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ご　挨　拶

第129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

会　長　松
まつ

田
た

　壯
もり

正
まさ

（盛岡赤十字病院副院長）

　ようこそ盛岡へ。このたび第129回日本産科婦人科学会東北連合地方部会総会・学術講

演会会長を務めさせていただき，大変光栄に存じますとともに，参加いただいた会員皆様

に対して十分な準備ができているか不安で一杯です。

　産婦人科医を囲む環境は次第に変化し，いくらかの追い風を感じるようになりました。

しかし私たちの仕事の上での環境はまだ劣悪という表現が当てはまります。社会，国への

しっかりした働きかけをこれからも続けることが大切と考えております。このような時期

に本学会の会長を務めさせていただき，東北地方のエネルギーを示せることは大変うれし

く思います。

　東北連合地方部会は東北地方の産婦人科医にとって特別な会合です。先輩産婦人科医

が，「後輩を勇気付けたい，大きく育ってほしい」という心情が発露する学会です。現在

の先輩は，自らが後輩だった時代に十分その期待に添いめざましい活躍をされてきまし

た。その先輩がこんどは後輩を勇気付けようとしています。盛岡で始まりました「東北産

婦人科研修医会」が７回目を迎えます。ほかの地方で同様な会が企画され，東北発信が共

感を得たものと思います。研修医の自主的な企画・運営を大変頼もしく思います。

　招請講演，教育講演，ランチョンセミナーの講師には斯界の権威は当然ですが，「新進

気鋭」の講師もお願いいたしました。ご講演を伺うことで新たなエネルギーが生じること

を望みますとともに，特に若い先生方が討論を通じて医師として貴重な体験をなさること

を祈ります。講師の先生方におかれましては本当に多忙な時期にもかかわらず御講演有難

うございます。八重樫先生の企画による第３回「コンセンサスミーティング」は多くの著

名な先生方が参加され，産婦人科医の標準となるガイドラインの完成がなされるはずで

す。沢山の一般演題のご応募をいただき終了時間が気になりますがよろしくお願いいたし

ます。ランチョンセミナー４ではコメデイカルにも参加を呼びかけました。

　盛岡は山海の食材が出そろう良い季節です。時間を工面されぜひご賞味をお勧めいたし

ます。盛岡での滞在が実り多く，心に残るものであることを祈念いたします。

　学会の準備には杉山徹教授をはじめとした岩手医大産婦人科医局，村井軍一先生を会長

とする同門会および小林高先生が会長の岩手県産婦人科医会の全面的な指導と協力を得ま

した。心から御礼を申し上げます。
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第129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

● 会　期
　　平成22年５月22日（土），23日（日）

● 会　場
　　ホテルメトロポリタン盛岡本館4F
　　〒020-0034　岩手県盛岡市盛岡駅前通1-44
　　TEL 019-625-1211　　FAX 019-625-1210
　　第１会場　　　岩手（４F）
　　第２会場　　　姫神（４F）
　　総懇親会会場　岩手（４F）

● 参加登録受付
　　第１日　５月22日（土）　8：15 〜
　　第２日　５月23日（日）　7：45 〜

● 参加費
学術講演会　9,000円・総懇親会費　9,000円
※初期研修医・学生の学術講演および総懇親会の参加費は免除されます。受付でお申
　し出ください。

● 参加者へのお願い
　　・事前登録制ではないため，当日総合受付で参加受付をしてください。
　　・学会参加証を必ずつけてください。
　　・専門医シールは，参加登録時に受付にてお受け取りください。

● 総懇親会
　　平成22年５月22日（土）　19：00 〜 21：00
　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館　岩手（４F）

● 役員会および総会
　　日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会連絡会
　　　日時：平成22年５月23日（日）　8：00 〜 9：00
　　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING　11F ギャラクシー
　　日本産科婦人科学会東北連合地方部会役員会
　　　日時：平成22年５月23日（日）　9：00 〜 9：30
　　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING　11F ギャラクシー
　　総　会
　　　日時：平成22年５月23日（日）　13：00 〜 13：20
　　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館　岩手　第１会場
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● TGCU世話人会
　　　日時：平成22年５月22日（土）　10：30 〜 11：30
　　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館　早池峰（４F）

● 第７回東北産婦人科研修医会
　　　日時：平成22年５月22日（土）　9：00 〜 11：30
　　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館　岩手　第１会場　

● 招請講演・教育講演の演者へのお願い
・会場ではWindows PCのみを用意致します。Macintoshの方はPCをお持ち込みくだ

さい。
・会場へは，USBメモリー，CD-R，パソコン本体のいずれかの形で発表データをお

持ち込みください。
※動画ファイルをご使用の方はご自身のPCをお持ち込みください。
・講演開始30分前迄にPC受付にて発表データの試写と受付をお済ませください。

● 講演発表
　《座長へのお願い》

・座長はセッション開始10分前に次座長席へご着席ください。
・プログラムに定められた時刻に，その群の講演等が終了するように時間厳守にご協

力ください。

　《演者へのお願い》
・一般講演は全て口演発表で，時間は発表６分，質疑応答時間は３分です。
・発表形式はPC発表のみで，スライドやビデオは使用できませんのでご注意くださ

い。
・会場へは，USBメモリー，CD-R，パソコン本体のいずれかの形で発表データをお

持ち込みください。
※動画ファイルをご使用の方はご自身のPCをお持ち込みください。
・講演開始30分前迄にPC受付にて発表データの試写と受付をお済ませください。PC

持ち込みの方も30分前迄にPC受付へお越しください。
・パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません。
・データ修正等は事前に済ませてから会場へお越しください。

　《発表データご持参の場合》
・ソフトは以下のものをご使用ください。
　Windows版 Power Point 2003/2007
※Macintoshをご使用の方はPCをお持ち込みください。
※動画ファイルをご使用の方はPCをお持ち込み下さい。
・フォントはOS標準のもののみご使用下さい。
・会場スピーカ一に音声は流せません。
・画面の解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします。
・CD-Ｒ（RW不可）への書き込みはISO9660方式をお使いください。
※パケット方式ですと会場PCで読み込めない恐れがあります。
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　《PCご持参の場合》
・バックアップとして，必ずメディアもご持参ください。
・会場スピーカ一に音声は流せません。
・画面の解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします。
・PC受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行ってください。
※PCの機種やOSによって，出力設定方法が異なります。
・プロジェクターとの接続ケーブルはD-sub15ピンです。PCによっては専用のコネク

タが必要になりますので，必ずお持ちください。
※特にVAIO，iBook等小型PCは別途付属コネクタが必要な場合がありますので，く

れぐれもご注意ください。
・スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除願います。
・内蔵バッテリー駆動ですとご発表中に映像が切れる恐れがございますので，コンセ

ント用電源アダプタを必ずご持参下さい。

● 学会事務局
　岩手医科大学産婦人科医局
　〒020-8505　岩手県盛岡市内丸19-1　
　TEL 019-651-5111　内線2344　
　FAX 019-622-1900
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会場および交通アクセス

第129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

会場
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会場案内図
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第1会場 第2会場

TGCU世話人会

ホテルメトロポリタン盛岡本館（４F）

ホテルメトロポリタン盛岡NEW WING（11F）

日本産科婦人科学会・　
日本産婦人科医会連絡会

日本産科婦人科学会　　
東北連合地方部会役員会
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学会プログラム

第1日目　5月22日（土）
第1会場（岩手） 第2会場（姫神）

8：55
ごあいさつ

9：00

第７回東北産婦人科研修医会

11：30

11：55
開会

12：00
ランチョンセミナ－1
「骨粗鬆症治療薬の特徴とその選択について　—症例から考える—」
　講師：水沼　英樹（弘前大学）　
　座長：倉智　博久（山形大学）
　共催：小野薬品工業株式会社

ランチョンセミナ－２
「卵巣癌化学療法，タキサン製剤の位置づけ」
　講師：高野　政志（防衛医科大学）
　座長：杉山　　徹（岩手医科大学）
　共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社

13：00
招請講演１
「子宮内膜症性疼痛治療のガイドライン　Up date」
　講師：百枝　幹雄（東京大学）
　座長：吉﨑　　陽（岩手医科大学）
　共催：日本新薬株式会社

14：00
招請講演２
「QALYの観点からみたがんワクチン療法の将来性」
　講師：中村　祐輔（東京大学医科学研究所）
　座長：杉山　　徹（岩手医科大学）

15：00
招請講演3
「婦人科疾患に関連した緩和ケアのポイント」
　講師：池永　昌之（淀川キリスト教病院）
　座長：旭　　博史（盛岡赤十字病院）
　共催：協和発酵キリン株式会社

コンセンサスミーティング打合せ

16：00

第３回「産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編」
コンセンサスミーティング
座長：八重樫伸生（東北大学）

18：30
ハピイアワー（ロビー）

19：00

総　懇　親　会

21:00
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学会プログラム

第2日目　5月23日（日）
第1会場（岩手） 第2会場（姫神）

8：30

一般演題
第Ⅰ群「産科１」（演題番号1 〜 6）
座長：高野　忠夫（八戸市立市民病院）

一般演題
第Ⅵ群「腫瘍１」（演題番号24 〜 29）
座長：中原　健次（山形大学）

9：30
教育講演
「子宮頸がん検診の行方，HPVワクチンの行方」
　講師：宮城　悦子（横浜市立大学）
　座長：八重樫伸生（東北大学）
　共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

10：10
招請講演４
「子宮内膜症の治療ストラテジー」
　講師：北脇　　城（京都府立医科大学）
　座長：水沼　英樹（弘前大学）
　共催：持田製薬株式会社

11：05
招請講演５
「周術期感染管理に関する最近の話題」
　講師：三鴨　廣繁（愛知医科大学）
　座長：藤森　敬也（福島県立医科大学）
　共催：大正富山医薬品株式会社

12：00

ランチョンセミナ－３
「胎盤と臍帯の超音波診断」
　講師：岡井　　崇（昭和大学）　
　座長：倉智　博久（山形大学）
　共催：科研製薬株式会社

ランチョンセミナー4（TGCUランチョンセミナー）
「ドキシルの手足症候群・口内炎のマネジメント」
　講師：島田　宗昭（鳥取大学）　　
　座長：杉山　　徹（岩手医科大学）
　共催：ヤンセンファーマ株式会社

13：00
総会

13：20
一般演題
第Ⅱ群「不妊・不育」（演題番号７〜９）
座長：吉㟢　　陽（岩手医科大学）

一般演題
第Ⅶ群「内膜症ほか」（演題番号30 〜 32）
座長：竹内　　聡（岩手医科大学）

13：50
一般演題
第Ⅲ群「産科２」（演題番号10 〜 13）
座長：福島　明宗（岩手医科大学）

一般演題
第Ⅷ群「内視鏡」（演題番号33 〜 36）
座長：寺田　幸弘（東北大学）
共催：東北内視鏡懇話会

14：30

一般演題
第Ⅳ群「産科３」（演題番号14 〜 18）
座長：尾崎　浩士（弘前大学）

一般演題
第Ⅸ群「卵巣腫瘍」（演題番号37 〜 42）
座長：藤本　俊郎（秋田大学）

15：20

一般演題
第Ⅴ群「産科４」（演題番号19 〜 23）
座長：伊藤　　潔（東北大学）

16：10 閉会
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招　請　講　演

招請講演１

第１日　５月22日（土）　第１会場　13：00〜 14：00

「子宮内膜症性疼痛治療のガイドライン　Up date」

講師：東京大学大学院医学系研究科産科婦人科学 講師　百枝　幹雄
座長：岩手医科大学産婦人科 准教授　　　　　　　　　吉﨑　　陽
共催：日本新薬株式会社

招請講演２

第１日　５月22日（土）　第１会場　14：00〜 15：00

「QALYの観点からみたがんワクチン療法の将来性」

講師：東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長
　　　国立がん研究センター 研究所長　 　　　　　　　中村　祐輔
座長：岩手医科大学産婦人科 教授 　　　　　　　　　　杉山　　徹

招請講演３

第１日　５月22日（土）　第１会場　15：00〜 16：00

「婦人科疾患に関連した緩和ケアのポイント」

講師：淀川キリスト教病院 ホスピス長　池永　昌之
座長：盛岡赤十字病院 副院長　　　　　旭　　博史
共催：協和発酵キリン株式会社

招請講演４

第２日　５月23日（日）　第１会場　10：10〜 11：05

「子宮内膜症の治療ストラテジー」

講師：京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 教授　北脇　　城
座長：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学 教授　水沼　英樹
共催：持田製薬株式会社
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招請講演５

第２日　５月23日（日）　第１会場　11：05〜 12：00

「周術期感染管理に関する最近の話題」

講師：愛知医科大学大学院医学研究科感染制御学 教授　三鴨　廣繁
座長：福島県立医科大学産科婦人科 教授　　　　　　　藤森　敬也
共催：大正富山医薬品株式会社

教　育　講　演

教育講演

第２日　５月23日（日）　第１会場　9：30〜 10：10

「子宮頸がん検診の行方，HPVワクチンの行方」

講師：横浜市立大学附属病院化学療法センター長　産婦人科　宮城　悦子
座長：東北大学産科婦人科学分野 教授 　　　　　　　　　　八重樫伸生
共催：グラクソ・スミスクライン株式会社



― 12 ―

ランチョンセミナ－1

第１日　５月22日（土）　第１会場　12：00〜 13：00

「骨粗鬆症治療薬の特徴とその選択について　—症例から考える—」
講師：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学 教授　　　　　水沼　英樹
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
共催：小野薬品工業株式会社

ランチョンセミナ－２

第１日　５月22日（土）　第２会場　12：00〜 13：00

「卵巣癌化学療法，タキサン製剤の位置づけ」
講師：防衛医科大学校病院産科婦人科 講師　高野　政志
座長：岩手医科大学産婦人科 教授　　　　　杉山　　徹
共催：ブリストル・マイヤーズ株式会社

ランチョンセミナ－３

第２日　５月23日（日）　第１会場　12：00〜 13：00

「胎盤と臍帯の超音波診断」
講師：昭和大学医学部産科婦人科 主任教授　　　　　　　　　岡井　　崇
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
共催：科研製薬株式会社

ランチョンセミナ－４（TGCUランチョンセミナー）

第２日　５月23日（日）　第２会場　12：00〜 13：00

「ドキシルの手足症候群・口内炎のマネジメント」
講師：鳥取大学生殖機能医学 助教　島田　宗昭
座長：岩手医科大学産婦人科 教授　杉山　　徹
共催：ヤンセンファーマ株式会社

第３回「産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編」コンセンサスミーティング

第１日　５月22日（土）　第１会場　16：00〜 18：30

座長：東北大学産科婦人科学分野 教授　八重樫伸生

ランチョンセミナ－

コンセンサスミーティング
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一　般　演　題

第２日　５月23日（日）　8：30〜 9：30

第Ⅰ群　産科１� 座長：高野　忠夫（八戸市立市民病院）

１．当院におけるセミオープンシステムの現状
  八戸市立市民病院  ○市川さおり，長谷川純子，吉町　仁美，松田　雪香，
    　早坂　真一，今井　紀昭，会田　剛史，河野　順子，
    　高野　忠夫

２．当科における高齢出産の現状
  岩手県立中央病院  ○髙田　杏奈，名取　徳子，畑山　伸弥，岩間　英範，
    　葛西真由美，鈴木　　博

３．当院における切迫早産症例に対する塩酸リトドリン投与についての後方視的検討
  岩手県立磐井病院  ○重田　昌吾，及川　達史，菅原　　登，佐藤　尚明

４．頭囲発育不全症例への対応～自験例を振り返って～
  東北大学  ○三浦　伶史，宇賀神智久，藤沢　夏行，渡邊マリア，
    　星合　哲郎，佐藤　多代，寺田　幸弘，八重樫伸生

