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ご　挨　拶

第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会総会・学術講演会

学会長　　川越慎之助

　この度，第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会総会ならびに学術講演会を平成
19年６月９，10日の２日間にわたり山形市において開催させていただきます。123回と長
い歴史と伝統を誇る本学会の会長として不肖私が指名されましたことは，誠に光栄に思う
と共に，あらためて責任の重大さを痛感しております。
　昨今の医療を取りまく環境は極めて厳しく，なかでも産婦人科医療は少子化，医師・助
産師不足，過重労働，官憲の介入等々から分娩取り扱い施設が減少し，「お産難民」など
の言葉がうまれるほど危機的状況に陥っております。こうした混迷の中から産科医療のあ
り方を模索し，何らかの指針を示していくことが必要と考え，丸尾猛教授に特別講演「産
婦人科医療の夢と現実」をお願いし，岡井崇教授には「“無過失補償制度”の理念と実際」
についてご講演いただくことになっております。シンポジウムにも関連の課題を採りあげ
ましたので，活発なご討論をお願いしたいと思います。
　また，生殖医療，胎児医療等にもここ数十年間に瞠目すべき進展がありますが，その反
面，生命誕生に人為的にどこまで踏み込むべきか，倫理的・道義的に疑問も呈されていま
す。こうした先端的生殖医療の光と陰について，この方面に造詣の深い吉村泰典教授に「再
生医療への道」を語っていただきます。
　さらに，急速に進む高齢化の問題は，疾病構造にも変化をもたらし，高齢女性のQOL
を考慮した新しい産婦人科医療のあり方も要求されています。この点をふまえ，今回はコ
ンセンサスミーティングに骨粗鬆症，高脂血症を採択し，それぞれ楊鴻生准教授，武城英
明教授に講演していただくことになりました。
　相次ぐ医療事故等の問題が医療不信をひろげ，医師の資質や臨床能力が厳しく問われて
いる時代ですが，本学術講演会が産婦人科医療の進歩の一助になることを切に願うところ
です。本会が意義あるものになりますように，先生方の多数のご参加，ご発表を心よりお
待ちしております。
　最後に，ご講演や座長の労をお引きうけ下さいました先生方に感謝申しあげ，ご挨拶と
いたします。
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第123回日本産科婦人科学会
東北連合地方部会総会・学術講演会のご案内

●期　　日　平成19年６月９日（土）　一般講演，コンセンサスミーティング，シンポジウム，
総懇親会

平成19年６月10日（日）　招請講演，特別講演，一般講演，総会

●会　　場　山形テルサ　〒990-0828　山形市双葉町1-2-3
TEL 023-646-6677，FAX 023-647-0123

●参 加 費　学術講演会：9,000円
総懇親会：10,000円
※会場では，参加証の着用をお願い致します。
※専門医シールは受付にて引換券をご呈示の上，お受け取り下さい。

●一般演題
　本学会の発表はすべてPCデータを用いた口演発表のみとなっております。下記の要領
に従ってご準備下さい。スライドプロジェクターは使用できません。

◆発表用ファイルの準備
・スライド枚数に制限は設けておりません。ファイル容量は，20MBを超えないようご注
意ください。これ以上の場合，スライドショーに予期せぬ時間がかかる場合があります。

・原則的に会場に設置されたPCで発表していただきます。Microsoft PowerPoint 2003
がインストールされたWindows XPのみとなります。Macの準備はありませんのでご
注意ください。これ以外の条件でスライドを作成された先生は，あらかじめMicrosoft 
PowerPoint 2003がインストールされたWindows XPで文字化けなどの不具合がないか
どうか必ずお確かめください。

・OSにあらかじめインストールされている標準フォントのみを使用してください：MSP
明朝，MSPゴシック，Arial，Symbol，Times New Romanなど

・画像ファイルは，“.jpg”,“.gif”,“.tif”形式で，なるべくファイルサイズを小さくして
からスライドに貼り付けてください。

・ファイル名は以下のように設定してください。
［群番号］［演題番号］［氏名］.ppt
例）第１群で演題番号18の田中将大→0118田中将大.ppt
例）シンポジウムの山田花子→Ｓ山田花子.ppt

※演題番号と群番号は半角英数字で入力し，必ず拡張子（.ppt）を付けてください。
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◆発表用ファイルを事前に送付する場合
　発表用ファイルは，事前に送付できます。発表に支障をきたさないよう，あらかじめファ
イルを送付されることをお勧めします。以下の点にご留意ください。

・学会事務局にCD-Rを郵送でお送りください。ファイル容量が３MB未満の場合のみ，
メール添付での送付を受け付けます。

郵送先：〒990-9585　山形市飯田西2-2-2，山形大学医学部産科婦人科学教室内
第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会事務局

メール送付先：sanfujin@mws.id.yamagata-u.ac.jp

・送付ファイルの受付は平成19年５月31日（木）必着で締め切らせていただきます。ファ
イルの差し替えは受付期間内であれば何度でも可能です。

・受付期間後にファイルを差し替えたくなった場合は，当日，スライド受付にてファイル
（USBフラッシュメモリまたはCD-R）をご提示ください。ファイルをあらかじめ送付し，
変更がない場合でも，当日スライド受付でファイルが不具合なく表示されることを確認
してください。また，念のためバックアップデータをご携帯ください。

◆発表用ファイルを当日会場に提出する場合
　当日に発表用ファイルを持参していただいてもかまいません。ただし，本番でトラブル
が起きないよう，以下の点にご留意ください。

・発表時間の45分前までにスライド受付に，USBフラッシュメモリまたはCD-Rにて提出
してください。USBフラッシュメモリ，CD-RはWindowsXPで開けるか必ず確認の上，
ご持参ください。MO，FD，ZIP，DVDなどは受付できません。

・試写用PCでファイルが不具合なく表示されることを確認してください。データ中に動
画（アニメーション機能を除く）を埋め込んでいる場合は，演者自身のPCを使用して
いただく場合があります。必ずPCをご持参ください。

◆発表の方法
・前の演者が登壇後，速やかに｢次演者席｣にご着席ください。

・PCの操作は，講演台に準備されたディスプレーとキーボードのご利用を原則とします。

・一般演題の発表時間は７分，質疑応答は３分です。時間厳守でお願いします。

・シンポジウムの発表時間は15分以内です。演者全員の発表が終了した後，総合討論が
あります。

・討論方法は座長に一任してありますので，その指示に従ってください。

◆発表終了後に
　受付でお預かりしたCD-RまたはPCを返却いたします。PCにコピーしたデータは発表終
了後に事務局で責任を持って消去いたします。二次抄録は必要ありません。
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●研修医会　第１日　６月９日（土） 9：00～　山形テルサ３階　アプローズ

●総懇親会　第１日　６月９日（土）18：45～　ホテルメトロポリタン山形４階　霞城の間

●日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会連絡会
第２日　６月10日（日） 8：00～　ホテルメトロポリタン山形４階　霞城の間

●役 員 会　第２日　６月10日（日）12：00～　山形テルサ２階　リハーサル室

●総　　会　第２日　６月10日（日）13：00～　山形テルサ３階　アプローズ

●事 務 局　　山形大学医学部産科婦人科学教室
〒990-9585　山形県山形市飯田西2-2-2
TEL：023-628-5393 FAX：023-628-5396
E-mail：sanfujin@mws.id.yamagata-u.ac.jp
学会HP：http：//www.id.yamagata-u.ac.jp/ObGyn/

●会場周辺地図

会場：山形テルサ
〒990-0828　山形市双葉町一丁目２番３号
TEL：023-646-6677　FAX：023-647-0123
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●会場へのアクセス
【JRをご利用の場合】
◆山形駅下車，西口より徒歩３分
【車をご利用の場合】
◆山形自動車道「山形蔵王インター」より約５km，約10分
【山形空港より】
◆山形空港よりバスで「山形駅前」下車，所要時間45分
【仙台空港より】
◆仙台空港よりバスで「山形駅前」下車，所要時間85分

●学会場

第一会場

第二会場

山形テルサ　3階
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学会プログラム

第１日　６月９日　（土）

9：00

11：50

12：50

13：00

13：40

14：20
14：30

16：30

18：30
18：45

第１会場
アプローズ（３Ｆ）

第２会場
研修室Ａ（３Ｆ）

第４回東北産婦人科研修医会

第５回東北婦人科腫瘍研究会ランチョンセミナー
座長：倉智　博久（山形大）
演者：片淵　秀隆（熊本大学教授）
「顕微鏡からみえてくる卵巣癌研究の対象と新戦
略」

開会の挨拶

第１群　産科１（１～４）
座長：大川　敏昭（福島県立医大）

第３群　腫瘍１（９～12）
座長：熊谷　晴介（岩手医大）

第２群　産科２（５～８）
座長：佐藤　秀平（青森県立中央病院）

第４群　腫瘍２（13～16）
座長：三浦　史晴（岩手医大）

コンセンサスミーティング
　「閉経後女性のトータルヘルスケア」
座長：水沼　英樹（弘前大）・倉智　博久（山形大）
演者：楊　　鴻生
　　　（兵庫医科大学篠山病院整形外科准教授）
「骨粗鬆症の予防と治療」
　　　武城　英明
　　　（千葉大学医学部臨床遺伝子応用医学教授）
「高脂血症からみたリスク管理」

シンポジウム「母体搬送の現状と問題点」
座長：岡村　州博（東北大）・平野　秀人（秋田大）
演者：尾崎　浩士（弘前大）

真田　広行（秋田赤十字病院）
福島　明宗（岩手医大）
阪西　通夫（済生会山形済生病院）
谷川原真吾（仙台赤十字病院）
大川　敏昭（福島県立医大）

総懇親会　ホテルメトロポリタン山形
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学会プログラム

第２日　６月10日　（日）

9：00

9：40

10：25

11：10

11：55
12：00

13：00

13：15

13：45

14：25

14：45

第１会場
アプローズ（３Ｆ）

第２会場
研修室Ａ（３Ｆ）

第5群　産科３（17～20）
座長：藤森　敬也（福島県立医大）

第９群　腫瘍３（30～33）
座長：高橋　　道（市立秋田総合病院）

招請講演１
座長：倉智　博久（山形大）
演者：吉村　泰典（慶應義塾大学教授）
「再生医療への道」

　

招請講演２
座長：佐藤　　章（福島県立医大）
演者：岡井　　崇（昭和大学教授）
「“無過失補償制度” の理念と実際」

特別講演
座長：川越慎之助（第123回学会長）
演者：丸尾　　猛（神戸大学教授）
「産婦人科医療の夢と現実」

ランチョンセミナー
座長：手塚　尚広（山形大）
演者：瓦林達比古（福岡大学教授）
「マグネシウムイオンの基礎と臨床」

総会

第６群　産科４（21～23）
座長：小川　正樹（秋田大学）

第10群　腫瘍４（34～37）
座長：佐藤　信二（S・Sレディースクリニック）
　

第７群　内視鏡下手術（24～27）
座長：藤井　俊策（弘前大学）

第８群　生殖（28～29）
座長：上原　茂樹（東北公済病院）

閉会の挨拶
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特　別　講　演
第２日　６月10日（日）11：10～11：55　　　第１会場（アプローズ）

「産婦人科医療の夢と現実」

座長　第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会会長 　川越慎之助
演者　神戸大学医学部成育医学講座女性医学分野教授　　　丸尾　　猛

招　請　講　演　１
第２日　６月10日（日）9：40～10：25　　　第１会場（アプローズ）

「再生医療への道」

座長　山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学分野教授　倉智　博久
演者　慶應義塾大学医学部産婦人科学教室教授　　　　　　　吉村　泰典

招　請　講　演　２
第２日　６月10日（日）10：25～11：10　　　第１会場（アプローズ）

「“無過失補償制度” の理念と実際」

座長　福島県立医科大学産科婦人科学教室教授 佐藤　　章
演者　昭和大学医学部産婦人科学教室教授 岡井　　崇
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コンセンサスミーティング
第１日　６月９日（土）14：30～16：30　　　第１会場（アプローズ）

「閉経後女性のトータルヘルスケア」

座長　弘前大学　　水沼　英樹
山形大学　　倉智　博久

１．「骨粗鬆症の予防と治療」
演者　兵庫医科大学篠山病院整形外科准教授　　　楊　　鴻生
コメンテーター　弘前大学教授　　　　　　　　　水沼　英樹

２．「高脂血症からみたリスク管理」
演者　千葉大学医学部臨床遺伝子応用医学教授　　武城　英明
コメンテーター　山形大学教授　　　　　　　　　倉智　博久

中外製薬（株）／第一三共（株）　共催

シンポジウム
第１日　６月９日（土）16：30～18：30　　　第１会場（アプローズ）

「母体搬送の現状と問題点」

座長　東北大学　　岡村　州博
秋田大学　　平野　秀人

演　者　　尾崎　浩士（青森県・弘前大学）
真田　広行（秋田県・秋田赤十字病院）
福島　明宗（岩手県・岩手医科大学）
阪西　通夫（山形県・済生会山形済生病院）
谷川原真吾（宮城県・仙台赤十字病院）
大川　敏昭（福島県・福島県立医科大学）
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一　般　講　演

第１日　６月９日（土）第１会場（アプローズ）

第１群　産科１　13：00～13：40 座長　大川　敏昭（福島県立医大）
１．胎児大腿リンパ管腫の一症例

東北大学病院周産母子センター　　　○松田　尚美，千坂　　泰，仲村三千代，
内田　　香，星合　哲郎，林　　千賀，
斎藤　昌利，佐藤　尚明，岡村　州博

２．胎児後頚部浮腫を認めた先天性横隔膜ヘルニアの一例
福島県立医科大学　　　　　　　　　○牛嶋　順子，熊耳　敦子，伊藤　明子，

渡辺　尚文，高橋　秀憲，三瓶　　稔，
藤森　敬也，大川　敏昭，佐藤　　章

３．妊娠中に発見された全前脳症の一例
山形県立中央病院　　　　　　　　　○岩間　英範，小篠　隆広，高山　和人，

阿部　祐也，小田　隆晴

４．診断に苦慮した羊水過多症例
宮城県立こども病院　　　　　　　　○國井周太郎

第２群　産科２　13：40～14：20 座長　佐藤　秀平（青森県立中央病院）
５．宮城県内産科における輸血状況調査

国立病院機構仙台医療センター　　　○明城　光三，島　　　崇，松浦　　類，
石垣　展子，太田　　聡，早坂　　篤，
藤田　信弘，千葉由美代，朝野　　晃，
和田　裕一

６．帝王切開後，子宮動脈に生じた仮性動脈瘤に対して子宮動脈塞栓術が奏功した一例
福島県立医科大学　　　　　　　　　○大関　健治，添田　　周，三瓶　　稔，

藤森　敬也，片寄　治男，山田　秀和，
佐藤　　章

７．癒着胎盤10症例の臨床的検討
国立病院機構仙台医療センター　　　○島　　　崇，石垣　展子，松浦　　類，

太田　　聡，早坂　　篤，藤田　信弘，
千葉由美代，朝野　　晃，明城　光三，
和田　祐一

８．事前情報が無いまま救急搬送された出血性ショックの帝切既往のある全前置胎盤の一症例
山形大学　　　　　　　　　　　　　○吉田　隆之，磯部　真倫，太田　　剛，

堤　　誠司，手塚　尚広，倉智　博久
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第１日　６月９日（土）第２会場（研修室Ａ）

第３群　腫瘍１　13：00～13：40 座長　熊谷　晴介（岩手医大）
９．子宮筋腫の腫瘍血管の電顕的研究

小林医院　　　　　　　　　　　　　○小林　徳男
いわき市保健所　　　　　　　　　　　朝比奈章悟
坪井病院　　　　　　　　　　　　　　橋本　歳洋，森村　　豊，坂本　旦一，

