４
１. 第10回

学会・研究会・セミナー等での発表

リトリート大学院生研究発表会（仙台）１月14日

張

雪薇，北谷和之，豊島将文，石橋ますみ，臼井利典，湊

純子，重田昌吾，八重樫伸生：

セラミド製剤によるネクロプト―シスの誘導
２. 第15回

山形骨盤外科研究会（講演）（山形）１月20日

齋 藤 彰 治， 西 村 杏 子， 丸 山 真 弓， 髙 橋 可 菜 子， 齋 藤

彩， 小 篠 隆 広， 阿 部 祐 也：Total

laparoscopic hysterectomy
３. 平成28年度

熊本県がん検診従事者（機関）認定協議会

子宮がん検診従事者研修会（特別講演）

（熊本）１月28日
伊藤

潔：子宮がん検診の実情，そして展望－東日本大震災以降の宮城県での取り組み－

４. 平成28年度

第３回新潟県産婦人科医会研修会（兼 母体保護指定医師講習会）（教育講演）（新潟）

１月28日
田中耕平：妊婦健診時における HPV 併用子宮頸がん検診の現状と意義
５. 平成28年度
伊藤

第２回宮城県産婦人科医会コ・メディカル研修会（特別講演）（仙台）２月４日
潔：子宮がん予防の現状と展望－震災以降の宮城県での取り組み－

６. The  2017 Japan-NIH joint Symposium（ポスター）（仙台）２月15日－２月17日
張

雪薇，北谷和之，豊島将文，石橋ますみ，臼井利典，湊

純子，重田昌吾，八重樫伸生：

Anti-tumor activities of ceramide nanoliposomes in ovarian cancer
７. 平成28年度

宮城県医師会医師研修講習会（仙北第二地区）（特別講演）（登米）２月16日

島田宗昭：一般診療で注意を要する婦人科疾患
８. ディナゲスト研究会（仙台）２月22日
渡辺
９. 第５回
張

正：婦人科診療における子宮腺筋症
婦人科がんバイオマーカー研究会（大阪）２月25日
雪 薇， 北 谷 和 之， 豊 島 将 文， 石 橋 ま す み， 臼 井 利 典， 湊

純 子， 重 田 昌 吾，Mark

Kester，八重樫伸生：卵巣癌に対するセラミドナノリポソーム製剤の抗腫瘍作用
10. 第５回

婦人科がんバイオマーカー研究会（大阪）２月25日

北谷和之，張

雪薇，臼井利典，豊島将文，重田昌吾，石橋ますみ，小木曽英夫，岡崎俊朗，

八重樫伸生：卵巣がん転移制御へのセラミド合成酵素２の関与

－ 20 －

11. 第２回

ミトコンドリア病研究患者公開フォーラム（招待講演）（東京）２月25日

立花眞仁：生殖医療を取り巻く状況・母系遺伝ミトコンドリア病の核移植
12. 第614回

宮城産科婦人科学会集談会（講演）（仙台）２月25日

谷川原真吾：医療保険の話
13. 女性ジャーナリストのための『女性の健康』セミナー（特別講演）（東京）３月１日
武田
14. 第39回

卓：女性ホルモンと女性の健康・診療の実際
県南周産期セミナー（特別講演）（八戸）３月４日

今井紀昭：早産撲滅を目指して
15. 2016年度

～当科での取り組み～

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍セミナー（招待講演）（東京）３月４日

新倉

仁：腹腔鏡下手術に必要な解剖

16. 平成28年度

HTLV-1 母子感染対策研修会（講演）（仙台）３月９日

谷川原真吾：宮城県内における HTLV-1 母子感染の状況と相談対応の実際について
17. 第６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（講演）（山形）３月10日

阿部祐也：産褥母子健診の必要性
18. 堺産婦人科医会学術講演会（学術講演）（堺）３月11日
武田

卓：産婦人科も知っておきたい漢方汎用５処方

19. Society of Gynecologic Oncology Annual meeting on women’s cancer 2017（メリーランド / 米
国）３月12日－３月15日
Matsuo K, Shimada M, Aoki Y, Sakamoto M, Fujiwara H, Matsumoto T, Mikami M,
Sugiyama T：Comparison of adjuvant therapy for node-positive high-risk early-stage
cervical cancer: systematic chemotherapy versus pelvic irradiation
20. Joint Meeting of the German and Japanese Societies of Developmental Biologists（ポスター）
（キール／ドイツ）３月15日－３月18日
Funamoto K, Kawataki M, Nakanishi K, Yoshida C, Funamoto K, Dong Y, Ito T, Sato N,
Kimura Y：The excessive intake of vitamin A in mice pregnant increases the risk of long
QT syndrome for the fetal heart
21. Society for Reproductive Investigation 64th Annual Scientific Meeting（招待講演）（オーラン
ド／米国）３月15日－３月18日
Saito M：The artificial placenta, development and application

－ 21 －

22. Society for Reproductive Investigation 64th Annual Scientific Meeting（ポスター）（オーラン
ド／米国）３月15日－３月18日
Dong Y, Kimura Y, Yaegashi N：A study of three risk factors for fetal brain injury
using a mouse model
23. Society for Reproductive Investigation 64th Annual Scientific Meeting（ポスター）（オーラン
ド／米国）３月15日－３月18日
Minato T, Ito T, Sato N, Kimura Y, Yaegashi N：A new method of predicting a brain
hemorrhage risk in fetal growth restriction
24. Society for Reproductive Investigation 64th Annual Scientific Meeting（ポスター）（オーラン
ド／米国）３月15日－３月18日
Sakurada S, Tokunaga H, Watanabe Y, Yamada H, Kazuhiro T, Niikura H, Yaegashi N：
DNA copy number analysis of primary fallopian tube carcinoma
25. Society for Reproductive Investigation 64th Annual Scientific Meeting（ポスター）（オーラン
ド／米国）３月15日－３月18日
Shibuya Y, Saito S, Kojima K, Li B, Tokunaga H, Nagasaki M, Yasuda J, Yaegashi N：
Identification of somatic genetic alterations in ovarian clear cell carcinomas with next
generation seqeuencing
26. Society for Reproductive Investigation 64th Annual Scientific Meeting（オーランド／米国）３
月15日－３月18日
Wagata M, Nakaya N, Tsuchiya N, Narita A, Nakamura T, Metoki H, Fukushima A,
Yaegashi N, Kure S, Yamamoto M, Kuriyama S, Hozawa A, Sugawara J：The
association between the history of hypertensive disorders of pregnancy, obesity and
hypertension in later life by age group : A cross-sectional analysis.
27. 第５回

