倉敷中央病院産婦人科 福原 健 他
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OD-467 「妊娠高血圧腎症を発症したHyperreactio luteinalis の 1 例」
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 平敷 千晶 他

OD-468 「帝王切開後に非典型的溶血性尿毒症症候群を発症した双胎妊娠の一例」東京女子医科大学産婦人科 鈴木 優人 他
OD-469 「計 3回の分娩を経たAlport 症候群合併妊婦の 1例」 豊橋市民病院産婦人科 國島 温志 他
OD-470 「妊娠中に咳嗽症状が増悪したKartagener 症候群合併妊娠の一例」

東京女子医科大学母子総合医療センター産科・母子センター 藏本 吾郎 他
OD-471 「Twitter を用いた産後腱鞘炎の実態調査」 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 笠原真木子
OD-472 「当院で管理を行った 45 歳以上高齢妊娠の周産期予後に関する検討」 信州大学産婦人科 菊地 範彦 他
OD-473 「やせ妊婦の妊娠中体重増加と産科合併症」 東京医科大学産科婦人科学分野 堺 洋佑 他
OD-474 「妊娠合併腎盂外尿溢流の 1例」 大阪市立総合医療センター 駿河まどか 他
OD-475 「本邦における間葉性異形成胎盤の臨床像から考える適切な周産期管理指針」

熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学講座 小寺 千聡 他
OD-476 「妊娠経過中に血小板減少を呈した症例の背景と特徴について」

自治医科大学附属さいたま医療センター 黄 弘吉 他
OD-477 「羊水過多に対する吸引器を用いた急速羊水除去の検討」 名古屋大学産婦人科 甲木 聡 他
OD-478 「自然妊娠にて健児を得た卵精巣性性分化疾患の一例」

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 山上 育子 他

一般演題（eポスター）「帝王切開術」
OD-479 「Mycoplasma hominis による帝王切開術後骨盤内膿瘍の 2例」 昭和大学医学部産婦人科学講座 安井 理 他
OD-480 「帝王切開後の腹壁血腫に関する検討」 青梅市立総合病院 河野 絵里 他
OD-481 「帝王切開手術部位感染を疑うも壊疽性膿皮症であった一例」 奈良県立医科大学産婦人科 山中彰一郎 他
OD-482 「Mycoplasma hominis による帝王切開後骨盤内膿瘍の 1例」

京都府立医科大学附属北部医療センター産婦人科 青山 幸平 他
OD-483 「当院で経験した帝王切開後腹膜炎 11 例の検討」 千葉大学医学部附属病院周産期母性科 岡安 慶太 他
OD-484 「当院における帝王切開率低下への取り組み」 秋田赤十字病院産科 今野めぐみ 他
OD-485 「当院における外国人妊婦のと日本人妊婦の緊急帝王切開率についての考察：日本人妊婦との比較」

大阪警察病院産婦人科 小池真琴音 他
OD-486 「妊娠 22～23 週の帝王切開における母体の短期予後」 東京都立大塚病院産婦人科 齋藤 緑 他
OD-487 「帝王切開における低血圧が臍帯動静脈血の乳酸値に与える影響」

公立大学法人福島県立医科大学産科婦人科学講座 安田 俊 他
OD-488 「選択的帝王切開術における手術部位感染症の頻度」 青梅市立総合病院 郡 悠介 他
OD-489 「反復帝王切開における膀胱損傷の予防；気膀胱の導入」 北信総合病院産婦人科 長田 亮介 他

一般演題（eポスター）「分娩」
OD-490 「顔位の診断に経会陰超音波が有用であった一例」 三重大学産科婦人科 榎本 尚助 他
OD-491 演題取り下げ
OD-492 「当院における既往帝王切開後経腟分娩（VBAC）症例の児の罹病についての検討」

岩国医療センター 原口 大希 他
OD-493 「妊娠 41 週以降の分娩方法の検討」 独立行政法人国立病院機構高知病院 今泉 絢貴 他
OD-494 「当院で行った無痛分娩の後方視的検討」 奈良県立医科大学附属病院産婦人科 三宅 龍太 他
OD-495 「40 歳以上の高年妊娠における産科的検討」 NTT東日本札幌病院 寺本 瑞絵 他
OD-496 「誘発分娩時の子宮動脈血流波形の変化」 川崎医科大学附属病院 松本 良 他
OD-497 「子宮底圧迫法併用の経腟分娩が胎盤付着部位によって児に与える影響の検討」

飯田市立病院産婦人科 上條 恭佑 他
OD-498 「当院におけるジノプロストン腟内留置用製剤の使用経験と，ジノプロストン内服薬との分娩誘発効果の比較」

湘南鎌倉総合病院 青柳 遼 他
OD-499 「当院におけるTOLACの帰結の検討」 名古屋市立西部医療センター 田尻佐和子 他
OD-500 「当センターにおける妊娠リスクスコアの推移と妊娠転帰に関して」

国立成育医療研究センター周産期・母性診療センター 東 裕福 他
OD-501 「当院における分娩予定日超過初産婦に対する分娩誘発の転帰に関する後方視的検討」

大同病院産婦人科 服部 友香 他
OD-502 「当院における新生児低体温療法例における分娩時事象の検討」 東邦大学医療センター大森病院 長崎 澄人 他
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OD-503 「頭位・骨盤位分娩における妊娠中の胎位変遷パターンの相違 －分娩胎位を予測する臨床モデル－」
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科 加藤 浩介 他

OD-504 「選択的帝王切開での出生直後に組織酸素飽和度低値を示す児は呼吸障害を発症しやすい」
浜松医科大学産婦人科 川合 健太 他

OD-505 「当院周産母子センターにおける新生児搬送症例の胎盤病理検査成績」 浜松医科大学産婦人科 谷口千津子 他
OD-506 「分娩前 PlGF による帝王切開の予測とFHRmonitoring 所見との関係」 三重大学産科婦人科 田中 博明 他
OD-507 「経会陰超音波による客観的な分娩評価方法の普及を目指して」 秋田大学医学部附属病院産婦人科 藤嶋 明子 他
OD-508 「当院での分娩誘発時のジノプロストン腟内留置用製剤（プロウペス）使用の検討」

沖縄県立中部病院 小松 泰生 他
OD-509 「当院におけるジノプロストン腟内留置用製剤の使用経験」 JCHO大阪病院 松村 有起 他
OD-510 「当院での子宮頸管熟化不良妊婦に対する PGE2腟用剤の有効性および安全性の検討」

