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４　学会・研究会・セミナー等での発表

１.	 西新宿婦人科腫瘍セミナー（特別講演）（東京）１月11日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する

２.	 第34回　産婦人科懇話会（奥州）１月12日

伊藤　潔：子宮がん検診　－ベセスダシステム導入，大震災，その後に見えてくるもの－

３.	 愛知県女性医療フォーラム（特別講演）（名古屋）１月12日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と治療～月経困難症治療薬ヤーズの位置づけ

４.	 宮崎市郡産婦人科医会（特別講演）（宮崎）１月16日

杉山　隆：生活習慣病の視点からみた妊娠糖尿病

５.	 第34回　エンドメトリオーシス学会（宇都宮）１月18日－19日

渡辺　正：再発を繰り返し対応に苦慮し続けた難治性子宮内膜症の１例－10年の臨床経過につい

て－

６.	 第34回　エンドメトリオーシス学会（宇都宮）１月18日－19日

渡邉　善：子宮内腔病変に対するディナゲスト術前投与の経験

７.	 仙台市遺伝カウンセリング（遺伝相談）研修会（仙台）１月22日

室月　淳：母体血による胎児染色体検査，いわゆる新型出生前診断について

８.	 三重県産婦人科医会特別講演会（特別講演）（津）１月24日

杉山　隆：生活習慣病の視点からみた妊娠糖尿病

９.	 石川産科婦人科学会　第83回臨床懇話会（特別講演）（金沢）１月24日

菅原準一：震災時の周産期医療について

10.	 第23回　日本疫学会（ポスター）（大阪）１月24日－26日

目時弘仁，菊谷昌浩，石黒真美，小原　拓，中谷直樹，西郡秀和，杉山　隆，鈴木吉也，鈴木

洋一，呉　繁夫，木村芳孝，菅原準一，八重樫伸生，寳澤　篤，辻　一郎，栗山進一：東北メ

ディカル・メガバンク事業（宮城）：三世代コホートの計画について

11.	 薬剤師のための漢方セミナー（特別講演）（仙台）１月26日

杉山　隆：女性に多い症状と漢方
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12.	 セプラフィルム発売15周年記念講演会（特別講演）（福井）１月31日

新倉　仁：QOL	に配慮した子宮頸がん手術

13.	 婦人科Drを対象とした研究会（東京）２月２日

八重樫伸生：婦人科腫瘍治療後のFollow	upの現状と課題

14.	 三重県助産師会ウィンターセミナー（津）２月２日

杉山　隆：妊婦健康診査のポイント

15.	 いわて周産期医療フォーラム	in	遠野（班研究発表）（遠野）２月３日

菅原準一：宮城における震災前後の周産期統計を比較して

16.	 第27回　日本臨床細胞学会宮城県支部学術集会（仙台）２月３日

田中創太，黒澤大樹，大槻健郎，高野忠夫，伊藤　潔，岡本　聡，永井智之，新倉　仁，八重

樫伸生：当院におけるスコアリング・システムを応用した子宮頸部腺系病変の判定

17.	 第27回　日本臨床細胞学会宮城県支部学術集会（教育講演）（仙台）２月３日

宇都宮裕貴：エストロゲン依存性腫瘍の局所制御機構

18.	 第１回　Osaka	Science-based	Kampo	研究会（特別講演）（堺）２月９日

武田　卓：もう一つの医学～古くて新しい漢方治療法「臨床・研究・教育について」

19.	 宮城県産婦人科医会医療安全研修会兼コメディカル研修会（仙台）２月９日

室月　淳：母体血を用いたいわゆる新型出生前診断について

20.	 地域支援岩沼センター開所記念　東北大学東北メディカル・メガバンク事業公開シンポジウム（シ

ンポジウム）（岩沼）２月14日

菅原準一：地域医療の復興を目指してToMMoクリニカル・フェローの紹介

21.	 地域支援岩沼センター開所記念　東北大学東北メディカル・メガバンク事業公開シンポジウム（シ

ンポジウム）（岩沼）２月14日

目時弘仁：三世代コホートの意義，調査説明

22.	 第19回　日本胎児心臓病学会（津）２月15日－16日

佐藤尚明，杉林里佳，西郡秀和，木村芳孝，八重樫伸生：胎児心電図によるドプラ分娩監視装

置の精度の検証

23.	 第１回　婦人科がんバイオマーカー研究会（東京）２月16日

石橋ますみ，豊島将文，北谷和之，増子さつき，重田昌吾，八重樫伸生：大規模siRNAスク

リーニングを用いた卵巣がんのシスプラチン抵抗性を克服する分子標的の検討
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24.	 第１回　婦人科がんバイオマーカー研究会（東京）２月16日

増子さつき，豊島将文，北谷和之，重田昌吾，石橋ますみ，宮田敏男，八重樫伸生：卵巣明細

胞腺癌における治療標的分子としてのPAI-1の検討

25.	 第１回　婦人科がんバイオマーカー研究会（東京）２月16日

豊島将文，北谷和之，増子さつき，重田昌吾，石橋ますみ，八重樫伸生：c-Myc高発現をバイ

オマーカーとした卵巣がんにおける治療標的分子の同定

26.	 第578回　宮城産科婦人科学会集談会（特別講演）（仙台）２月16日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

27.	 第578回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）２月16日

目時弘仁：BOSHI研究からみえてきたもの

28.	 第334回　大阪大学臨床栄養研究会（特別講演）（吹田）２月18日

杉山　隆：生活習慣病の視点からみた妊娠糖尿病

29.	 第11回　東北出生前医学研究会（山形）２月23日

室月　淳：非侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）にかんする生命倫理学的考察

30.	 第12回　55M研究会（特別講演）（仙台）２月28日

伊藤　潔：子宮がん撲滅への予防戦略　－検診，ワクチン，震災を中心に－

31.	 第４回　漢方研修会／総合地域医療研修センター支援セミナー（基調講演）（仙台）３月１日

杉山　隆：女性のライフスタイル，漢方との関わり

32.	 文科省橋渡し　平成24年度成果報告会発表（招待講演）（東京）３月２日

木村芳孝：胎児心電図実用化促進のための橋渡し研究

33.	 第28回　中河内産婦人科勉強会（特別講演）（大阪）３月２日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

34.	 仙台市子宮がん検診研修会（特別講演）（仙台）３月８日

新倉　仁：婦人科細胞診のピットフォール

35.	 第８回　日本生殖再生医学会（招待講演）（東京）３月10日

有馬隆博：乏精子症とゲノムインプリンティング

36.	 第８回　日本生殖再生医学会（ポスター）（東京）３月10日

千葉初音：乏精子症とゲノムインプリンティング
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37.	 第45回　日本超音波医学会東北地方会（仙台）３月10日

室本　仁，宮下　進，小澤克典，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：胎児脈圧の

発達特性－位相差トラッキング法による胎児血管径微小変動計測からの検討

38.	 第45回　日本超音波医学会東北地方会（仙台）３月10日

小澤克典，宮下　進，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：位相差ト

ラッキング法を用いた胎児治療前後の胎児心機能計測

39.	 第45回　日本超音波医学会東北地方会（仙台）３月10日

宮下　進，室本　仁，小澤克典，室月　淳：胎児胸腺の正常発育パターンと外因性ステロイド

の影響

40.	 The	7th	International	DIP	Symposium-Diabetes,	Hypertension,	Metabolic	Syndrome	and	

Pregnancy（ポスター）（フィレンツェ /イタリア）３月13日－16日

Sugiyama	T，Toyoda	N，Sagawa	N，Metoki	H，Sugawara	J，Nishigori	H，Yaegashi	

N	 Assessment	of	screening	tests	for	gestational	diabetes	mellitus	 in	Japan:	Japan	

assessment	of	gstational	diabetes	screening（JAGS）study

41	 The	7th	International	DIP	Symposium-Diabetes,	Hypertension,	Metabolic	Syndrome	and	

Pregnancy（ポスター）（フィレンツェ，イタリア）３月13日－16日

Watanabe	H，Sugiyama	T：Dietary	nutrition	status	among	Japanese	women	with	

gestational	diabetes	mellitus	at	the	time	of	diagnosis

42.	 第４回　滋賀県産科婦人科医会（特別講演）（草津）３月16日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する

