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４　学会・研究会・セミナー等での発表

１.	 東北大学がんプロセミナー（招請講演）（仙台）１月16日

山田秀和：卵巣がんの治療～セオリーとトライアル～

２.	 第22回　宮城県性教育指導者研修会（基調講演）（仙台）１月17日

菅原準一：すこやかな妊娠・分娩・子育てのために～いま，学校性教育に期待すること～

３.	 第586回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）１月18日

高橋弥生：周産期におけるメンタルヘルス－臨床心理士の関わりについて－

４.	 第35回　日本エンドメトリオーシス学会（鹿児島）１月25日－１月26日

石橋ますみ，黒澤大樹，片桐未希子，西本光男，近藤亜希子，志賀尚美，渡邉　善，野田隆

弘，宇都宮裕貴，八重樫伸生：処女膜閉鎖の家族発生を認めた一家系

５.	 第35回　エンドメトリオーシス学会（鹿児島）１月25日－１月26日

渡辺　正：腸管切除を行わなかった大腸狭窄を伴う子宮内膜症・子宮筋腫の腹腔鏡下手術症例

６.	 糖尿病と妊娠を考える会（特別講演）（札幌）１月29日

杉山　隆：妊娠糖尿病に関する最近の話題－女性のヘルスケアの視点より－

７.	 KANPO	MEDICAL	SYMPOSIUM	2014（シンポジウム）（東京）２月１日

武田　卓：産婦人科における漢方テキスト作成の試み

８.	 平成26年度母子保健福祉研修会（招待講演）（仙台）２月４日

高橋弥生：当院における妊産婦へのメンタルケアについて－臨床心理士の関わりの実際－

９.	 母子保健セミナー（特別講演）（熊本）２月４日

杉山　隆：妊産婦の栄養－糖代謝異常妊娠と関連して－

10.	 山陰分泌セミナー（特別講演）（米子）２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

11.	 第20回　胎児心臓病学会（里見賞候補演題）（浜松）２月14日－２月15日

佐藤尚明，羽根田　健，大塩清佳，木村芳孝，八重樫伸生：母体腹壁誘導胎児心電図装置を用

いた胎児心拍数モニタリング研究の歩み
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12.	 母子保健セミナー（特別講演）（仙台）２月14日

杉山　隆：妊産婦の栄養

13.	 第２回　16th	International	Congress	of	Endocrinology/The	96th	Annual	Meeting	of	The	Endocrine	

Society（講演）（浜松）２月22日

菅原準一：いま，浜松が大震災に襲われたら！－医療を守るためにあなたはどう動く？－

14.	 第36回　県南周産期セミナープログラム（特別講演）（八戸）２月22日

室月　淳：母体血を用いた新しい胎児染色体検査について

15.	 第39回　全国助産師教育協議会研修会（教育講演）（仙台）２月23日

杉山　隆：妊婦の栄養のあり方－糖代謝異常妊婦の管理－

16.	 第27回　秋田県排尿・生殖研究会（招待講演）（秋田）２月27日

立花眞仁：Weeding	out	inherited	mitochondrial	disease

17.	 島根県糖尿病療養指導士研修会（特別講演）（益田）３月１日

杉山　隆：妊娠と糖尿病

18.	 第17回　中部出生前医療研究会（特別講演）（名古屋）３月１日

室月　淳：胎児骨系統疾患と放射線被爆のふたつのカウンセリング

19.	 第117回　小児医療センター講話会（講演）（群馬）３月４日

室月　淳：胎児治療のきのう・きょう・あす

20.	 第16回　ISGE		World	Congress	of	gynecological	endocrinorogy（フィレンツェ /イタリア）３

月５日－３月８日

Tadakawa	M,	Takeda	T,	Li	B,	Tsuiji	K,	Yaegashi	N：The	anti-diabetic	drug	metformin	

suppresses	VEF	expression	and	secretion	through	inhibition	of	the	mTOR/HIF-1	alpha	

pathway	in		uterine	leiomyoma	cells	

21.	 第16回　ISGE		World	Congress	of	gynecological	endocrinorogy（ポスター）（フィレンツェ /イ

タリア）３月５日－３月８日

Shibuya	Y,	Suganuma	R,	Tachibana	I,	Hoshi	K,	Okamura	K,	Yaegashi	N：Effect	of	the	

Great	East	Japan	Earthquake	on	the	behavior	of	infertile	patients

22.	 浜松市医師会臨床研修フォーラム（講演）（橿原）３月８日

菅原準一：大災害の経験を教訓に－周産期地域医療の復興を目指して－
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23.	 第13回　日本婦人科がん分子標的研究会（米子）３月14日－３月15日

鈴木史彦，永瀬　智，佐藤いずみ，宇都宮裕貴，新倉　仁，渡部　洋，笹野公伸，八重樫伸

生：子宮体部漿液性腺癌に対するmiR-101を用いた分子標的治療の可能性

24.	 第588回　奈良県産婦人科医会（講演）（仙台）３月15日

菅原準一：センダードネットとMMWIN，ToMMoが作る次世代周産期医療モデル

25.	 第２回　広島女性医療懇話会（特別講演）（広島）３月15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

26.	 福島医大臨床腫瘍セミナー（招請講演）（福島）３月18日

山田秀和：Oncofertility ～がん患者の妊孕性温存を考える～

27.	 第19回　日本女性医学学会ワークショップ（特別講演）（札幌）３月23日

武田　卓：月経にまつわる疼痛と気分不快の診断と治療

28.	 第61回　Society	for	Gynecologic	Investigation（ポスター）（フィレンツェ /イタリア）３月26日

－３月29日

Saito	M,	Miura	Y,	Kitanishi	R,	Hanita	T,	Matsuda	T,	Sugiyama	T,	Sugawara	J,	

Yaegashi	N：Efficacy	of	a	parallelized	oxygenator	circuit	in	a	pumpless	artificial	placenta

29.	 第61回　Society	for	Gynecologic	Investigation（ポスター）（フィレンツェ /イタリア）３月26日

－３月29日

Suenaga	K,	Sugawara	J,	Yaegashi	N,	Sato	Y：The	role	of	the	Vasohibin	family	in	the	

regulation	of	placental	morphogenesis

30.	 第61回　Society	for	Gynecologic	Investigation（ポスター）（フィレンツェ /イタリア）３月26日

－３月29日

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

and	Subsequent	Fertility	Prognosis	of	B-Lynch	Compression	Sutures	for	Postpartum	

Hemorrage

31.	 第14回　関西出生前診療研究会/第42回臨床細胞分子遺伝研究会（特別講演）（西宮）３月29日

室月　淳：NIPTを含めた出生前診断の現状と遺伝カウンセリング

32.	 第18回　Perinatal	Society	of	Australia	and	New	Zealand（パース/オーストラリア）４月６日

－４月８日

Saito	M,	Miura	Y,	Kitanishi	R,	Hanita	T,	Matsuda	T,	Sugiyama	T,	Sugawara	J,	

Yaegashi	N：Efficacy	of	a	parallelized	oxygenator	circuit	in	a	pumpless	artificial	placenta
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33.	 第18回　Perinatal	Society	of	Australia	and	New	Zealand（ポスター）（パース/オーストラリア）

