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４　学会・研究会・セミナー等での発表

１.	 大阪大学産婦人科同門会（平地会）（特別講演）（大阪）１月６日

八重樫伸生：大震災から始まる物語　～細胞からゲノムへ～

２.	 第11回　リトリート大学院生研究発表会（ポスター）（仙台）１月13日

田中恵子：配偶子発生における代謝の変化とその重要性

３.	 第313回　青森県臨床産婦人科医会（弘前）１月20日

清水孝規：当院で経験した平滑筋肉腫９例の術前診断についての検討

４.	 第６回　日本婦人科ロボット手術研究会（シンポジウム）（鹿児島）１月20日

新倉　仁：ロボット支援腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清の手技上の工夫

５.	 第６回　日本婦人科ロボット手術研究会（鹿児島）１月20日

永井智之：ロボット支援子宮体癌手術におけるセンチネルリンパ節生検の現状

６.	 第６回　日本婦人科ロボット手術研究会（鹿児島）１月20日

橋本千明，新倉　仁，渡邉　善，櫻田尚子，永井智之，豊島将文，徳永英樹，海法道子，八重

樫伸生：当院におけるロボット支援腹腔鏡下広汎子宮全摘術の検討

７.	 臨床研究講習会（仙台）１月22日

高野忠夫：臨床研究法	適用される研究とその準備

８.	 第39回　日本エンドメトリオーシス学会（京都）１月27日－1月28日

黒澤大樹：腹腔鏡下子宮筋腫核出後に発生した嚢胞性腺筋腫と思われる１例

９.	 第39回　日本エンドメトリオーシス学会（京都）１月27日－1月28日

渡辺　正：子宮内膜破壊術が発症の誘引と考えられた子宮腺筋症，両側卵巣子宮内膜症の１例

10.	 第４回　宮城胎児心臓病研究会（仙台）１月28日

鈴木久也：胎児診断された総動脈幹症の１例

11.	 第１回　仙台東　婦人科フォーラム（特別講演）（仙台）１月31日

渡邉　善：造腟術Vecchietti法の経験～～可能性と限界？～～

12.	 第32回　宮城県臨床細胞学会（宮城）２月４日

石橋ますみ，岡本　聡，橋本千明，徳永英樹，高野忠夫，新倉　仁，伊藤　潔，渡辺みか，八

重樫伸生：低異型度子宮内膜間質肉腫の１例
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13.	 第623回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）２月10日

谷川原真吾：医療保険の話

14.	 第10回　日本ロボット外科学会（シンポジウム）（東京）２月10日

島田宗昭：「同じシーンを比較しました（同時２画面）鏡視下手術	vs	ロボット支援下手術」　

広汎子宮全摘出術：腹腔鏡手術	vs	ロボット手術

15.	 第８回　日本がん・生殖医療学会（ポスター）（東京）２月11日

立花眞仁，志賀尚美，渡邉　善，	石橋ますみ，吉田仁秋，山田秀和，星　和彦，八重樫伸生：

宮城県がん・生殖医療ネットワーク初年度の活動

16.	 宮城県助産師研究会（講義）（仙台）２月17日

富田芙弥：子宮収縮剤の使用と管理

17.	 東北大学　遺伝子診療部セミナー（特別講演）（仙台）２月20日

志賀尚美：生殖医療と遺伝

18.	 第９回　日本臨床試験学会（シンポジウム）（仙台）２月23日－2月24日

高野忠夫：認定臨床研究審査委員会における対応

19.	 第28回　埼玉県産婦人科医会婦人科腫瘍研究会（特別講演）（大宮）２月23日

島田宗昭：婦人科がんとの向き合い方－地域連携の重要性－

20.	 第218回　レギュラトリーサイエンス　エキスパート研修会　専門コース（基調講演）（東京）２月

28日

菅原準一：マタニティログスタディ：ヘルスケアデータと多層オミックスデータによる妊娠関

連疾患の予防・早期発見に向けたコホート調査

21.	 熊本産婦人科二十日会（特別講演）（熊本）２月28日

武田　卓：すべての女性のベストパフォーマンスを応援する～アスリートに学ぶ女性のヘルス

ケアマネジメント～

22.	 第27回　東北婦人科腫瘍研究会（盛岡）３月３日

大山喜子，渋谷祐介，徳永英樹，安田　純，	八重樫伸生：卵巣明細胞癌の全エクソーム解析

23.	 生殖医療技術者のためのリカレントセミナー（セミナー講師）（仙台）３月４日

立花眞仁：配偶子系列遺伝子治療の展望～胚で診断，胚で治す時代は近い？～
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24.	 第65回　Society	for	Reproductive	Investigation	65th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（サ

ンディエゴ／米国）３月６日－３月10日

Kumagai	Y,	Saito	M,	Usuda	H,	Watanabe	S,	Sato	S,	Hanita	T,	Gabrielle	C.	Musk,	Alan	H.	

Jobe,	John	P.	Newnham,	Matthew	W.	Kemp,	Yaegashi	N：Post-surgical	maintenance	of	

cardiac	function	in	an	ex	vivo	premature	lamb	model

25.	 第65回　Society	for	Reproductive	Investigation	65th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（サ

ンディエゴ／米国）３月６日－３月10日

Minato	T：Relationship	between	maturation	of	the	autonomic	nervous	system	in	fetal	

growth	restricted	mice	and	onset	of	cerebral	hemorrhage	at	ischemia-reperfusion	load

26.	 第65回　Society	for	Reproductive	Investigation	65th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（サ

ンディエゴ／米国）３月６日－３月10日

Shibuya	Y,	Tokunaga	H,	Saito	S,	Li	B,	Yasuda	J,	Yaegashi	N：Identification	of	somatic	

genetic	alterations	in	ovarian	clear	cell	carcinomas	with	next	generation	sequencing

27.	 第65回　Society	for	Reproductive	Investigation	65th	Annual	Scientific	Meeting	（ポスター）（サ

ンディエゴ／米国）３月６日－３月10日

Tomita	H,	Saito	M,		Uehara	T,	Kurosawa	Y,	Oshio	S,	Kurakata	M,	Hoshiai	T,	Nishigori	

H,	Sugawara	J,	Yaegashi	N	：The	efficacy	of	a	new	combined	uterine	compression	suture	

technique	for	severe	postpartum	hemorrhage

28.	 第65回　Society	for	Reproductive	Investigation	65th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（サ

ンディエゴ／米国）３月６日－３月10日

Uehara	T：Usefulness	of	vertical	compression	suture	for	placenta	in	caesarian	section

29.	 第65回　Society	for	Reproductive	Investigation	65th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（サ

ンディエゴ／米国）３月６日－３月10日

Wagata	M,	Tsuchiya	N,	Nakaya	N,	Metoki	H,	Hozawa	A,	Kuriyama	S,	Yaegashi	N,	

Sugawara	J：The	association	between	woman’s	own	birth	weight	and	her	subsequent	risk	

for	hypertensive	disorders	of	pregnancy

30.	 臨床研究講習会（仙台）３月６日

高野忠夫：臨床研究法で変わる審査体制

31.	 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）（大阪）３月７日

武田　卓：女性ホルモンと女性の健康・診療の実際

32.	 第624回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）３月10日

藤峯絢子：当院での性分化疾患における腹腔鏡下手術の取り組み
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33.	 第29回　城南地区スポーツ医会講演会（荏原医師会）（特別講演）（東京）３月17日

武田　卓：女性アスリートのスポーツ障害～女性ホルモンから

34.	 京都産婦人科医会３月学術研修会（特別講演）（京都）３月24日

大澤　稔：産婦人科における漢方治療～女性に喜ばれる漢方～

35.	 日本A-PART　2018学術講演会（シンポジウム）（東京）３月25日

立花眞仁：大学病院主導のがん・生殖医療ネットワークの構築から運営～宮城県がん・生殖医

療ネットワーク～

36.	 臨床研究講習会（仙台）４月11日

高野忠夫：臨床研究法に違反しないための準備

37.	 アークレイ遺伝子セミナー 2018（講演）（仙台）４月14日

岡本　聡：子宮癌におけるOSNA法を利用したセンチネルリンパ節転移診断の検討

38.	 仙台ウィメンズヘルスケア懇話会（仙台）４月19日

渡辺　正：子宮内膜症と不妊－手術に際して考えること－

39.	 第24回　東北内分泌研究会＆第36回　日本内分泌学会東北地方会（仙台）４月21日

三木康宏，吉田伶奈，高木清司，鈴木　貴，伊藤　潔：子宮内膜癌におけるDehydroepiand-

rosterone（DHEA）の意義

40.	 2018	The	American	College	of	Obstetricians	and	Gynecologists	meeting（ポスター）（オースチ

