
第60回北日本産科婦人科学会

総会・学術講演会

会　期：平成24年９月８日（土）・９日（日）
会　場：山形テルサ
　　　　　　（山形市双葉町1-2-3　TEL:023-646-6677）

学会長 倉 智　博 久
 （山形大学医学部　産科婦人科学講座）

事務局 山形大学医学部　産科婦人科学講座
 〒990-9585 山形県山形市飯田西2－2－2
 TEL：023-628-5393　FAX：023-628-5396
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　第60回北日本産婦人科学会総会・学術講演会を平成24年９月８～９日（土、日）山形テル
サにて開催させていただきます。
　北日本産科婦人科学会の重要な伝統である特別講演は、北海道大学 金内優典先生、岩手
医科大学 利部正裕先生、山形大学 堤誠司先生の講演を予定しております。
　第一日目の招請講演は、慶応義塾大学生理学教室教授 岡野栄之先生の「iPS細胞を用い
た神経再生・疾患・創薬研究」を企画しました。最近の、医学・医療の重要なテーマの一
つは再生医療です。その第一人者である岡野先生のご講演を楽しみにしていただきたいと
思います。
　第二日目のテーマの一つは先進的な婦人科手術です。モーニングレクチャーでは、倉敷
成人病センターの安藤正明先生と金尾祐之先生に最先端の腹腔鏡手術の講演をお願いして
います。ワークショップではロボット支援手術をテーマとして取り上げました。演者は、
藤田保健衛生大学上部消化管外科教授 宇山一朗先生、産婦人科領域からは東京医科大学産
科婦人科学教授 井坂恵一先生を予定しております。最近、ロボット支援手術は急速に普及
し、東北地方の大学病院の多くにも「ダビンチ」が設置予定です。米国では、子宮摘出の
70％以上はロボット支援手術であるとも言われております。この機会に本手術についての
理解を深めていただければ幸いです。クリニカルセミナーでは、産婦人科診療ガイドライ
ンから、婦人科外来編と産科編をとりあげ、それぞれのガイドラインを作り上げられた東
北大学の八重樫伸生先生と北海道大学の水上尚典先生に座長をお願いしております。これ
らの講演は、先生方の明日からの診療に資するものと考えております。
　一般演題は118演題と多数応募していただき誠にありがとうございます。プログラムの都
合上、口演とポスターを半々とさせていただきました。口演のご希望で応募していただき
ました演題の一部は、会場の関係でポスターとさせていただきました。ご希望に沿えな
かったことをお詫びいたします。
　その他、日々の臨床に役立つランチョン・イブニングセミナーなどを多く企画しており
ます。多くの方々のご参加を心よりお待ちしております。

平成24年９月　

開催にあたって

第60回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会

会　長　倉　智　博　久
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●会　期
　　平成24年９月８日（土）、９月９日（日）

●会　場
　　山形テルサ
　　〒990－0828　山形市双葉町１-２-３　TEL：023－646－6677　FAX：023－647－0123
　　　　　第１会場 １階　　テルサホール　　　　　　　
　　　　　第２会場 ３階　　アプローズ　　　　　　　
　　　　　ポスター会場 ２階　　リハーサル室・交流ラウンジ
　　　　　展示会場・交見室 １階　　大 会 議 室　　　　　　　

　　メトロポリタン山形
　　〒990－0039　山形市香澄町１－１－１　TEL：023－628－1111　FAX：023－628－1166
　　　　　総懇親会会場　　　　４階　　霞　　　　城

●参加登録受付
　　第１日目　９月８日 （土）　８：00から17：00まで
　　第２日目　９月９日 （日）　８：00から12：00まで

●参加費
　　学術講演会（総懇親会費を含む）12,000円
　　　＊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。
　　　＊研修医・学生受付でお申し出ください。

●参加者へのお願い
　　・事前登録制ではありません。当日総合受付で参加登録をお願いいたします。
　　・会場では学会参加証を着用ください。
　　・専門医シールは参加登録時に専門医シール受付にてお受け取りください。

●総懇親会
　　日時：平成24年９月８日 （土）　18：30開宴
　　会場：メトロポリタン山形　　４階　霞城

 

第60回北日本産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内
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● 員会および 会
　　○北日本産科婦人科学会役員会
　　　　日時：平成24年９月９日 （日）　７：50～８：40
　　　　会場：メトロポリタン山形　　４階　霞城

　　○北日本産科婦人科学会総会
　　　　日時：平成24年９月９日 （日）　12：50～13：10
　　　　会場：山形テルサ　　１階　テルサホール

●関連委員会および研究会
　　○TGCU世話人会
　　　　日時：平成24年９月８日 （土）　７：00～８：00
　　　　会場：メトロポリタン山形
　　○TGCU講演会
　　　　日時：平成24年９月８日 （土）　８：00～８：30
　　　　会場：メトロポリタン山形

　　○胚細胞呼吸測定装置研究会
　　　　日時：平成24年９月９日（日）　７：00～７：40
　　　　会場：メトロポリタン山形

●講演発表
　１．座長へのお願い
茨　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またはポスター会場にて
待機してください。

芋　プログラムに定められた時間内に終了するよう、時間厳守に努めてください。

　２．演者の方々へのお願い
　口演発表
茨　一般演題（口演）は１演題８分（口演時間６分、討論時間２分）です。
芋　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。ビデオは使用で
きませんので、ご注意ください。

鰯　当日は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。

允　会場で準備いたしますPCはWindows7 32bit  Office2010になります。PC受付のパソコンは
台数が限られておりますので、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。



― 5 ―

印　Power Pointの発表ツールはご利用頂けません。
咽　演者は発表開始10分前までに会場内次演者席へご着席下さい。

　【データ持参の場合】
茨　発表データはWindows 版のPower Point（Office2003～）が使用可能です。ただしMacの
場合、または動画ファイルをご使用の場合は先生ご自身のパソコンでの発表をお願いして
おります。その際はプロジェクター出力のための専用映像出力アダプター、およびAC電源
アダプターも忘れずにご持参ください。

芋　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
一部データに不具合を生じ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。

鰯　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。

允　フォントはOS標準のもののみをご使用ください。
印　画像の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
咽　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】
茨　PC持参の場合もPC受付にて試写をおこなってください。
芋　バックアップとして必ずメディアもご持参ください。
鰯　画像の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
允　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。
印　プロジェクターとの接続ケーブルはD-sub15ピンです。持込みのPCによっては専用の映像
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VAIO、MacBookなどのPCは別途付属の映像出力アダプターが必要な場合がござい
ますので、くれぐれもご注意ください。

咽　スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。
員　コンセント用電源アダプターを必ずご持参ください。
因　 i PadなどのタブレットPCは受付けしておりません。
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　ポスター
茨　一般演題（ポスター）は１演題６分（口演時間４分、討論時間２分）です。
芋　ポスターは下記の要領で作成して下さい。演題番号は事務局にてご用意いたします。文字
の書体および大きさは自由ですが、約３m離れたところからでも判読できるように考慮し
て下さい。図表の枚数、大きさ、配置は自由です。演者受付はありませんので、各自ポス
ターを掲示して下さい。

鰯　発表者はセッション開始予定の10分前にはご担当ポスターの前に待機して下さい。
允　示説の閲覧および発表の進行は以下のように行います。

　＊ポスター貼付けのための画鋲をポスター会場にご用意いたしますので、ガムテープ、接着剤
の使用はご遠慮下さい。

　＊ポスター撤去時間内にポスター撤去をお願いいたします。撤去終了時間が過ぎても貼付され
ているポスターは事務局にて撤去させていただきます。なお、会期終了後は廃棄処理させて
いただきますので、ご了承下さい。

●優秀演題の表彰
　一般演題の中から優秀演題を選びます。表彰は９月９日 （日）閉会式の時に行う予定です。

●事務局
　　山形大学医学部　産科婦人科学講座
　　第60回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会事務局　担当：高橋俊文・佐山祥子
　　〒990－9585 山形市飯田西２－２－２　TEL：023－628－5393　FAX：023－628－5396

日付

９月８日 （土）
９：00～12：00ポスター貼付

９月８日 （土）
15：00～16：30

発表・討論
（発表４分、討論２分）

９月９日 （日）
９：00～12：00自由閲覧

９月９日 （日）
12：00～12：50ポスター撤去

〈ポスター仕様〉
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山形市へのアクセス

90分　1,110円
60分

980円

630円

630円
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ホテル
キャッスル

学 会 会 場 案 内 図

■会場へのアクセス

　◇JR山形駅より徒歩３分。
　◇270台程度、収容可能な有料駐車場がありますが、駐車台数には
限りがございますので、公共の交通機関もご利用くださいますよ
う、お願いいたします。
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会場案内図
山形テルサ
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学会プログラム
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15：00

15：40

17：00

　

18：30

20：30

第２会場　アプローズ
　

　

　

　

　

　

ランチョンセミナー２
（12：00～12：50）
座長：千石 一雄（旭川医科大学）
演者：柴原 浩章（自治医科大学）

共催：MSD

一般口演　第６群　周産期
（13：00～13：40）
座長：高木　弘明（金沢医科大学）

（演題番号O-26～O-30）

一般口演　第７群　周産期
（13：40～14：20）
座長：志賀　尚美（東北大学）

（演題番号O-31～O-35）

一般口演　第８群　周産期
（14：20～15：00）
座長：河口　　哲（北海道大学）

（演題番号O-36～O-40）

一般口演　第９群　周産期
（15：00～15：40）
座長：杉山　　隆（東北大学）

（演題番号O-41～O-45）

一般口演　第10群　女性医学
（15：40～16：30）
座長：樋口　　毅（弘前大学）

（演題番号O-46～O-51）

イブニングセミナー２
（17：00～18：00）
座長：牧野田　知（金沢医科大学）
演者：若槻　明彦（愛知医科大学）

共催：バイエル薬品

第１会場　テルサホール
　

開会の挨拶（９：10～９：15）

特別講演１（９：15～９：45）
座長：室月　　淳（宮城県立こども病院）
演者：堤　　誠司（山形大学）

特別講演２（９：45～10：15）
座長：山田　秀和（宮城県立がんセンター）
演者：利部　正裕（岩手医科大学）

特別講演３（10：15～10：45）
座長：齋藤　　豪（札幌医科大学）
演者：金内　優典（北海道大学）

招請講演（10：45～11：45）
座長：倉智　博久（山形大学）
演者：岡野　栄之（慶応義塾大学）

ランチョンセミナー１
（12：00～12：50）
座長：杉山　　徹（岩手医科大学）
演者：青木　大輔（慶応義塾大学）

共催：中外製薬

一般口演　第１群　腫瘍
（13：00～13：40）
座長：笹川　寿之（金沢医科大学）

（演題番号O-01～O-05）

一般口演　第２群　腫瘍
（13：40～14：20）
座長：横山　良仁（弘前大学）

（演題番号O-06～O-10）

一般口演　第３群　腫瘍
（14：20～15：00）
座長：佐藤　直樹（秋田大学）

（演題番号O-11～O-15）

一般口演　第４群　内視鏡下手術　
（15：00～15：40）
座長：田中　政彰（金沢大学）

（演題番号O-16～O-20）

一般口演　第５群　周産期・他
（15：40～16：20）
座長：田中　綾一（札幌医科大学）

（演題番号O-21～O-25）

イブニングセミナー１
（17：00～18：00）
座長：藤森　敬也（福島県立医科大学）
演者：池田　智明（三重大学）

共催：キッセイ薬品工業

第３会場　リハーサル室・交流ラウンジ
　

ポスター貼付
（９：00～12：00）

　

ポスター　第11群～第22群
（15：00～16：30）

座長：馬場　　剛（札幌医科大学）
　　　利部　正裕（岩手医科大学）
　　　小島原敬信（山形大学）
　　　加藤　育民（旭川医科大学）
　　　首藤　聡子（北海道大学）
　　　品川　明子（福井大学）
　　　佐藤　敏治（秋田大学）
　　　水本　泰成（金沢大学）
　　　小見　英夫（岩手医科大学）
　　　野村　泰久（福島県立医科大学）
　　　高桑　好一（新潟大学）
　　　五十嵐秀樹（山形大学）

（演題番号P-01～P-59）

　

  第１日　９月８日 （土） 

受付開始

総　懇　親　会
メトロポリタン山形　４階　霞城

（18：30～20：30）
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８：00

８：00

９：00

９：35

10：30

12：00

12：50

13：10

第１会場　テルサホール
　

モーニングレクチャー
（８：00～９：00）
座長：寺田　幸弘（秋田大学）
演者：金尾　祐之（倉敷成人病センター）
演者：安藤　正明（倉敷成人病センター）

共催：日本新薬

一般演題　第23群　腫瘍
（９：00～９：35）
座長：八幡　哲郎（新潟大学）

（演題番号O-52～O-55）

クリニカルセミナー1
（９：35～10：30）
産婦人科診療ガイドライン－婦人科外来編
座長：八重樫伸生（東北大学）
演者：藤井　俊策（エフ．クリニック）
演者：西井　　修（帝京大学溝口病院）

ワークショップ（10：30～12：00)　
ロボット支援手術
座長：櫻木　範明（北海道大学）
座長：八重樫伸生（東北大学）
演者：井坂　惠一（東京医科大学）
演者：宇山　一朗（藤田保健衛生大学）

共催：科研製薬

ランチョンセミナー３
（12：00～12：50）
座長：水上　尚典（北海道大学）
演者：水沼　英樹（弘前大学）

共催：久光製薬

総会（12：50～13：10）

優秀演題表彰式・閉会式
（13：10～13：20）

第３会場　リハーサル室・交流ラウンジ
　

ポスター閲覧
（９：00～12：00）

ポスター撤去
（12：00～12：50）

　

第２会場　アプローズ
 

一般演題　第24群　周産期
（９：00～９：35）
座長：米田　　哲（富山大学）

（演題番号O-56～O-59）

クリニカルセミナー２
（９：35～10：30）
産婦人科診療ガイドライン－産科編
座長：水上　尚典（北海道大学）
演者：佐藤　多代（岩手県立中部病院）
演者：高橋　秀憲（福島県立医科大学）

ランチョンセミナー４
（12：00～12：50）
座長：井上　正樹（金沢大学）
演者：鈴木　光明（自治医科大学）

共催：グラクソ・スミスクライン

　

●役員会
　　○北日本産科婦人科学会役員会
　　　　日時：平成24年９月９日 （日）　７：50～８：40
　　　　会場：メトロポリタン山形　　４階　霞城

●関連委員会および研究会
　　○TGCU世話人会
　　　　日時：平成24年９月８日 （土）　７：00～８：00
　　　　会場：メトロポリタン山形
　　○TGCU講演会
　　　　日時：平成24年９月８日 （土）　８：00～８：30
　　　　会場：メトロポリタン山形
　　○胚細胞呼吸測定装置研究会
　　　　日時：平成24年９月９日 （日）　７：00～７：40
　　　　会場：メトロポリタン山形

学会プログラム
  第２日　９月９日 （日） 

受付開始



 招　請　講　演 

第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　10：45～11：45

「iPS細胞を用いた神経再生・疾患・創薬研究」
演者：慶應義塾大学 教授　　岡　野　栄　之
座長：山形大学 教授　　倉　智　博　久

 特　別　講　演 

特別講演１
第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　９：15～９：45

「胎児骨系統疾患の診断と周産期管理方針の策定」
演者：山形大学 講師　　堤　　　誠　司
座長：宮城県立こども病院・東北大学 教授　　室　月　　　淳

特別講演２
第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　９：45～10：15

「婦人科がんに対する新規免疫療法の開発を目指して」
演者：岩手医科大学 助教　　利　部　正　裕
座長：宮城県立がんセンター・東北大学 教授　　山　田　秀　和

特別講演３
第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　10：15～10：45

「広汎子宮全摘出術－術後機能温存を目指して－」
演者：北海道大学 特任准教授　　金　内　優　典
座長：札幌医科大学 教授　　齋　藤　　　豪
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 ワークショップ 

第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　10：30～12：00　

「ロボット支援手術」
座長：北海道大学 教授　　櫻　木　範　明
　　　東北大学 教授　　八重樫　伸　生

「婦人科領域におけるロボット支援手術」
演者：東京医科大学 教授　　井　坂　惠　一

「消化器外科領域におけるロボット手術の最前線」
演者：藤田保健衛生大学 教授　　宇　山　一　朗

 クリニカルセミナー 

クリニカルセミナー１
第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　９：35～10：30　

「産婦人科診療ガイドライン－婦人科外来編」
座長：東北大学 教授　　八重樫　伸　生

「CQ　原因不明不妊への対応は？」
演者：エフ．クリニック 院長　　藤　井　俊　策

「CQ　妊孕性温存の希望・必要がない子宮筋腫取り扱いの推奨は？
－子宮鏡下や腟式の筋腫摘出術だけで対応できる例を除くー」

演者：帝京大学溝口病院 教授　　西　井　　　修
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クリニカルセミナー２
第２日　９月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　９：35～10：30　

「産婦人科診療ガイドライン－産科編」
座長：北海道大学 教授　　水　上　尚　典

「CQ410　分娩監視の方法は？
 CQ411　分娩監視装置モニターの読み方・対応は？」

演者：岩手県立中部病院 産婦人科長　　佐　藤　多　代

「CQ412　分娩誘発法のAnswerの解説と疑問点」

演者：福島県立医科大学 講師　　高　橋　秀　憲

 ランチョンセミナー 

ランチョンセミナー１
第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　12：00～12：50

「卵巣癌の化学療法」
演者：慶應義塾大学 教授　　青　木　大　輔
座長：岩手医科大学 教授　　杉　山　　　徹

ランチョンセミナー２
第１日　９月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　12：00～12：50

「不妊外来における最近の薬物療法」
演者：自治医科大学 教授　　柴　原　浩　章
座長：旭川医科大学 教授　　千　石　一　雄

ランチョンセミナー３
第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　12：00～12：50　

「女性医学－産婦人科の新たな試み」
演者：弘前大学 教授　　水　沼　英　樹
座長：北海道大学 教授　　水　上　尚　典 
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ランチョンセミナー４
第２日　９月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　12：00～12：50

「HPVワクチンのトピックスおよび
新しい子宮頸がん検診リコメンデーション」

演者：自治医科大学 教授　　鈴　木　光　明
座長：金沢大学 教授　　井　上　正　樹

 モーニングレクチャー 

第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　８：00～９：00　

「“膜、腔、層”を意識した立体的な骨盤解剖の理解と
それに基づいた深部子宮内膜症手術戦略」

演者：倉敷成人病センター 婦人科医長　　金　尾　祐　之
座長：秋田大学 教授　　寺　田　幸　弘

「腸管・尿路に及ぶ深部子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術
－radical excisionの低侵襲化を目指してー」

演者：倉敷成人病センター 副院長　　安　藤　正　明
座長：秋田大学 教授　　寺　田　幸　弘

 イブニングセミナー 
イブニングセミナー１
第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　17：00～18：00

「日産婦新基準による分娩時胎児管理法」
演者：三重大学 教授　　池　田　智　明
座長：福島県立医科大学 教授　　藤　森　敬　也

イブニングセミナー２
第１日　９月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　17：00～18：00　

「子宮内膜症の治療戦略　－心血管疾患リスクの観点からー」
演者：愛知医科大学 教授　　若　槻　明　彦
座長：金沢医科大学 教授　　牧野田　　　知 
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一般演題（口演）

  第１日　９月８日 （土）   
 第１会場　テルサホール 

第１群　13：00～13：40
座長：笹　川　寿　之（金沢医科大学）

O-01 子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘のFeasibility, morbidity, prognosisに
関する検討
王子総合病院 古田　　祐、定免　裕子、中郷賢二郎、勘野　真紀
 野村　英司

O-02 当科における子宮内膜異型増殖症／類内膜腺癌に対する妊孕性温存治療
北海道大学 遠藤　浅香、工藤　正尊、保坂　昌芳、首藤　聡子
 武田　真人、小林　範子、渡利　英道、金内　優典
 水上　尚典、櫻木　範明

O-03 化学療法が著効した進行子宮体部小細胞癌の一例と自施設症例の検討
　１）東北大学　　２）東北大学　災害科学国際研究所

永井　智之１）、新倉　　仁１）、黒澤　大樹１）、田中　創太１）

大槻　健郎１）、永瀬　　智１）、高野　忠夫１）、伊藤　　潔２）

八重樫伸生１）

O-04 肺転移で発見された低悪性度子宮内膜間質肉腫の１例
岩手県立中央病院 名取　徳子、三浦　自雄、畑山　伸弥、村井　眞也
 葛西真由美、鈴木　　博

O-05 超音波組織弾性診断を施行した子宮平滑筋腫瘍の２症例
福島県立医科大学 古川　茂宜、添田　　周、経塚　　標、鈴木　　聡
 渡辺　尚文、西山　　浩、藤森　敬也

第２群　13：40～14：20
座長：横　山　良　仁（弘前大学）

O-06 Ｉ期卵巣癌の治療成績－早期卵巣癌に対する術後補助化学療法の必要性に関す
る検討－
秋田大学 清水　　大、藤本　俊郎、佐藤　直樹、佐藤　敏治
 寺田　幸弘

O-07 当院で経験した卵巣漿液性悪性腫瘍IIIc期の症例
北海道がんセンター
 嶋田　知紗、岡元　一平、明石　大輔、大場　洋子
 見延進一郎、藤堂　幸治、加藤　秀則
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O-08 卵巣癌に対する腫瘍減量手術（debulking surgery）の現状
北海道がんセンター 岡元　一平、嶋田　知紗、明石　大輔、大場　洋子
 見延進一郎、藤堂　幸治、加藤　秀則

O-09 当院における卵巣明細胞腺癌の症例検討
山形県立中央病院 市川さおり、杉山　晶子、富田　芙弥、前川　絢子
 小篠　隆広、阿部　祐也

O-10 再発卵巣癌の治療におけるハイカムチン療法の検討
金沢大学 山内　博史、京　　　哲、高倉　正博、中村　充宏
 水本　泰成、毎田　佳子、保野由紀子、井上　正樹

第３群　14：20～15：00
座長：佐　藤　直　樹（秋田大学）

O-11 腹膜原発のYolk sac tumorの１例
王子総合病院 定免　裕子、古田　　祐、中郷賢二郎、勘野　真紀
 野村　英司

O-12 分子標的薬パゾパニブが著効した腎原発未分化肉腫の１例
　１）KKR札幌医療センター　　２）鉄蕉会　亀田総合病院

吉井　一樹１）、朝野　拓史１）、齋藤　　洋１）、池田　　研１）

涌井　之雄１）、小山　隆文２）

O-13 子宮内膜細胞診陽性から発見された正常大卵巣癌症候群の一例
下北医療センターむつ総合病院 太田　圭一、松倉　大輔、山口　英二、佐藤　重美

O-14 婦人科悪性腫瘍との鑑別を要した膵癌IVb期の１例
北海道大学 蔵谷美乃里、三田村　卓、加藤　達矢、保坂　昌芳
 小林　範子、首藤　聡子、武田　真人、渡利　英道
 金内　優典、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明

O-15 外陰扁平上皮癌に対する化学療法同時放射線療法の有効性と安全性
弘前大学 二神　真行、三浦　理絵、平川　八大、鴨井　舞衣
 水沼　槙人、重藤龍比古、横山　良仁、水沼　英樹

第４群　15：00～15：40
座長：田　中　政　彰（金沢大学）

O-16 当科における婦人科内視鏡手術症例の臨床的検討
仙台医療センター 早坂　　篤、齋藤　　彩、島　　　崇、松浦　　類
 石垣　展子、牧野　浩充、千葉由美代、朝野　　晃
 明城　光三、和田　裕一

O-17 腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞核出術後再発に関与する諸因子の検討
旭川医科大学 上田　寛人、宮本　敏伸、片山　英人、西脇　邦彦
 加藤　育民、市川　英俊、千石　一雄
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O-18 部 に対する トム による 切 合　 腔を ら い
を して

札幌医科大学 足立　英文、明石　祐史、杉尾　明香、森下　美幸
 馬場　　剛、遠藤　俊明、齋藤　　豪

O-19 TRYセミナー前後におけるTLH（腹腔鏡下子宮全摘）の変化～腹腔鏡特訓セミナー
が一個人の手術に与えた影響～
　１）大阪労災病院　　２）弘前大学　　３）石川県立中央病院　　４）東北大学
　５）静岡県立がんセンター　　６）九州大学　　７）倉敷成人病センター

磯部　真倫１）、福原　理恵２）、篠倉　千早３）、山田　卓博４）

高橋　伸卓５）、権丈　洋徳６）、長瀬　瞳子７）、藤原　和子７）

O-20 第一回TRYセミナー（合宿形式の腹腔鏡特訓セミナー）の効果と今後の展開
　１）大阪労災病院　　２）弘前大学　　３）石川県立中央病院　　４）東北大学
　５）静岡県立がんセンター　　６）九州大学　　７）倉敷成人病センター

磯部　真倫１）、福原　理恵２）、篠倉　千早３）、山田　卓博４）

高橋　伸卓５）、権丈　洋徳６）、長瀬　瞳子７）、藤原　和子７）

第５群　15：40～16：20
座長：田　中　綾　一（札幌医科大学）

O-21 災害関連時に強い周産期医療情報システムの構築-東日本大震災での周産期医療
情報システムの検証から-
　１）岩手県立大船渡病院　　２）岩手医科大学

村井　正俊１）、井筒　直子１）、児玉　秀夫１）、岩間　英範１）

小笠原敏浩１）、福島　明宗２）

O-22 妊娠・産褥期の超音波検査による深部静脈血栓スクリーニング
北海道大学 河口　　哲、山田　　俊、遠藤　大輔、千葉健太郎
 小島　崇史、荒木　直人、武田　真光、西田竜太郎
 山田　崇弘、森川　　守、櫻木　範明、水上　尚典

O-23 妊娠中に母体に末端肥大症様症状を示し、分娩後に児のP450オキシドレダク
ターゼ欠損症が判明した１例
　１）大館市立総合病院　産婦人科　　２）大館市立総合病院　小児科

田村　良介１）、松下　容子１）、葛西剛一郎１）、葛西亜希子１）

高橋　秀身１）、越後谷明音２）、津川　浩二２）、丹代　　諭２）

O-24 HIV感染男性非感染女性夫婦に対する体外受精・胚移植の臨床成績について
新潟大学 渡邊亜由子、加嶋　克則、高桑　好一

O-25 当科におけるMD-TESEを用いたARTの現状
　１）秋田大学　産婦人科　　２）秋田大学　保健学科

熊谷　　仁１）、熊澤由紀代１）、森　耕太郎１）、児玉　英也２）

高橋　玄徳１）、寺田　幸弘１）
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 第２会場　アプローズ 

第６群　13：00～13：40
座長：高　木　弘　明（金沢医科大学）

O-26 帝王切開瘢痕部妊娠の３例
JA北海道厚生連　帯広厚生病院 山崎　博之、松宮　寛子、馬詰　　武、山村　満恵
 石川　聡司、森脇　征史、服部　理史、川口　　勲

O-27 地域周産期センターにおける当院での緊急帝王切開の現状
北海道社会事業協会小樽病院 三枝　敬仁、鈴木　将裕、藤田　裕彰、秋元　太志
 磯山　響子、山中　　雅、山中　郁仁

O-28 当院における超緊急帝王切開への取り組み
金沢大学 土肥　　聡、田中　政彰、山崎　玲奈、佐々木　徹
 茅橋　佳代、杉浦聡一郎、野村　一人、井上　正樹

O-29 160kg高度肥満妊婦に対する帝王切開の経験
　１）札幌医科大学　　２）市立釧路総合病院

中嶋　千紗１）、馬場　　剛１）、森下　美幸１）、金　　美善１）

足立　英文１）、明石　祐史１）、浅野　拓也２）、嶋田　浩志２）

杉尾　明香１）、石岡　伸一１）、遠藤　俊明１）、齋藤　　豪１）

O-30 妊娠子宮嵌頓症における診断のポイントと帝王切開の留意点
福井大学 服部　克成、高橋　　望、加藤　加奈、北野　史子
 玉村　千代、打波　郁子、西島　浩二、折坂　　誠
 黒川　哲司、吉田　好雄

第７群　13：40～14：20
座長：志　賀　尚　美（東北大学）

O-31 当院における28週未満単胎早産症例の検討
函館中央病院 石塚　泰也、片岡　宙門、木村　敬子、田沼　史恵
 角田　敬一、工藤　隆之

O-32 当院における切迫早産と‘Sludge’の関係に関する検討
　１）福島県立医科大学　　２）国立病院機構福島病院

安田　　俊１）、高橋　秀憲１）、高岩　昌代２）、経塚　　標１）

伊藤　史浩１）、河村　　真１）、浅野　仁覚１）、野村　泰久１）

藤森　敬也１）

O-33 妊娠前の体格と妊娠中の体重増加量及び児の出生時体重について
苫小牧市立病院 村元　　勤、川端　公輔、赤石　理奈、佐藤　　修
 花谷　　馨
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O-34 IVF-ET妊娠における異常分娩症例についての検討
金沢医科大学 山口　直孝、高木　弘明、柴田　健雄、閨谷奈津子
 藤井　亮太、牧野田　知

O-35 一絨毛膜二羊膜双胎における1児胎児発育不全に関する後方視的検討
北海道大学 遠藤　大介、森川　　守、千葉健太郎、荒木　直人
 小島　崇史、河口　　哲、武田　真光、西田竜太郎
 山田　崇弘、山田　　俊、櫻木　範明、水上　尚典

第８群　14：20～15：00
座長：河　口　　　哲（北海道大学）

O-36 母児ともに救命し得た大動脈解離合併妊娠の３例
　１）市立釧路総合病院　　２）札幌医科大学

嶋田　浩志１）、岡村　直樹１）、染谷　真行２）、齋藤　雅恵１）

竹田　倫子１）、浅野　拓也１）、明石　祐史２）、馬場　　剛２）

石岡　伸一２）、遠藤　俊明２）、齋藤　　豪２）

O-37 当院での腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠、分娩管理についての検討
弘前大学 福原　理恵、小林　麻美、船水　文乃、横田　　恵
 阿部　和弘、福井　淳史、田中　幹二、樋口　　毅
 水沼　英樹

O-38 臍帯卵膜付着の後方視的検討
　１）杉田玄白記念公立小浜病院　　２）福井大学

高橋　　仁１）、服部　由香１）、吉田　好雄２）、黒川　哲司２）

折坂　　誠２）、西島　浩二２）、打波　郁子２）、服部　克成２）

品川　明子２）、津吉　秀昭２）、杉田　元気２）、白藤　　文２）

O-39 常位胎盤早期剥離の診断における課題～凝固・線溶分子マーカーの有用性につい
ての検討
福井県済生会病院 里見　裕之、高多　佑佳、笠松　由佳、加藤亜矢子
 三屋　和子、河野久美子、福野　直孝、細川久美子
 金嶋　光夫、紙谷　尚之

O-40 周産期母子センターである当院での先天性食道閉鎖31症例の周産期管理と治療
成績の検討
母恋天使病院 岩城　　豊、吉田　　博、及川　　衛、計良　光昭
 渡利　道子、大石　理恵、森　　尚子、藤枝　聡子
 坂本　綾子、日高野乃子
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第９群　15：00～15：40
座長：杉　山　　　隆（東北大学）

O-41 当院で経験した癒着胎盤の5例　～子宮温存を目指して～
岩手県立中部病院 藤澤　夏行、戸草明日香、長谷川純子、松田　尚美
 小泉　俊光、佐藤　多代

O-42 前置癒着胎盤疑いで子宮底部横切開法によりcesarean hysterectomyを施行し
た８症例の検討
済生会山形済生病院 阪西　通夫、成味　　恵、大貫　　毅、木原　香織
 金杉　　浩

O-43 全前置胎盤のエホバの証人に対して帝王切開術および緊急子宮全摘術を無輸血
にて行い、救命し得た一例
金沢大学 杉浦聡一郎、土肥　　聡、田中　政彰、井上　正樹

O-44 産科危機的出血に対する大量輸血中に心肺停止になり救命しえた一症例
金沢大学 佐々木　徹、土肥　　聡、田中　政彰、茅橋　佳代
 杉浦聡一郎、山内　博史、山崎　玲奈、野村　一人
 井上　正樹

O-45 遺伝子組み換え型ヒト可溶性トロンボモジュリンの産科大量出血に合併した
DICに対する効果の検討
東北大学 佐藤　孝洋、末永香緒里、片桐未希子、北村　真理
 濱田　裕貴、西郡　秀和、杉山　　隆、菅原　準一
 八重樫伸生

第10群　15：40～16：30
座長：樋　口　　　毅（弘前大学）

O-46 当院における骨盤臓器脱に対するTVM手術180例の成績
NTT札幌病院 沼田　佳苗、西川　　鑑、川俣あかり、南　　妃奈
 二瓶　岳人

O-47 当院における骨盤臓器脱の検討
　１）大原綜合病院　　２）寿泉堂綜合病院 若木　　優１）、鈴木　りか１）、宍戸　啓一２）

O-48 子宮全摘出後の腟脱症に対するTVM手術の検討
市立札幌病院 後藤公美子、渡部佐和子、野崎　綾子、箱山　聖子
 奥　毅公雄、早貸　幸辰、平山　恵美、菅原　照夫
 奥山　和彦、晴山　仁志

O-49 閉経後女性の内臓脂肪局所におけるコルチゾール産生制御機構の解析
山形大学 山谷　日鶴、高橋　一広、阿部　尚弘、竹原　　功
 漆山　敬子、須藤　　毅、太田　　剛、倉智　博久
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O-5  診 における心の と血中レ ン・ 中ストレス の
　１）福島県立医科大学　性差医療センター　　２）福島県立医科大学　産婦人科
　３）福島県立医科大学　心身医療科　　４）会津医療センター　精神神経科

小宮ひろみ１）、巌　　美希２）、吉田　史子２）、高野佳寿子３）

丹羽　真一４）

O-51 エストロゲンの末梢または中枢投与が閉経肥満モデルマウスのうつ症状改善に
与える影響
　１）富山大学　産婦人科　　２）富山大学　病態制御薬理学

米澤　理可１）、和田　　努２）、笹岡　利安２）、鮫島　　梓１）

齋藤　　滋１）

  第２日　９月９日 （日）   
 第１会場　テルサホール 

第23群　９：00～９：35
座長：八　幡　哲　郎（新潟大学）

O-52 当科におけるASC-US症例の臨床像
北海道社会事業協会帯広病院 竹浪奈穂子、松浦　基樹、玉手　雅人、谷垣　衣理
 早川　　修

O-53 当院のASC-US症例におけるHPV-DNA検査とその予後について
厚生連長岡中央綜合病院 井上　清香、白石あかり、工藤　梨沙、本多　啓輔
 加勢　宏明、加藤　政美

O-54 子宮頸部腺系病変細胞診判定でのスコアリング・システムの応用とその有用性の
検討
　１）東北大学　　２）東北大学　災害科学国際研究所

田中　創太１）、岡本　　聡１）、黒澤　大樹１）、永井　智之１）

大槻　健郎１）、永瀬　　智１）、高野　忠夫１）、新倉　　仁１）

伊藤　　潔２）、八重樫伸生１）

O-55 日本の子宮頸癌を誘発する高リスクHPV型の検討
金沢医科大学 笹川　寿之、山口　直孝、藤田　智子、高木　弘明
 柴田　健雄、閨谷奈津子、早稲田智夫、藤井　亮太
 牧野田　知
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 第２会場　アプローズ 

第24群　９：00～９：35
座長：米　田　　　哲（富山大学）

O-56 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を施行した双胎間輸血症候群の７例と胎
児心機能計測
　１）宮城県立こども病院　　２）東北大学

小澤　克典１）、宮下　　進１）、室本　　仁１）、室月　　淳１）

八重樫伸生２）

O-57 胎児胸水に対して胸腔－羊水腔シャント術を施行した７症例
　１）新潟大学　総合周産期母子医療センター　産科
　２）新潟大学　総合周産期母子医療センター　新生児科

鈴木久美子１）、生野　寿史１）、田村　知子１）、佐藤ひとみ１）

山口　雅幸１）、芹川　武大１）、和田　雅樹２）、高桑　好一１）

O-58 胎児水腫を発症し異なる転帰を辿った胎児21トリソミーの３症例
　１）石川県立中央病院　産婦人科　　２）石川県立中央病院　新生児科
　３）金沢医科大学 川村　裕士１）、佐々木博正１）、篠倉　千早１）、平吹　信弥１）

 干場　　勉１）、朝本　明弘１）、中田　裕也２）、小林あずさ３）

O-59 羊水検査で正常核型と診断された不均衡型転座の児の１例
　１）市立釧路総合病院　産婦人科　　２）市立釧路総合病院　小児科
　３）北海道大学　　４）旭川医科大学　　５）札幌医科大学

浅野　拓也１）、嶋田　浩志１）、齋藤　雅恵１）、竹田　倫子１）

岡村　直樹１）、足立　憲昭２）、山田　崇弘３）、蒔田　芳男４）

寺本　瑞絵５）、遠藤　俊明５）、齋藤　　豪５）
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一般演題（ポスター）

  第１日　９月８日 （土）   
 第３会場　リハーサル室・交流ラウンジ 

第11群　15：00～15：30
座長：馬　場　　　剛（札幌医科大学）

P-01 子宮頚部乳頭状扁平上皮癌を呈した１例
札幌医科大学 鈴木　利理、寺本　瑞絵、岩崎　雅宏、新開　翔太
 田渕　雄大、池田　桂子、鈴木　美和、高橋　　円
 長澤　邦彦、田中　綾一、伊東　英樹、齋藤　　豪

P-02 子宮頚部原発のlymphoepithelioma-like carcinoma（LELC）の１例
　１）福島県立医科大学　産婦人科　　２）福島県立医科大学　病理

経塚　　標１）、鈴木　　聡１）、古川　茂宜１）、添田　　周１）

渡辺　尚文１）、西山　　浩１）、喜古雄一郎２）、藤森　敬也１）

P-03 TC療法が著効した子宮体癌、子宮頚癌の重複癌の一例
青森県立中央病院 山内　愛紗、千葉　仁美、柞木田礼子、湯沢　　映
 森川　晶子、佐藤　秀平

P-04 腎後性腎不全を発症し利尿管理に難渋した子宮頸癌IIIb期の１例
山本組合総合病院 下田　勇輝、松井　俊彦、柴田　悟史、久保　真一

P-05 当院で経験した子宮内膜原発と考えられたLCNECの１例
釧路赤十字病院 齊藤　良玄、前田　悟郎、村元　　勤、田中理恵子
 青柳有紀子、米原　利栄、東　　正樹、山口　辰美

第12群　15：30～16：00
座長：利　部　正　裕（岩手医科大学）

P-06 子宮頸癌の放射線治療後に骨髄異形成症候群を発症した一例
福井大学 杉田　元気、津吉　秀昭、白藤　　文、大沼　利通
 品川　明子、黒川　哲司、吉田　好雄

P-07 術前診断1a期であったが、大網と傍大動脈リンパ節転移を認めた子宮体癌の一例
山形大学 長谷川歩美、高橋　俊文、太田　　剛、須藤　　毅
 松尾　幸城、松村　創平、須田　真弓、倉智　博久

P-08 子宮体部小細胞癌の１例
　１）旭川医科大学　産婦人科　　２）旭川医科大学　病理

市川　英俊１）、西脇　邦彦１）、片山　英人１）、加藤　育民１）

横浜　祐子１）、岡本　修平１）、千石　一雄１）、及川　賢輔２）

三代川斎之２）
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P-09 下腿浮腫を初発症状として発症した原発不明卵巣印環細胞癌の一例
　１）岩手医科大学　産婦人科　　２）岩手医科大学　病理

永沢　崇幸１）、三浦　史晴１）、中山　育慧１）、苫米地英俊１）

菅原　千裕１）、本田　達也１）、杉山　　徹１）、上杉　憲幸２）

菅井　　有２）

P-10 再発腟癌に対して骨盤除臓術を施行した一例
山形大学 高橋可菜子、深瀬　実加、竹原　　功、池田　美智
 石田　博美、山谷　日鶴、小島原敬信、倉智　博久

第13群　16：00～16：30
座長：小島原　敬　信（山形大学）

P-11 子宮体癌術後にヘパリン起因性血小板減少症を発症した１例
　１）福井大学　　２）厚生会　木沢記念病院

山本　　真１）、西川有紀子２）、藤原　清香２）、吉田　好雄１）

P-12 Trousseau症候群と考えられる脳梗塞を契機に診断された卵巣明細胞腺癌の２例
新潟市民病院 山岸　葉子、森川　香子、常木郁之輔、田村　正毅
 柳瀬　　徹、倉林　　工

P-13 胆管癌卵巣転移の２例
北海道大学 大原　康弘、遠藤　大介、金野　陽輔、小田切哲二
 首藤　聡子、小林　範子、武田　真人、渡利　英道
 金内　優典、水上　尚典、櫻木　範明

P-14 卵巣原発悪性ブレンナー腫瘍の一例
札幌医科大学 久木田麻子、高橋　　円、新開　翔太、鈴木　美和
 長澤　邦彦、田中　綾一、伊東　英樹、齋藤　　豪

P-15 卵巣癌を含む同時性３重複癌の１例
札幌医科大学 新開　翔太、高橋　　円、鈴木　美和、長澤　邦彦
 田中　綾一、伊東　英樹、斎藤　　豪

第14群　15：00～15：30
座長：加　藤　育　民（旭川医科大学）

P-16 WAGR症候群に発症した異所性卵巣から生じたと思われた未分化胚細胞腫の１例
弘前大学 三浦　理絵、鴨井　舞衣、渕之上康平、水沼　槙人
 重藤龍比古、横山　良仁、水沼　英樹

P-17 卵巣成熟嚢胞奇形腫核出術後に同側に生じた未熟奇形腫の１例
福井県済生会病院 笠松　由佳、高多　佑佳、加藤亜矢子、三屋　和子
 河野久美子、里見　裕之、福野　直孝、細川久美子
 金嶋　光夫、紙谷　尚之
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P-18 プラチナ製剤抵抗性再発卵巣癌に対するGEM単剤療法の１例
新潟大学 森　裕太郎、西川　伸道、加嶋　克則、西野　幸治
 安達　聡介、渡邊亜由子、南川　高廣、島　　英里
 須田　一暁、田村　　亮、小木　幹奈、八幡　哲郎

P-19 鼠径リンパ節腫大が唯一の初発症状であった卵管癌の１例
日本海総合病院 早坂　　直、早坂　典子、太田　　聡、清野　朝史
 井出　佳宏、森崎　伸之

P-20 パクリタキセルにより重症アナフィラキシーショックを呈したが救命し得た１例
山形県立新庄病院 清野　　学、中原　健次、椎名　有二

第15群　15：30～16：00
座長：首　藤　聡　子（北海道大学）

P-21 肺転移巣の切除が有効であった化学療法抵抗性絨毛癌の一例
　１）岩手県立中部病院　産婦人科　　２）岩手県立中部病院　呼吸器外科

戸草明日香１）、長谷川順子１）、湊　　敬廣１）、松田　尚美１）

佐藤　多代１）、那須　元一２）

P-22 特殊な画像所見を呈した部分胞状奇胎の一例
秋田大学 齋藤　悦子、赤平沙恵子、白澤　弘光、三浦　広志
 佐藤　　恵、佐藤　　朗、寺田　幸弘

P-23 子宮全摘後早期に肺転移をきたした侵入奇胎の１例
名寄市立総合病院 板橋　　彩、水崎　　恵、金井　麻子、野澤　明美
 高橋　知昭、北村　晋逸

P-24 部分胞状奇胎が疑われ当科紹介となった間葉性異形成胎盤（PMD）の１症例
弘前大学 福山　麻美、水沼　槙人、小林　麻美、淵之上康平
 鴨井　舞衣、三浦　理絵、谷口　綾亮、田中　幹二
 樋口　　毅、水沼　英樹