５．妊婦貧血とエリスロポイエチン値
  西島産婦人科医院  ○西島　光茂

６．当院における若者の反復中絶を防ぐ避妊指導
  西口クリニック婦人科  ○野口まゆみ，本多　静香

第２日　５月23日（日）　13：20〜 13：50

第Ⅱ群　不妊・不育� 座長：吉㟢　　陽（岩手医科大学）

７．子宮内膜ポリープが不妊症に及ぼす影響に関する検討
  秋田大学  ○小野寺洋平，熊澤由紀代，熊谷　　仁，河村　和弘，
    　児玉　英也

８．９番染色体の腕間逆位は習慣流産に関与しているのか？
  弘前大学  ○松下　容子，福井　淳史，福原　理恵，木村　秀崇，
    　水沼　英樹

９．多のう胞性卵巣症候群（PCOS）に対するSX-Fractionの効果
  ロマリンダ　クリニック  ○富永國比古

第１会場　岩手
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第２日　５月23日（日）　13：50〜 14：30

第Ⅲ群　産科２� 座長：福島　明宗（岩手医科大学）

10．妊娠中期に診断し得た嵌頓子宮の1例
  秋田大学  ○木藤　正彦，熊澤由紀代，佐藤　　朗，鎌田久美子，
    　金森　勝裕，森　耕太郎，下田　勇輝，小川　正樹

11．腸管壊死を伴った子宮破裂の一例
  山形大学  ○清野　　学，五十嵐秀樹，須藤　　毅，高橋　俊文，
    　中原　健次，倉智　博久

12．交通事故による多発外傷の一症例
  青森県立中央病院  ○湯澤　　映，月館由紀子，三浦　理絵，和田　潤郎，
    　森川　晶子，佐藤　秀平

13．巨大子宮筋腫合併妊娠の産褥期の管理について～自験例からの報告～
  東北大学  ○渡邊マリア，荒井真衣子，廣木　恵理，佐藤　多代，
    　伊藤　　潔，八重樫伸生

第２日　５月23日（日）　14：30〜 15：20

第Ⅳ群　産科３� 座長：尾崎　浩士（弘前大学）

14．妊娠17週でHELLP症候群を発症した抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の1例
  山形大学  ○成味　　恵，前川　絢子，早坂　典子，吉田　隆之，
    　堤　　誠司，高橋　一広，倉智　博久

15．自宅で子癇を発症し救命しえなかったHELLP症候群の一例
  弘前大学  ○船水　文乃，熊坂　諒大，大澤　有姫，山本　善光，
    　田中　幹二，尾崎　浩士，水沼　英樹

16．くも膜下出血を合併した分娩子癇の一例
  青森県立中央病院  ○三浦　理絵，月舘由紀子，湯沢　　映，山口　英二，
    　和田　潤郎，森川　晶子，佐藤　秀平

17．妊娠により重症化した特発性血小板減少性紫斑病の１例
  仙台医療センター産婦人科  ○石橋ますみ，島　　　崇，石垣　展子，早坂　　篤，
    　牧野　浩充，朝野　　晃，明城　光三，和田　裕一
  同　血液内科  　目黒　邦昭

18．選択的帝王切開術は何週で行うべきか：新生児呼吸障害との関連から
  東北大学  ○藤澤　夏行，宇賀神智久，星合　哲郎，佐藤　多代，
    　八重樫伸生
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第２日　５月23日（日）　15：20〜 16：10

第Ⅴ群　産科４� 座長：伊藤　　潔（東北大学）

19．前１回の帝王切開後に高度子宮-膀胱癒着を認めた１例
  岩手県立中部病院  ○黒澤　靖大，辻　　圭太，小泉　俊光

20．単頚双角子宮により妊娠中期子宮破裂後の次回妊娠で生児が得られた1例
  秋田大学  ○下田　勇輝，菅原　多恵，鎌田久美子，金森　勝裕，
    　佐藤　　朗，小川　正樹，田中　俊誠

21．産褥期の異常出血に対し子宮動脈塞栓術（UAE）を用いて止血しえた２症例
  福島県立医科大学  ○大関　健治，大原　美希，菅野　　潔，野村　真司，
    　鈴木　　聡，古川　茂宜，安田　　俊，牛嶋　順子，
    　浅野　仁覚，添田　　周，高橋　秀憲，藤森　敬也

22．内腸骨動脈バルーン閉塞を併用し，一期的に治療し得た全前置胎盤，癒着胎盤の症例
  岩手県立磐井病院  ○及川　達史，重田　昌吾，菅原　　登，佐藤　尚明

23．帝王切開瘢痕部妊娠　当院で経験した過去数年の症例検討
  東北大学  ○犬飼　美穂，星合　哲郎，今井　紀昭，西本　光男，
    　千坂　　泰，佐藤　多代，寺田　幸弘，伊藤　　潔，
    　八重樫伸生

第２会場　姫神

第２日　５月23日（日）　8：30〜 9：30

第Ⅵ群　腫瘍１� 座長：中原　健次（山形大学）

24．当科における円錐切除術施行症例の検討
  大崎市民病院  ○我妻　理重，湊　　敬廣，濱田　裕貴，松本　大樹，
    　吉田　祐司

25．放射線治療後20年以上経過してから生じた皮膚瘻の検討
  山形県立中央病院  ○田中　創太，齋藤　彰治，小幡美由紀，北村　真理，
    　小篠　隆広，阿部　祐也，小田　隆晴

26．術前に診断し得なかった重複子宮の片側子宮体癌・留膿腫の１例
  東北大学  ○渋谷　祐介，吉永　浩介，渡邊マリア，八重樫伸生

27．人工妊娠中絶後に，侵入奇胎・子宮動静脈奇形が判明した１例
  坂総合病院  ○佐藤　孝洋，片平　敦子，舩山由有子，高津　政臣
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28．妊娠中に発見され良悪性の鑑別に苦慮した膀胱腫瘍の1例
  スズキ記念病院  ○佐藤いずみ，田中　耕平，飯田　修一，岩本　　充，
    　野田　隆弘，橋本志奈子，藤井　　調，森　　　滋，
    　鈴木　雅洲

29．緩和ケア病棟３年間の経験
  孝仁病院  ○臼木　　豊，井筒　俊彦

第２日　５月23日（日）　13：20〜 13：50

第Ⅶ群　内膜症ほか� 座長：竹内　　聡（岩手医科大学）

30．診断に苦慮した臨床的子宮内膜症性血胸の一例
  岩手県立中部病院  ○菅原　千裕，黒澤　靖大，辻　　圭太，小泉　俊光

31．原因不明の腹水貯留を認めた１例
  岩手県立中部病院  ○辻　　圭太，菅原　千裕，黒澤　靖大，小泉　俊光

32．診断と治療に苦慮した被嚢性腹膜硬化症の１例
  秋田大学  ○鎌田久美子，小西　祥朝，富樫嘉津恵，菅原　多恵，
    　清水　　大，佐藤　直樹，藤本　敏郎，田中　俊誠

第２日　５月23日（日）　13：50〜 14：30

第Ⅷ群　内視鏡� 座長：寺田　幸弘（東北大学）
� 共催：東北内視鏡懇話会　　　

33．腹腔鏡下にて治療した副角双胎妊娠の１例
  福島県立医科大学  ○鈴木　　聡，野村　真司，大原　美希，菅野　　潔，
    　牛嶋　順子，大関　健治，浅野　仁覚，高橋　秀憲，
    　藤森　敬也

34．化学療法及び子宮鏡下手術にて子宮温存が可能であった子宮外妊娠の一例
  岩手県立二戸病院  ○永沢　崇幸，岩根　恵子，安達　信博，秋元　義弘，
    　佐藤　昌之
  岩手県立久慈病院  　中里　権恵

35．腹腔鏡で診断したWunderlich症候群の1例
  盛岡赤十字病院  ○高取恵里子，藤原　　純，船越　真生，畑山　寿緒，
    　菅原　英治，松田　壯正，利部　輝雄
    　佐藤　龍昌（麻酔科）
  岩手医科大学  　福島　明宗



― 17 ―

36．婦人科手術における単孔式腹腔鏡下手術の導入
  弘前大学  ○福原　理恵，木村　秀崇，福井　淳史，水沼　英樹
  五所川原市立西北中央病院　産婦人科  　船橋　　大，松本　　貴
  同　外科  　笹田　大敬，徳田　俊英，若山　文規，小田桐　聡，
    　岩渕　　圭，高谷　俊一

第２日　５月23日（日）　14：30〜 15：30

第Ⅸ群　卵巣腫瘍� 座長：藤本　俊郎（秋田大学）

37．抗NMDA（N-methyl-D-aspartate）受容体脳炎と考えられた卵巣成熟奇形腫の一例
  八戸市立市民病院  ○湊　　敬広，前山　哲郎，市川さおり，松田　雪香，
    　早坂　真一，今井　紀昭，会田　剛史，河野　順子，
    　高野　忠夫

38．悪性転化を伴う成熟嚢胞奇形腫の２例
  弘前大学  ○二神　真行，平川　八大，谷口　綾亮，横山　良仁，
    　樋口　　毅，水沼　英樹

39．治療に難渋する再発卵巣胚細胞腫瘍の１例
  東北大学  ○小池　　彩，吉永　浩介，片桐未希子，志賀　尚美，
    　大槻　健郎，八重樫伸生

40．深部静脈血栓症を合併した卵巣明細胞腺癌の３症例
  仙北組合総合病院  ○菅原　多恵
  秋田大学  　小西　祥朝，清水　　大，佐藤　直樹，藤本　俊郎，
    　田中　俊誠

41．CPT-11/CDDP療法が奏功した卵巣原発小細胞癌の一例
  岩手県立中央病院  ○岩間　英範，名取　徳子，畑山　伸弥，高田　杏奈，
    　葛西真由美，鈴木　　博
  八戸赤十字病院  　尾上　洋樹
  岩手医科大学  　三浦　史晴

42．妊娠36週里帰りにて来院し発見された卵巣癌の一例
  岩手県立中央病院  ○畑山　伸弥，名取　徳子，高田　杏奈，岩間　英範，
    　葛西真由美，鈴木　　博
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平成22年5月22日（土）　会場：ホテルメトロポリタン盛岡本館　第1会場　岩手

８：15～  受　付
８：55～９：00  開会の挨拶　　岩手医科大学　杉山　　徹　先生
  　　　　　　　岩手医科大学　村井　正俊　先生

シンポジウム①（９：00～９：50）　発表各５分　　ディスカッション20分

早産予防のための妊娠管理

　　　シンポジスト　　東北大学　：未定
  　　　山形大学　：未定
  　　　秋田大学　：白沢　弘光　先生
　　　司会  　　　福島県医　：吉田　史子　先生
　　　オブザーバー　　弘前大学　：未定

シンポジウム②（９：50 ～ 10：25）　発表各５分　　ディスカッション20分

胎児スクリーニングの実際

シンポジスト　　福島県医　：山本　美希　先生
  　　　岩手医大　：寺田　　幸　先生
  　　　弘前大学　：熊坂　涼大　先生
司会  　　　山形大学　：未定
オブザーバー　　東北大学　：未定

10：25～10：35  休　憩

シンポジウム③（10：35 ～ 11：30）　発表各６分　　ディスカッション20分

産婦人科の魅力

シンポジスト　　弘前大学　：飯野　香理　先生
  　　　岩手医大　：三浦　自雄　先生
  　　　秋田大学　：能登　　彩　先生
  　　　東北大学　：未定

　　　山形大学　：未定
　　　福島県医　：大原　美希　先生

司会　　　　　　岩手医大　：羽場　　厳　先生
オブザーバー　　秋田大学　：熊谷　　仁　先生

11：30～11：35  閉会の挨拶　　岩手医科大学　村井　正俊　先生

第7回日本産科婦人科学会東北連合地方部会研修医会



招　請　講　演
教　育　講　演

第３回
「産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編」

コンセンサスミーティング
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招請講演１　  第１日　５月22日（土）13：00〜 14：00

座長：吉﨑　　陽（岩手医科大学産婦人科 准教授）

「子宮内膜症性疼痛治療のガイドライン Up date」

講師：百枝　幹雄（東京大学大学院医学系研究科産科婦人科学 講師）

　子宮内膜症性疼痛は，月経困難症，慢性骨盤痛，排便痛，性交痛など種類も多彩であり，
鎮痛剤でコントロールできるものから種々の薬物療法でも改善せず根治的手術を要するも
のまで程度も様々である。これらの症状は薬物療法，手術療法のいずれを用いても再発率
は30〜50％であり，この高い再発率により少なくとも閉経期までの長期の管理が必要とな
る。この子宮内膜症の長期かつ安全な治療という問題を解決する画期的な２つの薬剤が
2008年に発売された。ひとつは１月に発売された新規プロゲスチン，ジエノゲスト（商品
名：ディナゲスト錠１mg）であり，ひとつは６月に発売された治療用低用量ピル（商品名：
ルナベル配合錠）である。これらの薬剤の登場を機に，2004年に出版された日本産科婦人
科学会編「子宮内膜症取扱い規約第２部　治療編・診断編」も改訂された。そこで，本セ
ミナーでは，各々の薬物の特徴をふまえて子宮内膜症の治療法の選択とそのタイミングを
どのように組み立てていくか，新しい子宮内膜症取扱い規約の改訂点を含めてガイドライ
ンを提示したい。



― 20 ―

招請講演２　  第１日　５月22日（土）14：00〜 15：00

座長：杉山　　徹（岩手医科大学産婦人科 教授）

「QALYの観点からみたがんワクチン療法の将来性」

講師：中村　祐輔（東京大学医科学研究所ヒトゲノム解析センター長）
　　　　　　　　（国立がん研究センター研究所長）

　ゲノム研究などの生命科学研究の成果が，創薬のありかたを大きく変えつつある。薬剤
の概念も大きく広がり，低分子化合物や生物製剤に加え，抗体薬，ペプチドワクチン，核
酸医薬（遺伝子，オリゴヌクレオチド，siRNA），細胞療法など多様化しつつある。癌に
関しては，外科療法・放射線療法・化学療法の３つの大きな柱となる治療法に加え，免疫
療法は数十年にわたって第４の治療法と期待されつつも，抗体療法を別にすると，その科
学的な実証が十分とは言い切れない。しかし，癌の大規模ゲノム解析によって，新規治療
薬開発のキーワードである「有望標的分子」の探索が効率的に行われるようになり，癌免
疫療法も非特異的な免疫誘導から，特異的な免疫誘導へと変化しつつある。また，癌患者
のQOLの観点からも，副作用が少なく，より高い治療効果の期待できる抗癌剤開発を念
頭においた有望標的分子の選別が極めて重要となってきていることは言を待たない。われ
われは，1400症例以上の臨床材料を利用して，３万種類以上の遺伝子の発現情報解析を実
施し，そのデータベース化を行うと共に，以下に示すような条件を満たす遺伝子・遺伝子
産物に的を絞って癌ペプチドワクチン開発の標的（抗原）となる可能性のある分子の探索
を進めてきた；（１）癌遺伝子的機能を有し，遺伝子産物量を減少させると細胞周期の停止，
もしくは，アポトーシスが誘導される，（２）対象臓器の正常細胞のみならず，他の正常
組織でも発現が無いか非常に少ない，（３）抗原性が高い。これらのスクリーニングを通
して，約50種類の癌胎児抗原や癌精巣抗原などの癌特異的蛋白を同定し，その情報をもと
に細胞障害性Ｔ細胞誘導能の非常に高い癌ペプチドワクチンのスクリーニングを行い，多
数のペプチド抗原を同定した。これまでに利用されていた抗原に比べ，癌精巣抗原・癌胎
児抗原由来のペプチドワクチンは免疫誘導能がきわめて優れていると考えられる。これら
のワクチンや血管新生因子をターゲットとしたワクチンを利用し，臨床統計学的・免疫学
的に十分な評価を行うために，国内の約60の医療機関と連携して癌ペプチドワクチン臨床
研究ネットワーク（Captivation Network）を構築し，安全性，免疫学的反応，そして臨
床的な有効性を検証してきた。すでに1000症例以上の患者さんに投与し，ワクチンの安全
性を確認すると共に，臨床学的効果と免疫学的反応の関係などを解析している。細胞障害
性T細胞が誘導された患者群では，そうでない患者群に比して，50％生存期間が約２倍に
延長するなどの知見が得られている。また，ワクチン単独治療例における腫瘍縮小症例も
10％を超え，これまでの報告に比して有意に高くなっている。これら，われわれのゲノム
研究の成果をもとにした癌のペプチドワクチン療法が「Hope」ではなく，現実として進
展している状況を紹介する。
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招請講演３　  第１日　５月22日（土）15：00〜 16：00

