
第135回東北連合産科婦人科学会

総会・学術講演会

会　期：平成25年６月８日（土）・９日（日）

会　場：山形テルサ
　　　　（山形市双葉町１丁目２番３号　TEL　023－646－6677）

会　長　　金 杉　　浩
　　　　　（社会福祉法人  恩賜財団  済生会山形済生病院）

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丁目２番２号
　　　　　TEL　023－628－5393　FAX　023－628－5396
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　「つなぐ、繋げる、つながる」をメインテーマとし、学会の準備を進めて参りました。講
演を快くお引き受けいただきました先生方、一般演題にご応募の多くの会員の先生方、ワー
クショップにご参加の各県代表の先生方、そして各セッションの座長の労をおとりいただ
きます先生方、またすばらしい研修会を企画して下さいました研修医会の先生方に心より
感謝申し上げます。
　「連携」、これには様々な意味合いがあります。病診連携、病々連携、地域連携、診診連
携等々、また研修医・専攻医・専門医・指導医など世代間連携なども含まれます。永続的
な産婦人科医療の発展はどれ一つ欠けても成り立ちません。
　「つなぐ、繋げる、つながる」国語の文法みたいな文字列ですが、「連携」の大切さを念
じて山形での学会のテーマとしました。
　特別講演では産婦人科医師減少の厳しい時代に学会の舵取りをなされました吉村泰典前
産科婦人科学会理事長に在任の４年間、いかにしてこの苦境を乗り切ったかなどの苦労話
をお願いしました。招請講演茨では京哲先生に「産婦人科研究者としての夢」を熱く語っ
ていただきます。これから研究を目指す若手の先生方には大いに参考になるものと思いま
す。招請講演芋では杉浦真弓先生に「不育症」について最近の話題をお話ししていただき
ます。教育講演も２題準備しました。川鰭市郎先生には、胎児心拍モニタリングの基本的
所見を理解した上で、電子カルテといったツールを使用した別の観点からの胎児心拍図に
ついて語っていただきます。白須和裕先生には産婦人科保険診療の基本について、若手の
先生方にもわかりやすく解説していただくとともに、第一線でご活躍の先生方には大いに
参考になる最近の展開などについても触れていただきます。
　その他に、モーニング、ランチョン、イブニングの各セミナーを企画しました。産科婦
人科学の主要分野からエキスパートをお招きし、早朝から晩までバラエティーに富んだお
話をお聞きできるようなプログラム構成になっています。
　学会２日目の午後には、各県の先生方の代表によりますワークショップを用意しました。
これぞ「連携」といった「産科危機的出血への対応」をテーマに掲げました。有意義なディ
スカッションになることを期待しています。
　懇親会では、山形の「旨いもん」をふんだんに準備しました。新緑の山形路へ是非おい
で下さい。ご参加を心よりお待ち申し上げます。

新緑の山形路へようこそ

第135回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

会長　金　杉　　　浩
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煙会　期
　　平成25年６月８日（土）、９日（日）

煙会　場
　　山形テルサ
　　〒990－0828　山形市双葉町１丁目２番３号
　　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
　　　　学会本部 ３階　研修室Ｂ
　　　　製品・機器展示 １階　大会議室

煙参加登録受付
　　第１日目　６月８日（土）　９：00から17：30まで
　　第２日目　６月９日（日）　７：45から13：30まで

煙参加費
　　学術講演会 12,000円（参加者の総懇親会費は無料）
　　　＊初期研修医・学生の学術講演会及び総懇親会への参加は無料です。
　　　＊初期研修医・学生の方は参加受付でお申し出ください。参加章を発行します。

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

煙託児所について
　　学会期間中、託児所を開設しております。
　ご希望の方は学会HP（http://www2.convention.co.jp/135nuog/）より、５月31日（金）までに 
　お申込ください。なお、定員になり次第、締切いたします。
　　（当日のお申し込みはベビーシッターの手配の都合上お受けできませんので予めご了承ください。）

煙総懇親会
　　平成25年６月８日（土）　18：30開宴
　　会場：ホテルメトロポリタン山形　４階　霞城 

第135回東北連合産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内
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煙役員会および総会
　　○東北連合産科婦人科学会役員会
　　　日時：平成25年６月９日（日）　８：00～９：00
　　　会場：ホテルメトロポリタン山形　３階　出羽
　　○東北連合産科婦人科学会総会
　　　日時：平成25年６月９日（日）　13：35～14：00
　　　会場：山形テルサ　１階　テルサホール

煙関連委員会および研究会
　　○第９回胚細胞呼吸機能研究会会議
　　　日時：平成25年６月８日（土）　９：00～10：00
　　　会場：山形テルサ　３階　研修室Ａ
　　○TGCU世話人会
　　　日時：平成25年６月８日（土）　10：00～11：00
　　　会場：山形テルサ　３階　会議室
　　○第10回東北産婦人科研修医会
　　　日時：平成25年６月８日（土）　10：00～11：30
　　　会場：山形テルサ　１階　テルサホール
　　○NIPTコンソーシアム
　　　日時：平成25年６月８日（土）　15：10～15：40
　　　会場：山形テルサ　３階　研修室Ａ

煙講演発表
　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へご着席ください。
芋　プログラムに定められた時間内に終了するよう、時間厳守に努めて下さい。

　２．演者の方々へのお願い
茨　一般演題は全て口頭発表で、口演時間６分、討論時間２分です。
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。
　　スライドやビデオは原則として使用できませんので、ご注意ください。
鰯　当日は会場内にPC受付（山形テルサ １階 ロビー）を設けております。
　　講演開始40分前までに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、受付と動作確認を行ってください。

　　なお、２日目の発表データも１日目に受付可能です。
允　受付用PCを使用しての長時間データ修正はご遠慮願います。
印　Power Pointの発表者ツールはご利用いただけません。
咽　演者は口演開始10分前までに会場内次演者席へご着席ください。
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　【データ持参の場合】
茨　準備するPCには、Windows７ Power Point 2003・2007・2010をインストールしております。
　　動画ファイルをご使用の場合は演者ご自身のPCにて発表をお願いします。
芋　Mac OS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

試写・確認したデータをお持ちください。
鰯　発表データのファイル名は、「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標準のもののみご使用ください。
　　機種固有のソフトウェアやフォント等を使用の場合は演者ご自身のPCにて発表をお願い
します。

印　会場スピーカーに音声を流すことは出来ません。
咽　画面の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
員　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　故障・不具合時のバックアップとして必ず収録メディアもご持参ください。
芋　会場スピーカーに音声を流すことはできません。
鰯　画面解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
允　PC受付にて、液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行います。　
　　合わせてスクリーンセーバーの設定をOFFに、省電力設定をなしの設定に変更致しますの

で、事前にご確認ください。
印　プロジェクターとの接続ケーブルはミニD-sub15ピン（VGA）です。持込みのPCによって
は専用の出力アダプターが必要になりますので、必ずご持参ください。

咽　電源アダプターをは必ずご持参ください。
員　プレゼン用PCは発表開始15分前までに会場内オペレーター席へ演者ご本人お持ちください。

煙事務局
　　山形大学医学部　産科婦人科学講座
　　第135回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会事務局
　　担当：堤　誠司
　　〒990－9585　山形市飯田西2－2－2
　　E-MAIL stsutsumi@med.id.yamagata-u.ac.jp
　　TEL 023－628－5393　FAX 023－628－5396
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山形市へのアクセス

（伊丹・関西）

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。

Title:P001-008.ec8  



― 8 ―

会場案内図
山形テルサ

製品・機器
展示会場

胚細胞呼吸機能研究会
NIPTコンソーシアム

TGCU世話人会
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学会プログラム
１日目　６月８日（土）

９：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

20：00

20：30

テルサホール　１Ｆ
第１会場

　

第10回　東北産婦人科研修医会（10：00～11：30）

開会式・会長挨拶（11：35～11：40）

ランチョンセミナー１（11：50～12：50）
演者：百枝　幹雄（聖路加国際病院）
座長：高林　俊文（公立刈田綜合病院）
共催：バイエル薬品株式会社

特別講演（13：00～14：00）
演者：吉村　泰典（慶應義塾大学）
座長：金杉　　浩（山形済生病院）

招請講演１（14：05～15：05）
演者：京　　　哲（金沢大学）
座長：倉智　博久（山形大学）

一般演題：第１群　腫瘍Ⅰ（15：10～15：42）
座長：庄子　忠宏（岩手医科大学）

　

一般演題：第２群　腫瘍Ⅱ（15：42～16：22）
座長：佐藤　敏治（秋田大学）

　

一般演題：第３群　腫瘍Ⅲ（16：22～16：54）
座長：西山　　浩（福島県立医科大学）

　

イブニングセミナー１（17：10～18：10）
演者：髙松　　潔（東京歯科大学）
座長：水沼　英樹（弘前大学）
共催：久光製薬株式会社

懇親会（18：30～20：30）
ホテルメトロポリタン山形 ４Ｆ 霞城

アプローズ　３Ｆ
第２会場

　

ランチョンセミナー２（11：50～12：50）
演者：寺井　義人（大阪医科大学）
　　　小林　栄仁（大阪大学）
座長：寺田　幸弘（秋田大学）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

一般演題：第４群　周産期Ⅰ（15：10～15：42）
座長：西郡　秀和（東北大学）

　

一般演題：第５群　周産期Ⅱ（15：42～16：14）
座長：牧野　健一（秋田大学）

　

一般演題：第６群　周産期Ⅲ（16：14～16：54）
座長：手塚　尚広（公立置賜総合病院）

　

イブニングセミナー２（17：10～18：10）
演者：岩成　　治（島根県立中央病院）
座長：八重樫伸生（東北大学）
共催：株式会社キアゲン

受付開始（９：00～）

移動時間
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学会プログラム

煙役員会
　　○東北連合産科婦人科学会役員会
　　　　日時：平成25年６月９日（日）　８：00～９：00
　　　　会場：ホテルメトロポリタン山形　３階　出羽

煙関連委員会および研究会
　　○第９回胚細胞呼吸機能研究会会議
　　　　日時：平成25年６月８日（土）　９：00～10：00
　　　　会場：山形テルサ　３階　研修室Ａ
　　○TGCU世話人会
　　　　日時：平成25年６月８日（土）　10：00～11：00
　　　　会場：山形テルサ　３階　会議室
　　○NIPTコンソーシアム
　　　　日時：平成25年６月８日（土）　15：10～15：40
　　　　会場：山形テルサ　３階　研修室Ａ

アプローズ　３Ｆ
第２会場

　

モーニングセミナー２（８：00～９：00）
演者：田畑　　務（三重大学）
座長：杉山　　徹（岩手医科大学）
共催：ジャパンワクチン株式会社

一般演題：第10群　周産期Ⅳ（９：00～９：24）
座長：田中　幹二（弘前大学）

一般演題：第11群　周産期Ⅴ（９：24～９：56）
座長：小篠　隆広（山形県立中央病院）

一般演題：第12群　内分泌（９：56～10：12）
座長：豊島　将文（東北大学医学部）

教育講演２（10：25～11：25）
演者：白須　和裕（小田原市立病院）
座長：川越慎之助（川越医院）

ランチョンセミナー４（12：30～13：30）
演者：小林　隆夫（浜松医療センター）
座長：藤森　敬也（福島県立医科大学）
共催：日本新薬株式会社

２日目　６月９日（日）

７：00

８：00

９：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：30

テルサホール　１Ｆ
第１会場

　

モーニングセミナー１（８：00～９：00）
演者：馬場　一憲（埼玉医科大学総合医療センター）
座長：菊池　昭彦（岩手医科大学）
共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

一般演題：第７群　内視鏡Ⅰ（９：00～９：24）
座長：二神　真行（弘前大学）

一般演題：第８群　内視鏡Ⅱ（９：24～９：48）
座長：利部　正裕（岩手医科大学）

一般演題：第９群　生殖（９：48～10：12）
座長：小宮ひろみ（福島県立医科大学）

教育講演１（10：25～11：25）
演者：川鰭　市郎（長良医療センター）
座長：平野　秀人（秋田赤十字病院）
共催：トーイツ株式会社

招請講演２（11：25～12：25）
演者：杉浦　真弓（名古屋市立大学）
座長：中川　公夫（宮城県産婦人科医会）

ランチョンセミナー３（12：30～13：30）
演者：石郷岡　純（東京女子医科大学）
座長：小林　　高（岩手県産婦人科医会）
共催：持田製薬株式会社

総会（13：35～14：00）

ワークショップ（14：00～15：30）
コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学）
　　　　　　　　　藤森　敬也（福島県立医科大学）
演者：田中　幹二（弘前大学）、三浦　広志（秋田大学）
　　　金杉　知宣（岩手医科大学）、齋藤　昌利（東北大学）
　　　経塚　　標（福島県立医科大学）、池田　美智（山形大学）

閉会式（15：30～15：40）

受付開始（７：45～）
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 特　別　講　演 

第１日　６月８日（土）　第１会場（テルサホール）　13：00～14：00
「理事長の４年間を振り返る ― 産婦人科の危機をいかにのりきったか ―」
演者：慶應義塾大学医学部産婦人科　教授 吉　村　泰　典
座長：済生会山形済生病院　副院長 金　杉　　　浩

 招　請　講　演 

招請講演１
第１日　６月８日（土）　第１会場（テルサホール）　14：05～15：05
「研究に夢を見て。」
演者：金沢大学産婦人科　臨床教授 京　　　　　哲
座長：山形大学医学部　産科婦人科学講座　教授 倉　智　博　久

招請講演２
第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　11：25～12：25
「不育症」
演者：名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学　教授 杉　浦　真　弓
座長：宮城県産婦人科医会　会長 中　川　公　夫

 教　育　講　演 

教育講演１
第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　10：25～11：25
「胎児心拍数図の使い方～電子カルテ上での有効な利用法～」
演者：国立病院機構長良医療センター周産期診療部　部長 川　鰭　市　郎
座長：秋田赤十字病院総合周産期母子医療センター　センター長 平　野　秀　人
共催：トーイツ株式会社

教育講演２
第２日　６月９日（日）　第２会場（アプローズ）　10：25～11：25
「産婦人科保険診療～基本から最近の動向まで～」
演者：小田原市立病院　病院長 白　須　和　裕
座長：川越医院　院長 川　越　慎之助
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 ランチョンセミナー 

ランチョンセミナー１
第１日　６月８日（土）　第１会場（テルサホール）　11：50～12：50
「子宮内膜症治療の課題と展望」
演者：聖路加国際病院　女性総合診療部　部長 百　枝　幹　雄
座長：公立刈田綜合病院　病院長 高　林　俊　文
共催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー２
第１日　６月８日（土）　第２会場（アプローズ）　11：50～12：50

婦人科領域における腹腔鏡下手術の現況
「婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術の現状～日本と世界から～」
演者：大阪医科大学産婦人科　診療准教授 寺　井　義　人

「内視鏡手術症例の少ない施設で安全に手術を導入するための取り組み」
演者：大阪大学　産婦人科　助教 小　林　栄　仁

座長：秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座　教授
 寺　田　幸　弘
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー３
第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　12：30～13：30
「女性のうつ状態の診立てと対策」
演者：東京女子医科大学医学部精神医学講座　主任教授 石郷岡　　　純
座長：岩手県産婦人科医会　会長 小　林　　　高
共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー４
第２日　６月９日（日）　第２会場（アプローズ）　12：30～13：30
「女性ホルモン剤と肺塞栓症」
演者：浜松医療センター　院長 小　林　隆　夫
座長：福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授 藤　森　敬　也
共催：日本新薬株式会社
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 イブニングセミナー 

イブニングセミナー１
第１日　６月８日（土）　第１会場（テルサホール）　17：10～18：10
「HRTガイドライン2012年度版　解説～安全・安心かつ有効なHRTを目指して～」
演者：東京歯科大学市川総合病院産婦人科　教授 髙　松　　　潔
座長：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授 水　沼　英　樹
共催：久光製薬株式会社

イブニングセミナー２
第１日　６月８日（土）　第２会場（アプローズ）　17：10～18：10
「細胞診・HPV検査併用子宮頸がん検診６年間の成績 ― 高精度・効率化・ワクチン
 時代対応可 ―」
演者：島根県立中央病院母性小児診療部　部長 岩　成　　　治
座長：東北大学大学院医学系研究科産科学婦人科学分野　教授 八重樫　伸　生
共催：株式会社キアゲン

 モーニングセミナー 

モーニングセミナー１
第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　８：00～９：00
「妊娠初期の超音波検査のポイント」
演者：埼玉医科大学総合医療センター／総合周産期母子医療センター 母体・胎児部門 教授
 馬　場　一　憲
座長：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授 菊　池　昭　彦
共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

モーニングセミナー2
第２日　６月９日（日）　第２会場（アプローズ）　８：00～９：00
「広汎子宮全摘出術・手術の工夫」
演者：三重大学医学部・産婦人科　准教授 田　畑　　　務
座長：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　主任教授 杉　山　　　徹
共催：ジャパンワクチン株式会社 
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 ワークショップ 

第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　14：00～15：30
「産科危機的出血への対応」

コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）
　　　　　　　　　藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「当科における前置胎盤、前置癒着胎盤に対する出血量低減の試み」
演者：弘前大学医学部附属病院周産母子センター　准教授 田　中　幹　二

「癒着胎盤症例に対する骨盤内動脈バルーン塞栓術の有効性について」
演者：秋田大学産婦人科 三　浦　広　志

「当院へ母体搬送となった分娩時大量出血32症例から得られた教訓」
演者：岩手医科大学産婦人科 金　杉　知　宣

「当院における帝王切開時B-Lynch縫合の実際」
演者：東北大学病院産科周産母子センター 齋　藤　昌　利

「当院における産褥期搬送例の検討～今後の搬送システムと輸血体制への課題～」
演者：福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座 経　塚　　　標

「山形県における産科危機的出血への対応～子宮破裂による出血性ショックの症例
 を通して～」
演者：山形大学医学部　産科婦人科学講座 池　田　美　智

 第10回　東北産婦人科研修医会 

第１日　６月８日（土）　第１会場（テルサホール）　10：00～11：30
10：00～10：10
挨拶：第135回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会　会長 金　杉　　　浩
　　　第10回東北産婦人科研修医会　幹事代表 長谷川　歩　美

10：10～10：45
前半の部：「産婦人科専攻医の実際」
　　　　　司会：山形大学　　　　　　高　橋　可菜子
　　　　　オブザーバー：山形大学　　高　橋　一　広
10：45～11：25
後半の部：「産婦人科医の結婚と妊娠・出産」
　　　　　司会：山形大学　　　　　　原　　　周一郎
　　　　　オブザーバー：山形大学　　松　尾　幸　城、成　味　　　恵
11：25～11：30　　閉会式
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一　般　演　題

 第１日　６月８日 （土） 

 第１会場　テルサホール 
第１群　腫瘍Ⅰ　15：10～15：42

座長：庄子　忠宏（岩手医科大学　産婦人科学講座）

１．右付属器疾患と鑑別を要した虫垂嚢胞粘液腺腫の１例
八戸市立市民病院　産婦人科 高橋　聡太、會田　剛史、田中　宏典、森　向日留
 比嘉　　健、小泉　俊光、河野　順子、今井　紀昭

２．漿膜下子宮筋腫茎捻転の１例
１）福島厚生連　白河厚生総合病院　産婦人科
２）財団法人　大田綜合病院附属　太田西ノ内病院　産婦人科
 大原　美希1）、中村　聡一1）、加藤　謙一1）、山内　隆治1）

 野村　真司2）、山口　明子2）、田中　幹夫2）

３．CA125の異常高値を呈した子宮筋腫によるPseudo-Meigs症候群の１例
大崎市民病院　産婦人科 我妻　理重、佐藤　菊子、横山　智之、櫻田　尚子
 松本　大樹、星合　哲郎

４．卵巣腫瘍との鑑別に苦慮したDisseminated Peritoneal Leiomyomatosis（DPL）再発の一例
東北公済病院　産婦人科 久野　貴司、田野口孝二、網本　頌子、柿坂はるか
 鈴木　弘二、小林　正臣、上原　茂樹、岡村　州博

第２群　腫瘍Ⅱ　15：42～16：22
座長：佐藤　敏治（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻　機能展開医学系　産婦人科学講座）

５．広汎子宮全摘術、放射線療法後に皮膚転移を来した子宮頸癌の一症例
公立大学法人福島県立医科大学　産科婦人科学講座
 安田　　俊、吉田　史子、古川　茂宜、河村　　真
 渡辺　尚文、西山　　浩、藤森　敬也

６．嚢胞性腺筋症が悪性化したと思われる一例
寿泉堂綜合病院　産婦人科 伊藤　　舞、鈴木　和夫、鈴木　博志

７．当科における子宮内膜異型増殖症および子宮体癌の妊能温存治療例の検討
山形大学医学部　産科婦人科 小島原敬信、太田　　剛、倉智　博久

８．粘液性嚢胞腺腫と合併した卵巣甲状腺腫性カルチノイドの１例
１）岩手県立中央病院　産婦人科　２）岩手県立中央病院　病理診断科
 村井　眞也1）、菊池　真澄1）、名取　徳子1）、三浦　自雄1）

 畑山　伸弥1）、葛西真由美1）、鈴木　　博1）、小野　貞英2）

９．BEP療法が有効であった卵巣卵黄嚢腫瘍の１例
弘前大学医学部　産科婦人科 石原　佳奈、二神　真行、鴨井　舞衣、田村　良介
 重藤龍比古、横山　良仁、水沼　英樹 
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第 群　 Ⅲ　16：22～16：54
座長：西山　　浩（福島県立医科大学　産科婦人科学講座）

10． 婦人科疾患を契機にして発見された消化管穿孔の２例
仙台医療センター　産婦人科 牧野　浩充、澁谷　剛志、佐々木　恵、島　　　崇
 石垣　展子、早坂　　篤、明城　光三、和田　裕一

11． 当院におけるCIN1およびCIN2症例のHPVタイピング検査結果
山形県立中央病院　産婦人科 市川さおり、杉山　晶子、前川　絢子、小篠　隆広
 阿部　祐也

12． 大量の腹腔内出血をきたした侵襲性血管粘液腫の１例
公立置賜総合病院　産婦人科 松川　　淳、手塚　尚広、高木　潤一、沼崎　政良

13． ノボセブン投与下に子宮全摘術を施行した、先天性第VII因子欠乏症の１例
秋田大学　産婦人科 白澤　弘光、設楽　明宏、佐藤　敏治、清水　　大
 佐藤　直樹、寺田　幸弘

 第２会場　アプローズ 
第４群　周産期Ⅰ　15：10～15：42

座長：西郡　秀和（東北大学医学部　産科学婦人科学教室）

14． 臨床的羊水塞栓症の１例
由利組合総合病院　産婦人科 長尾　大輔、尾野　夏紀、田村　大輔、齋藤　史子
 木村菜桜子、軽部　彰宏

15． 産褥期に可逆性後頭葉白質脳症を発症した１例
１）岩手県立宮古病院　産婦人科　２）岩手県立宮古病院　神経内科
 千田　英之1）、小原　　剛1）、細谷地　昭1）、善積　　昇1）

 大和　豊国2）

16． 当院で経験した脳血管障害合併妊娠症例の検討
青森県立中央病院　産婦人科 山内　愛紗、千葉　仁美、柞木田礼子、湯澤　　映
 森川　晶子、佐藤　秀平

17． 卵巣癌合併妊娠に対し、化学療法が奏功し妊娠期間を延長しえた１例
山形大学　産科婦人科学講座 石田　博美、小幡美由紀、池田　美智、山谷　日鶴
 吉田　隆之、五十嵐秀樹、堤　　誠司、倉智　博久

第５群　周産期Ⅱ　15：42～16：14
座長：牧野　健一（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻　機能展開医学系　産婦人科学講座）

18． Basedow病合併妊婦より出生した胎児頚部腫瘤の１例
１）いわき市立総合磐城共立病院　産婦人科
２）いわき市立総合磐城共立病院　未熟児・新生児科
 片倉真輝帆1）、後藤美奈子1）、三瓶　　稔1）、草野　良一1）