羽生　忠義
郡山OG会　　　　　　　　　　　　　 大杉　和雄，古川　宣二，吉田　孝雄，

佐藤　功一
奥羽大学歯学部生体構造学講座　　　　中川　敏浩，山本　茂久

10．一開業医の婦人科細胞診と組織診成績
岩淵婦人科医院　　　　　　　　　　○岩淵　慎助

11．当科での子宮頸部円錐切除術の現状と，術後の妊娠例の検討
岩手県立中央病院　　　　　　　　　○本田　達也，尾上　洋樹，葛西真由美，

鈴木　　博

12．後腹膜に発生した原発不明の扁平上皮癌の一例
東北大学　　　　　　　　　　　　　○田辺康次郎，角田　雪香，太田　恭子，

小泉　俊光，佐久間道子，徳永　英樹，
豊島　将文，斉藤　純香，宇都宮裕貴，
吉永　浩介，永瀬　　智，高野　忠夫，
新倉　　仁，伊藤　　潔，八重樫伸生

第４群　腫瘍２　13：40～14：20 座長　三浦　史晴（岩手医大）
13．動注が著効した外陰癌の１例

青森県立中央病院　　　　　　　　　○森川　晶子，横田　　恵，柞木田礼子，
梅本　実香，山口　英二，小笠原智香，
佐藤　秀平，齋藤　　勝

14．子宮頚部悪性腺腫が疑われた一例
岩手県立中央病院　　　　　　　　　○尾上　洋樹，石橋ますみ，藤井　里圭，

本田　達也，葛西真由美，鈴木　　博

15．子宮頚部小細胞癌の一例
弘前大学　　　　　　　　　　　　　○二神　真行，横山　良仁，樋口　　毅，

水沼　英樹

16．子宮体癌術後に発生した乳糜腹水の１例
市立秋田総合病院　　　　　　　　　○山本　博毅，軽部　裕子，村田　昌功，

高橋　　道
秋田大学　　　　　　　　　　　　　　能登　　彩
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第２日　６月10日（日）第１会場（アプローズ）

第５群　産科３　9：00～9：40 座長　藤森　敬也（福島県立医大）
17．自然分娩に伴い特発性縦隔気腫，皮下気腫を発症した一例

岩手県立二戸病院　　　　　　　　　○秋元　義弘，川原　寿緒

18．急激に血小板減少を来したSLE合併妊娠の一例
東北大学　　　　　　　　　　　　　○仲村三千代，松田　尚美，内田　　香，

林　　千香，齋藤　昌利，星合　哲郎，
佐藤　尚明，千坂　　泰，岡村　州博

19．消化器症状を契機に母体搬送となったネフローゼ症候群合併妊娠の１症例
青森県立中央病院　　　　　　　　　○小笠原智香，柞木田礼子，横田　　恵，

山口　英二，森川　晶子，佐藤　秀平，
齋藤　　勝

同　循環器内科　　　　　　　　　　　貝塚　満明

20．妊娠26週で深部静脈血栓症を発症した一症例
済生会山形済生病院　　　　　　　　○羽根田　健，阪西　通夫，土信田雅一，

大内　久子，木原　香織，金杉　　浩
同　心臓外科　　　　　　　　　　　　小肥　　実

第６群　産科４　13：15～13：45 座長　小川　正樹（秋田大学）
21．当院で経験した子癇の経過および脳血流画像の変化

坂総合病院　　　　　　　　　　　　○藤本久美子，高津　政臣，船山由有子，
片平　敦子

同　脳神経外科　　　　　　　　　　　渡部　憲昭
同　放射線科　　　　　　　　　　　　阿部秀一郎

22．分娩中の低酸素症が原因ではないと思われた重症新生児仮死の症例
国井クリニック　　　　　　　　　　○國井兵太郎
山形県立中央病院NICU　　　　　　　 渡辺　真史，饗場　　智

23．吸引分娩後の骨盤内膿瘍に対して腹腔鏡を施行した一例
宮城県立こども病院1　東北大学産婦人科2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○菊地真衣子1, 2，國井周太郎1，柿坂はるか2，
結城　広光2，村上　　節2，岡村　州博2
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第７群　内視鏡下手術　13：45～14：25 座長　藤井　俊策（弘前大学）
24．当院における内視鏡下手術の現況

福島赤十字病院　　　　　　　　　　○矢澤　浩之，菅沼　亮太，古川　茂宜
　
25．医学教育における腹腔鏡トレーニングボックスの導入の経験

東北大学　　　　　　　　　　　　　○寺田　幸弘，八重樫伸生，立花　眞仁，
結城　広光，吉永　浩介，村上　　節，
岡村　州博

同　医学教育評価センター　　　　　　金塚　　完

26．アッシャーマン症候群に対する子宮鏡下手術で子宮穿孔を生じた一例
弘前大学　　　　　　　　　　　　　○木村　秀崇，藤井　俊策，福原　理恵，

湯沢　　映，樋口　　毅，水沼　英樹
婦人科さかもとともみクリニック　　　坂本　知己

27．ホルミウムヤグレーザーを用いた子宮鏡下手術に関する臨床的検討
山形大学　　　　　　　　　　　　　○原　周一郎，高橋　俊文，堤　　誠司，

倉智　博久

第８群　生殖　14：25～14：45 座長　上原　茂樹（東北公済病院）
28．選択的単一胚移植の適応症例の検討

秋田大学　　　　　　　　　　　　　○伊藤　恭子，福田　　淳，佐藤　　亘，
河村　和弘，熊谷　　仁，児玉　英也，
田中　俊誠

29．インスリン抵抗性改善薬を内服し，妊娠・分娩に至ったPCOSの１例
福島県立医科大学　　　　　　　　　○伊藤　明子，熊耳　敦子，高山　智子，

両角　和人，片寄　治男，小宮ひろみ，
佐藤　　章
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第２日　６月10日（日）第２会場（研修室Ａ）

第９群　腫瘍３　9：00～9：40 座長　高橋　　道（市立秋田総合病院）
30．卵巣間質系腫瘍の１例

東北大学　　　　　　　　　　　　　○角田　雪香，高野　忠夫，永瀬　　智，
廣木　恵理，田辺康次郎，小泉　俊光，
豊島　将治，佐久間道子，太田　恭子，
徳永　英樹，齋藤　純香，宇都宮裕貴，
吉永　浩介，伊藤　　潔，新倉　　仁，
八重樫伸生

31．Thecoma合併子宮体癌の１例
青森県立中央病院　　　　　　　　　○小笠原智香，柞木田礼子，横田　　恵，

山口　英二，森川　晶子，佐藤　秀平，
齋藤　　勝

同　病理部　　　　　　　　　　　　　貝森光大

32．転移性卵巣癌の３例
弘前大学　　　　　　　　　　　　　○二神　真行，横山　良仁，樋口　　毅，

水沼　英樹

33．多発性脳梗塞を合併した卵巣癌（トルソー症候群）の１例
福島県立医科大学　　　　　　　　　○西山　　浩，菅原　　登，渡辺　尚文，

山田　秀和，佐藤　　章
同　神経内科　　　　　　　　　　　　松田　　希，遠藤　一博

第10群　腫瘍４　13：15～13：55 座長　佐藤　信二（S・Sレディースクリニック）
34．悪性化をきたした残存mucinous cyst adenomaの一例

青森県立中央病院　　　　　　　　　○森川　晶子，横田　　恵，柞木田礼子，
山口　英二，小笠原智香，佐藤　秀平，
齋藤　　勝

同　外科　　　　　　　　　　　　　　森田隆幸

35．13ヶ月間に３度の腹腔鏡下手術を要した卵巣境界悪性腫瘍の１症例
岩手県立磐井病院　　　　　　　　　○西本　光男，佐藤　直子，鍋島　寛志
東北労災病院　　　　　　　　　　　　田村充利

36．抗癌化学療法を先行施行した大量癌性腹水症の２例
鶴岡市立荘内病院　　　　　　　　　○高柳　健史，五十嵐裕一

37．CPT-11/CDDP療法が奏功した卵巣小細胞癌の１症例
山形大学　　　　　　　　　　　　　○磯部　真倫，関口　真紀，太田　　剛，

逸見　典子，早坂　　直，小島原敬信，
中原　健次，倉智　博久
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第４回東北産婦人科研修医会のお知らせ
　第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会総会・学術講演会におきまして，下記の日程で第4回
東北産婦人科研修医会を開催いたします。東北地区で日夜産婦人科診療に奮闘されている研修医の先
生方を中心とする会です。産婦人科医療を取り巻く環境が厳しい今こそ，次代の産婦人科医療を担う
若い力の結集が必要です。ぜひともご参加くださいますようご案内申し上げます。また，アドバイザー，
オブザーバーとして多くの一般の先生方のご参加を宜しくお願いいたします。

　本研修医会は第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会のご後援により，開催させていただきま
す。研修医会に参加ご希望の日本産科婦人科学会専門医取得以前（６年目まで）の先生方は，６月９
日（土）8：30-10：00までに「研修医会受付」にて参加手続きを行いますと，学会参加費および総
懇親会費が免除されます。なお，研修医会に引き続き，第５回東北婦人科腫瘍研究会ランチョンセミナー
が予定されています。

期　日：平成19年６月９日[土]　9：00-11：30
会　場：山形テルサ　３Ｆ　アプローズ（第１会場）
〒990-0828　山形市双葉町1-2-3
TEL：023-646-6677，FAX：023-647-0123

8：30～  9：00　受付
9：00～  9：10　挨拶　　山形大学医学部産科婦人科学教室教授　倉智　博久先生

  幹事代表　山形大学　　　　　　　　　原　周一郎

9：10～11：30　ディベート，討論
１．切迫早産の管理法～ウテメリン長期投与は必要か？～（9：10～9：45）

必　　要（賛成派）  岩手医科大学 研修医代表
必要ない（反対派）  弘前大学 研修医代表

司会，ジャッジ：東北大学　研修医代表
オブザーバー　：藤森敬也 先生（福島県立医科大学講師）

２．子宮外妊娠の治療法～ラパロ or MTX～（9：45～10：20）
ラパロ派   山形大学 研修医代表
ＭＴＸ派   秋田大学 研修医代表

司会，ジャッジ：福島県立医科大学 研修医代表
オブザーバー　：渡辺　正 先生（仙台市立病院医長）

３．東北の産婦人科医を増やすにはどうすればいいか？
　　～危機的状況を打破するために～（10：30～11：30）

モデルケース①  東北大学 研修医代表
モデルケース②  福島大学 研修医代表

司会，ジャッジ：弘前大学 研修医代表
オブザーバー　：山形大学 研修医代表

第４回東北産婦人科研修医会
幹　　事：松倉　大輔（青森），佐々木満枝（秋田），畑山　伸弥（岩手）

原　周一郎（山形），角田　雪香（宮城），牛嶋　順子（福島）
事 務 局：山形大学産科婦人科学教室　TEL：023-628-5393, FAX：023-628-5396
当番幹事：原　周一郎（山形），E-mial：s-hara@med.id.yamagata-u.ac.jp
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共催　第123回日本産科婦人科学会東北連合地方会
　　　東 北 婦 人 科 腫 瘍 研 究 会（ T G C U）
　　　　　ブリストル・マイヤーズ株式会社

第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会
第 5 回 東 北 婦 人 科 腫 瘍 研 究 会（TGCU）

ランチョンセミナー

日時：平成19年6月9日（土）11：50～12：50
会場：山形テルサ  3階「アプローズ」

〒９９０-０８２８ 山形市双葉町１－２－３
TEL ０２３-６４６-６６７７　 FAX ０２３-６４７-０１２３

座長  倉智  博久  先生
山形大学医学部  発達生体防御学講座 女性医学分野  教授

演者  片渕  秀隆　先生
　　熊本大学大学院医学薬学研究部
総合医薬科学部門 生体機能病態学講座
　　　　　婦人科学分野  教授

　「顕微鏡からみえてくる
卵巣癌研究の対象と新戦略」
　「顕微鏡からみえてくる
卵巣癌研究の対象と新戦略」
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　硫酸マグネシウムは産婦人科医にとっては子癇の治療薬として馴染みの深い薬剤で
あるが，その薬理効果はカルシウムイオンに拮抗的であることは理解されていたもの
の，その詳細については基礎的にも臨床的にも明確であったとは言い難い。しかしなが
ら，保険適用疾患である子癇の治療効果と共に同薬剤の子宮収縮抑制効果については経
験的に広く知られており，時に応じて産科臨床の中で使用されてきた。今回，漸くマグ
セントが切迫早産治療薬として正式に認可されたが，これを機に，マグネシウムイオン
の基礎と臨床についてわれわれの過去の実験結果に最近の知見を合わせて概説したい。
　マグネシウムイオンは生体内の２価陽イオンの中ではカルシウムイオンに次いで多
く存在し，作用も多彩である。子宮平滑筋は自発収縮を持つ興奮性の高い筋群に分類さ
れるが，その収縮は細胞内カルシウムイオン濃度に依存しており，その調節機序を細胞
内外から修飾しているのがマグネシウムイオンである。したがって，カルシウムイオン
とマグネシウムイオンは生体内では密接な関連性を持って存在している。そこで，まず
最初に子宮収縮のメカニズムを簡単に概説し，妊娠ヒト子宮筋の自発収縮ならびに高カ
リウム拘縮および除ナトリウム拘縮におよぼすマグネシウムイオンの効果，オキシトシ
ンの収縮増強効果およびアドレナリンβ２作用におよぼすマグネシウムイオンの効果な
どの基礎的研究結果を紹介し，現在多くの論文で報告されているマグネシウムイオンの
詳細な作用についてまとめ，その作用を考察する。次いで，臨床症例におけるマグネシ
ウムイオンの動態やアドレナリンβ２作用薬と硫酸マグネシウムの併用効果や副作用に
ついて自験例を中心に提示したい。
 瓦林　達比古　記

ランチョンセミナー
第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会

「マグネシウムイオンの基礎と臨床」

座長　手塚　尚広　先生
山形大学医学部発達生体防御学講座女性医学分野・准教授

演者　瓦林達比古　先生
福岡大学病院長・産婦人科教授

共催  第123回日本産科婦人科学会東北連合地方部会
　　  東亜薬品工業株式会社

平成19年6月10日（日）12:00～13:00
山形テルサ ３階アプローズ
[山形市双葉町1-2-3(Tel:023-646-6677,Fax:023-647-0123)]



特　別　講　演
招　請　講　演
コンセンサスミーティング
シ ン ポ ジ ウ ム
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特別講演
「産婦人科医療の夢と現実」

神戸大学医学部成育医学講座女性医学分野
教授　丸尾　　猛
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招請講演１
「再生医療への道」