P-25 子宮内容除去術中に多量の出血をきたした既往帝切・部分胞状奇胎の１例
　１）岩手医科大学　産婦人科　　２）岩手医科大学　臨床遺伝科
　３）岩手県立大船渡病院

竹下　亮輔１）、金杉　知宣１）、海道　善隆１）、村井　正俊３）

寺田　　幸１）、三浦　雄吉１）、福島　明宗２）、菊池　昭彦１）

杉山　　徹１）
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第16群　16：00～16：30
座長：品　川　明　子（福井大学）

P-26 子宮筋腫の細胞死に関する電顕的研究 第II報 閉経後の筋腫細胞に出現するアポ
トーシスについて
　１）小林医院　　２）坪井病院　　３）塚原産婦人科外科医院　　４）北福島医療センター
　５）星総合病院　　６）古川産婦人科医院　　７）谷病院　　８）奥羽大学

小林　徳男１）、橋本　歳洋２）、坂本　且一２）、羽生　忠義２）

佐藤　功一３）、森村　　豊４）、吉田　孝雄５）、古川　宣二６）

大杉　和雄７）、中川　敏浩８）、渡邊　弘樹８）

P-27 巨大子宮筋腫に関連した赤血球増多症の一例
黒部市民病院 小野　洋輔、日高　隆雄、高地　圭子、福田　香織
 八十島邦昭、新居　　隆

P-28 Parasitic leiomyoma （寄生筋腫）の一例
JA北海道厚生連　遠軽厚生病院 水無瀬　萌、寶田　健平、金井　麻子、木村　広幸

P-29 低用量ピル内服中に肺塞栓症を発症し、その治療を行うために子宮筋腫摘出を要
した一例
　１）米沢市立病院　産婦人科　　２）米沢市立病院　心臓血管外科

渡邉　憲和１）、榊　　宏諭１）、木村　和彦１）、佐藤　洋一２）

P-30 閉経前成人女性に発症した小陰唇癒着症の一例
　１）KKR札幌医療センター 　２）高岡レディースケアクリニック

朝野　拓史１）、吉井　一樹１）、齋藤　　洋１）、池田　　研１）

涌井　之雄１）、高岡波留人２）

第17群　15：00～15：30
座長：佐　藤　敏　治（秋田大学）

P-31 当院で経験した線維腫によるMeigs症候群の２症例
名寄市立総合病院 水崎　　恵、金井　麻子、野澤　明美、高橋　知昭
 北村　晋逸

P-32 腹水と腫瘍で30kgを超える卵巣腫瘍の周術期管理について
市立秋田総合病院 小野寺洋平、福田　　淳、加藤　　彩、軽部　裕子
 高橋　　道

P-33 胃底腺組織を含む成熟奇形腫の破裂による化学性腹膜炎の１症例
大崎市民病院 横山　智之、佐々木　恵、櫻田　尚子、星合　哲郎
 我妻　理重

P-34 子宮留膿症から敗血症性ショックを発症し、救命し得なかった１例
北見赤十字病院 西澤　庸子、東　　大樹、幅田周太朗、倉橋　克典
 水沼　正弘
 

― 27 ―



P-35 UD 後の 症
福井大学 加藤　加奈、品川　明子、黒川　哲司、高橋　　望
 吉田　好雄

第18群　15：30～16：00
座長：水　本　泰　成（金沢大学）

P-36 3DCTが出生前診断に有用であったCampomelic dysplasiaの１例
　１）北海道大学　産婦人科 　２）北海道大学　周産母子センター

小島　崇史１）、山田　崇弘１）、長　　和俊２）、秋元　琢真２）

石川　聡司１）、武田　真光１）、西田竜太郎１）、森川　　守１）

山田　　俊１）、兼次　洋介２）、盛一　享徳２）、水上　尚典１）

P-37 出生前診断可能であった先天性処女膜閉鎖症の一例
　１）JA北海道厚生連　旭川厚生病院　産婦人科　　２）北海道社会事業協会富良野病院
　３）JA北海道厚生連　旭川厚生病院　小児科　　４）旭川医科大学
　５）函館中央病院　　６）釧路赤十字病院

中嶋えりか１）、石郷岡哲郎２）、石塚　泰也５）、青柳有紀子６）

光部兼六郎１）、岡田　力哉１）、吉田　俊明１）、白井　　勝３）

佐藤　　敬３）、宮本　和俊４）

P-38 妊娠中に両側腎盂尿管移行部（UPJ）狭窄が生じ、出生前に狭窄が解除され先天
性両側水腎症と診断した１症例
母恋天使病院 日高野乃子、岩城　　豊、坂本　綾子、藤枝　聡子
 森　　尚子、大石　理恵、渡利　道子、相澤　貴之
 計良　光昭、及川　　衞、吉田　　博

P-39 Huge placental lakeの２症例
　１）新潟大学　　２）本多レディースクリニック

生野　寿史１）、大木　　泉２）、山口　雅幸１）、芹川　武大１）

高桑　好一１）

P-40 羊水中にウレアプラズマが陽性であった妊娠中期pPROMの２症例
富山大学 伊藤　実香、鹿児山　浩、津田さやか、田中　智子
 津田　　桂、米澤　理可、米田　　哲、塩崎　有宏
 齋藤　　滋

第19群　16：00～16：30
座長：小　見　英　夫（岩手医科大学）

P-41 当院における周産期心筋症を発症した２例
八戸市立市民病院 比嘉　　健、今井　紀昭、高橋　聡太、田中　宏典
 森　向日留、河野　順子、松田　雪香、小泉　俊光
 会田　剛史

P-42 周産期心筋症にブロモクリプチン投与が有効であった１例
旭川医科大学 水無瀬　学、上田　寛人、大石由利子、宮川　博栄
 宮本　敏伸、西野　共子、千石　一雄
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P-43 許可なく妊娠した糖尿病性腎症合併妊娠の１例
山形大学 鈴木　聡子、原　周一郎、西村　杏子、船田　敏子
 小幡美由紀、吉田　隆之、堤　　誠司、倉智　博久

P-44 妊娠中に静脈血栓症を発症し診断された先天性アンチトロンビン（AT）欠乏症
合併妊娠の一例
山形大学 小幡美由紀、松川　　淳、小島原敬信、漆山　敬子
 吉田　隆之、五十嵐秀樹、堤　　誠司、倉智　博久

P-45 帝王切開術後の仮性子宮動脈瘤破裂をUAEで止血しえた１症例
　１）白河厚生総合病院　　２）福島県立医科大学

小島　　学１）、中村　聡一１）、加藤　謙一１）、山内　隆治１）

浅野　仁覚２）、添田　　周２）、藤森　敬也２）

第20群　15：00～15：40
座長：野　村　泰　久（福島県立医科大学）

P-46 重複膣、片側腟閉鎖における膣中隔切除後の双頚双角子宮の各々に妊娠した２絨
毛膜双胎の一例
　１）岩手医科大学　産婦人科　　２）岩手医科大学　臨床遺伝科

海道　善隆１）、竹下　亮輔１）、三浦　雄吉１）、寺田　　幸１）

苫米地英俊１）、金杉　知宣１）、福島　明宗２）、菊池　昭彦１）

杉山　　徹１）

P-47 帝王切開時に診断がついた一絨毛膜一羊膜双胎の一例
函館中央病院 木村　敬子、石塚　泰也、角田　敬一、田沼　史恵
 片岡　宙門、工藤　隆之

P-48 筋強直性ジストロフィー１型罹患女性における一絨毛膜二羊膜性双胎妊娠管理
の一例
　１）北海道大学　　２）釧路赤十字病院

千葉健太郎１）、山田　崇弘１）、小島　崇史１）、嶋田　知紗２）

石川　聡司１）、武田　真光１）、西田竜太郎１）、森川　　守１）

山田　　俊１）、長　　和俊１）、山口　辰美２）、水上　尚典１）

P-49 妊娠35週に発症した劇症１型糖尿病の１例
　１）厚生連長岡中央綜合病院　産婦人科　　２）厚生連長岡中央綜合病院　内科

工藤　梨沙１）、井上　清香１）、白石あかり１）、本多　啓輔１）

加勢　宏明１）、加藤　政美１）、鈴木　裕美２）

P-50 食道癌合併妊娠の１例
福井大学 高橋　　望、折坂　　誠、服部　克成、加藤　加奈
 北野　史子、津吉　秀昭、品川　明子、知野　陽子
 打波　郁子、西島　浩二、黒川　哲司、吉田　好雄

P-51 肩甲難産症例と文献的検討
福井県立病院 伊達岡　要、中出　恭平、堀　　香織、倉田　和巳
 堀　　芳秋、加藤じゅん、加藤　三典、土田　　達
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第21群　15：40～16：05
座長：高　桑　好　一（新潟大学）

P-52 低用量アスピリン＋ヘパリン療法により妊娠経過が極めて改善した抗リン脂質
抗体陽性妊婦の１症例
済生会山形済生病院 大貫　　毅、阪西　通夫、成味　　恵、木原　香織
 金杉　　浩

P-53 低用量アスピリン＋ヘパリン療法を施行した抗フォスファチジルエタノールア
ミン（PE）抗体陽性妊婦の２症例
済生会山形済生病院 成味　　恵、阪西　通夫、大貫　　毅、木原　香織
 金杉　　浩

P-54 妊娠初期に静脈血栓塞栓症を来した２症例
　１）北海道大学　　２）北海道医療大学

細川　亜美１）、武田　真光１）、遠藤　大介１）、千葉健太郎１）

河口　　哲１）、西田竜太郎１）、山田　崇弘１）、森川　　守１）

山田　　俊１）、家子　正裕２）、櫻木　範明１）、水上　尚典１）

P-55 妊娠の有無によるNK細胞産生サイトカインの違い
弘前大学 横田　　恵、福井　淳史、鴨井　舞衣、船水　文乃
 福原　理恵、水沼　英樹

第22群　16：05～16：30
座長：五十嵐　秀　樹（山形大学）

P-56 20歳代前半でチョコレート嚢胞手術をうけた３症例検討
旭川医科大学 宮川　博栄、宮本　敏伸、千石　一雄

P-57 子宮内膜症治療薬（ジェノゲスト）の長期使用における治療完遂のタイミング
金沢医科大学 高木　弘明、山口　直孝、藤田　智子、早稲田智夫
 笹川　寿之、牧野田　知

P-58 腹腔鏡下に診断、摘出し得た異所性卵巣成熟嚢胞性奇形腫の一例
　１）市立釧路総合病院　　２）札幌医科大学

齋藤　雅恵１）、明石　祐史２）、嶋田　浩志１）、浅野　拓也１）

竹田　倫子１）、岡村　直樹１）

P-59 腹腔鏡下切除後の妊娠で健常児が得られた卵管間質部妊娠の２例
市立砺波総合病院 野島　俊二、上島　千春、吉越　信一、前川真知子
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― 31 ―

招 請 講 演
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　招請講演 第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　10：45～11：45　

座長：倉智　博久（山形大学）

「iPS細胞を用いた神経再生・疾患・創薬研究」
演者：岡野　栄之（慶應義塾大学医学部　生理学教室　教授）

　iPS細胞は、遺伝子導入などにより体細胞から試験管内で誘導される多能性の幹細胞であり、細胞

移植治療や疾患研究において大きな期待を集めている。一方、実際にiPS 細胞技術を細胞移植に用

いるためには、腫瘍形成の問題等の安全性の問題をクリアする必要がある。我々は、体細胞の由来

やc-Myc transgeneの有無や遺伝学的な選択の有無などの観点から樹立法が異なる様々なマウスiPS

細胞を出発材料にして、ES細胞と同様のプロトコール（Naka et al., Nat Neurosci, 2008; Okada et 

al., Stem Cells, 2008, Okano and Temple, Curr Opini Neurosci., 2009）にて神経系前駆細胞を分化誘

導し、マウス脳へ移植する試験を行った。その結果、iPS細胞由来神経幹・前駆細胞の腫瘍源性は、

iPS 細胞樹立時の起源細胞に依存していた（Miura et al., Nature Biotech, 2009）。このようにして、

安全性の担保されたiPS細胞株（38C2株）を同定した。同iPS細胞株から誘導された神経幹・前駆細

胞移植の脊髄損傷への治療効果が証明された（Tsuji et al., PNAS, 2010）。また我々は、ヒトiPS細胞

由来神経幹・前駆細胞の損傷脊髄への移植により、マウス（Nori et al., PNAS, 2011）およびマーモ

セットの脊髄損傷モデルの機能回復に成功した。今後安全性を確認しつつ５年程度の間にFirst in 

Humanの臨床研究へと進みたい（Okano et al., Circulation Res, 2012）。また、iPS細胞技術は、ヒト

疾患モデル細胞の提供により、疾患の原因の解明や創薬研究（開発研究、毒性の検討）に大きく貢

献するものと期待される。本講演では、アルツハイマー病（Yagi et al., Human Mol Genet, 2011）、

パーキンソン病、ALS、統合失調症などの難治性の精神・神経疾患を対象とした疾患モデル細胞作

出という観点からのiPS細胞研究の最近の我々の研究成果、遺伝子改変マーモセット（Sasaki et al., 

Nature, 2009）を用いた神経変性疾患モデルの作出について紹介する。
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岡　野　栄　之　（おかの　ひでゆき） 

【略　歴】
昭和52年４月 慶應義塾大学医学部入学

昭和58年３月 慶應義塾大学医学部卒業　

昭和58年４月 慶應義塾大学医学部生理学教室（塚田裕三教授）助手

昭和60年８月 大阪大学蛋白質研究所（御子柴克彦教授）助手

平成元年10月 米国ジョンス・ホプキンス大学医学部生物化学教室

 （クレイグ・モンテル博士）に留学

平成３年10月 大阪大学蛋白質研究所（御子柴克彦教授）助手

平成４年４月 東京大学医科学研究所化学研究部（御子柴克彦教授）助手

平成６年９月 筑波大学基礎医学系分子神経生物学教授

平成９年４月 大阪大学医学部神経機能解剖学研究部教授

 （平成11年４月より大学院重点化に伴い大阪大学大学院医学系研究科教授）

平成13年４月 慶應義塾大学医学部生理学教室教授

平成15年８月 21世紀型COEプログラム「幹細胞医学と免疫学の基礎-臨床一体型拠点」

 （医学系、慶應義塾大学）拠点リーダー

平成19年10月　 慶應義塾大学大学院医学研究科委員長

平成20年７月 グローバルCOEプログラム「幹細胞医学のための教育研究拠点」

 （医学系、慶應義塾大学）拠点リーダー

平成21年３月 内閣府・最先端研究開発支援プログラム

 「心を生み出す神経基盤の遺伝学的解析の戦略的展開」

 中心研究者

主な受賞歴
2001年　　塚原仲晃賞受賞

2004年　　日本医師会医学賞受賞

2006年　　文部科学大臣表彰・科学技術賞受賞

2008年　　井上学術賞受賞

2009年　　紫綬褒章受章

2011年　　Johnson & Johnson Innovation Award受賞
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　特別講演１ 第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　９：15～９：45　

座長：室月　　淳（宮城県立こども病院・東北大学）

「胎児骨系統疾患の診断と周産期管理方針の策定」
演者：堤　　誠司（山形大学医学部　産科婦人科学講座　講師）

　胎児骨系統疾患は、頻度が１万から10万人に一例と稀な疾患群であり、現状においては根本的な

治療法が存在せず、正確な診断を行ったところで、すぐ治療や予後改善につながるわけではない。

しかしながら生命予後に大きく影響するような疾患が含まれるため、正確な診断を行い、児の予後

を予測し、妊娠と出産、その後の児の管理に備えることは臨床的に意義がある。

【胎児骨系統疾患にはどのようなものがあるか】

　骨系統疾患とは、骨や軟骨の発生や発達の過程に問題を生じ、全身の骨格の形態や構造に系統的

な異常をきたす疾患の総称である。特に産科医には、胎内及び出生時にすでに何らかの症状を呈す

る疾患が周産期管理上の対象となる。胸郭の低形成による呼吸不全のため出生直後よりの呼吸管理

を行わない限り早期の死亡にいたる「致死性骨異形成症」、骨量の減少による骨の脆弱性のため、頭

蓋骨の骨化不全や、胎内で骨折、骨の変形を生じる「骨形成不全症」、出生時はそれほど顕著ではな

いが、生後に著明な低身長を呈する「軟骨無形成症」などの頻度が高く、周産期管理上重要である。

【骨系統疾患を疑う所見】

　妊婦健診時の胎児超音波スクリーニング検査で大腿骨長が－4.0SD以下の短縮を認めた場合、ある

いは骨系統疾患の家族歴がある場合に精査を要する。但し、短縮は軽度であっても骨幹端の形状よ

り診断に至る症例があることに注意する必要がある。

【診断を行うためのアプローチ】

　四肢の長管骨の計測、弯曲・骨折・骨化の評価、胸郭の形状、羊水量、合併奇形の有無を評価す

る。超音波検査に加えて3D-CTを用いると全身を俯瞰した所見を得ることができ、診断に有用である。

【形態診断から遺伝子解析に至った症例】

　当施設では過去６年間で11例の胎児骨系統疾患を取り扱い、出生前に診断に至ったものが８例

あった。そのうち２例においては画像診断より病因遺伝子を絞り込み、遺伝子解析を行って変異を

同定することができた。致死性骨異形成症の１例ではFGFR3に既知の変異を同定した。この変異は

軟骨内骨化を強く抑制し、長管骨の低形成を生じる。また、骨発生不全症の最重症型である

boomerang dysplasiaの１例では細胞骨格に関与するFLNBの新規遺伝子変異を同定した。この変異

はアミノ酸のhydropathy index（疎水性指標）を大きく変化させるため、変異蛋白の構造的･機能的

異常を引き起こす可能性があることが示唆された。
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堤　　　誠　司　（つつみ　せいじ）

【略　歴】
1990年３月 山形大学医学部医学科卒業

1991年４月 山形市立済生館　産科婦人科　臨床研修医

1995年３月 山形大学大学院医学研究科修了　（分子病態学講座　一瀬白帝教室）

1995年４月 山形県立中央病院　産科婦人科勤務

1996年４月 長井市立総合病院　産科婦人科医長

1997年４月 恩賜財団済生会　山形済生病院　産科婦人科勤務

2000年５月 山形大学医学部　産科婦人科助手

2002年７月 米国マサチューセッツ州ボストン

 ニューイングランドメディカルセンター　博士研究員

2004年８月 山形大学医学部　産科婦人科　助手

2011年４月～ 山形大学医学部　産科婦人科　講師

【専　門】
周産期医学、臨床遺伝医学、内視鏡下手術

【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本周産期新生児医学会、日本人類遺伝学会、日本産科婦人科内視鏡学会
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　特別講演２ 第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　９：45～10：15　

座長：山田　秀和（宮城県立がんセンター・東北大学）

「婦人科がんに対する新規免疫療法の開発を目指して」
演者：利部　正裕（岩手医科大学医学部　産婦人科学講座　助教）

　卵巣がんはSilent killerと称されており、初回診断の60％以上が進行癌である。プラチナ製剤やパ

クリタキセルなどの化学療法が奏効するとは言え、卵巣がんの臨床進行期III/IV期の５年生存率は

30％前後であり、婦人科がんの中では予後がもっとも不良である。一方、子宮頚がんは世界の女性

のがんの中で２番目に多いがんであり、死亡率も３位である。国内でも年間１万人が発症し、約3500

人が死亡していると推定される。現在、進行子宮頚がんに対して放射線療法や化学療法が標準的で

あるが効果が十分とは言えない。また、再発卵巣がん・子宮頸がんの治療法は確立されておらず、

新規治療法の開発が急務である。近年、卵巣がんにおいてGeorge Coukosらは、細胞障害性Ｔ細胞

（CTL）が腫瘍内に浸潤している症例が浸潤していないものに比較して予後が良いことを報告し、

卵巣がんに対する免疫療法の可能性を示唆した。また、分子生物学的手法によって選択的に腫瘍内

だけで増殖し細胞を死に至らしめる単純ヘルペスウイルスを用いたoncolytic HSV（oHSV）療法が、

1991年に脳腫瘍に対しての抗腫瘍効果がScienceに発表されて以来盛んに研究され注目されている。

我々は、婦人科がんに対する新規免疫療法の開発を目指し、卵巣がんおよび子宮頚がんモデルのマ

ウスを使用して免疫療法とoHSV療法について研究を行ってきた。今回はこれまでの成果を報告する。

　培養細胞はHPV16-E7を腫瘍抗原として持つマウス肺癌細胞TC-1とマウス卵巣癌培養細胞株ID8

を使用した。oHSVはすでに脳腫瘍や小児がんで臨床第２相試験が行われているHSV1716を使用し

た。マウス背部に腫瘍細胞を皮下接種し腫瘍形成を確認した後に、我々が開発したE7DNAワクチ

ンとHSV1716の併用療法を行い、抗腫瘍効果を無治療群および単独治療群と比較検討した。さらに

Day25に腫瘍浸潤リンパ球についてE7特異的テトラマーを使用しFACSにて解析をおこなった。ま

たsplenocytoでE7に対するIFNγのELISPOTアッセイを行った。さらに、免疫染色にて微小血管密

度の比較を行った。

　その結果、Day25において腫瘍体積を比較すると併用治療群は無治療群と単独治療群に比べ有意

に抗腫瘍効果を認めた。また、併用治療群では無治療群と単独治療群に比べ、有意にE7特異的CTL

の腫瘍浸潤を認めた。さらに、E7に対するIFNγは併用治療群で無治療群と単独治療群に比べ有意

な上昇を認めた。さらに腫瘍内の微小血管密度は、併用治療群が無治療群と比べ有意な減少を認めた。

　我々の検討の結果、oHSV療法は腫瘍溶解や血管新生阻害による腫瘍壊死をもたらし、抗原提示

細胞による腫瘍特異的抗原の取り込みが活性化され、ワクチン療法の効果を増強することが示唆さ

れた。以上よりoHSV療法は免疫療法を増強する方法の一つであり、婦人科がんへの新たな治療戦

略として有用だと思われた。現在、さらなる遺伝子操作を加えた新規oHSVと腫瘍免疫を活性化す

る目的でIL-12遺伝子を搭載したoHSVを用いて検討を行っており、臨床応用に向けての可能性を期

待し、研究を続けている。
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利　部　正　裕　（かがぶ　まさひろ）

【略　歴】
1996年３月 岩手医科大学　医学部　卒業

1996年４月 岩手医科大学　医学部　産婦人科学講座　入局

 岩手医科大学　医学部　大学院医学研究科　入学

2000年３月 岩手医科大学　医学部　大学院医学研究科　卒業

2000年４月 岩手県立久慈病院　産婦人科医長

2001年７月 岩手県立遠野病院　産婦人科科長

2002年４月 岩手県立釜石病院　産婦人科科長

2004年４月 岩手医科大学　医学部　産婦人科学講座　助手

2007年10月 米国ペンシルバニア大学　卵巣癌リサーチセンター

 Visiting Assistant professor

2009年10月 岩手県立大船渡病院　地域医療科科長（産婦人科）

2010年４月 岩手医科大学　医学部　産婦人科学講座　助教

【専　門】
婦人科腫瘍学、腫瘍免疫学

【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本婦人科腫瘍学会、日本産婦人科医会、日本産科婦人科内視鏡学会、

日本臨床細胞学会、日本癌学会、日本癌治療学会、婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）、

Gynecologic Oncology Group（GOG）、日本がん免疫学会
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　特別講演３ 第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　10：15～10：45　

座長：齋藤　　豪（札幌医科大学）

「広汎子宮全摘出術－術後機能温存を目指して－」
演者：金内　優典（北海道大学大学院医学研究科　総合女性医療システム学講座　特任准教授）

　子宮頸がんに対する手術術式として発表された岡林術式が、手術治療成績の向上に果たしてきた

役割についてはあらためて述べるまでもない。しかしその根治性の高さゆえに生じる術後障害が長

年最大の問題点であった。特に、QOLを大きく損なう術後排尿障害の回避に向け、広汎子宮全摘出

術としての哲学を失わずに骨盤内臓神経・骨盤神経叢・骨盤神経叢膀胱枝温存への努力がなされて

きたことは皆が知るところである。我々の施設でも早くから広汎子宮全摘出術後の卵巣機能、腟機

能の温存治療を行ってきた。1997年以降は、最大の合併症である広汎子宮全摘出術後排尿障害の予

防に向けて自律神経温存広汎子宮全摘出術に取り組んできた。その術式の本態は、膀胱子宮靭帯や、

いわゆる基靭帯の脂肪結合織・リンパ節を丁寧に血管から分離することにより骨盤神経叢を露わに

し、膀胱機能に係る自律神経をnerve planeとして分離・温存するものである。2005年からは膀胱枝

の走行を電気刺激法にて確認する電気刺激ナビゲーション併用自律神経温存広汎子宮全摘出術へと

改良しており、その技術的普遍性は高いものであると思われる。

　1990年から2009年の間に広汎子宮全摘出術を施行したⅠb1～Ⅱ期の子宮頸がんでの治療成績を

従来の広汎子宮全摘出術を施行した群と自律神経温存広汎子宮全摘出術を施行した群とで比較した

が、どの進行期においても無病生存率に有意な差は認めなかった。再発のリスク因子について多変

量解析にて検討すると、腺がんであること（ｐ＝0.01）、腟壁浸潤があること（ｐ＝0.02）、１/３以

上の間質浸潤を認めること（ｐ＝0.03）、骨盤リンパ節転移を認めること（ｐ＝0.04）が独立した再

発リスク因子であったが、術式の違いは再発の有意なリスク因子とはならなかった（ｐ＝0.37）。ま

た、電気刺激ナビゲーション併用自律神経温存広汎子宮全摘出術では、術中の膀胱枝電気刺激によ

り膀胱収縮が確認できた群の術後１年後の膀胱コンプライアンスが有意に良好であり、尿意も保た

れていた。以上より自律神経温存広汎子宮全摘出術は従来の広汎子宮全摘出術と遜色ない治療成績

が得られ、術中電気刺激ナビゲーション併用による膀胱枝同定が本術式施行のための有用な手段と

なることが示された。

　欧米ではbulky tumorを有するⅠ、Ⅱ期の子宮頸がんに対しては同時化学放射線療法が標準治療

となっているが、近年若年子宮頸がん症例の増加が指摘されており、その治療には術後QOL維持に

関する配慮が求められる。従って、合併症予防への伸びしろが期待される手術療法は治療の選択肢

から除かれるべきではなく、本講演では我々の施設での機能温存広汎子宮全摘出術への取り組みに

ついて解説する。
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金　内　優　典　（かねうち　まさのり）

【略　歴】
1989年３月 北海道大学医学部医学科卒

1989年５月 北海道大学産婦人科入局

1990年２月 総合病院釧路赤十字病院産婦人科

1990年４月 北海道大学医学研究科博士課程外科系専攻婦人科分野入学

1993年８月 札幌医科大学附属癌研究所分子生物部門にて癌研究に従事

1996年８月 倶知安厚生病院産婦人科主任医長

1997年11月 手稲渓仁会病院産婦人科診療部医長

1998年11月 北海道大学医学部産婦人科勤務

1999年９月 北海道大学医学博士号取得

2000年12月 北海道大学医学部産婦人科文部科学教官助手

2001年８月 米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校留学

2004年４月 独立行政法人国立病院機構北海道がんセンター婦人科

2008年７月 北海道大学大学院医学研究科総合女性医療システム学講座特任准教授

【専門分野】
婦人科腫瘍学、婦人科手術学

【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本女性医学学会、日本婦人科腫瘍学会、日本産科婦人科内視鏡学会、

日本癌学会、日本癌治療学会、日本生殖医学会、日本臨床細胞学会、日本思春期学会
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ワークショップ
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座長：櫻木　範明（北海道大学）
八重樫伸生（東北大学）　

「婦人科領域におけるロボット支援手術」
演者：井坂　惠一（東京医科大学　産科婦人科学教室　教授）

　ロボット支援手術とは、コンピューターで厳密に制御された手術器具を術者が遠隔操作して行な

う手術のことであり、基本的には腹腔鏡下手術であるが、従来の腹腔鏡手術とは多くの点で一線を

画する革命的な手術法である。

　腹腔鏡手術は、その低侵襲性から患者に優しい手術法と言われるが、術者になるには相当の熟練

を要し、手術操作も開腹手術に比べ相当なストレスがかかり、術者にとっては必ずしも優しい手術

とは言えない。しかしこの点に関してロボット支援手術装置「ダ・ヴィンチ」は、一言で言うと誰

もが簡単に短期間で腹腔鏡下手術のスペシャリストになれるツールである。3Dによる画像イメージ、

まるで人間の手のように自由に動く鉗子、手ぶれを伝えない制御機構、術衣を着ずに座って行なえ

る手術操作など、いずれを取っても術者にストレスのかからない手術法であり、その習熟が短期間

で済むことも大きな利点である。その導入は泌尿器科における前立腺癌手術を中心として急速に普

及し、米国ではすでに前立腺癌手術の85％以上がダ・ヴィンチで行なわれるようなゴールドスタン

ダード的手術法となっている。しかし症例数に関しては、2010年に婦人科が泌尿器科を越えている。

これは、泌尿器科症例の殆どが前立腺癌であるのに対し、産婦人科では殆どの良性および悪性疾患

が対象となり、深い骨盤腔内で特性を十分に生かすことができるダ・ヴィンチの有用性が高いため

と考える。

　当科では、2012年５月までに良性および悪性腫瘍170例に対しダ・ヴィンチを用いた子宮全摘術を

行なったが、疾患別に見ても開腹手術に比べ著明な出血量減少、入院期間短縮を認めている。また

開腹移行例、他家輸血例は各１例であった。習熟に関しては、他家の報告と同様に短いLearning 

curveを認めた。

　我々の経験では、ダ・ヴィンチはまさに腹腔鏡手術のもつ低侵襲性を保持しながら多くの術者に

達人レベルの高い手技を容易に行なうことを可能にしたスーパーマシーンのように思える。今後、

本邦におけるダ・ヴィンチの普及拡大には、医療費や高額な装置などまだクリアしなければならな

い問題はあるが、患者と医療者の両者に良質な医療を提供する手段であることは間違いない。

　ワークショップ 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　10：30～12：00　

「ロボット支援手術」
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井　坂　惠　一　（いさか　けいいち）

【略　歴】
昭和51年 東京医科大学卒業後、東京医科大学産科婦人科学教室に入局

昭和55年 東京医科大学産婦人科助手

昭和59年 胎盤蛋白の研究のためスイス、ジュネーブ大学に１年間留学

昭和60年 胎盤蛋白の研究のため英国、ロンドン大学に１年間留学

平成３年 東京医科大学産科婦人科学講師

平成６年 東京医科大学産科婦人科学助教授

平成15年 東京医科大学産科婦人科学主任教授

【専門分野】
婦人科内視鏡手術

【所属学会・役職など】
日本産科婦人科学会代議員、日本産科婦人科内視鏡学会常務理事、日本婦人科腫瘍学会理事、

日本胎盤学会常務理事、日本産婦人科新生児血液学会理事、日本生殖外科学会理事、

日本外科系連合学会評議員、日本絨毛性疾患研究会世話人、日本母性衛生学会評議員、

東京母性衛生学会常務理事、婦人科骨粗鬆症研究会理事、小切開・鏡視外科学会理事、

日本産婦人科乳癌学会関東支部会理事、日本産科婦人科栄養・代謝研究会理事、

骨盤外科機能温存研究会世話人、エンドメトリオーシス学会理事、

日本産婦人科漢方研究会世話人、日本妊娠高血圧学会理事、日本受精着床学会理事、

日本生殖医学会代議員

【学会認定医・専門医】
日本産科婦人科学会専門医

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医

日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

日本がん治療認定医機構がん治療認定医

日本生殖医学会生殖医療専門医
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座長：櫻木　範明（北海道大学）
八重樫伸生（東北大学）　

「消化器外科領域におけるロボット手術の最前線」
演者：宇山　一朗（藤田保健衛生大学　上部消化管外科　教授）

　最近の内視鏡外科手術の普及と進歩は著しいものがある。内視鏡手術の当初の目的は『従来の開

腹術と同等手術を最小限の術創で可能にし、低侵襲手術を患者様に提供する。』にあることは疑いの

余地のないものと思いわれる。この当初の目的はかなりの分野で達成されつつある。そこで、更な

る内視鏡手術の進化として新たな目標を考える時期にきている。その答えの一つとしてNOTRS、

単孔式手術、Ports reduced surgeryなどの更なる術創の最小化があり、多くの外科医が熱心に行っ

ている。しかし、別の新たな目標も存在する。特に悪性疾患において、術創は現行の内視鏡手術と

同等であるが、従来の開腹術と比較して、非劣性ではなく、リンパ節郭清、再建術などがより優れ

おり、かつ低侵襲手術を追求することである。後者の目的のために、当院では2009年１月より消化

器外科領域の悪性疾患を中心に内視鏡手術支援ロボット（以下ダヴィンチ）を導入してきた。現時

点までに、食道切除（27例）、胃切除（120例）、肝胆膵切除（37例）、大腸切除（35例）の計219例の

消化器外科領域にロボット手術を施行してきた。ダヴィンチには、１）3-D画像下操作、２）自由

度の高い鉗子、３）tremor filtering機能、４）超拡大視効果などの多くの利点があり、これらの利

点が統合して、従来の開腹術より安全で精度の高いリンパ節郭清や切除が可能である。今回、手術

手技の映像を中心にダヴィンチ手術の有用性を供覧したい。

　ワークショップ 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　10：30～12：00　

「ロボット支援手術」
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宇　山　一　朗　（うやま　いちろう）

【略　歴】
昭和60年３月 岐阜大学医学部卒業

昭和60年４月 慶應義塾大学外科学教室入局

昭和61年５月 練馬総合病院外科勤務（医員）

昭和62年５月 国家公務員等共済組合連合会立川病院外科勤務（医員）

昭和63年５月 慶應義塾大学外科学教室助手

平成３年５月 練馬総合病院外科医長

平成９年５月 藤田保健衛生大学医学部外科学講師

平成14年４月 藤田保健衛生大学医学部外科学准教授

平成18年５月 藤田保健衛生大学医学部外科学教授

【専門分野】
上部消化管外科、内視鏡外科

【所属学会・役職・専門医など】
日本消化器外科学会評議員

日本消化器科外科学会指導医

日本消化器外科学会専門医

日本外科学会指導医

日本外科学会専門医

日本胃癌学会評議員

日本食道学会評議員

日本食道学会食道外科専門医

日本内視鏡外科学会評議員

日本肝胆膵外科学会評議員

米国外科学会会員（FACS）

米国内視鏡外科学会会員

日本内視鏡外科学会技術認定医
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クリニカルセミナー
ランチョンセミナー
モーニングレクチャー
イブニングセミナー
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クリニカルセミナー
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座長：八重樫伸生（東北大学）

「CQ　原因不明不妊への対応は？」
演者：藤井　俊策（エフ．クリニック　院長）

　原因不明不妊（または機能性不妊、unexplained infertility）とは、不妊期間が１年以上で、不妊

症の１次スクリーニング検査を行っても明らかな異常を認めない場合をいう。まったく原因がない

というわけではなく、検査を追加したり診断技術が進歩したりすることによって原因が明らかにな

ることもある。１次スクリーニング検査の項目や評価基準は定まっていないため、原因不明不妊の

頻度は施設により異なり、腹腔鏡検査施行後は10％未満であるが、腹腔鏡を行わない場合は10～15％

と報告されている。したがって、原因不明不妊とは「通常の検査では原因を特定できない不妊症」

と考える。

　「産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編2014」では、原因不明不妊への対応に関するCQが追加

されることになった。現時点では、以下のような項目が挙げられている。

・２次検査（腹腔鏡検査、子宮鏡検査）について説明する。

・精子の受精障害など、生殖補助医療を行って初めて判明する異常もあることを説明する。

・不妊期間と女性の年齢を考慮して治療方針を決定する（具体的な内容は未定）。

　本講演ではガイドライン作成委員会案を提示し、その根拠や作成に至った経緯について解説する

予定である。

　クリニカルセミナー１ 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　９：35～10：30　

「産婦人科診療ガイドライン－婦人科外来編」
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座長：八重樫伸生（東北大学）

「CQ　妊孕性温存の希望・必要がない子宮筋腫取り扱いの推奨は？
－子宮鏡下や腟式の筋腫摘出術だけで対応できる例を除くー」

演者：西井　　修（帝京大学医学部　附属溝口病院産婦人科　教授）

   婦人科外来編2011のCQ219「筋層内・漿膜下子宮筋腫で保存療法を希望する場合の対応はどうす

るか？」は、妊孕性温存の希望の有無により、２項目に分けられた。近年の晩婚化と少子化に伴う

未婚、未産婦の増加により、閉経前後においても子宮温存を希望する場合があるが、妊孕性温存の

希望とは単なる子宮の温存ではなく、妊娠・出産の希望の有無とした。

   子宮筋腫の多くは無症状であり、他の腫瘍や子宮肉腫の鑑別のために、子宮全摘術を支持するに

evidenceは存在しない。無症状の子宮筋腫は、３－６ヶ月おきの経過観察で良いが、巨大な子宮筋

腫では静脈血栓症のリスクもあるため子宮全摘術を行う。急速に増大し、腫瘍内に出血壊死を認め、

LDHの上昇を伴うなどの所見があれば肉腫を疑って、MRI検査を行う。子宮筋腫のMRIでは、T2強

調画像で返縁明瞭な低信号の結節として認められるが、筋腫変性などにより多様な像を呈する。子

宮肉腫のMRIでは、出血・壊死・増殖などを示すが、筋腫の多彩に変化する所見とこれらの鑑別は

必ずしも容易でない。

   過多月経や過長月経などの月経異常、腹部の圧迫感や下腹部痛、筋腫の増大による排便障害や排

尿困難を有する場合は、原則単純子宮全摘術を行う。

   子宮全摘術の代替に多くの治療が導入されている。UAEは、現在保険適応となっていないが、止

血効果は高く大量出血時に有効である。UAE治療後に82.7％は、過多月経の症状が消失または軽減

するが、28.4％が症状の改善が不十分であり、子宮全摘を要した。MRガイド下集束超音波療法

（MRgFUS）は、高密度超音波を収束させて、腫瘍を熱凝固・変性・壊死させる方法で、低侵襲で

あるが保険適応となっていない。MRgFUSは腹式単純子宮全摘術と比較して、重大な合併症や副作

用も少なく、社会復帰までの時間も短い。ただし、治療に長時間を要し、大きな筋腫や多発性の筋

腫には不向きである。過多月経の治療に行われる子宮内膜焼灼術後に無月経となるのは23％、５年

以内に子宮全摘となる例は８－29％で、要因としては子宮筋腫の存在よりもむしろ年齢の要因（45

歳以下）が大きい。子宮内腔が９cmを超える場合は、無月経とならず出血が持続するために子宮全

摘となることがある。IUS （LNG-IUS）は、子宮筋腫を原因とする過多月経においても、有意に出

血量を減少し、子宮筋腫の縮小が可能である。ただし、子宮筋腫があると自然脱出することがある。ま

た、現時点で保険の適応はない。閉経間近であれば、GnRHアゴニスト逃げ込み療法により自然閉

経を期待する。

　クリニカルセミナー１ 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　９：35～10：30　

「産婦人科診療ガイドライン－婦人科外来編」
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座長：水上　尚典（北海道大学）

「CQ410　分娩監視の方法は？
 CQ411　分娩監視装置モニターの読み方・対応は？」
演者：佐藤　多代（岩手県立中部病院　産婦人科長）

　分娩中の胎児心拍数モニタリングは、子宮収縮と胎児心拍数の所見を組み合わせることで胎児の
状態を把握し、分娩進行中に起こり得る危険な徴候を迅速に捉え適切に対応するために有効な手段
である。刻々と変化する「生体の波形」をどれくらい監視するか、どう判読するか、そもそもきち
んと記録しているか、以下の点について解説する。
１）胎児心拍数陣痛図の記録法
　記録速度（横軸）は１分間３cm、胎児心拍数（縦軸）は１cm30bpmを標準とする。記録速度や
胎児心拍数の目盛の違いにより基線細変動の判定を誤る可能性があることに留意する。正確な判読
のためにはノイズが少なく明瞭な記録なくしては始まらない。産婦の体型、体勢、胎位、分娩の進
行度に応じ、胎児心拍プローブ・陣痛プロープを適切に装着・調整するよう心がける。
２）胎児心拍数図と間欠的胎児心拍聴取の違い
　胎児心拍数図は「波形」で、間欠的胎児心拍聴取は「数値」で、それぞれ評価している。生体の連
続変化を捉える点で例えれば、基礎体温をグラフとして見ているか、数字の変化で見ているか、に近
い。したがって、間欠的胎児心拍聴取は「頭の中で波形が描けるくらい」に一定時間行わなければ適
切とは言い難い。臨床現場では分娩監視装置を用いた胎児心拍数モニタリングが現実的であろう。
３）胎児心拍数モニタリングは「何分間隔」で「何分間」行えばよいのか
　胎児心拍数波形は、症例により千差万別であり、同一症例でも分娩進行に伴い刻々と変化する。
したがって、「何分間監視すればよいか？」に対しては「検者がreassuringと判断できるまで」とな
り、「何分間隔で監視すればよいか？」に対しては「胎児の状態を逐一捉えるには連続で」となる。
ただし、モニタリングに伴う長時間の行動制限は産婦に苦痛や不快感を与えかねない。症例のリス
ク因子の有無や分娩の進行程度に関わらず、評価を行わないまま監視を中断したり、漫然と監視し
続けることだけは避けたい。
４）胎児心拍数波形判読のポイント
　波形分類のレベル３・４・５が「胎児機能不全」に該当するが、一過性徐脈の判別・基線細変動
の程度・サイナソイダルの有無において、検者による判読の相違が生じやすい。多様な波形の一過
性徐脈で相違が生じるのは想像に難くないが、心拍数基線や基線細変動も分娩中（特に第２期）で
は基線自体の同定が難しくなり誤差が生じ得る。サイナソイダルに関しては「あり」と判読した時
点で対応が大きく異なるため、判読には慎重を要する。誤差の生じやすいポイントに留意した判読
を心がけたい。

　クリニカルセミナー２ 第２日　９月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　９：35～10：30　

「産婦人科診療ガイドライン－産科編」
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分娩監視の方法は？CQ410

Answer
１．分娩の監視は医師，助産師，もしくはよく訓練された看護師が定期的に行う． （A）
２．分娩監視装置の胎児心拍数陣痛図は，3cm/分で記録する． （B）
３．分娩第1 期（入院時を含め）には分娩監視装置を一定時間（20 分以上）使用し，正

常胎児心拍数パターン（CQ411 のAnswer 1 の場合）であることを確認する． （B）
４．３．を満たした場合，Answer 5 以外の妊婦については，次の分娩監視装置使用まで

の一定時間（6 時間以内）は間欠的児心拍聴取（15～90 分ごと）で監視を行う．
　　ただし，第1 期を通じて連続的モニタリングを行ってもよい． （B）
５．以下の場合は連続的モニタリングを行うが，トイレ歩行時など医師が必要と認めた

時には一時的に分娩監視装置を外すことは可能である．
　　１）子宮収縮薬使用中（A）
　　２）以下の場合（B）
　　　　分娩第 2 期，母体発熱中（≧38.0 度），用量41mL 以上のメトロイリンテル挿
　　　　入中，無痛分娩中
　　３）CQ411-表 I，II，III で「監視の強化」以上が必要と判断された場合． （B）
　　４）ハイリスク妊娠（B）

・（母体側要因）：糖尿病合併，妊娠高血圧症候群，妊娠・分娩中の低酸素状態が
原因と考えられる脳性麻痺児・IUFD 児出産（≧30 週）既往，子癇既往，子
宮内腔に及ぶ子宮切開手術歴
・（胎児側要因）：胎位異常，推定児体重＜2,000g，胎児発育不全，多胎妊娠
・（胎盤や羊水の異常）：低置胎盤