座長：旭　　博史（盛岡赤十字病院 副院長）

「婦人科疾患に関連した緩和ケアのポイント」

講師：池永　昌之（淀川キリスト教病院ホスピス長）
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招請講演４　  第２日　５月23日（日）10：10〜 11：05

座長：水沼　英樹（弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学 教授）

「子宮内膜症の治療ストラテジー」

講師：北脇　　城（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 教授）

　子宮内膜症は，月経痛や慢性骨盤痛などの疼痛，不妊，さらに卵巣チョコレート嚢胞の
悪性転化という多彩な症状を呈する慢性疾患である。治療法は，腹腔鏡下手術とホルモン
剤を中心とした薬物療法に大別される。多くの場合性機能を保持した治療が求められる
が，いずれも高い治療効果があるものの根治性はなく，治療終了後にしばしば再発する。
したがって，治療法には画一的なものはなく，他覚所見と患者の症状やニーズを考え合わ
せて，かつ長期的な維持管理を考慮しつつ総合的に決定すべきである。
　治療方針を決定するにあたって考慮すべき要因は，1）不妊，2）卵巣チョコレート嚢胞，
3）疼痛の３項目にほぼ集約され，これらが単独または重複して適応となりうる。これら
を正確に評価したうえで，対症療法，薬物療法，手術療法，あるいは生殖補助技術（ART）
を選択する。
　1）子宮内膜症性不妊の対策：内分泌療法は，妊孕性の改善に対しては有意な効果は得
られていない。一方，腹腔鏡下手術は妊孕性改善に有効であり，第一選択となる。体外受
精－胚移植法も有効な治療法のひとつである。
　2）卵巣チョコレート嚢胞の対策：卵巣チョコレート嚢胞の悪性転化の頻度は，約0.7％
である。嚢胞が10cm以上であれば手術療法の絶対的適応であり，逆に４cm未満であれば
経過観察可能である。４〜10cmであればその他の諸因子を総合して治療方針を決定する。
　3）子宮内膜症性疼痛の対策：子宮内膜症性疼痛は，月経痛，慢性骨盤痛，性交痛の最
低３種類に分類して問診する。薬物療法のうち内分泌療法の主なものとして，GnRHアゴ
ニスト，ジエノゲスト，ダナゾール，中用量/低用量経口避妊剤（LEP）がある。内分泌
療法は妊孕性改善や，卵巣チョコレート嚢胞治療に対する効果が少ないことから，もっぱ
ら疼痛の治療薬とみなしてよい。
　GnRHアゴニスト，ジエノゲスト，ダナゾールはいずれの種類の疼痛にも効果がある。
一方，LEPは月経痛を効果的に軽減するが，非月経時慢性骨盤痛や性交痛に対してはあま
り有効ではない。しかし，手軽で副作用の少ないLEPは有力な選択肢の１つである。腹腔
鏡下手術による病巣の焼灼，切除は疼痛の緩和に有効である。術後に内分泌療法を追加す
ることは疼痛の抑制，再発予防にとって有効である。しかし，内分泌療法を６ヶ月程度で
終了すると多くが再発する。GnRHアゴニスト投与後に引き続き，低用量のダナゾール，
あるいはEP剤を長期間にわたって投与し続けることにより，副作用発生を最小限保ちな
がら長期間にわたって再発を抑制維持しうる。
　子宮内膜症の治療にあたっては，まず正確な臨床子宮内膜症の診断のもとに，３項目の
治療要因を分析する。そのうえで最も適切な治療方針を患者との十分な協議により選択す
る。
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招請講演５　  第２日　５月23日（日）11：05〜 12：00

座長：藤森　敬也（福島県立医科大学産科婦人科 教授）

「周術期感染管理に関する最近の話題」

講師：三鴨　廣繁（愛知医科大学大学院医学研究科感染制御学 教授）

　米国において，手術ケアを改善することにより，術後合併症（手術部位関連感染surgical 
site infection：SSI，循環器関連合併症，深部静脈血栓症，呼吸器合併症）を軽減する目的で，
surgical care  improvement project（SCIP）が実施されている。これは，米国における
医療保険制度であるMedicareとMedicaidがCenters  for Disease Control and Prevention
（CDC）と共同で行っているキャンペーンであり，予防し得る合併症に対して，医療保
険は支払いをしない“No pay for no performance”という姿勢で取り組まれている。感
染症対策としては，予防抗菌薬の使用方法，術中保温，血糖管理，適切な除毛処置があげ
られている。本講演では，米国のSCIPの中から，すでに日本でもコンセンサスが得られ，
各施設で導入すべきと考えられる内容を中心に述べる。
⑴　除毛処置
　現在では，通常，除毛処置は，カミソリ等を用いた剃毛ではなく，バリカンで実施され
ている。SCIPでは，除毛処置の実施タイミングについて言及している。バリカンで術当
日朝に除毛を行った場合，前日夕に実施した場合と比較して，SSI発生率が低いことが報
告され，CDCは，術直前に除毛することを推奨しており，米国の多くの病院では，手術
室で手術直前に除毛処置が実施されている。当然のことながら，手術の妨げにならなけれ
ば，除毛処置は行わないことが最も感染率を低下させるとされている。
⑵　予防抗菌薬
　予防抗菌薬投与のタイミングについては，執刀時に抗菌薬が十分な殺菌作用を示す血
中・組織内濃度に到達している必要があり，一般的には，麻酔導入直後に抗菌薬の投与
を行う。さらに，術中ならびに閉腹後数時間は適切な抗菌薬濃度を維持することがSSI
発生率を低下させることも明らかにされており，長時間手術においては，抗菌薬の術
中再投与が行われる。このように，最近では，予防抗菌薬の投与をpharmacokinetics-
pharmacodynamics（PK-PD）理論に基づいて行うことも提案されている。
⑶　術中保温
　低体温では，血管が収縮し，創部局所の血流量が低下し，組織が低酸素状態となるため，
感染率は，低体温で有意に高値となることが報告されている。低酸素状態では，好中球の
酸化的殺菌作用が低下し，感染が惹起されやすくなるという機序も明らかにされつつある
ため，術中保温が重要な感染対策の一つである。
⑷　創部に対する消毒薬使用の是非
　消毒薬は，皮膚への使用にとどめ，創面に直接使用しない。開放創については生理食塩
水で洗浄を行う。
　消毒薬は，好中球，線維芽細胞，ケラチノサイトなどの創傷治癒には有害であるとされ
ている。
⑸　手術時手洗い
　手術時のブラシ使用は，微細な皮膚損傷をきたすことが多く，細菌増殖の温床となるた
め，爪や指間のみの使用にとどめる。最近では，ブラシを使用せず，擦式アルコール手指
消毒薬によるラビング法が，普及しつつある。ラビング法は，通常のスクラブ法と比較し
ても，SSI発生率に差を認めず，皮膚刺激や乾燥はラビング法の方が有意に軽度であった
ことも報告されている。擦式アルコール手指消毒薬に，グルコン酸クロルヘキシジンを含
有していた方が，細菌学的には長時間効果が持続することも明らかにされてきているが，
臨床的意義に関する研究の進展が待たれる。
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教育講演  第２日　５月23日（日）9：30〜 10：10

座長：八重樫伸生（東北大学産科婦人科学分野 教授）

「子宮頸がん検診の行方，HPVワクチンの行方」

講師：宮城　悦子（横浜市立大学附属病院化学療法センター長）

　2000年代に入り20歳代〜30歳代の上皮内がんを含む子宮頸がん罹患率の増加が顕著にな
り，HPVワクチンが接種可能となったことも相まって社会的関心が高まっている。子宮
頸がん若年化の背景には，初交年齢の低下を含む若者の性行動の多様化と20代女性の頸が
ん検診受診率が10％前後と極めて低いことが挙げられる。そのような現状の中で，我が国
の子宮頸がんの罹患率・死亡率低下のためには検診受診率の向上とHPVワクチンの普及
が不可欠である。
　子宮頸がん検診の重要な動きとしては，2009年秋より配布された検診無料クーポン券が
2010年度も多くの自治体が継続の方向となったこと，細胞診診断へのベセスダシステム正
式採用とASC-USへのHPV検査の保険適応などが挙げられる。HPV検査については，2009
年に公表された平成20年度厚生労働省がん研究助成金「がん検診の適切な方法とその評価
法の確立に関する研究」班（濱島班）による「有効性評価に基づく 子宮頸がん検診ガイ
ドライン 」で，HPV検診のエビデンスベースによる評価が“子宮頸がん死亡率減少効果
の有無を判断する証拠が不十分であるため対策型検診として実施は勧められない。任意型
検診として実施する場合には，子宮頸がん死亡率減少効果が不明であることと不利益につ
いて適切に説明する必要がある”との評価となったことで関係者の間で議論となった。今
回，HPV検診を対策型検診に導入する際の課題についても述べていきたい。
　HPVワクチンが2009年12月より本邦でもが接種可能となり，関連学会や様々な民間団
体より11〜14 歳の女子に対し公的負担による優先を求める声が強まっている。これまで
に20を超える地方自治体が公費補助を表明しているが，日本全体からみればわずかな比率
であり，地域格差にもつながることが危惧される。公平な優先接種，また10台後半以上の
女性へのキャッチアップ接種の普及のためには多く実効性のある方策が必要であり，横浜
市大の取り組みも紹介する。また，近い将来に複数のHPVワクチンが使用可能となるこ
とを踏まえ，２価と４価ワクチンの比較についての動向にも言及したい。
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第３回「産婦人科診療ガイドライン―婦人科外来編」コンセンサスミーティング
　  第１日　５月22日（土）16：00〜 18：30

座長：八重樫伸生（東北大学産科婦人科学分野 教授）

2-16⑴⑵, 2-17　松本光司（筑波大学）
CQ2-16⑴　HPV DNA検査の臨床的意義は?
CQ2-16⑵　HPVワクチンの対象者は？
CQ2-17　婦人科癌治療後の外来管理は？

6-4-⑴⑵, 6-6, 6-10, 6-15 　武田　卓（東北大学）
CQ6-04⑴　更年期障害の診断は？　
CQ6-04⑵更年期障害の治療は？
CQ6-06　HRTの副効用と副作用について，尋ねられたら？
CQ6-10　女性心身症・不定愁訴の治療は？　
CQ6-15　更年期障害における漢方治療・代替医療はどのように行うか？

6-3, 6-5　竹田　省（順天堂大学）
CQ6-03 月経の移動を希望されたら？
CQ6-05 萎縮性腟炎の治療は？

6-9, 6-12　北川浩明（虎ノ門病院）
CQ6-09　性成熟期女性の不正出血の診断は？
CQ6-12　閉経後骨粗鬆症の予防と早期診断・治療は？

2-9, 2-10, 2-11　杉本充弘（日本赤十字社医療センター）
CQ2-09　良性腫瘍と考えられる卵巣嚢胞の管理
CQ2-10　黄体嚢胞・卵巣出血の診断　
CQ2-11　子宮頸管ポリープの取り扱いは？

2-3, 2-12　伊藤　潔（東北大学）
CQ2-03　子宮内膜増殖症（異型のない）の診断と治療は？
CQ2-12　内膜ポリープの診断法および取り扱いは？

3-7, 3-8⑴⑵⑶　上原茂樹（東北公済病院）
CQ3-07早発卵巣不全（POF）の取り扱いは？
CQ3-08⑴　ターナー症候群の管理は？
CQ3-08⑵　XY女性の管理は？
CQ3-08⑶　Rokitansky-Kuster-Hauser症候群の管理は？

3-6, 4-3　藤井俊策（弘前大学）
CQ3-06　多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の診断と治療は？
CQ4-03　OHSSの発症や重症化の予防は？



一　般　演　題
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１．当院におけるセミオープンシステムの現状

２．当科における高齢出産の現状

○市川さおり，長谷川純子，吉町　仁美，松田　雪香，早坂　真一，今井　紀昭，
　会田　剛史，河野　順子，高野　忠夫
八戸市立市民病院　産婦人科

○髙田　杏奈，名取　徳子，畑山　伸弥，岩間　英範，葛西真由美，鈴木　　博
岩手県立中央病院

　当院は青森県南地域の急性期医療を担う病院として機能しており，その中で当科は
MFICUとNICUを備えた地域周産期母子医療センターとしての働きも担っており，さまざ
まな妊婦を受け入れている。
　八戸周辺の分娩数は平成20年，平成21年とも約2300件，うち八戸市内の総合病院は当院
と八戸赤十字病院でそれぞれ年間約600件と約500件の分娩を扱っている。
しかし現在の産婦人科医師の不足は当院でも例外でなく当院での妊娠分娩管理を希望して
も受け入れに限界がある。
　そこで仙台市で導入しているセミオープンシステムを活用し現状の改善を試みている。
　当院におけるセミオープンシステムは当院と近隣の分娩を扱っていない産婦人科医院２
件で連携しあい，妊娠10〜12週前後および妊娠24週前後の検診，妊娠34週以降は分娩まで
毎回の健診を当院で受けてもらうというものである。
　セミオープンシステムの対象妊婦は①ハイリスク妊婦でないこと②合併症を有していて
もコントロール良好なものとし，妊娠８〜10週頃に助産師からシステムに関する説明を受
け，最終決定は妊娠12週頃に医師が行っている。
　これによるセミオープンシステム適応者は平成20年では238件，平成21年では236件であ
り，年間600人前後の分娩に対応している当院の約３分の１を占めている。
　このシステムを利用してのメリット，デメリットもふまえ今後の運営のあり方を検討す
る。