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室
教授　吉村　泰典

　生命科学の急激な進歩が，医療のあり方を大きく変えつつある。21世紀は再生医学の時
代ともいわれ，その進展に大きな期待が寄せられている。臓器や組織に障害が起きた場合，
それらを修復する能力をヒトは持っており，再生医療とはこの力を利用し，病気や怪我を
治そうとするものである。再生医療に利用できると考えられている細胞は幹細胞とよばれ，
未分化のまま増殖できる特徴をもっている。幹細胞は２つに大別され，１つは受精卵から
得られる胚性幹細胞であり，もう１つは成人のいろいろな臓器にある成体幹細胞である。
とくに骨髄中には多くの幹細胞が含まれており，目的とする細胞に分化させることができ
るようになってきている。このように，ヒトにおいてもさまざまな幹細胞が作製されてお
り，臨床応用が進められようとしている。
　このような状況下で20世紀後半には，体細胞クローンヒツジの誕生とヒトの胚性幹細胞
（ES細胞）の樹立という二大エポックがおこった。体細胞クローン胚の作製にあたっては
未受精卵の入手が必要であり，ヒトES細胞を樹立するためには体外受精によって作製さ
れたヒト胚を用いることになる。すなわち，ヒトの生殖医療に携わるわれわれにとっては，
この２つの事象のもたらす科学的意義を否応なしに考えざるを得ない時期にきている。再
生医学においても体細胞クローン技術の応用が必要となる時代は必ずくると思われる。
　21世紀の生殖医療は，神に代わって人が新しい生命を造り出す時代といえるかもしれな
い。今われわれ研究者が求められているもの，それは確かな基礎科学研究である。医療へ
の応用は最重要課題であるが，その前に乗り越えなければならないハードルはいくつもあ
る。しかし，いつの時代でも忘れてはならないことは生命の尊厳に対する畏れと謙虚さで
ある。行政管理を主体とした規制は，ややもすれば研究の進歩の妨げとなるとの考え方も
あるが，関連医学や科学の進歩を不必要に妨げないようなシステム作りが急務である。
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招請講演２
「“無過失補償制度” の理念と実際」

昭和大学医学部産婦人科学教室
教授　岡井　　崇

　出産した児が結果的に脳性麻痺（cerebral palsy;CP）となってしまうことは，期待との
落差があまりに大きく，父母のみでなく祖父母や親族にとっても受け入れがたい悲惨な事
態である。現状では，その耐えがたい感情の鉾先を医療提供サイドに向ける以外に取るべ
き道がなく，家族のその様な行動を一般社会も心情的に支援しているように思われる。
　しかし，統計によるとCPは，軽いものも含めると，現在500の分娩に１例の割合で発生
しており，医療提供者，特に産科医師の責任によるものが少ないことは関係者の周知の事
実である。出産は決して安全ではなくリスクを伴うものである。にもかかわらず，医療の
進歩がそれらのリスクを軽減し患者の期待水準を高めてしまったため，結果が悪かったと
き，患者は被害を被ったと認識しその責任を医師に帰そうとするのであるが，被告にされ
た医師の精神的な苦痛と負担もまた甚大である。この様な現行の事故処理のあり方は，患
者の側から見ても，敗訴すれば補償が全く受けられないという厳酷なもので，決して良い
制度とは言えない。
　そこで，考えられたのがNFC（No-Fault Compensation；無過失補償）の制度である。
この制度は，医師の過失を証明し訴訟で勝利しなくても児がCPとなったことに対して補
償金が支払われる制度で，上手に運用すれば患者・医師の双方を救済できる可能性があり，
期待も大きい。日本では，漸く「産科医療における無過失補償制度」の創設に向けての準
備委員会が立ちあがり，審議が始まったばかりであるが，CPに限らずあらゆる医療事故
にNFC制度を適応している国も少なからず存在する。
　本講演では，海外の実践例を紹介し，NFCの理念（“過失”の有無に拘らず，医療事故
被害者は公平で妥当な補償が受けられる。医療提供者側には，事故原因の解明を通じて，
安全な医療を心掛けると共に自らの診療能力を高める努力をするためのインセンティブを
与え，医療界に事故を減少させる方向への強いベクトルを働かせる。）についても解説を
加えたい。
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コンセンサスミーティング
「骨粗鬆症の予防と治療」

兵庫医科大学篠山病院整形外科
准教授　楊　　鴻生

　骨粗鬆症は骨密度が減少し，骨微細構造の破綻により易骨折性をきたす骨疾患と定義さ
れている。実際の臨床においては，女性の閉経後に発症し，60歳台より脊椎圧迫骨折，70
歳台より大腿骨頚部，転子部骨折を合併，高齢女性のADLやQOLを著しく阻害する疾患
として知れている。メタボリック症候群における心疾患や脳血管障害の予防と同様に，高
齢社会においては骨粗鬆症に伴う骨折の予防や治療が求められている。
　骨粗鬆症は，身体的，遺伝的な素因に，生活習慣や環境に伴う多くの因子が影響して発
症すると考えられている。遺伝的，身体的因子として，加齢，女性，家族歴，月経状況，
過去の骨折の有無，胃摘出，両側卵巣摘出などがあり，環境，生活習慣としてはカルシウ
ム摂取不足，ビタミンＤ，Ｋ不足，リン，食塩の過剰摂取，運動不足，日照不足，飲酒，
喫煙などがある。飲酒，喫煙，食塩過剰摂取などはメタボリック症候群における各種の合
併症発症と同じリスクファクターであるが，メタボリック症候群とは，BMIにおいては逆
となる。骨粗鬆症においては，メタボリック症候群では予防となるBMIの減少は骨粗鬆症
にとってはリスクとなる。すなわち高齢女性においメタボリック症候群の予防と骨粗鬆症
の予防は兼合いが重要となる。
　骨粗鬆症の予防と治療のガイドライン2006年度改訂版では，骨粗鬆症の治療目的は骨折
の予防とQOLの改善がうたわれている。特に栄養指導や運動指導などは骨粗鬆症の予防
や治療において最も基本であり，メタボリック症候群と生活指導と共通する。
　薬物療法にも一定の指針が完成した。婦人科で行なわれていたHRTはＣ評価となって
おり，その代わりにSERMラロキシフェンがＡ評価となった。コストパフォーマンスを含
め，まだ議論が必要な治療法と考えられる。薬物療法はビスフォスフォネート剤が評価Ａ
となっており，特に大腿骨頚部，転子部骨折の予防においてはビスフォネートが最もエビ
デンスのある治療法である。わが国で良く処方されている活性型ビタミンＤ剤は，転倒予
防の観点から，国際的にも見直されつつあり，新ガイドラインにおいてＢ評価となっている。
SERMは単に骨折の予防のみでなく，骨痛や関節痛の治療効果が報告されており，QOLの
改善という面でも骨粗鬆症治療に有用である。整形外科で良く使用されているカルシトニ
ンホルモン注射はQOLの改善が報告されており，新ガイドラインにおいても疼痛に対し
てＡ評価である。産婦人科医師においても考慮しても良い治療法と考えられる。骨粗鬆症
は単一の治療で解決するのは困難で，メタボリック症候群と同様に，運動能力，転倒，疼
痛，骨密度低下など，トータルにケアーする代表的な疾患と考えられる。
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「高脂血症からみたリスク管理」
千葉大学大学院医学研究院臨床遺伝子応用医学

教授　武城　英明
　メタボリック症候群はインスリン抵抗性を基盤にした動脈硬化症ハイリスクの病態であ
る。脂質異常，耐糖能異常，血圧高値を合併し，それぞれの異常の程度が軽度であっても
重積する特徴がある。メタボリック症候群の脂質異常として高トリグリセリド（TG）血
症と低HDLコレステロール血症があげられる。高コレステロール血症はメタボリック症
候群の病態に直接関わらない。高TG血症は肝でのTG合成の増大と血液中におけるTG分
解の低下が原因となる。とりわけ，TGを分解するリポ蛋白リパーゼ（LPL）はインスリ
ン依存性であることから，メタボリック症候群ではLPLが低下するに伴いTGの増加，引
き続きHDLが低下する。これらとともに動脈硬化惹起性リポ蛋白がうっ滞しやすい。
　このような脂質代謝異常を合併するメタボリック症候群は内臓脂肪蓄積と関連する。血
中LPL量，LPL活性は内臓脂肪量と正の相関を示す。女性は若年時は皮下脂肪が多く閉経
前後から内臓脂肪が増大する。女性の皮下脂肪の蓄積量は男性に比べて個人差が大きく一
概に評価することが難しい。内臓脂肪はサイトカイン発現を介してインスリン抵抗性を
惹起するのに対し皮下脂肪はインスリン感受性を保持する作用がある。血中LPL蛋白量は
インスリン感受性をあらわす臨床指標となる。実際に減量治療により内臓脂肪を減らすと
LPL量が増大，HOMA指数が低下する。
　高TG血症を薬物により改善して冠動脈疾患を予防した成績は限られている。一方，従
来の高コレステロール血症に対する介入試験に加えて，最近発表された我が国における大
規模臨床試験MEGA Studyから，女性へのスタチン治療が安全に冠動脈疾患の発症を抑
制しうる成績が得られた。女性のメタボリックシンドロームでは内臓脂肪，インスリン抵
抗性を慎重に評価した上でリスク評価を行い，きめ細やかなコレステロール管理を行うこ
とが必要である。
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シンポジウム「母体搬送の現状と問題点」
「青森県の母体搬送の現状と問題点について」

○尾崎　浩士
弘前大学医学部附属病院周産母子センター

　青森県における母体胎児搬送システムは，平成16年４月から稼働している「青森県周産
期医療情報システム」を用いて行われている。これは，同年10月より設置された青森県総
合周産期母子医療センター（青森県立中央病院）と，特定機能病院（弘前大学），地域周
産期母子医療センター（むつ病院，八戸市立市民病院，青森市民病院，国立弘前病院）が，
産科および新生児ベッド情報やハイリスク症例情報を随時アップデートし，上記センター
間の情報交換に用いるとともに，地域周産期センターの協力施設ならびに診療所が，イン
ターネット上で閲覧，もしくは，ファックスで情報を入手して搬送先を選択するシステム
である。この際，青森県母体胎児紹介用紙を用い，集計用紙を総合周産期母子医療セン
ター内の周産期情報室に後日提出することにより，非緊急例を含め年間約200件の届け出
を把握できるようになっている。このシステム稼働から約３年が経過し，ワースト５に入
ることの多かった本県の周産期死亡率，新生児死亡率，乳児死亡率の改善が認められてい
る。一方，この医療情報システムの活用状況，総合・地域周産期センターのベッド運用状
況，トリアージ，22～24週の重症例における管理方針，多胎妊娠管理，分娩施設の集約化，
などにおける問題点も浮き彫りになってきている。本発表では，平成18年の１年間に先述
の紹介用紙の届け出から把握できている県内の母体胎児搬送状況に加えて，近県の医療圏
間の搬送状況を紹介するとともに，関連医療施設を対象とした母体胎児搬送に関するアン
ケート調査をもとに，これらにおける本県の問題点と改善に向けた考察を行う。

「当院における母体搬送」
○真田　広行
秋田赤十字病院

　当院は1998年７月に新築移転し，周産期センターとして本格的に稼働し始め，以後毎
年年間約100件の母体搬送を受け入れている。疾患別内訳は切迫流早産，前期破水が60％，
多胎妊娠が10％，妊娠高血圧症候群が７％，子宮内胎児発育遅延が６％，胎児機能不全が
６％，前置胎盤，常位胎盤早期剥離が５％など，この９年間ほぼ同様の傾向である。搬送
元は約半数が秋田市周辺だが，秋田県内全地域から搬送を受け入れている。以前は県北地
区は隣の青森県，岩手県の病院に母体搬送になることが多かったようだが，近年はほとん
ど秋田市に搬送されるようになった。これは当院の充実はもちろんだが，当該地区の病院
の医師が秋田大学から派遣されるようになったことに加えて，近年母体搬送にヘリコプ
ターを利用できるようになり，より送りやすくなったことも大きく寄与していると思われ
る。秋田県では地域の二次施設において，妊娠34週以降の分娩にしか対応しない施設がほ
とんどで，それ以下の週数で分娩が危惧される症例はほとんど３次施設に母体搬送となっ
ている。しかしながら当県は出生数年間8000人以下と全国一の少産県であるためか，３次
施設である当院と秋田大学医学部付属病院でほぼ100%受け入れ可能で，他県に搬送依頼
しなければならない事態は発生していない。秋田県における母体搬送システムはほぼ円滑
に稼働していると言えるが，問題点としては遠方から搬送になる場合に，ヘリコプターが
使えない時間帯，季節があり，救急車搬送となり，長時間医師が病院を空けなければなら
ない。患者の家族の利便性が悪い。などがあげられる。地域周産期センターが十分に機能
し，30週くらいからの症例を扱うようになれば，これらの点はかなり改善されるものと考
える。また，不幸にして母体搬送になる前に分娩になってしまった場合のために，ドクター
カーの整備も望まれる。
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「岩手県における母体搬送の現状と問題点」
○福島　明宗
岩手医科大学総合周産期母子医療センターMFICU

　2001年４月に東北・北海道地区で初めてとなる岩手県総合周産期医療センター（MFICU・
NICU）が岩手医科大学附属病院内に開設され，同時に北海道についで広大な面積（１万
5278k㎡）と希薄な人口密度（93人/k㎡）をもつ診療圏内に，新たに構築した周産期情報
ネットワークシステムも稼動を始めた。５年以上を経過した現在，順調に機能している部
分が見られる反面，当初予測しなかったような実態も明らかとなった。今回当センター，
特にMFICUにおける母体搬送の状況，岩手県周産期ネットワークの現状，および問題点
を報告する。当MFICUへの母体搬送件数は，開設２年目の174件／年をピークに次第に減
少し，昨年は117件／年であった。この理由として，開設当初は母体搬送依頼分全てを３
次施設である当MFICUにて受け入れていたが，年々２次医療施設が充実するに従い，機
能分担による母体搬送の振り分けが可能となったためと思われる。現在当センターへの母
体搬送依頼分に関しては，担当医師（産科・新生児科）が症例毎に検証し適切な医療施設
への搬送振り分けを指示する周産期情報一元化を行っており，依頼側が搬送先探しに苦慮
することがないような工夫を行っている。しかしながら，特に岩手県沿岸地区の２次施設
での産科小児科医不足は年々深刻さを増し，このためそれら地区の１次医療施設からの母
体搬送依頼は，いかなるレベルの疾患でも当センターに受け入れざるを得ないのが現状で
ある。また２次医療施設の問題は，母体後搬送，新生児後搬送の依頼先不足にも大きく関
係し，当センターでの慢性的NICUベッド不足の大きな原因になっている。慢性的に不足
している医師数の中で２次医療施設を充実するためには，岩手県においても周産期医療施
設の集約化が今後の急務の課題となっている。

「緊急手術を要する疾患に関して」
○阪西　通夫
済生会山形済生病院

　NICUは山形県においては，山形県立中央病院と私たちの済生会山形済生病院に開設さ
れています。またNICUに準ずる施設が，山形大学医学部付属病院と鶴岡市立庄内病院に
あります。県内の年間の母体搬送数は年平均約160症例であり，県外への搬送は年数例し
かありません。我々の病院の考えとして，母体搬送はすべて受け入れるとしています。呼
吸器の不足で断ることが時々あります。そのような場合は県立中央病院にお願いしても
らっています。逆の場合もありますが，どちらかで必ずひきうけるようにしています。現
在は，ネット上にベッドの空き状況を掲載できるように準備中です。
　当院のNICUは開設以来11年経ちましたが，年間の母体搬送数は平均約50症例です。母
体搬送での一番の問題点は，やはり人手が足りないことです。搬送後に余裕を持って経過
を観察できる症例は良いです。搬送当日に手術が必要になる症例でも，ある程度時間的に
余裕があれば対処しきれます。しかし緊急な対処が必要な場合，特に胎盤早期剥離の症例
は受け入れても困難を極めることが多いです。搬送依頼の内容から判断し，一分一秒を急
ぐと考えた場合の受け入れ条件は，手術室が空いている，全身麻酔を依頼できる麻酔科医
がいる，小児科がいる，産婦人科医が二名いることですが，条件をすべてそろえて受け入
れることは，難しいこともあります。過去３年間で，搬送当日に手術を必要とした症例は
約44％であり，胎盤早期剥離の症例は５例でした。最近経験した胎盤早期剥離の３症例は
幸運にもとても早く手術可能でした。しかし，受け入れても緊急手術ができなかったらど
うなったのか，手術後にいつも考えさせられます。搬送が良いのか，あるいは産婦人科医
と小児科医が行って救命処置し，その後搬送する方法が良いのではとも考えます。
　分娩のセンター化も一考であると思いますが，先ずは人材の確保だろうと考えます。
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「宮城県における母体搬送の現状と問題点」
○谷川原真吾
仙台赤十字病院産婦人科