ン/米国）４月27日－４月30日

Tanaka	K,	Tachibana	M,	 	Watanabe	 Z,	Niikura	H,	Nabeshima	H,	Yaegashi	N：

Comparative	outcomes	of	 laparoscopic	 surgical	 treatments	 for	Mayer-Rokitansky-

Küster-Hauser	syndrome

41.	 Cold	Spring	Harbor	Asia	meeting	on	Stem	Cell	Crossroads（招待講演）（蘇州/中国）５月７日

－５月10日

Okae	H,	Arima	T：Derivation	of	human	trophoblast	stem	cells

42.	 第70回　日本産科婦人科学会（会長講演）（仙台）５月10日－５月13日

八重樫伸生：コホート研究からゲノム医療へ

43.	 第70回　日本産科婦人科学会（シンポジウム）（仙台）５月10日－５月13日

西郡秀和：胎児の発達に影響を与える環境要因と病態の解明　周産期メンタルヘルスに着目して

44.	 第70回　日本産科婦人科学会（シンポジウム）（仙台）５月10日－５月13日

豊島将文：卵巣がんの臨床的特徴をバイオマーカーとした新規治療標的の大規模探索
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45.	 第70回　日本産科婦人科学会（会長特別企画）（仙台）５月10日－５月13日

木村芳孝：胎児心電図開発の現状と今後

46.	 第70回　日本産科婦人科学会（会長特別企画）（仙台）５月10日－５月13日

菅原準一：災害時の周産期危機管理

47.	 第70回　日本産科婦人科学会（会長特別企画）（仙台）５月10日－５月13日

木村芳孝：治験を通して分かったこと

48.	 第70回　日本産科婦人科学会（生涯研修プログラム）（仙台）５月10日－５月13日

大澤　稔：「サイエンス漢方処方」～症状・症候群で選ぶ

49.	 第70回　日本産科婦人科学会（生涯研修プログラム）（仙台）５月10日－５月13日

志賀尚美：性分化疾患（disorders	of	sex	development）

50.	 第70回　日本産科婦人科学会（生涯研修プログラム）（仙台）５月10日－５月13日

武田　卓：『ヌーベル漢方』～西洋医学との併用

51.	 第70回　日本産科婦人科学会（生涯研修プログラム）（仙台）５月10日－５月13日

立花眞仁：男性不妊と顕微授精と次世代

52.	 第70回　日本産科婦人科学会（生涯研修プログラム）（仙台）５月10日－５月13日

新倉　仁：リンパ流を意識した手術解剖学

53.	 第70回　日本産科婦人科学会（AOFOGプログラム）（仙台）５月11日－５月14日

Ito	K：Curent	status	and	issues	of	cervical	cancer	screening	in	Japan/AOFOG		（Asia	&	

Oceania	Federation	of	Obstetrics	&	Gynecology）	Session

54.	 第70回　日本産科婦人科学会（医療倫理講習会）（仙台）５月10日－５月13日

高野忠夫：臨床研究に関する法令において研究者と組織が対応すべきこと

55.	 第70回　日本産科婦人科学会（教育講演）（仙台）５月10日－５月13日

有馬隆博：ヒト胎盤栄養膜幹細胞の樹立と臨床への応用

56.	 第70回　日本産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（仙台）５月10日－５月13日

木村芳孝：胎児心拍数モニタリング	現在・過去・未来

57.	 第70回　日本産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（仙台）５月10日－５月13日

新倉　仁，小林裕明：ロボット支援下手術が保険収載され，婦人科手術はどう変わる？
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58.	 第70回　日本産科婦人科学会（International	Workshop	for	Junior	Fellows（IWJF））（仙台）５

月10日－５月13日

Kanda	R,	Iwahashi	N,	Ishibashi	M：Actual	condition	of	work-life	balance	of	OB＆GY	

doctors	in	Japan

59.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	workshop）（仙台）５月10日－５月13日

Shibuya	Y,	Tokunaga	H,	Li	B,	Yaegashi	N：Identification	of	somatic	genetic	alterations	

in	ovarian	clear	cell	carcinomas	with	next	generation	sequencing

60.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Ihara	M,	Tachibana	M,	Kuno	T,	Fujimine	A,	Tanaka	K,	Igeta	S,	Yokoyama	E,	Ishibashi	

M,	Watanabe	Z,	Shiga	N,	Yaegashi	N：14-3-3	 sigma	 is	a	novel	basonuclin1-binding	

protein	in	oocyte

61.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Kameda	S,	Toyoshima	M,	Oyama	Y,	Toki	A,	Nagai	T,	Kaiho	M,	Tokunaga	H,	Shimada	

M,	Niikura	H,Yaegashi	N：A	study	of	 the	effectiveness	and	safety	of	Bevacizumab	

combination	therapy	for	advanced	or	recurrent	cervical	cancer

62.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Kumagai	Y,	Saito	M,	Usuda	H,	Watanabe	S,	Sato	S,	Hanita	T,	Gabrielle	C.	Musk,	Alan	H.	

Jobe,	John	P.	Newnham,	Matthew	W.	Kemp,	Yaegashi	N：Post-surgical	maintenance	of	

cardiac	function	in	an	ex	vivo	premature	lamb	model

63.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Kuno	T,	Watanabe	Z,	Igeta	S,	Tanaka	K,	Fujimine	A,	Yokoyama	E,	Ishibashi	M,	Shiga	N,	

Ihara	M,	Sugawara	J,	Tachibana	M,	Yaegashi	N：What	 is	OHVIRA	syndrome	?	The	

mullerian	duct	anomaly	and	unilateral	renal	agenesis	in	our	17	cases

64.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Egiz	M,	Kitatani	K,	Toyoshima	M,	Ishibashi	M,	Shigeta	S,	Minato	J,	Yaegashi	N：Role	

of	RNA	chaperones	in	ovarian	cancer	metastasis

65.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Minato	J,	Niikura	H,	Shibuya	Y,	Sakurada	S,	Hashimoto	C,	Nagai	T,	Kaiho	M,	

Toyoshima	M,	Tokunaga	H,	Shimada	M,	Yaegashi	N：Survival	 impact	of	reduction	

surgery	for	elderly	or	obese	patients	with	endometrial	cancer
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66.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Minato	T,	Shimada	M,	 	Matsuo	K	 ,	Yokota	H	 ,	Satoh	T	 ,	Kanabuchi	H	 ,	Komada	S,	

Sasaki	H,	Matsumura	N,	Yaegashi	N,	 	Mikami	M,	Sugiyama	T：Effectiveness	of	

adjuvant	systemic	chemotherapy	for	intermediaterisk	stage	IB	cervical	cancer

67.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Minato	T,	Ito	T,	Ooshio	S,	Kimura	Y,	Yaegashi	N：Relationship	between	maturation	of	

the	autonomic	nervous	system	 in	 fetal	growth	restricted	mice	and	onset	of	 cerebral	

hemorrhage	at	ischemia-reperfusion	load

68.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Momono	Y,	Hoshiai	T,	Tanoue	K,	Tanaka	K,	Minato	T,	Kurakata	M,	Nishigori	H,	Saito	

M,	Yaegashi	N：Uterine	prolapse	during	pregnancy：Two	case	reports

69.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Nagai	T,	Tokunaga	H,	Toyoshima	M,	Shimada	M,	Niikura	H,	Yaegashi	N：Retrospective	

study	of	metastatic	size	and	recurrence	pattern	for	lymph	node	positive	cervical	cancer	

patients

70.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Oyama	Y,	Tokunaga	H,	Kameda	S,	Sakurada	S,	Shibuya	Y,	Hashimoto	C,	Nagai	T,	

Kaiho	M,	Toyoshima	M,	Shimada	M,	Niikura	H,	Yaegashi	N：Pathological	findings	and	

prognosis	of	ovarian	epithelial-borderline	malignant	tumors	

71.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Sakurada	S,	Watanabe	Y,	Tokunaga	H,	Yamada	H,	Takehara	K,	Yaegashi	N：Primary	

fallopian	tube	cancer：Clinicopathological	features	of	tumor	occupying	lesions

72.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Shimizu	T,	Tanaka	S,	Takahashi	S,	Tanabe	S,	Yoshida	Y,	Sato	I,	Suenaga	K,	Kasai	A,	

Kasai	G,	Aida	T,	Kouno	J：Uterine	sarcoma:	20-years	our	hospital	experience	of	21	cases	

