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４　学会・研究会・セミナー等での発表

1.	 令和元年度　宮城県産婦人科医会勤務医会懇談会（特別講演）（仙台）１月７日

齋藤昌利：教室の近況について　周産期関連のデータを見る

2.	 2019年度　第９回東北大学病院がんセミナー（招待講演）（仙台）１月16日

山田秀和：卵巣癌治療の過去・現在から未来へ

3.	 第41回　エンドメトリオーシス学会（下関）１月18日－１月19日

田邉康次郎，村川　東，村川真理弥，牧もとみ，西澤圭織，田邉昌平，柏舘直子，松浦　類，石垣展

子，武山陽一，新倉　仁：膀胱子宮内膜症から発生した明細胞癌の一例

4.	 第６回　宮城心臓病研究会（仙台）１月19日

齋藤昌利：Ectopia	Cordis症例について

5.	 第321回　青森県臨床産婦人科医会（青森）１月25日

佐藤壮樹，田中創太，佐藤直人，谷村史人，田中宏典，吉田瑤子，湊　純子，湊　敬廣，葛西亜希

子，葛西剛一郎，河野順子：卵巣癌治療後に再発と鑑別を要する多発性の肉芽腫が出現した一例

6.	 第321回　青森県臨床産婦人科医会（青森）１月25日

佐藤直人，田中創太，谷村史人，佐藤壮樹，田中宏典，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，荒井真衣

子，葛西亜希子，葛西剛一郎：陣痛発来を契機に向精神薬を過量内服し，緊急帝王切開術を行った一

例

7.	 第28回　全国救急隊員シンポジウム（ワークショップ）（仙台）１月30日－１月31日

齋藤昌利，星合哲郎，富田芙弥：周産期における救急対応トレーニング	～周産期救急現場での重要

ポイント～

8.	 第34回　宮城県臨床細胞学会（ポスター）（仙台）２月２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

9.	 第３回　山口県産婦人科医会研修会（特別講演）（山口）２月２日

八重樫伸生：大震災から始まる物語

10.	 第８回　婦人科がんバイオマーカー研究会（横浜）２月８日

重田昌吾，Kemp	CJ，八重樫伸生：RNAi及び薬剤スクリーニングを用いた卵巣明細胞癌に対する新

規治療標的分子の同定
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11.	 第７回　Canadian	National	Perinatal	Research	Meeting（バンフ／カナダ）２月12日－２月15日

Hamada	H,	Moisiadis	GV,	Constantinof	A,	Kostaki	A,	Matthews	GS：Prenatal	glucocorticoid	

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

paternal	transmission

12.	 第11回　日本臨床試験学会（東京）２月14日－２月15日

梶本裕介，高野忠夫：米国国立がん研究所（National	Cancer	Institute,	NCI）監査ガイドラインに

基づいた監査指摘から考察する，日本におけるNCI主導臨床試験実施の注意点と品質管理

13.	 第10回　日本がん・生殖医療学会（ポスター）（大宮）２月15日－２月16日

志賀尚美，立花眞仁，久野貴司，横山絵美，渡邉　善，八重樫伸生：がんもしくは自己免疫疾患の治

療のため卵巣機能不全，続発性骨粗鬆症を呈した症例の検討　がん生殖後のヘルスケア管理を見据え

て

14.	 第10回　日本がん・生殖医療学会（ポスター）（大宮）２月15日－２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

療ネットワークの現状

15.	 Sankai	Ovarian	Cancer	Symposium（招待講演）（松江）２月21日

徳永英樹：卵巣がん治療における遺伝子診断の意義

16.	 第42回　日本産婦人科手術学会（第８回日本婦人科ロボット手術学会共催）（シンポジウム）（京都）２

月22日－２月23日

新倉　仁，田邉康次郎，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：ロボット支援広汎子宮全摘における再発