４月６日－４月９日

Suenaga	K,	Sugawara	J,	Yaegashi	N,	Sato	Y：The	role	of	the	Vasohibin	family	in	the	

regulation	of	placental	morphogenesis

34.	 第18回　Perinatal	Society	of	Australia	and	New	Zealand（ポスター）（パース/オーストラリア）

４月６日－４月９日

Chiba	J：A	case	of	gestational	diabetes	insipidus	with	elevated	transaminases

35.	 第117回　日本小児科学会（シンポジウム）（名古屋）４月11日－４月13日

川瀧元良：重症心疾患の胎児診断　現在の到達点・問題点と対策

36.	 第18回　International	Vascular	Biology	Meeting	（ポスター）（京都）４月14日－４月17日

Suenaga	K,	Kitahara	S,	Suzuki	Y,	Kobayashi	M,	Horie	S,	Sugawara	J,	Yaegashi	N,	Sato	

Y：Role	of	the	vasohibin	family	in	the	regulation	of	placental	morphogenesis

37.	 第66回　日本産科婦人科学会（クリニカルカンファレンス）（東京）４月18日－４月20日

菅原準一：生殖医療による母体・胎児へのリスク

38.	 第66回　日本産科婦人科学会（ミニワークショップ）（東京）４月18日－４月20日

築地謙治，武田　卓，李　賓，只川真理，八重樫伸生：天然型クルクミンおよびナノクルクミ

ンによる子宮筋腫抑制効果～ヒト子宮筋腫モデルマウスを用いたin	vivoでの検討～

39.	 第66回　日本産科婦人科学会（東京）４月18日－４月20日

北谷和之，豊島将文，増子さつき，重田昌吾，石橋ますみ，永瀬　智，八重樫伸生：セラミド

による細胞運動性の調節：セラミドリポソームの抗卵巣がん播種転移薬としての可能性	

40.	 第66回　日本産科婦人科学会（東京）４月18日－４月20日

佐藤いずみ，永瀬　智，鈴木史彦，永井智之，田中創太，海法道子，徳永英樹，高野忠夫，新

倉　仁，伊藤　潔，渡部　洋，八重樫伸生：子宮体部漿液性腺癌薬剤耐性株におけるマイクロ

RNAの網羅的発現解析およびmiR-200familyの発現解析

41.	 第66回　日本産科婦人科学会（東京）４月18日－４月20日

福武麻里絵，宮越　敬，田中　守，池ノ上　学，春日義史，門平育子，松本　直，峰岸一宏，

佐藤尚明，木村芳孝，吉村泰典，青木大輔：腹壁誘導胎児心電図を用いたfetal	heart	rate	

tracingに関する基礎的検討

42.	 第66回　日本産科婦人科学会（東京）４月18日－４月20日

杉林里佳，太崎友紀子，岡田朋美，住江正大，和田誠司，木村芳孝，八重樫伸生，左合治彦：

TRAP	sequence	51例の検討
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43.	 第66回　日本産科婦人科学会（東京）４月18日－４月20日

宮下　進，小澤克典，室本　仁，室月　淳，八重樫伸生：位相差トラッキング法を応用した胎

児循環評価－血管経変動，脈波伝播速度および脈圧の推定

44.	 第66回　日本産科婦人科学会（東京）４月18日－４月20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

体に対するラジオ波焼灼術（RFA）前後での循環動態を評価した２例

45.	 第66回　日本産科婦人科学会（IS	poster）（東京）４月18日－４月20日

Hamada	H,	Sugiyama	T,	Yaegashi	N,	Sagawa	N,	Hiramatsu	Y,	The	Japan	GDM	Study	

Group：A	retrospective	multi-institutional	 study	of	 treatment	 for	mild	gestational	

diabetes	in	Japan

46.	 第66回　日本産科婦人科学会（IS	poster）（東京）４月18日－４月20日

Tadakawa	M,	Takeda	T,	Li	B,	Tsuiji	K,	Yaegashi	N：The	anti-diabetic	drug	metformin	

inhibits	angiogenesis	in	uterine	leiomyoma	in	vitro

47.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

齋藤昌利，松田　直，杉山　隆，菅原準一，八重樫伸生：ヒツジ胎仔を用いたポンプレス人工

胎盤の開発　～並列回路システムへの展開～Development	of	a	parallelized	circuit	system	of	

the	pump-less	artificial	placenta	in	a	premature	lamb	model

48.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

土岐麻実：妊娠17週時にHELLP症候群を発症した部分胞状奇胎の一例

49.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

鈴木史彦，永瀬　智，佐藤いずみ，宇都宮裕貴，海法道子，徳永英樹，伊藤　潔，新倉　仁，

高野忠夫，渡部　洋，笹野公伸，八重樫伸生：ABCトランスポーターからみた子宮体部漿液

性腺癌の薬剤獲得耐性メカニズム

50.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

飯田渓太，木村芳孝，伊藤拓哉，董　宇鵬，羽根田　健，大塩清佳，西郡秀和，八重樫伸生：

胎児心拍細変動における胎児心電図抽出アルゴリズムの検討（Ⅰ）

51.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

木村芳孝，飯田渓太，伊藤拓哉，董　宇鵬，羽根田　健，大塩清佳，西郡秀和，八重樫伸生：

胎児心拍細変動における胎児心電図抽出アルゴリズムの検討（Ⅱ）

52.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

伊藤拓哉，杉林里佳，木村芳孝，董　宇鵬，飯田渓太，佐藤尚明，八重樫伸生：繰り返す虚血

再灌流負荷は母体低栄養マウス胎仔の脳出血発症リスクを増大させる
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53.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

Dong	Y,	Ito	T,	Sugibayashi	R,	Iida	K,	Sato	N,	Kimura	Y,	Yaegashi	N：Phosphorylation	

of	ATF2	at	Thr71	in	the	fetal	brain	response	to	global	Ischemic	Reperfusion	is	triggered	

by	vaginal	LPS	administration

54.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

増子さつき，重田昌吾，豊島将文，北谷和之，石橋ますみ，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プラスミノーゲン活性化抑制因子PAI-1に関する検討

55.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

岡本　聡，新倉　仁，永井智之，海法道子，徳永英樹，田中創太，永瀬　智，八重樫伸生：

OSNA法を利用した子宮頸癌における術中センチネルリンパ節（SLN）転移検出のための最

適な診断マーカーの検討

56.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

石橋ますみ，豊島将文，重田昌吾，北谷和之，八重樫伸生：大規模SiRNAスクリーニングを

用いた卵巣癌のシスプラチン耐性を克服する分子標的の検討

57.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

Mashiko	 S,	Toyoshima	M,	 	Kitatani	K,	 Shigeta	 S,	 	 Ishibashi	M,	 	Yaegashi	N：