りんくう総合医療センター産婦人科 倉橋 寛樹 他
OD-511 「帝王切開後経腟分娩（TOLAC）と正常経腟分娩における分娩所要時間に関する検討」

国立病院機構岩国医療センター産婦人科 大羽 輝 他
OD-512 「当院における PGE2製剤の経口投与及び経腟投与の使用経験」

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
OD-513 「当院におけるジノプロストン腟内留置用製剤『プロウペス』と従来法による分娩誘発の比較検討」

国立病院機構小倉医療センター産婦人科 藤川 梨恵 他
OD-514 「助産所との医療連携による周産期医療体制に関する検討」 川崎医科大学産婦人科学 1 齋藤 渉 他
OD-515 「初産時と次回妊娠における分娩週数，出生体重，出血量の相関関係」 青梅市立総合病院産婦人科 伊田 勉 他
OD-516 「妊婦が自覚する胎動頻度の正常範囲の推定」 滋賀医科大学総合周産期母子医療センター 越田 繁樹 他
OD-517 「当院での骨盤位外回転術の検討」 湘南鎌倉総合病院産婦人科 渋谷 茉里 他

一般演題（eポスター）「社会的ハイリスク妊娠」
OD-518 「当院における社会的支援を必要とする妊婦への取り組みと行政との連携について」

半田市立半田病院 諸井 博明 他
OD-519 「当院における過去 10 年間の未受診妊婦から出生した早産・低出生体重児の現状」

東京都立大塚病院 徳永 航 他
OD-520 「当院における社会的ハイリスク妊産婦の多職種連携の実態調査」 名古屋大学産婦人科 小林 知子 他
OD-521 「妊娠年齢上昇と周産期合併症の頻度の検討」山口大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター 前川 亮 他

一般演題（eポスター）「母体救急」
OD-522 「当院で経験した子宮破裂 4症例の検討」 広島大学病院産科婦人科 森岡 裕彦 他
OD-523 「副角子宮破裂の一例」 姫路赤十字病院 相本 法慧 他
OD-524 「卵管間質部妊娠術後妊娠の子宮破裂に関する検討：当施設における後方視的検討と系統的文献レビュー」

東北大学産婦人科 濱田 裕貴 他
OD-525 「院内発症の死戦期帝王切開と院外発症の死戦期帝王切開を経験して」 岡山大学病院 三苫 智裕 他
OD-526 「死戦期帝王切開後の妊娠で生児を得た 1例－心停止・死産を克服し生児を得るまでの道程－」

鹿児島大学病院産科婦人科 折田 有史 他
OD-527 「産褥期に特発性冠動脈解離による急性心筋梗塞をきたした症例」

東海大学医学部専門診療学系産婦人科学領域 中嶋 理恵 他

一般演題（eポスター）「多職種連携」
OD-528 「当院における多職種連携死戦期帝王切開シミュレーションの実際」

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室 谷 和祐 他

一般演題（eポスター）「災害対策」
OD-529 「産科病棟における新型コロナウイルス感染症に対する取り組み」 地域医療機能推進機構大阪病院 繁田 直哉 他
OD-530 「COVID-19 クラスター発生時の地域周産期医療の維持」 旭川医科大学産婦人科 金井 麻子 他

一般演題（eポスター）「メンタルヘルス」
OD-531 「COVID-19 感染症の流行が母親のメンタルヘルスに与える影響」 名寄市立総合病院 石田久美子 他
OD-532 「COVID-19 流行下において，家族の立会いや面会を制限された妊婦は，どのように感じながら分娩に臨んでいたか」

愛仁会千船病院産婦人科 岡田 十三 他
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OD-533 「当院における産褥うつ病の発症とCOVID-19 感染拡大の関連について」
香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 新田絵美子 他

OD-534 「産褥早期・2週間健診における赤ちゃんへの気持ち質問票が高得点となるリスク因子の検討」
静岡済生会総合病院 村谷眞梨子 他

OD-535 「COVID-19 パンデミックと産後うつ病ハイリスク症例に関する検討」 自治医科大学産科婦人科 大橋 麻衣 他
OD-536 「母体，胎児心疾患の妊産婦メンタルヘルスに与える影響について」 国立循環器病研究センター 中西 篤史 他
OD-537 「新型コロナウイルス感染症流行下での立会い分娩」 日本赤十字社医療センター 大金 由果 他

一般演題（eポスター）「医療制度・院内助産」
OD-538 「当院における院内助産と医師立ち会い分娩との分娩成績の比較検討」 大阪府済生会富田林病院 島岡 昌生
OD-539 「当院で出生し，産科医療補償制度に申請した重度脳性麻痺 20 例の検討」

石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科 隅 清彰 他
OD-540 「コロナ禍における分娩紹介患者率の変化について」 大垣市民病院産婦人科 中尾 優里 他
OD-541 「重症型原発性免疫不全症の新生児マススクリーニング検査」

大阪母子医療センター拡大マススクリーニングWG 野崎 昌俊 他

一般演題（eポスター）「地域・医療システム」
OD-542 「島根県における周産期医療の現状-周産期管理-」 島根大学産科婦人科学教室 皆本 敏子 他
OD-543 「産婦人科領域におけるオンライン医療相談の安全性：コミュニケーションツール別の検討」

東京大学大学院臨床疫学・経済学 重見 大介
OD-544 「離島での遠隔妊婦健診・診療の社会実装研究～日本最北での取り組み～」 旭川医科大学産婦人科 中西研太郎 他
OD-545 「離島からの緊急母体搬送の現状と問題点」 香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 香西亜優美 他

一般演題（eポスター）「基礎研究（母体・胎児）」
OD-546 「歯周病原菌はヒト羊膜においてサイトカインの発現を亢進させる」 広島大学産科婦人科 寺岡 有子 他
OD-547 「プロゲステロン消退は，マウス頸管熟化過程における好酸球性炎症を誘導する」

日本医科大学産婦人科 杉田 洋佑 他
OD-548 「炎症性早産モデルマウスを用いた母体血清中の早産予測マーカーの探索」 東北大学産婦人科 富田 芙弥 他
OD-549 「CX3CR1 陽性マクロファージはEMTを誘導して破水した羊膜の治癒を促進する」

