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ようこそ秋田へ
--- 本学術講演会の見どころ聞きどころ ---

第133回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会
会長　平　野　秀　人

積雪が多かった厳しい冬も終わりを告げ、みちのく秋田は百花繚乱の季節となりま
した。職場にはフレッシュマンが元気の源を運んできました。

この時期に、学会のプログラムをお届けできる喜びを深くかみしめるとともに、そ
の重責をひしと感じています。メインテーマは「育む（はぐくむ）」。

中でも、将来の産婦人科医療を担う人材の育成を強く意識した学術講演会を目指し
ております。日常診療のお忙しいところ、48題もの貴重な一般演題をご応募いただき、
誠に有難うございました。また、今回の企画演題は、実にバラエティに富んでいます。
特別講演は全国津々浦々でご活躍中の寺澤秀一教授をお招きしました。ご専門は救急
医療ですが、タイトルは「産婦人科志望者を増やすために」。どのようなお話が聞け
るのか、今から、とても楽しみです。

招請講演では、精神医学の吉田敬子特任教授が、周産期における女性のメンタルケ
アの重要性についてと、司法の現場で数々の医療訴訟をてがけた稲葉一人教授には、
みずから経験した産婦人科の医療訴訟を振り返り、医療における法的ルールについて、
それぞれ解説してくださることになっています。シンポジウムは「EBMに基づく分
娩管理」をテーマに、どこの施設でも迷うことの多い帝王切開術後の妊娠、双胎妊娠、
骨盤位における分娩の取り扱いについて、第一線でご活躍中の先生達から、そのコツ
を伺います。また今回限定となるかもしれませんが、６大学の教授から「思い出の症
例報告」と題して、駆け出しの頃のお姿を、とくに若い先生達に是非、垣間みていた
だこうと特別企画として用意しました。そして、この学術講演会に先立ちまして「若
手医師による企画」がございますし、さらに解説講演４題、ランチョンセミナー４題、
モーニングセミナー２題と、魅力的な講演、企画が満載です。

僕の恩師である秋田大学名誉教授の真木正博先生は、なにかにつけ仰っていました。
「学問は楽しくなくなければならない」と。お越しいただいた皆様から「楽しい学会
だったね」と言っていただける学会を目指しています。どうぞ、お誘い合わせの上、
深緑の秋田にお越し下さい。
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第133回東北連合産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内

●会　期
平成24年6月16日（土）、17日（日）

●会　場
ホテルメトロポリタン秋田
〒010-8530 秋田市中通7丁目2番１号
TEL 018－831－2222 FAX 018－831－2290

第１会場　　　　３階　グランデB
第２会場　　　　３階　グランデA
総懇親会会場　　３階　グランデA
交見室　　　　　３階　ジュエルA / B
学会本部　　　　３階　こまち
製品・機器展示　３階　ジュエルA / B

●参加登録受付
第１日目　6月16日（土）　9：00から18：30まで
第２日目　6月17日（日）　7：30から13：00まで

●参加費
学術講演会 12,000円（参加者の総懇親会費は無料）

＊初期研修医・学生の学術講演会及び総懇親会への参加は無料です。
＊初期研修医・学生の方は参加受付でお申し出ください。参加章を発行します。

●参加者へのお願い
・事前登録制はありません。当日、参加受付で登録をお願いいたします。
・参加者には領収書兼用の学会参加章をお渡しします。ホルダーは貸与いたします。
・会場内では参加章をホルダーに入れ、必ず着用してください。
・専門医研修出席証明シールは参加登録時に専用デスクにてお受け取りください。

●総懇親会
平成24年6月16日（土）18：45開宴
会場：ホテルメトロポリタン秋田　３階　グランデA
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●役員会および総会
○東北連合産科婦人科学会役員会

日時：平成24年6月17日（日）8：00～9：30
会場：ホテルメトロポリタン秋田　４階　ルーチェ

○東北連合産科婦人科学会総会
日時：平成24年6月17日（日）13：00～13：30
会場：ホテルメトロポリタン秋田　３階　グランデB

●関連委員会および研究会
○第５回胚細胞呼吸機能研究会会議

日時：平成24年6月16日（土）9：00～10：00
会場：ホテルメトロポリタン秋田　３階　しらかみ

○TGCU世話人会
日時：平成24年6月17日（日）7：00～8：00
会場：ホテルメトロポリタン秋田　４階　さくら

○第９回東北産婦人科研修医会
日時：平成24年6月16日（土）10：00～11：30
会場：ホテルメトロポリタン秋田　３階　グランデB

●講演発表
１．座長へのお願い

⑴　座長は担当されるセッション開始10分前までに会場内次座長席へご着席ください。
⑵　プログラムに定められた時間内に終了するよう、時間厳守に努めて下さい。

２．演者の方々へのお願い
⑴　一般演題は全て口頭発表で、口演時間６分、討論時間２分です。
⑵　本学術講演会の発表は、PCデータを用いての発表のみとなっております。スライド

やビデオは原則として使用できませんので、ご注意ください。
⑶　当日は会場内にPC受付を設けております。

発表データ収録メディア（USBメモリまたはCD-R、ただしCD-RWは不可）、または
持込みPCをご持参の上、講演開始40分前までに直接おいでいただき、受付と動作確
認を行ってください。なお、２日目の一般演題発表者は、できるだけ前日のうちに受
付と動作確認を行っていただきますようお願い致します。

⑷　会場で準備いたしますPCはWindows7 32bit Office2010になります。受付のPCは
台数が限られておりますので、受付用PCを使用しての長時間データ修正はご遠慮願
います。データ修正等は事前に済ませてから会場へお越し下さいますようお願い致し
ます。やむを得ずPCの使用が必要となった際には、学会本部へご相談ください。

⑸　Power Pointの発表者ツールはご利用いただけません。
⑹　演者は口演開始10分前までに会場内次演者席へご着席下さい。
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【データ持参の場合】
⑴　発表データはWindows版のPower Point（Office2003／2007）までが使用可能です。

機種固有のソフトウェアやフォント等を使用の場合、または動画ファイルをご使用の

場合は演者ご自身のPCにて発表をお願いします。

⑵　Mac版のPower pointで作成されたデータをご持参の場合、Windows版のPower
Pointでは一部データが表示されなかったり、文字化け、改行ズレなどの不具合を生
じたりする場合がございますので、必ずWindows版のPower Pointで試写・確認し
たデータをお持ちください。

⑶　発表データ収録にあたっては、保存ファイル名を「演題番号（半角）＋筆頭演者名」
としてください。

⑷　フォントはOS標準のもののみご使用ください。
⑸　会場スピーカーに音声を流すことは出来ません。
⑹　画面の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
⑺　CD-R（CD-RWは不可）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のPCで読み込めない場合がございます。

【PC持参の場合】
⑴　故障・不具合時のバックアップとして必ず収録メディアもご持参ください。
⑵　会場スピーカーに音声を流すことは出来ません。
⑶　画面の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
⑷　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式が異なります。
⑸　プロジェクターとの接続ケーブルはミニD-sub15ピン（VGA）です。持込みのPCに

よっては専用の出力アダプターが必要になりますので、必ずご持参ください。
＊特にMacBookなどの小型ノートPCは別途専用の出力アダプター（Mini
DisplayPort-VGA アダプタ等）が必要な場合がございますので、くれぐれもご留意
ください。

⑹　スクリーンセーバー機能、省電力設定は事前に解除をお願いします。
内臓バッテリー駆動ですと、ご発表中にトラブルが発生する恐れがございますので、
電源アダプターを必ずご持参ください。

⑺　プレゼン用PCは当日PC受付の際にお預け頂くか、発表開始15分前までに会場内オペ
レーター席へ演者ご本人がお持ちください。

●事務局
秋田大学医学部産科婦人科学教室
第133回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会事務局
担当：佐藤直樹・幸野谷百子
〒010-8543 秋田市本道1-1-1
E-MAIL trj-akita@obgyn.med.akita-u.ac.jp
TEL018－884－6163 FAX018－884－6447
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特別企画「思い出の症例報告」
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■役員会■
○東北連合産科婦人科学会役員会

日時：平成24年6月17日（日）8：00～9：30
場所：ホテルメトロポリタン秋田　４階　ルーチェ

■関連委員会および研究会■
○第５回胚細胞呼吸機能研究会会議

日時：平成24年6月16日（土）9：00～10：00
場所：ホテルメトロポリタン秋田　３階　しらかみ

○TGCU世話人会
日時：平成24年6月17日（日）7：00～8：00
場所：ホテルメトロポリタン秋田　４階　さくら
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特　別　講　演

第１日　6月16日（土）第１会場（グランデB）　15：45～16：45
「産婦人科志望の若手医師を増やすために」

講師：福井大学医学部地域医療推進講座　教授 寺　澤　秀　一
座長：秋田赤十字病院総合周産期母子医療センター　センター長 平　野　秀　人

招　請　講　演

招請講演１
第１日　6月16日（土）第１会場（グランデB）　15：00～15：45
「周産期の女性の心理と精神医学」

講師：九州大学病院子どものこころの診療部　特任教授 吉　田　敬　子
座長：岩手県産婦人科医会　会長 小　林　　　高

招請講演２
第２日　6月17日（日）第１会場（グランデB）　11：15～12：00
「医療訴訟における法的ルール－産科婦人科医療訴訟を振り返るなかで－」

講師：中京大学法科大学院　教授 稲　葉　一　人
座長：山形県立中央病院　　院長 小　田　隆　晴

教　育　講　演

教育講演１
第１日　6月16日（土）第１会場（グランデB）　14：15～15：00
「胎児機能不全の現状と今後の展開」

講師：宮崎大学医学部生殖発達医学講座産婦人科分野　教授 鮫　島　　　浩
座長：青森県立中央病院総合周産期母子医療センター　センター長 佐　藤　秀　平

教育講演２
第１日　6月16日（土）第２会場（グランデA）　14：15～15：00
「婦人科救急疾患・炎症性疾患のCT・MRI診断」

講師：秋田赤十字病院放射線診断科　部長 宮　内　孝　治
座長：秋田赤十字病院第一産婦人科　部長 太　田　博　孝

教育講演３
第２日　6月17日（日）第１会場（グランデB）　10：30～11：15
「産婦人科領域で使いやすい漢方薬－月経前緊張症を中心に」

講師：日本大学医学部附属板橋病院緩和ケア室　室長 木　下　優　子
座長：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授 水　沼　英　樹
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教育講演４
第２日　6月17日（日）第２会場（グランデA）　10：30～11：15
「一外科病理医から見た婦人科腫瘍病理診断の面白さと醍醐味」

講師：秋田大学医学部附属病院病理部　病院教授 南　條　　　博
座長：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　教授 寺　田　幸　弘

シ ン ポ ジ ウ ム

第１日　6月16日（土）第１会場（グランデB）　16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

基調講演「EBMに基づく分娩管理」

講師：北海道大学大学院医学研究科生殖・発達医学講座　産科・生殖医学分野　教授 水　上　尚　典
「骨盤位分娩の最近の動向と当科の実際」

演者：弘前大学医学部附属病院周産母子センター 講師 田　中　幹　二
「当院における骨盤位分娩の管理」

演者：仙台市立病院産婦人科　部長 渡　辺　孝　紀
「子宮手術既往妊娠における分娩管理」

演者：福島県立医科大学産科婦人科学講座　講師 野　村　泰　久
「帝王切開瘢痕部妊娠の診断と管理」

演者：山形大学医学部附属病院産科婦人科　助教 前　川　絢　子
「当院における双胎分娩の取り扱い」

演者：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　助教 金　杉　知　宣
「当院における双胎分娩」

演者：秋田赤十字病院第二産婦人科　部長 真　田　広　行

座長：福島県立医科大学産科婦人科学講座　教授 藤　森　敬　也
座長：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授 菊　池　昭　彦

ランチョンセミナー

ランチョンセミナー1
第１日　6月16日（土）第１会場（グランデB）　11：40～12：40
「胎児異常診断の新しい展開」

講師：クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児医学研究所 院長 夫　　　律　子
座長：国家公務員共済組合連合会東北公済病院　院長 岡　村　州　博
共催：ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー2
第１日　6月16日（土）第２会場（グランデA）　11：40～12：40
「ライフステージに応じた子宮内膜症治療」

講師：鳥取大学医学部器官制御外科学講座生殖機能医学分野　教授 原　田　　　省
座長：山形大学医学部産科婦人科学講座　教授 倉　智　博　久
共催：バイエル薬品株式会社
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ランチョンセミナー3
第２日　6月17日（日）第１会場（グランデB）　12：00～13：00
「子宮筋腫に対する腹腔鏡下手術のpros and corn 

～安全・確実な手術手技の確立をめざして～」
講師：順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　准教授 北　出　真　理
座長：東北大学医学系研究科産科学婦人科学分野　教授 八重樫　伸　生
共催：武田薬品工業株式会社

ランチョンセミナー4
第２日　6月17日（日）第２会場（グランデA）　12：00～13：00
「重症心疾患の胎児スクリーニング」

講師：神奈川県立こども医療センター新生児科　医長 川　瀧　元　良
座長：東北大学大学院医学系研究科融合医工学分野　教授 木　村　芳　孝
共催：サムスンメディソンジャパン株式会社

モーニングセミナー

モーニングセミナー１
第２日　6月17日（日）第１会場（グランデB）　8：00～9：00
「再発卵巣がん治療の現況と展望」

講師：近畿大学医学部産科婦人科学教室　准教授 渡　部　　　洋
座長：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授 杉　山　　　徹
共催：日本イーライリリー株式会社

モーニングセミナー２
第２日　6月17日（日）第２会場（グランデA）　8：00～9：00
「休眠原始卵胞の人為的活性化技術を応用した早発閉経患者の

新たな不妊治療法の開発」
講師：聖マリアンナ医科大学生殖医療センター　センター長 河　村　和　弘
座長：東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野　特命教授 新　倉　　　仁
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

特　別　企　画

第２日　6月17日（日）第１会場（グランデB）　15：00～16：00

「思い出の症例報告」

「Antepartum diagnosis of fetal intracranial hemorrhage due to maternal

Bernard-Soulier syndrome.」

演者：福島県立医科大学産科婦人科学講座　教授 藤　森　敬　也
座長：白河厚生総合病院産婦人科　医員 小　島　　　学



－13－

「子宮破裂の二例」

演者：東北大学大学院医学系研究科融合医工学分野　教授 木　村　芳　孝
座長：仙台市立病院産婦人科　医員 赤　石　美　穂

「長期にわたりGnRHの脈動的皮下投与法を施行し排卵誘発並びに二次性徴の誘発に成功

した症例」

演者：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授 水　沼　英　樹
座長：弘前大学医学部附属病院産科婦人科　医員 淵之上　康　平

「性の発生・分化の大切さを学ばせていただいた症例」

演者：山形大学医学部産科婦人科学講座　教授 倉　智　博　久
座長：山形大学医学部附属病院産科婦人科　医員 石　田　博　美

「胎児小腸閉鎖に認められた臍帯出血発症の瞬間　－救命しえた一例－」

演者：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授 菊　池　昭　彦
座長：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　大学院生 寺　田　　　幸

「私を導いてくださった山形県立中央病院時代の患者さんたち：医師として症例報告を残す

ことの大切さを皆に伝えたい」

演者：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　教授 寺　田　幸　弘
座長：平鹿総合病院産婦人科　医長 今　野　めぐみ

第９回　東北産婦人科研修医会

第１日　6月16日（土）第１会場（グランデB）　10：00～11：30
10:00～10:10

挨拶：第133回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会　会長 平　野　秀　人
第９回東北産婦人科研修医会　幹事代表 赤　平　沙恵子

10:10～10:50
前半の部：ディベート『里帰り分娩について』

賛成派：岩手　三浦雄吉、宮城　黒澤靖大、福島　片倉真輝帆
反対派：青森　熊坂諒大、山形　池田美智、秋田　小野寺洋平
司会：仙北組合総合病院　　　　　　菅　原　和　江
オブザーバー：秋田赤十字病院　　　細　谷　直　子

10:50～11:25
後半の部：①産婦人科への疑問と不安 Q＆A

学生・初期研修医へ産婦人科研修医会からの回答
②講演「福島で目指す、麻酔科と産婦人科の架け橋

～Bridge over troubled water～」
福島県立医科大学　　河　村　　　真

司会：秋田大学　　　　　　　　　　齋　藤　悦　子

11:25～11:30 閉会式
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一　般　演　題

第１群　12：40～13：15
座長：　佐　藤　　　恵（秋田大学）

１．当院における超緊急帝王切開（グレードA）についての検討
由利組合総合病院 田村　大輔、津田　夏紀、長尾　大輔、齋藤　史子

木村菜桜子、軽部　彰宏

２．帝王切開術におけるMaylard法による開腹およびV-lockを用いた閉腹方法の検討
岩手県立磐井病院 阿部　有香、徳永　英樹、菅原　　登、菅原　千裕

３．待機療法により娩出となった癒着胎盤の２例についての後方視的検討
山形大学 竹原　　功、堤　　誠司、松村　創平、松尾　幸城

須藤　　毅、太田　　剛、五十嵐秀樹、倉智　博久

４．後屈妊娠子宮嵌頓に対し妊娠20週にて観血的整復術を行った一例
平鹿総合病院 小原　幹隆、三浦　喜典、畠山　佑子、清水　　靖

第２群　13：15～13：50
座長：　樋　口　　　毅（弘前大学）

５．当院における二孔式腹腔鏡下手術の検討～より低侵襲で安全な手術を目指して～
福島県立医科大学 鈴木　　聡、経塚　　標、古川　茂宜、安田　　俊

高橋　秀憲、藤森　敬也

６．当院における腟式卵巣腫瘍手術の検討
１）青森市民病院　２）弘前大学

大澤　有姫1)、三浦　理絵2)、工藤　香里1)、橋本　哲司1)

小田　得三1)

７．子宮頸部低形成・腟欠損に対し、腹腔鏡補助下子宮頸管開口術・腟形成術を施行した一例
弘前大学 小林　麻美、福井　淳史、船水　文乃、福山　麻美

福原　理恵、水沼　英樹

８．Office gynecologyにおけるマイクロ波子宮内膜アブレーションによる過多月経の治療
山王レディースクリニック 津田　　晃

第１日 ６月16日（土）

第１会場　グランデB
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第３群　12：40～13：15
座長：　西　郡　秀　和（東北大学）

９．鼠径ヘルニアの出生前診断
１）宮城県立こども病院　２）東北大学先進成育医学講座　３）東北大学

小澤　克典1)2)、宮下　　進1)2)、佐藤聡二郎1)2)、室月　　淳1)2)

八重樫伸生3)

10．胎児甲状腺腫の一例
仙台赤十字病院 櫻田　尚子、齋藤　美帆、太田　恭子、中里　浩樹

鈴木　久也、武山　陽一、谷川原真吾

11．妊娠初期に診断した胎児心臓脱の１例
仙北組合総合病院 木藤　正彦、小西　祥朝、山本　博毅

12．胎児超音波検査で右胸心を認め、出生後に判明した右肺形成不全
山形県立中央病院 杉山　晶子、羽場　芙弥、市川さおり、前川　絢子

小篠　隆広、阿部　祐也、小田　隆晴

第４群　13：15～13：50
座長：　尾　崎　浩　士（弘前病院）

13．びまん性絨毛膜羊膜ヘモジデローシス（DCH : Diffuse Chorioamniotic Hemosiderosis）の１症例
東北大学 横山　智之、濱田　裕貴、大槻　　愛、大塩　清佳

齋藤　昌利、西郡　秀和、菅原　準一、八重樫伸生

14．部分胞状奇胎が疑われ当科紹介となった間葉性異形性胎盤（PMD）の１症例
弘前大学 柳田　　毅、千葉　仁美、福山　麻美、田中　幹二

水沼　英樹

15．胎児動脈管早期閉鎖の原因として頻回のハーブティ飲用とパップ剤の使用が疑われた一例
東北大学 久野　貴司、濱田　裕貴、大塩　清佳、近藤亜希子

齋藤　昌利、西郡　秀和、菅原　準一、八重樫伸生

16．新生児帽状腱膜下血腫の２症例
秋田赤十字病院 富樫嘉津恵、畠山　佑子、細谷　直子、真田　広行

平野　秀人

第２会場　グランデA
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第５群　9：00～9：35
座長：　熊　澤　由紀代（秋田大学）

17．異所性妊娠に子宮鏡下手術が有用であった３例
１）寿泉堂綜合病院　２）竹田綜合病院

大原　美希1)、菅野　　潔2)、鈴木　和夫1)、鈴木　博志1)

18．両側卵管妊娠の１例
弘前大学 船水　文乃、福井　淳史、福原　理恵、小林　麻美

千葉　仁美、松村由紀子、福山　麻美、水沼　英樹

19．当院で出生した性分化疾患の２症例
１）白河厚生総合病院　２）同小児科

小島　　学1)、阿部　雄悟1)、中村　聡一1)、加藤　謙一1)

山内　隆治1)、金澤　美奈2)、八木　正樹2)、根本　健二2)

20．12歳の女児に発症した卵管留水腫を伴う卵管捻転の１例
健生病院 橋本吏可子、斎藤　美貴

第６群　9：35～10：10
座長：　西　山　　　浩（福島県立医科大学）

21．巨大漿液性嚢胞腺腫に合併した卵巣線維腫症の一例
中通総合病院 森　耕太郎、金森　勝裕、利部　徳子、加藤　充弘

22．細胞診および組織診で検出されなかった子宮体癌の１例
山本組合総合病院 下田　勇輝、久保　真一、柴田　悟史、松井　俊彦

23．子宮体癌術後に乳糜腹水を来した１例―術後乳糜腹水への新たな治療戦略―
仙台医療センター 渋谷　祐介、島　　　崇、早坂　　篤、朝野　　晃

明城　光三、小澤　信義、和田　裕一

24．子宮留膿症の自然穿孔例に対する臨床的検討
１）山形大学　２）公立置賜総合病院　３）県立新庄病院　４）米沢市立病院

池田　美智1)、高橋　俊文1)、沼崎　政良2）、椎名　有二3)

木村　和彦4)、倉智　博久1)

第２日 ６月17日（日）

第１会場　グランデB
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第７群　13：30～14：05
座長：　利　部　正　裕（岩手医科大学）

25．Adenosarcomaの３例
総合磐城共立病院 片倉真輝帆、須藤　　円、草野　良一、三瓶　　稔

本多つよし

26．当院で経験した悪性腹膜中皮腫３例の臨床的検討
１）岩手県立宮古病院　２）同消化器科

千田　英之1)、小原　　剛1)、細谷地　昭1)、善積　　昇1)