　　５）その他，ハイリスク妊娠と考えられる症例（コントロール不良の母体合併症等）
　　　　（C）
６．以下の場合は一定時間（20 分以上）分娩監視装置を装着する．
　　１）破水時（B）
　　２）羊水混濁あるいは血性羊水を認めたとき（B）
　　３）間欠的児心拍聴取で（一過性）徐脈，頻脈を認めたとき（A）

４）分娩が急速に進行したり，排尿・排便後など，胎児の位置の変化が予想される場
合（胎児心拍聴取でもよい） （C）

ガイドライン産科編 195
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ガイドライン産科編196

７．連続的にモニターされた胎児心拍数陣痛図の確認は，監視者が以下の間隔で行
う． （C）
１）CQ411 に示す胎児心拍数波形分類でレベル 1 または 2 を呈し，特にリス

クのない，あるいはリスクが低いと判断される産婦：分娩第 1 期は約30
分間隔で，分娩第 2 期は約15 分間隔

２）CQ411 に示す胎児心拍数波形分類でレベル 3 を呈す例またはハイリスク
　　産婦：分娩第1 期は約15 分間隔で，分娩第 2 期では約 5 分間隔
３）CQ411 に示す胎児心拍数波形分類でレベル 4 または 5 では連続的に波形

を監視する

※ガイドラインの印刷については日本産婦人科学会より許可をいただいております
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分娩監視装置モニターの読み方・対応は？CQ411

Answer
１．心拍数基線（FHR baseline）と基線細変動（baseline variability）が正常であり，

一過性頻脈があり，かつ一過性徐脈がないとき，胎児は健康であると判断する． （A）
２．以下のいずれかが認められる場合，胎児well-being は障害されているおそれがある
と判断する． （B）

　　・基線細変動の消失を伴った，繰り返す遅発一過性徐脈
　　・基線細変動の消失を伴った，繰り返す変動一過性徐脈
　　・基線細変動の消失を伴った，遷延一過性徐脈
　　・基線細変動の減少または消失を伴った高度徐脈
３．基線細変動，心拍数基線，一過性徐脈の組み合わせに基づいた胎児心拍数波形のレベ

ル分類の 3～5（異常波形  軽度，中等度，高度）の場合，「胎児機能不全」と診断す
る． （C）

４．胎児心拍数波形のレベル分類 1～5 に応じて，また妊娠週数，妊婦背景，ならびに施
設の諸事情を考慮して，表 3 を参考に対応（経過観察，監視の強化，保存的処置，
急速遂娩準備，急速遂娩）を検討する． （C）

５．分娩中にレベル 3 ないしレベル 4 が持続する場合，分娩進行速度と分娩進行度（子
宮口開大ならびに児頭下降度で判断）も加味し，定期的に「経腟分娩続行の可否」に
ついて判断する． （C）

６．上記Answer5 において，「経腟分娩困難」と判断した場合にはなるべく早期に緊急
帝王切開を行う． （C）
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座長：水上　尚典（北海道大学）

「CQ412　分娩誘発法のAnswerの解説と疑問点」
演者：高橋　秀憲（福島県立医科大学　産婦人科　講師）

概要

　分娩誘発や促進の方法については、各施設において長年行われていたローカルルールを基軸に、

その時代時代の問題点と変更点が織り込まれ改変されているのが実情である。多くは事故なく行わ

れていたこともあり、ひとたび重大事象に遭遇し訴訟の可能性に直面するまで改善に着手されない

ことも多いのが実情である。しかし、産科医療補償制度が2009年から運用開始され、分娩に関連し

て発症した重度脳性麻痺児とその家族に対する補償が行われると同時に、脳性麻痺発症の原因分析

を行い同じような事例の再発防止に資する情報を提供が行われるようになった。これにより、産科

医療補償制度2010年と2011年の公表該当事例79例の分析から、それぞれ第１回、第２回の産科医療

補償制度の再発防止に関する報告書が取りまとめられた。主たる原因が明らかであった公表事例は

第１回15件、第２回43件の計58件であり、このうち、子宮収縮薬としてオキシトシン注射薬が使用

された事例は第１回６件、第２回16件の計22件あり、ガイドラインに則して使用していない指摘が

あった事例は21件を占めていた。多くは本剤の投与が直接的に脳性麻痺発症の原因となったもので

はないとされるが、過強陣痛およびそれを原因とする胎児機能不全の発症の可能性を否定すること

ができない事例や、子宮収縮薬の投与、硬膜外無痛分娩による子宮胎盤血流量減少、局所麻酔薬の

胎児への直接作用などが複合的に関与したことも考えられる事例があったとしている。

　子宮収縮薬（オキシトシン、プロスタグランジン F2α、プロスラグランジン E2錠）を使用する

場合には「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進に際しての留意点：改訂2011年版」を順守するこ

とが必要であり、我々の医療を維持する上で重要不可欠要素となっていることは明白である。

　問題となった開示事例を中心に、2011ガイドラインでの変更点の解説と現場での運用する上での

問題点などを討議したいと思います。

　クリニカルセミナー２ 第２日　９月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　９：35～10：30　

「産婦人科診療ガイドライン－産科編」
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分娩誘発の方法は？CQ412

Answer
１．子宮収縮薬（オキシトシン，プロスタグランジンF2α，プロスラグランジンE2錠）を 

使用する場合には「子宮収縮薬による陣痛誘発・陣痛促進に際しての留意点：改訂
2011 年版」（本ガイドライン巻末収載）を順守する． （A）

２．複数の子宮収縮薬の同時併用による誘発・促進は行わない． （A）
３．極端な頸管熟化不良例には原則として子宮収縮薬は用いない． （B）
４．吸湿性頸管拡張材およびメトロイリンテル（ミニメトロ○R を含む）による器械的頸管

熟化処置時には以下を行う．
１）適応，方法，主な有害事象などを含めたインフォームドコンセントを得る． （B）
２）入院後あるいは入院時に実施する． （B）
３）破水の有無にかかわらず感染の誘因となり得るので，とくに前期破水例に対し

てやむを得ず器械的頸管熟化処置を行う場合には，感染徴候に十分注意し，体温
測定，血液検査等を適宜行い，抗生剤の併用も考慮する． （B）

５．用量40mL 以下のメトロイリンテル手技による器械的頸管熟化処置時にはAn- 
swer 4 の各項に加えて以下を行う．
４）「メトロイリンテルの使用中・使用後に臍帯脱出が発症した症例が存在する」こ

とを含めたインフォームドコンセントを得る． （B）
５）挿入前に臍帯下垂がないことを確認する． （B）
６）陣痛発来時にはすみやかに分娩監視装置を装着する． （B）
７）破水時，腟外脱出時には，臍帯下垂・脱出の有無について速やかに確認する． （B）

６．用量41mL 以上のメトロイリンテル手技を実施する場合には，Answer 4 ならびに
5 の各項に加えて，以下を行う．
８）分娩監視装置による監視を行う． （B）
９）頭位の場合には注入量は150mL 以下とする． （B）
10）緊急帝王切開術が行えることを確認しておく． （C）

７．ラミナリアあるいはプラステロン硫酸ナトリウムと子宮収縮薬の同時併用は行わな
い． （B）

８．メトロイリンテルと子宮収縮薬を併用する場合には，メトロイリンテル挿入時から
1 時間以上分娩監視装置による観察を行った後に子宮収縮薬投与を開始する． （B）

９．「プロスタグランジンE2錠内服」後の「オキシトシンまたはプロスタグランジンF2α
点滴静注」は最終内服時から1 時間以上経た後に，投与を開始する．その際にも， 
当該薬剤の開始時投与量は順守し，過強陣痛発生に十分注意する． （B）
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ランチョンセミナー
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　ランチョンセミナー１ 第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　12：00～12：50　

座長：杉山　　徹（岩手医科大学）

「卵巣癌の化学療法」
演者：青木　大輔（慶應義塾大学医学部　産婦人科　教授）

　わが国における卵巣癌患者数は徐々に増加しており、国立がん研究センターがん対策情報セン

ターのデータによれば2006年の卵巣癌の罹患数と死亡数は、それぞれ7,913人、4,435人に達している。

かつてわが国の女性性器癌では子宮頸癌の罹患数が群を抜いていたのが、近年では頸癌、体癌、卵

巣癌の３癌の罹患数はほぼ同等となっているというのが現状である。その上、死亡者数では卵巣癌

が他の２つの癌に比較してはるかに多く、卵巣癌は増加傾向にある上に現在でも治療予後が未だ不

良であり、治療法においても更なる改善が強く求められている。

　卵巣癌に対する化学療法の変遷についてみると、抗がん薬の種類や、投与経路、投与順序、維持

療法の追加などの模索が臨床試験として極めて系統的に行われ、数々のrandomized control trial

（RCT）も実施され、エビデンスが蓄積されている。それらの裏付けを経て、約15年前にパクリタ

キセルとカルボプラチンの併用療法（TC療法）が卵巣癌の初回化学療法として世界的な標準的治療

として位置づけられるに至ったがその後、今日に至るまでTC療法を大きく上まわるレジュメンは出

現していなかった。しかしながら、これを凌駕するため、長期間にわたりさまざまな治療戦略が模

索された結果、たとえば、TC療法の標準投与法であるtri-weekly比較して、weekly投与の治療成績

の方が上回っていたという本邦からの報告は記憶に新しいところである。

　また投与薬剤の候補として、治療効果の伸びしろに限界が見え始めているタキサン、プラチナな

どの細胞障害性薬剤に変わり、ベバシズマブといった分子標的薬が脚光を浴び、系統的な検討も開

始されている。さらに、卵巣癌の約70％の症例に見られる再発に対しての治療開始時期や使用薬剤、

手術療法の効果についても臨床試験が行われるなどの取り組みも行われている。

　このように今後、卵巣癌の治療の選択肢はますます多岐に渡ると考えられるが、十分な評価を行

わず玉石混淆のままそれらを臨床に取り入れることは好ましいことではない。現段階では、これま

での卵巣癌治療の変遷のなかで構築されてきたエビデンスをもとに治療法の取捨選択の根拠と現状

での課題を整理し、卵巣癌の治療成績改善とその効率化を目指して引き続き系統的な検討を行って

いくことが肝要である。
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　ランチョンセミナー２ 第１日　９月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　12：00～12：50　

座長：千石　一雄（旭川医科大学）

「不妊外来における最近の薬物療法」
演者：柴原　浩章（自治医科大学医学部　産科婦人科学講座　自治医科大学附属病院生殖医学センター　教授）

　不妊症に関する相談で産婦人科を受診するカップルに対して、われわれ産婦人科医はまずその原

因検査を開始します。不妊症の３大原因とも呼ばれる内分泌因子・卵管因子・男性因子の検査法と

して、基礎体温測定・各種ホルモン検査・子宮卵管造影・精液検査等は、ルーチン検査として必須

です。その他にも、頸管因子・免疫因子、あるいはクラミジア感染の有無、子宮内膜症や子宮筋腫

の存在の有無などにつきましても、可及的に速やかに、かつ洩れなく情報を収集します。

　以上の検査結果から不妊症の原因となる診断を確定し、原則的には各々の原因を解決する治療法

をカップルに提案します。その治療法は、大きく薬物療法、手術療法、ならびに配偶子や胚を扱う

生殖補助医療（ART）に分類できます。このうち産婦人科を標榜する地域の診療所におきましても、

不妊症カップルに対する一般不妊治療と位置付けられる薬物療法や人工授精までを行うことは十分

可能です。実は多くのカップルは遠方の専門病院への通院や、様々な負担を強いるARTを最初から

決して望んでいるわけではありません。そこで特に不妊症に悩むカップルからの初期の相談に対し、

地域医療の現場で活躍される産婦人科医の果たす役割は、たいへん重要と考えています。

　本講演では、不妊外来における一般的な診断法と、不妊治療の最終手段であるARTを適用するま

での治療段階にあるカップルに対して行う薬物療法を中心として、下記のトピックスもおりまぜな

がら、最近の話題をご提供できればと考えています。

（トピックス）

・卵巣年齢の評価と、その利用法

・インスリン抵抗性の検査と治療法

・ゴナドトロピン製剤の自己注射
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　ランチョンセミナー３ 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　12：00～12：50　

座長：水上　尚典（北海道大学）

「女性医学－産婦人科の新たな試み」
演者：水沼　英樹（弘前大学医学部　産科婦人科　教授）

　女性医学とは、女性のQOL維持向上のために女性に特有な心身にまつわる疾患を予防医学の観点

から取り扱う産婦人科の専門領域の一つと定義される学問領域です。日本更年期医学会は女性医学

の実践のために日本女性医学学会と改称し、また、日本産科婦人科学会では女性医学のための専門

委員会が新設されこの領域の確立と普及に力を注ぐことになりました。

　女性医学の概念がこの時期に打ち出されてきた背景には、我が国の急激な社会構造の変化が存在

しています。少子化・高齢化の問題、勤労女性の増加、さらには治療から予防へという医学のパラ

ダイムの変化は従来の産科婦人科の専門領域をより密接に関連づけ、それらを統合した医療の実践

を必要としてきました。例えば、多嚢胞性卵巣症候群は従来は不妊症に対する治療が主体でありま

したが、本疾患を有する女性では子宮内膜癌のリスクが高いことが明らかになり、不妊治療後も管

理を必要とすることが明らかになっています。さらに本疾患では耐糖能異常があること、将来２型

糖尿病を発症するリスクが高いことから、糖代謝の面からの管理も必要となっています。一方、疾

患の罹病率は死因とは必ずしも一致しておらず、中高年女性の罹病数がもっとも多い疾患は高血圧

がもっとも多く、その次に糖尿病、脳卒中、虚血性心疾患と続きます。３大死因の一つである悪性

腫瘍は頻度的にはこれらの疾患に比べれば非常に低くなっています。高血圧や糖尿病に対し、産婦

人科医は妊娠高血圧症候群や耐糖能異常妊婦を通じて女性の一生の比較的早い時期からこれらの病

態の管理に携わってきました。しかしながら、それも分娩までであり、その後は産婦人科医自身が

これらの症例を管理することはほとんどありません。妊娠高血圧症候群や耐糖能異常妊婦は一生の

うちで高血圧症や糖尿病へと移行するリスクが極めて高く、したがって、産婦人科医がこれらの妊

婦のその後の管理を行なうことでどれだけの生活習慣病のリスク回避が可能となるか言うまでもあ

りません。このように女性医学は、従来の産婦人科の診療領域である腫瘍医学、周産期医学、生殖

内分泌医学の実践において基礎となりかつそれらを結ぶ総合医療ということができます。本セミ

ナーでは産婦人科の新しい診療分野である女性医学の目的と意義について、さらには女性医学にお

けるHRTのあり方についても最近の考え方を述べます。
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　ランチョンセミナー４ 第２日　９月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　12：00～12：50　

座長：井上　正樹（金沢大学）

「HPVワクチンのトピックスおよび
新しい子宮頸がん検診リコメンデーション」

演者：鈴木　光明（自治医科大学　産科婦人科学講座　教授）

　子宮頸がんの発生には高リスク型HPVの持続感染が大きく関与することが明らかとなったこと

から、その感染を未然に防ぐ目的でHPVワクチンが開発され、わが国も含め広く世界で接種される

ようになった。また診断分野においては、HPV検査が開発され、従来の細胞診に加えDNA診断も可

能となった。そこで本講演ではHPV検査と細胞診併用による精度の高いがん検診について、とくに

本年３月に米国で発表された新しい子宮頸がん検診リコメンデーションについて、またHPVワクチ

ンのトピックスについて述べたいと思う。

　HPV検査は細胞診に比べ、特異度は若干劣るものの感度、とくにCIN2以上の検出感度が非常に高

く、両者を併用することにより前がん病変も含め子宮頸がんがほとんど見落としなく検出できると

されている。そのため米国では精度の高い子宮頸がん検診にむけて、すでに2000年代前半にFDAで

併用検診が承認され、広く普及している。本邦では、日本産婦人科医会が2011年にリコメンデーショ

ンを発表した。本年３月には米国予防医学特別作業部会（USPSTF）ならびに米国癌協会/米国コル

ポスコピー子宮頸部病理学会/米国臨床病理学会（ACS/ASCCP/ASCP）が新たにガイドラインを

発表した。その要旨は細胞診とHPV検査併用検診の推奨（30～65歳）と、検診受診間隔の延長（ダ

ブルネガティブの場合は５年間隔検診）である。ACS/ASCCP/ASCPでは以前から併用検診を推奨

していたが、USPSTFは概して保守的であり、以前は細胞診単独検診を薦めていた経緯がある。今

回のガイドラインでは両者の足並みが揃ったといえよう。このようなガイドラインができた背景に

はいくつかのRCT研究結果がある。なかでも130,000人を対象とした大規模試験であるNTCC study 、

またオランダのPOBASCAM studyのデータから、介入群で３年後、５年後の第２ラウンドにおけ

る有意なる子宮頸がん発見率の減少が裏付けとなっている。これら米国の新しいガイドラインと本

邦の実情について考察してみたい。

　HPVワクチンの本邦における、第一の接種対象者の接種率は70％弱と推計されており、個別接種

としては高い接種率が達成できている。オーストラリアではすでにCIN病変の発生率の低下、尖圭

コンジローマの減少が明らかになった。２価ワクチンの抗体価が9.4年間にわたり高値を持続するこ

とが明らかとなり、長期間にわたる効果が期待できる。またキャッチアップ対象の女性への効果も

エビデンスが蓄積されつつあるとともに、米国では男性への接種も推奨されるに至った。また２回

接種の可能性などについても臨床試験結果がではじめている。HPVワクチンについてはエビデンス

の蓄積により、日々情報をアップデートしていく必要があろう。
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モーニングレクチャー
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　モーニングレクチャー 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　８：00～９：00　

座長：寺田　幸弘（秋田大学）

「“膜、腔、層”を意識した立体的な骨盤解剖の理解と
それに基づいた深部子宮内膜症手術戦略」

演者：金尾　祐之（倉敷成人病センター　婦人科医長）

【背景】

“骨盤解剖を立体的にとらえ、理論的に手術を行うことは容易ではない。”

それはなぜであろうか？

骨盤内臓器である子宮、膀胱、直腸は妊娠/出産、蓄尿（便）/排尿（便）により解剖学的位置関係

を変えるため、独自の構造を保ちつつも（膜構造）、変形を可能にする腔が周囲に存在し、その膜、

腔の構造が骨盤解剖の立体構築を困難にしていると考える。そこで膜、腔、それらによって分けら

れる層、に基づいた骨盤解剖理論を構築することで、骨盤内臓器の立体的位置関係を正しく理解す

ることが可能となり、そのことは解剖学的偏移のため他臓器損傷を起こしやすいとされる深部子宮

内膜症根治術の安全性を高めることにつながると考える。

【方法】

我々の解剖学的検討から“骨盤内後腹膜臓器は３層のバームクーヘン構造をとる”と結論づける。

第一の層は直腸、子宮、第二の層は尿管、下腹神経、骨盤神経叢～膀胱枝、第三の層は外、内腸骨

血管、骨盤内臓神経などが含まれ、第一、二の層を分ける膜が下腹神経前筋膜、第二、三の層を分

ける膜が尿管下腹筋膜と考える。

またいくつかの論文でも述べられているように、層を分ける膜は層をまたぐことはせず、層をまた

ぐ直前で翻転する構造をとると考えられた。

【結果】

～“層”に着目した手術戦略～

深部子宮内膜症はダグラス窩腹膜、仙骨子宮靭帯を中心に広がり、それらを根治的に切除する操作

は第一の層の中のみで完結する。この事実に基づけばおのずと展開される腔は決定し、展開される

腔は直腸であればTotal Mesorectal Excision（TME）、子宮であればTotal Mesometrial Resection 

（TMMR）と同様の腔となる。深部子宮内膜症根治術を行う場合、尿管周囲の癒着が重症であれば

容易に単純子宮全摘術から準広汎子宮全摘術（TMMR）に、直腸子宮内膜症が存在すればTMEの

層の展開からLAR（低位前方切除術）に変更可能な理由もここにある。
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～“膜”に着目した手術戦略～

深部子宮内膜症が尿管、基靭帯周囲に浸潤した場合、尿管を基靭帯から分離する操作が必要となる。

基靭帯後面を裏打ちする膜（血管鞘）は第二の層である尿管、下腹神経の層をまたぐ直前で翻転し、第

二、三の層を分ける尿管下腹筋膜に移行する。そのため尿管を基靭帯血管から分離する際（尿管ト

ンネル外側の展開）この膜の翻転を意識的に穿破することが必要となる。この意識を持つことで尿

管の損傷、尿管周囲からの不用意な出血を回避することが可能となる。

【結論】

膜、腔、層に基づいた骨盤解剖の立体構築の理解は安全な深部子宮内膜症根治術を可能とすると考

えられた。
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　モーニングレクチャー 第２日　９月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　８：00～９：00　

座長：寺田　幸弘（秋田大学）

「腸管・尿路に及ぶ深部子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術
－radical excisionの低侵襲化を目指してー」

演者：安藤　正明（倉敷成人病センター　産婦人科　副院長）

　当初検査として始まった腹腔鏡であるが、初めて腹腔鏡下に子宮摘出が行われて四半世紀が経過し、こ

の間の光学機器や操作器具の発達と手術技術の向上により、複雑な手術手技を行うのが可能となってきて

いる。当初不可能と思われた婦人科癌の手術や深部あるいは特異部位の子宮内膜症などのradical excision

への適用も可能となりつつある。我々は機器が充実してきた時期（1997年）に、新たに腹腔鏡手術を導入

したため、従来から言われていた鏡視下手術の限界をあまり意識することなく、また周囲からの制約を受

けることなく、腹腔鏡手術を開始することができた。従来法の開腹手術がどこまでこの低侵襲な腹腔鏡下

に再現出来るか、また深部への到達能や拡大能などの利点を活かした内視鏡ならではの手術手技が確立で

きないかなどを課題として、これまで手術に取り組んできた。今、15年が経過し10,000例余り（約30％が

子宮内膜症症例）に腹腔鏡手術を施行してきたが、現在では良性疾患のほとんどは鏡視下に行うことが可

能と考えている。例をあげれば、最も多い術式である子宮全摘術（年間400例以上）は、ほとんどが腹腔

鏡下（total laparoscopic hysterectomy）あるいは膣式であり、ここ５年間の開腹は1.7％のみとなって

いる。また、この低侵襲手術で最も恩恵を受けるのは最もradicalな手術が必要な症例と考え、婦人科癌手

術にも積極的に内視鏡手術を導入してきた。術後の回復は極めて早く、入院期間は短縮し極めて良好な成

績を得た。悪性腫瘍手術では後腹膜を展開し解剖学的構築をstep by stepに確認しながら手術を進める必

要があるが、この手法を発展させ腫瘤の輪郭や分布が不明瞭な深部子宮内膜症に応用し、病巣の中核をな

す仙骨子宮靱帯周囲の潜在的surgical space（側腔）を展開することによりシステマテイックにほとんど

の病変を切除する系統的切除法を開始した。子宮内膜症はときに病変が後腹膜へ進展し、周辺組織の線維

化を引き起こし罹患臓器の機能障害あるいは腫瘤の形成を惹起する場合がある。尿管・直腸子宮内膜症は

このような子宮内膜症の一形態と考えられる。尿管子宮内膜症は尿管狭窄あるいは閉塞を起こし、水腎症

から腎機能の低下を招き、極端な場合は無症状に経過し腎機能の廃絶する例も報告されている。また直腸

子宮内膜症は出血・狭窄・悪性化などが問題となり、貧血や排便障害が起こる場合がある。ひとたび線維

化や硬化を起こした狭窄部に薬物療法は限られた効果しか望めず治療法としては手術が基本となる。これ

らの疾患では時に腫瘤切除のため臓器の区域切除など侵襲の大きな手術操作が必要となる。この様な症例

では再建術が必要となるが、直腸、小腸、膀胱、尿管などにおいて、腸管ではdouble stapling technique

やfunctional end-to-end anastomosis、尿路ではBoari flap法、psoas hitch法などの再建術も腹腔鏡下に

再現し得た。腹腔鏡下手術はその特性である拡大能と深部到達能などの優位性から骨盤深部で繊細な操作

が要求される子宮内膜症手術には合理的な手法である。これら複雑な手術を可能とするのは骨盤局所解剖

の知識と正確な鉗子操作や体腔内縫合である。より効果的なトレーニングと局所解剖の理解、電気機器の

知識、新たなエネルギーデバイスの導入によりさらに低侵襲に手術の適応範囲が拡がることが期待される。
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イブニングセミナー
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　イブニングセミナー１ 第１日　９月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　17：00～18：00　

座長：藤森　敬也（福島県立医科大学）

「日産婦新基準による分娩時胎児管理法」
演者：池田　智明（三重大学医学部　産科婦人科学教室　教授）

　日本産科婦人科学会は、「胎児心拍数波形の分類に基づく分娩時胎児管理の指針」を発表し、学会

誌に“Intrapartum management guidelines based on fetal heart rate pattern classification”として

英語版を掲載した。この指針は、基線細変動、心拍数基線、一過性徐脈の組み合わせにより分類さ

れた82パターンを、胎児アシドーシスの可能性と悪化する緊急度の２点から、５つのレベルに分類

したものである。分娩時に、時間的に変化するトリアージとして管理することが基本となっている。

現在、日本産科婦人科学会周産期委員会の「胎児機能不全診断基準の妥当性検討に関する小委員会」

において、再現性（reproducibility）、妥当性（validity）、有用性（utility）について検討していると

ころである。再現性に関しては、基線細変動の評価と変動・遅発一過性徐脈の２点について一致率

が比較的低いことがわかった。したがって、Trium社と共同して、コンピュータ判読装置を開発し

た。現在市販されており、この有用性を検証するべく計画中である。

　一方、米国においては、３つのレベルを採用しており、Category I（normal）、Category II

（indeterminate）、Category III（abnormal）に分類される。いわゆる3-tire systemである。日本が

採用した指針のもとになったParerの5-tier systemとおの比較では、胎児アシドーシスを5-tie 

systemの方が、3-tierに比較して、より良く識別することがわかった（Cotetta et al. Am J Obstet 

Gynecol, 2012）。
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　イブニングセミナー２ 第１日　９月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　17：00～18：00　

座長：牧野田　知（金沢医科大学）

「子宮内膜症の治療戦略
－心血管疾患リスクの観点からー」　　　　

演者：若槻　明彦（愛知医科大学　産婦人科　教授）

　性成熟期女性のなかで子宮内膜症を有する女性は約10％存在すると推定されている。特徴的な臨

床症状として、月経痛、腰痛、排便通、性交痛に加え、不妊症を合併することも多い。一方で、子

宮内膜症は多くのサイトカインを産生する炎症性疾患であることも知られている。炎症が慢性的に

持続すると将来の動脈硬化性疾患に発展することが報告されている。本疾患はエストロゲン依存性

疾患のため、発症してから閉経に至るまで10数年間にわたり炎症にさらされることから、将来の心

血管疾患（CVD）に進展する可能性がある。

　我々は動脈硬化の進展過程において最も鋭敏にしかも早期に変化する血管内皮機能を測定し、子

宮内膜症女性において内皮機能は低下し、その要因には血管炎症や酸化ストレス、内因性NOS抑制

因子などが関与していることを明らかにしている。また、Japan Nurses’Health Studyの調査によ

ると、子宮内膜症の存在した女性では脳梗塞や狭心症などCVDリスクの頻度の高いことが示されて

いる。

　以上より、子宮内膜症をCVDのリスク因子として捉えれば、その治療は月経痛や不妊症などに加

え、CVD発症予防の観点からも考える必要がある。我々はエストロゲン・プロゲストーゲン（EP）

配合剤のなかでもエチニルエストラジオール（EE） ＋ドロスピレノン（DRSP）がCVDマーカーに

与える影響について検討した。EE＋DRSP投与は、内膜症女性で低下した内皮機能を改善し、LDL

コレステロールを低下、HDLコレステロールを上昇させた。一般的に内皮機能や脂質の改善効果は

エストロゲンによるものであるが、併用する黄体ホルモンのなかでテストステロン作用を有する種

類は内皮機能を抑制し、HDLコレステロールを低下させ、エストロゲンの作用を相殺することがわ

かっている。一方、DRSPはテストステロン作用がない黄体ホルモンであり、EEのCVDマーカーに

対する好影響を温存できると考えられる。

　EP配合剤の重大な有害事象として、静脈血栓・塞栓症（VTE）がある。VTE発症の機序として

は、EE経口投与による初回肝通過効果を介した肝刺激により凝固系が活性化することが大きな要因

である。さらに併用する黄体ホルモンもVTEリスクに影響を与えることがわかっている。EP配合

剤によるVTE発症リスクは、加齢とともに上昇し、喫煙や肥満女性でも高いことが報告されている。

VTEの発症リスク予防の観点から、EP配合剤を服用する際には、年齢、喫煙の有無、BMIを確認

する必要がある。

　本講演では、子宮内膜症とCVDリスクとの関連性やEE+DRSPを含めたEP配合剤がCVD発症リス

クに与える影響、さらにはEP配合剤のVTEリスクについて、最近FDAから報告されたデータや、

VTE発症を軽減させる対策などについて解説する予定である。
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一 般 演 題



O-01 子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘のFeasibility, morbidity, prognosisに
関する検討

○古田　　祐、定免　裕子、中郷賢二郎、勘野　真紀、野村　英司
王子総合病院　産婦人科

　当科では2004年より婦人科悪性腫瘍手術に対し腹腔鏡手術を試みてきた。子宮頸癌に対する腹腔
鏡下手術は診断的PAN廓清術を含め現在までに27症例経験した。現在までに細かい術式の変遷を経
ているが現時点で当科なりの方法論を確立したとは言えず課題は多と考える。今回我々は少ない症
例数ながらも現時点でのfeasibility, morbidity, prognosisの検討を行い、今後の課題等含め検討した
ので若干の文献的考察を加えて報告する。

O-02 当科における子宮内膜異型増殖症／類内膜腺癌に対する妊孕性温存治療

○遠藤　浅香、工藤　正尊、保坂　昌芳、首藤　聡子、武田　真人、小林　範子、渡利　英道
　金内　優典、水上　尚典、櫻木　範明
北海道大学　産婦人科

【はじめに】近年、子宮体癌は増加傾向にあり、40歳以下の若年症例も増加している。一方、晩婚化
に伴い妊孕性温存治療を希望する症例の増加が予想される。今回、当科における複雑型子宮内膜異
型増殖症（AEHC）、類内膜腺癌（EMCA）患者16例に対する妊孕性温存療法の成績を報告する。
【対象】2004年から現在まで、挙児希望のある20～40代女性16例、うちAEHC ６例、EMCAG1 10例
を対象とした。全例高用量MPA療法（400～600mg/日）を行い、子宮内膜組織検査、子宮鏡検査、
MRI等で治療効果を判定した。【成績】現在治療中の２例を除く14例のうち、AEHC/EMCAではCR
がそれぞれ、100％（５/５）/100％（９/９）、再発率はそれぞれ20.0％（１/５）/55.6％（５/９）
で、再発率はEMCAで高かった。４例に子宮全摘術が施行された。既婚者は14例中7例（50.0％）で、
子宮全摘例２例を除く５例のうち、CR後に妊娠に至った例は、それぞれ33.3％（１/３）/０％（０
/２）であった。ARTを受けた３例中AEHCの１例が出産に至った。【結論】MPAによる温存治療
では高い寛解率が得られた。既婚者で温存治療を希望しても、児獲得率は20％（１/５）であった。
妊娠許可後速やかに妊娠することが望ましいが、PCOSがベースにあり自然妊娠が成立しない例、
自然妊娠を期待しているうちに再発する例や、ARTを受けても不成功に終わる例もあった。妊孕性
温存療法の目的は生児獲得にあり、妊娠希望例には寛解後早期に体外受精を視野に入れた積極的な
不妊治療を行う必要性が示唆された。
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O-03 化学療法が著効した進行子宮体部小細胞癌の一例と自施設症例の検討

○永井　智之１）、新倉　　仁１）、黒澤　大樹１）、田中　創太１）、大槻　健郎１）、永瀬　　智１）

　高野　忠夫１）、伊藤　　潔２）、八重樫伸生１）

　１）東北大学　産婦人科
　２）東北大学　災害科学国際研究所　産婦人科

【緒言】子宮体部原発の小細胞癌は非常に稀であるのに加え治療抵抗性で予後不良である。今回
Paclitaxel+Carboplatin療法（TC療法）が著効した進行子宮体部小細胞癌の一例を経験したので、
過去の自験例も含めここに報告する。【症例】55歳、性器出血にて近医受診後当院紹介。組織診で充
実胞巣状に増生する異型細胞を認め、免疫染色にてAE1/AE3、vimentin,synaptophysin陽性であっ
た。CTにて腟壁への進展やS状結腸への浸潤に加え、後腹膜リンパ節及び肺・骨転移を指摘された。以
上より子宮体部原発小細胞癌、stage4bと診断した。【経過】化学療法先行の方針としTC療法を開始。
６コース後の画像検査では骨転移の残存の可能性以外は有意所見なく、化学療法が著効していると
判断した。原発巣切除目的に子宮全摘、両側付属器切除施行、摘出子宮にはviableな腫瘍細胞を認
めなかった。治療開始から８か月経過し現在も化学療法施行中だが、再増悪なく経過している。【考
察】子宮原発小細胞癌は頸部原発が最も多く、体部原発は稀である。治療方針は手術に加え化学療
法が選択されるが、通常の体癌に準じDoxorubicin/Cisplatin療法やTC療法の他に、肺小細胞癌に準
じたIrinotecan/Cisplatin療法、Etoposide/Cisplatin療法が選択される事が多い。但し３・４期の進
行症例は極めて予後不良であり、自験例でも平均生存期間は8.3ヶ月であった。本症例では当初、原
発巣切除には多臓器合併切除の可能性もある事及び全身状態不良である事から化学療法を先行した
が、結果的に高侵襲の手術を回避でき、かつ化学療法が著効した事から良好な経過を得た可能性が
あると考えられた。今後さらなる症例の蓄積と有効な治療方針の検討が望まれる。

O-04 肺転移で発見された低悪性度子宮内膜間質肉腫の１例

○名取　徳子、三浦　自雄、畑山　伸弥、村井　眞也、葛西真由美、鈴木　　博
岩手県立中央病院　産婦人科

　低悪性度子宮内膜間質肉腫（endometrial　stromal sarcoma low grade、以下ESS low gradeと略）
は比較的まれな腫瘍である。子宮内膜細胞診で診断することは、困難である疾患とされている。臨
床的には、過多月経、不正性器出血などの症状から、子宮筋腫と診断され、術後の病理診断で、は
じめて診断されることが多い。ESS low gradeは腫瘍摘出後の晩期再発が比較的多く長期経過観察
が必要であるとされる。再発部位は骨盤内、腹腔内が多いが、遠隔転移として、多発性の肺転移や
骨転移を生じることもある。今回われわれは、検診で多発性肺転移から、ESS low gradeが疑われ、
子宮全摘後に、ESS low gradeと病理学的に診断された１例を経験したので、報告する。　症例は50
歳女性。４回経妊３回経産。数年前より、子宮筋腫指摘されていた。１年ほど前より過多月経あり、
某医にて、ホルモン剤治療を受けていた。平成23年11月健康診断で胸部異常陰影を指摘され、近医
受診。CTで多発肺結節を認め、24年２月、当院呼吸器科紹介となる。転移性肺腫瘍が疑われ、胸腔
鏡下左肺部分切除施行。子宮平滑筋由来腫瘍の肺転移と病理診断されたため、３月当科紹介となっ
た。内診上、子宮体部は手拳大に腫大し、経腟超音波で、粘膜下筋腫を認めた。子宮頚部、体部の
細胞診は共に陰性であった。MRIでは、粘膜下筋腫と筋層内筋腫を認めるほか、子宮底部筋層内に、高
信号と樹枝状の低信号が混在する蛇行した管状病変を認めた。ESS low gradeを疑い、４月６日に
準広汎性子宮全摘出手術を施行した。術後病理診断は、ESS low gradeであった。現在、
medroxyprogesterone acetateにて治療中である。
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O-05 超音波組織弾性診断を施行した子宮平滑筋腫瘍の２症例

○古川　茂宜、添田　　周、経塚　　標、鈴木　　聡、渡辺　尚文、西山　　浩、藤森　敬也
福島県立医科大学　産婦人科

【目的】近年、乳癌や甲状腺癌の鑑別や、肝線維化の評価に超音波組織弾性診断（以下elastography）
が用いられ、その有用性が報告されている。子宮平滑筋腫瘍は最も婦人科で頻度の高い腫瘍である
が、画像上多彩な所見を呈し子宮平滑筋肉腫（leiomyosarcoma:LMS）と子宮筋腫（leiomyoma:LM）
の術前の鑑別は困難であることが多い。今回我々は、子宮平滑筋腫瘍の診断におけるelastography
の有効性を検討した。【方法】閉経後急激な増大を示しLMSが強く疑われた1例と、手術前にMRI上
LMと診断した１例をそれぞれ対象とした。術前に、ACUSON S2000（Mochida SIEMENS）を使用
し、腫瘍内のVTTQ（virtual-touch tissue quantification） studyを行った。LMSでは腫瘍表面から
１cm、２cm、４cm、６cmの４か所で、LMでは筋腫核および正常子宮筋層内の10箇所でROIを設
定した。各々でせん断弾性波速度（shear wave velocity:Vs）＜m/s＞を５回測定し、その平均±標
準偏差を測定結果とした。さらに、LMS症例においてはROIを設定した４箇所において、Vs値と摘
出標本の病理所見を比較検討した。Vsについての統計解析はBonferroni法を用い検討し、p＜0.05を
もって有意差ありとした。【結果】LMSでは、４箇所で有意にVsが異なっていた（4.14±0.22、
3.71±0.66、1.55±0.26、2.19±0.04）。一方LMでは、10箇所でVsの有意差を認めなかった。LMS症
例において、最も高いVs値を示した部分はviableな組織が90％を占めた箇所であり、逆に最も低い
Vs値を示した部分は壊死が90％を占めた箇所であった。【結論】elastography で子宮平滑筋腫瘍の
内部硬度を計測することは、良悪性の鑑別に有効である可能性が示唆された。

O-06 Ｉ期卵巣癌の治療成績－早期卵巣癌に対する術後補助化学療法の必要性に関す
る検討－

○清水　　大、藤本　俊郎、佐藤　直樹、佐藤　敏治、寺田　幸弘
秋田大学　産婦人科

【目的】卵巣がん治療ガイドラインでは、卵巣癌Ia期のgrade2以上、あるいは明細胞腺癌に対しては
術後化学療法を行うことが推奨されている。また術中被膜破綻例に対する術後化学療法の必要性に
関しては議論のあるところである。これまで当院ではIa期には術後化学療法を施行していない。ま
たIc（ｂ）期ではインフォームド・コンセントをした上で化学療法を行うか否かを決定している。
今回、我々はＩ期卵巣癌の予後を解析することにより、早期卵巣癌の再発危険因子を明らかにし、
さらに術後化学療法の必要性・適応について再検討することを目的とした。【方法】1995～2010年に
当科で経験した卵巣癌Ｉ期90例を後方視的に解析した。【成績】Ｉ期亜分類別予後は10年無病生存率
でIa 100％、Ic（ｂ） 86.3％、Ic 79.5％であり、Iaに対してIcでは有意に予後不良であった（ｐ＜
0.049）。また組織型別予後は10年無病生存率で明細胞腺癌以外の組織型が94.7％、明細胞腺癌が
75.3％であり明細胞腺癌は有意に予後不良であった（ｐ＜0.001）。また多変量解析の結果、明細胞腺
癌と腫瘍被膜の自然破綻が早期卵巣癌の再発危険因子であることが明らかとなった。明細胞腺癌で
は術中被膜破綻例、自然被膜破綻例の５年無病生存率はそれぞれ77.4％、38.1％と予後不良であった
が、明細胞腺癌以外の組織型では、被膜破綻の有無による予後の差は認めなかった。【結論】Ia期は
組織型にかかわらず予後は良好であり術後化学療法を省略できると考えられた。Ic（ｂ）期でも明
細胞腺癌以外の組織型では予後は良好であり、術後補助化学療法が省略できる可能性が示唆された。
Ic期、特に明細胞腺癌Ic期では予後が不良であり新たな治療戦略が必要であると考えられた。
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O-07 当院で経験した卵巣漿液性悪性腫瘍IIIc期の症例

○嶋田　知紗、岡元　一平、明石　大輔、大場　洋子、見延進一郎、藤堂　幸治、加藤　秀則
北海道がんセンター　婦人科

【緒言】卵巣漿液性境界悪性腫瘍は、90％以上がI期症例であり一般的に予後は良好である。しかし
稀に卵巣外進展を有するII期～IV期も存在し、特に若年症例に対しては妊孕性温存の適応を含めて
治療方針の選択には苦慮する。今回我々は、腹腔内播種性病変を伴う卵巣漿液性境界悪性腫瘍IIIc
症例を経験したので、病理所見を中心に考察を加えて報告する。【症例】25歳、０経妊０経産。腹部
膨満感を主訴に前医を受診し、腹水貯留と両側の附属器腫留を指摘され当科を紹介初診となった。
CA125は349U/mlと上昇、画像診断（CT/PETMRI検査）では癌性腹膜炎が危惧された。進行卵巣
腫瘍の診断にて開腹手術を行った。中等量の腹水を認め、両側卵巣表面、左卵管、膀胱子宮窩/ダグ
ラス窩腹膜、大網に外方性に発育する腫瘍を認めた。迅速診断では乳頭状増殖する腫瘍で浸潤所見
は認めないことから漿液性境界悪性腫瘍と診断された。肉眼所見も境界悪性腫瘍に矛盾しないこと
から若年未経産であり、妊孕性を温存する術式を選択した。左付属器切除+右卵巣腫瘍核出+膀胱子
宮窩およびダグラス窩腫瘍切除+全大網切除＋虫垂切除術を行った。手術終了時点では肉眼的残存
腫瘍なしとなった。永久標本での病理診断も微小乳頭構造を呈する漿液性境界悪性腫瘍で、大網・
腹膜の病変は全て非浸潤性のインプラント病変であった。進行期はIIIc期となり卵巣癌に準じて化
学療法を３コース追加施行し経過観察の方針とした。【結語】卵巣漿液性境界悪性腫瘍の進行例につ
いては治療方法や予後に関する見解が一定ではない。微小乳頭構造や微小浸潤の有無および腹膜病
変の形態（浸潤性or非浸潤性インプラント）など詳細な病理学的検討が重要であると考える。

O-08 卵巣癌に対する腫瘍減量手術（debulking surgery）の現状

○岡元　一平、嶋田　知紗、明石　大輔、大場　洋子、見延進一郎、藤堂　幸治、加藤　秀則
北海道がんセンター　婦人科

【目的】進行卵巣癌治療において予後を改善するためには最大限の腫瘍減量手術と化学療法を組み合
わせることが重要と考える。当院では通常の標準術式に加え関係各科の協力を得て消化管切除など
を加えて残存腫瘍がゼロとなるcomplete cytoreductive surgery（CCS）を目指している。術式など
を検討し現状を評価することを本研究の目的とする。【方法】2009年から2011年の間に治療を開始し
た上皮性卵巣癌患者（86例）の内、S結腸・直腸へ浸潤を有するIIc期（５例）、およびIII期（39例）、
IV期（６例）の計50症例を対象にCCSが達成できた手術の時期（primary debulking surgery（PDS） 
または interval debulking surgery（IDS））、消化管切除などを検討した。【成績】CCSの達成は初回
手 術（PDS）で10例（20％）、Neoadjuvant chemotherapy後 のIDSで32例（64％）の 併 せ て42例
（84％）の症例で完全切除となっていた。消化管切除は18例（43％）に行われており、７例（17％）
は複数部位の切除を受けていた。内訳は小腸（２例）、回盲部・上行結腸（３例）、横行結腸（２例）、
Ｓ状結腸（８例）、直腸（12例）であった（重複あり）。永久的な人工肛門を必要とした症例は４例
であった。骨盤腹膜を広範囲に切除する目的で後腹膜アプローチを行った症例が３例あった。CCS
に到達できなかった８症例について検討するとIII期（５例）、IV期（３例）、漿液性腺癌（６例）、
癌肉腫（２例）で、何れも低分化な腫瘍で化学療法の効果を認めなかった症例であった。　【結論】
化学療法抵抗性の明細胞腺癌・粘液性腺癌の進行例が無かったこともあり、高率にCCSを達成でき
ていた。生存期間の延長、予後の改善に寄与することを期待している。実際の手術内容を含め報告
する。
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O-09 当院における卵巣明細胞腺癌の症例検討