京都大学産婦人科 川村 洋介 他
OD-550 「絨毛膜羊膜炎を有する極低出生体重児における臍帯由来間葉系幹細胞プロファイル変化と新生児予後の検討」

東京医科歯科大学小児科 滝 敦子 他
OD-551 「次世代ヒト iPS 細胞を用いたトロホブラストの創出」 京都大学産婦人科 伊尾 紳吾 他
OD-552 「BeWo細胞におけるニコチンの移行機序とシンシチウム化が及ぼす影響」 広島大学産科婦人科 定金 貴子 他

一般演題（eポスター）「その他（母体・胎児）」
OD-553 「膀胱内に穿通した子宮頸管縫縮糸を内視鏡的に治療し得た 1例」 箕面市立病院 熊坂 諒大 他
OD-554 「胞状奇胎除去術に対する手動真空吸引法（MVA）の有効性と安全性についての検討」

神戸市立医療センター中央市民病院 松林 彩 他
OD-555 「妊娠中の体内水分量と骨盤形態の変化に関する研究」 北海道大学産婦人科 犬走 真弓 他
OD-556 「妊婦における腰痛骨盤痛と体幹筋量との関連について」

国立病院機構長崎医療センターリハビリテーション科 林 勝仁 他

一般演題（eポスター）「低出生体重児」
OD-557 「乳児血管腫に対して修正 34 週でプロプラノロールを使用した超早産児例」 北里大学小児科 日下部杏紗圭 他
OD-558 「極低出生体重児における出生前および出生後早期の臨床像と短期予後との関連に関する検討」

群馬県立小児医療センター新生児科 丸山 憲一 他
OD-559 「当科における在胎 28 週未満の超低出生体重児における小脳傷害についての検討」

JCHO船橋中央病院産科・新生児科 佐々木禎仁 他
OD-560 「早産児用エアーカーテンを利用したネーザルCPAP素子」 東京大学地震研究所 細井 健司 他

一般演題（eポスター）「発達」
OD-561 「SGAが極低出生体重児の 6歳時発育発達予後に与える影響」 長岡赤十字病院新生児科 林 雅子 他
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OD-562 「エリスロポエチンによる早産児脳性麻痺予防の二重盲検プラセボ対象多施設共同比較試験」
大阪母子医療センター 平野 慎也 他

OD-563 「神経発達的に予後不良と考えられる児に対し生活の質の向上を目的とした治療を検討するための疼痛評価」
鳥取大学医学部附属病院周産期・小児医学分野 藤井 宏美 他

OD-564 「極低出生体重児の読み書き困難症状についての検討」 神奈川県立こども医療センター 野口 聡子 他
OD-565 「早産 SGA児の子宮外発育遅延の診断における zスコアの有用性」

独立行政法人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 佐々木直哉 他
OD-566 「早産児の屈折異常の発症頻度と視覚的なフォローアップの必要性」

国立病院機構三重中央医療センター新生児科 杉野 典子 他
OD-567 「当院NICUにおける自動聴性脳幹反応要再検症例における精密検査の実施状況と聴覚予後」

京都第一赤十字病院 菅原由実菜 他
OD-568 「超低出生体重児の未熟児網膜症における光凝固療法と抗VEGF療法での比較検討」

市立札幌病院新生児内科 本庄 遼太 他
OD-569 「当院管理超低出生体重児における重度神経学的後障害の危険因子解析」 市立札幌病院新生児内科 野呂 歩 他
OD-570 「当院管理超低出生体重児における神経学的後障害の危険因子解析」 市立札幌病院新生児内科 野呂 歩 他
OD-571 「学童期に達した超早産児の就学状況・合併症についてのアンケート結果」 相模原協同病院小児科 釼持 学 他
OD-572 「極低出生体重児における脳性麻痺発症有無と神経学的評価の特徴」

東京女子医科大学リハビリテーション部 内尾 優
OD-573 「超低出生体重児の術後生存率と発達予後とは一致していない」

鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野 武藤 充 他

一般演題（eポスター）「血液」
OD-574 「脳動静脈奇形にビタミンK欠乏性出血症を合併した頭蓋内出血の乳児例」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 呉 英俊 他
OD-575 「類白血病反応を呈した後期早産児の一例」 日本医科大学武蔵小杉病院新生児科 吉田 圭志 他
OD-576 「NICUに入院した早期新生児における網血小板比率の検討」 昭和大学江東豊洲病院 櫻井 裕子 他
OD-577 「乾燥臍帯を用いて後方視的に一過性骨髄異常増殖症と診断したダウン症候群関連骨髄性白血病の 1例」

旭川医科大学病院周産母子センター新生児科 岡本 年男 他
OD-578 「一過性骨髄異常増殖症に伴う偽性K血症において検体処理までの時間経過がK値に与える影響」

加古川中央市民病院小児科 金谷 真吾 他

一般演題（eポスター）「呼吸」
OD-579 「NICUで慢性肺疾患に対して在宅酸素療法を導入した早産児の酸素療法離脱時期と発達」

横浜市立大学附属市民総合医療センター 吉井 沙織 他
OD-580 「慢性肺疾患に声門下肉芽を合併しYAGレーザー焼灼術により良好な呼吸予後を得た極低出生体重児の一例」

東京女子医科大学東医療センター新生児科 平林 将明 他
OD-581 「重症慢性肺疾患肺高血圧症に気管気管支軟化症を合併した 5例の検討」 倉敷中央病院 桝田 翠 他
OD-582 「当院における先天性嚢胞性肺疾患の臨床的検討」 東邦大学医療センター大森病院新生児科 原田 匠 他
OD-583 「左先天性横隔膜ヘルニアの臨床経過と肺シンチグラフィの関連性について」

国立成育医療研究センター新生児科 福井 加奈 他
OD-584 「非典型的欠損孔を伴う先天性横隔膜ヘルニアの特徴」 埼玉医科大学総合医療センター小児外科 井上成一朗 他
OD-585 「有のう性先天性右横隔膜ヘルニアの 2例」 新潟大学小児外科 小林 隆 他
OD-586 「50％ブドウ糖液による胸膜癒着療法が奏功した先天性乳び胸の 1例」 あかね会土谷総合病院 浦山耕太郎 他
OD-587 「保存的対応にて改善した片側性肺気腫様病変の 3例」 NHO佐賀病院 荻原 俊 他
OD-588 「原因不明の片側の肺低形成を認め，呼吸管理に難渋した超早産児例」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科 小林 亮太 他
OD-589 「多発肺嚢胞と無頭蓋症をそれぞれ認めた一絨毛膜一羊膜双胎の一例」 東京医科歯科大学小児科 野口 優輔 他
OD-590 「吸気性喘鳴を契機に先天性喉頭蓋嚢胞と診断した新生児例」順天堂大学医学部附属浦安病院小児科 齋藤 雪香 他
OD-591 「生存が得られた極低出生体重児の十二指腸閉鎖合併Floyd2 型気管無形成の 1例」

