
第137 回東北連合産科婦人科学会

総会・学術講演会

プログラム・抄録集

会　期：2014 年６月 14 日 ( 土 )・15 日 ( 日 )

会　場：福島ビューホテル
 （福島市太田町 13-73　TEL 024-531-1111）

会　長 武　市　和　之
 （会津中央総合病院　病院長）

事務局 福島県立医科大学 産婦人科
 〒 960-1295 福島県福島市光が丘 1
 TEL 024-547-1290　FAX 024-548-3878
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ご　挨　拶

� 第 137 回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

� 会長　　武　市　和　之

　このたび、第 137回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会会長を務めさせていただくこと大

変光栄に存じますと共に、責任の重大さをひしひしと感じております。

　東日本大震災、原発事故から三年過ぎましたが、ここ福島県は他県よりも復興、復旧が遅れてお

ります。震災当初は、原発事故の問題もあり、他県へ避難する県民も多く、県内の産婦人科医も減

少しております。そのような中、日本産科婦人科学会よりたくさんの支援医師を派遣していただい

ていることは大変心強く、非常に感謝しております。今では、里帰り分娩も増えてきており、風評

被害も少なくなりつつあります。そこに追い風を掛けるべく、今回福島で学会を開催、元気づけて

いただくことを嬉しく思っております。

　本学会のメインテーマは「集う、学ぶ、磨く」と致しました。私自身も若い頃から「切磋琢磨」

を座右の銘として仕事を楽しんで参りましたので、今回、東北六県の先生方に多数お集まりいただ

き、共に学びながら、自分を磨き、懇親会の席ではたくさんの先生方と親交を深められることを楽

しみにしております。

　特別講演は、日本産科婦人科学会理事長の小西郁生先生、長崎大学・福島県立医科大学副学長の山

下俊一先生にお願いいたしました。さらに、福島県ご出身の先生方を多数講師としてお迎えいたしま

した。招請講演に深谷孝夫先生（東北薬科大学病院）、井坂惠一先生（東京医科大学）。教育講演に小

林浩先生（奈良県立医科大学）、福島明宗先生（岩手医科大学）。教育セミナーに柳田薫先生（国際医

療福祉大学）、山田秀和先生（東北大学・宮城県がんセンター）、以上、皆様福島県ご出身です。さらに、

佐藤昌司先生（大分県立病院）、今津嘉弘先生（芝大門いまづクリニック）にも教育セミナーをお願

い致しました。各先生方には専門的な立場から最新の知見をお話しして頂けるものと期待しておりま

す。また、多忙な日常診療のなか多数の一般演題をご応募いただき、誠に有難うございました。

　近年では、私たち産婦人科医を取り巻く環境もたいへん険しいものとなっています。今後益々の

産婦人科学の発展と産婦人科医療の向上、また地域医療の活性化のためには、若手医師の教育、産

婦人科医療を担う人材の育成が必要不可欠となります。そのために、本学会が有意義で実りあるも

のとなりますように準備を進めて参りました。

　ここ福島市には、春になると梅・桃・桜・レンギョウなどの花々が一斉に咲き誇り福島の桃源郷

と称される「花見山公園」や、「飯坂温泉」「高湯温泉」「土湯温泉」といった歴史や風情のある温泉

地も点在しております。また、盆地特有の気候と風土を生かし「くだもの王国�福島」と呼ばれるだ

けあり、甘味と酸味のバランスがとれた美味しい果物も豊富にございます。是非みなさまもご賞味

下さい。美しい自然多き福島で、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げております。

　学会の準備には、藤森教授をはじめ福島県立医大医局、幡研一会長の福島県産婦人科医会の全面

的なご指導とご協力を得ましたこと、心より御礼を申しあげます。
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第137回東北連合産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内

●	 会　期
2014 年 6 月 14 日（土）、15 日（日）

●	 会　場
福島ビューホテル
〒 960-8068　福島市太田町 13-73
ＴＥＬ 024-531-1111　ＦＡＸ 024-531-1303

第 1 会場  ３階　安達太良（あだたら）
第２会場  ３階　吾妻（あずま）
学会本部  ２階　摺上（すりかみ）
製品・機器展示  ２階　信夫（しのぶ）

●	 参加登録受付
第 1 日目　6 月 14 日（土）　　9：00 から 18：00 まで
第 2 日目　6 月 15 日（日）　　7：30 から 13：30 まで