胎児心電図研究会（基調講演）（仙台）３月18日

佐藤尚明：胎児心電図研究のこれまでの歩みと多施設共同研究の概要について
28. 第137回

日本薬学会（仙台）３月24日－３月27日

北谷和之，張

雪薇，豊島将文，Mark Kester，八重樫伸生：セラミド製剤のネクロプトーシ

ス誘導型癌治療薬としての可能性
29. 第16回

和歌山産婦人科病診連携研究会（特別講演）（和歌山）３月25日

八重樫伸生：大震災から始まる物語～細胞からゲノムへ～
30. 第25回

愛知県産婦人科臨床懇話会（特別講演）（名古屋）４月８日

武田

卓：アスリートに学ぶ女性のヘルスケアマネジメント～月経困難症・PMS/PMDD 治

療のコツ

－ 22 －

31. 第69回

日本産科婦人科学会（シンポジウム）（広島）４月13日－４月16日

立花眞仁：成熟卵紡錘体置換（MST）法を用いた配偶子系列遺伝子治療確立へ向けて
32. 第69回

日本産科婦人科学会（生涯研修プログラム）（広島）４月13日－４月16日

島田宗昭：子宮に発生する Rare tumor の診断と治療
33. 第69回

子宮頸部腺癌（Gastric type）

日本産科婦人科学会（IS workshop）（広島）４月13日－４月16日

Okamoto S, Niikura H, Nagai T, Tokunaga H, Toki A, Toyoshima M, Kaiho M, Otsuki A,
Hashimoto C, Sakurada S, Shibuya Y, Yaegashi N：Correlation between the tumor area
and copies number of CK19 mRNA expressionby OSNA in sentinel lymph nodes of
patients with endometrial cancer
34. 第69回

日本産科婦人科学会（IS workshop）（広島）４月14日－４月16日

Wagata M, Kurosawa Y, Hamada H, Kurakata M, Hoshiai T, Nishigori H, Saito M,  
Fukushima A,   Yaegashi N, Sugawara J：The association between pregnancy-induced
hypertension and hypertension in later life by age group : A cross-sectional analysis
35. 第69回

日本産科婦人科学会（IS workshop）（広島）４月13日－４月16日

Watanabe Z, Iwama N, Nishigori H, Arima T, Takeda T, Sugawara J, Metoki H,
Yaegashi N, and Japan Environment & Children’s Study Group：The Great East Japan
Earthquake and following big tsunami impacted mental condition of pregnant women in
the seriously affected area, Miyagi : The Japan Environment and Children's Study
36. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Bin Li, Takashi Takeda, Kenji Tsuiji, Nobuo Yaegashi：Investigate the inhibitory effect
of SS5020-A selective estrogen receptor modulator on uterine leiomyomas in a xenograft
mouse model
37. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Kitatani K, Zhang X, Toyoshima M, Egiz M, Minato J, Ishibashi M, Shigeta S, Yaegashi
N：Ceramide synthase 2-ceramide synthesis pathway modulates the metastatic  potential
of ovarian cancer
38. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Kuno T, Watanabe Z, Tanaka K, Fujimine A, Ishibashi M, Shiga N, Ihara M, Sugawara J,
Tachibana M, Yaegashi N：Case report ; Sarcoidosis of the fallopian tube
39. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Minato T, Ito T, Sato N, Kimura Y, Yaegashi N：A new method of predicting a brain
hemorrhage risk in fetal growth restriction
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40. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Oyama Y, Niikura H, Shibuya Y, Sakurada S, Hashimoto C, Nagai T, Otsuki A, Kaiho M,
Toyoshima M, Tokunaga H, Yaegashi N：Survival analysis of ovarian cancer on
reclassification 2014 FIGO at Tohoku University
41. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Sakurada S, Tokunaga H, Watanabe Y, Kazuhiro T, Yamada H, Niikura H, Yaegashi N：
Clinical characteristics of primary fallopian tube carcinoma-A retrospective analysis of
three institute experience
42. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Shibuya Y, Saito S, Kojima K, Bin Li, Tokunaga H, Nagasaki M, Yasuda J, Yaegashi N：
Identification of somatic genetic alterations in ovarian clear cell carcinomas with next
generation seqeuencing
43. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Takahashi S, Saito M, Hamada H, Hoshiai T, Nishigori H, Yaegashi N：Clinical significance of inflammatory biomarkers in the amniotic fluid for evaluation of   chorioamnionitis（CAM）
44. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Tanaka K：Comparison in outcome of laparoscopic surgical treatment for mayerrokitansky-kuster-hauser syndrome
45. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Toyoshima M, Tsuji K, Shigeta S, Tokunaga H, Ito K, Niikura H, Yaegashi N：
Leptomeningeal metastasis from gynecologic cancers diagnosed by brain MRI
46. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

Zhang X, Kitatani K, Toyoshima M, Ishibashi M, Shigeta S, Minato J, Yaegashi N：
Anti-tumor activities of ceramide nanoliposomes in ovarian cancer
47. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

井原基公，坂本雅弘，加藤恭丈，Hung Tseng, Richard M. Schultz，五十嵐和彦，立花眞仁，
八重樫伸生：Sumoylation of basonuclin1 highly expressed in oocyte is enhanced by pias 4
48. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

土岐麻実，新倉

仁，岡本

聡，橋本千明，大槻

愛，永井智之，海法道子，徳永英樹，豊島

将 文， 島 田 宗 昭， 八 重 樫 伸 生：Evaluation of effectiveness in sentinel node navigation
surgery to high-risk endometrial cancer patients by cervical injection method
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49. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

黒澤靖大，和形麻衣子，末永香緒里，千坂

泰，濱田裕貴，倉片三千代，星合哲郎，西郡秀

和，齋藤昌利，菅原準一，八重樫伸生 ：Biomarker discovery for preeclampsia by newly
established global metabolomic technology
50. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

今井紀昭，高橋

司，吉田瑶子，末永香緒里，葛西亜希子，葛西剛一郎，河野順子，会田剛

史：当科における予防的頸管縫縮術についての検討
51. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

亀田里美，豊島将文，鏡友理恵，和田麻美子，藤井

調，飯田修一，田中耕平，星

和彦：原

発不明不妊症患者における腹腔鏡下子宮筋腫核出術の妊娠予後に対する有用性
52. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

齋藤裕也：産褥期出血に対し経カテーテル的血管塞栓術（TAE）を施行した13症例の検討
53. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

高橋

司，今井紀昭，平賀裕章，湊

敬道，吉田瑶子，末永香緒里，葛西亜希子，葛西剛一

郎，河野順子，会田剛史：異なる治療を行った帝王切開瘢痕部妊娠３例
54. 第69回
辻
55. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日
圭太：当院における LNG-IUS 脱出例の検討
日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

成田吉央：シリコンジェルシート Mom’s Care の反復帝王切開術後の瘢痕形成に対する安全性
と有効性の検討
56. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