吉田　　健2)

27．卵巣腫瘍と鑑別を要した腹腔内腫瘍の２例
弘前大学 二神　真行、平川　八大、千葉　仁美、谷口　綾亮

横山　良仁、水沼　英樹

28．卵巣腫瘍と鑑別が困難であったvon Recklinghausen病合併S状結腸腸間膜
gastrointestinal stromal tumorの一例
大崎市民病院 赤石　美穂、我妻　理重、佐々木　恵、市川さおり

吉田　祐司、坂元　和宏

第８群　14：05～14：40
座長：　小島原　敬　信（山形大学）

29．子宮体部原発卵黄嚢腫瘍の一例
１）市立秋田総合病院　２）同病理診断科

菅原　和江1)、福田　　淳1)、齋藤　悦子1)、軽部　裕子1)

高橋　　道1)、提嶋　眞人2)

30．子宮内膜粘液性腺癌の２例
１）大館市立総合病院　２）同病理

葛西亜希子1)、田村　良介1)、松下　容子1)、葛西剛一郎1)

高橋　秀身1)、松本　一仁2)

31．早期診断が難しかった子宮頚部腺癌症例
１）仙台医療センター ２）同病理診断科

牧野　浩充1)、渋谷　祐介1)、島　　　崇1)、石垣　展子1)

早坂　　篤1)、千葉由美代1)、朝野　　晃1)、明城　光三1)

和田　裕一1)、鈴木　博義2)

32．子宮頸部漿液性腺癌の１例
気仙沼市立病院 湊　　敬廣、宇賀神智久

第１会場　グランデB
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第９群　9：00～9：35
座長：　宇都宮　裕　貴（東北大学）

33．抗がん剤治療中に脳梗塞を併発した腹膜癌の１症例
市立横手病院 佐々木満枝、畑澤　淳一

34．妊孕性温存手術を施行し自然妊娠した卵巣漿液性境界悪性腫瘍Ⅲb期の１症例
１）スズキ記念病院　２）宮城県立がんセンター

長谷川純子1)、田中　耕平1)、藤井　　調1)、野田　隆弘1)

飯田　修一1)、星　　和彦1)、鈴木　雅洲1)、田勢　　亨2)

35．卵巣卵黄嚢腫瘍合併妊娠の一例
福島県立医科大学 吉田　史子、安田　　俊、浅野　仁覚、添田　　周

野村　泰久、高橋　秀憲、渡辺　尚文、藤森　敬也

36．術後に卵巣小細胞癌と子宮体癌の重複癌と判明した一例
山形大学 松村　創平、高橋　俊文、倉智　博久

第10群　9：35～10：10
座長：　金　杉　知　宣（岩手医科大学）

37．岩手県全体で取り組む妊産婦メンタルヘルス支援　3.11を踏まえて
岩手県産婦人科医会　１）岩手県立二戸病院　２）岩手県立宮古病院

３）小林産婦人科医院
秋元　義弘1)、善積　　昇2)、小林　　高3)

38．東日本大震災津波被災地における褥婦のEPDSについて
１）岩手県立宮古病院　２）東北大学

善積　　昇1)、細谷地　昭1)、小原　　剛1)、千田　英之1)

西郡　秀和2)

39．交通事故後に子宮破裂を発症した一例
五所川原市立西北中央病院 淵之上康平、山口　英二、松本　　貴

40．妊婦とエリスロポイエチン
第３報：初期エリスロポイエチン、総鉄結合能、フェリチン、網赤血球数の解析
西島産婦人科医院 西島　光茂

第２会場　グランデA
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第11群　13：30～14：05
座長：　佐　藤　　　朗（秋田大学）

41．重症妊娠高血圧症候群、HELLP症候群に脳内出血を併発した一例
１）弘前大学　２）弘前病院 松村由紀子1)、田中　幹二1)、千葉　仁美1)、阿部　和弘1)

重藤龍比古1)、樋口　　毅1)、水沼　英樹1)、尾崎　浩士2)

42．HELLP症候群・産褥子癇後に弛緩出血を合併した一例
八戸市立市民病院 比嘉　　健、今井　紀昭、黒澤　靖大、藤本久美子

松田　雪香、會田　剛史

43．妊娠性アンチトロンビン欠乏症を呈した妊娠高血圧症候群合併双胎妊娠の１例
石巻赤十字病院 佐藤いずみ、仲村三千代、清水　孝郎

44．Partial HELLP症候群を発症したEmery-Dreifuss型筋ジストロフィー合併妊娠の一例
秋田大学 齋藤　悦子、白澤　弘光、三浦　広志、佐藤　　恵

佐藤　　朗、寺田　幸弘

第12群　14：05～14：40
座長：　利　部　徳　子（中通総合病院）

45．当院における挙児を希望する浸潤子宮頸癌合併妊娠４症例の分娩時期に関する検討
山形大学 小幡美由紀、前川　絢子、吉田　隆之、堤　　誠司

倉智　博久

46．妊娠中に診断、治療を行った乳癌合併妊娠の二例
青森市民病院 三浦　理絵、大澤　有姫、船水　文乃、工藤　香里

小田　得三、橋本　哲司

47．当院における過去５年間に経験した周産期静脈血栓塞栓症の３症例
太田西ノ内病院 野村　真司、山口　明子、安部　　宏、田中　幹夫

48．胎児鏡下吻合血管凝固術を施行した双胎間輸血症候群の７例
１）宮城県立こども病院　２）東北大学先進成育医学講座　３）東北大学

小澤　克典1)2)、宮下　　進1)2)、佐藤聡二郎1)2)、室月　　淳1)2)

八重樫伸生3)

第２会場　グランデA



特 別 講 演
招 請 講 演
教 育 講 演
シ ン ポ ジ ウ ム
特 別 企 画



特別講演　　　　　　第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）15：45～16：45

座長：平野　秀人（秋田赤十字病院総合周産期母子医療センター　センター長）

「産婦人科志望の若手医師を増やすために」
講師：寺澤　秀一（福井大学医学部地域医療推進講座　教授）

大学病院でも、一般病院でも、産婦人科志望の若手医師獲得に苦悩しているようです。「ゆ
とり世代」として育ってきた現代の若者には、これまでの外科系医師が培ってきた教育姿勢で
は通じないところがあるようです。産婦人科志望の若手医師を増やすために、以下の５点に
絞って、私見を述べさせていただきます。御参加の先生方と意見交換ができましたら幸いです。

１．体制の整備
①　単独主治医制からチーム主治医制への転換
②　当直体制の見直し
③　女性医師支援

２．専門研修のプログラム化
①　多施設連携ローテーション
②　関連部署ローテーション
③　総合力重視ローテーション

３．ゆとり世代への接し方
①　「寛容力」
②　カスタマイズ（叱り方、カンファランス、トラブル発生時）
③　家庭重視
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招請講演１　　　　　第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）15：00～15：45

座長：小林　　高（岩手県産婦人科医会　会長）

「周産期の女性の心理と精神医学」
講師：吉田　敬子（九州大学病院子どものこころの診療部　特任教授）

赤ちゃんの誕生はおめでたいことであるが，周産期は生物学的に変化が大きいうえに，仕事
の継続や夫婦・家庭間の役割の変化など心理社会的問題も重なり，精神医学領域の問題が生じ
やすい時期である。妊産婦に関わる医療従事者は，まずこのことを十分に認識する必要がある。

さらに重要なことは，周産期の女性の心理を理解，評価したうえで，必要に応じて適切な時
期に適任の職種のスタッフにより，適切な心理教育や説明，ケアやサポート，治療をその女性
に行うことである。なぜならば，妊産婦のメンタルヘルスの問題は，その女性のみならず，子
どもや家族の生活にも影響を与えるというエビデンスが示されているからである。

ケアの対象となるのは，広く一般人口のなかで見出される妊娠や出産に不安を抱いている多
くの妊産婦から，すでに精神障害を発症している少数の女性まで含まれる。さらにケアや治療
は，それらの内容や重症度および発現する時期により異なる。しかも，彼女たちに関わるス
タッフも，産科や小児科，地域保健福祉関連の行政のスタッフから心理士や精神科医師など多
岐にわたるため，多領域多職種による治療ストラテジーが必要となる。しかも，妊産婦や育児
中の女性が精神科医療機関へアクセスをすることは容易ではないため，地域での妊産婦のメン
タルヘルス健診とプライマリケアでの評価およびアウトリーチ型の支援が必要となる。

とくに多くの妊産婦に最初に接することになる産科スタッフの役割は大きい。最近では，妊
娠中のストレスが，子宮内発育不全や低出生体重児や形成異常（奇形），子どもの誕生後の情
緒や発達の障害（注意欠如多動性障害など）子どもの予後に関連することも明らかになり，妊
娠中からのメンタルヘルスケアがさらに重要になってきた。演者らは，2002年から産科スタッ
フと連携して，妊娠後期から出産後および育児期まで継続したケアを行っている。これまでに
メンタルヘルスの支援と治療を受けた妊産婦について，症状と出産後の転帰，出産時とその後
の乳児への影響，母子関係，妊娠中からの精神薬物療法の子どもへの影響などについての解析
の結果もご紹介する。また昨年の３月の東日本大震災での未曾有の大きなライフイベントによ
り妊産婦の受けたインパクトの強さとその影響について，私たちが関与させていただいた支援
のなかから知り得た状況も述べたい。

最後に育児支援と家族へのサポートのためには，多領域協働のコンセプトが必要であること
を再度強調する。10代の妊娠，流死産や不妊治療のあとの出産と育児中の母親の心理の病理，
不適切な育児の問題についての対処での多機関の役割分担と連携の実践について述べる。
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招請講演２　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）11：15～12：00

座長：小田　隆晴（山形県立中央病院　院長）

「医療訴訟における法的ルール
－産科婦人科医療訴訟を振り返るなかで－」

講師：稲葉　一人（中京大学法科大学院　教授　元大阪地裁判事）

１　私が書いた最初の医療訴訟判決－未熟児網膜症事件
(1) （医療）現場を知らない裁判官が行う判決という意味－メリットとデメリット－裁判

や訴訟を正確に理解する。
(2) 医療水準という基準－病院によって異なるとされると基準の意味はないのではないか。
(3) よく勉強をしている医師の方が，高い基準を求められるのではないか。
(4) 診療ガイドラインは，医療水準とどのような関係があるのか。

２　その後の医療訴訟における法的ルールを形成した重要な判決
(1) 核黄疸監視義務違反事件
(2) 陣痛促進剤事件
(3) 羊水塞栓症事件
(4) 帝王切開事件

３　法的リスクを考える
(1) 刑事的リスク－逮捕，起訴，収監
(2) 民事的リスク－手間，時間・期間，費用

４　二つの法的ルール－臨床の問題を考えるための前提となる患者に対する医療者の義務
(1) 本人のリスクを最小限にする義務（善良な管理人としての注意義務）
(2) 説明をする義務（侵襲牲の阻却事由として，報告義務，インフォームド・コンセント）

－本人の自己決定権を担保する

５　医療者は，治療をするだけではなく，患者家族の意思決定を支援していること
(1) 倫理教育（CBEL）の試み
(2) 外部倫理コンサルテーションの試み
(3) 現場派遣型臨床倫理キャラバン隊
(4) 事例検討会の勧めと，ある「典型的教育プログラム」

６　法律家として，臨床上の問題にどのように関わるのか（自問自答）。
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教育講演１　　　　　第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）14：15～15：00

座長：佐藤　秀平（青森県立中央病院総合周産期母子医療センター　センター長）

「胎児機能不全の現状と今後の展開」
講師：鮫島　　浩（宮崎大学医学部生殖発達医学講座産婦人科学分野　教授）

1958年、Yale大学から胎児心拍数モニタリング:FHR関する臨床研究が報告され半世紀以上
が経過し、その間、多くの研究が報告された。

これらの研究から見えてきたことは、FHRを上手に応用することで、胎児が重篤なアシ
ドーシスに陥る前に娩出することが可能となる、ということである。それが結果的には多少な
りとも脳障害発症予防にも繋がると期待されていた。

しかし、大きな問題が２つ、指摘された。
ひとつは脳障害に占める病態のなかで、分娩に関連する仮死は10％前後に過ぎない点である。

この病態を半減させても全体の脳障害に及ぼす影響は少ない。そもそも自宅で起こった重篤な
常位胎盤早期剥離のように、不可避な症例も存在する。

もうひとつがFHR解読に関連する事柄である。解読が正しくない、解読に伴う管理が不適
切である、厳しい状況で出生した児への蘇生処理が不適切である、等々、FHRの精度に関連
する種々の因子が示されている。

FHRの中核となる生理学的変化は明らかである。元来健康であった胎児が、何らかの原因
で徐々に、あるいは急激に、低酸素症－アシドーシスに陥る場合、それに対応しするために
FHRも生理学的変化を示す。ただ、その逆が必ずしも正しくない点が問題である。この限界
を承知の上で、まず、異常心拍数パターンを正確に解読し、さらにその背景にある病態を胎児
生理学的に理解することが必要である。正確な解読には、一過性徐脈のパターン認識が中心的
役割を担うが、それには実例を基にした教育体制が不可欠である。

現時点での胎児心拍数モニタリング解読の基本を説明し、今後の展開について私見を述べた
い。
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教育講演２　　　　　第１日　６月16日（土）第２会場（グランデＡ）14：15～15：00

座長：太田　博孝（秋田赤十字病院第一産婦人科　部長）

「婦人科救急疾患・炎症性疾患のCT・MRI診断」
講師：宮内　孝治（秋田赤十字病院放射線診断科　部長）

婦人科領域の救急疾患の画像診断法としては，超音波検査（US）が第一選択である。しか
し，多種多様な疾患をかかえた患者が来院する救急の現場では，必ずしも産婦人科医が最初の
診察医ではなく，産婦人科以外の医師が診察し，問診や理学的所見，血液検査，USなどで確
定診断に至らない場合には，次なる画像診断として主にCTが行われることが多い。放射線被
曝のないMRIも選択肢にはいるが，救急疾患の場合にはMRIが直ちには施行できないことも多
く，最近は何でもかんでもCTの感も否めないが，検査時間が短く，自由な断面が再構成可能
なCTが多用される傾向にある。女性骨盤部の救急疾患が必ずしも産婦人科領域の疾患に限ら
ず，消化管，腸間膜，泌尿器などからの臓器から生じた疾患であることもしばしば経験される。

ここでは，婦人科領域の救急疾患として遭遇する卵巣出血，子宮外妊娠破裂，卵巣腫瘍茎捻
転，有茎性子宮筋腫の茎捻転，卵巣嚢腫破裂をとりあげ，主にCT所見について解説したい。
卵巣嚢腫破裂においては，成熟嚢胞性奇形腫や内膜症性嚢胞の破裂で生じる化学的腹膜炎

（chemical peritonitis）も重要である。単純CTと造影CTとでは，一般的に造影CTの方が情
報量は多いが，単純CTの方がわかりやすい病態も少なからずある。例えば腹腔内の血腫や臓
器の出血性梗塞，淡い石灰化などは，単純CTの方がわかりやすいことが多い。造影CTのみの
施行では，これらの所見を見落としたり，誤った読影をしてしまうことがあり，救急疾患にお
いては，単純CTは重要である。

骨盤内感染症（pelvic inflammatory disease : PID）では，付属器膿瘍のほかに，子宮留
膿腫破裂，さらに，特殊な炎症性疾患ともいえる放線菌症やFitz-Hugh-Curtis症候群の画像
所見についても提示したい。

これらの疾患を診断するうえでのpitfallや，類似した所見を示す婦人科以外の疾患の画像も
提示したい。

最後に，妊娠中，および出産直後に発症した急性腹症で，産婦人科以外の疾患により，緊急
手術に至った症例についても提示したい。
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教育講演３　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）10：30～11：15

座長：水沼　英樹（弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授）

「産婦人科領域で使いやすい漢方薬
－月経前緊張症を中心に」

講師：木下　優子（日本大学医学部附属板橋病院緩和ケア室　室長）

産婦人科領域において漢方薬が頻用されているのはすでに知られているところである。特に，
月経不順や月経困難症などの月経関連の疾患，更年期症候群などでは重要なツールの一つであ
る。漢方医学では心身一如の考え方があり，心理的要素との関連が大きい症状や不定愁訴を伴
うケースで特に有効である。また様々な治療の補助療法としても有効で，悪性疾患で用いられ
る場合もある。

月経関連の疾患で最もよく用いられるのは女性の３大処方といわれる，当帰芍薬散，桂枝茯
苓丸，加味逍遥散である。それ以外に温経湯もよく用いられる。月経前緊張症では，メンタル
な要素がからんでくるため，加味逍遥散を使うことが多くなる。これ以外に，女神散や香蘇散
や半夏厚朴湯をはじめとした抑うつやストレスに効く処方も多く用いられる。また，香蘇散は
悪阻にも使用する処方で，妊娠中の抑うつ状態にも使用できる。

更年期症候群において考える必要があるのがホルモン補充療法（ＨＲＴ）との使い分けであ
る。一般にホットフラッシュなどの血管運動神経系障害による症状が主であればＨＲＴの有用
性が高いと考えられ，愁訴が多岐にわたる場合には漢方薬が有効と考えられる。また血中のホ
ルモンの値から更年期症候群と診断されれば，ＨＲＴは適応になるが，更年期のようだという
主訴であっても実際にはホルモン値の異常を伴わない，年齢的にも当てはまらないということ
も多くみられる。このような場合も加味逍遥散を中心とした漢方治療は用いることができる。
更年期でよくみられる症状は漢方でいう気逆の所見とよく一致するため，気逆の処方である加
味逍遥散を用いる。気逆処方には他にもあるが，貧血や月経困難，冷えのぼせ（頭はのぼせる
のに足は冷える），抑うつなどの精神症状にも幅広く用いられるのが加味逍遥散で更年期では
もっとも力を発揮する処方である。加齢による症状が強い場合には，六味丸や牛車腎気丸を処
方する必要がある。

悪性疾患における漢方治療で有名な漢方薬は，十全大補湯とイレウスに使う大建中湯である。
十全大補湯は全身倦怠感の改善だけでなく，放射線治療・化学療法の副作用軽減にも有効であ
る。しかし，これ以外にも食欲不振に補中益気湯，嘔気嘔吐に六君子湯，通過障害に茯苓飲な
ど，不快な症状を軽減しQOL向上に寄与することができる。

このように漢方薬はポイントになる使用法を把握しておけば比較的手軽に様々な症状に対応
できる便利なツールであると考える。
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教育講演４　　　　　第２日　６月17日（日）第２会場（グランデＡ）10：30～11：15

座長：寺田　幸弘（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　教授）

「一外科病理医からみた婦人科腫瘍病理診断
の面白さと醍醐味」

講師：南條　　博（秋田大学医学部附属病院病理部　病院教授）

要旨：当院で経験した症例をもとに子宮頸部腫瘍，子宮体部腫瘍，卵巣腫瘍の病理診断のポイ
ントについて，若干の我々の試みを交え話をさせていただく。

子宮頸癌の原因はヒトパピローマウイルス(HPV)感染と解明されており，我々も頸部上皮
内腫瘍のハイリスク型HPVの局在を生検組織in situ hybridization法で確認している。ベセ
スダシステムによる細胞診断は定着したが，頸管腺上皮の腫瘍性の判定は現在もなお難しい。
術前診断の難しいminimal deviation adenocarcinomaを含め，良悪性，頸癌の浸潤の程度
を的確に判定し，縮小手術，根治的温存術，根治術などの適切な治療を選択していただくこと
が大切である。

子宮内膜増殖症は類内膜腺癌(I型内膜癌)の前駆病変とされているが，真の過形成から上皮
内腺癌に至る幅広い病態が含まれており，その病理診断は難しい。しかし，子宮内膜上皮内腫
瘍(EIN)を認識することにより，早期の漿液性腺癌(II型内膜癌)を含め，内膜上皮内癌(EIC)
を発見する機会が多くなるかもしれない。異型を伴う内膜ポリープや不規則増殖内膜との鑑別
も大切で，良悪性の鑑別が困難な検体も少なからず存在するので，臨床診断との整合性を考慮
して診断する必要がある。また，予後予測や治療選択の観点から，内膜癌の診断において未分
化癌成分の混在を記載する重要性も指摘されている。当院では，分化型の類内膜腺癌で筋層浸
潤がないか筋層浸潤が軽微な早期子宮体癌手術症例において，センチネルリンパ節の迅速診断
を施行し，リンパ節廓清範囲の縮小の根拠としている。

卵巣腫瘍の診断では組織型の確定や悪性度の評価が大切であるが，非定型例や難解例に遭遇
することが少なからずある。境界悪性腫瘍や微小浸潤の診断には細心の注意が必要となる。ま
た，子宮内膜癌のI型・II型分類の根拠とはやや異なるものの，遺伝子的異常の類似性や相違
から卵巣癌もI型・II型に分類されつつある。さらに，卵管上皮内癌(TIC)の存在が認識され，
正常大卵巣腫瘍症候群や腹膜癌との異同についても議論が積み重ねられつつある。

このように婦人科腫瘍の病理診断は新たなエビデンスを取り入れながら着実に進歩してお
り，一外科病理医として的確な診断を臨床医に還元したいと考えている。



シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

座長：藤森　敬也（福島県立医科大学産科婦人科学講座　教授）
座長：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）

基  調  講  演
講師：水上　尚典（北海道大学大学院医学研究科

生殖・発達医学講座　産科・生殖医学分野　教授）

分娩中には，胎児機能不全，常位胎盤早期剥離，子宮破裂，子癇，羊水塞栓症，脳内出血な
ど母児生命を脅かす合併症が起こりえる。万が一これらが起こり期待に反した結果となった場
合，分娩管理が妥当であったかが事後的に検討される場合が多い。子宮収縮薬は本邦において
全妊婦の20％以上に使用されており，産科医に最もなじみの深い薬剤の１つである。また，子
宮収縮薬使用の有無にかかわらず，子宮収縮時には胎盤における胎児血酸素化能は低下し，子
宮収縮力が強ければ強い程，胎児血酸素化能は減弱することが推測されている。低酸素状態に
よる脳性麻痺児の出生はある一定頻度で起こっており，その回避は理論上可能である（不可逆
的脳障害が起こる前に分娩を終了させること，しかし，それを臨床で事前に知ることは困難な
ことが多い）。このことから，もし不幸にも児が脳性麻痺になった場合，胎児well-being監視
法，人工破膜の妥当性，子宮収縮薬使用法の妥当性等，分娩管理が適正であったかが問われる
ことになる。低酸素による脳性麻痺を含め，上記合併症の頻度は極めて低く，それらを合併し
た個々の症例で管理法と合併症の因果関係を否定あるいは証明することは通常困難である。
100％の成功を約束して医療を行うことはできない。したがって，事後において適正な管理法
であったと主張するためには事前にそれら介入に関する標準法を定めておく必要がある。すな
わち，産科において行われる医療介入（分娩監視装着，人工破膜，メトロイリンテル使用，子
宮収縮薬使用，吸引鉗子分娩，帝王切開など）に関しては，エビデンスに基づいて，またエビ
デンスがなければコンセンサスを得て，事前に標準的方法を定めておくことが，母児予後の観
点から，また事後，係争を避ける意味から極めて重要である。ガイドライン発刊の持つ意味は

