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４　学会・研究会・セミナー等での発表

１.	 平成30年度宮城県産婦人科医会勤務医懇談会（特別講演）（仙台）１月８日

新倉　仁：婦人科悪性腫瘍手術における腹腔鏡下手術の現状－ガイドラインの改訂を中心に－

２.	 第12回　東北大学大学院医学系研究科リトリート（仙台）１月12日

Zhang	X,	Ishibashi	M,	Shigeta	S,	Yaegashi	N：The	tumor	biological	functions	of	tyrosine	

kinase	receptor	TIE-1	in	ovarian	cancer

３.	 第317回　青森県臨床産婦人科医会（青森）１月19日

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

西亜希子，葛西剛一郞：小腸腫瘍と右卵巣腫瘍に対する腹腔鏡手術で偶然発見された左卵管癌

の一例

４.	 第６回　宮城胎児心臓病研究会プログラム（仙台）１月19日

村川　東，武山陽一，村川真理弥，西澤圭織，田邉昌平，田邉康次郎，松浦　類，柏舘直子，

石垣展子，明城光三，新倉　仁：症例：左側相同

５.	 第40回　日本エンドメトリオーシス学会（東京）１月19日－１月20日

渡辺　正，石山美由紀，黒澤大樹，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，深谷孝夫，渡部　洋：高

度癒着を有する卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下付属器摘出術

６.	 あすか製薬社内研修会（講師）（仙台）１月22日

立花眞仁：子宮筋腫の治療戦略

７.	 第339回　筑後ブロック産婦人科医会研修会（特別講演）（久留米）１月30日

室月　淳：低ホスファターゼ症（HPP）の出生前診断と出生後治療－周産期型HPPの児を救

命するために

８.	 女性にやさしい漢方セミナー IN秋田（特別講演）（秋田）１月30日

武田　卓：がん治療と緩和ケアにおける漢方薬の役割

９.	 第１回　宮城県妊産婦メンタルヘルスケア研修会（仙台）２月２日

大槻健郎：妊産婦メンタルヘルスケアの意義

10.	 第41回　日本産婦人科手術学会（東京）２月２日－２月３日

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

美，渡邉　善，立花眞仁，島田宗昭，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
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11.	 第41回　日本産婦人科手術学会（東京）２月２日－２月３日

徳永英樹，辻　圭太，島田宗昭，渡邉　善，新倉　仁，八重樫伸生：ロボット支援下広汎子宮

全摘術術後にポートサイト膿瘍を形成した一例

12.	 第17回　山形骨盤外科研究会（山形）２月２日

堀川翔太，鈴木百合子，小幡美由紀，小篠隆広，阿部祐也：癌化学療法時の卵巣機能温存－

GnRHアゴニストによる卵巣休眠療法－

13.	 International	Symposium	on	Epigenome	2019（東京）２月３日

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

villous	cytotrophoblast	cells.

14.	 東海女性医療フォーラム（特別講演）（愛知）２月９日

武田　卓：月経随伴症状に活かすヌーベル漢方入門～ホルモン剤と漢方の併用療法について～

15.	 第７回　日本婦人科ロボット手術学会（シンポジウム）（倉敷）２月８日－２月９日

新倉　仁，渡邉　善，橋本千明，田邉康次郎，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広汎子宮全摘術－開腹を超える可能性とメリットを考える－

16.	 第７回　日本婦人科ロボット手術学会（倉敷）２月８日－２月９日

永井智之，鈴木邦昭，植草良輔，長尾有佳里，河合要介，梅村康太：当院におけるロボット支

援子宮体癌根治手術の治療成績

17.	 第９回　日本・がん生殖医療学会，Oncofertility	Consortium	Japan	Meeting（シンポジウム）

（岐阜）２月９日－２月10日

立花眞仁：宮城県がん・生殖医療ネットワークの現状と課題

18.	 第９回　日本・がん生殖医療学会，フェリングファーマ共催セミナー（招待講演）（岐阜）２月９

日－２月10日

立花眞仁：核移植が切り開く近未来のART

19.	 第11回　胎児骨系統疾患フォーラム（研究事業紹介）（大阪）２月16日

室月　淳：母体血セルフリーDNAによる胎児骨系統疾患診断プロジェクト

20.	 第19回　日本生殖工学会（招待講演）（大阪）２月16日

立花眞仁：発生工学研究から派生する生殖補助医療研究と新規治療開発の可能性

21.	 日本助産師会研修会（教育講演）（大阪）２月22日

武田　卓：産後の母親の健康管理について
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22.	 第22回　東北家族性腫瘍研究会（仙台）２月23日

豊島将文，吉田祐司，古田昭彦，板倉裕子，安田有理，川村真亜子：当院における遺伝性乳癌

卵巣癌症候群患者に対するリスク低減卵管卵巣切除術

23.	 2018年度腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術セミナー（講演）（倉敷）２月24日

新倉　仁：経腹膜傍大動脈リンパ節郭清－ロボット－

24.	 東部仙台婦人科腫瘍診療連携講演会（仙台）２月27日

佐藤壮樹，豊島将文，野添大輔，高橋友梨，田上可桜，市川さおり，吉田祐司：化学療法後に

二次性白血病を来した一例

25.	 東部仙台婦人科腫瘍診療連携講演会（仙台）２月27日

田邉康次郎，村川　東，村川真理弥，太田真理子，牧もとみ，虎谷惇平，清水孝紀，柏舘直

子，松浦　類，石垣展子，武山陽一，新倉　仁：化学療法を契機に発症した糖尿病性ケトアシ

ドーシスの一例

26.	 東部仙台婦人科腫瘍診療連携講演会（仙台）２月27日

辻　圭太：治療に難渋した卵巣卵黄嚢腫瘍の１例

27.	 利益相反マネジメントセミナー（ワークショップ）（仙台）２月27日

高野忠夫：臨床研究法の概要

28.	 石巻赤十字病院講演会（講義）（石巻）３月４日

室月　淳：宮城県立こども病院におけるNIPTの現状と未来

29.	 石巻赤十字病院講演会（講義）（石巻）３月４日

室月　淳：リトドリンを使わない切迫早産管理について

30.	 平成31年「未来型医療創造卓越大学院プログラム」キックオフシンポジウム（ポスター）（仙台）

３月５日－３月７日

Zhang	X，Ishibashi	M,	Shigeta	S,	Yaegashi	N：Tyrosine	kinase	receptor	TIE-1	serves	as	

a	novel	therapeutic	target	in	PI3K	highly	expressing	ovarian	cancer.

31.	 第８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（山形）３月９日

堀川翔太，鈴木百合子，小幡美由紀，小篠隆広，阿部祐也：内臓逆位の胎児診断

32.	 第41回　県南周産期セミナー（特別講演）（八戸）３月９日

室月　淳：NIPTの現状とこれからの周産期のゲノム医療

33.	 第139回　東海産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（名古屋）３月10日

島田宗昭：卵巣癌治療におけるBevacizumabの意義を再考する
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34.	 第14回　日本生殖発生医学会（招待講演）（大阪）３月10日

有馬隆博，岡江寛明：ヒト胎盤幹（TS）細胞の樹立とその細胞特性

35.	 第66回　Society	for	Reproductive	Investigation	66th	Annual	Scientific	Meeting（パリ／フラン

ス）３月12日－３月16日

Takahashi	S,	Okae	H,	Arima	T,	Yaegashi	N：Molecular	characterization	of	trophob-

lastic	stem	cells	established	from	complete	hydatidiform	mole

36.	 第66回　Society	for	Reproductive	Investigation	66th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（パ

リ／フランス）３月12日－３月16日

Kumagai	Y,	Saito	M,	Usuda	H,	Watanabe	S,	Sato	S,	Hanita	T,	Musk	GC,	Carter	S,	

Yaegashi	N,	Jobe	AH,	Newnham	JP,	Kemp	MW：Alterations	in	fetal	cardiac	function	

following	antenatal	steroid	treatments	in	a	sheep	model	of	pregnancy

37.	 第66回　Society	for	Reproductive	Investigation	66th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（パ

リ／フランス）３月12日－３月16日

Kuno	T,	Tachibana	M,	Fujimine-Sato	A,	Higashi	K,	Igeta	S,	Tanaka	K,	Yokoyama	E,	

Ishibashi	M,	Watanabe	Z,	Shiga	N,	Yaegashi	N：Preclinical	evaluation	of	a	new	clinically	

applicable	device	for	embryo	oxygen	consumption	rate	measurement	using	animal	model

38.	 第66回　Society	for	Reproductive	Investigation	66th	Annual	Scientific	Meeting（ポスター）（パ

リ／フランス）３月12日－３月16日

Wagata	M,	Obara	T,	Nagai	M,	Ishikuro	M,	Mizuno	S,	Nakaya	N,	Nakamura	T,	Hirata	T,	

