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題名／Title

発表者／Speaker

学会名／Congress

発表年

有光威志，他

NICUを退院した児と家族の会に関する全国調査

日本新生児成育医学会

2019

志水里瑛子，他

NICUを退院した児のご家族の会に関する全国調査の詳細

日本新生児成育医学会

2019

有光威志，他

正期産児における音韻の統計的学習と脳内ネットワーク

日本新生児成育医学会

2019

有光威志，他

修正週数が早産児の母親の声に対する脳反応に与える

日本周産期・新生児医学会

2019

第6回日本小児理学療法学会学術大会

2019

儀間裕貴，他

NICU・GCU入院児における低圧面状センサーシートを用いた睡
眠・覚醒状態の推定

藤本智久，他

超低出生体重児の修正6ヶ月と修正18ヶ月の発達指数について

第6回日本小児理学療法学会学術大会

2019

儀間裕貴，他

低出生体重児における体圧時系列データとstateの関連

日本赤ちゃん学会第19回学術集会

2019

有光威志，他

近赤外分光法における新生児の脳機能発達の検討

儀間裕貴，他

儀間裕貴，他

低圧面状センサシートを用いた低出生体重児の活動計測の試み－
極低出生体重児を対象とした体圧データとstateの検討－
極低出生体重児における1歳6ヵ月・3歳時の問診評価と6歳時発
達の関連

第2回新生児基礎・トランス レーショナルリ
サーチ研究会

2019

日本赤ちゃん学会第18回学術集会

2018

第32回中国ブロック理学療法士学会

2018

fNRIS 2018 conference

2018

第63回日本新生児成育医学会

2018

第 54 回日本周産期・新生児医学会

2018

第14回東京都福祉保健医療学会

2018

第14回東京都福祉保健医療学会

2018

Long range connectivity develops slowly in very preterm
Takeshi Arimitsu, et al

infants: fNIRS study on resting state networks in preterm and
term infants

有光威志，他

有光威志，他

内海加奈子，他

大竹洋子，他

藤本智久，他

藤本智久，他

江藤宏美，他

儀間裕貴，他

新生児における音韻の統計的学習と脳内ネットワーク

在胎週数によって生後日齢が睡眠時の脳 領域の結合に及ぼす影
響は異なる

NICUにおける防災訓練報告

総合周産期母子医療センターにおけるA病院NICUの役割～隣接す
る産科病棟との連携に向けた取り組み～

NIDCAPに基づいたケアおよびリハビリテーションアプローチを 第45回日本赤十字リハビリテーション協会
行った超低出生体重児
超低出生体重児におけるNIDCAPの効果 第2報

学術集会
―修正6か月と

修正18か月での発達指数の群間比較―

NICU入院中の早産児の昼夜の睡眠推移

Fidgety movementsの観察評価と四肢自発運動特性－3次元動作
解析装置を用いた検討－

2018

第5回日本小児理学療法学会学術大会

2018

第18回日本赤ちゃん学会学術集会

2018

日本赤ちゃん学会 第17回学術集会

2017

儀間裕貴，他

3次元動作解析装置を用いたFidgety movements 特性の検討

第17回鳥取県理学療法士学会

2017

有光威志，他

音韻・抑揚刺激に 対する正期産児の脳領域の機能的結合

第 62 回日本新生児成育医学会

2017

有光威志，他

新生児の母親声 に対する脳反応の発達

第 53 回日本周産期・新生児医学会

2017

有光威志，他

母親声による正期産児の神経活動と呼吸の関係

第 120 回日本小児科学会

2017

内海加奈子，他

NICU／GCUクリニカルラダーの作成・運用とその効果

第13回東京都福祉保健医療学会

2017

第27回日本新生児看護学会学術集会

2017

日本赤ちゃん学会第17回学術集会

2017

第52回日本理学療法学術大会

2017

大竹洋子，他

藤本智久，他

藤本智久，他

Kyoko Nishihara, et al

標準化したディベロップメンタルケアの見直し

～活性化に向

けた取り組みの報告～
当院におけるNIDCAPに基づいたケアおよびリハビリテーション
アプローチを行った双胎症例
超低出生体重児に対するNIDCAPの効果―修正6か月前後の発達
指数の比較―
Influences of fetal movement on a pregnant woman’s sleep:
Using fetal movement acceleration measurement recorder