　宮城県の周産期医療ネットワークでは平成15年にこども病院が開設されて以来，大学病院，
こども病院，仙台赤十字病院（総合周産期母子医療センター）の３施設（いずれも仙台市内）
が産科３次医療機関として年間約250例の中等症～重症例の母体搬送を受け入れている。他に10
施設が地域周産期母子医療センターの指定を受け，２次医療機関として軽症～中等症例を受け
入れることになっている。しかし実際には産科医小児科医のマンパワー不足から母体搬送受け
入れ可能なのは６施設のみである。これらの２次３次医療機関９施設のうち７施設が仙台市内で，
一極集中型のネットワーク構造となっている。
　現在分娩取り扱い施設の減少により正常分娩も２次３次周産期施設では増加しており，外部
からの母体搬送受け入れが困難な一因となっている。当院においても搬送依頼に対して受け入
れ可能な症例は約６割で，他の症例はネットワークを利用して搬送先を探している。また双胎や，
前置胎盤などのハイリスク妊娠が妊娠早期から３次医療機関に紹介されるようになり，３次３
施設のNICUは常に満床状態が続いている。このような状況下で軽症例の母体搬送を３次医療機
関が引き受けざるを得ない場合や，県内での受け入れが困難で他県の周産期医療施設へ搬送を
お願いする症例が年間数例存在する。
　これらの問題はNICU・GCUの絶対数不足が原因と考えられ，今後は地域周産期医療センター
で中等症例が確実に管理できるように産科新生児を整備し，３次医療機関の負担を軽減するこ
とが必要と思われる。そして３次３施設の間でも役割分担を明確にし，それぞれの施設の特徴
を生かした診療をしていくことが重要である。また早剥のような超緊急症例（特に仙台市以外
での発症例）をどのように搬送し救命していくかについても検討していく必要がある。

「福島県における母体搬送の現況」
○大川　敏昭
福島県立医科大学

　福島県は全国第３位の面積を持ち，年間約２万件の分娩がある。福島県を大きく６地域に区
分し，総合周産期母子医療センター（福島県立医大），地域周産期母子医療センター５施設及び
周産期医療協力機関５施設と共に福島県周産期医療ネットワークを構築している。少ない病床
を有効かつ効率良く運用するために以下のように周産期システム運営の基本方針としている。
　⑴　計画的な周産期管理を行うため母体の早期紹介・搬送を原則とする。
　⑵　後方病床を補い母児分離が最小限に防止できるように児の逆搬送を積極的に行う。
　⑶　治療成績の向上が得られるように重症度に応じ収容施設を選択する。
　福島県における母体搬送件数は年間約430件である。疾患別では，切迫早産が約50％を占め，
以下PROM，妊娠高血圧症候群，合併症妊娠，IUGRの順であった。母体搬送先は77％が近隣
の周産期医療施設であるが，その他の23％がその妊婦の地域以外の周産期医療施設に収容され，
すなわち遠距離搬送をしいられているのが現状である。また，早産未熟児，ハイリスク新生児
の救命には早期の母体搬送が重要な役割を担っているが，近年早産未熟児の新生児搬送が減少
してきている。2006年の極低出生体重児の分娩後の搬送は県内において２件であった。
　総合周産期母子医療センターにおいては，年間約100件の母体搬送を受けいるており，その約
半数がセンターのある県北地区以外からの紹介であり，福島県全下から搬送されている。疾患
別では，切迫早産が約半数を占め，以下，妊娠高血圧症候群，胎児異常，IUGRの順であった。
総合周産期センターの性格上，切迫早産の妊娠週数が早いことと胎児疾患割合が高いことが特
徴である。一方，年間約10例の妊婦が総合周産期センターから他施設へ母体搬送されいるのが
現状である。
　過去５年間の福島県における母体搬送及び総合周産期母子医療センターの現況について報告
する。
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１．胎児大腿リンパ管腫の一症例
○松田　尚美，千坂　　泰，仲村三千代，内田　　香，星合　哲郎，林　　千賀，
　斎藤　昌利，佐藤　尚明，岡村　州博
東北大学病院周産母子センター

　リンパ管腫は，拡張した嚢胞状のリンパ管から構成される良性の先天奇形である。リン
パ管腫はほぼ全ての部位に発生しうるが，頚部・胸郭・下肢の軟部組織に多い。
今回我々は，胎児大腿リンパ管腫の症例を経験したので報告する。
　【症例】34歳，０妊０産【既往歴】右上腕先天性血管腫【現病歴】平成18年10月，妊娠
20週胎児大腿部腫瘍疑いで近医より紹介初診。超音波断層法で胎児の右臀部から大腿部，
一部骨盤内にまで及ぶ多嚢胞状の腫瘍を認めた。羊水量は正常，他に奇形を認めなかった。
Klippel-Weber症候群，もしくはリンパ管腫が疑われた。妊娠33週時MRI施行し，右大腿
後面を中心とする４㎝大の多房性腫瘤の内部はT１低信号，T２高信号が主体で一部は出
血を伴っていると思われ，リンパ管腫が第一に疑われた。その後，心不全徴候や浮腫など
は認めず，38週で経膣分娩にて出生。2918g,Ap8/9，女児であった。
　【考察】リンパ管腫は胎児期に超音波断層法・MRIで診断・評価し，嚢胞状リンパ腫・
羊膜索症候群・Klippel-Weber症候群・血管腫との鑑別が重要になる。又，腫瘍の大きさ
や部位により分娩障害となる可能性があるため，胎児期に超音波断層法・MRIによる画像
診断を重ね，慎重に分娩方法を選択すべきである。

２．胎児後頚部浮腫を認めた先天性横隔膜ヘルニアの一例
○牛嶋　順子，熊耳　敦子，伊藤　明子，渡辺　尚文，高橋　秀憲，三瓶　　稔，
　藤森　敬也，大川　敏昭，佐藤　　章
福島県立医科大学

　症例は30歳２経妊０経産。妊娠15週時に６㎜の胎児後頚部浮腫（Nuchal translucency：
NT）を認め，妊娠16週３日染色体異常診断のための羊水検査目的に当院に紹介され，同
日施行した。核型は46，XXで，染色体異常は認めなかった。その後心奇形の診断のため
妊娠24週４日に来院した。超音波上心内奇形は認めなかったが，心臓が右方偏位してお
り，また，胸腔内に胃泡が認められることから，先天性横隔膜ヘルニアが疑われた。妊娠
28週より羊水過多が出現し，妊娠30週時より切迫早産にて入院管理となった。妊娠32週時
にMRI施行し，左胸腔内に小腸，胃泡，結腸，肝左葉外側区の脱出をみとめた。また，左
肺は確認できず，右正常肺は確認されたが，容量は小さかった。超音波による肺胸郭比は
14％であった。妊娠34週０日に前期破水し，同日新生児呼吸抑制目的に全身麻酔下に緊
急帝王切開施行した。児は1694g Apgar score０点（１分値）／１点（５分値）であった。
右前腕欠損あり，左上肢は裂手を認めた。出生後直ちに気管内挿管し，HFOにて呼吸管
理を開始した。胸部レントゲン写真では右胸腔内にわずかに肺野が確認できた。心臓は右
胸腔内に確認され，胃管先端は左胸腔内に認めた。マイクロバブルテストはzeroであり，
サーファタントを投与し管理していたが，突然緊張性気胸となり，脱気を試みたが心拍改
善せず生後２時間20分で永眠した。剖検は希望されなかった。
　３㎜をこえるNTは染色体異常に多く認められ，特にDown症候群と深く関連している
と言われている。染色体が正常核型である場合，心奇形と関連することが多く報告され，
注意が必要と言われている。一方，本症例のように先天性横隔膜ヘルニアの約40％にNT
を認めるとの報告があり，心奇形以外の胎児奇形の存在にも注意が必要と思われた。
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３．妊娠中に発見された全前脳症の一例
○岩間　英範，小篠　隆広，高山　和人，阿部　祐也，小田　隆晴
山形県立中央病院

　全前脳症は前脳胞の欠失または分割不全により生じる脳および顔面の奇形である。分割
不全の程度により脳病変は無頭葉型，半頭葉型，頭葉型に，顔病変は単眼症，篩頭症，猿
頭症，正中口蓋裂，軽度異型症などに分類され，それぞれの重症度および予後には相関性
がある。無頭葉型では顔面奇形も重症で流産率や周産期死亡率が高く，出生しても生命予
後や神経学的予後が不良の場合が多いので，出生後の積極的な蘇生や治療の対象とならな
いケースも多い。原因として13trisomy，糖尿病，エタノールなどの薬物，TORCH症候群，
Human sonic hedgehog遺伝子の欠損などがあげられているが，原因不明のものも多い。
　今回我々は妊娠中期に子宮内胎児発育遅延および小頭症のために紹介され，超音波所見
から全前脳症と診断した症例を経験したので報告する。
　［症例］30歳。１妊１産。妊娠27週の妊婦健診時に子宮内胎児発育遅延および小頭症を認め，
妊娠29週になって羊水過多症もみられたために，妊娠30週で当院に紹介された。初診時に
BPD 61.1㎜（-2SD以下，24週相当），FL 55.2㎜（AGA,30週相当），EFW 1168g（-1.5SD以下，
28週相当）であり，小頭症を認めた。単一脳室，眼間狭小化，単一鼻孔を認め，全前脳症
と診断した。13trisomy等の染色体異常を思わせる所見はみられず，糖尿病など原因とな
る疾患も認められなかった。妊娠40週で自然分娩となった。2,852ｇの女児でApgarスコ
アは１分後４点，５分後７点であった。鼻孔は閉鎖していたので，小児科にて気道確保の
ためAir wayを挿入し，のちに気管切開を行って加療した。

４．診断に苦慮した羊水過多症例
○國井周太郎
宮城県立こども病院

　羊水過多症の原因検索は母体の糖尿病合併，胎児消化管閉鎖，神経系の異常を主とした
スクリーニングが行われるが，通常行えるスクリーニング検査では異常がなく，出生前診
断が困難な症例を稀に認める。今回我々は診断に苦慮した羊水過多症例を経験したので報
告する。
　【症例１】妊娠23週に羊水過多症のため当院紹介となった。受診時の推定体重は523g
（AGA），AFI 33㎝と羊水過多を認めた。超音波上明らかな形態的異常所見は認めず，
75gOGTTは正常であった。その後さらに羊水量増大し，妊娠25,28,30週に羊水除去施行した。
妊娠31週に破水，陣痛発来し，自然分娩となった。1150g女児Apgar Score 6/9（1/5min）点。
出生直後より，多尿，低カリウム血症，高NaCl尿を，また出生後４日目より代謝性アル
カローシスを認めた。アルドステロン高値，レニン活性の上昇も認め，Bartter syndrome
と診断された。出生後14日目より，インドメタシン投与され，多尿，低カリウム血症は改
善された。現在外来通院中である。
　【症例２】妊娠28週に高位破水，羊水過多症のため当院搬送となった。推定体重1807g, 
AFI42㎝と羊水過多を認めた。胎児腹腔内に約６㎝大のHigh echoic腫瘤を認めた。臍帯
動脈血流波形で拡張期逆流とCTG異常を認めたため，non-reassuring fetal statusと判断し
緊急帝王切開術施行した。1452g男児Apgar Score 4/6（1/5min）点。児の体重増加後に
腫瘍摘出術を予定したが，血圧90/50㎜Hg台と高血圧を認め，腫瘍が循環動態に影響して
いると判断。手術時期を早め出生14日目に右腎腫瘍摘出術施行された。病理組織学的所見
は，Mesoblastic nephroma間葉芽腎腫と診断された。術後経過は血圧も安定し現在外来
管理中である。
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５．宮城県内産科における輸血状況調査
○明城　光三，島　　　崇，松浦　　類，石垣　展子，太田　　聡，早坂　　篤，
　藤田　信弘，千葉由美代，朝野　　晃，和田　裕一
国立病院機構仙台医療センター

　周産期管理における妊産婦の安全確保のために，妊産婦に対する自己血輸血の安全性の
検討・確認は急務であると考えられるため，全国的な共同研究（成育医療共同研究）「妊
産婦における自己血輸血に関する安全性の検討」が行われた。その一環として平成17年に
おける宮城県内の分娩取り扱い施設での輸血の状況や輸血の対象となる可能性が高い症例
数につき調査した。
　宮城県内の分娩を行っていると思われる48施設に調査票を送付し，36施設から回答を得
た。これらの施設での分娩数は約13500でこれは宮城県内出生数の約70％に相当する。自
己血採血なしの同種血の輸血例が37例，自己血採血例が33例あり，そのうち返血例が27例
（同種血の輸血も行ったのが１例）であった。
　輸血の対象となる可能性が事前に予測される状況として，前置胎盤が53例，大出血が予
想されるような子宮筋腫合併が34例，血液の確保が困難と思われる特殊な血液型（Rh陰
性など）が68例，不規則抗体陽性で輸血が必要な場合に血液確保が困難であることが予想
されるような症例が36例であった。分娩時出血量が2000ml以上であったのは59例であった。
院内で血液製剤が常に確保されていたのが７施設，輸血が必要と判断し他院に搬送された
例が10例あった。
　これらの調査結果は，今後地域での周産期医療を検討する際の資料となるものと思われ
る。

６．帝王切開後，子宮動脈に生じた仮性動脈瘤に対して子宮動脈塞栓術が奏功した一例
○大関　健治，添田　　周，三瓶　　稔，藤森　敬也，片寄　治男，山田　秀和，
　佐藤　　章
福島県立医科大学

　産科において，出血は最も頻度の高い合併症である。コントロール不良な出血に対して
は従来から子宮摘出術が最終的な対処方法として用いられてきたが，近年のIVRの進歩に
伴い子宮動脈塞栓術が様々な産科疾患関連の出血に対して効果を発揮している。また，帝
王切開はその頻度が増加しているが，術後に子宮動脈に生じた仮性動脈瘤の報告は極めて
少ない。今回帝王切開後，子宮動脈に生じた仮性動脈瘤に対して子宮動脈塞栓術が奏功し
た一例を経験した。症例は年齢36歳，２経妊２経産（２回帝切）の女性である。Ｈ18年○
月妊娠38週３日に近医産婦人科で選択的帝王切開を施行された。切開創部のdehiscenceが
高度であった。術後経過良好にて退院するも，帰宅後性器出血が増量したため，再入院と
なった。その後症状増悪傾向なく，翌日退院した。産褥27日１ヶ月検診の際には異常所見
を認めなかった。産褥29日早朝突然の多量の性器出血を認め，前医を受診した。超音波上，
子宮内に胎盤の遺残などは認めなかった。精査目的に当科に搬送となった。当科紹介時，
性器出血は少量，経腟超音波上子宮切開創右端に径１㎝のlow echoic lesionを認めた。ドッ
プラーエコーにて子宮動脈との連続性を認め，渦を巻いている様な所見であった。動脈瘤
疑いで同日入院とした。入院当日子宮内にバルーンを留置し圧迫止血した。入院５日目子
宮動脈塞栓術を施行した。７日目異常出血認めず同日退院となった。
　帝王切開１月経過後に突然の不正性器出血で発症した極めて稀な子宮動脈に発生した仮
性動脈瘤の１例を経験した。仮性動脈瘤の診断において超音波カラードップラー法は極め
て有効な方法と思われ，産褥期の出血の診断に必須と思われた。子宮動脈塞栓術は，産褥
期出血に対して有効な治療手技であると思われる。
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７．癒着胎盤10症例の臨床的検討
○島　　　崇，石垣　展子，松浦　　類，太田　　聡，早坂　　篤，藤田　信弘，
　千葉由美代，朝野　　晃，明城　光三，和田　祐一
国立病院機構仙台医療センター産婦人科

