４

学会・研究会・セミナー等での発表

１. エンドメトリオーシス Treatment Seminar（仙台）１月15日
宇賀神智久：当院における子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術後の治療成績
２. 第８回

リトリート大学院生研究発表会（仙台）１月17日

Hamada H：Skewed X chromosome inactivation in the human placenta
３. 名古屋産婦人科
武田

Kampo

Seminar（特別講演）（名古屋）１月17日

卓：がん治療に活かせる漢方～元気ハツラツ！患者さんの身体の不調を改善します～

４. 池田市医師会講演会（特別講演）（池田）１月21日
武田
５. 第１回

卓：女性のライフステージと漢方」～女性には女性ならではの様々な愁訴があります～
いわき BLSO プロバイダーコース（いわき）１月25日

菅原準一：コースインストラクター
６. 第４回
新倉

日本ロボット手術研究会（ワークショップ）（東京）２月6日－２月７日
仁，橋本千明，渡邉

善，徳永英樹，宇都宮裕貴，八重樫伸生：当科におけるロボット

支援腹腔鏡下手術－リンパ節郭清における開腹，腹腔鏡下手術との比較
７. 共同研究拠点「疾患特異的 iPS 細胞を活用した筋骨格系難病研究」第２回骨・軟骨領域カンファレ
ンスプログラム（京都）２月６日
室月

淳：骨系統疾患臨床研究の紹介

８. 宮城県産婦人科医会（仙台）２月７日
菅原準一：産科危機的出血！－そのとき，あなたは－
９. ALSO プロバイダーコース岩手（盛岡）２月８日
菅原準一：コースインストラクター
10. 災害時妊産婦救護研修（東京）２月11日
菅原準一：災害時における妊産婦対応，多職種連携
11. ヤンセンファーマ勉強会（仙台）２月12日
徳永英樹：婦人科癌の化学療法
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12. 第４回

胎児心電図研究会学術講演会（東京）２月13日

木村芳孝：心電計としての課題
13. 第４回

胎児心電図研究会学術講演会（東京）２月13日

杉林里佳：母体腹壁誘導胎児心電図による胎児不整脈診断症例
14. 第４回

胎児心電図研究会（東京）２月13日

佐藤尚明：胎児心電図の現状と今後の展開について
15. 第４回

胎児心電図研究会（東京）２月13日

杉林里佳，小澤克典，和田誠司，佐藤尚明，川瀧元良，木村芳孝，八重樫伸生，左合治彦：母
体腹壁誘導胎児心電図による胎児不整脈診断症例
16. 第１回

がん・エピゲノム研究会冬の合宿（ポスター）（仙台）２月14日－２月15日

濱田裕貴，岡江寛明，樋浦
17. 第５回

仁，千葉初音，有馬隆博：ヒト胎盤における X 染色体不活化

統合産婦人科学研究合同シンポジウム（仙台）２月17日

濱田裕貴：ヒト胎盤における X 染色体不活化
18. 第５回

統合産婦人科学研究合同シンポジウム（シンポジウム）（仙台）２月17日

重田昌吾：トランスフェリン / トランスフェリン受容体を介した卵管上皮における DNA 二重
鎖切断の検討
19. 第５回

統合産婦人科学研究合同シンポジウム（特別講演）（仙台）２月17日

立花眞仁：核移植技術による遺伝子治療確立へ向けて～ Mitochondrial gene replacement
therapy ～
20. 第５回
辻

統合産婦人科学研究合同シンポジウム（シンポジウム）（仙台）２月17日
圭太：子宮内膜癌に対するレチノイン酸作用の検討

21. 協和発酵キリン研修会（社員研修）（仙台）２月20日
新倉
22. 第３回

仁：卵巣癌，子宮体癌の化学療法
婦人科がんバイオマーカー研究会（福岡）２月21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

よる卵巣がん播種転移制御
23. 第４回 CREST「エピゲノム研究に基づく診断・治療へ向けた新技術の創出」研究領域会議（ポ
スター）（大阪）２月21日－２月22日
濱田裕貴，岡江寛明，樋浦

仁，千葉初音，有馬隆博：ヒト胎盤における X 染色体のインプ

リント型制御
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24. 第20回

日本集団災害医学会（パネルディスカッション）（東京）２月26日－２月28日

菅原準一：東日本大震災の経験⇒実効性のある周産期医療対策へ
25. 第97回 ENDO2015－ Annual Meeting of The Endocrine Society －（ポスター）
（サンディエゴ ／
米国）３月５日－３月８日
Miki Y, Fue M, Hasegawa M, Takagi K, Suzuki T, Sasano H, Ito K：Cortisol and S100P
in human endometrial carcinoma
26. 平成26年度助産実践能力強化支援研修（仙台）３月７日
菅原準一：助産師実践能力向上を目指して～分娩期のフィジカルアセスメント～
27. 第11回

日本受精着床学会 ART 生涯研修コース（招待講演）（東京）３月８日

有馬隆博：ヒト胚発生におけるエピジェネティクスの変調
28. 日本超音波学会第49回東北地方会（仙台）３月８日
井ケ田小緒里：嚢胞性頚部リンパ管腫（cystic hygroma）胎児の予後の検討
29. 第３回

国連防災世界会議パブリック・フォーラム（仙台）３月14日－３月18日

菅原準一：地域社会が輝くため，どのようにお産を守ったらよいか
30. 第12回

Asian Congress of Nutrition（横浜）３月14日－３月18日

Kimura F, Yamasaki I, Nakagawa K, Nakai K, Kawabata T, Kagawa Y, Saitoh S,  
Mizuno S, Yaegashi N, Arima T, Miyazawa T：The relation of the fatty acid composition
between the placenta and maternal and fetal erythrocyte in Japanese pregnant
31. 第12回