 本多つよし1）、金井　祐二2）、本田　義信2）
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19． 尾部退行症候群をきたした血糖コントロール不良糖尿病合併妊娠の１例
１）弘前大学医学部附属病院　産婦人科
２）弘前大学保健学研究科　健康支援科学領域　障害保健学分野
 伊東　麻美1）、大石　舞香1）、石原　佳奈1）、鴨井　舞衣1）

 湯澤　　映1）、田中　幹二1）、樋口　　毅2）、水沼　英樹1）

20． 児にVACTER連合を認めた糖尿病合併妊娠の１例
済生会山形済生病院　産婦人科 成味　　恵、阪西　通夫、阿部　尚弘、松尾　幸城
 大貫　　毅、木原　香織、金杉　　浩

21． 巨大胎盤血腫（Breus’ mole）が原因と考えられた子宮内胎児発育遅延の３例
１）岩手医科大学　産婦人科　２）岩手医科大学　臨床遺伝科
 村上　一行1）、金杉　知宣1）、海道　善隆1）、岩動ちず子1）

 福島　明宗2）、菊池　昭彦1）、杉山　　徹1）

第６群　周産期Ⅲ　16：14～16：54
座長：手塚　尚広（公立置賜総合病院）

22． 出生前に診断された左下腹部 ― 大腿部リンパ管腫の１例
弘前大学　産婦人科 大澤　有姫、大石　舞香、石原　佳奈、飯野　香理
 伊東　麻美、福原　理恵、田中　幹二、水沼　英樹

23． 胎児腹腔内臍静脈瘤の１例
弘前大学医学部附属病院　産婦人科
 田村　良介、大石　舞香、石原　佳奈、大澤　有姫
 飯野　香理、福原　理恵、田中　幹二、水沼　英樹

24． 左室心筋緻密化障害にて高度の胎児水腫をきたし子宮内胎児死亡となった一症例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
 伊藤　史浩、巌　　美希、経塚　　標、鈴木　　聡
 野村　泰久、藤森　敬也

25． 東北地方におけるTTTSに対する胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術の成績
１）宮城県立こども病院　産科
２）東北大学大学院医学系研究科先進成育医学講座　胎児医学分野
３）東北大学　産婦人科
 室本　　仁1）2）、小澤　克典1）2）、宮下　　進1）2）、室月　　淳1）2）
 八重樫伸生3）

26． 当院における成育限界についての検討
１）独立行政法人　国立病院機構　福島病院　産婦人科
２）独立行政法人　国立病院機構　福島病院　小児科
 平岩　　幹1）、牛嶋　順子1）、加藤　克彦1）、河原田　勉2）

 石井　　勉2） 
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 第２ 　 ９   

 第１会場　テルサホール 
第７群　内視鏡Ⅰ　９：00～９：24

座長：二神　真行（弘前大学医学部　産科婦人科学教室）

27． 当院における単孔式手術の検討
気仙沼市立病院　産婦人科 城　　伶史、豊田　勇輝、宇賀神智久
　

28． 腹腔鏡下子宮筋腫核出術においてマニピュレーター先端が子宮内腔に遺残した１例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
 古川　茂宜、鈴木　　聡、渡辺　尚文、西山　　浩
 藤森　敬也
　

29． TLH施行に際しTLMの手術経験は必要か？～当院におけるTLM未経験である２人のTLHより～
大阪労災病院　産婦人科 磯部　真倫、香林　正樹、田中　佑典、久保田　哲
 中村　　涼、香山　晋輔、志岐　保彦

 
第８群　内視鏡Ⅱ　９：24～９：48

座長：利部　正裕（岩手医科大学　産婦人科学講座）

30． TLHにおける尿管、子宮動脈同定のコツ～膜、腔、層を意識した手術～
大阪労災病院　産婦人科 磯部　真倫、香林　正樹、田中　佑典、久保田　哲
 中村　　涼、香山　晋輔、志岐　保彦
　

31． 皮下鋼線吊り上げ法による全腹腔鏡下子宮全摘術の検討
スズキ記念病院　産婦人科 渋谷　祐介、黒澤　大樹、藤井　　調、飯田　修一
 田中　耕平、星　　和彦、鈴木　雅洲
　

32． 地方病院である当院における腹腔鏡手術、特にTANKO手術の現状と課題
岩手県立大船渡病院　産婦人科 岩間　英範、村井　正俊、井筒　直子、児玉　秀夫
 小笠原敏浩

 
第９群　生殖　９：48～10：12

座長：小宮ひろみ（福島県立医科大学医学部　産科婦人科学講座　准教授）

33． Hyperreactio Luteinalisの１例
１）自衛隊仙台病院　産婦人科　２）仙台医療センター　産婦人科
 澁谷　剛志1）、明城　光三2）、松浦　　類2）、石垣　展子2）

 牧野　浩充2）、千葉由美代2）、和田　裕一2）
　

34． 単一胚盤胞移植後の二卵性双胎の一例
山形大学医学部　産科婦人科 竹原　　功、原　周一郎、五十嵐秀樹、高橋　俊文
 倉智　博久
　

35． 11年前に乳がんを発症し，手術施行後３年後に転移が発見され，凍結受精卵の胚移植で生児
を得た症例について
１）日本海総合病院　産婦人科　２）すこやかレディースクリニック
 森崎　伸之1）、早坂　典子1）、太田　　聡1）、早坂　　直1）

 清野　朝史1）、井出　佳宏1）、斎藤　憲康2）
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 第２会場　アプローズ 
第10群　周産期Ⅳ　９：00～９：24

座長：田中　幹二（弘前大学医学部附属病院周産母子センター　准教授）

36． 帝王切開後８日目に大量出血をきたした癒着胎盤の一例
気仙沼市立病院　産婦人科 豊田　勇輝、城　　伶史、宇賀神智久

37． 分娩時大出血後にSIADH，急性ストレス反応をきたした１症例
会津中央病院　産婦人科 小島　　学、星野　公彦、幡　　　進、高梨子篤浩
 飯澤　禎之、武市　和之

38． 重症妊娠悪阻が原因と考えられた静脈血栓塞栓症
１）山形県立中央病院　産婦人科　２）山形県立中央病院　循環器内科
 杉山　晶子1）、市川さおり1）、前川　絢子1）、小篠　隆広1）

 阿部　祐也1）、菊地　順裕2）

第11群　周産期Ⅴ　９：24～９：56
座長：小篠　隆広（山形県立中央病院　産婦人科）

39． Mycoplasma hominis による帝王切開後の子宮筋層切開部感染の２症例
済生会山形済生病院　産婦人科 阪西　通夫、松尾　幸城、阿部　尚弘、大貫　　毅
 成味　　恵、木原　香織、金杉　　浩

40． 診断に苦慮した妊娠中の骨盤放線菌感染症の一例
１）秋田赤十字病院　産婦人科　２）秋田大学　産婦人科
 畠山　佑子1）、富樫嘉津恵2）、細谷　直子1）、大山　則昭1）

 真田　広行1）

41． 帝王切開後に発症した腹壁腫瘍
１）米沢市立病院　産婦人科　２）米沢市立病院　外科
 渡辺　憲和1）、榊　　宏諭1）、木村　和彦1）、橋本　敏夫2）

 北村　正敏2）

42． 高度肥満のために手術に難渋した前置癒着胎盤の１例
秋田大学附属病院　産婦人科 菅原　多恵、富樫嘉津恵、三浦　広志、佐藤　　恵
 佐藤　　朗、寺田　幸弘

第12群　内分泌　９：56～10：12
座長：豊島　将文（東北大学医学部　産科学婦人科学教室）

43． 高インスリン血症を合併した多毛症の２例
秋田大学大学院医学系研究科　機能展開医学系　産婦人科学講座
 富樫嘉津恵、金森　勝裕、金森　恭子、熊澤由紀代
 熊谷　　仁、兒玉　英也、寺田　幸弘

44． 精巣腫瘍茎捻転を契機に精巣性女性化症候群と診断された一例
岩手医科大学　産婦人科 竹下　亮輔、利部　正裕、小見　秀夫、三浦　史晴
 本田　達也、永沢　崇幸、苫米地英俊、村上　一行
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特 別 講 演
招 請 講 演
教 育 講 演
ワークショップ
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　特別講演 第１日　６月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　13：00～14：00　

座長：金杉　　浩（済生会山形済生病院　副院長）

「理事長の４年間を振り返る
　― 産婦人科の危機をいかにのりきったか ―」

演者：吉村　泰典（慶應義塾大学医学部産婦人科　教授）

　日本産科婦人科学会の役割とは何か。これまでの学会は社会への発信においてあまり熱心ではな
かった。理事長に就任してすぐ、公益社団法人への移行を決定した。このことも学会の方向性を変
える上で大きく影響した。私としては社会にどのように発信していくか、産婦人科医療や周産期医
療をどのようにして理解していただくかに心を砕いてきたつもりだ。
　社会にいかに貢献するか。医療を担う先導者としての人材をいかに育成していくか。この二つを
考えると、つまるところ、安全で安心な医療をどうすれば提供できるのかに行きつく。そんな中、
理事長の使命とはどこにあるのだろうか。これまでなら、学会という学問的な組織において産婦人
科学の進歩に目を向けてきた。しかし、産婦人科医療が国民にどうとらえられていくのか、必要な
医療を提供できるのか。そうした社会への対応力が理事長には最も必要な資質ではないだろうか。
　理事長就任に至る過程で特に準備をした覚えはない。ただ、倫理委員会に10年近くかかわり、生
殖医療の倫理問題と向き合った経験は何物にも代えがたかった。理事長時代、周産期医療に関する
さまざまな問題が発生した。学会としての見解を世に訴えなければならない。メディアにどう伝え
れば、きちんと受け止め、報じてくれるか。ここで必要なものを生殖医療のさまざまな問題に対す
る活動を通じていつの間にか会得していた。この体験が生きた。
　「任期中、最も大きな問題は何でしたか」
　今でもそんな質問を受けることがある。二つある。一つは福島県立大野病院事件。もう一つは東
京電力福島第一原子力発電所の事故である。私の理事長としての仕事はまさに「福島に始まり、福
島に終わった」といえる。
　まずは大野病院事件。わが国で起きた一連の周産期問題の淵源にこの事件がある。裁判が有罪で
あったら、どうか。具体的には業務上過失致死罪を問われなくても、届出違反で有罪だったならば、現
在の産婦人科医の姿はない。さらに大きな混乱と困難を来たしていただろう。無罪はそれほど大き
かった。
　原発事故についてはどうか。子供や妊婦・褥婦を本当に守れたかどうか、今後は内部被曝の問題
点をどう検証するのか。多くの日本人は原発事故についてすっかり忘れてしまったかのようだ。だ
が、子供、次世代への影響は真剣に考えなければならない。まだ、これからともいえる状況だ。理
事長として、私は持てる精力の大半を福島に注ぎ込んだといっても過言ではないだろう。発災直後
の対応には学会として尽力した。「お知らせ」を10回程度発行したことが象徴的だが、即時対応は国
よりもはるかに早く正しく行った自負がある。
　学会理事長に求められるのは統治能力。この一点に尽きる。自らの哲学をどう伝えられるか。そ
こで抽象的な命題をいくら打ち立てても、うまくいかない。できるだけ簡潔な大目標を一つ立てる。
この分かりやすさが大事だ。
　最後に私がいつも心に留めている問いを紹介して結びに替えることとしたい。
　「周産期医療の受益者は誰か」
　皆さんはどうお考えだろうか。私は「明日の社会」だと考えている。未来を築いていくのは女性
と子供たちにほかならない。
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吉村　泰典　（よしむら　やすのり）

【略　歴】

1975年　　慶應義塾大学医学部卒業
1983年　　米国ペンシルバニア病院research fellow
1984年　　米国ジョンズホプキンス大学instructor
1986年　　藤田保健衛生大学医学部産婦人科専任講師
1990年　　杏林大学医学部産婦人科助教授
1995年　　慶應義塾大学医学部産婦人科教授

【主な学会活動】

2007年　　日本産科婦人科学会理事長（2011年まで）
2010年　　日本生殖医学会理事長
2011年　　日本産科婦人科内視鏡学会理事長
その他数多くの学会理事歴任

【主な学会外活動】

厚生科学審議会専門委員、法制審議会委員、内閣府総合科学技術会議専門委員、文部科学省科学
技術・学術審議会専門委員、日本学術会議生殖補助医療の在り方検討委員会委員などを歴任

【受賞歴】

松本賞、日本産科婦人科学会栄誉賞、福澤賞　受賞
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　招請講演１ 第１日　６月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　14：05～15：05　

座長：倉智　博久（山形大学医学部　産科婦人科学講座　教授）

「研究に夢を見て。」
演者：京　　　哲（金沢大学産婦人科　臨床教授）

　産婦人科臨床医が研究を行う機会は昨今の臨床研修制度や産婦人科医師不足の影響もあり、ここ

10年で激減しているように思われる。厳しい臨床の合間をぬって研究を行う時間が見いだせず、ま

た研究を行う意味や意義が見いだせずに機会を逸している若手臨床医が多いのではないだろう

か？ 

　臨床医が行う研究とは、学位をとるためのだけのティーテルアルバイトに始まり、学位取得をきっ

かけに研究に目覚め、臨床と両立させる人、キャリアアップの手段として研究を継続する人、臨床

よりも研究メインで身を立ててゆく人、etc---。同じ研究でも目的は多様である。

　私自身は研修医の頃から臨床一本で頑張るつもりで大学に帰学したものの、ちょっとしたきっか

けから研究生活に入り、その後のめり込むこととなってしまった。本講演ではその経緯をご紹介さ

せていただきながら、そもそも臨床医が研究を行う意義が何なのかという永遠のテーマについて

様々な切り口から考えてゆきたい。私自身は研究に夢を見られるかどうかがキーポイントであると

感じており、それは研究を継続するモチベーションのみならず、それそのものが研究を行う目的で

あるかもしれない。そしてその先には「臨床はより研究的に、そして研究はより臨床的」に行える

究極の医師像があると考える。本講演が現在研究を行っている、あるいはこれから研究を行う若手

臨床医に何らかの示唆を与えられればと考えている。
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京　　　哲　（きょう　さとる）

【略　歴】

昭和61年　　産業医科大学医学部卒業
昭和61年　　大阪大学医学部附属病院産婦人科（医員）
昭和62年　　大阪府立病院産婦人科
平成３年　　大坂大学微生物病研究所腫瘍ウイルス部門研究生
平成４年　　米国ノースウエスタン大学留学
　　　　　　（分子細胞生物学部門postdoctral fellow）
平成７年　　金沢大学医学部附属病院産婦人科助手
平成11年　　金沢大学医学部講師
平成13年　　金沢大学大学院医学系研究科（産婦人科講座）講師
平成22年　　金沢大学産婦人科臨床教授
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　招請講演２ 第２日　６月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　11：25～12：25　

座長：中川　公夫（宮城県産婦人科医会　会長）

「不育症」
演者：杉浦　真弓（名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学　教授）

　不育症は繰り返す流死産によって生児を得られない状態であり、習慣流産は３回以上連続する流

産と定義されている。本邦における習慣流産頻度は0.9%、不育症は4.2%程度の頻度であり、既往流

産回数、女性の加齢が危険因子である。

　日本産科婦人科学会ガイドラインは抗リン脂質抗体（約10%）、子宮奇形（3.2%）の検査を推奨レ

ベルＡとしている。抗体が持続する抗リン脂質抗体症候群（約４%）は不育症の中で唯一治療が確

立しており、2012年１月からアスピリン・ヘパリン療法が保険採用となった。ただし測定方法は確

立されていないため抗体測定の標準化が課題である。

　子宮奇形は手術をしなくても診断後初回妊娠で59.5%、累積78%が出産可能である。子宮奇形、染

色体転座のない患者の累積成功率は85%である。

　糖尿病、甲状腺機能異常、多のう胞性卵巣症候群などの内分泌異常は約12％に認められる。黄体

機能不全に対するホルモン補充の有効性は確証が得られていないため、推奨レベルＣとされている。

　夫婦染色体転座（4.5%、レベルＢ）は自然妊娠でも出産可能だが、流産予防のために着床前診断

が実施されている。どちらが速やかに出産に至るかはいまだ結論が出ていない。

　胎児染色体数的異常は散発流産の約70%に見られるが、不育症患者においても約51%に異常がみ

られることを報告し、胎児染色体異常が不育症においても重要な原因のひとつであることを明らか

にした。比較ゲノムハイブリダイゼーション法を用いた解析で胎児染色体異常は80%と報告された。

単純計算でも２回続く確率は64%、３回では51％であり、習慣流産３回の患者の51%が胎児異常を

反復する症例と推測できる。実際に胎児染色体を系統的検査として482組に調べたところ41%が胎児

染色体異常を占めた。胎児正常の真の原因不明は24.5％であった。

　原因不明に対する確立された薬物投与法は存在しない。薬物投与せずに既往流産２回76%、３回

70%、４回79%、５回50%が生児獲得可能である。

　患者の中にはショックのために避妊するものもおり、治療をしなくても出産可能であることを説

明し、精神的ケアをすることが最も重要と考えている。
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杉浦　真弓　（すぎうら　まゆみ）

【略　歴】

昭和35年12月21日生まれ
名古屋市立大学大学院医学研究科
産科婦人科学教授

専門　習慣流産、不育症、生殖遺伝、生殖免疫

1985年３月　　名古屋市立大学医学部卒業
1985年４月　　名古屋市立大学医学部産婦人科にて研修
1986年８月　　国立浜松病院産婦人科勤務
1987年10月　　名古屋市立緑市民病院産婦人科勤務
1993年７月　　名古屋市立大学病院産婦人科にて研究に従事
1994年７月　　名古屋市立大学産婦人科助手
1999年６月　　名古屋市立大学産婦人科講師
2000年４月　　名古屋市立大学医学部助教授
2006年１月　　名古屋市立大学大学院医学研究科　産科婦人科教授就任

【役　職】

日本産科婦人科学会（2009年４月 ― 2011年６月25日理事、次世代を担う男女産婦人科医師キャリ
アサポート委員会委員長、現在は代議員、倫理委員など）
日本生殖免疫学会（理事）
日本生殖医学会（理事）
日本産婦人科・新生児血液学会（理事）
日本母性衛生学会（理事）
American Society of Reproductive Medicine（会員）
Europian Society of Human Reproduction（会員）
American Society of Reproductive Immunology（会員）

【賞　罰】

2012年１月27日　　産科医療功労者厚生労働大臣賞
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　教育講演１ 第２日　６月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　10：25～11：25　

座長：平野　秀人（秋田赤十字病院総合周産期母子医療センター　センター長）

「胎児心拍数図の使い方
　～電子カルテ上での有効な利用法～」

演者：川鰭　市郎（国立病院機構長良医療センター周産期診療部　部長）

　胎児心拍モニタリングは周産期診療に欠かせないものである。近年は診断だけにとどまらず、そ

の所見に対する対応法についても検討が進められている。こういった流れの中では、ともすれば細

かい所見に対する対応に意識が集まりがちではないだろうか。文献などをみてみると、30秒ルール

についての議論などがそこかしこで行われている。しかし、日常の診療の中ではもう少し基本的な

所見の理解が必要ではないかと考える。とくにまだ経験の浅い産科医や助産師には、この基本的な

理解こそが求められていると考えられる。

　日常診療の中で胎児心拍モニタリングを行うとき、異常所見の発見を知らず知らずに目的にして

いるということはないだろうか。一方で日常診療の中で異常所見に接する機会は正常所見に接する

機会よりも明らかに少ない。言い換えると、胎児が元気であると診断することが日常診療のなかで

のもっとも多い作業なのかもしれない。胎児心拍モニタリングは、胎児が元気であると言い切るこ

とができるが、元気でないと言い切る力は決して強いとは言えない。そもそもなぜ胎児の評価に心

拍モニタリングを用いるのか、機器の開発の経緯にはどのようなことがあったのか。ここでは胎児

心拍モニタリングの歴史と基本的な所見の理解と、そのための意識について考えてみたい。ある部

分では現在行われている議論と乖離する部分もあるかもしれないが、現場で必要な基本的な知識と

理解について述べてみたい。

　電子カルテが周産期診療において普及してきているが、胎児心拍モニタリングは電子カルテにう

まく取り込まれているだろうか。地方の中規模施設では、電子カルテとはまったく別にモニタリン

グが稼働している場面にしばしば遭遇する。確かに産科、周産期診療は電子カルテにとってごく一

部にすぎないため、積み残されてきている問題なのかもしれない。

　また周産期診療のもう一つの柱である超音波検査についても同様のことが発生していないだろう

か。産科の超音波検査は他の診療科と異なり、短期間にデータが変動するため、レポートの作成が

困難な部分を有している。電子カルテ上で各症例ごとに時系列で計測値を表示しながら胎児の状態

の変化を評価するには、現状ではかなり煩雑な操作が必要となっている。

　長良医療センターも電子カルテ導入に至ったが、我々は胎児心拍モニタリングや超音波画像の

データのソーテイングを盛り込んだシステムを構築することに取り組んだ。現在もまださらなるシ

ステムの向上を目指しているが、その現状について紹介してみたい。今後も電子カルテは診療現場

に参入してくると考えられる。その中で、産科周産期診療にマッチしたシステムとは何か、胎児心

拍モニタリングや超音波画像といった日常診療に欠かせない所見をどのように有効に取り込み、い

かにうまくこれらを使うことが求められるのかを考えてみたい。
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川鰭　市郎　（かわばた　いちろう）

【略　歴】

昭和57年　　兵庫医科大学卒業　京都府立医科大学産婦人科入局
昭和62年　　岐阜大学医学部産婦人科入局
昭和63年　　岐阜大学医学部産婦人科助手
平成６年　　岐阜大学医学部産婦人科講師
平成10年　　九州大学医学部客員講師
平成16年　　兵庫医科大学客員講師
平成17年　　国立病院機構長良医療センター産科医長
平成18年　　国立病院機構長良医療センター外科系診療部長
平成19年　　京都府立医科大学客員講師
平成21年　　国立病院機構長良医療センター周産期診療部長
平成23年　　岐阜大学医学部客員准教授
平成25年　　岐阜医療科学大学客員教授

【専門領域】

周産期医学、画像診断、胎児医学、胎児診断治療、子どもの事故防止

【役　職】

世界周産期学会　Educational board member
Editorial Board of the Journal of Perinatal Medicine
日本産婦人科学会周産期委員会委員
日本母体胎児学会渉外担当常任幹事
日本周産期新生児学会幹事
日本産婦人科新生児血液学会評議員
日本胎児治療学会幹事長
自動車乗車中の子どもの安全推進委員会委員
子供の安全ネットワークジャパン幹事
東海臍帯血バンク運営委員
岐阜県母性衛生学会幹事
岐阜県小児保健協会理事

【受賞歴】

第30回母子保健奨励賞受賞
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　教育講演２ 第２日　６月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　10：25～11：25　

座長：川越慎之助（川越医院　院長）

「産婦人科保険診療～基本から最近の動向まで～」
演者：白須　和裕（小田原市立病院　病院長）

　わが国の医療保険制度は、国民のすべてが何らかの医療保険に加入する国民皆保険と健康保険証

１枚で全国の保険医療機関で医療サービスが受けられるフリーアクセスが大きな特徴である。この

特徴ある医療保険制度は、健康長寿日本の礎ともいわれ、2011年「ランセット日本特集号：国民皆

保険達成から50年」が刊行されたように世界的にも高い評価と注目を得ている。そこで現行の医療

保険制度の基本的な枠組みをを概観し、50年以上を経過した今日での課題や克服への取り組みにつ

いて提示したい。また、社会保障・税一体改革で近未来の医療・介護はどう描かれているのかにつ

いても触れてみたい。

　保険診療は、保険者と保険医療機関との健康保険法等に基づく公法上の契約である。契約診療で

あるがゆえに、保険医は保険診療においては一定の基準、ルールに従うことが求められる。このよ

うな診療上の基準やルールは、保険医療養担当規則や診療報酬点数表の厚生労働省通知などに示さ

れている。保険診療において、診療報酬が支払われる基本要件についても確認しておきたい。また、産

科診療では自費診療と保険診療を区別しながら診療しなければならない煩わしさがあるが、産婦人

科医が知っておきたい保険診療上の基準やルールについても概説する。

　最近、規制改革やTPPが政治の課題となっているが、これらの問題に派生して混合診療の導入の

是非が議論になろうとしている。古くて新しい議論ではあるが、混合診療とは？混合診療の何が問

題か？なども考えてみたい。

　診療報酬改定は２年ごとに行われているが、産婦人科関連の要望事項を実現するために日本産科

婦人科学会や日本産婦人科医会が外科系学会社会保険委員会連合（外保連）、内科系学会社会保険連

合（内保連）、日本医師会社会保険診療報酬検討委員会などを通じてどのような活動をしているかを

紹介し、会員諸氏の理解と支援をお願いしたい。また実際の診療報酬改定の作業は、内閣が予算編

成の中で改定率を決定し、社会保障審議会で基本方針が決められた上で、中央社会保険医療協議会

（中医協）で行われるがその工程と来年度４月改定に向けての現在の議論の内容を報告する。
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白須　和裕　（しらす　かずひろ）