Sleep DownUnder 2017, ASM of
Australasian Sleep Association and

2017

Australasian Sleep Technologists

阿部莉子，他

早産児の早期睡眠発達の推移とその影響因子について

第17回日本赤ちゃん学会学術集会

2017

田中希実，他

妊娠中期以降の妊婦における夜間の胎動の推移

第17回日本赤ちゃん学会学術集会

2017

梅野志帆，他

NICUにおける疼痛刺激を伴う処置とstateの変化

第17回日本赤ちゃん学会学術集会

2017

日本睡眠学会第42回定期学術集会

2017

日本赤ちゃん学会第16回学術集会

2016

第3回日本小児理学療法学術集会

2016

第3回日本小児理学療法学術集会

2016

西原京子，他

儀間裕貴，他

儀間裕貴，他

木原秀樹，他

妊婦の睡眠中に使用されるオリジナル胎動記録・解析装置の睡眠
研究への応用
低出生体重児の幼児期発達特性と環境を考える：長野県立こども
病院 低出生体重児データベースを利用して

Fidgety movements観察評価と四肢運動特性の関連

極低出生体重児における四肢の屈筋緊張とポジショニング期間の
関係
Characteristics of head position and spontaneous movements

International Conference on Cerebral Palsy

of limbs in infants who later developed ASD

and other Childhood-onset Disabilities

儀間裕貴，他

Fidgety movementsの観察評価と四肢自発運動特性

発達神経科学学会 第5回大会

儀間裕貴，他

2ヵ月齢児における四肢自発運動特性と睡眠時脳波特性の関連

Hirotaka Gima, et al

有光威志，他

有光威志，他

大竹洋子，他

藤本智久，他

藤本智久，他

在胎週数 30 週未満の早産児における近赤外分光法計測による睡
眠時の脳領域の結合
正期産児と 早産児における近赤外分光法を用いた睡眠時の脳領
域の機能的結合
小児病院NICU看護スタッフの「帝王切開の立ち会い」の取り組
み
極低出生体重児における退院前のNBASについて
ー赤ちゃんの行動にあわせたケア導入前後の比較ー

第1回 発達神経科学とニューロリハビリテー
ション研究会

2016

2016

第 61 回日本新生 児成育医学会

2016

第 52 回日本周産期・新生 児医学会

2016

第55回全国自治体病院学会in富山

2016

日本赤ちゃん学会第16回学術集会

2016

極低出生体重児における退院前のNBASと修正18ヶ月の発達指数 第43回日本赤十字リハビリテーション協会
-赤ちゃんの行動にあわせたケア導入前後の比較-

2016

学術集会

2016

中川真智子，他

木原秀樹，他

木原秀樹，他

木原秀樹，他

Hirotaka Gima, et al

Hirotaka Gima, et al

幼児の夜間睡眠に対する昼寝の影響について

極低出生体重児における四肢の屈筋緊張とポジショニング期間の
関係

第60回日本小児神経学会学術集会, 第12回子
どもの眠り研究会

第51回理学療法学術大会

就学前に独歩可能となった超低出生体重児の脳性麻痺の発達経過 第52回日本周産期新生児医学会

NICUから20年－成人を迎えた脳性麻痺者が生活自立に至るまで
の経過

第61回新生児成育医学会学術大会

Occurrence and geometric features of fidgety movements in

27th annual meeting of the European

young infants

Academy of Childhood Disability

A relationship between fidgety movements and sleep EEG in 2month-old infants

2016

2016

2016

2016

2015

第50回日本理学療法学術大会

2015

儀間裕貴，他

乳児期初期の自発運動特性と6歳時発達の関連

日本赤ちゃん学会 第15回学術集会

2015

儀間裕貴，他

超・極低出生体重児に対する哺乳評価と修正6ヶ月時発達の関連

第4回日本小児診療多職種研究会

2015

儀間裕貴，他

自閉症スペクトラム児における乳児期初期の頚部回旋運動

発達神経科学学会 第４回大会

2015

儀間裕貴，他

乳児期初期におけるFidgety movementsと四肢運動の曲率の関係 第2回日本小児理学療法学会学術集会

2015

有光威志，他

母親声に対する正期産児の呼吸と大脳皮質の関係

第 60 回日本新生児成育医学会

2015

有光威志，他

正期産児 の母親声に対する前頭葉と側頭葉の機能的結合

第 51 回日本周産期・新生児医学会

2015

大竹洋子，他

早産児の排尿・排便を低減させるオムツの検討

内海加奈子，他

早産児の行動に影響を及ぼす光環境

Hiromi Eto, et al

Aya Sakono, et al

木原秀樹，他

木原秀樹，他

–NIDCAPの視点から-

第17回新生児呼吸療法・モニタリング
フォーラム

第25回日本新生児看護学会

Sleep transition of co-sleeping infant nighttime sleep-wake

Eighth Annual Pediatric Sleep Medicine

condition from 2-25 weeks

Conference

Sleep development for infants from two weeks after birth to
twenty-five weeks

極低出生体重児における新生児期の筋緊張および行動の関係

極低出生体重児における四肢の筋緊張とポジショニング期間の関
係

2015

2015

2015

11th ICM (International Confederation of
Midwives) Asia Pacific Regional

2015

Conference
第50回理学療法学術大会

2015

第60回日本新生児成育医学会学術集会

2015