43.	 第292回　青森県臨床産婦人科医会（弘前）３月16日

伊藤　潔：HPVワクチンの接種率向上に向けて

44.	 The	60th	SGI	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（オーランド/アメリカ）３月20日－23日

Saito	M，Miura	Y，Funakubo	A，Matsuda	T，Sugawara	J，Yaegashi	N：Development	

of	an	artificial	placenta	using	a	premature	lamb	model

45.	 The	60th	SGI	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（オーランド，アメリカ）３月20日－23日

Hamada	H，Nishigori	H，Saito	M，Sugawara	J，Yaegashi	N：A	retrospective	study	on	

the	timing	of	delivery	and	outcome	in	women	with	placenta	previa

46.	 The	60th	SGI	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（オーランド，アメリカ）３月20日－23日

Tadakawa	M，Saito	M，Nishigori	H，Sugiyama	T，Sugawara	J，Yaegashi	N：The	

efficacy	and	prognosis	of	B-Lynch	compression	sutures	for	postpartum	hemorrhage
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47.	 科研製薬社内勉強会（招待講演）（仙台）３月21日

山田秀和：婦人科悪性腫瘍手術と血栓症

48.	「胎児心電図に関した臨床試験」キックオフミーティング（基調講演）（仙台）３月22日

木村芳孝：開発の経緯と機械概要

49.	 第３回　高知周産期セミナー（高知）３月23日

室月　淳：無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）とはなにか？　そしてどこにいくのか？

50.	 北上医師会母子保健講演会（北上）３月25日

八重樫伸生：HPV感染症をいかに征圧するか

51.	 細胞検査士セミナー	in	Fukushima（特別講演）（郡山）３月31日

田㔟　亨：子宮頸部腺系病変の細胞像

52.	 第２回　熊本ウィルス感染症フォーラム（特別講演）（熊本）４月４日

八重樫伸生：HPVウィルス感染症

53.	 日本血液製剤機構社内勉強会（仙台）４月８日

杉山　隆：妊娠と血液凝固系

54.	 第110回　日本内科学会（ポスター）（東京）４月12日－14日

沼田健裕，高山　真，高橋里実，岩崎　鋼：東日本大震災後発症のPTSD様症状に対する漢方

薬柴胡桂枝乾姜湯の効果の検討

55.	 道北産婦人科医会（特別講演）（旭川）４月19日

八重樫伸生：HPV感染症をいかに征圧するか～４価HPVワクチンの有効性をもとに考える～

56.	 第116回　日本小児科学会（招待講演）（広島）４月19日－21日

有馬隆博：生殖補助医療と小児科医療の接点

57.	 第29回　日本工学治療学会（招待講演）（横浜）４月20日

木村芳孝：周産期における近未来イノベーションと臨床応用

58.	 第27回　日本助産学会（ポスター）（金沢）５月２日－４日

藤田　愛，石田志子：妊婦の n-3系脂肪酸ならびにn-6系脂肪酸摂取量の評価

59.	 NIH-Tohoku	University-JSPS	Symposium（ポスター）（仙台）５月９日

Miki	Y,	Takagi	K,	Suzuki	T,	 Ito	K：Intratumoral	 concentration	of	 stress	hormone	

cortisol	in	endometrial	carcinoma
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60.	 NIH-Tohoku	University-JSPS	Symposium（ポスター）（仙台）５月９日

Takagi	K,Miki	Y，Onodera	Y，Nakamura	Y，Ishida	N，Sasano	K，Suzuki	T：

ARHGAP15	in	human	breast	carcinoma

61.	 第65回　日本産科婦人科学会（クリニカルカンファレンス）（札幌）５月10日－12日

菅原準一：胎児心拍数パターンのよみかたと対応　ガイドラインの問題点は？　基線細変動の

変化　評価法と病態

62.	 第65回　日本産科婦人科学会（クリニカルレクチャー）（札幌）５月10日－12日

永瀬　智：婦人科悪性腫瘍に対する拡大手術２）再発子宮頸癌に対する骨盤除臓術

63.	 第65回　日本産科婦人科学会（高得点演題）（札幌）５月10日－12日

岡本　聡，新倉　仁，永井智之，田中創太，大槻　愛，海法道子，大槻健郎，永瀬　智，竹島

信宏，的田眞紀，八重樫伸生：One-Step	nucleic	acid	amplification（OSNA）法を利用した

子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節転移の術中検出法の開発

64.	 第65回　日本産科婦人科学会（高得点演題）（札幌）５月10日－12日

築地謙治，武田　卓，李　賓，只川真理，八重樫伸生：プロゲスチンの子宮筋腫増殖への影響

～ヒト子宮筋腫モデルマウスを用いたin	vivoでの検討～

65.	 第65回　日本産科婦人科学会（高得点演題）（札幌）５月10日－12日

李　賓，武田　卓，築地謙治，黄志芳，只川真理，近藤亜希子，八重樫伸生：ターメリック．

ウコン中の有効成分クルクミンによる子宮平滑筋肉腫細胞増殖抑制効果～オートファジーおよ

びアポトーシス誘導からの検討～

66.	 第65回　日本産科婦人科学会（専攻医教育プログラム）（札幌）５月10日－12日

新倉　仁：外陰癌の手術

67.	 第65回　日本産科婦人科学会（若手医師企画）（札幌）５月10日－12日

甲斐健太郎，竹中由夏，黒田敬史，杉並　興，宮本雄一郎，新美　薫，小島崇史，黒澤大樹，

重藤龍比古，志鎌あゆみ，上出泰山，倉員正光，小野修一，本原剛志，中野裕子：10年後の産

婦人科医療－わたしたちの未来予想図－

68.	 第65回　日本産科婦人科学会（Joint	FIGO-JSOG	Workshop	for	Junior	Fellows）（札幌）５月

10日－12日

Shigeta	S	,	Masuda	K	,	Mitsui	H	,	Matsuzaki	S	,	Kawamura	K：Epidemiology	of	human	

papilloma	virus	and	present	state	of	vaccination	against	cervical	cancer	in	Japan
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69.	 第65回　日本産科婦人科学会（ポスター）（札幌）５月10日－12日

鈴木史彦，永瀬　智，廣木恵理，宇都宮裕貴，伊藤　潔，新倉　仁，赤平純一，笹野公伸，八

重樫伸生：子宮体部漿液性腺癌におけるmicroRNA-34bの癌抑制的な機能の検討

70.	 第65回　日本産科婦人科学会（ポスター）（札幌）５月10日－12日

重田昌吾，豊島将文，石橋ますみ，増子さつき，北谷和之，八重樫伸生：卵管上皮内癌におけ

る	DNA2重鎖切断とp53発現の免疫組織学的検討

71.	 第65回　日本産科婦人科学会（ポスター）（札幌）５月10日－12日

田中創太，大槻　愛，永井智之，海法道子，徳永英樹，大槻健郎，吉永浩介，永瀬　智，高野

忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，八重樫伸生：子宮頸部小細胞癌に多剤用同時化学放射線法を施行

した自験例の検討

72.	 第65回　日本産科婦人科学会（ポスター）（札幌）５月10日－12日

濱田裕貴，西郡秀和，齋藤昌利，菅原準一，八重樫伸生：前置胎盤の分娩時期と予後について

の後方視的検討

73.	 第65回　日本産科婦人科学会（ポスター）（札幌）５月10日－12日

星合哲郎：宮城県における未受診妊婦の実態

74.	 第65回　日本産科婦人科学会（ポスター）（札幌）５月10日－12日

Shibuya	Y,	Kurosawa	H,	Fujii	O,	 Iida	S,	Sasaki	H,	Tanaka	K,	Hoshi	K,	Suzuki	M：

Successful	 laparoscopic	management	of	omental	pregnancy	Is	this	a	primary	omental	

pregnancy	or	secondary	omental	implantation?