　癒着胎盤の発生頻度はまれであるが分娩前の診断は不可能で，用手剥離の際に大量出血
を伴いショックやDICを引き起こす可能性があり，母体生命に危険をもたらす管理困難な
疾患である。今回，当科で1996年１月～2006年12月まで分娩管理を行った癒着胎盤の10症
例について臨床的検討を行った。
　症例の内訳は吸引分娩後の用手剥離時に大量出血のため子宮摘出した１例，帝王切開時
に用手剥離し一部残存のため化学療法施行した１例，帝王切開時に用手剥離困難または出
血多量のため子宮摘出した２例，帝王切開時に用手剥離し術後大量出血のため子宮摘出し
た１例，帝王切開時に剥離困難と判断し剥離せず子宮摘出した５例の計10例である。
　以上の症例について患者背景，経過，出血量，輸血の有無などを比較検討し文献的考察
を加え報告する。

８．事前情報が無いまま救急搬送された出血性ショックの帝切既往のある全前置
胎盤の一症例
○吉田　隆之，磯部　真倫，太田　　剛，堤　　誠司，手塚　尚広，倉智　博久
山形大学

　【緒言】前置胎盤は産科出血の代表的な疾患であり，十分な輸血の準備など緊急手術に
対応できる体制を整えた上での妊娠・分娩管理が必要である。今回我々は，事前情報が全
くないまま，緊急搬送された帝切既往全前置胎盤症例を経験したので報告し，救急搬送時
の問題点について考察する。
　【症例】30歳，２妊２産。第２子は骨盤位のため帝王切開。妊娠28週３日，自宅にて午
後10時半頃，突然性器出血を認め，通院先の産科医院には連絡せず直接救急に通報した。
当該地域にある２施設のNICUは満床のため受入れ不可能で，当院救急部への搬送依頼と
なった。この時の情報は「他の２施設で搬送依頼を断られた。妊婦。顔色が悪い」であっ
た。23時30分に到着し，母子手帳と帝切既往ありという情報しかなく，超音波検査にて子
宮後壁から前壁の前回帝切創にかかる全前置胎盤と診断され，出血性ショックで意識不明
であった。緊急帝王切開を行い，午前１時19分，Apgar５点（１分），９点（５分）の児
を娩出した。胎盤は剥離可能であったが，前回帝切瘢痕部の筋層は薄く，内腔が透見でき
る状態であった。子宮体部の収縮は良好で，止血を確認した後閉腹したが，血圧が上昇せず，
腟鏡診にて子宮口から出血が続くため再開腹し，子宮全摘を行った。瘢痕部の筋層菲薄化
による収縮不全と考えられた。子宮全摘後は血圧も安定し，経過順調にて軽快退院となっ
た。術中の出血は4,573g，要した輸血は赤血球MAP20単位，FFP20単位であった。児も
経過順調である。
　【考察】本症例では産科当直医師に加え４名の応援医師が直ちに治療に当たり，手術室
が待機状態で輸血準備も十分であり，麻酔専門医２名，新生児専門医２名が対応可能で，
幸いにも母児共に救命しえた。当県では周産期患者搬送に関する一元的なネットワークが
完成しておらず，施設間の直接連絡のみで搬送依頼を行っている。今後は，救急隊との連
携も含めた情報伝達システムの構築が急務であると思われた。
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９．子宮筋腫の腫瘍血管の電顕的研究
○小林　徳男１），朝比奈章悟２），橋本　歳洋３），森村　　豊３），坂本　旦一３），
　羽生　忠義３），大杉　和雄４），古川　宣ニ４），吉田　孝雄４），佐藤　功一４），
　中川　敏浩５），山本　茂久５）

１）小林医院，２）いわき市保健所，３）坪井病院，４）郡山OG会，
５）奥羽大学歯学部生体構造学講座

１．実験目的：透過型及び走査型電子顕微鏡を用いて良性腫瘍である子宮筋腫の腫瘍血管
の構造と構築を検索した。
２．研究材料及び方法：子宮筋腫の診断の下に単純子宮全摘出術により得た３症例の子宮
の中に存在した壁内筋腫（直径約５㎝）３個を矢状断し，（ａ）筋腫核周囲被膜及び表
層の筋腫組織（ｂ）筋腫核の中間部（c）筋腫核の中心部より資料（５㎜×１㎜×１㎜）
を取得し諸定の方法にて光顕（HE染色）透過型及び走査型電顕の標本を作製した。
　〔結果〕①筋腫の外周には約500µm～800µmに拡張した動脈（A）と収縮傾向にある静
脈（V）が鉢巻状に走行し，動脈（A）の内腔には血栓が散在した｡②動脈（A）と静脈（V）
から100～300µmの太さに分枝した細動脈（a）と細静脈（v）が筋腫被膜及び筋腫表層に
浸入し，毛細血管網を形成した。一方，筋腫核内に深く浸入する数本の細動脈（a）も存
在した｡
⒤毛細血管網群　毛細血管網の中には拡張と閉塞と変性壊死におちいった血管とが混在
していた。この腫瘍血管の構造は正常な毛細血管の構造と同じであるが，不規則な形
態を示し，血管内皮細胞及び周皮細胞は萎縮性で核は濃縮していた。
ⅱ核内浸入動脈群　中間部まで浸入した太さ約300µmの細動脈の先端は盲端であった。
（k,kの盲端と命名）この動脈に伴走する静脈は認めることが出来なかった。

　③中心部には筋線維と多量の膠原線維が充満し血管を認めることは出来なかった｡
　〔考案〕子宮筋腫は表層のみ血液が循環し，内部においては血液循環はしていない可能
性が強く示唆された。

10．一開業医の婦人科細胞診と組織診成績
○岩淵　慎助
岩淵産婦人科医院

　昭和61年より平成17年までの20年間，当院の細胞診と細胞診成績を報告する。細胞診と
組織診は全例，岩淵が検鏡診断した。組織診の標本作成は米沢市立病院に依頼し，癌と診
断した標本は米沢市立病院病理科医師の再検鏡診断を依頼し確認した。加療を要すると
診断した症例は米沢市立病院・山形県立中央病院・山形大学付属病院他に紹介した。１）
子宮膣部頚管細胞診と組織診受検者総数37872例，年間平均1893例である。要精検受診率
計949例／37872＝2.51％，精検受診率726／949＝76.5％，発見がん数と同疑い数137例がん
発見率129／37872＝0.34％偽陽性８例0.02％，偽陰性0，細胞診判定不能例0であった。２）
子宮内膜細胞診と組織診成績不正子宮出血を主訴として来院した20～80歳代の検査結果で
ある。エンドサイドで採取し，大部分はその直後内膜試験掻爬採取組織診した。細胞診採
取総計2304例年間平均115例である。要精検率計279／2304＝12.11％，精検受診率（内膜
組織診）1199例／2304＝52.04％，発見がん数と同疑数37例がん発見率37－組織判定不能
例11＝26／1199＝2.17％偽陽性９例／2304＝0.39％，偽陰性２例／2304＝0.09％組織診判
定不能例11例／1199＝0.92％であった。３）外陰部細胞診成績外陰部びらんや潰瘍症例を
湿綿求拭き取り採取した。総計431例，陰性426例98.84％，偽陽性５例1.16％，陽性０例４）
乳汁細胞診乳がん検診は乳房触診と超音波検査をしているが乳汁分泌が見られる例の乳汁
細胞診である。総計365例，陰性349例95.61％，偽陽性14例3.85％，陽性２例0.54％であった。
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11．当科での子宮頸部円錐切除術の現状と，術後の妊娠例の検討
○本田　達也，尾上　洋樹，葛西真由美，鈴木　　博
岩手県立中央病院

　子宮頚癌の発症年齢の若年化と出産年齢の高齢化に伴い，妊孕性温存手術である子宮頚
部円錐切除術（以下，円錐切除術）を行う症例は増加してきている。また円錐切除後の妊
娠，分娩例も増加すると推測される。今回，円錐切除術が妊娠経過に及ぼす影響について
検討した。【方法】当科で過去５年間に子宮頚部高度異形成以上の病変を有する症例178例
中，円錐切除術を施行した92例の治療前後の病理診断について検討した。その後の経過に
おいて妊娠が成立した症例17例，妊娠中に手術を施行した３例について報告する。【成績】
過去５年間に92例にCO２レーザーを用いた円錐切除術を行った。CINⅢの正診率は78％，
過大評価率19.1％，過小評価率14.1％であった。妊娠中に円錐切除術を行った１例に再発
がみられた。不妊の原因となる明らかな頚管狭窄症はなかった。92例中約半数が妊娠を希
望し，17例が自然妊娠した。妊娠初期の流産が４例，術後に転院した症例が６例で，当院
で分娩した７例中，早産は１例であった。【結論】CO２レーザーによる円錐切除術は頚管
の変形，狭窄が軽微で，妊孕能の温存に有効であると考えられた。

12．後腹膜に発生した原発不明の扁平上皮癌の一例
○田辺康次郎，角田　雪香，太田　恭子，小泉　俊光，佐久間道子，徳永　英樹，
　豊島　将文，斉藤　純香，宇都宮裕貴，吉永　浩介，永瀬　　智，高野　忠夫，
　新倉　　仁，伊藤　　潔，八重樫伸生
東北大学

　原発不明がん（Cancer of unknown primary site ; CUP）は病歴，臨床症状，検査所見
などから原発巣を同定できないがんと定義され，固形がん全体の３～５％を占めており，
組織型は腺癌（60％），低分化癌（30％），扁平上皮癌（５％）の順に多いと報告されている。
原発が不明のため確立した治療法はなく，CUP全体の１年生存率は25％との報告もあり，
診断および治療両方において悩ましい病態と言える。今回われわれは，骨盤後腹膜に発生
した原発不明の扁平上皮癌という稀なケースを経験したので報告する。
　＜症例＞23歳　女性　１妊０産
　平成17年４月発熱，右下腹部痛，右下肢のしびれを主訴に前医受診。右付属器膿瘍疑い
にて抗生剤で経過観察をしていたが，腫瘍は急速に増大し５月20日開腹。子宮，両側付属
器に異常所見を認めず，右閉鎖神経を巻き込む約８㎝大の腫瘤を認め，生検施行。組織型
は扁平上皮癌。術後，扁平上皮癌の好発部位を精査するも異常なし。原発不明の骨盤内扁
平上皮癌として６月９日当科紹介。CT/PETより骨盤内腫瘍以外に異常所見は認めず。腫
瘍マーカー；SCC10.9,CA125 77.8, CA16-9 2.0, CEA 1.00。６月20日より放射線化学併用療
法（WP40Gy+右骨盤20Gy+動注CDDP（100mg/３週毎，４kr））を施行。８月のCTで骨
盤内腫瘍は縮小し右下肢のしびれは改善したが，９月のCTで肺に腫瘤所見を認め，病状
は次第に悪化。平成17年５月21日永眠。家族の希望により剖検は施行せず。
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13．動注が著効した外陰癌の１例
○森川　晶子，横田　　恵，柞木田礼子，梅本　実香，山口　英二，小笠原智香，
　佐藤　秀平，斎藤　　勝
青森県立中央病院

　症例は52歳　４妊３産，既往歴は特にないが軽度の知的障害あり。Ｈ18年７月青森労災
病院より外陰癌の診断にて紹介となった。左外陰部に手拳大の腫瘤あり表面にはびらん，
潰瘍形成，易出血性であった。組織検査では高分化扁平上皮癌。MRIでは外陰部左側に７
Ｘ５㎝上下７㎝大の内部壊死を伴う腫瘍あり膣内への浸潤疑われたが，尿管，肛門との境
界は保たれていた。CTでは左鼠径部のリンパ節転移疑われたが，他に転移巣はなかった。
出血のコントロールと縮小目的に選択的に左内陰部動脈への抗癌剤動注を２回施行。腫瘍
は著明に縮小し，９月２日外陰部腫瘍摘出術＋左骨盤内リンパ節郭清施行。術後経過は良
好で，術後３クール化学療法施行。現在のところ再発徴候なく外来にて経過観察している。
外陰癌は婦人科疾患ではあるが，症例は稀である。治療方針を含め，検討したい。

14．子宮頚部悪性腺腫が疑われた一例
○尾上　洋樹，石橋ますみ，藤井　里圭，本田　達也，葛西真由美，鈴木　　博
岩手県立中央病院

　【緒言】子宮頚部悪性腺腫（Adenoma malignum）はextremely well differenciated ad-
enocarcinoma , minimaldeviation adenocarcinomaとも呼ばれ，極めて高分化な腺癌より
なる子宮頚部腫瘍で進行例の場合は予後は不良であると報告されている。分葉状頚管腺過
形成と臨床的，組織学的類似点が多く術前診断が困難な場合もある。今回我々は臨床症状，
画像所見より子宮頚部悪性腺腫を疑い円錐切除術を行うも確定診断に至らず，診断が困難
であった子宮頚部悪性腺腫の一例を経験した。
　【症例】45歳，０妊０産。既往歴，家族歴に特記事項はない。外陰部の違和感を主訴に
前医を受診。内診にて子宮頚部の腫大を認め，MRI検査を施行。画像診断上子宮頚部悪性
腺腫が疑われ精査加療目的に当科紹介。初診時水様帯下を認め，経膣超音波にて子宮頚部
に35×52㎜の多房性嚢胞性病変を認めた。子宮頚部細胞診はclassⅠ。診断を確定するた
めに子宮頚部円錐切除術施行。切除標本に組織学的に異型を認めず，またHIK1083などを
用いた免疫組織学的検討を行うも診断に至らず。術後経過観察中に再び子宮頚部嚢胞性病
変の増大を認めたために，改めて子宮全摘術を施行した。術後病理組織診で悪性腺腫の診
断。現在外来経過観察中であるが再発所見を認めていない。
　【結語】子宮頚部の多房性嚢胞性病変を認めた際は子宮頚部悪性腺腫を念頭におくべき
と思われた。また診断的円錐切除術を行う際は十分に深く切除する事が重要であると思わ
れた。
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15．子宮頚部小細胞癌の一例
○二神　真行，横山　良仁，樋口　　毅，水沼　英樹
弘前大学

　【症例】26歳女性。24歳時結婚。２妊０産。2006年３月から不正性器出血があり同年10
月前医を受診。子宮頚部に拇指頭大のポリープ状の腫瘍があり組織診で悪性腫瘍が疑われ
たため当科紹介。当科での組織診で子宮頚部小細胞癌と診断された。SCC1.3ng/ml。基靭
帯への明らかな浸潤なし。CT，PET-CT検査で左外腸骨節に転移が疑われた。子宮頸癌
1b1期として12月に広汎子宮全摘，両側付属器切除，骨盤リンパ節廓清，傍大動脈リンパ
節生検を行った。術後病理組織診で子宮頸部原発小細胞癌。腟断端，右基靭帯に浸潤，左
外腸骨リンパ節転移陽性でpT2bN1M0であった。免疫染色ではNSE，グリメリウス染色
陽性であった。術後補助治療として放射線同時化学療法を施行中である。（全骨盤，傍大
動脈領域に外照射と腔内照射。Nedaplatin 30mg/㎡のweekly投与，計６回）【結論】本症
例は子宮頚部の外向性小腫瘤であったが，子宮外への転移が顕著であった。子宮頸部小細
胞癌は稀でありまた再発率が高く予後もきわめて不良と言われている。治療は定まったも
のがなく今後多施設での検討をしていく必要があると思われる。