Asian Congress of Nutrition（ポスター）（横浜）３月14日－３月18日

Nakai K, Saitoh S, Kawabata T, Kimura F, Tatsuta N, Nakagawa K, Miyazawa T, Arima
T, Kagawa Y, Mizuno S, Nishigori H, Yaegashi N, Japan Environment & Children’s
Study Group：Polyunsaturated fatty acids profile of maternal erythrocytes and its determinants in Japanese pregnant women in an adjunct JECS cohort
32. American Society of Medical Informatics（ポスター）（サンフランシスコ／米国）３月23日－３
月27日
Mizuno S, Ogishima S, Nishigori H, Tanaka H, Yaegashi N ,Nakaya J：Pre-Eclampsia
Pathway; a comprehensive knowledge repository of genomic variants, signaling molecules, exposure, and phenotypes in pre-eclampsia for translational research.
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33. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月24日－
３月29日
Saito M, Matsuda T, Usuda H, Watanabe S, Kitanishi R, Hanita T, Sugiyama T,
Yaegashi N：The reaction of fetal cortisol against intra-uterine inflammation and fetal
circulatory insufficiency in fetal sheep.
34. 第62回 Society for Reproductive Investigation（サンフランシスコ／米国）３月24日－３月29日
Shigeta S, Toyoshima M, Kitatani K, Ishibashi M, Usui T, Yaegashi N：Transferrin
facilitates DNA-double strand breaks via transferrin receptor 1 in human fallopian tubal
epithelial cells: possible involvement of transferrin in carcinogenesis.
35. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Tsuiji K, Takeda T, Li B, Tadakawa M, Yaegashi N：Inhibitory effects of curcumin and
nanocurcumin on human uterine leiomyoma xenograft model in vivo
36. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Kitatani K, Usui T, Sriraman SK, Toyoshima M, Ishibashi M, Shigeta S, Nagase S,
Hannun YA, Torchilin, VP, Yaegashi N：Ceramide limits phosphatidylinositol-3-kinase
C2β -controlled cell motility in ovarian cancer: potential of ceramide liposomes as
antimetastatic reagents.
37. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Hamada H, Okae H, Arima T, Yaegashi N：Skewed X chromosome inactivation in human
placental tissue
38. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Li B, Takeda T, Tsuiji K, Tadakawa M, Kondo A, Yaegashi N：Improvement of
bioavailability and apoptosis potential of curcumin in combination with epigallocatechin3-gallate in leiomyosarcoma cells
39. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Tsuji K, Utsunomiya H, Suzuki F, Ito K, Yaegashi N：The effect of retinoic acid via
RARs in endometrial cancer
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40. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Okamoto S, Niikura H, Nagai T,   Yaegashi N：Optimal diagnostic markers for intraoperative detection of sentinel lymph node metastases in cervical cancer using the onestep nucleic acid amplification（OSNA）method
41. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Dong Y, Ito T, Velayo C, Sugibayashi R, Funamoto K, Iida K, Endo M, Sato N, Minato T,
Haneda K, Oshio S, Kawataki M, Yaegashi N, Kimura Y：Effects of maternal
inflammation in the fetal brain using a murine model.
42. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Sugawara J, Hoshiai T, Sato K, Nishigori H, Arai T, Tokunaga H, Okamura K, Yaegashi
N：Impact of the Great East Japan Earthquake on Obstetric emergencies in Miyagi
prefecture
43. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Mizuno S, Nishigori H, Sugiyama T, Sugawara J, Ogishima S, Nakaya J, Yaegashi N：
Application of intrinsic subtype classification to microarray data from a set of women
with mild and severe pre-eclampsia
44. 第62回 Society for Reproductive Investigation（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）３月25日－
３月28日
Suzuki F, Nagase S, Watanabe Y, Sato I, Utsunomiya H, Kaiho M, Tokunaga H, Niikura
H, Takano T, Sasano H, Yaegashi N：MiR-34b correlates tumor growth and invasion in
uterine serous carcinoma.
45. 第597回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）３月28日

濱田裕貴：妊娠・授乳中の服薬に関する最新の知見と妊娠と薬相談外来
46. 第67回

日本産科婦人科学会（ミニワークショップ）（横浜）４月９日－４月12日

築地謙治，武田

卓，李

賓，只川真理，八重樫伸生：糖尿病治療薬メトホルミンによる子宮

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～
47. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

徳永英樹 , 新倉
潔 , 渡部

仁 , 永井智之 , 大槻

愛 , 田中創太 , 海法道子 , 永瀬

智 , 高野忠夫 , 伊藤

洋 , 八重樫伸生：術中電気刺激併用神経温存広汎子宮全摘術における排尿機能およ

び生命予後に関する検討
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48. 第67回

日本産科婦人科学会（International Workshop for Junior Fellows）（横浜）４月９日－

４月12日
Hamada H, Imai F, Yamamoto A：Current status and problems regarding assisted
reproductive technology（ART）in Japan
49. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

濱田裕貴，岩間憲之，黒澤靖大，倉片三千代，齋藤昌利，西郡秀和，杉山

隆，菅原準一，八

重樫伸生：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
50. 第67回

日本産科婦人科学会（ミニワークショップ）（横浜）４月９日－４月12日

永井智之，新倉

仁，岡本

聡，海法道子，徳永英樹，永瀬

智，高野忠夫，渡部

洋，八重

樫伸生：分子生物学的診断（One step Nucleic acid Amplification OSNA 法）を利用した子
宮体癌リンパ節転移検出とリンパ節郭清省略手術に向けた戦略
51. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

岡本

聡，新倉

野忠夫，伊藤

仁，永井智之，田中創太，大槻

潔，渡部

愛，徳永英樹，海法道子，永瀬

智，高

洋，八重樫伸生：子宮頸癌センチネルリンパ節における ultrastag-

ing の意義
52. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

Dong Y, Ito T, Sugibayashi R, Iida K, Sato N, Yaegashi N, Kimura Y：Intrauterine
ischemic reperfusion switches the fetal transcriptional pattern from HIF-1alpha-to P53dependent regulation in the murine brain
53. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

鈴木史彦，永瀬

智，渡部

洋，佐藤いずみ，宇都宮裕貴，海法道子，徳永英樹，新倉

仁，

高野忠夫，笹野公伸，八重樫伸生：子宮体部漿液性腺癌における新規癌抑制マイクロ RNA の
同定
54. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

金野陽輔，薫

培新，鈴木史彦，櫻木範明：MicroRNA-101 は EZH2，MCL-1，FOS を制御

してこう悪性度子宮体癌細胞の増殖，浸潤，がん幹細胞様形質を抑制する
55. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

Sato I, Nagase S, Suzuki F, Niikura H, Takano T, Kiyoshi I, Watanabe Y, Yaegashi N：
Micro RNA let-7c is involved in drug resistance of paclitaxel and cisplatin in uterine
serous carcinoma
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56. 第67回

日本産科婦人科学会（ワークショップ）（横浜）４月９日－４月12日

杉山

隆，築地謙治，岡野聡子，倉片三千代，齋藤昌利，菅原準一，木村芳孝，八重樫伸生：

母体高脂肪食および喫煙は内臓脂肪の炎症性変化を介して次世代のインスリン抵抗性に関与す
る－高脂肪食摂餌ニコチン投与妊娠マウスモデルを用いた検討－
57. 第67回

日本産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（横浜）４月９日－４月12日

杉山
58. 第67回

隆：VTE 予防・糖代謝異常妊婦の管理
日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

柳田純子：直径８cm 以上の子宮筋腫合併不妊症例の術後妊娠予後についての検討
59. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

氷室裕美，杉山

隆，岩間憲之，目時弘仁，大塩清佳，倉片三千代，齋藤昌利，西郡秀和，菅

原準一，八重樫伸生：肥満の有無が妊娠糖尿病の妊娠合併症に及ぼす影響
60. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

井ケ田小緒里：周産期医療の機能分担を目指したセミオープンシステム～当院症例の後方視的
検討～
61. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月９日－４月12日