●	 参加費
学術講演会 12,000 円（参加者の総懇親会費を含む）
　＊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。参加証を発行します。

●	 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。
・参加者には領収証兼用の学会参加証をお渡しします。ネームケースは貸与いたします。
・会場内では参加証をネームケースに入れ、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。

●	 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/137nuog/）より、5 月 31 日（土）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。）
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●	 総懇親会
2014 年 6 月 14 日（土）18：30 開宴
会場：福島ビューホテル　３階　吾妻
※クールビズでご参加ください。

●	 役員会および総会
○東北連合産科婦人科学会役員会および東北地区産科婦人科学会・医会連絡会
　日時：2014 年 6 月 15 日（日）7：45 ～ 8：45
　会場：福島ビューホテル　３階　吾妻
○東北連合産科婦人科学会総会
　日時：2014 年 6 月 15 日（日）13：00 ～ 13：30
　会場：福島ビューホテル　３階　安達太良

●	 関連委員会および研究会
○第 11 回東北産婦人科研修医会（日本産科婦人科学会 Plus One プロジェクト）
　日時：2014 年 6 月 14 日（土）10：00 ～ 11：30
　会場：福島ビューホテル　３階　安達太良
○第 12 回胚細胞呼吸測定装置研究会
　日時：2014 年 6 月 14 日（土）9：00 ～ 10：00
　会場：福島ビューホテル　2 階　摺上
○ TGCU 世話人会
　日時：2014 年 6 月 14 日（土）10：30 ～ 11：30
　会場：福島ビューホテル　2 階　摺上

●	 講演発表
１．座長へのお願い

（１）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。
（２）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．演者へのお願い

（１）一般演題は全て口頭発表で、口演時間 6 分、討論時間 3 分です。
（２） 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。
（３） 当日は会場内にＰＣ受付（福島ビューホテル ３階 安達太良前ロビー）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。

（４）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。
（５）Power Point の発表者ツールはご利用いただけません。
（６）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】

（１） 準備する PC には、Windows ７　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。

（２） 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。

（３）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。
（４）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。

（５）会場スピーカーに音声を流すことは出来ません。
（６）画面の解像度は XGA（1024 × 768）でお願い致します。
（７）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】

（１）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。
（２）会場スピーカーに音声を流すことはできません。
（３）画面解像度は XGA（1024 × 768）でお願い致します。
（４）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したし
ますので、事前にご確認ください。

（５） 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。

（６）電源アダプターをは必ずご持参ください。
（７） 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。

●	 指導医講習会
特別講演Ⅰ・Ⅱ合わせて指導医講習会となります。講習会に出席された方には、受講証をお
渡しします。

●	 教育セミナー
教育セミナーⅠ、Ⅲ、Ⅳはお弁当が配布されます。

●	 事務局
福島県立医科大学 産婦人科
第 137 回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会事務局
担当：渡辺　尚文
〒 960-1295 福島県福島市光が丘 1
E-MAIL t-wata@fmu.ac.jp
TEL 024-547-1290 FAX 024-548-3878
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会場案内図
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学会プログラム
第 1 日目　6 月 14 日（土）

安達太良　3 Ｆ 吾妻　3 Ｆ
第 1会場 第 2会場

受付開始（9：00 ～）

第 11 回東北産婦人科研修医会 (10：00 ～ 11：30)
（日本産科婦人科学会 Plus One プロジェクト）

教育セミナーⅠ (11：50 ～ 12：50)
演者：山田　秀和 ( 東北大学／宮城県立がんセンター )
座長：杉山　　徹 ( 岩手医科大学 )
共催：富士製薬工業株式会社

開会式・会長挨拶 (12：50 ～ 13：00)

特別講演Ⅰ (13：00 ～ 14：00) ※指導医講習会
演者：山下　俊一 ( 長崎大学／福島県立医科大学 )
座長：藤森　敬也 ( 福島県立医科大学 )

特別講演Ⅱ (14：00 ～ 15：00) ※指導医講習会
演者：小西　郁生 ( 京都大学 )
座長：武市　和之 ( 会津中央病院 )