○市川さおり、杉山　晶子、富田　芙弥、前川　絢子、小篠　隆広、阿部　祐也
山形県立中央病院　産婦人科

　卵巣の明細胞腺癌は５年生存率が組織型別でみると58.8％であり、上皮性卵巣癌の中では予後不
良である。 臨床進行期別にみるとＩ期が80.4％、II期が73.4％、III期が24.5％そしてVI期26.2％であ
りIII期 とVI期 の 予 後 は 特 に 悪 い。（Heintz AP:Cacinoma of the ovary.Int J Gynaecol 
Obstet,83Suppl1:2003）今回、当院の明細胞腺癌症例について検討を行ったので報告する。平成２年
10月から平成23年８月までの21年間に当院で初回手術を施行し病理組織診で明細胞腺癌と診断され
た卵巣癌の症例は27例 であった。Ｉ期は19例（70％）、II期は１例（４％）、III期は４例（15％）そ
してVI期は３例（11％）であった。５年生存率はＩ期で100％であったが、このうち１例は５年後
に再発し15年後に死亡した。II期は１例のみで術後４年経過している。III期は１例が１年で死亡し
ているが、１例が２年10か月経過して無再発生存し、２例が10年以上経過して無再発生存しており、
５年生存率は75％であった。VI期の３例は２年以内に死亡し、５年生存率は０％であった。手術は
I期で片側付属器摘出術のみ行った症例が５例で、骨盤リンパ節郭清まで併用した症例が３例であっ
た。II期の症例は希望により左付属器摘出術のみ施行している。III期では骨盤リンパ節のサンプリ
ングを行った症例が１例、傍大動脈節のサンプリングを行った症例が１例あった。VI期では片側付
属器摘出などの病理診断確定目的のサンプリングと人工肛門増設などの症状緩和手術のみを行った。
初 回 癌 化 学 療 法 はCPT－11＋cisplatinが ７ 例、paclitaxel＋carboplatinが ７ 例、docetaxel＋
carboplatinが5例そしてその他が６例であった。症例数は少ないが当院における明細胞腺癌の予後は
それほど悪くないと思われた。

O-10 再発卵巣癌の治療におけるハイカムチン療法の検討

○山内　博史、京　　　哲、高倉　正博、中村　充宏、水本　泰成、毎田　佳子、保野由紀子
　井上　正樹
金沢大学　産婦人科

【緒言】卵巣がん治療ガイドラインでは、プラチナ抵抗性再発卵巣癌に対する治療は単剤療法が推奨
されている。大規模第３相試験にて有効性の証明されているPegylated Liposomal Doxorubicin（ド
キシル）、Gemcitabine（ジェムザール）、Nogitecan（ハイカムチン）、Paclitaxel（タキソール）な
どが選択されてきた。2011年末のドキシルが供給停止によりハイカムチンの需要が高くなっている。
一方、ハイカムチンは重篤な骨髄抑制が高頻度に発生し、用量の適正化の問題を抱えている薬剤で
ある。2011年２月に保険適応になり１年６ヶ月経過した時点での当科における使用経験を報告する。
【方法】プラチナ耐性再発卵巣癌症例１0症例に対して、Nogitecan 1.5mg/m２、５日間を１コースと
した治療を37コース実施し、骨髄抑制の頻度、治療効果について調査した。【結果】G3以上の血小
板減少（５万/μL未満）は40％、G3以上の好中球減少（1000/μL未満）は全例（100％）で認めら
れた。発熱性好中球減少症は30％で見られ、その全例が10コース以上の白金製剤による前治療が行
われていた。奏功率（SDまたはPR）は20％であった。【考察】延命効果のみならず症状の緩和、
QOLの維持を重視した治療の選択が望まれるプラチナ耐性再発卵巣癌において、発熱性好中球減少
症の高い頻度が許容されるか疑問が残る。症例の蓄積及び血液毒性軽減を目的とした比較第３相試
験が望まれる。
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O-11 腹膜原発のYolk sac tumorの１例

○定免　裕子、古田　　祐、中郷賢二郎、勘野　真紀、野村　英司
王子総合病院　産婦人科

　症例は37歳の女性、月経痛と不正出血を主訴に前医受診。MRIで骨盤内に直径５cm大の腫瘤を認
め、CA125:152と高値であった。子宮内膜症の診断でGnRHagonitを３クール施行されたが、初診か
ら４ヶ月後、CA125:257と上昇し、腫瘤も増大傾向であったため、当院紹介となった。MRIでダグ
ラス窩に15cmを超えるT1low/T2iso、造影効果のある充実性の腫瘤を認め、PET-CTでは骨盤内に
異常集積を播種性に認めた。原発不明の骨盤内腫瘍の診断で試験開腹術（体網切除＋膀胱子宮窩/ダ
グラス窩腫瘍切除）施行、術後病理診断にて体網原発のYolk sac tumor（Endodermal sinus tumor、以
下EST）の診断となった。術後BEP療法を開始し、入院時凍結血清でAFP:6757ng/mlと高値であっ
たが、著明に低下している。ESTの多くは性腺より発生するが、稀に性腺外からの発生も認められ
ている。今回我々は、腹膜原発のESTの１例を経験したので報告する。

O-12 分子標的薬パゾパニブが著効した腎原発未分化肉腫の１例

○吉井　一樹１）、朝野　拓史１）、齋藤　　洋１）、池田　　研１）、涌井　之雄１）、小山　隆文２）

　１）KKR札幌医療センター　産婦人科
　２）鉄蕉会　亀田総合病院　腫瘍内科

＜緒言＞パゾパニブは、マルチターゲット型チロシンキナーゼ阻害薬で、血管新生などを抑制する
ことで腫瘍の発育・進展を阻害する分子標的治療薬である。現在、腎細胞癌で有効性が示され、婦
人科癌では卵巣癌・卵管癌・腹膜癌を対象とした第３相臨床試験が進行中である。未分化肉腫に対
する有効性は確立していないが、今回我々は、腎原発未分化肉腫においてパゾパニブが著効した症
例を経験したので、文献的考察を含め報告する。＜症例＞33歳。０経妊０経産。30歳時に前医で左
腎腫瘍を摘出した。未分化肉腫の診断となり、術後放射線療法を60Gy施行した。32歳時に肺転移を
認め、腫瘍摘出術を施行し、ドキソルビシンとイフォスファミドの併用療法を開始した。２回施行
した時点で腹部再発を認め、腹部再発腫瘍摘出術を施行した。その半年後に腹部再発を認め、再発
腫瘍摘出術を再度施行したが、その後も腹膜播種、左大腰筋転移、肺転移が認められ化学療法の方
針となったが、ゲムシタビンとドセタキセルの併用療法やダカルバジン単剤でPDとなり、本人への
説明と同意の後、パゾパニブの単剤療法を開始した。嘔気のため半量とした後に、同治療を継続す
る目的で当院当科に紹介となった。その後、同治療を継続しおり、開始後３ヶ月のCTでPRとなっ
ている。また、手足症候群様皮疹の出現あったが自然改善しており、その他有害事象は認めていな
い。＜考察＞パゾパニブが腎細胞癌以外にも有用であるとする報告も出てきている。整形外科分野
の軟部肉腫などにおける臨床試験で有用である可能性を示唆する結果も出てきており、同じ中胚葉
由来の腫瘍である子宮肉腫等にも有用である可能性があるのではないかと考える。
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O-13 子宮内膜細胞診陽性から発見された正常大卵巣癌症候群の一例

○太田　圭一、松倉　大輔、山口　英二、佐藤　重美
下北医療センターむつ総合病院　産婦人科

【目的】正常大卵巣癌症候群は自覚症状もなく、早期の診断は困難である。子宮内膜細胞診の異常を
指摘され、子宮内膜組織診にて子宮体癌を疑われ、手術にて正常大卵巣癌症候群と診断された一例
を経験したので報告する。
【症例】66歳、６経妊、２経産婦。平成24年３月、前医でスクリーニング目的に実施した子宮内膜細
胞診の異常で紹介受診。初診時実施した内膜細胞診でclass V、子宮内膜細胞診でadenocarcinomaで
あった。またCA125値が595 U/mlと上昇していたため、子宮体癌を疑った。CTで転移や播種を疑
う所見なく、MRIで筋層浸潤を疑う所見もなかった。両側付属器の腫大はなく、腹水は認められな
かった。５月に腹式子宮全摘術、両側付属器切除術、骨盤リンパ節生検を実施した。摘出標本は、
肉眼的に子宮表面内膜ともに異常所見なく、卵巣の腫大もなく、肉眼的に悪性を疑う所見は認めら
れなかった。病理検査の結果、子宮内膜に悪性細胞は認められなかった。卵巣にPapillary 
adenocarcinomaを認め、卵巣癌であると診断した。開腹時に実施した腹腔内洗浄細胞診と、術中に
生検したリンパ節にもadenocarcinomaが認められ、進行度はstage IIIc であった。
【結語】子宮内膜細胞診の陽性例には、卵巣に腫瘍形成がなく腹水もない場合であっても、normal 
sized ovarian carcinomaが存在する場合がある。

O-14 婦人科悪性腫瘍との鑑別を要した膵癌IVb期の１例

○蔵谷美乃里、三田村　卓、加藤　達矢、保坂　昌芳、小林　範子、首藤　聡子、武田　真人
　渡利　英道、金内　優典、工藤　正尊、水上　尚典、櫻木　範明
北海道大学　産婦人科

【背景】腹腔内播種や癌性腹膜炎を呈する原発不明癌の場合に、原発巣の症状に乏しい子宮付属器悪
性腫瘍が鑑別疾患に挙げられることが多い。今回我々は、癌性腹膜炎とCA125上昇のため婦人科悪
性腫瘍との鑑別を要した膵癌IVb期の１症例を経験したので報告する。
【症例】69歳、１経妊１経産女性。腹部膨満を主訴に消化器内科を受診した。腹水貯留があり細胞診
を施行したところ、腺癌と診断された。PET-CTで癌性腹膜炎の所見であったが、原発巣と考えら
れる腫瘤影及びFDG集積亢進部位を特定できなかった。血清CA125が93U/ml、CA19-9が355U/ml
と上昇しており、婦人科悪性腫瘍の疑いで当院へ紹介となった。内診、超音波検査では子宮および
付属器に異常を認めず、頸部細胞診はNILMであった。当院で造影CTを再検も原発巣が不明であっ
たが、早期より浸潤転移を来す可能性のある膵癌との鑑別のため膵dynamicCTを施行したところ、
膵尾部に早期相では膵実質よりも造影効果に乏しく、徐々に造影される45×28mmの腫瘤と、浸潤
による脾静脈途絶の所見を認めたため、膵尾部癌と診断された。
【考察】膵癌の癌性腹膜炎では化学療法が標準的治療となるため、治療方針の異なる婦人科悪性腫瘍
との鑑別が重要である。原発不明癌の約20％が膵癌であったとする大規模な剖検報告もあり、内性
器に異常所見を認めない癌性腹膜炎では、原発性腹膜癌とともに膵癌の腹膜播種の可能性を念頭に
置いて早期に詳細な画像検査を行う必要があると考えられた。
【結論】婦人科悪性腫瘍が鑑別に挙げられる癌性腹膜炎では、膵癌の検索を積極的に行う必要がある
と考えられた。
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O-15 外陰扁平上皮癌に対する化学療法同時放射線療法の有効性と安全性

○二神　真行、三浦　理絵、平川　八大、鴨井　舞衣、水沼　槙人、重藤龍比古、横山　良仁
　水沼　英樹
弘前大学　産婦人科

【緒言】外陰癌は婦人科癌の中で4番目に多い癌で、頻度は３～４％である。治療は手術療法とされ
るが、進行がんでは尿道、膀胱、肛門に浸潤し広範囲な外陰切除に加え、回腸導管、人工肛門造設
が必要となることもあり、外陰切除の組織欠損を覆うべく筋皮弁を行うため、術後瘢痕拘縮もみら
れ、QOLの低下が問題である。そこで我々は、進行子宮頸癌に適応される化学療法同時放射線療法
（CCRT）を外陰癌に行った有効性と安全性を評価した。【対象と治療方法】2001年から2010年まで
に、当科でCCRTを行った６例の外陰扁平上皮癌を対象とした。放射線治療は全骨盤、鼠径部、外
陰部へ50-60Gy照射した。抗がん剤はネダプラチン30mg/m2の点滴静注をweekly投与で５回施行し
た。【成績】６例の平均年齢は70.8歳であった。ステージ（FIGO1998）は、II期が１例、III期が３
例、IVA期が１例、IVB期が１例だった。平均追跡期間は56.6ヶ月（21ヶ月～128ヶ月）でCRは５例
（83.3％）に得られた。現在まで３例が無病生存している。合併症は１例で低カリウム血症性四肢麻
痺をおこしたが、可逆性であった。G３の好中球減少を３例に、G1の血小板減少を１例に認めた。
２例に再発し、再発時期は22ヶ月後、120ヶ月後で、部位はそれぞれ鼠径リンパ節、外陰部で、原病
死、担癌生存が１例づつである。【結論】外陰癌に対して行われたCCRTは有効性、安全性とも受け
入れられるものと思われた。侵襲の少ない本治療法は、今後十分に検討されうる治療法と思われ、
多施設共同臨床試験が望まれる。

O-16 当科における婦人科内視鏡手術症例の臨床的検討

○早坂　　篤、齋藤　　彩、島　　　崇、松浦　　類、石垣　展子、牧野　浩充、千葉由美代
　朝野　　晃、明城　光三、和田　裕一
仙台医療センター　産婦人科

　内視鏡手術症例は多くの施設で年々増加の一途をたどっており、当科においても最近内視鏡手術
の適応の拡大が認められている。しかし、内視鏡手術の適応の拡大を行うにあたって、その安全性
を保つためにも手術による合併症等の検討が必須となると考えた。そこで我々は、昨年の255例の内
視鏡手術症例の手術による合併症等について検討を行なった。昨年の当科の婦人科手術症例は532例、
腹式手術168例、膣式手術109例、内視鏡手術255例であった。内視鏡手術の内訳は、子宮鏡手術９例、
腹腔鏡下手術246例であり、腹腔鏡下手術の術式内訳は、付属器腫瘍核出術62例、付属器摘出術38例、
外妊手術24例、子宮筋腫核出術61例、子宮膣上部切断術３例、腹腔鏡下膣式子宮全摘術（LAVH）
３例、子宮全摘術（TLH）55例であった。合併症等の発生数は９症例で、創感染１例、腸管損傷１
例、子宮穿孔１例、開腹移行例６例であった。術式別で見ると、９症例中付属器腫瘍核出術が３例、
付属器摘出が２例、筋腫核出が１例、子宮全摘術が３例であった。また、９症例を病名別に見ると、
子宮内膜症２例、卵巣線維腫２例、漿液性嚢胞腺腫１例、子宮筋腫４例であった。創感染は臍部皮
下感染であり、以後、より感染しにくい術式へと変更した。腸管損傷は、子宮内膜症の再発による
高度の腸管癒着を剥離する際に生じた。子宮穿孔はマニュピレーターを挿入する際に発生し、縫合
を施行した。開腹移行例は、腫瘍大きさが原因となったものが４例、癒着が原因となったものが２
例であった。今後もより多くの患者さんに安全な内視鏡手術を提供するためにも、手術症例の合併
症等を検討し、対策を考えてくことが必要と思われた。
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O-17 腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞核出術後再発に関与する諸因子の検討

○上田　寛人、宮本　敏伸、片山　英人、西脇　邦彦、加藤　育民、市川　英俊、千石　一雄
旭川医科大学　産婦人科

「目的」子宮内膜症性嚢胞核出術後の再発リスク因子に関して種々の報告が認められるが、いまだ統
一した見解は得られていない。今回、腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞核出術後の再発に関与すると考え
られる諸因子を解析するとともに、摘出組織に認められる卵巣組織の形態と再発との関連を検討し
たので報告する。「対象・方法」1996年から2006年の間に腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞核出術を施行し
た265例中、術後経過観察が可能であった248名を対象とし、倫理委員会の承認を得て後方視的に解
析した。手術時年齢、BMI、術前治療、手術既往、r-AFSスコア、癒着スコア、術後妊娠、術後治
療などの患者背景因子および腫瘍径など合計16因子と再発との関連を分析した。さらに、摘出組織
中に認められる卵巣組織と再発との関連を検討した。「成績」術後平均観察期間は28か月であり、２
cm以上の子宮内膜症性嚢胞の再発症例は73例（29.4％）に認められた。60ヶ月後の累積再発率は42％
であった。検討したリスク因子の中で手術時の若年齢が再発のリスク因子、術後妊娠が再発を低下
させる因子であることが示された。摘出組織と再発には有意な関係は認められなかった。「結論」今
回の検討で術後再発のリスク因子を明らかにできたことは、手術時期の決定、術後の治療方針の決
定に極めて有用であると考えられる。また、摘出組織の厚さと再発には関連が認められず、挙児希
望症例などに対し卵巣組織を可能な限り温存する術式を選択する重要性を明らかにした。

O-18 頚部筋腫に対するボトムアップ法による適切な縫合　－死腔を作らない確実な
筋層修復を目指して－

○足立　英文、明石　祐史、杉尾　明香、森下　美幸、馬場　　剛、遠藤　俊明、齋藤　　豪
札幌医科大学　産婦人科

【目的】妊孕能温存を目的とした腹腔鏡下子宮筋腫核出術 （以下、TLM）の需要が高まっている。TLM
では筋層の愛護的な取扱い、正しい層で取り残しのない核出、正確な縫合・結紮による確実な修復
が肝要であり、筋腫の大きさや部位により難易度の高い症例がある。中でも頚部筋腫は臓器損傷の
リスクや縫合において留意すべきであり開腹手術移行率も高い。特に限られたスペースの中での縫
合操作は熟練した手技を要する。我々は筋腫核を完全に摘出する前に縫合を開始するボトムアップ
法を用いた筋層縫合を行っている。頚部筋腫における手法を動画で供覧して発表する。【方法】頚部
筋腫のTLM3例を対象とした。手術は4孔式のパラレルポジションで行い、100倍希釈バソプレシン
を局注後に超音波メスで筋層を切開し、ミオムボーラーで筋腫核を牽引し、１/３から１/２程度核
出した段階でボトムアップ法を併用して筋層を連続縫合で修復した。３症例の手術成績を検討した。
【成績】症例は平均年齢32.3±5.5歳、筋腫の部位は前壁１例、後壁２例でいずれも変性は認めなかっ
た。手術時間は平均150.6±28.0分、筋層縫合開始から終了までの時間は平均67.5±35.1分、筋腫核出
工程の75.1％だった。出血量は平均88.3±56.2g、筋腫重量は平均295±232.2gであった。病理組織学
的検査は全てleiomyomaで悪性所見は認めなかった。術中、術後の合併症はなかった。【考察】ボト
ムアップ法は核出と修復操作を同時に行うことで不慮の出血に対応が可能であり、筋層底部の縫合
が確実になることで死腔や血腫形成を避けられるため、頚部筋腫における筋層縫合を安全かつ確実
に行う上で有用であると考えられた。
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O-19 TRYセミナー前後におけるTLH（腹腔鏡下子宮全摘）の変化～腹腔鏡特訓セミナー
が一個人の手術に与えた影響～

○磯部　真倫１）、福原　理恵２）、篠倉　千早３）、山田　卓博４）、高橋　伸卓５）、権丈　洋徳６）

　長瀬　瞳子７）、藤原　和子７）

　１）大阪労災病院　産婦人科、２）弘前大学　産婦人科、３）石川県立中央病院　産婦人科
　４）東北大学　産婦人科、５）静岡県立がんセンター　婦人科、６）九州大学　産婦人科
　７）倉敷成人病センター　婦人科

【背景】TRYセミナーは、倉敷成人病センター主催の合宿形式で行う腹腔鏡特訓セミナーである。
全国から腹腔鏡の技術向上を志す６名が、スタッフの本気の指導の下、結紮、縫合法、手術手技、
解剖、エナジーデバイスに至るまで腹腔鏡の特訓を行った。このような合宿形式のセミナーが一個
人の手術にどのような影響を与えたかを検討した。【方法】TRYセミナー前群（平成23年11月以前
の症例、ｎ＝19）、TRYセミナー後群（平成23年12月～平成24年３月の症例、ｎ＝11）に分け、TLH
にまつわる諸因子についてセミナー前後でどのように変化したかを後方視的に検討した。【結果】セ
ミナー前後において、両群の患者背景に差は認めなかった。術式変更症例はセミナー前群で３例
（膣式併用２例、開腹１例）、セミナー後群では０例であった。平均の手術時間は、前群で平均163
（98-257）分、後群で135（72-195）分であり有意差はなかったもののセミナー後に手術時間の短縮
傾向が見られた（ｐ＝0.067）。摘出子宮重量、出血量はセミナー前後にて有意差を認めなかった。
手術時間について詳細な検討を加えたところ、気腹から子宮摘出までの時間が前群で平均100（67-
163）分、後群で76分（43-97）であり有意差をもってセミナー後に時間の短縮が見られた（ｐ＝0.015）。
また、セミナー前の膣断端縫合は連続縫合を施行し平均19.1分かかっていたが、セミナー後は単結
紮に変更したにもかかわらず縫合時間は平均22.1分であり、両群に有意差を認めなかった（ｐ＝
0.244）。【結論】TRYセミナーは、TLH術者にとって縫合結紮技術、解剖知識を向上させ、その結
果、子宮摘出時間の短縮に伴いトータルの手術時間を短縮させる効果を有しうる。

O-20 第一回TRYセミナー（合宿形式の腹腔鏡特訓セミナー）の効果と今後の展開

○磯部　真倫１）、福原　理恵２）、篠倉　千早３）、山田　卓博４）、高橋　伸卓５）、権丈　洋徳６）

　長瀬　瞳子７）、藤原　和子７）

　１）大阪労災病院　産婦人科、２）弘前大学　産婦人科、３）石川県立中央病院　産婦人科
　４）東北大学　産婦人科、５）静岡県立がんセンター　婦人科、６）九州大学　産婦人科
　７）倉敷成人病センター　婦人科

　TRYセミナーは、倉敷成人病センター主催の合宿形式で行う若手医師のための腹腔鏡特訓セミ
ナーである。全国から腹腔鏡の技術向上を志す６名が、４か月間成人病センタースタッフの本気の
指導の下、腹腔鏡の特訓を行った。セミナーは１泊２日を合計三回で行われ、それぞれドライボッ
クストレーニング、倉敷での手術見学、ブタでの腹腔鏡トレーニングを行った。そのセミナー間に
は厳しい課題が課せられ、宿題には常に結果を求められ合否判定が出された。セミナーでは結紮、
縫合法、手術手技、解剖、エナジーデバイスに至るまで講義を受けた。厳しい課題に対して、６人
はメーリングリストなどを使いながら切磋琢磨し、その結果、無事全員合格しTRYセミナー卒業生
として認定された。今後、第二回入学生を迎えるに当たり、卒業生は新入生のチューターとして指
導に当たる。厳しいTRYセミナーを通じて、技術、知識の向上が得られただけなく、全国に腹腔鏡
を志すつながりができた。また、今後、TRYセミナー卒業生として後輩を指導する責務が発生した。
実際、当院でも腹腔鏡の技術向上を目指す研修医が持針器を購入したり、自家製のボックスを作成
したり明らかな変化が生まれている。TRYセミナーの効果と今後の展開を実際のTRYセミナーの動
画を交えて報告する。 
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O-21 災害関連時に強い周産期医療情報システムの構築-東日本大震災での周産期医療
情報システムの検証から-

○村井　正俊１）、井筒　直子１）、児玉　秀夫１）、岩間　英範１）、小笠原敏浩１）、福島　明宗２）

　１）岩手県立大船渡病院　産婦人科
　２）岩手医科大学　産婦人科

【目的】2011年３月11日の東日本大震災での周産期医療情報システムと妊婦の動向を調査し、将来の
激甚災害に強い産科医療情報システムを提案する。【方法】震災後１か月間の周産期医療情報システ
ムの稼働状況と当院通院妊婦全例の動向、分娩・緊急搬送症例・他施設受診妊婦の動向、診療情報
の共有について検討し災害に強い産科医療情報システムを考察する。【成績】１：震災直後周産期医
療情報システムは稼働できなかったが衛星電話が有効であった。２：緊急搬送した症例は８例、す
べて県内の病院へ搬送し、８例中３例が更に他病院へ再搬送となった。３：救急搬送８人以外に他
施設受診した妊婦は32人、紹介状を持参した妊婦は17人で15人は紹介状なしで他施設を受診した。
４：32人中県内の医療施設を受診した妊婦は19人、県外の医療施設を受診した妊婦は13人であった。
【結論】産科救急搬送は衛星電話を活用し効率よく搬送できたが、従来の通信系が機能しないため、
周産期搬送システムが稼働せず、緊急搬送８例中３例が他病院へ再搬送となった。災害時でも効率
よい搬送が必要であり、従来のシステムを災害時にも運用できる体制が重要である。また、他院受
診例の約50％が紹介状なく受診しており、施設間における情報の共有が重要である。今回、岩手県
周産期医療情報システムが災害時、情報の共有に役立ったことからも、周産期医療情報システムを
更に更新して活用すべきである。そして災害時にも従来の周産期医療情報システムが稼働できるよ
う、衛星通信など災害に強い通信体系を提案する。

O-22 妊娠・産褥期の超音波検査による深部静脈血栓スクリーニング

○河口　　哲、山田　　俊、遠藤　大輔、千葉健太郎、小島　崇史、荒木　直人、武田　真光
　西田竜太郎、山田　崇弘、森川　　守、櫻木　範明、水上　尚典
北海道大学　産婦人科

【目的】妊娠中から産褥期に超音波検査により深部静脈血栓（DVT）スクリーニングを行った患者
の臨床背景および検査前Ｄダイマー値とDVT・肺塞栓（PE）診断の関連について調べる。【方法】
2007年４月から2012年５月までに当科で超音波検査によりDVTスクリーニングを行った妊娠・産褥
期の24症例を対象とした。臨床背景および検査前Ｄダイマー値、検査の適応、DVT・肺塞栓の有無、
治療、転帰について検討した。超音波検査は、文書による同意を得た後、プローベ圧迫法とカラー
ドプラ法で行った。【成績】対象症例の年齢は33.3±4.6歳（平均±標準偏差）、非妊時BMIは
22.4±5.2kg/m2、検査の時期は妊娠期17例および産褥期7例であった。DVTあるいはPEを認めたも
のは３例であった。DVTの危険因子として、長期臥床12例、高年妊娠９例、多胎８例、血栓性素因
８例、高血圧５例、BMI25 kg/m2以上４例、蛋白尿３例、耐糖能異常２例があり、24症例中22例に
そのいずれかを認めた。妊娠期にDVT（PE）と診断された２症例のD-dimerは19.0±6.3（14.6-23.6）
μg/mlで、DVT（PE）のなかった15例の7.1±5.5（0.75-16.6）μg/mlより有意に高かった（ｐ＝
0.011）。DVT（PE）を認めた症例のうち下肢痛・下肢浮腫があったのはそれぞれ３例中１例であり、
DVT（PE）のなかった症例における有症状率と有意差はなかった。【結論】DVTの危険因子を保有
しかつD-dimer高値の妊婦を対象としてDVT検出を目的とした超音波検査は臨床的有用性がある可
能が示唆される。
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O-23 妊娠中に母体に末端肥大症様症状を示し、分娩後に児のP450オキシドレダク
ターゼ欠損症が判明した１例

○田村　良介１）、松下　容子１）、葛西剛一郎１）、葛西亜希子１）、高橋　秀身１）、越後谷明音２）

　津川　浩二２）、丹代　　諭２）

　１）大館市立総合病院　産婦人科
　２）大館市立総合病院　小児科

【諸言】P450オキシドレダクターゼ（POR）はマイクロゾームに存在する全てのP450酵素に対する
電子伝達系補酵素である。POR欠損症では、PORの依存性の酵素活性低下により骨形成異常、性分
化異常、副腎皮質ホルモン合成障害、妊娠中の母体男性化などの症状を呈する。今回我々は妊娠中
に母体の鼻翼、口唇、舌の腫大や変声などの症状を呈し、当初は末端肥大症が疑われたが、分娩後
の児の精査から児POR欠損症が判明した１例を経験したため報告する。【症例】 23歳、３経妊１経
産。第１子には特に異常を認めていない。自然妊娠成立後、妊娠初期より当科にて妊婦健診を受け
ていた。妊娠25週時に親類より鼻の腫大を指摘され、近医耳鼻科を受診。鼻翼、口唇、舌の腫大か
ら末端肥大症を疑われ、当院内分泌内科受診。身体所見より末端肥大症が強く疑われたが、GH、
IGF-1ともに正常値で、頭部MRI検査では下垂体に異常を認めず、経過観察の方針となった。以後の
妊娠経過中も鼻翼腫大の増悪、変声を認めたが、産科的な異常は無く経過した。その後、妊娠39週
４日に3418gの男児を自然分娩となった。児には関節拘縮、クモ状指を認め、また先天性代謝異常
スクリーニング検査にて17-OHP軽度高値を指摘された。分娩後、母体の症状は軽快傾向となった。
以上の経過から、児のPOR遺伝子解析行ったところ児POR欠損症の診断となった。【結語】POR欠
損症は稀な疾患ではあるが、妊娠中に母体の男性化徴候を示した場合にはPOR欠損症も鑑別に出生
後の児の精査を行う必要があると考えられた。

O-24 HIV感染男性非感染女性夫婦に対する体外受精・胚移植の臨床成績について

○渡邊亜由子、加嶋　克則、高桑　好一
新潟大学　産婦人科

【目的】治療薬の改善により、HIV感染患者は長期生存が可能となり、結婚し挙児を希望するように
なってきている。当科ではHIV感染男性非感染女性夫婦において、二次感染の危険がない安全な治
療法の確立のため、Swim-up変法を用いた体外受精を2001年より施行している。治療開始より10年
が経過しているため、現在までの臨床成績を報告する。【方法】十分な説明と同意のもと、当科での
治療を希望された58組を対象とした。精子調製はPercoll 密度勾配液による濃縮洗浄後、Swim-upを
行うことでウイルスを除去するSwim-up 変法を用いた。また、１コピーのウイルス検出が可能な
Nested-PCR法にてウイルスの有無を確認した。【成績】のべ102周期に排卵誘発を行い、69周期で新
鮮胚移植を施行した。６周期は卵細胞を採取できなかったため、６周期は分割停止のため、５周期
は受精成立しないため、３周期は卵胞発育を認めないため中止となった。残りの13周期は全凍結を
施行した。新鮮胚移植を施行した69周期中29周期で妊娠が成立した（42.0％）。また、凍結胚移植を
施行した31周期中８周期で妊娠が成立した（25.8％）。27症例が分娩に至り、９症例が初期流産とな
り、現在、１症例が妊娠継続中である。妊娠成立した37症例中32症例が単胎、４症例が双胎、１症
例が品胎であった。58組中28組の夫婦で挙児を得た（48.3％）。現在までに32名の児が分娩となって
いる。全ての症例において、母児ともに二次感染を認めていない。【結論】Swim-up 変法とNested-
PCR法による体外受精により、HIV感染男性非感染女性夫婦において二次感染なく挙児が得られて
いる。今後、さらに症例を積み重ね検討していく予定である。
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O-25 当科におけるMD-TESEを用いたARTの現状

○熊谷　　仁１）、熊澤由紀代１）、森　耕太郎１）、児玉　英也２）、高橋　玄徳１）、寺田　幸弘１）

　１）秋田大学　産婦人科
　２）秋田大学　保健学科

【目的】1995年の成功報告以降、精巣内精子を用いた顕微授精（TESE-ICSI）は多くの無精子症例に
対して、最終的な治療として行われるようになった。近年では泌尿器科医師の協力により、顕微鏡
下に太い精細管を精巣全体から検索し、数少ない精子を得るMD-TESEも行われている。当科でも
2008年から当院泌尿器科の協力によりMD-TESEで得られた精子によるIVF-ICSIを導入した。今回、
その後の４年間の精巣精子を用いたIVF-ICSIの成績を報告する。【方法】2008年１月から2012年４
月までの期間に、TESE、MESAあるいはMD-TESEにより精巣内精子採取を新規に試みた25症例を
対象とした。内訳はTESEが12例、MESAが２例、MD-TESEが11例だった。MD-TESEの適応は、
泌尿器科による診察で決定しているが、一般に精巣の高度な萎縮が認められる症例に行われている。
【成績】対象の平均年齢は全体で34.8歳、MD-TESEの症例は33.7歳だった。治療時のホルモン値
（FSH:Testosterone）は、TESE症例では（11.9:5.8）だったがMD-TESE症例では（27.6:3.93）と顕著
に重症だった。MD-TESE症例のその後の臨床成績は、施行時に精子を見つけられなかった症例が
３/11例、解凍後に精子を見つけられなかった症例が３/11例、ICSIが可能だった症例が５/11例だっ
た。ICSIの受精率はTESE症例で61％、MD-TESE症例で80％であったが、移植可能症例別の妊娠率
はTESE症例で33％、MD-TESE症例で25％だった。【結論】当科は、MD-TESEの導入により、FSH
高値の無精子症例にも妊娠例を得ることが出来るようになったが、その精巣内精子回収率、移植可
能症例別妊娠率は低く、今後の改善が必須と考えられた。

O-26 帝王切開瘢痕部妊娠の３例

○山崎　博之、松宮　寛子、馬詰　　武、山村　満恵、石川　聡司、森脇　征史、服部　理史
　川口　　勲
JA北海道厚生連　帯広厚生病院　産婦人科

【緒言】帝王切開瘢痕部妊娠（cesarean scar pregnancy:CSP）は帝王切開を既往に持つ異所性妊娠
の約６％を占める稀な疾患であり、未だ標準治療が確立されていない。一方で、帝王切開による分
娩件数は増加傾向である。厚労省の統計では平成17年から平成20年にかけて約13％増加しており、
その傾向は昨今も続いている。それに伴いCSPも増加傾向にあると考えられる。当科でも平成24年
上半期で３例のCSPを経験した。
【症例１】28歳、５経妊１経産（人工妊娠中絶４回、帝王切開１回）。妊娠６週０日で紹介初診となっ
た。一週間後に胎児心拍を確認し、MTX 50mgを局所投与した（Day1）。Day1で20732mIU/mlで
あったhCGは、Day6でも25033mIU/mlと低下不良であったためMTXを再投与した。その後、徐々
に低下しDay91にcut off値以下になった。
【症例２】28歳、２経妊２経産（帝王切開２回）。妊娠５週２日で当科を初診した。一週間後に胎児
心拍を確認し、MTX 50mgを局所投与した（Day1）。Day1で65122mIU/mlであったhCGはDay8で
50461mIU/mlに低下しており、MTXの再投与は行わなかった。その後も定期受診を継続している。
【症例３】 42歳、３経妊３経産（帝王切開２回）。妊娠５週５日に紹介初診となった。hCG 2000-
2300mIU/mlで経過し、７週５日にMTX 50mgを局所投与した（Day1）。その後も定期受診を継続
している。
【考察】MTXの局所投与で治療を行ったCSPの３例を経験したため、文献的考察を加えて報告する。
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O-27 地域周産期センターにおける当院での緊急帝王切開の現状

○三枝　敬仁、鈴木　将裕、藤田　裕彰、秋元　太志、磯山　響子、山中　　雅、山中　郁仁
北海道社会事業協会小樽病院　産婦人科

目的：北海道が作成した医療計画では６つの３次医療圏（道南、道央、道北、オホーツク、十勝、
釧路・根室）を設けている。さらに３次医療圏の中に２次医療圏を設け、当院は道央に属する２次
医療圏の後志地方小樽市にあり、地域周産期母子医療センターに指定されている。今回、当院にお
ける緊急帝王切開の現状に関して検討した。方法：2007年11月から2012年３月までの間に当院で緊
急帝王切開となった171症例を対象に、分娩週数、分娩時刻、帝王切開となった理由、手術となった
曜日や手術までに要した時間を後方視的に検討した。また胎児機能不全と診断された分娩監視装置
モニターの読み方と胎児心拍数波形レベルを当てはめて検証を行った。結果：当院における、総分
娩数に対する緊急帝王切開の割合は７～８％であった。分娩週数は37週と41週に実施した症例が多
かった。緊急帝王切開となった理由については胎児機能不全と診断されたものが一番多かったが、
分娩監視装置の記録の波形レベルを検討したところ、ほとんどの症例がレベル３とレベル４であっ
た。緊急帝王切開実施に曜日差はなく、決定から開始までは、どの曜日も約１時間前後であった。 
結論：緊急帝王切開の場合、産科医だけでなく、小児科医、麻酔科医及び手術室スタッフの協力が
必要である。また胎児機能不全と診断されレベル３での帝王切開術が半数に及んだのは、NICUを
持たない当院の現状によるものと考えられた。

O-28 当院における超緊急帝王切開への取り組み

○土肥　　聡、田中　政彰、山崎　玲奈、佐々木　徹、茅橋　佳代、杉浦聡一郎、野村　一人
　井上　正樹
金沢大学　産婦人科

【緒言】厚生労働省から示された周産期医療体制整備指針によれば、迅速（概ね30分以内）に手術
（帝王切開）への対応が可能となるような医師およびその他職員を配置するようつとめることが望ま
しいとされている。我々は当院で超緊急帝王切開システム構築を行う契機となった２症例を経験し
たので報告する。【症例１】31歳、G2P1。妊娠30週よりpPROM、切迫早産にて入院管理。麻酔科及
び手術部に事前連絡、術前検査を行った上で、児推定体重2000g超の32週よりオキシトシンによる
誘発分娩を開始した。CTG上、明らかなSinusoidal patternが出現、強い下腹部痛が出現したことも
あり、超緊急帝王切開となる。覚知から児娩出まで12分、児体重 2042g、Apgar score ９/10、常位
胎盤早期剥離の所見を認めたが、母児ともに経過良好。【症例２】29歳G0P0。妊娠34週で里帰り分
娩。骨盤位に対して外回転術を強く希望、妊娠35週３日、病棟で外回転術施行直後、高度徐脈を認
め、病棟内で局所麻酔下超緊急帝王切開となる。覚知から児娩出まで15分、児体重2778g、Apgar 
score 3/5、NICU入院となるが、母児共に経過良好で分娩後15日で退院となる。【結語】総合病院や
大学病院では他部門との連携をはかるために多くの時間や労力が割かれ、結果として迅速な対応が
困難なことがある。医療安全面から、超緊急帝王切開が早急に行われる環境整備が必要である。上
記に提示した２症例とも児娩出まで15分以内だったが、この２症例から浮かび上がる問題点から、
総合病院・大学病院での超緊急帝王切開システムの在り方を考察する。
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O-29 160kg高度肥満妊婦に対する帝王切開の経験

○中嶋　千紗１）、馬場　　剛１）、森下　美幸１）、金　　美善１）、足立　英文１）、明石　祐史１）

　浅野　拓也２）、嶋田　浩志２）、杉尾　明香１）、石岡　伸一１）、遠藤　俊明１）、齋藤　　豪１）

　１）札幌医科大学　産婦人科
　２）市立釧路総合病院　産婦人科

　妊娠中の体重管理については施設によって様々であるが、体重増加による合併症を防ぐために各
種努力を必要としている。今回我々はBMI　64.8kg/ｍ2の病的肥満妊婦の妊娠分娩管理を経験した
ので報告する。症例は33歳女性、未経妊未経産。嘔吐を主訴に前医受診し、精査目的にCT施行した
ところ子宮内に胎児を認めたため、同院産婦人科紹介。最終月経は不確定であり、BPD　4.5cmか
ら妊娠20週と決定した。初診の時点で身長157cm、体重158.2kgと高度肥満を認め、管理目的に入院
となったが体重のコントロールがつかず、妊娠分娩管理のため妊娠32週２日当科紹介受診となった。
当科初診時体重160kg（BMI64.58）　血圧は135/90mmHg、児の推定体重は2215gであった。内診台、分
娩台に乗ることが物理的に不可能であること、骨盤真結入口部XpよりCPDと診断し、帝王切開が予
定された。仰臥位での時間を短縮するため前日に末梢ルート確保、麻酔は座位による脊椎麻酔を選
択し、20cmのスパイナル針を準備し、エコーで脂肪の厚さを観察しながら行なった。通常の手術台
では身体がおさまらないため、延長台を使用し幅を確保した。皮切は横切開とし腹部の脂肪は助手
が二人がかりで術野を確保するように持ち上げた。妊娠37週５日、3642gの女児娩出。手術時間は
１時間23分、出血量は羊水込みで330mlであった。子宮頸部横切開で子宮筋層は０-PDSを使用し単
結紮で２層縫合とした。皮下ドレーンを留置し３-0PDSで埋没縫合し終了。術後の血栓予防にフォ
ンダパクリヌクスを使用した。術後経過は順調で８日目に退院となった。今回我々が遭遇した問題
点について諸家の文献的報告を参考にし考察する。

O-30 妊娠子宮嵌頓症における診断のポイントと帝王切開の留意点

○服部　克成、高橋　　望、加藤　加奈、北野　史子、玉村　千代、打波　郁子、西島　浩二
　折坂　　誠、黒川　哲司、吉田　好雄
福井大学　産科婦人科

　妊娠子宮陥頓症は、後屈のまま子宮が増大を続けた結果、子宮体部が岬角に引っかかり、結果的
に妊娠子宮が小骨盤内に陥頓した状態である。子宮筋腫も妊娠子宮陥頓症のリスク因子とされてい
る。子宮筋腫が原因で妊娠子宮陥頓症に陥った本症例の経過を振り返り、妊娠子宮嵌頓症の診断の
ポイントと帝王切開の留意点について考察する。【症例】34歳　初産婦。妊娠前より複数の漿膜下筋
腫を指摘されていた。近医で妊娠管理中に、前置胎盤を疑われ、妊娠33週で当院へ紹介となった。
入院時の診察では、内診で子宮頚部を触れず、腟鏡診でも視認できず、経腟超音波で頚管を描出で
きなかった。MRI検査で、子宮頸管が前腹壁側に沿うように頭側に細長く引き伸ばされ、内子宮口
は臍の高さに位置する可能性が指摘された。妊娠子宮陥頓症と前置胎盤の診断で、妊娠37週に帝王
切開術をおこなった。術中超音波を行い、通常であれば底部に相当するような部位に横切開を加え
た。2632gの女児をApgar scores ８点/９点で娩出した。子宮収縮により児娩出後の子宮切開部位は
子宮体下部に相当する位置となった。【考察】診断のポイント：内診で子宮頚部を触れず、腟鏡診で
も視認できず、経腟超音波でも頚管を描出できないときは、妊娠子宮嵌頓症の可能性も考えて検査
を行うことが薦められる。また、それ以外にグラス窩を占拠する腫瘍や頸部筋腫、子宮奇形等も鑑
別診断として考慮する。帝王切開時の留意点：妊娠子宮嵌頓症の子宮頚部は通常より高い位置の可
能性があり、通常よりも高い位置での子宮筋層切開を必要とする可能性がある。
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O-31 当院における28週未満単胎早産症例の検討