Investigation	of	PAI-1	as	a	new	therapeutic	target	for	ovarian	cancer

58.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20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

59.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

永井智之：子宮体癌ⅣB期症例に対する治療法の検討

60.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

Shibuya	Y,	Suganuma	R,	Tachibana	I,	Hoshi	K,	Okamura	K,	Yaegashi	N：Effect	of	the	

Great	East	Japan	Earthquake	on	the	behavior	of	infertile	patients

61.	 第66回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京）４月18日－４月20日

佐藤孝洋，杉山　隆，目時弘仁，西郡秀和，齋藤昌利，菅原準一，八重樫伸生：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報告

62.	 2014	ACOG	Annual	Clinical	Meeting（ポスター）（シカゴ/米国）４月26日－４月30日

Hamada	H,	Sugiyama	T,	Yaegashi	N,	Sagawa	N,	Hiramatsu	Y,	The	Japan	GDM	Study	

Group：A	retrospective	multi-institutional	 study	of	 treatment	 for	mild	gestational	

diabetes	in	Japan
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63.	 第87回　日本超音波医学会（奨励賞）（横浜）５月９日－５月11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正常胎児，病的胎児の心機能評価

64.	 第87回　日本超音波学会（横浜）５月９日－５月11日

川瀧元良：心房－下行大動脈距離を用いたTAPVDの胎児スクリーニング

65.	 第87回　日本超音波医学会（横浜）５月９日－５月11日

宮下　進，小澤克典，室本　仁，室月　淳，長谷川英之，金井　浩：位相差トラッキング法を

用いた胎児血管内径変動および動脈波伝播速度計測

66.	 第589回　宮城産科婦人科学会（特別講演）（仙台）５月10日

川瀧元良：胎児期から始まる重症心疾患の包括医療

67.	 第55回　日本卵子学会（シンポジウム）（神戸）５月17日－５月18日

立花眞仁，戸澤秀夫，Shoukhrat	Mitalipov：核移植技術を用いた遺伝子治療確立へ向けて

68.	 International	Symposium	on	Disaster	Medical	and	Public	Health	Management（セッション）

（ワシントンD.C./米国）５月21日－５月22日

Sugawara	J：Obstetric-related	issues	in	disaster	countermeasures	for	major	earthquakes	

and	efforts	based	on	the	experience	of	the	Great	East	Japan	Earthquake.	

69.	 総合地域医療研修センターセミナー「漢方研修会」「産婦人科研修会」（特別講演）（仙台）５月21

日－５月22日

武田　卓：女性のライフステージと漢方　産婦人科研修会

70.	 第105回　徳島周産期研究会（特別講演）（徳島）５月23日

杉山　隆：妊娠糖尿病に関する最近の話題

71.	 第84回　日本衛生学会（シンポジウム）（岡山）５月25日－５月27日

菅原準一：東北メディカル・メガバンク事業における三世代コホート研究

72.	 第24回　神奈川胎児エコー研究会症例報告会（セミナー）（横浜）５月25日

川瀧元良：総肺静脈還流異常の胎児診断

73.	 第105回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）５月26日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

74.	 中外製薬社内セミナー（招請講演）（仙台）５月29日

山田秀和：がん患者の妊孕性温存と卵巣癌の治療
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75.	 第30回　Triennial	Congress	Midwives:	Improving	Women’s	Health	Globally（ポスター）（プラ

ハ/チェコ共和国）６月１日－６月５日

Fujita	M,		Ishida	M,		Tsubota	M：Diet	and	lifestyle	during	pregnancy	and	continuation	

of	breastfeeding	in	Miyagi,	Japan:	A	longitudinal	study

76.	 第105回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（石巻）６月３日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

77.	 第55回　日本臨床細胞学会（シンポジウム）（横浜）６月５日－６月７日

田㔟　亨，伊藤　潔，及川洋恵，小澤信義，八重樫伸生：宮城県の子宮がん検診の将来像

78.	 第55回　日本臨床細胞学会（シンポジウム）（横浜）６月５日－６月７日

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

郎：LEGHの経過観察における異型LEGH・AIS・高分化粘液性腺癌の評価

79.	 第55回　日本臨床細胞学会（実践ミニワークショップ）（横浜）６月５日－６月７日

岡本　聡：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（Benign,	AGC,	AIS）

80.	 第55回　日本臨床細胞学会（地域支援演題）（横浜）６月５日－６月７日

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

郎：子宮頸部胃型腺癌の細胞学的検討

81.	 第55回　日本臨床細胞学会（横浜）６月５日－６月７日

渡辺康子，鈴木由香，板橋育子，鈴木ひろ子，及川洋恵，伊藤　潔，田㔟　亨：AGCにおけ

る子宮体がん推定の検討

82.	 第56回　日本脂質生化学会（大阪）６月６日－６月７日

北谷和之，豊島将文，臼井利典，重田昌吾，石橋ますみ，永瀬　智，八重樫伸生：セラミドに

よる細胞運動調節：セラミドリポソームの抗播種転移薬としての可能性	

83.	 第１回　桑名胎児心エコー連続セミナー（セミナー）（桑名）６月７日－６月８日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断

84.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）６月９日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法１

85.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（岩沼）６月10日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

86.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）６月12日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法
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87.	 Pregnancy	Dialogue（特別講演）（千葉）６月12日

杉山　隆：糖代謝異常妊娠の管理

88.	 第14回　Osaka	Cancer	Care	Forum（特別講演）（大阪）６月13日

武田　卓：がん治療における漢方の役割とその実際～オピオイドの副作用対策など～

89.	 第137回　東北連合産科婦人科学会（教育セミナー）（福島）６月14日－15日

山田秀和：卵巣癌手術のセオリーと問題点

90.	 第137回　東北連合産婦人科学会（福島）６月14日－６月15日

井ケ田小緒里，吉永浩介，兒玉英謙，横山絵美，島　崇，鈴木博義，櫻田潤子，明城光三：巨

大な脾臓実質転移をきたした卵巣癌の１例

91.	 第137回　東北連合産婦人科学会（研修医会）（福島）６月14日－2015年２月15日

渋谷祐介：東北大学における若手医師の腹腔鏡技術習得の工夫

92.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（八戸）６月18日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

93.	 第28回　環境ホルモン学会講演会（招待講演）（東京）６月19日

有馬隆博：ヒト精子のエピゲノム変異と環境化学物質の影響

94.	 第60回　ASAIO	Annual	Conference（ワシントンD.C./米国）６月19日－６月23日

Saito	M,	Miura	Y,	Kitanishi	R,	Hanita	T,	Matsuda	T,	Sugiyama	T,	Sugawara	J,	

Yaegashi	N：Efficacy	of	a	parallelized	oxygenator	circuit	in	a	pumpless	artificial	placenta