【緒言】高齢出産は加齢に伴う合併症などにより，産科的なリスクの増大，児の先天異常
や発達遅延など，妊娠から出産後まで重大な問題を抱えることが多い。35歳以上の母体か
らの出生数は，2007年の全国統計で19.4％であるのに対し，当科では2009年４月から2010
年３月までの１年間で，27.2％と全体の４分の１を超えた。母体リスクでは，子宮筋腫の
合併や帝王切開例は高率である。また，妊娠高血圧症は10.8％に合併しており，さらにこ
のうち22.2％に常位胎盤早期剥離を認めた。児に対する影響は，IUGRが最も多く13.2％に
合併していた。
　今回，合併症を有した高齢初産のうち，２例を提示すると共に，High Risk妊婦の管理
と支援について検討したので報告する。
【症例１】　46歳，初産。既往に子宮筋腫核出術２回，合併症に糖尿病と高血圧症がある。
挙児希望が強く，平成14年より不妊治療を続けていたが，妊娠に至らなかった。しかし，
その後自然妊娠成立。妊娠27週，血圧上昇，IUGRのために入院管理。妊娠30週，臍帯血
流の途絶をみとめ，緊急帝王切開にて出産した。児は1173g，A/P：5/9，RDSであったが，
生後２ヵ月半でNICU退院した。しかし，母体は糖尿病による合併症のため，哺育困難な
状況が続いた。
【症例２】　42歳，初産。軽度知能障害，もやもや病の合併，脳梗塞の既往がある。リス
クを説明したが，本人は妊娠継続を強く希望した。妊娠30週で切迫早産のため入院。妊娠
35週ごろより血圧が上昇し37週帝王切開にて出産した。しかし術後，脳出血を認めた。そ
の後，意識障害はないが失禁がある。指図を受けないと児の世話をすることができない状
態である。
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３．当院における切迫早産症例に対する塩酸リトドリン投与についての後方視
的検討

４．頭囲発育不全症例への対応～自験例を振り返って～

○重田　昌吾，及川　達史，菅原　　登，佐藤　尚明
岩手県立磐井病院

○三浦　伶史，宇賀神智久，藤沢　夏行，渡邊マリア，星合　哲郎，佐藤　多代，
　寺田　幸弘，八重樫伸生
東北大学病院　産婦人科

【緒言】当院は小児科医の協力のもと30週前後からの早産に対応し，20週後半以降の切迫
早産症例を多数受けて入れている。入院切迫早産症例の大多数に対し，当院では塩酸リト
ドリン内服投与を中心とした加療を行ってきた。今回，切迫早産症例の後方視的研究を行
いその成績を検討した。
【方法】電子カルテに保存されている過去３年間の退院時要約から切迫早産と病名登録
された症例を抽出した。そのうち34週未満で入院し，かつ入院時或いは入院後に頚管長
25mm以下となった単胎症例のみを今回の研究対象症例とした。来院時すでに分娩進行し
ていた症例，前期破水症例，多胎妊娠は除外した。
【結果】対象症例は69例であり，初産婦24例，経産婦45例であった。平均入院時週数は29
週４日，平均分娩週数は38週３日，入院時平均頚管長は約19.7mm であった。塩酸リトド
リンは内服症例が58例，点滴症例が６例，安静加療のみが５例であった。36週未満の早産
症例は35週台が２例，34週，32週，26週台が各１例の計５例であった。入院中に他院母体
搬送となった症例はなかった（26週台の早産症例は新生児搬送となった）。
【考察】子宮収縮抑制薬による48時間以上の妊娠期間延長のエビデンスは現在までのとこ
ろ明らかでない。今回の検討にさまざまなバイアスが存在していることは否めないが，塩
酸リトドリンの投与経路としては経口，経静脈いずれでもその予後に有意な差はない可能
性が示唆される結果であった。点滴加療対象を限定することで妊婦のQOLの改善，医療
従事者の業務軽減につながる可能性があり，今後更なる検討が望まれる。

【症例】29歳，女性，１妊１産。既往歴・家族歴に特記事項なし。【現病歴】妊婦健診中
に経腟超音波検査で辺縁前置胎盤の疑いを指摘されていた。妊娠23週４日に不正出血あ
り，当科へ救急搬送された。【入院後経過】入院時の推定児体重は521gであった。軽度の
子宮収縮を認め，塩酸リトドリン持続点滴静注を開始したところ症状は改善した。妊娠25
週より胎児超音波検査にて頭囲発育の停滞がみられ，小頭症や頭蓋骨縫合早期癒合症の合
併も疑われたが，頭蓋に変形はなく脳内にも石灰化などの明らかな異常所見は見られな
かった。その後の発育は，頭囲-2.0SD 〜 -2.5SD程度，腹囲や大腿骨長は正常域下限程度で
推移した。妊娠36週４日に警告出血がみられ，同日に臨時帝王切開術を施行した。出生時
体重は1994gの女児で，頭囲30cm，身長44cmでありsymmetrical  IUGRの所見であった。
顔貌を含めて明らかな外表上の奇形は認められなかった。また，胎盤についても付着部を
始め異常所見は見られなかった。児は当院NICUにて経過観察中である。
【考察】本症例では現時点で明らかな異常は認められていないが，出生前より頭囲発育遅
延を認める症例についてはサイトメガロウイルスなどによる感染症や，頭蓋骨縫合早期癒
合症などを鑑別診断として考慮するべきであり，妊娠経過中はもちろん分娩後にも慎重な
対応・観察が必要であると思われる。
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５．妊婦貧血とエリスロポイエチン値

○西島　光茂
医療法人緑生会　西島産婦人科医院

【目的】一般診療所の妊婦検診では，妊娠12週前後，30週前後と36週に血液一般検査を行
い，妊婦の貧血状態を検査する事になっている。しかし，診断や治療の開始については日
産婦，世界保健機構，米国疾病管理予防センターで少し異なっている。
　そこで15週以下の妊婦で，血液一般の結果８項目
（Hb, RBC, WBC, Hct, Plt, MCV, MCHC, MCH）と代表的造血因子のエリスロポイエチ
ン（EPO）の関係を統計的に検討した。
【方法】血液一般検査はHORIBA自動血球計数CRP測定装置Microsemi LC-667CRPを用
い，EPOはBMLに依頼しRIA2抗体法で測定した。貧血の有無はHb=10.5g/dl以下を貧血
とした。
【解析方法】Statcel2 を使用した。有意差はWelch’s t-test，相関関係はSpearman’s correlation 
coefficient by rank test，目的変数と説明変数の重回帰分析はStepwise regression analysis
を用いた。
【成績】①対照群（n=15），貧血あり群（n=12），貧血なし群（n=23）ともにEPO値と
Hb値に相関関係を認めなかった。②EPO値は対照群＜貧血なし群＜貧血群であった。③
EPO値を目的変数とした重回帰分析で組み込まれた変数は対照群ではMCHCとRBC，貧
血なし群ではWBC，貧血あり群ではMCHC, RBC, Pltであった。
【結論】①EPO値は妊娠により上昇していた。②EPO値とHb値に相関関係を認めなかっ
た。③EPO値との関係から妊婦貧血を評価するとHb値のみでは不十分である。

６．当院における若者の反復中絶を防ぐ避妊指導

○野口まゆみ，本多　静香
西口クリニック婦人科

　当院は厚生労働科学研究『反復人工妊娠中絶の防止に関する研究』に参加した平成19年
９月より中絶手術を受けた者に対して，さらに中絶を繰り返さないように，以下のような
避妊指導を行っている。１．避妊指導は早期（中絶決定時）に行う。２．できるだけ時間
をかけて，医師やコメディカルが熱く指導する。３．出産未経験者へはOC（低用量経口
避妊薬），出産経験者へはOCまたはIUD（子宮内避妊具）を勧める。４．中絶手術当日〜
１週間以内に確実な避妊法をスタートさせる。５．手術当日のOC処方，術後診察時の追
加処方，服用当初のマイナートラブルへの細かい対応などOC服用の継続に配慮する。
　平成19年９月〜平成20年８月の10代の中絶件数は35件，20〜24歳（20代前半）は58件で
あった。また平成20年９月〜平成21年８月の10代は22件，20代前半は42件であった。この
２年間に中絶手術直後にOCまたはIUDを選択したのは，10代が53件（うちIUDは１件）：
93.0％，20代前半は88件（うちIUDは４件）：88.0％であった。５ヵ月後にOC またはIUD
を継続していたのは，10代が20件（35.1％），20代前半は43件（43.0％）で，５ヵ月後に連
絡がとれず確認できなかったものを除くとそれぞれ71.4％，53.8％であった。その後中絶
を繰り返したのは10代が３人，20代前半が２人であった。上記のような避妊指導をする前
の平成18年９月〜平成19年８月に中絶手術を受けた10代及び20代前半者のうち，５ヵ月後
にOCを服用していたのはそれぞれ15.8％，29.2％で，その後中絶を繰り返したのはそれぞ
れ３人，７人であった。早期に確実な避妊法を選択させ，それを継続させることは，反復
中絶を防ぐことに有用と思われた。
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７．子宮内膜ポリープが不妊症に及ぼす影響に関する検討

○小野寺洋平，熊澤由紀代，熊谷　　仁，河村　和弘，児玉　英也
秋田大学　大学院医学系研究科　医学専攻　機能展開医学系　産婦人科学講座

　子宮内膜ポリープは不妊や不育症の原因となる可能性があると考えられているが，手術
適応について明確な基準はなく統一した見解は未だ得られていない。今回我々は不妊症患
者で子宮内膜ポリープ切除術を行った症例におけるその後の妊娠予後について検討するこ
とを目的とした。当科に通院中の不妊症患者で，2006年４月〜2009年１月までに超音波検
査および子宮鏡の両者により子宮内膜ポリープを認め，ポリープ切除術が施行された36症
例を対象とした。術後の妊娠率は66%（24/36人）であり，術後から妊娠までの期間は7.6
±1.1 ヶ月（Ｍ±SD）であった。ポリープの数（単 VS 複），ポリープの発生位置（底部 
VS 体部）と妊娠率には有意差を認めなかった。術後の不妊治療として20症例にIVFを施
行し，その妊娠率は58%（14/20人）であり，妊娠までの胚移植回数は1.6±0.2回であった。
再発は３例（８%）に認めた。子宮内膜ポリープの数や位置に関わらず，内膜ポリープ切
除術を施行することは，術後早期の妊娠に良好な影響を及ぼすことが示された。

８．9番染色体の腕間逆位は習慣流産に関与しているのか？

○松下　容子，福井　淳史，福原　理恵，木村　秀崇，水沼　英樹
弘前大学医学部産科婦人科

【はじめに】p12, q13を切断点とする９番染色体の逆位は最も頻繁に見られる正常変異の
一つであり，一般的に習慣流産と関与しないとされている。しかし，inv（9）（p12q13）の
ような腕間逆位では第一減数分裂により不均衡型の配偶子を形成する可能性があり，流産
との関連性が示唆されてきている。我々は46, XY, inv（9）（p12q13）が習慣流産と関与して
いる可能性があると思われる症例を経験したので文献的考察を加え提示する。
【症例】29歳女性　２妊０産　自然流産２回。平成20年６月17日に反復流産の精査加療
を希望して当科を受診した。当科妻側の精査では抗フォスファチジルエタノールアミン
（PE）IgM抗体が高値である以外異常所見を認めなかったが，夫の染色体が46, XY, inv（9）
（p12q13）であった。抗PE  IgM抗体陽性に対し低用量アスピリン療法，および厳重なヘ
パリン療法を行いながら性交のタイミング指導を行い妊娠が成立したが，稽留流産となっ
た。絨毛染色体は46, XY, inv（9）（p12q13）であった。また，当科受診前の絨毛染色体も同
様であった。本症例は３回の自然流産のうち，少なくとも２回，46, XY, inv（9）（p12q13）
検出されており，流産の要因として46, XY, inv（9）（p12q13）が関与している可能性がある
と思われた。
【結論】腕間逆位の場合，一方の切断部より遠位の染色体部分が重複し，もう一方の切断
部より遠位の染色体部分が欠落することがあり，正常配偶子と受精したとき部分トリソ
ミー，部分モノソミーとなり，それらにより流産の原因となる。46, XY, inv（9）（p12q13）
は習慣流産の要因の一つとなりる可能性があることを念頭に置くべきと考えられた。
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９．多のう胞性卵巣症候群（PCOS）に対するSX-Fractionの効果

○富永國比古
ロマリンダ　クリニック

［目的］PCOSは，生殖年齢女性の5-10％を占め，臨床的に重要な疾患である。治療法と
しては，近年，インスリン抵抗性改善薬の有効性が報告されている。ところで，キノコ
の一種であるマイタケは，分子量約２万のグリコプロテインであるSX-Fraction（以下，
SX）を含有し，SXはインスリン抵抗性を改善する作用があることが報告されているので，
インスリン抵抗性症候群に深いかかわりがあるPCOSに対して，有効であるか否か検討
した。［対象と方法］芍薬甘草湯（以下，SKT）投与群を比較対照として，無作為化割付
試験を行った。対象者は，2007年日本産科婦人科学会生殖/内分泌委員会の診断基準に基
づいてPCOSと診断し，説明の上同意が得られた患者30例であった。［結果］１）SX投与
群における排卵率（対周期）は，SKT投与群に比べて有意に高かった（48.9％ vs. 15.4% , 
p=0.0011），対症例での排卵率は，SX投与群に高い傾向が見られた（66.7% vs. 30.8% , 
p=0.0581），２）治療前後の内分泌パラメ－タ－の変化を見ると，SX投与群におけるエス
トラジオ－ル値,および，エストラジオ－ル/テストステロン比が，治療後に有意に増加し
ていた（それぞれ，p=0.032，p=0.038），３）治療効果を比較するため，Multiple Logistic 
Regression Analysisを行い，交絡因子を補正して得られた結果によれば，SX投与群では
SKT投与群に比べて，14.6倍，排卵が得られ易いことが分かった。［考察］以上の事実から，
SXは，PCOSに有効であることがわかった。その薬理学的機序は，インスリン抵抗性の改
善効果のほかに，卵巣顆粒膜細胞の＜アロマターゼ発現の抑制＞を解除している可能性も
考えられる。

10．妊娠中期に診断し得た嵌頓子宮の1例

○木藤　正彦，熊澤由紀代，佐藤　　朗，鎌田久美子，金森　勝裕，森　耕太郎，
　下田　勇輝，小川　正樹
秋田大学　大学院医学系研究科　医学専攻　機能展開医学系　産婦人科学講座

　嵌頓子宮とは，妊娠時に過度に後屈になった状態で子宮が増大し子宮底が小骨盤腔に嵌
頓した状態である。妊娠12〜14週で発症し，3000例に１例の頻度とされている。早期診断
が困難であり，術前診断がなされることなく帝王切開術を施行された場合，頚管の切断や
大量出血が問題となる。今回われわれは妊娠中期に嵌頓子宮と診断し得た１例を経験した。
　症例は30歳，０妊０産。既往歴として16歳で汎発性虫垂炎。自然排卵により妊娠が成立
し近医で妊婦健診を施行されていた。妊娠20週の健診時に前置胎盤を指摘され，妊娠28週
に前置胎盤・癒着胎盤が疑われ当科を紹介受診した。経腟超音波では，胎盤は子宮下部に
付着していたが，子宮頚管・内子宮口が不明であった。診断目的にMRI検査を施行したと
ころ，子宮頚部は腹側に圧排され延長を認め，内子宮口は臍直下に位置しており，嵌頓子
宮と診断した。妊娠36週０日，頻回の子宮収縮を認め入院管理となった。妊娠37週０日選
択的帝王切開術を施行した。術中に超音波検査を用いて内子宮口および胎盤の位置を確認
し，子宮底部横切開にて2924gの女児を娩出した。術中の出血量は1571g（羊水込み）であっ
た。腹腔内所見では，炎症性の高度の癒着を認め，嵌頓子宮の原因と考えられた。
　子宮体下部に位置する胎盤が嵌頓した子宮のために前置胎盤が疑われ，MRI検査によっ
て嵌頓子宮と診断し得た１例を経験した。嵌頓子宮の術前診断は困難であるが，MRI検査
が有用であった。
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11．腸管壊死を伴った子宮破裂の一例