西堀翔子，桃野友太，和田麻美子，藤井

調，飯田修一，田中耕平，星

和彦：子宮圧迫縫合

（B-Lynch 変法）の方法とその有効性について
57. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

宮原周子： 妊娠初期の子宮頸部細胞診が契機となり発見された子宮頸部浸潤癌の 3 症例
58. 第69回

日本産科婦人科学会（ポスター）（広島）４月13日－４月16日

桃野友太，田中耕平，西堀翔子，和田麻美子，藤井
星

調，飯田修一，佐々木宏子，和田裕一，

和彦：絞扼性イレウスを契機に発症した子宮不全破裂の１例

59. 卵巣癌 WEB セミナー（講演）（仙台）４月24日
島田宗昭：再発卵巣癌化学療法の再考－抗腫瘍効果と QOL 維持の両立を目指して－
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60. 第９回

International Ceramide Conference（ニューヨーク / 米国）５月１日－５月５日

Zhang X, Kitatani K, Toyoshima M, Ishibashi M, Usui T, Minato J, Egiz M, Shigeta S,
Fox T, Deering T, Kester M, Yaegashi N：Potential of ceramide nanoliposomes as
necroptosis-inducing chemotherapeutic reagents in ovarian cancer
61. 第９回

International Ceramide Conference（ニューヨーク / 米国）５月１日－５月５日

Kitatani K：Ceramide synthase 2-ceramide axis limits metastatic potential of ovarian
cancer
62. 第７回

東京婦人科がん手術手技研究会（特別講演）（東京）５月12日

新倉

仁：子宮頸がん，体がんにおける SNNS の現状と課題

63. 第616回

宮城産科婦人科学会集談会（講演）（仙台）５月13日

谷川原真吾：セミオープンシステムの現状と課題
64. やまがた漢方講演会（特別講演）（山形）５月16日
大澤

稔：痛みと漢方治療

65. 仙台市薬剤師学術研修会（特別講演）（仙台）５月25日
武田

卓：女性活躍促進と大豆～更年期障害・月経前症候群へのエクオールの活用

66. 日本生化学会東北支部
張

第83回例会（ポスター）（仙台）５月26日－５月27日

雪薇，北谷和之，豊島将文，石橋ますみ，臼井利典，湊

純子，重田昌吾，八重樫伸生：

セラミド製剤によるネクロプトーシス誘導機序の解明
67. 第58回

日本臨床細胞学会総会（春期大会）（シンポジウム）（大阪）５月27日－５月28日

田㔟
68. 第58回

亨，伊藤

日本臨床細胞学会総会（春期大会）（教育講演）（大阪）５月27日－５月28日

岡本

聡：スコアリング・システムを用いた異型腺細胞（NILM, AGC, AIS）の判定

69. 第58回

日本臨床細胞学会総会（春期大会）（ワークショップ）（東京）５月27日－５月28日

新倉
藤
70. 第58回

潔，小澤信義，八重樫伸生：宮城県の受診率向上対策から精度管理まで

仁，岡本
潔，田㔟

聡，板橋育子，山本ちひろ，海法道子，徳永英樹，豊島将文，佐藤朋春，伊
亨，八重樫伸生：AGC と判定される病態と臨床経過検討

日本臨床細胞学会総会（春期大会）（ポスター）（大阪）５月27日－５月28日

藤原しのぶ，伊藤 潔，田㔟 亨：液状化細胞診（LBC）導入後の検診成績と HPV オプション
検査の報告
71. 第68回
武田

日本東洋医学会（シンポジウム）（名古屋）６月２日－６月４日
卓：産後の不調に対する漢方治療
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72. 第68回

日本東洋医学会（名古屋）６月２日－６月４日

大澤

稔，高山

真，菊地章子，沼田健裕，池野由佳，西川

神谷哲治，有田龍太郎，小島三千代，佐々木浩代，原澤

仁，齊藤奈津美，金子聡一郎，

健，高橋光生，石井

正：葛根湯が

無効な肩凝りに対する漢方治療～肩凝り部位に応じた併用薬の選択について～
73. 第２回

日本女性薬局経営者の会総会（ランチョンセミナー）（東京）６月４日

武田

卓：女性活躍促進と大豆～更年期障害・PMS へのエクオールの活用

74. 持田製薬社主催大学門前薬局講義（研修会講師）（仙台）６月７日
立花眞仁：子宮内膜症と子宮腺筋症の治療戦略～妊孕性温存を中心に～
75. 第34回

山形県周産期・新生児医療研究会（講演）（山形）６月９日

阿部祐也，丸山真弓，齋藤彰治，齋藤

彩，小幡美由紀，小篠隆広：一絨毛膜二羊膜双胎の一

児胎児死亡
76. 第14回

日本婦人科がん会議（JGOG Afternoon Seminar）（新潟）６月９日－６月10日

島田宗昭：国内における Precision Medicine の現況と展望

JGOG における臨床研究の課題

と展望
77. 明石・加古川・高砂産婦人科医会学術講演会（特別講演）（明石）６月10日
武田
78. 第34回

卓：なぜ効く？知ってトクする漢方５処方
山口県母性衛生学会学術講演会（特別講演）（山口）６月11日

菅原準一：周産期災害対応と次世代型医療の開発－東北の創造的復興へ－
79. 第25回

Asian & Oceanic Congress of Obstetrics and Gynecology（AOCOG）（ポスター）（香港

/ 中国）６月15日－６月18日
Takahashi S, Saito M, Hamada H, Hoshiai T, Nishigori H,  Yaegashi N ：Clinical significance of inflammatory biomarkers in the amniotic fluid for evaluation of   chorioamnionitis（CAM）
80. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

久野貴司，立花眞仁，田中恵子，石橋ますみ，志賀尚美，渡邉

善，井原基公，八重樫伸生：

性器結核による重度の骨盤内，及び子宮腔内癒着を呈した一例
81. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

熊谷奈津美，齋藤淳一，鏡友理恵，熊谷祐作，宮野菊子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：帝
王切開瘢痕部妊娠の１例
82. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

黒澤大樹：子宮鏡下に支持鉗子を用いて搬出に成功した IUD 抜去困難の２症例

－ 27 －

83. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

齋藤
84. 第143回

彩，齋藤彰治，小篠隆広，阿部祐也：胎児心不全をきたした母体甲状腺機能亢進症
東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

佐々木
85. 第143回

恵：異所性妊娠の腹腔内出血量，開腹／腹腔鏡手術での止血完了時間についての検討

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

白井友梨，齋藤淳一，鏡友理恵，熊谷祐作，宮野菊子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：卵管
から発生した成熟奇形腫の１例
86. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

高橋

新，吉田瑶子，末永香緒里，葛西剛一郎，葛西亜希子，会田剛史，河野順子，今井紀

昭：帝王切開術と脳神経外科手術を必要とした下垂体腫瘍合併妊娠の１症例
87. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