95.	 第15回　ホルモンと癌研究会（ポスター）（シカゴ/米国）６月21日－６月24日

Miki	Y,	Takagai	K,	Doe	Z,	Tanaka	S,	 Suzuki	T,	 Sasano	H,	 Ito	K：Intratumoral	

Concentration	of	Stress	Hormone,	Cortisol	in	Endometrial	Carcinoma

96.	 第１回　神奈川胎児エコー研究会ベーシック講座（セミナー）（神奈川）６月21日－６月22日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断

97.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（塩釜）６月24日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

98.	 第38回　日本遺伝カウンセリング学会（大阪）６月26日－６月29日

室月　淳，千代豪明，古川洋一，藤森敬也：南相馬市立総合病院における放射線健康相談カウ

ンセリング外来の試み
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99.	 第10回　高槻糖尿病・妊娠セミナー（特別講演）（大阪）６月28日

杉山　隆：妊娠糖尿病に関する最近の話題

100.	 第130回　近畿産科婦人科学会（イブニングセミナー）（大阪）６月28日－６月29日

八重樫伸生：作成委員長のつぶやき

101.	 第13回　World	Congress	in	Fetal	Medicine（ポスター）（ニース/フランス）６月29日－７月４日

Kimura	Y,	Sato	N,	Sugibayashi	R,	Ito	T,	Dong	Y,	Iida	K,	Haneda	K,	Oshio	S,	Minato	T,	

Nishigori	H,	Yaegashi	N：Extraction	Algorithm	of	Fetal	Electrocardiogram	for	Fetal	

Heart	Rate	Monitoring

102.	 第13回　World	Congress	in	Fetal	Medicine（ポスター）（ニース/フランス）６月29日－７月４日

Iida	K,	Funamoto	K,	Endo	M,	Dong	Y,	Ito	T,	Sato	N,	Kawataki	M,	Kimura	Y,	Yaegashi	

N：Changes	in	the	Expression	of	Transcription	Factors	in	Fetal	Brains	according	with	

Maternal	Diet

103.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）６月30日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

104.	 第21回　TTK糖尿病チーム医療研究会（特別講演）（土浦）７月１日

杉山　隆：妊娠糖尿病の最近の話題

105.	 第50回　日本小児循環器学会（シンポジウム）（岡山）７月３日－７月５日

Kawataki	M,		Kim	M,	Asou	T		：Fetal	Diagnosis	of	Ebstein’s	anomaly	Strategy	from	the	

fetal	diagnosis

106.	 第50回　日本小児循環器学会（シンポジウム）（岡山）７月３日－７月５日

川瀧元良：胎児心臓病の遠隔診断

107.	 第50回　日本小児循環器学会（シンポジウム）（岡山）７月３日－７月５日

川瀧元良，豊島勝昭，康井制洋，麻生俊英：胎児診断が周産期医療に与えたインパクト

108.	 第50回　日本小児循環器学会（シンポジウム）（岡山）７月３日－７月５日

川瀧元良，豊島勝昭，上田英明，康井制洋，麻生俊英：出生後早期にStarnse手術を必要とす

る胎児心エコー所見

109.	 第50回　日本小児循環器学会（シンポジウム）（岡山）７月３日－７月５日

川瀧元良：胎児心臓病の遠隔医療支援

110.	 第50回　日本小児循環器学会（ポスター）（岡山）７月３日－７月５日

川瀧元良：胎児心臓病の遠隔セミナー
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111.	 第50回　日本小児循環器学会（ポスター）（岡山）７月３日－７月５日

Kawataki	M：What	we	achived	in	last	two	decades	in	the	detection	of	congenital	heart	

defects	in	Kanagawa

112.	 第73回　日本癌学会学術（ワークショップ）（仙台）７月４日－７月５日

田中創太，三木康宏，橋本千明，高木清司，鈴木　貴，八重樫伸生，伊藤　潔：類内膜型の子

宮内膜癌における腫瘍組織中DHT濃度に関連した	5αリダクターゼ１の意義

113.	 第15回　ホルモンと癌研究会（教育講演）（仙台）７月４日－７月５日

三木康宏，髙木清司，鈴木　貴，笹野公伸，伊藤　潔：ストレスホルモンと癌：子宮内膜癌に

おけるコルチゾール代謝

114.	 第15回　ホルモンと癌研究会（ワークショップ）（仙台）７月４日－７月５日

高木清司，三木康宏，田中創太，八重樫伸生，笹野公伸，伊藤　潔，鈴木　貴：子宮内膜癌に

おけるNUCB2の発現意義

115.	 第２回　婦人科バイオマーカー研究会（東京）７月５日

北谷和之，豊島将文，臼井利典，重田昌吾，石橋ますみ，永瀬　智，八重樫伸生：スフィンゴ

脂質セラミドを利用した卵巣がん播種転移薬の可能性

116.	 第40回　宮城臨床輸血研究会（仙台）７月５日

杉山　隆，佐藤孝洋，岩間典之，大塩清佳，近藤亜希子，倉片三千代，齋藤昌利，西郡秀和，

八重樫伸生：産科大量出血の特徴と対応

117.	 自信をつけよう助産力（オリエンテーション）（仙台）７月５日－７月６日

室月　淳：新型出生前診断について

118.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（石巻）７月８日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

119.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）７月９日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

120.	 第６回　宮城県立こども病院地域医療研修会「七夕の集い」（講演）（仙台）７月９日

室月　淳：当院での無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）について

121.	 第590回　宮城産科婦人科学会集談会（特別講演）（仙台）７月12日

佐藤尚明：ALSO講習会について

122.	 第590回　宮城産科婦人科学会集談会（教育セミナー）（仙台）７月12日

菅原準一：ALSO講習会について
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123.	 第590回　宮城産科婦人科学会集談会（教育セミナー）（仙台）７月12日

渡邉　善：産婦人科手術スキルアップに向けて

124.	 東北大学災害科学国際研究所　平成25年度特定プロジェクト研究会（口頭発表）（仙台）７月13日

伊藤　潔：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

125.	 東北大学災害科学国際研究所　平成25年度特定プロジェクト研究成果報告会（ポスター）（仙台）

７月13日

三木康宏：災害ストレスによる婦人科疾患発症予測マーカーの確立

126.	 東北大学災害科学国際研究所　平成25年度特定プロジェクト研究成果報告会（ポスター）（仙台）

７月13日

齋藤昌利：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

127.	 東北大学災害科学国際研究所　平成25年度特定プロジェクト研究成果報告会（スライドショー）

（仙台）７月13日

有馬隆博：大規模震災後の胎児，新生児への健康影響に関するゲノムコホート研究と妊婦のメ

ンタルヘルスケア

128.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（シンポジウム）（千葉）７月13日－７月15日

川滝元良：重症心疾患を胎児診断され，出生後の治療を希望しない両親へ，ピアカウンセリン

グを行った２症例

129.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（シンポジウム）（千葉）７月13日－７月15日

川瀧元良：胎児心スクリーニングの現状・問題点

130.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（ワークショップ）（浦安）７月13日－７月15日