Tsuchiya	N,	Metoki	H,	Ogishima	S,	Hozawa	A,	Kinoshita	K,	Kure	S,	Yaegashi	N,	

Yamamoto	M,	Kuriyama	S,	Sugawara	J：Low	birth	weight	and	abnormal	prepregnancy	

body	mass	index	were	at	higher	risk	for	hypertensive	disorders	of	pregnancy

39.	 第26回　名古屋第二赤十字病院周産期カンファレンス（特別講演）（名古屋）３月16日

室月　淳：塩酸リトドリンの長期投与をやめよう－48時間ショートトコライシスと早産予防用

ペッサリー

40.	 第50回　Society	of	Gynecologic	Oncology	（SGO）	Annual	Meeting（ポスター）（ホノルル／ア

メリカ）３月16日－３月19日

Tokunaga	H,	Matsuo	K,	Shimada	M,	Nakamura	K,	Takei	Y,	Ushijima	K,	Sumi	T,	Ohara	

T,	Yahata	H,	Mikami	M,	Sugiyama	T：Predictors	for	pathological	parametrial	invasion	

in	clinical	stage	IIB	cervical	cancer:	A	nation-wide	cohort	study

41.	 第71回　日本産科婦人科学会（招待講演）（名古屋）４月11日－４月14日

Murotsuki	J：Prenatal	diagnosis	and	management	of	perinatal	lethal	hypophosphatasia	

after	introduction	of	enzyme	replacement	therapy	-	A	new	proposed	classification
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42.	 第71回　日本産科婦人科学会（ワークショップ）（名古屋）４月11日－４月14日

新倉　仁：子宮頸がんセンチネルリンパ節生検

43.	 第71回　日本産科婦人科学会（International	Session	Workshop）（名古屋）４月11日－４月14日

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

N,	Watanabe	 Z,	Ohsawa	M,	 Sugawara	 J,	Yaegashi	N：Challenge	 of	 improving	

cytoplasmic	 fusion	by	pronuclear	 stage	 cytoplasmic	 transplantation	of	 discarded	

cytoplasm	from	abnormally	fertilized	zygote

44.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

石山美由紀，渡辺　正，黒澤大樹，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，深谷孝夫，渡部　洋：陳

旧性卵管妊娠に対し腹腔鏡下手術を施行した２症例

45.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

Iwama	N,	Metoki	H,	Nishigori	H,	Tanaka	K,	Watanabe	Z,	Saito	M,	Sugiyama	T,	Arima	

T,	Yaegashi	N：Association	between	alcohol	 consumption	during	pregnancy	and	

hypertensive	disorders	of	pregnancy	in	Japan:	The	Japan	Environment	and	Children's	

Study

46.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

遠藤　俊，宇賀神智久，新倉詩央香，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術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

47.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

Oyama	Y,	Tokunaga	H,	Sasaki	S,	Toki	A,	Hashimoto	C,	Tuji	K,	Shimada	M,	Yaegashi		

N：A	study	on	significance	of	omentectomy	for	early	stage	epithelial	ovarian	cancer.

48.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

Kudo	K,	Sakamoto	Y,	Nomura	M,	Ito	K,	Yamada	H,	Shima	H,	Yaegashi	N,	Tanuma	N：

Targeting	metabolism	of	ovarian	cancer	as	new	therapeutic	strategy

49.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

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

N,	Watanabe	Z,	Ohsawa	M,	Sugawara	J,	Yaegashi	N：Preclinical	evaluation	of	a	new	

clinically	applicable	device	 for	embryo	oxygen	consumption	rate	measurement	using	

animal	model
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50.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

Kumagai	Y,	Saito	M,	Takahashi	T,	Sato	S,	Watanabe	S,	Hanita	T,	Kemp	MW,	Jobe	AH,	

Newnham	JP,	Yaegashi	N：The	analysis	of	 the	change	 in	cardiac	 function	and	gene	

expression	of	fetal	heart	in	antenatal	steroid（ANS）	treatment:	Evidence	from	a	sheep	

model	of	pregnancy

51.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

黒澤大樹，渡辺　正，石山美由紀，設楽明宏，長尾大輔，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，深

谷孝夫，渡部　洋：子宮鏡下に治療を完遂した胎盤ポリープの８例

52.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

Sasaki	S,	Metoki	H,	Hoshi	K,	Yaegashi	N：Risk	of	developing	HDP	by	combination	of	

home	BP	at	early	pregnancy	and	BP	at	pregnancy	medical	examination

53.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

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

Z,	Yaegashi	N：The	importance	of	energy	metabolism	for	oogenesis

54.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

田邉昌平，末永香緒里，櫻井友貴，高橋　新，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，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

55.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

二神真行，飯野香理，ルイズ横田奈朋，徳永英樹，戸澤晃子，横山良仁，鈴木史朗，永沢崇

幸，藤村正樹，吉田好雄，青木陽一：婦人科がん死亡症例に関する詳細調査－終末期における

化学療法継続性の可否を判断する根拠の確立を目指して－JGOG9002Sの検討結果（第一報）

56.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14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の頻度

57.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

大澤　稔，立花眞仁，豊島将文，志賀尚美，渡邉　善，石橋ますみ，横山絵美，久野貴司，八

重樫伸生：SSRI・LEP	が無効な月経前不快気分障害（PMDD）への治療を考案させた１症例

～スルピリド療法の可能性に迫る～

58.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

大塚康二，田中耕平，圓山晶子，佐藤いずみ，和田麻美子，藤井　調，星　和彦：ホルモン補

充周期における２種類の黄体ホルモン補充腟剤を用いた際の子宮内膜の厚さおよび妊娠率，流

産率の比較
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59.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

後藤　恵，片平敦子，佐藤孝洋，藤本久美子，舩山由有子：当院における子宮内レボノルゲス

トレル放出システムの検討

60.	 第71回　日本産科婦人科学会（ポスター）（名古屋）４月11日－４月14日

辻　圭太，島田宗昭，徳永英樹，山口　聡，竹島信宏，中西　透，齋藤俊章，八重樫伸生，三

上幹男，杉山　徹：子宮頸癌腺癌IB	1	期症例における臨床病理学検討

61.	 朝霞地区医師会学術講演会（特別講演）（朝霞）４月17日

大澤　稔：不定愁訴・精神神経症状	に用いる漢方処方	～更年期障害・不安・うつ・不眠～

62.	 埼玉県産婦人科医会	西ブロック	学術講演会（特別講演）（川越）４月18日

大澤　稔：更年期障害・不定愁訴	の漢方治療

63.	 第34回　Annual	Meeting	of	KSGO	and	28th	Annual	Symposium	&	Workshop	of	KGOG（招待

講演）（釜山／韓国）４月26日

Yaegashi	N：Reappraisal	of	cervical	adenocarcinoma	treatments

64.	 第36回　OBGYN	Reaserach	Day（トロント／カナダ）５月３日

Hamada	H,	Moisiadis	V,	Constantinof	A,	Kostaki	A,	Mattews	S：Involvement	of	germ	

cell	microRNAs	in	the	transgenerational	effects	of	prenatal	glucocorticoid	exposure

65.	 第20回　International	Congress	of	Cytology（ポスター）（シドニー／オーストラリア）５月５

日－５月９日

Okamoto	S,	Niikura	H,	Toki	A,	 Ishibashi	M,	Shiga	N,	Tokunaga	H,	Shimada	M,	

Watanabe	M,	Miura	H,	Yaegashi	N：Diagnostic	accuracy	of	imprint	cytology	for	sentinel	

lymph	node	metastasis	in	endometrial	cancer

66.	 第20回　International	Congress	of	Cytology（ポスター）（シドニー／オーストラリア）５月５

日－５月９日

Tokunaga	H,	Okamoto	S,	Ishibashi	M,	Shimada	M,	Yaegashi	N：Efficiency	of	a	dual	p16	
INK4aKi-67	immunocytochemistry	to	evaluate	atypical	glandular	cells	of	the	uterinecervix

67.	 第20回　International	Congress	of	Cytology（ポスター）（シドニー／オーストラリア）５月５

日－５月９日

Ishibashi	M,	Tokunaga	H,	Okamoto	S,	Shiga	N,	Shimada	M,	Ito	K,	Yaegashi	N：Positive	

peritoneal	cytology	is	a	recurrence	risk	factor	in	stage	1	endometrial	cancer
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68.	 第20回　International	Congress	of	Cytology（ポスター）（シドニー／オーストラリア）５月５

日－５月９日

Sato	I,	Tanaka	K,	Maruyama	A,	Otsuka	K,	Wada	M,	Fujii	O,	Akaishi	K,	Oikawa	H,	

Hoshi	K：Comparison	of	cell	collection	methods	of	cervical	pap-test	in	pregnant	women

69.	 第59回　岩手周産期研究会（特別講演）（盛岡）５月９日

木村芳孝：AI時代の医療機器，胎児心電図の開発の現状と今後の展望

70.	 第92回　日本内分泌学会（シンポジウム）（仙台）５月９日－５月11日

三木康宏，岩渕英里奈，鈴木　貴，笹野公伸，伊藤　潔：ホルモン依存性癌におけるホルモン

シグナルの可視化

71.	 第92回　日本内分泌学会（招待講演）（仙台）５月９日－５月11日

伊藤　潔，三木康宏：災害科学，災害医学，そしてホルモン－災害科学国際研究所での取り組

みを中心に－

72.	 第92回　日本内分泌学会（ポスター）（仙台）５月９日－５月11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ステロイドホルモ

ンとKruppel-like	factor	5	の発現

73.	 大阪女性医療フォーラム（特別講演）（大阪）５月11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