赤石美穂，横溝

玲，田邉康次郎，田中宏典，大山喜子，松本沙知子，品川真澄，渡辺孝紀：

当院における超緊急帝王切開術の試み
62. 第67回

日本産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（横浜）４月10日－４月12日

新倉

仁：開腹手術・腹腔鏡下手術における THUNDERBEAT の有用性－子宮悪性腫瘍手術

取り組み強井を目指して
63. 第67回

日本産科婦人科学会（IS poster）（横浜）４月10日－４月12日

Li B, Takeda T, Tsuiji K, Tadakawa M, Kondo A, Yaegashi N：Improvement of
bioavailability and apoptosis potential of curcumin in combination with epigallocatechin3-gallate in leiomyosarcoma cells
64. 第67回

日本産科婦人科学会（IS poster）（横浜）４月10日－４月12日

Saito M, Matsuda T, Sugiyama T, Yaegashi N：The reaction of fetal cortisol against
intra-uterine inflammation and fetal circulatory insufficiency in fetal sheep
65. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月10日－４月12日

重田昌吾，豊島将文，北谷和之，石橋ますみ，臼井利典，八重樫伸生：Transferrin facilitates DNA-double strand breaks via transferrin receptor 1 in human fallopian tubal
epithelial cells: possible involvement of transferrin in carcinogenesis
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66. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月10日－４月12日

辻

圭太，宇都宮裕貴，鈴木史彦，伊藤

潔，八重樫伸生：The effect of retinoic acid via

RAR β in endometrial cancer
67. 第67回

日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月10日－４月12日

渡辺
68. 第67回

正：卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術後の自然妊娠に関する検討
日本産科婦人科学会（ポスター）（横浜）４月10日－４月12日

佐藤孝洋，菅原準一，杉山

隆，岩間憲之，大塩清佳，目時弘仁，倉片三千代，齋藤昌利，西

郡秀和，八重樫伸生：非侵襲的眼底血流測定装置レーザースペックルフローグラフィーを用い
た妊娠中の新規眼底網膜血流評価法
69. 第118回

日本小児科学会（教育講演）（大阪）４月17日－４月19日

室月

淳：妊娠初期胎児診断を考える

70. American Association for Cancer Research Annual Meeting（シンポジウム）
（フィラデルフィア
／米国）４月18日－４月22日
Seino M, Okada M, Shibuya K, Seino S, Suzuki S, Takeda H, Ohta T, Kurachi H, Ito K,
Nagase S, Kitanaka C：Requirement of JNK signaling for self-renewal and tumorinitiating capacity of ovarian cancer stem cells
71. 第２回

ウィメンズヘルスゼミ「コンダクター型総合診療医」養成プログラム（石巻）４月22日

菅原準一
72. IFFS/JSRM International meeting（横浜）４月26日－４月29日
Shiga N, Utsunomiya H, Kurosawa H, Takahashi A, Ishibashi M, Watanabe Z, Abe H,
Terada Y, Takahashi T, Fukui A, Suganuma R, Yaegashi N：Respiratory activity of the
human embryos monitored by the novel automated device with the chip electrode
73. 国際生殖医学会・日本生殖医学会（ポスター）（横浜）４月26日－４月29日
Nishimoto M, Minato T, Takahashi S, Yodogawa Y, Sato K, Sugawara J：A case of
endometriosis associated-infertility

resulting  in ovarian

abscess two month after egg

collection by  transvaginal puncture
74. Annual Clinical and Scientific Meeting（ポスター）
（サンフランシスコ／米国）５月２日－５月６日
Shibuya Y, Suganuma R, Sasaki H, Tachibana I, Hoshi K, Suzuki M, Okamura K,
Yaegashi N：Effect of the Great East Japan Earthquake on the behavior of infertile
patients
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75. International Ceramide Conference  / Sphingolipid Club（ポスター）
（チェシュメ／トルコ）５月
６日－５月９日
Kitatani K, Usui T, Sriraman SK, Ogiso H, Toyoshima M, Ishibashi M, Shigeta S, Nagase
S, Okazaki T, Hannun YA, Torchilin, VP, Yaegashi N：Ceramide limits phosphatidylinositol-3-kinase-controlled cell motility in ovarian cancer: potential of ceramide as a
tumor metastasis  suppressor
76. 第32回

山形県周産期新生児医療研究会（山形）５月９日

齋藤彰治 , 渡辺智之 , 丸山真弓 , 池田美智 , 齋藤

彩 , 小篠隆弘 , 阿部祐也：胎児腹腔内臍帯静

脈瘤
77. 2 nd Symposium on Complex Biodynamics & Networks（ポスター）
（山形）５月11日－５月13日
Iida K, Kimura Y：Mathematical model to compute harmonic and stochastic gene
expressions
78. 第58回

日本糖尿病学会（シンポジウム）（下関）５月21日－５月24日

杉山

隆：妊娠と糖尿病：内科と産婦人科のそれぞれの立場から「肥満を合併した GDM 妊婦

の管理」
79. 第88回

日本超音波学会（東京）５月22日－５月24日

井ケ田小緒里：嚢胞性頚部リンパ管腫（cystic hygroma）胎児の予後の検討
80. 第88回

日本超音波学会（東京）５月22日－５月24日

川瀧元良，金
81. 第88回

基成：同時二方向の観察による大動脈弓の胎児スクリーニング

日本超音波学会（東京）５月22日－５月24日

大村真紀，石田恵利子，石川美喜子，藤井良美，赤石一幸，立花郁雄，星

和彦，田中高志，

川瀧元良：胎児心臓スクリーニングで発見された房室中隔欠損及び両大血管右室起始の１症例
82. 第88回

日本超音波学会（東京）５月22日－５月24日

牛島恭子，村上京子，村上俊雄，川瀧元良：当院における胎児心スクリーニングの検討及び胎
児診断された大血管転位症１症例の報告
83. 第88回

日本超音波学会（東京）５月22日－５月24日

田形千寿子，川瀧元良，窪谷

潔，古屋

智，高橋英彦，窪谷

健，竹内

豊：肺静脈血流パ

ターンから24週で総肺静脈還流異常（TAPVD）を予測した１症例
84. 第88回

日本超音波学会 （パネルディスカッション）（東京）５月22日－５月24日

川瀧元良，金

基成：総肺静脈還流異常の胎児スクリーニングのための総合戦略
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85. 第62回

日本実験動物学会（京都）５月28日－５月30日

伊藤拓哉，木村芳孝，杉林里佳，船本聖絵，董

宇鵬，遠藤美雪，飯田渓太：心電計によるマ

ウス胎仔の心機能発達評価
86. 第28回

心臓病胎児診断症例報告会（横浜）５月31日

川瀧元良：単心室疾患のスクリーニング・胎児診断
87. 第28回

心臓病胎児診断症例報告会（横浜）５月31日

川瀧元良：単心室疾患の STIC セミナー
88. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

櫻田尚子，新倉

仁，田中創太，海法道子，徳永英樹，岡本

聡，渡部

洋，八重樫伸生：当

院での腟悪性黒色腫症例の臨床的検討
89. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

土岐麻実，宇賀神智久，渡辺
90. 第139回
湊

正：子宮鏡手術における支持鉗子の使用経験

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日
敬廣，佐々木

恵，黒澤靖大，佐藤孝洋，大塩清佳，徳永英樹，西郡秀和，杉山

隆，八

重樫伸生：腫瘍崩壊症候群により急性腎不全を来たしたと考えられる悪性腫瘍合併妊娠の一例
91. 第139回
湊

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日
純子，徳永英樹，大槻

愛，井原基公，渡部

洋，八重樫伸生：卵巣境界悪性ブレンナー

腫瘍の１例
92. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

井ケ田小緒里：双胎間輸血症候群（TTTs）に対して胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術
（FLP）を施行した一例
93. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

