
日本周産期・新生児医学会雑誌	 第 50 巻 2 号	 
第 50 回日本周産期・新生児医学会総会および学術集会（プログラム）号	 

◆お詫びと訂正◆ 

『日本周産期・新生児医学会雑誌第 50巻 2号』の一般講演抄録（口演・ポスター）におきまして、ご共著の先生のお名前が抜けてしまうなど、不手際が
ございました。ここに深謝いたし、訂正させていただきます。 
 

 誤 正 

 
O-064（674頁） 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 大阪府済生会吹田病院小児科	 

	 

                        坂良 逸，平 清吾，小川 哲，久門具子 

                         1）大阪府済生会吹田病院小児科，2）大阪医科大学小児科 

    

         坂 良逸 1），平 清吾 1），小川 哲 1），久門具子 1），玉井 浩 2） 

 
O-340（743頁） 

   

    藤岡泰生，高見 剛，石井宏樹，春原大介，近藤 敦、菅波祐介 

                      

                        藤岡泰生，高見 剛，石井宏樹，春原大介， 

                                近藤 敦、菅波祐介，廣瀬あかね 

 
O-399（758頁） 

                                        

                                        中村有祐，高田晃平 

                               

                                 中村有祐，高田晃平，濱田吉則 

 
P-035（791頁） 

                      

                      石井宏樹，春原大介，菅波祐介，近藤 敦 

           

             石井宏樹，春原大介，廣瀬あかね，菅波祐介，近藤 敦 

 
P-087（804頁） 

 

                    にえ川智美，山岡繁夫，上野健史，篠原 潤， 

                     稲富 直，安井昌子，長谷川昌史，荻原 享 

 

             にえ川智美，山岡繁夫，上野健史，篠原 潤，稲富 直， 

                       安井昌子，長谷川昌史，荻原 享，玉井 浩 

 
P-204（833頁） 

 

   釣谷充弘，三好剛一，丸岡 寛，澤田雅美，田中佳世，井出哲弥， 

             吉田昌史，田中博明，岩永直子，根木玲子，吉松 淳 

 

     釣谷充弘，三好剛一，丸岡 寛，小西博巳，澤田雅美，田中佳世， 

      井出哲弥，吉田昌史，田中博明，岩永直子，根木玲子，吉松 淳 

 
P-222（838頁） 

 

                     北山利江，西本幸代，三田育子，梶谷耕二， 

                               田中和東，中村博昭，中本 收 

 

                       北山利江，西本幸代，公森摩耶，三田育子， 

                          梶谷耕二，田中和東，中村博昭，中本 收 

 
P-240（842頁） 

 

                     田中和東，北山利江，三田育子，西本幸代， 

                               梶谷耕二，中村博昭，中本 收 

 

                       田中和東，公森摩耶，北山利江，三田育子， 

                         西本幸代，梶谷耕二，中村博昭，中本 收 

 
P-414（886頁） 

 

                      桝田 翠，安井昌子，上野健史，篠原 潤， 

                     稲富 直，山岡繁夫，長谷川昌史，荻原 享 

 

                桝田 翠，安井昌子，上野健史，篠原 潤，稲富 直， 

                       山岡繁夫，長谷川昌史，荻原 享，玉井 浩 

 



日本周産期・新生児医学会雑誌 第 50 巻 第 2 号 

第 50 回日本周産期新生児医学会総会および学術集会（プログラム）号 

変更および訂正のお知らせ 

 

◆変更◆ 

P.505 

【発表場所変更】 

O-137 「極低出生体重児における特異的読字障害合併に関する多施設共同研究 第 1報」 

国立病院機構岡山医療センター新生児科 竹内 章人 他 

↓ 

7 月 14 日（月）13：00〜13：48 

Group 4-1一般演題（ポスター）口頭発表「発達」 

P-102の後に掲示スペースを設けますので閲覧ください。 

 

P.508 

【変更前】7 月 14 日（月）8：20〜10：20 

ワークショップ 8「災害時の周産期医療」 

座長：岩手医科大学小児科 千田 勝一 

↓ 

【変更後】 座長：長野県立こども病院 中村 友彦 

 

【発表順変更】 

1．北里大学病院 海野 信也  

2．独立行政法人国立病院機構 災害医療センター臨床研究部 鶴和 美穂 他 

3．東北大学東北メディカル・メガバンク機構 菅原 準一   

4．岩手医科大学小児科 葛西 健郎   

5．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   

6．国立保健医療科学院 吉田 穂波 

 

P.516 

【変更前】7 月 15 日（火）13：50〜14：38 

Group 16-2  一般演題（ポスター） 口頭発表「胎盤・羊水 5」 

座長：福岡市立こども病院 月森 清巳 

 ↓ 

【変更後】 座長：福岡市立こども病院 中並 尚幸 

 

 

P.517 

【演題内容重複のため取り下げ】 

 P-481 川崎医科大学附属病院産婦人科教室 1  

羽間夕紀子 他 

 

 

P.517-518 

【変更前】7 月 15 日（火）13：00〜13：48 

Group 18-1  一般演題（ポスター） 口頭発表「合併症妊娠 12」 

座長：湘南厚木病院産婦人科 橋口 和生 

↓ 

【変更後】 座長：福井大学医学部産科婦人科 西島 浩二 

 

 