74.	 中外eセミナー（WEBセミナー）（東京）５月13日

島田宗昭：NACを用いた治療戦略－進行卵巣癌の治療戦略向上を目指す－

75.	 第１回　青森県院内助産フォーラム（シンポジウム）（青森）５月16日

田中創太：当院の院内助産

76.	 第36回　山形県周産期・新生児医療研究会（山形）５月18日

堀川翔太，丸山真弓，小幡美由紀，小篠隆広，中原健次，阿部祐也：ベタメサゾン投与後に発

症した母体肺水腫

77.	 うつのみや	漢方薬ファーストステップセミナー（特別講演）（宇都宮）５月23日

大澤　稔：まず使ってみよう漢方薬

78.	 第60回　日本卵子学会（広島）５月25日－５月26日

井原基公，立花眞仁，久野貴司，藤峯絢子，渡邉　善，志賀尚美，柿沼敏行，柿沼　薫，田中

宏一，大和田倫孝，八重樫伸生：Bnc1のヘテロは早発閉経の原因になるのか？
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79.	 山形県支部同窓会（特別講演）（山形）５月26日

木村芳孝：胎児心電図開発秘話

80.	 Scientific	Exchange	Meeting	in	Akita（招待講演）（秋田）５月27日

島田宗昭：難治性婦人科がんの治療戦略－現況と今後の展望－

81.	 京野アートクリニック勉強会（講師）（仙台）５月28日

立花眞仁：発生工学と生殖補助医療の接点

82.	 熊本産婦人科二十日会（特別講演）（熊本）５月29日

武田　卓：女性活躍推進と大豆～スーパーイソフラボン“エクオール”の可能性～

83.	 仙台市東部産婦人科学術講演会（仙台）５月30日

田邉康次郎，村川　東，村川真理弥，牧まとみ，西澤圭織，清水孝紀，柏舘直子，松浦　類，

石垣展子，武山陽一，新倉　仁：TLHの手術時間予測式確立の試み

84.	 沼田利根医師会卒後研修会	（特別講演）（沼田）５月30日

大澤　稔：日常診療に役立つ漢方薬～不定愁訴と漢方～

85.	 第47回　Southern	Ontario	Reproductive	Biology	Meeting（トロント／カナダ）６月７日

Hamada	H,	Moisiadis	V,	Constantinof	A,	Kostaki	A,	Mattews	S：Involvement	of	germ	

cell	microRNAs	in	the	transgenerational	effects	of	prenatal	glucocorticoid	exposure

86.	 第60回　日本臨床細胞学会（東京）６月７日－６月９日

田中耕平，赤石一幸，及川洋恵，佐藤いずみ，江原　隆，高梨真樹：尿HPV検査の有用性に

ついて　尿中HPV測定による子宮頸癌検診への応用

87.	 第85回　日本生化学会東北支部（ポスター）（仙台）６月８日－６月９日

工藤　敬，野村美有樹，坂本良美，山田秀和，伊藤　潔，八重樫伸生，島　礼，田沼延公：

NAD＋代謝を標的とした卵巣癌への新しい治療戦略

88.	 第16回　山口県胎児治療研究会（講演）（宇部）６月13日

木村芳孝：分娩監視装置の未来　－胎児心電図と胎児心拍変動のAIによる解析－

89.	 第25回　日本家族性腫瘍学会（ポスター）（東京）６月14日－６月15日

豊島将文，吉田祐司，古田昭彦，板倉裕子，安田有理，川村真亜子：当院における遺伝性乳が

ん卵巣がん患者に対するリスク低減卵管卵巣切除術

90.	 第25回　日本家族性腫瘍学会（ポスター）（東京）６月14日－６月15日

安田有理，川村真亜子，豊島将文，古田昭彦：院内完結型HBOC診療を目指して－多職種で

取り組むRRSO－
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91.	 第16回　東北産婦人科専攻医会（山形）６月15日

熊谷奈津美，虎谷惇平，藤島綾香，加藤麻美：東北における切迫早産の管理について

92.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

工藤沙織，石橋ますみ，岡本　聡，徳永英樹，渡辺みか，八重樫伸生：低異型度子宮内膜間質

肉腫の１例

93.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

佐藤直人，葛西亜希子，田上和磨，末永香緒里，葛西剛一郎，田中創太：巨大卵巣腫瘍２症例

の経験

94.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

志賀尚美，立花眞仁，井ケ田小緒里，藤峯絢子，久野貴司，横山絵美，渡邉　善，八重樫伸

生：チトクロームP450オキシドレダクターゼ欠損症の継続，進行する卵巣嚢胞にLEP介入が

奏功した一例

95.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

立花眞仁，志賀尚美，渡邉　善，山田秀和，吉田仁秋，星　和彦，八重樫伸生：宮城県がん・

生殖医療ネットワークの活動状況と今後

96.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

谷村史人，萩原達也，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：妊娠初期の止血困難な流産症例に対し

てVCS施行し子宮摘出を回避した一例

97.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

仲野靖弘，新倉詩央香，佐藤友里恵，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：帝王切開時にあきらかになった腹膜偽粘液腫の一例

98.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

西澤圭織，佐々木里美，湊　敬道，石橋ますみ，重田昌吾，島田宗昭，工藤沙織，土岐麻実，

辻　圭太，徳永英樹，八重樫伸生：多発直腸穿孔により持続ドレナージを要した子宮頸癌

（CCRT後）の一例

99.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

萩原達也，谷村史人，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：子宮後壁頸部筋腫に対する腹腔鏡下子

宮全摘術の１例

100.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

橋本栄文，齋藤彰治，齋藤　彩，栃木実佳子：総腸骨静脈奇形により卵巣静脈血栓性静脈炎を

来した１例
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101.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

松原美紀，佐藤壮樹，野添大輔，田上可桜，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

102.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

湊　敬道，徳永英樹，西澤圭織，工藤沙織，石橋ますみ，重田昌吾，島田宗昭，八重樫伸生：

進行卵巣癌を疑われた壁外発育型大腸癌の一例

103.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

宮原周子，辻　圭太，品川真澄，重田昌吾，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：急速に進行

し，治療に難渋した卵巣卵黄嚢腫瘍ⅣB期の１例

104.	 第147回　東北連合産科婦人科学会	（山形）６月15日－６月16日

村川真理弥，田邉康次郎，清水孝規，松浦　類，柏舘直子，石垣展子，武山陽一，新倉　仁：

LEEPにおけるピトレシンの有用性についての検討

105.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

吉田悠人，西本光男，鈴木一誠，佐藤　惟，喜早優里菜，高後裕子：腹腔鏡下手術が有効で

あった小児期発症卵管捻転の１例

106.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

久木元詩央香，宇賀神智久，平山亜由子，早坂　篤，大槻健郎：妊娠初期に異なる術式で加療

を行った黄体嚢胞茎捻転の２症例

107.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

熊谷奈津美，辻　圭太，宮原周子，品川真澄，重田昌吾，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：

Bevacizumab併用化学療法にて小腸穿通を認めた再発卵巣癌の一例

108.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

小針諄也，田邉昌平，工藤理永，遠藤　俊，宮野菊子，櫻田尚子，松本大樹，我妻理重：当院

における超緊急帝王切開に対する取り組みとその成果

109.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

佐藤壮樹，豊島将文，野添大輔，高橋友梨，田上可桜，市川さおり，吉田祐司：当院における

風疹抗体価の傾向とその対策－ワクチン接種導入に向けて－

110.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

重田昌吾，徳永英樹，土岐麻実，辻　圭太，島田宗昭，八重樫伸生：当院におけるオラパリブ

維持療法の使用経験
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111.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

鈴木一誠，吉田悠人，西本光男：腹腔鏡下手術後に診断されたcystic	adenomyosisの１例

112.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

田上和磨，田中創太，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：妊娠高血圧症候群を背景として産褥期に発症した周産期心筋症の一例

113.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

谷村史人，萩原達也，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：腹腔鏡下手術におけるSTRATAFIX®		
SpiralPDS	Plus®の使用経験

114.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

栃木実佳子，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工夫

115.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

萩原達也，谷村史人，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：腹腔鏡下子宮全摘術で治療し得た子宮

留膿腫の２例

116.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

堀川翔太，鈴木百合子，小幡美由紀，小篠隆広，阿部祐也：肺転移をきたした平滑筋腫

117.	 第147回　東北連合産科婦人科学会（山形）６月15日－６月16日

村川　東，田邉康次郎，村川真理弥，西澤圭織，清水孝規，長谷川祐子，松浦　類，柏舘直

子，石垣展子，武山陽一，明城光三，新倉　仁，川瀧元良：STICを用いて出生前診断しえた

両大血管右室起始症の一例

118.	 第140回　近畿産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（枚方）６月15日－６月16日

島田宗昭：卵巣癌治療におけるBevacizumabの意義を再考する

119.	 第115回　日本精神神経学会（ポスター）（新潟）６月20日－６月22日

奥山純子，片柳光昭，鈴木智美，冨本和歩，東海林渉，上田一気，佐久間篤，松本和紀，佐藤

翔輔，丸谷浩明，寺田賢二郎，越村俊一，児玉栄一，伊藤　潔，今村文彦，富田博秋：実践的

災害精神医学への学際的取り組み	－東北大学精神科と災害科学研究拠点／災害科学国際研究

所および地域との連携

120.	 宮崎市郡産婦人科医会（特別講演）（宮崎）６月20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～