75.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

石田志子，新倉　仁，永井智之，田中創太，大槻　愛，海法道子，大槻健郎，目時弘仁，永瀬　

智，八重樫伸生：婦人科癌患者者の治療前後における性機能，排尿機能およびQOLの変化に

関する研究

76.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

永瀬　智：再発子宮頸癌に対する骨盤除臓術

77.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

齋藤昌利，松田　直，菅原準一，八重樫伸生：Development	of	an	artificial	placenta	using	a	

premature	lamb	model

78.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

豊島将文：Identification	of	targeted	therapies	for	ovarian	cancer	by	function	genomics
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79.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

西本光男，宇都宮裕貴，志賀尚美，辻　圭太，海法道子，鈴木史彦，徳永英樹，伊藤　潔，八

重樫伸生：子宮内膜癌におけるsteroid	sulfatase阻害剤の有効性に関する検討

80.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

永井智之：OSNA法を用いた子宮体癌におけるリンパ節移転の検出

81.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

齋藤昌利，三浦雄一郎，松田　直，菅原準一，八重樫伸生，舟久保昭夫：ヒツジ胎仔を用いた

改良型ポンプレス人工胎盤の開発とその有効性の検討

82.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

増子さつき，豊島将文，北谷和之，重田昌吾，八重樫伸生：卵巣明細胞腺癌におけるPAI-1

発現と血栓症発症の関連についての検討

83.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

氷室裕美，杉山　隆，橋本千明，濱田裕貴，佐藤孝洋，片桐未希子，齋藤昌利，井原基公，清

水孝郎，西郡秀和，菅原準一，八重樫伸生：妊娠中にDKAを発症したLADAの１例

84.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

只川真理，齋藤昌利，西郡秀和，杉山　隆，菅原準一，八重樫伸生：産科大量出血に対して	

B-Lynch	compression	sutureを施行した症例の有効性と予後検討

85.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

伊藤　潔：宮城県での取り組み　－復興の先にある新たな医療システムの構築に向けて－

86.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

田中創太，徳永英樹，永瀬　智，大槻　愛，永井智之，海法道子，大槻健郎，吉永浩介，高野

忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，八重樫伸生：子宮頸部小細胞癌に多剤併用同時化学放射線療法を

施行した自験例の検討

87.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

我妻理重，横山智之，櫻田尚子，松本大樹，星合哲郎：癒着防止材（セプラフィルム）に起因

すると思われる化学性腹膜炎の１例

88.	 第65回　日本産科婦人科学会（札幌）５月10日－12日

渡辺　正：腹腔鏡下卵管切開術の適応は卵管膨大部妊娠と卵管峡部妊娠とで異なるか？

89.	 第65回　日本産科婦人科学会	男女共同参画・女性の健康週間委員会企画シンポジウム（シンポジ

ウム）（札幌）５月10日－12日

大槻健郎：働きやすい病院の施策
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90.	 第98回　東北医学会総会　教授就任記念講演会（記念講演）（仙台）５月24日

伊藤　潔：大災害と婦人科がん医療・医学－復興の先を見据えて－

91.	 第２回　臨床高血圧フォーラム（ポスター）（東京）５月24日－25日

目時弘仁，渋谷祐介，岩間憲之，片桐未希子，小原　拓，菊谷昌浩，大久保孝義，西郡秀和，

佐藤尚明，田中耕平，星　和彦，鈴木雅洲，今井　潤，菅原準一，八重樫伸生：妊娠期間中の

家庭血圧は正常であったが急速に妊娠高血圧腎症・子癇発作を発症した１例

92.	 第86回　日本超音波医学会（シンポジウム）（大阪）５月24日－26日

室月　淳：胎児四肢長管骨短縮をみとめるときの精査のすすめかた

93.	 第86回　日本超音波医学会（シンポジウム）（大阪）５月24日－26日

宮下　進，室本　仁，小澤克典，室月　淳：位相差トラッキング法の胎児領域への応用

94.	 第86回　日本超音波医学会（奨励賞口演）（大阪）５月24日－26日

小澤克典，宮下　進，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：双胎間輸血

症候群の胎児鏡治療前後の位相差トラッキング法を用いた胎児心機能計測

95.	 第86回　日本超音波医学会（大阪）５月24日－26日

宮下　進，室本　仁，小澤克典，室月　淳：胎児胸腺の研究－正常発育パターンと母体ステロ

イド投与の影響

96.	 第54回　日本卵子学会（ポスター）（東京）５月25日－26日

舘山奈江，富樫嘉津恵，白澤弘光，金森勝裕，金森恭子，熊澤由紀代，熊谷　仁，児玉英也，

宇都宮裕貴，八重樫伸生，寺田幸弘：凍結融解が胚盤胞期胚の呼吸活性に与える影響と再凍結

融解胚を用いたIVF-ETの臨床結果

97.	 第54回　日本卵子学会（招待講演）（東京）５月25日－26日

有馬隆博：生殖領域におけるエピジェネティクス研究の最前線

98.	 The	18th	International	Congress	of	Cytology（パリ/フランス）５月25日－30日

Okamoto	S，Ito	K，Niikura	H，TakanoT，Nagase	S，Otsuki	T，Kaiho	M，Utsunomiya	

H，Shiga	N，Yaegashi	N：Evaluation	of	endocervical	glandular	lesions	using	a	scoring	

system

99.	 第64回　日本東洋医学会（鹿児島）５月31日－６月２日

沼田健裕，高山　真，高橋里実，岩崎　鋼：東日本大震災後に発症したPTSD様症状に対する

柴胡桂枝乾姜湯による治療とその効果
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100.	 第54回　日本臨床細胞学会春期大会（ポスター）（東京）６月１日－２日

及川洋恵，秀城浩司，鈴木由香，藤原しのぶ，渡辺康子，佐藤朋春，東岩井　久，伊藤　潔，

田㔟　亨：子宮頸がん検診における線系病変の受診歴についての検討

101.	 第54回　日本臨床細胞学会春期大会（東京）６月１日－２日

田㔟　亨，伊藤しげみ，植木美幸，村田孝次，名村真由美，大場いづみ，大友圭子，藤田信

弘，山田秀和，佐藤郁郎：LEGHの長期経過観察中に子宮頸部のAISと体下部の高分化粘液

性腺癌が出現した１例

102.	 第54回　日本臨床細胞学会春期大会（東京）６月１日－２日

及川洋恵，秀城浩司，鈴木由香，藤原しのぶ，渡辺康子，伊藤　潔，田㔟　亨：子宮頸がん検

診における腺系病変の受診歴についての検討

103.	 岐阜産婦人科研究会（特別講演）（岐阜）６月６日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

104.	 第55回　日本脂質生化学会（松島）６月６日－７日

北谷和之，豊島将文，増子さつき，重田昌吾，石橋ますみ，八重樫伸生：セラミドによる細胞

移動運動の調節	

105.	 第２回　日本DOHaD研究会（シンポジウム）（東京）６月７日－８日

杉山　隆，西郡秀和，目時弘仁，菅原準一，村林奈緒，梅川　孝，佐川典正，八重樫伸生：過

栄養と胎児発育：児発育に影響を与えるのは糖質代謝だけか？

106.	 北摂産婦人科医会研修会（特別講演）（大阪）６月８日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

107.	 第135回　東北連合産科婦人科学会（ワークショップ）（山形）６月８日－９日

齋藤昌利：産科危機的出血への対応　当院における帝王切開時B-Lynch縫合の実際

108.	 第135回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月８日－９日

渋谷祐介，黒澤大樹，藤井　調，飯田修一，佐々木宏子，田中耕平，星　和彦，鈴木雅洲：皮

下鋼線吊り上げ法による全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の検討

109.	 第135回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月８日－９日

室本　仁，宮下　進，小澤克典，室月　淳，八重樫伸生：東北地方におけるTTTSに対する胎

児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術の成績

110.	 第135回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月８日－９日

佐藤菊子，我妻理重，横山智之，櫻田尚子，松本大樹，星合哲郎：CA125の異常高値を呈した

子宮筋腫によるPseudo-Meigs症候群の１例
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111.	 第135回　東北連合産科婦人科学会NIPTコンソーシアムセミナー（山形）６月８日－９日