高橋

司，末永香緒里，吉田瑶子，葛西亜希子，葛西剛一郎，会田剛史，河野順子，今井紀

昭：当院における早産症例99例とその新生児予後についての検討
88. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

田中恵子：当院におけるロキタンスキー症候群に対する低侵襲造腟術
89. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

田邉昌平，末永香緒里，吉田瑶子，葛西亜希子，葛西剛一郎，河野順子，会田剛史，今井紀
昭：妊娠26週時に未知の脳動静脈奇形破裂による脳出血を発症し，救命することができた妊婦
の一例
90. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

仁田原憲太：肥満妊婦の周産期予後
91. 第143回

肥満度による合併症リスクの比較

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

平賀裕章：母児間輸血症候群の４症例
92. 第143回

東北連合産科婦人科学会（秋田）６月17日－６月18日

柳田純子，藤峯絢子，氷室裕美，太田恭子，斎藤美帆，中里浩樹，鈴木久也，谷川原真吾：当院
で経験した前置血管の２例
93. 第22回

日本緩和医療学会学術大会（シンポジウム）（横浜）６月23日－６月24日

島田宗昭：婦人科がん患者に対する緩和医療の適切な実践を目指して－婦人科がん特有の緩和
医療とは？

－婦人科がん緩和医療における多施設共同臨床研究－現状と課題－

－ 28 －

94. 第16回

World Congress in Fetal Medicine（ポスター）（リュブリャナ／スロベニア）６月25日

－６月29日
Kimura Y, Oshio S, Minato T, Nishigori H, Sato N, Kasahara Y, Yaegashi N：Feasibility
study of fetal electrocardiographic interval measurements for application to detecting
abnormal rhythmic elements in fetal congenital heart disease
95. 持田製薬講演会（薬剤師対象）（講演）（石巻）６月27日
吉田祐司：子宮内膜症・腺筋症の治療について
96. 訪問看護師のためのやさしい漢方セミナー（特別講演）（仙台）７月１日
大澤

稔：在宅医療で役立つ漢方薬

97. 北海道産婦人科医会（特別講演）（札幌）７月１日
武田
98. 第33回

卓：女性の活躍促進と大豆～スーパーイソフラボン「エクオール」の可能性～
Annual Meeting of the European Society of Human Reproduction and Embryology

（ポスター）（ジュネーブ／スイス）７月３日－７月５日
Kuno T, Tachibana M, Kurosawa H, Shiga N, Takahashi A, Watanabe Z,  Ishibashi M,
Ihara M, Yaegashi N：A trial to predict blastocyst development of human embryos by
chip-sensing embryo respiratory monitoring system
99. 第136回

山形県産婦人科集談会（山形）７月７日

小笠原あゆみ，仲野靖弘，丸山真弓，小幡美由紀，小篠隆広，阿部祐也：ドレナージチューブ
が腹腔内に遺残した一例
100. 第44回

日本毒性学会学術年会（招待講演）（横浜）７月10日－７月12日

有馬隆博：PCB とヒト精子におけるエピジェネティクス
101. 女性医師のための漢方セミナー（特別講演）（盛岡）７月11日
大澤
102. 第39回

稔：女性のライフステージに合わせた漢方薬
Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology

Society（招待講演）（済州島／韓国）７月11日－７月15日
Khandoker AH, Alangari HM, Marzbanrad F, Kimura Y：Investigating fetal myocardial
function in heart anomalies by doppler myocardial performance indices
103. 第617回

