
第27回 三重県胎児・新生児研究会 プログラム

曰時 :2019年 7月 21日 (日 )13100～ 16:30

会場 :二重県総合文化センター「視聴覚室」

津市―身田上津部 日1234 TEL.059-233-1111

【開会挨拶】 (13:00-13:05)

二重大学大学院医学系研究科 看護学専攻 教授 新小田 春美

【一般演題 1】 (13Ю 5-14:05)

、座長 :桑名市総合医療センター 小児科部長 周産母子センター長 扁路 智昭

1.先天性横隔膜ヘルニア術後 8か月に肺高血圧の急性増悪を認めた一例

―新生児期からの管理、評価の重要性―

二重大学医学部附属病院 小児科

牧野宏俊 澤田博文 三谷義英 原田智哉 坪谷尚季 間宮範人 大矢和伸 淀谷典子

大橋啓之 平山雅浩

2.胎児エコーにより肺低形成の評価を行つた胎児両側多嚢胞性異形成腎 (MCDK)の 1例

二重大学大学院医学研究科 産科婦人科学

加藤麻耶 古橋芙美 綿重直樹 戸枝満 萩元美季 北村亜紗 高倉翔 前田佳紀

三井理文 田中佳世 鳥谷部邦明 日中博明 池田智明

3.大動脈肺動脈窓を合併 した大動脈離断症 :Berry症候群の一例

二重大学大学院医学系研究科 胸部心臓血管外科教室
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4.早産児の低酸素性虚血性 1歯症 (HIE:Hypo対 c Lchemic Encephalopathy)の 2例

二重中央医療センター小児科/新生児科

内薗広匡 米野翔太 森翔 神谷雄作 山下敦士 山本和歌子 盆野元紀

5.胸腔鏡下横隔膜ヘルニア根治術の合併症対策と手術成績

二重大学消化管・4ヽ児外科

井上幹大 内田恵一 長野由佳 松下航平 Jヽ池勇樹 間山裕二 補 正人

― 休憩 _   【14:05-14:10】



【一般演題 2】 (14:10-15122)
座長 :二 重県立看護大学 母性看護学 教授 永見 桂子

6 A病院 NICUに おける出生前訪間の実態一訪問した看護師へのインタビューを通 して一
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7二重県内の NICU入院児の環境ストレスに対する医療職の認識調査

二重大学大学院医学系研究科看護学専攻
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8三重県内の NICUの音口光環境の実態調査
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9.騒音レベル抑制による NICU内の音環境改善効果の試算
三重大学工学研究科
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10.N ICU内 の音環境改善を目的とした情報端末機器の活用について
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11子育て中の女性とテレワーク

ニ重県立看護大学 母性看護学
大平肇子 市川陽子

―― 休憩 中― 【15:22-15:30】

【特別講演】 (15:30～ 16:30)

座 長 [二重大学大学院医学 系研究科 看護学専攻 教授 新小日 春美

『発達早期の睡眠/睡眠覚醒リズムのその後の発達への影響』

東京ベイ ロ浦安市川医療センター センター長 管理者

小児科 睡眠外来 神山 潤 先生



【参加者の皆様へ】

当日は会費制とさせて頂きます。

参加費 :¥1,000

【発表要領】

当日の発表はすべてパソコンによる発表 (Windowsのみ)で プロジェクターは 1台です。

発表データを CD―Rま たは USBフ ラッシュメモリーにてご持参 ください。

動画は Ouick Timeま たは ‖edia Playerの み ご利用可能ですが、動画をご利用の方は 2

日前までに動画フォルダとともに発表ファイルを送付 して下さい (メ ール添付は不可)。 スラ

イ ド枚数は制限.はありませんが、一般演題は発表 7分、討論 5分でお願いします。

事務局で用意 します OSは Windows 10、 アプ リケーシ ョンは Power Pointです。発表デ

ータは Windows tt Power Point2010(2013,2016も 可)で作成 して下さい。その他、発表

についてご希望、ご質問がありましたら、事務局もしくは世話人にご連絡下さい。

* 本会は日本産婦人科学会認定医研修会、日本小児科学会認定医制度、日本周産期・新生児

医学会専門医制度研修集会となつております。また、二重大学大学院医学系研究科の「大学院

セミナー」および看護学専攻の大学院「看護学セミナー」としても認められております。

* 日本医師会生涯教育制度3.5単位認定されております。(カ リキュラムコー ド【72】 新生児 ヨ

早産児 養育環境とデベロップメンタルケア 【20】 発達早期の睡眠/睡眠覚醒 リズムのその

後の発達への影響

第27回二重県胎児 口新生児研究会 当番世話人

三重大学大学院医学系研究科 看護学専攻

教授 新小田 春美

二重県立看護大学 母性看護学

教授 永見 桂子

(事務局)〒 514-1101二重県津市久居明神町2158-5

独立行政法人国立病院機構 二重中央医療センター

臨床研究部

盆野元紀

電話 059-259-1211(内 線 4457)

主催 : 三重県胎児・新生児研究会