嶋田未知：流産手術後に増大する絨毛組織を認めた帝王切開瘢痕部妊娠の１例
94. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

亀田里美：子宮腺筋症から発生した類内膜腺癌の１例
95. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

齋藤淳一：横紋筋融解症を呈した重症妊娠悪阻の１例
96. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

吉田美帆，早坂真一，鏡

友理恵，柿坂はるか，吉本知子，鈴木弘二，小林正臣，田野口孝

二：腹腔鏡下手術にて治療した副角妊娠の一例
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97. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

横山沙織，松田尚美，須藤
98. 第139回

円：膀胱子宮内膜症の一例

湊

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日
敬道，淀川祐紀，高橋聡太，西本光男，佐藤多代：胎児外回転術後に常位胎盤早期剥離を

発症した２症例
99. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

高橋聡太，佐藤多代，湊

敬道，淀川祐紀，西本光男：不整脈合併妊娠に対して硬膜外無痛分

娩を施行した 2 症例
100. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

永井智之，清水孝規，久野貴司，阿部雄悟，市川さおり，吉田祐司：UAE 後に子宮壊死を来た
した癒着胎盤の一例
101. 第139回

東北連合産婦人科学会（仙台）６月６日－６月７日

西堀翔子：ダナゾール内服治療が有効であった子宮動静脈奇形の一例
102. 第６回
武田

奈良がん病診連携を考える会（特別講演）（奈良）６月６日
卓：がん治療に活かせる漢方～切れ目のないがん治療サポートのために～

103. 東北地区産婦人科学会・医会連絡会（招待講演）（仙台）６月６日
川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断～現状，インパクト，課題，今後の取り組み
104. 第56回

日本臨床細胞学会（春期大会）（ポスター）（松江）６月12日－６月14日

徳永英樹，新倉
部

聡，田中創太，志賀尚美，海法道子，宇都宮裕貴，伊藤

潔，渡

洋，八重樫伸生：Endometrial intraepithelial carcinoma の一例

105. 第56回

日本臨床細胞学会（春期大会）（ポスター）（松江）６月12日－６月14日

田中創太，岡本
部

聡，海法道子，徳永英樹，宇都宮裕貴，高野忠夫，新倉

仁，伊藤

潔，渡

洋，八重樫伸生：子宮頸部細胞診から推定し得た子宮頸部悪性リンパ腫の２例

106. 第４回
岡本
107. 第56回

仁，岡本

ThinPrep カンファレンス（松江）６月12日
聡：ThinPrep における子宮頸部腺系病変の細胞所見－当科の経験から
日本臨床細胞学会（春期大会）（ポスター）（松江）６月12日－６月14日

竹内美華，田㔟

亨，植木美幸，名村真由美，大場いづみ，藤田信弘，大友圭子，伊藤しげ

み，佐藤郁郎：子宮癌検診にて発見された漿液性子宮内膜上皮内腺癌の一例
108. STIC セミナー（招待講演）（庄内）６月14日
川瀧元良：重症な心臓病の赤ちゃんを救うための胎児診断：トレーニングと遠隔診断の必要性
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109. STIC セミナー（招待講演）（庄内）６月14日
川瀧元良：単心室疾患の胎児診断
110. 第10回

スフィンゴテラピィ研究会（小松）６月16日－６月18日

Kitatani K, Usui T, Sriraman SK, Toyoshima M, Ishibashi M, Shigeta S, Nagase S,
Hannun YA, Torchilin, VP, Yaegashi N：Ceramide down-regulation in ovarian cancer
metastasis
111. 第10回

スフィンゴテラピィ研究会（小松）６月16日－６月18日

Mizuno S：Network analysis of a comprehensive knowledge repository reveals reciprocal
roles of ceramide in Alzheimer’s disease
112. カトレアの森

茶話会（仙台）６月18日

重田昌吾：最近の卵巣がん診療について
113. RSV Japan Global Experts’ Meeting 2015（招請講演）（東京）６月20日
室月

淳：新型出生前診断（NIPT）のこれまでの動向と問題

114. STIC セミナー（招待講演）（庄内）６月21日
川瀧元良：単心室疾患の胎児診断と長期予後
115. 大分市医師会産婦人科臨床検討会（特別講演）（大分）６月26日
武田

卓：我が国における PMS・PMDD の現状と対応～女子高生からアスリートまで～

116. 第60回 かながわ胎児エコー研究会ベーシック講座（招待講演）
（横浜）６月27日－６月28日
川瀧元良：川瀧胎児エコー講座 Part1：是非とも胎児診断しておきたい疾患

①大血管転位：

TGA
117. 第60回 かながわ胎児エコー研究会ベーシック講座（招待講演）
（横浜）６月27日－６月28日
川瀧元良：川瀧胎児エコー講座 Part 2：是非とも胎児診断しておきたい疾患
流異常：TAPVD
118. 第60回
室月

かながわ胎児エコー研究会ベーシック講座（横浜）６月27日－６月28日
淳：胎児骨系統疾患について

119. 沖縄県立南部医療センター周産期講演会（那覇）７月２日
室月

淳：遺伝カウンセリングのすすめ－宮城県立こども病院での実践例から

120. 沖縄周産期ネットワーク協議会（那覇）７月３日
室月

淳：骨系統疾患の出生前診断と周産期管理－胎児治療をめざして
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②総肺静脈還

121. 第８回
新倉
122. 第51回

兵庫県婦人科がん診療連携懇話会（特別講演）（神戸）７月４日
仁：子宮頸癌，子宮体癌のセンチネルリンパ節からリンパ節郭清範囲を考える
日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

大塩清佳：Short term variability の胎動による変化
123. 第16回

ホルモンと癌研究会（ワークショップ）（岐阜）７月10日－７月11日

橋本千明，三木康宏，笛
生，伊藤

未崎，Li B，Doe Z，田中創太，高木清司，鈴木

貴，八重樫伸

潔：子宮内膜癌における17β -Hydroxysteroid Dehydrogenase type 2 の発現に対

するアンドロゲンの影響
124. 第51回
室月
125. 第51回
室月
126. 第51回

日本周産期・新生児医学会（ランチョンセミナー）（福岡）７月10日－７月12日
淳：周産期型低ホスファターゼ症に対する酵素補充療法
日本周産期・新生児医学会（ワークショップ）（福岡）７月10日－７月12日
淳：骨系統疾患の出生前診断と周産期管理
日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