○石塚　泰也、片岡　宙門、木村　敬子、田沼　史恵、角田　敬一、工藤　隆之
函館中央病院　産婦人科

背景：分娩週数が早いほど児の死亡率や後遺障害の可能性が高まる。当院は北海道南部地域唯一の
総合周産期母子医療センターであり、ここ数年の北海道南部地域の28週未満の早産症例は全て当院
で出生している。目的：当院で出生した28週未満単胎早産症例の臨床的特徴を明らかにすること。
方法：2007年～2011年の５年間に当科で分娩となった28週未満単胎早産症例42例について、その産
科歴、妊娠経過、分娩となった理由などを調べた。結果：全42例の分娩となった理由は切迫早産及
び前期破水が25例、PIH10例、IUFD５例、胎児機能不全１例、SLEの悪化１例であった。切迫早産
及び前期破水症例25例の初発症状は有痛性の子宮収縮だったものが13例で、その発症時期は20週～
26週であった。出血を契機としたものは５例で、その発症時期は12週～19週であった。スクリーニ
ングで頸管長短縮を認めたものが４例で、その時期は16週・19週・20週・21週であった。突然の破
水が２例でそれぞれ22週・23週であった。水様性帯下（胎胞脱出）が１例で、23週であった。切迫
早産及び前期破水25例のうち、胎盤病理で絨毛膜羊膜炎が認められたのは18例で、早産歴のあるも
のは２例であった。考察：早産、ことに早期の早産を減らすためには、切迫早産及び前期破水によ
る早産をいかに予防するかが重要となる。その対策として、妊娠初期での細菌性腟症のスクリーニ
ングとその治療、初発症状が有痛性の子宮収縮・前期破水・胎胞脱出だったものはその発症時期が
20週以降であったので、子宮頸管長スクリーニングを20週以前に行うこと、10週以降に出血をきた
した症例に対し黄体ホルモンの投与を行う、などが考えられる。

O-32 当院における切迫早産と‘Sludge’の関係に関する検討

○安田　　俊１）、高橋　秀憲１）、高岩　昌代２）、経塚　　標１）、伊藤　史浩１）、河村　　真１）

　浅野　仁覚１）、野村　泰久１）、藤森　敬也１）

　１）福島県立医科大学　産婦人科
　２）国立病院機構福島病院　産婦人科

【目的】羊水中のSludgeは経腟超音波上、内子宮口付近に集積する顆粒状の堆積物で、羊水内の感染
による炎症を反映する。妊娠合併症のない妊婦の１％、切迫早産症例の22.6％で認められ、2005年
にRomero等のグループが早産との関連を報告して以来、SludgeはpPROM、CAM、そして早産の危
険因子とされる。早産と密に関連するSludgeに関する調査は本邦において殆どない。当科の過去の
症例よりSludge有無での切迫早産、早産の像の差を見出すこととした。【方法】2008～2010年での早
産症例の経腟超音波像より後方視的検討を行った。多胎、前置胎盤、破水後紹介された症例、PIH、
胎児因子等による人工早産を除外した、切迫早産より早産に至った症例からSludge陽性症例を11例、
Sludge陰性症例を43例を得て、それら２群間における比較検討を行った。【成績】分娩週数はSludge
陽性症例で有意に早く平均妊娠28.3±4.5週であった。CAMもSludge陽性例で有意に多かった（妊娠
32週未満の分娩症例は100％でCAM陽性）。Sludgeが認められると１週以内に分娩に至る症例が多く、
OFFNは測定例において全例陽性であった。【結論】Sludgeの早産との強い関連が本調査で判明した。
今後切迫早産の管理のなかにSludgeの有無における管理指針を示すことが必要であり、前方視的な
検討が必要である。
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O-33 妊娠前の体格と妊娠中の体重増加量及び児の出生時体重について

○村元　　勤、川端　公輔、赤石　理奈、佐藤　　修、花谷　　馨
苫小牧市立病院　産婦人科

【目的】妊娠中の体重増加と児の出生時体重には正の相関があり、過剰な体重増加による巨大児の発
生頻度の増加が報告されている。胎児期の低栄養状態と将来の生活習慣病との関連が指摘されてお
り、妊娠前の肥満や妊娠中の体重増加が児へ及ぼす影響について注目されている。妊娠前の肥満や
妊娠中の過剰な体重増加と、PIH・GDMなど妊娠中の合併症との関連も指摘されている。当院にお
ける正期産の症例を後方視的に解析し、妊娠前のBMI・妊娠中の体重増加が出生時体重や妊娠中の
合併症に及ぼす影響について検討した。【方法】 2009年１月から2011年12月までに当院で分娩した
1996症例のうち、多胎・死産及び児の重症奇形などを除いた正期産1751症例につき、妊娠前のBMI・
妊娠中の体重増加・妊娠合併症の有無・児の出生時体重の項目を検討した。【結果】妊娠前のBMIと
出生時体重、妊娠中の体重増加量と出生時体重との間にはいずれも相関を認めなかった。妊娠前の
BMIと妊娠中の体重増加には負の相関を認めた。妊娠前BMIが25以上でかつ体重増加過剰群では
HFDの割合が多く、妊娠合併症は妊娠前BMIが25以上の群で多く認めた。【考察】妊娠前BMIが25
以上でかつ体重増加過剰群ではHFDの割合が多いが、一方で目標体重を守れない人も多い。そのた
め厳格に体重管理目標を適用するのではなく、合併症の発症リスクやHFD児の増加など過剰な体重
増加による影響を示し、妊娠中の体重管理の重要性を理解させた上で、５－10kgの実現可能な目標
で栄養指導を行うのがよいと考えられた。妊娠前BMI18.5未満の群では体重増加と出生時体重増加
に相関がなく、本人の意向に配慮し妊娠中の体重増加は緩やかな管理でよいと考えられた。

O-34 IVF-ET妊娠における異常分娩症例についての検討

○山口　直孝、高木　弘明、柴田　健雄、閨谷奈津子、藤井　亮太、牧野田　知
金沢医科大学　産婦人科

【目的】IVF-ET妊娠によって分娩する妊婦は年々増加傾向を辿っており、妊婦の高齢化も含めて以
前より分娩時異常出血（弛緩出血等）、付着胎盤などが増している。今回、IVF-ET妊娠にて分娩を
行った症例を対象にRetrospective studyに異常分娩症例について検討を行なったので報告する。【方
法】対象は2004年４月より平成2012年３月までの８年間に当院にて経腟分娩に至った（偶発妊娠合
併症、前期破水、分娩誘発などを除く）自然妊娠1097症例とIVF-ET妊娠32症例である。分娩時出
血量、付着胎盤症例の頻度を自然妊娠とIVF-ET妊娠とで比較し、有意差およびオッズ比、リスク
比について統計処理を行った。【成績】自然妊娠妊婦の平均年齢35.3±3.8歳（mean±SD、以下同じ）、
平均分娩時出血量286.5±176.1mlであった。これに対しIVF-ET妊娠産婦平均年齢33.5±3.8歳、出血
量1075.1±1389.2mlであった。分娩異常出血（1000ml以上）を認めた自然妊娠妊婦（15/1097）と 
IVF-ET妊娠産婦（11/32）との比較ではＰ＜0.0001 Odds Ratio 40.4 （IC95％ 11.1-148.0） Risk Ratio 
34.3でIVF-ET群で高く、付着胎盤も自然妊娠妊婦（5/1097）とIVF-ET妊娠産婦（5/32）、Ｐ＜0.0001 
OR 37.8 （IC95％ 15.5-92.0） RR 25.1でIVF-ET群で高値であった。【結論】IVF-ET妊婦は自然妊婦
より分娩時出血量が遥かに多いことが示された。また、IVF-ET妊娠は付着胎盤においても自然妊
娠よりも多いことが有意に認められた。IVF-ET妊娠は自然妊娠より分娩異常出血や付着胎盤のリ
スクが非常に高く、分娩前の諸検査や分娩に対してより厳重な管理が必要であり、緊急事態に対応
できる体制を怠らないようにすることが肝要である。
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O-35 一絨毛膜二羊膜双胎における1児胎児発育不全に関する後方視的検討

○遠藤　大介、森川　　守、千葉健太郎、荒木　直人、小島　崇史、河口　　哲、武田　真光
　西田竜太郎、山田　崇弘、山田　　俊、櫻木　範明、水上　尚典
北海道大学　産婦人科

目的：一般に一絨毛膜二羊膜（MD）双胎は20～25％が１児発育不全（FGR）や双胎間輸血症候群
（TTTS）などを伴うハイリスク群とされ、これら合併症のため早期娩出を余儀なくされることもあ
る。この中でMD双胎における１児FGR症例にはどのような特徴があるか、またその発症予知がで
きうるかを明らかにすることを目的とした。方法：2002年１月～2010年12月に当院で娩出に至った
MD双胎症例のうち、妊娠25週末までにTTTSと診断したもの、妊娠途中で一児死亡あるいは二児
とも死亡に至ったものを除く65例を対象とし、分娩週数の分布、娩出に至った理由、出生児間の体
重差、胎盤への臍帯付着部位などを後方視的に検討した。結果：分娩週数は、37週11例（16.9％）、
34～36週のlate preterm birth（LPB）が39例（60.0％）、26～33週のearly preterm birth（EPB）が
15例（23.1％）であった。早産症例（54例、83.1％）の娩出理由は子宮収縮抑制困難：19例（35.2％）、
胎児側要因：21例（38.9％）、妊娠高血圧症候群：４例（7.4％）、妊娠性血小板減少症あるいは妊娠
性アンチトロンビン欠乏症：６例（11.1％）、その他：４例（7.4％）であった。全65症例のうち44例
に１児FGRを認めた。胎児側要因により娩出となった21例のうち、16例（76.2％）に直接の原因で
はないにせよ１児FGRを認めた。臍帯付着部位の検討では、中央付着であった28例のうち15例
（53.5％）、辺縁あるいは卵膜付着であった37例のうち29例（78.4％）にFGRを認めた。辺縁あるいは
卵膜付着があれば有意にFGRとなりやすい（ｐ＝0.034）という結果が得られた。結論：超音波検査
により臍帯付着部位を診断できれば、MD双胎における１児FGRの一部はその発症を予知できる可
能性がある。

O-36 母児ともに救命し得た大動脈解離合併妊娠の３例

○嶋田　浩志１）、岡村　直樹１）、染谷　真行２）、齋藤　雅恵１）、竹田　倫子１）、浅野　拓也１）

　明石　祐史２）、馬場　　剛２）、石岡　伸一２）、遠藤　俊明２）、齋藤　　豪２）

　１）市立釧路総合病院　産婦人科
　２）札幌医科大学　産婦人科

　大動脈解離の発症は40歳以下に限ると女性に多い。若年女性の場合には半数以上は妊娠に合併す
るといわれている。今回母児ともに救命し得た大動脈解離合併妊娠３例を経験したので報告する。
【症例１】31歳女性。０経妊０経産。妊娠31週に突然の背部痛を主訴に前医へ救急搬送、Stanford A
型大動脈解離の診断で当院へ救急搬入。同日緊急帝王切開術実施、体外循環時の子宮出血管理のた
め同時に子宮を摘出した。児は1152gの女児でNICU管理となった。その後母体は上行大動脈置換術
を実施した。術後母児ともに特に後遺症をきたすことはなく退院となった。【症例２】30歳女性。２
経妊０経産。前医でMarfan症候群合併妊娠のため経過観察していた。妊娠38週で突然の背部痛より
前医より救急搬入、Stanford Ｂ型大動脈解離の診断となり同日に緊急帝王切開実施、2676gの女児
を娩出した。大動脈解離については保存的治療となり退院となった。【症例３】34歳女性。０経妊０
経産。以前より健康診断で高血圧を指摘されていたが未治療であった。背部痛自覚のため近医内科
受診した際に妊娠を指摘され、その２日後に呼吸困難感を主訴に他院産婦人科を受診した。高血圧・
腎機能低下・肺水腫を認め、当院へ救急搬入。妊娠25週と推定し、同日に緊急帝王切開術実施となっ
た。648gの女児を娩出し、児はNICU管理となった。母体は術後画像診断でStanford Ｂ型大動脈解
離と診断、ICUで保存的に治療を行い退院となった。大動脈解離は診断が遅れれば死に至ることが
あり、妊婦の急激な腰背部痛を訴えた際には大動脈解離を念頭において診断を進める必要がある。 
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O-37 当院での腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠、分娩管理についての検討

○福原　理恵、小林　麻美、船水　文乃、横田　　恵、阿部　和弘、福井　淳史、田中　幹二
　樋口　　毅、水沼　英樹
弘前大学　産婦人科

【目的】近年、晩婚化に伴い、子宮筋腫核出術後妊娠は増加しており、特に腹腔鏡下手術の普及に
よって腹腔鏡下筋腫核出術（LM）後の妊娠症例が増加している。当院でも筋腫核出術後妊娠症例
は総分娩数の約４～５％を占め、増加傾向にある。当院ではLM後妊娠症例に対して、筋腫核出術
後の経腟分娩（TOL-AM: trial of labor after laparoscopic myomectomy）の基準を定めた上で経腟
分娩の方針としている。今回我々は当院でLMを施行した症例において、核出筋腫数、位置、内膜
破綻の有無、妊娠率、妊娠経過、分娩方法等について検討した。【方法】2005年から2010年の５年間
に当院で施行したLM106例、LAM55例のうち、挙児希望のあったLM 39例、LAM 15例について、
後方視的に比較検討した。【成績】挙児希望のあるLMおよびLAM症例のうち35例（64.8％）が妊娠
した。妊娠予後は正期産26例、自然流産２例、死産１例、現在妊娠進行中２例、他院紹介のため不
明４例であった。当院でのTOL-AMの適応を満たしTOLを行った症例は31例中19例であり、そのう
ち18例（94.7％）が経腟分娩に至った。今回の症例では子宮破裂は認めなかった。【結論】今回の検
討で、LM/LAM後の妊娠経過は比較的良好であることが示唆された。今後LM/LAM後妊娠はます
ます増加することが推測されるが、開腹での筋腫核出術後妊娠と比較して、分娩時のみならず妊娠
中の破裂例が報告されているため、その妊娠経過中にも留意する必要があると思われる。手術時の
詳細な状況や術後経過等について産科医、患者にも十分情報提供することがその妊娠管理、分娩方
法の決定、分娩管理においても非常に重要であり、また症例を重ね、引き続き検討していく事が必
要と思われる。

O-38 臍帯卵膜付着の後方視的検討

○高橋　　仁１）、服部　由香１）、吉田　好雄２）、黒川　哲司２）、折坂　　誠２）、西島　浩二２）

　打波　郁子２）、服部　克成２）、品川　明子２）、津吉　秀昭２）、杉田　元気２）、白藤　　文２）

　１）杉田玄白記念公立小浜病院　産婦人科
　２）福井大学　産婦人科

【目的】臍帯卵膜付着は妊娠経過や分娩に影響を及ぼす重要な病態の一つであるが、明確な管理基準
は定まっていない。本疾患６症例を管理した経験から、臨床上の特徴を抽出し、望ましい管理方針
について検討した。
【方法】Ｈ23年度の１年間に分娩管理を行った231人中、６例の臍帯卵膜付着症例を経験した。６症
例の１．診断、２．妊娠経過、３．分娩時の異常について後方視的に検討した。
【結果】１．分娩前に診断できたものは３例、確定には至らなかったが疑いを持てたものは１例で
あった。２．切迫流早産入院治療例が５例認められた。うち２例は、広範囲の絨毛膜下血腫を生じ
ていた。２例の胎児発育不全を認めたが、多胎によるものと胎児形態異常を伴うものであった。３．
分娩様式は、経腟分娩が２例、帝王切開が４例であった。正期産の３症例（経腟分娩２例を含む）
は、いずれも適正体重児で、臍帯動脈血pH、アプガースコアも正常であった。また、経腟分娩が成
功した２例は、臍帯付着部位が内子宮口から離れていた。３例の早産はいずれも帝王切開となった。
【考察】臍帯付着部は、胎盤の位置や妊娠週数によって診断が困難となることがある。胎児スクリー
ニングに臍帯付着部の評価を含め、計画的に診断する必要がある。また、妊娠経過の特徴として、
切迫流早産や絨毛膜下血腫との関連が示唆された。分娩様式は、条件が整えば、経腟分娩も可能で
ある。今回の検討では50％が早産となっていた。帝王切開を選択した場合でも、予定前の陣痛発来（早
産）に備えておく必要がある。 
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O-39 常位胎盤早期剥離の診断における課題～凝固・線溶分子マーカーの有用性につい
ての検討

○里見　裕之、高多　佑佳、笠松　由佳、加藤亜矢子、三屋　和子、河野久美子、福野　直孝
　細川久美子、金嶋　光夫、紙谷　尚之
福井県済生会病院　女性診療センター　産婦人科

【目的】常位胎盤早期剥離の初発症状が典型的でなく、胎盤の超音波所見や胎児心拍パターンの異常
が明確でない場合、早期介入が必要か否か、判断に迷う場面がしばしばある。このようなケースで
凝固分子マーカー（SFMC）や線溶分子マーカー（FDP・D-dimer）の測定が、急速遂娩もしくは
待機療法を選択する判断材料になりうるか検討した。【方法】対象は、当院の個人情報保護方針に基
づき、インフォームドコンセントを得られた37週未満の常位胎盤早期剥離10例（preterm早剥群）、
切迫早産管理中に早産に至った24例（早産群）、37週以降の常位胎盤早期剥離６例（term早剥群）、
産徴で入院後に分娩管理を行った14例（産徴群）である。それぞれについて、入院時または発症時
のSFMC・FDP・D-dimer値を比較検討した。【結果】（1）SFMCの平均値は、preterm早剥群146.1 
μg/mL vs. 早産群7.7 μg/mL、term早剥群108.4 μg/mL vs. 産徴群12.5μg/mLであり、早剥群で
有意に高値であった（ｐ＜0.01）。（2）FDPの平均値は、preterm早剥群75.3 μg/mL vs. 早産群4.4 
μg/mL、term早剥群73.1 μg/mL vs. 産徴群5.1μg/mLであり、早剥群で有意に高値であった（ｐ
＜0.01）。（3）D-dimerの平均値は、preterm早剥群27.3 μg/mL vs. 早産群2.5 μg/mL、term早剥群
30.0 μg/mL vs. 産徴群3.0μg/mLであり、早剥群で有意に高値であった（ｐ＜0.01）。【考察】cut 
off値をSFMC 50.0 μg/mL、FDP 10.0 μg/mL、D-dimer 5.0 μg/mLに設定すると、37週未満では
特異度が高く除外でき、37週以降では感度が高く診断することができた。

O-40 周産期母子センターである当院での先天性食道閉鎖31症例の周産期管理と治療
成績の検討

○岩城　　豊、吉田　　博、及川　　衛、計良　光昭、渡利　道子、大石　理恵、森　　尚子
　藤枝　聡子、坂本　綾子、日高野乃子
母恋天使病院　産婦人科

【背景と目的】先天性食道閉鎖症は新生児早期に緊急手術を要する疾患の１つである。札幌市の周産
期母子センターである当院で経験した症例をもとに、出生体重と重症心奇形の有無の他に、周産期
において予後に影響を及ぼす因子があるかを検討した。【方法】2003年10月～2012年４月の間に当院
へ入院した本疾患患者の診察録を後方視的に参照し、患者背景、妊娠経過、術中経過、術後管理、
予後（合併症、死亡）に関して調査した。【結果】症例は31例、死亡例は４例であった。病型分類で
はGross C型30例、Ｅ型１例であった。羊水過多は11例、うち羊水減圧術施行例は５例、出生前診断
症例は６例であった。31例中、APGARスコア（１分値）７点以下は６例であり、生存率44.7％、APGAR
スコア（１分値）８点以上は25例で生存率92.0％であった。APGARスコア（５分値）７点以下は２
例であり、生存率０％、APGARスコア（５分値）８点以上は29例で生存率93.2％であった。遠隔予
後は27例が生存退院し、４例が死亡した。死因は先天性心疾患による心不全や腎不全であった。予
後成績はSpitz分類を用いて他施設と比較し、ほぼ同等の結果であった。【考察】APGARスコア（１
分値）７点以下の群で、APGARスコア（５分値） でも回復しない群は生存率が低かった（Fisher
の直接法Ｐ＜0.05）が、本症・合併症の重症度を反映しているためと考えられた。出生時体重、重
症心奇形の有無の他に、APGAR値が生存率に影響を及ぼしていると考えられる。【結語】妊娠管理
も含めて新生児医療全般の向上が、本症の救命率を上げてきたが死亡率はゼロではない。今回の検
討を通して治療成績の更なる向上のための方策を探りたい。 
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O-41 当院で経験した癒着胎盤の5例　～子宮温存を目指して～

○藤澤　夏行、戸草明日香、長谷川純子、松田　尚美、小泉　俊光、佐藤　多代
岩手県立中部病院　産婦人科

【緒言】予期せぬ癒着胎盤に遭遇した場合、子宮温存か子宮摘出か、短時間での判断に迫られる。今
回、子宮温存した４例と子宮摘出した１例を経験したので報告する。
【症例】（1）41歳、０経妊。IVF妊娠。40週経腟分娩後に胎盤娩出せず。産褥２日目に両側子宮動脈
塞栓術（以下ＵＡＥ）施行。産褥６日目に胎盤用手剥離術施行。一部胎盤遺残を認めたが、大部分
を剥離。遺残は産後健診時までに排出。（2）32歳、０経妊。IVF妊娠。41週破水後子宮内感染にて
帝王切開術施行。一部胎盤剥離できず、癒着部の胎盤を残し手術終了、術直後にUAE施行。遺残は
産後健診時までに排出。（3）33歳、０経妊。自然妊娠。38週骨盤位にて帝王切開術施行。胎盤は右
卵管間質部に付着し剥離困難と判断、児娩出後胎盤を子宮内に残し手術終了、術直後に右側のみ
UAE施行。その後胎盤排出せず、術後18日目にMTX50mg全身投与。術後35日目に胎盤娩出。（4）
29歳、２経妊０経産。自然妊娠。35週前期破水。同日分娩誘発し経腟分娩に至るも、胎盤娩出せず。
産褥１日目に胎盤用手剥離施行するも一部遺残。遺残は分娩後10日目までに排出。（5）31歳、２経
妊０経産。子宮筋腫核出後にて38週帝王切開術施行。胎盤は筋腫核出部に広範囲に癒着し透見可能、
剥離せず。子宮温存困難と判断し子宮全摘術施行。
【考察】癒着胎盤の治療は画一的なものではなく、癒着の程度（肉眼的な深さや広がり）や全身状態
などを素早く判断し、可能な限り妊孕性温存を目指した治療を選択すべきである。UAE、MTX全
身投与などはその一手段として有用な選択肢となり得る。

O-42 前置癒着胎盤疑いで子宮底部横切開法によりcesarean hysterectomyを施行し
た８症例の検討

○阪西　通夫、成味　　恵、大貫　　毅、木原　香織、金杉　　浩
済生会山形済生病院　産婦人科

【目的】胎盤や筋腫の位置的影響などで、子宮底部横切開が下部横切開や体部縦切開より有効と考え
る症例には本法での帝王切開を導入している。今回、出血量とその増減に関与する因子に関して検
討した。【方法】平均値の検定にはStudent t 検定、割合（％）の検定にはカイ二乗検定、出血量の
増減に関与する因子の抽出及び因子の関与の度合いは重回帰分析を用いて解析した。検定の有意水
準は５％に設定した。【結果】現在まで15症例に子宮底部横切開法を施行したが、適応となった理由
は様々である。その中で、全前置胎盤で癒着胎盤が疑われるが胎盤が前壁の為に底部横切開し
cesarean hysterectomyを施行した８症例を選び、同様の症例で胎盤が前壁にない為に体部縦切開し
cesarean hysterectomy施行した10症例と比較検討した。底部横切開群と体部縦切開群で、平均出血
量（以後羊水含）は1075.4±419.9mlと1728.4±788.3mlで、統計学的には有意ではないが底部横切開
群で少ない傾向が見られた（0.05＜ｐ＜0.1）。また統計学的に有意に異なる因子は術後病理所見で
あった（ｐ＜0.05）。重回帰分析の結果、出血量の増減に関与する因子は手術時間であり（ｐ＜0.05）、
また統計学的には有意ではないが術後病理所見がpercretaであること、体部縦切開であることが出
血量を増加させる因子であることも示唆された（0.05＜ｐ＜0.1）。【結論】解析の結果から、底部横
切開法が体部縦切開法より出血量が少ないことが示唆された。術後病理所見がpercretaの症例では、
手術時間が延長しかつ出血量が増加していたことは明らかなことである。
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O-43 全前置胎盤のエホバの証人に対して帝王切開術および緊急子宮全摘術を無輸血
にて行い、救命し得た一例

○杉浦聡一郎、土肥　　聡、田中　政彰、井上　正樹
金沢大学　産婦人科

（症例）32歳女性、G0P0、自然妊娠にて近医にて妊娠管理されていたが、全前置胎盤でありエホバ
の証人患者であったことから、妊娠31週にて分娩管理目的に当科紹介入院となった。輸血未施行時
の免責証明書あり、また希釈式自己血・セルセーバー・アルブミン・止血製剤の使用は可能との内
容であった。妊娠経過は順調であり、胎児にも明らかな異常は指摘されていなかった。予定での子
宮全摘は回避したいとの患者希望を優先し、帝王切開を施行した。セルセーバを待機し、尿管ステ
ント留置、内腸骨/総腸骨動脈バルーンカテーテル留置した上で、希釈式自己血を利用しながら、全
身麻酔下にて手術を施行した。出生児はsleeping baby、2506g、Apgar score 8/8、児覚醒後は特記
事項なし。術中出血1130mL（羊水含、胎盤剥離前600mL・胎盤剥離後530mL）であり、子宮収縮は
良好でバイタルも概ね安定していた。ICU帰室後血圧低下あり、また術後２時間で580gの性器出血、
Hb 7.4g/dL、経腹超音波でも子宮内に多量のEcho Free Spaceを認め、弛緩出血と判断。輸血拒否
されていること、vital signもshock index1.0を上回っていたことから、緊急子宮全摘術を行った。術
中出血量は930mLでICU帰室後のHbは4.6g/dLであった。術後は酸素消費量抑制のため鎮静下人工
呼吸による管理が施行された。ICU退室後、母児共に経過良好につき退院となった。（結語）術前よ
り大量出血が予想された、エホバの証人の症例を経験した。今後は全前置胎盤を有する輸血拒否患
者での対応および治療プロトコルの確立が望まれる。

O-44 産科危機的出血に対する大量輸血中に心肺停止になり救命しえた一症例

○佐々木　徹、土肥　　聡、田中　政彰、茅橋　佳代、杉浦聡一郎、山内　博史、山崎　玲奈
　野村　一人、井上　正樹
金沢大学　産婦人科

緒言）妊娠女性の心肺停止は２～５万妊娠に１例の稀な病態であり、その原因は多岐にわたる。今
回、産科危機的出血をきたし大量輸血中に心肺停止になり蘇生しえた症例を経験したので報告する。
症例）31歳女性G0P0。自然妊娠で経過順調、妊娠38週に前医で自然分娩となった。児娩出後、癒着
胎盤認め用手剥離したところ大量出血をきたした。癒着胎盤による産科危機的出血との情報で、当
科に緊急母体搬送となった。このとき前医での治療内容の詳細は得られず。病着時、頸動脈が微弱
に触れるのみであり重度のショックを認めた。RCC10単位を急速輸血中に徐脈性PEAとなり、ACLS
を開始した。K9.6mEq/Lと著明な高カリウム血症を来しておりCa製剤、炭酸水素Na製剤投与を開
始した。22分間の蘇生処置で自己心拍再開を認めた。その後前医からの情報で当科に搬送される前
にRCC16単位輸血されていたことが判明した。手術室にて子宮摘出術、会陰裂傷縫合術施行し止血
に成功、ICU管理を経てPOD10で前医に転院となった。総輸血量はRCC52単位、FFP46単位、PC40
単位であった。転院時、全身状態は良好で神経学的後遺症は認められなかった。結語）本症例では
分娩後の胎盤剥離部・頸管裂傷部からの出血コントロール不良で大量輸血施行し高カリウム血症に
より心肺停止に至った。限られた情報の中で対応せざるを得ない産科危機的出血では最悪の事態に
も対応できる用心深い姿勢が求められる。
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O-45 遺伝子組み換え型ヒト可溶性トロンボモジュリンの産科大量出血に合併した
DICに対する効果の検討

○佐藤　孝洋、末永香緒里、片桐未希子、北村　真理、濱田　裕貴、西郡　秀和、杉山　　隆
　菅原　準一、八重樫伸生
東北大学　産婦人科

【目的】DIC治療薬である遺伝子組み換え型ヒト可溶性トロンボモジュリン（rTM）は、感染症また
は造血器悪性腫瘍に合併したDICに対し、未分画ヘパリンを対照薬とした二重盲検比較試験にて非
劣性が検証されている。しかし、産科DICに対してrTMを用いた報告は少ない。今回われわれは当
科にて経験した産科大量出血に合併したDIC症例36例に対し後方視的検討を行った。【方法】2006年
４月から2011年３月までに、当科にて治療された産科大量出血にDICを合併した症例を対象とした。
2006年４月から2010年３月までに治療された26例はrTM投与を実施せず（control group）、2010年
４月から2011年３月までに治療された10例にはrTM投与を実施した（rTM group）。Control group26
例はガベキサートメシル塩酸（GAB）の投与を実施し、rTM groupにはGAB投与は実施しなかった。
また、症例ごとに必要に応じて、新鮮凍結血漿、赤血球濃厚液、濃厚血小板、AT3製剤の投与を実
施した。DICについてはJMHW DIC基準にて診断した。【結果】両グループを比較して、患者背景、
総出血量、輸血量などに有意差は認めなかった。DICスコアは両グループとも治療後に著明に改善
した。投与２日目において、control group と比較してrTM groupではＤダイマーの改善に有意な差
を認めた。出血症状の発生率もcontrol group 対rTM groupで投与１日目に42.3%対22.2％、投与２
日目に19.2%対11.1％と低下に差を認めた。大きな有害事象は、両グループにおいて認められなかっ
た。【考察】今回の検討で産科大量出血に合併したDICに対する補助的薬物治療として、rTMは有用
で安全に使用できるものと考えられた。

O-46 当院における骨盤臓器脱に対するTVM手術180例の成績

○沼田　佳苗、西川　　鑑、川俣あかり、南　　妃奈、二瓶　岳人
NTT札幌病院　産婦人科

【はじめに】TVM（Tension-free vaginal mesh）法は、メッシュを使用した骨盤臓器脱手術の標準
化を考え考案された術式である。メッシュ素材の使用により低侵襲性と成績改善が期待されるが、
メッシュという異物を体内に留置することによる合併症や盲目的に操作を行うことによる合併症等、
TVM特有の合併症も報告されている。【目的】当院における2007年のTVM導入からこれまでの手術
成績を評価することを目的とした。【対象と方法】対象は2007年７月～2012年３月に当院でTVM手
術を施行した180例とし、術中・術後合併症および術後再発、排尿障害・尿失禁について検討した。
【結果】平均手術時間は85.4分、平均出血量は128.4gであった。術中合併症として膀胱損傷６例、輸
血を必要とした大量出血１例があった。直腸損傷をきたした症例はなかった。術後合併症はメッシュ
露出５例、血腫形成２例、排尿障害１例で、持続する疼痛や創部感染をきたした症例はなかった。
また、de novo SUIは31例にみられた。再発と考えられた症例は８例であり、そのうち再手術を要し
た症例は4例であった。【考察】TVM手術は再発率が低く、術後の膣の状態も狭窄等がなく、優れた
術式と考えられた。しかし、重篤な合併症は少ないものの、穿刺操作により大量出血をきたすこと
もあるため留意が必要である。
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O-47 当院における骨盤臓器脱の検討

○若木　　優１）、鈴木　りか１）、宍戸　啓一２）

　１）大原綜合病院　産婦人科
　２）寿泉堂綜合病院　泌尿器科

【はじめに】骨盤臓器脱の評価法は施設によって異なる。またその治療に関し、子宮摘出や腟閉鎖術
等の従来法に加え近年メッシュによる治療法が開発されている。当院では骨盤臓器脱の評価にPOP-
Qシステムを用い、症例によりメッシュによる治療法（TVM）を選択している。今回、症例の検討
と再発症例を提示し報告する。【対象】2009年９月から2012年３月までに当院で診断・手術施行され
た計49症例。診断と手術前後の評価に関して検討した。【結果】平均年齢71歳。症例は膀胱瘤17例、
子宮下垂＋膀胱瘤＋直腸瘤10例、子宮下垂＋膀胱瘤８例、子宮摘出後腟脱８例、子宮下垂６例。術
式は従来法13例、TVM36例。術前後評価では、腫瘤感は41例で改善、８例で再発。排尿障害は術前
に32例認め、そのうち20例で改善した。再発までの期間は６か月以内、再手術を要したものは６例
であった。【症例提示】74歳　４経妊４経産、数年前より子宮下垂のため近医にてリングペッサリー
を挿入されていたが、何度も脱出するため手術目的に当科を紹介された。術前評価では子宮下垂と
直腸瘤はPOP-Q stage2、膀胱瘤はPOP-Q stage1と軽度であった。子宮下垂を主とした骨盤臓器脱で
あり、また腟壁びらんが顕著であったため、メッシュの挿入が困難と判断し従来法を施行。手術４
か月後より下垂感を自覚し、手術６か月後にPOP-Q stage2の膀胱瘤を確認、また排尿障害が顕著な
ため再手術となった。再手術にはTVM法を選択し、現在再発は認めない。【まとめ】術前評価では
膀胱瘤が多く、術式としてTVM法は有効であると考える。再手術率は12％と高めであり、術式の熟
考が必要である。今後も症例を重ね、検討を続けたい。

O-48 子宮全摘出後の腟脱症に対するTVM手術の検討

○後藤公美子、渡部佐和子、野崎　綾子、箱山　聖子、奥　毅公雄、早貸　幸辰、平山　恵美
　菅原　照夫、奥山　和彦、晴山　仁志
市立札幌病院　産婦人科

【目的】 子宮全摘出後腟脱症に対するTVM手術の有効性を検討する。【方法】 2008年８月から2011
年11月までの期間に、当院においてTVM手術を施行した206例のうち子宮全摘出術後腟脱症例３6例
の平均年齢、経産回数、既往術式、TVM術前治療、既往手術から再発までの期間、TVM術式、手
術時間、出血量、術中・術後合併症について検討した。　【成績】 2008年８月から2011年11月までの
期間に、当院における子宮全摘出術後の腟脱症例は36例、TVM手術に占める割合は17.5％であった。
平均年齢は70.4歳（48-86歳）、平均経産数1.97回 （0-5回）であった。既往子宮摘出手術は腹式14例、
腟式22例であった。TVM 手術前の治療は、手術（腟式子宮全摘2例、腟式子宮全摘＋腟壁形成11例、
腟式子宮全摘＋腟壁形成＋仙棘靭帯固定2例）を15例に、ペッサリーリング装着を14例に行い、未治
療は7例であった。前回のPOP手術後再発した13例の検討では、前回手術から今回のTVM手術まで
の期間は平均11.7年であった。術式はC-TVM20例、A-TVM4例、P-TVM12例で、平均手術時間89.8
分（40-165分）、平均出血量58.5ml （0‐250ml）であった。術中合併症は膀胱損傷1例のみでその他
の合併症はなかった。術後合併症として間欠的自己導尿症例を4例に認めたが、いずれも3-6か月間
で離脱した。2011年11月現在において再発例はなく、全例に自覚症状の改善を認めた。【結論】 子
宮全摘出後の腟脱に対するTVM手術は、子宮未摘出例と同様に合併症が少なく、自覚症状の改善に
寄与し、観察期間は未だ短いが、POP再発予防の点で有効な治療法であることが示唆された。
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O-49 閉経後女性の内臓脂肪局所におけるコルチゾール産生制御機構の解析

○山谷　日鶴、高橋　一広、阿部　尚弘、竹原　　功、漆山　敬子、須藤　　毅、太田　　剛
　倉智　博久
山形大学　産婦人科

【目的】脂肪組織内のグルココルチコイド活性化が、メタボリック症候群の中核をなす基盤病態とし
て注目されている。不活性型のcortisone （IC） を活性型のcortisol （AC） に変換する酵素は11β-
hydroxysteroid dehydrogenase （HSD） 1であり、ラットではエストロゲンにより発現が抑制され
ることが知られている。今回の目的は、閉経後の内臓脂肪において、11β-HSD1の発現およびAC合
成が亢進しているのか否か、またその制御機構を明らかにすることである。【方法】倫理委員会の承
認後、婦人科手術患者40名（有経16名、閉経24名）から書面にて同意を得た上で、内臓脂肪である
大網および皮下脂肪を摘出しRNAを抽出した。1）11β-HSD1 mRNA発現をreal-time PCR法で測定
した。2）有経・閉経各8名の脂肪組織中のAC、IC、エストロゲン （E1、E2） 濃度を測定した。
【結果】1）有経群に比較し閉経群の内臓脂肪で11β-HSD1の発現は有意に高かった （p＜0.01）。2）
有経群に比較し閉経群の内臓脂肪でAC/IC比は有意に高かった （p＜0.01）。閉経後の内臓脂肪で、
E1/E2比がBMIに相関して有意に増加し （p＜0.05）、AC/IC比はE1/E2比に伴って有意に上昇した 
（p＜0.05）。【考察】閉経後の内臓脂肪で11β-HSD1の発現が増加することが明らかになり、ヒトで
もエストロゲンは11β-HSD1の発現を抑制すると考えられた。BMIの増加に伴い、生理活性の低い
E1合成がE2に比較して優位になるため、内臓脂肪局所でのグルココルチコイド活性化がおこってい
る可能性が示唆された。

O-50 受診患者における心の健康と血中レプチン・唾液中ストレス関連物質解析の試み

○小宮ひろみ１）、巌　　美希２）、吉田　史子２）、高野佳寿子３）、丹羽　真一４）

　１）福島県立医科大学　性差医療センター、２）福島県立医科大学　産婦人科
　３）福島県立医科大学　心身医療科、４）会津医療センター　精神神経科

【目的】レプチンは脂肪細胞から分泌され、代謝や生殖を制御している物質として知られている。近
年レプチン低下が気分障害、うつなど心の健康に関連している可能性が動物実験で報告されてきた。
ヒトにおいてもレプチン低下と心の健康についての研究が散見されているが、その関与については
いまだ明らかではない。本研究では、当センター性成熟期患者における心の健康の特徴を明らかに
するため、その評価指標、血中レプチン、唾液中ストレス関連物質を測定し、健康婦人と比較した。【方
法】2010年から2011年まで当センターを受診した29名の性成熟期患者（患者群）を対象とした。患
者は子宮筋腫などの器質的疾患、月経前緊張症、不定愁訴のため受診した。心の健康の指標として
SF-36、SRQ-D、STAIを用い、血中レプチン値、ストレス反応を反映する唾液中クロモグラニンA
（CgA）及びコルチゾール値を測定した。また、年齢、BMIを一致させた健康婦人26名を患者群と
比較した。さらに、両群間においてBMI別に比較検討した。本研究は当院倫理委員会において承認
を受け、患者及び健康婦人の同意の下、施行された。【成績】患者群において健康婦人群と比較し、
SF-36の有意な低下、SRQ-D・STAIの有意な上昇を認めた。血中レプチン値は健康婦人群に比較し
患者群において有意に低下していた。唾液中CgA値とコルチゾール値は両群間で有意差がなかった。
BMI別の比較でも有意差を認めなかった。【結論】本研究において当センター受診患者は、健康婦人
に比較し、BMIと無関係に、心の健康と血中レプチン値が有意に低下していることが明らかになっ
た。心の健康とレプチンの関与について症例数を増やし検討していきたい。
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O-51 エストロゲンの末梢または中枢投与が閉経肥満モデルマウスのうつ症状改善に
与える影響

○米澤　理可１）、和田　　努２）、笹岡　利安２）、鮫島　　梓１）、齋藤　　滋１）

　１）富山大学　産婦人科
　２）富山大学　病態制御薬理学

 [目的]更年期における血中エストロゲン（E2）の欠乏はうつ症状の発現と関連しており、E2補充療
法はうつ症状を改善することが知られているが、そのメカニズムはまだわかっていない。また肥満
もうつを合併しやすいことから、今回閉経肥満モデルマウスを作成し、E2を末梢、中枢選択的に投
与し、その改善効果を比較検討した。[方法] 雌C57BL/6マウスをコントロール群、卵巣摘出後6週間
高脂肪食を負荷した群（OVX-HF）、OVX-HFに対して陽性コントロールとして抗うつ薬（イミプラ
ミン）を腹腔内投与する群、治療群としてE2皮下投与（50μg/kg/day）群（E2 SC）、E2脳室内投
与（1μg/kg/day）群（E2 ICV）の計5群に分類し、浸透圧ポンプを用いて皮下または脳室内にE2
を14日間持続投与した。その間に代謝ケージによる自発運動量の測定とうつを評価するための行動
実験（尾懸垂試験、強制水泳試験）を行った。 [成績]OVX-HFはコントロールと比較して有意な自
発運動量の低下（443 vs 317count）を認め、E2 ICVはそれを改善した（390count）。またOVX-HF
は尾懸垂試験で有意な不動時間の延長（72.9 vs 116.0秒、P＜0.05）を認め、イミプラミンで改善
（49.0秒、P＜0.01）し、E2 SCで改善（66.3秒、P＜0.01）、E2 ICVで改善傾向（91.9秒）を認めた。
強制水泳試験でもOVX-HFは有意な不動時間の延長（66.8秒 vs 123.6秒、P＜0.05）を認めたが、イ
ミプラミンで有意な改善（41.7秒、P＜0.01）とE2 SC、E2 ICVともに改善傾向（87.5秒、95.6秒）を
認めた。[結論]閉経肥満モデルマウスにおいて、E2は中枢投与により自発運動量を増加させ、また
全身投与、脳室内投与ともにうつ症状を改善することが示唆された。

O-52 当科におけるASC-US症例の臨床像

○竹浪奈穂子、松浦　基樹、玉手　雅人、谷垣　衣理、早川　　修
北海道社会事業協会帯広病院　産婦人科

【緒言】子宮頸部細胞診においてASC-USと判定された場合にはハイリスクHPVの有無を検索するこ
とが推奨されているが、当科においてASC-USと診断された症例の臨床像および経過について検討
した。【方法】平成22年1月から平成23年12月までに当科で子宮頸部細胞診を施行した12141例のうち、
ASC-USと診断された231例の中でハイリスクHPVの検索を行った73例を対象に臨床背景や細胞診
の経過などにつき検討した。【結果】ハイリスクHPVの検索を行った73例のうち、陽性であったの
は48例（65.8％）、陰性は25例（34.2％）であった。平均年齢は陽性群で38.6±11.3歳、陰性群で37.8±8.1
歳、閉経後の症例は陽性群で３例（6.2％）、陰性群で1例（4.0％）であった。初めて細胞診異常を指
摘された症例の割合は陽性群で40例（83.3％）、陰性群で22例（88.0％）、また陽性群において最終的
にCINと診断されたのは31例（64.6％）で内訳はCIN1:17例、CIN2:11例、CIN3:3例であり、7例にお
いて子宮頸部円錐切除術を施行、31例のうち19例（39.6％）は6ヶ月後には細胞診がNILMとなった。陰
性群においてはCINと診断された症例はなく、細胞診異常が続いたのは１例のみ（1年後にもASC-US
継続）であった。陽性群の中で初回のコルポパンチによりCINが検出されなかった症例は17例あるが、
すべての症例が1年後には細胞診がNILMとなった。【考察】ASC-US症例ではハイリスクHPVの有無
により、その後の臨床経過は大きく異なることがわかった。ASCCP2006では1次検診における細胞
診とハイリスクHPV検査の併用が推奨されており、我が国においても費用対効果の問題はあるが、
併用の必要性に関してさらなる検討が必要であろう。
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O-53 当院のASC-US症例におけるHPV-DNA検査とその予後について