12．交通事故による多発外傷の一症例

○清野　　学，五十嵐秀樹，須藤　　毅，高橋　俊文，中原　健次，倉智　博久
山形大学医学部附属病院

○湯澤　　映，月館由紀子，三浦　理絵，和田　潤郎，森川　晶子，佐藤　秀平
青森県立中央病院産婦人科

【緒言】子宮破裂は産婦人科救急疾患のなかでも母体・胎児死亡率が高く，きわめて重篤
な疾患である。今回，経腟分娩後で腸管壊死を伴った子宮破裂の一例を経験したので報告
する。
【症例】31歳，1G1P。妊娠41週１日，近医にてアトニンを用い陣痛誘発後，自然分娩に至っ
た。分娩後に子宮から多量出血，ショック症状を呈し，前医へ搬送となる。前医でDIC, 
出血性ショックに対する治療を行った。出血原因不明で，子宮動脈塞栓（UAE）による
止血および母体管理の目的で当院搬送となった。搬送時，出血性ショック，DIC，子宮か
らの断続的出血を認めた。血管造影で左子宮動脈下行枝から造影剤の漏出を認め，同部位
にUAEを施行した。UAE後，腟からの出血は著しく減少した。腹腔内出血の有無を確認
する目的で造影CTを行ったところ，子宮左側頸部から体部にかけて筋層断裂，造影剤の
漏出を認め，子宮破裂の診断を得た。UAEのみでは止血は困難と判断し，単純子宮全摘
術を施行した。腹腔内に多量の出血，子宮左側の後腹膜内に巨大な血腫を認めた。また小
腸は回盲部から口側にかけて40cmにわたって壊死していた。子宮は左側に12cmに及ぶ裂
創を認めた。子宮摘出後，壊死腸管の切除を行った。術後経過は良好であった。切除腸管
の病理組織検査では，虚血性壊死の診断であった。出血性ショックによる腸管血流量の低
下が原因と思われた。
【考察】子宮破裂など，危機的出血をきたす産婦人科救急疾患では，十分な血液およびマ
ンパワーの確保が重要である。本症例では前医とあわせて赤血球濃厚液86単位，新鮮凍結
血漿 64単位，濃厚血小板70単位使用した。また，他臓器の虚血性変化を見逃さないこと
も重要である。

　症例は36才，経産婦。妊娠35週５日車の後部座席にシートベルトを装着せずに乗車して
いたところ，車がスリップして対向車と片側正面衝突となり，顔面からフロントガラスに
衝突した。当院ER救急搬送後の全身検査の結果，外傷性くも膜下出血，右第６肋骨骨折，
第６頚椎椎間関節脱臼，肝損傷（Ⅰb），縦隔気腫，肺挫傷，血胸を認めた。性器出血は
なかったが，NSTにて１分間歇の腹緊あり，基線細変動の減少と一過性頻脈の減少を認
めた。経腹超音波では明らかな胎盤後血腫を指摘できなかったが，総合的に常位胎盤早期
剥離の可能性が高いと判断し，全身麻酔下に緊急帝王切開を施行した。術中所見では，レ
チウス窩に少量の血性腹水が貯留し，子宮底部左側後壁の筋層が青黒く変色していた。体
重2675g男児，臍帯動脈血pH7.217，Apgar score １分値３点，５分値９点。胎盤母体側に
びまん性に血腫が付着しており，外傷性の常位胎盤早期剥離の所見だった。外傷性くも膜
下出血と肝損傷，縦隔気腫，肺挫傷，血胸，肋骨骨折は保存的治療で軽快し，術後16日目
に退院となった。第６頚椎椎間関節脱臼は退院２週後に再入院し，第６頚椎後方固定術・
腸骨移植術を行った。妊婦が交通事故にあった場合，受傷直後にドラマチックに明確な症
状を呈しない常位胎盤早期剥離の症例も存在する。妊婦が車に乗る際には必ずシートベル
トを正しい位置に装着すること，交通事故にあった妊婦は入院の上に慎重なモニタリング
が必要である。常位胎盤早期剥離を疑う所見を認めた場合は速やかな対応が児の予後を決
定する。
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13．巨大子宮筋腫合併妊娠の産褥期の管理について～自験例からの報告～

○渡邊マリア，荒井真衣子，廣木　恵理，佐藤　多代，伊藤　　潔，八重樫伸生
東北大学病院

【緒言】巨大子宮筋腫合併妊娠では，切迫流早産などの妊娠中の管理や分娩様式等の対応
のみならず，分娩後の血流減少による変性や壊死へも注意を払う必要がある。今回，当科
で経験した症例を報告するとともに，管理について文献的考察を加える。【症例】29歳，
３妊１産。３年前の前回妊娠時にも子宮筋腫は指摘されていたが，経過観察していた。今
回，前医にて妊娠の診断を受けた際，巨大子宮筋腫を認め，妊娠22週時に当科紹介となっ
た。精査目的に妊娠26週時に撮影したMRIにて20×30cmの頚部筋腫（肉腫否定できず）
の診断にて，経腟分娩は不可能と判断。妊娠38週に帝王切開術施行。術中，術後は特変な
く，産褥６日目に退院した。しかし退院翌日より高熱認め，臨床症状，血液所見より筋腫
への感染または変性が考えられ加療を開始した。症状軽快したが症状再燃の可能性あり，
全身状態改善後早期の手術の方針となった。術中出血対策として，前日に内腸骨動脈塞栓
術施行後，子宮摘出術を行った。摘出標本は20×30cm大の頚部筋腫で3.8kgであった。術
後は特変なく，術後８日目に退院となった。【考察】分娩後は血流が低下する為に筋腫へ
の感染が起こりやすくなるとされており，そのような症例も報告されている。産褥期には
より注意深いフォローアップが必要であり，感染が疑われたら早期に抗生剤投与を行い，
場合によっては手術も考慮する必要がある。【結論】筋腫合併妊娠では，妊娠中や分娩時
はもちろんのこと，産褥期の合併症に対する管理を行う必要があると考えられる。

14．妊娠17週でHELLP症候群を発症した抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の1例

○成味　　恵，前川　絢子，早坂　典子，吉田　隆之，堤　　誠司，高橋　一広，
　倉智　博久　
山形大学

【緒言】抗リン脂質抗体症候群は，流産や不育症，妊娠高血圧症候群の危険因子である。
今回我々は，妊娠17週でのHELLP症候群発症という，きわめて稀な抗リン脂質抗体症候
群合併妊娠の１例を経験したので，報告する。
【症例】30歳，未経妊。22歳時に外頚静脈血栓症を機に抗リン脂質抗体症候群と診断さ
れ，ワーファリン内服による加療をしていた。自然妊娠が判明したため，ヘパリンとアス
ピリン併用へ変更し，妊娠継続となった。妊娠16週５日，腹痛，AST上昇，LDH上昇，
血小板減少傾向を認め，胆嚢炎やHIT，HELLP症候群などが疑われた。症状，検査所見
とも数日で急速に悪化し，またCT上，左葉中心の肝梗塞が認められ，HELLP症候群と診
断した。肺塞栓症予防としてIVCフィルターを留置，血小板輸血後，17週３日で緊急帝王
切開術となった。女児，80gとSGAであり，胎盤には梗塞巣が認められた。術後２日目，
AST，LDH値は低下したものの，血小板は更に減少し，加えて補体値低下，胸膜炎を認
めたため，SLEと診断された。SLEに対し，ステロイドパルス療法，血漿交換療法を施行し，
血小板数と肝機能は正常化し，肝の梗塞巣も縮小した。
【まとめ】本症例は妊娠17週ときわめて早い時期の発症であり，抗リン脂質抗体症候群は
HELLP症候群の重大な危険因子と考えられる。HELLP症候群の診断後はいかなる週数で
あっても速やかな妊娠終了が必要と考えられた。
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15．自宅で子癇を発症し救命しえなかったHELLP症候群の一例

○船水　文乃，熊坂　諒大，大澤　有姫，山本　善光，田中　幹二，尾崎　浩士，
　水沼英樹
弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座

【症例】39歳，３妊１産。前回妊娠中のPIH発症はなかった。５月３日からを最終月
経として妊娠成立し，６月５日に近医初診し妊婦健診中の所，11月21日27週の妊健で
BP146/80，尿蛋白4+と初めて血圧上昇と蛋白尿を指摘され，週明けの病院受診を指示さ
れていた。翌22日夕方より嘔吐繰り返し，具合が悪いと20時頃就寝。23日朝４時30分，倒
れている患者を家人が発見し寝かせて様子をみていたが痙攣を繰り返したため６時頃救急
要請。救急隊到着時呼びかけには答えず，手足を痙攣させ嘔吐していた。内科，外科輪番
病院に搬送依頼を断られ，産科複数勤務病院である前医に受け入れ要請し，６時30分前医
搬送。搬入時BP 159/115で，搬入直後再び全身痙攣を来たしたためジアゼパム静注。こ
こで初めて産科医が呼び出されMgSO4開始し当院に搬送依頼となった。８時40分当院到
着時，BP 187/118，意識レベルJCS200。来院時採血データは，Hb 10.2g/dl，Plt 3.8×10 
/μl，FDP 37.0ug/ml，ATIII 62%，GOT 685 U/l，GPT 210 U/l，LDH 3284 U/lであった。
前医でのCTから脳出血に関しては緊急性なく，妊娠終了を優先すべきであるとの判断で
帝王切開術を施行し，９時58分女児娩出。810g，Ap.1/2。子宮溢血斑が広範に認められ，
胎盤早剥の状態であった。術後CTでは著明な脳浮腫，両側大脳半球白質でlow densityを
示す全脳虚血状態。頻回の子癇発作による脳浮腫から頭蓋内圧亢進，全脳虚血に至ったと
判断された。ICU移動時，JCS300，瞳孔散大，対光反射消失，自発呼吸なく臨床的脳死状
態と判断され，同日永眠された。【結語】搬送時既に救命困難な症例であったが，反省す
べき点は多い。産科医はPIH，HELLP症候群，子癇の危険性について再認識の上時宜を
得た判断が必要である。また他科医師に子癇について認識してもらうため，初期研修や学
生段階での教育も重要である。

16．くも膜下出血を合併した分娩子癇の一例

○三浦　理絵，月舘由紀子，湯沢　　映，山口　英二，和田　潤郎，森川　晶子，
　佐藤　秀平
青森県立中央病院産婦人科

　生殖年齢女性の子癇を含む脳血管障害の発症頻度は，妊娠により1.5倍増加すると言わ
れている。分娩10万例に対して10〜20例と極めて稀であるが，母体死亡や発症後の後遺症
が高率に認められる。今回われわれはくも膜下出血を合併した分娩子癇の一例を経験した
ので報告する。
　症例は36歳初産婦。無月経にて当科外来初診し，以降妊婦健診を受けていた。妊娠経過
中の血圧や尿所見は正常範囲内であった。妊娠40週の妊婦健診で軽症高血圧と尿蛋白をみ
とめ，深夜に陣痛発来し当科入院となった。分娩は順調に進行したが，徐々に血圧は上昇
傾向となり，排臨時点で母体の突然の意識消失，眼球運動異常，四肢の強直性痙攣発作が
出現し，血圧は236/136mmHgとなった。
　高血圧に伴う子癇発作と診断し，直ちに硫酸マグネシウムとニカルジピンを投与し，
吸引分娩を施行した。分娩後の頭部CT検査でくも膜下出血をみとめ，頭部MRI検査では
RPLSの所見であった。原因検索のためDSAを施行したが，血管病変の所見は認めなかっ
た。硫酸マグネシウム，ニカルジピンの持続投与を第３病日まで継続し，第４病日よりメ
チルドーパの内服に切り替えたが，血圧コントロールは良好であった。第９病日に施行し
た視野検査では異常所見なく，第10病日の頭部MRI所見は正常であった。症状の再発や血
圧の上昇を認めず，経過良好にて第13病日に退院となった。
　妊娠中の痙攣発作の診断においては通常，頭蓋内出血との鑑別のため可及的にCT検査
を行うとされたが，子癇発作と頭蓋内出血の合併の報告例も散見されており，特に重症例
に多く認められることが知られてきた。よって妊娠中の痙攣の診断や管理には常に両者の
合併を念頭に入れた対応が必要であると考えられた。
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17．妊娠により重症化した特発性血小板減少性紫斑病の１例

○石橋ますみ1），島　　　崇1），石垣　展子1），早坂　　篤1），牧野　浩充1），
　朝野　　晃1），明城　光三1），目黒　邦昭2），和田　裕一1）

1）国立病院機構仙台医療センター産婦人科　
2）国立病院機構仙台医療センター血液内科

　症例は25歳女性。18歳時に血小板減少を指摘されたが特に精査を行わなかった。自然排
卵にて妊娠し，９週で前医を初診。スクリーニングで行った血液検査にて血小板4.3万/μl
と低値であったため当科紹介。特に自覚症状は認めなかった。当院血液内科にて精査の結
果，特発性血小板減少性紫斑病と診断された。ステロイドによる治療を行うも，血小板数
は３万/μl台で経過した。32週で管理目的に当科入院。血小板は２万/μl。胎児の発育に
は異常を認めなかった。36週での帝王切開を予定し，32週時，免疫グロブリン大量投与を
行うも無効であり，33週時より血小板輸血施行。術前にHLA血小板50単位を輸注した。
35週２日に帝王切開術にて1946gの女児を分娩。出血量は427ml。術前の血小板数は5.1万/
μl，術中に血小板20単位を輸注し，術直後の血小板数は15.6万，ヘモグロビンは8.7g/dlで
あった。術後，血小板数は漸減したためさらに血小板10単位輸注した。術後の大量出血は
なく創部も問題なく治癒した。現在も血液内科にて経過観察中である。特発性血小板減少
性紫斑病は本邦，欧米もおおよそ10万人に１〜３人の頻度であり，治療・経過観察中に妊
娠・分娩を合併することがしばしば起こるため，妊娠および分娩時の出血管理が重要とな
る。妊娠により重症化した難治性の特発性血小板減少性紫斑病に対し，大量の血小板輸血
を行い分娩に至った症例を経験したので，文献的考察を含めて報告する。

18．選択的帝王切開術は何週で行うべきか：新生児呼吸障害との関連から

○藤澤　夏行，宇賀神智久，星合　哲郎，佐藤　多代，八重樫伸生
東北大学病院　産婦人科

【目的】本邦では帝王切開術既往妊婦や骨盤位妊婦に対して，妊娠38週での選択的帝王切
開術を行うことが多い。今回「妊娠38週での選択的帝王切開術が妥当である」という仮説
を立て検討した。【方法】2008年６月から2010年３月までの当院の全分娩1597例における，
児の呼吸障害（RDS,TTN）によるNICU入院の有無について，①分娩様式別，②分娩週数
別に後方視的に検討し，文献的検索を加えて比較した。【成績】自験例では，37 〜 39週で
呼吸障害によりNICUに入院した児は，選択的帝王切開術では10/281件（3.5%），経腟分
娩では2/447件（0.45%）であった。選択的帝王切開術の週数別では，37週は5/118件（4.2%），
38週は5/149件（3.4%），39週は0/2件（０%）であった。文献的には37 〜 38週の選択的帝
王切開術では，39週以降に比較して新生児の呼吸障害のリスクが有意に高く（約４% vs 
１% p<0.01），経腟分娩では有意差がなかった。また他の研究では39週以降は陣痛発来の
確率が高く，緊急帝王切開術の割合が38週の約２倍（31.8% vs 14.7%）に増えた。【結論】
39週以降に選択的帝王切開術を設定した場合，３割が緊急手術となるのは，現実問題とし
て対応困難である。新生児呼吸障害のリスクは３〜４%はあるが，38週の選択的帝王切開
術は妥当であると考える。
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19．前1回の帝王切開後に高度子宮-膀胱癒着を認めた１例