菅原準一：平時からの包括的な産科災害対応システムの構築

131.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（千葉）７月13日－７月15日

川瀧元良：重症心疾患の胎児診断率の年次推移

132.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（千葉）７月13日－７月15日

西郡秀和，八重樫伸生：岩手県宮古医療圏・中核病院における東日本大震災前後の産後うつ発

症率とリスク因子の検討

133.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月13日－７月15日

西本光男，齋藤昌利，西堀翔子，渋谷祐介，末永香緒里，倉片三千代，西郡秀和，杉山　隆，

八重樫伸生：流産処置２日後に急激なDIC傾向をきたした子宮腺筋症の１例
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134.	 第50回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（東京）７月13日－７月15日

佐藤孝洋，杉山　隆，目時弘仁，西郡秀和，齋藤昌利，菅原準一，八重樫伸生：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報告

135.	 生殖エピゲノム若手勉強会2014（つくば）７月16日－７月18日

濱田裕貴：ヒト胎盤におけるX染色体不活化

136.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（八戸）７月16日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

137.	 第56回　日本婦人科腫瘍学会（コンセンサスミーティング）（宇都宮）７月17日－７月19日

新倉　仁：外陰がん　リンパ節郭清の適応と範囲は？

138.	 第56回　日本婦人科腫瘍学会（セミナー）（宇都宮）７月17日－７月19日

永井智之：消化管出血を発症し疼痛コントロールに難渋した若年性卵巣癌の一症例

139.	 第56回　日本婦人科腫瘍学会（宇都宮）７月17日－７月19日

橋本千明，永井智之，徳永英樹，海法道子，永瀬　智，高野忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，渡部　

洋，八重樫伸生，：当院におけるロボット支援腹腔鏡下子宮体癌手術の検討

140.	 第56回　日本婦人科腫瘍学会（宇都宮）７月17日－７月19日

永井智之，新倉　仁，海法道子，徳永英樹，永瀬　智，高野忠夫，伊藤　潔，渡部　洋，八重

樫伸生：安全な縮小手術を目指した子宮体癌リンパ節郭清の検討

141.	 第56回　日本婦人科腫瘍学会（宇都宮）７月17日－７月19日

櫻田尚子，徳永英樹，中西　透，岩田　卓，青木大輔，齋藤俊章，永瀬　智，新倉　仁，八重

樫伸生，渡部　洋：同時化学放射線治療後再発頸癌に対する化学療法規定因子に関する多施設

共同後方視的検討

142.	 第56回　日本婦人科腫瘍学会（宇都宮）７月17日－７月19日

永井智之：安全な縮小手術を目指した子宮体癌リンパ節郭清の検討

143.	 第９回　スフィンゴテラピィ研究会（金沢）７月18日－７月19日

北谷和之，臼井利典，豊島将文，Shravan	Kumar，重田昌吾，石橋ますみ，永瀬　智，

Vladimir	P.	Torchilin，Yusuf	A.	Hannun，八重樫伸生：ゴーシェ病原因遺伝子	GBA1：卵

巣がん播種転移を抑える遺伝子としての新たな機能

144.	 第１回　災害時妊産婦救護研修会（講演）（和光）７月19日

菅原準一：東日本大震災における妊産婦の足取り
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145.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（塩釜）７月22日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

146.	 第１回　いわて妊娠と糖尿病セミナー（特別講演）（盛岡）７月23日

杉山　隆：妊娠糖尿病の最近の話題

147.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（大崎）７月23日

川滝元良：役立つ胎児心スクリーニング法

148.	 第54回　日本先天異常学会学術集会（招待講演）（東京）７月25日

有馬隆博：環境由来化学物質の男性精子のDNAメチル化への影響

149.	 第３回　日本DOHaD研究会（ポスター）（東京）７月25日－７月26日

西郡秀和，小原　拓，目時弘仁，石黒真美，水野聖士，櫻井香澄，岩間憲之，村井ユリ子，杉

山　隆，菅原準一，眞野成康，栗山進一，八重樫伸生：エコチル調査・宮城ユニットセンター

における妊婦の医薬品使用状況の評価－宮城ユニットセンター薬剤詳細調査より－

150.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）７月27日－９月28日

熊谷祐作：腎移植後妊娠において妊娠高血圧腎症の増悪と胎児発育停止のために妊娠を中断し

た１例

151.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）７月28日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

152.	 最新のがん薬物療法を考える会（招請講演）（福島）７月29日

山田秀和：卵巣がんから考えるがん薬物療法

153.	 第８回　熊本産婦人科漢方の集い（特別講演）（熊本）７月30日

杉山　隆：私の視点からみた女性漢方医療

154.	 第32回　日本受精着床学会総会・学術講演会（招待講演）（東京）７月31日

有馬隆博：生殖細胞のエピゲノムダイナミクスとヒト疾患

155.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）７月31日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

156.	 第３回　札幌婦人科がんの会（特別講演）（札幌）８月２日

新倉　仁：婦人科癌でのセンチネルリンパ節生検

157.	 第１回　秋田胎児心エコーセミナー（セミナー）（横手）８月９日

川瀧元良：役に立つ胎児心スクリーニング
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158.	 第１回　秋田胎児心エコーセミナー（セミナー）（秋田）８月10日

川瀧元良：役に立つ胎児心スクリーニング

159.	 第591回　宮城産科婦人科学会集談会（伝達講習）（気仙沼）８月13日

西郡秀和：エコチル調査の一次解析結果

160.	 第46回　日本臨床細胞学会細胞診断学セミナー（東京）８月16日

田㔟　亨：子宮頸部腺癌の細胞診

161.	 複雑ネットワーク・サマースクール2014（ポスター）（仙台）８月18日－８月21日

水野聖士，荻島創一，西郡秀和，八重樫伸生，田中　博，中谷　純：疾患パスウェイの実例と

展望

162.	 第13回　山形心エコー図研究会（特別講演）（山形）８月20日

川瀧元良：重症心疾患の胎児診断～現状と問題点～

163.	 第38回　日本産科婦人科栄養・代謝研究会（特別事業報告）（広島）８月21日

杉山隆：妊娠糖尿病の管理に関する特別事業報告

164.	 第１回　秋田胎児心エコーセミナー（セミナー）（能代）８月23日

川瀧元良：役に立つ胎児心スクリーニング

165.	 第１回　秋田胎児心エコーセミナー（セミナー）（秋田）８月24日

川瀧元良：役に立つ胎児心スクリーニング

166.	 第36回　	Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society	（EMBC’14）（シカゴ/米国）８月26日－８月30日