121.	 第６回　東北麻酔セミナー（ワークショップ）（仙台）６月22日

木村芳孝：モニタリング胎児心電図，ドップラー
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122.	 第６回　東北麻酔セミナー（講演）（仙台）６月22日

木村芳孝：胎児心電図に期待できること

123.	 第35回　Annual	Meeting	of	ESHRE（招待講演）（ウィーン／オーストリア）６月23日

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

124.	 第13回　International	Workshop	on	Advanced	Genomics（ポスター）（東京）６月25日－６月

27日

Nishizawa	A,	Kumada	K,	Tateno	K,	Wagata	M,	Saito	S,	Katsuoka	F,	Yamamoto	M,	

Sugawara	J,	Yasuda	J：Analysis	of	HLA-G	genomic	sequences	related	to	hypertensive	

disorders	of	pregnancy	（HDP）

125.	 第84回　庄内産婦人科集談会（特別講演）（酒田）６月25日

新倉　仁：婦人科領域におけるロボット支援手術の現況と展望

126.	 ノーベルファーマ社内研修会（講演）（仙台）６月25日

立花眞仁：子宮内膜症と治療戦略～妊孕性温存を中心に～

127.	 おやま	漢方薬ファーストステップセミナー（特別講演）（小山）６月27日

大澤　稔：これだけは覚えておきたい漢方処方	～痛み，めまい編～

128.	 第70回　日本東洋医学会（ポスター）（東京）６月28日－６月30日

大澤　稔，高山　真，菊地章子，沼田健裕，有田龍太郎，齊藤奈津美，池野由佳，西川　仁，

佐々木浩代，小島三千代，清水雅行，金子聡一郎，神谷哲治，石井　正：化学物質過敏症

（CS）に対する漢方治療の開発について

129.	 北海道・青森県支部同窓会（特別講演）（五戸）６月30日

木村芳孝：胎児心電図開発秘話

130.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ランチョンセミナー）（新潟）７月４日－７月６日

新倉　仁：解剖を視る子宮悪性腫瘍手術－ロボット手術のメリットを生かして－

131.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ワークショップ）（新潟）７月４日－７月６日

永井智之：子宮頸癌手術におけるセンチネルリンパ節生検の現状

132.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

北井美穂，山口　聡，松尾高司，島田宗昭，紀川純三，徳永英樹，田畑　務，児玉順一，川	

名　敬，三上幹男，杉山　徹：局所進行子宮頸癌に対するタキサン＋プラチナ術前化学療法の

治療効果は組織型によって相違はあるか
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133.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

清野　学，横山良仁，佐藤直樹，太田　剛，徳永英樹，板持広明，藤森敬也，山田秀和，中西　

透：子宮頸癌ⅠB～ⅡB期における傍大動脈リンパ節腫大例に対する治療法の検討

134.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

辻　圭太，島田宗昭，重田昌吾，徳永英樹，山口　聡，竹島信宏，中西　透，齋藤俊章，八	

重樫伸生，三上幹男，杉山　徹：子宮頸癌進行期分類FIGO2018の検証　ⅠB	1 ／ⅠB	2	期

（FIGO2018）の臨床病理学的検討

135.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

土岐麻実，徳永英樹，岡本　聡，石橋ますみ，重田昌吾，辻　圭太，島田宗昭，八重樫伸生：

子宮頸部異型腺細胞の細胞診判定におけるp16INK4aKi67二重免疫染色の有用性

136.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

千葉淳美，大亀真一，山口　聡，平田幸広，徳永英樹，西尾　真，竹井裕二，横山良仁，川畑

絢子，市川亮子，西村正人，駒崎裕美，佐藤敏治，齋藤良介，吉田　学，寺本典弘，三上芳

喜，島田宗昭，竹原和宏，紀川純三：子宮頸部非扁平上皮癌ⅠB	2－ⅡB期における治療法と

予後に関する後方視的検討（SGSG-015）

137.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

野村弘行，青木大輔，水野美香，新井正秀，西尾　真，田部　宏，徳永英樹，中西　透，渡部　

洋，八重樫伸生，横山良仁，竹原和宏：術後補助化学療法施行後の子宮体癌再発パターンおよ

びリスク因子に関する検討（JGOG2043A-1研究）

138.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

Shigeta	S,	Kemp	CJ,	Grandori	C：BET	protein	inhibition	in	combination	with	PI3K-AKT	

signal	inhibitors	as	a	therapeutic	strategy	for	clear	cell	carcinoma	of	the	ovary

139.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（新潟）７月４日－７月６日

田邉康次郎，村川　東，村川真理弥，牧まとみ，西澤圭織，清水孝規，柏舘直子，松浦　類，

石垣展子，武山陽一，新倉　仁：卵管間膜に発生したWolff管腫瘍疑いの一例

140.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

大山喜子，石橋ますみ，岡本　聡，宮原周子，湊　敬道，佐々木里美，土岐麻実，重田昌吾，

辻　圭太，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：子宮体癌I期における腹腔細胞診の意義

141.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

岡本　聡，新倉　仁，土岐麻実，辻　圭太，重田昌吾，石橋ますみ，徳永英樹，大山喜子，

佐々木里美，島田宗昭，八重樫伸生：子宮頸癌におけるOSNA（one-step	nucleic	acid	

amplification）法の性能評価
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142.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

海法道子，工藤　敬，藤田信弘，大友圭子，山田秀和：進行再発子宮頚癌に対する

Bevacizumab併用化学療法の使用経験

143.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

葛西亜希子，葛西剛一郎，櫻井友貴，田上和磨，高橋　新，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，

末永香緖里，田中創太，河野順子，矢嶋信久：当院における子宮頸部胃型腺癌６例についての

後方視的検討

144.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

工藤　敬，海法道子，藤田信弘，大友圭子，山田秀和，八重樫伸生：子宮頚癌における癌性心

膜炎の１例

145.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

佐々木里美，徳永英樹，湊　敬道，大山喜子，土岐麻実，橋本千明，重田昌吾，辻　圭太，島

田宗昭，八重樫伸生：進行・再発子宮頸癌に対するベバシズマブ維持療法の有効性と安全性の

検討

146.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

湊　純子，田中創太，櫻井友貴，田上和磨，高橋　新，吉田瑶子，湊　敬廣，末永香緖里，河

野順子，葛西亜希子，葛西剛一郞：乳癌の診断を契機に見つかった後腹膜原発の血管周囲類上

皮細胞腫瘍（PEComa）の一例

147.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

湊　敬道，徳永英樹，宮原周子，大山喜子，佐々木里美，土岐麻実，重田昌吾，辻　圭太，島

田宗昭，八重樫伸生：進行卵巣癌に対する当院の手術療法の後方視的な検討

148.	 第61回　日本婦人科腫瘍学会（ポスター）（新潟）７月４日－７月６日

宮原周子，辻　圭太，熊谷奈津美，平賀裕章，品川真澄，重田昌吾，徳永英樹，島田宗昭，八

重樫伸生：急速に進行し，治療に難渋した卵巣卵黄嚢腫瘍ⅣB期の１例

149.	 第13回　ALPS研究会（金沢）７月６日

室月　淳，永岡晋一，京谷琢治，大塩清佳，利光正岳：低ホスファターゼ症３　２例の診断と

予後について

150.	 実践！　漢方セミナー	IN	鹿児島（特別講演）（鹿児島）７月13日

大澤　稔：女性が元気になる漢方

151.	 第55回　日本周産期・新生児医学会（シンポジウム）（松本）７月13日－７月15日

湊　敬廣，木村芳孝，八重樫伸生：胎児心電図による胎児評価
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152.	 第55回　日本周産期・新生児医学会（松本）７月13日－７月15日

田邉昌平，遠藤　俊：当院における常位胎盤早期剥離症例の検討

153.	 第55回　日本周産期・新生児医学会（松本）７月13日－７月15日

星合哲郎，齋藤昌利，西郡秀和，谷川原真吾，八重樫伸生：宮城県周産期救急搬送コーディ

ネートシステムの現状と課題

154.	 第55回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（松本）７月13日－７月15日

氷室裕美，佐藤多代，齊藤裕也，成田吉央，柳田純子，千坂　泰，鈴木久也：周産期母子医療

センターに開設した妊産婦メンタルヘルス外来

155.	 第55回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（松本）７月13日－７月15日

岩間憲之，目時弘仁，西郡秀和，田中宏典，齋藤昌利，杉山　隆，八重樫伸生：双胎妊娠と単

胎妊娠における妊娠中母体血圧の比較：エコチル調査

156.	 第55回　日本周産期・新生児医学会（ポスター）（松本）７月13日－７月15日

倉片三千代，岩間憲之，鈴木真理，星合哲郎，齋藤昌利，西郡秀和，八重樫伸生：妊娠中に発

症したスキーン腺嚢胞の一例

157.	 第12回　温知会サマークリニカルフォーラム（特別講演）（京都）７月15日

八重樫伸生：大震災から始まる物語

158.	 Global	Conference	on	the	International	Network	of	Disaster	Studies	in	Iwate（盛岡）７月17

日－７月19日

Okuyama	J,	Yu	Z,	Ito	K,	Kuriyama	S,	Hozawa	A,	Tsuji	I,	Tomita	H：Establishment	of	

disaster	health	databases	to	provide	effective	disaster	health	response	and	preparedness