佐藤尚明，湊

敬廣，大塩清佳，羽根田

健，西郡秀和，木村芳孝，八重樫伸生：母体腹壁誘

導胎児心電図の現状と今後の展開について
127. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

大塩清佳，佐藤尚明，湊

敬廣，羽根田

健，西郡秀和，木村芳孝，八重樫伸生：Short

term variability の胎動による変化～基礎的な性質の検討
128. 第51回

日本周産期・新生児医学会（シンポジウム）（福岡）７月10日－７月12日

菅原準一：情報共有を主眼とした周産期災害対応－検証と提言－
129. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

齋藤彰治，西郡秀和，八重樫伸生：臍帯血 n-3 多価不飽和脂肪酸と早産予防－エコチル調査と
連携した出生コホートから
130. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

佐藤尚明，湊

敬廣，大塩清佳，羽根田

健，西郡秀和，木村芳孝，八重樫伸生：母体腹壁誘

導胎児心電図の現状と今後の展開について
131. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

佐藤孝洋，菅原準一，杉山

隆，岩間憲之，大塩清佳，目時弘仁，倉片三千代，齋藤昌利，西

郡秀和，八重樫伸生：非侵襲的眼底血流測定装置レーザースペックルフローグラフィーを用い
た妊娠中の新規眼底網膜血流評価法
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132. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

牧野浩充：当院におけるグレード A 帝王切開の現状
133. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

川瀧元良：カラードプラー，パワードプラーによる新しい胎児総肺静脈還流異常（TAPVD）
のスクリーニング
134. 第51回

日本周産期・新生児医学会（福岡）７月10日－７月12日

川瀧元良：少人数を対象にした連続胎児心エコーセミナーの効果
135. 第51回

日本小児循環器学会（東京）７月16日－７月18日

長澤真由美，川瀧元良，金
136. 第51回

基成，麻生俊英：胎児診断された多脾症候群の臨床像

日本小児循環器学会（東京）７月16日－７月18日

本田

茜，川瀧元良，豊島勝昭，金

基成，西澤

崇，柳

貞光，上田秀明：胎児卵円孔早期

閉鎖および狭小化と出生前診断した18症例における胎児心臓超音波所見と生後臨床経過の検討
137. 第51回

日本小児循環器学会（ポスター）（東京）７月16日－７月18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（アドバンス講座）の報告
138. 第51回

日本小児循環器学会（ポスター）（東京）７月16日－７月18日

川瀧元良：同時二方向の観察による大動脈弓の胎児スクリーニング
139. 第51回
金

日本小児循環器学会（ポスター）（東京）７月16日－７月18日
基成，川瀧元良，新津麻子，渡邉友博，小野

晋，西澤

崇，柳

貞光，上田秀明，康井

制洋：母体自己抗体関連の先天性房室ブロックの予後の検討
140. 第51回

日本小児循環器学会（ポスター）（東京）７月16日－７月18日

白井加奈子，川瀧元良，康井制洋，麻生俊英：胎児期より観察し得た 22q11.2 欠失症候群15例
の胎児超音波所見と臨床経過
141. 第599回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）７月18日

柳田純子：直径８cm 以上の子宮筋腫合併不妊症例の術後妊娠予後についての検討
142. 第14回
湊

分子標的治療研究会（松本）７月18日－７月19日
純子，豊島将文，北谷和之，重田昌吾，石橋ますみ，八重樫伸生：卵巣癌における c-Myc

と合成致死作用を持つ治療標的分子の探索
143. 第９回

日本医療マネジメント学会宮城県支部（ランチョンセミナー）（名取）７月18日

山田秀和：Oncofertility

～がん患者における卵子凍結保存外来の現況～
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144. 第128回

山形県産婦人科集談会（山形）７月18日

齋藤彰治，渡辺智之，丸山真弓，池田美智，齋藤

彩，小篠隆弘，阿部祐也：絨毛樹欠損によ

る子宮内胎児発育遅延
145. 第599回
渡辺

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）７月18日

146. 第96回

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－子宮筋腫を中心に－
生殖医学会倫理委員会（教育講演）（東京）７月31日

立花眞仁：わが国におけるミトコンドリア病の現状－核移植等の技術側面－
147. 第７回
室月

びわこ周産期研究会（草津）８月１日

148. 第57回

淳：骨系統疾患の出生前診断－胎児治療をめざして
日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（盛岡）８月７日－８月９日

徳永英樹，新倉
田昌吾，辻

仁，岡本

圭太，大槻

聡，湊

純子，城

伶史，櫻田尚子，橋本千明，佐藤いずみ，重

愛，田中創太，海法道子，高野忠夫，渡部

洋，伊藤

潔，渡辺み

か，八重樫伸生：多中心性 intraepithelial carcinoma の一例
149. 第57回
新倉

日本婦人科腫瘍学会（ワークショップ）（盛岡）８月７日－８月９日

150. 第57回

仁：妊娠，分娩に向けた子宮頸部摘出術－イントロダクション－
日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（盛岡）８月７日－８月９日

櫻田尚子，新倉

仁，城

法道子，徳永英樹，岡本

伶史，佐藤いずみ，橋本千明，重田昌吾，辻
聡，伊藤

潔，渡部

圭太，田中創太，海

洋，八重樫伸生：当院での膣悪性黒色腫症例

の臨床的検討
151. 第57回

日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（盛岡）８月７日－８月９日

城

伶史，徳永英樹，渡部

洋，櫻田尚子，佐藤いずみ，重田昌吾，辻

槻

愛，田中創太，海法道子，岡本

聡，高野忠夫，新倉

仁，伊藤

圭太，橋本千明，大
潔，八重樫伸生：後腹

膜に発生した扁平上皮癌の２例
152. 第57回
岡本

日本婦人科腫瘍学会（ミニワークショップ）（盛岡）８月７日－８月９日
聡，新倉

田尚子，城

仁，永井智之，田中創太，辻

伶史，長谷川純子，大槻

圭太，重田昌吾，佐藤いずみ，橋本千明，櫻

愛，徳永英樹，海法道子，高野忠夫，伊藤

洋，八重樫伸生：OSNA 法による術中センチネルリンパ節転移診断の妥当性の検証
153. 第57回
田㔟

日本婦人科腫瘍学会（教育講演）（盛岡）８月７日－８月９日
亨，伊藤

潔，小澤信義，八重樫伸生：宮城県の子宮頸がん検診の精度管理
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潔，渡部