Marzbanrad	F,	Khandoker	AH,	Endo	M,	Kimura	Y,	 Palaniswami	M：A	multi-

dimensional	hidden	Markov	model	approach	to	automated	identification	of	fetal	cardiac	

valve	motion

167.	 第33回　日本思春期学会（つくば）８月30日－８月31日

只川真理，武田　卓，古賀詔子，八重樫伸生：女子高校生におけるPMS/PMDD教育の有効

性について～東日本大震災からの検討～

168.	 第２回　Fetal	Ecocardiography	in	Korea（特別講演）（ソウル/韓国）８月31日

Kawataki	M：Tele-medicine	of	Fetal	Heart	Diaease

169.	 第２回　Fetal	Ecocardiography	in	Korea（特別講演）（ソウル/韓国）８月31日

Kawataki	M：What	we	have	achived	in	the	detection	rate	of	congenital　heart	defects	in	

Kanagawa.	Fetal	diagnosis	of	major	CHD：past,	present,	and		future
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170.	 仙南地区産婦人科医会（招請講演）（柴田）９月３日

山田秀和：Oncofertility ～腫瘍分野からみた癌患者の妊孕性温存～

171.	 第２回　桑名胎児心エコー連続セミナー（セミナー）（桑名）９月６日－９月７日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断

172.	 第10回　塩釜地区母子保健ネットワーク研修会（講演）（塩釜）９月６日

菅原準一：胎児心拍モニターはこう読む－母児の予後を改善するために－

173.	 第１回　宮城臨床細胞学会研修会（講演）（仙台）９月７日

新倉　仁：外陰がんの診断と治療

174.	 第54回　日本産科婦人科内視鏡学会（鹿児島）９月11日－９月13日

橋本千明，新倉　仁，渡邉　善，宇都宮裕貴，徳永英樹，永瀬　智，高野忠夫，伊藤　潔，渡

部　洋，八重樫伸生：当院におけるロボット支援腹腔鏡下子宮体癌手術の検討

175.	 第54回　日本産科婦人科内視鏡学会（鹿児島）９月11日－９月13日

渡辺　正：子宮鏡下手術におけるフラット型ループ電極使用の有用性

176.	 第54回　日本産科婦人科内視鏡学会（鹿児島）９月11日－９月13日

齋藤彰治，藤峰絢子，藤井　調，佐々木宏子，飯田修一，田中耕平，星　和彦，鈴木雅州：バ

イポーラ高周波・超音波統合エネルギーデバイスを使用した腹腔鏡下子宮全摘術の経験

177.	 第54回　日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（鹿児島）９月11日－９月13日

湊　敬廣，長谷川純子，宇賀神智久，渡邉　善，渡辺　正：周術期リスクの高い症例に対する

マイクロ波子宮内膜アブレーションの治療成績

178.	 第54回　日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（鹿児島）９月11日－９月13日

湊　敬廣，長谷川純子，宇賀神智久，渡辺　正：腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるポートポジ

ションに関する考察

179.	 第24回　World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology（バルセロナ/スペイ

ン）９月14日－９月17日

Sugibayashi	R,	Ozawa	K,	Sumie	M,	Wada	S,	Kimura	Y,	Yaegashi	N,	Sago	H：Outcomes	

of	51	cases	of	twin	reversed	arterial	perfusion	sequence:	a	single	center	experience

180.	 第24回　World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology（バルセロナ/スペイ

ン）９月14日－９月17日

M.	Kawataki：The	effective	fetal	screening	using	the	distence	between	the	descending	

aorta	and	left	atrial	posterior	wall	in	four	chamber	view	for	Total	Anomalous	Pulmonary	

Venous	Return
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181.	 第24回　World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology（ポスター）（バルセロ

ナ/スペイン）９月14日－９月17日

M.	Kawataki：What	we	have	achived	in	fetal	cardiac	screening	in	last	twon	decades	and	

future

182.	 第156回　大阪医薬品適正使用研究会（特別講演）（和泉）９月17日

武田　卓：がん治療における漢方の役割とその実際～古くて新しい漢方医療～

183.	 第46回　International	Congress	on	Pathophysiology	of	Pregnancy（ワークショップ）（東京）

９月18日－９月20日

Sugiyama	T：Management	for	mild	gestational	diabetes	 in	Japan:	Messages	 from	a	

retrospective	multi-institutional	study

184.	 第46回　International	Congress	on	Pathophysiology	of	Pregnancy（東京）９月18－９月20日

目時弘仁：Out-of-office	blood	pressure	monitoring	during	pregnancy.	

185.	 第16回　SNNS研究会学術集会（鹿児島）９月19日－９月20日

岡本　聡，新倉　仁，永井智之，海法道子，徳永英樹，田中創太，永瀬　智，中林一樹，檜山

佳代，八重樫伸生：OSNA法を利用した子宮頸癌における術中センチネルリンパ節（SLN）

転移検出のための最適な診断マーカーの検討

186.	 第１回　Multidisciplinary	Approach	Forum「生命科学・数学・情報科学による新たな理論生命

科学へのアプローチ」（招待講演）（刈田）９月20日－９月21日

Kimura	Y：Can	We	Change	Medical	Science	with	Mathematics?	

187.	 平成26年度日本助産師会北海道・東北地区研修会　助産師って？～うまれる　つながる　そして

未来へ～（講演）（青森）９月20日－９月21日

室月　淳：新出生診断と助産師の役割

188.	 第25回　神奈川胎児エコー研究会症例報告会（セミナー）（神奈川）９月21日

川瀧元良：大動脈弓離断症の胎児診断

189.	 第48回　日本超音波医学会東北地方会　（山形）９月21日

原田　文，室本　仁，室月　淳，田中高志，八重樫伸生：妊娠第１三半期（～妊娠13週）にお

ける胎児心奇形のスクリーニング

190.	 第72回　日本癌学会（横浜）９月25日－９月27日

佐藤いずみ，鈴木史彦，永瀬　智，高野忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，渡部　洋，八重樫伸生：

子宮体部漿液性腺癌細胞株においてlet-7cは多剤耐性取得機序に関与している
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191.	 第72回　日本癌学会（ポスター）（横浜）９月25日－９月27日