一般演題：第 1 群　周産期Ⅰ (15：00 ～ 15：36)
座長：佐藤　　亘（秋田大学）

一般演題：第 4 群　腫瘍Ⅰ (15：00 ～ 15：45)
座長：二神　真行（弘前大学）

一般演題：第 2 群　周産期Ⅱ (15：36 ～ 16：12)
座長：野村　泰久（福島県立医科大学）

一般演題：第 5 群　腫瘍Ⅱ (15：45 ～ 16：30)
座長：小島原敬信（山形大学）

一般演題：第 3 群　内視鏡 (16：12 ～ 16：57)
座長：福井　淳史（弘前大学）

教育セミナーⅡ (17：00 ～ 18：00)
演者：今津　嘉宏 ( 芝大門いまづクリニック )
座長：金杉　　浩 ( 済生会山形済生病院 )
共催：株式会社ツムラ

総懇親会 (18：30 開宴 )

9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00
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学会プログラム
第 2 日目　6 月 15 日（日）

安達太良　3 Ｆ 吾妻　3 Ｆ
第 1会場 第 2会場

受付開始（7：30 ～）

招請講演Ⅰ (9：00 ～ 10：00)
演者：井坂　惠一 ( 東京医科大学 )
座長：八重樫伸生 ( 東北大学 )
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

招請講演Ⅱ (10：00 ～ 11：00)
演者：深谷　孝夫 ( 東北薬科大学病院 )
座長：平野　秀人 ( 秋田赤十字病院 )
共催：科研製薬株式会社

教育講演Ⅰ (11：00 ～ 12：00)
演者：小林　　浩 ( 奈良県立医科大学 )
座長：水沼　英樹 ( 弘前大学 )

教育講演Ⅱ (11：00 ～ 12：00)
演者：福島　明宗 ( 岩手医科大学 )
座長：高林　俊文 ( 公立刈田綜合病院 )
共催：Gene Tech 株式会社

教育セミナーⅢ (12：00 ～ 13：00)
演者：栁田　　薫 ( 国際医療福祉大学 )
座長：寺田　幸弘 ( 秋田大学 )
共催：フェリング・ファーマ株式会社

教育セミナーⅣ (12：00 ～ 13：00)
演者：佐藤　昌司 ( 大分県立病院 )
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

総会 (13：00 ～ 13：30)

一般演題：第 6 群　腫瘍Ⅲ (13：30 ～ 14：15)
座長：徳永　英樹（東北大学）

一般演題：第 9 群　周産期Ⅲ (13：30 ～ 14：15)
座長：小山　理恵（岩手医科大学）

一般演題：第 7 群　生殖・内分泌 (14：15 ～ 14：42)
座長：五十嵐秀樹（山形大学）

一般演題：第 10 群　周産期Ⅳ (14：15 ～ 15：00)
座長：斉藤　昌利（東北大学）

一般演題：第 8 群　その他 (14：42 ～ 15：09)
座長：牧野　健一（秋田大学）

閉会式 (15：10 ～ 15：20)
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7 : 00

8 : 00

10 : 00

11 : 00
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14 : 00

15 : 00

16 : 00
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特　別　講　演

特別講演Ⅰ※指導医講習会
第１日目　6月 14 日（土）第 1会場（安達太良）　13：00 ～ 14：00

「福島原発事故と放射線健康リスク」
演者：長崎大学　理事・副学長／福島県立医科大学　副学長� 山　下　俊　一
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

特別講演Ⅱ※指導医講習会
第１日目　6月 14 日（土）第 1会場（安達太良）　14：00 ～ 15：00

「各地方で若手産婦人科医を増やすために―大学と関係病院の密な連携を―」
演者：京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教室　教授� 小　西　郁　生
座長：会津中央病院　病院長� 武　市　和　之

招　請　講　演

招請講演Ⅰ
第 2日目　6月 15 日（日）第 1会場（安達太良）　9：00 ～ 10：00

「da Vinci を用いた子宮悪性腫瘍手術の新展開」
演者：東京医科大学産科婦人科学　主任教授� 井　坂　惠　一
座長：東北大学大学院医学系研究科産科婦人科学分野　教授� 八重樫　伸　生
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