「標準的検査治療の事前公開」である。
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シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

「骨盤位分娩の最近の動向と当科の実際」
演者：田中　幹二（弘前大学医学部附属病院周産母子センター　講師）

昨年の日産婦学術講演会の若手医師企画で「経産婦の単殿位について経腟分娩か，選択的帝
王切開か，経験ある施設への紹介か。」と聴衆に問うていた。結果は経腟30％，帝切24％，多
施設への紹介46％であった。一方で骨盤位経腟分娩を習得したいかとの問いには，若手医師の
90%近くが「はい」と答えていた。

骨盤位経腟分娩に関するACOGのcommittee opinionが「帝切すべし」から「適切な管理
下での経腟分娩は合理的」へと変遷したのは記憶に新しい。また昨年発刊された日産婦ガイド
ラインでは，条件付きながら経腟分娩も選択できるとしている。

当科では患者が経腟分娩を希望した場合，以下の条件を満たしかつ同意が得られた場合に限
り経腟分娩の方針としている。
① 推定体重が2000〜3500ｇであること
② 妊娠34週以上であること
③ 児頭骨盤不均衡がないこと
④ 臍帯下垂や前置胎盤がないこと
⑤ 反屈位や足位などの胎位異常がないこと
⑥ 帝王切開既往がないこと

この方針に従い当科で行われた最近５年間の骨盤位経腟分娩について，帝王切開例や頭位分
娩例と比較した。対象は正期産，胎児異常のない単胎症例で，以下の項目につき遺漏なくカル
テ記載されている症例とした。経腟分娩の方針となった33例中28例が経腟分娩となり，５例が
帝切となった。帝切の適応は，NRFS２例，陣痛発来前の胎盤早剥１例，分娩進行停止１例，
陣痛発来時反屈位が１例であり，いずれも初産であった。

骨盤位経腟例，骨盤位を適応とした選択的帝切例，無作為に抽出した頭位経腟例の３群につ
いて，Apgar score，臍帯血pH，出血量等について検討した。

分娩時週数は，それぞれ39.2±1.2週，38.2±1.0週，39.1±1.1週であった。児体重は2867.5±
326.4g，2864.1±321.4g，3077.5±363.2gであった。アプガースコアの１分値は8.25±1.35，
7.85±0.88，8.47±0.86，５分値は9.18±0.39，8.88±0.52，9.13±0.43，臍帯動脈血pHは7.30±0.06，
7.31±0.03，7.29±0.08であった。また出血量は270±122.1g，802.2±355.6g，282.0±155.2gで
あった。以上の中で有意差が認められたのは，出血量のみであった。また骨盤位経腟群，選択
的帝王切開群を問わずNICU入院例も長期予後に問題のある児もなかった。

さらに骨盤位経腟分娩例を初産婦群と経産婦群に分けて上記項目について比較したが，いず
れの項目でも有意差はなかった。ただし，経腟分娩の方針だったが帝王切開となったのは，上
述のように全て初産婦であった。

骨盤位経腟分娩を選択する施設が少なくなる中で，新たにEBMを構築し，それに沿った分
娩管理をするのは難しい。しかし，産科医として骨盤位経腟分娩の技術の習得は必要であると
考える。
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シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

「当院における骨盤位分娩の管理」
演者：渡辺　孝紀（仙台市立病院産婦人科　部長）

平成11年１月より平成23年12月までに当院で扱った分娩9717例中骨盤位は304例であった。
当院での骨盤位における経膣分娩を試みる際の条件は

・本人，家族の希望のあること
・帝切既往，子宮筋層切開既往のないこと
・正期産
・胎児予想体重がおおむね2500から3500
・X線骨盤計測にてCPDがなくgynecoid，あるいはanthropoidタイプの形状であること
・先進部が臀部であること
・児頸部の過伸展のないこと
・41週までに陣痛発来するもの
・経験豊富な医師が対応可能であること
であり
分娩管理については
・基本的に陣痛誘発，増強は行わない
・臀部娩出までにdecelerationの頻発する場合は帝切に切り替え
・後続部分娩出困難時の可及的対応
を重視している。

これらの結果304例中結果的に帝切に至ったものが255例，経膣分娩に至ったものが49例で
あった。いずれの場合も重篤な新生児仮死，分娩外傷，母体合併症は見られなかった。

これら骨盤位の取扱いの原則は変更してないものの年々経膣分娩は減少してきている。
本講演ではこれら当科における現状を中心に骨盤位の管理における問題点について述べた

い。
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シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

「子宮手術既往妊娠における分娩管理」
演者：野村　泰久（福島県立医科大学産科婦人科学講座　講師）

今回の課題は『子宮手術後の分娩方法』について根拠をもとにまとめることであるが，『子
宮手術後の分娩方法』における子宮手術とはいかなるものが考えられるか。まず，第１には帝
王切開術後の分娩である。かつて「once cesarean, always a cesarean」との格言の如く反
復帝王切開が原則とされたが1970年代以降見直され，一定の基準のもとに帝王切開後試験分娩

（TOLAC: trial of labor after cesarean delivery）が行われている。我が国においても，日
本産科婦人科学会・日本産婦人科医会による産婦人科診療ガイドラインに本邦でのガイドライ
ンが示されている。TOLACの結果，経腟分娩となったものが帝王切開後経腟分娩（VBAC:
vaginal birth after cesarean delivery）であるが近年，その頻度が減少してきている。ガ
イドラインが厳しくなったためとは考えられず様々な要因が考えられるが，今回は現時点での
分娩方針とともに，福島県の現状についても説明したい。第２には子宮筋腫核出術後の分娩方
針である。現在，腹腔鏡下筋腫核出術（LM: laparoscopic myomectomy）が広く施行され
ている。LMなど腹腔鏡による手術後と開腹による手術後，それぞれ適応とする筋腫の状態が
異なるだけでなく筋層の縫合の問題などから分娩方針についても異なった方針が示される。そ
れぞれについて分娩方針をまとめてみたい。また，子宮形成術についても術式により分娩方針
は異なると考えられる。他の子宮手術とともに術後分娩方針をまとめてみたい。
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シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

「帝王切開瘢痕部妊娠の診断と管理」
演者：前川　絢子（山形大学医学部附属病院産科婦人科　助教）

【緒言】帝王切開瘢痕部妊娠 (CSP) は，異所性妊娠の中でも稀であるが，近年帝切率の上昇に
伴い報告例が増加している。妊娠初期から，また妊娠継続によりさらに子宮破裂や大量出血に
至る可能性が高いため，早期の診断，治療が必要とされるが，確立された治療指針はない。
CSPに対する診断，治療について自験例も踏まえ考察する。

【症例】当科で経験したCSPの５例について産科的背景，診断，経過を後方視的に検討した。
平均年齢は32.4歳，既往帝切回数は，３回が２例，２回が１例，１回が２例であった。最終帝
切から今回妊娠までの期間は５か月から10年であった。来院時の症状は無症状が２例，無痛性
の性器出血が３例であった。診断時期は平均8.2週，血清hCGは平均72,451mIU/mlであった。
全例，超音波検査で診断に至り，共通する所見は子宮体部・頸部に胎嚢を認めないこと，子宮
下部前壁に胎嚢を認めたこと，着床部の筋層は菲薄化していたことであった。全例，循環動態
に異常はなかった。５例中４例は，血清hCGが高値で，胎児あるいは胎児心拍を認めた。こ
の４例については子宮温存の希望がなかったため，単純子宮全摘術を施行した。いずれも帝王
切開瘢痕部に着床していた。着床部筋層は菲薄化しており，１例では術中に着床部筋層が破綻
し絨毛が腹腔内に露出したが，術後経過は良好であった。残り１例は強い子宮温存希望があっ
た。胎嚢は19mmと小さく変形し，卵黄嚢および胎芽を認めなかったこと，血清hCG値が
4,465mIU/mlと低値であったことから，治療中の出血や子宮摘出のリスクを十分に説明した上
で，メソトレキセートを全身投与した。10日目には胎嚢は不明瞭となり，28日目に血清hCG
は陰性化した。３か月後の超音波検査では胎盤様構造および帝王切開瘢痕部は不明瞭となり，
６か月後のMRIでは帝王切開瘢痕部がわずかに楔状を呈していたのみで，胎盤様構造は消失し
た。
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シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

「当院における双胎分娩の取り扱い」
演者：金杉　知宣（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　助教）

我が国では双胎妊娠の分娩様式決定において，双胎経腟分娩の経験豊富な医師の存在や，産
科・新生児科マンパワーを考慮して，施設毎に指針が異なるのが現状である。産婦人科診療ガ
イドライン2011でも明確な定説はなく，2004年のACOG practice bulletinでも双胎分娩様式
について明確に述べられていない。今回演者が岩手医科大学MFICUに配属された過去３年間
の双胎分娩のデータを示し，当院における双胎の分娩方針について述べたい。

過去３年間で双胎分娩は70件（うち１絨毛膜性双胎は41件）であった。（分娩時週数23〜27
週７件，28〜31週７件，32〜35週19件，36週以降37件）頭位－頭位は31例，頭位－非頭位は17
例，第１子が非頭位は22例であった。分娩はすべて帝王切開である。そのうち，36週以降（緊
急８件，予定29件）の平均出血量（羊水含む）は1172±545ml，第１児の平均Apgar Scoreと
第２児の平均Apgar Scoreに差は認めなかった。術後弛緩出血による性器出血がコントロー
ルできず子宮動脈塞栓術を施行した症例は１例あった。帝王切開による合併症（創部離解・重
篤な麻酔合併症・腹腔内感染・肺血栓塞栓症）の発症は１例もなかった。双胎妊娠がリスク
ファクターの一つである産褥心筋症の発症もここ数年見られない。

上記のように当院では双胎妊娠は頭位－頭位を含めて全例帝王切開としている。その最大の
理由として当院は総合周産期センターであり，28週未満のハイリスク妊娠・新生児はすべて当
院で管理しなければならない状況の中における絶対的なマンパワーの不足が挙げられる。演者
は過去に関連病院で４例の双胎経腟分娩の経験があるが経験豊富な医師の指導のもと２例は事
なきを得たが，１例は第２子が重症仮死，１例は頭位－頭位にも関わらず分娩遷延となり高血
圧が出現し帝王切開を施行するも術後に母体が脳出血となった経験があり，トラウマとなって
いる。また第１子経腟分娩後の第２子の急変（早剥，臍帯脱出などに起因する）は予測不能か
つきわめて短時間で重症化し，これに対して麻酔科・手術室を含めた万全の態勢を常時整えて
おくことは，当科以外の病院事情全体から見ても現時点では困難である。双胎妊婦に対しては，
妊娠初期からそのリスクを説明し，分娩は全例帝王切開であることを文書での同意のもと確認
させていただいており，現時点まで特に大きなトラブルにはなっていない。
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シンポジウム 第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）16：45～18：45

「EBMに基づく分娩管理」

「当院における双胎分娩」
演者：真田　広行（秋田赤十字病院第二産婦人科　部長）

【目的】当院では双胎妊娠の分娩様式として先進児が頭位の場合は後続児の胎位に拘らず，原
則として経腟分娩とし，先進児娩出後はできるだけ迅速に後続児を娩出させるようにしている。
また，計画分娩により出来るだけ平日日中の分娩を目指している。今回双胎の経腟分娩の転帰
について後方視的に検討を行った。

【方法】2006年１月から2011年12月まで当院で分娩した妊娠22週以降で，胎内１児死亡を除く
双胎妊娠164例を対象とした。経腟分娩の際には全例に硬膜外麻酔による無痛分娩を行い，必
要に応じて頚管拡張，陣痛促進を施行した。先進児娩出後は次の陣痛に合わせて子宮底を圧迫
し，後続児を下降させ，人工破膜をしてなるべく迅速に後続児を娩出させるよう試みた。後続
児が非頭位の場合でも外回転術は行わず，骨盤位牽出術にて娩出させた。

【結果】先進児頭位の症例は133例 (81%) でそのうち116例 (87%) に経腟分娩を試み，111例
(96%) が経腟分娩となった。後続児の胎位別にみると頭位で84例中80例 (95%)，非頭位で32例
中31例 (97%) が経腟分娩となった。先進児経腟分娩後の帝王切開はなかったが，臍帯脱出，
胎児機能不全等で内回転術を５例に施行した。平日日勤帯での分娩は138例 (84%) で，13〜17
時の分娩は110例 (67%) であった。経腟分娩における先進児と後続児の娩出間隔は3.6±1.9分
で，100例 (90%) が５分以内に分娩しており，10分以上要したものは２例のみであった。経腟
分娩と選択的帝王切開21例でApgar scoreを比較すると，先進児の１分値が7.8±1.2 vs 7.8±
0.9，５分値が8.7±0.8 vs 8.7±0.6，後続児のApgar score １分値が7.4±1.7 vs 7.6±1.0，５分
値が8.7±0.8 vs 8.7±0.6といずれも差がなく，臍帯動脈血pHは先進児7.329±0.043 vs 7.319±
0.043，後続児7.350±0.045 vs 7.330±0.043と差がなかった。

【結論】双胎経腟分娩において，先進児分娩後に後続児をできるだけ迅速に娩出させることに
より，安全に経腟分娩できる可能性が示唆された。また，硬膜外麻酔による無痛分娩を併用す
ることにより，後続児の臍帯脱出，胎児機能不全等に対しても内回転術が容易に施行でき，帝
王切開を回避できる可能性が示唆された。さらに適切な分娩誘発により産科医，小児科医，コ
メディカルスタッフに最適な時間に分娩が可能で，母児の安全に寄与する可能性が示唆された。
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特別企画　　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）15：00～16：00

「思い出の症例報告」

座長：小島　　学（白河厚生総合病院産婦人科　医員）

「Antepartum diagnosis of fetal intracranial
hemorrhage due to maternal Bernard-Soulier
syndrome. (Obstet Gynecol 1999; 94: 817-9.)」

演者：藤森　敬也（福島県立医科大学産科婦人科学講座　教授）

BACKGROUND: Bernard-Soulier syndrome, a lack of glycoprotein IB/IX, is a rare
autosomal recessive bleeding disorder characterized by platelet dysfunction.
Women with Bernard-Soulier syndrome are at risk of being immunized against gly-
coprotein IB/IX, leading to severe isoimmune neonatal thrombocytopenia.
CASE: A 26-year-old Japanese woman, gravida 1, para 0, with Bernard-Soulier syn-
drome presented at 35 weeks' gestation with changes in fetal heart rate patterns and
ultrasonographic findings that strongly suggested fetal intracranial hemorrhage.
Management was by cesarean hysterectomy and bilateral salpingo-oophorectomy
at 36 weeks, but the neonate died 6 hours after birth.
CONCLUSION: Maternal immunization to glycoprotein IB/IX during pregnancy can
cause severe fetal thrombocytopenia and massive intracranial bleeding.
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特別企画　　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）15：00～16：00

「思い出の症例報告」

座長：赤石　美穂（仙台市立病院産婦人科　医員）

「子宮破裂の二例」
演者：木村　芳孝（東北大学大学院医学系研究科融合医工学分野　教授）

Williamsによれば，母体の出血性ショックが現れるまえに，腹腔内の出血による腹膜刺激
症状，心窩部不快感，胸部痛などが出現することがあり羊水塞栓や肺塞栓症との鑑別が必要で
あるとしている。以前は子宮内測陣痛計が診断に役立つといわれていたが，胎児モニターでの
胎児徐脈が一番多く見られる症状であると考えられる（症例１参照）。母体ショックに続いて，
内診で児頭が触れなくなり，腹壁から腹腔内に脱出している胎児を超音波で確認できることも
ある（症例２参照）。分娩の突然の消失や停止，母体のショックなどがある場合は，子宮破裂
を疑い，母体の血圧，心拍数に注意しながら，内診や超音波検査を進めていく必要がある。

臨床でたくさんの患者さんを助けた先生も多いと思う。しかし，思ったように助けられな
かった症例は自分への戒めとして一生忘れない教訓でもある。
症例１．分娩時胎児徐脈のみの症状で発症した瘢痕子宮破裂
＜妊娠歴＞　①平成２年　妊娠32週　前期破水早産（帝王切開）。

②平成３年　妊娠29週　早産（自然分娩）。
＜既往歴＞　小児喘息。
＜現病歴＞　平成７年　妊娠39週自然陣痛初来にて来院。子宮口全開となった後，突然の胎児
徐脈出現した。陣痛に合わせクリステレルで娩出を試みるが胎児下降せず緊急帝王切開となる。
＜手術所見＞　出血量　1064g，手術時間　55分。

子宮下部前壁が前回の帝王切開創付近より横方向に破裂しており，胎児は腹腔内に脱出して
いた。
＜転帰＞　児は死亡。　母体はショック，DICなど見られず通常退院となった。
症例２．古典的帝王切開分娩後の定型瘢痕子宮破裂
[症例]　28歳，４妊２産
＜既往歴＞　14歳時虫垂炎切除。　＜家族歴＞　特記すべき事無し。　＜既往妊娠分娩歴＞
前回妊娠18週にて古典的帝王切開による妊娠中絶施行される。
＜前回帝王切開の状況＞ 平成12年３月23日（妊娠17週５日）腹緊，出血あり，前置胎盤，出
血にて近医から救急搬送となる。来院時，前置胎盤と胎盤後血腫あり，入院管理とした。その
後出血が徐々に増加しヘモグロビン値も低下，平成12年４月４日（妊娠18週５日）古典的帝王
切開による妊娠中絶となる。
＜現病歴＞　平成13年８月１日　妊娠24週５日　外出時の軽い腹緊だけで特に前兆症状は見ら
れなかった。家で突然下腹部痛出現，救急車にて近医受診した。母体頻脈有りショック状態，
常位胎盤早期剥離疑いにて当院緊急紹介。同日20時24分当院来院，顔面蒼白，頻脈（116bpm），
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呼吸正常，血圧低下（68/40mmHg），体温　36.7℃ ，IUFD確認された。20時38分　傾眠傾向
出現。　＜超音波所見＞　腹腔内に血腫および出血，子宮外に胎児を認めた。子宮破裂疑いに
て帝王切開術施行した。
＜術中所見＞　子宮破裂。前回の古典的帝王切開瘢痕部の離開。腹腔内に多量の出血と血液塊
があり胎盤，胎児が卵膜に包まれ一塊と成って子宮外に脱出していた。術中出血量　2200ｇ，
手術時間　１時間７分。破裂層をトリミングし３層に縫合した。児は男児790ｇ，死産。母体
は術後経過順調で入院８日間で退院となった。

三年後再び妊娠し，24週から安静目的で入院。妊娠28週時選択的帝王切開施行し健児を得て
いる。術中所見は，子宮内が透けて見える不完全子宮破裂の状態であった。
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特別企画　　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）15：00～16：00

「思い出の症例報告」

座長：淵之上康平（弘前大学医学部附属病院産科婦人科　医員）

「長期にわたりGnRHの脈動的皮下投与法を施行し
排卵誘発並びに二次性徴の誘発に成功した症例」

演者：水沼　英樹（弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授）

正常月経周期を有する女性では，下垂体の脱感作予防のためにGnRHは脈動的に分泌され
ている。一方，GnRHを脈動的に投与することでもっとも自然に近い排卵誘発も可能となっ
た。症例１は36歳の未婚女性。原発無月経を主訴に来院。161cm，52kg。二次性徴の発育は
不良。染色体は正常女性型。低ゴナドトロピン血症を示し，嗅覚障害を持つためにカルマン症
候群と診断した。症例２は22歳未婚。147cm，37kg。ゴナドトロピン(Gn)値の低下以外に内
分泌学的な異常を認めずGn単独欠損症と診断した。この２例の症例において微量間欠注入ポ
ンプを用いて，合成LHRH10〜20μgを２時間置きに皮下投与した。ポンプは外すことなくそ
れぞれ48，20週間にわたり装着し，前者では３回の無排卵性無月経を繰り返した後に28週目に
排卵性の月経が誘発された。一方，症例２では投与開始後２週で排卵を認め計３回の排卵性月
経および一回の無排卵月経を認めた。また，２症例とも恥毛の発育が促進された。この２症例
の無月経症患者を皮切りに，以後，この療法を視床下部性続発無月経症患者，多嚢胞卵巣症候
群(PCOS)の症例を対象に排卵誘発を行ったが，その効果は視床下部性続発性無月経症でもっ
とも効率よく，反復して排卵が見られた。一方，PCOSでは初回こそ反応よく排卵周期が観測
されたが投与を繰り返すうちに下垂体は脱感作状態となり無排卵周期症を繰り返すようになっ
た。
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特別企画　　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）15：00～16：00

「思い出の症例報告」

座長：石田　博美（山形大学医学部附属病院産科婦人科　医員）

「性の発生・分化の大切さを
学ばさせていただいた症例」

演者：倉智　博久（山形大学医学部産科婦人科学講座　教授）

この患者さんは，私が医学部卒業後１年目の研修医の時に，主治医として経験した患者さん
です。ポイントは，性腺と内性器を全く欠如するという点です。性の発生・分化のどの過程で，
どんな異常がおこるとこのような症状を呈するのかを皆さんと考察してみたいと思います。

症　例
【症例】19歳　未経妊
【主訴】原発無月経，外性器異常
【現病歴】　生下時より外性器異常を指摘されるも，女性として育てられてきている。

現在まで２次性徴の発現をみていない
【既往歴】　16歳時虫垂切除術，他に特記すべきことなし。
【家族歴】　血族結婚なし，同胞６人中に同疾患を認めない。
【入院時現症】

全身所見
身長 162cm 体重 52kg Arm span 170cm! 類宦官体形
顔貌： 女性様で年齢に比しやや小児様
身体所見： 乳房発育認めず，腋毛・恥毛を認ない。 性器以外に奇形なし。