159.	 第17回　日本臨床腫瘍学会（シンポジウム）（京都）７月18日－７月20日

高野忠夫：東北大学病院臨床研究推進センター（CRIETO）における研究責任医師支援の取

り組み

160.	 城南産婦人科漢方研究会（特別講演）（品川）７月18日

大澤　稔：産婦人科領域における漢方薬の役割～当帰芍薬散・加味逍遙散・桂枝茯苓丸の使用

目標を中心に～

161.	 第635回　宮城産科婦人科学会集談会（招待講演）（仙台）７月20日

豊島将文：遺伝性腫瘍から始まる婦人科がん治療のパラダイムシフト

162.	 第144回　山形県産婦人科集談会（山形）７月20日

中原健次，堀川翔太，丸山真弓，小幡美由紀，小篠隆広，阿部祐也：当院における妊娠中のサ

イトメガロウイルスIgM抗体陽性例の検討
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163.	 ～臨床にすぐ役立つ～	蔵の街漢方勉強会（特別講演）（栃木）７月21日

大澤　稔：女性疾患に役立つ漢方処方

164.	 第41回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（シンポジウム）（ベルリン／ドイツ）７月23日－７月27日

Widatalla	N,	Khandoker	AH,	Kasahara	Y,	Kimura	Y：Detection	of	end	of	T-wave	in	fetal	

ECG	signals	using	recurrence	plots

165.	 第41回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（ベルリン／ドイツ）７月23日－７月27日

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

Kimura	Y：Effect	of	beta-blocker	on	maternal-fetal	heart	rates	and	coupling	in	pregnant	

mice	and	fetuses

166.	 第41回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（ポスター）（ベルリン／ドイツ）７月23日－７月27日

Widatalla	N,	Khandoker	AH,	Kasahara	Y,	Kimura	Y：Detection	of	end	of	T-wave	in	fetal	

ECG	signals	using	recurrence	plots

167.	 第41回　Annual	International	Conference	of	the	IEEE	Engineering	in	Medicine	and	Biology	

Society（ポスター）（ベルリン／ドイツ）７月23日－７月27日

Alnuaimi	S,	Jimaa	S,	Kimura	Y,	Hadjileontiadis	L,	Khandoker	AH：Fetal	cardiac	timing	

events	estimation	from	doppler	ultrasound	signal	cepstrum	analysis

168.	 2019年度　米沢市医師会漢方講演会（特別講演）（米沢）７月24日

大澤　稔：明日から使える漢方薬

169.	 婦人科腫瘍フォーラム（パネルディスカッション）（仙台市）７月25日

田邉康次郎

170.	 第59回　Annual	Meeting	of	The	Japanese	Teratology	Society	（招待講演）（名古屋）７月26日

－７月29日

Murotsuki	J：Perinatal	management	of	skeletal	dysplasia

171.	 第23回　OSAKA漢方研究会（特別講演）（大阪）７月27日

武田　卓：女性更年期と漢方治療

172.	 第７回　がんと代謝研究会（ポスター）（仙台）８月１日－８月２日

工藤　敬，野村美有樹，坂本良美，山田秀和，伊藤　潔，八重樫伸生，島　礼，田沼延公：

NAD＋代謝を標的とした卵巣癌への新しい治療戦略
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173.	 第636回　宮城産科婦人科学会集談会（気仙沼）８月14日

辻　圭太：絨毛性疾患について

174.	 第38回　日本思春期学会（教育講演）（東京）８月23日－８月25日

武田　卓：思春期における月経前症候群の現状と対策

175.	 太白区在宅ケア連絡会合同研修会（特別講演）（仙台）８月27日

大澤　稔：在宅医療で役立つ漢方

176.	 呉西地区産婦人科疾患研究会（特別講演）（高岡）８月29日

島田宗昭：進行・再発卵巣がん治療戦略に関する最近の話題

177.	 伊勢崎佐波医師会学術講演会（特別講演）（伊勢崎）８月29日

大澤　稔：これだけは覚えておきたい漢方処方～不定愁訴～

178.	 第13回　診断病理サマーフェスト（講演）（東京）８月31日－９月１日

新倉　仁：卵巣腫瘍の病理　婦人科医から病理医に求めること－最適な治療のために－

179.	 第39回　産婦人科漢方研究会	特別企画（教育講演）（大阪）８月31日

大澤　稔：産婦人科医対象漢方入門セミナー　よろず漢方相談－質疑応答－

180.	 第39回　産婦人科漢方研究会（大阪）９月１日

大澤　稔，高山　真，石井　正，八重樫伸生：体重減少女性患者に対する漢方薬治療の考案

181.	 第43回　日本女性栄養・代謝学会（シンポジウム）（神戸）９月５日－９月６日

伊藤　潔：子宮内膜癌発症機序と多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）

182.	 第５回　International	Symposium	for	Japanese	Kampo	Medicine（ハンミュンデン／ドイツ）

９月６日－９月７日

Ohsawa	M,	Takayama	S,	Kikuchi	A,	Arita	R,	Saito	N,	Ikeno	Y,	Nishikawa	H,	Sasaki	H,	

Kojima	M,	Shimizu	M,	Numata	T,	 Ishizawa	K,	 Ishii	T：The	effect	of	daisaikoto	for	

shoulder	stiffness	and	related	changes	in	stool	condition	a	retrospective	study

183.	 令和元年度日本助産師会北海道・東北地区研修会（招待講演）（山形）９月７日－９月８日

室月　淳：ドラマ「コウノドリ」でみなに伝えたかったこと

184.	 Computing	in	Cardiology	2019（シンガポール／シンガポール）９月８日－９月11日

Khandoker	AH,	Yoshida	C,	Kasahara	Y,	Funamoto	K,	Niizeki	K,	Kimura	Y：Effect	of	

propranolol	and	its	dosages	on	maternal-fetal	heart	rates	coupling	in	pregnant	mice	and	

fetuses
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185.	 Computing	in	Cardiology	2019（シンガポール／シンガポール）９月８日－９月11日

Widatalla	N,	Khandoker	AH,	Kasahara	Y,	Kimura	Y：A	recurrence	plot	based	method	

for	the	detection	of	end	of	T-wave	 in	abnormal	non-invasive	 fetal	electrocardiogram	

signals

186.	 第51回　岩手県立病院医学会（宮古）９月８日

野添大輔，谷村史人，大塚康二，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：子宮後壁頸部筋腫に対して

筋腫核出術を併用した腹腔鏡下子宮全摘術の考察～専攻医2年目の視点から～

187.	 第51回　岩手県立病院医学会（宮古）９月８日

野添大輔，谷村史人，大塚康二，前川絢子，菅原　登，加賀敬子：腹腔鏡下手術における

STRATAFIX®SpiralPDS	Plus®の使用方法の検討

188.	 第83回　日本心理学会（ポスター）（大阪）９月11日－９月13日

請園正敏，笠原好之，吉田千尋，村上由希，桜田一洋，木村芳孝，小西行郎：バルプロ酸自閉

症モデルマウスにおける社会的促進を用いた他個体認知

189.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（シンポジウム）（京都）９月12日－９月14日

新倉　仁，渡邉　善，田邉康次郎，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：ロボット支援下子宮悪

性腫瘍手術実施の現状

190.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（ワークショップ）（京都）９月12日－９月14日

渡辺　正，黒澤大樹，石山美由紀，平賀裕章，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，深谷孝夫，渡

部　洋：卵管間質部妊娠に対する腹腔鏡下卵管角部切開術－手術手技と治療成績－

191.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（ワークショップ）（京都）９月12日－９月14日

吉田瑶子，葛西剛一郞，佐藤直人，田上和磨，長谷川祐子，湊　純子，湊　敬廣，末永香緖

里，葛西亜希子，田中創太，河野順子：当科における腹膜妊娠６例の治療経験

192.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

遠藤　俊，田中耕平，石山美由紀，佐藤いずみ，藤井　調，和田麻美子，佐々木宏子，和田裕

一，谷川原真吾，星　和彦：当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の帝王切開症例に関する

後方視的検討

193.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

黒澤大樹，渡辺　正，平賀裕章，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，渡部　洋：腹腔鏡下子宮筋

腫核出術の過多月経再燃に関わる因子について
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194.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

重田昌吾，徳永英樹，渡邉　善，辻　圭太，石橋ますみ，土岐麻実，工藤沙織，島田宗昭，菅

原準一，八重樫伸生：当院でのロボット支援腹腔鏡下広汎子宮全摘術における卵巣移動につい

ての工夫

195.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

宮原周子，湊　敬道，佐々木里美，大山喜子，土岐麻実，重田昌吾，辻　圭太，渡邉　善，徳

永英樹，島田宗昭，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短期成

績の検討

196.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

清水孝規，田邉康次郎，村川真理弥，村川　東，牧もとみ，西澤圭織，柏舘直子，松浦　類，

石垣展子，武山陽一，明城光三，新倉　仁：Vagiパイプ®使用時の腟内と腹腔内の様子

197.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

鈴木一誠，田上和磨，吉田悠人，西本光男：腹腔鏡下手術が診断・治療に有用だった孤立性卵

管捻転の２例

198.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

田邉康次郎，清水孝規，松浦　類，柏舘直子，石垣展子，武山陽一，新倉　仁：排卵期前後お

よび妊娠初期に瘢痕部貯留粘液を吸引し，良好な経過をたどった帝王切開瘢痕症候群による不

妊の一例

199.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

平賀裕章，渡辺　正，黒澤大樹，喜多川亮，中西　透，酒井啓治，深谷孝夫，渡部　洋：腹腔

鏡下手術に直腸プローベが有用であった腹膜妊娠の１例

200.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

平賀裕章，宇賀神智久，黒澤大樹，渡辺　正，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：当院で経験した卵巣妊娠の２例　～症例から学ぶ