73.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Takahashi	S,	Tanaka	S,	Tanabe	S,	Shimizu	T,	Yoshida	Y,	Sato	I,	Suenaga	K,	Kasai	A,	

Kasai	G,	Aida	T,	Kono	J：Clinical	study	of	pregnant	women	with	psychotic	disorders	

74.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Tanaka	S,	Takahashi	S,	Tanabe	S,	Shimizu	T,	Yoshida	Y,	Sato	I,	Suenaga	K,	Kasai	A,	

Kasai	G,	Aida	T,	Kouno	J：A	retrospective	study	of	endometrial	cancer	in	elderly	women	

aged	80	or	older
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75.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Toki	A,	Niikura	H,	Okamoto	S,	Nagai	T,	Shibuya	Y,	Sakurada	S,	Hashimoto	C,	Kaiho	M,	

Tokunaga	H,	Toyoshima	M,	Shimada	M,	Yaegashi	N：The	real	frequency	of	 localized	

para-aortic	lymph	node	metastasis	in	endometrial	cancer

76.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Tokunaga	H,	Shimada	M,	Matsuo	K,	Aoki	Y,	Sakamoto	Y,	Takeshima	N,	Fujiwara	H,	

Matsumoto	T,	Mikami	M,	Yaegashi	N,	Sugiyama	T：Comparison	of	adjuvant	therapy	

for	node-positive	clinical	stage	 ⅠB-ⅡB	cervical	cancer:	systemic	chemotherapy	versus	

pelvic	irradiation

77.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Tomita	H,	Saito	M,	Uehara	T,	Kurosawa	Y,	Ooshio	S,	Kurakata	M,	Hoshiai	T,	Nishigori	

H,	Yaegashi	N：The	efficacy	of	a	new	combined	uterine	compression	suture	technique	for	

severe	postpartum	hemorrhage

78.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Uehara	T,	Saito	M,	Tomita	H,	Kurosawa	Y,	Ooshio	S,	Hoshiai	T,	Nishigori	H,	Yaegashi	

N：Usefulness	of	vertical	compression	suture	for	placenta	previa	in	caesarean	section

79.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Wagata	M,	Kurosawa	Y,	Hamada	H,	Kurakata	M,	Hoshiai	T,	Nishigori	H,	Saito	M,	

Metoki	H,	Yaegashi	N	and	Sugawara	J：The	association	between	woman’s	own	birth	

weight	and	her	subsequent	risk	for	hypertensive	disorders	of	pregnancy

80.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Yokoyama	E,	Shiga	N,	Kuno	T,	Sakurada	S,	 Ishibashi	M,	Watanabe	Z,	Tokunaga	H,	

Tachibana	M,	Niikura	H,	 Ito	K,	Yaegashi	N：Long-term	oncologic	and	reproductive	

outcomes	of	a	 fertility-sparing	management	using	high-dose	medroxyprogesterone	

acetate	（MPA）	for	endometrial	adenocarcinoma	or	atypical	endometrial	hyperplasia

81.	 第70回　日本産科婦人科学会（IS	ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

Zhang	X,	Kitatani	K,	Toyoshima	M,	Ishibashi	M,	Shigeta	S,	Minato	J,	Yaegashi	N：The	

mechanism	of	ceramide	nanoliposomes-induced	necroptosis	in	ovarian	cancer

82.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

遠藤　俊，齋藤彰治，工藤理永，齋藤　彩：東日本大震災前後の当院における産褥精神的ハイ

リスク患者の推移	～ EPDSの点数比較を含めて～
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83.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

岡本　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，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

84.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

笠原祥子，熊谷奈津美，白井友梨，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：術後乳び腹水に対する当

院での治療法について

85.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

工藤理永，齋藤彰治，遠藤　俊，齋藤　彩：当院における胎盤娩出遷延症例に対する胎盤用手

剝離の必要性についての検討

86.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

熊谷奈津美，我妻理重，白井友梨，笠原祥子，岩間憲之，松本大樹：当院における超緊急帝王

切開の取り組みとその成績について

87.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

小堀周作，利光正岳，永岡晋一，八重樫伸生，室月　淳：位相差トラッキング法における脈圧

測定の新生児での検討

88.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

齋藤翔子，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：一絨毛膜一羊膜双胎の管理

89.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

白井友梨，熊谷奈津美，笠原祥子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：当院におけるSurgical	

Site	Infection（SSI）のリスク因子に関する検討

90.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

武田　卓，椎名昌美：睡眠の質（睡眠効率）は高校生のPMS/PMDD発症に関与する

91.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

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

坂　泰，鈴木久也，谷川原真吾：16年間の品胎妊娠の臨床的検討～日産婦会告により品胎は減

少したか？～

92.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

虎谷惇平，渡辺　正，黒澤大樹，喜多川亮，中西　透，深谷孝夫，渡部　洋：MTX全身投与

後に，子宮鏡下手術で治療し得た頸管妊娠の２例
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93.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

永岡晋一，小堀周作，利光正岳，室月　淳，八重樫伸生：本邦における胎児骨系統疾患の発症

傾向と低ホスファターゼ症周産期型の発症頻度の推定

94.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

萩原達也，舩山由有子，佐藤孝洋，藤本久美子，片平敦子，高津政臣：多量出血中に肺血栓塞

栓症（PTE）や深部静脈血栓症（DVT）を発症した子宮良性腫瘍の４例

95.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

橋本栄文，佐藤友里恵，齋藤裕也，石山美由紀，田邉康次郎，柏舘直子，松浦　類，石垣展

子，武山陽一，吉永浩介：子宮筋腫および子宮腺筋症合併妊娠８週の子宮内膜掻爬術後４日目

にDICおよび肺塞栓症を発症し救命しえた１症例

96.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

長谷川祐子，宮原周子，圓山晶子，藤井　調，飯田修一，佐々木宏子，和田裕一，星　和彦，

田中耕平：帝王切開時に子宮腟上部切断術を施行した常位癒着胎盤の１例

97.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

圓山晶子，田中耕平，宮原周子，藤井　調，飯田修一，佐々木宏子，和田裕一，星　和彦：

1ヶ月健診時における帝王切開後子宮創部陥凹性瘢痕の発生頻度

98.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

宮原周子，吉永浩介，石垣展子，武山陽一，目時弘仁，菅原準一，八重樫伸生：胎児発育不全

の母体背景因子についての検討：前向きコホート調査

99.	 第70回　日本産科婦人科学会（ポスター）（仙台）５月10日－５月13日

渡邊マリア，早坂真一，田野口孝二，小林正臣，上原茂樹，岡村州博：育児をしながらの内視

鏡技術認定医取得を目指す道のり

100.	 仙台東産婦人科クリニカルカンファレンス（仙台）５月18日

渡辺　正：東北医科薬科大学若林病院の婦人科診療について－主に子宮内膜症・子宮筋腫に関

して－

101.	 第59回　日本卵子学会（シンポジウム）（大宮）５月26日－５月27日

立花眞仁：ミトコンドリア遺伝病伝搬防止への取り組み～配偶子系列遺伝子治療の幕開け～

102.	 深谷寄居産婦人科医会（特別講演）（深谷）５月31日

大澤　稔：産婦人科領域での漢方薬の役割と漢方治療の効果
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103.	 第59回　日本臨床細胞学会（春期大会）（シンポジウム，ワークショップ）（札幌）６月１日－６月

３日

海法道子，岡本　聡，小田切千恵，鷲尾尚子，山本ちひろ，田㔟　亨，伊藤　潔，新倉　仁，

八重樫伸生：子宮頚部腺系病変における従来法とLBC法の比較検討

104.	 第59回　日本臨床細胞学会（春期大会）（ランチョンセミナー）（札幌）６月１日－６月３日

高野忠夫：がんゲノム医療時代に向けて知っておくべきこと

105.	 第59回　日本臨床細胞学会（春期大会）（札幌）６月１日－６月３日

田中耕平，及川洋恵，赤石一幸，栃木実佳子，長谷川祐子，藤井　調，佐々木宏子，和田裕

一，星　和彦：妊婦子宮頸がん検診時の採取器具検討

106.	 第91回　日本超音波医学会（奨励賞演題）（神戸）６月８日－６月10日

小堀周作，利光正岳，永岡晋一	，齋藤昌利，渡邊真平，長谷川英之，金井　浩，八重樫伸生，

室月　淳：位相差トラッキング法による胎児脈圧計測のヒト新生児およびヒツジ胎仔における

検証

107.	 第69回　日本東洋医学会（大阪）６月８日－６月10日

大澤　稔，高山　真，菊地章子，沼田健裕，西川　仁，齊藤奈津美，池野由佳，金子聡一郎，

神谷哲治，有田龍太郎，小島三千代，佐々木浩代，田中淳一，原澤　健，高橋光生，石井　

正：女性の慢性原発性頭痛患者における漢方薬の併用数はBMIと関係する

108.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

遠藤　俊　他，専攻医会員：東北における高度肥満妊婦の妊娠・分娩管理

109.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

太田真理子，田邉康次郎，齊藤裕也，柏舘直子，松浦　類，石垣展子，武山陽一，吉永浩介：

術前にMRI検査を行った腹膜妊娠の一例

110.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

工藤理永，高橋友梨，宮原周子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：妊娠24週時に肝障害を指摘