【婦人科学的所見】
外性器： 陰核及び外尿道口を認めるが，大陰唇は全く発育せず

両側小陰唇は完全に癒合し，腟開口を認めない
内診所見： 子宮・付属器を触知しない

鼡径部に停留睾丸を思わせる抵抗を触知しない
染色体検査

X-Chromastin: negative; Y-Chromatin: positive; Karyotype: 46XY
【内分泌学的検査結果】

ホルモンの基礎値：
LH: 60 mIU/ml; FSH: 70 mIU/ml; E2: 10 pg/ml
LH-RH test: 過剰反応型
Premarin test: ゴナドトロピンのreboundなし
HCG test: 全く反応なし。

【開腹所見】
腹腔・鼡径管内に性腺を認めず。内性器も認めず。
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特別企画　　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）15：00～16：00

「思い出の症例報告」

座長：寺田 幸（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　大学院生）

「胎児小腸閉鎖に認められた臍帯出血発症の瞬間
－救命しえた一例－」

演者：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）

胎児小腸閉鎖を有する妊婦の切迫早産管理中に臍帯潰瘍からの急激な出血を発症し，緊急帝
王切開術により児を救命しえた一例を経験した。症例は21歳の初産婦で，他院の妊婦健診時に
消化管拡張の超音波像から胎児小腸閉鎖を疑われていた。33週に羊水過多，切迫早産となり，
当院へ母体搬送となった。入院２日目の持続CTGモニタリング中に突然持続徐脈となり，超
音波検査で臍帯出血が強く疑われたため緊急帝王切開術を施行。血性羊水と児の臍輪近くの臍
帯から噴出する出血を認めた。児は2088g，Apgarスコア1/6で出生，重度の貧血を伴ってい
たが輸血により状態は改善した。臍帯には帯状の臍帯潰瘍が見られた。病理学的検索では週数
に比べ未熟な絨毛を認め，臍帯の羊膜上皮が部分的に変性していた。児は出生３日目に小腸閉
鎖に対し手術を施行，トライツ靭帯より10cm尾側の膜様閉鎖であった。

胎児小腸閉鎖に伴う臍帯潰瘍は1991年にBendonらが最初に報告したが，その合併は5.6－
13%にも及ぶと言われている。しかしその予防法，管理法に統一した見解はなく，臍帯潰瘍か
ら出血した児の予後は極めて厳しい。今回の症例は幸い持続CTGモニタリングにより発見さ
れたが，一般的にはその発症が予測困難であり，突然のCTG異常を認めてから約１時間後で
あってもすでに重篤な状態になりうることを示唆している。本症に対する早急な管理指針の作
成が期待される。
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特別企画　　　　　　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）15：00～16：00

「思い出の症例報告」

座長：今野めぐみ（平鹿総合病院産婦人科　医長）

「私を導いてくださった山形県立中央病院時代の
患者さんたち：医師として症例報告を残すこと
の大切さを皆に伝えたい」

演者：寺田　幸弘（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　教授）

私は平成７年春に東北大学産婦人科で学位をいただき科長研修(お礼奉公)として東北地方の
病院に赴任することになりました。　少し天狗になっていたその頃の私の偽らざる気持ちは

「小さなところでもいいので科長を経験してみたい」「留学をしてみたかったかな（その頃は留
学する先輩たちは学位が終了して速やかに留学していました）」でありました。　

私が赴任を指示いただいた山形県立中央病院産婦人科には４人(私は３番目)の医師が勤務
し，病院自体は移転前で老朽化しておりました。　その頃の同院の分娩症例は月に10－15程度
であり手術のない日の午後は自分の机で時間をつぶすことがありました。　大学医局や当時東
北一の分娩数があった竹田総合病院(星敬一先生)で嵐のような時間をすごした自分にとって，
そのような午後は医師になって初めて経験する「あまりなにもない時間」でした。

そんなある日，卵巣がんが疑われる症例が紹介されてきました。両側付属器に大きな腫瘍が
ありがんは腹壁まで転移して２次感染か膿汁が体外に出てきています。　CTでみるとがんは
火山の噴火のように腹壁を破壊し，子宮内にはIUDが入っていました。　血糖値は500以上あ
りました。　このような破壊的な局所病変，感染の理由はわかりませんでした。　時間はたく
さんあった私はいろいろな文献を調べ始めました。そこで行き当ったRadiologyの論文に全
く同じような腹壁のCT写真を見つけました。　放線菌による感染でした。

当患者さんの血糖値あるいはIUDの存在は十分それを指示するものでした。　しかし，培養
では結果がでません。　病理検査室にのりこみ一次ドレナージのときに採取できた組織(切れ
端)の標本を50枚くらい作成し１つずつみてゆきました。　放線菌症の証拠とされる硫黄様顆
粒が苦闘の末そのなかの数枚に見つかりました。　一つの症例をじっくりと検討することの楽
しさを知った瞬間でした。　その後患者さんは元気に退院くださいました。　この症例を山形
の地方部会で発表した折，当時山形大学産婦人科所属で初対面の荒木慶彦先生(現，順天堂大
学)より「大変理路整然とした発表でよかった，論文にするように」とお話いただきました。

その後の私は山形で自分に縁のあった症例をゆっくり，じっくりと検討する楽しさに目覚め
ていくつかの症例報告を書きました。　英文の症例報告の投稿は大学在局中とことなり諸般手
間がかかりました。　しかし，比較的時間はあったので天童市との境にある宅急便まで妻と子
供達を連れて出かけて航空便を送っていました。
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そのような日々を過ごすうちに海外留学したい希望が大きくなり，東北大学医局にご了解を
いただいたのちに，山形で留学先を探しはじめました。　放線菌症例でご面識をえることがで
きた荒木先生にCV(履歴書)の書き方，有給の研究員(ポスドク)になるための駆け引きを山形
の美酒，出羽桜大吟醸(緑の小さなボトルが最高に美味しい)を楽しみながら何べんも教えてい
ただきました。　15のめぼしいラボにCVを送付して唯一相手をしてくださったオレゴン霊長
類研究所シャッテン先生より半年にわたるやり取りののち，「仕方ない，２年間で５万ドルだ
す」と返事をいただいた時の喜びは今も忘れられません。

症例を丁寧に検討し，それを論文にすることでひらかれた新しい扉でした。



スポンサードセミナー



ランチョンセミナー１　第１日　６月16日（土）第１会場（グランデＢ）11：40～12：40

座長：岡村　州博（国家公務員共済組合連合会東北公済病院　院長）

「胎児異常診断の新しい展開」
講師：夫　　律子（クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児医学研究所　院長）

日本は，出生前診断と言う分野において開発途上国である。日本国内で出生前診断が浸透し
ない理由は，スクリーニングのとらえ方，優性思想の観点で医療側が責められるのではないか
という危惧感からの医療側の消極性がある。

世界的に高齢妊娠が増加し出生前診断の需要は急増し，ネットにより意識レベルが向上して
いるが，スクリーニングを希望する妊婦が受けることの出来る受け皿がほとんどないのが現状
である。クリフムは数少ない受け皿のひとつであり，最先端の出生前診断をシステマティック
に行っている。
１．初期超音波スクリーニング

NTは，その計測のあいまいさや間違った説明を医師がしていることがメディアでも取り上
げられ，患者の意識も高まってきている。NTはイギリスFMFの資格基準が計測方法として用
いられる。またNT以外の超音波マーカーとして，鼻骨，顔面角度，三尖弁逆流，静脈管血流
が染色体数異常リスク評価に用いられる。NTだけでのダウン症検出率は60－70%だが，他の
マーカーを入れると95%内外の検出率となる。
２．初期における血清マーカー組み合わせ検査 (NT+PAPP-A, freeβhCG)

初期における血清マーカーは，中期のトリプル・クワトロテストとは違い，PAPP-A, free
βhCGとNTとの組み合わせ検査で染色体数異常リスク評価をするもので，初期基本検査とし
て世界中で広く行われており日本でも今年から国内実施が可能となった。
３．超音波発生学Sonoembryology

妊娠11－13週の胎児で口唇口蓋裂などの顔面異常，多指症などの四肢異常，心疾患，二分脊
椎など多くの先天性形態異常の診断が可能となり，胎児診断が妊娠初期に移行するようになっ
てきた。
４．絨毛検査と羊水検査

経腹的CVSは妊娠初期に安全に施行できコンタミもなく，羊水検査のような羊膜破綻や胎
児接触リスクもない方法で，クリフムでは月に100－120件のCVSが行われており，国内ラボ
で絨毛検体からサンプル採取同日にDNA抽出が行われ，迅速なQF-PCRと核型検査ができる
ため，CVSの１－２日後にはダウン症や13,18トリソミーが判明する。
５．超音波遺伝学Sonogenetics・分子遺伝学Molecular genetics

分子遺伝学での胎児DNA chip (マイクロアレイ) による出生前診断により，超音波異常あ
るも正常核型例に微小染色体異常があることが判明してきた。各種Sequencing技術が出てき
ているが，その適応や説明にはまだまだ慎重を要する。単独遺伝子病家系の出生前診断の需要
も増加している。
６．胎児神経学Fetal Neurologyと脳診断

胎児中枢神経系スクリーニングでは数秒で脳内構造を正確に診断し，詳細診断では脳内の微
小血管 (髄質静脈) の発達まで観察し神経予後予測の臨床研究を行っている。
７．非侵襲的染色体数検査　Non-Invasive Test

母体血中の胎児cell-free DNAにより胎児染色体数異常を検出する方法で，アメリカ・香港
などで昨年末から実施されている。日本でも近々開始する予定であるが，特殊検査であり誰で
も母体血液を採れば胎児ダウン症がわかりますという安易な検査ではない。
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ランチョンセミナー２　第１日　６月16日（土）第２会場（グランデＡ）11：40～12：40

座長：倉智　博久（山形大学医学部産科婦人科学講座　教授）

「ライフステージに応じた子宮内膜症治療」
講師：原田　　省（鳥取大学医学部器官制御外科学講座

生殖機能医学分野　教授）

子宮内膜症は生殖年齢女性に好発し，疼痛と不妊を主症状とすることからリプロダクティブ
ヘルスを低下させる疾患として社会的にも注目されている。本症患者のおよそ９割が月経痛を
訴え，月経時以外の骨盤痛や腰痛の頻度も高く，排便痛や性交痛といった本症に特徴的な症状
もみられる。

治療としては手術療法と薬物療法があり，時に併用療法も行われる。手術療法の有効性が最
も高く，若年や未婚患者が多いことから低侵襲手術である腹腔鏡手術が選択される。卵巣チョ
コレート嚢胞に対しては，嚢胞摘出術が行われてきたが，術後の卵巣予備能低下が指摘されて
いる。一方で，術後の再発・再燃の頻度も高く長期の薬物療法が必要となることも多い。薬物
療法としてはGnRHアゴニストの有用性が認められており繁用されてきたが，骨量低下の副
作用のため投与期間に制限がある。近年，プロゲステロン剤であるディナゲストや低用量エス
トロゲン・プロゲスチン合剤（LEP製剤）が発売され広く使われている。両薬剤ともに，副
作用が少なく長期間の使用が可能であることが特徴といえる。LEP製剤は機能性月経困難症
の保険適応も有し，月経困難症の軽減にきわめて有用で普及してきたものの，若年女性に使用
した時に，子宮内膜症の予防効果があるかどうか，骨量低下のリスクなど検討課題も多い。

子宮内膜症の女性は，思春期から重症月経困難症を有し，疼痛軽減を目的とした低用量経口
避妊薬の服用者が多いことがわかってきた。子宮内膜症は，若年時から発生し徐々に進行して，
長期にわたって女性のQOLを脅かす慢性疾患と考えられる。治療方針としては，疼痛軽減と
妊孕能温存のバランスをとって，子宮内膜症をいかにコントロールするかがポイントとなる。
本講演では，若年女性の子宮内膜症に視点をおいて女性のライフステージを通した子宮内膜症
治療についてお話します。
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ランチョンセミナー３　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）12：00～13：00

座長：八重樫伸生（東北大学医学系研究科産科学婦人科学分野　教授）

「子宮筋腫に対する腹腔鏡下手術のpros and corn 
～安全確実な手術手技の確立をめざして～」
講師：北出　真理（順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科　准教授）

【目的】低侵襲で術後癒着の少ない腹腔鏡下子宮筋腫核出術 (Laparosopic Myomectomy:LM)
は妊孕能温存手術に最適であるが，術中出血多量や術後再出血等のリスクもあり，手術には熟
練を要する。また術後妊娠中の子宮破裂の報告も散見されることから，子宮温存手術を行うに
当たっては，適正な手術適応と術式の標準化，そして確かな技術が不可欠であると考えられる。
本講演では当院におけるLMの基本術式から難易度の高いアドバンス術式を供覧し，手術適応
や合併症，治療成績，長期予後を提示した上で，安全に手術を完遂するコツや注意点について
述べる予定である。

【方法】2000年１月～2011年12月までに当教室で腹腔鏡下子宮筋腫核出術を施行した3799例に
ついて，以下の項目を多角的に評価しLMの治療効果を検討した。
①GnRHa術前投与の有効性
②自己血回収装置使用例と術後出血増加例の検討。
③SLLによる術後癒着の評価
④術後妊娠率と術後妊娠に寄与する因子の評価
⑤LM後妊娠と帝切後妊娠の分娩経過の比較
⑥術後再発率の検討

【結果】①GnRHアゴニストの投与群において手術時間，術中出血量，術後ドレーン排液量の
全てにおいて有意な低下を認めた。②自己血回収装置使用群は非使用群に比較して核出した最
大筋腫径と核出筋腫数が有意に高かった。術後出血多量例では出血増加は術後２～３時間以降
で認められる場合が多く，漿膜下筋腫症例が多かった。③LM後にsecond look laparoscopy
(SLL) を施行した372例のうち，子宮創部への癒着を認めたのは141例 (37.9%)，附属器への癒
着の新生de novo adhesionを認めたのは33例 (8.9%) であった。術後創部癒着の発症に最も
寄与する因子は核出筋腫数，付属器周囲癒着に寄与したのは最大筋腫核径であった。④LM後
SLLを行った不妊症例367例における妊娠率は42.5%であり，術後妊娠に寄与する因子は年齢
と術前MRIにおける子宮内腔の変形であった。⑤LM後妊娠例は帝切後妊娠と比べて有意に分
娩時間が長く分娩停止が多い傾向にあったが，子宮破裂症例は皆無であった。⑥LM後の再発
率は24.0%であり，再発までの期間は12.8±7.5（月）であった。術後再発に寄与する因子は，
年齢と核出筋層内筋腫数であった。

【考察】挙児希望例にはLMは非常に有効な外科的治療であるが，安全な手術手技を習得した
上で適正な手術適応を遵守する事が望ましいと考えられた。
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ランチョンセミナー４　第２日　６月17日（日）第２会場（グランデＡ）12：00～13：00

座長：木村　芳孝（東北大学大学院医学系研究科融合医工学分野　教授）

「重症心疾患の胎児スクリーニング」
講師：川瀧　元良（神奈川県立こども医療センター新生児科　医長）

胎児診断と外科治療の進歩により多くの重症心疾患に対する早期の治療介入が可能となり，
高い救命率とともに後遺症を減らすことが可能となってきた。しかし，単心室疾患の胎児診断
率は高率であるのに対し，２心室疾患の胎児診断率は低率である。特に，完全大血管転移

（TGA），大動脈縮窄・離断（IAA/COA），総肺静脈還流異常（TAPVD）は新生児早期に発
症する頻度の高い重症心疾患であるが，現在のところ胎児スクリーニング率は極めて低率であ
る。胎児心スクリーニング向上のためには，Three vessel view（３VV）およびthree ves-
sel trachea view（３VTV）の観察，カラードプラの活用が重要である。

スクリーニングとは，大多数の正常例の中から少数の異常例を“選び出す” ことである。最
も大切な点は，異常例を見逃さない（＝偽陰性をなくす）ことである。そのためには，ある程
度の擬陽性（正常例を異常とするエラー）は許容される。偽陰性をなくすために大切なことは，
一定の手順でスクリーニングを行うことである。全体の観察から始めて部分へと観察を進めて
いく。また，確認できたことと確認できなかったことをはっきりさせ，一定の書式で記録に残
し，次回のスクリーニングにつなげることが大切である。胎児心臓病学会作成の胎児心エコー
検査ガイドラインにしたがって胎児スクリーニングの方法を解説する。
ポイント１：腹部断面で胃の位置（内臓錯位）
ポイント２：４CVで心臓のＰ点と心尖部の向き（横隔膜ヘルニア，内臓錯位）
ポイント３：４CVで心臓が大きさ（Ebstein病）
ポイント４：４CV～５CVでミッドライン（房室中隔欠損）
ポイント５：４CVで左右のバランス（左心低形成症候群）
ポイント６：４CVで左心房と肺静脈の間のスペースと左右肺静脈のつながり（TAPVD）
ポイント７：４CV～5CV～3VV～３VTVで下行大動脈の位置（右側大動脈弓）
ポイント８；３VVで団子3兄弟のサイズと並び方（TGA）
ポイント９：３VTVでVサインのバランスとカラー（COA/IAA）
ポイント10：３VTVで気管後方の血管走行，Uサイン(血管輪)

近年超音波機器の進歩は著しく，きわめて鮮明な断層およびカラードプラー画像が得られる
ようになった。胎児心臓の条件に合わせたpresetを選択すれば，詳細な胎児心臓の観察が可
能である。また，主に体表の観察に活用されている3D/4Dエコーは，胎児心スクリーニング
にも応用できるようになった。3D/4Dエコーの特徴を生かした胎児心スクリーニングの方法
について紹介する。また，3D/4Dエコーを使った遠隔診断の可能性，将来性についても語り
たい。
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モーニングセミナー１　第２日　６月17日（日）第１会場（グランデＢ）８：00～９：00

座長：杉山　　徹（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）

「再発卵巣がん治療の現況と展望」
講師：渡部　　洋（近畿大学医学部産科婦人科学教室　准教授）

卵巣がんの長期予後改善は婦人科がん治療における喫緊の課題であるが，その成果は未だ十
分とは言えない。特に再発卵巣がんに対する対応には日常臨床において極めて苦慮されること
が多く，再発卵巣がん治療の問題は当院におけるセカンドオピニオン外来受診理由の８割を占
めている。また，再発卵巣がん治療に関する高グレードの科学的エビデンスは，初回再発時に
おける無治療期間に応じた白金併用化学療法の適用の要否とレジメン選択，あるいは単剤化学
療法の有効性の検証成績にとどまるため，婦人科医は早晩EBM外の治療選択を迫られること
となる。さらに，本邦では卵巣がんはもとより婦人科がんにおいて，近年積極的に有効性検証
が行われている分子標的薬剤の保険適応は全く認められていない。

本セミナーにおいては，再発卵巣がんの病態および再発卵巣がん治療の現況の再認識から，
今後の治療適用の方向性と展望について解説を試みたい。
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モーニングセミナー２　第２日　６月17日（日）第２会場（グランデＡ）８：00～９：00

座長：新倉　　仁（東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野　特命教授）

「休眠原始卵胞の人為的活性化技術を応用した
早発閉経患者の新たな不妊治療法の開発」

講師：河村　和弘（聖マリアンナ医科大学生殖医療センター　センター長）

早発閉経は40歳以下の女性が続発性無月経を呈する病態で，一般女性の１％に認められる。
血中FSH濃度は更年期レベルの高値を示し，卵胞発育は認められず，絶対的な不妊となる。
また，卵胞発育がないということは，顆粒膜細胞由来のエストロゲン産生がなく，低エストロ
ゲン状態に起因する種々の更年期症状を呈する。現在早発閉経の治療としては，低エストロゲ
ン状態をカウフマン療法などのホルモン補充療法 (HRT) を行いつつ偶発的な卵胞発育をとら
えるか，ゴナドトロピン投与による卵巣刺激が試みられている。当大学では，HRTとゴナド
トロピン療法を軸に様々なプロトコールを試し，一定の成果を上げてきたが，その成績は限定
的で新たな治療法の開発が必要であった。第三者からの提供卵子 (ドナー卵子) を用いた体外
受精胚移植は１つの方法であるが，本邦では法的には認められているものの全く普及していな
い。その理由の１つとして，他人の卵子ではなく自分の卵子で自分の子を得たいという強い思
いがあると考えられる。

卵巣には，卵子の源である多数の原始卵胞が休眠した状態で存在している。通常卵巣内では，
毎月～1000個の原始卵胞が活性化されて発育を開始し排卵に至る。原始卵胞の数は出生以降増
加することはないと考えられており，加齢と共に減少していく。早発閉経患者では，早期に原
始卵胞が減少していくものの，完全に消失している患者は少ない。原始卵胞の活性化機構は不
明であったが，我々は最近，マウスおよびヒトの原始卵胞において，PTEN (phosphatase
and TENsin homolog) 阻害剤とPI3K (phosphatidylinositol-3 kinase) 活性化剤を用いた
休眠原始卵胞の人為的活性化に成功した。原始卵胞における細胞増殖，分裂シグナル経路であ
るPI3K経路を一時的に刺激することで原始卵胞が活性化され卵胞が発育を開始する。早発閉
経患者の卵巣内には，僅かに原始卵胞が残存していることから，本法の臨床応用は，これまで
不可能であったこれらの患者が自らの卵子で妊娠が可能となる技術的break throughになる
と期待される。本法の安全性をマウスおよびサルにて確認した後，申請者は共同研究先のグ
ループと共にこの技術を臨床応用し，早発閉経患者において自らの卵子を産出してIVF-ETに
より不妊治療を行う試みを，倫理委員会の承認と患者の同意の下に世界に先駆けて行った。同
意を得られた早発閉経患者から卵巣を腹腔鏡下に摘出し，ガラス化法により凍結保存した。至
適な時期に凍結卵巣組織を解凍して断片化したのち，PTEN阻害剤，PI3K活性化剤による原
始卵胞活性化処理を行い，卵巣断片を再度腹腔鏡により卵管漿膜下に自家移植した。移植後に
経腟超音波検査にて卵胞発育（胞状卵胞）が認められ，rFSH投与により卵胞を発育させ排卵
前卵胞から成熟卵子の採取に成功した。本講演では，我々が取り組んでいるこの新たな不妊治
療を中心に早発閉経患者の不妊治療について概説する。