【略　歴】

1975年　　横浜市立大学医学部卒業
1979年　　横浜市立大学医学部産婦人科助手
1983年　　横浜市立大学医学部産婦人科院内講師
1987年　　米国ノース・カロライナ大学チャペル・ヒル校
　　　　　医学部細胞生物学教室生殖内分泌部門リサーチフェロー
1991年　　横浜市立大学医学部産婦人科講師
1998年　　小田原市立病院産婦人科部長
2003年　　横浜市立大学医学部臨床教授（兼任）
2008年　　小田原市立病院副院長
2012年　　小田原市立病院　病院長
現在に至る

【役　職】

日本産婦人科医会常務理事（法制、医療保険担当）
日本産科婦人科学会　社会保険委員会　委員
ガイドラインー婦人科外来編評価委員
日本内分泌学会　代議員
日本産科婦人科内視鏡学会　評議員
日本周産期・新生児医学会　暫定指導医

【表　彰】

2009年　　神奈川医学会学術功労者表彰

【審査委員】

1991－1998年　　診療報酬支払基金
2003－　現在　　国保連合会
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コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）　　　　　
藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「当科における前置胎盤、前置癒着胎盤に対する
出血量低減の試み」　

演者：田中　幹二（弘前大学医学部附属病院周産母子センター　准教授）

【緒言】
　帝王切開術の増加に伴い前置胎盤、癒着胎盤の症例は増加しており、当科でもこれまで２～３年
に１例程度であった前置癒着胎盤を昨年は３例経験した。前置胎盤、前置癒着胎盤の術中出血は時
に致死的となり、産科出血の中でも特に産科医に緊張を強いる病態である。またこれまでの内腸骨
動脈や子宮動脈の結紮では必ずしも出血量低減に結びかない事も報告されており、その周産期管理
には細心の注意と綿密な計画が要求される。
　一方、近年IVRの産科出血に対する有用性が認識され、動脈塞栓術やバルーン血流遮断術が応用
されてきている。そこで当科では、術前に前置癒着胎盤が疑われた症例に対して、総腸骨動脈のバ
ルーン血流遮断術と内腸骨動脈塞栓術とを併用して出血量の低減を図っている。当科で最近経験し
た前置胎盤ならびに前置癒着胎盤の症例を紹介するとともに、前置胎盤、前置癒着胎盤の周産期管
理について考察する。
【症例１】
　32歳。１妊１産。30歳時に回旋異常で緊急帝切術施行。自然妊娠後前医にて妊婦健診中のところ、妊
娠30週前置胎盤の診断にて入院となった。32週で出血有り、当科救急搬送となった。当科での超音
波では癒着胎盤の可能性が高いと判断した。その後少量の出血を繰り返したため週明けの帝切を予
定して週末に尿管ステントを挿入したところ子宮収縮が頻回となり、同日夜間に多量の性器出血を
来たし緊急帝切となった。麻酔導入前に両側大腿動脈から内腸骨動脈にバルーンカテーテルを留置
した後、手術を開始した。子宮はダルマ型に下部が膨張しており漿膜面に血管が怒張しており癒着
胎盤は明らかであった。子宮底部横切開にて児を娩出させた後、子宮切開層を連続縫合し円靭帯、
卵管、卵巣固有靭帯を切断結紮。ここで両側総腸骨動脈バルーン閉塞と内腸骨動脈塞栓を行い、そ
の後子宮全摘術を施行した。出血量は3,000ml（羊水込）。術後、尿路感染、肝機能障害があったが、
11日目に退院となった。
【症例２】
　38歳。０妊０産。37歳時に当科で腹腔鏡下筋腫核出術施行し術後３ヶ月で避妊解除したところ１
周期目で自然妊娠。当科で妊婦健診中のところ、妊娠30週で全前置胎盤と診断した。34週より周産
期管理目的に入院。超音波、MRIの所見から前置癒着胎盤の可能性が高いと判断し、37週１日に選
択的帝王切開術を施行した。麻酔導入前に両側大腿動脈から内腸骨動脈にバルーンカテーテルを留
置した後、手術を開始した。子宮体部横切開にて児を娩出させたが、胎盤剥離徴候は全くなく胎盤
はほぼ全面が子宮に癒着していた。子宮切開層を連続縫合し、円靭帯、卵管、卵巣固有靭帯を切断
結紮した後、両側総腸骨動脈バルーン閉塞と内腸骨動脈塞栓術を施行。その後に子宮全摘術を施行
した。出血量は1,270ml（羊水込）。術後、腟断端に軽度の血腫形成はあったが９日目に退院となった。
【結語】
　当科では前置癒着胎盤が疑われた症例に対しにこれまで４例の両側総腸骨動脈バルーン閉塞と内
腸骨動脈塞栓術を施行している。症例を重ねるごとに放射線科、小児科、麻酔科との連携もスムー
ズになってきている。当面は本法により出血の低減を図り、さらに症例を積み重ねる事で本法の有
用性について検討していきたい。

　ワークショップ 第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　14：00～15：30　

「産科危機的出血への対応」
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コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）　　　　　
藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「癒着胎盤症例に対する
　骨盤内動脈バルーン塞栓術の有効性について」

演者：三浦　広志（秋田大学産婦人科）

　癒着胎盤症例に対する帝王切開では、時に母体死亡につながる大量出血のリスクを伴うため、可

能な限り出血のリスクを最小限とすることが望ましい。当科では出血量の減少を図るべく、既往歴

や術前の画像所見で癒着胎盤が強く疑われる症例に対しては、2001年から十分な説明を行った上で

予定のCesarean Hysterectomy（CH）としている。加えて、2010年から骨盤内動脈バルーン塞栓術

（IntraPelvic Artery Balloon Occlusion, IPABO）を術中いつでも施行できるよう、術前にバルーン

カテーテルを留置している。

　以下に当科におけるIPABOについて述べる。バルーン挿入は全て放射線科医師に依頼している。

対側の鼠径からバルーンを挿入し、目的の動脈に先端が留まるように固定する。もし総腸骨動脈留

置でそれが短い場合は外腸骨動脈迷入を避けるべくあらかじめ内腸骨動脈内に先端を留める。バ

ルーン位置が動かないようバルーン留置は手術室で施行することが望ましいが、透視の体制が整っ

ている透視室でバルーン留置した後に手術室へ移動している。児娩出までは全身麻酔ではなく部分

麻酔を選択することが多いので、体位変換時にバルーン位置が動く可能性が問題として挙げられる。

バルーン位置がなるべく動かぬように、手術体位は砕石位ではなく開脚位としている。遮断時間は

整形領域でのタニケットを用いた手術を参考として最大60分としているが、可能な限り最小時間と

なるように心がけており、もし術中に強出血が見られない場合は使用していない。現在までに8例に

対しバルーン挿入を施行した。現在までのバルーン挿入による合併症として、挿入時の多量出血

（1000ml）、鼡径部の血腫形成および神経麻痺、抜去時の血腫形成を経験している。その他の血管損

傷、血栓、再灌流障害（高Ｋ血症や高CK血症、アシドーシス）などは認めていない。外腸骨動脈迷

入による術中の出血増量も認めていない。破損などのバルーントラブルが疑われる症例も無かった。

　当科で経験した病理組織で診断された癒着胎盤15症例を対象に、総腸骨バルーン留置が出血量減

少に有効であるかを評価するべく、以下の検討を行った。予定のCHのみを行ったCH群（ｎ=７）

と、CHに加えて総腸骨動脈もしくは内腸骨動脈バルーン留置を行ったCH+IPABO群（ｎ=８）に

分け、出血量に違いがあるかを比較した。結果、有意な差はなかったがCH+IPABO群は出血量がや

や少ない傾向であった（CH群 vs. CH+IPABO群、4756±3421ml vs. 3312±1800ml）。

　実際の使用経験では、前置癒着胎盤で胎児娩出後に膣から強出血を起こした症例において、バルー

ン塞栓施行後に出血の勢いが弱まったため、出血量減少に有効であったと考えられた。今後も癒着

胎盤症例に対するIPABO症例を蓄積し、その有効性と問題点を探っていきたい。

　ワークショップ 第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　14：00～15：30　

「産科危機的出血への対応」
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コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）　　　　　
藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「当院へ母体搬送となった
　分娩時大量出血32症例から得られた教訓」

演者：金杉　知宣（岩手医科大学産婦人科）

　分娩時の大量出血は、経験の豊富な産科医でも冷や汗の出る事態だと思う。ましてや医師になっ

て８年目で岩手医科大学MFICUの臨床の責任者となった私にとって、他院から分娩時大量出血の母

体搬送依頼を受けた時の緊張感と何とも言えない不安は並大抵のものではなくその心境は現在産婦

人科医11年目になっても未だ変わることはない。分娩時の危機的出血に対するガイドラインに従っ

て、初期研修医や若手医師に指示・指導する立場であるにも関わらず、自分自身が産科危機的出血

に対して十分な経験が不足しているのは否めない。しかしながらその現場に直面した場合に、先頭

に立って対応していかなければならないために、日頃から場面に沿った対応法を十分に熟知して

シュミレーションしておかなければならないと考える。

　私が岩手医科大学産科病棟医長に任命されてから３年間に経験した分娩時大量出血によって当院

へ母体搬送となった症例は32例あった。本ワークショップでは予期せぬ産科危機的出血をテーマに

私の３年間で経験した症例を通じて、分娩前には予測できない大量出血に対する対応について会場

の皆様と考えていきたいと思う。なお、多胎妊娠・前置胎盤や前回帝切後前置癒着胎盤等に関連す

る危機的出血への対応については術前に診断または強い疑いがあれば分娩時に多量の出血が予測で

き、万全の準備にて対応できうるので今回の私のテーマからは除外した。

　当院に母体搬送された分娩時多量出血症例は弛緩出血が最も多いが、そのほとんどはlow risk妊

娠であった。また多くは軽症であり数日で後搬送が可能であったが、中には出血がコントロールで

きずに子宮摘出を余儀なくされた症例も存在する。その中にはDICが先行した子宮型羊水塞栓症を

疑わなければならない症例が見られた。これを分娩前に予測することは非常に困難ではあるが、常

に念頭においておかなければならないものの当時はまだその認識が薄く、具体的な原因の検索まで

はされていなかった。これらの症例を提示して現在提唱されている産科危機的出血に対する具体的

な対応法について述べたいと思う。また子宮内反症の経験症例は２例あり、１例は開腹した上で整

復できたが、もう１例は弛緩出血で大量の出血がコントロールできず、子宮摘出の目的で開腹した

所子宮内反症と診断された症例であった。子宮内反症は稀であるが母体死亡率が高いため迅速な対

応が必要であるが、やはり経験がないと判断に遅れる可能性がある。症例を提示しつつその対処法

についても述べたいと思う。
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コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）　　　　　
藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「当院における帝王切開時B-Lynch縫合の実際」
演者：齋藤　昌利（東北大学病院産科周産母子センター）

＜背景＞
　分娩時出血は出血量が1,000mlを超えるとプレショック状態となり、2,000mlに達すると出血性
ショック、さらに出血が増量すると重篤なDICを発症すると考えられ、状況によっては母体生命を
脅かす病態であり、適切かつ迅速な治療が必要とされる。
　産科危機的出血は経腟分娩に限らず帝王切開時にも同じように発症する可能性を有しており、経
験的に子宮筋層内への収縮促進剤の局所投与ならびに静脈内投与や用手的マッサージ＆圧迫、輸血、
動脈塞栓術などが一般的に選択されている。しかしながら、そういった治療を施しても出血が持続
し、母体生命の危機が懸念される場合には、やむを得ず子宮摘出といった最終的な方法を選択せざ
るを得ない。しかしながら、最近では最終的な子宮摘出の前に子宮温存と止血を同時に目的とした
「Compression Suture」を施し止血を図ることがある。その中でもB-Lynch縫合は比較的多く用いら
れている縫合方法であるが、B-Lynch縫合後の長期的な妊孕性や月経への影響を解析した報告は非
常に少なく、患者さんにその有用性を示す場合、手探り状態と言わざるを得ない。
　そこで、我々は当院にて帝王切開時の産科危機的出血に対してB-Lynch縫合を施行について、背景、
有効性、月経＆妊娠予後について検討したので報告する。
＜方法＞
　平成17年12月から平成24年８月に東北大学病院産科周産母子センターで帝王切開時の産科大量出
血に対してB-Lynch縫合を行った41例について、後方視的に検討を行った。この検討を行うにあたっ
て当院倫理委員会の承認を得た。
＜結果＞
　41例の内訳は、前置胎盤18例、弛緩出血15例、常位胎盤早期剥離５例、癒着胎盤２例、低置胎盤
２例、子宮捻転１例（重複あり）で、総出血量は平均2534g（710～8840g）だった。13例（30.9%）
でB-Lynch縫合に加えて機械的圧迫やその他のcompression sutureを施行していた。41例中、B-
Lynch縫合により止血できた症例は38例（92.7%）で、残りの３例は縫合後に子宮全摘となった。平
成25年３月４日現在、追跡調査が行えた症例数は18例で、そのすべての症例において、月経が正常
に発来した。また、18例のうち８例（44.4%）において妊娠が成立した（１例が妊娠中、１例が妊娠
後中絶、６例が健児出産）。
＜考察＞
　当院で得られたこれらのデータは、過去に報告されたB-Lynch縫合の成績と同等、あるいはそれ
以上であり、産科大出血の際にB-Lynch縫合が比較的使用しやすく、かつ有効な方法であると思わ
れた。

　ワークショップ 第２日　６月９日（日）　第１会場（テルサホール）　14：00～15：30　

「産科危機的出血への対応」

Title:P021-038_特別.ec8  



― 36 ―

コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）　　　　　
藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「当院における産褥期搬送例の検討
　～今後の搬送システムと輸血体制への課題～」

演者：経塚　　標（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座）

　当院への母体搬送状況、および福島県内における輸血体制の現状から、産褥母体搬送症例を解析
し、今後の福島県の周産期体制について再考する。
　福島県は全国で３番目の面積を有し、約200万人の人口を有する。中通り地区の当施設は県内唯一
の総合周産期母子医療センターとして過去６年間（2007年１月－2012年12月）に428件の母体搬送を
受け入れてきた。また福島県は地域周産期母子医療センターを、中通り地区に２施設、会津地区、
いわき地区にそれぞれ１施設の計４施設を有する。ここでは福島県の医療インフラ等を考慮し、福
島県を中通り地区、会津地区、いわき地区、相双地区の４つの地区に分け検討した。母体搬送元は、
中通り地区275件、会津地区33件、いわき地区15件、相双地区56件であった。搬送理由を１．切迫早
産、２．妊娠高血圧症候群・常位胎盤早期剥離、３．産褥母体搬送、４．その他、に分け、４つの
地区ごとに大学への母体搬送理由を解析した。その結果、会津地区といわき地区は同様の理由で大
学病院へ母体搬送しており、中通り地区と相双地区も搬送理由が類似している事が明らかになった。
その後、会津地区といわき地区をあわせて地域Ａ 、中通り地区と相双地区をあわせて地域Ｂとする
と、地域Ａと地域Ｂ間では搬送理由が大きく異なっていた。もっとも顕著だったのは産褥母体搬送
件数で、同時期に産褥期の搬送は72件だったが、A地域からの産褥搬送は０件であった。この結果
は会津地区、いわき地区がそれぞれ地域周産期母子医療センターを有しているため、ある程度周産
期事象が同医療圏内で完結されている事を示唆する。
　福島県における産科輸血療法の現状を調査するため、県内の分娩を扱う医療機関（52施設：総合
病院20施設、開業診療所32施設）に対しアンケート調査を行った。総合病院20施設では年間約7,300
分娩扱っており、年間約82件の輸血症例を認めた。一方開業診療所32施設では年間約10,800分娩を
扱っており、年間約41件の輸血症例を認めた。100分娩に換算すると、輸血症例数は総合病院で1.1
例あり、開業診療所では0.3例であった。総合病院では施設内にRCC（濃厚赤血球）を準備している
施設は10病院（50％）あり、FFP（新鮮凍結血漿）は６病院（30％）であった。一方開業診療所で
RCC、FFPを準備している施設はなかった。準備血がある総合病院での輸血症例は年間44症例あり、
準備血のない総合病院もしくは開業診療所での輸血症例は年間79症例であった。したがって県内の
輸血症例のうち55.6％（44／79）は準備血のない施設で輸血が行われていることになる。
　当施設においては、過去６年間に126例の輸血症例を認めた。輸血症例のうち46.0％（58／126）は
母体搬送症例に施行されており、そのうち44.8％（26／58）が産褥母体搬送症例であった。産褥母体
搬送症例における輸血の要因を探るため、輸血の有無を目的変数とした多重ロジスティック解析を
施行すると、産道裂傷、弛緩出血が有意な独立変数として抽出され、オッズ比はそれぞれ13.36（95％
CI：3.45－51.78）、4.10（95%CI：1.08－15.55）であった。
　これらの結果に基づき、今後の福島の母体搬送システムと輸血体制の課題について考察する。
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コーディネーター：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）　　　　　
藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「山形県における産科危機的出血への対応
 ～子宮破裂による出血性ショックの症例を通して～」

演者：池田　美智（山形大学医学部　産科婦人科学講座）

【諸言】
　産科医療の中で危機的出血や産科DICを引き起こす代表的な疾患には弛緩出血、常位胎盤早期剥
離、前置・癒着胎盤、子宮破裂などがある。前置・癒着胎盤は産前に画像診断や放射線科医のイン
ターベンション、輸血などの事前準備を行うことが可能である。一方、弛緩出血や子宮破裂は、い
くつかのリスク因子は明らかにされているものの、事前の予想が困難な場合が多い。特に子宮破裂
は母児の生命に直結する緊急事態であり、その診断は困難な場合が多い。このように産科危機的出
血では、事前準備が整わない環境で対応しなくてはいけないことがある。また、十分な知識や経験
を有する産科医であってもその病態は刻々と変化するため、その時々に正しい判断と速やかな対応
が求められる。
　今回の発表では本県で経験した「子宮破裂による出血性ショック」の１症例を通して産科危機的
出血の対応と病診間連携、今後の課題について考察する。
【症例】
　31歳、１経妊１経産、開業医にてアトニンを用い陣痛誘発後、自然分娩に至った。分娩後、子宮
から多量の外出血が確認され、ショック症状を呈し、近くの総合病院産婦人科に搬送となった。DIC、
出血性ショックに対する治療を行った。しかし、出血原因は不明で、子宮動脈塞栓（UAE）による
止血および母体管理目的で当院搬送となった。搬送時、子宮からの断続的出血を認め、出血性ショッ
ク、DICの状態であった。血管造影で左子宮動脈下行枝からの造影剤の漏出を認め、同部位にUAE
を施行した。UAE後、腟からの出血は著しく減少した。腹腔内出血の有無を確認する目的で造影CT
を行ったところ、子宮左側頸部から体部にかけて筋層断裂、造影剤の漏出を認め子宮破裂の診断を
得た。UAEのみでは止血は困難と判断し、単純子宮全摘術を施行した。腹腔内に多量の出血、左後
腹膜内に巨大な血腫を認め、子宮左側に12㎝に渡る裂創を認めた。また虚血性の腸管壊死も認めた
ため子宮摘出術とともに小腸部分切除術も行った。術後経過は良好で第16病日に退院した。
【考察】
　本症例を通じ、産科危機的出血に対する本県での病院間連携の在り方を考察する。前医は総合病
院ではあるものの地方に位置し、十分な輸血の確保ができなかった。また、産婦人科医はじめ麻酔
科医や集中治療を専門とする医師が少なかったため全身麻酔による手術が困難な状態にあった。ま
た、UAEも考慮されたが放射線科医も少なかったため施行できない状態であった。子宮出血の制御
が不可能と判断した時点で、迅速に対応し当院に搬送された。その結果、患者を救命することがで
きた。このように、産科危機的出血では産科医の正しい判断と速やかな対応が求められ、治療と同
時に正しい診断および病態把握が重要である。また、十分な血液およびマンパワーの確保、放射線
科や外科などの協力体制が非常に重要である。本県の医療環境を考えると、このような症例では血
液とマンパワーが確保される病院への迅速な搬送が患者救命には必須であると考える。
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　ランチョンセミナー１ 第１日　６月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　11：50～12：50　

座長：高林　俊文（公立刈田綜合病院　病院長）

「子宮内膜症治療の課題と展望」
演者：百枝　幹雄（聖路加国際病院　女性総合診療部　部長）

　近年、子宮内膜症の治療は薬物療法においても手術療法においても著しく進歩した。薬物療法に

ついては、1980年代のダナゾールに始まり、1990年代のGnRHアゴニスト、2000年代の低用量経口

避妊薬、そして2008年以降用いられるようになった低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬（LEP）

やジエノゲストと多くの薬剤が開発された。また、手術療法においても腹腔鏡下手術の器機や技術

の開発により、低侵襲な治療が可能になっている。しかし、それで子宮内膜症の全ての問題が解決

したわけではない。本講演では現在の子宮内膜症治療の課題を整理し、今後どのような治療法が必

要とされ、開発されるべきであるか考えてみたい。

　まず、治療の有効性のさらなる向上である。現在の治療法でも十分な疼痛緩和が得られない場合

の手段として、LEPの連続投与やレボノルゲストレル子宮内システムの保険適用が企図されており、

さらに非ペプチド性GnRHアンタゴニストの経口薬の治験も進行中である。また、現在の薬物療法

では排卵を抑制してしまい、さらに投与終了後も投与前に比較して妊娠率が向上しないため、挙児

希望のある場合の有用性が認められていない。そこで、投与終了後も子宮内膜症に対して持続効果

のある薬物療法や、投与中も妊娠を阻害しない薬物療法が期待される。さらに、手術療法において

は根治性と卵巣機能温存の両立をめざした、術式の選択やタイミングが模索されなければならない。

　次に、治療の安全性の向上である。現在、子宮内膜症に対して最も多く用いられているLEPには、頻

度は稀とは言え重篤な血栓症という副作用がある。これをいかに防止するかは今後の課題である。

また、子宮内膜症病巣への直接作用が強く有効性の高いプロゲスチン療法においては、不正性器出

血がアドヒアランスの低下につながるため、GnRHアゴニストとの組合せなどいくつかの工夫がな

されている。GnRHアナログ療法における低エストロゲン症状の防止には、GnRHアゴニスト・アド

バック療法の保険適用化やGnRHアンタゴニストの調節投与法などが期待される。

　子宮内膜症の治療だけでなく、発症・進展の予防や悪性化の早期発見・予防も重要な課題である。子宮

内膜症には、初経から初回妊娠までの期間が十数年になっている現在のライフスタイルが発症のリスク

因子となっていると考えられる。特に、月経困難症がある場合には子宮内膜症の発症リスクも高い。少な

くともOCを内服中には子宮内膜症の発症は低減することが報告されているので、早期から適切な医療

介入を行うことにより、子宮内膜症の発症や進展を予防できる可能性がある。そのため、月経困難症や子

宮内膜症を疑わせる症状を持つ女性に早期に産婦人科を受診することの重症性を啓発し、また産婦人科

を受診しやすい環境を作る努力が必要であると考え、「日本子宮内膜症啓発会議（Japan Enlightenment 

Committee In Endometriosis：JECI）」 を設立した。また、卵巣チョコレート嚢胞からの卵巣癌の発生も

問題となっているが、その実態やリスク因子については現在、日本産科婦人科学会・腫瘍委員会・班研

究「本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究 （Japan endometrioma 

malignant transformation study：JEMS）」で調査中である。本講演ではこれらの活動も紹介したい。
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百枝　幹雄　（ももえだ　みきお）