○黒澤　靖大，辻　　圭太，小泉　俊光
岩手県立中部病院

　近年分娩全体における帝王切開施行率は上昇しており，それに伴い反復帝王切開は既に
日常化しているといえる。反復帝王切開ではときに子宮前面への膀胱や腸管の癒着を伴
い，その程度によっては多臓器損傷などの合併症を引き起こしたり，児の娩出方法の変更
を余儀なくされることがある。この度開腹手術歴は前１回の帝王切開のみでありながら，
反復帝王切開術中に子宮前面全域を覆う高度の膀胱癒着を認め，術中膀胱損傷を合併した
症例を経験したので報告する。
【症例】41歳１妊１産。30歳時に胎児ジストレスにて個人病院での帝王切開施行。38歳時
に腹腔鏡下左卵巣腫瘍核出術施行された際に腹腔内の高度の癒着を指摘されている。この
度，自然妊娠成立したため近医より紹介され当科にて妊婦健診を行っていた。31週の妊婦
健診時に子宮頸管長20mmと短縮を認めたため同日より当科入院し，塩酸リトドリンと硫
酸マグネシウムを経静脈的に投与し子宮収縮をコントロールし，37週３日に選択帝王切開
術を施行した。その際に膀胱損傷を懸念して頭側寄りに腹腔にアプローチしたものの膀胱
を損傷。子宮前面全域を覆う高度の膀胱癒着を認め剥離困難と判断し，全身麻酔に切り
替えた上で子宮底部縦切開にて児を娩出した後に膀胱を修復した。児は2915gの男児で，
Apgar acore ２（１分）／８（５分）。第８病日に膀胱造影を行い，造影剤の漏出のない
ことを確認した上で尿道カテーテルを抜去。その後排尿障害を認めず第９病日に母児とも
に退院となった。

20．単頚双角子宮により妊娠中期子宮破裂後の次回妊娠で生児が得られた1例

○下田　勇輝，菅原　多恵，鎌田久美子，金森　勝裕，佐藤　　朗，小川　正樹，
　田中　俊誠
秋田大学医学部附属病院産婦人科

［緒言］子宮奇形により妊娠初期から中期に自然子宮破裂を来した場合において，子宮形
成術を施行せずに妊娠を許可できるか否か，また妊娠を継続させるべきか否かに関して，
一定の見解は得られていない。今回，われわれは，単頚双角子宮により妊娠中期に自然の
子宮破裂を経験した婦人において，子宮形成術をすることなく次回妊娠が成立したが，十
分なinformed consentのもとで周産期管理を施行し，妊娠37週で生児を得ることができた
症例を経験したので報告する。
［症例］30歳　４回経妊０回経産婦。初回の妊娠は，妊娠中期の妊娠21週に自然子宮破裂
を来した。その後，自然流産１回，妊娠初期での人工流産２回を経験している。今回，自
然排卵により妊娠が成立し，挙児希望と妊娠継続の希望が強いことより，妊娠初期に当科
を初診した。再度の子宮破裂の危険性についての十分なinformed consentの結果，妊娠継
続の方針とした。妊娠中期に子宮壁の菲薄化を認めたことから，妊娠19週に周産期管理目
的に入院した。破裂前の修復術の適応と考えられ，妊娠19週５日に開腹したが，菲薄化し
た子宮壁は，左右両角の中央部に位置し，修復は困難であった。代替療法として子宮壁菲
薄部にタココンブを貼付し補強した。その後は，入院安静および予防的陣痛抑制剤の投与
により待機的に管理した。妊娠37週０日で選択的帝王切開術を施行し，2496gの健児が得
られた。 
［まとめ］妊娠中の子宮壁菲薄化症例に対して，積極的に補強術を行い生児が得られた症
例を経験した。妊娠中に縫合による修復術が不可能である症例に対しては，タココンブに
よる補強でも妊娠継続が得られる可能性が示唆された。
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22．内腸骨動脈バルーン閉塞を併用し，一期的に治療し得た全前置胎盤，癒着
胎盤の症例

21．産褥期の異常出血に対し子宮動脈塞栓術（UAE）を用いて止血しえた２症例

○及川　達史，重田　昌吾，菅原　　登，佐藤　尚明
岩手県立磐井病院

○大関　健治，大原　美希，菅野　　潔，野村　真司，鈴木　　聡，古川　茂宜，
　安田　　俊，牛嶋　順子，浅野　仁覚，添田　　周，高橋　秀憲，藤森　敬也
福島県立医科大学　産婦人科

【症例】36歳　2G2P（2C/S）【現病歴】最終月経は平成20年11月28日から６日間。平成21
年２月４日，妊娠反応陽性のため当科受診。以後，当科にて妊娠管理を施行。経過中前置
胎盤の所見が認められMRI施行，全前置胎盤と癒着胎盤が疑われ，妊娠30週時より管理入
院となった。【経過】入院後，著変なく経過。８月20日，妊娠36週４日切迫子宮破裂，全
前置胎盤，癒着胎盤疑いに対して，まず脊椎麻酔下に両側内腸骨動脈バルーンカテーテル
留置，両側尿管にD-Jカテーテルを挿入後，腹式帝王切開術を行い，引き続き全身麻酔に
切り替え，腹式単純子宮全摘術を施行した。児は2362g，Ap8/9，出血量2249g，術後経過は，
Hb8.7と軽度の貧血を認めた以外は良好であった。第６病日に内腸骨動脈のMR angioを施
行し異常ないことを確認，第７病日にDJ-カテーテル抜去を行い，術後８日目で退院となっ
た。【結語】今回我々は，癒着胎盤を伴う全前置胎盤症例に対して，内腸骨動脈バルーン
閉塞術を併用し，帝王切開術後に一期的に子宮全摘術を行い良好な結果を得たので，文献
的考察を加えて報告する。さらに，現在当科で前３回帝王切開，全前置胎盤症例に対し，
上記同様にバルーン閉塞術を併用し，腹式帝王切開術，腹式単純子宮全摘術を予定してい
る。現在妊娠31週であり，その結果及び２症例の比較考察も含めて報告する予定である。

【緒言】産科出血における止血困難症例に対し，骨盤内血管の塞栓術は有効な治療法の一
つである。今回我々は，産褥期の異常出血に対し血管塞栓術を用いて止血しえた２症例を
経験したので報告する。
【症例】症例１：31歳２妊１産（子宮外妊娠で子宮内掻爬の既往あり）。当院で児頭骨盤
不均衡にて予定帝王切開となり，術後経過特変なく退院した褥婦。手術後20日目に突然，
大量性器出血認め当科受診した。経腹エコーにて子宮内に凝血塊の貯留を認め，カラード
プラにて子宮底部前壁に異常血流認められた。造影CTにて子宮内腔に動脈性漏出を認め
たため，塞栓術の方針となった。スポンゼルにて子宮動脈上行枝を塞栓止血し，術後２日
目に経過良好にて退院となった。症例２：22歳２妊１産。妊娠40週１日に近医で自然分娩
後に出血持続し，弛緩出血の診断にて管理目的に入院となった。左側膣円蓋部から膣壁に
かけて血腫の形成と同部位から持続的な出血が認められた。膣壁血腫除去術と裂傷再縫合
術施行された。その後徐々に貧血の進行および凝固因子の低下認められたため，再出血が
疑われ造影CT撮影された。子宮動脈下行枝からの造影剤漏出が認められたため塞栓術の
方針となった。血管造影にて子宮動脈下行枝からの血管外溢血認められスポンゼルにて塞
栓し，止血した。その後経過良好にて退院となった。
【考察】産褥期異常出血に対してUAEは有効な治療法であり，当院では産婦人科医が積
極的に行っている。放射線科など他科に依存することなく，症例や医療現場に応じ臨機応
変に対処を行うためにも，産婦人科医による積極的なUAE技術の習得が望ましいと考え
られる。
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24．当科における円錐切除術施行症例の検討

○我妻　理重，湊　　敬廣，濱田　裕貴，松本　大樹，吉田　祐司
大崎市民病院産婦人科

【目的】当科では子宮頸部初期病変に対し，診断・治療を目的としてLEEP法による円錐
切除術を行っている。平成18年４月まではループ型電極を用いて行っていたが，分割され
切除された組織の再構築が難しいため，それ以降はニードル型電極を用いて円錐状に一つ
の標本として摘出するようにしている。今回我々は，子宮頸部初期病変に対するLEEP法
による円錐切除術の有用性を検討した。
【対象・方法】平成16年１月から平成21年12月までの６年間に当科で円錐切除術を施行し
た112例を対象にし，その後の経過，追加治療の内容に関し検討を行った。さらにループ
型電極を用いた群とニードル型電極を用いた群で治療成績の比較を行った。
【結果】円錐切除後の病理診断の結果，AIS；１例，CINⅢ+AIS；１例，CINⅢ以下；92
例，ⅠA1；９例，ⅠA2；１例，ⅠB1；８例であった。CINⅢ以下のうち切除断端陰性で
ある完全切除例は90例（98％）であり，その後の経過中に細胞診classⅢBが出現し再手術
を要したのが３例（再発率３％）であった。ⅠA1のうち切除断端陽性の１例と子宮全摘
を希望した４例は単純子宮全摘もしくは準広汎子宮全摘を施行した。ⅠA2の１例とⅠB1
の８例は広汎子宮全摘を行った。CINⅢ以下においてループ型電極群の完全切除率96％
（26/27），再発率12％（3/26），ニードル型電極群の完全切除率98％（64/65），再発率０％
（0/64）であり，ニードル型電極群の再発率が有意に低かった（p=0.02）。
【結論】子宮頸部初期病変に対して行うLEEP法円錐切除では，ニードル型電極を用いる
ことにより治療成績が向上すると考えられた。

23．帝王切開瘢痕部妊娠　当院で経験した過去数年の症例検討

○犬飼　美穂，星合　哲郎，今井　紀昭，西本　光男，千坂　　泰，佐藤　多代，
　寺田　幸弘，伊藤　　潔，八重樫伸生
東北大学病院　周産母子センター

　帝王切開瘢痕部妊娠は比較的まれな疾患であるが，大量出血や子宮破裂により母体死亡
の原因となることがあり，早期診断治療が求められる。今回，我々が経験した瘢痕部妊娠
の１例を報告し，当院で最近経験した瘢痕部妊娠８例について臨床的に比較検討する。
症例：34歳，３妊２産（２回既往帝王切開）。前医より瘢痕部妊娠疑いにて当院紹介。
経腟超音波断層法にて帝王切開創部に血流豊富なGSを認め帝王切開瘢痕部妊娠と診断し
た。血中hCGは872mIU/mlで，MRIでは帝王切開瘢痕部に15mm大の胎嚢を認め，筋層浸
潤，膀胱浸潤は認めなかった。子宮温存希望にてmethotrexate（MTX）全身投与（50mg/
回/週 筋注 ３回）施行。血中hCGは121mIU/mlまで漸減したが，３回目のMTX当日，大
量の性器出血を来たし，子宮動脈塞栓術を行った。出血が持続したため同日全身麻酔下に
子宮内容除去術を施行した。術後４日目，血中hCG3.6mIU/mlと著明に減少したため退院
した。病理組織学的には絨毛組織を認め，術後12日目，血中hCG 1mIU/ml以下に減少し
た。本症例はMTXの全身投与を行ったが，流産の過程で栄養血管が破綻し大出血をきた
したため，動脈塞栓術と子宮内容除去術を行う結果となった。子宮穿孔の危険性や子宮温
存希望を考慮し化学療法を施行したが，初めから動脈塞栓と子宮内容除去術という選択肢
もあったかもしれない。帝王切開瘢痕部妊娠は治療法が確立されていないため，症例に応
じて適切な治療法を選択する必要がある。
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26．術前に診断し得なかった重複子宮の片側子宮体癌・留膿腫の1例

○渋谷　祐介，吉永　浩介，渡邊マリア，八重樫伸生
東北大学医学部産科学婦人科学教室

緒言：子宮奇形はその発生機序の複雑さから，予想外の病態を呈することがある。今回，
我々は子宮奇形のために術前に診断し得なかった子宮体癌の１例を経験したので報告する。
症例：72歳女性，２妊２産（帝王切開×２）。既往歴は高血圧症，白内障。不正性器出血
を主訴に前医受診。画像所見より双角子宮と左卵巣腫瘍の疑いで当科紹介となった。MRI
では子宮左側に径3-4cmのT1，T2共に低・高信号の混在した造影効果を伴う腫瘤と内膜
の肥厚した双角子宮を認めた。初診時のクスコ診・経腟超音波所見では子宮膣部は一つ
で腟部細胞診，内膜細胞診ともに陰性であった。血液検査ではCEA 3.6ng/ml，CA19-9 
33.3U/ml，CA125 11.5U/ml，E2 5.0pg/ml以下と正常範囲内であった。以上より単頚双角
子宮と左卵巣腫瘍の診断で，単純子宮全摘，両側付属器切除の方針となった。術中所見は，
子宮と膀胱，腸管との強固な癒着を認め，癒着を解除したところ，右子宮は正常であった
が，左子宮は鶏卵大に腫張していた。左子宮を切除したところ膿汁の流出が認められ，左
子宮の留膿腫で，肉眼的にも子宮体癌であった。両側子宮切除後に断端を観察したところ，
膣中隔を認めた。術後，外陰部を観察したところ膣入口部から膣中隔を認め，重複膣であ
り，本症例では右側の膣，子宮のみ検査を行っていた事が判明した。病理検査にて左子宮
に類内膜腺癌G1（stageⅠc）を認め，AP療法を追加し経過を観察している。
考察：重複子宮の片側に子宮体癌が発生したという報告は本邦では６例あった。重複子宮
はその多くに膣中隔を伴っており，対側の膣の存在に気づかないまま検査を行っていると
病変を見逃す可能性があり，子宮奇形を伴う患者の診察には注意が必要である。

