
業績（発表） 

2021年度 

 

長坂美和子, 片山義規. 超早産児における同胞の有無と暦 3歳発達予後についての検討. 第 65

回日本新生児成育医学会・学術集会; 2021 年 5 月; WEB 開催. 

 

 

 

2019年度 

 

Katayama Y. Effect of oral care on the incidence of early-onset ventilator-associated pneumonia in 

preterm infants. The 3rd Taiwan-Korea-Japan Joint Congress on Neonatology; 2019 Nov; Kagoshima 

City, Japan. 

 

Katayama Y. Effect of oral care on the incidence of early-onset ventilator-associated pneumonia in 

preterm infants. 3rd jENS Congress of joint European Neonatal Societies; 2019 Sep; Maastricht, 

Netherlands. 

 

Nakata Y, Tamura M, Nagasaka M, Katayama Y. Impact of ventilator-associated pneumonia on the 

need for home oxygen therapy in preterm infants born at < 26 weeks gestation. 3rd jENS Congress of 

joint European Neonatal Societies; 2019 Sep; Maastricht, Netherlands. 

 

Katayama Y. Effect of oral care on the incidence of early-onset ventilator-associated pneumonia in 

preterm infants. IPOKRa TES Japan 2019 conference; 2019 May; Takamatsu City, Japan. 

 

岸上真, 片山義規. 超早産児における気胸の管理方法の解析. 第 64 回日本新生児成育医学会・

学術集会; 2019 年 11 月; 鹿児島市, 日本. 

 

長坂美和子, 片山義規, 岸上真, 菊池新, 池上等. 急性期に重篤な神経学的合併症のない超早

産児の暦 3 歳までの発達経過. 第 64 回日本新生児成育医学会・学術集会; 2019 年 11 月; 鹿児

島市, 日本. 

 

片山義規. フィジカルアセスメント新生児. 第 1回高槻病院CLoCMiPレベルⅢ認証研修; 2019

年 10 月; 高槻市, 日本. 

 

片山義規. 母乳育児を支援するための新生児黄疸の知識. 第 18 回日本新生児黄疸管理研究会; 

2019 年 10 月; 神戸市, 日本. 

 

岩渕瀬怜奈, 岸上真, 池上等, 中田有紀, 長坂美和子, 菊池新, 武井安津子, 片山義規, 南宏尚, 

津川二郎, 西島栄治. 臍帯ヘルニアと心室憩室を合併した上腹部 heteropagus の一例. 第 55 回

日本周産期・新生児医学会; 2019 年 7 月; 松本市, 日本. 

 

池上等, 南宏尚, 武井安津子, 片山義規, 菊池新, 岸上真, 長坂美和子, 田村誠, 自見仁美, 中

田有紀, 米田徳子, 松井美樹, 仲宗根瑠花. Advanced care plan を用いた NICU における集中治

療と緩和医療との両立について. 第 122 回日本小児科学会; 2019 年 4 月; 金沢市, 日本. 

  



業績（発表） 

2018年度 

 

Katayama Y. Effect of oral care on the incidence of early-onset ventilator-associated pneumonia in 

preterm infants. The 9th Asian Congress of Pediatric Infectious Diseases; 2018 Nov; Fukuoka City, 

Japan. 

 

Tamura M, Enomoto M, Kikuchi S, Ikegami H, Minami H, Katayama Y. Impact of ventilator-associated 

pneumonia on the need for home oxygen therapy in preterm infants born at <26 weeks gestation. 

Pediatric Academic Societies Meeting 2018; 2018 May; Toronto, Canada. 

 

Tamura M, Mori M, Enomoto M, Kikuchi S, Ikegami H, Minami H, Katayama Y. Non-utility of routine 

peripherally inserted central venous catheter tip cultures for the diagnosis of catheter-related 

bloodstream infection in neonates. Pediatric Academic Societies Meeting 2018; 2018 May; Toronto, 

Canada. 

 

Nagasaka M, Enomoto M, Kikuchi S, Ikegami H, Minami H, Katayama Y. Morbidities and 

neurodevelopmental outcomes at 18-months-corrected age among periviable infants receiving active 

lifesaving treatment. Pediatric Academic Societies Meeting 2018; 2018 May; Toronto, Canada. 

 

Nagasaka M, Enomoto M, Kikuchi S, Ikegami H, Minami H, Katayama Y. Reliability of total bilirubin 

measurements in whole blood from term neonates using a blood gas analyzer. Pediatric Academic 

Societies Meeting 2018; 2018 May; Toronto, Canada. 