一 般 演 題



１．当院における超緊急帝王切開（グレードA）についての検討

○田村　大輔，津田　夏紀，長尾　大輔，齋藤　史子，木村菜桜子，軽部　彰宏
由利組合総合病院

【目的】当院では，平日夜間および休日（時間外）に緊急帝王切開を行う場合は，自宅待機の
麻酔科医，小児科医，および手術室看護師を召集する必要がある。そのため，緊急帝王切開で
あっても児娩出まで1時間以上かかる例も少なくなかった。そこで，超緊急を要する帝王切開
をグレードAとして，その対応について手術に関係するスタッフと協議し方針を決定した。
2010年5月より，手術室に超緊急帝王切開室（グレードA対応室）を常備することにした。緊
急帝王切開をより緊急性の高い順にグレードA，B，Cと3段階に分類し，スタッフ間で帝王切
開の緊急度を明確に伝達することにした。この新しいシステムを導入した後の実績について報
告する。

【方法】2010年5月から2012年3月までの間に，当院で分娩した848症例の中で超緊急帝王切開
（グレードA）となった症例について検討した。グレードAの頻度，適応，手術を実施した時
間帯，帝王切開決定から児娩出までの時間について調べた。

【成績】超緊急帝王切開（グレードA）は8例あり，全分娩例の0.94%（8/848)，全帝王切開例の
6.1%（8/130）であった。適応は，常位胎盤早期剥離:3例，重症の胎児機能不全:2例，臍帯脱
出:1例，骨盤位（不全足位）破水:1例，母体重症感染症:1例であった。時間外に実施した手術
は6例あり，帝王切開決定から児娩出までの時間は平均41分であった。通常の時間帯に実施し
た手術は2例であったが，帝王切開決定から児娩出までの時間は約20分であった。

【結論】当院における超緊急帝王切開（グレードA）では，麻酔科，小児科，手術室との協力
により，時間外でも40分以内には児の娩出が終了している。超緊急帝王切開（グレードA）の
適応は分娩110例に1例の頻度であり，その75%は時間外に実施されていた。グレードAとなっ
た症例について，術後には手術に関係したスタッフと今後の改良点について協議している。今
後も，24時間体制で，より安全な分娩に対応できるよう努力する必要がある。

２．帝王切開術におけるMaylard法による開腹およびV-lockを用いた閉腹方法の検討

○阿部　有香，徳永　英樹，菅原　　登，菅原　千裕
岩手県立磐井病院

【目的】従来より帝王切開の開腹法には，縦切開と横切開とがあげられ，それぞれにメリッ
ト・デメリットがある。当院では，児娩出までの時間的制約がある緊急症例を除いて，
Maylard法を開腹方法として取り入れている。また，ステープラー® の代わりにV-lock®を用
いて，真皮縫合を行っている。帝王切開における開腹・閉腹方法を検討する。

【方法】2011年9月から2012年3月までに当院で行われた帝王切開のうち，Maylard法による開
腹およびV-lockを用いた閉腹を行った25症例について，手術時間，出血量，手術開始から児
娩出までの時間，児のapgar scoreにつき後方視的に検討した。

【結果】25症例のうち，初回の帝王切開は19例，反復帝王切開（前回の開腹方法はphannen-
stiel法）は6例であった。初回群の手術時間は平均59.3分，出血量は618ml，児娩出までの時
間は8.4分であり，反復群の手術時間は平均70.0分，出血量は684ml，児娩出までの時間は13.8
分であった。どちらの群もApgar(1)6点以下の症例はなかった。また，同時期に行った縦切開
の症例25例での手術時間は平均59.4分，出血量は605ml，児娩出までの時間は8.0分であった。

【結論】Maylard法は腹直筋を切断する開腹方法であり，当院では電気メスを用いて行ってい
る。phannenstiel法と比べて広い視野が得られ，また，術中の剥離面が少ないため，術後の
癒着が少ないとの報告がある。筋肉を切断するため，出血が危惧されたが，縦切開と比べて有
意差を認めなかった。V-lockを用いた閉腹方法は，創の整容性に優れ，抜鈎が不要となる。
今後さらなる症例数の蓄積，観察期間の延長を行う予定である。
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３．待機療法により娩出となった癒着胎盤の2例についての後方視的検討

○竹原　　功，堤　　誠司，松村　創平，松尾　幸城，須藤　　毅，太田　　剛
五十嵐秀樹，倉智　博久

山形大学

【目的】癒着胎盤に対する治療の第一選択は子宮全摘である。しかし，妊孕性温存の希望が極
めて強く，出血が少ない場合には，胎盤を子宮内に残置し，出血・感染に注意しながら保存的
に自然脱落を期待する方法も考慮される。

【方法】分娩後に胎盤が娩出されず，癒着胎盤と診断された2症例の胎盤自然娩出までの経過を
後方視的に検討した。

【結果】症例1:28歳，初産婦。自然分娩後に用手剥離するも胎盤は娩出されず。MRIで穿通胎
盤の診断となり，当院に搬送となった。出血，感染徴候はなく，血液型がA型Rh(-)であるこ
ともあり，待機療法を選択した。74日目に発熱をきたし，子宮内感染の診断で子宮内容除去を
目的に頸管拡張を行ったところ，76日目に胎盤が自然娩出した。症例2:37歳，初産婦。自然分
娩後胎盤が娩出されず，MRIで穿通胎盤の診断であった。出血，感染なく待機療法を選択した。
38日目に評価MRIを施行，flow voidを伴い胎盤は子宮筋層内へ浸潤していた。66日目に発熱
をきたし，子宮内感染と診断。再度MRIの撮影をしたところ，胎盤の子宮筋層への浸潤所見は
認められず，flow voidも消失していた。穿通胎盤ではないと判断し，69日目に子宮内容除去
目的に頸管拡張を行ったところ，胎盤は頸部まで自然排出されており，容易に除去できた。

【考察】癒着胎盤の待機療法は，治療の長期化や子宮内感染，また常に子宮全摘が必要となる
危険性があるが，出血や感染徴候がなく，強い子宮温存の希望がある場合には，十分に患者に
リスクを説明し，同意を得た上で考慮しうる選択肢と思われる。

４．後屈妊娠子宮嵌頓に対し妊娠20週にて観血的整復術を行った一例

○小原　幹隆，三浦　喜典，畠山　佑子，清水　　靖
平鹿総合病院

【諸言】妊娠中期以降まで後屈子宮が自然整復されない後屈妊娠子宮嵌頓は，1/3000－10000の
頻度で発生し，流早産，IUFD，FGRなどの妊娠異常が起こりやすい。このため妊娠14週以降
に種々の整復術が行われるが，妊娠20週以降の整復は困難であると報告されている。妊娠18週
にて尿閉で発症した後屈妊娠子宮嵌頓に対し，妊娠20週にて開腹による整復術を施行したので
報告する。

【症例】44歳1経産。前回自然分娩時に腟中隔を切除されている。その他の既往歴なし。自然排
卵にて妊娠し，当院にて妊娠初期より管理されていた。妊娠18週0日に尿閉にて受診し，
1200ml導尿された。その後自排尿は回復したが少量・頻回であった。翌日の経腟超音波にて
初めて後屈子宮陥頓による尿閉が疑われた。自然整復は認められず，MRIによる確定診断の後，
整復術の方針とした。妊娠20週1日，腰椎麻酔下に胸膝位にて非観血的用手整復を試みたが奏
功せず，ニトログリセリンによる子宮弛緩を行いながら開腹下用手的整復術を施行した。整復
は比較的容易であった。術後，塩酸リトドリンおよび硫酸マグネシウムによる子宮収縮抑制を
要したが，妊娠23週2日に退院した。外来にて頸管長短縮が認められ，妊娠24週2日より妊娠30
週4日まで入院加療を行ったが，その後の妊娠経過に異常を認めず。妊娠39週0日に自然分娩と
なった。

【考察】経腟超音波にて後屈妊娠子宮嵌頓を疑うことは容易である。自然整復が期待できない
と判断された場合，より早期であるほど非観血的整復が成功しやすいため，妊娠初期の経腟超
音波では子宮後屈についても観察すべきと考えられた。
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５．当院における二孔式腹腔鏡下手術の検討～より低侵襲で安全な手術を目指して～

○鈴木　　聡，経塚　　標，古川　茂宜，安田　　俊，高橋　秀憲，藤森　敬也
福島県立医科大学

【目的】近年，低侵襲手術として腹腔鏡下手術が広く普及してきた。当院では更なる侵襲の低
減，美容性の向上を目指し昨年より二孔式腹腔鏡下手術を積極的に導入している。今回，昨年
に当院で施行した二孔式腹腔鏡下手術の手術時間，出血量，摘出腫瘍径について比較検討を
行った。

【対象と方法】2011年に実施した二孔式腹腔鏡下手術29件（嚢腫核出術 (TLC) 17件，筋腫核出
術 (LM) 12件）と2011年に実施した多孔式（三孔以上）腹腔鏡下手術35件（TLC19件，LM16
件），2010年に実施した多孔式腹腔鏡下手術44件（TLC26件，LM18件）の手術時間，出血量，
最大腫瘍径を比較検討した (One-way ANOVA)。

【結果】2010年に実施したTLCの平均手術時間は103.6±9.76分 (平均±標準誤差)，平均出血量
は38.6±15.6mlに対し2011年の二孔式TLCの平均手術時間および出血量は122.6±10.3分，
33.2±13.9mlで有意差を認めなかった。同様に2010年のLMの平均手術時間および平均出血量
は160.4±14.6分，269.3±110.0mlに対し2011年の二孔式LMの平均手術時間および平均出血量
は204.8±16.4分，190.8±48.4mlで有意差を認めなかった。

【考察】昨年より積極的に導入している二孔式手術は現在のところ手術時間，出血量に有意な
増加はなく症例を選択すれば安全に施行できると考えている。二孔式腹腔鏡下手術は従来の腹
腔鏡下手術と比べ低侵襲であるにも関わらず適応も広く，手術手技自体もさほど制限がない。
今後当科では二孔式手術を腹腔鏡下手術の標準術式とし，更なる普及を目指したい。

６．当院における腟式卵巣腫瘍手術の検討

○大澤　有姫１），三浦　理絵２），工藤　香里１），橋本　哲司１），小田　得三１）

１）青森市民病院　２）弘前大学

【目的】現在，卵巣嚢腫は腹腔鏡下手術が一般的となっている。しかし，従来，産婦人科で行
われていた腟式手術は腹壁切開がなく，術後疼痛も小さく低侵襲な手術である。当院では2000
年より腟式卵巣嚢腫手術を採用しており，現在までの症例について検討し報告する。【方法】
2000年～2011年に行われた腟式卵巣嚢腫核出術および腟式子宮附属器摘出術の118例を検討し
た。【成績】術式の内訳は腟式卵巣嚢腫核出術が104例，腟式子宮附属器摘出術が14例であり，
そのうち腹腔鏡補助例が10例，開腹移行例が4例であった。経腟分娩歴は未経産が66例，経産
が51例であり，妊娠中の症例は7例であった。手術時間は平均55.2分であり，内視鏡補助例を
除外すると46.0分であった。組織型は皮様嚢腫が87例，漿液性腺腫16例，粘液性腺腫9例，内
膜症性嚢胞4例，ルテイン嚢胞1例，未熟奇形腫1例であった。2004年までに4例の開腹移行例を
経験し，その後は癒着がない良性腫瘍を第一の適応とした。2005年9月より腟式卵巣腫瘍手術
のクリティカルパスを導入した。クリティカルパス導入前の術後合併症は術後感染が3/56例
(5.3%)，術後血腫形成が2/56例 (3.5%) であり，クリティカルパス導入後は術後感染が1/62例
(1.6%)，術後血腫形成が3/62例 (4.8%) であった。全期間を通して腸管穿孔などの術中合併症は
なかった。手術時妊娠中の症例は全例経腟分娩となった他，術後に妊娠・経腟分娩となった症
例は10例 (6例が2回分娩) であった。【まとめ】腟式卵巣腫瘍手術は適応次第では非常に有用な
手術であると考えられる。
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７．子宮頸部低形成・腟欠損に対し，腹腔鏡補助下子宮頸管開口術・腟形成術を施行
した一例

○小林　麻美，福井　淳史，船水　文乃，福山　麻美，福原　理恵，水沼　英樹
弘前大学

はじめに：子宮頸部低形成はMüller管発生異常により生じ，しばしば腟欠損を伴う極めて稀
な疾患である。今回，我々は子宮頸部低形成・腟欠損の一例に対し，腹腔鏡補助下子宮頸管開
口術・腟形成術を施行した症例を経験したので文献的考察を交えて報告する。
症例：身長157.0cm，体重43.5kg。17歳時，原発性無月経と月1回の周期的な腹痛を主訴に当
科を紹介・受診となった。二次性徴は正常。外陰部は腟腔の存在を認めない以外は正常の形態
を示していた。超音波断層法，MRI検査にて内膜の発育を伴う子宮体部の存在は確認できたが，
頸部は判然とせず，このため子宮頸部低形成，腟欠損と診断し，腹腔鏡補助下子宮頸管開口
術・腟形成術を施行することとした。子宮体部および両側付属器は正常大であったが，新生腟
作成後も子宮頸部が判然としなかったために，子宮底部より頸部と思われる部位に向かって穿
刺し新生腟断端と交通させ，周囲を縫合し人工的に子宮頸管を形成した。子宮底部の穿刺部位
を縫合し，更に経腟的にバルーンカテーテルを挿入した。術後は腟内にエストロゲンを含むク
リームの塗布を行い管理した。現在術後3ヶ月経過しているが，現在まで2度の月経が発来し，
腟壁の下2分の1まで扁平上皮が新生している。
考察：本疾患に対する手術法は確立されておらず，種々の方法が報告されている。本症例では，
新生腟に対し，腹膜，皮膚，腸管などを用いた組織による被覆はせず，扁平上皮が新生するま
で経過観察する方法をとった。このためエストロゲンを含有するクリームを使用し，また新生
腟は子宮そのものおよび基靭帯により頭側に牽引されるためプロテーゼは用いなかった。妊孕
性についてであるが，自然妊娠により生児を得たとの報告が複数存在し，本症例でも妊娠・分
娩は期待できると思われ，今後も長期的なfollowが必要である。

８．Office gynecologyにおけるマイクロ波子宮内膜アブレーションによる過多月経の
治療

○津田　　晃
山王レディースクリニック

【目的】過多月経の多くは粘膜下病変のことが多く，妊娠を希望しない年齢の場合，子宮全摘
術が行われることが一般的である。しかし，子宮摘出を希望されない例も少なくない。今回，
マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）による過多月経の治療が，office gynecology
においても可能かどうか，またその有用性について検討した。【対象・方法】当院でMEAを施
行した26例（平均年齢45.6歳）を対象に検討した。子宮鏡で観察した後，アルフレッサ社製マ
イクロターゼAZM－550と子宮用サウンディングアプリケーターを使用し，超音波ガイド下に，
1回70W 50秒の条件で子宮内膜・筋層を照射した。また筋腫核の大きい例には，筋腫核内照射
transcervical microwave myolysis (TCMM) を追加した。麻酔はNLA変法を行い，全例
日帰り手術で行った。【結果】過多月経の原因は，子宮筋腫が23例（88.5％），子宮腺筋症が2
例（7.7%)，子宮内膜ポリープが1例（3.8%）であった。平均手術時間は，15.7分であった。術
後月経量が，1/5以下に減少した著効例は23例（88.5％），1/2以下の有効例は2例（7.7％），月経
量に変化のなかった無効例は1例（3.8％）であった。手術日の帰宅後の副作用は，嘔吐6例

（23.0％），下痢1例（3.8％）があり，また，術後1ヶ月までの間に，4例（15.3％）に軽度な子
宮内膜炎を認めた。術後3ヶ月での満足度スケール（VAS満点10）は平均8.8点であった。【結
語】MEAは，日帰り手術で短時間にでき，合併症も少なく，術後の満足度も高く，子宮摘出
を望まない過多月経症例の治療法として，office gynecology での手術も充分に可能である
と考えられた。
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９．鼠径ヘルニアの出生前診断

○小澤　克典１）２），宮下　　進１）２），佐藤聡二郎１）２），室月　　淳１）２），八重樫伸生３）

１）宮城県立こども病院　２）東北大学　先進成育医学講座　３）東北大学

症例は25歳の初産婦。前医の胎児超音波検査で外陰部の腫瘤を指摘され，当院に紹介された。
妊娠37週4日に当院受診。胎児は男児であり，陰嚢内に蠕動を伴う腹腔内から連続する低輝度
エコー像を認め，腹腔内からの血流も確認した。胎児の右鼠径ヘルニアを疑ったが，胎児の腹
腔内圧を増加させるような異常所見は認めなかった。超音波画像の変化に注意した経過観察を
続け，妊娠39週4日に自然陣発。2895gの男児でApgar score 8-9（1分値－5分値）で経腟分娩
となった。出生時，肉眼的に腫大した右陰嚢を認め，右鼠径ヘルニアと診断された。合併する
疾患はなかった。嵌頓を起こしていないことから手術は日令14で行われた。その後左側の鼠径
ヘルニアを起こしたため，生後1カ月を過ぎて再手術が行われた。

鼠径ヘルニアは通常生後に発症するため，胎児診断は稀である。鑑別診断としては精巣捻転，
精巣腫瘍，陰嚢水腫などがあり，カラードプラの使用やエコー輝度の違いに注意を払う必要が
ある。また，胎便性腹膜炎や腹水などの腹腔内圧を増加させるような疾患が原因となっている
可能性も考えるべきである。胎児の鼠径ヘルニアを疑った際には，超音波検査で嵌頓の所見に
注意しつつ，鑑別疾患も念頭に管理を行う必要がある。

10．胎児甲状腺腫の一例

○櫻田　尚子，齋藤　美帆，太田　恭子，中里　浩樹，鈴木　久也，武山　陽一
谷川原真吾

仙台赤十字病院

【緒言】今回我々は妊娠中に診断に至った胎児甲状腺腫を経験したので報告する。
【症例】31歳女性。3妊2産。今回の妊娠の1.4年前にバセドウ病の診断。ヨウ化カリウム・プロ
ピルチオウラシルの内服加療を開始。

妊娠6週当院を初診し，妊婦健診を行っていた。妊娠18週時，TSH＜0.1μU/ml，FT3
3.6pg/ml，FT4 0.9ng/ml，TRAｂ6.2IU/lとTRAｂ高値を示しており，内服を継続。妊娠22
週時24×10㎜大の胎児甲状腺腫を認め，ヨウ化カリウムによる胎児甲状腺への刺激を考慮し，
ヨウ化カリウムの内服を中止。妊娠28週時胎児甲状腺は30×30㎜まで腫大，母体T3 6.66pg/ml，
T4 1.43ng/ml，TRAｂ3.9IU/lでプロピルチオウラシルは300mg/dayで内服を継続。胎児甲状
腺腫の更なる増大は認めず，胎児心拡大・不整脈また羊水過多なども認めずに経過。

妊娠39週3日胎児甲状腺に伴う気管の圧迫などを考慮し分娩誘発を行い，3554gの男児を自
然分娩。Apg8/9。胎児は一過性の呼吸不全を認め，NICU管理となったものの，全身状態は
良好である。胎児の甲状腺機能は日齢1TSH49.71μU/ml，FT3 3.64pg/ml，FT4 1.25ng/ml
と高値を示し，日齢11でもFT3 4.27pg/ml，FT4 2.69ng/mlと依然高値を示しているものの，
出生前の母体TRAｂが高値であったこともあり，投薬せず経過観察中である。

【まとめ】今回胎児甲状腺腫の一例を経験したので報告する。本邦では羊水中にレボチロキサ
シンを投与し胎児甲状腺腫が縮小したという報告があるが，今回は胎児甲状腺腫を認めたもの
の妊娠28週以降は増大傾向を認めず，羊水過多などの所見も認めなかったことより胎内治療は
選択せず分娩の方針を選択した。さらに文献的考察を加え報告する。
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11．妊娠初期に診断した胎児心臓脱の1例

○木藤　正彦，小西　祥朝，山本　博毅
仙北組合総合病院

【諸言】胎児心臓脱とは胎児の心臓が胸腔外に逸脱して存在する先天奇形のことで，頻度は新
生児10万例に5.5－7.9例と稀である。今回我々は，妊娠初期に経腟超音波検査にて，胎児心臓
脱と診断し得た1例を経験したので報告する。【症例】27歳，1妊1産。近医産婦人科で妊娠初期
検査を施行され，当科で妊婦健診の予定であった。妊娠12週1日に性器出血を主訴に当科を受
診した。腟鏡診では少量の性器出血は認められたが，羊水の流出などは認められなかった。経
腟超音波検査にて胎児胸腔外に心拍を認め，胎児心臓脱と診断された。患者および夫に，本疾
患について充分な説明を行い，人工妊娠中絶の方針となった。妊娠13週3日，死産となった。
死産児には心臓脱，胸部正中～腹壁にかけての欠損，腹部臓器の脱出，後頚部の浮腫，腸管と
臍帯の癒着を認めた。患者の希望により，病理解剖や染色体検査は施行しなかった。【考察】
胎児心臓脱は，約90%の症例で様々な奇形，特に心奇形を合併し，易外傷性や易感染性などか
ら予後は極めて不良である。患者への情報提供や，人工妊娠中絶も含めた適切な妊娠管理のた
めにも早期診断が重要である。

12．胎児超音波検査で右胸心を認め，出生後に判明した右肺形成不全

○杉山　晶子，羽場　芙弥，市川さおり，前川　絢子，小篠　隆広，阿部　祐也
小田　隆晴

山形県立中央病院

片肺形成不全は剖検10000～15000例に1例程度の稀な先天奇形である。高頻度に合併奇形を
認め，特に先天性心血管奇形を合併しやすい右肺形成不全は左側に比べ予後不良である。今回
は胎児超音波検査にて右胸心を認め，出生後に肺静脈還流異常症（下心臓型），心房中隔欠損
症および右肺形成不全と診断された1例を経験したので報告する。

症例は24歳の0妊0産で，妊娠16週の妊婦健診時に胎児の胃は左側に認めたが，心臓の右方偏
移があった。右側に解剖学的右室，左側に解剖学的左室があり，肺動脈と大動脈が平行に出て
いたので右胸心で心房位と心室位が本来の右胸心とは逆になっている修正大血管転位と判断し
ていた。総肺静脈還流異常に見られる共通肺静脈腔は胎児期には見出せなかった。右肺は存在
していたので低形成は疑わなかった。血行動態は修正されているので心機能上は問題なく，心
臓以外の異常は見つからず，胎児成長も良好なため自然経過観察のみを行い，出生後に精査を
行う方針とした。

妊娠40週に自然分娩となった。児は2938gの男児であった。左耳介の変形，副耳と口角に唇
裂を認めた。呼吸障害があったため，NICU入院後に心エコー検査やCT検査を行ったところ，
左肺静脈還流異常症（下心臓型），心房中隔欠損症および右肺形成不全を認めた。心臓血管外
科で共通肺静脈腔-左房吻合術，心房中隔欠損閉鎖及び動脈管結紮術を施行した。