宮城産科婦人科学会集談会（講演）（仙台）７月15日

谷川原真吾：医療保険に関して
104. 第617回

宮城産科婦人科学会集談会（講演）（仙台）７月15日

吉永浩介：宮城県で発生した母体死亡および産婦人科偶発事例の報告について

－ 29 －

105. 第53回

日本周産期・新生児医学会（招待講演）（横浜）７月16日－７月18日

有馬隆博：ART とエピジェネティクス
106. 第53回

日本周産期・新生児医学会（ミニシンポジウム）（横浜）７月16日－７月18日

星合哲郎，濱田裕貴，齋藤昌利，西郡秀和，菅原準一，八重樫伸生：宮城県における未受診妊
婦のリスク因子およびその対策
107. 第53回

日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月16日－７月18日

木村芳孝：胎児心電図からの胎児心拍数解析の可能性
108. 第53回

日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月16日－７月18日

佐々木
109. 第53回

恵：ARPKD による妊娠中期からの羊水減少を認め，早期新生児死亡となった２例

日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月16日－７月18日

佐藤尚明：周産期救急シミュレーション教育は何を受講すればよいのか
110. 第53回

日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月16日－７月18日

末永香緒里，高橋

司，吉田瑶子，今井紀昭：32週または34週時骨盤位症例における分娩経過

の検討
111. 第53回
高橋

日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月16日－７月18日

112. 第53回

司，今井紀昭，吉田瑶子，末永香緒里：当院で単一臍帯動脈と診断した21症例の検討
日本周産期・新生児医学会（ポスター）（横浜）７月16日－７月18日

吉田瑶子，今井紀昭，高橋

司，末永香緒里：妊娠中に脳動脈奇形（AVM）破裂を生じたが

母児ともに良好な経過であった一例
113. 第53回

日本周産期・新生児医学会（横浜）７月16日－７月18日

鈴木久也，柳田純子，谷川原真吾，佐藤多代，川瀧元良：左室冠動脈瘻を出生前診断できた
HLHS（AA ＋ MS）の１例
114. 第53回

日本周産期・新生児医学会（横浜）７月16日－７月18日

高橋聡太，齋藤昌利，濵田裕貴，星合哲郎，西郡秀和，八重樫伸生：当院における絨毛膜羊膜
炎に対する羊水中サイトカイン測定の臨床的意義の検討
115. 第35回

日本受精着床学会（招待講演）（米子）７月20日－７月21日

有馬隆博：ART 由来出生児とゲノムインプリンティング
116. 第35回
星

日本受精着床学会（教育講演）（米子）７月20日－７月21日
和彦：生殖医療

黎明期，現状そして問題点

－ 30 －

117. 中部病院

新生児蘇生法講習会（インストラクター）（北上）７月22日

西本光男：新生児蘇生法（NCPR）「専門」コース（A コース）
118. 第74回
田㔟

細胞検査士ワークショップ福島（講演）（福島）７月22日－７月23日

119. 第262回

亨：子宮頸部腺癌の細胞診
北上薬剤師会研修会（研修講義）（北上）７月24日

西本光男：ディナゲスト錠・ジエノゲスト錠１㎎「モチダ」について
120. 第59回

日本婦人科腫瘍学会（シンポジウム）（熊本）７月27日－７月29日

島田宗昭：話題の臨床試験（JGOG/JCOG）と展望
121. 第59回

将来性のある日本発の第Ⅱ相試験

新倉

日本婦人科腫瘍学会（教育講演）（熊本）７月27日－７月29日

122. 第59回

仁：子宮頸がん，腟がん，外陰がんの薬物療法
日本婦人科腫瘍学会（ワークショップ）（熊本）７月27日－７月29日

島田宗昭：Tumor Board Debate
期

こんな症例，手術するしかないか症例 39歳 子宮頸癌ⅠB

123. 第59回

傍大動脈リンパ節再発手術する立場
日本婦人科腫瘍学会（ランチタイムセミナー）（熊本）７月27日－７月29日

島田宗昭：再発卵巣がんに対する治療戦略の再考
124. 第59回
辻

日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（熊本）７月27日－７月29日

125. 第59回

圭太：急性骨髄性白血病に先行して発生した子宮頚部 Myeroid sarcoma の１例
日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（熊本）７月27日－７月29日

土岐麻実，新倉

仁，岡本

聡，橋本千明，永井智之，海法道子，徳永英樹，豊島将文，島田

宗昭，八重樫伸生：病理学的にSLN 転移陰性にも関わらず傍大動脈リンパ節に再発したOSNA
法陽性初期子宮頸部腺癌の一例
126. 第59回

日本婦人科腫瘍学会（熊本）７月27日－７月29日

大山喜子，工藤

敬，土岐麻実，渋谷祐介，櫻田尚子，橋本千明，永井智之，海法道子，徳永

英樹，豊島将文，高野忠夫，島田宗昭，新倉

仁，伊藤

潔，八重樫伸生：当院における悪性

軟部腫瘍に対する新規治療薬の使用
127. 第59回
岡本

日本婦人科腫瘍学会（熊本）７月27日－７月29日
聡，新倉

仁，永井智之，徳永英樹，土岐麻実，豊島将文，海法道子，橋本千明，櫻田

尚子，渋谷祐介，島田宗昭，八重樫伸生：子宮体癌におけるリンパ節転移の大きさと予後に関
する検討

－ 31 －

128. 第59回
湊

日本婦人科腫瘍学会（熊本）７月27日－７月29日
純子，新倉

仁，渋谷祐介，櫻田尚子，橋本千明，永井智之，海法道子，豊島将文，徳永

英樹，島田宗昭，八重樫伸生：高齢，肥満患者に対する子宮体癌縮小手術の予後についての検
討
129. 第59回

日本婦人科腫瘍学会（熊本）７月27日－７月29日

櫻田尚子，渋谷祐介，徳永英樹，齋藤さかえ，竹原和宏，山田秀和，新倉

仁，渡部

洋，八

重樫伸生：卵管癌のコピー数多型解析
130. 河内長野市薬剤師会研修会（特別講演）（大阪）７月31日
武田

卓：女性活躍促進と大豆～更年期障害・PMS へのエクオールの活用

131. NPO 薬草セミナー（特別講演）（名取）８月２日
大澤
132. 第42回
田㔟

稔：女性を元気にする生薬・漢方
細胞診断学セミナー（講演）（東京）８月３日－８月６日
亨：子宮頸部腺癌の細胞診

133. 仙台産婦人科医会
大澤
134. 第618回

第52回学術講演会（特別講演）（仙台）８月５日

稔：女性医学における漢方薬（エキス剤）の役割～不定愁訴・慢性疼痛患者を中心に～
宮城産科婦人科学会集談会（講演）（気仙沼）８月10日

島田宗昭：未来医療実現に向けて－ Precision Medicine の導入－
135. 第41回

日本産科婦人科栄養代謝研究会学術集会（シンポジウム）（奈良）８月18日－８月19日

和形麻衣子，栗山進一，寳澤

篤，菅原準一：母体出生体重と妊娠高血圧症候群の関連

三世

代コホート調査での検討
136. 第９回

新生児科指導医教育セミナー（教育講演）（仙台）８月19日

立花眞仁：ミトコンドリア遺伝病に対する核移植を用いた遺伝子治療の試み
137. 第25回
伊藤
138. 第37回
大澤

日本がん検診・診断学会（シンポジウム）（広島）８月26日－８月27日
潔，田㔟

亨，小澤信義：子宮頸がん検診の最近の動向と展望

産婦人科漢方研究会（旭川）８月26日－８月27日
稔，高山

真，石井

正，八重樫伸生：温補剤無効の上腕の冷えに奏効した漢方治療の

１例
139. 第６回

日本 DOHaD 学会学術集会（ポスター）（東京）８月26日－８月27日

和形麻衣子，土屋菜歩，中谷直樹，目時弘仁，寳澤
母体出生体重と妊娠高血圧症候群の関連

－ 32 －

篤，栗山進一，八重樫伸生，菅原準一：

140. おいなお医院

新生児蘇生法講習会（インストラクター）（奥州）８月26日

西本光男：新生児蘇生法（NCPR）「専門」コース（A コース）
141. 第65回
大澤

北日本産科婦人科学会（セミナー）（仙台）９月２日－９月３日
稔：はじめて使う漢方“３時間コース”～明日から使える，とっておきの漢方薬の選び

方～ ①疼痛治療に役立つ漢方処方②不定愁訴に役立つ漢方処方③漢方薬の服用アドヒアラン
スを維持するコツ
142. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

井ケ田小緖里，志賀尚美，田中恵子，藤峯絢子，久野貴司，石橋ますみ，渡邉

善，立花眞

仁，八重樫伸生：摘出した停留精巣において，同一の精細管内悪性胚細胞腫瘍を合併した完全
型アンドロゲン不応症の姉妹例
143. 第65回
遠藤

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日
俊，佐々木

恵，田上可桜，市川さおり，辻

圭太，吉田祐司：分娩後に多発脳梗塞に

よる高次脳機能障害を来し，内頚動脈低形成が判明した一例
144. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

太田恭子，栃木実佳子，西堀翔子，氷室裕美，柳田純子，斎藤美帆，中里浩樹，佐藤多代，鈴
木久也，谷川原真吾：Accessory and cavitated uterine masses（ACUM）の一例
145. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

大塚康二，早坂

篤，吉田悠人，宮副美奈子，高橋

健，田邉康次郎，今井紀昭，長沼

司，笹瀬亜弥，松本沙知子，羽根田

廣，大槻健郎：腹腔鏡下手術で摘出した遊離嚢胞が嚢胞性

中皮腫であった１例
146. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

笠原祥子，熊谷奈津美，白井友梨，宮野菊子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：妊娠第３三半
期に肝障害が顕在化し，予定帝王切開にて分娩に至った HBV 持続感染者の１症例
147. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