術前診断におけるポイント～

201.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

吉田祐司，田上可桜，市川さおり，豊島将文：腹腔鏡下付属器手術後に悪性腫瘍と診断された

症例に関する検討

202.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

吉田悠人，西本光男，泉　聖也，成田吉央，佐藤　惟，喜早優里菜：地方の非認定研修施設に

おけるTLHの現状
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203.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

虎谷惇平，立花眞仁，久野貴司，渡邉　善，志賀尚美，八重樫伸生：変性筋腫との鑑別に苦慮

したACUM（accessory	and	cavitated	uterine	masses）の１例

204.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（京都）９月12日－９月14日

永井智之，山田友梨花，國島温志，植草良輔，長尾有佳里，矢吹淳司，河合要介，梅村康太：

腹腔内異物と誤認した術後レントゲン異常影の一例

205.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（京都）９月12日－９月14日

佐藤いずみ，田中耕平，遠藤　俊，石山美由紀，和田麻美子，藤井　調，佐々木宏子，和田裕

一，星　和彦：腹腔鏡下手術子宮間質部妊娠切除術後に不全子宮破裂をきたした一症

206.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（京都）９月12日－９月14日

田邉康次郎，清水孝規，松浦　類，新倉　仁：全腹腔鏡子宮全摘術（TLH）における手術時

間予測式確立の試み

207.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（京都）９月12日－９月14日

渡邉マリア，早坂真一，井上　宰，菅野秀俊，	柿坂はるか，	田野口孝二，	岡村州博：腹壁に発

症し外科的切除したparacytic	myomaの一例

208.	 第59回　日本産科婦人科内視鏡学会（ポスター）（京都）９月12日－９月14日

市川さおり，豊島将文，松原美紀，佐藤壮樹，工藤理永，吉田祐司：卵巣腫瘍をきっかけに発

見された横行結腸癌の１症例

209.	 第２回　新潟漢方医学研究会（特別講演）（新潟）９月12日

大澤　稔：病院でこれだけは覚えておきたい漢方処方～教育・診療・研究に役立つ漢方薬～

210.	 桐生市医師会学術講演会（特別講演）（桐生）９月13日

大澤　稔：女性に役立つ漢方処方～不安・不眠を中心に～

211.	 遺伝診療部セミナー（仙台）９月17日

辻　圭太：HBOC－卵巣癌治療のトピックス－

212.	 京都Ovarian	Cancer	Meeting（特別講演）（京都）９月20日

島田宗昭：難治性婦人科悪性腫瘍の治療戦略－個別化医療の現況と課題－

213.	 第３回　日韓台ジョイントカンファランス（招待講演）（ソウル／韓国）９月19日－９月22日

Toyoshima	M：Identification	of	novel	therapeutic	targets	for	ovarian	cancer	using	large-

scale	RNAi	functional	screening
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214.	 第105回　Annual	Congress	of	Korean	Society	of	Obstetrics	and	Gynecology（招待講演）（ソ

ウル／韓国）９月20日－９月21日

Kumagai	Y，Saito	M,	Usuda	H,	Kemp	MW,	Yaegashi	N：Post-surgical	maintenance	of	

cardiac	function	in	an	ex	vivo	premature	lamb	model

215.	 第１回　宮城周産期研究会（仙台）９月20日

鈴木一誠，小針諄也，佐藤友里恵，宮野菊子，櫻田尚子，松本大樹，我妻理重：胎児腹腔内臍

帯静脈瘤の１例

216.	 東部仙台診療連携講演会（仙台）９月20日

奥隅沙紀，栃木実佳子，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智久，今井紀

昭，早坂　篤，大槻健郎：妊娠33週に発症したカポジ水痘様発疹症の一例

217.	 東部仙台診療連携講演会（仙台）９月20日

松原美紀，豊島将文，佐藤壮樹，工藤理永，市川さおり，吉田祐司：当院における風疹ワクチ

ン接種システムの新規導入

218.	 東部仙台診療連携講演会（仙台）９月20日

村川　東，武山陽一，村川真理弥，西澤圭織，田邉昌平，田邉康次郎，松浦　類，柏舘直子，

石垣展子，明城光三，新倉　仁：妊娠中にクモ膜下出血をきたした１例

219.	 第72回　中国四国産科婦人科学会（教育講演）（米子）９月21日－９月22日

島田宗昭：卵巣癌治療におけるBevacizumabの意義を再考する

220.	 第320回　青森県臨床産婦人科医会（招待講演）（八戸）９月21日

立花眞仁：核移植が切り開く近未来のART

221.	 第49回　石巻がんセミナー（特別講演）（石巻）９月26日

豊島将文：婦人科領域のがん１

222.	 第78回　日本癌学会（京都）９月26日－９月28日

工藤　敬，坂本良美，野村美有樹，伊藤　潔，山田秀和，島　礼，八重樫伸生，田沼延公：

Targeting	NAD+	metabolism	of	ovarian	cancer	as	new	therapeutic	strategy（NAD+代謝を

標的とした卵巣癌における新しい治療戦略）

223.	 桃花会９月学術講演会（特別講演）（盛岡）９月26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～

224.	 第67回　北日本産科婦人科学会（ランチョンセミナー）（福井）９月28日－９月29日

島田宗昭：難治性卵巣癌の治療戦略－現況と今後の展望－
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225.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

安藤宏輔，齊藤裕也，笠原祥子，氷室裕美，柳田純子，齋藤美帆，太田恭子，中里浩樹，佐藤

多代，千坂　泰，鈴木久也：血中hCG低値で卵管破裂に至った卵管妊娠の２例

226.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

奥隅沙紀，仲野靖弘，栃木実佳子，宮副美奈子，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：50歳代で発症した全胞状奇胎の一例

227.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

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

美，渡邉　善，大澤　稔，鈴木吉也，菅原準一，八重樫伸生：当院における挙児希望患者に対

する子宮内膜ポリープ治療の有効性の検討

228.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

小針諄也，鈴木一誠，佐藤友里恵，宮野菊子，櫻田尚子，松本大樹，我妻理重：A群β溶血性

連鎖球菌による敗血症をきたした稽留流産の一例

229.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

佐藤綾香，齋藤彰治，齋藤　彩，太田真理子：妊娠から分娩まで正常血圧であったが，産後子

癇発作及びHELLP症候群を発症した症例

230.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

佐藤友里恵，櫻田尚子，小針諄也，鈴木一誠，宮野菊子，松本大樹，我妻理重：子宮内膜細胞

診異常を契機に発見された，漿液性上皮内癌を伴う高異型度漿液性卵巣癌の１例

231.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

髙橋　新，只川真理，岩間憲之，渡邉　善，星合哲郎，斎藤昌利，八重樫伸生：当院における

胎盤ポリープの管理方法についての検討

232.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

高橋靖乃，宮原周子，齋藤淳一，重田昌吾，辻　圭太，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：

Bevacizumabを用いた術前補助化学療法中に小腸穿孔を起こした進行卵巣癌の一例

233.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

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

美，渡邉　善，八重樫伸生：E	2	値に相関しない重症卵巣過剰刺激症候群の一例

234.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

萩原達也，島田宗昭，辻　圭太，徳永英樹，児玉省二，齋藤　豪，藤堂幸治，榎本隆之，八重

樫伸生：子宮頸癌進行期分類FIGO2018の検証　ⅠB３期（FIGO2018）の臨床病理学的検討
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235.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

橋本亮平，藤本久美子，片平敦子，後藤　恵，佐藤孝洋，舩山由有子：初診時に卵巣癌が疑わ

れ，開腹手術施行後に虫垂癌と診断された腹膜偽粘液腫の二例

236.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

平賀裕章，渡辺　正，黒澤大樹，中西　透，酒井啓治，渡部　洋：腹腔鏡下手術に直腸プロー

ベが有用であった腹膜妊娠の１例

237.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

泉　聖也，岩間憲之，桃野友太，只川真理，倉片三千代，星合哲郎，齋藤昌利，八重樫伸生：

当院における過去５年間の前置癒着胎盤症例の検討

238.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

市川さおり，豊島将文，松原美紀，佐藤壮樹，工藤理永，吉田祐司：全腹腔鏡下子宮全摘術で

膀胱損傷を経験して

239.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

佐藤直人，田中創太，田上和磨，長谷川祐子，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，河野順子：超高齢再発子宮体癌症例に対して施行したmedroxy-

progesterone	acetate（MPA）療法

240.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

田上和磨，田中創太，佐藤直人，長谷川裕子，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，末永香緒里，

河野順子，葛西亜希子，葛西剛一郎：腫瘍内に上皮内癌を伴った卵巣成熟嚢胞性奇形腫の一例

241.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

栃木実佳子，奥隅沙紀，仲野靖弘，宮副美奈子，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：LEGHを疑い当院で腹腔鏡下子宮全摘術を