された１例

111.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

熊谷奈津美，齋藤彰治，遠藤　俊，齋藤　彩：人工授精後の妊娠で心窩部痛を呈した子宮内外

同時妊娠の症例

112.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月9日－６月10日

櫻井友貴，田中創太，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：卵巣動静脈に腫瘍塞栓を来した子宮類上皮平滑筋肉腫の一例
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113.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

鈴木一誠，田上和磨，亀田優里菜，佐藤　惟，高後裕子，山本嘉昭：不全流産が疑われ流産手

術後に止血困難となった頸管妊娠の１例

114.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

髙橋　新，吉田瑶子，佐藤いずみ，末永香緒里，葛西剛一郎，葛西亜希子，會田剛史，田中創

太：化学療法後に低単位hCGが持続した低単位hCGの１例

115.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

田中恵子，立花眞仁，志賀尚美，渡邉　善，吉田仁秋，山田秀和，星　和彦，八重樫伸生：宮

城県のがん生殖医療の現状

116.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

西本光男，鈴木一誠，田上和磨，亀田優里菜，高後裕子，山本嘉昭：妊娠４週後腹膜妊娠，

ショックバイタルを腹腔鏡下手術で治療し得た１例

117.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

野添大輔，佐々木恵，市川さおり，辻　圭太，吉田祐司：緊急帝王切開後弛緩出血に対して子

宮動脈塞栓術（UAE）を行ったのち，子宮梗塞により子宮全摘となった一例

118.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月９日－６月10日

宮原周子，松本大樹，工藤理永，高橋友梨，岩間憲之，我妻理重：子宮体部大細胞神経内分泌

癌（large	cell	neuroendocrine	carcinoma：LCNEC）と類内膜腺癌の混合癌の１例

119.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月9日－６月10日

横山絵美，志賀尚美，渡邉　善，徳永英樹，立花眞仁，新倉　仁，伊藤　潔，八重樫伸生：当

院における子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対するMPA療法の臨床的検討

120.	 第145回　東北連合産科婦人科学会（弘前）６月9日－６月10日

我妻理重，工藤理永，宮原周子，岩間憲之，松本大樹：腹腔鏡下子宮全摘術中に単鉤鉗子で腸

管を挟鉗した１例

121.	 Gynecologic	Cancer	Forum	in	Nagoya	（特別講演）（名古屋）６月22日

新倉　仁：子宮頸がん・体がんに対する手術の侵襲化に向けて

122.	 大阪府内科医会定例学術講演会（特別講演）（大阪）６月27日

武田　卓：がん治療にいかすヌーベル漢方

123.	 第42回　日本遺伝カウンセリング学会（仙台）６月28日－７月１日

髙橋　新，末永香緒里，池田秀之，木村健介：受け入れに難渋した母児筋強直性ジストロ

フィーの１症例
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124.	 第15回　日本婦人科がん会議（倫理セミナー）（久留米）６月29日－６月30日

高野忠夫：臨床研究法と経過措置

125.	 第19回　ホルモンと癌研究会（シンポジウム）（仙台）６月29日－６月30日

三木康宏，吉田伶奈，高木清司，鈴木　貴，伊藤　潔：子宮内膜癌組織におけるホルモン濃度

とKruppel-like	factor	5	の発現

126.	 北海道女性医療セミナー（特別講演）（北海道）６月30日

武田　卓：すべての女性のベストパフォーマンスを応援する～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

127.	 第57回　医学系大学倫理委員会連絡会議（シンポジウム）（仙台）７月２日－７月３日

高野忠夫：シンポジウム１　研究の倫理的質保障の取り組み　研究支援（AROの取り組み）

128.	 第25回　星陵循環器懇話会（仙台）７月７日

泉　聖也，山田魁人，和山啓馬，門坂祟秀，加賀谷裕太，佐藤謙二郎，金澤正範，近藤正輝，

遠藤秀晃，高橋　徹，中村明浩，野崎英二：心室頻拍アブレーション１年後に遅発性に心室中

隔穿孔をみとめた心臓限局性サルコイドーシスの一例

129.	 第27回　日本臨床環境医学会（津）７月７日－７月８日

大澤　稔，高山　真，石井　正，北條祥子：化学物質過敏症に対する治療経験～漢方薬の応用

について～

130.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（教育講演）（東京）７月８日－７月10日

菅原準一：大規模出生三世代コホート－周産期領域の個別化予防・医療へ－

131.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月８日－７月10日

末永香緒里　他：当院における妊娠中頚管ポリープを切除した70例の妊娠予後について

132.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月８日－７月10日

髙橋　新，末永香緒里，田邉昌平，吉田瑶子：当院において経験した子宮仮性動脈瘤３例の検

討

133.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月８日－７月10日

田邉昌平　他：妊娠中にDKAを発症したが異なる転帰をたどった２例

134.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月８日－７月10日

富田芙弥，齋藤昌利，大塩清佳，倉片三千代，星合哲郎，西郡秀和，八重樫伸生：超重症産後

出血搬送症例に対して子宮圧迫縫合はどこまで有効か？
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135.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月８日－７月10日

星合哲郎，齋藤昌利，谷川原真吾，八重樫伸生：宮城県における未受診妊婦の傾向およびその

対策

136.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（東京）７月８日－７月10日

永岡晋一，齋藤翔子，小堀周作，利光正岳，室月　淳，八重樫伸生：低ホスファターゼ症周産

期型における遺伝子型と表現型の相関性に関する検討

137.	 第54回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（東京）７月８日－７月10日

吉田瑶子　他：妊娠中に筋強直性ジストロフィーと診断され，児が先天性筋強直性ジストロ

フィーだった２例

138.	 第40回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（シンポジウム）（ホノルル／USA）７月17日－７月21日

Khandoker	AH,	Kimura	Y：Progress	in	fetal	monitoring	technologies

139.	 第40回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（ホノルル／USA）７月17日－７月21日

Khandoker	AH,	Yoshida	C,	Kasahara	Y,	Funamoto	K,	Nakanishi	K,	Fukase	M,	Kanda	K,	

Haroun	I,	Niizeki	K,	Kimura	Y：Regulation	of	maternal-fetal	heart	rates	and	coupling	in	

mice	fetuses

140.	 第40回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（ポスター）（ホノルル／USA）７月17日－７月21日