 

片山義規, 阿部真也, 藤岡一路, 山名啓司, 森沢猛, 横田知之, 黒川大輔, 五百蔵智明, 森岡一

朗. 在胎 27-29 週児における生後 8 週までの経皮ビリルビン基準曲線の作成. 第 63 回日本新

生児成育医学会; 2018 年 11 月; 東京都, 日本. 

 

郷間環, 片山義規, 中田有紀, 自見仁美, 田村誠, 長坂美和子, 岸上真, 菊池新, 武井安津子, 

池上等, 南宏尚. 極低出生体重児のメトヘモグロビン基準値に関する検討. 第 63 回日本新生

児成育医学会; 2018 年 11 ; 東京都, 日本. 

 

仲宗根瑠花, 池上等, 中田有紀, 自見仁美, 郷間環, 田村誠, 長坂美和子, 池上真, 榎本真宏, 

菊池新, 片山義規, 武井安津子, 南宏尚. 胎盤重量と動脈管の自然閉鎖に関する検討. 第 63 回

日本新生児成育医学会; 2018 年 11 月; 東京都, 日本. 

 

郷間環, 片山義規. 極低出生体重児のメトヘモグロビン基準値に関する検討. 第 17 回日本新

生児黄疸管理研究会; 2018 年 10 月; つくば市, 日本. 

 

長坂美和子, 片山義規. 正期産児における血液ガス分析装置によるビリルビン測定値の検討. 

第 17 回日本新生児黄疸管理研究会; 2018 年 10 月; つくば市, 日本. 

 

片山義規. 基調講演母乳育児を支援するための新生児黄疸の知識～世界共通の課題、治療基

準～. 第 33 回日本母乳哺育学会学術集会; 2018 年 9 月;東京都, 日本. 

  



業績（発表） 

片山義規. 変革期にある新生児黄疸の世界〜研究で創る新たなパラダイム〜. とことん新生

児セミナー2018 年; 2018 年 9 月; 大阪市, 日本. 

 

小山智史, 長坂美和子, 原田敦子, 四本由郁, 菊池新, 武井安津子, 片山義規, 池上等, 夫律子, 

南宏尚. X 連鎖性遺伝性水頭症児の遺伝学的診断と遺伝カウンセリングの経験. 第 54 回日本

周産期・新生児医学会学術集会; 2018 年 7 月; 東京都, 日本. 

 

中田有紀, 片山義規, 自見仁美, 郷間環, 田村誠, 長坂美和子, 菊池新, 武井安津子, 池上等, 

南宏尚. 羊水過少に伴い dry lung syndrome を発症した早産児の臨床的特徴. 第 54 回日本周産

期・新生児医学会学術集会; 2018 年 7 月; 東京都, 日本. 

 

田村誠, 菊池新, 中田有紀, 自見仁美, 郷間環, 長坂美和子, 武井安津子, 片山義規, 池上等, 

南宏尚, 津川二郎, 西島栄治. 在胎 22 週で出生し腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウス

を発症したが、積極的な外科治療で救命できた 1 例. 第 54 回日本周産期・新生児医学会学術

集会; 2018 年 7 月; 東京都, 日本. 

 

片山義規. 予後改善を目指した新生児呼吸ケア. 第７回周産期セミナー; 2018 年 5 月; 大阪市, 

日本. 

 

自見仁美, 池上等, 中田有紀, 郷間環, 田村誠, 長坂美和子, 菊池新, 片山義規, 武井安津子, 

南宏尚. 当院における動脈管閉鎖に対する光線療法の関与の検討. 第 16 回日本周産期循環管

理研究会; 2018 年 5 月; 和歌山市, 日本. 

 

池上等, 南宏尚, 武井安津子, 片山義規, 菊池新, 長坂美和子, 田村誠, 郷間環, 自見仁美, 福

嶋志穂, 中田有紀, 近藤淳, 小山智史. 超早産児の急性期における相対的副腎不全と短期予後

に関する検討. 第 121 回日本小児科学会学術集会; 2018 年 4 月; 福岡市, 日本. 

  



業績（発表） 

2017 年度 

 

Katayama Y, Enomoto M, Kikuchi S, Takei A, Ikegami H, Minami H. Effect of oral care on the number 

of oral bacteria and incidence of early-onset ventilator-associated pneumonia in preterm infants. 

Pediatric Academic Societies Meeting 2017; 2017 May; San Francisco, US. 