○井上　清香、白石あかり、工藤　梨沙、本多　啓輔、加勢　宏明、加藤　政美
厚生連長岡中央綜合病院　産婦人科

　ASCUSとは、「意義不明な異型扁平上皮細胞」のことであり、単なる炎症などによる反応性変化
かHPV感染による変化か不明瞭なものが分類されている。
　2010年1月から2011年11月までの167件のASCUS症例におけるHPV-DNA検査とその予後につい
て検討した。対象の年齢は16歳から82歳までの平均39.8歳。初めての細胞診異常としてASCUSを指
摘された症例は71例であった。HPV-DNA検査を施行した84例中、high riskHPV感染は21例（25.0％） 
であった。様々なHPV亜型が確認され、16・18型以外のhigh riskHPV感染例も21例中16例、（76.2％）
でみられた。High risk HPV感染21例から、軽度異形成7例、中等度異形成７例、上皮内癌１例がみ
られた。中等度異形成以上の症例８例中６例（75.0％）は、High risk HPVの重複感染例であった。

O-54 子宮頸部腺系病変細胞診判定でのスコアリング・システムの応用とその有用性の
検討

○田中　創太１）、岡本　　聡１）、黒澤　大樹１）、永井　智之１）、大槻　健郎１）、永瀬　　智１）

　高野　忠夫１）、新倉　　仁１）、伊藤　　潔２）、八重樫伸生１）

　１）東北大学　産婦人科
　２）東北大学　災害科学国際研究所　産婦人科

【はじめに】子宮頸部腺系病変は近年増加傾向であり早期発見が重要であるが、その細胞診判定は明
確な判定基準が未だ確立されておらず、治療対象例の絞り込みに苦慮している。今回我々は上皮内
腺癌以上の病変を拾い上げる目的でIoffeらが提唱した子宮頸部腺病変診断のためのスコアリング・
システムを応用し判定に有用であるかを検討した。【対象・方法】当院で2008年以降に子宮頸部細胞
診で子宮頸部腺系病変を推定し、円錐切除術以上の治療が行われた27例を対象とした。術前細胞診
をスコアリング・システムを用いて判定し、組織診の結果と対比した。細胞診はIoffeらのスコアリ
ング・システムを以下のように応用した。まずA核重積性、B核異型度、C核分裂像の3項目に分け、
AとBは所見なしを0、軽度を1、中等度を2、高度を3とし、Cは最も目立つ2集塊の核分裂像の平均
を求め、核分裂像なしを0、集塊あたり0.5以下を1、集塊あたり0.6～3.0を2、集塊あたり3.0以上を3
とした。合計スコア0～3を良性、4～5を腺異形成、6～9を上皮内腺癌以上と判定した。【結果】全27
症例中、細胞診の推定組織型が腺異形成であった症例が4例、上皮内腺癌以上であった症例が23例で
あり、組織診が一致したのはそれぞれ0例、21例だった。不一致症例6例中、過大評価例が5例、過小
評価例が1例だった。細胞診と組織診との一致率は全体で78％であり、上皮内腺癌以上に限ると91％
であった。【まとめ】現在当院で行っている細胞診判定に応用したスコアリング・システムは上皮内
腺癌以上の病変を拾い上げることに有用であると考えた。
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O-55 日本の子宮頸癌を誘発する高リスクHPV型の検討

○笹川　寿之、山口　直孝、藤田　智子、高木　弘明、柴田　健雄、閨谷奈津子、早稲田智夫
　藤井　亮太、牧野田　知
金沢医科大学　産婦人科

【目的】 HPV16、18型の感染予防ワクチンやHPV型判定の意義を明らかにするため、日本の頸癌の
HPV感染頻度や高リスクHPV型を明らかにする。【方法】同意を得て採取した298例の浸潤頸癌組織
からDNAを抽出し、Roche Linear Array法、Kurabo, GeneSQUARE法、CBC, PANA Array法、MBL,
Genesearch-31法を用いてHPV型判定を行った。【成績】全体のHPV陽性率は92％であった。扁平上
皮癌97％、腺扁平上皮癌89％、腺癌74％、未分化・小細胞癌85％にHPVは陽性であった。感染頻度
の高い順に、HPV16；46％、HPV18；16％、HPV52；9.9％、HPV31；5.3％、HPV58；3.9％であっ
た。82％が単独HPV型感染であり、HPV35型以外のほとんどの高リスク型HPVは単独型感染例を認
めた。一方、HPV6、11、26、35、54、61、66型は単独型感染例はなかった。高リスク型とされて
いないHPV53、67、69型に単独型感染例を認めた。なお、欧米で高リスク型と考えられているHPV73、
82型は検出されなかった。これは用いたアッセイ系の問題であると考えられた。患者年齢別の
HPV16、18型の頻度は、20歳代、30歳代、40歳代、50歳代、60歳代、70歳以上で、それぞれ89％、
73％、70％、61％、36％、47％であった。【結論】子宮頸癌の95％にHPVが関与している。日本の
頚癌を誘発する型は、HPV16、18、31、33、39、45、51、53、56、58、59、67、68、69の14型であ
り、HPV26、35、66型の関与は少ない。今後、高リスクHPV型を見直す必要があるかもしれない。
HPV16、18型ワクチンによって76％の若年（20-30歳代）頸癌は防止できるだろう。

O-56 胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術を施行した双胎間輸血症候群の７例と胎
児心機能計測

○小澤　克典１）、宮下　　進１）、室本　　仁１）、室月　　淳１）、八重樫伸生２）

　１）宮城県立こども病院　産科
　２）東北大学　産婦人科

　当院では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
下胎盤吻合血管レーザー凝固術（FLP）を導入した。2012年４月までにTTTS７例に対してFLPを
試みた。FLPの適応は、従来どおりQuintero分類 Stage I～IVとした。紹介元は岩手県２例、秋田県
２例、山形県２例、宮城県１例。紹介週は17週３日～21週４日で、FLP施行週は18週６日～21週４
日。Quintero分類でstage I １例、stage II ３例、stage IIIa ３例。母体合併症は０/７例、手術転帰
は６/７例で完遂しており、隔膜穿孔 １例、胎盤早期剥離（術後29日）１例であった。妊娠転帰は
正期産１例、早産（25週１日～34週０日）５例であり、児の転帰は生存退院 ９児、胎児死亡 ２児、
新生児死亡 １児であった。胎児の心循環動態の評価方法は難しく未だ一定していないが、我々は従
来の超音波検査法に比べて精密な計測が可能である位相差トラッキング法を用いて胎児心機能の評
価を試みた。当院でFLPを行ったTTTSのうち、両児とも症状が改善した４例の胎児心筋の収縮期・
拡張期最大速度、ストレインレート（SR）、および心室内径変化（Fractional Shortening）を計測し、
FLP前後の変化をみた。Recipientの収縮期SRの減少は後負荷の増加を反映している可能性がある。
さらにdonorでは左室で収縮期SRの減少、FSの増加が見られた。Recipient、donorともに拡張SRが
減少し、左室コンプライアンスの変化を示している可能性がある。
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O-57 胎児胸水に対して胸腔－羊水腔シャント術を施行した７症例

○鈴木久美子１）、生野　寿史１）、田村　知子１）、佐藤ひとみ１）、山口　雅幸１）、芹川　武大１）

　和田　雅樹２）、高桑　好一１）

　１）新潟大学　総合周産期母子医療センター　産科
　２）新潟大学　総合周産期母子医療センター　新生児科

【諸言】胎児胸水は約12000妊娠に１例の割合で発症すると言われている。進行性の胎児胸水は肺低
形成および胸腔内圧上昇による循環不全から胎児水腫をきたし予後不良とされる。今回、当科にて
胎児胸水症に対して胸腔-羊水腔シャント術を行った７症例において検討を行うことを目的とした。
【対象と方法】2003年１月から2012年４月までの期間に胎内治療の適応と判断された胎児胸水例に対
して胸腔－羊水腔シャント術を施行した７症例を対象とし、臨床背景・妊娠経過および出生後予後
等に関して後方視的に検討を行った。【結果】胎児胸水の診断週数は17週０日～30週２日（平均21.4
週）、施行週数は23週１日～32週５日（平均28.6週）であった。胎児水腫は５例に認められ、シャン
ト術施行後の皮下浮腫改善は３例であった。シャント術施行後に胸水再貯留を認めた例は４例であ
り、施行から分娩までの期間は９日～118日（平均37.3日）であった。留置に伴う有害事象はシャン
ト不全 ４例、preterm PROM ３例、卵膜剥離 １例、カテーテル脱落 １/13手技、子宮内出血 １例
であり、留置から前期破水発症までの期間は９日～22日であった。母体合併症はMirror症候群１例、
妊娠高血圧症候群および産褥子癇１例であり、切迫早産管理を要した例は４例であった。出生後予
後では、早期新生児死亡を３例に認めたが、生存例４例（生存率57.1％）は１歳時点において正常
発育で経過している。【結語】シャント術施行に伴う重篤な母児合併症は認められなかったが、術当
日の前期破水が１例に認められた。手術施行後の皮下浮腫改善は半数以上に認め、生存率は57.1％
であった。

O-58 胎児水腫を発症し異なる転帰を辿った胎児21トリソミーの３症例

○川村　裕士１）、佐々木博正１）、篠倉　千早１）、平吹　信弥１）、干場　　勉１）、朝本　明弘１）

　中田　裕也２）、小林あずさ３）

　１）石川県立中央病院　いしかわ総合母子医療センター　産婦人科
　２）石川県立中央病院　いしかわ総合母子医療センター　新生児科
　３）金沢医科大学　小児科

【諸言】trisomy21新生児の約10％に一過性の類白血病反応（transient abnormal myelopiesis; TAM）
を発症する。多くは無症候性で自然寛解するが、胎児期に発症し胎児水腫となって死亡する重篤な
経過を辿るケースもある。当院で経験した胎児水腫を伴うtrisomy21において、TAMと考えられた
３症例について報告する。【症例】症例１は40歳１経産、ICSI後の双胎（DD）妊娠の１児。妊娠14
週で胎児水腫を指摘され紹介。胎児発育は良好であった。外来経過観察中に胎児水腫は自然に改善、
消失した。妊娠36週５日、選択的帝王切開にて第２子として出生。生後に染色体検査を行いtrisomy21
と診断。肝線維化マーカー高値持続を認め、TAMの胎内発症と考えられた。症例２は44歳２経産
婦。妊娠24週でFGR（－1.8SD）の精査目的に紹介。26週で胎児腹水出現。羊水検査にてtrisomy21
と診断。29週４日胎児水腫によるIUFD、30週３日死産。症例３は37歳初産婦。31週前医受診時に
羊水過多/double bubble signを認め胎児十二指腸閉鎖が疑われた。切迫早産のため32週４日当院母
体搬送。36週３日に胎児水腫出現し、36週４日で緊急帝王切開施行。出生児は全身浮腫著明、肝腫
大、鎖肛あり。白血球異常高値、肝不全、DICを認めた。染色体検査でtrisomy21と判明。末梢血芽
球細胞CD41抗原陽性、GATA-1遺伝子変異陽性であり、TAMと診断された。化学療法を含む集中
治療が行われたが、日齢36で永眠となった。【結論】trisomy21で胎内発症するTAMは、一過性で軽
快するものから胎児死亡に至る予後不良例も存在する。高齢妊娠や胎児奇形でtrisomy21が考えられ
る場合、TAMによる胎児水腫の出現も念頭において妊娠管理を行う必要がある。 
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O-59 羊水検査で正常核型と診断された不均衡型転座の児の１例

○浅野　拓也１）、嶋田　浩志１）、齋藤　雅恵１）、竹田　倫子１）、岡村　直樹１）、足立　憲昭２）

　山田　崇弘３）、蒔田　芳男４）、寺本　瑞絵５）、遠藤　俊明５）、齋藤　　豪５）

　１）市立釧路総合病院　産婦人科
　２）市立釧路総合病院　小児科
　３）北海道大学　産科／臨床遺伝子診療部
　４）旭川医科大学　遺伝子診療カウンセリング室
　５）札幌医科大学　産婦人科

【緒言】
　羊水検査（Ｇ分染法）で正常核型と診断され、分娩後、不均衡型転座が判明した症例を経験した
ので報告する。
【症例】
　症例は31歳、３経妊１経産。妊娠24週以降に水頭症、口唇裂、単一臍帯動脈、胎児発育不全が判
明し、羊水染色体検査を施行したところ、結果は46、XX正常核型であった。
　在胎37週２日に帝王切開で出生。体重1706gの女児でApgar scoreは8-9 （１ ’ －５ ’ ）、口唇裂、単一
臍帯動脈、脳梁部分欠損、水頭症、滑脳症、仙骨形成異常、肋骨の異常（13対）を認め、日齢６日
に急性循環不全のため永眠された。
　児のリンパ芽球によるＧ分染法で、21番染色体長腕の部分欠失ならびに由来不明な染色体断片の
付加を認めた。両親に対し十分なカウンセリングの後、両親のG分染法を実施したところ父親は正
常核型であったが、母親に46、XX、t（8;21）（p23.1;q22.2）の均衡型転座が判明した。そのため、
児の核型は46、XX、der（21） t （8;21）（p23.1;q22.2）matとなった。
　その後第３児を妊娠し、他院において遺伝カウンセリング及び絨毛検査が施行された。Ｇ分染法
に加え８番・21番染色体の高精度分染法、8p、8q、21q端部のプローブを用いたFISH法で、児の核
型は母と同様46、XY、t（8;21）（p23.1;q22.2）matであることが判明した。
【考察】
　本症例では転座部位が微細であり、羊水検査では胎児の染色体異常を検出できなかった。線維芽
細胞とリンパ芽球様細胞の標本の違いや児の表現型と羊水検査結果の解釈には注意が必要であった
と考えられた。
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P-01 子宮頚部乳頭状扁平上皮癌を呈した１例

○鈴木　利理、寺本　瑞絵、岩崎　雅宏、新開　翔太、田渕　雄大、池田　桂子、鈴木　美和
　高橋　　円、長澤　邦彦、田中　綾一、伊東　英樹、齋藤　　豪
札幌医科大学　産婦人科

　子宮頚部乳頭状扁平上皮癌（PSCC）は組織学的に稀な子宮頚部悪性腫瘍である。今回我々は、
PSCCの１例を経験したので文献的考察を加えて報告する。症例は34歳、２経妊２経産。不正性器
出血を主訴に来院。肉眼的に子宮頚部に乳頭状に隆起した腫瘍を認め、浸潤癌を疑う所見であった。
細胞診では炎症・出血性背景に、クロマチン増量、核形不整、核大小不同を示す扁平上皮系の異型
細胞集塊を認め、扁平上皮癌と診断された。生検組織診では異型扁平上皮の乳頭状増殖を認めたが、
上皮内癌の形態を示し、浸潤所見は判然としなかった。またMRIでは子宮頸部に限局した最大径
44mm大の腫瘤を認め、CTでは明らかなリンパ節転移・多臓器への転移は認めなかった。よって本
症例では臨床進行期分類IB２期と診断し、腹式広汎子宮全摘術＋骨盤リンパ節廓清を施行した。摘
出標本は肉眼的に頸部全周性に乳頭状増殖を示す腫瘍を認めた。表層は乳頭状増殖を示すが、間質
内へ胞巣状に浸潤増殖を示し、乳頭状扁平上皮癌pT1b2N0M0、ly（－）、v（＋）と診断された。術
後は追加療法として化学療法を施行しており、現在のところ再発・転移は認めていない。PSCCは
乳頭状に外向性増殖し、その部位の細胞診や生検は上皮内癌を示すのに対し、間質浸潤部は通常の
非角化型扁平上皮癌の像を示す。よって術前に間質浸潤を証明することが難しく、上皮内癌と過小
評価されることがある。また良性の乳頭状病変、疣状癌との鑑別を要する疾患である。本症例も組
織診では上皮内癌を呈し浸潤は判然としなかったが、細胞診や肉眼像・画像診断などの臨床所見を
総合的に判断し診断に至った。

P-02 子宮頚部原発のlymphoepithelioma-like carcinoma（LELC）の１例

○経塚　　標１）、鈴木　　聡１）、古川　茂宜１）、添田　　周１）、渡辺　尚文１）、西山　　浩１）

　喜古雄一郎２）、藤森　敬也１）

　１）福島県立医科大学　産婦人科
　２）福島県立医科大学　病理

症例　31歳、４経妊２経産。不正性器出血を主訴として前医を受診。子宮頚部に４－５cm大の肉眼
的腫瘍があり、悪性疾患疑われたため当院紹介となった。当院での細胞診では、ライトグリーン、
オレンジＧともに好性で、核型不整の異型細胞の層状集塊と、一部にリンパ球様細胞の集塊を認め、
組織診では角化傾向の乏しい扁平上皮癌の間質浸潤あり。またMRI、CT画像所見では腫瘍は子宮頚
部に限局しており、SCC：22ng/mlと上昇していた。子宮頸癌1b2の診断にて広汎子宮全摘（卵巣温
存）術施行された。病理組織学的に、腫瘍は辺縁境界明瞭で腫瘍細胞の包巣周囲に高度のリンパ球、好
酸球、形質細胞の浸潤を認め、LELCと診断した。TNM分類：T1b2N0M0、脈管侵襲をみとめ術後
追加放射線療法を施行された。LELCは通常、咽頭、唾液腺、胸腺に発症し、病理学的には大型で
未分化な腫瘍性上皮細胞と著名なリンパ球浸潤を特徴とする。また子宮頚部悪性腫瘍においては0.5
～8.5％を稀な疾患であり、リンパ節転移の頻度が低く、通常の子宮頚部扁平上皮癌に比べ予後良好
である。同腫瘍は鼻咽頭癌と同様にEpstein-barr virus（EBV）の関連や、高リスクHuman papilloma 
virus（HPV）との関連を示唆する報告があるが一定の見解には至っていない。今回当症例にて両ウ
イルスとの関連、また浸潤する背景のリンパ球由来について免疫学的に検索したので報告する。
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P-03 TC療法が著効した子宮体癌、子宮頚癌の重複癌の一例

○山内　愛紗、千葉　仁美、柞木田礼子、湯沢　　映、森川　晶子、佐藤　秀平
青森県立中央病院　産婦人科

　症例は35歳女性、妊娠分娩歴は０妊０産で既往歴は特になし。平成23年５月から外陰部に疼痛、
腫瘤感、出血があった。６月より症状悪化し７月21日に前医初診。腟壁から外陰部にかけて疼痛の
ある易出血性の腫瘤を認めた。子宮は超手拳大に腫大し、MRIでは子宮内膜が広汎に肥厚しており、
子宮体癌も疑われた。８月４日に腟癌、子宮体癌疑いとして当科紹介となった。腫瘍マーカーは
CA19-9とCA125が上昇。MRIにて子宮の腫大、内腔の不整に増強される壊死を伴う腫瘤像が認めら
れた。腟口付近の腫瘍も類似の信号を示しており、子宮体癌の腟転移、もしくは子宮体癌と腟癌の
合併が疑われた。腟腫瘍の組織診と内膜の組織診では両者とも同様の組織でHE染色でSCCが疑われ
るが、p63の発現が乏しく別の組織型の可能性もあるという診断だった。CTで両肺野、PET-CTで
仙骨、腰椎の転移がみられたため、術前化学療法を行う方針となった。術前化学療法としてTC療法
を２クール行ったところ腫瘍マーカー著減し体部の腫瘍径は縮小。腟腫瘍はほぼ消失した。10月21
日、拡大子宮全摘術＋両側付属器摘出術施行。病理結果は子宮頚癌（SCC）と体癌（類内膜腺癌）
の重複癌という診断だった。また、縮小した腟腫瘍は頸癌と同様の組織型であった。術後TC療法６
クール行い、腫瘍マーカーの上昇は認めておらず、局所再発やリンパ節腫大、転移巣の増大は認め
ていない。今後は画像評価、腫瘍マーカーの評価による定期的な経過観察を行っていく予定である。
本症例は体癌、頸癌の重複に腟転移も合併した希な症例である。病理学的な考察が今後の治療方針
決定に重要な判断材料になると考える。

P-04 腎後性腎不全を発症し利尿管理に難渋した子宮頸癌IIIb期の１例

○下田　勇輝、松井　俊彦、柴田　悟史、久保　真一
山本組合総合病院　産婦人科

【緒言】今回我々は、尿管ステントおよび腎瘻造設を施行し、その後の利尿管理に難渋した進行子宮
頸癌１例を経験したので報告する。【症例】46歳、２妊２産で、20年来婦人科受診歴はなかった。不
正出血および下腹部痛を主訴に来院し、子宮頸癌IIIb期（Squamous cell carcinoma, keratinizing 
type）と診断し、CCRTを行う方針となった。尿管閉塞の予防のために両側尿管ステント留置を試
み た が、す で に 右 尿 管 は 腫 瘍 の 圧 排 の た め 留 置 不 可 で あ っ た。そ の 後、CCRT
（Nedaplatin3mg/m2/week＋外照射）を開始した。初回投与３日目から腎機能が徐々に悪化傾向を
示したため、２クール目を中止し、右腎瘻造設を行った。腎瘻造設後は１日尿量が7000ml超と多尿
の状態が続き、連日5000ml以上の補液を必要とした。腎機能は徐々に改善したためNedaplatinを再
開したが自排尿は200ml以下と少ない状態であった。その後、左尿管ステントを交換することで自
排尿が十分量排出されるようになり、腎機能も治療前水準に改善した。放射線治療は、最終的に外
照射のみでtotal 57.6Gyを照射した。治療効果としては現段階でCRの状態である。【考察】進行子宮
頸癌では、尿管閉塞を伴うことがあり、その治療には専門医のサポートが必要不可欠である。本症
例では泌尿器科によるステント留置、腎瘻造設により腎後性腎不全を治療することができたが、長
期にわたり7000ml/日の利尿期が続き、多量の輸液を必要とした。速やかな腎機能の改善のために
も腎不全回復期の補液管理は重要と考えられる。
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P-05 当院で経験した子宮内膜原発と考えられたLCNECの１例

○齊藤　良玄、前田　悟郎、村元　　勤、田中理恵子、青柳有紀子、米原　利栄、東　　正樹
　山口　辰美
釧路赤十字病院　産婦人科

　子宮内膜原発の大細胞神経内分泌癌（large cell neuroendocrine carcinoma 以下LCNEC）は非常
に稀であり、また非常に予後不良であるとされている。今回我々は当院にて子宮内膜原発のLCNEC
症例を経験したので報告する。【症例】 55歳、G0、閉経50歳。不正出血を主訴に近医受診。子宮頸
部細胞診はAGC、内膜細胞診はclass Vのため、精査治療目的で当院紹介となった。子宮は超手拳大
で、MRI検査にて子宮底部の筋層への浸潤が疑われた。CT検査ではリンパ節腫大および他臓器転移
は認めなかった。子宮内膜組織診でLCNEC with Squamous cell carcinoma componentと診断、準広
汎子宮全摘術＋両側付属器摘出術＋リンパ節廓清術（IMA上まで） ＋大網切除術を施行した。神経
内分泌腫瘍は子宮頚部悪性腫瘍の５％未満と報告されているが、子宮体部原発のものは、非常に稀
である。特に子宮体部原発のLCNECに至っては統計がなく、治療方針も確立されていないが、いず
れも予後は極めて不良とされている。現在までの症例報告も少ないため、今後の診断および治療の
一助にするべく文献的考察を交えて報告する。

P-06 子宮頸癌の放射線治療後に骨髄異形成症候群を発症した一例

○杉田　元気、津吉　秀昭、白藤　　文、大沼　利通、品川　明子、黒川　哲司、吉田　好雄
福井大学　産婦人科

【諸言】治療関連骨髄異形成症候群（t-MDS）は、抗癌剤や放射線療法が誘引となり発生する病態で、
MDSの10％程度に認める。治療後４年以上を経て発症することが多く、予後は極めて不良である。
本症例では進行子宮頸癌の放射線治療後１年以内に発症し、再発時の頸癌治療に難渋したため文献
的考察を含めて報告する。【症例】59歳、合併症として、43歳時より僧房弁狭窄症、心房細動を認め
ていた。55歳、子宮頸癌（角化型SCC）stageIIIb、骨盤内・傍大動脈リンパ節転移の診断で、心合
併症のため化学療法は行わず、放射線治療（計63.6Gyの骨盤部への外照射、計20Gyの腔内照射、計
66Gyの傍大動脈リンパ節への外照射）を施行した。治療効果判定はPRであった。治療後半年以上
を経過しても汎血球減少が遷延するため、骨髄穿刺検査を施行したところ、異型性認める三系統の
血球細胞が散見され、MDSと診断された。その後、再発病巣に対して再度放射線療法を施行したと
ころ、さらに汎血球減少は進行し、度重なるG-CSF投与や赤血球、血小板輸血によって対症療法を
行っていったが、MDSの診断より15ヶ月後に、血小板低下を背景とした脳出血で永眠された。【考
察】t-MDSにおける原疾患の割合として、婦人科癌は約８％と意外に多く、重篤な合併症としての
認識が必要である。本症例のように早期に発症した例もあるため、放射線治療後に半年以上骨髄抑
制が遷延する症例では、積極的に骨髄検査を施行し、MDSを鑑別する必要がある。
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P-07 術前診断1a期であったが、大網と傍大動脈リンパ節転移を認めた子宮体癌の一例

○長谷川歩美、高橋　俊文、太田　　剛、須藤　　毅、松尾　幸城、松村　創平、須田　真弓
　倉智　博久
山形大学　産婦人科

【緒言】子宮体癌の予後規定因子の一つとして組織型があり、低分化であるほど予後が不良となる。
今回、組織型が類内膜腺癌grade3で、術前の画像診断では体部病変は内膜に限局していると予想さ
れたが、傍大動脈リンパ節と大網に転移を認めた症例を経験したので報告する。【症例】42歳、未経
妊。BMI 23。不正性器出血を主訴に前医を受診、内膜細胞診で疑陽性。経腟超音波で内膜にポリー
プ様の病変を認め、子宮鏡下に病変を摘出した。病理診断は類内膜腺癌grade3であり当科に紹介さ
れた。内診所見では子宮は鶏卵大で可動性は良好、付属器を触知せず。経腟超音波で内膜厚は４mm
であった。腫瘍マーカーは正常範囲内、MRIで病変を指摘できず、PET/CTでリンパ節転移や遠隔
転移を認めなかった。以上より、術前診断は子宮体癌1a期と推定された。単純子宮全摘術、両側付
属器摘出術を施行した。子宮内腔には肉眼的に病変を認めなかったが、腹腔内を検索したところ、
大網に15 mm大の腫瘤を認めた。この腫瘤を術中迅速病理検査に提出したところ類内膜腺癌grade3
の診断であった。大網切除と骨盤・傍大動脈リンパ節郭清を追加した。永久病理診断でも類内膜腺
癌grade3であったが、子宮に残存病変を認めず、大網と傍大動脈リンパ節に転移を認めた。腹水細
胞診も陽性であった。最終診断は子宮体癌4b期であった。再発高リスク群であるため、現在補助化
学療法中である。【結語】体部病巣が極めて小さく内膜に限局していたにも関わらず、遠隔転移を認
めた子宮体癌の症例を経験した。子宮体癌では、組織の分化度が低い場合、たとえ筋層浸潤がなく
ても十分な腹腔内の検索が必要と考えられる。

P-08 子宮体部小細胞癌の１例

○市川　英俊１）、西脇　邦彦１）、片山　英人１）、加藤　育民１）、横浜　祐子１）、岡本　修平１）

　千石　一雄１）、及川　賢輔２）、三代川斎之２）

　１）旭川医科大学　産婦人科
　２）旭川医科大学　病理

　子宮体部原発の小細胞癌は稀であり、早期に転移、再発をきたすため予後不良の癌である。今回
我々は、術前診断が可能であった子宮体部原発小細胞癌の１例を経験したので、文献的考察を加え
て報告する。症例は76歳、４経妊３経産。主訴は閉経後性器出血。前医にて子宮内膜細胞診で腺癌
を疑われ、当科紹介となった。子宮内膜組織診は類内膜腺癌と小細胞癌の混合癌であった。腫瘍マー
カーは、NSEが34.38 ng/ml、ProGRPが101.7 pg/mlと上昇、CEA、CA19-9、CA125は正常値であっ
た。画像上、転移を認めず、筋層浸潤は１/２以下でFIGO IA期と思われた。準広汎子宮摘出術、両
側附属器摘出術、骨盤リンパ節郭清術、傍大動脈リンパ節郭清術を施行した。摘出標本の病理組織
診断は、扁平上皮への分化を伴う類内膜腺癌G2、漿液性腺癌、小細胞癌の混合癌で、FIGO IIIC1期
であった。術後、イリノテカン、シスプラチンによる化学療法施行中である。
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P-09 下腿浮腫を初発症状として発症した原発不明卵巣印環細胞癌の一例

○永沢　崇幸１）、三浦　史晴１）、中山　育慧１）、苫米地英俊１）、菅原　千裕１）、本田　達也１）

　杉山　　徹１）、上杉　憲幸２）、菅井　　有２）

　１）岩手医科大学　産婦人科
　２）岩手医科大学　病理

　卵巣に発生する印環細胞癌のほとんどは転移性であり、胃癌からの転移が最も頻度が高く、リン
パ行性に両側卵巣に発生することが多いとされている。一方、卵巣原発印環細胞癌は稀であり近年
においても国内外で症例報告がされている。今回、下腿浮腫を初発症状とした原発不明卵巣印環細
胞癌の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】40歳女性、０経産。２か
月前に右下肢の浮腫を自覚し、その後両下肢の高度な浮腫に進展し２か月で7.5kgの体重増加があっ
た。地元の総合病院循環器科で精査を行ったが、静脈血栓は否定的であり、骨盤内に腫瘤を認めた
ため精査・加療目的に当科へ紹介となった。両下肢には著明な浮腫があり、骨盤内に充実性部分を
伴う多房嚢胞性の両側卵巣腫瘤を認めた。転移性卵巣癌を考慮し上下部消化管精査を依頼したが、
悪性所見は認められなかった。卵巣悪性腫瘍の診断で手術を施行した。少量の漿液性透明腹水を認
めたが、腹腔内に癒着や播種像は認めなかった。腫瘍は両側性で表面平滑。術後病理組織検査では
印環細胞癌、転移性卵巣癌の疑いであった。腹水細胞診は陰性で、リンパ節転移は認められなかっ
た。術後の回復を待って再度全身評価を行ったが、卵巣外の原発巣を疑う所見は認めなかった。術
後補助化学療法を開始したが、下腿浮腫の症状が増悪したため中断、下腿浮腫は改善せず徐々に上
肢まで進展している。また、左肺の胸水貯留は増加し、細胞診は陽性化し、再発と診断した。胸膜
癒着術を施行し胸水貯留は改善されたが、その後右肺に乳糜胸水が出現した。再発に対して化学療
法を継続しながら、全身浮腫、乳糜胸水に対して治療を行っている。

P-10 再発腟癌に対して骨盤除臓術を施行した一例

○高橋可菜子、深瀬　実加、竹原　　功、池田　美智、石田　博美、山谷　日鶴、小島原敬信
　倉智　博久
山形大学　産婦人科

【諸言】一般的に骨盤除臓術は手術侵襲が大きく、著しいquality of life（QOL）低下を招くため、根
治が望める一部の症例に対してしか施行されない。今回、腟癌放射線療法後局所再発で肝転移のあ
る再発腟癌に対し、QOL改善目的に骨盤除臓術を施行したので報告する。【症例】56歳、１経妊１
経産。不正性器出血と外陰部痛を主訴に前医を受診した。当科を紹介され、腟癌III期（T2N1M0；
adenocarcinoma）の診断のもとに、放射線療法を施行した。照射後、腫瘍は肉眼的に消失した。照
射終了15か月後に下痢と発熱および外陰部痛を認め、CTで腟癌の局所再発、直腸浸潤による直腸腟
瘻および肝転移を指摘された。遠隔転移を有する症例であるため根治手術は不可能であると判断し、
いったん人工肛門造設したうえでbest supportive careの方針とした。しかし局所の疼痛と直腸腟瘻
による会陰部の汚染が著しくQOLを低下させていたため、関連各科を交えて再評価した。15か月の
腫瘍の進行は直腸浸潤と肝転移巣のみと非常に緩徐で、病巣はいずれも摘出可能であり、かつ、縫
合不全などの術後合併症のリスクが想定されるものの局所再発巣の外科的切除がQOL改善につな
がると判断した。関連各科の協力のもとで骨盤除臓術、腹直筋による有茎筋皮弁形成移植術、人工
肛門造設術、両側尿管皮膚瘻造設術を施行した。術後は疼痛コントロールとリハビリを行った後、
自宅へ退院した。今後肝転移に対して外科的切除もしく内科的治療を行う予定である。【考察】一般
的に骨盤除臓術は侵襲が大きく術後のQOLを低下させるが、症例によってはQOL改善に寄与しうる。
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P-11 子宮体癌術後にヘパリン起因性血小板減少症を発症した１例

○山本　　真１）、西川有紀子２）、藤原　清香２）、吉田　好雄１）

　１）福井大学　産婦人科
　２）厚生会　木沢記念病院　産婦人科

【目的】ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）とは、ヘパリン投与により著明な血小板減少をきたす
疾患である。HITはヘパリン－血小板第４因子複合体に対する自己抗体の出現による免疫学的機序
を介した病態であり、血小板減少症はあるが出血症状はまれで、逆に動静脈血栓症を合併する。今
回、子宮体癌術後に血小板減少及び下大静脈血栓症を発症し、HITの診断に至った症例を報告する。
【症例】患者は68歳１経産。子宮体癌に対し、インフォーム・コンセントを得て準広汎子宮全摘術及
びリンパ節郭清術を行った。術後１日目より術後血栓症予防の目的に5000単位のヘパリンナトリウ
ムを12時間毎に皮下注射し、計20000単位を投与した。術後５日目の決危険さでは血小板は15.0万/
μlであったが、術後13日目に6.6万/μlまで低下を認めた。腹部造影CTで下大静脈に血栓を認めた
ため、IVCフィルターを留置、ヘパリンとウロキナーゼによる抗凝固療法開始となった。その後も、血
小板は3.3万/μlとさらに減少が進んだため、HITを疑いヘパリン中止、抗トロンビン薬であるアル
ガトロバンを開始した。ヘパリン中止後、血小板は速やかに改善を認め、抗HIT抗体も強陽性であっ
たためHIT2型と診断した。血小板が正常化した後に、ワルファリンを開始し、アルガトロバンを中
止し退院となった。現在も外来で経過観察中である。【結論】術後血栓予防に使用したヘパリンナト
リウムでHITを発症し、血栓症を合併した症例を経験した。HITは適切な診断、治療を行われなけ
れば、約25～50％が血栓症を伴い、血栓症による死亡率は約５％とされる。HITを疑った際には、
早期のヘパリン中止と抗トロンビン薬による治療が必要である。

P-12 Trousseau症候群と考えられる脳梗塞を契機に診断された卵巣明細胞腺癌の２
例

○山岸　葉子、森川　香子、常木郁之輔、田村　正毅、柳瀬　　徹、倉林　　工
新潟市民病院　産婦人科

【緒言】悪性腫瘍症例にみられる凝固異常はTrousseau症候群として知られており、同疾患には血液
凝固亢進による脳梗塞の合併頻度が高い。今回Trousseau症候群と考えられる脳梗塞を契機に診断
された卵巣明細胞腺癌症例を２例経験したので報告する。【症例１】34歳、未婚。前医で再発性脳梗
塞の精査中に骨盤内腫瘍を指摘され、当科に転院した。卵巣癌が疑われ、肺塞栓症と深部静脈血栓
症を合併していたため、下大静脈フィルターを留置後に手術が行われた。組織型は卵巣明細胞腺癌
で、術後TC療法を施行中である。【症例２】53歳、１経産。右片麻痺と意識障害を主訴に前医を受
診し多発脳梗塞と診断された。その際、腹部腫瘤を触知し精査を施行、巨大子宮筋腫と卵巣腫瘍を
指摘され、当院に転院した。卵巣癌が疑われ、術前精査で肺塞栓症を指摘された。また、僧帽弁へ
の疣贅付着を認め、非感染性心内膜炎が最も疑われている。婦人科手術先行の方針となり当科で手
術したところ、組織型は卵巣明細胞腺癌で術後化学療法の予定である。【結語】今回、脳梗塞を契機
に発見された卵巣腫瘍の２症例はいずれも卵巣明細胞腺癌であった。悪性腫瘍症例は凝固亢進状態
にあり、今後もTrousseau症候群の可能性を念頭に置きながら治療を継続する必要があると考えら
れた。
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P-13 胆管癌卵巣転移の２例

○大原　康弘、遠藤　大介、金野　陽輔、小田切哲二、首藤　聡子、小林　範子、武田　真人
　渡利　英道、金内　優典、水上　尚典、櫻木　範明
北海道大学　産婦人科

【はじめに】胆膵領域を原発とする悪性腫瘍の卵巣転移はまれとされる。今回われわれは胆管癌の卵
巣転移症例を２例経験したので報告する。【症例１】51歳女性、２回経産。胆嚢癌の診断でゲムシタ
ビン・TS-1投与後５か月目に胆嚢摘出・肝部分切除・肝外胆管切除・転移巣切除を施行。術後診断
は肝内胆管癌IVb期であり、化学療法が継続された。治療開始後８か月目のCTで肝転移と卵巣腫瘍
が指摘され、当科紹介、下腹部痛が増強したため開腹手術を施行した。血性腹水を認め、右卵巣は
著明に腫大し易出血性で、後腹膜と周囲組織に強固に癒着しており、両側子宮付属器摘出を行った。
病理診断は胆管癌卵巣転移であり、１年２か月目に原病死した。【症例２】77歳女性、２回経産。肝
内・肝外胆管癌に対し肝左葉尾状葉切除・膵頭十二指腸切除術を施行、術後診断はIII期であった。
治療開始後１年目に血中CEA値が上昇し、左胃周囲リンパ節穿刺生検で再発と診断、化学療法が施
行された。２年10か月目、CTで両側卵巣腫瘍が指摘され、水腎症も出現、転移性卵巣腫瘍を疑い当
科紹介され、開腹手術を施行した。腹腔洗浄細胞診は陽性であり、両側卵巣は腫大し後腹膜と周囲
組織に強固に癒着しており、両側子宮付属器摘出を行った。病理診断は胆管癌卵巣転移であり、現
在はCPT-11を施行中である。【結語】胆膵領域の悪性腫瘍に対する治療の進歩による長期生存例の
増加に伴い、従来まれとされてきた胆管癌卵巣転移症例が今後増加する可能性があり、その臨床的
特徴につき、文献的考察を加えて検討する。なお、本抄録は「症例報告を含む医学論文および学会・
研究会発表における患者のプライバシー保護に関する指針」に準拠して作成された。

P-14 卵巣原発悪性ブレンナー腫瘍の一例

○久木田麻子、高橋　　円、新開　翔太、鈴木　美和、長澤　邦彦、田中　綾一、伊東　英樹
　齋藤　　豪
札幌医科大学　産婦人科

【はじめに】卵巣原発の悪性ブレンナー腫瘍は極めて稀な腫瘍である。この度、卵巣原発悪性ブレン
ナー腫瘍の一例を経験したので報告する。【症例】48歳女性、１経妊１経産。二ヶ月間続く血性帯下、
下腹部痛を主訴に前医を受診した。画像所見にて卵巣癌が疑われたため、精査加療目的に当科へ紹
介となった。画像上、MRIにて、T1 低信号、T2 低信号から中等度信号の充実成分を伴う５cm大の
右卵巣腫瘍を認め、CTではリンパ節の病的腫大および遠隔転移を認めなかった。腫瘍マーカーは、
CA125のみ282.2と高値を示した。手術は、腹式子宮全摘出術＋両側付属器摘出術＋大網切除＋リン
パ節廓清術を施行した。肉眼所見としては、５cm大の黄白色調結節性腫瘍を認め、術中の迅速病理
診断はadenocarcinomaであった。H-E染色による永久標本の病理所見は、異型の目立つ腫大核と淡
好酸性細胞質を有する腫瘍細胞が壊死を伴いながら胞巣状に浸潤増殖しており、管腔様構築も認め
られた。腫瘍は、G2-3相当の尿路上皮癌（移行上皮癌）に類似し、類内膜腺癌成分が確認されない
ことから悪性ブレンナー腫瘍と診断した。骨盤内に播種を認めたため、pT2cN0M0と診断した。残
存腫瘍は認めなかった。追加治療として、DC療法を行っているが、現在のところ再発は認めていな
い。尚、この症例は、本人の同意を得て発表している。
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P-15 卵巣癌を含む同時性３重複癌の１例

○新開　翔太、高橋　　円、鈴木　美和、長澤　邦彦、田中　綾一、伊東　英樹、斎藤　　豪
札幌医科大学　産婦人科

　重複癌とは異なる臓器または器官に各々独立した腫瘍が存在する物、もしくは同一器官内に２つ
以上の異なる組織型の腫瘍が独立して存在する物を指しており、全悪性腫瘍の2.0－8.5％に見られる
とされている。今回我々は３重複癌が同時性に発見された１例を経験したため報告する。【症例】70
歳、１経妊１経産。既往に子宮筋腫と卵巣嚢腫があり、平成元年に子宮全摘出術及び卵巣腫瘍摘出
術を施行している。平成23年８月に腹部膨満感と下腿の浮腫を主訴に当院循環器内科を受診され、
その際施行したCTにて骨盤内部に不均一な巨大多房性腫瘤及び直腸に全周性壁肥厚、膵尾部に腫瘤
を認めた。それぞれ卵巣癌、直腸癌、転移性膵腫瘍が疑われ、手術の方針として消化器外科入院と
なり、平成24年１月両側付属器摘出術＋膵尾部脾臓合併切除術＋胆嚢摘出術＋直腸低位前方切除術
を実施した。病理組織診にて検討した結果、卵巣:粘液性腺癌、直腸:腺癌（規約第７版：pMP、pN1
（２/14）、UICC７版：pT2 pN1 Ra）、膵臓:神経内分泌性腫瘍（TNM：pT2 N0、規約第６版：pT2、
pN0（０/４））とそれぞれの組織型が異なっていたため重複癌と判定された。術後は追加化学療法
を施行する方針となり、FOLFOXを選択した。現在厳重な経過観察中である。今後悪性腫瘍の早期
発見と治療成績の向上により担癌患者の生存期間延長が期待される事から婦人科でも本症例のよう
な多重複腫瘍の経験は増えてくると予想される。単独悪性腫瘍とは異なり、診断的に転移性腫瘍を
否定する事が必要と考えられ、腫瘍毎の悪性度の検討が治療法を選択する上で重要と考えられる。
尚発表にあたり、本人に同意を得た。

P-16 WAGR症候群に発症した異所性卵巣から生じたと思われた未分化胚細胞腫の１
例

○三浦　理絵、鴨井　舞衣、渕之上康平、水沼　槙人、重藤龍比古、横山　良仁、水沼　英樹
弘前大学　産婦人科

【緒言】WAGR 症候群は、11p13の欠損により生じる遺伝子異常で、Wilms腫瘍、虹彩の欠損、生殖
器または泌尿器系の異常、精神発達遅滞などの症状を呈する。今回WAGR症候群に発症した異所性
卵巣から生じたと思われた未分化胚細胞腫の１例を経験した。【症例】24歳女性。生下時より無虹彩
症でWAGR症候群と診断。生後７ヶ月でWilms腫瘍のため左腎臓摘出、術後化学療法を行い、その
後再発はなかった。合併症として肥満、高血圧、糖尿病があり、当院小児科で内服治療をうけてい
た。2012年１月に血圧上昇、血清BUN45mg/dl、クレアチニン5.4mg/dlと腎機能の低下を認め、CT
検査で骨盤内に径10cmの充実生腫瘤を認めた。右水腎症も認め、尿管ステントを留置し腎機能は改
善した。婦人科由来の腫瘍を疑い当科へ紹介。腫瘍マーカーは正常だったが、画像所見上卵巣腫瘍
を推定し開腹による腫瘍摘出術を行った。両側卵巣は正常大で、右卵管采近傍に腫瘍が存在した。
腫瘍は後腹膜ないし卵管由来が考えられた。病理検査は未分化胚細胞腫であった。卵巣と離れて腫
瘍が存在したものの、原始卵胞様構造を認めたため、後腹膜発生というより、むしろ異所性卵巣か
ら生じた腫瘍と考えた。血清クレアチニンが１mg/dl以上を推移しており、今後抗がん剤の内服投
与を行う予定である。【まとめ】 40000例に１例に発生するWAGR症候群の方に、93000例に１例と
される異所性卵巣から発生したと思われる未分化胚細胞腫を経験した。生殖器系の異常をおこす本
症例では、性腺発生異常がおこり、そのためできた異所性卵巣から癌化したと思われた。
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P-17 卵巣成熟嚢胞奇形腫核出術後に同側に生じた未熟奇形腫の１例