16．子宮体癌術後に発生した乳糜腹水の１例
○山本　博毅１），　軽部　裕子１），　村田　昌功１），高橋　　道１），能登　　彩２）

１）市立秋田総合病院，２）秋田大学

　乳糜腹水は消化器外科や心臓血管外科領域の手術後または腹部放射線治療後にまれに認
められる合併症とされている。成因についてはあまり知られておらず，標準的な治療法は
確立されていない。遷延した場合には，栄養・免疫面での重大な合併症を引き起こす可能
性があるため早期の治療が望まれる。今回われわれは，子宮体癌術後に乳糜腹水が発生し，
オクトレオチドが著効した１例を経験したので報告する。症例は63歳，４妊３産。平成18
年11月に不正性器出血の主訴で近医を受診し，子宮体癌が疑われた。12月７日に当科を精
査加療目的に紹介され受診し，子宮体癌と診断された。12月26日準広汎子宮全摘術，両側
付属器切除術，骨盤リンパ節郭清術，傍大動脈リンパ節郭清術を施行した。術後７日目か
ら腹部膨満感の訴えがあり，術後10日目に著明な腹水の増加を認め穿刺排液を施行したと
ころ乳糜腹水であった。その後も食事療法・利尿剤等の保存療法は奏効せず，週１回程度
の穿刺排液を施行した。術後35日目に大量の腹水が腟断端から漏出した。オクトレオチド
100μgを１日２回で皮下投与を試みたところ，投与後30時間程から症状が軽快した。10
日間投与して腹水は著明に減少し，術後48日目に退院となった。現在まで乳糜腹水の再燃
は認められていない。
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17．自然分娩に伴い特発性縦隔気腫，皮下気腫を発症した一例
○秋元　義弘，川原　寿緒
岩手県立二戸病院

　症例は24歳　０妊０産　18.12.2予定日として里帰り分娩予定でフォロー　18.12.11（妊
娠41週２日）自然陣痛発来し入院。18.12.13（41週４日）7：02自然分娩。3232gApgar 
score 8/9 pH 7.382 BE -1.0 380g出血であった。分娩時の身体状況としては，身長153.0㎝
　体重52.5㎏（非妊時より９㎏体重増加）　BMI 22.4　分娩直後より，左前上胸部，胸骨
付近の痛み訴えたが，バイタルサインでは大きな問題みられなかった。sPO2はRoom air
で92～93％であった。聴診上も問題なかったが，胸部レントゲンにて縦隔気腫，皮下気
腫がみられ，CTにて確定診断した。ただし，気胸は認めず，sPO2も92～93％のため経鼻
的酸素投与，疼痛管理のみで経過観察した。12.18（産褥５日目）にはほとんど胸痛なし，
CTにてほとんど消失してきていた。12.19退院。12.25外来では自覚症状なし，レントゲン
でも所見消失。あとは１ヶ月健診でCT撮影し問題ないことを確認して終診とした。
　分娩周辺時にはさまざまなトラブルが起こりうるが，特に胸痛，胸部不快，呼吸困難時
には注意が必要なことはいうまでもない。年齢的に，頻度的に少ないから，ということで
見逃されることはもちろん許されるものではない。今回，偶然に軽度ですんだが，注意深
い観察と的確な診断が必要である。必要な鑑別診断，所見などにつき，若干の考察を含め
て報告する。

18．急激に血小板減少を来したSLE合併妊娠の一例
○仲村三千代，松田　尚美，内田　　香，林　　千香，齋藤　昌利，星合　哲郎
　佐藤　尚明，千坂　　泰，岡村　州博
東北大学

　全身性エリテマトーデス（SLE）合併妊娠は1600妊娠に１例と言われ，流早産，死産の
発生率が高く，また妊娠高血圧症候群の発症との関連も指摘されている。また，妊娠，出
産によりSLEが悪化することも多い。今回我々は妊娠期間中に著名な血小板減少，肝機能
異常を呈し，診断，管理に苦慮した一例を経験したので報告する。
　【症例】28歳　１経妊１経産｛23週子宮内胎児死亡（IUFD）｝【既往歴】前回妊娠時23
週IUFD，その際にSLE及び抗リン脂質抗体症候群と診断【現病歴】妊娠５週時近医より
紹介受診　血小板数136000　血清補体価の低下を認めた。持続ヘパリン療法目的に妊娠９
週時入院【入院経過】入院後ヘパリン持続点滴開始［妊娠23週５日］下腹痛出現　血小板
数64000と低下。超音波検査上ドプラー法にて血流再配分を認めた。［妊娠24週２日］血小
板数56000　AST 89IU/l　ALT 71IU/l γ-GTP 212IU/l午後再検したところ，血小板数　
19000 AST 139IU/l ALT 103IU/lγ-GTP 228IU/lと急激な悪化を認め，HELLP症候群の
併発と診断，同日帝王切開術施行。479gの男児を出生　Apgar score 3/8児は気管内挿管
の上NICU管理となる。術後は輸血，グロブリン投与などにより徐々に改善し，術後７日
目血液免疫科転科となった。
　【考察】血小板減少はSLEの増悪時にしばしば認められ，HELLP症候群との鑑別は困難
を極める。今回我々はSLE合併妊娠において急激に肝酵素上昇，血小板減少を認め，診断
に苦慮したHELLP症候群の一例を経験した。SLE合併妊娠においては，常に原疾患の悪化，
妊娠高血圧症候群の発症等に留意しつつ，他科と連携の上厳重な管理が必要である。



－ 36 －

19．消化器症状を契機に母体搬送となったネフローゼ症候群合併妊娠の１症例
○小笠原智香１），柞木田礼子１），横田　　恵１），山口　英二１），森川　晶子１），
　佐藤　秀平１），齋藤　　勝１），貝塚　満明２）

１）青森県立中央病院，２）同　循環器内科

　【症例】33歳，0G0P　最終月経；2006年５月中旬　周期；整【既往歴・家族歴】実母；高
血圧，実父；糖尿病【現病歴】2007年１月22日妊娠30週0日全身倦怠，著明な下肢の浮腫を
自覚。１月24日全身の浮腫がみられ，胃痛も著しく出現したため前医受診。このとき非妊時
より体重増加10Kg，眼瞼浮腫あり。血圧105/70㎜Hg，食事指導のみで帰宅。夕方より嘔気・
嘔吐みられ，翌25日再度受診。尿タンパク（４+）血圧90/60㎜Hgであり，脱水に対して補
液施行後，内科受診指示。近医内科でウィルス性胃腸炎の診断のもと制吐剤，胃粘膜保護剤
処方され帰宅。翌日26日，30週４日浮腫はさらに進行し，呼吸困難感あり，全身倦怠感は増
悪し，HE（４+）軽減せず当科へ紹介搬送。
　入院時所見：全身浮腫著しく，四肢末端に至るまで皮膚緊張，自発痛あり。眼瞼浮腫と共に
紅潮していた。HE；4800mg/dl，T.P：3.0g/dl　Alb.：0.8g/dl　Creat：1.01　BUN：22.1mg/dl
　経腹超音波検査：EFBW　1600g，AGA，AFI：4.5㎝　NST：80～90bpmのbradycardiaを呈し，
一時的に回復したもののvariable deceleration頻発し緊急帝王切開施行した。新生児は1560g女
児　Ap5/8であり，NICU入院管理中である。
　術後，母体は創部治癒良好であったが，一日尿量は1200ml程度であり，利尿が遅延してい
たため術直後よりステロイド　ミニパルス療法開始した。術後５日目に母体は循環器内科転
科の上，食事療法に加え腎生検行い微小変化型ネフローゼ症候群と判明した。タンパク製剤
の投与とともにラシックス大量投与（320mg/day）を行い，ステロイドは内服へ変更しプレ
ドニン80mg/dayより開始し，漸減して現在25mg/dayにて継続中である。

20．妊娠26週で深部静脈血栓症を発症した一症例
○羽根田　健１），阪西　通夫１），小肥　　実２），土信田雅一１），大内　久子１），
　木原　香織１），金杉　　浩１）

１）山形済生病院，２）同　心臓外科

　［緒言］妊娠中は凝固機能亢進状態となるなどの理由から，深部静脈血栓症（DVT）が発
症しやすい。欧米では，深部静脈血栓症は分娩1,000例に対して0.5～７例とされ，欧米先進
国の妊産婦脂肪原因の第１位とされる。日本でも，生活習慣の欧米化にともない，血栓症に
よる死亡率が増加している。今回私たちは，妊娠26週に血栓症を発症したが厳重な周産期管
理を行うことにより生児を得た一例を経験したので報告する。
　［症例］36歳，１妊１産。前医にて妊娠経過観察中のところ，妊娠24週0日，性器出血がみ
られ前医受診。切迫早産の診断で入院加療を行なった。退院後３日目（妊娠26週２日）で左
下肢の腫脹，疼痛が出現し前医受診。深部静脈血栓症の疑いにて当院へ紹介となる。当院受
診時，下肢エコーにて左腸骨静脈～後脛骨静脈にかけて広範囲に血栓所見を認め，深部静脈
血栓症の診断にて入院となる。入院後ただちに下大静脈フィルターを挿入し，低分子ヘパリ
ン持続点滴投与を開始。妊娠27週５日でフィルターを抜去し，以降引き続き低分子ヘパリン
持続点滴投与にて入院管理を行った。血栓所見の改善がみられ再発がないこと，経産婦であ
ることなどから経腟分娩可能と判断し，妊娠37週５日にフィルターを再挿入の上分娩誘発を
行い，妊娠38週４日，自然分娩にて3056g，Ap9/9の女児娩出した。児娩出後３日目よりワー
ファリン内服開始。４日目よりヘパリン投与を再開し，６日目にフィルターを抜去す。13日
目分娩後経過良好にて退院となった。
　［まとめ］深部静脈血栓症合併妊娠の管理においては，肺塞栓症の発症を予防することが
重要である。分娩時にはヘパリンの使用ができないためフィルターを挿入する必要があるが，
フィルターを留置できる期間は２週間と限られており，それ以上留置した場合には抜去不可
能となる。したがって，児の娩出時期や分娩方法の選択が重要であると思われた。
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21．当院で経験した子癇の経過および脳血流画像の変化
○藤本久美子１），高津　政臣１），舩山由有子１），片平　敦子１），渡部　憲昭２），
　阿部秀一郎３）

１）坂総合病院，２）同　脳神経外科，３）同　放射線科

　＜はじめに＞当院で経験した子癇症例について脳血流画像の経時的変化を示しながら報
告する。＜症例＞29歳女性。既往歴，家族歴に特記事項なし。現病歴：39週４日の妊婦健
診にて頭痛，軽度の嘔気の訴えあり。血圧は135/78，尿蛋白（２+）。自宅経過観察となるが，
40週１日朝より視力障害，頭痛，嘔気出現し来院。意識清明であったが，両眼の視力は手
動弁。そのほか神経学的異常所見は認めなかった。頭部画像検査施行直前，血圧158/68，
間代性強直性痙攣発作あり。MRIにてT２強調画像では両側基底核および両側の後頭頭頂
葉に高信号を認め拡散強調画像では左後頭葉に高信号を認めた。子癇の診断にて緊急帝王
切開を施行し健児を得た。手術後，血圧コントロール，脳保護療法，抗浮腫療法を開始し，
翌日には頭痛，嘔気は改善，視力障害も徐々に改善がみられた。発症３日後のSPECTで
は脳血流の増加を認めたが，10日後のSPECTでは右後頭葉の血流低下がみられた。２週
間後のMRIにて高信号域は消失し退院となった。３ヶ月後のMRIでも脳実質には明らかな
異常所見は認めなかったが，SPECTでは右後頭葉の血流低下が残存した。＜考察＞子癇
の頻度は全分娩の0.05％とされており，病態はreversible posterior leukoencephalopathy
と考えられている。しかし母体死亡率は２-５％とされ，診断治療の遅れにより不可逆的
な脳障害をきたす危険性があり，適切な画像診断による早期の対応が望まれる。子癇症例
の最近の画像診断の文献も含め報告する。

22．分娩中の低酸素症が原因ではないと思われた重症新生児仮死の症例
○國井兵太郎１），渡辺　真史２），饗場　　智２）

１）国井クリニック，２）山形県立中央病院NICU

　重度の脳性麻痺が残るような仮死は家族にとって重大なことであるが，産科の医師に
とっても分娩中の管理責任を問われるので大きな問題である。脳性麻痺の内，分娩が原因
である頻度は15％程度しかないと言われているが，現実には産科医の責任を問われること
が多い。
　この度，重度の後遺症が残った新生児仮死の症例で，分娩の経過や胎児心拍モニターリ
ングの所見から分娩中の低酸素状態は否定されると思われた症例を経験したので，過去の
同様な症例や，分娩中の低酸素状態が明らかな症例と比較検討した。
　症例は16歳，０妊０産，妊娠25週で来院し，諸検査や妊娠経過に異常はなかった。
　平成17年６月７日，妊娠38週３日で分娩開始となり，分娩時間12時間で分娩となった。
分娩中連続して胎児心拍モニターリングを行ったが，徐脈などの異常所見はなかった。児
は2796ｇの女児でApgarは１分２点，５分後も２点で心臓が動いているだけだった。直ち
に挿管し，救急車でNICUに搬送した。途中で自発呼吸が出てきた。
　NICUでは動脈血phが7.268だが脳波がflatなため低体温療法を行った。脳のCTでは脳室
の拡大，白質の萎縮，脳室周囲の高輝度化が認められ，原因は不明だが分娩前から脳の変
化が起こっていることが考えられた。その後も状態の改善は見られず，平成19年２月の時
点で痙性麻痺の状態で自発呼吸はあるものの自発動は非常に少ない。
　過去にも同様の症例が一例あり，NICUに搬送したが生後約半年で死亡した。以上の２
例と分娩中の低酸素状態が明らかな常位胎盤早期剥離や肩胛難産の症例を比較すると，分
娩直後の状態は似ているものの，後者はすべて予後が良かった。
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23．吸引分娩後の骨盤内膿瘍に対して腹腔鏡を施行した一例
○菊地真衣子１）２），國井周太郎１），柿坂はるか２），結城　広光２），村上　　節２），
　岡村　州博２）