154. 第57回

日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（盛岡）８月７日－８月９日

櫻田尚子，新倉

仁，城

伶史，田中創太，海法道子，徳永英樹，渡部

洋，八重樫伸生：当

院での腟悪性黒色腫症例の臨床的検討
155. 第57回

日本婦人科腫瘍学会（緩和セミナー）（盛岡）８月７日－８月９日

櫻田尚子，新倉

仁，湊

純子，井原基公，徳永英樹，渡部

洋，八重樫伸生：子宮頸癌終末

期においてせん妄管理に難渋した１例
156. 第57回
田㔟

日本婦人科腫瘍学会（教育講演）（盛岡）８月７日－８月９日

157. 第40回

亨，伊藤

潔，小澤信義，八重樫伸生：宮城県の子宮頸がん検診の精度管理

田㔟

日本臨床細胞学会細胞診断学セミナー（東京）８月８日
亨：子宮頸部腺癌の細胞診

158. TOMODACHI&JJ 災害看護研修プログラム米国研修（ワシントン D.C. ／米国）８月10日－８月
24日
菅原準一
159. 第600回
渡邉

宮城産科婦人科学会集談会（気仙沼）８月19日

160. 第25回

善：当教室での手術手技トレーニング

～ Animal Wet Lab ～

日本外来小児科学会（仙台）８月21日－８月23日

菅原準一：子ども虐待予防を目的とした産科と自治体の連携モデル事業
161. 第39回
湊

日本産科婦人科栄養・代謝研究会（東京）８月21日－８月22日
敬廣，佐々木

恵，黒澤靖大，佐藤孝洋，大塩清佳，徳永英樹，西郡秀和，杉山

隆，八

重樫伸生：腫瘍崩壊症候群により急性腎不全を来たしたと考えられる悪性腫瘍合併妊娠の１例
162. 第39回

日本産科婦人科栄養・代謝研究会（東京）８月21日－８月22日

氷室裕美，杉山

隆，岩間憲之，目時弘仁，大塩清佳，倉片三千代，齋藤昌利，西郡秀和，菅

原準一，八重樫伸生：肥満の有無が妊娠糖尿病の妊娠合併症に及ぼす影響
163. 第37回

Annual International Conference of IEEE Engineering in Medicine and Biology

Society（ミラノ／イタリア）８月25日－８月29日
Marzbanrad F, Kimura Y, Endo M, Palaniswami M, Khandoker AH：Transfer entropy
analysis of maternal and fetal heart rate coupling
164. 災害対策としての ALSO・BLSO（石巻）８月29日－８月30日
菅原準一
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165. 第63回

北日本産科婦人科学会（福島）９月５日－９月６日

西堀翔子：ダナゾール内服治療が有効であった子宮動静脈奇形の一例
166. 第63回

北日本産科婦人科学会（福島）９月５日－９月６日

田中恵子：妊娠34週で糖尿病性ケトアシドーシスを発症した１症例
167. 第63回

北日本産科婦人科学会（福島）９月５日－９月６日

齋藤淳一：当院における予防的オキシトシン投与による分娩後出血量の比較検討
168. 第63回

北日本産科婦人科学会（福島）９月５日－９月６日

横山沙織，西本光男，湊

敬道，吉田美帆，淀川祐紀，佐藤多代，高橋聡太：有茎性漿膜下子

宮筋腫茎捻転の２症例
169. 第63回

北日本産科婦人科学会（福島）９月５日－９月６日

西本光男，湊

敬道，横山沙織，吉田美帆，淀川祐紀，佐藤多代，高橋聡太，菅原準一：経腟

穿刺採卵から約２か月後に卵巣膿瘍を呈した子宮内膜症合併不妊の１例
170. 第37回

Computing in Cardiology（ポスター）（ニース／フランス）９月６日－９月９日

Marzbanrad F, Kimura Y, Endo M, Palaniswami M, Khandoker AH ：Classification of
doppler ultrasound signal quality for the application of fetal valve motion identification
171. 第14回
武田

徳島 Kampo 研究会（特別講演）（徳島）９月９日

172. 第55回
辻

卓：がん治療に活かせる漢方～切れ目のないがん治療サポートのために～
日本産科婦人科内視鏡学会（横浜）９月10日－９月12日
圭太，新倉

仁，橋本千明，重田昌吾，渡邉

善，海法道子，徳永英樹，宇都宮裕貴，八

重樫伸生：Thiel 法固定による遺体献体を用いた腹腔鏡下手術トレーニングの導入
173. 第55回

日本産科婦人科内視鏡学会（横浜）９月10日－９月12日

橋本千明，新倉
藤

仁，辻

圭太，重田昌吾，渡邊

善，徳永英樹，海法道子，宇都宮裕貴，伊

潔，八重樫伸生：子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術におけるセンチネルリンパ

節生検の検討
174. 第55回

日本産科婦人科内視鏡学会（横浜）９月10日－９月12日

土岐麻実，宇賀神智久，渡辺
175. 第55回
湊

正：当院における子宮鏡支持鉗子の使用経験

日本産科婦人科内視鏡学会（横浜）９月10日－９月12日
純子，渡邉

善，渋谷祐介，徳永英樹，宇都宮裕貴，菅原準一，新倉

婦人科腹腔鏡下手術におけるアニマルラボを用いたトレーニングセミナー
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仁，八重樫伸生：

176. 第55回

日本産科婦人科内視鏡学会（横浜）９月10日－９月12日

渡辺
177. 第55回

正：卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡下卵管切開術後の自然妊娠に関する検討
日本産科婦人科内視鏡学会（横浜）９月10日－９月12日

宇賀神智久：当院におけるセプラフィルム搬入方法の紹介
178. TOMODACHI&JJ 災害看護研修プログラム報告会（仙台）９月12日
菅原準一
179. 第35回

産婦人科漢方研究会（東京）９月13日

松本大樹，杉山

隆，八重樫伸生：月経困難症に対し，当帰芍薬散と桂皮茯苓丸が有効だった

２症例
180. 第29回

心臓病胎児診断症例報告会（東京）９月13日

川瀧元良：DORV の胎児診断
181. 第３回
岡本
182. 第35回

函館東北病理カンファレンス（教育講演）（函館）９月19日
聡：子宮頸部腺系病変の細胞像－スコアリング・システムと ThinPrep 法－
日本乳腺甲状腺超音波医学会（シンポジウム）（盛岡）９月19日

高野忠夫：新しい倫理指針とその対応
183. 第304回

青森県臨床産婦人科医会（教育講演）（八戸）９月26日

立花眞仁：核移植を用いた遺伝子治療確立へ向けて
184. 第１回

ALSO-Japan（金沢）９月26日

菅原準一：災害の時にもお産を守るために－それから－
185. 第１回

ALSO-Japan（金沢）９月26日

佐藤尚明：東北地区における ALSO 活動について
186. 周産期医療講演会（特別講演）（釧路）９月26日
川瀧元良：重症な心臓病の赤ちゃんを救うための胎児診断トレーニングと遠隔診断の必要性
187. 周産期医療講演会（特別講演）（釧路）９月26日
川瀧元良：機能的単心室疾患

胎児診断／ Fontan 手術の進歩

188. 周産期医療講演会（STIC セミナー）（釧路）９月26日
川瀧元良：腹部断面・四腔断面からみつかる重症心疾患
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189. 第３回

国際遠隔医療教育ネットワークに関する担当医師及び技術担当者全国合同会議（口頭講

演・パネルディスカッション）（札幌）９月30日
川瀧元良，魚瀬尚郎，波々伯部佳子，工藤孔梨子，安徳恭彰，清水周次，野口一人：学術ネッ
トワークを使った胎児心エコーセミナーの報告
190. 第26回 日本機械学会 バイオフロンティア講演会（ポスター）
（福岡）10月２日－10月３日
松原健人，船本健一，Ioannis Z，船本聖絵，伊藤拓哉，正宗