聖マリアンナ医科大学小児外科 大山 慧 他
OD-592 「染色体異常を伴う児に診断される喉頭軟化症・機能性誤嚥に隠れた喉頭裂（喉頭気管食道裂 I型）の存在」

茨城県立こども病院小児外科 東間 未来 他
OD-593 「新生児期に閉塞性無呼吸を呈した舌根部甲状舌管嚢胞の一例」

宮崎大学医学部外科学講座消化管・内分泌・小児外科 桝屋 隆太 他
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OD-594 「後期早産帝王切開において前置胎盤が新生児呼吸適応に与える影響」
日本医科大学女性診療科・産科 角田 陽平 他

OD-595 「超早産児に対する段階的な SpO2管理目標値の設定前後における予後の検討」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科 閑野 将行 他

OD-596 「超早産児における非侵襲的神経調節補助換気（NIV-NAVA）の呼吸関連予後に関しての検討」
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小児科 小町 詩織 他

OD-597 「超早産児の在胎週数が抜管時期に及ぼす影響」 茨城県立こども病院新生児科 星野 雄介 他
OD-598 「分時肺胞換気量低下が高CO2 血症を引き起こす －換気量波形とカプノグラムを用いたVcap による解析－」

国立病院機構舞鶴医療センター小児科 瑞木 匡 他
OD-599 「INSURE含む早期抜管を目指す呼吸管理変更前後での新生児予後，長期予後の比較」

大阪市立総合医療センター新生児科 岩見 裕子 他
OD-600 「先天性中枢性低換気症候群に対する横隔膜ペーシング 保険適用後国内 1例目の経験」

東京女子医科大学東医療センター新生児科 山田 洋輔 他
OD-601 「早産児無呼吸発作に対するカフェイン投与時に血中濃度モニタリングは必要か？」

四国こどもとおとなの医療センター新生児内科 杉野 政城 他
OD-602 「超早産児の抜管時における患者同調式経鼻的陽圧換気の有効性の検討」

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
OD-603 「当院NICUにおけるNAVAを使用した症例の検討」 長岡赤十字病院新生児科 添野 愛基 他
OD-604 演題取り下げ
OD-605 「新生児・乳児の気道精査における硬性気管支鏡検査の位置づけ」 愛仁会高槻病院小児外科 久松千恵子 他

一般演題（eポスター）「神経」
OD-606 「妊娠高血圧症候群の母体より出生しその後低血糖性脳症を生じた新生児例」

島根県立中央病院小児科 佐藤 美愛 他
OD-607 「水頭症を合併した Joubert 症候群の二絨毛膜二羊膜双胎例」 大阪市立総合医療センター新生児科 三崎陽太郎 他
OD-608 「当院における，生後 72 時間以降に発症した極低出生体重児の脳室内出血について 72 時間未満発症例との比較」

北里大学医学部小児科学 山口 綾乃 他
OD-609 「嚥下障害を契機に診断した脳静脈洞血栓症の 1例」

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院小児科 大村 隼也 他
OD-610 「極低出生体重児における分娩予定日から 3歳までの縦断的な脳容積評価」

昭和大学医学部小児科学講座 氏家 岳斗 他
OD-611 「在胎 28～32 週の早産児の点状白質病変と生後 12 時間までの低Na血症」済生会兵庫県病院小児科 山根 正之 他
OD-612 「早産児の予定日前後での小脳体積と修正 18 か月時における発達指数との関連」

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 青山 藍子 他
OD-613 「超低出生体重児における脳血液量と内大脳静脈の血流速度についての検討」

埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター新生児科 今西 利之 他
OD-614 「視覚スクリーニング法は生後 1ヶ月健診で実施できるか ―産科クリニックでの実施を前提とした検討―」

浜松医科大学周産母子センター 大石 彰
OD-615 「新生児低酸素性虚血性脳症において LOX-1 がミクログリアの活性化に関与している」

国立国際医療研究センター小児科（新生児科） 赤松 智久 他
OD-616 「先天性横隔膜ヘルニア児の発達予後の指標としての肺胸郭断面積比」

九州大学病院総合周産期母子医療センター 澤野 徹 他

一般演題（eポスター）「先天異常・染色体」
OD-617 「難治性乳び胸・全身浮腫・慢性肺障害に対してデキサメサゾン（DEX）が著効したNoonan 症候群の一例」

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院小児科 阿水 利沙 他
OD-618 「メチルグルタコン酸尿症 7型の一例」 北海道大学周産母子センター 安藤 明子 他
OD-619 「経食道挿管後のNG・EDの同時挿入により安定した気道確保と栄養管理が可能であった気管無形成の一例」

地方独立行政法人三重県立総合医療センター 伊藤 雄彦 他
OD-620 「新生児期に中枢性無呼吸を認めた Smith-Magenis syndrome の一例」 豊橋市民病院小児科 奥田 智也 他
OD-621 「妊娠経過中に少量の羊水貯留を認めていたポッター症候群の生後経過」

兵庫県立尼崎総合医療センター 吉田 龍平 他
OD-622 「新生児発作が疑われたメビウス症候群の 1例」 獨協医科大学医学部小児科学 栗林 良多 他
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OD-623 「三児とも繊毛病が疑われた二絨毛膜三羊膜品胎例」
埼玉県立小児医療センター総合周産期母子医療センター 小林 亮太 他

OD-624 「気管気管支軟化症を合併した 49，XXXXXの一例」 豊橋市民病院 松林 広樹 他
OD-625 「皮質形成異常，水頭症，脳梁欠損を合併した頭頂部脳瘤の 1例」 獨協医科大学医学部小児科学 石川 洵 他
OD-626 「ファロー四徴症に巨大な頭部先天性皮膚欠損を認めた新生児例」 東京慈恵会医科大学小児科 村崎 亘 他
OD-627 「剖検で診断したAlveolar capillary dysplasia with misalignment of pulmonary veins の一例」

苫小牧市立病院 大門 祐介 他
OD-628 「新生児期の銅補充療法開始により神経障害を軽減できたと考えられたメンケス病の一例」

筑波大学附属病院小児科 中村 由里 他
OD-629 「フェノバルビタールによる薬剤性過敏症症候群を発症した 21-トリソミー」 慶應義塾大学小児科 長田 朝美 他
OD-630 「Joubert 症候群関連疾患 2例の表現型と経過」 大阪市立大学医学研究科発達小児科学 田中 えみ 他
OD-631 「99mTc-HSAによる SPECT-CTが漏出部位推定に有用であった難治性術後乳び胸の 1例」