Alangari	HM,	Kimura	Y,	Khandoker	AH：Preliminary	evaluation	of	fetal	congenital	

heart	defects	changes	on	fetal-maternal	heart	rate	coupling	strength

141.	 第56回　全国大学保健管理研究集会東北地方研究集会（教育講演）（仙台）７月19日－７月20日

伊藤　潔：女性のがんをどう防ぐか－大震災以降の取り組みを中心に－

142.	 第16回　日本臨床腫瘍学会（ポスター）（神戸）７月19日－７月21日

高野忠夫，秋山陽子，來原久里子，椙目雪子，鈴木まさみ，米倉葉子，石川淳子，佐藤真由

美，後岡広太郎，大石　久，岡田佳也，石岡千加史：東北大学病院倫理審査委員会事務局にお

ける業務仕分けの試み

143.	 Scientific	Exchange	Meeting	2018	in	Okayama（招待講演）（岡山）７月21日

島田宗昭：がんゲノム医療中核拠点病院の体制整備　東北大学病院の試み

144.	 第８回　腹腔鏡下子宮頸がん・体がん手術セミナー（講演）（仙台）７月21日－７月22日

新倉　仁：婦人科手術における骨盤解剖



－41－

145.	 第８回　腹腔鏡下子宮頸がん・体がん手術セミナー（招待講演）（仙台）７月22日

島田宗昭：子宮頸癌IB1-IIB期の臨床病理学的特徴－適切な症例選択のために－

146.	 第41回　日本神経科学大会（ポスター）（神戸）７月26日－７月29日

中西加奈，笠原好之，吉田千尋，深瀬　雅，鈴木愛理佐，船本聖絵，木村芳孝：バルプロ酸暴

露ASD動物モデルでは自律神経機能の発達が損なわれる

147.	 第41回　日本神経科学大会（ポスター）（神戸）７月26日－７月29日

吉田千尋，笠原好之，深瀬　雅，中西加奈，鈴木愛理佐，船本聖絵，木村芳孝：胎児心電図を

用いたASD動物モデルの胎児期における自律神経活動評価

148.	 第58回　岩手周産期研究会（盛岡）７月28日

佐藤　惟，西本光男，鈴木一誠，田上和磨，亀田優里菜，高後裕子：常位胎盤早期剥離の診断

で緊急帝王切開術を施行した羊水塞栓症の１例

149.	 第５回　日本外科教育研究会（札幌）７月28日－７月29日

田邉康次郎：腹腔鏡手術経験のない産婦人科研修医にドライボックス練習をさせる工夫

150.	 Bayer	Medical	Dialogue	WEB	conference	（東京）７月31日

高野忠夫：臨床研究法：東北大学病院における研究支援の取り組み

151.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

石橋ますみ，徳永英樹，吉田悠人，湊　純子，櫻田尚子，永井智之，島田宗昭，八重樫伸生：

腹腔鏡下付属器切除術後に発症した尿膜管膿瘍

152.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

石山美由紀：陳旧性卵管妊娠に対し腹腔鏡下手術を施行した２症例

153.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

市川さおり：境界悪性傍卵巣腫瘍の一例

154.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

大塚康二：婦人科領域における腹腔鏡手術に対しEndoOMELETを用いた腸管圧排法

155.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

黒澤大樹：腹腔鏡下子宮筋腫核出術における出血軽減の工夫について

156.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

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

み，渡邉　善，菅原準一，八重樫伸生：当院における子宮鏡下子宮中隔切除術の有効性の検討
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157.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

高橋　司，早坂　篤，新倉詩央香，平賀裕章，赤石美穂，羽根田健，宇賀神智久，今井紀昭，

大槻健郎：モルセレーター使用全腹腔鏡下子宮全摘術後，再発腫瘍が平滑筋肉腫であった一例

158.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

田中耕平：バイポーラ針状電極による子宮鏡下内膜ポリープ切除術　ストレート型とフック型

の比較

159.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

田邉康次郎：結紮時のショートテールの動きについて考察する　順目の徹底

160.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

辻　圭太，菅野りつ子，川村真亜子，安田有理，津崎五郎，佐藤　馨，板倉裕子，吉田祐司，

古田昭彦：当院での遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する腹腔鏡下リスク低減卵巣卵管切除術

導入への取り組み

161.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

虎谷惇平：MTX全身投与後に，子宮鏡下手術で治療し得た頸管妊娠の２例

162.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

徳永英樹，渡邉　善，立花眞仁，菅原準一，島田宗昭，八重樫伸生：不妊治療中に発見された

Mixed	germ	cell	tumorの一例

163.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

永井智之：婦人科鏡視下手術における尿管ステントの有用性の検討

164.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

長谷川祐子：皮下鋼線吊り上げ式腹腔鏡下子宮筋腫核出術における筋腫径と手術難易度の検討

165.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

吉田瑶子：クローン病大腸全摘後人工肛門保有患者に対する腹腔鏡下手術の経験

166.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（松江）８月２日－８月４日

我妻理重：腹腔鏡下手術を行った成熟嚢胞性奇形腫合併卵巣カルチノイド腫瘍の１例

167.	 第58回　日本産科婦人科内視鏡学会（シンポジウム）（松江）８月２日－８月４日

渡辺　正：我々の行っている機能温存を目指した腹腔鏡下筋腫核出術－Coaxial	setup	formation－

168.	 藤岡多野医師会（特別講演）（藤岡）８月23日

大澤　稔：女性が元気になる漢方
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169.	 第41回　日本母体胎児医学会（教育講演）（東京）８月24日－８月25日

木村芳孝：次の10年を目指す胎児心電図からの心拍細変動解析

170.	 第38回　産婦人科漢方研究会（宇都宮）８月26日

大澤　稔，高山　真,	石井　正,	八重樫伸生：子宮内膜症性嚢胞に起因すると考えられた非感

染性附属器炎に漢方薬が奏効した１症例

171.	 第６回　ARO協議会（ポスター）（福岡）８月30日－９月１日

横田　崇，横田　崇，秋山陽子，工藤まきえ，來原久里子，米倉葉子，石川淳子，小松和紀

子，豊沢聖子，佐藤真由美，鈴木章史，星　友典，中野直人，草場美津江，後岡広太郎，三浦

正暢，大石　久，岡田佳也，高野忠夫，石岡千加史，下川宏明，八重樫伸生：東北大学病院に

おける認定臨床研究審査委員会運営の取り組み

172.	 大分産婦人科女医の会（特別講演）（大分）８月31日

武田　卓：すべての女性のベストパフォーマンスを応援する～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

173.	 第63回　日本生殖医学会（シンポジウム）（旭川）９月６日－９月７日

有馬隆博，小林記緒，樋浦　仁，岡江寛明：ARTによるエピジェネティクスの変調

174.	 第63回　日本生殖医学会（シンポジウム）（旭川）９月６日－９月７日

立花眞仁：発生工学がつなぐ生殖医療と再生医療

175.	 第63回　日本生殖医学会（ポスター）（旭川）９月６日－９月７日

久野貴司，立花眞仁，田中恵子，藤峯絢子，横山絵美，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：新規チップ型受精卵呼吸測定装置を使用した胚評価法につい

て，マウスを用いた動物実験モデルでの検討

176.	 Ovarian	cacer	scientific	exchange	meeting	in	Tohoku（基調講演）（仙台）９月７日

徳永英樹：HBOC診療が切り拓く卵巣癌におけるPrecision	Medicine

177.	 平成30年　公益社団法人日本助産師会　北海道・東北地区研修会（講義）（仙台）９月８日－９月

９日

田中宏典：母体感染のリスクと対応について

178.	 第316回　青森県臨床産婦人科医会（教育講演）（青森）９月８日

島田宗昭：子宮頸癌の治療戦略－個別化医療を目指して－

179.	 第27回　日本婦人科がん検診学会（コンセンサスミーティング）（東京）９月８日－９月９日

伊藤　潔：女性生殖器の構造，解剖
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180.	 第50回　岩手県立病院医学会（釜石）９月９日

阿部弘昭，鈴木一誠，田上和磨，佐藤　惟，亀田優里菜，高後裕子，西本光男：岩手県南地区

における人工授精の取り組み

181.	 第50回　岩手県立病院医学会（釜石）９月９日

川上陽子，鈴木一誠，田上和磨，佐藤　惟，亀田優里菜，高後裕子，西本光男：診断に苦慮し

た子宮角部妊娠の１症例

182.	 第50回　岩手県立病院医学会（釜石）９月９日

清水孝規：腹式子宮全摘術後の腹腔鏡下手術中に膀胱を損傷・修復した１例

183.	 第50回　岩手県立病院医学会（釜石）９月９日

清水孝規：抗NMDA受容体脳炎を疑い腹腔鏡手術を施行した卵巣奇形腫の１例

184.	 第50回　岩手県立病院医学会（釜石）９月９日

清水孝規：腹腔鏡下子宮全摘術で治療しえた高齢者の子宮留膿腫の１例

185.	 第50回　岩手県立病院医学会（釜石）９月９日

清水孝規：セプラフィルムを用いた当院での腹腔鏡手術の癒着予防の取り組みについて

186.	 筑後ブロック会産婦人科医会研修会（特別講演）（福岡）９月12日

武田　卓：すべての女性のベストパフォーマンスを応援する～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

187.	 第12回　12th	Biennial	Ovarian	Cancer	Research	Symposium（ポスター）（シアトル／米国）９

月13日－９月15日

Shigeta	S,	Shaw	R,	Moser	R,	Gurley	K,	Lui	G,	Grandori	K,	Kemp	C：Targeting	bromo-

domain	proteins	as	a	therapeutic	strategy	for	clear	cell	carcinoma	of	the	ovary

188.	 第17回　17th	Biennial	Meeting	of	the	International	Gynecologic	Cancer	Society		Meeting（京

都）９月14日－９月16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）
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189.	 第17回　17th	Biennial	Meeting	of	the	International	Gynecologic	Cancer	Society		Meeting（京

都）９月14日－９月16日

Tokunaga	H,	Enomoto	T,	Aoki	D,	Watanabe	Y,	Kigawa	J,	Takeshima	N,	Fujikawa	K,	

Jinnai	T,	 Sugiyama	T：Characterizing	 the	 cross-sectional	 approach	 to	 ovarian	

cancer	:	Genetic	testing	of	BRCA	:	An	interim	report	from	the	Japan	CHARLOTTE	study