淳，木村芳孝，早瀬敏幸，

Roger K：マイクロ流体デバイスによる低酸素下の血管内皮細胞の物質透過性の計測
191. 第53回

東北生殖医学会（山形）10月３日

志賀尚美，宇都宮裕貴，石橋ますみ，黒澤大樹，西本光男，渡邉

善，井原基公，立花眞仁，

八重樫伸生：両肺動脈血栓を呈した重症 OHSS 症例に対し，PCPS と血栓吸引療法にて救命し
得た一例
192. 第17回
室月
193. 第21回

イアンドナルド超音波講座（岐阜）10月３日－10月４日
淳：骨系統疾患の超音波診断と予後
FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics（バンクーバー／カナダ）10月

４日－10月９日
Sugawara J：Delivering perinatal health care among internal displaced refugees after the
tsunami disaster in Japan
194. 子宮内膜症治療を考える会（特別講演）（八戸）10月７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ジェノゲスト副作用対策

としての漢方療法
195. 第74回

日本癌学会（ポスター）（名古屋）10月８日－10月10日

Fue M, Miki Y, Takagi K, Suzuki T, Ito K：Effects of relaxin on endometrial cancer cell
proliferation and invasion through differential pathways
196. 第74回

日本癌学会（ポスター）（名古屋）10月８日－10月10日

Miki Y, Fue M, Takagi K, Suzuki T, Sasano H, Ito K：Involvement of the stress hormone,
cortisol, in the progression of endometrial cancer
197. 仙台医療センター産婦人科勉強会（仙台）10月９日
岡本
198. 第19回

聡：婦人科細胞診－産婦人科医として知っておきたいこと－
日本遠隔医療学会（仙台）10月９日－10月10日

川瀧元良，魚瀬尚郎，波々伯部佳子，工藤孔梨子，安徳恭彰，清水周次，野口一人：学術ネッ
トワークを使った胎児心エコーセミナーの報告．The report of seminar of fetal echocardiography with SINET
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199. 第19回

日本遠隔医療学会（仙台）10月９日－10月10日

川瀧元良，佐藤

大，鈴木麻里恵，清水周二，安徳恭彰，工藤孔梨子，波々伯部佳子，木村友

登，山根康嗣：インターネットを使った胎児心エコーセミナーの経験
200. 第19回

日本遠隔医療学会（シンポジウム）（仙台）10月９日－10月10日

川瀧元良：先天性心疾患の胎児診断における，Vidyo を活用した遠隔診断の報告
201. 第19回

日本遠隔医療学会（シンポジウム）（仙台）10月９日－10月10日

川瀧元良：重症心疾患の胎児診断の現状と遠隔医療への挑戦
202. 第25回

World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology（モントリオール／カ

ナダ）10月11日－10月14日
Kawataki M：A new maker, three vessel triangle sign for fetal screening of  infracardiac
total anomalous pulmonary venous return（TAPVD）
203. 第25回

World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology（モントリオール／カ

ナダ）10月11日－10月14日
Kawataki M：A new and excellent screening way of aortic arch by the Biplane method
204. 第25回

World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.（モントリオール／カ

ナダ）10月11日－10月14日
Kawataki M, Sudou M, Masaoka H：The possibility of fetal heart screening by real time
4D
205. Ovarian Cancer Forum（話題提供）（仙台）10月15日
山田秀和：症例提示
206. AACR Advance in Ovarian Cancer Research: Exploiting Vulnerabilities（ポスター）（オーラ
ンド／米国）10月17日－10月20日
Shigeta S, Toyoshima M, Kitatani K, Minato J, Ishibashi M, Usui T, Yaegashi N：
Transferrin facilitates the formation of DNA double-strand breaks via transferrin
receptor 1 in fallopian tube epithelial cells.
207. なでしこフォーラム～女性の健康寿命延伸のために～（特別講演）（大阪）10月17日
武田

卓：更年期以降に女性に潜在化しやすい疾患－更年期障害から骨粗鬆症治療まで－

208. ADVNET2015

広帯域ネットワーク利用に関するワークショップ（東京）10月19日

川瀧元良，清水周二，安徳恭彰，工藤孔梨子，波々伯部佳子，野口一人，魚瀬尚郎：学術ネッ
トワーク（SINET）をつかった胎児心エコーセミナーの報告
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209. RIMS 研究集会「生物現象におけるパターン形成と数理」
（京都）10月21日－10月23日
飯田渓太，木村芳孝，武藤晢彦：ゆらぎをもつ細胞内ダイナミクスと 運命決定の数理解析
210. 第25回

日本新生児看護学会（招待講演）（盛岡）10月24日

有馬隆博：子どもの健康と環境に関する全国調査から見えてくるもの
211. 第53回

日本癌治療学会（学術セミナー）（京都）10月29日－10月31日

新倉

仁：術中にみる婦人科癌センチネルリンパ節検出部位と転移診断法－リンパ節転移を効

率よく発見するために－
212. 第38回

日本母体胎児医学会（シンポジウム）（別府）10月29日－10月30日

佐藤尚明：新しい母体腹壁誘導胎児心電図装置の現状と未来～母体腹壁誘導と直接誘導の比較
について～
213. 第19回

東北内分泌研究会（青森）10月31日

三木康宏，笛

未崎，高木清司，鈴木

貴，伊藤

潔：子宮内膜癌組織におけるコルチゾール

濃度とエストロゲン合成との関係
214. ALSO プロバイダーコース山形（山形）10月31日－11月１日
菅原準一
215. 第12回

日本周産期メンタルヘルス学会（シンポジウム）（下野）10月31日－11月１日

室月
216. 第36回

淳：母体血を用いた新しい出生前遺伝学的検査（NIPT）希望の動機の背景にあるもの
日本臨床細胞学会福島県支部会（特別講演）（郡山）11月１日

伊藤
217. 第23回

潔：子宮がん検診

－震災以降の宮城県での取り組み－

日本胎盤学会（東京）11月５日－11月６日

濱田裕貴，岡江寛明，有馬隆博，八重樫伸生：ヒト胎盤におけるインプリント型 X 染色体不
活性化
218. 第30回

日本女性医学会（ポスター）（名古屋）11月７日－11月８日

志賀尚美，渡邉

善，宇都宮裕貴，八重樫伸生：当院における完全型アンドロゲン不応症患者

の骨健康管理，ヘルスケアの現状
219. 第30回
武田

日本女性医学会（特別講演）（名古屋）11月８日
卓：月経前症候群（PMS）・月経前不快気分障害（PMDD）

220. ストレンジック発売記念講演会（指定発言）（東京）11月７日
室月

淳：出生前画像診断による胎児骨系統疾患と HPP の鑑別
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221. 第２回