熊本市民病院新生児内科 南谷 曜平 他
OD-632 「発熱・多尿を契機に診断に至った中隔視神経形成異常症の一例」 三重県立総合医療センター 堀口 駿一 他
OD-633 「当院における 18 トリソミー長期生存例の慢性期合併症」

鳥取大学医学部附属病院周産期小児医学分野 鈴木 将浩 他
OD-634 「FOXF1 遺伝子変異を認めた肺胞毛細血管異形成症の一例」 長野県立こども病院新生児科 鈴木 博乃 他
OD-635 「日齢 9にエベロリムス投与を開始した結節性硬化症の一例」 埼玉医科大学新生児科 櫻井 隼人 他
OD-636 「超早産で出生した先天性筋強直性ジストロフィーの一例」順天堂大学医学部附属静岡病院新生児科 齊藤 寛貴 他
OD-637 「当院での 18 トリソミー症例の治療介入と生命予後～心疾患に対する姑息術は予後を改善するか？～」

長野県立こども病院新生児科 清水 純 他
OD-638 「当院における 13，18 トリソミーの外科介入の現状と予後」 日本赤十字社医療センター新生児科 天方 秀輔 他
OD-639 「当院で出生した尿道下裂の新生児の背景と予後の検討」

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 白土 允 他
OD-640 「先天性筋強直性ジストロフィーと乳び胸水」 鹿児島市立病院新生児内科 神原 正宜 他
OD-641 「18 トリソミーの肺生検組織所見の特徴 －肺血管と肺胞の不十分な発達－」

あかね会土谷総合病院小児科 田原 昌博 他
OD-642 「原因不明の乳児重症肺高血圧症におけるACDMPVの割合に関する研究」

北海道大学病院周産母子センター 恩田 哲雄 他
OD-643 「肺血流増加型心疾患合併 18 トリソミーの児に対する心臓姑息術の治療効果についての検討」

京都府立医科大学大学院小児科学 高井あかり 他
OD-644 「小児外科疾患に対して手術を施行した 18 トリソミーの 3症例」

自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科 池田 太郎 他
OD-645 「肝脱出を伴った傍胸骨孔ヘルニア（Morgagni 孔ヘルニアと Larrey 孔ヘルニア）に対する腹腔鏡下手術の 1例」

近畿大学奈良病院 木村 浩基 他

一般演題（eポスター）「循環」
OD-646 「動脈管動脈瘤 14 例の経過」 国立国際医療研究センター 安心院千裕 他
OD-647 「左肺動脈内血栓形成による急激な症状進行を認めた新生児動脈管瘤の一例」

北里大学医学部小児科学 稲木 秀英 他
OD-648 「エベロリムス治療中に心室細動を呈した心横紋筋腫の新生児例」

金沢大学医薬保健研究域医学系小児科 岩崎 秀紀 他
OD-649 「局所組織酸素飽和度モニタリングが肺血流増加による臓器虚血の評価に有用と考えられた無脾症候群の 2例」

滋賀医科大学医学部附属病院小児科 吉田 大輔 他
OD-650 「当院で経験した動脈管早期閉鎖の 2例」 大阪市立大学大学院医学研究科発達小児医学 松井 勝敏 他
OD-651 「先天性横隔膜ヘルニアの急性期管理における tNIRS-1 の使用経験」 倉敷中央病院小児科 上田 和利 他
OD-652 「早産児の心室頻拍に多剤を使用し有効であった一例」 富山県立中央病院小児科 水冨慎一朗 他
OD-653 「結節性硬化症に伴う心横紋筋腫を認め不整脈治療に難渋した一例」

東邦大学医療センター大森病院新生児科 赤塚 祐介 他
OD-654 「Eustachian valve による心房内右左シャントにより新生児低酸素血症を呈した一例」

長野県立こども病院新生児科 大西 健仁 他
OD-655 「心血管系合併症のないRetroaortic left innominate vein の超低出生体重児」

昭和大学医学部小児科学講座 長谷部義幸 他
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OD-656 「症候性動脈管開存症による脳室内出血をきたしたCantu 症候群の早産児例」
高知大学医学部附属病院 入江 未希 他

OD-657 「出生前母体硫酸マグネシウム投与による新生児の未熟児動脈管開存症発症リスクの検討―1585 例の検討―」
摂南大学薬学部 河田 興 他

OD-658 「早産児における動脈管の自然閉鎖と閉鎖日数に関連する因子の検討」 兵庫医科大学小児科 三崎真生子 他
OD-659 「新生児慢性肺疾患に伴う肺高血圧症に対して肺血管拡張薬を導入した超低出生体重児の検討」

国立病院機構三重中央医療センター新生児科 武岡 真美 他
OD-660 「超低出生体重児における症候性動脈管開存症に関する危険因子解析」 市立札幌病院 野呂 歩 他
OD-661 「超低出生体重児における動脈管結紮術施行に関する危険因子解析」 市立札幌病院新生児内科 野呂 歩 他
OD-662 「極低出生体重児の動脈管開存症と血小板パラメーターとの関連に関する検討」

福島県立医科大学小児科 小笠原 啓 他
OD-663 「在胎 26 週未満の超早産児の動脈管閉鎖前後の循環動態の変化」 北里大学小児科 石田 宗司 他
OD-664 「極低出生体重児における組織ドプラ法により評価された右心機能と脳室内出血の関係」

熊本大学病院小児科 田仲 健一
OD-665 「MRI 鎮静時のデクスメデトミジン投与による心臓自律神経活動の変化」 藤田医科大学小児科 藤野 正之 他
OD-666 「当院における単純大動脈縮窄の検討」 日本赤十字社医療センター新生児科 内 良介 他
OD-667 「晩期循環不全発症前の自律神経活動変化」 藤田医科大学医学部小児科学 眞鍋 正彦 他
OD-668 「新生児の低体温療法中に観察される早期再分極現象」 藤田医科大学医学部小児科学 眞鍋 正彦 他
OD-669 「急性期のオピオイドによる持続鎮静と動脈管閉鎖遅延の関連」 兵庫県立こども病院新生児内科 玉置 祥子 他
OD-670 「新生児ECMOの回路充填血に対する透析洗浄の試み」 琉球大学病院周産母子センター 呉屋 英樹 他
OD-671 「染色体異常児の動脈管に対するインドメタシンの治療効果の検討」