室月　淳：母体血を用いた胎児遺伝学的検査（NIPT）を妊婦が希望されたとき

112.	 The	59th	International	Artificial	Organ	Society（シカゴ/アメリカ）６月10日－15日

Usuda	H，Saito	M：Development	of	an	artificial	placenta.	Pumpless	arteriovenous	

extracorporeal	life	support	in	a	preterm	lamb	model

113.	 第２回　岩手産科医療カンファランス（特別講演）（盛岡）６月15日

杉山　隆：糖代謝異常と妊娠

114.	 SPER	Annual	Meeting	2013（ボストン/アメリカ）６月17日－18日

Yoshida	H，	Harada	N，	Hayashi	K，Arai	T，Sugawara	J，Abe	Y，Ikeda	Y，Yokoyama	

T，Kanatani	Y：Deisaster	management	in	perinatal	care-crucial	point	of	helping	mothers	

and	babies	after	311	Tsunami	devastated	area

115.	 SPER	Annual	Meeting	2013（ボストン/アメリカ）６月17日－18日

Yoshida	H，	Harada	N，	Hayashi	K，Arai	T，Sugawara	J，Abe	Y，Ikeda	Y，Yokoyama	

T，Kanatani	Y：Lessons	learned	from	great	sociological	study	of	the	postpartum	care	at	

particular	aging	sub-society	in	tsunami	affected	area	in	Japan

116.	 第133回　大阪医薬品適正使用研究会（特別講演）（大阪）６月19日

武田　卓：産婦人科における漢方治療～産婦人科治療ガイドラインより～

117.	 日本計算工学会（オーガナイズドセッション）（東京）６月19日－21日

飯田渓太，北畑裕之，長山雅晴：Spontaneous	motion	of	a	camphor	particle	:	the	relation-

ship	between	particle	shape	and	motion

118.	 IDEAセミナー（仙台）６月20日

目時弘仁：妊娠高血圧症候群－BOSHI	研究などからわかったこと－

119.	 婦人科がん会議（シンポジウム）（宝塚）６月21日

高野忠夫：地方の臨床試験グループとIntergroupとJGOG/JCOGの現状と今後の方向性

120.	 第37回　日本遺伝カウンセリング学会（シンポジウム）（川崎）６月21日－23日

室月　淳：出生前超音波診断の現状とこれから

121.	 The	73th	Scientific	Meeting	of	American	Diabetes	Assocoation	（ポスター）（シカゴ/アメリカ）

	 ６月21日－25日

Sugiyama	T，Sagawa	N，Hiramatsu	Y，Nishigori	H，Metoki	H，Yaegashi	N：A	

retrospective	multi-institutionnal	study	of	the	treatineut	of	mild	gestational	diabetes
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122.	 The	12th	World	Congress	in	Fetal	Medicine（ポスター）（マルベーリャ /スペイン）６月23日

－27日

Velayo	CL，Ito	T，Dong	Y，Endo	M，Funamoto	K，Sugibayashi	R，Yaegashi	N，

Kimura	Y：Molecular	patterns	of	neurodevelopmental	preconditioning	:	a	study	of	the	

effects	of	antenatal	steroid	therapy	in	a	protein-restriction	mouse	model

123.	 The	12th	World	Congress	in	Fetal	Medicine（ポスター）（マルベーリャ /スペイン）６月23日

－27日

Sugibayashi	R，Velayo	C，Endo	M，Funamoto	K，Dong	Y，Ito	T，Sago	H，Kimura	

Y，Yaegashi	N：The	relationship	between	R-wave	amplitude	and	gestational	weeks	by	

abdominal	fetal	electrocardiography

124.	 The	12th	World	Congress	in	Fetal	Medicine（ポスター）（マルベーリャ /スペイン）６月23日

－27日

Kimura	Y，Ito	T，Sugibayashi	R，Velayo	C，Dong	Y，Funamoto	K，Endo	M，

Yaegashi	N：Detection	of	fetal	brain	hemorrhage	by	fetal	electrocardiography

125.	 The	12th	World	Congress	in	Fetal	Medicine（ポスター）（マルベーリャ /スペイン）６月23日

－27日

Ozawa	K,	Miyashita	S,	Muromoto	J,	Murotuki	J,	Hasegawa	H,	Kanai　H,	Yaegashi	N：

Laser	for	TTTS:	fetal	cardiac	function	using	phased-tracking	method	before	and	after	

surgery

126.	 第523回　北上医師会医学集談会（特別講演）（北上）６月27日

八重樫伸生：HPV感染症をいかに征圧するか～４価HPVワクチンの有効性をもとに考える～

127.	 宮城県産婦人科医会講演会（仙台）６月28日

室月　淳：母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）について

128.	 症例から学ぶ漢方力アップセミナー（特別講演）（和歌山）６月29日

武田　卓：産婦人科における漢方治療～産婦人科治療ガイドラインより～

129.	 中央味噌研究所　平成23・24年度　委託研究・研究助成報告会（特別講演）（東京）７月３日－４

日

武田　卓，築地謙治，李　賓，八重樫伸生：新規ヒト子宮筋腫モデルマウスを用いた味噌経口

摂取による子宮筋腫増殖抑制効果についての検討
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130.	 The	35th	Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（EMBC’13)（ポスター）（大阪）７月３日－７日

Nabeshima	Y,	Kimura	Y,	 Ito	T,	Ohwada	K,	Karashima	A,	Katayama	N,	Nakao	M：

Reconstruction	of	fetal	vector	electrocardiogram	from	maternal	abdominal	signals	under	

fetus	body	rotations

131.	 The	35th	Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（EMBC’13)（ポスター）（大阪）７月３日－７日

Marzbanrad	F,	Khandoker	AH,	Funamoto	K,	Sugibayashi	R,	Endo	M,	Velayo	C,	Kimura	

Y,	Palaniswami	M：Automated	Identification	of	fetal	cardiac	valve	timings

132.	 第12回　日本婦人科分子標的研究会（奈良）７月５日－６日

北谷和之，豊島将文，増子さつき，重田昌吾，石橋ますみ，八重樫伸生：卵巣がん転移を標的

にした創薬：スフィンゴ脂質の利用

133.	 第15回　日本母性看護学会（教育講演）（仙台）７月６日－７日

西群秀和：東北大学から発信－子どもの健康と環境に関する全国調査（エコチル調査）

134.	 第15回　日本母性看護学会（教育講演）（仙台）７月６日－７日

菅原準一：経験を教訓へ－大震災時の宮城県周産期医療を再考する－

135.	 平成25年度女性医療セミナー（特別講演）（東京）７月７日

武田　卓：ガイドラインに基づいたホルモン治療の実際～日常診療に役立つ新しいトピックス

～	①PMS/PMDDにどう対処するか

136.	 第14回　ゆずの木周産期病診連携セミナー（特別講演）（坂戸）７月８日

室月　淳：胎児骨系統疾患の診断とケア

137.	 子宮頸がんワクチンに関する講話（セミナー）（南三陸町）７月９日

伊藤　潔：女性のがんを防ぐには？　－ワクチンそして検診のはなし－

138.	 第８回　スフィンゴテラピィ研究会（加賀）７月12日－13日

北谷和之，豊島将文，増子さつき，重田昌吾，石橋ますみ，八重樫伸生：セラミドによる細胞

移動性の調節：卵巣がん転移をおさえる創薬に向けて

139.	 第581回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）７月13日

伊藤　潔：周産期医療若手・女性医師支援プロジェクト－周産期医療整備事業５年間の統括，

採択大学中トップを踏まえて－

140.	 第581回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）７月13日

宇都宮裕貴：東北大学で開始したロボット支援手術
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141.	 第49回　日本周産期・新生児学会（横浜）７月14日－16日