予防のための一工夫

17.	 第42回　日本産婦人科手術学会（第８回日本婦人科ロボット手術学会共催）（京都）２月22日－２月23日

永井智之，梅村康太，古井憲作，宮本絵美里，野崎雄輝，山田友梨花，國島温志，植草良輔，矢吹淳

司，長尾有佳里，河合要介，岡田真由美，安藤寿夫，河井通泰：婦人科ロボット支援手術における第

３アームの有効な活用法に関する検討

18.	 豊橋市医師会　がん検診講習会（講師）（豊橋）２月29日

永井智之：子宮悪性腫瘍におけるがん検診

19.	 婦人科悪性腫瘍手術UP	DATE	2020（教育講演）（東京）３月５日

新倉　仁：子宮頸がんに対する腹式広汎子宮全摘術－LACC	trial後の開腹手術の位置づけを意識し

て

20.	 第326回　がんセンターセミナー（宮城県立がんセンター）（名取）３月６日

大友圭子：女性医学と婦人科がん診療の接点
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21.	 第１回　新規臨床研究に関する会議（招待講演）（松山）３月19日

高野忠夫：新規臨床研究：診療研究法と医学系指針

22.	 Society	of	Gynecologic	Oncology	2020	Annual	Meeting	on	Women's	Cancer（ポスター）（トロント

／カナダ）３月28日－３月31日

Nagase	Y,	Matsuo	K,	Shimada	M,	Matsuzaki	S,	Machida	H,	Saito	T,	Kamiura	S,	 Iwata	T,	

Sugiyama	T,	Mikami	M：Significance	of	alignant	peritoneal	cytology	on	survival	of	women	

with	early-stage	cervical	cancer

23.	 第72回　日本産科婦人科学会（シンポジウム）（東京（WEB））４月23日－４月28日

齋藤昌利：人工子宮・人工胎盤開発に関する検討

24.	 第72回　日本産科婦人科学会（International	Workshop	for	Junior	Fellows）（東京（WEB））４月23

日－４月28日

Imamura	Y,	Kataoka	H,	Minato	 J：Current	 status	 of	minimally	 invasive	 surgery	 for	

gynecologic	cancers

25.	 第72回　日本産科婦人科学会（ワークショップ）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Iwama	N,	Sugiyama	T,	Metoki	H,	Kusaka	H,	Yaegashi	N,	Sagawa	N,	Hiramatsu	Y,	Toyoda	N：

Difference	in	the	prevalence	of	gestational	diabetes	mellitus	according	to	gestational	age	at	75-g	

oral	glucose	tolerance	test	 in	Japan:	The	Japan	assessment	of	gestational	diabetes	mellitus	

screening	trial

26.	 第72回　日本産科婦人科学会（International	Workshop	for	Junior	Fellows）（東京（WEB））４月23

日－４月28日

Nagayasu	Y,	Kumagai	Y,	Teraoka	Y,	Haraguchi	H：Current	 status	of	 prenatal	genetic	

screening	test	in	Japan

27.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

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

Ohsawa	M,	Suzuki	K,	Sugawara	J,	Yaegashi	N：Exploration	the	ability	to	use	of	cytoplast	from	

abnormally	fertilized	zygotes	for	complementation	of	cytoplasmic	function	using	PNCT

28.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Kudo	K,	Ito	K,	Yamada	H,	Yaegashi	N：Divergent	metabolic	responses	dictate	the	vulnerability	

to	NAMPT-inhibition	in	ovarian	cancer
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29.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Miyahara	S,	Minato	T,	Oyama	Y,	Sasaki	S,	Kudo	K,	Toki	A,	Shigeta	S,	Tsuji	K,	Tokunaga	H,	

Shimada	M,	Yaegashi	N：Comparison	of	the	outcome	between	squamous	cell	carcinoma	and	

non-squamous	cell	carcinoma	patients	who	underwent	definitive	radiotherapy	for	uterine	cervical	

cancer:	A	single-center	retrospective	analysis

30.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Shigeta	S,	Shimada	M,	Tokunaga	H,	Tsuji	K,	Li	B,	Miyahara	S,	Kudo	K,	Toki	A,	Yaegashi	N：

A	metabolomic	approach	to	identify	novel	biomarkers	in	plasma	from	ovarian	cancer	patients

31.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Takahashi	T：Individual	responses	to	antenatal	steroid	therapy	are	not	due	to	differences	 in	

fetal	steroid	exposure	in	a	sheep	model	of	pregnancy

32.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Takahashi	Y：Partial	inhibition	of	inflammation	in	the	LPS-exposed	ovine	fetus	by	the	peptide	

rytvela

33.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

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

Ohsawa	M,	Yaegashi	N：Two	case	reports	of	congenital	cervical	atresia

34.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

Tomita	H,	Saito	M,	Tsuiji	K,	Yaegashi	N：Vaginal	administration	of	 lipopolysaccharide	can	

cause	clinical	preterm	birth	in	the	mouse

35.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

黒澤大樹，渡辺　正，平賀裕章，中西　透，酒井啓治，渡部　洋：腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の筋層