【変更前】7 月 15 日（火）13：50〜14：38 

Group 18-2  一般演題（ポスター） 口頭発表「合併症妊娠 13」 

座長：福井大学医学部産科婦人科 西島 浩二 

↓ 

【変更後】 座長：湘南厚木病院産婦人科 橋口 和生 



P.510 

【発表順・発表者変更】 

7 月 14日（月）9：40〜10：20  

一般演題（口演）「合併症妊娠 3」 

  O-208 

O-209 

  O-210 

  O-211 

  O-222（慶應義塾大学医学部産婦人科 春日義史） ＊演者変更 

 

 

【発表順・発表者・発表時間変更】 

7 月 14日（月）10：20〜11：08  ＊時間変更 

一般演題（口演）「合併症妊娠 4」 

  O-213 

O-214 

  O-215 

  O-216 

  O-217 

O-212（杏林大学産科婦人科学教室 田中 啓） ＊変更箇所 

 

 

P.510-511 

【発表順・発表時間変更】  ＊演題数変更 

7 月 14日（月）11：10〜11：48  ＊時間変更 

一般演題（口演）「合併症妊娠 5」 

  O-218 

O-219 

  O-220 

  O-221 

  O-223 

 

 

P.526-527 

【発表順変更】 

7 月 15日（火）11：00〜11：48 

一般演題（口演）「神経 4」 

O-322  

O-317  

O-318  

O-319 

O-320 

O-321 

 

 

P.525、728 

【変更前】O-278 久留米大学病院小児科 冨田  舞 他 

【変更後】O-278 雪の聖母会 聖マリア病院 新生児科 冨田  舞 他 

 

 

P.528 

【演題取り下げ】 

 O-348 地方独立行政法人神奈川県立病院機構神奈川県立こども医療センター医療局新生児科  

大山 牧子 他 

 

 



P.532 

【発表順変更】 

1．北野病院小児科 水本 洋   

2．筑波大学医学医療系小児科 齋藤 誠   

3．長野県立病院機構本部研修センター 野村 雅子   

4．東京女子医科大学八千代医療センター 佐藤 雅彦  

5．国際医療福祉大学塩谷病院小児科 嶋岡 鋼  

 

 

 

 

 

 

◆訂正◆ 

P.482 

【訂正前】7 月 13 日（日）9：00 ～ 10：00 

ワークショップ 2 「データ・リンケージによる周産期予後因子に関する疫学研究」 

 

1．「周産期関連データベースの連結」  

国立成育医療研究センター政策科学研究部 森崎 菜穂 

2．「周産期関連データベースの連結による新たな解析の検討」 

国立成育医療研究センター周産期・ 母性診療センター 左 勝則   

   ↓ 

【訂正後】 ※当日に 1.と 2.の訂正抄録配布をさせていただきます。 

1．「周産期データリンゲージによる研究の意義と可能性」  

国立成育医療研究センター政策科学研究部 森 臨太郎   

2．「産科と新生児のデータリンケージによる分析の先行例について」 

大分県立病院総合周産期母子医療センター 佐藤 昌司   

3．「周産期関連データベースの連結」  

国立成育医療研究センター政策科学研究部 森崎 菜穂   

4．「周産期関連データベースの連結による新たな解析の検討」 

国立成育医療研究センター周産期・ 母性診療センター 左 勝則   

 

 

P.496 

【訂正前】7 月 14 日（月）10：20〜11：50 

ワークショップ 5 「ステロイドホルモンの使用と長期予後」 

 

1．「妊婦に対する出生前ステロイド治療と児の予後」 

三重大学医学部産科婦人科学教室 村林 奈緒   

2．「晩期循環不全に対するステロイドホルモンの使用と長期予後」  

大阪市立総合医療センター新生児科 市場 博幸 他 

3．「ステロイドホルモン投与の未熟脳への影響 ～動物モデルから～」 

名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門 佐藤 義朗 他   

   ↓ 

【訂正後】 ※当日に 4.の訂正抄録配布をさせていただきます。 

1．「妊婦に対する出生前ステロイド治療と児の予後」 

三重大学医学部産科婦人科学教室 村林 奈緒   

2．「晩期循環不全に対するステロイドホルモンの使用と長期予後」  

大阪市立総合医療センター新生児科 市場 博幸 他 

3．「ステロイドホルモン投与の未熟脳への影響 ～動物モデルから～」 

名古屋大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター新生児部門 佐藤 義朗 他 

4．「経母体ステロイド療法が児 1.5 歳から 3歳における神経学的予後に与える影響」 

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 

 

 



P.502 

【訂正前】O-064 大阪府済生会吹田病院小児科 坂良 逸 他 

      ↓ 

【訂正後】O-064 大阪府済生会吹田病院小児科 坂 良逸 他 

 

【訂正前】O-065 京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 伊地 智櫻 他 

      ↓ 

【訂正後】O-065 京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 伊地智 櫻 他 

 

 

P.735 

【抄録内容誤掲載】 ※当日に訂正抄録配布をさせていただきます。 

O- 307 当院における早産児の苺状血管腫に対するプロプラノロール内服療法の経験 

 

 

P.736 

【抄録内容誤掲載】 ※当日に訂正抄録配布をさせていただきます。 

O- 309  Kasabach-Merritt 現象を合併した後腹膜血管腫の 1 例 

 

 

不手際を深謝いたし，正誤表をもって訂正とさせていただきます。 

 

第 50 回日本周産期・新生児医学会学術集会 

会長 楠田 聡 
 

2014年 7月 9日現在 

 