久野貴司，立花眞仁，井ケ田小緒里，田中恵子，藤峯絢子，石橋ますみ，志賀尚美，渡邉
善，井原基公，菅原準一，八重樫伸生：卵管内にアクネ菌の存在を証明した卵管サルコイドー
シスの１例
148. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

工藤沙織，富田芙弥，田中宏典，星合哲郎，西郡秀和，齋藤昌利，八重樫伸生：治療に難渋し
たが子宮温存可能であった子宮動静脈奇形の一例
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149. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

工藤多佳子，西本光男，齋藤淳一，亀田優里菜，高後裕子，松田尚美：地方病院として取り組
んだ人工授精３年間の成績
150. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

工藤理永，徳永英樹，大山喜子，横山絵美，井原基公，永井智之，島田宗昭，新倉

仁，八重

樫伸生：画像検査にて著明な石灰化を伴い術前に間葉系腫瘍を疑った卵巣明細胞癌の一例
151. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

齋藤淳一，西本光男，工藤多佳子，亀田優里菜，高後裕子，松田尚美，佐藤多代，管
鈴木

泰，羽場

重典，

厳：妊娠悪阻を契機にセラチア感染症による敗血症性ショックとなった１症

例
152. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

佐藤友里恵，田邉康次郎，柏舘直子，松浦

類，石垣展子，武山陽一，岡

尚美，櫻田潤子，

鈴木博義，吉永浩介： 転機の異なる再発漿液性境界悪性腫瘍の２症例の検討
153. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

清水孝規，田中創太，田邉昌平，高橋

新，吉田瑶子，佐藤いずみ，末永香緒里，葛西亜希

子，葛西剛一郎，会田剛史，河野順子：慢性骨盤痛の原因となった薬剤抵抗性の子宮円靭帯内
膜症の一例
154. 第65回
高橋

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日
新，吉田瑶子，田中創太，田邉昌平，清水孝規，佐藤いずみ，末永香緒里，葛西剛一

郎，葛西亜希子，会田剛史，河野順子：卵巣未熟奇形腫の転移，再発を疑った１例
155. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

田邉康次郎，橋本栄文，佐藤友里恵，齊藤裕也，石山美由紀，柏舘直子，松浦

類，石垣展

子，武山陽一，吉永浩介：出張手術でいかに効率よく TLH を教育するか
156. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

田邉昌平，葛西剛一郎，高橋

新，清水孝規，吉田瑶子，佐藤いずみ，末永香緒里，葛西亜希

子，河野順子，会田剛史，田中創太：卵巣癌による転移性肝腫瘍が bevacizumab 投与後に胸
腔へ穿破した一例
157. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

仲野靖弘，小笠原あゆみ，丸山真弓，小幡美由紀，小篠隆広，阿部祐也，室月
を認めた Jra 不適合妊娠
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淳：胎児貧血

158. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

西堀翔子，栃木実佳子，氷室裕美，柳田純子，太田恭子，齋藤美帆，佐藤多代，中里浩樹，千
坂

泰，鈴木久也，谷川原真吾：当院で経験した前置血管の３症例

159. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

仁田原憲太，辻

圭太，平賀裕章，佐々木

恵，市川さおり，吉田祐司：術後に虫垂癌再発と

診断再発された巨大卵巣腫瘍合併妊娠の１例
160. 第65回

北日本産科婦人科学会（仙台）９月２日－９月３日

平賀裕章，仁田原憲太，佐々木

恵，市川さおり，辻

圭太，吉田祐司：生児を得られたテン

ト状付着部の臍帯動脈断裂の１症例
161. 第26回

日本婦人科がん検診学会（教育講演）（仙台）９月２日－９月３日

田㔟

亨：子宮頸部病変のコルポスコピー

162. 第26回

日本婦人科がん検診学会（ワークショップ）（仙台）９月２日－９月３日

伊藤

潔，小澤信義，小西

宏，鈴木光明，垣添忠生：LBC（液状化細胞診）の真価の検証

－日本対がん協会・日本産婦人科医会共同研究から－
163. 第16回
星

生殖バイオロジーシンポジウム（基調講演）（東京）９月３日

164. 第４回

和彦：生殖医療：黎明期，現状そして未来
宮城県医師会母体保護法指定医師研修会（講演）（仙台）９月３日

谷川原真吾：医療安全（母体安全への提言から）
165. 第57回
新倉

日本産科婦人科内視鏡学会（シンポジウム）（岡山）９月７日－９月９日
仁，橋本千明，渡邉

善，永井智之，豊島将文，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：当

科におけるロボット支援腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清の現状
166. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（岡山）９月７日－９月９日

宇賀神智久，黒澤大樹，渡辺

正，喜多川

亮，中西

透，深谷孝夫，渡部

洋：巨大筋腫に

対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術における手技の工夫
167. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（岡山）９月７日－９月９日

久野貴司，立花眞仁，井ケ田小緒里，田中恵子，藤峯絢子，志賀尚美，渡邉

善，井原基公，

川瀧元良，菅原準一，八重樫伸生：卵巣腫瘍茎捻転に対する緊急手術時に内臓錯位症候群が判
明した１症例
168. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（岡山）９月７日－９月９日

黒澤大樹：子宮後壁縫合における経腟的ダグラス窩挙上の有用性について
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169. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（岡山）９月７日－９月９日

齋藤彰治，齋藤
170. 第57回

彩，小篠隆広，阿部祐也：腹腔鏡手術で診断された異所性卵巣腫瘍の症例

日本産科婦人科内視鏡学会（岡山）９月７日－９月９日

志賀尚美，井ケ田小緒里，田中恵子，藤峯絢子，久野貴司，石橋ますみ，渡邉

善，井原基

公，立花眞仁，八重樫伸生：MRKH 症候群に対して腹腔鏡下 Vecchitetti 法を施行後，腟長が
不十分なため腹腔鏡下 Davidov 変法によって再造膣を試みた一例
171. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（岡山）９月７日－９月９日

田中恵子：卵巣移動術後の卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下両側付属器摘出術を施行した一例
172. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日

渡辺
173. 第57回

正：高度癒着症例に対する腹腔鏡下付属器摘出術

－合併症を回避するために－

日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日

佐々木

恵：膀胱鏡・術中造影・レゼクトスコープ・腹腔鏡を用いて術中に診断し得た異所性

尿管を伴う OHVIIRA 症候群の１例
174. 第57回
辻

日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日
圭太：卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下手術を選択し，術後に悪性・境界型悪性腫瘍の診断に至っ