只川真理，齋藤昌利，西郡秀和，杉山　隆，菅原準一，八重樫伸生：産科大量出血に対する

B-Lynch	compression	suture	の有効性と妊孕性予後の検討

142.	 第49回　日本周産期・新生児学会（横浜）７月14日－16日

氷室裕美，杉山　隆，濱田裕貴，佐藤孝洋，齋藤昌利，西郡秀和，菅原準一，八重樫伸生：妊

娠中にDKAを発症した急性自己免疫性糖尿病の１例

143.	 第49回　日本周産期・新生児学会（横浜）７月14日－16日

佐藤孝洋，濱田裕貴，齋藤昌利，西郡秀和，杉山　隆，八重樫伸生：妊娠子宮捻転の１例

144.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（シンポジウム）（横浜）７月14日－16日

佐藤尚明：胎児機能評価の最前線～母体腹壁誘導胎児心電図～

145.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（シンポジウム）（横浜）７月14日－16日

小澤克典，杉林里佳，秋元琢真，麓　聖子，堀之内崇士，松島実穂，村田　晋，鈴木信行，中

田雅彦：若手医師企画　次世代を担う私たちはこう思う　20年後の胎児医療・新生児医療

146.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（ワークショップ）（横浜）７月14日－16日

菅原準一：震災対策ワークショップ　大震災の経験を教訓に変える　宮城県における周産期実

態調査から

147.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月14日－16日

濱田裕貴，西郡秀和，杉山　隆，菅原準一，八重樫伸生：卵管間質部妊娠既往女性が妊娠35週

に不全子宮破裂を来した１例

148.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月14日－16日

松浦裕美，羽田謙太郎，増山　郁，小笠原啓，金子真利，佐藤真紀，室月　淳，桃井伸緒：呼

吸障害を合併した大腿骨低形成・特異顔貌症候群の女児例

149.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月14日－16日

尾崎浩士，室月　淳：妊娠27週で胎児治療を施行した無心体の１例

150.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月14日－16日

横山絵美，武山陽一，佐藤尚明，齋藤美穂，太田恭子，中里浩樹，鈴木久也，谷川原真吾：帝

王切開瘢痕部妊娠の保存的治療後，妊娠・分娩に至った一例

151.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（横浜）７月14日－16日

宮下　進，鳴海僚彦，室本　仁，小澤克典，室月　淳，田村正徳：東北６県における新生児蘇

生法（NCPR）講習会の現状と課題
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152.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（横浜）７月14日－16日

室月　淳，篠塚憲男，澤井英明，山田崇弘，田嶋　敦，高橋雄一郎，早川博生，佐世正勝，阿

部恵美子，上妻友隆：日本人胎児の長管骨基準値について

153.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（横浜）７月14日－16日

星合哲郎：宮城県における周産期救急搬送コーディネートシステムの現状と今後の課題

154.	 第49回　日本周産期・新生児医学会（横浜）７月14日－16日

小澤克典，宮下　進，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：無心体双胎

の胎児治療前後の位相差トラッキング法を用いた胎児心機能計測

155.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（シンポジウム）（東京）７月19日－21日

新倉　仁：婦人科悪性手術で必要とされる医療機器の安全な使用方法について

156.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（シンポジウム）（東京）７月19日－21日

新倉　仁：広汎性子宮頸部摘出術におけるセンチネルリンパ節生検，神経温存

157.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（コンセンサスミーティング）（東京）７月19日－21日

永瀬　智：子宮体がん治療ガイドライン2013年版の概要

158.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（病理症例検討会）（東京）７月19日－21日

佐藤いずみ，永瀬　智，重田昌吾，辻　圭太，永井智之，田中創太，海法道子，高野忠夫，新

倉　仁，八重樫伸生，伊藤　潔，渡辺みか：毛芽種を併発した成熟嚢胞奇形腫を子宮部類内膜

腺癌を合併した一例

159.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（東京）７月19日－21日

辻　圭太，重田昌吾，佐藤いずみ，永井智之，田中創太，志賀尚美，海法道子，豊島将文，宇

都宮裕貴，永瀬　智，高野忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，八重樫伸生：当院における婦人科悪性

腫瘍脳転移症例の検討

160.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（東京）７月19日－21日

永井智之，永瀬　智，重田昌吾，辻　圭太，佐藤いずみ，田中創太，海法道子，高野忠夫，新

倉仁，伊藤　潔，八重樫伸生：神経症状を呈した成熟奇形腫４例の検討

161.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（東京）７月19日－21日

田中創太，佐藤いずみ，重田昌吾，辻　圭太，永井智之，志賀尚美，新倉　仁，海法道子，豊

島将文，永瀬　智，高野忠夫，伊藤　潔，八重樫伸生：当院で経験した外陰部類上皮肉腫の２

症例についての検討
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162.	 第54回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（東京）７月19日－21日

佐藤いずみ，永瀬　智，重田昌吾，辻　圭太，永井智之，田中創太，海法道子，大槻健郎，高

野忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，八重樫伸生，渡辺みか：毛芽腫併発の成熟嚢胞奇形腫を合併し

た子宮体部類内膜腺癌の一例

163.	 第１回　宮城県産婦人科医会コ・メディカル研修会プログラム（仙台）７月20日

宇都宮裕貴：生殖医療の最近の話題

164.	 新潟市産婦人科医会学術講演会（特別講演）（新潟）７月20日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

165.	 大崎地区産婦人科医会（仙台）７月23日

杉山　隆：産婦人科診療のあれこれ

166.	 喫煙科学研究財団平成24年度助成研究発表会（研究報告）（東京）7月23日

杉山　隆，菅原準一，木村芳孝，八重樫伸生，村林奈緒，梅川　孝，佐川典正：母体生活習慣

の母体・胎児・次世代の糖・脂質代謝に及ぼす関与と喫煙の影響の関する検討：特に肥満と喫

煙の影響

167.	 災害科学国際研究所特定プロジェクト研究成果報告会（ポスター）（仙台）７月28日

齋藤昌利，岡本　聡，三木康宏，伊藤　潔：東日本大震災が宮城県での婦人科がん検診体制に

及ぼした影響の解析

168.	 災害科学国際研究所特定プロジェクト研究成果報告会（仙台）７月28日

伊藤　潔，三木康宏，田中創太，鈴木　貴，笹野公伸：震災時ストレスとその後の生活環境変

化が婦人科疾患に及ぼす影響の解析

169.	 第22回　環境化学討論会（東京）７月31日－８月２日

松村　徹，佐才秀平，有馬隆博，佐藤晶子，仲井邦彦，小野寺　潤，草井明彦，榎本　剛：

GCxGC-TOF/MSを用いたヒト血液中の有機化学物質測定:	症例対照研究への適用

170.	 第22回　環境化学討論会（ポスター）（東京）７月31日－８月２日

仲井邦彦，有馬隆博，松村　徹，佐藤晶子：環境由来化学物質の男性精子への影響

171.	 小野薬品社内勉強会（招待講演）（仙台）８月２日

山田秀和：婦人科領域の化学療法

172.	 Covidien	周産期・新生児ケアセミナー仙台（仙台）８月３日

齋藤昌利：一歩すすんだ胎児超音波診断
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173.	 Covidien	周産期・新生児ケアセミナー仙台（仙台）８月３日