施行した３例に関する検討

242.	 第67回　北日本産科婦人科学会（福井）９月28日－９月29日

堀川翔太，丸山真弓，小幡美由紀，小篠隆広，中原健次，阿部祐也：TRAb高値のバセドウ病

で甲状腺亜全摘後の妊娠に対してプロピルチオウラシルを用いて行った胎児療法

243.	 第39回　東北漢方談話会（特別講演）（仙台）９月29日

大澤　稔：女性の愁訴と漢方	～代表的処方の運用とその応用～

244.	 第７回　周産期救急搬送症例検討会（仙台）10月２日

安藤宏輔：切迫早産における内診の重要性
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245.	 第７回　周産期救急搬送症例検討会（仙台）10月２日

奥隅沙紀，栃木実佳子，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智久，今井紀

昭，早坂　篤，大槻健郎：妊娠33週に発症したカポジ水痘様発疹症の一例

246.	 第７回　周産期救急搬送症例検討会（仙台）10月２日

齋藤翔子，齋藤昌利，森部絢子，小堀周作，高橋聡太，黒澤靖大，岩間憲之，倉片三千代，山

本嘉昭，星合哲郎：分娩進行中の帝王切開について考える

247.	 第23回　日本遠隔医療学会（ランチョンセミナー）（盛岡）10月５日－10月６日

島田宗昭：難治性卵巣癌治療の現況と課題

248.	 第19回　Congress	of	the	International	Society	of	Psychosomatic	Obstetrics	and	Gynaecology

（シンポジウム）（ハーグ／オランダ）10月９日－10月12日

武田　卓：Premenstrual	syndrome	-	East	and	west,	premenstrual	disorders	in	Japan

249.	 東部消化器カンファレンス（パネルディスカッション）（仙台）10月10日

新倉　仁：帰してはいけない外来患者（腹痛編）－婦人科－

250.	 第６回　Biennial	Meeting	of	Asian	Society	of	Gynecologic	Oncology（インチョン／韓国）10

月10日－10月12日

Zhang	X,	Ishibashi	M,	Shigeta	S,	Toyoshima	M,	Yaegashi	N：Tyrosine	kinase	receptor	

TIE-1	mediates	cell	growth	by	regulating	PI3K/Akt	signaling	pathway	in	PI3K-high-

expressing	ovarian	cancer

251.	 第６回　Biennial	Meeting	of	Asian	Society	of	Gynecologic	Oncology（ポスター）（インチョン

／韓国）10月10日－10月12日

Shigeta	S,	Shimada	M,	Tsuji	K,	Tokunaga	H,	Yamaguchi	S,	Takeshima	N,	Nakanishi	T,	

Yaegashi	N,	Mikami	M,	Sugiyama	T：A	clinicopathological	analysis	of	2378	patients	

with	FIGO	2018	stage	IB1/IB2	cervical	cancer	by	Japanese	Gynecologic	Oncology	Group	

Network	（JGOG	1072s）

252.	 第29回　群馬県老人保健施設大会	ランチョンセミナー（特別講演）（前橋）10月12日

大澤　稔：高齢者の漢方治療

253.	 東北大学病院	病診連携漢方フォーラム	シンポジウム：痛みに対する多彩なアプローチ（特別講

演）（仙台）10月16日

大澤　稔：漢方医学的アプローチ

254.	 第21回　SNNS研究会（シンポジウム）（仙台）10月18日－10月19日

土岐麻実，新倉　仁，岡本　聡，永井智之，重田昌吾，辻　圭太，徳永英樹，島田宗昭，八重

樫伸生：婦人科癌におけるセンチネルリンパ節転移診断の現状とOSNA法の性能評価
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255.	 第21回　SNNS研究会（仙台）10月18日－10月19日

岡本　聡，新倉　仁，土岐麻実，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：子宮体癌における傍大動

脈リンパ節単独転移の頻度についての検討

256.	 第21回　SNNS研究会（仙台）10月18日－10月19日

永井智之，國島温志，植草良輔，長尾有佳里，河合要介，梅村康太：早期子宮体癌に対する

SLN生検を用いた系統的リンパ節郭清省略手術の検討

257.	 第50回　精子研究会（ワークショップ）（郡山）10月19日

鈴木吉也：東北メディカル・メガバンク計画－15万人ゲノムコホートの生殖領域研究への応用－

258.	 第37回　日本ヒト細胞学会（東京）10月19日－10月20日

工藤　敬，野村美有樹，坂本良美，山田秀和，伊藤　潔，八重樫伸生，島　礼，田沼延公：

NAD＋代謝を標的とした卵巣癌への新しい治療戦略

259.	 第11回　DOHaD	World	Congress（メルボルン／オーストラリア）10月20日－10月23日

Hamada	H,	Moisiadis	V,	Constantinof	A,	Kostaki	A,	Mattews	S：Prenatal	glucocor-

ticoid	exposure	modifies	germ	cell	microRNA	expression	in	adult	male	offspring	across	3	

generations	:	Paternal	transmission

260.	 第１回　DOHaD	Japan	ASTRO	meets	Monash	University	DOHaD	2019（メルボルン／オース

トラリア）10月24日

Hamada	H,	Moisiadis	V,	Constantinof	A,	Kostaki	A,	Mattews	S：Prenatal	glucocor-

ticoid	exposure	modifies	germ	cell	microRNA	expression	in	adult	male	offspring	across	3	

generations	:	Paternal	transmission

261.	 仙台市医師会太白・若林ブロック	学術講演会（特別講演）（仙台）10月23日

大澤　稔：覚えておきたい漢方処方	～高齢者編～

262.	 魚沼漢方ネットワークセミナー（特別講演）（魚沼）10月24日

大澤　稔：補剤について～がんと病棟での使い方～

263.	 福島県支部同窓会（特別講演）（郡山）10月26日

木村芳孝：胎児心電図開発秘話

264.	 第58回　仙台産婦人科医会（特別講演）（仙台）10月26日

大澤　稔：女性疾患に役立つ漢方処方

265.	 がん薬物療法認定薬剤師研修（仙台）10月29日

辻　圭太：婦人科領域のがん
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266.	 地域医療支援病院	日高病院講演会（基調講演）（高崎）10月31日

大澤　稔：女性に役立つ漢方処方～不安・不眠を中心に～

267.	 Gynecological	Cancer	Surgery	and	Endoscopy	Conference	in	Kanazawa（特別講演）（金沢）

11月２日

新倉　仁：婦人科悪性腫瘍手術で視るリンパ流と神経

268.	 第34回　日本女性医学学会（学会指定プログラム）（福岡）11月２日－11月３日

武田　卓：思春期から老年期までの漢方治療

269.	 第34回　日本女性医学学会（福岡）11月２日－11月３日

大澤　稔，志賀尚美，渡邉　善，久野貴司，豊島将文，八重樫伸生：芍薬甘草湯が無効の有痛

性腓腹筋痙攣（こむら返り）に対して別の漢方薬が奏効した１症例～病態背後の体液出納から

考える～

270.	 第34回　日本女性医学学会（ポスター）（福岡）11月２日－11月３日

志賀尚美，久野貴司，渡邉　善，大澤　稔，八重樫伸生：当院での総排泄腔遺残症管理の現状

と課題

271.	 第１回　令和元年度	宮城県女性薬剤師会	第1回研修会（教育講演）（仙台）11月４日

大澤　稔：女性を元気にする生薬・漢方薬

272.	 青葉北在宅ケア連絡会研修会（教育講演）（仙台）11月６日

大澤　稔：在宅医療で役立つ漢方薬

273.	 第64回　日本人類遺伝学会（特別講演）（長崎）11月７日

有馬隆博，岡江寛明：ヒト胎盤異常のエピゲノム～全胞状奇胎の細胞特性の解析～

274.	 第64回　日本生殖医学会（神戸）11月７日－11月８日

遠藤　俊，田中耕平，和田麻美子，藤井　調，星　和彦：40代の不妊症例における腹腔鏡下子

宮筋腫核出術の効果

275.	 第64回　日本生殖医学会（ポスター）（神戸）11月７日－11月８日

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

美，渡邉　善，鈴木吉也，菅原準一，八重樫伸生：当院における挙児希望患者に対する子宮内

膜ポリープ治療の有効性の検討

276.	 第64回　日本生殖医学会（ポスター）（神戸）11月７日－11月８日

田中恵子，立花眞仁，藤峯絢子，久野貴司，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：エストロゲン抑制処置を行うも重症卵巣過剰刺激症候群を呈した一例
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277.	 十日町市中魚沼郡医師会	学術講演会（特別講演）（十日町）11月７日

大澤　稔：痛みに対する漢方治療

278.	 伊丹市医師会学術講演会（特別講演）（伊丹）11月７日

武田　卓：日常診療での女性のミカタ～女性ホルモンを理解した漢方・代替医療の応用

279.	 第３回　日本子宮鏡研究会（京都）11月９日

黒澤大樹，渡辺　正，平賀裕章，中西　透，渡部　洋：フラット型ループ電極を用いた粘膜下

筋腫の剥離法について

280.	 岩手県支部同窓会（特別講演）（一関）11月９日

木村芳孝：胎児心電図開発秘話

281.	 第26回　Asia	and	Oceania	Federation	of	Obstetrics	and	Gynecology	（AOFOG）	Congress（招