本症例の右胸心は右肺形成不全により心臓が右側へ偏移した事が原因であった。それに伴っ
て肺動脈や大動脈の交差がなくなり超音波検査上平行に走行しているように見えたものであっ
た。
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13．びまん性絨毛膜羊膜ヘモジデローシス（DCH : Diffuse Chorioamniotic
Hemosiderosis）の1症例

○横山　智之，濱田　裕貴，大槻　　愛，大塩　清佳，齋藤　昌利，西郡　秀和
菅原　準一，八重樫伸生

東北大学

びまん性絨毛膜羊膜ヘモジデローシス（DCH）は，1999年にRedlineらによって初めて提
唱された病態であり，その確定診断は，病理学的に絨毛膜へのびまん性ヘモジデリン沈着を証
明することによってなされる。臨床的には羊水減少に伴うDry Lung誘発や早期破水，児肺胞
細胞へのヘモジデリン沈着による新生児呼吸障害などが問題になる疾患である。

今回，我々は羊水検査にてDCHを強く疑い，積極的な治療介入によって健児を得た症例を
経験したので報告する。

症例は27歳，2妊2産。妊娠17週5日，不正性器出血を主訴に入院となり，入院時の超音波検
査にて絨毛膜下血腫を認めた。入院後も残存する血腫像と，茶褐色の性器出血をたびたび認め
た。また，羊水量の減少を認め，遷延する炎症反応も有していたため，妊娠24週4日に羊水検
査を施行した。採取羊水は茶褐色でコーヒー残渣様の浮遊物を認め，マイクロバブルテスト：
strong，また炎症性サイトカインIL-8も15,743pg/mlと高値であり，DCHの存在が強く疑わ
れた。DCHによる肺胞細胞障害を回避するため，翌妊娠24週5日に帝王切開にて分娩となった。
児は637g，女児でApSは9/9で出生後すぐに挿管管理となり，現在新生児科入院中である。ま
た，娩出された絨毛膜には病理学的にヘモジデリン沈着と，それを貪食するマクロファージが
散見された。

DCHは，自然経過を辿ると慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）となり，新生児予後の悪化
が懸念されるが，臨床現場ではその存在や病態，予後が広く周知されているとは言いがたい。
今回我々はDCHに典型的な症状と所見を有した症例を経験し，その存在と新生児予後を意識
しながら診療に向かう大切さを認識するとともに，今後症例の蓄積による周知が必要であると
考えた。

14．部分胞状奇胎が疑われ当科紹介となった間葉性異形性胎盤（PMD）の1症例

○柳田　　毅，千葉　仁美，福山　麻美，田中　幹二，水沼　英樹
弘前大学

間葉性異形性胎盤（Placental mesenchymal dysplasia, PMD）は稀な胎盤異常である。
今回部分胞状奇胎が疑われ紹介となり，分娩後PMDと診断された症例を経験した。症例は38
歳，2妊2産。自然妊娠し近医で妊婦健診を受けていた。妊娠14週の超音波検査で胎盤内に小嚢
胞を多数認め前医へ紹介。血中hCG値は正常範囲であったが，超音波所見から部分胞状奇胎
が疑われ当科紹介となった。羊水染色体検査を施行したところ46XXの正常核型で，その後の
児の発育も週数相当であった。40週0日，骨盤位にて分娩誘発中に高度遷延一過性徐脈となり，
帝王切開術施行。児は女児で，出生体重2666g，Ap. 8/8点で特に異常所見はなかった。胎盤胎
児面に怒張した血管を認め，割面には小嚢胞が多数存在しており，PMDと診断された。PMD
は1990年代以降に報告され始め，5000妊娠に1例と推定される稀な疾患である。胞状奇胎に類
似した画像所見を示すことから，胞状奇胎様の超音波所見が得られた時にはPMDも念頭に慎
重な対応が求められる。
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15．胎児動脈管早期閉鎖の原因として頻回のハーブティ飲用とパップ剤の使用が疑わ
れた一例

○久野　貴司，濱田　裕貴，大塩　清佳，近藤亜希子，齋藤　昌利，西郡　秀和
菅原　準一，八重樫伸生

東北大学

胎児動脈管早期閉鎖は胎児循環のまま動脈管が閉鎖することにより右心不全となり胎児水腫
や新生児遷延性肺高血圧症の原因となりうる病態である。今回，早期動脈管閉鎖の原因として
ハーブティの多量飲用とパップ剤の使用が疑われた一例を経験したので報告する。

症例は29歳。1妊1産。近医にて健診を施行していたが，FGRを認めたため妊娠31週時当科
紹介となった。精査目的で妊娠32週5日より当科入院。超音波検査上，染色体異常を疑わせる
所見なく，またTORCH感染，自己免疫疾患も否定された。その後，経過良好のため外来フォ
ローとなるも，妊娠35週2日，胎児growth停滞，well-being悪化が認められ再入院となった。
入院後，胎児心の前負荷上昇が認められ，妊娠35週５日に緊急帝王切開にて娩出となった。児
は1953gの男児でApgar scoreは8/8（1/5分），SpO2 70～80%台であったため，NICUへ入院
となった。出生後の心臓超音波にて動脈管閉鎖と肺高血圧が認められ，PG製剤投与を行った。
日齢8で同製剤投与を中止し，現在酸素投与のみで経過観察中である。

特記すべき家族歴もなく，明らかな心奇形もないことより，再度詳細な問診を行ったところ，
妊娠28週過ぎから分娩直前までハーブティを多飲しており，パップ剤も使用していることが判
明した。文献的に，ハーブティ多量飲用やパップ剤大量使用は胎児動脈管早期閉鎖の原因とな
り得ることが報告されており，今回の症例の原因の一つと考えられた。臨床現場において，こ
の事実は広く周知されているとは言い難く，かつ患者側も伝えなくてもよいと考えている可能
性もあり，FGR症例の場合，改めて生活歴に関しても詳細な問診が必要であると考えられた。

16．新生児帽状腱膜下血腫の2症例

○富樫嘉津恵，畠山　佑子，細谷　直子，真田　広行，平野　秀人
秋田赤十字病院

新生児帽状腱膜下血腫はDIC，ショックに至り集中治療を要する重篤な頭部分娩外傷である。
発症率は極めて稀だが，発症原因の90％は吸引・鉗子分娩であり，その死亡率は25－30％と高
率である。今回我々は新生児帽状腱膜下血腫を２例経験したので報告する。

症例1：母は32歳，0妊0産。家族歴・既往歴に特記すべき事なし。妊娠40週6日胎児機能不全
のため吸引分娩にて出生，吸引は1回のみでスムーズに娩出した。男児，3858g，Apgar
score 1分値8点，5分値9点。出生時より頭部に巨大血腫あり。生後7時間で左側頭部から耳介，
乳様突起部にかけて広範な血腫あり，帽状腱膜下血腫の診断でNICUへ入院した。生後16時間
までに急激に帽状腱膜下血腫が増大しHb 5.5g/dlの貧血，hypovolemic shockとなった。
RCC，FFP輸血，FOY等DICの治療を施行した。第Ⅷ因子1％以下より血友病Aと診断，日齢
10に第8因子製剤を補充，Hb 15.0g/dlと軽快し日齢21に退院。

症例２：母は25歳，1妊0産。家族歴・既往歴に特記すべき事なし。前医で39週2日にPIHと
診断，分娩誘発し39週5日吸引分娩1回にて娩出せず，鉗子分娩を試みるも児頭下降しなかった。
胎児頻脈を認め当科へ母体搬送となり，胎児機能不全のため緊急帝王切開にて出生した。男児，
3388g，Apgar score 1分値2点，5分値2点。出生時より頭部に巨大血腫あり。Hb11.6g/dl，
全身の出血傾向・低血圧あり，RCC，FFP大量輸血・DIC治療・などを行うが反応せず。帽
状腱膜下血腫は増大し，不整脈が頻発し，生後25時間で死亡した。
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17．異所性妊娠に子宮鏡下手術が有用であった3例

○大原　美希１），菅野　　潔２），鈴木　和夫１），鈴木　博志１）

１）寿泉堂綜合病院　２）竹田綜合病院

【緒言】異所性妊娠はその大半を卵管膨大部妊娠が占めるが，それ以外の部位では診断・治療
に苦慮することも少なくない。今回我々は子宮鏡による治療が有用であった異所性妊娠の3症
例を経験したので報告する。

【症例】症例1；37歳，2経妊2経産。2回の帝王切開既往あり。頚管妊娠もしくは帝王切開瘢痕
部妊娠 (Cesarean Scar Pregnancy，以下CSP) が疑われたため精査加療目的に当科紹介。
経腟超音波検査にて帝王切開創の筋層が菲薄し，同部位に胎嚢を認めたため，CSPと診断し
た。
症例2；30歳，3経妊2産。2回の帝王切開と1回の流産既往あり。妊娠を主訴に当科初診し，経
膣超音波，MRIにて帝王切開瘢痕部に接する胎嚢を認めたためCSPと診断した。
症例3；16歳，0経妊0経産。経膣超音波にて子宮内に胎嚢を認めず，近医より紹介となる。子
宮内搔爬施行後，血中hCGの上昇を認め，異所性妊娠を疑い腹腔鏡を施行。腹腔内を観察す
るも異常所見を認めず。その後もhCGの上昇を認めMRI撮影にて左卵管角部妊娠の診断と
なった。

【結語】症例1，2は子宮動脈塞栓術も併用し妊卵への血流減少を確認した。上記3症例とも異所
性妊娠の診断後，子宮鏡下に妊卵を除去し，術中出血量も少なく治療を終了することができた。
外来経過観察後もhCGの再上昇を認めず，経過良好である。CSPや卵管角部妊娠では盲目的
な処置や破裂により大量出血を来たしたという症例が報告されている。今回のように出血が予
想されるような症例では，妊卵除去に伴い子宮鏡が有用であると思われた。

18．両側卵管妊娠の1例

○船水　文乃，福井　淳史，福原　理恵，小林　麻美，千葉　仁美，松村由紀子
福山　麻美，水沼　英樹

弘前大学

諸言：異所性妊娠の発生は全妊娠の1～2%といわれている。その中でも両側卵管妊娠は非常
に稀であり，自然妊娠における発症率は20万例に1例と報告されている。今回我々は，hMG-
hCG療法後に発症した両側卵管妊娠の1例を経験したので報告する。

症例：29歳，0経妊0経産。月経不順，挙児希望を主訴に前医を受診した。hMG-hCG療法で
妊娠が成立したものの性器出血が持続し，妊娠7週時にも子宮内に胎嚢を認めなかったために，
子宮内容除去術が施行された。しかし肉眼的に絨毛組織を認めず，また，術後の経腟超音波断
層法にて左付属器周囲に胎児心拍を伴う胎嚢を認め，異所性妊娠の診断で当科に救急搬送と
なった。血清hCG値は44,557mIU/mlであり，同日腹腔鏡下に手術を施行した。腹腔内には少
量の血液貯留を認め，両側卵管が約4cm大に腫大していた。このため術中に再度経腟超音波断
層法を施行したところ，右卵管にも胎嚢を認め，両側卵管妊娠と診断し，両側卵管切除術を
行った。

考察：本症例は術前に左卵管妊娠であると診断し，手術中に両側卵管妊娠が疑われ確定診断
された症例である。術前のhCG値はやや高値を示していたが，hCGの正常値には幅があるた
め，hCG値から両側卵管妊娠を予測するのは困難であったと思われる。異所性妊娠であるこ
とを診断し，手術を選択した場合は，手術中に患側卵管のみならず対側も十分に観察すること
が重要であると思われた。

結語：両側卵管妊娠は非常に稀な病態である。片側の卵管妊娠手術を行った数週間後に対側
の卵管妊娠が判明したという報告もあり，本症例のように両側卵管妊娠という病態もあること
を念頭におきながら術前，そして手術中には注意深く検索することが重要と考えられた。
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19．当院で出生した性分化疾患の2症例

○小島　　学１），阿部　雄悟１），中村　聡一１），加藤　謙一１），山内　隆治１）

金澤　美奈２），八木　正樹２），根本　健二２）

１）白河厚生総合病院　２）同小児科

【緒言】出生後に外陰部形成異常をみとめたため，性分化疾患として小児科で精査を要した2症
例を経験したため報告する。

【症例１】在胎39週1日に自然分娩にて出生（出生時体重2664g, APS9/9）。尿道下裂および二
分陰嚢様所見をみとめ，左鼠径部にのみ腫瘤を触知した。全身に色素沈着をみとめず，哺乳活
気良好。生後3日目の採血で塩類喪失傾向なく，ACTH・17α-OHプロゲステロン・テストス
テロンはいずれも正常域であり，副腎皮質過形成は否定された。染色体は45X/46XYで混合性
性腺異形成と診断。陰茎発育良好にて男児として養育することになった。MRIでは子宮を認め
るも右性腺は不明瞭。腹腔鏡による生検（右性腺は摘出）では，左は精巣で右は卵精巣であり，
最終診断はOvotesticular DSDとなった。生後12ヶ月で一期的尿道下裂形成術および左精巣
固定術を施行，現在は定期的にフォローアップ中である。

【症例２】在胎41週0日で回旋異常のため帝王切開分娩にて出生（出生時体重3380g, APS8/9）。
外性器に陰嚢はみられるも陰茎がなく，外尿道口に亀頭様の部位をみとめた。また，両側陰嚢
内に腫瘤を触知した。陰嚢は二分しており女性陰唇様の部分をみとめた。MRIでは子宮をみと
めず，陰嚢内に精巣，皮下に陰茎様の所見を確認できた。全身に色素沈着をみとめず，哺乳活
気良好。生後10日目の採血ではテストステロンの分泌は正常で，塩類喪失傾向なし。現在，染
色体異常など精査中であり，性別，最終診断，今後の治療方針などはまだ決定されていない。

【結語】インターセックス症例は産婦人科でも診療する機会があるが，新生児期に指摘される
性分化疾患についても理解を深めておくと病態を把握する上で役立つと思われる。

20．12歳の女児に発症した卵管留水腫を伴う卵管捻転の1例

○橋本吏可子，斎藤　美貴
健生病院

症例は小学6年生，初潮は約1年前，性交歴なし。最終月経12月21日～5日間。1月6日より間
欠的な下腹部痛出現，1月7日より連日当院救急外来を受診，腹部CTで拡張した小腸（実際は
卵管水腫）を認め，腸炎疑いとして1月9日小児科入院。1月10日当科紹介となり，経腹エコー
で左付属器の異常所見を認め，同日MRI施行，卵管水腫疑い。直腸診で著明な圧痛あり卵管捻
転は疑われたが確信が持てず，自覚する疼痛が軽減していることや本人家族の希望も考慮し経
過観察の方針とした。しかし下腹部痛が消失しないため1月12日腹腔鏡下手術を施行，はじめ
は子宮背側にS状結腸が癒着しており，両側付属器の状態が確認できなかったが，癒着剥離し
たところ留水腫を伴い腫大した左卵管捻転を確認，炎症は右付属器まで波及し右卵管とも癒着
していた。周囲癒着を剥離，捻転の遠位端は虚血性壊死を呈しており摘出した。術後経過は良
好で，1月16日（術後4日目）に退院，その後の経過も良好であった。

若年者での卵管留水腫捻転は稀な疾患であり，そのため今回の症例も術前診断に苦慮した。
手術時期の遅れが，対側卵管にまで炎症や癒着が及ぶこととなった要因の一つと思われ，悔や
まれる。今回の症例での，CT，MRI，経腹超音波の代表的画像および術中所見を供覧しつつ，
文献的考察を加え，術前診断のポイントについて報告したい。
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21．巨大漿液性嚢胞腺腫に合併した卵巣線維腫症の一例

○森　耕太郎，金森　勝裕，利部　徳子，加藤　充弘
中通総合病院

我々は，両側卵巣線維腫症の症例を経験した。症例は22歳女性で妊娠歴はなかった。関節リ
ウマチの治療前スクリーニングCT検査で卵巣腫瘍を偶然発見されたため，当科に紹介された。
諸検査の結果，胸骨下まで達する巨大卵巣腫瘍と診断し開腹手術を施行した。右卵巣は妊娠
10ヶ月の子宮大に腫大しており，嚢胞性部分と硬い棒状の線維腫様の部分とを認めた。左卵巣
はほぼ正常大であったが，一部に線維腫様の充実性部分を認めた。我々は右付属器切除術と左
卵巣部分切除術を施行した。腫瘍内容液と腹水の細胞診は陰性であった。

最終的に病理組織検査で，右卵巣漿液性嚢胞腺腫および両側卵巣線維腫症と診断された。現
在は外来で定期的に経過観察を行っている。

22．細胞診および組織診で検出されなかった子宮体癌の1例

○下田　勇輝，久保　真一，柴田　悟史，松井　俊彦
山本組合総合病院

【緒言】今回我々は，不正出血があり，子宮内膜細胞診および組織診でも癌が検出されなかっ
た子宮体癌症例1例を経験したので報告する。

【症例】83歳，4経妊4経産で高血圧，せん妄，喘息の既往があった。2011年8月に不正出血を主
訴に来院。超音波上内膜が9.5mmと肥厚しており子宮がんスクリーニングを施行。子宮頚部
細胞診はNILM，子宮内膜細胞診はClassⅡと悪性細胞は検出されなかった。しかし，CA19-9
が150.5まで上昇していたため，消化管スクリーニングと1カ月後の再検査を予定した。消化管
には異常を認めず，9月の子宮内膜細胞診はClassⅡ，CA19-9は48まで低下しており，出血も
おさまってきていた。しかし，10月に再度出血の増量を認め，内膜細胞診および組織診，ホル
モン検査を追加した。悪性所見は認めなかったが，内膜は超音波上13mm程度まで徐々に肥厚
してきており，全身検索のためCTとMRIを施行した。画像上は子宮体癌が想定されるもので
あった。ここまでで悪性の証明はなされていなかったが，画像診断，腫瘍マーカー，臨床症状
を勘案し，子宮体癌が否定できないことから，本人，家族と相談のうえ，11月30日にTAH＋
BSOを施行した。摘出標本の子宮内膜は肉眼的に異常増殖像を示しており，最終病理診断も
Endometrioid adenocarcinoma,G1（pT1b）であった。現在，後療法なしで外来フォロー
アップ中である。

【考察】子宮がんの診断は組織診においてなされるが，本症例は細胞診，組織診ともに陰性で
あった。子宮体癌の診断において，超音波検査などで異常所見がある場合は，最低でも頻回の
フォローアップが必要であり，ときに手術を考慮すべき場合がある。

－59－



23．子宮体癌術後に乳糜腹水を来した1例　―術後乳糜腹水への新たな治療戦略―

○渋谷　祐介，島　　　崇，早坂　　篤，朝野　　晃，明城　光三，小澤　信義
和田　裕一

仙台医療センター

リンパ節廓清術後の乳糜腹水は比較的稀な術後合併症で，手術操作で太いリンパ管や乳糜槽
を損傷することにより発生する。今回，我々は子宮体癌の術後，乳糜腹水を認め，治療に難渋
した症例を経験した。

61才女性，2妊2産。既往歴に特記すべき事項なし。子宮体癌の診断でTAH＋BSO＋PLA施
行。病理診断：類内膜腺癌G1，pT2bN0M0 stageⅡb。ドレーン抜去後，腟断端より腹水の
流出が続き，細胞診を提出したが陰性であった。追加化学療法施行。術後41日目，腟からの腹
水の流出は止まったが，多量の腹水による腹満感のため食事もとれず，入院。腹水を2000ml
除去。腹水は白濁しており，乳糜様であった。その後も1日500ml程の体重増加を認め，術後
45日目，再度腹水3000ml除去。脂肪20g/日の脂肪制限食開始。体重増加は100g/日程に減った
が次第に腹部膨満感を認め，術後49日目，腹水2500ml除去。腹水中の中性脂肪は677㎎/dlで
あった。術後51日目，腹腔に8Frアスピレーションキットを留置し，HAMA®を用いて間歇的
陰圧吸引を開始。排液は徐々に減少し，術後61日目には排液は無くなり，抜針。その後も腹水
の再貯留を認めていない。

乳糜腹水症例の保存的な治療として以前から挙げられてきたものに，絶食，TPN，ソマト
スタチンの投与，持続ドレナージ，リンパ管造影等があり，保存的治療に抵抗性なものに対し，
外科的なリンパ管の再結紮が行われてきた。今回，腹腔内を陰圧にすることでリンパ管の閉鎖
が促され，早期に乳糜腹水の消失を認めたものと考えられる。間歇的陰圧吸引は患者への侵襲
も少なく，乳糜腹水への新たな治療戦略となり得るだろう。

24．子宮留膿症の自然穿孔例に対する臨床的検討

○池田　美智１），高橋　俊文１），沼崎　政良２），椎名　有二３），木村　和彦４）

倉智　博久１）

１）山形大学　２）公立置賜総合病院　３）県立新庄病院　４）米沢市立病院

【背景】子宮留膿症の自然穿孔は全婦人科疾患の0.05%と非常に稀であるが，発症すると汎発
性腹膜炎を起こし，死亡率は約30%と高率である。今回，我々は子宮留膿症の自然穿孔の死亡
と関連する諸因子について検討を行い，予後因子を明らかにすることを目的として検討した。

【対象と方法】対象は，当院および関連病院において子宮留膿症の自然穿孔を来した7例および
これまで英文にて報告された41例である。これらの症例（48例）に対して，生存例および死亡
例における，年齢，発症様式，術前診断，全身合併症，悪性腫瘍の有無，起因菌，治療方法に
ついて，単変量および多変量解析を行い，予後因子を決定した。

【結果】自験例7例中，子宮摘出を行った6例が生存し，ドレナージのみを施行した1例が死亡し
た（死亡率14%）。一方，これまでの報告例では，予後を解析可能であった37例中10例が死亡
していた（死亡率27%）。生存例33例と死亡例11例について単変量解析を行ったところ，年齢，
発症様式，術前診断，全身合併症，悪性腫瘍の有無，子宮摘出の有無には有意差を認めなかっ
た。起因菌として，大腸菌と嫌気性菌が多く検出されたが，嫌気性菌の検出率は，生存群と比
べ死亡群で有意に高かった（P＝0.04）。多変量解析を行ったところ，子宮摘出の有無について
有意差は認めなかったが，子宮摘出群では予後が良好な傾向がみられた。また，嫌気性菌の検
出は独立した予後因子であった（オッズ比8.10，95% CI＝1.22－53.40，P＝0.03）。