た症例
175. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日

豊島将文，亀田里美，田中耕平，和田麻美子，藤井

調，飯田修一，星

和彦：原因不明不妊

症患者における腹腔鏡下子宮筋腫核出術の妊娠予後に対する有用性
176. 第57回

日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日

星合哲郎，渡邉

善，立花眞仁，菅原準一，西郡秀和，齋藤昌利，八重樫伸生：分娩後の子宮

内容遺残に対する治療としての子宮鏡の適応について
177. 18th APAGE Annual Congress 2017（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日
Sasaki M：A case of OHVIIRA syndrome with the residual ectopic ureterdefinitely
diagnosed by intraoperative endoscopy
178. 18th APAGE Annual Congress 2017（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日
Shiga N, Igeta S, Tanaka K, Fujimine A, Ishibashi M, Kuno T, Watanabe Z, Tachibana M,
Yaegashi N：A case of MRKH underwent the modified davidov procedure for extending
of a neovagina created by the preceding vecchietti procedure.
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179. 18th APAGE Annual Congress 2017（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日
Toyoshima M, Kameda S,   Tanaka K, Wada M,   Fujii O, Iida S, Hoshi K：Utility of
laparoscopic uterine myomectomy as a treatment of infertility for whom has no obvious
cause except uterine myoma
180. 18th APAGE Annual Congress 2017（ポスター）（岡山）９月７日－９月９日
Tsuji K：Cases diagnosed as malignant or borderline malignant tumors after laparoscopic ovarian tumor surgery
181. 第85回

日本心身医学会東北地方会（盛岡）９月９日

大澤

稔，高山

真，石井

正，八重樫伸生：東日本大震災後フラッシュバック（PTSD）に

悩まされていた患者が漢方薬で改善した１例
182. やまがた漢方講演会（特別講演）（山形）９月12日
大澤

稔：女性疾患

183. SEM in Miyagi  HBOC（遺伝性乳がん卵巣がん）（パネリスト）（仙台）９月14日
吉田祐司：HBOC 診療の課題と今後の展望
184. 太田記念病院地域連携学術講演会（特別講演）（太田）９月15日
大澤

稔：女性疾患に役立つ漢方処方

185. いわき産婦人科医会（特別講演）（いわき）９月15日
星
186. 第38回

和彦：生殖医療と生命倫理（生命倫理，生殖医療を考える…）
日本妊娠高血圧学会（特別企画）（熊本）９月22日－９月23日

菅原準一：大規模自然災害と医療安全
187. 第38回

日本妊娠高血圧学会（ワークショップ）（熊本）９月22日－９月23日

菅原準一：疫学調査からみえる妊娠高血圧症候群
188. 第38回

日本妊娠高血圧学会（熊本）９月22日－９月23日

熊谷祐作，濱田裕貴，只川真理，岩間憲之，星合哲郎，斎藤昌利，西郡秀和，八重樫伸生：羊
水過多，Heavy for Dates，胎児心不全を合併した胎盤血管腫
189. 第38回

日本妊娠高血圧学会（学術奨励賞受賞候補演題〈臨床部門〉）（熊本）９月22日－９月23

日
和形麻衣子，土屋菜歩，中谷直樹，石黒真美，目時弘仁，寳澤
菅原準一 ：母体出生体重と妊娠高血圧症候群の関連
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篤，栗山進一，八重樫伸生，

三世代コホート調査での検討

190. 第137回

鹿児島県産科婦人科学会（特別講演）（鹿児島）９月23日

八重樫伸生：大震災から始まる物語
191. 第137回

～細胞からゲノムへ～

山形県産婦人科集談会（特別講演）（酒田）９月23日

木村芳孝：胎児心電図から何が分かるか ?

－ビックデータ解析と AI による医療革命－

192. Computing in Cardiology 2017（ポスター）（レンヌ／フランス）９月24日－９月27日
Khandoker AH, Al Khoori T, Minato T, Ito T, Kimura Y：Effect of chronic hypoxia on
autonomic nervous system of fetal mice
193. 岩手周産期研究会

平成29年度新生児蘇生法「スキルアップ」コース講習会（インストラクター）

（北上）９月24日
西本光男：日本周産期・新生児医学会公認
194. 第６回

新生児蘇生法「スキルアップ」コース

札幌婦人科がんの会（招待講演）（札幌）９月30日

島田宗昭：子宮頸癌Ⅰ B －Ⅱ B 期の治療戦略
195. 第20回

－個別化医療にむけて－

星

日本 IVF 学会（ランチタイムセッション）（仙台）９月30日－10月１日
和彦：東日本大震災が生殖医療に及ぼした影響－無事出産を迎える為に－

196. 新潟県卵巣がんチーム医療ワークショップ（招待講演）（新潟）10月１日
島田宗昭：婦人科がん治療における有害事象との向き合い方
197. 2nd Karolinska-Tohoku Joint Symposium on  Medical Sciences（仙台）10月２日－10月４日
菅原準一：ToMMo Biobank and maternal fetal medicine
198. HBOC Scientific Exchange Meeting inTokushima（徳島）10月３日
島田宗昭：HBOC 診療の現状と課題－ HBOC 診療のネットワーク構築を目指して－
199. 宮城県がん検診事業説明会（特別講演）（仙台）10月５日
田㔟

亨：質の高い子宮頸がん検診の拡大を目指して

200. IHEC Science Days & Annual Meeting 2017（ベルリン / ドイツ）10月12日－10月14日
Arima T, Okae H：Derivation of human trophoblast stem cells from blastocysts and
villous cytotrophoblast cells
201. 第55回

東北生殖医学会（福島）10月14日

井原基公，久野貴司，藤峯絢子，田中恵子，井ケ田小織里，横山絵美，石橋ますみ，渡邉
善，志賀尚美，立花眞仁，八重樫伸生：Bnc 1は14-3-3σと結合する
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202. 第55回

東北生殖医学会（福島）10月14日

立花眞仁，志賀尚美，田中恵子，井ケ田小緒里，藤峯絢子，久野貴司，横山絵美，石橋ます
み，渡邉

善，井原基公，八重樫伸生：摘出停留精巣に同一の精細管内悪性胚細胞腫瘍を合併

した完全型アンドロゲン不応症の姉妹例
203. カトレアの森

特別講演会（特別講演）（仙台）10月14日

島田宗昭：婦人科がん治療の最近の動向と有害事象との向き合い方
204. 第５回

周産期救急搬送症例検討会（講演）（仙台）10月18日

笠原祥子，鈴木久也，氷室裕美，柳田純子，太田恭子，齋藤美帆，佐藤多代，千坂

泰，中里

浩樹，谷川原真吾：切迫早産で分娩進行し，母体搬送か新生児搬送か判断に苦慮した２例
205. 第５回

周産期救急搬送症例検討会（講演）（石巻）10月18日

平賀裕章：臍帯巻絡により胎内で低酸素性虚血性脳症を来した１症例
206. 第55回
新倉

日本癌治療学会（招待講演）（横浜）10月20日－10月22日
仁：婦人科がんにおける CART の役割

207. 和歌山県医師会主催日医認定健康スポーツ医学再研修会（特別講演）（和歌山）10月21日
武田

卓：女性アスリートのスポーツ障害

208. 大阪市立大学医学部産科婦人科学教室同門会（特別講演）（大阪）10月21日
八重樫伸生：大震災から始まる物語～細胞からゲノムへ～
209. 第32回
大澤