25．放射線治療後20年以上経過してから生じた皮膚瘻の検討

○田中　創太，齋藤　彰治，小幡美由紀，北村　真理，小篠　隆広，阿部　祐也，
　小田　隆晴
山形県立中央病院

　婦人科癌の扁平上皮癌への放射線治療は非常に有効であるが，放射線特有の晩期合併症
には注意が必要である。子宮頸癌と腟癌への放射線治療後それぞれ46年と22年経過後に体
表へ瘻孔を形成した症例を経験したので報告する。【症例１】34歳で子宮頸癌のため単純
子宮全摘術を行い，放射線療法を追加施行した。その後は両側腎瘻と人工肛門造設を施行
したが，再発は認めなかった。治療後46年経過後に外陰部の著明な発赤，腫脹および疼痛
を認め，外陰部膿瘍として治療を開始した。外陰部から膿瘍への瘻孔をドレナージし，抗
生剤投与を行った。治療中に外陰部からの瘻孔が盲端となった直腸に通じている事を確認
した。現在も定期的に瘻孔洗浄を行っている。【症例２】38歳で子宮頸部上皮内癌のため
子宮全摘術を行い，56歳で腟癌のために放射線療法を施行した。放射線治療後１年して直
腸腟瘻を生じたので人工肛門を造設した。治療後５年して尿閉と頻尿のため泌尿器科で治
療を開始した。自己導尿を行ったが，次第に狭窄が強まり，定期的なブジーで加療した。
この経過中に膀胱腟瘻を形成した。治療後22年経ってから大陰唇に腫瘤を認めた。これが
腟への瘻孔の入口部であることが確認された。炎症所見を認めないため，経過観察してい
る。女性生殖器が排泄臓器に囲まれているため，婦人科癌への放射線療法の合併症に排尿
及び排便障害を来たしてQOLを著しく損なうものが多い。その中で本症例のように，晩
期合併症は長期間経過後に突然現れる事がある。放射線療法は周辺臓器への被曝量減少な
どの点で改良されてきているが，同時化学放射線療法の増加などで放射線照射を行う機会
が増えているため，今後このような合併症に注意が必要と思われた。
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27．人工妊娠中絶後に，侵入奇胎・子宮動静脈奇形が判明した1例

28．妊娠中に発見され良悪性の鑑別に苦慮した膀胱腫瘍の1例

○佐藤　孝洋，片平　敦子，舩山由有子，高津　政臣
坂総合病院　産婦人科

○佐藤いずみ，田中　耕平，飯田　修一，岩本　　充，野田　隆弘，橋本志奈子，
　藤井　　調，森　　　滋，鈴木　雅洲
スズキ記念病院

　子宮動静脈奇形は子宮における異常な血管吻合を基礎にし，大量出血を生じるまれな疾
患である。先天性と後天性の２つがあり，後天性のものの原因として子宮腫瘍性病変，絨
毛性疾患や子宮手術，子宮内容除去術など物理的損傷による異常血管吻合が考えられる。
今回，当院にて人工妊娠中絶後に子宮動静脈奇形を発症し侵入奇胎も判明した１例を経験
したので報告する。
【症例】28歳女性，５妊１産，人工妊娠中絶４回，自然分娩１回（17歳）。最終月経９月
初旬〜３日間。10月20日妊娠反応陽性で初診。11月４日胎児心拍確認。11月６日妊娠７
週人工妊娠中絶手術施行。出血量300ml，パルタン投与，経腟的圧迫にて止血。11月17日
術後初受診，性器出血持続。子宮体部に筋層まで及ぶ嚢胞状構造物認め，血中HCG789 
mIU/ml。絨毛性疾患を疑い，12月６日MTX50mg施行。その後も少量出血持続，子宮体
部の病変は増大傾向で，超音波ドプラーにてnidusを認め，子宮動静脈奇形の疑い。１月
２日大量性器出血あり，入院加療拒否。１月18日再度大量出血，出血性ショックあり入
院，妊娠希望なく子宮全摘術となる。病理結果は子宮動静脈奇形と一部侵入奇胎も認めら
れた。１月26日術後７日目退院。２月６日HCGβサブユニット＜0.1mIU/ml，胸部レント
ゲンなどは異常なし，外来経過観察方針。
【考察】本症例は，人工妊娠中絶歴が４回あった上に侵入奇胎を発症しており，動静脈奇
形の発症要因に両者が大きく関与した推察される。治療については，本人に挙児希望がな
く，子宮全摘術を選択した。結果的には巨大な動静脈奇形があったこと，侵入奇胎が証明
されたことから保存的治療では出血再燃のリスクが高く，子宮全摘術の選択は妥当であっ
たと考えられる。人工妊娠中絶後などに性器出血をきたす患者では，子宮動静脈奇形によ
る出血の可能性があることを念頭において診察にあたる必要がある。

　膀胱腫瘍はその90％以上が悪性であり高齢の男性に多いため，妊娠中に合併するものは
非常にまれとされている。
　今回，妊娠中に尿道内から突出する腫瘍を認め，良悪性の鑑別に苦慮した膀胱腫瘍の症
例を経験したので報告する。
　症例は29歳で０経妊であった。妊娠33週ごろより淡紅色の帯下と排尿困難感を自覚して
いた。34週１日より突然の不正出血を認め，視診上，尿道口から突出する径約５cm大で
乳頭状，易出血性の腫瘍を認めた。子宮口からの出血は認めなかった。腫瘍の擦過細胞診
にて腫大した核を持つ円柱上皮と思われる細胞の増殖を認めたため膀胱癌の疑いと診断
し，翌34週２日に産科と泌尿器科のある総合病院に母体搬送とした。その後搬送先にて35
週２日に緊急帝王切開を施行しさらに術後７日目に膀胱鏡下腫瘍切除術（TUR-Bｔ）を
施行された。病理組織検査にて膀胱のinverted pappillomaと考えられたが，現在のところ
病理医も交えてさらに詳しく検討中である。
　妊娠に膀胱腫瘍が合併することは非常にまれであり，妊娠中に中でもinverted papilloma
の合併は文献的にもほとんど見当たらない。妊娠中に膀胱腫瘍による肉眼的血尿を認めて
も子宮口からの出血とされ見逃されていたとする報告もあった。膀胱腫瘍の大部分は悪性
であることから，妊娠中に不正出血を主訴に来院した場合は子宮からの出血以外の原因も
念頭に入れる必要があると考えられる。
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29．緩和ケア病棟3年間の経験

30．診断に苦慮した臨床的子宮内膜症性血胸の一例

○臼木　　豊，井筒　俊彦
社団医療法人啓愛会　孝仁病院

○菅原千裕，黒澤　靖大，辻　　圭太，小泉　俊光
岩手県立中部病院

　孝仁病院は平成18年12月17日盛岡市下太田に移転新築，総病床180床中４階病棟10床を
緩和ケア病棟として診療を開始した。平成20年６月１日，病院機能評価機構の認定にとも
ない緩和ケア病棟入院算定を認められている。
　平成18年12月から平成22年３月まで３年４ヶ月間に総入院患者は245人（女性104人，男
性141人）。これら患者の転帰，入院期間，原因疾患，などについて報告する。
　原因疾患は肺がん45人18％と最も多く，大腸がん35人14％，胃がん33人13％，膵がん，
泌尿器科がん各24人10％で，婦人科がんは17人７％であった。
　退院は239人（死亡退院212人，自宅退院11人，転院７人，病院内転棟７人）。平均在院
日数34日であった。
　婦人科がん17人の内訳は，卵巣がん７人，子宮体がん５人，腹膜がん３人，子宮頸がん，
膣がん各１人であった。平均在院日数は21日であった。
　緩和ケアはがん治療の早い時期からでも苦痛症状を緩和することを目的とされる。初期
のがん治療を行わない当院の緩和ケア病棟はまさに看取りの場である。主な紹介元である
がん拠点病院をはじめ，在宅を支えている地域の医療，福祉，介護と連携しながら，よい
ケアを提供していきたい。

〈症例〉42歳　３妊３産〈主訴〉左側胸部痛〈臨床経過〉平成21年９月初旬より左側胸部
痛を自覚し９月８日に近医内科を受診。胸部CTにて左S6に1.5cm大の胸壁に接する腫瘍を
認め，肺悪性腫瘍疑いで当院呼吸器外科紹介。骨シンチグラムでは転移を示唆する所見は
認められず，PET-CTでは左胸膜炎の所見であった。胸部CTでは左胸膜肥厚，多嚢胞状
左胸水，左肺底部無気肺が認められた。原因同定できず症状の悪化もあり10月６日に呼吸
器外科入院。翌７日より発熱，咳，痰，呼吸苦が認められたため抗生剤の点滴と酸素投与
にて対応。その後症状は徐々に改善傾向であったが，肺悪性腫瘍の経過としては非典型的
で，９月28日からの月経の時期に一致して症状の増悪を認めたことやCA125の高値を認め
たことから10月20日に当科紹介となった。経膣超音波，骨盤部MRIにて子宮後屈は認めた
ものの明らかな器質的異常を認めず，内診にて可動性に乏しい子宮を触知。これらのこと
より臨床的に異所性子宮内膜症を疑いGn-RHアナログ開始の方針とした。10月21日に呼吸
器外科を退院。10月28日より月経が始まり，月経２日目の10月29日よりGn-RHアナログを
開始したところ，高値であったCA125は基準値以下となった。Total6コース施行後，胸部
CT上は肺腫瘍の縮小が確認され，左側胸部痛も認めていない。
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32．診断と治療に苦慮した被嚢性腹膜硬化症の1例

○鎌田久美子，小西　祥朝，富樫嘉津恵，菅原　多恵，清水　　大，佐藤　直樹，
　藤本　敏郎，田中　俊誠
秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座

　我々は，感染を伴った被嚢性腹膜硬化症（encapsulating peritoneal sclerosis: EPS）の
一例を経験した。非常に稀な疾患であり，診断・治療に苦慮した。
　症例は47歳，女性，０妊０産。統合失調症の診断で他院精神科入院中に，39度代の発熱
を認め，肺炎と診断された。抗生剤投与でも解熱せず第10病日に痙攣発作を発症した。前
医消化器内科にて腹部嚢胞性腫瘍（卵巣腫瘍疑い）及び腸閉塞と診断され，当科を紹介受
診し，緊急入院した。術前の造影CTとMRIでは，腹腔内を占める巨大な嚢胞が認められ
た。血液検査で高度の炎症所見を認め，嚢胞穿刺にて膿汁が吸引されたため，腹腔内膿瘍・
腸閉塞の診断で緊急手術を施行した。腸管その他の腹腔内臓器をすべて覆う形で肥厚・硬
化した腹膜が壁側腹膜と一体化して嚢胞状になっていた。硬化した腹膜と腸管の癒着剥離
を試みたが，腸管を損傷させないで操作することは不可能と考え，手術を断念した。膿瘍
をドレナージ・洗浄して手術を終了した。術中所見からEPSと診断した。術後経過は良好
であり，軟らかい食べ物を経口摂取できるまで回復したため術後28日目，前医に転院した。
　IPSは腹腔内，腸管周囲の線維性硬化を特徴とした病態であり，腹膜透析を受けている
患者にしばしばみられる合併症の一つである。しかし，腹膜透析施行患者以外の発症は極
めて稀である。上記症例について文献的考察を加えて報告する。

31．原因不明の腹水貯留を認めた1例

○辻　　圭太，菅原　千裕，黒澤　靖大，小泉　俊光
岩手県立中部病院　産婦人科

〈症例〉35歳　４妊２産〈現病歴〉右下腹部痛にて前医受診。2009/7/29骨盤腹膜炎疑い
で当科紹介。右下腹部圧痛+，著明な腹水貯留を認めた。WBC8890/μl，CRP 8.06mg/
dl，CEA 1.5ng/ml，CA19-9 21.1，CA125 885.1U/ml，CT・MRI検査にて腹水および右下
腹部腹壁直下に多房性嚢胞性腫瘤，卵巣癌・癌性腹膜炎疑いの診断となる。しかしダグ
ラス窩穿刺吸引細胞診でclassⅢ（atypical cell）のみ，また8/10腹水の著明な減少および
CA125 68U/mlと低下を認め経過観察とした。その後9/11再度腹水増量，CA125 525.3U/
mlの再上昇あり。結核性腹膜炎，悪性リンパ腫や消化器悪性疾患などの精査を行うも原
因特定はできなかった。その後10/22のMRI検査では左卵巣は正常化するも，11/5 CT検
査では再び炎症を伴う多房性右卵巣腫瘤を認めた。再発を繰り返していたため原因検索目
的に開腹手術の方針とした。〈手術所見〉卵巣正常大，卵管腫大軽度，漿液性腹水+，膿
瘍形成なく子宮付属器・小腸が炎症性に癒着していたが用手的剥離可能であった。腸管
の炎症所見なし。癌性腹膜炎所見なし，腹水細胞診陰性。右付属器，消化管他，腹水や
CA125上昇の原因となるような病的所見は認めなかったが診断目的に右付属器切除を行っ
た。〈病理組織〉右卵巣正常，右卵管は軽度の炎症を伴うのみ〈退院後経過〉CA125は
1/12 8.6U/ml，2/9 5.7U/mlと正常化，今後も経過観察していく予定である。文献的考察
も含め報告する。
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34．化学療法及び子宮鏡下手術にて子宮温存が可能であった子宮外妊娠の一例

33．腹腔鏡下にて治療した副角双胎妊娠の１例

○永沢　崇幸1），岩根　恵子1），安達　信博1），秋元　義弘1），佐藤　昌之1），中里　権恵2）

1）岩手県立二戸病院　2）岩手県立久慈病院

○鈴木　　聡，野村　真司，大原　美希，菅野　　潔，牛嶋　順子，大関　健治，
　浅野　仁覚，高橋　秀憲，藤森　敬也
福島県立医科大学　産婦人科

＜目的＞化学療法，子宮動脈塞栓術及びTCR（Transcervical resection）を施行し，子宮
温存が可能であった子宮頚管妊娠の一例を経験したので報告する。＜症例＞37歳，２妊０
産（人工妊娠中絶術２回）。平成20年９月，子宮粘膜下腫瘍をTCRにて切除，平成21年３月，
子宮粘膜下腫瘍再発のためTCR施行。＜現病歴＞平成21年12月を最終月経として妊娠。
性器出血があったため近医受診したところ，子宮内腔に胎嚢を認めず，進行または不全流
産の診断で様子を見るように指示されていた。平成22年１月（最終月経より妊娠６週），
帰省中に性器出血少量持続するため当科を受診した。経腟超音波検査にて子宮頚管内に
筋層1/2程度までの浸潤を疑う，胎児心拍を有する胎嚢を認めた。血中hCGは22,000mIU/
ml。＜経過＞両側子宮動脈下行枝を結紮したのち，MTX（Methotrexate）50mgを局所
注射したが効果は無かった。その後MTXを20mg筋注５日間投与したが効果は認められず
（血中hCG 32,635mIU/ml），放射線科に依頼し両側子宮動脈塞栓術を施行し，加えてホ
リナート併用MTX大量投与（Day1，3，5，7 MTX 50mg 筋注，Day 2，4，6，8 ホリナー
ト20mg内服）を行った。投与終了後７日目には血中hCGは5,300mIU/mlまで低下。胎嚢
は残存したままであったため，TCRにて胎嚢を切除（摘出）した。術中出血は95gで，術
後の経過も問題なく，６日目には血中hCGは100mIU/mlと低下した。現在外来で経過観
察中であるが，hCGは陰性化し，経腟超音波検査でも異常所見を認めず経過良好である。
＜考察＞子宮頚管妊娠は子宮摘出を余儀なくされることもある疾患である。本症例は筋層
浸潤も疑う頚管妊娠であったが，化学療法及び外科的治療を行い子宮を温存することがで
きた一例である。