【略　歴】

学歴　昭和59年　　東京大学医学部医学科卒
職歴　昭和59年　　東京大学医学部附属病院産婦人科研修医
　　　昭和60年　　東京都立築地産院産婦人科医師
　　　昭和61年　　焼津市立総合病院産婦人科医師
　　　昭和62年　　東京大学医学部附属病院産婦人科医員
　　　昭和63年　　長野赤十字病院産婦人科医師
　　　平成元年　　東京大学医学部附属病院産婦人科助手
　　　平成４～６年　　米国国立衛生研究所（NIH）に留学
　　　平成16年　　東京大学医学部附属病院産婦人科講師
　　　平成22年　　聖路加国際病院　女性総合診療部部長
　　　平成24年　　聖路加国際病院　副院長

【資　格】

医学博士（東京大学）
日本産科婦人科学会専門医
生殖医療専門医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

【学　会】

日本産科婦人科学会代議員
日本生殖医学会代議員
日本産科婦人科内視鏡学会評議員
日本エンドメトリオーシス学会代表幹事
日本子宮内膜症啓発会議実行委員長

【専　門】

生殖内分泌学（子宮内膜、子宮内膜症、不妊）、内視鏡手術
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　ランチョンセミナー２ 第１日　６月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　11：50～12：50　
　

座長：寺田　幸弘（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 
機能展開医学系産婦人科学講座　教授）

「婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術の現状
～日本と世界から～」　

演者：寺井　義人（大阪医科大学産婦人科　診療准教授）

　近年、手術侵襲の低さ、患者のQOL改善などの有用性から婦人科領域においては良性腫瘍で腹腔

鏡下手術は広く行われているが、悪性腫瘍に対しては保険適応がないため本邦では進んでいない。

一方、欧米では、2000年頃から子宮頸がん、子宮体がんを中心に婦人科悪性腫瘍に対しても積極的

に腹腔鏡下手術が導入され、現在益々普及し本邦との差が広がってきた。本邦においては、先進医

療制度のもとで「初期子宮体がんにおける腹腔鏡下根治術」が現在22施設で行われているが、症例

数はまだまだ少ないのが現状である。欧米では、初期子宮体がんにおいて2012年に米国のGOGに

よって行われた1,696名の腹腔鏡下手術症例と920例の開腹手術症例を比較した大規模Randomized 

Control Study（LAP 2 study）での予後解析結果が報告され、初期子宮体がんにおいては、開腹手

術と比べて、生存率、再発率に差はなく、術後QOLも高いことが報告された。今回、婦人科悪性腫

瘍における腹腔鏡下手術のevidenceに基づいた適応を解説し、本邦で始まった子宮体がんにおける

腹腔鏡下手術の当科での取り組みについて紹介し、腹腔鏡下手術の適応と限界について考えたいと

思います。
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寺井　義人　（てらい　よしと）

昭和41年12月７日生　46歳

【略　歴】

平成４年３月 福井医科大学（福井大学医学部）卒業
平成４年６月 大阪医科大学附属病院にて臨床研修開始
平成６年６月 大阪医科大学　助手（産婦人科学教室）
平成10年４月 大阪医科大学大学院医学研究科博士課程に入学
平成11年４月～平成12年10月
 東北大学加齢医学研究所腫瘍循環分野に国内留学（血管新生を研究）
平成15年３月 大阪医科大学　学内講師（産婦人科学教室）
平成16年10月～平成17年10月
 米国コロラド州立大学病理学教室留学
 （Wilbur教授の下で、婦人科癌におけるEGFRの遺伝子変異について研究）
平成18年６月 大阪医科大学　講師（産婦人科学教室）
平成24年４月 大阪医科大学　診療准教授（産婦人科学教室）
現在に至る。

【所属学会等】

日本婦人科腫瘍学会（理事）、専門医制度委員、応報委員
日本産科婦人科内視鏡学会（評議員）
日本臨床細胞学会（評議員）
日本産婦人科乳癌学会（評議員）
日本産科婦人科学会
日本癌治療学会
日本癌学会
日本ヒト細胞学会
日本組織培養学会
日本内視鏡外科学会

日本婦人科腫瘍学会専門医
日本がん治療認定医
日本臨床細胞学会細胞診指導医
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
日本産科婦人科学会専門医
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　ランチョンセミナー２ 第１日　６月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　11：50～12：50　

座長：寺田　幸弘（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 
機能展開医学系産婦人科学講座　教授）

「内視鏡手術症例の少ない施設で
　安全に手術を導入するための取り組み」

演者：小林　栄仁（大阪大学　産婦人科　助教）

　近年の腹腔鏡手術の手技、周辺機器の進歩により多くの良性疾患に対する手術療法が開腹から腹

腔鏡手術へ展開してきている。演者は倉敷成人病センター で２年間腹腔鏡手術の国内留学の機会を

得て約400件の腹腔鏡手術の助手、約1,000件の手術見学を行い、2011年４月から現施設で腹腔鏡手

術の安全な施行のために努力している。

　周知の通り腹腔鏡手術は、その低侵襲性による利点から多くの施設で導入されて患者にその恩恵

を供与しているが、特有の環境で手術を行うため、ひとたび手術による誤操作、解剖学的誤認が生

じると重篤な合併症を生じる可能性がある。このためその手術操作には十分な留意が必要である。

　十分な留意とは手術開始から終了までの全ての操作にわたる。

　つまり手術開始のセッティング、トロカールの挿入、カメラを挿入してからの腸管の挙上、視野

の確保、適切な組織の牽引により尿管を含む重要な臓器の可視化、エネルギーデバイスの使用、重

要臓器周辺での出血の際の鏡視下での正確な運針縫合技術、手術終了前の安全確認、術後のフォロー

（退院までの患者の慎重な観察）全てである。腹腔鏡に限った話でなく手術全般に言えることで、術

中に十分な注意が必要なのは分かっていても、知識、経験が不足していると思わぬ合併症を未然に

防ぐことが出来ず合併症に遭遇してしまう。そのため経験豊富な指導者のもとでの合併症を未然に

防ぐ工夫を体得することが望ましい。

　しかしながら内視鏡センター病院以外の、症例がそれほど多くない施設で診療を行う医師が殆ど

の現状で、いかに安全に内視鏡手術を導入するかは大きな課題である。

　演者自身も、内視鏡センターでない施設で安全に腹腔鏡手術を導入するために何が必要かを模索

している最中ではあるが、本発表では現在演者が行っている安全性を考慮した手術の工夫、手術成

績、手術場での後進の指導、内視鏡手術の底上げのための関連病院への働きかけについて動画を中

心に思いの丈を述べてみたい。
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小林　栄仁　（こばやし　えいじ）

【略　歴】

1999年　　島根医科大学卒業
1999年　　大阪大学　産婦人科学教室　入局
2000年　　阪南中央病院　産婦人科
2002年　　泉大津市立病院　産婦人科
2003年　　大阪府立成人病センター　産婦人科
2004年　　大阪労災病院　産婦人科　医長
2009年　　倉敷成人病センター　医長
2011年　　大阪大学　産婦人科　助教

Title:P039-058_スポンサード.ec8  



― 46 ―

　ランチョンセミナー３ 第２日　６月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　12：30～13：30　

座長：小林　　高（岩手県産婦人科医会　会長）

「女性のうつ状態の診立てと対策」
演者：石郷岡　純（東京女子医科大学医学部精神医学講座　主任教授）

　うつ病の生涯有病率は６％と言われその頻度は高く、また人生に与える障害も大きい。精神科以

外の診療科における受診者も多く、産婦人科もそのひとつであり、common diseaseという認識でと

らえる必要がある。疫学調査をみるとどの国でも女性の有病率は男性の1.5～４倍であり、性差が比

較的顕著な疾患である。今日におけるうつ病の診断は操作的手法によって行われるので基本的な病

像は男女とも共通であるが、実際の診療に当たっては女性のうつ病では考慮すべき点があり、本講

演では産婦人科領域の「うつ状態」の診立てについて述べることとする。

　女性のうつ病の特徴を押さえる前に議論の混乱を避けるためには、うつ状態は広く人の心理に生

じる現象であり、うつ病とは同一ではないことをしっかり認識しておく必要がある。日本精神神経

学会および日本うつ病学会では現在「うつ」、「うつ病」、「抑うつ」等の用語問題について検討中で

ある。

　うつ状態にあるものを見たときは、大うつ病エピソード（DSM-IV）の基準の検討をまず行い、

うつ病であるか否かを明確にすることが本来の手順として必要であり、「原因探し」からスタートす

るとしばしば理解や対応を誤ることになる。診断基準の使用が煩雑ないしは困難な場合は、いくつ

か簡便な方法も提唱されている。うつ病ではない「うつ状態」にはきわめて多くの疾患群が含まれ、不

安障害圏の疾患やホルモン異常を含む身体疾患に起因する病態など多彩である。

　女性特有の要因として考慮すべきものは、身体的要因とライフステージと密接に関連した心理的

要因に大別されよう。前者としては性周期、妊娠・出産、閉経などがあげられ、後者としては仕事、

結婚、女性性などがあげられる。これらを考えるときに重要なポイントは、これらは通常うつ状態

の「原因」ではなく、「誘因」ないしは「危険因子」ととらえておくことが適切である場合が多いこ

とである。すなわち、治療に際して、これらの因子の排除・調整が治療の中核そのものではなく、

治療成果を上げるための方策であるという認識である。

　本講演では、上記の点以外に抗うつ薬を中心とした薬物療法の要諦についても概説することとし

たい。
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石郷岡　純　（いしごうおか　じゅん）

【略　歴】

昭和51年３月 北里大学医学部卒業
昭和55年３月 北里大学大学院医学研究科修了、医学博士
昭和55年４月 北里大学医学部精神科助手
昭和58年４月 　　同　　講師
昭和61年４月 北里大学東病院精神神経疾患治療センター主任兼務（平成11年まで）
平成11年４月 北里大学東病院臨床治験管理センター長兼務
平成12年４月 常盤病院出向（副院長）
平成16年５月 北里大学医学部精神科助教授
平成16年６月 東京女子医科大学医学部精神医学講座主任教授
平成23年４月 東京女子医科大学病院監査室長（兼務）
平成24年３月 東京女子医科大学病院臨床研究支援センター長（兼務）

【主な著書】

精神科薬物療法（中山書店）
睡眠障害（中山書店）
精神疾患100の仮説（星和書店）
チームで変える！第二世代抗精神病薬による統合失調症治療（中山書店）
解決！目と視覚の不定愁訴・不明愁訴（金原出版）
チームで実践！レジリエンスモデルによる統合失調症のサイコエデュケーション（医薬ジャーナル）

【主な学会】

日本精神神経学会代議員
日本臨床精神神経薬理学会評議員
日本神経精神薬理学会評議員
日本総合病院精神医学会評議員
日本精神科診断学会評議員
日本女性心身医学会理事
日本うつ病学会理事
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　ランチョンセミナー４ 第２日　６月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　12：30～13：30　

座長：藤森　敬也（福島県立医科大学医学部　産科・婦人科学講座　教授）

「女性ホルモン剤と肺塞栓症」
演者：小林　隆夫（浜松医療センター　院長）

　静脈血栓塞栓症（VTE）の形成にはVirchowの３徴として知られる血液凝固能の亢進、血流のうっ

滞、血管壁の損傷の３つの因子が関与しているが、女性ホルモン剤は、このうちの血液凝固能の亢

進に関連する血栓形成のリスク因子となる可能性がある。経口避妊薬（以下、OC）は1960年代、英

米を中心に第１世代OCがVTEを誘発することが注目され、エストロゲンの含有量に関連があると

指摘された。しかし、1980～90年代になって第３世代OCが旧世代OCと比べVTEの発症率が高いこ

とが報告され、2000年代になると第４世代OCのVTEリスクが問題とされ、FDAによって2012年に

第４世代OCの血栓形成のリスクに関する現時点での結論が公表されるに至った。

　長年、白人のVTEの遺伝的背景として第Ⅴ因子ライデン変異が注目され、一方日本人ではこの変

異がないために白人のVTE発症率は日本人の発症率に比べて高いと信じられてきた。ところが、徳

島県でプロテインＳ（PS）に関する遺伝子変異が発見され、その後の研究の蓄積により本変異のヘ

テロ患者の比率が日本人の約55人に１人であることが判明した。つまり近年では、日本人は白人に

比べてVTE発症率は少ないという認識を改めなければならなくなってきたのである。ライデン変異

では第Ⅴ因子に先天異常があるため活性型プロテインCによる分解が遅れ（activated protein C 

resistance：APC抵抗性）、一方日本人ではPSの変異によりやはり第Ⅴ因子等の分解が遅れるので、

どちらの場合にもAPC抵抗性が起ることになる。近年、日本でも徐々にOC、HRTあるいはその他

の性ホルモン剤が使用されるようになってきているが、その成分の一つであるエストロゲンは肝臓

で合成されるPS遺伝子の発現を抑制し、その処方により速やかにPSの血中濃度が低下することが分

かっている。これは妊娠時の止血という合目的な現象に対応しているが、徳島変異を抱えている場

合、PSの活性が低い上に血中濃度の低下が加わり、さらにリスクが高くなる可能性がある。このこ

とはライデン変異を有する白人女性がOCの服用でVTEリスクが高まる事実に対応するのではない

かと考えている。

　女性ホルモン剤によるAPC抵抗性を考慮すれば旧世代の超低用量OCを選択する事が望ましいと

考えられるが、現時点では以下のことに注意して安全な処方をして欲しい。すなわち、１）日本人

であっても、低用量OCでもHRTでも肺塞栓症は起こり得ると心がけていただきたい。２）どんな

ホルモン剤でもメリットがあれば投与して構わないが、問診をしっかり行い、リスクと症候をきち

んと説明して、本人の同意のもとに処方する。そして、初回処方１か月後には受診してもらい、異

常がないか確認する。３）静脈系であれ動脈系であれ、血栓症に起因すると思われる症候が見られ

たら、必ず処方された医療機関に連絡するように指導する。４）患者から連絡があった場合は、そ

の症候に応じて循環器内科、血管外科、脳神経外科等の専門医に診断・治療を依頼する。酸素飽和

度が低い場合は、救急搬送が望ましい。
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小林　隆夫　（こばやし　たかお）

昭和25年12月25日生（62歳） 男
〒432－8580　浜松市中区富塚町328番地
浜松医療センター院長（平成23年４月１日、県西部浜松医療センターから病院名変更）
電話：（053）453－7111　FAX：（053）451－2766　Email：tkoba@hmedc.or.jp

【学歴・職歴】

1975年（昭和50年）３月　　名古屋大学医学部卒業
1975年（昭和50年）７月　　名古屋鉄道病院研修医
1976年（昭和51年）４月　　浜松医科大学助手（産科婦人科学）
1989年（平成元年）６月　　浜松医科大学講師（産科婦人科学）
1991年（平成３年）１月　　国立東静（とうせい）病院婦人科医長
1994年（平成６年）４月　　浜松医科大学助教授（産科婦人科学）
2003年（平成15年）４月　　信州大学教授（保健学科小児・母性看護学講座）
2008年（平成20年）４月　　県西部浜松医療センター院長
2008年（平成20年）６月　　浜松医科大学臨床教授（兼任）
2008年（平成20年）７月　　浜松市立看護専門学校校長（兼任） 現在に至る

【学会および社会における活動等】（役職は平成25年１月１日現在）
日本血栓止血学会（代議員、平成９年～15年まで編集委員、平成12年～平成21年まで静脈血栓症
／肺塞栓症検討部会部会長、平成21年より副部会長）、日本産婦人科・新生児血液学会（理事長、
第20回学会長）、日本妊娠高血圧学会（理事）、日本産科婦人科学会（代議員、周産期委員会委員、
産科診療ガイドライン外部評価委員）、日本臨床栄養学会（評議員）、日本産婦人科糖尿病学会
（評議員）、日本母性衛生学会（評議員）、日本周産期・新生児医学会、日本産婦人科医会医療安全
委員会委員、母体保護法指定医、日本血液学会、性の健康医学財団、肺塞栓症研究会監事、遠江
医学会理事、静岡県母性衛生学会副会長、国際線溶血栓溶解学会、国際血栓止血学会（co-chair 
of the SSC Subcommittee on Women’ s Health Issues in Thrombosis and Haemostasis）、アジア太
平洋血栓止血学会、静岡県医師会代議員、浜松医師会理事、静岡県病院協会理事（医療安全部会
部会長）、浜松医科大学国際交流後援会理事長、静岡県西遠地区病院防火管理研究会会長、浜松市
医療奨励賞選考審査会委員、浜松市保健医療審議会委員、浜松市夜間救急室運営会議委員、静岡
県西部地区メディカルコントロール協議会委員、地域医療支援センター西部支部運営委員、静岡
県がん診療連携協議会委員、全国自治体病院協議会静岡県支部役員、医療安全全国共同行動行動
目標②推進委員、浜松医科大学非常勤講師、静岡地方裁判所専門委員等 

【専門分野】

産婦人科血液学、産科ショック・DIC、静脈血栓症／肺塞栓症、羊水塞栓症、血液疾患合併妊娠、
妊娠高血圧症候群など。研究目標：出血と血栓症 ― 死亡ゼロを目指して
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　イブニングセミナー１ 第１日　６月８日 （土）　第１会場（テルサホール）　17：10～18：10　

座長：水沼　英樹（弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授）

「HRTガイドライン2012年度版　解説
　～安全・安心かつ有効なHRTを目指して～」

演者：髙松　　潔（東京歯科大学市川総合病院産婦人科　教授）

　閉経に伴うエストロゲンの消退は種々の心身の変化を惹起するが、それらに対し消退したエスト
ロゲンを補うHRTを施行することは理に適った手段であることには言を待たない。日本においても
より安全・安心かつ有効にHRTを行えることを目的として2009年にHRTガイドラインが策定された。
その後に報告されたWHI研究のフォローアップデータやHRTの効果・有害事象に関する新知見から
は、対象と条件を考慮することによって、さらに安全にHRTが施行できることも明らかとなってお
り、適応の拡大も志向されている。これに伴い、2012年９月15日に改定版としてHRTガイドライン
2012年度版が上梓された。2012年度版では全面的に内容を見直しているが、主な追加・修正点は以
下のとおりである。

HRTに期待される作用・効果
・糖代謝
　HRTの糖代謝への効果が知られていることから、「経口ETおよび経口EPTは血糖とインスリンを
低下させ、インスリン抵抗性を改善させる。また、糖尿病の新規発症を抑制する」が追加された。
・大腸癌（結腸癌・直腸癌）
　EPTでは大腸癌のリスクが低下し、ETでも有意差を認めないか、リスク低下を認める報告が多
いことから「HRTは大腸癌のリスクを低下させる」というheadingで新しい項目とされた。
・口腔における効果
　口腔領域の健康はQOLに大きく関与することが知られていることから、生殖器以外のエストロゲ
ンの効果の１つとして、口腔領域への有用性を検討し、解説を加えた。

HRTに予想される有害事象
・ 乳癌
　WHI研究のフォローアップデータからETは乳癌リスクを増加させないこと、つまりエストロゲ
ンよりも有子宮者において併用される合成黄体ホルモンがリスクを上昇させることが明らかになっ
てきたため、追加記載された。
・ その他の癌、腫瘍・類腫瘍
　2009年、WHI研究のサブ解析として、肺癌による死亡率が上昇するという報告がなされ、話題と
なったため、肺癌に関する記載が追加された。

悪性腫瘍治療後のHRTと再発リスク
　婦人科悪性腫瘍では両側卵巣摘出術が施行されることが多く、乳癌では抗エストロゲン剤が使用
されることが少なくないため、悪性腫瘍治療後のHRTが考慮されるが、その施行については再発リ
スクへの影響が懸念される。そこで2012年度版では新たなCQとして「悪性腫瘍治療後のHRTと再
発リスクは？」を取り上げ、子宮頸癌、子宮内膜癌、卵巣癌、乳癌治療後症例におけるHRTと再発
リスクの現在までの報告をまとめた。

Appendix
・ HRT問診票
　禁忌症例・慎重投与例が少なからずあることから、自記式に子宮摘出の有無や禁忌症例・慎重投
与例に関連する既往歴を漏らさずチェックできるHRT問診票を掲載した。

　本セミナーでは、上記を中心にHRTガイドライン2012年度版の改訂の要点を概説するとともに、
最近のHRTに関する新たな知見を紹介し、日本において今後、より安全かつ有用性の高いHRTを施
行するために考慮すべきポイントを考えてみたい。
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髙松　　潔　（たかまつ　きよし）

【略　歴】

昭和61年３月 慶應義塾大学医学部卒業
昭和61年５月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室入局
平成３年10月 日野市立病院産婦人科医員
平成４年７月 ドイツ国ベーリングベルケ社リサーチラボラトリー留学
平成５年10月 済生会神奈川県病院産婦人科医員
平成７年４月 慶應義塾大学医学部産婦人科学教室診療医長
平成12年４月 東京女子医科大学産婦人科学教室助手
平成12年５月 東京女子医科大学産婦人科学教室講師
平成14年４月 国立成育医療センター第二専門診療部婦人科医長
平成16年４月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師
平成19年４月 東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授　　　　（現在まで）
平成20年４月 慶應義塾大学医学部客員教授（産婦人科学）兼任（現在まで）

【受章歴】

平成11年10月 The 9th International Menopause Society Poster Award 受賞
平成19年11月 日本更年期医学会　学会賞　受賞

【主な所属学会】

日本産科婦人科学会 代議員
日本女性医学学会 理事
日本女性心身医学会  理事
日本ドライシンドローム学会 理事
国際女性心身医学会（ISPOG）　 Executive committee
日本婦人科腫瘍学会  評議員
日本臨床細胞学会  評議員
日本生殖医学会  代議員
日本受精着床学会 評議員
日本生殖内分泌学会 評議員
日本骨粗鬆症学会 評議員
日本心身医学会  代議員
千葉リプロダクション研究会 代表世話人
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　イブニングセミナー２ 第１日　６月８日 （土）　第２会場（アプローズ）　17：10～18：10　