 

田村誠, 片山義規, 自見仁美, 福嶋志穂, 郷間環, 長坂美和子, 菊池新, 武井安津子, 池上等, 

南宏尚. 早産児の VAP 発症と HOT との関連. 第 20 回新生児呼吸療法・モニタリングフォー

ラム; 2018 年 2 月; 長野県大間市, 日本. 

 

長坂美和子, 片山義規. 正規産児において血液ガス分析装置による全血ビリルビン濃度測定

は信頼できる. 第 20 回新生児呼吸療法・モニタリングフォーラム; 2018 年 2 月; 長野県大間

市, 日本. 

 

池上等, 長坂美和子, 片山義規, 武井安津子, 菊池新, 田村誠, 郷間環, 自見仁美, 中田有紀, 

南宏尚. 在胎 22，23 週および 24，25 週出生児の短期予後ならびに修正 1 歳半の予後. 第 6 回

日本小児診療多職種研究会; 2017 年 11 月; 沖縄県宜野湾市, 日本. 

 

片山義規, 自見仁美, 田村誠, 郷間環, 長坂美和子, 今出礼, 榎本真宏, 菊池新, 武井安津子, 

池上等, 南宏尚. 早産児の VAP 発症と HOT との関連. 第 62 回日本新生児成育医学会; 2017 年

10 月; さいたま市, 日本. 

 

郷間環, 片山義規, 自見仁美, 田村誠, 長坂美和子, 今出礼, 菊池新, 武井安津子, 池上等, 南

宏尚. 未熟児網膜症と修正 1 歳半の神経学的予後. 第 62 回日本新生児成育医学会; 2017 年 10

月; さいたま市, 日本. 

 

東條龍之介, 菊池新, 片山義規. 産科病棟でＵＢが 1. 0 以上に上昇した新生児の臨床像とＵＢ

測定の重要性. 第 16 回日本新生児黄疸管理研究会; 2017 年 9 月; 高松市, 日本. 

 

長坂美和子, 片山義規, 自見仁美, 郷間環, 田村誠, 今出礼, 榎本真宏, 菊池新, 武井安津子, 

池上等, 南宏尚. 当院における在胎 22 週児の生命予後および修正 18 か月時の発達予後. 第 53

回日本周産期・新生児医学会学術集会; 2017 年 7 月; 横浜市, 日本. 

 

菊池新, 郷間環, 田村誠, 自見仁美, 長坂美和子, 今出礼, 四本由郁, 片山義規, 武井安津子, 

池上等, 南宏尚. 極低出生体重児に対する Early Aggressive Nutrition (EAN) 導入前後の修正 1

歳半と暦 3 歳時の発育と発達の比較. 第 53 回日本周産期・新生児医学会学術集会; 2017 年 7

月; 横浜市, 日本. 

 

東條龍之介, 片山義規, 菊池新, 長坂美和子, 武井安津子, 池上等, 南宏尚. 産科病棟で UB が

1. 0μg/dL 以上に上昇した新生児の臨床像と UB 測定の重要性. 第 53 回日本周産期・新生児

医学会学術集会; 2017 年 7 月; 横浜市, 日本. 

 

池上等, 田村誠, 郷間環, 自見仁美, 長坂美和子, 今出礼, 菊池新, 片山義規, 武井安津子, 南

宏尚. 胎児炎症と神経学的予後および, 絨毛膜羊膜炎の進行度と胎児炎症の関連についての

検討. 第 53 回日本周産期・新生児医学会学術集会; 2017 年 7 月; 横浜市, 日本.  



業績（発表） 

自見仁美, 片山義規, 郷間環, 田村誠, 長坂美和子, 今出礼, 榎本真宏, 菊池新, 武井安津子, 

池上等, 南宏尚. 高用量カルシウム投与と Early Aggressive Nutrition による超早産児の高カリ

ウム血症の予防. 第 53 回日本周産期・新生児医学会学術集会; 2017 年 7 月; 横浜市, 日本. 

 

石河慎也, 片山義規, 自見仁美, 郷間環, 田村誠, 長坂美和子, 今出礼, 榎本真宏, 菊池新, 武

井安津子, 池上等, 南宏尚. 正期産児の無呼吸発作に関する検討. 第 53 回日本周産期・新生児

医学会学術集会; 2017 年 7 月; 横浜市, 日本. 

 

片山義規, 長坂美和子, 今出礼, 榎本真宏, 菊池新, 武井安津子, 池上等, 南宏尚. 口腔ケアに

よる口腔内細菌数の変化と早期 VAP 予防効果. 第 120 回日本小児科学会学術集会; 2017 年 4

月; 東京都, 日本. 