鈴木史彦，永瀬　智，渡部　洋，佐藤いずみ，宇都宮裕貴，新倉　仁，笹野公伸，八重樫伸

生：子宮体部漿液性腺癌におけるmiR-101の機能解析

192.	 第73回　公益財団法人ひと・健康・未来研究財団　第12回助成研究発表会（ポスター）（横浜）９

月25日－９月27日

Takagi	K,	Miki	Y,	Tanaka	S,	Taegashi	N,	Sasano	H,	Ito	K,	Suzuki	T：NUCB2	in	human	

endometrial	carcinoma	as	a	potent	prognostic	factor

193.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

志賀尚美，石橋ますみ，黒澤大樹，渡邉　善，宇都宮裕貴，西郡秀和，八重樫伸生：当院「内

分泌外来」におけるターナー女性（TS女性）の管理に関する検討

194.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

井原基公，永井智之，徳永英樹，永瀬　智，新倉　仁，八重樫伸生：脳梗塞を契機に発見され

た婦人科悪性腫瘍の検討

195.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

氷室裕美，志賀尚美，石橋ますみ，黒澤大樹，渡邉　善，宇都宮裕貴，八重樫伸生：小児期に

診断された後治療を自己中断し，成人期に治療を再開した21-水酸化酵素欠損症の２症例

196.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

黒澤大樹，宇都宮裕貴，志賀尚美，寺田幸弘，高橋俊文，福井淳史，菅沼亮太，八重樫伸生：

測定の自動化を可能としたチップ型受精卵呼吸測定装置の有用性について

197.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

平山亜由子，徳永英樹，城　怜史，櫻田尚子，湊　敬廣，永瀬　智，新倉　仁，八重樫伸生：

子宮頸癌に対して手術，放射線同時化学療法施行後，経過観察中に外腸骨動脈破裂を発症した

一症例

198.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

永井智之：診断及び治療に苦慮した炎症性筋繊維芽腫瘍の一例

199.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

久野貴司，吉田祐司，阿部雄悟，市川さおり，大槻健郎，高橋　徹：ETT（類上皮性トロ

フォブラスト腫瘍）の１例

200.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

吉田美帆：妊娠を契機に発症した部分的中枢性尿崩症の一例
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201.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－９月28日

土岐麻実：婦人科癌性腹水における腹水濾過濃縮再静注法の有用性

202.	 第62回　北日本産科婦人科学会（金沢）９月27日－28日

工藤　敬，淀川祐紀，奥原　惟，湊敬　道，高橋聡太，森向日留，西本光男，松田尚美，豊島

将文，佐藤多代：当院における帝王切開	麻酔方法の変遷	～自科麻酔での挑戦～

203.	 第３回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）９月29日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

204.	 生命医薬情報学連合大会	2014（ポスター）（仙台）10月２日－10月４日

水野聖士，荻島創一，西郡秀和，八重樫伸生，田中　博，中谷　純：疾患パスウェイモデリン

グパイプライン（DPMP）とPIH	Pathway

205.	 第27回　日本内視鏡外科学会（シンポジウム）（盛岡）10月２日－10月４日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断普及をめざした遠隔セミナーの活用：他分野の経験から

206.	 第22回　日本胎盤学会，第32回日本絨毛性疾患研究会（京都）10月３日－10月４日

久野貴司，吉田祐司，阿部雄悟，市川さおり，大槻健郎，高橋　徹，八重樫伸生：ETT（類

上皮性トロフォブラスト腫瘍）の1例

207.	 がん検診事業説明会並びにがん予防研修会（特別講演）（仙台）10月３日

田㔟　亨：宮城県のこれからのがん検診について

208.	 第22回　日本胎盤学会（京都）10月３日－10月４日

末永香緒里，北原秀治，鈴木康弘，小林美穂，堀江佐知子，菅原準一，	八重樫伸生，佐藤靖

史：血管新生促進因子Vasohibin	2	の胎盤形成における新たな役割－トロフォブラスト細胞の

融合促進

209.	 第35回　不妊カウンセラー・体外受精コーディネーター養成講座（招待講演）（東京）10月４日－

10月５日

有馬隆博：生殖医療とエピジェネティクス

210.	 第６回　卵子学会　生殖補助医療胚培養士セミナー（特別講演）（東京）10月５日

立花眞仁：各移植技術を用いた基礎研究と臨床応用へ向けた戦略

211.	 第12回　International	Human	Epigenome	Consortium	（IHEC）（ポスター）（バンクーバー/カ

ナダ）10月６日－10月８日

Okae	H,	Hamada	H,	Chiba	H,	Hiura	H,	Arima	T：Genome-wide	 analysis	 of	DNA	

methylation	dynamics	during	early	human	development
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212.	 IFS	Collaborative	Research	Forum	2014（仙台）10月８日－10月10日

Sugibayashi	R,	Ito	T,	Funamoto	K,	HayaseT,	Kimura	Y：Cardiac	Evaluation	of	Fetal	

Mice	by	ECG	and	Ultrasound

213.	 第２回　高知１型糖尿病セミナー（特別講演）（高知）10月９日

杉山　隆：１型糖尿病女性と妊娠

214.	 第37回　日本産婦人科手術学会（札幌）10月11日－10月12日

杉山　隆，新倉　仁，黒澤靖大，倉片三千代，齋藤昌利，永井智之，徳永英樹，永瀬　智，八

重樫伸生：癒着胎盤に対するエナジーデバイスを用いた手術法に関する一考

215.	 第593回　宮城産科婦人科学会集談会（教育講演）（仙台）10月18日

西郡秀和：エコチル調査の現状報告

216.	 西洋医学と東洋医学（漢方薬・鍼灸）の自由診療・保険診療（特別講演）（東京）10月19日

武田　卓：自由診療のメリットと混合診療

217.	 第４回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）10月20日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

218.	 第４回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（石巻）10月21日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

219.	 第71回　ASRM	2014（ビデオプレゼンテーション）（ハワイ/米国）10月18日－10月22日

Tachibana	M,	Tozawa	H,	Mitalipov	S：Applications	of	laser	objectives	in	novel	assisted	

reproductive	technologies

220.	 第70回　American	Society	for	Reproductive	Medicine	Annual	Meeting（ポスター）（ハワイ/

米国）10月18日－10月22日

黒澤大樹，宇都宮裕貴，高橋藍子，石橋ますみ，西本光男，志賀尚美，渡邊善，阿部宏之，寺

田幸弘，高橋俊文，福井淳史，菅沼亮太，八重樫伸生：Novel	Automated	Device	with	the	

Chip	Electrode	for	Monitoring	Respiratory	Activity	of	Embryos

221.	 第84回　千葉県糖尿病懇話会（特別講演）（千葉）10月22日

杉山　隆：妊娠糖尿病の最近の話題

222.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（気仙沼）10月22日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

223.	 仙台医療センター地域医療連携講演会（招待講演）（仙台）10月22日

八重樫伸生：東北メディカル・メガバンク事業の進捗状況
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224.	 第35回　日本肥満学会（教育講演）（宮崎）10月24日－10月25日

杉山　隆：子宮内環境と肥満

225.	 第28回　並木周産期医療研究会（特別講演）（所沢）10月24日

杉山　隆：妊娠糖尿病の最近の話題

226.	 第18回　日本遠隔医療学会（長崎）10月25日－10月26日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断における遠隔医療の活用

227.	 第４回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）10月27日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

228.	 第29回　日本女性医学学会（シンポジウム）（東京）11月１日

武田　卓：月経前症候群（PMS）・月経前不快気分障害（PMDD）について

229.	 第５回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（石巻）11月４日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