１）宮城県立こども病院，２）東北大学

　＜はじめに＞産褥期感染の原因の多くは子宮内感染症である。そのリスクとしては帝王切開，前
期破水，遷延分娩，産道損傷などが知られている。帝王切開後の子宮内感染は多く報告されている
が，経腟分娩後では約２％と言われている。今回われわれは吸引分娩後に子宮内感染からPIDへと
炎症が波及し，骨盤内膿瘍を疑った症例を経験した。
　＜症例＞26歳，１妊１産。既往歴に特記すべきことなし。前医にて妊婦健診経過中切迫早産にて
ウテメリン内服した他には異常を認めず。平成18年12月25日（妊娠39週１日），吸引分娩にて2686
ｇの男児出生。出生後，児が横隔膜ヘルニアの診断にて当院の新生児科へ搬送となったため，母体
も産褥管理目的で同日当科紹介，入院となった。入院経過中にはとくに異常なく，産褥６日目に退
院となったが，産褥14日目より下腹部痛あり，１月９日（産褥15日目）に外来受診。37.5℃の発熱，
子宮の圧痛を認め，超音波上子宮内胎盤遺残はないものの少量の腹水が存在した。血液検査の結果
ではWBC 7300，CRP 4.4と炎症反応認め，PIDの診断にて入院，塩酸セフォチアム（２g/day）の
投与を開始。投与２日目にWBC 9200，CRP 18.64と上昇するも以降腹痛，炎症反応は改善。しか
し，抗生剤投与７日目に腹水の増加を認め，両側付属器周囲にcystic massも出現したためCTを施行。
子宮を取り囲むような腹水貯留を認め，enhanceを伴う被膜形成があるため骨盤内膿瘍が疑われた。
平成19年１月18日に腹腔鏡を施行したところ，骨盤内全体が薄い被膜に覆われ，子宮，両側付属器
が被膜内に埋没している状態であった。腹腔鏡下に癒着剥離およびドレナージ術施行。内容液はや
や混濁した黄色で，細菌培養は陰性であった。術後の経過は良好で，外来フォローとなり，現在も
腹水の再発は認めていない。
　＜おわりに＞産褥感染症は抗生剤の進歩により，予後が改善した疾患のひとつである。今回，抗
生剤の投与により症状，炎症反応は鎮静化したものの，CTにて骨盤内膿瘍を疑う所見が出現し，
対応に苦慮した症例を経験したので報告する。

24．当院における内視鏡下手術の現況
○矢澤　浩之，菅沼　亮太，古川　茂宜
福島赤十字病院

　内視鏡下手術はminimal invasive surgeryとして，近年産婦人科領域でも急速に発展，普及し
てきており，当院でも，婦人科良性疾患に対して内視鏡下手術を積極的に導入してきている。
2001年10月より2006年12月までの約５年間で512件の内視鏡下手術を行なっており，全手術件数
の34％，婦人科良性疾患手術の59％を占めていた。年間の手術数は2002年の72件から2006年の
120件と年々確実に増加してきている。内訳は腹腔鏡下手術が458件，子宮鏡下手術が54件であっ
た。この内，卵巣腫瘍手術が最も多く206件（全良性卵巣腫瘍の65％）であり，cystectomyが
129件，adnectomyが51件，開腹手術移行例が26件（13％）であった。子宮外妊娠では，全69例
中65例（94％）が腹腔鏡で行なわれた。この内，卵管膨大部・峡部妊娠が57例，卵管間質部妊
娠が５例，卵巣妊娠が３例であった。術式は，卵管妊娠（膨大部・峡部）に対して，卵管切除
術が52件，線状切開術が５件であった。間質部妊娠に対して４例に線状切開術を行い，この内1
例にPEP（persistent ectopic pregnancy）が発生し，MTXの全身投与による治療を要した。また，
当院では，子宮筋腫，子宮腺筋症例に対して腹腔鏡併用腟式子宮全摘術を積極的に行なってお
り，この期間で139例に行なわれた。術式は，腹腔鏡下に靱帯処理を行なうLAVHが34件，靱帯
処理を省略したL-VTH（laparoscope and VTH）が90件であった。平均手術時間は104分であっ
たが，腹腔鏡下手術手技の向上により，最近の症例ではかなりの短縮が得られてきている。そ
の他，卵巣出血６件，子宮筋腫核出術18件，子宮鏡下手術（TCR）53件等であった。手術合併
症は，腸管損傷３件（0.66％），腹壁動脈損傷５件（1.1％），重症皮下気腫１件（0.22％）等があっ
た。また，術後悪性腫瘍の診断となった症例が２例あった。低侵襲性である内視鏡下手術は婦
人科良性疾患手術の主流となりつつあるが，各施設に応じた適応と限界，起こり得る合併症に
対する予防法と対策を十分に理解し，安全性を最優先として行なわれることが重要であると思
われる。
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25．医学教育における腹腔鏡トレーニングボックスの導入の経験
○寺田　幸弘１），八重樫伸生１），立花　眞仁１），結城　広光１），吉永　浩介１），
　村上　　節１），岡村　州博１），金塚　　完２）

１）東北大学，２）東北大学医学教育評価センター

　東北地方においても近年の産婦人科医師の質的な不足はさらに切実な諸問題を生じている。
　現在の地域医育機関として東北地域の産婦人科が果たさねばならぬ最大のタスクは，「いかに
自学の学生に産婦人科医療に対して興味をもたせ，産婦人科を専攻させるか」である。　当科
では医学部５年次に２週間行われる産婦人科実習に関して，２年前よりカリキュラムの根本的
な練り直しをおこない修正を重ねてきた。ベテラン医師１名を臨床業務フリーの教育担当とし，
練り上げられたカリキュラムのもとに無為な時間が極力生じないように指導している。その成
果として，本学の学生による教育評価では診療科中トップクラスになり，それを維持している。
本年より，カリキュラムの更なる充実の目的で，腹腔鏡トレーニングボックス６台を学生実習
に導入した（ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社より貸与）。講師による実演ののち，学
生それぞれにボックスを与えた。４段階のレベルに設定されたゴールを示し約１時間個人練習
を行わせ，最後に各人５分の持ち時間で実技テストを行った。時間内にタスクをクリアし，ス
テップアップを希望する者にはさらに時間を与え，レベル３，４に挑戦させた。学生達のモニタ
上における3-D感覚は素晴らしく，１時間練習時間を与えることにより半数以上のものが針の把
持，運針，結紮（レベル１，２）を５分以内に完了できた。学生の実習に対する感触はきわめて
良好であった。本実習は内視鏡技術を頻用する産婦人科診療に学生が興味を持つ上で，極めて
有用なカリキュラムになりうる可能性を秘めていると考えている。現在までの当科におけるチャ
レンジと学生の反応を報告する。

26．アッシャーマン症候群に対する子宮鏡下手術で子宮穿孔を生じた一例
○木村　秀崇１），藤井　俊策１），福原　理恵１），湯沢　　映１），樋口　　毅１），
　水沼　英樹１），坂本　知己２）

１）弘前大学，２）婦人科さかもとともみクリニック

　子宮内腔病変の外科的治療として，子宮鏡を用いたtranscervical resection（TCR）は従来の
開腹術に比べて患者への侵襲が少なく，主流の治療手段になってきた。しかし，術前評価が不
十分だったり不注意な操作を行ったりすると，さまざまな合併症を来す可能性がある。今回，我々
はアッシャーマン症候群に対するTCR術中に子宮穿孔を生じた一例を経験したので，若干の文
献的考察を加えて報告する。
症　例　33歳　２妊０産　主訴：挙児希望
妊娠歴：28歳　自然妊娠が成立したが，妊娠６週で完全流産した。流産手術は行われなかった。
病　歴：平成15年（31歳）に３年間の続発性不妊にて近医を受診した。FSH製剤による排卵誘
発のうえ配偶者間人工授精が５周期行われたが，妊娠に至らなかった。平成16年（32歳）から
は他院にて体外受精・胚移植を開始した。初回のET（移植胚２個）で妊娠が成立した。また，
余剰胚を凍結保存した。しかし，妊娠初期から不正出血を認め切迫流産として入院加療中に，
子宮体部および子宮頸部の子宮内外同時妊娠であることが判明した。妊娠６週に頸管妊娠部か
ら大量の性器出血を来し，居住地の県内の大学病院にヘリコプターで緊急搬送された。直ちに
子宮動脈塞栓療法と流産手術が施行され，妊娠を終了した。大学病院を退院した後，開業クリニッ
クにて凍結胚移植が計画されたが，エストロゲン製剤投与や排卵誘発によっても子宮内膜が肥
厚せず，何度もETがキャンセルとなった。平成17年（33歳）に転居に伴い，当科へ紹介された。
排卵誘発治療を行うも子宮内膜厚が５㎜にしかならなかったため，採卵のうえ受精卵２個が凍
結保存された。その後の周期に施行した子宮ファイバースコピーにて，内子宮口付近から奥に
子宮内腔癒着が認められ，アッシャーマン症候群と診断し，手術を施行した。



－ 40 －

27．ホルミウムヤグレーザーを用いた子宮鏡下手術に関する臨床的検討
○原　周一郎，高橋　俊文，堤　　誠司，倉智　博久
山形大学

　【目的】子宮内腔病変に対する保存的手術として，子宮鏡下手術は有用である。レゼク
トスコープを用いた子宮鏡下手術では，切開，凝固に単電極高周波を使用するため，灌流
液として非電解質溶液を使用する必要がある。非電解質溶液の長時間使用は，水中毒など
の重篤な電解質異常を起こす可能性がある。ホルミウムヤグレーザーは炭酸ガスレーザー
とヤグレーザーの利点を兼ねあわせたレーザーであり，水分に高い吸収を示すため水中使
用に適しており，灌流液として生理食塩水の使用が可能であるため，水中毒を起こす可能
性はほとんどない。今回，当科におけるホルミウムヤグレーザーを用いた子宮鏡下手術に
ついて臨床的検討を行ったので報告する。【方法】対象は，過去５年間に当科で行われた
子宮鏡下手術38例中ホルミウムヤグレーザーを用いた20例である。子宮鏡下手術は，オリ
ンパス社製処置用ヒステロスコープの処置用ポートから，光ファイバーを用いホルミウム
ヤグレーザーを導光して行った。子宮内潅流液は生理食塩水を用いた。【結果】症例の平
均年齢は38歳（22―48歳）。手術の対象となった疾患は，粘膜下筋腫11例，内膜ポリープ７例，
胎盤ポリープ１例，子宮内腔癒着症１例であった。ホルミウムヤグレーザー単独で子宮鏡
下手術が完遂できたのは12例であり，残りの８例は熱源として単極高周波を用いた従来の
レセクトスコープを併用した。レゼクトスコープを併用した８例はいずれも２個以上の粘
膜下筋腫の症例であった。ホルミウムヤグレーザー単独で完遂できた子宮鏡下手術11例中，
腹腔鏡下手術などの併施手術を行わなかった８例の平均手術時間は53分（15―168分）で
あった。子宮穿孔や水中毒などの手術合併症は認められなかった。【考察】ホルミウムヤ
グレーザーを用いた子宮鏡下手術は，水中毒などの重篤な電解質異常を起こさない利点が
あり，内膜ポリープや単発の粘膜下筋腫などに対し有用であると考えられた。

28．選択的単一胚移植の適応症例の検討
○伊藤　恭子，福田　　淳，佐藤　　亘，河村　和弘，熊谷　　仁，児玉　英也，
　田中　俊誠
秋田大学

　【目的】近年，ART（Assisted Reproductive Technology）における多胎妊娠の増加が
問題となっている。多胎は単胎に比べてハイリスクであり，今後のIVF-ETにおいても，
多胎妊娠は避けるべき重要な課題であると思われる。今回われわれは，多胎を避けるべく
選択的単一胚移植（elective single embryo transfer：eSET）の導入を目指し，その適応
条件を決定することを目的とし検討した。【方法】2005年１月～2006年７月までに，当科
においてIVF-ETを施行した501周期中，２個胚移植を行った212周期を対象とし，年齢・
不妊期間・不妊原因・胚のグレード・IVF施行回数のうちどの因子がより強く多胎妊娠率
に影響を与えるかをロジスティック回帰分析により検討した。さらに移植胚のグレート・
IVF施行回数と多胎率の検討および各年齢における着床率による理論的多胎率を検討した。
【結果】ロジスティック回帰分析の結果では胚のグレード，IVF施行回数が有意に多胎妊
娠率の増加に関与していた。さらに移植胚のグレート・IVF施行回数と多胎率の検討およ
び各年齢における着床率による理論的多胎率の検討では，37歳以下でIVF施行回数４回以
下では良好胚を２個移植した場合に多胎になる可能性が高いという結果になった。【まと
め】今後は37歳以下でIVF施行回数が４回以下の症例で良好胚が２個以上存在する場合は
eSETを検討する必要があると考えられた。
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29．インスリン抵抗性改善薬を内服し，妊娠・分娩に至ったPCOSの１例
○伊藤　明子，熊耳　敦子，高山　智子，両角　和人，片寄　治男，小宮ひろみ，
　佐藤　　章
福島県立医科大学

　今回，メトホルミン内服により妊娠成立し，妊娠中も継続して投与したPCOS症例を経験したの
で報告する。
　［症例］39歳　２妊０産（２回自然流産）［経過］27歳時より月経不順を認めていた。平成11年（32
歳）当院を初診し，「多嚢胞性卵巣症候群の診断基準」（日産婦，生殖・内分泌委員会，1993）より
PCOSと診断された。75gOGTTでは血糖変動が糖尿病型，インスリン分泌は遅延・過大反応を示す
こと，及びHOMA-IR値からインスリン抵抗性の存在を認めた。平成12年（33歳）にピオグリタゾ
ン内服開始，白血球減少の副作用が出現したため，平成14年（35歳）よりメトホルミンに内服変更
した。両剤の内服期間中，月経周期は正順化し，基礎体温は２相性となった。平成18年７月11日に
妊娠を確認した。欧米ではメトホルミン継続により流産の頻度を減少できるという報告から，継続
投与が行われてきているが，本邦では現在のところ妊娠中禁忌薬である。今回患者の同意を得た上
で，メトホルミン内服を妊娠後も継続した。妊娠初期に糖尿病・内分泌・代謝内科に入院し，食事
療法及びメトホルミン内服を継続した。経過中，血糖コントロールは良好であり，乳酸アシドーシ
スや子癇前症の発症も認められなかった。分娩後の母乳への移行性を考慮し，35週でメトホルミン
内服終了し，38週３日で2546ｇの女児，Apgarスコア８点（１分値）９点（５分値）を自然分娩した。
児には外表奇形認めず，母児ともに経過良好であった。
　［考察］近年，インスリン抵抗性を示すPCOS症例へのメトホルミン投与が排卵率・妊娠率を改善
するだけではなく，妊娠中の継続投与により，流産率・妊娠糖尿病発症率を低下させることが報告
されている。今回の経験より，PCOS妊娠症例でのメトホルミン内服は，慎重に管理すれば安全に
行うことができ，効果を期待できることが示唆された。

30．卵巣間質系腫瘍の１例
○角田　雪香，高野　忠夫，永瀬　　智，廣木　恵理，田辺康次郎，小泉　俊光，
　豊島　将治，佐久間道子，太田　恭子，徳永　英樹，齋藤　純香，宇都宮裕貴，
　吉永　浩介，伊藤　　潔，新倉　　仁，八重樫伸生
東北大学