○笠松　由佳、高多　佑佳、加藤亜矢子、三屋　和子、河野久美子、里見　裕之、福野　直孝
　細川久美子、金嶋　光夫、紙谷　尚之
福井県済生会病院　産婦人科

　症例は26歳、未経妊未経産。既往歴に特記事項なし。2006年11月他院にて右卵巣腫瘍を指摘、以
後腫瘍の増大を認めたため、2010年７月当院にて腫瘍核出術施行。摘出腫瘍は３cm大、内部に皮膚
や脂肪、毛髪を認め、病理検査にて未熟成分は指摘されず、成熟嚢胞奇形腫の診断。術後は３ヵ月
間経過観察行い、１年後に再診予定をしていた。翌2011年７月ごろより腹部膨満感認め、８月上旬
に発熱・下腹部痛出現、他院にて下腹部腫瘤を指摘され当院受診。下腹部全体を占拠する巨大な腫
瘤を認め、骨盤腹膜炎の合併も疑われた。PET-CTでは腫瘍内部に局所的に強い異常集積を認め、
腫瘍マーカーはAFP 43.6、CEA 5.2、CA19-9 110、CA125 180、SCC 4.3と５項目で上昇を認めた。
炎症の軽快を待って、８月17日手術施行。最大径15cmを超える右卵巣腫瘍を認め、腫瘍表面は平滑
で被膜破綻もみられなかったが、一部大網および腹膜との癒着を認めた。腫瘍内部は一部充実性、
その他の部位は嚢胞状であった。また、腹水も中等量認めた。子宮・左付属器は正常であり、右付
属器切除術および大網・腹膜部分切除術施行した。病理所見では大部分が成熟した成分であったが、
未熟な神経系、間葉系組織が散在性に認められ、grade2の未熟奇形腫の診断。大網と腹膜には腫瘍
組織を認めず、臨床進行期はIaとし、術後BEP療法３コース施行した。2012年５月現在、再発兆候
は認めず、外来通院中。

P-18 プラチナ製剤抵抗性再発卵巣癌に対するGEM単剤療法の１例

○森　裕太郎、西川　伸道、加嶋　克則、西野　幸治、安達　聡介、渡邊亜由子、南川　高廣
　島　　英里、須田　一暁、田村　　亮、小木　幹奈、八幡　哲郎
新潟大学　産婦人科

【緒言】上皮性卵巣癌では初回化学療法から再発までの期間が６カ月未満の症例は一般にプラチナ抵
抗性とされ、初回治療と交叉耐性のない単剤治療が推奨される。プラチナ抵抗性再発卵巣癌に対し
てgemcitabine（GEM）単独療法を行いCRを得られた１例を経験したため、報告する。【症例】 70
歳女性で子宮摘出の既往あり。2011年４月頃から腹部膨満感を自覚。卵巣癌の疑いにて2011年６月
20日根治術を施行。残存病変なし。術後病理結果はserous adenocarcinoma、Grade2、腹水細胞診
陽性であったため、術後の進行期は3c期pT3cpN1M0となった。術後１ケ月のCTにて左骨盤内嚢胞
を指摘。術後DC療法を施行し、３コース施行後の評価では、左骨盤内嚢胞は最大で48mmまで増大。
骨盤嚢胞穿刺にて細胞診で陽性。DC療法開始後２ヶ月での再発であり２nd regimenとして2011年
３月よりGEM （1000mg/m２）day1,8,15を開始。４コース後2012年２月のCT評価で嚢胞性病変の
消失を認め、非標的病変であるがCRと判定。さらに２コース追加し６コース後2012年４月のCT評
価でCR判定。有害事象は血液毒性として好中球減少grade3、血小板減少grade2を認めるのみで、非
血液毒性は認めなかった。プラチナ耐性症例は難治性とされているが、追跡期間が短いものの、本
症例のように重篤な副作用もなくCRを得られるものも存在する。今後はGEMとの多剤併用療法の
有効性の検討など、臨床試験を含めた幅広い検証が必要と考える。
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P-19 鼠径リンパ節腫大が唯一の初発症状であった卵管癌の１例

○早坂　　直、早坂　典子、太田　　聡、清野　朝史、井出　佳宏、森崎　伸之
日本海総合病院　産婦人科

　卵管癌は婦人科性器癌のなかで最もまれな悪性腫瘍で、全性器癌の約１％前後とされる。卵管癌
は診断が難しく、手術前に正確に診断されることは極めてまれであり、術中あるいは術後病理組織
診ではじめて診断されることがほとんどである。今回、鼠径リンパ節腫大を唯一の初発症状とし、
附属器の腫大などもなく、腹腔鏡下付属器切除後の病理検査でようやく診断された卵管癌の症例を
経験したので報告する。症例は46歳、３妊１産。１ヶ月前から自覚する左鼠径部腫瘤を主訴に当院
外科を受診。左鼠径部にピンポン玉大の腫瘤を触れ、CTにて左鼠径部リンパ節腫大が確認された。
針生検で腺癌のリンパ節転移が強く疑われたが、CTでは原発巣が特定されず、子宮および附属器に
も腫瘤は認められなかった。当院外科にて鼠径リンパ節摘出生検が行われ、腺癌の転移、特に卵巣
癌や子宮体癌からの転移が疑われる結果であった。腫瘍マーカーはCA125のみが 90 IU/mlと軽度上
昇し、PET/CTでは子宮内膜にFDG集積を認めた。当科で腹腔鏡検査、子宮内膜全面掻爬術を施行
したところ、腹腔鏡による観察でも子宮および附属器に異常所見はなく、腹膜播種病変もなかった
が、両側附属器切除を施行して病理組織学的検索を行ったところ、左卵管にごく小さな腺癌が発見
された。卵管癌IIIc期（鼠径リンパ節転移）の診断で、化学療法を３コース行った後、子宮全摘術、
鼠径リンパ節郭清術、骨盤内リンパ節郭清術を実施した。病理組織検査では、子宮にもリンパ節に
も悪性像は認められず、化学療法をさらに３コース追加後、現在、外来にて経過観察中である。再
発徴候等は認められていない。

P-20 パクリタキセルにより重症アナフィラキシーショックを呈したが救命し得た１
例

○清野　　学、中原　健次、椎名　有二
山形県立新庄病院　産婦人科

　症例は45歳、１経妊１経産。卵巣癌に対して、単純子宮全摘術、両側付属器摘出術および大網切
除を行った。癌性腹膜炎の状態で、無数の粟粒大の播種巣が腹腔内全体にみられた。術後22日に、
術後化学療法としてTC（パクリタキセル/カルボプラチン）療法を開始した。　パクリタキセル投与
の前処置として、ステロイド（デキサメタゾン 16.5 mg）の静注と抗ヒスタミン薬の内服をした。　
パクリタキセル点滴静注開始約1分後、頻回のくしゃみが出現し、気分不良となり、顔面が紅潮した。
所見からアナフィラキシーショックと判断し、直ちにパクリタキセルの点滴を中止し、生理食塩水
の輸液を開始したが、意識混濁となり呼びかけに応答しなくなった。血圧は69/36 mmHgまで低下し、
呼吸は減弱していた。気道確保の上、アドレナリン0.2 mgを筋注し、ステロイド（ソル・メドロー
ル 125 mg）を静注したが、反応が見られず、気管挿管を行った。すぐにICUに入室し、バイタルを
測定しながらカテコラミンの持続投与と大量輸液を行った。DIC傾向がみられたため、抗DIC療法
としてトロンボモジュリン製剤の投与を行った。アナフィラキシーショック再発予防のため、ステ
ロイドの６時間毎の投与を発症後24時間まで行った。定時のバイタル測定と共に、フロートラック
システムによりStroke volume variation（SVV）の測定を行い、輸液量の指標の一つとした。　発症
当日の輸液量は、約9,000 mlであった。第２病日で抜管し、第3病日で一般病棟に移動した。その後
は、順調に回復し、第15病日に退院となった。
 

― 112 ―



P-21 肺転移巣の切除が有効であった化学療法抵抗性絨毛癌の一例

○戸草明日香１）、長谷川順子１）、湊　　敬廣１）、松田　尚美１）、佐藤　多代１）、那須　元一２）

　１）岩手県立中部病院　産婦人科
　２）岩手県立中部病院　呼吸器外科

【症例】35歳女性、２経妊２経産（経腟自然分娩）。Ｈ20年７月胞状奇胎の診断で子宮内容除去術施
行、病理組織診断は全胞状奇胎であった。術後HCG及びHCG-βサブユニットは感度以下まで低下し、
経過順調型として外来経過観察中であった。Ｈ21年12月にHCG 13mIU/mlと上昇。HCG-βサブユ
ニットは感度以下であり、CT検査でも明らかな転移巣は指摘されなかった。以降もHCGは漸増し、
HCG-βサブユニットとの乖離があったため病勢の評価としてH22年８月よりHCG-β-CTPを導入、
93.3mIU/mlと高値であった。再度CT検査施行したところ右肺上葉に14×９mmの病変出現しており、
PET-CTでも同部位に集積を認めた。臨床的絨毛癌と診断し、Ｈ22年９月からＨ23年３月までに
MEA療法７コース施行。Ｈ23年４月全HCG測定値が正常化した。MEA療法４コースを追加しＨ23
年５月までに合計11コース施行した。しかしＨ23年７月よりHCG-β-CTPが漸増、Ｈ23年12月
76.0mIU/mlと急上昇したためＨ24年１月PET-CT施行、右肺病変の増大と集積の増強をみとめた。
再燃と診断し、肺病巣切除の方針となった。Ｈ24年３月当院呼吸器外科にて胸腔鏡補助下右肺上葉
切除術施行。病理組織診断は絨毛癌肺転移であった。術後FA療法３コース施行、全HCG測定値が
感度以下で経過している。【考察】化学療法抵抗性の絨毛性孤立性肺転移巣に対しては肺転移巣の摘
出も有効とみなされている。本症例でも肺転移巣切除が奏功したと考えられた。

P-22 特殊な画像所見を呈した部分胞状奇胎の一例

○齋藤　悦子、赤平沙恵子、白澤　弘光、三浦　広志、佐藤　　恵、佐藤　　朗、寺田　幸弘
秋田大学　産婦人科

【諸言】胞状奇胎は、超音波検査により小嚢胞状の絨毛部分として捉えられ、その多くは妊娠初期に
診断される。今回、妊娠17週に胎盤内の嚢胞を指摘され、妊娠23週の死産後の病理検査で部分胞状
奇胎と診断された一例を経験したため画像所見を踏まえて報告する。【症例】年齢は34才、０回経妊
０回経産、家族歴では父に糖尿病があり、既往歴では32才の時に子宮筋腫核出術を受けていた。前
医で不妊症の精査中、ヒューナー試験の際に妊娠が成立した。妊娠初期に部分胞状奇胎の所見は認
めなかった。妊娠17週の際、超音波検査で直径約２～３cm大の胎盤内嚢胞を認め、妊娠18週胎盤腫
瘍の診断で当科へ紹介された。超音波検査で前医と同様の所見であり、血中βHCGは50782IU/mlと
正常値だった。妊娠19週MRIを施行、胎盤嚢胞と診断された。妊娠22週５日妊婦健診の際、子宮内
胎児死亡に至っていたため、分娩誘発を行い、妊娠23週１日288gの女児を死産した。臍帯過捻転を
認め、子宮内胎児死亡の原因と考えられた。病理検査では部分胞状奇胎であり、死産後13日目に子
宮内除去術を行った。現在、続発性絨毛疾患のフォローアップ中であり発症は認めていない。【結
語】胞状奇胎は超音波検査で妊娠初期に診断されることが多いが、妊娠中期以降に胎盤内の嚢胞状
所見を呈し診断される報告も散見される。胎児共存奇胎と部分胞状奇胎との鑑別がその後の妊娠管
理、絨毛性疾患の管理において重要であり、染色体検査、P57/KIP2免疫染色が有用とされている。
妊娠中の胎盤に嚢胞状所見を呈する疾患の鑑別について画像所見を中心として文献的考察を加え報
告する。
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P-23 子宮全摘後早期に肺転移をきたした侵入奇胎の１例

○板橋　　彩、水崎　　恵、金井　麻子、野澤　明美、高橋　知昭、北村　晋逸
名寄市立総合病院　産婦人科

「はじめに」胞状奇胎の発症率は絨毛性疾患地域登録によると、人口10万人あたり1974年の4.96人か
ら1997年には0.68人と著明に減少している。今回我々は子宮全摘後早期に肺転移をきたした侵入奇
胎の1例を経験したので、文献的考察を加え報告する。
「症例」44歳女性、３経妊３経産。2011年12月より少量の不正出血が持続、翌年１月に当科を初診。
エコーにて子宮の腫大を認め、子宮体部細胞診を行ったところclass3bの結果。子宮体癌の疑いで子
宮内膜生検を行い、胞状奇胎と診断された。本人の希望により１月末に腹式子宮全摘術を施行した。
術後病理は侵入奇胎の診断であった。術後、血中hCGは徐々に低下していったが、術後５週目に上
昇に転じ、その後も低下が認められず経過非順調型と判断。また術後８週目のCTで右肺に新たな異
常陰影を認め、臨床的に転移性侵入奇胎と判断し、MTX療法を開始した。２コース終了後hCGが感
度以下となり、CTで肺転移巣の縮小が認められた。現在化学療法を継続中である。 
「まとめ」胞状奇胎は化学療法の奏効率が高く、子宮温存も可能と考えられている。しかし今回のよ
うな経過非順調型もあり得ることを念頭に置いた治療方針決定と、慎重な経過観察が必要である。

P-24 部分胞状奇胎が疑われ当科紹介となった間葉性異形成胎盤（PMD）の１症例

○福山　麻美、水沼　槙人、小林　麻美、淵之上康平、鴨井　舞衣、三浦　理絵、谷口　綾亮
　田中　幹二、樋口　　毅、水沼　英樹
弘前大学　産婦人科

【緒言】間葉性異形成胎盤（PMD）は稀な胎盤異常で、超音波所見では胞状奇胎と類似の所見を呈
し鑑別困難である。PMDの児の約30％は胎児死亡、約20％は胎児発育不全となる。今回我々は部分
胞状奇胎が疑われ、分娩後にPMDと診断された症例を経験した。【症例】38歳、２妊２産。近医で
妊健中のところ、妊娠14週の超音波検査で胎盤内に小嚢胞を多数認め、16週でも同様の所見だった
ため前医へ紹介。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terminationを
勧められるも、患者の希望もあり精査加療目的に当科紹介となった。初診時の超音波では胎盤胎児
面に多数の嚢胞が存在していたが、典型的な胞状奇胎とは異なる印象であった。染色体検査を施行
したところ46XXの正常核型で、その後の児発育も週数相当であった。38週６日骨盤位の周産期管
理目的に入院となった。40週０日、分娩誘発中に高度遷延一過性徐脈を認めたため、緊急帝王切開
術を施行した。児は女児で、出生体重2666g、Apgar score ８/８点で特に異常所見はなかった。胎
盤重量は727gで正常に比して明らかに肥厚しており、胎児面に動脈瘤様の怒張・蛇行した血管を認
め、割面には小嚢胞が多数存在していた。組織学的には、幹絨毛に拡張した血管内に血栓形成を伴
い間質には水腫状変化を呈しており、PMDと診断された。【結論】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も念頭においた慎重な対応が求められる。
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P-25 子宮内容除去術中に多量の出血をきたした既往帝切・部分胞状奇胎の１例

○竹下　亮輔１）、金杉　知宣１）、海道　善隆１）、村井　正俊３）、寺田　　幸１）、三浦　雄吉１）

　福島　明宗２）、菊池　昭彦１）、杉山　　徹１）

　１）岩手医科大学　産婦人科
　２）岩手医科大学　臨床遺伝科
　３）岩手県立大船渡病院　産婦人科

【緒言】近年、帝王切開瘢痕部妊娠や既往帝切後の癒着胎盤の症例が多数報告されており、妊娠早期
や分娩時の大量出血に備えて正確な診断や準備が必要とされる。今回我々は超音波で瘢痕部妊娠は
否定的であったが、子宮内容除去術中に多量の出血をきたし、子宮全摘術に至った部分胞状奇胎の
１例を経験したので報告する。【症例】38歳３妊３産（帝王切開３回）、最終月経より妊娠５週２日、
市販尿検査で妊娠反応陽性認め、当院初診した。経腟超音波検査（TVS）にて子宮内に15mm大の
GSを認めた。妊娠７週３日、TVSで子宮内のGSは長く変形しており、FHB（－）であった。妊娠
９週３日、TVSで子宮内のGSはさらに長く変形（52mm）しており FHB（－）であった。胎児成分
認められず、内部に不整像を認め、胞状奇胎が疑われた。尿中hCGは 278,250 IU/Lであり、胞状奇
胎疑いで手術目的に入院となった。妊娠10週２日、子宮内容除去術中、内容物を摘出した際、子宮
内より動脈性の出血を認めた。圧迫止血試みるも止血困難であったため、子宮全摘術の方針となっ
た。前回子宮切開創部と思われる部分に３cm大の血腫を認め、帝王切開瘢痕部からの異常出血が考
えられた。子宮内容物に関しては組織診の結果、部分胞状奇胎の診断であり、瘢痕部筋層・血管内
への侵入は認められないとのことであった。 【結語】近年帝王切開の増加に伴い帝王切開後の妊娠
頻度は高まり、それに伴う周産期リスクも無視できない状況である。本症例のように妊娠初期に瘢
痕部妊娠が超音波で否定されても、子宮内容除去術時に大量に出血し子宮摘出を余儀なくされるこ
ともあり、慎重に治療方針を決定する必要があると考えられた。

P-26 子宮筋腫の細胞死に関する電顕的研究 第II報 閉経後の筋腫細胞に出現するアポ
トーシスについて

○小林　徳男１）、橋本　歳洋２）、坂本　且一２）、羽生　忠義２）、佐藤　功一３）、森村　　豊４）

　吉田　孝雄５）、古川　宣二６）、大杉　和雄７）、中川　敏浩８）、渡邊　弘樹８）

　１）小林医院　産婦人科、２）坪井病院　産婦人科、３）塚原産婦人科外科医院　産婦人科
　４）北福島医療センター　産婦人科、５）星総合病院　産婦人科
　６）古川産婦人科医院　産婦人科、７）谷病院　産婦人科、８）奥羽大学　歯学部生体構造学講座

【目的】閉経前の子宮筋腫増殖巣内に点在する筋腫細胞の細胞死は血栓による虚血が原因のネクロー
シスであることを既に報告した。今回は閉経後の筋腫細胞の細胞死を検索し、閉経前の形態と比較
しその意義を検討する。
【材料と方法】閉経３～５年目の子宮筋腫および子宮脱の診断で摘出した子宮筋層内に存在した直径
１cm未満の通常型子宮筋腫（閉経前と同じ条件の筋腫）６症例を本人の同意を得てHE染色、TUNEL
法および透過電顕で検索した。
【成績】１．組織学所見　増生した結合織内に１個から十数個からなる筋腫細胞集団が散在した。炎
症性細胞の浸潤は認めなかった。２．TUNEL法所見　筋腫細胞250個あたりのアポトーシス陽性細
胞は12～20％存在した。３．電顕所見　２つの様式の細胞死を認めａ型、ｎ型とした。ａ型１）細
胞容積の減少、細胞小器官の密集２）核クロマチンが核周囲に凝集３）核の断片化とアポトーシス
小体の形成　ｎ型１）　核クロマチンの均質な密集２）ミトコンドリアの膨張３）核膜、細胞膜の破
壊。ａ型およびｎ型の細胞片は線維組織に吸収され消失した。
【結論】１．閉経初期の筋腫細胞の死は特徴的形態を示すアポトーシス（ａ型）とネクローシス（ｎ
型）であることを電顕で明らかにした。最大約20％の筋腫細胞がアポトーシス陽性である。２．ア
ポトーシスはエストロゲンを含む卵巣機能の低下に誘導された細胞を生体が内部から崩壊し、ネク
ローシスは動脈硬化による循環障害が原因で発生したと考える。３．閉経後筋腫が発育を停止する
要因は増殖する筋腫細胞にアポトーシスやネクローシスが発現するためと考える。 
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P-27 巨大子宮筋腫に関連した赤血球増多症の一例

○小野　洋輔、日高　隆雄、高地　圭子、福田　香織、八十島邦昭、新居　　隆
黒部市民病院　産婦人科

【緒言】エリスロポエチン（erythropoietin：以下、EPO）産生腫瘍は、腎癌、肝癌が多いとされて
いる。子宮筋腫によるものはまれで、子宮筋腫関連赤血球増多症と報告されている。今回、我々は、
子宮筋腫関連赤血球増多症と診断し、治療を行った一例を経験したので、EPO産生細胞の免疫組織
学的染色結果も含めて報告する。【症例】症例は、55歳０回経妊０回経産。閉経52歳。職場健診で赤
血球増多症（RBC665万/μl、Hb19.9g/dl、Ht59.1％）を指摘され、精査目的に血液内科を受診。血
小板数（19.3万/μl）、白血球数（7900/μl）、好中球ALP（染色陽性指数147）、ビタミンB12値
（368pg/ml）はいずれも正常範囲内で、真性赤血球増多症は否定された。血清EPOは26.8mIU/ml
（正常値9.0～32.8mIU/ml）であったが、二次性赤血球増多症と診断された。骨盤部MRIで巨大子宮
筋腫（小児頭大）が指摘され、子宮筋腫との関連が強く示唆されたため、子宮摘出術を予定した。
周術期の血栓症のリスクを下げるため、瀉血（300ml×３回）を行い、RBC498万/μl、Hb14.9g/dl、
Ht43.6％まで改善した後、腹式子宮全摘術、両側付属器切除（術中出血510ml）を施行。術後経過は
順調で、術後６日目（RBC417万/μl、Hb12.4g/dl、Ht36.7％）に退院となった。術後42日現在、RBC439
万/μl、Hb12.7g/dl、Ht37.6％と赤血球増多症の再発を認めていない。【考察】本症例では、赤血球
増多症、子宮筋腫を認め、子宮筋腫摘出後に赤血球増多が正常化した。さらに、子宮筋腫結節内EPO
の免疫染色陽性所見からも、子宮筋腫関連赤血球増多症と確認することができた。子宮筋腫を伴う
多血症の原因には、EPO産生腫瘍の可能性も念頭に置くことが重要である。

P-28 Parasitic leiomyoma （寄生筋腫）の一例

○水無瀬　萌、寶田　健平、金井　麻子、木村　広幸
JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　産婦人科

　子宮筋腫は産婦人科診療において一般的な疾患であるが、子宮の有茎漿膜下筋腫が子宮との連続
性を絶ったparasitic leiomyoma（寄生筋腫）はまれな病態である。腹腔鏡下子宮筋腫核出術後に遺
残した筋腫切片が誘因となる寄生筋腫の報告が散見されるが、今回我々は手術歴がなく、大網から
栄養血管を得て、子宮と大網とは連続性のない寄生筋腫の一例を経験したので報告する。症例は32
才、１経妊１経産。既往歴、手術歴なし。妊娠７週時に前医より当科紹介初診、径39×21mm大の
子宮筋腫を指摘。妊娠26週３日に子宮収縮持続のため受診。子宮筋腫の増大と圧痛、また白血球数・
CRP上昇を認めたため子宮筋腫の感染が疑われ入院。FMOX 2g 連日投与で自覚症状・炎症反応も
陰性化し退院。妊娠39週２日に自然経腟分娩し、産褥６日目に退院。産褥22日目に発熱、子宮の圧
痛、腰痛があり、産褥性子宮内膜炎が疑われ入院。採血では炎症反応は認められず、産褥25日目に
退院となったが、体位変換によって生じる仙骨部の疼痛が持続。産後１ヶ月健診時に直腸から仙骨
にかけての疼痛が強く、精査を希望されたため当院外科に紹介。CTでダグラス窩に皮膜が石灰化し
た径３cm大の腫瘤を認め、MRIで子宮筋腫の診断。産褥40日目に開腹術を行ったところ、ダグラス
窩の腫瘤は大網から２本の栄養血管を得て、子宮・大網から遊離している状態であった。妊娠中に
認められた子宮前壁の子宮筋腫は認められなかった。病理組織はleiomyoma with hyaline 
degeneration、免疫染色ではER、PgRともに陰性。発症時期は不明であるが、妊娠・産褥期に有茎
性の漿膜下筋腫が子宮から脱落し、大網から栄養血管を得たものではないかと考えられる。
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P-29 低用量ピル内服中に肺塞栓症を発症し、その治療を行うために子宮筋腫摘出を要
した一例

○渡邉　憲和１）、榊　　宏諭１）、木村　和彦１）、佐藤　洋一２）

　１）米沢市立病院　産婦人科
　２）米沢市立病院　心臓血管外科

【症例】39歳、２妊２産。前医で粘膜下筋腫および月経困難症と診断され、Ｘ年６月からエチニルエ
ストラジオール・ドロスピレノン配合剤の内服を開始した。同11月30日頃から左膝窩部の疼痛が出
現し、徐々に増悪した。左下肢の腫脹も出現し、12月12日に呼吸苦が出現したため翌日近医を受診
して、当院へ紹介となった。当院での造影CTで肺塞栓症および両側下腿の深部静脈血栓症と診断し
た。下大静脈フィルターを挿入した。性器出血が持続していたため抗凝固療法のみを行っていたが、
深部静脈血栓症の増悪を認めたため、粘膜下筋腫に対し経頸管的切除術を行ったのち血栓溶解療法
を行った。血栓溶解療法により肺塞栓症の改善を認め、退院した。【考察】エチニルエストラジオー
ル・ドロスピレノン配合剤内服により、静脈血栓症の発症が約4.5倍に増加するとされる。肺塞栓症、
深部静脈血栓症の治療は早期の抗凝固療法と血栓溶解療法が基本となるが、性器出血のある場合に
は大量出血が懸念され施行しにくい。本症例では性器出血が持続していたため、十分な抗凝固療法
および血栓溶解療法を行うために粘膜下筋腫に対する経頸管的切除術を要した。

P-30 閉経前成人女性に発症した小陰唇癒着症の一例

○朝野　拓史１）、吉井　一樹１）、齋藤　　洋１）、池田　　研１）、涌井　之雄１）、高岡波留人２）

　１）KKR札幌医療センター　産婦人科
　２）高岡レディースケアクリニック

【緒言】陰唇癒着症は、陰唇が正中で癒着し、外陰違和感や排尿障害を来す疾患である。乳幼児期や
閉経後女性での報告が多く、閉経前の成人女性での報告は極めて少ない。今回我々は、閉経前の成
人女性に発症した小陰唇癒着症の一例を経験したので報告する。【症例】患者は35歳。既婚。０経妊
０経産。月経は28日周期で整。半年前から性交不能となり外陰部異常を自覚。徐々に排尿困難感も
出現したため近医産婦人科を受診した。腟入口部は小孔を残し正中で強固に癒着していたため、癒
着剥離術施行目的に当科紹介され初診された。当科初診時、左右の小陰唇はピンホール様の小孔を
一つ残すのみでほぼ完全に癒着していた。血液・生化学・内分泌検査では特記すべき異常を認めず、
MRIでは外陰部に特記すべき異常を認めなかった。全身麻酔下にて陰唇癒着剥離・形成術を施行し
た。腟入口部および陰核部からの細菌培養検査ではＢ群β溶連菌を検出したが、子宮腟部および外
陰の擦過細胞診はいずれも陰性。また血清ヘルペス抗体価も陰性であった。現在まで再癒着なく経
過している。【考察】陰唇癒着症は、低エストロゲン状態で菲薄化・脆弱化した外陰部に炎症や感染
などが起こることで発症すると考えられている。そのため乳幼児期での発症率が最も高く１～２％
と報告されている。成人では、閉経後の低エストロゲン環境や甲状腺機能低下症、下部尿路感染、
局所の不衛生あるいは性的活動の低下などの要因が指摘され、乳幼児と異なり自然治癒は少ないと
されている。本症例における明らかな誘因は同定されなかったが、閉経前の成人女性において外陰
部違和感や排尿障害を認めた極めて稀な陰唇閉鎖症を経験したので報告する。
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P-31 当院で経験した線維腫によるMeigs症候群の２症例

○水崎　　恵、金井　麻子、野澤　明美、高橋　知昭、北村　晋逸
名寄市立総合病院　産婦人科

　Meigs症候群とは、良性の卵巣腫瘍であるにも関わらず胸腹水貯留を呈するが卵巣腫瘍の摘出に
より貯留した胸腹水が自然に消失するものである。我々は線維腫によるMeigs症候群を２例経験し
たので報告する。【症例１】80歳、２経妊２経産の女性。腹部膨満、食欲不振、両下肢の浮腫を主訴
に近医を受診。CTで大量の腹水貯留を伴う右卵巣腫瘍の疑いで当科に紹介となり受診、卵巣癌疑い
にて精査目的で入院。骨盤MRI検査にて線維腫が疑われた。腫瘍マーカーはCEA 5.8 ng/ml、CA19-
9＜2.00 U/ml、CA125 526.7 U/ml。第７病日に腹腔穿刺を施行したところ腹水に悪性所見は認めら
れず、第14病日に右卵巣腫瘍に対して腹式子宮全摘術＋両側付属器切除術を施行。右卵巣腫瘍は病
理診断で線維腫と診断。術後経過は良好であったが、ADL上、自宅への退院は困難であったため第
28病日（術後14日目）に近医へ転院。【症例２】91歳、３経妊３経産の女性。近医より骨盤内腫瘍で
当科を紹介受診。MRIにて変性子宮筋腫もしくは卵巣腫瘍が疑われ手術目的で当科入院。胸水貯留
も認めたため精査したところ胸水に悪性所見を認めなかった。腫瘍マーカーはCEA 1.4 ng/ml、
CA19-9 6.6 U/ml、CA125 187.4 U/ml。第２病日に腹式子宮全摘術＋両側付属器切除術を施行。右
卵巣腫瘍は病理診断で線維腫と診断。第４病日（術後２日目）に呼吸苦を訴え胸部レントゲン施行
したところ右胸水の増加を認めたため呼吸器内科に依頼し胸腔穿刺施行し胸水1000mlをドレナー
ジ。その後、胸水の増悪は認めず経過も良好で第15病日（術後13日目）に退院した。

P-32 腹水と腫瘍で30kgを超える卵巣腫瘍の周術期管理について

○小野寺洋平、福田　　淳、加藤　　彩、軽部　裕子、高橋　　道
市立秋田総合病院　産婦人科

【はじめに】 30kgを超える腹腔内病変を有する症例では、体位保持に困難を伴うため充分な検査を
施行できないこと、術前後の循環動態の変動や肺水腫などの危険性があること、また静脈血栓症の
リスクが高まることなど種々の問題があり、周術期管理には十分な注意を要する。今回、17リット
ルの腹水を除去した後に手術を施行し、順調に経過している卵巣腫瘍の１例を経験したので、文献
的考察を含めて報告する。
【症例】68歳、３経妊２経産。主訴：腹部膨満感と体動困難。既往歴：40歳、子宮筋腫に対し子宮全
摘術＋右付属器摘出術。６ヶ月前より腹部膨満を自覚していたが肥満のためと考え、放置していた。
体動困難のため近医を受診し、腹部超音波検査で卵巣腫瘍が疑われたため当科を紹介された。初診
時体重97kg、腹囲143cm。仰臥位は困難であった。著明な下肢浮腫を認めた。
急激な循環動態の変化を避けるため、術前に１日およそ３時間かけ、３日間で17リットルの腹水を
除去した。この間、全身状態に大きな変動はみられなかった。これにより仰臥位が可能となり、MRI
検査を施行することができた。血栓については術前D-dimerが9.3と高値であったが、下肢エコー、
CTで血栓を認めなかった。術前に中心静脈カテーテルを挿入し、全身麻酔下に左付属器摘出＋大網
切除＋虫垂切除術を施行した。術後は挿管したままICU管理とし、翌日抜管した。術後7日目まで低
分子へパリンを投与した。術後経過は良好で、体動励行により早期離床をすすめることができた。
術後は体重が65kgに減少し、腹水と腫瘍を合わせて32kgに達すると考えられた。病理結果は類内膜
腺癌であった。pT1c（ｂ）NxM0であり、術後補助化学療法としてTC療法を施行した。
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P-33 胃底腺組織を含む成熟奇形腫の破裂による化学性腹膜炎の１症例

○横山　智之、佐々木　恵、櫻田　尚子、星合　哲郎、我妻　理重
大崎市民病院　産婦人科

　成熟嚢胞性奇形腫は、ほとんどが外胚葉成分で、毛髪、皮脂腺、汗腺を含むものが大部分を占め
る良性のものである。
今回、我々は胃粘膜組織を含む奇形腫と、それによる化学性腹膜炎に至った症例を経験したので報
告する。
　症例は16歳、右下腹部痛、嘔吐、下痢等を主訴に近医受診。虫垂炎疑いにて当院紹介受診となっ
た。来院時の超音波検査にて、右下腹部に径10cm大、内部に点状の高鮮度領域を含む充実成分を認
めた。CT検査では脂肪や骨と思われる成分を含む嚢胞構造を認め、成熟嚢胞性奇形腫の疑いで右卵
巣腫瘍摘出術を施行した。開腹時、右卵巣腫瘍は破裂し、内容物は腹腔内に流出していた。癒着、
卵巣捻転等は無く、子宮および左卵巣には異常所見は認められなかった。腹腔内は多量の腹水で満
たされ、腫瘍は毛髪・脂肪を含むもので、炎症によると思われる浮腫状の小腸が認められた。病理
検査の結果、腫瘍内に完全な胃粘膜を認めたことより、胃粘膜から分泌された胃酸による腫瘍の増
大破裂の可能性が疑われた。
　成熟嚢胞性奇形腫は、良性疾患として認識されており、内容物のほとんどは外胚葉成分である場
合が大多数を占めるが、内胚葉・中胚葉成分が含まれる症例も稀に存在する。奇形腫に完全な胃粘
膜が認められることは珍しく、今回、我々が経験した症例のような非典型的な症状と所見について、
若干の文献考察を含め報告する。

P-34 子宮留膿症から敗血症性ショックを発症し、救命し得なかった１例

○西澤　庸子、東　　大樹、幅田周太朗、倉橋　克典、水沼　正弘
北見赤十字病院　産婦人科

【諸言】子宮留膿症は上行性感染が大部分であり、腟内細菌叢にみられる連鎖球菌、ブドウ球菌、大
腸菌が起因菌として認められることが多い。また、嫌気性菌が原因となることもある。今回、呼吸
苦、頻脈を主訴に受診し、子宮留膿症から敗血症性ショックを発症した若年女性の１例を経験した
ので報告する。【症例】38歳女性、未婚。経妊不明、未経産。既往歴は特記事項なし。１週間前から
異常帯下、発熱を認めていた。５日前から月経開始、腹痛を認めていたが自宅で経過をみていた。
平成18年10月12日頻脈と呼吸苦を認め受診。BP90/75、HR150、SPO2 測定不能。CT上、子宮内腔
にfree air、また肺膿瘍を認めた。子宮留膿症による敗血症性ショックと診断、DICも併発していた
ため、MAP、FFP投与しながら緊急腹式子宮全摘出術＋左付属器摘出術を施行。術後ICUで管理し
ていたが、10月14日アシドーシス進行し心肺停止。心肺蘇生、薬剤投与するも反応なく死亡した。
後日、腟培養、血液培養よりStreptococcus agalactiae（Group B）、Escherichia.coliが検出された。
子宮体部、頸部に悪性所見は認められなかった。【結語】今回、若年女性で子宮留膿症から敗血症性
ショックをきたし死亡した１例を経験した。子宮留膿症の原因には悪性腫瘍や子宮内操作による細
菌感染が原因であるが、今回の症例ではそのような原因は認められなかった。残念ながら病理解剖
はできなかったが、若年女性の子宮留膿症も生命の危険があることを痛感させられた。
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P-35 IUD抜去後の骨盤内放線菌症

○加藤　加奈、品川　明子、黒川　哲司、高橋　　望、吉田　好雄
福井大学　産婦人科

【緒言】子宮内避妊器具（IUD）装着に関連した骨盤内放線菌症はしばしば報告されており、長期間
装着例ほど、発症率が高いといわれている。本症例は、10年間装着していたIUDの抜去後に発症し
た、骨盤内放線菌症である。臨床経過を振り返り、過去の文献とともに、IUD抜去後の管理につい
て考察したので報告する。【症例】46歳２経産。10年前にIUDを装着し、以来未交換であった。発熱
を伴った下腹部痛のため前医を受診。IUDを抜去し、１週間の抗生剤内服で症状は軽快した。その
後２回の月経を認めたのちに症状が再燃した。CTで左卵巣卵管膿瘍を指摘され、抗生剤投与するも
軽快せず当院紹介となり、開腹術を施行した。摘出した卵管の病理組織検査から放線菌症と診断。
また、IUD抜去時に採取した塗沫細胞診を見直したところ、放線菌と考えられる菌塊を検出した。
【考察】IUD抜去時には、放線菌が子宮内に存在していた。そして、月経血により卵管に運ばれ膿瘍
形成したと推察された。過去の文献においても、ほとんどの報告例が閉経前であり、付属器に膿瘍
を形成していた事実から考えると、IUD関連放線菌症の発症には月経が強く関与していると考えら
れた。【結語】IUD抜去後に骨盤内放線菌症を発症した１例を経験した。月経を機に、放線菌が卵管
内に流入し、付属器膿瘍を形成したと考えられた。それ故に、IUD抜去直後だけでなく、その後の
月経後まで骨盤内の感染に対する厳重な経過観察が必要である。さらに、IUD抜去後の抗生剤内服
期間も、少なくとも抜去後初回の月経までの継続が望まれると考えられた。

P-36 3DCTが出生前診断に有用であったCampomelic dysplasiaの１例

○小島　崇史１）、山田　崇弘１）、長　　和俊２）、秋元　琢真２）、石川　聡司１）、武田　真光１）

　西田竜太郎１）、森川　　守１）、山田　　俊１）、兼次　洋介２）、盛一　享徳２）、水上　尚典１）

　１）北海道大学　産婦人科
　２）北海道大学　周産母子センター

　Campomelic dysplasia（CD）は長管骨の彎曲や胸郭低形成などを特徴とする稀な骨系統疾患の１
つである。多くの場合、呼吸不全のために人工呼吸管理が必要であり生命予後も不良であることが
多い疾患であるため、出生前診断が重要な意味を持つ。今回我々は超音波断層法と3DCTの併用が
出生前診断に有用であったCDの１例を経験したので報告する。患者は35歳の１回経産婦で、既往歴・
家族歴に特記すべきことはない。前医で妊娠26週に大腿骨長の短縮/屈曲に気付かれた。その後次第
に羊水量が増加し、羊水過多と切迫早産の診断で入院となり、妊娠30週に当科に母体搬送された。
2D及び3D超音波断層法に加えて胎児3DCTを施行したところ、長頭蓋と反屈位、顔面骨低形成、下
顎低形成、肩甲骨低形成、狭い胸郭、長管骨の鋭角な屈曲と軽度短縮、腸骨翼低形成、腓骨低形成
を認め、CDを強く疑った。ご夫婦に対し複数回の遺伝カウンセリングを行い慎重に方針を相談した。
進行する羊水過多に対し５回の羊水減圧を行った後、妊娠37週６日に2132gの女児を経腟分娩した。
外表所見やＸ線所見はCDとして矛盾せず、臍帯血由来DNAからSOX9遺伝子変異が判明し、CDの
確定診断となった。胎児期からの両親の希望により児の積極的治療は行わない方針としていたが、
呼吸不全に加えて合併した大動脈弓離断のため日齢８に永眠された。　骨系統疾患は鑑別が困難で
ある上に予後の良くない場合も多く、正確な出生前診断とそれに基づくカウンセリングが重要であ
る。骨系統疾患の出生前診断において報告が増えてきた3DCTの併用は本疾患の正確な診断におい
ても有用であった。
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P-37 出生前診断可能であった先天性処女膜閉鎖症の一例

○中嶋えりか１）、石郷岡哲郎２）、石塚　泰也５）、青柳有紀子６）、光部兼六郎１）、岡田　力哉１）

　吉田　俊明１）、白井　　勝３）、佐藤　　敬３）、宮本　和俊４）

　１）JA北海道厚生連　旭川厚生病院　産婦人科、２）北海道社会事業協会富良野病院　産婦人科
　３）JA北海道厚生連　旭川厚生病院　小児科、４）旭川医科大学　小児外科
　５）函館中央病院　産婦人科、６）釧路赤十字病院　産婦人科

　処女膜閉鎖症は2000人に１人程度発生すると言われる稀な疾患である。尿生殖洞の先天的な発育
異常により発生するが、ほとんどは思春期に腹痛などで発見される。このたび、胎児期エコー検査
で胎児膣水腫として発見され、出生後治療に至った症例を経験したので報告する。【症例】36才の経
産婦で、妊娠28週６日定期エコー検査にて胎児の骨盤内に４×２cm大の嚢胞性腫瘤を認め、その後
増大傾向を示した。多臓器との連続性がないこと、頭側に子宮を認めたことから、先天性処女膜閉
鎖症が疑われた。妊娠34週０日MRI撮像し、子宮膣部が腫瘤内に開口しているのが確認され、同疾
患の診断となった。38週５日経膣分娩にて出生。児は2880g女児、Apgar score １分値８点、５分値
９点で、全身状態は良好であった。臍高に達する腹部腫瘤あり、啼泣時、腹部圧迫時に膣部より処
女膜の膨隆を認めた。出生後MRIにおいても他臓器との交通は無く頭側に子宮を確認し、同診断で
あった。日齢２他院小児外科へ転院し、全身麻酔下にて処女膜切開ドレナージ術を施行し、白色粘
液様内容が吸引された。術後経過良好で同院を退院した。妊娠28週と比較的早期に発見された症例
で、エコー、MRIが診断に有用であった。胎児期骨盤内腫瘤の鑑別として、本疾患も鑑別診断とし
て検討されるべきであろう。

P-38 妊娠中に両側腎盂尿管移行部（UPJ）狭窄が生じ、出生前に狭窄が解除され先天
性両側水腎症と診断した１症例

○日高野乃子、岩城　　豊、坂本　綾子、藤枝　聡子、森　　尚子、大石　理恵、渡利　道子
　相澤　貴之、計良　光昭、及川　　衞、吉田　　博
母恋天使病院　産婦人科

【緒言】先天性両側水腎症は、重症例では腎機能低下や羊水過少による肺低形成を生じ、時に胎児治
療や早期娩出を要する。今回我々は、妊娠中に羊水過少を伴うUPJ狭窄が生じ、出生前に狭窄が解
除された１症例を経験したので報告する。【症例】35歳、３経妊１経産。妊娠27週４日の超音波検査
で、胎児腹部左背側に直径２cm大の２房性の嚢胞性腫瘤を認めた。妊娠33週４日に嚢胞径が増大し、
当院紹介となった。当院来院時、腎盂前後径は左５cm、右１cmで、左腎は腎実質が菲薄化してお
り、Society for Fetal Urology（SFU）分類で左Grade 4、右Grade 3の水腎症が疑われた。鑑別疾患
として両側多嚢胞性異形成腎も考えられた。拡張尿管および膀胱は描出できず、AFI≒０cmの羊水
過少であった。肺低形成が懸念され、人工羊水注入の方針となった。妊娠35週３日、羊水注入目的
で入院時の超音波検査で、AFI ６cmおよび膀胱の描出が確認でき、左腎の腎盂前後径は２cmに縮
小していた。妊娠中にUPJ狭窄が生じ、その一部が自然解除されたと考え、羊水注入は中止した。
妊娠36週３日の定期受診時に前期破水の診断となり、緊急帝王切開を施行した。2564g、男児。Apgar 
score ９点（５分値）であった。出生後の超音波検査でSFU分類Grade3の両側水腎症と診断した。
腎動態シンチグラフィでは両腎の排泄遅延が認められた。その後利尿は得られ、腎性腎不全も徐々
に改善した。また、多呼吸が認められ１週間の酸素治療を要したが、胸部Ｘ線で肺低形成が疑われ、羊
水過少の影響が示唆された。【考察】羊水過少を伴う両側重症水腎症が自然軽快に至る可能性もある
ため、慎重に経過を追う必要があると考えられる。
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P-3   p  の２症例