日本女性医学学会（大阪）11月４日－11月５日
稔，高山

真，菊地章子，沼田健裕，池野由佳，西川

神谷哲治，有田龍太郎，小島三千代，佐々木浩代，原澤

仁，齊藤奈津美，金子聡一郎，

健，高橋光生，石井

正：葛根湯が

無効な肩凝りに対する漢方治療～肩凝り部位に応じた併用薬の選択について～
210. 第32回
武田
211. 第32回
渡邉

日本女性医学学会（特別講演）（大阪）11月４日－11月５日
卓：メンタルヘルスケアと漢方
日本女性医学学会（大阪）11月４日－11月５日
善，武田

卓，久野貴司，志賀尚美，大澤

稔，目時弘仁，八重樫伸生：分娩後再開し

た月経周期における月経前症候群，月経前気分不快障害エコチル調査宮城ユニットセンター対
象者コホートより

－ 39 －

212. European Society of Gynecological Oncology 2017（ヴィエナ / オーストリア）11月４日－11月
７日
Fujiwara H, Ushijima K, Nagao S, Takei Y, Shimada M, Takano M, Yoshino K, Kawano
Y, Hirashima Y, Nagase S, Nishio S, Nishikawa T, Ito T, Shoji T, Kimura E, Takano T,
Sugiyama T, Kigawa J, Fujiwara K, Suzuki M：Phase 2, randomized controlled study of
pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin versus gemcitabine and carboplatin in
platinum-sensitive recurrent ovarian cancer（GOTIC003/ intergroup study）
213. European Society of Gynecological Oncology 2017（ヴィエナ / オーストリア）11月４日－11月
７日
Nagao S, Kogiku A, Nonaka M, Yuko S, Oishi T, Yamaguchi S, Takehara K, Shimada M,
Kigawa J：Phase II study of carboplatin plus dose-dense paclitaxel before and after
radical hysterectomy for locally advanced cervical cancer（Sankai Gynecologic Study
Group 016 study）
214. 那覇市学術・生涯教育講演会（特別講演）（那覇）11月９日
大澤

稔：日常疾患に役立つ漢方薬

215. 東入間医師会学術講演会（特別講演）（ふじみ野）11月10日
大澤
216. 第19回

稔：消化器疾患で役立つ漢方処方
SNNS 研究会（東京）11月10日－11月11日

土岐麻実，新倉

仁，岡本

聡，永井智之，八重樫伸生：子宮体癌のセンチネルリンパ節生検

における捺印細胞診の診断精度についての検討
217. 宮城県医師会

第11回女性医師支援セミナー（イクボス特別賞（個人））（仙台）11月12日

谷川原真吾：当科での育児・就業支援 －多様な勤務形態と主治医チーム制で産科医療を守る－
218. 日本人類遺伝学会
有馬隆博，樋浦
219. 第56回

第62回大会（招待講演）（神戸）11月15日－11月18日
仁：生殖補助医療とヒトインプリンティング疾患

日本臨床細胞学会秋期大会（教育講演）（福岡）11月18日－11月19日

豊島将文：卵巣癌の細胞・病理組織像に着目した新しい治療法の探索
220. 第56回

日本臨床細胞学会秋期大会（福岡）11月18日－11月19日

田中耕平：妊婦子宮頸がん検診時の採取器具比較
221. 日本東洋医学会群馬県部会（教育講演）（前橋）11月23日
大澤

稔：更年期女性診療における漢方薬の選び方～特に多・不定愁訴について～
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222. 第25回

日本胎盤学会学術集会（招待講演）（長崎）11月24日－11月25日

有馬隆博：ヒト胎盤栄養膜幹細胞の樹立とエピゲノム特性
223. 第40回
武田
224. 第40回
新倉

日本産婦人科手術学会 （特別講演）（大阪）11月25日－11月26日
卓：がん治療に活かすヌーベル漢方
日本産婦人科手術学会（教育講演）（大阪）11月25日－11月26日
仁：センチネルリンパ節生検の考え方と実際

225. The 2nd JGOG-KGOG Young Doctor’s Meeting（ワークショップ）（東京）11月29日
島田宗昭：Introduction of JGOG clinical trial
226. 第31回

平成不妊研究会（招待講演）（東京）11月30日

立花眞仁：生殖医療とミトコンドリア
227. 第５回

Biennial Meeting of ASGO（シンポジウム）（東京）11月30日－12月２日

Niikura H, Toki A, Nagai T, Okamoto S, Tokunaga H, Toyoshima M,  Kaiho M, Shimada
M, Yaegashi N：Feasibility of sentinel node navigation surgery in gynecological cancers
228. ブラウンテクノロジーズセミナー

ART 新技術をめぐる展望と課題

PGD/PGS の海外最新知見

を考える（座長兼講師）（東京）12月２日－12月３日
立花眞仁：ミトコンドリアと PGD/PGS
229. Conbio2017（フォーラム）（神戸）12月６日－12月９日
北谷和之：セラミドを基調とした癌治療及びまとめ
230. Conbio2017（フォーラム）（神戸）12月６日－12月９日
鈴木吉也：東北メディカル・メガバンク機構の概要
231. 青森県周生期研修会（青森）12月16日
田邉昌平：妊娠関連発症劇症１型糖尿病により死産した１例
232. 第621回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月16日

笠原祥子，鈴木久也，氷室裕美，柳田純子，太田恭子，齋藤美帆，中里浩樹，佐藤多代，千坂
泰，谷川原 真吾：PID で紹介されたが診断に苦慮した一例
233. 第621回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月16日

長谷川祐子：診断に苦慮した流産の症例
234. 第621回

宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月16日

仁田原憲太：当科における DVT 合併妊娠の周産期予後
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235. Kansai cervical and ovarian cancer gynecologic  seminar（特別講演）（大阪）12月16日
新倉
236. 第81回
大澤
237. 第81回

仁：センチネルリンパ節生検－子宮頸がん，体がんへの応用－
東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（特別講演）（仙台）12月23日
稔：女性・妊産婦に喜ばれる漢方10処方
東北大学産婦人科学教室専攻医会（仙台）12月23日

大塚康二，吉田悠人，宮副美奈子，高橋
昭，早坂

司，赤石美穂，宇賀神智久，羽根田

健，今井紀

篤，大槻健郎：術前診断が parasitic leiomyoma であったが術後に平滑筋肉腫の診

断となった統合失調症患者の一例
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