待講演）（マニラ／フィリピン）11月11日－11月14日

Toyoshima	M：Identification	of	novel	therapeutic	targets	for	ovarian	cancer	using	large-

scale	RNAi	functional	screening

282.	 国立病院機構福山医療センターオープンカンファレンス（招待講演）（福山）11月15日

室月　淳：これからの切迫早産管理－リトドリン48時間投与と早産予防用ペッサリー使用

283.	 第７回　日本難病医療ネットワーク学会（招待講演）（福岡）11月15日－11月16日

室月　淳：難病における地域遺伝カウンセリングはなぜ必要か

284.	 第58回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（岡山）11月16日－11月17日

岡本　聡，新倉　仁，土岐麻実，徳永英樹，島田宗昭，三浦弘守，渡辺みか，八重樫伸生：子

宮体癌のセンチネルリンパ節における捺印細胞診の診断精度についての検討

285.	 第58回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（岡山）11月16日－11月17日

佐藤いずみ，及川洋恵，赤石一幸，田中耕平：内膜細胞診陰性であったが子宮鏡下組織診で類

内膜腺癌を診断しえた症例

286.	 第58回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（岡山）11月16日－11月17日

田中耕平，赤石一幸，及川洋恵，佐藤いずみ，江原　隆，高梨真樹：尿HPV検査の検討　子

宮頸がん検診への応用

287.	 第12回　山形県周産期症例検討会（山形）11月21日

小幡美由紀，堀川翔太，丸山真弓，小篠隆広，中原健次，阿部祐也：前期破水症例
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288.	 第57回　東北生殖医学会（仙台）11月23日

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

美，渡邉　善，大澤　稔，八重樫伸生：低E	2	値で発症した重症卵巣過剰刺激症候群の一例

289.	 婦人科Sarcoma	Conference（仙台）11月29日

重田昌吾，辻　圭太，宮原周子，工藤　敬，土岐麻実，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：再

発子宮平滑筋肉腫に対してエリブリン／パゾパニブ併用療法を行った一例

290.	 婦人科Sarcoma	Conference（仙台）11月29日

髙橋　新，豊島将文，松原美紀，髙橋靖乃，市川さおり，吉田祐司：当院におけるSTUMP

５症例の検討

291.	 婦人科Sarcoma	Conference（仙台）11月29日

田邉康次郎，村川　東，村川真理弥，牧もとみ，西澤圭織，清水孝規，柏舘直子，松浦　類，

石垣展子，武山陽一，新倉　仁：再発を繰り返した悪性度不明な子宮平滑筋腫の一例

292.	 第146回　山形県産婦人科集談会（山形）11月30日

丸山真弓，堀川翔太，小幡美由紀，小篠隆広，中原健次，阿部祐也：異なる経過をたどった胎

盤ポリープ

293.	 Tohoku	Forum	for	Creativity（仙台）12月２日－12月３日

Kudo	K,	Sakamoto	Y,	Nomura	M,	Ito	K,	Yamada	H,	Shima	H,	Yaegashi	N,	Tanuma	N：

Divergent	metabolic	responses	dictate	vulnerability	to	NAMPT	inhibition	 in	ovarian	

cancer

294.	 第３回　仙南地区周産期医療連携会議（大河原）12月２日

大槻健郎：仙台市におけるハイリスク妊産婦へのメンタルヘルス支援

295.	 第17回　那覇市立病院漢方入門講座（特別講演）（那覇）12月４日

大澤　稔：これだけは覚えておきたい漢方処方～冷え，痛み編～

296.	 第42回　日本分子生物学会（招待講演）（福岡）12月３日－12月６日

岡江寛明，有馬隆博：生命のゆりかご「胚体外」の発生とエピゲノム

297.	 第42回　日本分子生物学会（ワークショップ）（福岡）12月３日－12月６日

岡江寛明，高橋聡太，有馬隆博：なぜ絨毛癌は稀なのか？　ヒト栄養膜幹細胞を用いた胎盤の

腫瘍化抑制機構の解析

298.	 第42回　日本分子生物学会（ポスター）（福岡）12月３日－12月６日

小林記緒，岡江寛明，高橋聡太，樋浦　仁，有馬隆博：ヒト胚性幹細胞の栄養膜幹細胞への分

化転換
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299.	 第40回　日本臨床薬理学会（ポスター）（東京）12月４日－12月６日

浅野健人，岩崎幸司，山本洋一，七戸秀夫，築地謙治，布施　望，澁谷美穂子，中川敦夫，南　

学，堀田勝幸，井上博之：臨床研究・治験従事者研修（医師・歯科医師向け）における養成カ

リキュラム案の作成及びアンケート調査に関して

300.	 第32回　日本内視鏡外科学会（ワークショップ）（横浜）12月５日－12月７日

永井智之：鏡視下SNNS手術における最適なトレーサー選択の検討

301.	 第32回　日本内視鏡外科学会（横浜）12月５日－12月７日

永井智之，長尾有佳里，河合要介，梅村康太：内膜症に伴う高度癒着症例に対するロボット支

援下手術の経験

302.	 Kansai	Cervical	and	Ovarian	Cancer	Gynecologic	Seminar（特別講演）（大阪）12月７日

島田宗昭：がんゲノム医療における進行卵巣がんの治療選択

303.	 第31回　日本生命倫理学会（シンポジウム）（仙台）12月７日－12月８日

高野忠夫：被験者あるいは研究協力者の自己決定

304.	 リムパーザ発売１周年記念講演会（仙台）12月10日

重田昌吾，徳永英樹，工藤理永，宮原周子，土岐麻実，工藤　敬，辻　圭太，島田宗昭，八重

樫伸生：当院におけるオラパリブ短期使用経験について

305.	 第50回　石巻がんセミナー（特別講演）（石巻）12月12日

豊島将文：婦人科領域のがん	Part	2

306.	 福島県産婦人科医会　県中地区勉強会（講演）（郡山）12月12日

大澤　稔：産婦人科における漢方治療

307.	 第47回　栃木県産婦人科漢方研究会（特別講演）（宇都宮）12月13日

大澤　稔：婦人科領域における漢方薬の役割～不定愁訴を中心に～

308.	 第18回　JGOG年次会議・総会（JGOG教育セミナー報告）（東京）12月13日

山本　真，水島大一，大山喜子，苫米地英俊，吉野育典，中島隆広，安武伸子，山下美智子：

プラチナ抵抗性再発卵巣癌におけるPembrolizumab＋Niraparib併用療法と単剤化学療法の

無作為化第Ⅱ相比較試験

309.	 第６回　日本婦人科腫瘍学会研修会（教育講演）（東京）12月14日

徳永英樹：システマティックレビューの導入

310.	 第639回　宮城産科婦人科学会集談会（特別講演）（仙台）12月14日

島田宗昭：婦人科診療における最近の話題
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311.	 第639回　宮城産科婦人科学会集談会（特別講演）（仙台）12月14日

菅原準一：三世代コホート－周産期領域の個別化予防・ゲノム医療へ－

312.	 第639回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月14日

田邉昌平，田邉康次郎，武山陽一，新倉　仁：妊娠中に発症した腎膿瘍を造影CTで診断した

一例

313.	 第639回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月14日

橋本栄文，宇賀神智久，奥隅沙紀，工藤理永，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由

子，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：腹腔鏡手術におけるセプラフィルム挿入方法の工夫

314.	 第639回　宮城産科婦人科学会集談会（仙台）12月14日

松原美紀，豊島将文，髙橋靖乃，髙橋　新，市川さおり，吉田祐司：画像診断から治療方針決

定に苦慮した後腹膜腫瘍３例

315.	 第16回　東北大学男女共同参画シンポジウム（シンポジウム）（仙台）12月21日

倉片三千代：共感の技術

316.	 第83回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月21日

奥隅沙紀，栃木実佳子，橋本栄文，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智

久，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：50歳代に発症した全胞状奇胎の一例

317.	 第83回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月21日

熊谷奈津美，遠藤　俊，菅野秀俊，渡邊マリア，竹中尚美，柿坂はるか，鈴木弘二，早坂真

一，小林正臣，田野口孝二，上原茂樹，岡村州博：腹腔鏡下子宮筋腫・子宮腺筋症摘出術後に

妊娠34週子宮破裂で新生児死亡となった一例

318.	 第83回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月21日

鈴木一誠，清水孝規，工藤　敬，重田昌吾，徳永英樹：直接経口抗凝固薬（DOAC）１使用

中に発症したTrousseau症候群の１例

319.	 第83回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月21日

栃木実佳子，奥隅沙紀，橋本栄文，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智

久，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：LEGHを疑い当院で腹腔鏡下子宮全摘術を施行した３

例に関する検討

320.	 第83回　東北大学産科学婦人科学教室専攻医会（仙台）12月21日

橋本栄文，奥隅沙紀，栃木実佳子，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤石美穂，平山亜由子，宇賀神智

久，今井紀昭，早坂　篤，大槻健郎：開腹術後１年以内に発症した原発性腹膜癌の１例
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321.	 第13回　キャリア支援セミナー（講演）（仙台）12月21日

新倉　仁：当科における女性医師支援－みんなで助け合う職場へ－