【結論】子宮摘出と嫌気性菌をカバーした抗菌薬の使用は，子宮留膿症の自然穿孔の予後を改
善する可能性がある。
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25．Adenosarcomaの3例

○片倉真輝帆，須藤　　円，草野　良一，三瓶　　稔，本多つよし
総合磐城共立病院

婦人科悪性腫瘍において非上皮性悪性腫瘍は比較的まれな腫瘍であるが，その中でも良性上
皮性成分と悪性非上皮性成分が混在するadenosarcomaはさらにまれである。今回我々は，
adenosarcomaの3例を経験したので報告する。3例とも性器出血を契機に医療機関を受診し
た。画像検査では子宮の腫大を認め，特に子宮内腔に充満する腫瘍が見られた。術前の細胞診
において子宮膣部，子宮内膜がともにclassⅤでleiomyosarcoma疑った症例，子宮内膜細胞
診はclassⅢで非上皮性悪性腫瘍を疑った症例があった。治療に関しては3例とも単純子宮全摘，
両側付属器切除術を施行され，そのうち１例の腹水細胞診がclassⅤであった。術後の化学療
法では前２症例はWeeklyTC (PTX:80mg/m2, CBDCA:AUC5)，DC（DTX:70mg/m2,
CBDCA:AUC5) を6コースを選択し術後4年が経過した現在も無病生存中である。腹水細胞診
がclassⅤであった症例はgemcitabine (GEM:800mg/m2, D1,8) ＋docetaxel (DTX:70mg/m2,
D1) を選択し投与中である。adenosarcomaの臨床症状としては性器出血，下腹部痛，子宮
腫大，慢性子宮頚管炎，ポリープが挙げられる。子宮頚管のポリープを摘出した際子宮体癌や
子宮内膜間質肉腫もしくは子宮頚管ポリープと診断されることも多く，初診時の正診率は33％
と報告されている。閉経前後に多く見られ，典型的な臨床症状や再発する頚管ポリープを認め
た場合，adenosarcomaを疑い精査することが重要と考える。

26．当院で経験した悪性腹膜中皮腫3例の臨床的検討

○千田　英之１），小原　　剛１），細谷地　昭１），善積　　昇１），吉田　　健２）

１）岩手県立宮古病院　２）同消化器科

【目的】悪性腹膜中皮腫は全中皮腫の10%を占める稀な腫瘍であり，本邦女性の年間死亡者数
は30人に満たない。生存期間中央値が6～9ヶ月と予後不良な疾患であり，その診断，有効な治
療法は確立されていない。当院の3例の経験から文献的考察を加えて検討する。【対象，方法】
平成21年から平成23年の3年間に当院で経験した悪性腹膜中皮腫3例。患者背景，アスベスト暴
露歴，初発症状，画像所見，診断方法，治療について検討した。【結果】3例は88才女性，65才
女性，49才女性。アスベスト暴露歴を有する患者はいなかった。初発症状は腹部膨満感が2例，
腹部腫瘤触知が1例であった。画像所見は3例とも腹水貯留を認めた。腫瘍マーカーはCA125
が２例で上昇していた。診断については3例とも腹水中のヒアルロン酸が高値を示し，腹水セ
ルブロック法で悪性中皮腫由来の異型細胞もしくは組織片を認めた。治療は2例で対症療法，
他院紹介のうえ1例でCDDPを中心とした化学療法を行った。現在は化学療法中の1例のみ生存
中である。【考察】悪性中皮腫はその発生にアスベストによる暴露が言われている。しかしな
がら，アスベスト暴露歴との関連は胸膜中皮腫では8割前後で認められるが，腹膜中皮腫では5
割のみとも言われており，実際の中皮腫発生機序は明らかでない。腹膜中皮腫の特異的なマー
カーにヒアルロン酸があり，中皮腫の60%は形態学的な細胞診での診断が可能であるとされて
いる。治療においてはCDDPを中心とした化学療法が推奨されているが，有効な治療法確立に
は多施設間での統一された治療法の施行を通じてのさらなる検討が必要と考えられる。
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27．卵巣腫瘍と鑑別を要した腹腔内腫瘍の2例

○二神　真行，平川　八大，千葉　仁美，谷口　綾亮，横山　良仁，水沼　英樹
弘前大学

【緒言】臨床現場では，卵巣腫瘍と鑑別困難な他科領域の疾患に遭遇する機会は稀ではない。
【症例1】71歳。20歳から統合失調症。平成23年秋頃から下腹痛あり，近医婦人科で画像上卵巣
腫瘍が疑われ当科へ紹介。血液検査では腫瘍マーカー含め異常なし。骨盤MRI検査では，
T1low,T2highの径8cmの嚢胞性病変を認め隔壁を有していた。境界悪性ないし卵巣癌が疑わ
れ，迅速病理診断の下で手術。子宮付属器は正常で，腫瘍は膀胱と連続していた。迅速診では
腺癌で腫瘍摘出，膀胱修復術を行った。最終病理診断は尿膜管癌3Aと診断され，当院泌尿器
科で経過観察中である。【症例2】44歳。23年夏頃から下腹部膨満あり，冬になり水泳中に突然
下腹痛が出現。近医内科で卵巣腫瘍と診断され，前医婦人科へ紹介。血圧低下，脈拍増加を認
めプレショックの状態であった。当院へ卵巣腫瘍からの出血として救急搬送。血液検査では，
Hb9.6g/dlで，CA125値は485U/mlとやや高値であった。腹部超音波検査では肝周囲にもエ
コーフリースペースを認め，腹部～骨盤のCT検査では，径20cmの一部充実性部分を含む嚢胞
性腫瘍を認めた。境界悪性以上の卵巣腫瘍からの出血を考え，緊急開腹手術を行った。腹腔内
に2Lの出血を認めたが，子宮付属器に異常なし。腫瘍は胃と連続しており，腫瘍摘出，大網
切除，胃部分切除を行った。術中消化器外科転科となった。最終病理診断はGISTであった。
現在イマスニブ内服中である。【まとめ】女性の腹部腫瘍の場合には婦人科紹介となることが
多いが，消化器，泌尿器科疾患を常に鑑別にいれて診療にすることが肝要である。

28．卵巣腫瘍と鑑別が困難であったvon Recklinghausen病合併S状結腸腸間膜
gastrointestinal stromal tumorの一例

○赤石　美穂，我妻　理重，佐々木　恵，市川さおり，吉田　祐司，坂元　和宏
大崎市民病院

神経線維腫症1型，von Recklinghausen病は3000人に1人の割合で生じる常染色体優性遺
伝の遺伝性疾患であるが，半数は突然変異による孤発例である。今回我々は，術前に卵巣腫瘍
が疑われ手術を行ったが，腫瘍はS状結腸腸間膜から発生しておりGIST (gastrointestinal
stromal tumor) と病理診断されたvon Recklinghausen病の一例を経験したので報告する。

症例は65歳女性，子宮癌検診にて卵巣腫瘍を疑われ前医より当科へ紹介となった。既往歴に
子宮筋腫があり40歳で腟式子宮全摘術を施行していた。経腟超音波にて骨盤腔内に11cm大の
嚢胞状腫瘤を認め，MRI T1強調像，T2強調像ともに高信号を示し，壁は全体的に厚く不整で
あり，悪性の可能性も否定できない卵巣腫瘍が疑われたため両側付属器切除術の方針となった。
皮膚に多発する神経線維腫を認め，当院皮膚科でvon Recklinghausen病と診断されていた。
開腹すると腫瘍とS状結腸腸間膜が広範囲に接しており，腸間膜から腫瘍を剥離していく段階
で腫瘍が摘出された。両側卵巣は正常であり予定通り両側付属器切除術も行った。腫瘍の病理
診断はS状結腸腸間膜から発生したGISTであった。

von Recklinghausen病に消化管病変として非上皮性腫瘍を合併する割合は3～25％とさ
れ，近年GIST合併の報告例が増加している。本疾患でのGIST発生率は7％とされ，小腸96％，
胃7％，大腸2％であると報告されている。本症例は大腸GISTであり，大変貴重な症例である
と考えられる。文献的考察を加えて報告する。
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29．子宮体部原発卵黄嚢腫瘍の一例

○菅原　和江１），福田　　淳１），齋藤　悦子１），軽部　裕子１），高橋　　道１）

提嶋　眞人２）

１）市立秋田総合病院　２）同病理診断科

【緒言】子宮体部を原発とする卵黄嚢腫瘍は極めて稀な疾患である。その中でも閉経期以降で
の発症は，我々が知りうる限り文献的報告はほぼ皆無である。今回，71歳で子宮体部を原発と
した卵黄嚢腫瘍の症例を経験したので報告する。【症例】71歳，5経妊3経産。不正出血のため
近医を受診した際，経膣超音波検査にて骨盤内腫瘍を指摘され，当科を紹介された。エコー，
MRIでは子宮頸部から体部にかけて6cm大の腫瘍が認められ，子宮留水症を呈していた。外子
宮口が閉鎖しており，内頚部の細胞診・組織診は採取できず，病理学的確定診断は得られな
かった。しかし腫瘍の位置が子宮頚部であること，術前のSCCが11.3ng/mlであったことより
総合的に子宮頚癌Ib2期と診断し，広汎子宮全摘術，両側付属器摘出術，骨盤内リンパ節郭清
を施行した。腫瘍は肉眼的に黄色，軟で子宮頚部から子宮体下部を占拠していた。一部漿膜が
破綻しており，腹水細胞診も陽性であった。病理組織検査では壊死を伴う淡明な細胞質を有す
る充実性増殖，reticular pattern，小腺管形成，乳頭状増殖などの多彩な像のほかに，hap-
loid nest，Shiler-Duval sinus様変化を認め，卵黄嚢腫瘍と診断された。類内膜腺癌，明細
胞癌との鑑別のため，AFP, EMA, Cytokeratin 7で特殊染色を施行した。その結果AFP(＋),
EMA(－), Cytokeratin 7(－)と卵黄嚢腫瘍に特徴的な染色パターンを示した。更に術後10日
目の血中AFPも314ng/ml（術前は残念ながら測定していなかった）と高値を示し，最終的に
子宮体癌IIIa期，pT3aN0M0, 卵黄嚢腫瘍と診断された。術後BEP療法を3コース施行した。化
学療法後のAFPは4.9ng/mlと正常化し，現在は寛解状態となっている。

30．子宮内膜粘液性腺癌の2例

○葛西亜希子１），田村　良介１），松下　容子１），葛西剛一郎１），高橋　秀身１）

松本　一仁２）

１）大館市立総合病院　２）同病理

子宮体部粘液性腺癌は，子宮内膜癌の約0.3％と稀であり，その臨床像についての報告は多
くない。今回，当院で短期間に2例の子宮体部粘液性腺癌を経験したので報告する。【症例1】
55歳。不正性器出血を主訴に受診。USGで子宮留水腫と不整な内膜肥厚を認めた。ネラトン
カテーテルで子宮内容を吸引したところ血液が混在する多量の粘液が採取された。子宮内膜組
織診で粘液性腺癌が疑われた。腫瘍マーカーはCA19-9，CEA，CA125いずれも正常範囲内で
あった。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を施行。摘出腫瘍重量は
149g。子宮体癌Ib期（pT1bN0M0），粘液性腺癌の診断となる。現在，外来にて経過観察中で，
再発兆候を認めていない。【症例2】73歳。子宮がん検診で子宮留水腫を指摘され，精査目的に
受診。USGで子宮留水腫と子宮内腔へ突出する腫瘤を認めた。ネラトンカテーテルで子宮内
容を吸引したところ多量の透明な粘液が採取された。子宮内膜細胞診でclass IVであった。腫
瘍マーカーはCA19-9，CEA，CA125いずれも正常範囲内であった。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を施行。摘出腫瘍重量は66g。子宮体癌IIa期（pT2aN0M0），
粘液性腺癌の診断となる。術後放射線療法（全骨盤照射50Gy）を行い，現在外来経過観察中
で，再発兆候を認めていない。
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31．早期診断が難しかった子宮頚部腺癌症例

○牧野　浩充１），渋谷　祐介１），島　　　崇１），石垣　展子１），早坂　　篤１）

千葉由美代１），朝野　　晃１），明城　光三１），和田　裕一１），鈴木　博義２）

１）仙台医療センター　２）同病理診断科

【症例】31歳0妊0産未婚【現病歴】近医での初回子宮頚がん検診で細胞診異常を指摘され，
follow upされていたが，その後，細胞診に引き続き，組織診にて，それまで扁平上皮系の異
型細胞と診断されていたものが，さらに腺系の異型細胞の出現も推定されたため，精査並びに
治療目的で当院紹介となった。

【治療経過】円錐切除術を行い，上皮内癌を伴った頚部腺癌の診断結果を得，その結果に基づ
いて，広汎子宮全摘術を施行し，FIGO分類でⅠB，脈管侵襲があったため，化学療法を追加
した。【細胞診及び組織所見の検討】この症例では，腺系の異型細胞が認識された時点では，
既に浸潤性腺癌となっていた。そこで，以前の細胞診を見直してみると，扁平上皮系か腺系か
判断に迷う異型細胞があることがわかった。そこで，細胞診及び組織診さらに免疫組織染色の
所見について，検討すると，腺侵襲部位に，扁平上皮系と腺系の性格を併せ持つ中間的な異型
細胞の存在が推察された。さらに，明瞭な浸潤性の腺癌は深部にのみ認められたため，本症例
では腺系異常の早期診断は非常に難しいと思われた。

【まとめ】一般に，腺系の異常がある場合，扁平上皮系の異常を合併することは少なくない。
しかし，細胞診で，扁平上皮系の異型細胞が多数出現している場合，そこに腺系を疑う異型細
胞が少数出現しても，それを同定することは非常に難しい。本症例のように，腺系の異常が確
認された時点では，その程度が強くなっていることがある。そこで，扁平上皮系の異常の経過
観察中において，出現細胞の変化が認められた場合には，充分な精査が必要であると思われた。

32．子宮頸部漿液性腺癌の1例

○湊　　敬廣，宇賀神智久
気仙沼市立病院

【はじめに】漿液性腺癌は卵巣癌や卵管癌においては一般によく見られる組織型ではあるが，
子宮頸部に発生することはまれである。今回われわれは子宮頸部漿液性腺癌の1例を経験した
ので文献的考察を含めて報告する。

【症例】80歳　4妊4産（自然分娩3回，帝王切開1回）　既往歴：高血圧，高脂血症
手術歴：38歳時に帝王切開＋卵管結紮　　閉経：51歳

不正性器出血,帯下増加を主訴に当科受診，これまで子宮頚部細胞診の受診歴なし。
腟鏡診では子宮口より壊死性物質を伴った辺縁不整な腫瘤を認めた。内診上は子宮傍結合組

織に浸潤の所見は認めなかった。経腟超音波断層法では2cm弱の腫瘤性病変と子宮留水腫を認
めた。MRIでも同様の所見で，CTでは骨盤および傍大動脈リンパ節腫大や遠隔転移は認めな
かった。

細胞診は腟部，内膜ともadenocarcinomaであり，組織診ではcervical adenocarcinoma
の診断であった。腫瘍マーカーはSCC，CEA，CA125，CA19－9ともに基準値内であった。

以上より子宮頸部腺癌：FIGOstageⅠｂ1期と診断し，年齢を考慮して単純子宮全摘術およ
び両側付属器切除術施行とした。腹腔内には明らかな播種性病変は認めず，子宮頚部に腫瘤を
認めるが漿膜側浸潤は明らかではなかった。

病理組織診ではserous adenocarcinomaであった。脈管浸潤は認めず，切除断端は陰性で
あった。子宮内膜や卵巣および卵管には悪性所見は認めなかった。

術後追加治療で全骨盤照射を計50Gyの線量で施行し，現在再発なく外来で経過観察中であ
る。
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33．抗がん剤治療中に脳梗塞を併発した腹膜癌の1症例

○佐々木満枝，畑澤　淳一
市立横手病院

抗がん剤治療中に，悪性腫瘍に合併した脳梗塞を呈する病態（Trousseau症候群）の1例を
経験した。
＜症例＞68歳，女性。H22年2月腹部膨満感出現し，当院消化器内科を受診した。腹部造影CT
にて大量の腹水と虫垂原発の腹膜偽粘液腫を疑う所見があり，同日入院となった。腹部超音波
でも虫垂原発の腹膜偽粘液腫が疑われたため，外科転科となり，手術を行った。術中に，多数
の腹膜播種病変を認め，大網は全体に腫瘍があり肥厚していた。虫垂表面にも播種多数であっ
た。両側卵巣は委縮しており，腫大は認めなかった。両側付属器切除術・大網切除術・虫垂切
除術が施行された。病理ではadenocarcinomaの所見を認めたが虫垂原発は否定的であった。
婦人科転科となり，腹膜癌として化学療法の方針となった。化学療法（ＴＣ療法）施行した。
Ｄ＝5に食欲不振，悪心・嘔吐を認めた。Ｄ＝6朝，発語なく右半身の片麻痺を認めた。頭部
CTを施行したところ，左中大脳動脈域に梗塞巣を認めた。悪性腫瘍に合併した脳梗塞

（Trousseau症候群）として，脳梗塞に対する治療を行った。その後状態安定していたが，
Ｄ＝19再度脳梗塞を発症。Ｄ＝32永眠した。
＜まとめ＞Trousseau症候群は婦人科悪性腫瘍で合併することが多く，一度発症すると予後
不良で再梗塞を予防する手段はない。本症例では嘔吐出現時に，化学療法の副作用による嘔吐
と脳梗塞による嘔吐との鑑別が困難であった。悪性腫瘍治療中は脳梗塞が発生しやすいことを
念頭におき，症状によってはCTも考慮することが必要と考えられた。

34．妊孕性温存手術を施行し自然妊娠した卵巣漿液性境界悪性腫瘍Ⅲb期の1症例

○長谷川純子１），田中　耕平１），藤井　　調１），野田　隆弘１），飯田　修一１）

星　　和彦１），鈴木　雅洲１），田勢　　亨２）

１）スズキ記念病院　２）宮城県立がんセンター

【緒言】卵巣癌治療ガイドラインによると，卵巣癌の妊孕性温存手術の適応は，Ⅰa期の高分
化型または境界悪性腫瘍（明細胞癌は除く），となっている。しかし，若年者の場合，妊孕能
温存の観点から治療法の選択に苦慮することがある。今回，妊孕性温存手術を施行し自然妊娠
した卵巣漿液性境界悪性腫瘍Ⅲb期の1症例を経験したので報告する。【症例】20歳代，未経妊。
他院で両側内膜症性卵巣嚢胞（右3㎝，左5㎝）として経過観察中CA125 107U/mlと上昇あり，
前医へ紹介となった。画像上同様の診断であり，腹腔鏡下手術目的に当院へ紹介となった。両
側卵巣表面および腹膜，大網に播種巣（2㎝以下）を認めた。右卵巣生検を施行し手術を終了
とした。病理組織診断は漿液性境界悪性腫瘍であった。腹水細胞診は陽性であった。追加治療
のため前医へ逆紹介した。妊孕能温存の希望あり，左卵巣腫瘍核出，大網切除，腹膜播種病巣
切除術を施行した。病理組織診断は漿液性境界悪性腫瘍stageⅢb，腹膜病変はnon-invasive
implantであった。術後，パクリタキセル/カルボプラチン6コース施行した。1年後再発し，
両側卵巣腫瘍核出，腹膜播種病巣切除術後，weeklyネダプラチン6コースを施行した。3か月
後再々発し，右卵巣部分切除術を施行，腹腔洗浄細胞診は陰性であり慎重に経過観察していた。
1年5ヶ月後（初回手術から3年9か月後），自然妊娠し当院を受診，現在妊娠継続中である。【考
察】進行例の卵巣悪性腫瘍でも，境界悪性腫瘍であれば妊孕性温存手術と化学療法後に妊娠す
る可能性がある。
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35．卵巣卵黄嚢腫瘍合併妊娠の一例

○吉田　史子，安田　　俊，浅野　仁覚，添田　　周，野村　泰久，高橋　秀憲　
渡辺　尚文，藤森　敬也

福島県立医科大学

卵黄嚢腫瘍を含む胚細胞悪性腫瘍は全悪性卵巣腫瘍の5%に満たない腫瘍群であるが，若年
層に好発するため妊娠中に偶然発見されることがある。今回我々は妊婦健診時に診断され，急
速増大した卵巣卵黄嚢腫瘍に対し，手術療法ならびに化学療法を施行し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。

症例は24歳，1妊0産（17週子宮内胎児死亡，詳細不明）。前医にて妊娠20週の妊婦健診時に，
超音波上超手拳大の片側卵巣腫瘍を指摘された。MRI上妊娠子宮背側に17×10cmの充実性部
分を含む腫瘍を認めた。精査加療目的に妊娠24週に当科紹介，同日入院された。入院後
Krukenberg腫瘍の鑑別のため，消化管精査をされたが，異常は認められなかった。腫瘍マー
カーはAFP:82630ng/mlと高値で，CEA，CA-125，CA-19-9は正常値であった。左卵巣悪性
腫瘍の疑いで，妊娠25週2日に左付属器切除，大網亜全摘術を施行された。病理診断では卵黄
嚢腫瘍(肝葉型)と診断された。FIGO(1988) stage Ⅰc(b)であった。術後切迫早産徴候なく経
過された。妊娠中であるため，術後化学療法としてTC療法を選択した。術後13日目に（妊娠
27週1日）1コース目を行い，現在までに3コース施行した。AFPは妊娠33週（3コース終了後）
には439.9ng/mlまで低下した。現在明らかな胎児異常は認められず，母体全身状態良好にて
妊娠経過中である。