　症例は47歳，未経産，月経周期は不規則で既往歴は特にない。腹部膨満感を主訴に平成18年６月
５日近医を受診。卵巣癌疑いの診断で，６月12日当科紹介，同日入院となった。画像診断では多量
の腹水，胸水，骨盤内の腫瘤を認め，CA125は621U/mlであった。卵巣癌の診断で６月19日に開腹
術を施行した。左右卵巣は6-7㎝に腫大し，骨盤内で子宮，腸管と強固に癒着していた。腹膜や腸
管漿膜には粟粒大の結節性播種性病変を認めた。Optimal surgeryは困難と判断し組織診断のため
左卵巣部分切除のみを行った。病理所見では，異型細胞が管腔構造を形成して浸潤増殖し，充実性
結節や柵状の部分などを認め，性索間質性腫瘍と上皮性腫瘍やカルチノイドなどとの鑑別が問題
となった。免疫染色では，ER陰性，セロトニン陰性，CEA陰性，KL-１陽性，α-インヒビン陽性，
カルレチニン陽性，CD99陰性，AFP陰性であった。この時点では，高分化主体の卵巣原発sertoli-
stromal tumorが最も考えれるという報告であった。血中テストステロン，アルドステロン，E2は
正常で，男性化徴候などは認められなかった。６月30日パクリタキセル・カルボプラチンを投与す
るが，途中タキソールアレルギーを認め，tri-weeklyカルボプラチン単独投与に変更した。カルボ
プラチン投与により，一部骨盤内腫瘍の縮小（NC）が認められ，腫瘍マーカーの減少，および胸，
腹水の減少を認め，自覚症状の改善が得られた。しかし患者の希望で化学療法は８コースで終了と
なった。最終投与から２ヶ月後に胸・腹水の増加が出現し，急激な全身状態の増悪のためＨ19年２
月27日永眠された。セルトリ間質細胞腫瘍は卵巣腫瘍の0.5％以下とまれな組織型であり，さらに
悪性をたどる経過報告は殆どない。今回の臨床経過より，改めて病理組織の再検討を行った所，セ
ルトリ間質細胞腫瘍は否定的で，間質系の腫瘍ではあるがその組織確定診断には至らなかった。こ
の症例ように組織の確定診断がつかないまま早急な追加治療をしなければならないという臨床場面
にしばしば遭遇する。文献的考察を含めて今回の症例を検討・報告する。
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31．Thecoma合併子宮体癌の１例
○小笠原智香１），柞木田礼子１），横田　　恵１），山口　英二１），森川　晶子１），
　佐藤　秀平１），齋藤　　勝１），貝森　光大２）

１）青森県立中央病院，２）同　病理部

【症　例】60歳，1G1P　55歳閉経
【既往歴】21歳：急性虫垂炎手術　24歳：C/S　54歳：高血圧にて降圧剤内服
【現病歴】Ｈ18年11月28日　以前より自覚していた腹部腫瘤に加え閉経後不正性器出血を
主訴に近医婦人科受診。子宮内膜スメア;classV指摘。近医総合病院でCT・MRI施行し，
遠隔転移はないものの多量の腹水と左卵巣腫瘍も指摘され，転移を否定できなかった。加
療目的に同年12月８日当科へ紹介初診。経腟超音波検査上，内膜10㎜，画像診断上は明ら
かな筋層浸潤は認められなかった。内膜組織診；類内膜腺癌と判明した。術前CA19-9：
19.8 IU/L　CA125：43.1IU/L，またE2：43　NG/DLと年齢に比して高値で卵巣に関して
はホルモン産生性腫瘍も疑われた。Ｈ19年１月９日手術施行。腹腔内は肉眼的転移見られ
なかった。術中迅速診にて左卵巣はthecomaであり，悪性所見は認められなかった。腹水
細胞診；classⅠ，最終病理診断；類内膜腺癌，G2,depth a,n（－）であり，子宮体癌Ⅰa
期，pT1aNoMo，G2，左卵巣：thecomaであった。術後経過良好であり退院。術後１ヶ月
でCA125：22.1IU/L，E2：10ng/dl以下となり，多量に見られた腹水も消失した。今回の
症例は，ホルモン産生性腫瘍が体癌を助長した可能性が示唆された。

32．転移性卵巣癌の３例
○二神　真行，横山　良仁，樋口　　毅，水沼　英樹
弘前大学

　卵巣は他臓器からの転移の多い場所であり，胃癌からの卵巣転移を含めたKrukenberg
腫瘍が有名である。最近２年間に手術で転移性卵巣癌が判明した３例を経験したので報告
する。【症例１】42歳女性。平成17年２月に肝門部胆管癌（中分化腺癌）のため当院消化
器外科で手術。同年８月骨盤内腫瘤を指摘。悪性卵巣腫瘍疑いで当科紹介。径14㎝の両側
性腫瘤。CA19-9は41IU/ml。９月当科入院し手術。癌性腹膜炎であり，迅速および術後
病理で胆管癌からの転移と判明。【症例２】35歳女性。平成15年８月に肺小細胞癌で化学，
放射線療法。その後寛解したが，平成16年10月から両側卵巣腫大。婦人科系の腫瘍マー
カーは異常なし。PRO-GRPの上昇とPET-CTで卵巣に集積を認めた。平成17年６月手術。
迅速及び術後病理で肺小細胞癌の転移が判明。現在も呼吸器内科で化学療法中。【症例３】
58歳女性。17年６月胃癌で手術。18年９月骨盤内を占拠する多房性両側性腫瘤が出現し当
科紹介。悪性卵巣腫瘍疑いとして18年10月入院手術。癌性腹膜炎であり，迅速及び術後病
理で胃癌の転移と判明。【結論】転移性卵巣癌の診断は術前に容易でないものも多いが，
両側性であること，癌の既往があることが診断の一助となる。また特に消化器癌からの転
移例では，画像上充実性というよりは嚢胞状であることも多く注意が必要である。
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33．多発性脳梗塞を合併した卵巣癌（トルソー症候群）の１例
○西山　　浩１），菅原　　登１），渡辺　尚文１），山田　秀和１），佐藤　　章１），
　松田　　希２），遠藤　一博２）

１）福島県立医科大学，２）同　神経内科

　今回我々は，33歳という若年女性が多発性脳梗塞症状を発症し急激なDICの経過を示した
悪性卵巣腫瘍によるトルソー症候群の１例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告す
る。
　［現病歴］平成19年１月下旬頭痛，両手指の痺れを認め翌日には右片麻痺が出現し精査
加療目的に前医より当院神経内科紹介入院，入院時検査所見ではPlt：7.4万/μl，FDP：
105.7μg/ml，FBG：131mg/dl，Dダイマー：24.2μg/mlとDIC所見を示し，DIC･脳梗塞治
療のため低分子ヘパリン，グリセリン，メシル酸ガベキサート，エダラボンを開始した。頭
部MRIにて右前頭葉や左頭頂葉･後頭葉･小脳などに多発性脳梗塞を認め胸部～骨盤CTでは
胸水・腹水貯留また骨盤内に径10㎝大の辺縁不整な嚢胞性・充実性成分が混在する腫瘍を認
め当科紹介となった。経腟超音波断層法にても充実性部分を認める左卵巣腫瘍を認めCA125
は2499U/mlと高値を示したが腹水細胞診はclassⅠ。翌日には，Plt：5.9万/μlと低下，意識
覚醒度低下し四肢末梢に微小塞栓所見も認め脳梗塞･DIC脳症が急激に悪化しているため悪
性卵巣腫瘍が原因によるDIC（トルソー症候群）と判断し原因除去のため同日緊急手術を施
行した。左卵巣腫瘍は自然被膜破綻しており腹腔内には約1300mlの腹水が認められた，腫瘍
は子宮後壁に浸潤しておりその部分も含めて卵巣腫瘍摘出術施行したが，その他腹腔内には
明らかな播種性病変は認めなかった。病理組織学的検査ではendometrioid adenocarcinoma 
G1でありその後CA125も59U/mlまで低下した。
　術後は，右片麻痺・右半盲，失語症は認めるものの意識レベル･ADL・DIC所見も改善し
今後化学療法施行予定である。

34．悪性化をきたした残存mucinous cyst adenomaの一例
○森川　晶子１），横田　　恵１），柞木田礼子１），山口　英二１），小笠原智香１），
　佐藤　秀平１），斎藤　　勝１），森田　隆幸２）

１）青森県立中央病院，２）同　外科

　症例は現在62歳。６妊２産　既往歴は特になし。Ｈ８年７月子宮筋腫にて腹式子宮全摘
術施行。Ｈ10年10月左卵巣嚢腫の診断にて開腹するも腸管との癒着ひどく付属器摘出でき
ず，嚢腫の一部摘出施行した。この時の組織はmucinous cyst adenoma悪性所見はみられな
かった。Ｈ12年４月再び左卵巣嚢腫の腫大，再開腹するが腫瘍は腸管と一塊となり境界不明
瞭のため摘出できず，嚢腫部分を一部摘出するに終わった。この時の組織検査でもmucinous 
cyst adenomaで悪性所見はみられなかった。Ｈ13年11月再び左卵巣嚢腫腫大。画像上，多房
性のcystic massで隔壁も薄く，造影効果もないこと，腫瘍マーカーも正常なこと，全開２回
の手術での病理検査で悪性ではなかったことより良性の粘液腫と診断。しかし，偽粘液腫に
なっている可能性もあり，手術しても完全摘出は難しいこと，再発の可能性があること，４
回目の開腹は危険が伴うことなどから開腹はせずＨ14年６月からＨ17年５月まで腹部膨満感
などの症状が出た時腫瘍内溶液吸引を３から４カ月毎に繰り返していた。しかし，Ｈ17年６
月，発熱，腹膨満感，下血にて入院。骨盤内腫瘤の腸管への穿孔，瘻孔形成，腹膜炎の診断
にて外科の協力のもと，緊急手術施行。骨盤内腫瘍摘出術と低位前方切除術を行った。腫瘍
は術前の予想に反し，直腸からＳ状結腸，下行結腸を軸に腫瘍を形成していた。病理組織で
はmucinous cyst adenocarcinoma消化管壁への浸潤あり，卵巣癌IIb期の診断にて術後化学療
法施行。現在のところ再発徴候なく経過観察している。今回，我々は癒着のため摘出できず，
残存したmucinous adenomaが初発から約７年の間に悪性化した１例を経験したので報告す
る。
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35．13ヶ月間に３度の腹腔鏡下手術を要した卵巣境界悪性腫瘍の１症例
○西本　光男１），佐藤　直子１），鍋島　寛志１），田村　充利２）

１）岩手県立磐井病院，２）東北労災病院

　【緒言】卵巣腫瘍の術後再発に対して施行した手術で境界悪性腫瘍の診断のため，13ヶ
月間に３度の腹腔鏡下手術を要した１例を経験したので文献的考察を含めて報告する。
　【症例】33歳女性，２妊１産，腹部腫瘤感を主訴に当科初診。初診時直径約15㎝の右卵
巣腫瘍を認め，手術の方針となった。術前精査で悪性の可能性が低いため，腹腔鏡補助下
右卵巣腫瘍核出術を施行した。病理診断は粘液性嚢胞腺腫であり，その時点では悪性所見
は認めなかった。術後経過は良好であったが，術後10ヶ月時で直径約９㎝の右卵巣腫瘍を
認めた。画像診断にて悪性の可能性が低いため，初回術後より１年で２度目の腹腔鏡下右
卵巣腫瘍核出術を施行した。病理診断で境界悪性腫瘍の診断により２度目の手術から１ヵ
月後に腹腔鏡下右付属器切除術を施行した。最終的な病理診断は境界悪性腫瘍であり，初
回の病理検査を再検討した結果，こちらも境界悪性と診断された。術後は本人と相談の上，
追加治療せず経過観察中である。
　【考察】　最初の病理診断では良性であったが短期間での再発，再手術の病理診断で境界
悪性腫瘍の診断となった。境界悪性腫瘍の取り扱いついては議論の分かれる所もあるため，
今後検討を重ねながら慎重にfollowを行っていく必要がある。
　【結語】　術後13ヶ月で３度の手術を施行した１例を経験した。前２回が腹腔鏡下手術の
ため再手術時はスムーズであった。巨大卵巣腫瘍に対する腹腔鏡手術は，悪性の可能性か
ら意見の分かれる所であるが，再手術の容易さという観点では有用であったと考えられる。

36．抗癌化学療法を先行施行した大量癌性腹水症の２例
○高柳　健史，五十嵐裕一
鶴岡市立荘内病院

　卵巣癌・卵管癌および腹膜癌に対する術前化学療法（NAC）は標準治療に代わりうる
治療として期待されており，世界各地において比較試験が進行中である。今回我々は，大
量癌性腹水症に対し，抗癌化学療法を先行して施行した２症例を経験したので報告する。
　［症例１；63歳，５妊３産］　腹満感を主訴に近医受診。大量腹水を認め，腹水細胞診で
classＶの腺癌細胞を指摘された。CA125：1090と異常高値であり，各種画像検査上は原
発巣不明であったが，精査加療目的に当科紹介され，即日入院管理となる。正常大卵巣癌，
卵管癌および腹膜腺癌などが考えられ，NACを行って腹水コントロール後に手術施行の
方針とした。TJ療法を２コース終了後に腹水はほぼ消失し，原発巣検索目的に手術施行
したところ，右正常大卵巣癌の診断となった（完全摘出手術）。臨床進行期はstageⅢcと
なり，術後TJ療法を６コース施行した。さらに３ヶ月毎のcyclicTJを４コース施行したと
ころで再発徴候を認め，現在追加治療中。
　［症例２；58歳，２妊２産］　腹部膀満感の自覚後約１ヶ月で自力歩行不可となり，当院
救急外来受診。画像上，右卵巣腫瘍と思われる径13㎝大の骨盤内腫瘤及び左胸水と大量腹
水を認め，CA125：6879と高値であったため右卵巣癌の診断となった。この症例もTJ療
法を先行施行してまず大量腹水のコントロール及び全身状態の改善を計る方針とした。２
コース施行するもPDのため，CPT-11/MMC療法に変更し，腹水減少をみたところで開腹
手術施行。不完全手術に終わり，以後同治療を行うも家庭の事情により治療不可となる。
ほどなく癌性腹膜炎にて癌病死した。
　［まとめ］1．大量癌性腹水症例に対し，抗癌化学療法を先行施行し手術を施行できた２
症例を経験した。２．大量腹水を伴う全身状態不良の症例で，腹水細胞診で腺癌細胞を認
めた場合，試験開腹を行わず，NACを行うことの有用性が今後期待される。
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37．CPT-11/CDDP療法が奏功した卵巣小細胞癌の１症例
○磯部　真倫，関口　真紀，太田　　剛，逸見　典子，早坂　　直，小島原敬信，
　中原　健次，倉智　博久
山形大学

　卵巣小細胞癌は，卵巣癌の中でもとくに稀な疾患であり，他の組織型に比べ予後不良で
ある。今回，初回はsuboptimalな手術となるも，術後化学療法（CPT-11/CDDP療法）に
てCRとし得た症例を経験したので報告する。
　症例は55歳３妊２産。内診とMRIにて，左卵巣に８×10×11㎝大の充実性部分を伴う
嚢胞性腫瘤と多量の腹水を認め，卵巣癌および癌性腹膜炎と診断した。子宮頚部細胞診：
classⅠ，子宮内膜細胞診：陰性。腫瘍マーカーはCA125：629.8U/mlと上昇。単純子宮全
摘術，両側付属器摘出術，大網部分切除を施行した。開腹時，大網は板状に肥厚，腹膜に
数㎜～１㎝の，ダグラス窩に直径６㎝の播種巣を認めたが，腹膜播種巣とダグラス窩の腫
瘍は摘出できなかった。術後病理検査にて卵巣小細胞癌（stageⅢc）と診断された。卵巣
小細胞癌は報告が少なく，化学療法のメニューが確立されていないが，肺の小細胞癌と同
じ生物学的特性であることから，肺の小細胞癌のレジメンにしたがって，術後，CPT-11 
60mg/m２（day 1，8,15），CDDP 60 mg/m２（day1）療法を６コース施行した。化学療
法後は，CA125が7.1U/mlまで低下し，MRI上も，残存腫瘍も１㎝大まで縮小したので，
二次的腫瘍減量手術を施行した。二次的手術では病理学的に残存腫瘍を認めずCRと診断
した。さらに３コース化学療法を追加して退院し，20ヶ月経過するも現在経過良好である。