230.	 第20回　神奈川小児糖尿病研究会（特別講演）（横浜）11月５日

杉山　隆：妊娠糖尿病に関する最近の知見

231.	 第７回　山形県周産期症例検討会（特別講演）（山形）11月６日

菅原準一：被災地域における周産期医療－何が起き，これからどうしたらよいか－

232.	 第７回　山形県周産期症例検討会（山形）11月７日

齋藤彰治，安藤　麗，渡辺智之，石田博美，齋藤　彩，小篠隆広，阿部祐也：産後出血に対し

て子宮摘出を施行した症例

233.	 第53回　日本臨床細胞学会秋季大会（シンポジウム	）（下関）11月８日－11月９日

伊藤　潔，及川洋恵，	田㔟　亨：細胞採取法の変化と精度，そして注意点

234.	 宮城県看護協会ALSOデモ（コースディレクター兼インストラクター）（仙台）11月８日

佐藤尚明：	ALSOデモンストレーションコース

235.	 平成26年度助産実践能力強化支援研修（講演）（仙台）11月８日

菅原準一：助産実践能力向上を目指して～分娩期フィジカルアセスメント～

236.	 第11回　日本周産期メンタルヘルス研究会（ワークショップ）（大宮）11月13日－11月14日

西郡秀和：震災と周産期メンタルヘルス
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237.	 2014女性にやさしい漢方セミナー	IN	秋田（特別講演）（秋田）11月13日

武田　卓：漢方維新の会	in	秋田

238.	 平成26年度艮陵同窓会三八支部（特別講演）（八戸）11月14日

菅原準一：被災地における周産期医療－それから－

239.	 第８回　周産期救急勉強会　社会貢献プロジェクト「茨城県内の救急隊員に対する小児・周産期

医療教育」（講演）（つくば）11月14日

室月　淳：ⅰ）病院前周産期救急　ⅱ）妊産褥婦にたいする災害医療～東日本大震災の経験か

ら～

240.	 第25回　薬剤師糖尿病研究会ふくしま（特別講演）（福島）11月15日

杉山　隆：糖代謝異常妊娠の療養指導

241.	 第52回　東北生殖医学会（秋田）11月15日

黒澤大樹，宇都宮裕貴，高橋藍子，渡邉　善，志賀尚美，熊谷　仁，寺田幸弘，五十嵐秀樹，

高橋俊文，阿部宏之，福井淳史，菅沼亮太，八重樫伸生：チップ型受精卵呼吸測定装置による

ヒト余剰卵の呼吸活性の検討

242.	 第３回　桑名胎児心エコー連続セミナー（セミナー）（桑名）11月15日－11月16日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断

243.	 第29回　秋田県周産期・新生児医療研究会（特別講演）（秋田）11月16日

室月　淳：新型出生前診断での医師の役割，助産師看護師の役割

244.	 第３回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（塩釜）11月18日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

245.	 がんプロ国際シンポジウム（招待講演）（岩手）11月21日

李　賓：中国の婦人科がん診療と日本の婦人科がん診療について

246.	 第59回　日本人類遺伝学会（シンポジウム）（東京）11月19日－11月22日

立花眞仁，Shoukhrat	Mitalipov：ミトコンドリア遺伝病の撲滅へ向けた戦略/Strategy	for	

weeding	out	inherited	mitochondrial	disease

247.	 第１回　神奈川胎児エコー研究会アドバンス講座（セミナー）（東京）11月22日－11月23日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断

248.	 第23回　日本婦人科がん検診学会（シンポジウム）（大阪）11月22日－11月23日

及川洋恵，田㔟　亨，藤原しのぶ，渡辺康子，佐藤朋晴，小澤信義，伊藤　潔，八重樫伸生：

宮城県における現状と展望
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249.	 第23回　日本婦人科がん検診学会（シンポジウム）（大阪）11月22日－11月23日

及川洋恵，田㔟　亨，藤原しのぶ，渡辺康子，佐藤朋晴，小澤信義，伊藤　潔，八重樫伸生：

子宮頸がん検診の精度管理　－受診率とプロセス指標の向上を目指して－　宮城県における現

状と展望

250.	 第35回　宮城母性衛生学会（招待講演）（仙台）11月24日

濱田裕貴：宮城県における飛び込み分娩の医学的・社会的リスク因子と東日本大震災が与えた

影響

251.	 第２回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（気仙沼）11月25日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

252.	 川崎市医師会講演会　川崎市産科婦人科医会学術講演会（特別講演）（川崎）11月26日

佐藤尚明：胎児心電図の現状と未来～次世代胎児モニターリングへの挑戦～

253.	 第12回　日本胎児治療学会（福岡）11月29日－11月30日

川瀧元良：胎児診断された左肺動脈右肺動脈起始（PA	sling）の１例

254.	 第３回　妊婦・授乳婦薬物療法研修会（特別講演）（仙台）11月29日

菅原準一：謎の疾患　妊娠高血圧症候群のすべて－病態と次世代医科学の挑戦－

255.	 第59回　生殖医学会（東京）12月４日－12月５日

志賀尚美，宇都宮裕貴，高橋藍子，石橋ますみ，黒澤大樹，渡邊　善，菅沼亮太，福井淳史，

高橋俊文，阿部宏之，寺田幸弘，八重樫伸生：新規チップ型受精卵呼吸測定装置を用いた受精

卵の客観的評価法の検討

256.	 第49回　日本生殖医学会（ポスター）（東京）12月４日－12月５日

湊　敬廣，宇賀神智久，渡邉　善，渡辺　正：多嚢胞性卵巣症候群に対する当院の腹腔鏡下卵

巣多孔術の治療成績

257.	 第５回　Rare	Tumor研究会（講演）（東京）12月６日

新倉　仁：腟悪性黒色腫－手術療法を中心に－

258.	 第13回　全国ヤングDMカンファレンス（教育講演）（徳島）12月６日－12月７日

杉山　隆：１型糖尿病と妊娠

259.	 第13回　日本臨床中医薬学会（特別講演）（大阪）12月６日

武田　卓：もう一つの医学～古くて新しい漢方治「臨床・研究・教育について」

260.	 第１回　胎児MRI研究会（横浜）12月７日

木村芳孝：胎児心電図の今
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261.	 第５回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）12月８日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

262.	 第６回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（石巻）12月９日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

263.	 第３回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（仙台）12月10日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

264.	 第８回　	アジア遠隔医療シンポジウム（シンポジウム）（福岡）12月12日－12月13日

M.	Kawataki：胎児心エコーセミナー（アドバンス講座）：SINETを使った遠隔セミナーの報

告

265.	 第12回　SNNS研究会学術集会（講演）（京都）12月13日

三木康宏：喫煙によるエストロゲン環境の撹乱に関する研究

266.	 第１回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（柴田）12月15日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

267.	 第４回　胎児心エコーセミナー（セミナー）（塩釜）12月16日

川瀧元良：役立つ胎児心スクリーニング法

268.	 第594回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月20日

久野貴司，阿部雄悟，市川さおり，永井智之，吉田祐司：分娩後子宮破裂を来し，子宮摘出と

なった子宮筋腫合併妊娠の１例

269.	 第44回　青森県周性器医療研究会（青森）12月20日

熊谷祐作：双胎妊娠における経腟分娩と帝王切開の比較

270.	 第１回　宮城胎児心臓病研究会（仙台）12月23日

川瀧元良：胎児心エコーセミナー（アドバンス講座）




