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6 月 15 日（金）　10:00 ～ 11:00　第１会場
一般演題① 
座長：前田　　眞（みたき総合病院）、細野　茂春（日本大学）

1 ○ 三重大学医学部附属病院 小高　紗季 常位胎盤早期剥離後に子宮型羊水塞栓症を合併した一例 2-3
2 産業医科大学 荒木　俊介 DPC データを用いた新生児 DIC の分析 S29-30

3 ○ 大和郡山病院 山尾　佳穂 本態性血小板血症を合併した卵巣嚢腫に対して腹腔鏡下
卵巣嚢腫核出術を施行した 1 例 4-5

4 浜松医科大学 小田　智昭 羊水塞栓症における DIC プロファイルの解析 S31-32

5 弘前大学医学部附属病院 玉井　佳子 生後１か月未満に同種赤血球輸血を受けた児における抗
赤血球抗体の検討【多施設共同研究】 S33-34

6 奈良県赤十字血液センター 高橋　幸博 仮死に伴う新生児 DIC の血小板指数 - 予後との関連につ
いての解析 - S35-36

6 月 15 日（金）　10:00 ～ 11:00　第２会場 

一般演題②

座長：森川　　守（北海道大学）、川口　千晴（東大寺福祉療育病院）

7 浜松医療センター 丸山　享子 当院における緊急異型適合輸血の現状 S37-38

8 ○ 三重大学 奥村　亜純 フィブリノゲン遺伝子多型合併妊娠に対して妊娠初期か
ら低用量アスピリンを予防的投与した 1 例 6-7

9 ○ 東京都立墨東病院 辻本　直哉 ピロリ菌除菌療法により血小板数を良好に維持できた特
発性血小板減少性紫斑病合併妊娠の 1 例 8-9

10 久留米大学医学部小児科学教室 松尾　陽子 先天性第 X 因子欠乏症の 1 家系の周産期管理 S39-40

11 白河厚生総合病院 山田　美香 出生後早期における新生児末梢血と 
蘇生法の違いの検討 S41-42

12 ○ 聖マリアンナ医科大学病院 慶野　　大 新生児白血病が原因と考えられる胎児水腫の 1 例 10-11

6 月 15 日（金）　14:00 ～ 15:30　第１会場

優秀演題賞候補演題

座長：安達　知子（愛育病院）、長　　和俊（北海道大学）

13 名古屋市立大学大学院医学研究科 吉原　紘行 ゲノムワイド関連解析を用いた産科抗リン脂質抗体症候
群の新たな関連遺伝子の探索 S43-44

14 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 三澤　将大 産科大量出血における Thrombelastography を用いた

DIC 評価とその有用性 S45-46

15 医療法人社団中林病院 中林　　靖 硬膜外麻酔分娩における分娩時出血量の検討 S47-48

16 ○ 三重大学 島田　京子 妊娠中にサイトメガロウイルス（CMV） IgM 抗体が陽転
した初感染妊婦の CMV IgM 抗体価 12-13

17 国立成育医療研究センター 甘利昭一郎 出生時から遷延する貧血と血小板減少症とを合併した
Aicardi-Goutières 症候群 7 型の最重症例 S49-50

18 ○ 聖マリアンナ医科大学 置塩　英美 新生児における，赤血球製剤出庫および投与開始から , 
投与終了までの時間に関する検討 14-15

■一般演題　６月15日㈮ 10：00～16：30 ：演題番号１-29

６月16日㈯ 9：30～10：20  13：10～14：00　 ：演題番号30-39

第1会場
第2会場

シーガイアコン

ベンションセンター　

第1会場
シーガイアコン
ベンションセンター
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6 月 15 日（金）　15:30 ～ 16:30　第１会場
一般演題③
座長：杉浦　真弓（名古屋市立大学）、石黒　　精（国立成育医療研究センター）

19 ○ 信州大学医学部附属病院 甲木　哲也 妊娠中期に血球減少が出現し骨髄異形成症候群が疑われ
た 1 例 16-17

20 順天堂大学医学部 小熊　響子 妊娠中に深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症を合併した遺
伝性血管性浮腫合併妊娠の一例 S51-52

21 ○ 聖マリアンナ医科大学 佐々木貴充 子宮頸癌患者における静脈血栓塞栓症に対するアピキサ
バンの使用経験 18-19

22 長崎大学 永田　典子 妊娠を契機に深部静脈血栓症を発症した AT- Ⅲ欠乏症の
1 例 S53-54

23 ○ 聖マリアンナ医科大学 伊東　祐順 抗 HPA-4b 抗体による新生児同種免疫性血小板減少症を
呈した同胞例 20-21

24 福岡市立こども病院 金城　唯宗 一過性異常骨髄増殖症を合併した Down 症候群における
肝障害の進行と血清ケモカイン値の関連 S55-56

6 月 15 日（金）　15:30 ～ 16:30　第２会場
一般演題④
座長：金井　　誠（信州大学）、落合　正行（九州大学）

25 名古屋市立西部医療センター 柴田　春香 不育症病態における MMP 及び TIMP ファミリーの存在
と意義 S57-58

26 榊原記念病院 桂木　真司 Jra 抗体による新生児の溶血性貧血 S59-60

27 ○ 東京都立墨東病院 齊藤　実穂 自己血新鮮凍結血漿で管理した低フィブリノゲン血症合
併妊娠 22-23

28 九州大学病院 青木　香苗 胎児輸血を実施後に児由来赤血球の出現が遅延した抗 D
による胎児・新生児溶血性疾患の一例 S61-62

29 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 生体肝移植を行った一過性骨髄異常増殖症の 1 例 S63-64

6 月 16 日（土）　9:30 ～ 10:20　第１会場
一般演題⑤
座長：大井　豪一（近畿大学）、北東　　功（聖マリアンナ医科大学）

30 奈良県立医科大学附属病院 和田　拓也 アンチトロンビンⅢ欠乏症合併妊娠にアンチトロンビン
ガンマを用いた１例 S65-66

31 福島県立医科大学 大戸　　斉 新しい乾式新鮮凍結血漿解凍機器 S67-68

32 ○ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 梅沢陽太郎 当院における血友病保因者の母体と児の妊娠および周産
期管理 24-25

33 ○ 大和高田市立病院 西岡　和弘 リトドリン塩酸塩使用にて溶血性貧血を認めた 1 例 26-27
34 大阪市立大学 中井　建策 無治療の慢性骨髄性白血病合併妊娠の 1 例 S69-70

6 月 16 日（土）　13:10 ～ 14:00　第１会場
一般演題⑥
座長：渡辺　　尚（芳賀赤十字病院）、松尾　陽子（久留米大学）
35 ○ 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 砂田　美希 軽症の新生児ヘモクロマトーシスが疑われた一例 28-29

36 太田綜合病院附属太田西ノ内病院 加登　翔太 胎児脳室拡大と新生児無呼吸発作を呈した非遺伝性プロ
テイン C 欠乏症の 1 例 S71-72

37 ○ 北海道社会事業協会帯広病院 梅本　美菜 Bakri® バルーンの前置胎盤・低置胎盤帝王切開症例にお
ける予防的止血効果の検討 30-31

38 ○ 新宮市立医療センター 石丸　将之 当院で行っている緊急時新鮮血輸血システム 32-33

39 ○ 札幌医科大学産婦人科学講座　⁄　北海道社
会事業協会小樽病院 黒田　敬史 癒着胎盤症例の帝王切開術における総腸骨動脈バルーン

閉塞術の有用性 34-35

⃝査読〇の演題は、本誌後半の学会誌に原著／症例報告として内容が掲載されています。