肥厚は過多月経再燃に関連する

36.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

田中創太，佐藤直人，佐藤壮樹，谷村史人，田中宏典，吉田瑶子，湊　純子，湊　敬廣，荒井真衣

子，葛西亜希子，葛西剛一郎，河野順子：当院における再発子宮体癌に対するmedroxyprogesterone	

acetate（MPA）療法の検討

37.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28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ⅢC期（FIGO2018）における臨床病理学的検証
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38.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

土岐麻実，新倉　仁，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：マイクロバブルを用いた術中造影超音波に

よる子宮体癌および子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節転移診断

39.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

永井智之，河合要介，梅村康太，徳永英樹，島田宗昭，河井通泰，八重樫伸生：腹腔鏡下子宮体癌手

術におけるSLN生検　２施設間での比較検証

40.	 第72回　日本産科婦人科学会（ポスター）（東京（WEB））４月23日－４月28日

平賀裕章，渡辺　正，黒澤大樹，中西　透，酒井啓治，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―

41.	 第４回　女性のヘルスケア研修会（日本女性医学学会）（講師）（仙台（WEB））６月７日

大澤　稔：女性ヘルスケアのための明日から使える漢方治療

42.	 新学術領域会議（配偶子インテグリティの構築）（ポスター）（WEB）６月19日－６月22日

田中恵子，林　陽平，松居靖久：卵子発生におけるピルビン酸代謝の重要性

43.	 第61回　日本臨床細胞学会（ワークショップ）（横浜（WEB））６月20日－７月19日

徳永英樹，岡本　聡，島田宗昭，石橋ますみ，志賀尚美，高野忠夫，伊藤　潔，八重樫伸生：子宮頸

部腺系病変の早期発見に向けた取り組みと将来展望

44.	 第61回　日本臨床細胞学会（ポスター）（横浜（WEB））６月20日－７月19日

佐藤いずみ，及川洋恵，赤石一幸，田中耕平：妊婦における子宮頸癌検診採取器具の比較

45.	 American	Association	for	Cancer	Research	annual	meeting	2020（ポスター）（WEB）６月22日－６

月24日

Oyama	Y,	Shigeta	S,	Tsuji	K,	Tokunaga	H,	Shimada	M,	Yaegashi	N：Functional	analysis	of	

ZFHX4	as	a	novel	therapeutic	target	in	ovarian	cancer

46.	 器質性月経困難症に対する適正なホルモン療法等に係る研修（講師）（WEB）７月１日

谷川原真吾：保険制度と実際の運用

47.	 第193回　秋田県産科婦人科学会（特別講演）（秋田）７月５日

新倉　仁：婦人科領域におけるロボット支援手術の現状と将来展望

48.	 第154回　IDAC	biannual	meeting（仙台（WEB））７月17日

Tanaka	K,	Hayashi	Y,	Matsui	Y：The	importance	of	pyruvate	metabolism	in	mouse	embryonic	

oocyte	development
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49.	 第42回　Annual	 International	Conference	of	 the	 IEEE	Engineering	 in	Medicine	and	Biology	

Society,	EMBC	2020（モントリオール／カナダ（WEB））７月20日－７月24日

Khandoker	AH,	Wahbah	M,	Al	Sakaji	R,	Funamoto	K,	Krishnan	A,	 	Kimura	Y：Estimating	