婦人科 SNNS 意見交換会（横浜）11月13日

新倉

仁：婦人科癌における SLN 生検による縮小手術の多施設共同試験に向けての準備－プ

ロトコール作成の問題点－
222. 第17回
岡本

SNNS 研究会学術集会（横浜）11月13日－11月14日
聡，新倉

仁，徳永英樹，永井智之，辻

圭太，重田昌吾，佐藤いずみ，橋本千明，八

重樫伸生：子宮体癌センチネルリンパ節の術中２mm 間隔転移検出法の検討
223. 第９回
室月

日本早産予防研究会学術集会（特別講演）（東京）11月14日

224. 第602回

淳：新しい切迫早産薬レトシバンについて－非ペプチド性オキシトシン受容体拮抗剤
宮城県産科婦人科学会集談会（教育講演）（仙台）11月14日

立花眞仁：ミトコンドリア遺伝病の伝搬防止に向けた取り組み
225. 女性にやさしい漢方セミナー（特別講演）（秋田）11月19日
武田
226. 第54回

卓：実践漢方治療 in 秋田

Ⅰあっためて痛みをとる

Ⅱ眠くならない睡眠薬

日本臨床細胞学会 秋季大会（ポスター）（名古屋）11月21日－11月22日

重田昌吾，徳永英樹，岡本

聡，湊

純子，渋谷祐介，城

圭太，田中創太，志賀尚美，海法道子，新倉

仁，伊藤

伶史，橋本千明，佐藤いずみ，辻
潔，八重樫伸生：腹水中に腫瘍細胞

が出現した腟悪性黒色腫の一例
227. 第54回
辻

日本臨床細胞学会 秋季大会（ポスター）（名古屋）11月21日－11月22日
圭太，徳永英樹，湊

法道子，岡本

純子，重田昌吾，佐藤いずみ，橋本千明，田中創太，志賀尚美，海

聡，高野忠夫，新倉

仁，伊藤

潔，渡部

洋，八重樫伸生：子宮頸部原発骨

肉腫の１例
228. 第54回
伊藤

日本臨床細胞学会 秋季大会（教育講演）（名古屋）11月21日－11月22日

229. 第54回
城

潔：卵巣がんの治療戦略
日本臨床細胞学会 秋季大会（ポスター）（名古屋）11月21日－12月22日
伶史，徳永英樹，岡本

聡，湊

中創太，志賀尚美，海法道子，伊藤

純子，佐藤いずみ，重田昌吾，辻
潔，渡部

洋，新倉

圭太，橋本千明，田

仁，八重樫伸生：子宮膣部細胞診

ASC-H の検討
230. 第54回
湊

日本臨床細胞学会 秋季大会（ポスター）（名古屋）11月21日－12月22日
純子，徳永英樹，岡本

聡，城

中創太，志賀尚美，海法道子，伊藤

伶史，佐藤いずみ，橋本千明，重田昌吾，辻
潔，渡部

腫瘍の悪性度による細胞学的検討
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洋，新倉

圭太，田

仁，八重樫伸生：卵巣ブレンナー

231. 第54回

日本臨床細胞学会 秋季大会（ポスター）（名古屋）11月21日－11月22日

重田昌吾，城

伶史，湊

法道子，徳永英樹，岡本

純子，橋本千明，佐藤いずみ，辻
聡，新倉

仁，伊藤

潔，渡部

圭太，田中創太，志賀尚美，海
洋，八重樫伸生：腹水中に腫瘍細

胞が出現した膣原発悪性黒色腫の一例
232. TOMODACHI&JJ 災害看護研修プログラム 報告会②（高知）11月21日
菅原準一
233. 第33回

受精着床学会（招待講演）（東京）11月26日－11月27日

有馬隆博：ヒト胚発生におけるエピジェネティクスの変調
234. 第38回

日本産婦人科手術学会（東京）11月28日－11月29日

永井智之，清水孝規，田上可桜，佐々木

恵，市川さおり，郷右近祐介，初貝和明，吉田祐

司：小腸内膜症に起因する腸閉塞により発症した消化管穿孔の一例
235. ALSO プロバイダーコース（仙台）11月28日－11月29日
菅原準一
236. 第38回

日本分子生物学会（ポスター）（神戸）12月１日－12月４日

Shibuya Y, Tokunaga H, Yasuda J, Saito S, Li B, Yaegashi N：Discovery of gene
alterations causing ovarian clear cell carcinoma
237. 第274回
室月

長野県周産期カンファランス（特別講演）（松本）12月２日
淳：胎児骨系統疾患の診断と周産期管理

238. 大阪大学・第１回胎児診断治療セミナー（特別講演）（大阪）12月３日
室月

淳：日本の胎児治療のきのう・きょう・あした

239. 春日井市民病院・周産期医療における災害医療研修会（春日井）12月４日
室月

淳：東日本大震災とわれわれ－3.11を心に刻んで

240. 平成27年度救急救命士再教育講習（講義・実技訓練）（仙台）12月４日
菅原準一：周産期・新生児対応
241. 第４回
武田

池田・箕面市産婦人科臨床研究会（特別講演）（大阪）12月５日
卓：我が国における月経前症候群（PMS）・月経前不快気分障害（PMDD）の現状と対

応～高校生からアスリートまで～
242. 第164回
室月

染色体研究会（特別講演）（大宮）12月12日
淳：出生前診断の現状と課題－心理・家族・社会的な視点も含めて
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243. 平成27年度 HIV 医療講習会 エイズ・性感染症予防啓発大会（特別講演）
（水戸）12月13日
武田

卓：我が国における月経前症候群（PMS）・月経前不快気分障害（PMDD）の現状と対

応～女子高校生からアスリートまで～
244. 第603回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月19日

濱田裕貴，齋藤昌利，西堀翔子，久野貴司，高橋聡太，岩間憲之，大塩清佳，西郡秀和，八重
樫伸生：妊娠中に心原性脳梗塞を発症した大動脈弁置換後 Marfan 症候群の一例
245. 第603回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月19日

柳田純子：妊娠28週不全子宮破裂をきたした一例
246. 第603回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月19日

井ケ田小緒里：満期分娩後に明らかとなった臨床的絨毛癌合併妊娠の一例
247. 第603回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月19日

田中恵子，我妻理重，齋藤淳一，宮野菊子，松本大樹，佐藤尚明：右下腹部痛を主訴に受診し
た Wunderlich 症候群の１例
248. 平成27年度母子救護研修会（石巻）12月23日
佐藤尚明：東北地区における新設医学部について
249. 第169回

新潟県産科婦人科集談会（特別講演）（新潟）２月15日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する
250. 第101回

日本消化器病学会（招請講演）（仙台）４月24日

八重樫伸生：東北メディカル・メガバンク事業
251. 第23回

鴨和腫瘍カンファレンス（特別講演）（京都）７月５日

八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する
252. 第32回

新潟県臨床細胞学会（特別講演）（新潟）７月12日

八重樫伸生：大震災から始まる物語－細胞からゲノムへ－
253. 富山県産科婦人科学会（特別講演）（富山）８月21日
八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する
254. 北陸婦人科腫瘍講演会（北陸 GOG）（特別講演）（金沢）９月26日
八重樫伸生：婦人科がん手術を科学する
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