座長：八重樫伸生（東北大学大学院医学系研究科産科学婦人科学分野　教授）

「細胞診・HPV検査併用子宮頸がん検診６年間の成績
　― 高精度・効率化・ワクチン時代対応可 ―」

演者：岩成　　治（島根県立中央病院母性小児診療部　部長）

　最近、子宮頸がんは若年化（30歳台中心）する一方で妊婦は高齢化（30歳台中心）し、両者の年

齢層が重なってきたため、検診の目的はCIN2／3の検出になってきた。しかし、従来の細胞診だけで

はCIN2／3の検出感度には限界がある。そこで、欧米では精度の高いHPV検査が導入されて10年以上

になる。島根県･出雲市でも細胞診とHPV検査同時併用検診を住民検診で施行してから６年になる。

その結果を基に、日本の実情にあったHPV検査導入について検討した。

　細胞診・HPV検査同時併用検診（併用検診）は、検出感度の高いHPV検査と特異度の高い細胞診

を併用して高精度化することにより、一度にCIN2／3をほぼ100%検出することができる。その結果、

両者陰性の場合は受診間隔３～５年に延長することができるので、効率化も可能だ。よって、併用

検診の場合、両者陰性例は要３年後受診、細胞診陰性･HPV検査陽性および細胞診ASCUS･HPV検

査陰性は要１年後受診、細胞診ASCUS･HPV検査陽性および細胞診LSIL以上は要精密検査となる。

【検出精度】　共同研究で併用検診を2,931例施行し、CIN2以上を50例（1.7%）検出できた。その結果、

CIN2以上の検出感度100%、特異度93.7%、陽性反応的中度21.7%、陰性反応的中度100%で、細胞診

のみの感度86%に比較し高精度であった。ASCUSの約50%はHPV検査陰性であり、過剰なコルポ診

や生検例の回避が可能であった。

【トリアージ検証】　初回細胞診陰性･HPV検査陰性例のCIN2／3への進展率は３年後0.2%（4／1714）、

５年後1.4%（7／507）で、５年後に浸潤がんに進展した例はなかった。これに対し、初回細胞診陰性

･HPV検査陽性例は３年後に6.9%（5／72）、５年後に13.9%（10／72）が進展し、早い例は12～18ヶ月

でCIN3に進展したが、浸潤がん進展はなかった。これらの結果からこの併用検診トリアージは医療

安全面でも適正であると判断した。

【適応年齢】　HPV検査陽性率と上皮内がん罹患率の交差は25歳であった。またCIN2／3以上の病変検

出は25歳以上がほとんどであったことから、併用検診開始年齢は25歳以上が適正と思われた。

【検出単価】　１例のCIN3を検出するためにかかる行政費用が45%削減できた。行政の補助金を30%

削減できることが推計できた。

【検診内容向上】　併用検診により罹患率の高い30歳を中心とする若年者の受診率（人口比）が2.2倍

となって40%以上となり、検出率は３倍となった。その結果円錐切除例は増加し、円錐切除後のHPV

検査陰性化率は80%で４年以上持続している（がん予防検診実現）。円錐切除後64人の生児を得た。

【地域がん登録】　併用検診が全市町村に拡大、上皮内がんが1.5倍に増加し、がん登録の約70%を占

めるようになった。浸潤がんは漸減している。

【課題】　2012年３月に、アメリカのガイドラインは、両者陰性の場合は５年後の受診に変更してい

るが、受診率が極めて低く、ワクチンの導入も遅かった日本では３年間隔受診が適正と思われる。
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岩成　　治　（いわなり　おさむ）

【略　歴】

昭和51年３月 鳥取大学医学部医学科卒業（1976）
昭和51年４月 島根医科大学産科婦人科入局
平成３年４月 島根医科大学産科婦人科　助教授（1991）
平成６年７月～平成17年３月　　島根県立中央病院産婦人科部長（1994）
平成６年７月～現在　　島根大学臨床教授
平成15年４月～現在　　島根県立中央病院母性小児診療部長（2008）

【資　格】

日本産科婦人科専門医
日本臨床細胞学会認定　細胞診専門医
日本婦人科腫瘍学会認定　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
日本がん検診・診断学会認定医

【学会活動】

日本臨床細胞学会　評議員
日本臨床細胞学会　島根県元支部長（10年間）
日本婦人科腫瘍学会　評議員
日本婦人科検診学会　常任理事

【活　動】

2009年～　　日本産婦人科医会がん対策委員会　委員長
1984年～　　島根県習慣病検診管理指導協議会子宮がん部会長
2008年～　　子宮頸がん制圧をめざす専門家会議委員
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　モーニングセミナー１ 第２日　６月９日 （日）　第１会場（テルサホール）　８：00～９：00　

座長：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）

「妊娠初期の超音波検査のポイント」
演者：馬場　一憲（埼玉医科大学総合医療センター／総合周産期母子医療センター 母体・胎児部門 教授）

　妊娠初期の超音波検査は、産婦人科において日常的に行われている検査の１つであるが、時に生
命に危険が及ぶような異常妊娠が隠れていることもあり、重要な項目を確認し忘れたり大事な所見
を見落としたりしないように注意しなければならない。このような観点から、妊娠初期の超音波検
査で確認すべき６つのポイントと検査を行う時の留意点について概説する。また、胎児に対する超
音波の安全性についても簡単に触れる。
【妊娠初期にチェックすべき項目】
１．子宮内の妊娠か？
　子宮内に胎嚢（GS）、あるいは胎児を確認して、異所性妊娠を否定することであるが、pseudo GS
を子宮内の胎嚢と間違わないように注意する。また、間質部妊娠や頸管妊娠を見落とさないように
胎嚢が子宮内膜に囲まれているかにも留意する。
２．胎児は生存しているか？
　経腟法を用いると、胎児心拍動は妊娠５週後半ごろより見え始めるが、胎児の像が不明瞭な場合
は受精時期がずれていることを考慮して、安易に胎児が育っていないと診断しないように注意する。
３．胎児の数は？
　１人の胎児が見えても、そのわきに別の胎児がいる場合もあるため、子宮全体を走査して胎児数
を確認する。多胎妊娠の場合は、膜性診断（絨毛膜と羊膜の数を確認）しなければならない。
４．妊娠週数は正しいか？
　妊娠週数は妊娠分娩管理の基礎となるものであり、胎児の発育に個体差が少ない妊娠初期に胎児
計測値から妊娠週数を確認（必要に応じて修正）する。妊娠週数確認においては、CRLが４cmを超
えるようなら、CRLの値は信用できない。
５．胎児に形態的な異常はないか？
　妊娠10～11週ごろには、少なくとも次の３点については確認し重篤な胎児異常を見逃さないよう
に注意する。
　茨　頭部は半球状で不整はないか。
　芋　胎児全体が羊膜腔の中にいるか。
　鰯　四肢は４本確認できるか。
６．子宮や卵巣に異常はないか？
　妊娠をしたために初めて産婦人科を受診した妊婦さんの中にも、卵巣癌を合併している場合があ
る。また、先天性の子宮奇形や子宮筋腫を合併している場合もあるため、胎児だけに注目するので
はなく、子宮や卵巣の異常も必ずチェックする。
【胎児に対する超音波の安全性について】
　日常使用している超音波診断装置から発せられる超音波は胎児に対して安全であると考えられて
きたが、近年、動物実験において従来とは異なる視点から詳細に検討した結果、日常使用している
超音波診断装置でも胎仔に対して影響することが分かってきた。
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馬場　一憲　（ばば　かずのり）

【現　職】
埼玉医科大学総合医療センター　総合周産期母子医療センター　母体胎児部門　教授

【略　歴】
1979年　　大阪大学医学部卒業後、東京大学医学部附属病院産婦人科研修医

その後、稲田登戸病院（神奈川）、三楽病院（東京）、埼玉医科大学総合医療センター
勤務等を経て、

1989年　　東京大学医学部医用電子研究施設　講師
1993年　　東京大学医学部医用電子研究施設　助教授
2003年　　より現職

【資格など】
日本産科婦人科学会認定医、日本超音波医学会超音波指導医／超音波専門医（産婦人科）

【学会活動など】
Editorial Board（2000－2007）：Ultrasound in Obstetrics and Gynecology（ISUOG）
日本母体胎児医学会幹事長（2004－現在）
第30回日本産科婦人科ME学会（現：日本母体胎児医学会）大会長（2007）
President of 17th Japan-Taiwan Symposium on Obstetrical/Gynecological Ultrasound & 
Perinatology（2007）
President of 6th Korea-Japan Ultrasound Symposium in Obstetrics and Gynecology（2008）
第10回日本イアン・ドナルド超音波講座オーガナイザー（2008）
日本産婦人科超音波研究会産婦人科超音波セミナーオーガナイザー（2009）
日本母体胎児医学会産婦人科超音波セミナーオーガナイザー（2010）
日本母体胎児医学会産科超音波セミナーオーガナイザー（2010）
第８回日本胎児治療学会大会長（2010）
日本母体胎児医学会産婦人科超音波セミナーオーガナイザー（2012）
日本母体胎児医学会産科超音波セミナーオーガナイザー（2012）
日本超音波医学会関東甲信越地方会第24回学術集会大会長（2012）
代議員／評議員／幹事：日本産科婦人科学会、日本超音波医学会、日本周産期新生児医学会、日
本胎児治療学会

【主な著書・ビデオなど】
（編著書）
　Three-dimensional Ultrasound in Obstetrics and Gynecology（英国・パルテノン出版）
　マスター３次元超音波（メジカルビュー社）
　基礎から学ぶ産婦人科超音波診断（東京医学社）
（単著）
　超音波像による産婦人科の飛躍（永井書店）
　プリンシパルME（日本医事新報社）
（共著）
　産婦人科３次元超音波（メジカルビュー社）
（ビデオ）
　産婦人科超音波診断「正しい超音波診断のために（全７巻）」（メジカルビュー社）
　産婦人科におけるカラードプラ（メジカルセンス社）
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　モーニングセミナー２ 第２日　６月９日 （日）　第２会場（アプローズ）　８：00～９：00　

座長：杉山　　徹（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　主任教授）

「広汎子宮全摘出術・手術の工夫」
演者：田畑　　務（三重大学医学部・産婦人科准教授）

　近年、子宮頸癌に対する広汎子宮全摘出術は、神経温存術式に注目が集まっているが、子宮頸癌

治療ガイドラインでは、「根治性を損なわない範囲内での神経温存術式は推奨される」と記載されて

いる。すなわち、Stage IIB期の腺癌症例などは神経温存よりも根治性を優先すべき症例であり、ガ

イドラインにも「Stage I／II期の腺癌に対しては、原則として手術が推奨される」と記載されている。

しかし、腫瘍径が大きいStage IB期症例や傍子宮結合織浸潤のあるStage IIB期症例では、手術の難

易度はかなり上昇する。そこで、このモーニングセミナーでは、腫瘍径が大きい症例や傍子宮結合

織浸潤のある症例に対する広汎子宮全摘出術の方法についてお話をさせて頂く。

　腫瘍径が大きい症例や、傍子宮結合織浸潤のある症例では、まず、直腸側腔、膀胱側腔をできる

限り広く展開する。これは、まず術野の確保を行うことにより、出血が起こった際に止血を容易に

するためである。また、両側腔を展開することにより、それぞれの靭帯が明らかとなり全体像の把

握に役立つ。

　子宮頸癌IB／II期症例に対する広汎子宮全摘出術で最も難しいのが、膀胱子宮靭帯前層・後層の処

理と思われる。そのような症例では、膀胱子宮靭帯は腫瘍の浸潤や炎症により肥厚しており、尿管

トンネルを開通させるにも一気に処理できず、尿管の走行に従って、少しずつ前層処理を行うよう

にしている。尿管トンネルの開通の際には、クーパーではなくケーリーにて展開を行っている。クー

パーで尿管トンネルを開通させようとすると、幅があるために尿管枝を損傷してしまう場合が多い。

そのため、術者は尿管を左手で牽引し、右手でケーリーを尿管の走行に沿って進めていく。この時

のコツは、ケーリーで掘る感覚ではなく、手首で尿管の走行を感じながら展開することである。後

層処理については、まず、後層と尿管とをできるだけ剥離することがコツである。後層は一度に処

理をするのではなく、何度かに分けて結紮切離している。仙骨子宮靭帯および直腸膣靭帯について

は、超音波凝固切開装置であるハーモニックスカルペルを用いることにより、安全かつ迅速に切離

を行えるようになった。

　リンパ節転移のある症例で、転移リンパ節が静脈に固着しているような場合には、パワーソース

ではなく、メッチェンにより鋭的に切離しリンパ節郭清を行うようにしている。また、骨盤内に明

らかに転移を認める症例では、傍大動脈リンパ節郭清を追加することも多く、その際には超音波凝

固切開装置が威力を発揮する。

　広汎子宮全摘出術は３つの支持組織を常に意識するようにしている。すなわち、前方の膀胱子宮靭

帯、真ん中にある基靭帯、後方の仙骨子宮靭帯および直腸膣靭帯である。これらの靭帯を切離し、終端

が傍子宮結合織に向かうように切離を行う。最後に、傍子宮結合織と膣管を切離し、子宮を摘出する。

　広汎子宮全摘出術については、婦人科医の間ではこだわりのある先生方も多く、諸先輩方を差し

置きはなはだ恐縮ではあるが、筆者が工夫している点を中心に、動画を交えてお話をさせて頂きたい。
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田畑　　務　（たばた　つとむ）

1961年５月13日生　　三重県伊勢市出身

【職　歴】

1986年３月　　三重大学医学部卒業
　　　　　　　山田赤十字病院、新宮市民病院、尾鷲総合病院に勤務
1998年４月　　癌研究会附属病院
2001年４月　　三重大学医学部・産婦人科・助手
2003年７月　　三重大学医学部・産婦人科・准教授　　　現在に至る。

【専門医】

日本産婦人科学会専門医
母体保護法指定医
細胞診指導医
日本癌治療認定医機構　がん治療認定医
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

【所属学会・役職】

日本癌治療学会評議員、日本臨床細胞学会評議員、日本婦人科腫瘍学会理事、日本産科婦人科学
会、日本癌学会、日本産婦人科手術学会、KCOG運営委員、JGOG卵巣がん委員、東海産婦人科学
会評議員、ASCO member

【ガイドライン作成】

卵巣がん治療ガイドライン、子宮頸がん治療ガイドライン、子宮体がん治療ガイドライン　作成
委員
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一 般 演 題
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１． 右付属器疾患と鑑別を要した虫垂嚢胞粘液腺腫の1例

○高橋　聡太、會田　剛史、田中　宏典、森　向日留、比嘉　　健、小泉　俊光
　河野　順子、今井　紀昭

　　八戸市立市民病院　産婦人科

　虫垂粘液嚢胞腺腫は比較的稀な疾患であり，特徴的な症状がなく，術前診断は困難とされる。今
回我々は術前のMRI、経膣超音波検査で右付属器腫瘍を疑い、腹腔鏡下手術を行った結果、虫垂粘
液嚢胞腺腫mucinous cyst adenoma of appendixであった１例を経験したので報告する。【症例】 52
歳女性。2妊2産。閉経50歳。数年前から近医産婦人科で右卵巣腫瘍を超音波で定期検診としていた
が、腫瘍の増大を認めたため精査加療目的に当科紹介となった。自覚症状は特になく、経膣超音波
やMRIなどの諸検査から右卵巣腫瘍（成熟奇形腫）を疑った。そのため腹腔鏡下手術を施行したと
ころ、子宮・両付属器は異常なく、嚢胞性に5cm大に腫大した虫垂を認めた。外科医師協力のもと
腹腔鏡下虫垂切除をしたところ、虫垂原発のmucinous cyst adenomaであった。画像上非典型的な
右付属器腫瘍を認めた場合、本疾患も鑑別に入れる必要がある。

２． 漿膜下子宮筋腫茎捻転の1例

○大原　美希１）、中村　聡一１）、加藤　謙一１）、山内　隆治１）、野村　真司２）、山口　明子２）

　田中　幹夫２）

　　１）福島厚生連　白河厚生総合病院　産婦人科
　　２）財団法人　大田綜合病院附属　太田西ノ内病院　産婦人科

　子宮筋腫は産婦人科の日常臨床でよく遭遇する疾患であり、しばしば過多月経をはじめとする月
経困難症の原因となり得るが、それ自体が急性腹症の原因となることはまれである。今回われわれ
は、腹痛を主訴とする漿膜下子宮筋腫茎捻転の一症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
症例は45歳女性、5経妊、3経産（3回自然分娩、2回人工妊娠中絶）。3日間持続する腹痛を主訴に当
院を受診。入院時CTにて骨盤内腫瘤を認めたため入院した。MRIで70mm大の境界明瞭な腫瘤が子
宮右上方に存在していた。両側の卵巣に腫瘤を認めなかったことから漿膜下子宮筋腫の茎捻転を
疑った。　患者が他院での治療を希望したことから紹介とした。３日後に転院先で開腹手術を施行さ
れ、術前診断通り、有茎性子宮筋腫の茎捻転であった。その他にも多数の筋層内筋腫を認めたため、腹
式単純子宮全摘出術が施行された。術後経過良好のため術後6日目に退院した。子宮漿膜下筋腫の茎
捻転は稀な疾患ではあるが、時に卵巣腫瘍の茎捻転と鑑別が困難な場合もある。腹痛を伴った骨盤
内腫瘤の場合は、鑑別診断として子宮筋腫茎捻転も念頭に置くべき疾患であると考えられた。 
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３． CA125の異常高値を呈した子宮筋腫によるPseudo-Meigs症候群の1例

○我妻　理重、佐藤　菊子、横山　智之、櫻田　尚子、松本　大樹、星合　哲郎
　　大崎市民病院　産婦人科

　卵巣線維腫以外の骨盤内腫瘍病変に伴って腹水・胸水が貯留し，その腫瘍摘除により腹水・胸水
が消失し再発しない病態をPseudo-Meigs症候群という．子宮筋腫がその原因となる例も少数ではあ
るが報告されている．今回，CA125の異常高値を呈した子宮筋腫によるPseudo-Meigs症候群の1例
を経験したので報告する．症例は68歳，0経妊．20年前より子宮筋腫を指摘されていた．2週間前よ
り腹部膨満感あり当科受診．経腹超音波検査で骨盤腔から上腹部に及ぶ充実性の腫瘍と大量の腹水
を認めた．血液検査では異常を認めなかったが，腫瘍マーカーはCA125値が1940.8 U/mlと異常高値
であった．CTおよびMRI検査上，子宮筋層内や漿膜下に大小様々な筋腫を認め，最大で子宮底部側
に約20cmの筋腫を認めた．胸腹水も認めたが悪性腫瘍を示唆する病変は認められなかった．腹水穿
刺による細胞診は陰性であった．以上より，子宮筋腫によるPseudo-Meigs症候群と診断し手術を
行った．開腹所見は，6.5Lの腹水と多発性子宮筋腫を認め，両側卵巣は正常であった．その他腹腔
内に異常所見を認めず，単純子宮全摘+両側附属器切除術を行った．病理組織所見は子宮平滑筋腫で，
両側付属器に悪性所見は認めなかった．術後，胸腹水は徐々に減少し，術後21日にはほぼ消失した．
Pseudo-Meigs症候群の原因として子宮筋腫も考慮する必要があると考えられた．

４． 卵巣腫瘍との鑑別に苦慮したDisseminated Peritoneal Leiomyomatosis（DPL）
再発の一例

○久野　貴司、田野口孝二、網本　頌子、柿坂はるか、鈴木　弘二、小林　正臣
　上原　茂樹、岡村　州博

　　東北公済病院　産婦人科

　腹膜播種性平滑筋腫症（Disseminated Peritoneal Leiomyomatosis ; DPL）は腹腔内に多発性の平
滑筋腫が播種する稀な疾患である。今回、卵巣腫瘍との鑑別に苦慮したDPL再発の一例を経験した
ため若干の文献的考察を加えて報告する。症例は36歳。1妊0産。2005年に当科にて腹腔鏡下子宮筋
腫核出術を施行した。2009年、後腹膜・腹腔内腫瘍を指摘され、外科と合同で腫瘍切除術を行った。
病理診断は平滑筋腫と腺筋腫であり、DPLの診断となった。その後の外来通院にて左卵巣腫瘍に対
し内膜症性卵巣嚢腫としてGnRHaおよびジエノゲストによる治療を行なっていたが、次第に増大傾
向を認めた。PET-CTでは同部位にFDGの集積を認め、悪性腫瘍の可能性が示唆された。腫瘍マー
カーはCEA 1.4 ng/ml, CA19-9 155 U/ml, CA125 32.0 U/mlとCA19-9の上昇を認めた。悪性を否定で
きず2013年1月に開腹術を行った。開腹所見は左卵巣腫瘍と考えられていた腫瘤は径5cm。卵巣との
連続性はなく、左卵巣固有靭帯の子宮側に付着していた。また右卵巣から茎を伸ばすように径4cm
の腫瘍を認め、摘出した。病理組織診断は平滑筋腫と腺筋症であった。文献的に、DPLは概ね良性
の経過を辿るとされている。以前にDPLの診断がついていることから今回もDPLを疑うべきであっ
たが、本疾患を術前に診断することは非常に困難である。良性疾患であるにもかかわらず、本症例
のように術前での診断が難しくまた若年で複数回の開腹術を行うなど、治療における合併症のリス
クが高いケースも多い。子宮筋腫の診断、治療に関しては本疾患の存在も念頭に置き他科との連携
や患者への説明を行うべきと考えられた。 
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５． 広汎子宮全摘術、放射線療法後に皮膚転移を来した子宮頸癌の一症例

○安田　俊、吉田　史子、古川　茂宜、河村　　真、渡辺　尚文、西山　　浩
　藤森　敬也

　　公立大学法人福島県立医科大学　産科婦人科

【諸言】子宮頚癌の皮膚転移は2％未満に認められる稀な転移形式であり、通常は多発転移の一つと
して出現することが多いことから予後不良因子とされる。当科で経験した子宮頚部腺扁平上皮癌に
よる皮膚転移症例を経験したので報告する。【症例】39才（フィリピン人　在日19年）3経妊2経産。
不正性器出血を主訴にA病院を受診した際、頸部に出血を伴う最大径28㎜の腫瘤が認められた。頸
部細胞診,生検とも腺癌であり、子宮頸癌Ⅰb1期と診断され、加療目的に当科を紹介された。広汎子
宮全摘術を施行された結果、腺扁平上皮癌　pT1b2,pN0,ly（+）,v（+）であった。術前の画像、手術所
見からも遠隔転移は認められなかった。術後全骨盤照射50Gyを終了後患者はフィリピンに帰国した。
術後4か月余りで臍部近傍に腫瘤が出現し、同国での生検結果は低分化扁平上皮癌であり、当科での
治療を希望し来日した。臍部腫瘤は1か月で7cmに増大していた。SCC、CA125が上昇しており、回
盲部背側、腹部大動脈リンパ節にも転移巣が認められ、皮膚転移を含めた再発と診断され化学療法
としてTP療法が施行された。2コース終了後、皮膚転移巣、リンパ節病変は縮小していたが、回盲
部病変の急激な増大や腹壁、Douglas窩への新病変の出現によりPDであり、全身状態の悪化もみら
れてきた。現在2nd lineとしての化学療法を含め今後の加療方法が検討されている。【結語】子宮頸
癌からの皮膚転移は稀であり、提示した。化学療法が施行されたが、文献上の多くでも報告されて
いる通り本症例でも治療抵抗性であり、皮膚転移の出現自体が予後不良であることが示された。

6． 嚢胞性腺筋症が悪性化したと思われる一例

○伊藤　　舞、鈴木　和夫、鈴木　博志
　　寿泉堂綜合病院　産婦人科

【背景】現在、子宮内膜症が卵巣癌の発生母地になっている可能性が注目されている。卵巣類内膜腺
癌や明細胞腺癌では子宮内膜症の合併頻度が20-50%と高く、病巣が内膜症病変に隣接していること
が多い。今回我々は嚢胞性子宮腺筋症に悪性化を認めた症例を経験したため、子宮内膜症の場合を
参考に考察を加えこれを報告する。【症例】症例は62歳女性。３産。　2009年（59歳）両側卵巣チョ
コレート嚢胞にて両側附属器切除術を行っている。現病歴は、2010年11月下腹部痛にて当院受診し、6
ｃｍの嚢胞性腺筋症を確認し外来管理となった。受診時EC:NILM　EM:negative。2012年07月咳嗽
を主訴に近医受診し、胸部Xpにて縦隔リンパ節の腫脹を認め、PET施行。PETにて縦隔リンパ節の
腫脹と合わせて骨盤腫瘍指摘され、縦隔リンパ節生検にて腺癌を確認。EM Negative。CEA:1.3 
CA19-9:823.3 CA125:112.1。子宮全摘術、骨盤リンパ節郭清を行いclear cell adenocarcinomaの病理
診断となった。現在術後化学療法TC6コース終了し経過観察中である。【考察】今回我々は、嚢胞性
腺筋症の経過観察中に悪性化したと思われる一例を経験した。子宮内膜症と同様に子宮腺筋症病変
部からの明細胞癌発生の可能性が十分に示唆される。子宮内膜症と同様子宮腺筋症に対して保存的
治療または手術療法といった選択枝があるが悪性化の可能性をふまえ、患者年齢や閉経の有無、病
巣の大きさなどを十分に考慮し選択していく必要がある。 