fetal	age	by	fetal	maternal	heart	rate	coupling	parameters

50.	 第93回　日本内分泌学会（特別講演）（WEB）７月20日－８月31日

有馬隆博，岡江寛明：科学研究と内分泌の接点　AMED-CREST研究から　ヒト胎盤幹細胞のエピ

ジェネティクス

51.	 第93回　日本内分泌学会（シンポジウム）（WEB）７月20日－８月31日

三木康宏，岩渕英里奈，鈴木　貴，笹野公伸，伊藤　潔：ホルモン依存性がん，副腎癌の新たな展開　

ホルモン依存性癌におけるintracrineとホルモン受容体シグナルの可視化

52.	 第645回　宮城産科婦人科集談会（気仙沼）８月12日

立花眞仁：当院における性分化疾患に対する腹腔鏡下手術の取り組み

53.	 第50回日本神経精神薬理学会・第42回日本生物学的精神医学会・第４回日本精神薬学会（NPBPPP2020）

（ポスター）（仙台（WEB））８月21日－８月23日

笠原好之，吉田千尋，中西加奈，深瀬　雅，鈴木愛理沙，木村芳孝：胎児期バルプロ酸投与自閉症モ

デルマウスにおける発達段階ごとの自律神経機能解析

54.	 第50回日本神経精神薬理学会・第42回日本生物学的精神医学会・第４回日本精神薬学会（NPBPPP2020）

（ポスター）（仙台（WEB））８月21日－８月23日

兪　志前，小野千晶，小原　拓，菊地沙耶，小林奈津子，菅原準一，栗山進一，山本雅之，八重樫伸

生，富田博秋：産後うつ病の予測と予防のための血漿サイトカインレベルの検証

55.	 厚生労働省　2020年度　治験・倫理審査委員会委員養成研修（教育講演）（WEB）９月５日

高野忠夫：事例考察・解説

56.	 印旛市郡医師会（講師）（印旛（WEB））９月10日

大澤　稔：女性の不定愁訴に対する漢方薬の役割

57.	 International	Gynecologic	Cancer	Society	Annual	Global	Meeting（ポスター）（WEB）９月10日－

９月13日

Oyama	Y，Shigeta	S，Tsuji	K，Tokunaga	H，Shimada	M，Yaegashi	N：Functional	analysis	

of	ZFHX4	as	a	novel	therapeutic	target	in	ovarian	cancer

58.	 第39回　日本思春期学会（ポスター）（WEB）９月18日－９月24日

志賀尚美，渡邉　善：過去11年間に当院内分泌外来を受診した思春期女性の疾患および治療経過の検

討
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59.	 宮城県産婦人科医会仙南ブロック出向懇談会（特別講演）（大河原）９月18日

木村芳孝：胎児心電図とAIによる安全な分娩管理

60.	 第113回　日本繁殖生物学会第113回大会（招待講演）（WEB）９月23日－９月25日

岡江寛明，小林記緒，有馬隆博：分化全能性の消失に関わるインプリント遺伝子の同定

61.	 第38回　日本受精着床学会（特別講演）（福岡（WEB））10月１日－10月23日

立花眞仁：細胞質置換	/	移植による卵細胞質機能低下克服への挑戦

62.	 第79回　日本癌学会（広島（WEB））10月１日－10月３日

Minato	T,	Yasuda	J：Comparison	of	oncogene	 levels	 in	patients	with	ovarian	cancer	using	

Circulating	Tumor	DNA	in	plasma	using	Digital	PCR	

63.	 長井市西置賜郡医師会（講師）（長井（ハイブリッド））10月７日

大澤　稔：明日から使える漢方薬～メンタルヘルスと疲労・倦怠感～

64.	 第61回　日本卵子学会（秋田（WEB））10月８日－10月21日

田中恵子，林　陽平，久野貴司，渡邉　善，立花眞仁，八重樫伸生，松居靖久：マウス胎仔期卵子発

生におけるピルビン酸代謝の重要性

65.	 第61回　日本卵子学会（秋田（WEB））10月８日－10月21日

渡邉　善，立花眞仁，志賀尚美，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　発足後3年間の活動報告

66.	 第61回　日本母性衛生学会（シンポジウム）（WEB）10月９日－10月10日

菅原準一：有事における周産期医療

67.	 吾妻郡医師会（講師）（吾妻（WEB））10月９日

大澤　稔：日常診療に役立つ漢方薬～不定愁訴と漢方～

68.	 2020年度　岩手産科婦人科学会集談会（特別講演）（奥州（ハイブリッド））10月10日

谷川原真吾：産科セミオープンシステムについて＆令和2年度診療報酬改定についてのポイント

69.	 第４回　東北大学病院病診連携漢方フォーラム（講師）（仙台（WEB））10月14日

大澤　稔：不定愁訴に紛れる化学物質過敏症の漢方治療

70.	 伊勢崎佐波医師会	漢方	WEB	セミナー（講師）（伊勢崎（WEB））10月15日

大澤　稔：これだけは覚えておきたい漢方薬～メンタルヘルス編～

71.	 第2回　青森県低侵襲手術セミナー（特別講演）（青森）10月16日

新倉　仁：婦人科領域における腹腔鏡・ロボット支援下手術の実際
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72.	 ゼジューラ全国WEB講演会（講師）（WEB）10月19日