36．術後に卵巣小細胞癌と子宮体癌の重複癌と判明した一例

○松村　創平，高橋　俊文，倉智　博久
山形大学

【緒言】卵巣小細胞癌は予後不良で稀な組織型である。今回，術前に子宮体癌と診断したが，
術後，子宮体癌，卵巣小細胞癌の重複癌と判明した一例を経験したので報告する。【症例】61
歳，2経妊2経産，閉経55歳。不正性器出血を主訴に前医を受診。子宮内膜生検で類内膜腺癌
G2を認め，当科に紹介された。腟鏡診で子宮腟部に異常所見を認めず。内診・直腸診で子宮
右側に子宮と一塊に動く鶏卵大の腫瘤を触知。経腟超音波で子宮内膜厚は29mmと肥厚してい
た。腫瘍マーカーはCA125の軽度上昇を認めるのみ。造影MRIで子宮内腔の腫瘤が漿膜外に
まで到達しており，直腸への浸潤を疑った。子宮体癌の直腸浸潤と診断，浸潤病変を合併切除
する方針とした。手術所見で，子宮背側，右付属器，直腸は強固に癒着，S状結腸にも病変の
浸潤を認めたため，単純子宮全摘術，両側付属器摘出術，大網部分切除術，S状結腸および直
腸切除術，人工肛門造設術を施行した。術後病理検査で，類内膜腺癌G1，stage Ⅱa期，筋層
浸潤の深達度depth b，を認めた。卵巣に関しても病理学的に検索したところ，右卵巣癌によ
る直腸および子宮漿膜への浸潤を認め，卵巣癌Ⅱc期，小細胞癌の診断であった。術後，卵巣
小細胞癌に対してCPT-11 / CDDP療法を施行，3か月が経過した現在，再発徴候を認めていな
い。【結語】子宮体癌と合併した卵巣小細胞癌という稀な症例を経験した。本例は，術前には
子宮体癌の壁外進展と診断され，卵巣癌とは診断できなかった。
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37．岩手県全体で取り組む妊産婦メンタルヘルス支援　3.11を踏まえて

○秋元　義弘１），善積　　昇２），小林　　高３）

岩手県産婦人科医会
１）岩手県立二戸病院　２）岩手県立宮古病院　３）小林産婦人科医院

日々のニュースで虐待による痛ましい事件が跡を絶たない。実はその多くの加害者は実母で
ある。その大きな要因は，妊娠中，出産後の精神的不安定さとされている。また，さまざまな
研究により，出生前後における，母親，親子関係の望ましい構築自体が，その親子のそれぞれ
の一生さえ左右するほどの大きな問題となることが明らかとなってきている。岩手県では以前
から産後うつ病調査票を用いて，妊産婦メンタルヘルス支援活動を全県下で行っていけるよう
な体制構築に取り組んできており，平成23年からは全県の医療機関，行政機関にて全褥婦に対
して少なくとも一度は調査を行い，ハイリスクな方々への支援を早期から行えるようになって
きている。さらに昨年3.11の大災害を経験し，その前後の調査を行うことで妊産婦への支援を，
いつ，どういう観点で行っていくことがより望ましいか，という検討を開始している。今回は
岩手県で構築されつつある支援体制について紹介し，3.11前後の調査に絞り，何が見えるのか，
あるいは何が見えないのか，という点を中心に報告する。

38．東日本大震災津波被災地における褥婦のEPDSについて

○善積　　昇１），細谷地　昭１），小原　　剛１），千田　英之１），西郡　秀和２）

１）岩手県立宮古病院　２）東北大学病院

産褥期は育児不安などから10－20％に産後うつをきたし母子の愛着障害に繋がることが懸念
されている。当科ではH19年よりEPDSを用いて産後うつのスクリーニングを行い行政と連携
のうえ産後メンタルヘルスケアに取り組んできた。2011/3/11，宮城県沖を震源としたM9の巨
大地震が発生。太平洋沿岸に大津波が襲来し宮古地域においても甚大な被害をもたらした。こ
れまで，2001/9/11の米国世界貿易センターテロなどの人災や地震やハリケーンなどの自然災
害が妊産褥婦の健康に与える影響に関する報告から妊産褥婦は災害弱者でとくにメンタルヘル
スが障害されやすいことが指摘されている。しかし地震に伴う津波災害に関連する報告は極め
て少ない。そこで，津波被害を受けた岩手県宮古地域に居住し当院で出産した褥婦の産後1ヶ
月間のEPDSを調査し，津波災害が褥婦のメンタルヘルスに与えた影響について検討した。調
査対象および期間は2011/3/11の津波発生時から仮設住宅が整備された9月30日の被災後約6ヶ
月間に県立宮古病院で出産した褥婦で，被災者（行政区分に基づいた）と非被災者に区分した。
対象者の基本的属性に加えて入院時および産褥1ヶ月のEPDS，震災に関連し育児に支障をき
たす母親の背景について調査し震災前との比較検討もおこなったので報告する。
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39．交通事故後に子宮破裂を発症した一例

○淵之上康平，山口　英二，松本　　貴
五所川原市立西北中央病院

【緒言】子宮破裂は母児ともに重篤な予後をたどる産科緊急症の一つである。今回, 妊娠34週
に交通事故に遭い, 子宮破裂を発症した一例を経験したので報告する。【症例】31歳, 2経妊1経
産。平成23年1月10日を最終月経として妊娠。近医にて定期的に健診を受けていたが特に異常
を認めなかった。平成23年9月10日, 夫の運転する車に同乗していたところ交通事故に遭い当
院へ救急搬送された。初診は当院外科医師が応対し, 経過観察のため外科へ入院となった。9
月12日退院したが, 初診時・入院中・退院時ともに産婦人科医への相談はなかった。退院後前
医受診したところ子宮収縮を認め, 切迫早産の疑いで入院となった。入院3日目に強い腹痛と
腹部緊張増悪認め当科へ救急搬送された。経腹超音波所見と胎児心拍数モニタリングより常位
胎盤早期剥離が疑われたため緊急帝王切開を施行することとなったが, 手術室にて全開大と
なったため経腟分娩となった。分娩後の内診で異常出血を認め, また子宮下節部の欠損が疑わ
れたため経腟超音波を行い, 同部に欠損を認め, 子宮破裂の診断にて緊急に修復術を行った。
術後は順調に経過し, 術後8日目に退院となった。【結語】妊娠34週で交通事故に遭い, 子宮破
裂を発症した一例を経験した。経腟分娩後に修復術を行い, 母児ともに救命できた。

40．妊婦とエリスロポイエチン
第3報：初期エリスロポイエチン，総鉄結合能, フェリチン，網赤血球数の解析

○西島　光茂
西島産婦人科医院

【目的】妊娠初期におけるエリスロポイエチン値（EPO）と総鉄結合能（TIBC），フェリチン
値,網赤血球数（％）と血液一般検査の9項目との関係を知るために，合併症の無い妊婦の第一
回目の採血時（15週未満）の血液を用いてそれらの関係を検討した ( n=49 )。

【方法】血液一般検査はHORIBA自動血球計数CRP測定装置MicrosemiLC-667CRPを用いた。
EPO，TIBC，フェリチン，網赤血球数はBMLに依頼して測定した。

【解析方法】JMP9を用いて多変量の相関を検討した。
使用した血液一般の項目は HGB, WBC, RBC, HTC, PLT, MCV, MCH, MCHC, RDW（赤

血球分布幅）である。有意差の判定は危険率5％を用いた。
【成績】EPO (23.8±9.4mIU/ml) と有意な相関を示したのはRDW (13.3±0.9, r＝0.33) のみで
あった。TIBC (338.6±56.6㎍/dl) と有意な相関を示したのはFerritin (38±27.6ng/ml, r＝－
0.60)，RBC (r＝－0.32 ) とRDW (r＝0.50) だった。Ferritinと有意な相関を示したのはTIBC，
RBC (r＝－0.31)，RDW (r＝－0.39) であった。網赤血球 (1.14±0.37%) と有意な相関を示した
のはRDW (r＝－0.38) のみだった。

【結論】1．EPOは妊娠初期の赤血球産生に積極的な関与している可能性は少ない。2．RDW
（赤血球分布幅）は妊娠初期の赤血球の産生の指標になる可能性がある。
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41．重症妊娠高血圧症候群，HELLP症候群に脳内出血を併発した一例

○松村由紀子１），田中　幹二１），千葉　仁美１），阿部　和弘１），重藤龍比古１）

樋口　　毅１），水沼　英樹１），尾崎　浩士２）

１）弘前大学　２）弘前病院

【症例】27歳，1妊0産。近医初診し妊娠の診断。以後妊婦健診中の所，37週3日の妊健でBP140/82，
尿蛋白(±)と初めて血圧の上昇を認めた。再検ではBP132/80であり，自宅血圧測定の指示を受
け帰宅。その後の自宅血圧は正常であったが38週1日，嘔気あり受診。BP160/110，尿蛋白(±)。
血小板9.3万，AST/ALT52/32，LDH335であり，HELLP症候群疑いとして二次医療施設へ搬
送となった。到着時BP210/110で，MgSO4開始し緊急帝王切開術施行。児娩出後，母体の意
識低下，痙攣が出現。MgSO4，ジアゼパム静注にて5分後に痙攣消失。術後呼びかけに応答せ
ず，緊急CTを施行したところ右前頭葉皮質下出血を認めたため，当院高度救命救急センター
搬送になった。当院到着時JCS3であり，降圧薬で血圧は安定していた。脳血管造影で明らか
な血管異常は認めず，脳内出血に関しては保存的療法となり，DIC，HELLP症候群に対する
治療を行った。しかし翌日，瞳孔不同が著明となりJCS100へ低下したためCT施行したところ
脳出血が増大しており，頭蓋内血腫除去術，内外減圧術を施行した。さらにその翌日にも再度
頭蓋内血腫除去術施行した。その後DIC治療と脳浮腫に対する治療を継続し，出血の増大なく
経過。産後9日目には鎮静解除し自発呼吸認めたものの，覚醒はせず。産後10日目気管切開。
産後18日目人工呼吸器離脱。その後も意識レベルは回復せず，現在に至るまでJCS3-Aの状態
が続いている。【結語】本症例では一次，二次医療施設の対応に明らかな瑕疵はないと思われ，
どの時点でどうした介入をすれば防げたのか，検討を要する。

42．HELLP症候群・産褥子癇後に弛緩出血を合併した一例

○比嘉　　健，今井　紀昭，黒澤　靖大，藤本久美子，松田　雪香，會田　剛史
八戸市立市民病院

症 例 は 28歳 女 性 ， 0妊 0産 。 妊 娠 後 期 に 下 腿 浮 腫 増 強 ， 妊 娠 39週 妊 婦 健 診 で 血 圧
149/92mmHg・蛋白尿(－)，40週で血圧138/87mmHg・蛋白尿(＋)と経過していた。妊娠40週
5日PM9時に陣痛発来のため入院。血圧上昇を認め，ヒドララジン点滴静注を開始。翌AM3時
前に子宮口全開大で繰り返す変動一過性徐脈，母体血圧189/131mmHgを認め，NRFSの診断
で吸引分娩を行った。分娩直後に全身間代性の痙攣発作を認めたため子癇発作を疑い，ジアゼ
パム，MgSO4投与を行った。発作は落ち着いたが，再発予防目的にMgSO4投与を継続。分娩
直後の血液検査でHELLP症候群が疑われ，頭部CTで脳出血は否定的であった。分娩後子宮
収縮不良と持続出血を認めたためAM5時よりオキシトシン投与を開始したが次第にショック
状態となりAM6時の血液検査でDICを認めた。輸血，ATⅢ静注，メシル酸ガベキサートの持
続静注を開始した。子宮弛緩持続，分娩後の出血量2Lを超えたPM9時にMgSO4投与を中止，
メチルエルゴメトリン，プロスタグランジンF2αを投与した。PM10時には子宮収縮良好とな
り出血量も減少，全身状態も徐々に改善した。本症例ではHELLP症候群＋子癇発作に合併し
ていたため，MgSO4の中止，メチルエルゴメトリン投与といった弛緩出血への対応を十分に
行うことができなかった。HELLP症候群，子癇，弛緩出血といずれも単独では珍しくない疾
患・病態であり，それぞれにある程度確立された対応が可能である。しかし，合併したことで
本症例ではその対応に苦慮した。本症例について文献的考察を加えて報告する。
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43．妊娠性アンチトロンビン欠乏症を呈した妊娠高血圧症候群合併双胎妊娠の１例

○佐藤いずみ，仲村，三千代，清水　孝郎
石巻赤十字病院

【背景】妊娠後半期にかけてアンチトロンビン活性減少を示し，分娩前後にアンチトロンビン
活性≦65%を示す妊婦を妊娠性アンチトロンビン欠乏症（pregnancy –induced antithrom-
bin deficiency, 以下PIATD）とよぶことを提唱し，これらの患者では急性妊娠脂肪肝や
HELLP症候群の発症リスクが大きくなるとの報告がある。今回我々は，下腿浮腫および切迫
早産にて入院し，アンチトロンビンⅢ（AT-Ⅲ）の低下を認めた症例を経験したため報告する。

【症例】40歳。体外受精胚移植を行い妊娠成立。二絨毛膜二羊膜性双胎。妊娠29週5日に下腿浮
腫および子宮頚管長短縮にて入院管理となった。両下腿浮腫著名，血圧122/89mmHg，体重
61.2kg，蛋白尿（－）塩酸リトドリン50μg/minで持続静注を開始した。浮腫は徐々に増悪し，
急激な体重増加を認めた。血液検査にて蛋白・アルブミンの低下，軽度血小板減少，肝機能異
常,尿酸値上昇，CPKの上昇およびD-ダイマーの上昇，AT-Ⅲ低下を認めた。高血圧，尿蛋白
は認めなかった。HELLP症候群あるいは急性妊娠脂肪肝によるDIC発症を回避する目的で妊
娠31週4日帝王切開術を行った。母体は術後4日目より血圧上昇（150/93），頭痛，眼華閃発出
現，妊娠高血圧症候群として現在加療中である。出生児は低体重，一過性多呼吸のためNICU
入院中である。【考察】PIATDはPIH合併症例や多胎妊娠では高頻度に出現するとの報告があ
り，HELLP症候群や急性妊娠脂肪肝発症との関係も示唆されている。HELLP症候群あるい
は急性妊娠脂肪肝の唯一の治療法は妊娠終焉であるが，タイミングが遅れた際にDICにより救
命困難な場合もある。PIHのみならず，血管透過性亢進が考えられる場合にはAT-Ⅲ活性の測
定も行い，適切な妊娠終焉時期の判断が重要である。

44．Partial HELLP症候群を発症したEmery-Dreifuss型筋ジストロフィー合併妊娠の一例

○齋藤　悦子，白澤　弘光，三浦　広志，佐藤　　恵，佐藤　　朗，寺田　幸弘
秋田大学

【諸言】Emery-Dreifuss型筋ジストロフィーは，遺伝性の疾患であり，他の筋ジストロ
フィーと比較して，全身の筋力低下よりも，徐脈や不整脈，心電図異常などを伴うことを特徴
とする。今回我々は，妊娠33週に重症妊娠高血圧症候群に陥り，Partial HELLP症候群を発
症した同疾患合併妊娠を経験したので報告する。

【症例】36歳の初産婦。妊娠初期に循環器内科で不整脈の精査が行われた。その際に，心疾患
保持者が多いという家族歴から遺伝子検査が行われ，同疾患と診断された。心機能検査は正常
で，全身の筋萎縮は認められなかった。外来で特変なく経過していたが，妊娠33週0日の妊婦
健診時，血圧の上昇と蛋白尿が指摘され，血液検査ではPartial HELLP症候群の所見を呈し
ていた。同日，緊急帝王切開術を施行，児は1549ｇの女児で，Apgar Scoreは1分値6点，5分
値7点，NICUに収容された。術後，母体は心不全の状態となり，術後6日目に循環器科へ転科，
降圧剤，利尿薬，アルブミン投与が行われ，術後20日目に退院した。

【結論】本症例では，重症妊娠高血圧症候群を急激に発症し，Partial HELLP症候群の状態
となった。早急な妊娠終了の対応にも関わらず，産褥期に慢性心不全に陥った。文献的に同疾
患と妊娠高血圧症候群の関連性を示した報告はないが，循環器系の異常を伴うことを特徴とし
ていることから，同疾患が今回の病態の背景となっている可能性が推察される。同疾患合併妊
娠においては妊娠高血圧症候群の発症リスクを念頭においた慎重な管理が必要と考えられた。
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45．当院における挙児を希望する浸潤子宮頸癌合併妊娠4症例の分娩時期に関する検
討

○小幡美由紀，前川　絢子，吉田　隆之，堤　　誠司，倉智　博久
山形大学

【目的】妊娠を契機に浸潤子宮頸癌が診断され子宮摘出が必要な場合，強く妊娠の継続を希望
する症例において，児の成熟を待機するためにどの程度治療を延期できるかについては明確な
コンセンサスがない。待機期間や児娩出の時期による母児への影響をみることで，最適な治療
の時期について検討した。

【方法】2008年1月～2012年1月に，子宮頸癌合併妊娠例で挙児を強く希望する患者に対しリス
クについて十分な説明と同意のもとに治療を延期した4症例につき病期，組織型，診断時期，
治療を延長した期間，分娩週数，母体の予後，新生児予後に関して後方視的に検討した。

【結果】診断時の年齢は33～40歳，病期はⅠ期が3例（Ⅰa2，2例がⅠb2），Ⅱb期が1例であっ
た。確定診断は妊娠17～23週でなされ，Ⅰa期の症例を除き診断確定後5～10週間治療を延期
し，妊娠27～28週で帝王切開後に広汎子宮全摘術を行った。Ⅰ期の3例が扁平上皮癌で術後7～
54か月であるが再発はない。Ⅱb期の症例は腺癌で，術後9か月で原病死した。Ⅱb期の症例に
対しては妊娠20週からネオアジュバント化学療法を2コース行ったが，progressive disease
であった。児の出生体重はいずれも週数相当で，現在まで大きな後遺症はなく経過している。

【考察】Ⅰ期の扁平上皮癌で児が未成熟な場合，十分な説明と同意のもと妊娠28週前後までの
治療の延期が可能と考えられた。しかし，Ⅱ期や腺癌の症例については治療の延期はリスクが
大きいと思われる。

46．妊娠中に診断，治療を行った乳癌合併妊娠の二例

○三浦　理絵，大澤　有姫，船水　文乃，工藤　香里，小田　得三，橋本　哲司
青森市民病院

【はじめに】乳癌は妊娠に合併する頻度の高い悪性腫瘍の一つであり，子宮頸癌に次いで第二
位となっている。今年度，妊娠中に乳癌の診断となり，化学療法施行後に分娩に至った症例を
経験したため，報告する。【症例】症例1は43歳の初産婦。前医にてICSIで妊娠成立。妊娠前
に乳癌検診を受けており，異常所見は認めなかった。妊娠24週頃に左乳房腫瘤を自覚し，近医
外科より乳癌疑いで当院外科に紹介。乳癌の診断で，妊娠30週より化学療法（ADR＋CPA）
を3クール施行後，妊娠38週2日，選択的帝王切開術となった。症例2は36歳の2経産婦。妊娠21
週頃に左乳房に腫瘤を自覚し，妊娠25週，近医外科より乳癌疑いで当院外科に紹介。乳癌の診
断で，妊娠27週より化学療法（ADR＋CPA）を3クール施行。経腟分娩予定であったが喘息
発作が出現し，悪化したため，妊娠37週4日，緊急帝王切開術となった。2症例とも，妊娠中児
はAGAであり，現在のところは大きな発達，発育障害を認めていない。症例1は分娩後に乳房
温存手術を，症例2は乳房温存手術後に放射線療法を行っている。【考察】当科で近年経験した
乳癌合併妊娠は本2症例を含めて数例あったが，妊娠を継続しながら化学療法を行ったのは本2
症例のみであった。今回はともに2nd trimester以降の診断，治療であり，あまり躊躇するこ
となく化学療法を施行し，有効な治療ができたと考えられる。出産年齢の高齢化，乳癌の頻度
の増加に伴い同様の症例は今後も増加すると考えられ，適切な診断，治療と母児予後のfol-
low upが必要である。
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47．当院における過去５年間に経験した周産期静脈血栓塞栓症の3症例

○野村　真司，山口　明子，安部　　宏，田中　幹夫
太田西ノ内病院

妊娠中は血液凝固能の亢進，線溶能低下，血小板活性化などの誘引により静脈血栓塞栓症を
発症しやすい。またそれに起因し肺血栓塞栓症を発症した場合には症状は重篤となり，急速な
対応が必要となる。今回我々は当院において過去5年間に，妊娠中に発症した静脈血栓塞栓症
を3症例経験したので，若干の文献的考察を加え報告する。{症例1}　28歳　1妊1産。妊娠7週
に左下肢の疼痛，浮腫が出現し，ヘパリンカルシウム皮下注を開始。38週0日一過性下大静脈
フィルター留置，38週3日分娩誘発にて経膣分娩となった。{症例2}　35歳　1妊1産　妊娠24週
に左下肢の疼痛と浮腫が出現し，ヘパリンカルシウムの皮下注を開始。38週1日分娩誘発にて
経膣分娩となる。産褥8日目に血栓症再発，一過性下大静脈フィルターを留置し血栓溶解療法
を施行。半年後に再び血栓が出現，ワーファリン投与にて経過をみた。{症例3}　21歳　0妊0
産　妊娠12週右大腿部の疼痛と腫脹あり静脈血栓症の診断にて抗凝固療法を開始。ヘパリンカ
ルシウムの皮下注を導入し，妊娠39週0日分娩誘発にて経膣分娩となった。

48．胎児鏡下吻合血管凝固術を施行した双胎間輸血症候群の7例

○小澤　克典１）２），宮下　　進１）２），佐藤聡二郎１）２），室月　　淳１）２），八重樫伸生３）

１）宮城県立こども病院　２）東北大学先進成育医学講座　３）東北大学

[はじめに] 宮城県立こども病院では2010年8月より双胎間輸血症候群 (TTTS) 症例に対する標
準的胎児治療である胎児鏡下吻合血管凝固術 (FLP) を導入した。2011年11月までにTTTS7例
に対してFLPを試みたので報告する。FLPの適応は，従来どおりQuintero分類Stage I～IV
とした。
[症例概要] 紹介元: 岩手県2例，秋田県2例，山形県2例，宮城県1例，紹介週: 17週3日～21週4
日，FLP施行週: 18週6日～21週4日，Quintero分類: stage I 1例, stage II 3例，stage IIIa 3
例，胎盤付着部位: 前壁 5例，後壁 2例，人工羊水補充: 4/7例，手術時間: 1時間26分～2時間27
分，母体合併症: 0/7例，児合併症: 日齢1までの胎児死亡 2胎児，手術転帰:  6/7例で完遂，隔
膜穿孔 1例，胎盤早期剥離 (術後29日) 1例，母体略治退院5例，妊娠転帰: 正期産1例，早産 (25
週1日～34週0日) 5例，妊娠継続中1例，分娩週: 25週1日～38週4日，分娩様式: 帝王切開4例，
経腟分娩2例，児転帰: 生存退院 9児，胎児死亡 2児，新生児死亡 1児，入院中 1児，出生前 1
児であった。
[考察] 当院におけるFLPは現在のところ比較的円滑・安全に実施できており，TTTSに対する
FLPの基本的な施行体制が確立できたと考えられた。今後とも宮城県および東北地方のTTTS
症例の集積を目指したい。
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