東邦大学医療センター大森病院新生児科 川村 悠太 他
OD-672 「新生児の血圧監視における脈波伝播時間の有用性」

独立行政法人国立病院機構舞鶴医療センター看護部 米田 文明 他

一般演題（eポスター）「腎泌尿器」
OD-673 「羊水過少を来し胎児MRI で両側多嚢胞性異形成腎と考えられたが，在宅移行を成し得た両側低形成異形成腎の 1例」

三重大学医学部附属病院小児科 丹羽香央里 他
OD-674 「早産児の急性期管理におけるカフェイン早期投与の役割の可能性：生後早期の高K血症の予防」

川口市立医療センター 早田 茉莉 他
OD-675 「ポッター症候群の生命・腎予後」 倉敷中央病院小児科 澤田真理子 他
OD-676 「先天性尿管嚢胞状拡張及び無機能腎に対し乳児期に切除を要した 1例」

順天堂大学医学部小児外科・小児泌尿生殖器外科 中島 秀明 他
OD-677 「新生児期に経皮的腎瘻造設術を要した先天性巨大水腎症の 1例」

日本赤十字社医療センター小児外科 柳田 佳嗣 他
OD-678 「当科における小児後腹膜鏡下腎盂形成術と da Vinci 併用手術の経験」 順天堂大学 瀬尾 尚吾 他
OD-679 「胎児診断され膀胱脱出を伴った腹壁破裂の 1例」 岐阜県総合医療センター小児外科 鴻村 寿

一般演題（eポスター）「消化管」
OD-680 「壊死性腸炎で発症した新生児・乳児消化管アレルギーの早産児」

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）九州病院小児科 横田 千恵 他
OD-681 「胃内に巨大凝血塊を認め上部消化管内視鏡で胃潰瘍と診断した新生児」

自治医科大学附属さいたま医療センター 河野 惇子 他
OD-682 「まれな消化管合併症を呈したHirschsprung 病の 2例」 福岡市立こども病院新生児科 芹田陽一郎 他
OD-683 「胎児期に腸管拡張と羊水過多を呈した新生児好酸球性胃腸炎の一例」

群馬県立小児医療センター新生児科 小泉 亜矢 他
OD-684 「日齢 0から血便症状を呈した新生児サルモネラ腸炎の一例」

岐阜大学大学院医学系研究科小児病態学 栃洞 早帆 他
OD-685 「回腸組織における好酸球増加から診断した食物蛋白誘発胃腸炎の超早産児例」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科 片岡 大 他
OD-686 「人工肛門からの便注入により敗血症性ショックをきたした超低出生体重児の 1例」

国立病院機構舞鶴医療センター小児科 北村 一将 他
OD-687 「妊娠性肝内胆汁うっ滞症母体から出生し，胎便性腹膜炎が疑われた胎児腹水の一例」

四国こどもとおとなの医療センター 明石 未来 他
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OD-688 「Y字胆管を伴う先天性十二指腸閉鎖症の 2例」 昭和大学外科学講座小児外科部門 木村 翔大 他
OD-689 「メッケル憩室の憩室間膜血管帯により絞扼性イレウスを呈した超低出生体重児の一例」

東海大学医学部付属病院小児科学 落合 成紀 他
OD-690 「当院NICUにおける新生児-乳児消化管アレルギーの実情」 国立病院機構佐賀病院小児科 冨野 広通 他
OD-691 「当院で出生した極低出生体重児に発症した胎便関連性腸閉塞のリスク因子に関する検討」

大阪市立総合医療センター新生児科 朝田 裕貴 他
OD-692 「当院における腹壁破裂に対する治療法の変遷」

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 山口 侑加 他
OD-693 「先天性横隔膜ヘルニアにおける術中十二指腸チューブ挿入の効果」

千葉大学大学院医学研究院小児外科学 川口雄之亮 他
OD-694 「固有筋層の消失と壁内血腫様膨隆所見を呈した超低出生体重児消化管穿孔の一例」

日本赤十字社医療センター小児外科 高本 尚弘 他
OD-695 「胎生期の腸重積が原因と考えられた先天性小腸閉鎖症の 3例」 福井県立病院 真智 涼介 他
OD-696 「出生前診断された内臓逆位を伴った十二指腸狭窄の一例」 獨協医科大学第一外科 谷 有希子 他
OD-697 「経鼻経腸栄養チューブを先進部とした小腸-小腸型腸重積症の 1例」 慶應義塾大学医学部小児外科 梅山 知成 他
OD-698 「著明な結腸拡張と肺低形成をきたした直腸尿道瘻の男児例」 東京大学小児外科 鈴木 完 他
OD-699 「診断時期の違いによるヒルシュスプルング病臨床像の検討」 静岡県立こども病院 金井 理紗 他
OD-700 「当院における新生児小腸ストマ合併症の検討」 福島県立医科大学附属病院小児外科 南 洋輔 他
OD-701 「当院における消化管通過障害のない胎便性腹膜炎の検討」 北里大学病院小児外科 出家 亨一 他
OD-702 「超低出生体重児における限局性腸穿孔-出生時の凝固線溶系分析により発症を予測することは可能か？」

鹿児島大学学術研究院医歯学域医学系小児外科学分野 杉田光士郎 他
OD-703 「当院で経験した胎便性腹膜炎病型ごとに検討した出生前所見」 静岡県立こども病院小児外科 三宅 啓 他
OD-704 「極・超低出生体重児の消化管穿孔に対する手術の工夫」 仙台赤十字病院小児外科 伊勢 一哉 他
OD-705 「超低出生体重児の腸瘻合併症の検討」 大阪赤十字病院小児外科 岩出 珠幾 他
OD-706 「胸腔鏡手術における食道閉鎖症に対する気管支鏡の有用性」 順天堂大学小児外科 古賀 寛之 他
OD-707 「新生児腹壁疾患治療後に造臍術を施行した 2症例」 広島大学病院小児外科 佐伯 勇 他
OD-708 「左胸膜外アプローチにて根治術を行った右大動脈弓を伴う先天性食道閉鎖症の 1例」