島田宗昭：進行・再発卵巣癌に対する治療戦略　－新たな治療選択を迎えて－

73.	 第40回　東北漢方談話会（講師）（仙台（WEB））10月24日

大澤　稔：冬の漢方～COVID-19に負けない体調管理～

74.	 第17回　DIA日本年会2020（シンポジウム）（WEB）11月８日－11月10日

高野忠夫：治験におけるCentralized	IRBの活用促進のためにすべきこと　大学病院における

Centralized	IRBの活用

75.	 第43回　日本産婦人科手術学会（教育講演）（札幌（WEB））11月９日－11月23日

新倉　仁：センチネルリンパ節生検の導入と経験

76.	 第43回　日本産婦人科手術学会（札幌（WEB））11月９日－11月23日

遠藤　俊，渡邉　善，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸生：腹腔鏡下広汎子宮頸部摘出術での工夫　	

～下腹部小切開を通じた子宮頸部の切断～

77.	 第36回　日本糖尿病・妊娠学会（受賞講演）（WEB）11月13日－11月26日

岩間憲之：75g経口ブドウ糖負荷試験の実施時期による妊娠糖尿病の頻度の違い

78.	 第36回　日本糖尿病・妊娠学会（講演）（WEB）11月13日－11月26日

岩間憲之：妊娠初期と後半期における75g経口ブドウ糖負荷試験の違い

79.	 第22回　SNNS研究会（シンポジウム）（東京（WEB））11月14日

永井智之，土岐麻実，辻　圭太，徳永英樹，島田宗昭，新倉　仁，八重樫伸生：婦人科領域における

SNNSの現状と展望

80.	 卵巣癌カンファレンス　2020（講師）（WEB）11月17日

島田宗昭：進行・再発卵巣がんに対する治療戦略　－がん薬物療法を中心に－

81.	 厚生労働省　2020年度	治験・倫理審査委員会委員養成研修（教育講演）（WEB）11月21日

高野忠夫：事例考察・解説

82.	 第59回　日本臨床細胞学会秋期大会（ポスター）（横浜（WEB））11月21日－11月22日

佐藤いずみ，及川洋恵，赤石一幸，田中耕平：腟原発のvillous	adenoma	を認めた一症例

83.	 第35回　日本女性医学学会（ポスター）（東京（ハイブリッド））11月21日－11月22日

大澤　稔，志賀尚美，渡邉　善，久野貴司，八重樫伸生：月経前不快気分障害（PMDD）の漢方治療

中に失声症を発症した患者に対し逆方位の漢方薬で声が戻った	1	症例
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84.	 第56回　日本周産期・新生児医学会（教育講演）（WEB）11月28日－12月11日