髙橋弥生：周産期における臨床心理士による心理サポート

174.	 第31回　日本受精着床学会（シンポジウム）（別府）８月９日

有馬隆博：基礎から臨床へ，ARTとエピゲノム

175.	 第４回　高知周産期遺伝セミナー（高知）８月10日

室月　淳：染色体異常を診断した家族，患者への対応

176.	 細胞診断学セミナー（セミナー）（東京）８月10日

	 田㔟　亨：子宮頸部腺癌の細胞診

177.	 道南産科婦人科医会学術講演会（招待講演）（函館）８月23日

高野忠夫：婦人科がんの治療成績向上のために　国内外の共同臨床研究に関わって

178.	 第15回　旭川周産期医療研究会（特別講演）（旭川）８月23日

室月　淳：周産期における骨系統疾患の診断と管理

179.	 第５回　びわこ周産期研究会（特別講演）（大津）８月24日

菅原準一：切迫流産を対象とした硫酸マグネシウム製剤～最近の話題～

180.	 第36回　日本母体胎児医学会（ワークショップ）（宮崎）８月23日－25日

木村芳孝：『胎児心拍数モニタリングの新しい展開』胎児心拍数モニタリングの問題と新たな

試み

181.	 第36回　日本母体胎児医学会（宮崎）８月23日－25日

小澤克典，宮下　進，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：位相差ト

ラッキング法を用いた一絨毛膜双胎一児死亡例の胎児心機能評価

182.	 第36回　日本母体胎児医学会（宮崎）８月23日－25日

杉林里佳，伊藤拓哉，住江正大，和田誠司，佐藤尚明，左合治彦，木村芳孝，八重樫伸生：母

体腹壁誘導胎児心電図の妊娠週数に伴うR波の変化の検討

183.	 第37回　日本産科婦人科栄養・代謝研究会（教育講演）（大宮）８月29日－30日

杉山　隆：多施設共同臨床研究と基礎研究の接点

184.	 第32回　日本思春期学会（和歌山）８月31日－９月１日

只川真理，武田　卓，門間靖武，近藤亜希子，古賀詔子，八重樫伸生：女子校生における

PMS・PMDD症状による学校欠席の実態とリスク因子解析
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185.	 第64回　広島産科婦人科学会（特別講演）（広島）９月１日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する～女性のヘルスケアをサポートする立場から～

186.	 第52回　日本油化学会（仙台）９月３日－５日

山崎潔大，木村ふみ子，川端輝江，仲井邦彦，水野聖士，有馬隆博，八重樫伸生，宮澤陽夫：

ヒト胎盤組織の脂肪酸組成分析

187.	 第53回　日本産科婦人科内視鏡学会（受賞講演）（名古屋）９月５日－７日

渡邉　善，渡辺　正：卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術の術後成績

188.	 第53回　日本産科婦人科内視鏡学会（パネルディスカッション）（名古屋）９月５日－７日

渡辺　正：卵管間質部妊娠に対する腹腔鏡下卵管角部切開術

189.	 第53回　日本産科婦人科内視鏡学会（名古屋）９月５日－７日

渋谷祐介，黒澤大樹，藤井　調，飯田修一，佐々木宏子，田中耕平，星　和彦，鈴木雅洲：吊

り上げ式腹腔鏡手術におけるセプラフィルム挿入法の工夫

190.	 第14回　JSAWI	シンポジウム（ワークショップ）（淡路島）９月６日－７日

新倉　仁：子宮体がんでのセンチネルリンパ節

191.	 第61回　北日本産科婦人科学会（解説講演）（旭川）９月７日－８日

武田　卓：産婦人科診療ガイドライン　婦人科外来編2014

192.	 第61回　北日本産科婦人科学会（特別講演）（旭川）９月７日－８日

宇都宮裕貴：エストロゲン依存性腫瘍の治療戦略

193.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

重田昌吾，永瀬　智，高山　真，豊島将文，宇都宮裕貴，菅原準一，伊藤　潔，八重樫伸生：

日本人女性における食物摂取と子宮体部類内膜腺癌発症リスクについての症例対照研究

194.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

西本光男，宇都宮裕貴，志賀尚美，海法道子，鈴木史彦，徳永英樹，伊藤　潔，八重樫伸生：

子宮内膜癌におけるSteroid	sulfatase阻害剤の有効性に関する検討

195.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

井原基公，Meyer-Ficca	ML,	Lonchar	JD,.	Bader	JJ,	八重樫伸生，Meyer	RG：ポリ（ADP-

リボシル）化異常はヘテロクロマチンの凝縮障害によって精子の核構造に影響する

196.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

永井智之，永瀬　智，重田昌吾，辻　圭太，佐藤いずみ，田中創太，海法道子，高野忠夫，新

倉　仁，伊藤　潔，八重樫伸生：化学療法を先行させた子宮体癌ⅣＢ期症例に対する検討
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197.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

西堀翔子，濱田裕貴，岡野聡子，齋藤昌利，西郡秀和，杉山　隆，菅原準一，八重樫伸生：分

娩後出血および癒着胎盤に対する子宮動脈塞栓術後の炎症反応の推移に関する検討

198.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

濱田裕貴，杉山　隆，豊島将文，齋藤昌利，西郡秀和，菅原準一，八重樫伸生：当院で経験し

た前置癒着胎盤を疑った９症例の周術期管理

199.	 第61回　北日本産科婦人科学会（旭川）９月７日－８日

熊谷祐作，吉田祐司：妊娠後期に尿崩症が合併した１例

200.	 日本超音波医学会東北地方会第46回学術集会（奨励賞講演）（盛岡）９月８日

室本　仁，宮下　進，小澤克典，室月　淳，八重樫伸生，長谷川英之，金井　浩：位相差ト

ラッキング法を用いた胎児脈波伝播速度計測および脈圧指標の導入

201.	 日本超音波医学会東北地方会　第46回　学術集会（盛岡）９月８日

小澤克典，宮下　進，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：胎児発育不

全における位相差トラッキング法を用いた胎児心機能評価

202.	 第６回　田中・鈴木セミナー（特別講演）（川崎）９月９日

菅原準一：東日本大震災から学んだことを継承する－いまだ復興途上の東北の地から－

203.	 福岡県産婦人科医会福岡ブロック会学術講演会（特別講演）（福岡）９月10日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物療法について

204.	 研修医のための実力アップセミナー（招待講演）（仙台）９月11日

齋藤昌利：研修医のための実力アップセミナー　救急シリーズ②　産婦人科

205.	 第22回　庄内産婦人科腫瘍研究会（特別講演）（酒田）９月13日

新倉　仁：婦人科癌でのセンチネルリンパ節生検

206.	 東北大学病院周産母子センター　妊産婦・新生児後方支援　地域拡大カンファレンス主催　講演

会（仙台）９月13日

菅原準一：宮城県で行われている大規模コホート事業－エコチル調査，メガバンク事業－

207.	 福島県産婦人科医会県中地区学術講演会（特別講演）（郡山）９月19日

宇都宮裕貴：ホルモン補充療法の最近の話題～ガイドライン改訂をふまえて～

208.	 盛岡市内科医会学術講演会（特別講演）（盛岡）９月20日

八重樫伸生：HPV感染症をいかに征圧するか
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209.	 第295回　青森県臨床産婦人科医会（教育講演）（八戸）９月21日

菅原準一：未曾有の大災害を経験して－地域医療の再興を目指す－

210.	 第24回　和歌山ウーマンヘルズ懇話会（特別講演）（和歌山）９月21日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

211.	 第26回　日本サイコオンコロジー学会総会（招待講演）（大阪）９月21日

武田　卓：がん治療における漢方の役割とその実際～古くて新しい漢方治療

212.	 東京都市大学工学部医用工学講演会（東京）９月26日

室月　淳：いま話題の新型出生前診断について

213.	 第２回　女性生涯医学漢方研究会（特別講演）（大阪）９月27日

杉山　隆：私の視点からみた女性漢方医療

214.	 The	18th	Seoul	international	Symposium（特別講演）（ソウル/韓国）９月28日

Tadakawa	M,	Takeda	T,	Koga	S,	Nagase	S,	Yaegashi	N：Relationship	 beetween	

dysmenorrhea	and	posttraumatic	 stress	disorder（PTSD）in	Japanese	high	 school	

students	9	months	after	the	Great	East	Japan	Earthquake

215.	 第36回　日本産婦人科手術学会（key	note	lecture）（東京）９月28日－29日

新倉　仁：子宮頸がんにおける機能温存手術

216.	 第72回　日本癌学会（シンポジウム）（横浜）10月３日－５日

笹野公伸，櫻井美奈子，三木康宏：Breast	cancer	estrogen	and	obesity

217.	 第72回　日本癌学会（ポスター）（横浜）10月３日－５日

宮田康平，四元房典，南星　旭，八木裕史，小林裕明，鈴木史彦，高野忠夫，加藤聖子，八重

樫伸生，黒木政秀，宮本新吾：卵巣がん患者における予後指標としての血清中HB-EGFの検

討

218.	 第72回　日本癌学会（ポスター）（横浜）10月３日－５日

鈴木史彦，永瀬　智，赤平純一，廣木恵理，伊藤　潔，宇都宮裕貴，笹野公伸，八重樫伸生：

子宮体部漿液性腺癌においてmiR-34bは細胞増殖，遊走・浸潤およびアポトーシスに関与す

る

219.	 第１回　全国医局長Plus	One会議（基調講演）（東京）10月４日

宇都宮裕貴：東北大学産婦人科における新入医局員勧誘について

220.	 第１回　全国医局長Plus	One	会議（東京）10月４日

宇都宮裕貴：各大学における学生・初期研修医勧誘について
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221.	 第54回　日本母性衛生学会（シンポジウム）（大宮）10月４日－５日