190.	 第17回　17th	Biennial	Meeting	of	the	International	Gynecologic	Cancer	Society		Meeting（ポ

スター）（京都）９月14日－９月16日

Misawa	T,	Toyoshima	M,	Kitatani	K,	 Ishibashi	M,	Hashimoto	N,	Yaegashi	N：

Involvement	of	exosomal	Tie-1	in	the	chemo-resistance	in	ovarian	cancer	cells

191.	 第17回　17th	Biennial	Meeting	of	the	International	Gynecologic	Cancer	Society		Meeting（ポ

スター）（京都）９月14日－９月16日

Nagai	T,	Tokunaga	H,	Shimada	M,	Niikura	H,	Yaegashi	N：円錐切除時における術中頸管

細胞診と局所残存との相関関係の検討

192.	 第17回　17th	Biennial	Meeting	of	the	International	Gynecologic	Cancer	Society		Meeting（ポ

スター）（京都）９月14日－９月16日

Toki	A,	Niikura	H,Okamoto	S,Nagai	T,	Tokunaga	H,Toyoshima	M,	Shimada	M,	

Yaegashi	N：Evaluation	of	effectiveness	in	sentinel	node	navigation	surgery	to	high-risk	

endometrial	cancer	patients	by	cervical	injection	method

193.	 第60回　日本婦人科腫瘍学会（ワークショップ）（京都）９月14日－９月16日

Shibuya	Y,	Tokunaga	H,	Li	B,	Yasuda	J,	Yaegashi	N：Identification	of	somatic	genetic	

alterations	in	ovarian	clear	cell	carcinomas	with	next	generation	sequencing

194.	 第60回　日本婦人科腫瘍学会（京都）９月14日－９月16日

辻　圭太，菅野りつ子，川村真亜子，安田有理，津崎五郎，佐藤　馨，板倉裕子，吉田祐司，

古田昭彦：当院での遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する診療体制整備の取り組み

195.	 第60回　日本婦人科腫瘍学会（京都）９月14日－９月16日

橋本千明，永井智之，土岐麻実，豊島将文，徳永英樹，島田宗昭，伊藤　潔，八重樫伸生：若

年婦人科がんにおける心理的サポートの検討

196.	 第60回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（京都）９月14日－９月16日

Sakurai	Y：Intracardiac	metastasis	from	a	primary	cervical	carcinoma

197.	 第12回　地域防災情報シンポジウム（特別講演）（仙台）９月14日

伊藤　潔：「世界トップレベルの「災害科学」研究拠点に向けて」～災害科学国際研究所の発

足と活動～
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198.	 第71回　中国四国産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（松山）９月22日

武田　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～

199.	 第11回　奈良婦人科腫瘍カンファランス（特別講演）（奈良）９月22日

島田宗昭：難治性婦人科悪性種要に対する治療戦略

200.	 第77回　日本癌学会（シンポジウム）（大阪）９月27日－９月29日

石岡千加史，島田宗昭，城田英和，徳永英樹，小峰啓吾，古川　徹，八重樫伸生：がんゲノム

医療中核拠点病院の体制整備　東北大学病院の試み

201.	 第66回　北日本産科婦人科学会（特別講演）（富山）９月29日－９月30日

島田宗昭：子宮頸癌ⅠB	1－ⅡB期治療戦略の再考－治療の個別化を目指して－

202.	 第66回　北日本産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（富山）９月29日－９月30日

豊島将文：卵巣がんに対する手術治療トピックスと癒着防止剤の使用

203.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

遠藤　俊，宇賀神智久，新倉詩央香，平賀裕章，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，羽根田　

健，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：当院における巨大筋腫に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術

の工夫

204.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

熊谷祐作，齋藤昌利，富田芙弥，黒澤靖大，只川真理，岩間憲之，倉片三千代，星合哲郎，西

郡秀和，八重樫伸生：生児を得た子宮動静脈奇形合併妊娠の１例

205.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

後藤衣美子，橋本栄文，工藤理永，宮原周子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：メソトレキ

サートを初回治療に用いた帝王切開瘢痕部妊娠の１例

206.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

後藤　恵，片平敦子，佐藤孝洋，藤本久美子，舩山由有子：肺塞栓症を発症した子宮腺筋症の

１例

207.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

黒澤靖大，齋藤昌利，石原健志，仲野靖弘，齋藤翔子，大塩清佳，山本嘉昭，八重樫伸生：胎

児尿膜管開存症を出生前診断した１例

208.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

品川真澄，徳永英樹，吉田悠人，島田宗昭，八重樫伸生：腹腔鏡下手術後に尿膜管遺残症によ

る創部感染を起こした１例
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209.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

田上和磨，西本光男，鈴木一誠，佐藤　惟，亀田優里菜，高後裕子：産褥期に心肺停止で発見

され救命された急性心筋梗塞の１例

210.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

成田吉央，萩原達也，氷室裕美，太田恭子，齋藤美穂，佐藤多代，千坂　泰，鈴木久也，谷川

原真吾：当院における胎盤位置異常症例の検討

211.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

新倉詩央香，早坂　篤，遠藤　俊，平賀裕章，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智

久，羽根田健，今井紀昭，大槻健郎：尿路外溢流をきたした成熟嚢胞性奇形種の悪性転化の一

例

212.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

萩原達也，千坂　泰，成田吉央，笠原祥子，氷室裕美，柳田純子，太田恭子，齋藤美帆，佐藤

多代，鈴木久也，谷川原真吾：妊娠中に一過性大腿骨頭萎縮症を発症した１例

213.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

藤峯絢子，渡邉　善，井ケ田小緒里，田中恵子，久野貴司，横山絵美，石橋ますみ，志賀尚

美，立花眞仁，八重樫伸生：真性子宮憩室に対して腹腔鏡下子宮憩室切除術を施行後，生児を

獲得した１例

214.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

宮原周子，我妻理重，橋本栄文，工藤理永，岩間憲之，松本大樹：良性卵巣腫瘍の手術を契機

に発見された悪性リンパ腫の１例

215.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

吉田祐司，田上可桜，高橋友梨，上原知子，野添大輔，市川さおり：初心者による腹腔鏡トロ

カー挿入時の腸管損傷経験とその反省点について

216.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

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

み，志賀尚美，八重樫伸生：卵巣Sertoli-Leydig細胞腫を合併した重度排卵障害および不妊症

の１例

217.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

我妻理重，和賀望浩，後藤衣美子，橋本栄文，工藤理永，宮原周子，岩間憲之，松本大樹：腹

腔鏡下卵巣成熟嚢胞性奇形腫核出術後に発症した化学性腹膜炎の１例
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218.	 第66回　北日本産科婦人科学会（富山）９月29日－９月30日

和賀望浩，後藤衣美子，橋本栄文，工藤理永，宮原周子，岩間憲之，松本大樹，我妻理重：帝

王切開後に発症した産褥卵巣静脈血栓性静脈炎の１例

219.	 2018	Congress	of	the	International	Society	for	the	Study	Hypertension	Pregnancy（ISSHP）

（アムステルダム／オランダ）10月６日－10月９日

Sugawara	J：Detecion	of	predictive	makers	for	preeclampsia	using	NMR	and	GC-MS/MS	

metaboromics

220.	 平成30年度岩手産科婦人科学会集談会（招待講演）（北上）10月６日

徳永英樹：最近の婦人科治療の動向と東北大学における取り組み

221.	 第20回　SNNS研究会（記念シンポジウム）（東京）10月10日－10月11日

新倉　仁：婦人科癌におけるSNNSのこれまでとこれから

222.	 第20回　SNNS研究会（ミニシンポジウム）（東京）10月10日－10月11日

岡本　聡，新倉　仁，永井智之，土岐麻実，八重樫伸生：子宮体癌におけるOSNA（one-step	

nucleic	acid	amplification）法の性能評価

223.	 第20回　SNNS研究会（ミニシンポジウム）（東京）10月10日－10月11日

土岐麻実，新倉　仁，岡本　聡，八重樫伸生：子宮体癌ハイリスク患者に対し子宮頸部トレー

サー投与によるセンチネルリンパ節ナビゲーション手術は行えるか

224.	 第10回　International	Sentinel	Node	Society	Bennial	Meeting（ポスター）（東京）10月11日－

10月13日

Okamoto	S,	Niikura	H,	Nagai	T,	Toki	A,	Yaegashi	N：Performance	evaluation	of	the	

One-Step	Nucleic	Acid	Amplification	assay	using	cytokeratin	19	mRNA	for	the	detection	

of	sentinel	lymph	node	metastases	in	endometrial	cancer	patients

225.	 第10回　International	Sentinel	Node	Society	Bennial	Meeting（シンポジウム）（東京）10月11

日－10月13日

Toki	A,	Niikura	H,Okamoto	S,Nagai	T,Yaegashi	N：Evaluation	of	 effectiveness	 in	

sentinel	node	navigation	surgery	to	high-risk	endometrial	cancer	patients	by	cervical	

injection	method

226.	 第11回　周南産婦人科フォーラム（特別講演）（徳山）10月12日

島田宗昭：子宮頸癌の治療戦略－個別化医療を目指して－

227.	 第68回　日本薬学会　近畿支部（姫路）10月13日

北谷和之，張　雪薇，石橋ますみ，豊島將文，松田将也，八重樫伸生，奈邉　健		：セラミド

製剤によるネクロプトーシス誘導
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228.	 11th	Asia	Pacific	Heart	Rhythm	Society	Scientific	Sessions（ポスター）（台北/台湾）10月17