新潟大学大学院小児外科 斎藤 浩一 他
OD-709 「先天性十二指腸閉塞症術後のTransanastomotic tube が及ぼす影響についての検討」

大分県立病院小児外科 福原 雅弘

一般演題（eポスター）「肝 /胆 /膵」
OD-710 「多血症・DIC と新生児肝炎を合併した胎児腹腔内臍帯静脈瘤を伴う超低出生体重児の 1例」

東京大学小児科 関口真理子 他
OD-711 「救命し得なかった新生児肝被膜下出血 3例の検討」 石井記念愛染園附属愛染橋病院小児科 高尾 大士 他
OD-712 「先天性高インスリン血症に胆汁うっ滞を呈した 4例」東京医科歯科大学発生発達病態学分野小児科 四手井綱則
OD-713 「突然の貧血・腹水で発症し，集学的治療で救命し得なかった肝被膜下血種の早産超低出生体重児例」

京都大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター 福井 貞弘 他
OD-714 「胆汁うっ滞を合併し十二指腸液検査で胆道閉鎖症を鑑別した超低出生体重児の一例」

兵庫医科大学病院小児科 香田 翼 他
OD-715 「同一HLAの双胎における胎盤絨毛炎を伴った discordant 胆道閉鎖症の 1例」茨城県立こども病院 小坂征太郎 他
OD-716 「心疾患を合併した先天性胆道拡張症に対しロボット支援下手術を施行した 1例」

順天堂大学医学部小児外科 越智 崇徳 他

一般演題（eポスター）「黄疸」
OD-717 「基礎疾患のない早産児における胆汁うっ滞の発症頻度とその臨床像」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 秋本 卓哉 他
OD-718 「吸引分娩手技が正期産新生児の黄疸発症に及ぼす影響」 別府医療センター小児科 是松 辰哉 他
OD-719 「黄疸を主訴に当院に新生児搬送された症例の検討」 聖マリアンナ医科大学病院 鈴木 真波 他
OD-720 「フェノフィブラートの光療法中のビリルビン光異性体生成への影響の検討」 香川大学小児科 岡田 仁 他
OD-721 「超早産児における高アンバウンドビリルビン血症の遷延」

兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科 平山健太郎 他
OD-722 「光線療法は在胎 35 週未満の早産児においてB/A比とUB値の相関関係を減弱させる」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 阿部 真也 他
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OD-723 「光線療法後の検体においてB/A比をUB値の代替として用いてはならない」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 阿部 真也 他

OD-724 「光線療法がビリルビン・アルブミン結合に与える影響の検討」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 阿部 真也 他

OD-725 「液体クロマトグラフ質量分析計による蛍光タンパク質UnaG を用いた尿中ビリルビン光学異性体測定法の検証」
奈良県立医科大学新生児集中治療部門 内田優美子 他

OD-726 「高照度強化光線療法を行った 2症例における酸化ストレス動態の検討」
神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 阿部 真也 他

OD-727 「帝王切開出生児に対するプロバイオティクス投与が新生児黄疸に及ぼす効果についての検討」
順天堂大学小児科 IRENA SANTOSA 他

一般演題（eポスター）「腫瘍」
OD-728 「コイル塞栓術後の全摘術が有効であったKasabach-Merritt 症候群を呈したカポジ肉腫様血管内皮腫の一例」

日本赤十字社医療センター新生児科 古東 麻悠 他
OD-729 「先天性乳児型線維肉腫により出血性ショックとなった一例」 長岡赤十字病院新生児科 林 雅子 他
OD-730 「出生時に破裂していた新生児卵巣嚢腫の一例」 順天堂大学医学部附属浦安病院小児外科 加藤 春輝 他
OD-731 「新生児期に手術施行した仙尾部奇形腫 10 例の臨床的検討」 鹿児島市立病院 川野 孝文 他
OD-732 「巨大未熟仙尾部奇形腫に対する手術の工夫」 神奈川県立こども医療センター外科 望月 響子 他

一般演題（eポスター）「内分泌・代謝」
OD-733 「ジアゾキシドの投与を契機に晩期循環不全様症状を呈した 2例」りんくう総合医療センター小児科 浦上 裕行 他
OD-734 「心筋肥大を呈した，高インスリン性低血糖症の極低出生体重児例」三重中央医療センター新生児科 奥村 陽介 他
OD-735 「本邦 278 症例における新生児ミトコンドリア病の臨床的特徴，遺伝子診断，予後についての検討」

千葉県こども病院新生児・未熟児科 海老原知博 他
OD-736 「中隔視神経形成異常症（Septo optic dysplasia SOD）に伴う中枢性尿崩症を合併した超低出生体重児の一例」

日本赤十字社医療センター 久枝 義也 他
OD-737 「致死的な肺低形成を合併し，全エクソーム解析によってBaller-Gerold 症候群の診断に至った女児例」

筑波大学附属病院小児科 高橋 正子 他
OD-738 「胎児頻脈を契機に母体甲状腺機能亢進症と診断され新生児甲状腺機能亢進症を発症した一例」

奈良県立医科大学総合周産期母子医療センター 佐々木 彩 他
OD-739 「新生児糖尿病に対してインスリン持続皮下注射と持続血糖モニタリングで管理した超低出生体重児の一例」

名古屋第一赤十字病院小児科 水谷 謙介 他
OD-740 「当院のバセドウ病合併母体から出生した新生児の管理」 八尾市立病院小児科 西村 有里 他
OD-741 「母体高マグネシウム血症に伴う児の高カリウム血症から偽性低アルドステロン症の診断に至った双胎例」

北九州市立医療センター小児科 倉田 浩昭 他
OD-742 「当院における糖尿病母体児の心筋肥厚に関する検討」 横浜労災病院新生児科 細川 未来 他
OD-743 「早産児のテストステロンについての検討」 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 長野 伸彦 他
OD-744 「バセドウ病母体児における新生児バセドウ病発症リスク因子の検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 吉田阿寿美 他
OD-745 「超低出生体重児の高血糖管理におけるスルホニル尿素薬の可能性」

東京慈恵会医科大学小児科学講座 中川 愛 他
OD-746 「NICU入院児全例に対する亜鉛（3mg/kg/ 日）投与の妥当性の検討」 いわき市医療センター 本田 義信 他
OD-747 「糖代謝異常合併妊婦から出生した正期産児の血糖スクリーニング」 秋田大学産婦人科 三浦 広志 他

一般演題（eポスター）「新生児蘇生・新生児搬送」
OD-748 「病院前蘇生が有効であった未受診妊婦からの重症新生児仮死の一例」

地方独立行政法人三重県立総合医療センター 藤澤 淳子 他
OD-749 「小児科クリニック主催の新生児蘇生法講習会受講者の検討」 リバティこどもクリニック 小笠原桃子
OD-750 「当院における新生児死亡症例に関する検討～神奈川県新生児死亡登録事業の開始に向けた取り組み～」