杉山　隆：代謝性疾患の母児アウトカムからみた食生活改善の必要性

222.	 第47回　日本栄養・食糧学会東北支部大会（秋田）10月５日

山崎潔大，木村ふみ子，川端輝江，仲井邦彦，水野聖士，有馬隆博，八重樫伸生，宮澤陽夫：

ヒト胎盤組織の脂肪酸組成と新生児の出生パラメーターとの比較

223.	 京都産科婦人科学会（特別講演）（京都）10月５日

永瀬　智：子宮・卵巣摘出術のあれこれ

224.	 第２回　下総内科産婦人科臨床フォーラム（特別講演）（佐倉）10月８日

杉山　隆：糖代謝異常と妊娠

225.	 第34回　日本肥満学会（東京）10月11日－12日

杉山　隆，目時弘仁，西郡秀和，齋藤昌利，菅原準一，八重樫伸生，佐川典正，平松祐司，

JGSG：妊娠糖尿病１点に対する管理に関する後方視的的研究：JGSG	study

226.	 第40回　日本産科婦人科医会（教育講演）（仙台）10月12日－13日

杉山　隆：妊娠と糖代謝異常

227.	 第40回　日本産科婦人科医会（教育講演）（仙台）10月12日－13日

木村芳孝：胎児心電図の基礎と今後の展望

228.	 第40回　日本産科婦人科医会（ワークショップ）（仙台）10月12日－13日

伊藤　潔：大地震は女性の保健医療システムにどう影響したか

229.	 第40回　日本産科婦人科医会（ワークショップ）（仙台）10月12日－13日

菅原準一：大地震が宮城県の周産期医療に与えたインパクト

230.	 道南産科婦人科医会学術講演会（特別講演）（函館）10月18日

新倉　仁：QOLに配慮した子宮頸がん手術

231.	 Molecular	Jungle	2013（特別講演）（大阪）10月18日

武田　卓：女性医学と漢方～PMS・PMDDについて～

232.	 The	18th	International	Meeting	of	the	European	Society	of	Gynaecological	Oncology（ポス

ター）（リバプール/イギリス）10月19日

Tanaka	S,	Miki	Y,	Suzuki	T，Zhulanqiqige	Doe,	Takagi	S,	Utsunomiya	H,	Nagase	S,	

Niikura	J,	Yaegashi	N,	Ito	K：Intratumoral	androgen	concentrations	 in	endometrial	

carcinoma	tissues



－47－

233.	 第５回　アジア太平洋閉経学会・第28回　日本女性医学学会学術集会（ランチョンセミナー）（東

京）10月20日

武田　卓：更年期障害に対する加味逍遙散の評価について

234.	 7th	International	Ceramide	Conference（モントーク/アメリカ）10月20日－24日

Kitatani	K,	Toyoshima	M,	Sriraman	SK,	Ishibashi	M,	Shigeta	S,	Mashiko	S,	Nagase	S,	

Sakamoto	M,	Torchilin	VP,	Hannun	YA,	Yaegashi	N：Identification	of	ceramide	as	an	

inhibitory	 lipid	 for	phosphatidylinositol-3-kinase-controlled	 cell	motility	 in	ovarian	

cancer:	potential	of	ceramide	as	an	antimetastatic	reagent

235.	 中外製薬がんセミナー（招待講演）（仙台）10月21日

高野忠夫：卵巣癌治朝の最前線

236.	 第72回　日本公衆衛生学会（津）10月23日－25日

杉山　隆：妊婦栄養調査の実際

237.	 第３回　青森県周産期講演会（青森）10月25日

室月　淳：母体血による胎児染色体検査－いわゆる新型出生前診断について－

238.	 道東地区産婦人科医会（特別講演）（北見）10月26日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物療法について

239.	 生命医薬情報学連合大会（東京）10月29日

水野聖士：大規模出生コホート研究における医療情報の展望

240.	 第29回　日本糖尿病・妊娠学会（シンポジウム）（岐阜）11月１日－２日

杉山　隆：先天性奇形に関する臨床的問題点と機序解明について

241.	 第29回　日本糖尿病・妊娠学会（シンポジウム）（岐阜）11月１日－２日

濱田裕貴，杉山　隆，目時弘仁，西郡秀和，齋藤昌利，八重樫伸生，日下秀人，市原清志，平

松祐司，佐川典正：日本における軽度妊娠糖尿病に対する治療の多施設共同後ろ向き研究

242.	 第29回　日本糖尿病・妊娠学会（ランチョンセミナー）（岐阜）11月１日－２日

杉山　隆：女性のヘルスケアからみた妊娠糖尿病

243.	 第29回　日本糖尿病・妊娠学会（岐阜）11月１日－２日

佐藤孝洋，杉山　隆，八重樫伸生，JDPS	group：１型および２型糖尿病合併妊娠の妊娠予後

に関する糖代謝異常合併妊娠全国調査
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244.	 第51回　東北生殖医学会（青森）11月２日

石橋ますみ，黒澤大樹，片桐未希子，近藤亜希子，志賀尚美，渡邉　善，宇都宮裕貴，野田隆

弘，八重樫伸生：当院における広汎子宮頸部摘出術と妊娠成績の検討

245.	 放射線の健康影響に関する専門家意見交換会　第２回“遺伝”について（郡山）11月２日

室月　淳：放射線被曝への対応－遺伝カウンセリングの立場から

246.	 第52回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（大阪）11月２日－３日

名村真由美，田㔟　亨，植木美幸，大場いづみ，大友圭子，藤田信弘，伊藤しげみ，佐藤郁

郎：子宮内膜細胞診で砂粒体を認めた卵巣省益性腺癌の一例

247.	 第52回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（大阪）11月２日－３日

植木美幸，田㔟　亨，名村真由美，大場いづみ，大友圭子，藤田信弘，伊藤しげみ，佐藤郁

郎：胃型形質を有する子宮頸部粘液性腺癌の一例

248.	 第15回　大阪医科大学産婦人科オープンクリニカルカンファレンス（特別講演）（大阪）11月９日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する

249.	 神奈川県周産期医療対策研修事業BLSO/ALSOプロバイダーコース	in	横浜	2013（特別講演）

（横浜）11月９日

菅原準一：大規模災害における周産期医療－経験。そして見えてきた今後の課題－

250.	 福岡大学産婦人科同窓会（招待講演）（福岡）11月９日

高野忠夫：婦人科がんの治療成績向上のために　国内外の共同臨床研究に関わって

251.	 第25回　日本整形外科学会骨系統疾患研究会（教育講演）（横浜）11月９日

室月　淳：全国ネットワーク「胎児骨系統疾患フォーラム」の活動

252.	 第６回胎児骨系統疾患フォーラム（横浜）11月９日

室月　淳：低フォスファターゼ症を取り巻く現状と展望

253.	 第10回　日本周産期メンタルヘルス研究会（ポスター）（東京）11月９日－10日

高橋弥生：当院における妊娠中から産後の心理的ケアの取り組み

254.	 International	Human	Epigenome	Consortium（IHEC）Annual	Meeting（シンポジウム）（ベ

ルリン/ドイツ）11月10日－12日

Arima	T：Single-base	resolution	DNA	methylomes	of	human	germ	cells	and	blastocysts