日－10月20日

Izumi	S,	Kondo	M,	Yamada	K,	Wayama	K,	Kadosaka	T,	Kagaya	Y,	Sato	K,	Kanazawa	M,	

Endo	H,	Takahashi	T,	Nakamura	A,	Nozaki	E：A	case	of	late-onset	ventricular	septum	

perforation	after	catheter	ablation	for	ventricular	tachycardia	in	a	patient	with	cardiac	

sarcoidosis

229.	 第67回　共済医学会（共同研究事業報告）（福岡）10月17日－10月18日

柿坂はるか：子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡下卵巣腫瘍核出術後のAMH値の変化に関する

検討

230.	 第56回　日本癌治療学会（教育講演）（横浜）10月18日－10月20日

徳永英樹：婦人科悪性腫瘍の現状と展望

231.	 第28回　World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology（ポスター）（シンガ

ポール）10月20日－10月24日

Kobori	S,	Murotsuki	J：Evaluation		of	pulse	pressure	measurement	in	sheep	fetus	by	the		

phased-tracking	method

232.	 第28回　World	Congress	on	Ultrasound	in	Obstetrics	and	Gynecology（ポスター）（シンガ

ポール）10月20日－10月24日

Nagaoka	S,	Kobori	S,	Toshimitsu	M,	Murotsuki	J,	Yaegashi	N：Evaluation	of	 fetal	

computed	 tomography	and	ultrasound	examinations	 for	prenatal	diagnosis	of	 fetal	

hypophosphatasia

233.	 第56回　東北生殖医学会（青森）10月20日

久野貴司，立花眞仁，東　恵子，笛　未崎，藤峯絢子，高橋藍子，井ケ田小緒里，田中恵子，

横山絵美，石橋ますみ，志賀尚美，渡邉　善，菅原準一，八重樫伸生：新規チップ型受精卵呼

吸測定装置を使用した胚評価法について，マウスを用いた動物実験モデルでの検討

234.	 第56回　東北生殖医学会（青森）10月20日

藤峯絢子，立花眞仁，久野貴司，東　恵子，高橋藍子，田中恵子，井ケ田小緒里，横山絵美，

志賀尚美，渡邉　善，八重樫伸生：前核期細胞質移植による細胞質機能改善の試み

235.	 第２回　日本子宮鏡研究会（東京）10月21日

黒澤大樹：子宮鏡下切除術単独で治療しえた胎盤ポリープの６例

236.	 第２回　日本子宮鏡研究会（東京）10月21日

渡辺　正：子宮鏡下手術におけるフラット型ループ電極の有用性
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237.	 塩釜市医師会生涯研修会10月例会（特別講演）（塩釜）10月25日

大澤　稔：日常診療に役立つ漢方薬

238.	 第12回　女性医師支援セミナー（特別賞受賞講演）（仙台）10月27日

舩山由有子：働く気持ちを支援し合う職場づくり～仕事も家庭も，男性も女性も～

239.	 十日町市中魚沼郡医師会（特別講演）（十日町）11月１日

大澤　稔：これだけは覚えておきたい漢方処方～高齢者編～

240.	 第39回　日本妊娠高血圧学会（大阪）11月２日－11月３日

岩間憲之，田中宏典，目時弘仁，西郡秀和，水野聖士，高橋史郎，渡邉　善，齋藤昌利，櫻井

香澄，石黒真美，小原　拓，龍田　希，西島維知子，杉山　隆，藤原幾磨，栗山進一，有馬隆

博，仲井邦彦，八重樫伸生：妊娠期間中の飲酒と妊娠高血圧症候群リスクとの関連

241.	 臨床研究セミナー（招待講演）（石巻）11月２日

高野忠夫：臨床研究法の「臨床研究」と医学系指針の「医学系研究」の違いについて

242.	 第33回　日本女性医学学会（岐阜）11月３日－11月４日

大澤　稔，豊島将文，志賀尚美，渡邉　善，久野貴司，石橋ますみ，横山絵美，八重樫伸生：

放射線性腸炎の下痢症状・食思不振・体重減少に対する	漢方療法への期待～外来連携２症例

から見えたこと～

243.	 第33回　日本女性医学学会（岐阜）11月３日－11月４日

久野貴司，渡邉　善，横山絵美，石橋ますみ，志賀尚美，豊島将文，大澤　稔，八重樫伸生：

OHVIRA症候群を理解するために～片腎欠損とミュラー管形成異常を合併した17例の検討～

244.	 第33回　日本女性医学学会（ポスター）（岐阜）11月３日－11月４日

石橋ますみ，立花眞仁，田中恵子，横山絵美，藤峯絢子，久野貴司，渡邉　善，志賀尚美，井

原基公，大澤　稔，八重樫伸生：子宮頸癌に対する広汎子宮全摘術および卵巣移動術後の卵巣

機能

245.	 第33回　日本女性医学学会（ポスター）（岐阜）11月３日－11月４日

志賀尚美，久野貴司，横山絵美，石橋ますみ，渡邉　善，豊島将文，大澤　稔，八重樫伸生：

閉経前女性の性腺機能不全による続発性骨粗鬆症に対する治療法，治療成績の検討

246.	 婦人科サルコーマカンファレンス	in	宮城（仙台）11月９日

島田宗昭：当院における子宮平滑筋肉腫治療の現況

247.	 久留米大学医学部産科婦人科学教室開講90周年記念同門会総会（特別講演）（久留米）11月10日

八重樫伸生：大震災から始まる物語
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248.	 第２回　日本臨床薬理学会　北海道・東北地方会（シンポジウム）（仙台）11月10日

島田宗昭：臨床研究法関連研究の立ち上げから承認までの実際

249.	 2018年度　内視鏡手術手技研修会（講演）（仙台）11月11日

田邉康次郎：TLH

250.	 リムパーザ発売記念講演会（仙台）11月13日

辻　圭太：当院におけるリムパーザ使用の現況

251.	 第249回　八戸産婦人科医会（特別講演）（八戸）11月14日

大澤　稔：産婦人科における漢方治療～産婦人科領域での漢方薬の役割～

252.	 第57回　日本臨床細胞学会秋期大会（教育講演）（横浜）11月17日－11月18日

田中耕平：妊婦における子宮頸がん検診の進め方　妊婦における子宮頸癌検診

253.	 第57回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（横浜）11月17日－11月18日

石橋ますみ，岡本　聡，志賀尚美	，徳永英樹，島田宗昭	，八重樫伸生：子宮全摘後の腟断端

細胞診による卵巣機能評価

254.	 第629回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）11月17日

志賀尚美：性分化疾患

255.	 第629回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）11月17日

辻　圭太：難治性婦人科癌に対する治療戦略　－個別化医療を目指した試み－

256.	 第629回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）11月17日

横山絵美：子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対するMPA療法

257.	 第134回　日本薬理学会　近畿部会（神戸）11月23日

北谷和之，張　雪薇，松田将也，Mark	Kester，八重樫伸生，奈邉　健：リポソーム化セラミ

ドの抗腫瘍活性：プログラム化ネクローシスの誘導

258.	 第31回　日本総合病院精神医学会（シンポジウム）（東京）11月30日－12月１日

西郡秀和：総合病院における産後うつ病対策を考える　機能する多職種連携とは；産後うつ病

対策－産科医の立場から－

259.	 第630回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月１日

後藤　恵，片平敦子，佐藤孝洋，藤本久美子，舩山由有子：肺塞栓症を発症した子宮腺筋症の

１例
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260.	 第630回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月１日