濱田裕貴，春日義史：産科医が	DOHaD	について考える：あなたの診療が子供の未来を変える！

85.	 第93回　日本超音波医学会（仙台（WEB））12月１日－12月３日

大村真紀，石川美喜子，谷川原真吾，田中耕平，川滝元良：当院の８年間における胎児心エコースク

リーニング検査の動向調査

86.	 第93回　日本超音波医学会（仙台（WEB））12月１日－12月３日

熊谷祐作，齋藤昌利，臼田治夫，	Kemp	MW，	Fee	E，	高橋　司，高橋友貴，八重樫伸生：新規出生前

ステロイド治療によるヒツジ胎仔の心臓の機能と遺伝子発現の分析

87.	 第43回　日本分子生物学会（招待講演）（WEB）12月２日－12月４日

岡江寛明，小林記緒，有馬隆博：Epigenetic	restriction	of	human	pluripotency	by	silencing	of	the	

chromosome	19	miRNA	cluster

88.	 第65回　日本生殖医学会（ポスター）（東京（WEB））12月３日－12月23日

藤峯絢子，立花眞仁，田中恵子，久野貴司，横山絵美，志賀尚美，渡邉　善，鈴木吉也，菅原準一，

八重樫伸生：マウス異常受精胚を利用した前核期大量細胞質移植法の有効性

89.	 第41回　日本臨床薬理学会（シンポジウム）（WEB）12月３日－12月５日

高野忠夫：東北大学における研究倫理コンサルタントの位置付けと業務内容について

90.	 リムパーザ講演会Web講演会（講演）（仙台）12月４日

田邉康次郎：当院のリムパーザ使用経験21例

91.	 ゼジューラ	Expert	Meeting（ファシリテーター）（WEB）12月５日

島田宗昭：症例ベースで考える卵巣癌初回維持療法における薬剤選択

92.	 ゼジューラ発売記念講演会	in	Tokyo（講師）（WEB）12月５日

島田宗昭：卵巣癌初回維持療法の治療戦略検討会

93.	 第84回　東北大学産科学婦人科学教室　専攻医会（特別講演）（仙台（ハイブリッド））12月５日

濱田裕貴：もう留学なんてしない！	～臨床医が研究留学を目指す理由～

94.	 第84回　東北大学産科学婦人科学教室　専攻医会（仙台（ハイブリッド））12月５日

野添大輔，大村真紀，後藤なつみ，吉田悠人，佐藤いずみ，藤井　調，和田麻美子，谷川原真吾：当

院における超音波技師が行う胎児心スクリーニング

95.	 第4回　北海道・東北合同若手腹腔鏡縫合セミナー（WEB）12月５日

遠藤　俊：腹腔鏡下での縫合・結紮
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96.	 ゼジューラ発売記念講演会	in	Tohoku（特別講演）（仙台（WEB）12月８日

島田宗昭：卵巣癌初回維持療法の治療戦略検討会

97.	 ゼジューラ発売記念講演会	in	Tohoku（特別講演）（仙台（WEB））12月８日

徳永英樹：ガイドラインと臨床試験　～分子標的薬の登場と卵巣癌治療戦略の変化～

98.	 第25回　日本生殖内分泌学会（教育講演）（仙台（WEB））12月12日－12月25日

三木康宏，中鉢奈津子，川内淳史，児玉栄一，伊藤　潔：令和パンデミックの今，大正パンデミック

を計量書誌学的に考察する

99.	 第25回　日本生殖内分泌学会（仙台（WEB））12月12日－12月25日

岩渕英里奈，三木康宏，伊藤　潔，笹野公伸：Heterogeneous	nuclear	ribonucleoprotein	Kがエス

トロゲンシグナルに及ぼす影響の検討

100.	 第25回　日本生殖内分泌学会（仙台（WEB））12月12日－12月25日

近藤悠人，齊藤涼子，三木康宏，Poutanen	M,	Lammintausta	R,	八重樫伸生，伊藤　潔，笹野公

伸：子宮内膜症及び腺筋症におけるエストロゲン合成・代謝酵素の発現

101.	 第25回　日本生殖内分泌学会（仙台（WEB））12月12日－12月25日

齋藤淳一，志賀尚美，平賀裕章，田中恵子，横山絵美，藤峯絢子，久野貴司，渡邉　善，立花眞仁，

八重樫伸生：卵巣嚢腫を呈するP450酸化還元酵素欠損症（PORD）の薬物療法に難渋した一例

102.	 第25回　日本生殖内分泌学会（仙台（WEB））12月12日－12月25日

平賀裕章，立花眞仁，	齋藤淳一，田中恵子，久野貴司，藤峯絢子，横山絵美，渡邉　善，志賀尚美，

八重樫伸生：診断に苦慮した卵巣	Sertoli-Leydig	細胞腫合併不妊症の一例

103.	 第25回　日本生殖内分泌学会（仙台（WEB））12月12日－12月25日

三木康宏，髙木清司，鈴木　貴，伊藤　潔：子宮内膜癌におけるDehydroepiandrosteroneの直接作

用に関する検討

104.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（シンポジウム）（神戸（WEB））12月14日－１月５日

渡邉　善：合併症ゼロを目指して　アンケート調査による尿管損傷症例から尿管同定を考える

105.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（教育講演）（神戸（WEB））12月14日－１月５日

渡辺　正，黒澤大樹，田上和磨，村岡由真，中西　透，渡部　洋：良性子宮疾患に対するLH

（LAVH）を再考する

106.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（ワークショップ）（神戸（WEB））12月14日－１月５日