255.	 6th	International	Conference	on	Birth	Defects	and	Disabilities	in	the	Developing	World（招

待講演）（セブ/フィリピン）11月10日－13日

Murotsuki	J：Prenatal	detection	of	skeletal	dysplasia	by	ultrasound
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256.	 Diabetes	Symposium（一宮）11月13日

杉山　隆：糖代謝の視点からみた子宮内環境とエピジェネティクス

257.	 福島産婦人科ME研究会（郡山）11月14日

室月　淳：胎児骨系統疾患の超音波診断

258.	 第１回　つくば婦人科がん治療講演会（特別講演）（つくば）11月15日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する

259.	 第58回　日本生殖医学会（招待講演）（神戸）11月15日－16日

有馬隆博：生殖医療の未来を見据えて

260.	 第11回　日本胎児治療学会（東京）11月16日－17日

室本　仁，宮下　進，小澤克典，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：位相差ト

ラッキング法を用いた胎児胸水吸引除去前後での胎児循環動態を評価した１例

261.	 第11回　日本胎児治療学会（東京）11月16日－17日

小澤克典，宮下　進，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生：双胎間輸血

症候群における位相差トラッキング法を用いた胎児心機能評価

262.	 8th	World	Congress	on	Developmental	Origins	of	Health	and	Disease（ポスター）（サンテッ

ク/シンガポール）11月17日－20日

Ito	T,	Funamoto	K,	Funamoto	K,	Velayo	CL,	Dong	Y,	Endo	M,	Sugibayashi	R,	Iida	K,	

Hayase	T,	Yaegashi	N,	Kimura	Y：Repeated	ischemia	reperfusion	in	a	maternal	protein	

restriction	model	increases	the	risk	of	fetal	brain	hemorrhage	via	P53-signal	activation

263.	 8th	World	Congess	on	Developmental	Origins	of	Health	and	Disease（ポスター）（サンテック

/シンガポール）11月17日－20日

Iwama	N,	Metoki	H,	Ohkubo	T,	Katagiri	M,		Ishikuro	M,	Obara	T,	Yagihashi	K,	Inoue	R,	

Nishigori	H,	Sugiyama	T,	Sugawara	J,	Yaegashi	N,	Hoshi	K,	Suzuki	M,	Kuriyama	S,	

Imai	Y：Relationship	between	maternal	clinic/home	blood	pressure	during	pregnancy	

and	birth	weight	of	newborns	in	normotensive	women:	the	BOSHI	study

264.	 柴田郡医師会（柴田郡）11月18日

立花眞仁：核移植技術による遺伝子治療確立へ向けて

265.	 第58回　日本人類遺伝学会（招待講演）（仙台）11月20日－23日

有馬隆博：ARTと先天異常
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266.	 第58回　日本人類遺伝学会（仙台）11月20日－23日

小澤克典，室本　仁，宮下　進，室月　淳，八重樫伸生：国内における絨毛採取（CVS）施

行の現状

267.	 周産期医療研修会看護コース（東京）11月22日

室月　淳：出生前診断

268.	 第39回　宮城臨床輸血研究会（特別講演）（仙台）11月23日

菅原準一：産科危機的出血の対応－ガイドラインと実地臨床のはざま－

269.	 AGA	Symposium	in	OSAKA（大阪）11月23日

室月　淳：胎児発育からみたSGAと骨系統疾患

270.	 IFS	Collaborative	Research	Forum	2013（仙台）11月26日－28日

Ito	T,	Funamoto	K,	Sugibayashi	R,	Funamoto	K,	Velayo	C,	Endo	M,	Dong	Y,	Hayase	T,	

Kimura	Y：Cardiac	evaluation	of	fetal	mice	by	ECG	and	ultrasound

271.	 第126回　仙台日赤医療集談会（仙台）11月28日

杉山　隆：生活習慣病の視点からみた妊娠糖尿病

272.	 第12回　婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）年次会議（総会）（東京）11月29日

伊藤　潔，高松　潔，横山良仁：「子宮体がん治療後の患者へのホルモン補充療法（HRT）施

行に関するアンケート」調査概要報告

273.	 第31回　日本麻酔・集中治療テクノロジー学会（特別講演）（東京）11月29日－30日

木村芳孝：産科医療の革新を目指す胎児心電図の原理

274.	 明石市・加古川産婦人科医会学術講演会（特別講演）（明石）11月30日

武田　卓：婦人科ガイドライン外来編からみた子宮内膜症薬物治療とディナゲスト副作用対策

としての漢方療法

275.	 第２回　妊婦授乳婦薬物療法研修会（仙台）11月30日

杉山　隆：妊娠糖尿病について

276.	 福島医大磐梯熱海オンコロジーセミナー（招待講演）（猪苗代）11月30日－12月１日

山田秀和：子宮頸癌の治療～ theoryとprogress ～
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277.	 The	15th	International	Conference	on	Biomedical	Engineering（ケントリッジ/シンガポール）

	 12月４日－７日

Funamoto	K,	Ito	T,	Funamoto	K,	Velayo	C,	Hayase	T,	Kimura	Y：Evaluation	by	high-

frequency	ultrasound	B-mode	 imaging	of	 cerebral	hemorrhage	 in	mouse	 fetal	brain	

resulting	from	ischemia/reperfusion

278.	 東北がんネットワークがん患者相談室専門委員会（特別講演）（盛岡）12月６日

山田秀和：悪性腫瘍患者に対する妊孕性温存治療の理論と現状

279.	 第10回　福井糖尿病療養セミナー（特別講演）（福井）12月７日

杉山　隆：糖代謝異常と妊娠

280.	 第13回　宮城県新生児カンファランス（特別講演）（仙台）12月７日

高橋弥生：周産期における臨床心理士の関わり

281.	 遺伝勉強会（公開講座）（金沢）12月７日

室月　淳：母体血による胎児遺伝学的検査の実際とこれから

282.	 第４回　E-Quality-Metting	in	東和における講演（特別講演）（天理）12月12日

杉山　隆：妊娠糖尿病に関する最近の知見

283.	 倉敷産婦人科医会研修会（特別講演）（倉敷）12月12日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について

284.	 The	3rd	Asian	Society	of	Gynecologic	Oncology	Meeting（ポスター）（京都）12月13日－15日

Tokunaga	H,	Otsuki	T,	Yokoyama	R,	Mizunuma	H,	Nihiyama	H,	Fujimoti	T,	Ohta	T,	

Kurachi	T,	Shouji	T,	Sugiyama	T,	Sato	N,	Terada	Y,	Tase	T,	Niikura	H,	Yaegashi	N：

Surgical	outcomes	of	fertility-sparing	radical	abdominal	trachelectomy	for	early-stage	

uterine	cervical	cancer

285.	 松本大学公開講演会（松本）12月14日

杉山　隆：妊産婦の栄養－糖代謝異常妊娠と関連して－

286.	 第３回　山形県立中央病院総合周産期母子医療センター研修会（特別講演）（山形）12月14日

室月　淳：胎児腹部の超音波診断

287.	 宇部・山陽小野田産婦人科医会研修会学術講演会（特別講演）（宇部）12月19日

武田　卓：我が国におけるPMS・PMDDの現状と薬物治療について
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288.	 第585回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月21日

黒澤大樹，立花郁雄，田中恵子，渋谷祐介，藤井　調，飯田修一，佐々木宏子，田中耕平，星	

和彦，鈴木雅洲：左上大静脈遺残にファロー四徴症，鎖肛を合併した一例

289.	 第585回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月21日

渋谷祐介，齋藤昌利，杉山　隆，八重樫伸生：腹腔鏡下手術におけるセプラフィルム使用法の

工夫

290.	 第585回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月21日

室本　仁，宮下　進，小澤克典，室月　淳，八重樫伸生：位相差トラッキング法を用いた無心

体双胎に対するラジオ波焼灼術（RFA）前後での循環評価した１例