― 61 ―



７． 当科における子宮内膜異型増殖症および子宮体癌の妊能温存治療例の検討

○小島原敬信、太田　　剛、倉智　博久
　　山形大学医学部　産科婦人科

【目的】当科における子宮内膜異型増殖症（AH）および内膜に限局する類内膜腺癌grade1（EM）
に対する妊孕能温存治療法の実態を把握する目的で後方視的調査を行った。【対象】平成19年1月か
ら平成24年12月までの5年間において当科において妊孕能温存療法を行ったAH 2例、EM 3例の計5
症例。【方法】Retrospectiveに診療記録からの臨床情報を収集した。【結果】全5例とも治療前未経
妊であり、治療開始時年齢：34歳［30-40］（中央値［区間］）、BMI：30［23-32］、medroxy progesterone 
acetate（MPA）療法の継続期間：6ヶ月［3-21］であった。MPAによる妊孕能温存療法は内膜全面
掻爬で類内膜腺癌grade 1以下かつMRIで病巣が内膜に限局すると思われる例に対して施行した。
AH例は２例とも３年２ヶ月後に子宮体癌として再発、根治手術を行い、内膜限局の類内膜腺癌G1
と最終診断された。EM症例は、１例は３ヶ月のMPA投与に不応のため根治手術を行い、内膜限局
の類内膜腺癌G1であった。１例は本人の強い希望のもとMPA投与21ヶ月を経て寛解するも１年
４ヶ月後に再発し、再度MPA療法中。１例はMPA療法11か月中である。現時点では治療後妊娠例
はない。【考察】現時点では、手術に至った症例は全て低リスクの子宮体癌に留まっているが、現在
初回治療中の１例をのぞき全て不応または再発症例である。再発までの限られた時間に不妊治療を
平行して行うとともに、根治手術のタイミングも考慮しなければならない。

８． 粘液性嚢胞腺腫と合併した卵巣甲状腺腫性カルチノイドの1例

○村井　眞也１）、菊池　真澄１）、名取　徳子１）、三浦　自雄１）、畑山　伸弥１）、葛西真由美１）

　鈴木　　博１）、小野　貞英２）

　　１）岩手県立中央病院　産婦人科　２）岩手県立中央病院　病理診断科

　卵巣甲状腺腫性カルチノイド（strumal carcinoid）は、胚細胞腫瘍（germ cell tumors）の中でも、
単胚葉性および高度限定型奇形腫（monodermal and highly specialized teratomas）の群に分類され
る境界悪性腫瘍である。卵巣カルチノイドは稀な腫瘍で、本邦における全カルチノイドの約1.3%を
占める。卵巣カルチノイドは4種類の組織型に分けられ、本邦では甲状腺腫性カルチノイドの発生が
多い。今回我々は、悪性卵巣腫瘍の術前診断で手術し、術後に粘液性嚢胞腺腫と合併した卵巣甲状
腺腫性カルチノイドと診断された症例を経験したので報告する。症例は、65歳　5妊3産、下腹部痛
を主訴に当院救急外来を受診。CTで骨盤内腫瘍を指摘され、産婦人科外来を受診した。腫瘍マーカー
はCA125、CA19-9は正常範囲であり、MRIでは骨盤内に13x11x12cmの多房性腫瘤を認め、内部に
不整に造影される充実性部位を認め、悪性卵巣腫瘍の術前診断で手術を施行した。術中の迅速組織
診断では、卵巣甲状腺腫（struma ovarii）の疑いで、腹水細胞診も異型細胞を認めなかったため、
腹式子宮全摘出術および両側付属器切除術を施行した。術後の病理組織検査結果は、粘液性嚢胞腺
腫と合併した卵巣甲状腺腫性カルチノイドと診断された。免疫染色組織所見も含めて、若干の文献
的考察を加えて報告する。 
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9． BEP療法が有効であった卵巣卵黄嚢腫瘍の1例

○石原　佳奈、二神　真行、鴨井　舞衣、田村　良介、重藤龍比古、横山　良仁
　水沼　英樹

　　弘前大学医学部　産科婦人科

【はじめに】卵黄嚢腫瘍（Yolk sac tumor:以下YST）は若年者に好発し、悪性卵巣腫瘍の中では稀
な腫瘍である。化学療法の感受性は高いが、急激に進行することが多く治療に難渋することもある。
【症例】26歳未婚女性、未経産。腹部膨満感を主訴に近医を受診し、腹部超音波検査で多量の腹水を
指摘された。同日前医婦人科紹介となり、腹水に加え腹腔内に多数の充実性腫瘤を認め、腹部CT検
査で腹膜播種が疑われた。腹水細胞診はclassⅤで、血清AFP値 45,671 ng/mlと上昇を認め、YSTが
推定され、精査治療目的に当科へ紹介となった。入院後は2日に1回、粘稠な淡血性の腹水を穿刺吸
引した。入院6日目にdebulking surgeryを施行した。腹腔内に淡血性の腹水が4500ml認められた。
骨盤内及び腹腔内は灰白色の脆弱な腫瘤で占拠されていた。右付属器由来と思われ、手掌大の付属
器腫瘤を摘出した。子宮、左卵巣は正常大であったが、ダグラス窩、レチウス窩、大網に播種性病
変を認めた。小腸上の腫瘤は腸管筋層への浸潤が疑われた。原発巣と播種病巣を合わせて945g摘出
したが、2cm以上の播種が多数残存していた。術後病理組織検査はYSTの診断でⅢc期と診断した。
術後も著明な腹水貯留を認めたが、術後6日目にBEP療法を開始したところ、徐々に腹水が減少し、
現在2クール目を施行中である。腹部CT検査で残存腫瘤は明らかに縮小し、血清AFP値は19,564 
ng/mlと低下した。今後は、Interval debulking surgeryを行う予定である。【結論】卵巣卵黄嚢腫瘍
は化学療法が有効であり、いかなるステージにおいても妊孕性温存手術を試みる価値があると思わ
れる。

10． 婦人科疾患を契機にして発見された消化管穿孔の2例

○牧野　浩充、澁谷　剛志、佐々木　恵、島　　　崇、石垣　展子、早坂　　篤
　明城　光三、和田　裕一

　　仙台医療センター　産婦人科

【症例１】44歳女性。腰椎椎間板ヘルニア、胆石症の既往歴がある。突然右下腹部痛を認め近医受診
したところ、右卵巣のう腫の茎捻転の疑いと診断され当科救急搬送となった。超音波検査で、
31×23mm、16×15mmの二房性の右卵巣のう腫、腹水、胆石を認めた。内診ではダグラス窩や右付
属器付近に圧痛はなく卵巣のう腫の茎捻転は否定的であった。ＣＴで、free air、腹水等を認め、上
部消化管穿孔による汎発性腹膜炎が疑われた。外科入院し保存的治療を行ったが、症状の増悪を認
めたため緊急手術となった。十二指腸球部前壁に8ｍｍ大の穿孔と腹水の貯留を認め、大網充填及び
ドレナージを行った。【症例２】65歳女性。高血圧症、子宮脱手術、肺塞栓症の既往がある。食後下
腹部不快と子宮下垂感があり救急車にて当科来院した。完全子宮脱のためペッサリーを挿入し整復
したところ症状は軽快していたが、しばらくして嘔気、下腹部痛の訴えがあった。腹部単純写真で
free airを認め消化管穿孔が疑われ外科入院となった。ＣＴでもfree air や汎発性腹膜炎の所見を認
め、腹痛増強、発熱上昇のため緊急手術となった。回腸に約20ｍｍの穿孔、ダグラス窩に膿性腹水
と食物残渣があった。回腸を部分切除し端々吻合及びドレナージを行った。【まとめ】症例１では腰
椎椎間板ヘルニア治療でのNSAIDsの長期服用が、十二指腸潰瘍を引き起こし穿孔につながった可
能性がある。症例２では小腸穿孔の原因は特定できなかった。腹痛患者を診る場合、骨盤臓器の所
見だけでなく他科疾患も念頭に置き、画像診断ではfree airなど腹部全体の所見を見逃さないこと、
既往歴やそれに伴う治療歴を把握することが重要であることを再認識した。 

― 63 ―

Title:P059-080_一般抄録.ec8  



11． 当院におけるCIN1およびCIN2症例のHPVタイピング検査結果

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

　当院において平成24年2月から10月までの間に54例のCIN１またはCIN2症例にHPVタイピング検
査を行った。HPV16, 18, 31, 33, 35, 45, 52, 58の「特にハイリスク」とされるタイプが陽性であった
のは32例（59％）であった。「次いでハイリスク」とされるHPV39, 51, 56, 59, 68は7例（13％）で陽
性であった。個別のタイプではHPV52が12例（22％）と最も多く、次いでHPV58が10例（19％）で
あった。HPV16は5例（9％）またHPV18は2例（4％）で、合わせても7例（13％）にとどまった。
HPVワクチンの接種が広く行われても、当地域ではCIN1やCIN2の症例は余り減少しないと思われ
た。なお、重複感染は「特にハイリスク」とされるタイプ同士の症例が4例（7％）に、「特にハイリ
スク」と「次いでハイリスク」のタイプで1例（2％）に見られた。平成25年2月までの経過観察中に
CIN3に進展した例は3例あり、それぞれHPV52感染例、HPV58感染例そしてHPV18とHPV31の重複
感染例と、いずれも「特にハイリスク」とされるタイプの感染例であった。HPVワクチンが広まっ
ても当地域ではCIN3症例の劇的な減少は見られない可能性が考えられた。経過観察中に子宮頸部細
胞診がNILMとなった症例は「特にハイリスク」とされるタイプの陽性例では30例中9例（30％）、
「次いでハイリスク」とされるタイプの陽性例では６例中４例（67％）そしてハイリスクタイプが陰
性例では10例中6例（60％）であり、「特にハイリスク」とされるタイプでは自然消退しにくい傾向
が見られた。

12． 大量の腹腔内出血をきたした侵襲性血管粘液腫の1例

○松川　　淳、手塚　尚広、高木　潤一、沼崎　政良
　　公立置賜総合病院　産婦人科

　侵襲性血管粘液腫（aggressive angiomyxoma：AAM）は、比較的若い女性の外陰部や腟、骨盤
腔に発生する稀な軟部腫瘍である。最近、大量の腹腔内出血をきたしたAAMの症例を経験したの
で報告する。【症例】31歳、1経妊1経産。増悪する下腹部痛を主訴に当院へ搬送された。意識は清明
で顔面は苦悶様、腹部は膨隆し全体に圧痛はあるが筋性防御と反跳痛はなかった。妊娠反応は陰性
で、軽度の貧血があった。腹部超音波検査で下腹部に大きな腫瘤を、腹部骨盤部CTで腫大した子宮
とその頭側に大きな腫瘤様の像を認めた。骨盤部MRIで腹部腫瘤は、T1強調像で低信号、T2強調
像で高信号であり、内部に血腫と思われる構造を認めた。入院し鎮痛薬の投与で、一旦は症状の改
善をみた。だが、腹痛の増悪とHb値6.5 g/dlと貧血の進行を認めたため開腹術を施行した。腹腔内
には血性腹水と凝血塊、淡黄色で柔らかいゼリー状の大きな腫瘍を認めた。腫瘍内部には血管が透
見できた。子宮付着部からの出血を認めた。摘出腫瘍は280 mm×150 mm×70 mmで1,334 g、出血
量は腹水込みで2,879 mlであった。病理学的には、紡錘形細胞からなり血管増生が目立つ粘液状腫
瘍であり、免疫染色ではdesmin、vimentin、estrogen受容体が陽性、S-100、progesterone受容体が
陰性でAAMに矛盾しない所見を得た。術後の経過は良好であった。【まとめ】AAMは腫瘍内の血
管が豊富であり、腹腔内出血を起こすことがある。AAMの治療は摘出術が第一選択であるが一部
残存しやすく、5年以内の再発が多い。注意深い経過観察を要する。 
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13． ノボセブン投与下に子宮全摘術を施行した、先天性第VII因子欠乏症の1例

○白澤　弘光、設楽　明宏、佐藤　敏治、清水　　大、佐藤　直樹、寺田　幸弘
　　秋田大学　産婦人科

【緒言】先天性第VII因子欠乏症は常染色体劣性の遺伝性凝固疾患で、頻度は50万人に1例と稀な疾患
である。周術期の第VII因子補充として、遺伝子組み換え活性型血液凝固第VII因子製剤（ノボセブ
ン）が一般的となっている。しかし稀な疾患のため、投与量や投与回数に明確な基準はなく、特に
婦人科領域におけるノボセブン使用経験は文献的にも極めて少ない。今回我々は先天性第VII因子欠
乏症に対し子宮摘出術を施行した1例を経験した。【症例】58歳、4妊3産。検診にて子宮内膜細胞診
異常を認め、子宮内膜組織診にて複雑型子宮内膜異型増殖症と診断された。術前検査による凝固系
検査にてPT 56.4秒と延長が認められた。APTT、肝機能、D-dimmerなどに異常はなく、VII因子欠
乏症が疑われた。精査の結果、第VII因子活性3%以下、VIIインヒビターは認めず、先天性第VII因
子欠乏症と診断された。周術期の予防策としてノボセブン投与の方針となり、手術開始20分前にノ
ボセブンHI 1mg（18.9 mcg/kg）が投与され、準広汎子宮全摘および両側附属器摘出術を施行され
た。手術後48時間は4-6時間毎、3日目は12時間毎に同量が投与された。出血および血栓症などを認
めず術後8日目に退院となった。【考察】周術期におけるノボセブン投与方法は単回投与、Bolus投与、
持続投与など様々で、手術侵襲度を含め患者背景ごとに投与方法を検討する必要がある。今回は上
記投与方法によって順調に経過し、合併症も認められなかった。稀な疾患のため、国外においても
ノボセブンを使用した子宮摘出術症例の報告は2例のみである。婦人科疾患においても症例経験の積
み重ねにより、先天性第VII因子欠乏症に対する周術期管理の確立が必要である。

14． 臨床的羊水塞栓症の1例

○長尾　大輔、尾野　夏紀、田村　大輔、齋藤　史子、木村菜桜子、軽部　彰宏
　　由利組合総合病院　産婦人科

【緒言】凝固因子が急激に消費される羊水塞栓症の救命率は低い。今回我々は臨床的羊水塞栓症を発
症したが救命できた1例を経験したので報告する。【症例】32歳1経妊１経産　妊娠28週6日より切迫
早産、前置胎盤の管理目的に当科入院となる。入院中に自己血900ml貯血した。MRIにて低置胎盤
の診断より、計画分娩の方針となった。妊娠37週1日オキシトシンを用いて分娩誘発を行った。子宮
口全開大後、排臨直前に強い腹痛、胸痛を訴え、児娩出後、血圧測定不能、意識消失となり、原因
検索のため頭部・胸部CT検査施行。頭部に頭蓋内病変はなく、胸部CTで肺動脈の拡張を認めた。
その後DICを発症した。Fib 50mg/dl未満、Plt 1.1万/ul  Hb 5.6g/dl まで低下。臨床的羊水塞栓症を
疑い、輸血（自己血900ml　RCC６単位　FFP18単位PC40単位）、抗凝固療法を行った。DICを離脱
し、産褥７日で母児ともに退院した。今回の症例は羊水塞栓症を疑い直ちに治療を行ったことが救
命につながったと考える。【結語】臨床的羊水塞栓症の診断基準に合致した場合は早急に治療を開始
する必要があると考える。 
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15． 産褥期に可逆性後頭葉白質脳症を発症した1例

○千田　英之１）、小原　　剛１）、細谷地　昭１）、善積　　昇１）、大和　豊国２）

　　１）岩手県立宮古病院　産婦人科　２）岩手県立宮古病院　神経内科

【緒言】可逆性後頭葉白質脳症（reversible posterior leukoencephalopathy syndrome、RPLS）は、
一過性の神経症状を呈し、後頭・頭頂葉領域を中心に浮腫性変化を来す症候群である。頭痛、視野
異常、構音障害、麻痺などの症状が認められる。今回我々は産褥期にRPLSを発症した1例を経験し
たので報告する。【症例】27歳女性【主訴】左片麻痺、構音障害【既往歴】1妊0産。うつ病【現病
歴】妊娠経過は順調であった。妊娠40週0日に分娩停止の適応で緊急帝王切開術を施行し、術後経過
は順調で産褥8日目に退院となった。産褥11日目に突然頭痛があり、その後左半身のしびれ、脱力感、
構音障害などの症状を認め当院救急外来へ搬送された。来院時は明らかな神経学的所見を認めず、
頭部CTにて特記すべき所見なく、一旦経過観察となった。翌日も同様の症状を認めたため当科外来
受診、左片麻痺と構音障害を認め、頭部MRIにて右後大脳動脈領域に高信号域を認め、脳梗塞の診
断で当院神経内科に入院となった。【経過】入院後に視野異常（左同名半盲）があることも判明した。
エダラボン、アルガトロバン点滴にて加療し、リハビリテーションを行い病状安定したため、産褥
35日目に自宅退院となった。産褥45日目の頭部MRIでは病変部の高信号は改善を認めた。【考察】
RPLSは妊娠分娩との関連では重症妊娠高血圧症候群の2%程度に発症するとされる。本症例では高
血圧を認めなかったが、若年者で脳梗塞のリスクファクターを有しないこと、産褥期の発症であり
経過中に神経症状が改善傾向を認めたことより、RPLSの可能性が考えられた。

16． 当院で経験した脳血管障害合併妊娠症例の検討

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

　脳血管障害合併妊娠の報告は本邦では非常に少ないが、周産期管理に難渋する症例が少なくない。
当院では2002年から2012年の10年間の間に脳梗塞合併妊娠、くも膜下出血合併妊娠、Posterior 
reversible encephalopathy syndrome（以下PRES）合併妊娠を主として計14例の脳血管障害合併妊
娠を経験した。脳梗塞合併妊娠の原因は下肢静脈血栓による奇異性脳塞栓や血管炎であった。くも
膜下出血合併妊娠の原因は動脈瘤や外傷、妊娠高血圧症候群（以下PIH）であった。PRES合併妊娠
の背景には全例PIHが関与していた。PIHが背景にある脳血管障害合併妊娠の治療の中心は、PIHの
管理となるが、PIH以外の原因で発症した脳血管障害合併妊娠（特に妊娠前に診断がなされていな
い症例）に対しては、速やかに原因を検索し、それに応じて治療、娩出時期、緊急性が検討される
べきである。今回は下肢静脈血栓が原因で奇異性脳塞栓を発症した1症例を中心に、脳血管障害合併
妊娠の周産期管理について考察する。【症例】38歳、1経産。26週5日に突然の後頭部痛、右同名半盲、
右半身麻痺を発症し当院救急外来へ救急搬送された。MRIにて右後頭葉に梗塞巣を認め、脳梗塞と
して入院管理となった。入院後ヘパリンの持続点滴を開始。各種検査によって下肢静脈血栓症/奇異
性脳塞栓の診断となった。また血栓形成には喫煙と高ホモシスチン血症の関与が示唆された。症状
の増悪なく、37週までヘパリン持続療法を継続し、選択的帝王切開術にて2492gの男児を分娩した。 
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17． 卵巣癌合併妊娠に対し、化学療法が奏功し妊娠期間を延長しえた1例

○石田　博美、小幡美由紀、池田　美智、山谷　日鶴、吉田　隆之、五十嵐秀樹
　堤　　誠司、倉智　博久

　　山形大学　産科婦人科学講座

【緒言】卵巣癌合併妊娠は、25,000-50,000妊娠に1例と稀である。妊娠23週で多量の腹水が出現し、
精査の結果卵巣癌合併妊娠と診断され、化学療法が奏功し妊娠期間を延長しえた1例を経験したので
報告する。【症例】 41歳、1回経妊1回経産。IVF-ETにより妊娠。妊娠23週1日、子宮収縮を自覚し
前医を受診、切迫早産として入院した。その際母体に多量の腹水を認めたため、MRIを施行したと
ころ、左卵巣腫瘍と腹膜播種病変を認め、卵巣癌疑いとして当科へ母体搬送となった。内診上、左
卵巣腫瘍と考えられる可動性不良の腫瘤を触れ、ダグラス窩に播種巣と考えられる硬結を触れた。
子宮収縮の自覚はあったが頸管熟化は認めなかった。CA125は722 IU/ mlと上昇し、腹水の病理結
果は漿液性腺癌疑いで、卵巣癌（serous adenocarcinoma）Ⅲc期と診断した。患者、家族と相談し、
TC療法を行い妊娠継続を図る方針となった。1コース終了後より腹水は消失した。現在2コース終了
した時点で、重大な副作用の出現を認めず、胎児発育も良好である。今後は3コース目を施行後、全
身状態が安定し満期となった時点で帝王切開と卵巣悪性腫瘍手術を予定している。【結語】本症例は
妊娠週数が若く、卵巣癌Ⅲc期が疑われたため、胎児が胎外生活可能になるまで妊娠期間を延長し、
かつ手術の完遂度を上げるために化学療法を施行した。卵巣癌合併妊娠の治療に関しては一定のコ
ンセンサスが得られておらず、妊娠週数など各症例に合わせた治療の選択が必要である。治療指針
の確立に向け、症例の集積が望まれる。

18． Basedow病合併妊婦より出生した胎児頚部腫瘤の1例

○片倉真輝帆１）、後藤美奈子１）、三瓶　　稔１）、草野　良一１）、本多つよし１）、
　金井　祐二２）、本田　義信２）

　　１）いわき市立総合磐城共立病院　産婦人科
　　２）いわき市立総合磐城共立病院　未熟児・新生児科

　症例は35歳、3妊1産。27歳時にBasedow病を指摘され、妊娠前よりプロピルチオウラシル300mg/
日を内服し甲状腺機能は正常範囲であった。自然妊娠成立後、近医にて妊婦健診を施行されていた。
妊娠36週0日、健診時に胎児頚部腫瘤を指摘され当科紹介となった。来院時の母体血では
fT4:0.82ng/dl、fT3:2.58pg/dl、TSH:3.84μIU/ml、TRAb:19.8%、TSAb:17.6%であった。MRIにて胎
児頚部に右29×21mm、左23×23mmの左右対称性の腫瘤を認め甲状腺腫が疑われた。また、大きさ
より経腟分娩は可能と判断した。妊娠36週4日、自然陣痛発来し自然分娩となった。児は2750g、女
児、Apgar　score 1分値9点、5分値9点であった。活気良好で巨舌は見られず、Spo2は90％で頚部
腫瘤により前屈位はやや困難で頚部は伸展していた。腫瘤は弾性軟で可動性良好であり超音波検査
にて内部は豊富な血流を有する均一でhypo echoicな腫瘤であった。蹄泣時に嗄声、SpO2の低下が
認められた。臍帯血採血にてfT4:0.40ng/dl,fT3:1.64pg/dl,TSH:448.32μIU/mlと甲状腺機能低下症と
診断され、レボチロキシンナトリウム内服を開始された。日齢２より腫瘤は著明な縮小傾向を示し
日齢6には大豆大に縮小した。日齢10には甲状腺機能は正常化し内服中止した。その後、甲状腺機能
低下は見られず日齢19に退院となった。今回、母体の抗甲状腺薬内服による胎児甲状腺機能低下症
に伴う頚部腫瘤を経験した。今後、長期的な甲状腺機能、発達の観察が必要と考える。 
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19． 尾部退行症候群をきたした血糖コントロール不良糖尿病合併妊娠の1例

