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岡山大学大学院医歯薬学総合研究科小児急性疾患学講座准教授
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4章：母体疾患が胎児・新生児に与える影響

44.糖代謝異常合併妊娠（糖尿病合併妊娠/妊娠糖尿病）の

母体より出生した児

45.バセドウ病合併妊娠の母体より出生した児

46.全身性エリテマトーデス合併妊娠の母体より出生した児

47.特発性血小板減少性紫斑病（ITP）合併妊娠の母体より出生した児

48.新型コロナウイルス感染症合併妊娠の母体より出生した児

内山 温

青木政子

長野伸彦

吾郷真子

杉下友美

山口綾乃

東海大学医学部総合診療学系小児科学教授

日本大学医学部小児学系小児分野

日本大学医学部小児学系小児分野准教授

島根大学医学部小児科助教、新生児部門長

東海大学医学部総合診療学系小児科学助教

北里大学医学部新世紀医療開発センター

新生児集中治療学助教

読者ターゲット NICUナース、助産師、新生児科医（特に研修医）、産科＆小児科研修医

本書の概要 本書は、新生児の生理から疾患の治療、予後、最新トピックまでを網羅しています。イラストや写真を

豊富に用いたぱっと見てわかる「ビジュアル解説」と理解を深められる「じっくり解説」で、必須知識が

整理できる1冊です。
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