○生野　寿史１）、大木　　泉２）、山口　雅幸１）、芹川　武大１）、高桑　好一１）

　１）新潟大学　産婦人科
　２）本多レディースクリニック　産婦人科

【緒言】大きなplacental lakeは稀な病態であり、妊娠管理や分娩様式に関しては一定の見解がなく、
方針決定に苦慮することが多い。今回、当科にて経験したhuge placental lakeの２症例について検
討を行うことを目的とした。【症例】症例１：29歳、１経妊１経産。妊娠16週時に胎盤内に拍動性の
血流を伴うecho-free spaceを指摘された。大きさは８×４cm大まで増大がみられ、MRI精査では動
静脈奇形や仮性動脈瘤は否定的であった。胎児は、−1.5SD前後の子宮内胎児発育制限（FGR）が
みられたがwell-beingで経過した。経腟分娩時の破裂の可能性が否定できないため、妊娠36週３日
選択的帝王切開術施行となった（女児、2136g、Apgar score: 8/9pts）。症例２：27歳、２経妊２経
産。妊娠21週時に胎盤腫瘍疑いにて当科紹介。超音波所見にて10×５cm大の流動性を伴うecho-free 
spaceを認め、MRI精査にてもplacental lakeの診断となった。妊娠24週頃より−2.0SD程度のFGRの
状態で経過した。出血に備えて自己血貯血を行った上で経腟分娩の方針となった。妊娠41週２日、
経腟分娩にて出生（女児、2678g、Apgar score: 8/9pts）し、分娩時出血量：130gと異常はみられな
かった。【結語】児はいずれもFGRがみられたが、血流異常は認めず妊娠36週以降まで管理が可能
であった。経腟分娩時の破裂や大量出血を考慮し、帝王切開を選択する報告も散見されるが、出血
に対する準備を行った上での経腟分娩も選択肢のひとつと考えられた。

P-40 羊水中にウレアプラズマが陽性であった妊娠中期pPROMの２症例

○伊藤　実香、鹿児山　浩、津田さやか、田中　智子、津田　　桂、米澤　理可、米田　　哲
　塩崎　有宏、齋藤　　滋
富山大学　産婦人科

【はじめに】Ureaplasma属は約30％の妊婦で陽性である弱病原菌であるが、最近早産の起炎菌とし
て注目されている。当院では子宮内感染の疑いのある症例に同意を得て羊水検査を行い、臨床検査
部の協力で羊水中の病原微生物（細菌、ウレアプラズマ、真菌）をPCRを用いて一両日中に評価し
ている。今回、高度の子宮内炎症を認めたpPROM症例で、羊水中ウレアプラズマが陽性であった
２例にエリスロマイシン（EM）を併用し、比較的良好な結果が得られたので報告する。【症例１】
37歳０経産。妊娠23週５日破水感にて来院、pPROMの診断で入院となった。入院時の母体WBC8160/
μL、CRP0.09mg/dLで臨床的絨毛膜羊膜炎（CAM）の所見は認めず。羊水ポケット（Amp）は
46mm、妊娠24週０日経腹的羊水穿刺施行し、ウレアプラズマPCR陽性にてCMZ2g/日にEM1g/日
を併用した。Ampは次第に減少し９mmとなったため妊娠27週０日に帝王切開とした。児は924g、
Aps2/5、IgM27mg/dL、PVE両側１度、IVHなし、組織学的CAMはII度であった。【症例２】32歳
０経産。妊娠17週２日、頸管長短縮（23mm）で入院となった。入院時の母体WBC11820/μL、
CRP1.29mg/dLと高値でありCMZ2g/日を開始、18週３日経腹的羊水穿刺施行した。ウレアプラズ
マPCR陽性にてEM1.5g/日を併用した。妊娠18週５日、水様帯下を認め高位破水と診断。Ampは次
第に減少し18mmとなったが、炎症反応は軽快した。妊娠24週５日に陣痛発来し帝王切開とした。
児は724g、Aps2/6、IgM0.03mg/dL、PVLなし、IVHなし、組織学的CAMはII度であった。【まと
め】児の未熟性の極めて強い妊娠24週未満のpPROM症例でも、羊水中のウレアプラズマを同定し
治療することで、妊娠期間を延長し予後を改善する可能性が示唆された。
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P-41 当院における周産期心筋症を発症した２例

○比嘉　　健、今井　紀昭、高橋　聡太、田中　宏典、森　向日留、河野　順子、松田　雪香
　小泉　俊光、会田　剛史
八戸市立市民病院　産婦人科

　周産期心筋症は心疾患の既往のない妊産婦が妊娠・産褥期に心不全を発症する心筋症である。帝
王切開術後に心不全を発症し周産期心筋症と診断した双胎妊娠の一例と経腟分娩後に心不全を発症
し周産期心筋症と診断した単胎妊娠の一例を経験したので文献的考察を加えて報告する。［症例１］
33歳女性、２妊１産。既往歴：甲状腺機能亢進症。１絨毛膜２羊膜双胎にて妊娠管理。妊娠29週よ
り切迫早産で入院。PIHを併発し増悪傾向を認め妊娠35週３日に緊急帝王切開術にて分娩となった。
産後３日目より呼吸苦出現。胸水貯留、肺うっ血およびEF 39％を認めた。周産期心筋症による心
不全と診断し、フロセミド、ドブタミン投与による治療開始。治療への反応良好で症状軽快、産後
15日目退院。産後１ヵ月 のEF 36％と心機能低下が持続、当院循環器科紹介。産後10ヵ月のEF 62％、
１年４ヵ月のEF 62％と心機能の改善を認め終診となっている。［症例２］26歳女性、０妊０産。既
往歴なし。妊娠29週頃まで未妊健。妊娠31週近医より当科紹介受診。切迫早産で34週まで入院管理。そ
の後の妊婦健診でPIHを認め、37週４日に増悪し入院。翌日分娩誘発により経腟分娩。分娩後は血
圧安定し産後５日目退院。産後８日目より呼吸苦を自覚し13日目当科受診。咳・胸部Ｘ線所見より
肺炎を疑い抗菌薬処方で外来管理としていた。産後16日目に呼吸苦増悪を認め当科入院。EF 28％、
BNP 563pg/mLを認めたため、周産期心筋症による心不全と診断、当院循環器科に紹介。フロセミ
ド、スピロノラクトン投与にて症状安定し産後28日目退院となった。産後24日目のEF 30％と心機
能の改善を認めていない。現在近医での外来管理を自己中断している。

P-42 周産期心筋症にブロモクリプチン投与が有効であった１例

○水無瀬　学、上田　寛人、大石由利子、宮川　博栄、宮本　敏伸、西野　共子、千石　一雄
旭川医科大学　産婦人科

　【緒言】周産期心筋症（peripartum cardiomyopahy : PPCM）は心疾患既往のない健常女性が分娩
前後に心不全をきたす疾患である。今回われわれは、PPCMを発症し、prolactin inhibitorであるブ
ロモクリプチン投与が有効であった症例を経験したので報告する。【症例】32歳、０経妊０経産、前
医にて妊娠初期、中期の妊婦健診にて異常を指摘されていない。妊娠36週、著明なタンパク尿、血
圧140/100mmHg、妊娠37週１日胎児機能不全、妊娠高血圧症候群の診断で、前医にて選択的帝王
切開を施行。2370gの男児であった（Apgar Score １分８点）。術後心不全徴候が認められ、酸素及
び利尿剤投与で症状の改善無く、術後３日目に当院へ救急搬送され、ICUにて経皮的心肺補助装置
（percutaneous cardiopulmonary support device：PCPS）を開始した。入院時のEF25％、LVDd54mm、
うっ血性心不全を発症したことより、周産期心筋症が疑われた。術後４日目より、ブロモクリプチ
ン５mg/日を開始した。術後18日目にPCPS離脱。EF40％台、LVDd 54mmであり、ブロモクリプ
チンを2.5mg/日へ減量した。術後43日目ブロモクリプチンを終了、心機能はEF53％、LVDd50mm
まで回復し、退院した。【結語】PPCMにブロモクリプチン投与が有効であった症例を経験した。
PPCMの治療の選択肢として、prolactin inhibitorも考慮する必要があると考える。
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P-43 許可なく妊娠した糖尿病性腎症合併妊娠の１例

○鈴木　聡子、原　周一郎、西村　杏子、船田　敏子、小幡美由紀、吉田　隆之、堤　　誠司
　倉智　博久
山形大学　産婦人科

　【緒言】我が国での糖尿病患者の妊娠許可基準は、HbA1c＜６％、増殖網膜症がないこと、クレ
アチニンクリアランス（Ccr）＞70 ml/分、尿蛋白＜1.0 g/日、正常血圧とされている。今回、妊娠
許可のでていない状態で自然妊娠した糖尿病性腎症合併妊娠の１例を経験したので報告する。【症
例】38歳初産婦。半年前に視力低下にて近医を受診し、２型糖尿病、増殖網膜症、ネフローゼ腎症
による慢性腎不全、腎性高血圧と診断された。妊娠許可は出ていなかったが、自然妊娠した。夫婦
の強い妊娠継続の希望があり、当科紹介となった。妊娠初期のHbA1cは5.0％、増殖網膜症があり、
Ccr 31 ml/分、血圧140/80 mmHgであった。高血圧に対しαメチルドパ、ニフェジピン、増殖網膜
症に対してレーザー治療、全身浮腫に対してフロセミドを使用した。児は妊娠20週から胎児発育不
全（－2.5 SD）を認めた。全身浮腫の増悪があり、妊娠26週２日で入院管理としたが、妊娠26週６
日に母体腎機能の悪化、胎児臍帯動脈血流の逆流も出現し、緊急帝王切開術を施行した。児は530g、
アプガールスコアは１分、５分後ともに８点、早産超低出生体重児であり、NICU管理となった。
母体はICU管理とし、ニカルジピン持続投与、アルブミン投与などで、全身管理を行った。術後は
腎機能の悪化を認めず、術後10日目に退院した。現在、腎臓内科、糖尿病内科で経過観察中である。【結
語】慢性腎不全合併妊娠では、母体腎機能、妊娠週数や胎児の状態などを総合的に見極めて分娩時
期を決定することが重要である。

P-44 妊娠中に静脈血栓症を発症し診断された先天性アンチトロンビン（AT）欠乏症
合併妊娠の一例

○小幡美由紀、松川　　淳、小島原敬信、漆山　敬子、吉田　隆之、五十嵐秀樹、堤　　誠司
　倉智　博久
山形大学　産婦人科

【緒言】先天性AT欠乏症は、常染色体優性遺伝の形式をとり、妊娠や外傷を契機に血栓症を発症し
診断されることが多い。今回、妊娠中に左頭頂葉の架橋静脈血栓症の発症を契機に本疾患と診断さ
れ、抗凝固療法、AT製剤の使用により良好な妊娠、分娩の転帰をとった一例を経験したので報告
する。【症例】症例は27歳、初産で、自然妊娠し近医で妊娠初期より健診を受けていた。特記すべき
既往歴や家族歴はなかった。妊娠20週２日に右上下肢の脱力と両上下肢の痙攣を自覚し、左頭頂葉
の架橋静脈血栓症の診断で総合病院の脳外科で抗凝固療法を行った。AT活性が41％と低値で、抗
原量も12.3 mg/dlと低いためAT欠乏症と診断された。後遺症なく退院し当院に紹介となった。その
後は脳外科、血液内科、当科で併診し、低用量アスピリン療法で外来管理とした。妊娠35週からAT
活性60％以上を目標に週２回程度のAT補充療法をおこなった。妊娠40週２日に2,846gの女児を無事
経腟分娩した。児のAT活性は正常範囲内であった。分娩後、母体はワーファリン療法中である。
【結語】本症例は妊娠前にはAT欠乏症は診断されておらず、妊娠中に静脈血栓症で診断がついた症
例であった。妊娠中に発症した血栓症の場合、凝固異常症の可能性を念頭に入れ原因疾患について
精査を行う必要がある。本症例は血栓症の家族歴がなく、診断は困難であったが、遺伝性疾患であ
る場合、初診時の家族歴の聴取は診断の一助となる可能性がある。本疾患は無治療では70％程度が
血栓症を発症すると報告されており、妊娠週数に合わせた抗凝固薬の選択を行い、必要に応じてAT
の補充を行う必要がある。
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P-45 帝王切開術後の仮性子宮動脈瘤破裂をUAEで止血しえた１症例

○小島　　学１）、中村　聡一１）、加藤　謙一１）、山内　隆治１）、浅野　仁覚２）、添田　　周２）

　藤森　敬也２）

　１）白河厚生総合病院　産婦人科
　２）福島県立医科大学　産婦人科

　帝王切開術後１ヶ月で仮性子宮動脈瘤破裂をきたしたUAEにて止血しえた症例を経験したため
報告する。症例は32歳で特に既往歴はなく、妊娠中は特に問題なく経過、40週で予定日超過入院し
分娩誘発するも分娩停止のため帝王切開にて3124gの女児を娩出した。手術は特に問題なく終了し、
産後も入院中に産褥子宮内膜炎を認めたが抗生剤投与にて軽快、産後12日目で退院となった。産後
29日目で月経様の出血と凝血塊の排出を自覚したが自然軽快、産後30日目の健診で特に異常所見を
認めず終診となっていた。産後33日で大量性器出血をきたし当院へ救急搬送、出血性ショックおよ
びDICをきたしており、高次医療機関へ搬送した。搬送先の医療機関で超音波カラードップラーに
て左子宮動脈血流域に異常血流を認め、造影CTでも同部位にextravasationを認めたため左子宮仮性
動脈瘤の破裂と診断した。緊急血管造影検査を施行し出血部位を同定、コイル塞栓術を行なった。
術後の超音波検査および造影CTで異常血流の消失を確認し、塞栓術後５日目で退院となった。現在
まで経過は良好である。子宮仮性動脈瘤は、帝王切開、胎盤用手剥離、子宮内膜掻爬などの子宮動
脈壁の損傷をきたす可能性のある操作により形成され、瘤壁が破綻すると大出血をきたす。このよ
うな操作のあとに生じた異常出血に遭遇した際には、本疾患を念頭において診察、検査を行うこと
が重要である。

P-46 重複膣、片側腟閉鎖における膣中隔切除後の双頚双角子宮の各々に妊娠した２絨
毛膜双胎の一例

○海道　善隆１）、竹下　亮輔１）、三浦　雄吉１）、寺田　　幸１）、苫米地英俊１）、金杉　知宣１）

　福島　明宗２）、菊池　昭彦１）、杉山　　徹１）

　１）岩手医科大学　産婦人科
　２）岩手医科大学　臨床遺伝科

【諸言】OHVIRA （Obstructed hemivavina and ipsilateral renal anomaly）症候群はMuller 管癒合
不全と片側Wolff 管発育障害で重複子宮、重複腟の一側腟閉鎖および同側腎無形成を示す子宮奇形
である。今回我々は双頚双角子宮、重複膣の左側閉鎖、左腎無形性というOHVIRA症候群に類似し
た奇形で、膣中隔切除後に双角子宮の各々に妊娠した２絨毛膜双胎の一例を経験したので報告する。
【症例】妊娠分娩歴：１妊１産（33歳、帝王切開）。既往歴：14歳、重複子宮、重複腟の左腟閉鎖に
よる左腟留血腫及び子宮留血腫のにて腟中隔切除施行。現病歴：36歳、近医にて排卵誘発で妊娠成
立、妊娠管理目的に当院紹介。初診時、両側子宮体部に胎嚢を確認し２絨毛膜双胎と診断、以後当
院で妊婦検診を施行。妊娠29週、切迫早産で入院、塩酸リトドリンの持続点滴を行った。妊娠30週、
MRI施行。両子宮間の隔壁は下部で筋層が欠如し膜性部分が認められ一部交通が疑われた。妊娠37
週、既往帝切後妊娠及び双胎妊娠の適応で選択的帝王切開を試行。開腹時、子宮はハート形で双角
子宮様であり、１つの切開創で両児を娩出。第一子：2664g、男児、apgar score 8/9。第二子：2736g、
女児、apgar score 8/9。出血量： 1756ml。術後経過は良好で第７病日に退院した。【まとめ】本症
例は月経発来早期より月経困難症が出現し早期に膣中隔切除を行っていたため妊孕性が保たれ結果
として両側子宮に妊娠が成立したと考えられる。また、子宮奇形における妊娠には流早産、前期破
水、胎位異常等が起こりやすいとされている。今回我々は重複子宮、双胎妊娠というハイリスクな
症例を経験したが厳重に管理を行い満期での選択的帝王切開を行うことができた。 
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P-47 帝王切開時に診断がついた一絨毛膜一羊膜双胎の一例

○木村　敬子、石塚　泰也、角田　敬一、田沼　史恵、片岡　宙門、工藤　隆之
函館中央病院　産婦人科

【はじめに】一絨毛膜一羊膜双胎（ＭＭ双胎）は全双胎の１％と稀ではあるが、その周産期死亡率は
10～20％と極めて高いことが知られている。今回、一絨毛膜二羊膜双胎（ＭＤ双胎）として管理し、
分娩時にＭＭ双胎と診断がついた一例を経験したので、文献的な考察を加え報告する。【症例】37歳、
３経妊２経産、既往歴：第一子が骨盤位のため帝王切開、家族歴：特記事項なし。妊娠初期より近
医で管理され、MD双胎と診断されていた。妊娠25週２日、MD双胎の管理目的に当院紹介となった。
妊娠32週４日には切迫早産のため管理入院となった。当科での管理中、両児を隔てる隔膜の存在は
明らかではなかった。血小板減少傾向・浮腫の増悪から妊娠35週３日で帝王切開術による娩出の方
針となった。児の娩出後、臍帯相互巻絡を認めたことから、MM双胎に診断が変更された。第一子
は出生時体重2257g、男児、Apgar Score 8（１分） －９点（５分）であり、第二子は出生時体重2307g、
男児、Apgar Score 8（１分） －９点（５分）であった。両児とも外表奇形は認められなかった。児
は早産のため未熟児センターに入院となったが、呼吸障害を認めず、経過は順調で日齢28日で退院
となった。【考察】ＭＭ双胎の周産期死亡率は、かつては40～60％と極めて高値であったが近年では
10～20％と改善傾向にある。これは厳密な管理や、新生児管理スキルの向上によるものと思われる。
正確にＭＭ双胎の診断をすることは極めて重要である。本症例では妊娠25週でMD双胎として紹介
されてきたが、両児を隔てる隔膜の存在が明らかではなく、臍帯相互巻絡の有無を調べればＭＭ双
胎の可能性をもつと考えられたと思われた。

P-48 筋強直性ジストロフィー１型罹患女性における一絨毛膜二羊膜性双胎妊娠管理
の一例

○千葉健太郎１）、山田　崇弘１）、小島　崇史１）、嶋田　知紗２）、石川　聡司１）、武田　真光１）

　西田竜太郎１）、森川　　守１）、山田　　俊１）、長　　和俊１）、山口　辰美２）、水上　尚典１）

　１）北海道大学　産婦人科
　２）釧路赤十字病院　産婦人科

　筋強直性ジストロフィー（MyD）１型は10万人に１～５人といわれる常染色体優性遺伝の神経筋
疾患の一つである。今回、MyD罹患女性が一絨毛膜二羊膜 （MD）双胎を妊娠した稀な例を経験し
たので報告する。症例はMyDを罹患している未経妊女性であり、MD双胎を妊娠した。元々出生前
遺伝子診断の希望はなく、児が罹患であっても受け入れたいとの希望であった。本人のMyD症状は
軽度で日常生活に支障ないが本疾患の原因であるDMPK遺伝子のCTGリピートは850－900回程度
と確認されていた。次第に進行する羊水過多とそれによる切迫早産、更に羊水不均衡のため、妊娠
28週から33週にかけて４回の羊水減圧を行った。妊娠34週に子宮収縮抑制困難となり緊急帝王切開
を施行し、1818gと1574gの男児を得た。両児は臨床的に先天型MyDであり、遺伝子診断でも1400回
程度のCTGリピートが確認された。日令57日現在、挿管による人工呼吸管理を継続している。MyD1
型はCTGリピートの伸長程度により、日常生活に不自由ない程度から重症な先天型まで症状に大き
な差が生ずる。再発率は50％であるが、母由来の遺伝の場合に表現促進現象があり、重症化する可
能性が高い。しかし、母体が軽症の場合に実際の児の重症度は正確に予測できないため重篤性が根
拠となる出生前遺伝子診断の倫理的判断は困難である。また、MyD合併妊娠では横紋筋融解などの
罹患母体に由来する問題に加えて羊水嚥下困難に由来する羊水過多症など罹患児に由来する問題も
考慮する必要がある。さらに今回はMD双胎妊娠に由来する問題もあり非常に管理は困難であった。
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P-49 妊娠35週に発症した劇症１型糖尿病の１例

○工藤　梨沙１）、井上　清香１）、白石あかり１）、本多　啓輔１）、加勢　宏明１）、加藤　政美１）

　鈴木　裕美２）

　１）厚生連長岡中央綜合病院　産婦人科
　２）厚生連長岡中央綜合病院　内科

　劇症１型糖尿病は１型糖尿病の一亜型であり、急速に発症して糖尿病性ケトアシドーシスを起こ
すため、妊娠中に発病した場合は母児ともに予後不良となることがある。今回我々は35週に胎児機
能不全により緊急帝王切開を実施後、劇症１型糖尿病と診断された症例を経験したので報告する。
症例は36歳２妊２産。既往歴、家族歴は特記事項なし。妊娠経過は良好で妊娠33週まで尿糖を認め
なかった。35週０日妊婦健診受診時に尿糖陽性、体重が２週間で２kg減少していた。同日夜から多
飲、多尿が出現した。35週１日嘔吐が出現して固形物が食べられないため清涼飲料水を飲んでいた。
35週２日頭痛が出現、Ten count time（以下TCT）40分となる。35週3日さらに延長して60分となっ
たため当科救急受診した。CTGにてNRFSを認めたため、緊急帝王切開を施行した。新生児は1970g、
アプガースコア１分値２点、５分値６点、胎児動脈血液ガスpH6.867、BE-22mmol/L、挿管管理を
要した。母体術前後の検査にて血糖478mg/dl、血中ケトン体2102umol/L、血液ガスpH7.254、BE-
17.1mmol/Lと著名なアシドーシスを認めたため、糖尿病性ケトアシドーシスの発症が疑われた。輸
液とインスリン投与により症状は改善した。追加検査にてHbA1c6.2％、尿中Cペプチド4.7μg/day、
GAD抗体陰性であった。これらの所見より劇症１型糖尿病と診断されて当院内科にて管理となった。
インスリン療法を導入されて血糖値のコントロールは良好となり退院した。妊娠中に体重減少、多
飲、多尿、嘔吐、胎動減少などを認めた場合は糖尿病性ケトアシドーシスを鑑別する必要があると
考えられた。

P-50 食道癌合併妊娠の１例

○高橋　　望、折坂　　誠、服部　克成、加藤　加奈、北野　史子、津吉　秀昭、品川　明子
　知野　陽子、打波　郁子、西島　浩二、黒川　哲司、吉田　好雄
福井大学　産婦人科

【緒言】食道癌は、高齢男性に好発する予後不良の悪性疾患で、喫煙と飲酒をリスクファクターとす
る。今回、悪阻様の消化器症状を契機に早期診断しえた食道癌合併妊娠例について、その臨床転帰
を報告する。【症例】 36歳の２経産婦（現在はシングルマザー）。若年より長期にわたる、喫煙歴
（20本/日）と飲酒歴（ビール2.5～3L/日）を有する。妊娠23週に悪阻様の心窩部～前胸部の違和感
および軽度の痛みを自覚。H2ブロッカー服用で症状改善せず、妊娠24週に近医消化器科で上部消化
管内視鏡を施行され、胸部食道に全周性の扁平上皮癌を指摘された。当院で精査の結果、胸部食道
癌１期であり、外科的根治術が可能と判断。先ず妊娠30週３日に選択的帝王切開で1332gの男児、
アプガースコア8/10点を出生。その２週間後に食道癌根治術が施行され、術後最終診断は胸部食道
の多発食道癌１期（pT1b N0 M0）であった。現在、母児の経過はともに順調である。【考察】悪阻
様の消化器症状は妊娠期間を通じて出現するが、器質的疾患を伴わないことがほとんどである。し
かしながら、本症例では多量かつ長期間の喫煙・飲酒歴を考慮し、速やかに内視鏡検査を行ったお
蔭で、食道癌を早期診断し、根治術へつなげることができたと考える。妊娠中に悪性疾患を発見・
診断することは決して容易でないが、臨床症状や患者背景より悪性の可能性が否定しきれない場合
は、躊躇せず積極的に検索すべきと思われた。
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P-51 肩甲難産症例と文献的検討

○伊達岡　要、中出　恭平、堀　　香織、倉田　和巳、堀　　芳秋、加藤じゅん、加藤　三典
　土田　　達
福井県立病院　産婦人科

　肩甲難産は分娩の約１％前後に生じると言われている。巨大児がリスクの一つと言われているが、
半数近くの児出生体重は4000g未満であり、予知・予防が困難な産科緊急事態である。母体の高齢
化、糖尿病等内科的疾患合併の増加に伴い今後の発症増加が危惧される。肩甲難産症例における新
生児合併症は児頭娩出から躯幹娩出までの所要時間Head-to-Body Interval（HBDI）と相関する、と
複数で報告されており、一旦発症すると短時間での娩出が要求される。このため、娩出手技の習熟
に加え、医師のみならずLDRスタッフ全員が本疾患に対する知識・対処法を学ぶ必要がある、と考
えられる。今回当院で経験した肩甲難産症例をもとに、文献的考察を加えて検討する。

P-52 低用量アスピリン＋ヘパリン療法により妊娠経過が極めて改善した抗リン脂質
抗体陽性妊婦の１症例

○大貫　　毅、阪西　通夫、成味　　恵、木原　香織、金杉　　浩
済生会山形済生病院　産婦人科

【はじめに】抗リン脂質抗体症候群（APS）合併妊婦の中には、妊娠中期に妊娠高血圧腎症と子宮内
胎児発育遅延（IUGR）を発症しterminationせざるをえない症例がある。第１回妊娠は重症妊娠高
血圧腎症とIUGRのため妊娠30週でterminationを施行した。第２回妊娠直後にAPSと診断し、低用
量アスピリン＋ヘパリン療法を施行し、妊娠34週まで管理し得た症例を経験したので報告する。【症
例】 36歳。３経妊１経産（１回流産、１回中絶）。第１回妊娠は、重症妊娠高血圧腎症とIUGRで、
妊娠30週０日での緊急帝王切開で878gの男児を娩出させた。臨床経過からAPSの合併を懸念してい
た。筋腫合併のため核出後の妊娠を計画し、APSの検査も同時期に予定していた。今回は妊娠８週
で突然来院したため、直ちにAPSに関する検査を施行した。抗カルジオリピンIgG が陽性でAPSと
診断し、低用量アスピリン＋ヘパリン療法を開始した。低用量アスピリンは妊娠28週までの服用、
ヘパリンは分娩までの使用予定とした。妊娠経過中にIUGR、蛋白尿は確認せず、軽度の高血圧を認
めるのみであった。妊娠31週過ぎからAT-IIIの低下を認め、補充にても改善しないため妊娠34週５
日でterminationを決定、緊急帝王切開で2256gの男児を娩出させた。【結語】APSでは流産を繰り返
す症例もあるが、妊娠中期での妊娠高血圧腎症とIUGRをおこす症例もある。このため妊娠高血圧腎
症とIUGRを発症した症例には、次回の妊娠管理のために、APSの存在をふまえて検索する必要があ
ると考える。
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P-53 低用量アスピリン＋ヘパリン療法を施行した抗フォスファチジルエタノールア
ミン（PE）抗体陽性妊婦の２症例

○成味　　恵、阪西　通夫、大貫　　毅、木原　香織、金杉　　浩
済生会山形済生病院　産婦人科

【はじめに】抗リン脂質抗体のなかでも抗PE抗体が陽性である妊婦の取り扱いに関しては、現在研
究段階である。今回、習慣流産で抗PE抗体が陽性である２症例に、同意のもとに低用量アスピリン
＋ヘパリン療法を施行したので報告する。【症例１】30歳、４経妊０経産（１回中絶）。流産の原因
を検索したが、抗PEIgG抗体が陽性であり、12週間あけての再検でも陽性であった。低用量アスピ
リン（妊娠前から服用し、妊娠28週で終了） ＋ヘパリン療法（妊娠判明直後から開始し、妊娠15週で
終了）を施行し、現在妊娠33週で経過良好である。【症例２】32歳、３経妊０経産。流産の原因を検
索したが、抗PEIgM抗体が陽性であり、12週間あけての再検でも陽性であった。同様の加療を施行
し、現在妊娠27週で経過良好である。症例１、２ともにヘパリンは自己注で10000単位/日を使用し
た。また自己注の手技及び管理は入院にて指導をした。【考察】現在、抗PE抗体陽性例の治療に関
しては一定の見解は無いが、低用量アスピリン療法や、低用量アスピリン＋ヘパリン療法により成
功率が上がることが判っている。胎児染色体異常を認めない流産を繰り返す場合は、このような加
療を考えるべきと考える。抗PE抗体陽性妊婦におけるヘパリン療法は保険適応外ため、十分に説明
し同意を得る必要があると考える。

P-54 妊娠初期に静脈血栓塞栓症を来した２症例

○細川　亜美１）、武田　真光１）、遠藤　大介１）、千葉健太郎１）、河口　　哲１）、西田竜太郎１）

　山田　崇弘１）、森川　　守１）、山田　　俊１）、家子　正裕２）、櫻木　範明１）、水上　尚典１）

　１）北海道大学　産婦人科
　２）北海道医療大学　産婦人科

【緒言】凝固抑制因子の異常は妊娠中の静脈血栓塞栓症 （VTE）のリスク因子となる。妊娠初期に
VTEを発症した２症例を経験したので、若干の文献的考察も含めて報告する。【症例１】28歳、３
経妊３経産、妊娠11週３日に右膝遊離体除去術を受けた。術後３日目に右下肢深部静脈血栓症を発
症、ヘパリン投与が開始され14週３日に当科に転院となった。血栓素因としてプロテインＳ（PS）
欠乏および抗カルジオリピン抗体陽性を指摘された。ヘパリン15,000単位/日の皮下注射とし17週０
日に退院、以降血栓症の再燃は認めなかった。36週６日に自然陣痛が発来し分娩となった。現在分
娩後１ヶ月だが、ワルファリン内服およびヘパリン皮下注射での抗凝固療法を継続している。【症例
２】 27歳女性、１経妊０経産（自然流産１回）。18歳時にVTEを発症、先天性アンチトロンビン
（AT）欠乏を指摘された。以降ワルファリン、３年前より低用量アスピリンによる抗凝固/血小板
療法を受けていた。続発性無月経、中絶希望で妊娠９週時に当科を初診した。初診時の検査でAT
活性は50％、Ｄ－ダイマー値が14.63μg/dl、VTEの疑いで即日入院とした。造影CTで両側肺動脈
に血栓を指摘、VTEの診断となった。呼吸および循環動態が安定しておりヘパリンによる保存療法
を開始。血栓の縮小を確認後に全身麻酔下でD&Cを行なった。術後速やかに抗凝固療法を再開。現
在は血液内科通院の上ワルファリンによる抗凝固療法を継続している。【結語】AT欠乏、PS欠乏は
若年性の血栓症の原因となり、妊娠はその契機として重要である。特にAT欠損は妊娠中のVTE発
症のハイリスクとなるため、妊娠前からの抗凝固療法が重要である。
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P-55 妊娠の有無によるNK細胞産生サイトカインの違い

○横田　　恵、福井　淳史、鴨井　舞衣、船水　文乃、福原　理恵、水沼　英樹
弘前大学　産婦人科

【目的】NK細胞は細胞傷害性やサイトカイン産生により妊娠の成立や維持に関与し、NCRsによっ
てこれらの機能は制御されていると考えられている。今回我々は末梢血および子宮内膜における
CD56＋/NKp46＋ NK細胞産生サイトカインと検査後の妊娠成績について検討を行ったので報告す
る。【方法】対象は当院を受診した不妊症・不育症患者43名である。施設内倫理委員会の許可および
患者の同意のもと黄体中期に末梢血と子宮内膜を採取し、磁気細胞分離法にてCD56＋/NKp46＋ NK
細胞浮遊液を回収した後、サイトカイン産生の有無をフローサイトメトリーで測定した。検査後の
妊娠成立の有無により、妊娠成立群と妊娠不成立群とに分けてデータ解析を行った。【成績】妊娠成
立群は６名、妊娠不成立群は37名であった。磁気細胞分離法にてCD56＋/NKp46＋ NK細胞を回収す
ることができ、CD56dim/NKp46bright細胞、CD56bright/NKp46bright細胞、CD56dim/NKp46dim 細胞、
CD56bright/NKp46dim 細胞の4パートに分類し得た。各パートにおけるサイトカイン産生NK細胞数の
割合を比較すると、末梢血において、CD56bright/NKp46bright細胞でのIFN-γ＋ NK細胞の割合が妊娠
不成立群と比較して妊娠成立群では有意に高かった（ｐ＜0.05）。子宮内膜では両群間に差は認めら
れなかった。【結論】妊娠成立群の末梢血CD56bright/NKp46bright細胞におけるIFN－γ＋NK細胞の割
合が高値であったことより、妊娠の成立および維持にはIFN－γの存在が必要であることが示唆さ
れた。

P-56 20歳代前半でチョコレート嚢胞手術をうけた３症例検討

○宮川　博栄、宮本　敏伸、千石　一雄
旭川医科大学　産婦人科

【はじめに】女性は年齢とともに妊娠しにくくなることは知られていることである。しかし、比較的
年齢が若くてもなかなか妊娠にいたらず難渋する症例も存在する。初潮年齢が早くなっていること
もあり不妊を主訴に来院する女性のなかで20代前半でチョコレート嚢胞で手術を受けている症例が
散在するようになっている。20代前半にチョコレート嚢胞にて手術をうけ、現在生殖補助医療
（ART）治療中の３人について現状を報告する。
【症例】３人とも20代前半でチョコレート嚢胞のため腫瘍摘出術をうけている。結婚までの術後期間
はそれぞれ１年、８年、９年であった。期間が１年と短かった１例を除いて厳重な経過観察はされ
ていなかった。結婚後、不妊治療を開始したときには既に３人ともにチョコレート嚢胞は再発して
いた。１人は再発腫瘍が両側であり、右７cm大、左２cm大と大きかったため本人と相談の上、す
ぐに内容液吸引後ARTを施行はじめた。他２人はタイミング法、人工授精、クエン酸クロミフェに
よる排卵誘発など施行したが、この間つねに片側の卵巣からしか卵胞の発育はみとめなかった。妊
娠に至らず現在ART施行中である。
【結語】若年のチョコレート嚢胞の場合、挙児希望までの期間が長いことから再発の可能性が高いこ
とが予想される。また子宮内膜症が重症なほど卵巣予備能、卵や胚の質低下や着床率低下が報告さ
れている。そのため若年のチョコレート嚢胞では早期の薬物治療などにより悪化を抑える将来の妊
娠を見据えた管理が必要と思われる。
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P-57 子宮内膜症治療薬（ジェノゲスト）の長期使用における治療完遂のタイミング

○高木　弘明、山口　直孝、藤田　智子、早稲田智夫、笹川　寿之、牧野田　知
金沢医科大学　産婦人科

【目的】ジェノゲストは第四世代のプロゲスチンであり、アンドロゲン作用、グルココルチコイド作
用およびミネラルコルチコイド作用を示さないのが特徴で、安全に長期使用が可能な薬剤である。
最近、長期使用における投与終了時期をどうすればよいかが話題となっており、どのタイミングに
よって投与を終了すれば再発なく治療を完遂できるのか検討した。【方法】当院にてジェノゲスト２
mg/day長期投与12か月以上を行っていた症例に対しE2、FSHを定期的に検査し、ホルモン値が閉
経期に変化したと思われるタイミングで使用を中止し、再発しないか１年以上経過観察を試みた。
【結果】当院にて卵巣機能正常時に測定したジェノゲスト投与症例群では安定時E2値38.2－57.3pg/dl、
FSH値9.2－12.9mIU/mlを示した。一方閉経期の検査基準値はE2 39.5 以下、FSH 25.8－134.8であっ
た。症例１　52歳　子宮内膜症にて月経困難症が強くジェノゲスト投与に至った。投与前E2 136 、
FSH 12.9 、投与後疼痛症状軽減し12か月間使用 E2 22 、FSH 50.4 にて投与中止し、16か月経過し
たが再発はしていない。症例２　56歳　子宮腺筋症にて過多月経を主訴に Gn-RHa ６か月間施行、
その後ジェノゲスト投与した。投与前E2 32 、FSH 5.6 、投与後不正出血はなく、34か月間使用　
E2 15 、FSH 27.2 にて投与中止し、12か月経過後も再発はしていない。【結論】ジェノゲスト投与
時はE2が30 以上を維持し、FSHが10 前後に留まるが閉経期に移行し始めるとともに、ジェノゲス
ト投与中であっても基準値よりE2が低下し、FSHが高くなる。このタイミングでジェノゲストを投
与終了することで子宮内膜症（子宮腺筋症）に対し再発が予防できることが示唆された。

P-58 腹腔鏡下に診断、摘出し得た異所性卵巣成熟嚢胞性奇形腫の一例

○齋藤　雅恵１）、明石　祐史２）、嶋田　浩志１）、浅野　拓也１）、竹田　倫子１）、岡村　直樹１）

　１）市立釧路総合病院　産婦人科
　２）札幌医科大学　産婦人科

【諸言】卵巣組織が正常卵巣とは別の場所に同定されることがまれにあり、これを異所性卵巣と呼ぶ。
今回我々は、術前に両側卵巣成熟嚢胞性奇形種と診断したが、腹腔鏡下で異所性卵巣と診断、摘出
し得た一例を経験したので報告する。【症例】36歳、１経妊１経産。心窩部痛・嘔吐・下痢症状のの
ち意識消失し近医へ救急搬送された。前医到着後意識は回復、CTにて両側卵巣腫瘍を認め茎捻転疑
いで当院搬送となった。到着時バイタルは安定し、下腹部痛も認めず茎捻転は否定的であったが、
意識消失の原因は不明であり経過観察入院となった。腫瘍マーカーはCA125値42.2U/ml、CA19-9値
35.9U/ml、CEA値2.8ng/mlと正常範囲内であった。MRIにおいて子宮前面・左背側にそれぞれ70mm
大、60mm大の、T1強調画像およびT2強調画像ともにhigh intensity、脂肪抑制T1強調画像でlow 
intensityの腫瘍を認め、両側卵巣成熟嚢胞性奇形種の診断で腹腔鏡手術となった。腹腔内所見では
子宮の前面に膀胱子宮窩腹膜と癒着した70mm大の腫瘤を認めた。右卵巣は瘢痕様であり、右正常
卵巣と腫瘤は栄養血管の存在しない太さ５mm程の索状織で連続するのみであった。異所性卵巣の
診断で、癒着剥離ののち摘出し左卵巣嚢腫核出も施行した。病理組織診断はいずれの腫瘍も成熟嚢
胞性奇形種であった。【考察】成熟嚢胞性奇形腫はごくまれに捻転による自然離断後に腹腔内に再移
植される可能性があることが知られている。本症例においても、成熟嚢胞性奇形腫が捻転、壊死、
離断し膀胱子宮窩に生着したものと推測される。
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P-59 腹腔鏡下切除後の妊娠で健常児が得られた卵管間質部妊娠の２例

○野島　俊二、上島　千春、吉越　信一、前川真知子
市立砺波総合病院　産婦人科

【緒言】異所性妊娠は全妊娠の１％で、間質部妊娠はその２％である。ＳＴＤ既往のない自然妊娠で
間質部妊娠となった２例に対し腹腔鏡下手術を施行、その後の妊娠で帝王切開により生児を得るこ
とができたので報告する。【症例１】27歳０回経妊。2008年５月13日より性器出血あり、近医で妊娠
反応陰性。６月23日（妊娠12週１日）尿hCG1000単位で胎嚢認めず当科へ紹介された。出血持続し、
右卵管角近傍に2.8cm大腫瘤および左卵巣嚢腫を認めた。CTで内膜と連続のない腫瘤あり、子宮鏡
で右卵管口に絨毛を確認し右卵管間質部妊娠と診断した。腹腔鏡で右卵管角部腫大および左卵巣嚢
種を認め、左卵巣嚢腫摘出、間質部楔状切除し、手術時間130分、出血200ml、６日目退院した。術
後11ヶ月完全流産、その９ヵ月後再度妊娠し、38週帝王切開で男児2710gを娩出した。【症例２】26
歳２回経妊１回経産。2009年正常分娩、2010年中絶術。2011年５月２日近医受診し妊娠確認、同11
日尿中hCG25単位で胎嚢なく当科紹介された。出血なく軽度下腹部痛あり、同16日（妊娠７週６日）
尿hCG1000単位となり、内膜より離れた部分に胎嚢様部分を認めた。単孔式腹腔鏡で左卵管角部腫
大を認め、５mmポート追加し、間質部楔状切除し、手術時間148分、出血20ml、４日目退院した。
４ヵ月後に妊娠し、38週帝王切開で女児3900gを娩出した。【結論】異所性妊娠では、特に間質部妊
娠の確定診断まで時間を要することがある。若年者でSTD増加により異所性妊娠は増加、ART後で
の間質部妊娠の頻度は高い。今回どちらの既往もない間質部妊娠を２例経験した。早期に腹腔鏡で
確定診断し、引き続いて未破裂での切除治療が可能となり、その後の妊娠で帝王切開により安全に
生児を得た。
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プ ロ グ ラ ム 変 更 表 

第 60 回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会 

座長変更 

（プログラム集 P15, 63） ランチョンセミナー４  

第 2 日  9 月 9 日(日) 第 2 会場 （山形テルサ 3F アプローズ） 12：00～12：50 

 【変更前】  金沢大学    教授  井上 正樹 

【変更後】  札幌医科大学 教授  齋藤 豪 

（プログラム集 P18） 一般演題（口演） 第 5 群  

第 1 日  9 月 8 日(土) 第 1 会場 （山形テルサ 1F テルサホール） 15：40～16：20 

 【変更前】  札幌医科大学  田中 綾一 

【変更後】  札幌医科大学  馬場 剛 

（プログラム集 P24） 一般演題（ポスター） 第 11 群  

第 1 日  9 月 8 日(土) 第 3 会場 （山形テルサ 2F リハーサル室・交流ラウンジ） 15：00～15：30 

 【変更前】  札幌医科大学  馬場 剛 

【変更後】  札幌医科大学  田中 綾一 

（プログラム集 P19） 一般演題（口演） 第 7 群  

第 1 日  9 月 8 日(土) 第 2 会場 （山形テルサ 3F アプローズ） 13：00～13：40 

 【変更前】  東北大学  志賀 尚美 

【変更後】  東北大学  宇都宮 裕貴 
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