○伊東　麻美１）、大石　舞香１）、石原　佳奈１）、鴨井　舞衣１）、湯澤　　映１）、田中　幹二１）

　樋口　　毅２）、水沼　英樹１）

　　１）弘前大学医学部附属病院　産婦人科
　　２）弘前大学保健学研究科　健康支援科学領域　障害保健学分野

【緒言】妊娠初期の血糖コントロール不良では先天奇形の発生頻度が高まることが知られている。今
回我々は糖尿病管理不良例における尾部退行症候群の1例を経験したので報告する。【症例】 22歳、
2妊1産。21歳時に41週で3676gの男児を出生しているが、初期HbA1c 8.2%、GA 19.7%で糖尿病合併
妊娠としてインスリン導入されていた。分娩後3ヵ月で通院自己中断。今回は妊娠7週で前医初診し、
BS 213mg/dl、 HbA1c（JDS）10.9%、GA 28%と著明な高値を認めた。胎児異常の可能性について
説明するも妊娠継続の希望が強く、すぐにインスリン療法が導入された。24週の超音波検査で胎児
発育不全（FGR）を指摘されたが、その他の異常は指摘されなかった。27週、FGRが進行し、特に
FL短縮が著明であったことから、29週時に県総合周産期センターに頼診。尾部退行症候群が疑われ、
31週当センター紹介となった。超音波検査では腰椎が欠損しており、仙骨は同定されるも縮小変形
し、下肢は低形成で両足底を合わせた体勢をとっていた。また-2.2SDのFGRを認めた他、ファロー
四徴症も疑われた。精査入院時、HbA1c 6.2%、GA 16.0%であった。骨盤位であり下肢の状態から
も経腟分娩困難であることから、38週で帝王切開術が施行された。児は2000gの男児で、Ap. 4/6。
腹部から下肢の低形成、両膝関節の屈曲拘縮、ファロー四徴症を認め尾部退行症候群と診断された。
【結語】本症例の発症の原因として妊娠前の糖尿病管理の不良が考えられる。先天異常の発生予防の
ためには妊娠前からの厳格な血糖コントロールが重要であること、また血糖コントロール不良例で
は特に妊娠初期～中期の超音波検査を慎重に行うべきことを再認識させられた。

20． 児にVACTER連合を認めた糖尿病合併妊娠の1例

○成味　　恵、阪西　通夫、阿部　尚弘、松尾　幸城、大貫　　毅、木原　香織
　金杉　　浩

　　済生会山形済生病院　産婦人科

　糖尿病合併妊娠では妊娠初期のHbA1c値に相関して胎児奇形率が上昇することが知られている。
今回我々は、妊娠を契機に糖尿病と判明し、児にVACTER連合を認めた症例を経験したので報告す
る。症例は33歳1経妊0経産、続発性無月経を主訴に初診し、随時血糖値225 mg/dlであったため内
科へ紹介となった。2型糖尿病、糖尿病性網膜症と診断され、妊娠8週でのHbA1cは10.5％であった。イ
ンスリン療法を開始し、血糖コントロールは良好となった。妊娠23週の超音波所見で単一臍帯動脈、
口唇口蓋裂を認め、さらに左腎臓の確認ができなかった。精査目的に入院し、超音波上で二分陰嚢
の疑いも出現した。妊娠31週時に超音波上嚢胞に見える23 mm大の腫瘤を左側下部骨盤腔内に認め
た。得られた超音波所見を合わせて考えると、泌尿生殖器や下部消化管奇形が疑われた。推定体重
と羊水量は正常域で推移し、妊娠38週4日に陣痛発来し、胎児機能不全徴候はなく自然分娩となった。
児は肩甲難産であったが3302 g、Apgarスコア8/9点、臍帯動脈血pH 7.262と良好であった。しかし
鎖肛が認められたため手術目的に高次施設へ転院となった。その後の精査で脊椎多発奇形、高位鎖
肛、心室中隔欠損、左腎無発生、口唇口蓋裂、尿道下裂、二分陰嚢が明らかとなりVACTER連合と
診断された。　妊娠初期高血糖の悪影響を再認識させられる症例であった。現在の妊婦健診の血糖検
査は妊娠初期に施行されており、糖尿病合併妊娠の胎児奇形発生予防には無効である。挙児希望で
来院した場合の初期検査における血糖検査の重要性を再認識した。 
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21． 巨大胎盤血腫（Breus’ mole）が原因と考えられた子宮内胎児発育遅延の３例

○村上　一行１）、金杉　知宣１）、海道　善隆１）、岩動ちず子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

【背景】Breus’ moleは胎盤胎児側の絨毛膜板の直下に生じる巨大血腫であり妊娠高血圧症候群（PIH）
や子宮内胎児発育遅延（FGR）を合併する事があり、予後が不良な場合が多い。今回我々は本疾患
がFGRの原因であると考えられた3症例を経験したので報告する。【症例1】 22歳未経産。妊娠22週
に羊水過少を指摘されて紹介受診。超音波にて重度のFGRに加え、羊水腔がほとんど確認できな
かった。また、胎盤の著明な肥厚と胎盤内に流動性のflowが認められた。妊娠28週に子宮内胎児死
亡（IUFD）となった。【症例2】 32歳3妊2産。妊娠26週で重度のFGRと胎盤の肥厚が認められ常位
胎盤早期剥離の疑いで緊急搬送となった。胎盤は超音波で全体的に肥厚していたが、胎盤胎児側に
数箇所の血腫と内部に流速の遅いflowを広範囲に認め、羊水過少を伴っていた。妊娠28週にIUFDを
確認した。【症例3】 27歳2妊１産。妊娠26週にFGRにて紹介。胎盤内に巨大血腫が認められていた
が、週数を通じて羊水量は比較的保たれており母体にも合併症が認められないまま36週まで妊娠継
続、1454gの女児を帝王切開にて娩出した。【考察】経験した3症例のうち2例が重度のFGRと羊水過
少を伴っておりIUFDとなった。妊娠継続できた1例はFGRを認めたが羊水量が比較的保たれ、児の
予後の指標となりうるかもしれない。幸いPIHなどの母体合併症は認めなかったが、妊娠継続の方
針とする場合には重篤な母体合併症の報告もあるため、厳重な周産期管理が必要である。

22． 出生前に診断された左下腹部-大腿部リンパ管腫の1例

○大澤　有姫、大石　舞香、石原　佳奈、飯野　香理、伊東　麻美、福原　理恵
　田中　幹二、水沼　英樹

　　弘前大学　産婦人科

【緒言】リンパ管腫の多くは頭部や頚部等に見られ，出生前診断されることが多い．しかし，腹部や
骨盤腔内に発生したリンパ管腫は他の腫瘍との鑑別が難しく，出生前診断の報告例は少ない．今回，
胎児期に腹腔内発生の嚢胞性腫瘍を認め，出生前にリンパ管腫が疑われた児の1例を経験したので若
干の文献的考察を加えて報告する．【症例】33歳1経妊1経産．前医による妊娠20週の妊婦健診にて腹
腔内膀胱左側方に嚢胞様所見を指摘された．妊娠26週の妊婦健診では嚢胞病変が左臀部まで波及し，
妊娠27週には腹腔内から下肢にいたる多嚢胞性腫瘤として当科紹介となった．当院の超音波検査で
も左下腹部から左大腿部にかけて多房性嚢胞性病変を認めた．妊娠経過中に腫瘤性病変は徐々に増
大し，左腎下極から左膝裏の一部にまで達した.その他の胎児奇形や胎児発育に異常はなく，羊水量
にも異常は見られず，出生前の診断としては胎児リンパ管腫を疑った．左臀部から大腿部の嚢胞性
病変の破裂のリスクを考慮し妊娠37週0日に選択的帝王切開術を施行した．児は2850gの男児で
Apgar score 9/10であった．左臀部から大腿部に腫脹が認められた以外には明らかな外表奇形はな
く，全身状態は良好であった．また神経学的所見等特記すべき症状は見られておらず，出生後のMRI
および腫瘍穿刺細胞診にて内部に一部出血を伴う嚢胞性リンパ管腫の診断となった．現在小児外科
入院管理の上，ピシバニール（OK-432）による硬化療法を施行中で経過良好である． 
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23． 胎児腹腔内臍静脈瘤の1例

○田村　良介、大石　舞香、石原　佳奈、大澤　有姫、飯野　香理、福原　理恵
　田中　幹二、水沼　英樹

　　弘前大学医学部附属病院　産婦人科

【緒言】胎児腹腔内臍静脈瘤（fetal intra-abdominal umbilical vein varix,以下FIUVV）は胎児腹腔内
臍静脈（fetal intra-abdominal umbilical vein,以下FIUV）が拡張する異常である。その管理に関して
一定の見解は無い。今回FIUVVの症例を経験したため報告する。【症例】43歳1経妊0経産。当院で
の凍結胚移植にて妊娠成立後、妊娠9週以降は近医で妊婦健診を受けていた。妊娠30週にFIUVの拡
張を指摘され精査管理目的に妊娠32週当科紹介となった。当科受診時の超音波検査でFIUVが17.6㎜
と拡張認めFIUVVの診断となった。血圧も高値示し妊娠高血圧症候群の診断となり同日より入院管
理となった。頻回の胎児心拍モニタリングと超音波検査を行った。胎児心拍モニタリングでは異常
波形なく、FIUVVも約15㎜で内部に血栓なども認めなかった。血圧も食事療法のみでコントロール
良好で妊娠34週より外来管理となった。外来管理中もFIUVVに変化は無かった。妊娠37週より再び
入院管理となり妊娠41週陣痛発来したが、陣痛発来26時間後に高度遷延一過性徐脈がみられ胎児機
能不全の診断で緊急帝王切開となった。児は男児、3400g、APGAR scoreは8/9であった。児は臍帯
に異常無く腹部超音波検査ではFIUVVの消失認め、特別の処置は不要であった。他に外表・内臓奇
形は認めなかった。【考察】FIUVVは過去の報告では高率に子宮内胎児死亡に至るとされていたが、
最近ではFIUVV単独症例の周産期予後は良好とする報告が多い。本症例もFIUVV単独症例で、胎
児機能不全のため緊急帝王切開となったが良好な周産期予後を得られ、最近の報告を支持する症例
であった。FIUVV単独症例では慎重な経過観察のもと満期自然分娩方針が妥当と考えられた。

24． 左室心筋緻密化障害にて高度の胎児水腫をきたし子宮内胎児死亡となった一症例

○伊藤　史浩、巌　　美希、経塚　　標、鈴木　　聡、野村　泰久、藤森　敬也
　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座

【緒言】左室心筋緻密化障害は胎生期に左室心筋の緻密化が障害された先天性の心疾患であり、心不
全が進行する予後不良の疾患である。今回我々は妊娠26週にて左室心筋緻密化障害と診断され、34
週にて子宮内胎児死亡となった症例を経験したので若干の文献的考察を加え報告する。【症例】妊娠
26週の健診時に胎児の心拡大と、胸腹水を認め近医紹介となり、胎児心奇形疑い、胎児心不全、胎
児水腫にて当科紹介となった。当院での超音波検査では、胎児心不全、胎児水腫を認めた。胎児心
エコーでは、左右心室ともに高度な収縮障害、及び左室壁の過剰な網目状の肉柱と深い間隙から左
室心筋緻密化障害を疑われた。血液検査にて感染症は否定的であった。以後、定期的な外来管理と
していた。34週にて陣痛発来し当院受診、受診時胎児心拍を認めず、そのまま経腟分娩となった。
児は肉眼的に浸軟、水腫様であった。現在病理学的検索を進めている。【まとめ】心筋緻密化障害は、
突出した網目状の肉柱形成と深い間隙を特徴とした疾患である。超音波検査では本疾患を単なる拡
張型や肥大型の心筋症などと誤った診断をしてしまうことが多く、鑑別が難しいとされている。今
後再生医療の進歩と共に新たな治療法の開発も期待されており、超音波検査施行時は本疾患も念頭
におき、必要に応じてMRI等他の画像診断も活用し診断精度をあげていく必要があると考える。 
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25． 東北地方におけるTTTSに対する胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術の成績

○室本　　仁１）２）、小澤　克典１）２）、宮下　　進１）２）、室月　　淳１）２）、八重樫伸生３）

　　１）宮城県立こども病院　産科
　　２）東北大学大学院医学系研究科先進成育医学講座　胎児医学分野
　　３）東北大学　産婦人科

【目的】東北地方において双胎間輸血症候群に対する胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術（FLP：
fetoscopic laserphotocoaguration）が施行されるようになって7年が経過した。これまでの成績をま
とめ報告する。【方法】対象はFLPが開始された2005年から現在に至るまでの31例とした. 一絨毛膜
双胎の最大羊水深度が受血児で8cm以上, 供血児で2cm以下をTTTSと定義し, 妊娠26週未満の未破
水例をFLPの適応とした。【結果】内訳はQuintero分類stageI：7例, satageII：11例, srageIIIa：7例
,srageIIIc：3例, stageIV：3例で, 平均診断週数19.2週, FLPの平均施行週数19.9週, 平均手術時間148分
であった. 手術未完遂1例、現在妊娠継続中1例を除いた29例のまとめは, 平均分娩週数33.2週, 児の予
後は2児生存17例, 1児生存10例（IUFD7例, 早期新生児死亡3例）, 0児生存2例で, 児生存率74％, 少な
くとも1児生存率92％であった。主な手術合併症として術中出血2例, 術後吻合血管再開通を1例に認
めた。【考察】これまでの成績からFLP施行の基本的な体制は確立できたものと思われる。しかし、
東北6県における分娩件数から推定されるMD双胎は年間200-300組と考えられ、FLPcandidate症例
は各県で多数発症していると思われる。紹介医療施設の東北6県における内訳は青森県1件、秋田県
2件、岩手県5件、山形県4件、宮城県15件、福島県6件、新潟県1件であった。また2010年以降、FLP
施行施設が宮城県立こども病院に移行してからのFLP candidate症例は青森県1件、岩手県3件、山
形県1件、宮城県7件、福島県1件、新潟県1件であった。今後も東北地方において医療連携を深め、
FLP適応症例を蓄積し成績向上に努めていきたい。

26． 当院における成育限界についての検討

○平岩　　幹１）、牛嶋　順子１）、加藤　克彦１）、河原田　勉２）、石井　　勉２）

　　１）独立行政法人　国立病院機構　福島病院　産婦人科
　　２）独立行政法人　国立病院機構　福島病院　小児科

　新生児医療の進歩により、従来は救命困難であった極めて未熟な児が健康に成長発達している症
例も報告されている。1991年には、「優生保護法（現、母体保護法）」による生育限界（生存限界）
が「妊娠24週未満」から「妊娠22週未満」に変更された。これに伴い、当院NICUでも在胎24週未
満の児の入院が増加した。しかし、この中には救命処置も及ばず死亡する児や、発達障害・神経学
的後遺症を残してしまう児も存在した。そこで、当院において在胎26週未満で出生した児を調査し、
当院における成育限界（子宮外で機能的に成熟発達できる能力を有する限界）を検討した。 
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2． 当院における 手術の検討

○城　　伶史、豊田　勇輝、宇賀神智久
　　気仙沼市立病院　産婦人科

【目的】単孔式腹腔鏡手術は，多孔式と比較して整容性が高く，産婦人科内視鏡手術に占める割合は
年々増加傾向にある。2011年1月より当院でも単孔式腹腔鏡手術を導入している。当院における単孔
式手術の手法を紹介すると共に，多孔式手術との比較検討を行ったので報告する。【方法】2011年1
月1日から2013年1月31日までに当院で単孔式腹腔鏡手術を行った47例を対象として各術式毎に分類
した。それぞれについて手術時間，出血量および合併症の有無に関して，同時期の多孔式腹腔鏡手
術55例と比較した。【結果】当院での単孔式手術は腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術が16例，卵巣腫瘍核
出術が11例，付属器切除術が7例，卵巣多孔術が3例，観察腹腔鏡手術が3例，卵管切除術が2例，卵
管形成術が1例であった。また，腫瘍内容吸引術および癒着離術が4例あった。術中にポートを追加
した症例は4例あったが，開腹手術へ移行した症例は無かった。手術時間は多孔式手術と比較して延
長する傾向にあった。出血量は多孔式手術と有意差を認めなかった。また，明らかな術中合併症は
認めなかった。【結論】単孔式手術では鉗子間の干渉等により，術者の習熟度が不十分な場合には，
多孔式手術より手術時間を要する傾向にあった。単孔式手術で明らかな合併症は認めなかった。要
因としては，難易度の低い症例を選択したことが考えられた。単孔式手術は整容性の点で多孔式手
術よりも優れており，若年症例や不妊症例に関しては患者の満足度向上につながると思われた。技
術の習熟とそれに応じた適切な症例を選択する事で，多孔式手術と比較しても遜色ない手術を行う
事が可能であると思われた。

28． 腹腔鏡下子宮筋腫核出術においてマニピュレーター先端が子宮内腔に遺残した１例

○古川　茂宜、鈴木　　聡、渡辺　尚文、西山　　浩、藤森　敬也
　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座

【背景】ウテリンマニピュレーター（以下マニピュレーター）は腹腔鏡下子宮筋腫核出術（以下LM）
時に子宮を授動し、視野の確保のために必要な器具である。しかし、近年手術時の使用に際し、挿
入時あるいは操作中のバルーン破損や、破損部分の遺残などの合併症が報告されるようになってき
た。【症例】38歳、0経妊0経産。前医で人工授精施行されるも妊娠に至らず当科へ紹介された。診察
上9cm大の内膜を圧排する後壁筋腫を認めたため、LMの方針とした。筋腫核出時内膜損傷あり、マ
ニピュレーター先端が露出した。縫合操作時にマニピュレーターのバルーンが破裂したが、そのま
ま操作を継続し子宮を形成し手術を終了した。終了時マニピュレーターはスムーズに抜去すること
が可能であった。退院後精査目的に子宮鏡を施行したところ子宮内腔にマニピュレーターの先端を
認めた。内膜の安定化も兼ねて、自然にチップが排出されるのを期待しカウフマン療法を外来にて
3コース施行した。その後子宮鏡を再検したところ子宮腔内に異物を認めず、自然排出したものと思
われた。現在は前医にて不妊治療を継続されている。【考察】マニピュレーターのバルーンが術中に
破裂し、先端部分が子宮内腔に遺残した症例を経験した。本症例では手術終了時にマ二ピュレーター
の先端の確認を怠ったため遺残部分の発見が遅れた。手術終了前にマニピュレーターを抜去し、ス
ムーズに抜去できた場合でも破損の有無を十分に確認することが肝要と思われる。 
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29． TLH施行に際しTLMの手術経験は必要か？～当院におけるTLM未経験である2人の
TLHより～

○磯部　真倫、香林　正樹、田中　佑典、久保田　哲、中村　　涼、香山　晋輔
　志岐　保彦

　　大阪労災病院　産婦人科

　TLH（全腹腔鏡下子宮全摘術）は、腹腔鏡手術の最難関のひとつと位置付けられているが果たし
てそうであろうか。TLM（腹腔鏡下筋腫核出術）が施行可能で初めてTLHが可能であるという考え
が実際存在する。婦人科腫瘍医が、腹腔鏡に取り組む際に高いハードルとなるものとしてTLMがあ
る。縫合結紮が実際に難しい、腫瘍を行う病院で時間的制約のためTLMを行うことが難しいなどの
理由が挙げられる。しかし、理論上TLHを施行する際に、膜、腔、層を意識することで、これらを
横断することにより出血する部位は、卵巣固有靭帯、子宮頸部血管束、腟のみであり、縫合結紮は
膣断端などLMに比して複雑なものは必要としない。実際、当院においてTLM未経験の2人が、2症
例目でTLHが2時間を切ることが可能であった。1人は、後期研修医2年目。卵巣腫瘍の手術執刀数
は20件程度であった。もう1人は、周産期専門医であり、腹腔鏡手術経験が1年であった。卵巣腫瘍
の手術執刀数は20件程度であった。①日々のボックストレーニング、②骨盤解剖の理解、③手術DVD
を何度も見る、④適切なアシストのもと手術を行う。といった要素を整えることでTLMの経験が無
くともTLHは習得できると考える。今後、腹腔鏡手術の習得を目指す医師にとって参考となるよう
この2人の医師から得られた経験を報告する。

30． TLHにおける尿管、子宮動脈同定のコツ～膜、腔、層を意識した手術～

○磯部　真倫、香林　正樹、田中　佑典、久保田　哲、中村　　涼、香山　晋輔
　志岐　保彦

　　大阪労災病院　産婦人科

　TLH（全腹腔鏡下子宮全摘術）施行に際し、頸部筋膜内で手術を施行するのであれば尿管の同定
は不用である。しかし、癒着や腫瘍のため解剖学的に歪みがある症例、悪性腫瘍手術では尿管の同
定は必要不可欠である。その際、触覚を利用できない腹腔鏡手術は、尿管同定が困難なことがある。子
宮周辺の後腹膜内は、尿管、子宮動脈をつつむ筋膜により、岡林の直腸側腔、Latzkoの直腸側腔、
膀胱側腔に分けられる。これらの筋膜とそれによって分けられる腔を意識することで尿管、子宮動
脈は容易に同定できる。子宮動脈か尿管のどちらかを同定することが重要である。子宮動脈が同定
できれば、尿管の同定も容易であり、逆もまた然りである。尿管を同定できれば、出血しても思い
切った止血が可能である。実際の手術動画を提示し、腹腔鏡手術における尿管、子宮動脈同定のコ
ツを提示する。 
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31． 皮下鋼線吊り上げ法による全腹腔鏡下子宮全摘術の検討

○渋谷　祐介、黒澤　大樹、藤井　　調、飯田　修一、田中　耕平、星　　和彦
　鈴木　雅洲

　　スズキ記念病院　産婦人科

　【目的】皮下鋼線吊り上げ法を用いた全腹腔鏡下子宮全摘術（Total Laparoscopic Hysterectomy：
TLH）の有用性について検討する。【方法】2012年11月から2013年3月まで、当院で同一術者が施行
したTLH4例を検討した。術式はV-Care子宮マニピュレータ－を使用し、臍を縦切開し開腹、Wound 
Retractorを装着した上で下腹部皮下鋼線吊り上法を用いた。左右下腹部に5㎜シースを刺入し、3
ポートで手術を行った。子宮動静脈は内子宮口の高さで2－0バイクリルで単結紮を行った後で切断。
良性疾患に関しては子宮を押し上げながら、ソノサージを用いてAldridge法で子宮を摘出した。断
端は腹腔内より1号バイクリルの単結紮で閉鎖した。【結果】症例は子宮筋腫2例、子宮腺筋症1例、
CIN3 1例であった。平均年齢47.8才、摘出子宮の平均重量　227g（CIN3を除いた3例）、平均手術時
間150分であった。術後に貧血を来たす出血や、尿管損傷等の合併症も認めず、術後の経過も良好で
ある。【考察】膣管との境界を明瞭にするカップの付いた子宮マニピュレータ－は、尿管の安全を確
保しながら子宮血管を処理する上で有用であった。本法は臍のポートからスコープと鉗子を同時に
使用し、3ポートで手術を行うことが可能であり、低侵襲で整容に優れた術式であった。また、気腹
式では腟管の解放時に気腹漏れが起こり、視野展開が困難になることがあるが、本法では同現象は
起こらず、子宮の回収といった腟内操作を腹腔鏡の補助下に行うことも容易であった。吊り上げ式
腹腔鏡はTLHにおいて非常に有用な手法であった。

32． 地方病院である当院における腹腔鏡手術、特にTANKO手術の現状と課題

○岩間　英範、村井　正俊、井筒　直子、児玉　秀夫、小笠原敏浩
　　岩手県立大船渡病院　産婦人科

【背景】TANKO手術（単孔式腹腔鏡下手術）とは、スコープ、鉗子等の器具を臍部などの単一創か
ら挿入して行う手術である。美容面で優れている、創が少ないため術後の回復が早く術後疼痛も軽
減する、などの利点がある一方で、手術器具の自由度が少なく術者の動きが制限されやすいという
問題点も生じる。近年は問題点をカバーするための器具の開発や手技の工夫により外科や泌尿器科
領域で急速に広まり、婦人科領域でも普及してきている。当院は地方病院ではあるが、岩手県南沿
岸部の地域基幹病院として地域完結型治療を目指している。その一環として日頃より腹腔鏡手術に
も積極的に取り組んでおり、TANKO手術も導入した。今回はその現状を検討し、課題を考察した。
【方法】当院で平成23～24年度の2年間に施行した腹腔鏡手術の術式・手術時間・出血量・合併症・
開腹移行などについて、TANKO手術を中心に検討した。【結果】１）TANKO手術は平成23年度は
8例、平成24年度は19例と増加している。２）手術適応に関しては、当初は腹腔内操作の少ない「卵
巣腫瘍（漿液性嚢胞腺腫または皮様嚢腫）に対する」「付属器切除術」に限定していたが、PCOSに
対する卵巣多孔術、子宮外妊娠に対する卵管切除術、と徐々に拡大している。３）手術時間や出血
量は、従来の内視鏡手術と比較して遜色なく、内視鏡専門医以外の執刀におけるlearning curveも良
好である。４）これまで重大な合併症は1例もない。５）開腹移行は術中に卵巣癌と診断した1例の
みであり、手技的な問題や術中合併症では1例もない。【考察】　当院でもTANKO手術が増加してい
る。今後も症例数を増やし、安全に普及できる手術方法を目指したい。 
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33． Hyperreactio Luteinalisの1例

○澁谷　剛志１）、明城　光三２）、松浦　　類２）、石垣　展子２）、牧野　浩充２）、千葉由美代２）

　和田　裕一２）

　　１）自衛隊仙台病院　産婦人科　２）仙台医療センター　産婦人科

【背景】Hyperreactio Luteinalis（=黄体化過剰反応, HL）は妊娠中hCGによって両側卵巣が著明に腫
大する稀な疾患で, 保存的治療が原則である. 不必要な手術的対応を避けるため, 腫瘍性病変との鑑
別は重要である. 我々は自然単胎妊娠に合併したHLを妊娠初期に診断し, 保存的治療を行った1例を
経験したので報告する. 【症例】33歳, 0経妊0経産, 不妊治療歴なし. 妊娠8週で8～9cm大の両側卵巣
腫大を指摘され, 15週で当院に紹介. 超音波検査では右卵巣は11cm大, 左卵巣は14cm大, 両側とも多
房性で腫瘍壁にはドップラーで血流を認め, 悪性腫瘍を否定できない所見であった. しかし, MRIで
は明確な充実部がなく, HLが強く疑われた. そして, HLに特徴的な母体血中テストステロンの異常
高値が認められた. 両側卵巣の増大傾向を認めなかったため, 保存的に経過をみることとした.