野添大輔，吉田祐司，豊島将文，市川さおり，田上可桜，高橋友梨，上原知子：緊急帝王切開

後大量出血したが救命できた一例

261.	 第630回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月１日

圓山晶子，田中耕平，大塚康二，佐藤いずみ，和田麻美子，藤井　調，佐々木宏子，和田裕

一，星　和彦，齋藤昌利：Compression	sutureが有効であった中期中絶後の大量出血の一例

262.	 第630回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月１日

渡邊マリア，早坂真一，藤島多佳子，吉本知子，田野口孝二，岡村州博：腹壁腫瘤を契機に発

見されたparasitic	myomaの１例

263.	 第31回　日本内視鏡外科学会（シンポジウム）（福岡）12月６日－12月８日

新倉　仁：ロボット支援広汎子宮全摘出術に必要な骨盤解剖

264.	 第31回　日本内視鏡外科学会（ワークショップ）（福岡）12月６日－12月８日

渡辺　正：困難な異所性妊娠の腹腔鏡下手術：腹腔鏡下卵管切開術

265.	 第31回　日本内視鏡外科学会（福岡）12月６日－12月８日

永井智之：腹腔鏡下子宮体癌手術におけるSLN生検の現状とmapping手術導入における留意点

266.	 第83回　庄内産婦人科集談会（招待講演）（酒田）12月８日

立花眞仁：当院における性分化疾患への腹腔鏡下手術の取り組み

267.	 第23回　日本生殖内分泌学会（福岡）12月14日－12月15日

三木康宏，吉田伶奈，高木清司，鈴木　貴，伊藤　潔：子宮内膜癌におけるDehydroepi-

androsterone（DHEA）の組織中濃度とその意義

268.	 第82回　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15日

立花眞仁：生殖医学研究のすすめ

269.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

遠藤　俊，宇賀神智久，新倉詩央香，佐藤友里恵，仲野靖弘，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由

子，羽根田健，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：腹腔鏡下子宮筋腫核出後の帝王切開症例にお

ける術中腹腔内所見，妊娠成績の後方視的検討

270.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

太田真理子，武山陽一，虎谷惇平，清水孝規，長谷川祐子，田邉康次郎，柏舘直子，松浦　

類，石垣展子，新倉　仁：意識消失と四肢麻痺で発症した子癇発作の一例
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271.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

後藤　恵，佐藤孝洋，藤本久美子，片平敦子，舩山由有子：分娩進行中に肺水腫を呈した妊娠

高血圧腎症の一例

272.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

工藤理永，櫻田尚子，田邉昌平，遠藤　俊，宮野菊子，松本大樹，我妻理重：多発子宮筋腫に

対して鉄剤とGnRHアナログ製剤で貧血補正後PRESを発症した１例

273.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

熊谷奈津美，和形麻衣子，黒澤靖大，岩間憲之，只川真理，大塩清佳，倉片三千代，星合哲

郎，齋藤昌利，西郡秀和，八重樫伸生：あれ！？膜どこいったの？　羊膜穿破を生じた一絨毛

膜二羊膜双胎の一例

274.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

齊藤裕也，鈴木久也，千坂　泰，中里浩樹，佐藤多代，太田恭子，氷室裕美，成田吉央，谷川

原真吾：妊娠30週妊娠高血圧症候群・常位胎盤早期剥離のため緊急帝王切開後に漿液性網膜剥

離を発症した１例

275.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

櫻井友貴，葛西剛一郎，髙橋　新，田上和磨，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，末永香緒里，

田中創太，葛西亜希子，河野順子：心内転移を来たした再発子宮頸癌の一例

276.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

笹瀬亜弥，新倉詩央香，仲野靖弘，佐藤友里恵，遠藤　俊，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智

久，羽根田健，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：卵管間質部妊娠に対して腹腔鏡治療を施行し

た２例

277.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

佐藤壮樹，野添大輔，高橋友梨，田上可桜，市川さおり，豊島将文，吉田祐司：子宮頸癌に対

するTC療法後に二次性白血病を来した一例

278.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

佐藤友里恵，今井紀昭，新倉詩央香，仲野靖弘，遠藤　俊，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由

子，宇賀神智久，羽根田健，早坂　篤，大槻健郎：慢性外陰痛の診断に苦慮した１例

279.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

清水孝規，高野恭平，谷村史人，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：当院での全腹腔鏡下子宮全

摘術（TLH）症例についての後方視的検討
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280.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

鈴木一誠，田上和磨，佐藤　惟，亀田優里菜，高後裕子，西本光男：子宮型羊水塞栓症併発を

疑い妊娠子宮摘出術を施行した常位胎盤早期剥離の一例

281.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

高橋　新，末永香緒里，櫻井友貴，田上和麿，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，葛西亜希子，

葛西剛一郎，河野順子，田中創太：当院における産褥腟壁外陰血腫に対する治療法の検討

282.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

高橋友梨，佐藤壮樹，野添大輔，田上可桜，平賀裕章，佐々木恵，市川さおり	豊島将文，吉

田祐司：月経周期に伴う発熱と下腹部痛を契機に診断された家族性地中海熱の１例

283.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

田辺昌平，末永香緒里，櫻井友貴，髙橋　新，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，葛西亜希子，

葛西剛一郎，河野順子，田中創太：当院でのプロゲステロン投与症例についての検討

284.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

谷村史人，萩原達也，菅原　登，加賀敬子：妊娠初期における止血困難な流産症例に対して

VCS	が有効であった一例

285.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

田上和磨，田中創太，櫻井友貴，高橋　新，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，末永香緒里，葛

西亜希子，葛西剛一郎：大量の膀胱結石を伴い麻酔下での用手還納が必要であった骨盤臓器脱

の一例

286.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

虎谷惇平，太田真理子，清水孝規，長谷川祐子，田邊康次郎，柏舘直子，松浦　類，石垣展

子，武山陽一，新倉　仁：造影CT検査から卵巣腫瘍茎捻転を診断できるか

287.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

栃木実佳子，熊谷奈津美，橋本栄文，齋藤　彩，齋藤彰治：当院における超緊急帝王切開のシ

ステム構築への取り組み　～第１回シミュレーション報告も含めて～

288.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

仲野靖弘，新倉詩央香，佐藤友里恵，遠藤　俊，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智

久，羽根田健，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：閉経後女性の性器出血をみとめたSertoli・

Leydig	細胞腫の一例

289.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

成田吉央，萩原達也，氷室裕美，太田恭子，齋藤美穂，佐藤多代，千坂　泰，鈴木久也，谷川

原真吾：当院における胎盤位置異常症例の検討
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290.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

新倉詩央香，宇賀神智久，佐藤友里恵，仲野靖弘，遠藤　俊，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由

子，羽根田健，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：保存的加療で改善傾向にあったmassive	

ovarian	edemaの一例

291.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

西澤圭織，岩間憲之，星合哲郎，齋藤昌利，倉片三千代，西郡秀和，菅原準一，八重樫伸生：

東北大学病院周産母子センターにおける過去３年間の常位胎盤早期剥離症例の周産期予後検討

292.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

野添大輔，豊島将文，市川さおり，田上可桜，上原知子，高橋友梨，吉田祐司：緊急帝王切開

後の大量出血に対して子宮摘出を要した２例

293.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

萩原達也：妊娠中に一過性大腿骨頭萎縮症を発症した１例

294.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

橋本栄文，栃木実佳子，齋藤　彩，齋藤彰治：産褥７日目に産褥子癇となった症例

295.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

平賀裕章，宇賀神智久，新倉詩央香，遠藤　俊，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，羽根田　

健，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：子宮筋腫の圧迫により生じたと思われるリンパ管腫が感

染し発熱と腹痛を呈した一症例

296.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

圓山晶子，田中耕平，大塚康二，佐藤いずみ，和田麻美子，藤井　調，佐々木宏子，和田裕

一，星　和彦：妊娠中の貧血における亜鉛欠乏症

297.	 第82回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月15日

吉田悠人，徳永英樹，品川真澄，湊　純子，櫻田尚子，永井智之，島田宗昭，八重樫伸生：広

汎子宮頸部切除術後に左卵管腟内脱出を認めた一例

298.	 第13回　スフィンゴテラピィ研究会（砺波）12月16日

北谷和之，張　雪薇，松田将也，山本雄大，Mark	Kester，八重樫伸生，奈邉　健：スフィン

ゴ脂質とプログラム化ネクローシス（ネクロプトーシス）

【2017年　記載漏れ】

１.	 日本病院ライブラリー協会2017年度第２回研修会（特別講演）（山形）11月11日

舩山由有子：訴訟とエビデンス