黒澤大樹，渡辺　正，田上和磨，村岡由真，松澤由記子，酒井啓治，中西　透，渡部　洋：周産期予

後を考慮した子宮鏡下手術	－RPOC（胎盤ポリープ含む）－
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107.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（ワークショップ）（神戸（WEB））12月14日－１月５日

笹瀬亜弥，宇賀神智久，工藤友希乃，佐藤綾香，高橋友梨，熊谷奈津美，工藤理永，宮副美奈子，赤

石美穂，平山亜由子，早坂　篤，大槻健郎：当院における卵巣腫瘍茎捻転症例の臨床的検討

108.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（ワークショップ）（神戸（WEB））12月14日－１月５日

永井智之，河合要介，梅村康太，河井通泰，重田昌吾，辻　圭太，徳永英樹，島田宗昭，八重樫伸

生：卵巣癌におけるMISの可能性

109.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

工藤友希乃，宇賀神智久，佐藤綾香，高橋友梨，熊谷奈津美，工藤理永，宮副美奈子，笹瀬亜弥，赤

石美穂，平山亜由子，早坂　篤，大槻健郎：異所性妊娠による卵管切除後に同側卵管間質部妊娠をき

たした２例

110.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

熊谷奈津美，宇賀神智久，工藤友希乃，佐藤綾香，工藤理永，高橋友梨，笹瀬亜弥，宮副美奈子，赤

石美穂，平山亜由子，早坂　篤，大槻健郎：婦人科腹腔鏡手術における創痛軽減への試み

111.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

佐藤いずみ，田中耕平，後藤なつみ，西澤圭織，吉田悠人，和田麻美子，藤井　調，谷川原真吾，星　

和彦：卵管水症に対する腹腔鏡下手術後の妊娠予後についての検討

112.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

佐藤孝洋，藤本久美子，片平敦子，舩山由有子：妊娠中の子宮内膜症性嚢胞の脱落膜変化が疑われた

が，妊娠14週に卵巣腫瘍破裂したため緊急腹腔鏡下手術を実施し卵巣癌と診断された一例

113.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

田上和磨，渡辺　正，黒澤大樹，村岡由真，中西　透，渡部　洋：子宮鏡下手術で悪性と判明した子

宮体部腫瘍の４例

114.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

田邉康次郎，遠藤祐介，後藤　恵，西澤圭織，萩原達也，柏舘直子，松浦　類，石垣展子，武山陽

一，新倉　仁：超音波凝固切開装置による腹腔鏡下筋膜内子宮摘出術（TLH	Aldridge法）

115.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

萩原達也，田邉康次郎，遠藤祐介，村川　東，村川真理弥，後藤　恵，平賀裕章，柏舘直子，松浦　

類，武山陽一，新倉　仁：全腹腔鏡下子宮全摘術中に卵巣茎捻転を起こした１症例

116.	 第60回　日本産科婦人科内視鏡学会（神戸（WEB））12月14日－１月５日

平賀裕章，田邉康次郎，遠藤祐介，村川　東，村川真理弥，後藤　恵，萩原達也，柏舘直子，松浦　

類，石垣展子，武山陽一，新倉　仁：子宮鏡併用で腹腔鏡下修復術を行った帝王切開瘢痕症候群の２

例
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117.	 奈良県卵巣がん治療ガイドライン講座（特別講演）（WEB）12月16日

島田宗昭：進行・再発卵巣がんに対する治療戦略　－薬物療法を中心に－

118.	 婦人科癌適正使用カンファランスオンライン講演会	in	沖縄（特別講演）（WEB）12月18日

島田宗昭：進行・再発卵巣がんに対する治療戦略　－適切な治療選択を目指して－

119.	 第７回　日本婦人科腫瘍研修会（講師）（東京（WEB））12月19日－12月25日

永井智之：子宮体癌手術におけるリンパ節郭清の意義とセンチネルリンパ節の実際

120.	 Ovarian	Cancer	Web	Seminar	in	Miyagi（招待講演）（WEB）12月23日

島田宗昭：進行・再発卵巣癌治療における新たな治療選択について

121.	 Ovarian	Cancer	Web	Seminar	in	Miyagi～ゼジューラ発売記念講演会～（招待講演）（仙台（WEB））

12月23日

徳永英樹：ガイドラインって何ですか？　～卵巣がん・卵管癌・腹膜癌治療ガイドライン2020　作成

者の気持ちと利用の仕方～