34． 単一胚盤胞移植後の二卵性双胎の一例

○竹原　　功、原　周一郎、五十嵐秀樹、高橋　俊文、倉智　博久
　　山形大学医学部　産科婦人科

【背景】日本産科婦人科学会は生殖補助医療による多胎妊娠防止のため、移植胚数を単一とすること
を原則とした。しかし、単一胚移植を行っても一卵性双胎の発生頻度は自然妊娠の約2倍と高率であ
る。今回、単一胚盤胞胚移植を行ったにも関わらず双胎妊娠が成立し、分娩後に二卵性双胎である
ことが判明した一例を経験したので報告する。【症例】39才、未経妊。原因不明不妊にて体外受精・
胚移植治療の適応となった。GnRHアナログlong法にて9個採卵、7個受精、8細胞期胚を1個胚移植
するも妊娠は成立せず。8細胞期胚1個と桑実胚3個を凍結保存。その4ヶ月後、凍結保存した8細胞期
胚1個と桑実胚1個を融解、追加培養にて発育した初期胚盤胞1個を、自然排卵周期にて胚移植し妊娠
が成立。妊娠6週1日の経腟超音波検査にて、2つの胎嚢とそれぞれに胎児心拍を認め、二絨毛膜二羊
膜性双胎の診断となった。妊娠経過は順調。妊娠37週1日、選択的帝王切開術で分娩となった。第1
子は1986 g男児、第2子は2490 g女児であり、性別が異なっているため、二卵性双胎であった事が判
明した。各々の児の染色体検査の結果は、第1子46, XY、第2子46, XXであった。【考察】自然排卵
周期での凍結融解胚移植では自然排卵に伴う妊娠がおこることがあり、移植胚による妊娠と自然妊
娠が同時に生じると、二卵性双胎となる可能性がある。本症例では、排卵前後に妊娠機会をもった
事も確認され、2児のうち1児は自然妊娠によるものであると考えられた。自然排卵周期で凍結融解
胚移植を行う際には、このような多胎を防止するという観点からは、避妊を指示することが考慮さ
れる。 
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3． 11 に が を 症し, 後3 後に が れ, の
を た症例に

○森崎　伸之１）、早坂　典子１）、太田　　聡１）、早坂　　直１）、清野　朝史１）、井出　佳宏１）

　斎藤　憲康２）

　　１）日本海総合病院　産婦人科　２）すこやかレディースクリニック

　日本では40才未満の若年女性の乳がんの年間発症数が約6000人に達し、乳がん全体の約15%を占
めるいる。よって未産婦が乳がんに罹患し、術後薬物療法による卵巣機能障害や約5年間と長期にわ
たるホルモン療法のために将来の妊娠が困難となる症例が多数生じている。このような症例に対し
て、乳がん専門医と生殖医療専門医との円滑な協力体制を構築することが近々の課題となっている。
今回我々は平成14年に31才で乳がんの診断で外科療法後、引き続き術後補助療法のLHRH療法を2年
間施行した後、平成17年に乳がんのKrukenberg腫瘍と診断された症例を経験した。術式は本人の強
い挙児希望のため、罹患側の附属器切除のみを施行した。術後は生殖医療専門医が受精卵の凍結を
行い、次いで乳がんの術後補助化学療法を施行後、胚移植を行い、妊娠が成立し無事分娩に至った
症例を経験した（平成25年2月）ので報告する。

36． 帝王切開後8日目に大量出血をきたした癒着胎盤の一例

○豊田　勇輝、城　　伶史、宇賀神智久
　　気仙沼市立病院　産婦人科

【緒言】癒着胎盤は産後出血の原因となり，緊急対応を要する疾患である．今回，帝王切開術後8日
目に大量出血をきたしたため子宮全摘術を施行し，癒着胎盤と診断した症例を経験したので，文献
的考察を加えて報告する．【症例】43歳，0経妊0経産．前医にて顕微授精・凍結融解胚移植を施行し
妊娠成立,妊娠7週より当院紹介となった．妊娠16週時に羊水検査を施行したが，その後の妊娠経過
は良好であった．妊娠41週3日に予定日超過のため分娩誘発を行ったが，妊娠41週5日になっても分
娩進行を認めなかったため，児頭骨盤不均衡として帝王切開術を施行した．術中胎盤は用手的に剥
離したものの，胎盤に明らかな欠損部位は無かった．術中出血量は羊水込みで837 ccであった．術
後経過は良好であったが，術後8日目に大量の子宮出血を認め，経膣超音波検査にて子宮内に大量の
凝血塊を認めた．子宮収縮促進剤の投与及びバルーンタンポナーデ法により止血を試みたが困難で
あり，妊娠子宮全摘術を施行した．摘出した子宮腔内の一部に胎盤様組織を認め，病理組織検査で
はPlacenta accretaとの診断であった．術前から術後にかけての総出血量は3500 ccで，濃厚赤血球4
単位・新鮮凍結血漿4単位を輸血した．その後の経過は良好であり，術後9日目に退院した．【結語】
帝王切開後8日目に大量出血をきたした癒着胎盤の一例を経験した．胎盤用手剥離を要した症例にお
いては，産褥期の突然の子宮出血に対して癒着胎盤を念頭においた対応が必要である． 
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37． 分娩時大出血後にSIADH, 急性ストレス反応をきたした1症例

○小島　　学、星野　公彦、幡　　　進、高梨子篤浩、飯澤　禎之、武市　和之
　　会津中央病院　産婦人科

　35歳1回経産婦、精神疾患の既往なし、妊娠中は特に問題なく経過していたが、35週3日に前期破
水し入院、同日自然分娩にて2224gの女児をapgarscore9/9にて娩出した。分娩後40分経過しても胎
盤が娩出されず、ショックバイタルになっていたため輸血、補液にて循環動態を安定させたのちに
用手剥離にて胎盤娩出を行なった。その際にかなり出血した。エコー上は子宮内に胎盤遺残はなく、
巻きガーゼで圧迫止血した。合計5397gの出血。血小板低下、凝固系データ異常みとめ、抗DIC治療
にて臓器障害をきたさずに軽快。RCC14単位、FFP10単位を使用。産後7日目、構語障害、回転性
めまい、手指のしびれと振るえ、不随意運動を自覚、意識障害なし。画像上は脳疾患は否定された
が、Na111mEq/Lと著明な低Na血症、カリウム正常値、尿中Na異常高値をみとめた。臨床所見か
ら脱水浮腫はなく、諸検査からSIADH（抗利尿ホルモン不適合分泌症候群）に起因する低Na血症
による症状と診断した。水制限のみで症状データとも改善傾向となった。分娩後9日目、弛緩出血を
きたしRCC10単位を投与。凝固異常なし。圧迫止血にて軽快。分娩後11日目、不穏・呼吸苦の訴え
あり。画像や血液データに異常なし。安定剤にて軽快。脳波も異常なく、精神科にコンサルト。ス
トレス・不眠による急性ストレス反応の診断。カウンセリングと睡眠導入剤にて症状軽快した。分
娩後20日目に、全快し退院。

38． 重症妊娠悪阻が原因と考えられた静脈血栓塞栓症

○杉山　晶子１）、市川さおり１）、前川　絢子１）、小篠　隆広１）、阿部　祐也１）、菊地　順裕２）

　　１）山形県立中央病院　産婦人科　２）山形県立中央病院　循環器内科

　妊婦の静脈血栓塞栓症発症は非妊婦と比較し5倍以上も高率と報告されている。日本での肺血栓塞
栓症の妊娠及び産褥期での発症率は0.02%であり、死亡率は14.5%で周産期死亡の第3位である。妊娠
悪阻が原因と考えられる深部静脈血栓症を発症したが、抗凝固療法により重篤な肺血栓塞栓症には
至らずに経腟分娩を行えた症例を経験した。症例は34歳、3経妊2経産で既往歴に特記事項を認めな
かった。妊娠9週より悪阻症状があり臥床がちであった。同時期より左下肢痛を自覚していた。徐々
に症状が増悪したため妊娠12週2日に前医を受診した。FDPとDダイマーの上昇があり下肢エコーで
左大腿静脈内に充満する血栓が認められたため、深部静脈血栓症の診断で当院循環器内科を紹介さ
れ同日に入院した。凝固異常や自己免疫疾患などの血栓形成素因は認めなかった。造影CTで下大静
脈の腎静脈合流部付近から左ひらめ静脈まで繋がる血栓を認めた。左肺動脈末梢にも血栓を認めた
が、循環動態は安定していた。ヘパリン持続静注による抗凝固療法を開始したところ血栓の縮小を
認めた。妊娠16週よりヘパリンを1日2回の皮下注に切り替えて外来管理を行った。計画分娩を検討
したが、妊娠37週3日の造影CTで胸部～骨盤部に血栓がないことを確認したため入院のうえヘパリ
ンを持続静注に切り替え、自然陣痛の発来を待つことにした。妊娠37週4日に陣痛が発来し、ヘパリ
ン持続静注を中止して自然分娩に至った。止血を確認した後にヘパリン持続静注を再開し、産褥1日
目からワーファリン内服に切り替えている。肺血栓塞栓症は死亡率の高い重篤な疾患であり、妊娠
自体がハイリスクであることを念頭に予防と積極的な検索及び治療が必要である。 
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39． Mycoplasma hominis による帝王切開後の子宮筋層切開部感染の２症例

○阪西　通夫、松尾　幸城、阿部　尚弘、大貫　　毅、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】M. hominisは健常女性生殖器にも高率に存在し、種々の感染症の原因となる。最近では、
産褥感染症さらに早産との関連においても注目されているが、ペニシリン系やセフェム系抗菌療法
では効果がない。今回我々は帝切後の本菌による子宮筋層切開部感染の２症例を経験したので報告
する。【症例1】35歳0経妊0経産。妊娠26週5日に頸管開大、胎胞脱出で入院。トコライシス中はDRPM
を投与、術後にCMZを投与。術後3日目に発熱、腹痛が出現し、WBC 22400 /mm3、CRP 26.7 mg/dL
と著しい炎症所見を認め、抗菌剤をMEPMに変更した。CT、MRIで腹水と子宮筋層切開部の炎症、
無気肺を認めた。炎症所見は徐々に軽快。起炎菌の同定は困難を極め、悪露のPCR検査でようやく
本菌が検出された。しかし、MEPMの治療効果が良好なため抗菌剤の追加変更はしなかった。【症
例2】21歳1経妊0経産。妊娠22週1日に頸管開大、胎胞脱出で入院。トコライシス中はDRPMを投与、
術後にCMZを投与。術後2日目に発熱、腹痛が出現し、WBC 16100 /mm3、CRP 13.8 mg/dLと著し
い炎症所見を認め、抗菌剤をMEPMに変更した。超音波で腹水と子宮筋層切開部の膿瘍形成を認め
た。その後本菌による感染を疑い、LVFXを追加し軽快した。悪露のPCR検査でようやく本菌が検
出された。【考察】本菌による感染の早期診断は難しい。症例１は本菌に有効な抗菌剤は使用してお
らず、自己免疫力で改善した可能性もある。一般術後の予防的な抗菌療法で改善しない症例では、
本菌による感染の可能性も考慮し抗菌剤の変更も必要と考える。

40． 診断に苦慮した妊娠中の骨盤放線菌感染症の一例

○畠山　佑子１）、富樫嘉津恵２）、細谷　直子１）、大山　則昭１）、真田　広行１）

　　１）秋田赤十字病院　産婦人科　２）秋田大学　産婦人科

　放線菌は、IUDに関連した骨盤腹膜炎の原因菌として知られているが、一方でIUD挿入歴のない
女性の骨盤放線菌症はまれである。今回、IUD挿入歴がないにも関わらず、妊娠中に難治性の腰痛
をきたし、帝王切開後に骨盤放線菌症と診断された一例を経験したので報告する。【症例】33歳、未
経妊。自然排卵により妊娠成立し、近医にて妊婦健診を受けていた。妊娠12週より右腰部痛を自覚。
MRIにて右水腎症を認め、鎮痛剤を投与されていた。妊娠29週1日、帰省分娩のため当科紹介。右腰
痛を訴えたため、泌尿器科で尿管ステントを留置されたが、症状改善なく、妊娠33週0日、疼痛管理
のため入院。鎮痛のため硬膜外麻酔を施行した。CRP=8.08と炎症反応の亢進、尿潜血陽性、膿尿を
認め、水腎症に感染を合併した可能性を疑いCZOP2g/日投与。妊娠33週2日、尿所見は改善したが
炎症反応は変わらず、炎症のフォーカスは不明であった。以後、硬膜外麻酔からの離脱を試みたが、疼
痛がひどく離脱不能であった。原因検索のため、妊娠35週5日、単純MRI検査を施行。T2強調画像
で第2、第3仙骨に高信号域を認め、不全骨折または炎症が疑われた。経腟分娩困難と判断し、妊娠
36週1日、選択帝王切開にて2262gの男児を娩出した（アプガースコア1分値8点、5分値9点）。術中、
子宮体部右後面から骨盤壁にかけて非常に強固な癒着を認めた。術後、骨盤部造影CT検査にて右付
属器に径10cmの膿瘍を認めた。膿瘍周囲に浸潤性に軟部影が広がり、仙骨の骨破壊も伴うことから
放線菌症が疑われた。PIPC4g/日の投与を開始したところ、炎症所見、疼痛ともに改善傾向が見ら
れ、子宮内貯留液の培養検査にて放線菌が検出された。 
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41． 帝王切開後に発症した腹壁腫瘍

○渡辺　憲和１）、榊　　宏諭１）、木村　和彦１）、橋本　敏夫２）、北村　正敏２）

　　１）米沢市立病院　産婦人科　２）米沢市立病院　外科

【背景】デスモイド腫瘍は筋膜および筋腱膜組織より発生する良性腫瘍である。組織学的に良性であ
るものの、周囲に浸潤性に増殖するため臨床的には悪性の経過をたどることもある。転移はしない
が、切除後も30-50%に局所再発を認める。100万人あたり年間2.4-4.8例の発症と稀な腫瘍だが、今回
我々は帝王切開後に腹壁にデスモイド腫瘍を発症した症例を経験したので、文献的考察を加えて報
告する。【症例】37歳、2経妊2経産。帝王切開既往のため選択的帝王切開を行った。その際の手術所
見および術後経過には異常はなかった。術後7ヵ月頃から下腹部に腫瘤感を自覚するようになり、術
後9ヵ月に当科を受診した。当科受診時、下腹部正中に帝王切開の瘢痕を認め、その左側に手拳大で
弾性硬の腫瘤を触知した。MRIでは腹壁に径7cmの類円形の腫瘍を認めた。腹壁から針生検を行っ
たところ、デスモイド腫瘍が疑われた。当院外科で摘出術を行う方針となった。下腹部皮膚を正中
切開すると、腫瘍は腹直筋、腹直筋膜と連続していた。周囲の正常組織を含めて腫瘍を切除し、腹
直筋、腹直筋膜の欠損部にコンポジックスメッシュを固定した。永久病理標本ではdesmoid 
fibromatosisと診断された。腫瘍は腹直筋に浸潤していたが切除断端は陰性で、術後8カ月時点で再
発を認めていない。【考察】デスモイド腫瘍は妊娠、分娩後に発症することが多く、また外傷や手術
創に高頻度に認める。帝王切開瘢痕に腫瘍が生じた場合には、デスモイド腫瘍を鑑別する必要がある。

42． 高度肥満のために手術に難渋した前置癒着胎盤の1例

○菅原　多恵、富樫嘉津恵、三浦　広志、佐藤　　恵、佐藤　　朗、寺田　幸弘
　　秋田大学附属病院　産婦人科

　高度肥満妊婦では様々な合併症の頻度が増加し、帝王切開率も高まるとされている。手術にあたっ
ては帝王切開術時の開腹、術野の確保、出血量、術後合併症などの問題が浮上してくる。今回我々
は、高度肥満のため手術に難渋した前置癒着胎盤症例を経験したので報告する。症例は35才、2回経
妊2回経産、2回帝王切開術分娩で、身長156cm、非妊時体重110kg、BMI46.5と高度肥満を認めた。
妊娠25週に前置癒着胎盤疑い及び高度肥満のため、当院紹介となった。超音波検査およびMRI検査
にて癒着胎盤が強く疑われ、帝王切開と同時に子宮全摘術の方針とした。胎盤剥離のリスク・自己
血輸血の準備・出血量軽減のための骨盤内動脈バルーンカテーテル挿入などを術前に十分検討し、
妊娠36週0日帝王切開術を施行した。術前に右内腸骨動脈、左総腸骨動脈にバルーンを留置した。児
は2650g、Apgar　Score1分値8点、5分値9点だった。児娩出後、胎盤剥離による腟からの外出血が
増強し、10分間で約3000mlの外出血があったが、骨盤内動脈バルーンを拡張して止血した。全身麻
酔へ移行し、子宮全摘術を施行した。出血量は羊水を含め、4771ml、自己血RCC10単位、自己血FFP10
単位、同種血RCC2単位を輸血した。血栓予防のため、術中より間欠的空気圧迫法を施行し、術後、
低分子ヘパリンを使用した。様々な合併症が予測されたが、出血以外の大きな合併症はなく、術後
8日目に退院した。今後、食生活様式の欧米化がさらに進み、高度肥満妊婦の症例は増加していくと
予想されるため、より安全な周術期管理の確立が望まれる。 
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43． 高インスリン血症を合併した多毛症の2例

○富樫嘉津恵、金森　勝裕、金森　恭子、熊澤由紀代、熊谷　　仁、兒玉　英也
　寺田　幸弘

　　秋田大学大学院医学系研究科　機能展開医学系　産婦人科学講座

【緒言】近年、多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）の病因の一つにインスリン抵抗性の存在が明らかにな
り、産婦人科領域でも排卵障害の治療としてメトホルミンが用いられている。一方、多毛症の病因
として高アンドロゲン血症を呈するPCOSは以前から知られている。今回、我々は高インスリン（Ins）
血症および高アンドロゲン血症（高A血症）を呈する多毛症に対して、従来の多毛症の治療にメト
ホルミン療法を併用し、改善を得た2症例を経験したので報告する。【症例1】37歳、未婚女性、未経
妊。交通事故を契機に高血圧症、多毛症、肥満（BMI31.4）を指摘される。高校生の時から月経不
順と全身性多毛を認めていた。ホルモン検査でLH:7.3mIU/ml、FSH:7.6 mIU/ml、テストステロン（T）
:1.55ng/ml、Ins:23.3U/mlと高値であった。6ヶ月のダイエット（BMI:28.1）、メトホルミン療法およ
びカウフマン療法により、T:0.27ng/mlまで減少し、多毛症の改善も認めた。【症例2】24歳、未婚女
性、未経妊。下垂体出血後に全身性多毛、月経不順を自覚していた。脳外科より当科へ紹介となっ
た。ホルモン検査でLH:17.1mIU/ml、FSH:4.9mIU/ml、T:1.07ng/ml、Ins:19.3U/mlと高値であった。
1年半のメトホルミン療法およびカウフマン療法により、T:0.57ng/mlまで減少し、多毛症の改善を
認めた。【結論】多毛症に対してカウフマン療法＋メトホルミン療法を用いて、高Ins血症および高
A血症の改善と体毛減少効果を得た。多毛症の診断には高インスリン血症も念頭に置き、従来の治
療法に加え、メトホルミン療法の併用も考慮すべきである。

44． 精巣腫瘍茎捻転を契機に精巣性女性化症候群と診断された一例

○竹下　亮輔、利部　正裕、小見　秀夫、三浦　史晴、本田　達也、永沢　崇幸
　苫米地英俊、村上　一行

　　岩手医科大学　産婦人科

【症例】16歳女性。平成23年３月下腹部痛を主訴に近医を受診。虫垂炎疑いにて入院となる。抗生剤
点滴にて軽快、退院となる。このとき施行したCT検査にて骨盤内に直径7㎝の骨盤内腫瘤を確認。
12月4日、下腹部痛にて同院を受診。CT検査にて骨盤内腫瘤の増大を認めた。超音波検査にて骨盤
内腫瘤認めるも子宮確認できず、膣鏡診察にて膣は盲端であった。卵巣腫瘍茎捻転が疑われ入院。
貧血の進行認め、当院での精査治療の依頼あったため12月6日当院救急搬送となる。腹部は平坦・や
や硬。内診上、膣は盲端、骨盤内に新生頭大の可動性不良の固い腫瘤を触れた。経膣超音波上、骨
盤内に直径10㎝の、非嚢胞性の腫瘤を認めた。採血上、Hb:7.9 g/dl,WBC:21830 /μl,CRP:7.4 mg/dl。
以上よりRokitansky症候群。卵巣腫瘍茎捻転疑いによる急性腹症と腹腔内出血による高度貧血の診
断にて同日緊急手術となった。腫瘍は時計回りに720度回転しており、腫瘍の一部が破綻し出血して
いた。右付属器摘出術を施行。左付属器に異常は認めなかったが、正常子宮は確認できず。術後、
病理診断にて精巣腫瘍の診断であり、精巣性女性化症候群の可能性が示された。家族へ精巣性女性
化症候群に関し説明。残存性腺に癌化に関しても説明するが、染色体検査は希望せず。外来経過観
察の方針となった。【考察】本症例に関しては緊急手術であっため、健側の精巣の摘出は困難であっ
た。しかし、内診所見、画像所見などから上記疾患に関しても念頭においた治療方針も必要と考え
られた。また、現時点で女性としての成育を受けているため、今後、女性として生活して行く上で
の本人・家族のカウンセリングを十分に行う必要があると考えられた。
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 共催企業 

モーニングセミナー：GEヘルスケア・ジャパン株式会社
　　　　　　　　　　ジャパンワクチン株式会社

ランチョンセミナー：バイエル薬品株式会社
　　　　　　　　　　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　　　　　　　　持田製薬株式会社
　　　　　　　　　　日本新薬株式会社

イブニングセミナー：久光製薬株式会社
　　　　　　　　　　株式会社キアゲン

教 育 講 演：トーイツ株式会社

 展示出展企業 

アトムメディカル株式会社
コヴィディエン ジャパン株式会社
サムスンメディソンジャパン株式会社
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　サージカルケア事業部
タカラベルモント株式会社
トーイツ株式会社
富士製薬工業株式会社
持田シーメンスメディカルシステム株式会社

 広告掲載企業 

アイクレオ株式会社
アルフレッサファーマ株式会社
キッセイ薬品工業株式会社
東亜新薬株式会社
トーイツ株式会社
株式会社シバタインテック
持田シーメンスメディカルシステム株式会社
森永乳業株式会社
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