　副角は胎生早期10週頃のMuller管の癒合不全によって生じる。副角妊娠は全妊娠の
0.0037〜0.0082％，全子宮外妊娠の0.24〜0.26％と非常に稀である。今回我々は腹腔鏡下に
て治療した副角双胎妊娠の１例を経験したので報告する。
【症例】19歳，０妊０産。近医総合病院にて２絨毛膜２羊膜双胎と診断され，妊娠８週
４日（Day1）患者希望にて人工妊娠中絶術（D＆C）を施行された。術後の超音波でも術
前同様に胎嚢を２個認め，再度エコーガイド下にD＆Cを試みるも，ゾンデが胎嚢に届か
ず，翌８週６日（Day3）精査加療目的に当科紹介となった。血中hCG 40199 mIU/ml，
MRI上子宮体部左側の腫瘤内に胎嚢２個認め，腫瘤と子宮内腔との間には隔壁を認めた。
副角妊娠が強く疑われたが，腹痛，腹腔内出血等の臨床症状はなく，メトトレキサート
（MTX）投与の後，待機的に手術を行う方針とした。妊娠９週０日（Day4）エコーガイ
ド下に胎嚢にMTX50mgを局注した。以降Day14に再度MTX50mgを局注，Day48，55，
62にMTX50mg＋ホリナー Ca（ロイコボリン®）６mg全身投与しDay98には血中hCGは感
度以下となった。Day107に腹腔鏡下副角子宮摘出術を施行した。腹腔鏡下に子宮体部左
側の直径６cmの副角を切除し，子宮筋層を縫合，修復し，後日病理学的に副角内に絨毛
組織の存在が確認された。
【考察】副角妊娠は非常に稀な疾患であり，超音波上も卵管妊娠等と異なり胎嚢が子宮筋
層におおわれているため，積極的に本疾患を疑わない限り見逃されてしまう可能性が高い。
また多くが妊娠中期に破裂し多量の腹腔内出血を生じ生命に危険を及ぼす。よって子宮外
妊娠を疑う際は本疾患も鑑別診断の一つに加え，早期に診断，治療を開始する必要がある。
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36．婦人科手術における単孔式腹腔鏡下手術の導入

35．腹腔鏡で診断したWunderlich症候群の1例

○福原　理恵1），木村　秀崇1），福井　淳史1），水沼　英樹1），船橋　　大2），
　松本　　貴2），笹田　大敬3），徳田　俊英3），若山　文規3），小田桐　聡3），
　岩渕　　圭3），高谷　俊一3）

1）弘前大学医学部産科婦人科　2）五所川原市立西北中央病院　産婦人科　3）外科

○高取恵里子1），藤原　　純1），船越　真生1），畑山　寿緒1），菅原　英治1），
　松田　壯正1），利部　輝雄1），佐藤龍昌（麻酔科）1），福島　明宗2）

1）盛岡赤十字病院　2）岩手医科大学

　近年，整容性に優れた単孔式腹腔鏡下手術が注目されており，胆嚢摘出術等の外科領域
において本邦でも急速に導入されているが，婦人科手術での報告例はまだ少ない。今回，
ウェットラボでのトレーニング後に単孔式腹腔鏡下手術を導入したので，具体的な手術方
法やその工夫等につき報告する。＜方法＞皮膚切開は臍に約2.5cmの縦切開を加え，筋膜
上を剥離し，筋膜を露出する。筋膜欠損部からオプティカル法で５mmエキストラロング
スリーブ（150mm）を第一トロカールとして挿入する。その両側尾側に５mmロングスリー
ブ（100mm），ショートスリーブ（75mm）を挿入する。スコープは５mmの30度斜視鏡
を用い，鉗子操作はパラレル法で手術を施行した。パラレル法を行うことで，従来の操作
鉗子や手術器具にて従来通りの鉗子操作での手術が可能であった。＜まとめ＞単孔式腹腔
鏡下手術は手術創が臍部のみとなるため整容性に優れた手術方法であり，今後婦人科疾患
でも手術手技の選択肢の一つとなりうる。しかし制限のある鉗子操作や視野展開があるた
め，より安全に手術を行うため，新しいデバイスの積極的な導入，また手術適応について
も今後慎重に検討していくことが必要であると考えられる。

　片側腎形成不全に重複子宮を有する症例はまれで，様々な臨床症状を示すため診断に迷
うことがある。また，膣式の形成術が選択されるが再閉塞や狭窄などにより再手術を必要
とすることも多い。重複子宮に片側盲角子宮（Wunderlich症候群）を経験し，卵巣腫瘍
と鑑別に難渋した。
症例１
症例：H.I.　16歳　学生
月経・妊娠・分娩歴：初経13歳，０回経妊
主訴・現病歴：月経困難症を主訴に某医受診，エコー，MRI所見から卵巣チョコレート嚢
胞を疑われ，当院に紹介。
入院後の経過：術前検査で片側腎欠損が確認された。卵巣腫瘍か双角子宮疑いで腹腔鏡手
術を行った。重複子宮，片側盲角子宮と判明し，膣式開窓手術とした。切除組織は片側重
層扁平上皮，反対側は円柱上皮であった。
　Wunderlich 症候群は本邦では散発的に報告され，頻度は不明である。初経が発来する
と経血流出があるため，腹腔内腫瘤を形成後に下腹部痛で気づかれることが多く，今回の
ように卵巣腫瘍と鑑別が必要である。
　腟開窓術が低侵襲の治療と考えられる。しかし，時間が経過し子宮の慢性的な炎症が放
置されると，妊孕性の低下をまねいたり，侵襲の大きい術式を選択せざるを得ない場合も
ある。本疾患を念頭に置いた早期の診断と，治療後のフォローアップが必要と思われる。
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37．抗NMDA（N-methyl-D-aspartate）受容体脳炎と考えられた卵巣成熟奇
形腫の一例

○湊　　敬広，前山　哲郎，市川さおり，松田　雪香，早坂　真一，今井　紀昭，
　会田　剛史，河野　順子，高野　忠夫
八戸市立市民病院　産婦人科

【緒言】抗NMDA受容体脳炎は2007年Dalmauらによって提唱された疾患概念であり，
中枢神経細胞の細胞膜受容体であるNMDA受容体に対する抗体の産生によって発症する
と考えられている。若年女性に好発し，その60%に卵巣腫瘍の合併があると報告されてお
り，統合失調症様の精神症状，発熱，中枢性の低換気や四肢・顔面のジストニア様の不随
意運動等の病態を呈する。今回我々は卵巣成熟奇形腫に起因すると考えられる抗NMDA
受容体脳炎の一例を経験したので報告する。
【症例】21歳，女性。０妊０産，既往歴に特記事項なし。現病歴は某年８月に統合失調様
の症状を呈したため近医受診するも改善を認めず，２日後に当院受診。髄膜炎，脳炎を疑
い抗生物質，抗ウィルス薬，ステロイドパルス療法施行するも意識障害，呼吸状態の悪化，
痙攣発作など症状は増悪したため鎮静，気管切開による呼吸器管理となった。原因検索の
ためCTを施行したところ３cm大の卵巣腫瘍を認め，腹腔鏡下右附属器切除術施行。その
後は劇的に痙攣や発熱，意識レベルの改善を認めた。リハビリを経て103病日目に退院，
現在まで神経学的な後遺症は認めていない。
【考察】本疾患は痙攣，呼吸障害，意識障害など重症化しやすいが，治療反応性が良好で
ある。特異な臨床症状から本疾患を疑い，適切な全身管理および早期に腫瘍摘出すること
によって神経学的な後遺症を残さないことが重要であると考えられた。

38．悪性転化を伴う成熟嚢胞奇形腫の2例

○二神　真行，平川　八大，谷口　綾亮，横山　良仁，樋口　　毅，水沼　英樹
弘前大学大学院研究科産科婦人科学講座

【緒言】悪性転化をおこす成熟嚢胞奇形種（以下MCT）は稀である。我々は悪性転化を
きたした２例のMCTを経験したので報告する。【症例１】49歳。平成19年卵巣腫瘍とし
て紹介受診。骨盤MRI検査で，径14cmの脂肪成分を含む腫瘍を認めた。しかし一部造影
される充実性部分があり血清SCC値が50.6ng/mlであったことから悪性転化を伴うMCTを
疑った。術式は単純子宮全摘，両側付属器切除，大網切除。術後組織診断はMCTの悪性
転化だった（悪性転化部分は腺扁平上皮癌）。大網に顕微鏡学的播種を認めFIGOⅢa期で
あった。術後全骨盤に計45Gyを照射するとともにCDDPを30mg/m2で週１回計５回投与
する放射線同時化学療法を行った。血清SCC値は治療後には正常化した。初回手術から２
年３ヶ月経過し再発は認めていない。【症例２】36歳。平成21年，骨盤MRI検査で脂肪成
分を含む長径12cmの右卵巣MCTの診断のもと前医で腹腔鏡下手術が行われた。核出術施
行中，破綻した腫瘍内に悪性を否定できない充実性部分を認めたため右付属器切除術が行
われた（術直後の血清SCC値は12.3ng/ml）。術後の組織診で悪性転化を伴うMCT（悪性
転化部分は扁平上皮癌）と診断され当科へ紹介。当科で単純子宮全摘，左付属器切除，大
網切除，骨盤リンパ節廓清を行った。腹水細胞診は陰性で摘出標本に癌はなかった。術後
はTC療法を３クール行う予定である。【まとめ】悪性転化を伴うMCTは稀であるが，腫
瘍径が大きいものはその可能性を念頭におく必要がある。血清SCCは診断の一助になる可
能性がある。治療法はいまだ確立されたものはないため，症例を集積し後方視的な検討が
必要である。
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40．深部静脈血栓症を合併した卵巣明細胞腺癌の3症例

○菅原　多恵1），小西　祥朝2），清水　　大2），佐藤　直樹2），藤本　俊郎2），
　田中　俊誠2）

1）仙北組合総合病院産婦人科　2）秋田大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野

　深部静脈血栓症（DVT）は癌患者に高率に合併し，重篤な合併症である肺塞栓症を起
こしうる。術後合併症としてのDVTは珍しくはないが，卵巣癌患者においては，腹腔内
腫瘍・大量腹水による骨盤内の静脈の圧迫が起きやすいので，術前にDVTを発症する可
能性がある。今回，我々は術前検査でDVTを指摘され，血栓溶解・抗凝固療法および手
術療法を施行した卵巣明細胞腺癌の３症例を経験した。いずれの症例も腹部膨満感を主訴
に前医を受診し，骨盤内腫瘍の術前検査中にDVTを指摘された。へパリン・ワーファリ
ンなどによる血栓溶解療法および下大静脈フィルターを留置した後，手術療法を施行し
た。初回手術の術式は血栓症悪化のリスクを考慮してTAH+BSO+OMTにとどめ，後腹
膜リンパ節郭清術は省略した。３症例とも病理組織診断は明細胞腺癌であり，術後初回化
学療法としてCPT11/CDDPを施行した。化学療法中にワーファリン内服治療を継続した
ため，DVTの悪化は認められず，安全に治療することができた。以上の３症例について
文献的考察も含め，報告する。

39．治療に難渋する再発卵巣胚細胞腫瘍の1例

○小池　　彩，吉永　浩介，片桐未希子，志賀　尚美，大槻　健郎，八重樫伸生
東北大学病院　産婦人科

【はじめに】卵巣胚細胞腫瘍は若年者に好発し，上皮性卵巣癌に比べ化学療法が奏功する。
今回我々は，治療に難渋する再発卵巣胚細胞腫瘍の１例を経験したので報告する。
【症例】20歳，０妊０産。近医にて便秘症といわれていたが，平成20年８月右卵巣腫瘍
認め当科紹介。AFP1508ng/mlと上昇しており右卵巣胚細胞腫瘍疑いにてRSO施行。右卵
巣腫瘍φ30cm大は，骨盤腹膜・直腸・S状結腸に浸潤しており，直腸表面５×２cm，S状
結腸表面８×３cm，S状結腸脇の後腹膜２cm，子宮後面，左卵巣表面に少量残存あり。
病理にてmixed germ cell tumor（Yolk sac tumor,mature teratoma）Ⅲc期の診断。術後
BEP3クール，EP1クール施行しAFP正常化し寛解するも，平成21年３月AFP72ng/mlと
再上昇し，骨盤内φ８cmの再発腫瘍認め，EP3クール施行。CTにて腫瘍増大あり，TIP
に変更し４クール施行するも寛解には至らず，平成21年11月腫瘍減量手術施行。大網の腫
瘍を可及的切除するも，腹腔内播腫病変多数あり，主病変φ20cm大も骨盤占拠し摘出不
能であった。術後，急速な腫瘍増大による尿管圧迫のため腎後性腎不全となり腎瘻造設。
その後TI4クール施行しており，投与直後は一時的な腫瘍縮小・症状緩和を認めるものの，
投与後３週間で既に腫瘍増大を認め，投与し続けなければならない状態である。
【まとめ】今回我々は，化学療法に反応を示すものの，腫瘍の増殖能力が非常に高く，治
療に難渋する再発卵巣胚細胞腫瘍を経験したので報告する。
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41．CPT-11/CDDP療法が奏功した卵巣原発小細胞癌の一例

○岩間　英範1），名取　徳子1），畑山　伸弥1），高田　杏奈1），尾上　洋樹2），
　三浦　史晴3），葛西真由美1），鈴木　　博1）

1）岩手県立中央病院　2）八戸赤十字病院　3）岩手医科大学附属病院

　卵巣原発の小細胞癌は比較的稀な疾患であるため，化学療法に用いる薬剤に関しての
コンセンサスは得られておらず，肺の小細胞癌に準じた薬剤で治療を行っているのが現
状である。今回我々は，手術不可能な本疾患の症例に対して術前化学療法としてCPT-11/
CDDP療法を施行し，著明な縮小を認め根治術が可能となった症例を経験したため，若干
の文献的考察も加えて報告する。
【症例】
　64歳，２妊２産。子宮筋腫および卵巣腫瘍の診断で近医より紹介。腹腔内に長径20cm
大の可動性不良な巨大腫瘍を認め，子宮頸部細胞診，子宮内膜組織診，腟壁腫瘍組織診に
て小細胞癌と診断。CT，MRIでは巨大骨盤内腫瘍，両側水腎症，癌性腹膜炎を認めた。
現状での摘出は不可能と判断し，両側尿管ステント留置後に術前化学療法としてCPT-11/
CDDP療法を施行。著明高値であったLDHは１クールで正常化し，触診およびCT，MRI
上著明な腫瘍縮小を認めたため，３クール終了後に消化器外科にてATH＋BSO＋直腸切
除＋虫垂切除（optimal surgery）を施行。その後Adjuvant therapyとしてCPT-11/CDDP
療法を２クール行ったが，少量の腹水貯留と腟壁の局所再発を認めた。全身状態良好であっ
たため，レジメン変更しVP-16/CBDCA療法，TC療法を各１クール行ったが治療抵抗性。
病状は次第に悪化し永眠。

42．妊娠36週里帰りにて来院し発見された卵巣癌の一例

〇畑山　伸弥，名取　徳子，高田　杏奈，岩間　英範，葛西真由美，鈴木　　博
岩手県立中央病院　産婦人科

【要旨】症例は37才女性，1G0P，H22年２月上旬，関東より里帰り分娩にて妊娠36週に
て近医受診。２月下旬妊娠39週０日，妊婦健診にて来院時，腹腔内に腫瘍を認めたため
当院紹介となった。来院時腹痛あり，腫瘍マーカーの上昇，炎症反応を認めたため，同
日緊急入院となった。入院後のMRIでは15cm〜20cm大の両側性多房性腫瘤を認めた。
入院後３日目腹痛の増強とCRPの上昇を認め，緊急帝王切開術施行。開腹時，腹水細胞
診は陽性で，両側卵巣に多房性巨大腫瘤を認め，腹膜播種を認めた。迅速病理診断では
adenocarcinomaの診断であった。子宮全摘，両側付属器摘出，大網切除を追加し閉腹した。
術後病理診断ではmucinous cystadenocarcinoma　Stage:Ⅲcで，術後３週目よりTC療法
開始となった。妊娠中に発見された卵巣癌の一例を経験したためここに報告する。
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