北里大学医学部小児科学 小阪裕佳子 他
OD-751 「正期産児の経腟分娩における小児科医立ち会いの必要性の後方視的検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 藤本 将史 他
OD-752 「超早産児における入院時低体温の予防」 兵庫県立こども病院周産期医療センター新生児内科 原田 晋二 他
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OD-753 「当院における母体向精神薬内服時の新生児管理指針～過去 10 年間の症例検討から～」
名寄市立総合病院小児科 山村日向子 他

OD-754 「選択的帝王切開出生児における臍帯遅延結紮の有効性と安全性の検討」
新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院地域周産期母子医療センター 小嶋 絹子 他

OD-755 「出生時に人工呼吸管理を要する早産児における携帯型EtCO2モニターの有用性に関する検討」
大阪母子医療センター新生児科 堀田 将志 他

OD-756 「過去 8年間の神奈川県県央北相地域内における新生児搬送のまとめ」 北里大学医学部小児科学 大岡 麻理 他
OD-757 「臍帯早期結紮が出生直後の呼吸循環移行へおよぼす影響（臍帯遅延結紮との比較）」

名古屋市立西部医療センター 鈴木 啓二 他

一般演題（eポスター）「育児支援」
OD-758 「NICUに入院した児の家族会に関する全国調査の全体像 －家族と医療者の視点から－」

慶應義塾大学医学部小児科 有光 威志 他
OD-759 「NICUに入院した児の家族会に関する全国調査の詳細 －家族と医療者の視点から－」

東海大学医学部 塚本 恵子 他
OD-760 「大阪市 重症心身障がい児者の医療コーディネート事業 ― 新生児期からの連携・協働の視点から」

大阪発達総合療育センター 和田 浩 他
OD-761 「精神症状を有する褥婦に対する入院中のEMDRおよびブレインスポッティングの有用性」

飯田市立病院小児科 嶋田 和浩 他
OD-762 「当院における特別養子縁組が検討された新生児と妊婦に関する検討」

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小児科 小黒 詩織 他
OD-763 「新型コロナウイルス感染症対策による面会制限における家族支援～染色体異常を持つ児の事例を通して～」

慶應義塾大学病院 笹尾 佳生 他
OD-764 「周産期センターにおけるオンライン面会導入に関する親の意識調査」

自治医科大学附属さいたま医療センター周産期科新生児部門 丸山 麻美 他
OD-765 「COVID-19 流行に伴い産後うつは増えたか」 済生会横浜市南部病院産婦人科 田野島美城 他

一般演題（eポスター）「痛みのケア」
OD-766 「NICUでの緩和ケアとしてオピオイドの経管・皮下投与を行ったタナトフォリック骨異形成症の 1例」

順天堂大学医学部附属浦安病院小児科 水谷 亮 他
OD-767 「新生児足底採血における痛みのケアの有効性～非薬理的緩和法としてFT，Swaddling，NNS を実施して～」

市立四日市病院 田中真紀子 他

一般演題（eポスター）「基礎研究（新生児）」
OD-768 「ヒト胎便懸濁液の腹腔内投与による胎便性腹膜炎モデルマウスの病態解明」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 芦名満理子 他
OD-769 「早産児マウス敗血症モデルにおけるシベレスタットナトリウムの敗血症保護効果の検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 芦名満理子 他
OD-770 「非外科的マウス敗血症モデルにおけるエダラボンの保護効果の検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 菅 秀太郎 他
OD-771 「成獣敗血症モデルマウスに対するTrained Immunity 誘導の保護効果の検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 菅 秀太郎 他
OD-772 「新生児敗血症モデルマウスに対するTrained Immunity 誘導の保護効果の検討」

神戸大学大学院医学研究科内科系講座小児科学分野 藤岡 一路 他
OD-773 「BPDモデルにおけるプロスタグランジン（PG）F2受容体阻害剤の肺胞発達改善効果についての検討」

大阪医科大学新生児科 河村佑太朗 他
OD-774 「Pirfenidone は BPDモデル肺における肺胞形成及び線維化・炎症性メディエーター発現を正常化する」

大阪医科大学 山岡 繁夫 他
OD-775 「出生前グルココルチコイド投与は早産胎仔の心臓の成熟を促進する」

聖マリアンナ医科大学小児科学 桜井 研三 他

一般演題（eポスター）「基礎研究（小児外科）」
OD-776 「新生児腹膜炎外科侵襲モデルマウスにおける炎症性 /抗炎症性サイトカイン比に関する検討」

神戸大学医学部附属病院小児外科 吉村 翔平 他
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一般演題（eポスター）「その他（新生児）」
OD-777 「基礎疾患のない正期産児における生後 1か月時の斜頭症の罹病率」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 加藤 理佐 他
OD-778 「基礎疾患のない正期産児における生後 1か月時の斜頭症と関連する周産期因子」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 加藤 理佐 他
OD-779 「3次元走査分析器を使用した生後 1か月の健常児における頭蓋形状の基準値の作成」

春日部市立医療センター小児科 宮林 寛 他
OD-780 「重症斜頭症の自然経過とヘルメット療法の頭蓋形状推移の比較」

日本大学医学部小児科学系小児科学分野 能登 孝昇 他
OD-781 「重症斜頭症の三次元評価と二次元評価の比較」 日本大学医学部小児科学系小児科学分野 能登 孝昇 他
OD-782 「1型糖尿病の母体から出生した新生児ループスの 1例」

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター新生児科 福田 花奈 他
OD-783 「ABRと脳波施行時におけるトリクロホスナトリウムの新生児への影響」

姫路赤十字病院総合周産期母子医療センター小児科 黒川 大輔 他

一般演題（eポスター）「その他（小児外科）」
OD-784 「新型コロナウィルス流行下における新たな医学教育方法」 北海道大学産婦人科 千葉健太郎 他
OD-785 「新生児期の脊髄髄膜瘤切除前後に出血性脳梗塞と壊死性腸炎を発症した 1例」

日本赤十字社医療センター小児外科 五嶋 翼 他
OD-786 「外科的抜去を要した末梢穿刺中心静脈カテーテル抜去困難の検討」

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野 近藤 琢也 他
OD-787 「術後難治性乳び胸に対してOK-432 反復投与にて完治した低出生体重児の一例」

新潟大学医歯学総合病院小児外科 高橋 良彰 他
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