招請講演Ⅱ
第 2日目　6月 15 日（日）第 1会場（安達太良）　10：00 ～ 11：00

「子宮内膜症の謎を探る - 免疫学的アプローチから -」
演者：東北薬科大学病院　顧問（前高知大学産婦人科　教授）� 深　谷　孝　夫
座長：秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター長� 平　野　秀　人
共催：科研製薬株式会社

教　育　講　演

教育講演Ⅰ
第 2日目　6月 15 日（日）第 1会場　（安達太良）　11：00 ～ 12：00

「子宮内膜症の癌化を見逃さないコツ」
演者：奈良県立医科大学産科婦人科学講座　教授� 小　林　　　浩
座長：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座　教授� 水　沼　英　樹
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教育講演Ⅱ
第 2日目　6月 15 日（日）第 2会場（吾妻）　11：00 ～ 12：00

「日本における遺伝医療の現状と出生前検査・診断」
演者：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　教授� 福　島　明　宗
座長：公立刈田綜合病院　病院長� 高　林　俊　文
共催：Gene�Tech 株式会社

教育セミナー

教育セミナーⅠ
第１日目　6月 14 日（土）第 2会場（吾妻）　11：50 ～ 12：50

「卵巣がん手術のセオリーと問題点」
演者：�東北大学大学院医学系研究科がん医科学連携講座婦人科腫瘍学分野　教授
� 宮城県立がんセンター　医療部長� 山　田　秀　和
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：富士製薬工業株式会社

教育セミナーⅡ
第１日目　6月 14 日（土）第 1会場（安達太良）　17：00 ～ 18：00

「がん治療と漢方薬」
演者：芝大門いまづクリニック　院長� 今　津　嘉　宏
座長：済生会山形済生病院　副院長� 金　杉　　　浩
共催：株式会社ツムラ

教育セミナーⅢ
第 2日目　6月 15 日（日）第 1会場（安達太良）　12：00 ～ 13：00

「ICSI の現状と今後」
演者：国際医療福祉大学大学院　教授� 栁　田　　　薫
座長：秋田大学大学院医学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：フェリング・ファーマ株式会社

教育セミナーⅣ
第 2日目　6月 15 日（日）第 2会場（吾妻）　12：00 ～ 13：00

「産科超音波検査―目的を示して観る時代―」
演者：大分県立病院総合周産期母子医療センター　所長・産科部長� 佐　藤　昌　司
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
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一　般　演　題

第 1日目　6月 14 日（土）

第 1会場　安達太良
第 1群　周産期Ⅰ　15：00 ～ 15：36

座長：佐藤　　亘（秋田大学医学部　産科婦人科学講座）

1．Gitelman 症候群を合併した妊娠症例
青森市民病院　産婦人科	 阿部　和弘、谷口　綾亮、橋本　哲司

2．胎盤遺残に対し待機療法を選択した 6例の転帰についての検討
山形大学　産科婦人科学講座	 渡辺　憲和、堤　　誠司、高橋可菜子、石田　博美、
	 小幡美由紀、吉田　隆之、倉智　博久

3．当科で経験したイレウス合併妊娠の 2症例
太田西ノ内病院　産婦人科	 伊藤　　舞、山口　明子、田中　幹夫

4．帝王切開術中に子宮内への小腸陥入が判明した 1例
国立病院機構　仙台医療センター　産婦人科
	 岩橋　秀樹、工藤多佳子、井ヶ田小緒里、牧野　浩充、
	 明城　光三、和田　裕一

第 2群　周産期Ⅱ　15：36 ～ 16：12
座長：野村　泰久（福島県立医科大学　産科婦人科学講座）

5．当院の GDMにおける 75gOGTT1 点陽性例と 2点以上陽性例についての検討
１）弘前大学医学部附属病院　産婦人科　２）大館市立総合病院　産婦人科
	 水沼　槙人 1）、石原　佳奈 2）、千葉　仁美 1）、湯沢　　映 1）、
	 田中　幹ニ 1）、水沼　英樹 1）

6．�CGM(Continuous�Glucose�Monitoring) にて分娩前後の血糖値管理を行った妊娠糖尿病 (GDM)
の 2症例
大原綜合病院　産婦人科	 若木　　優、鈴木　りか

7．原因不明の全身疼痛に対し妊娠初期に塩酸モルヒネを内服し、生児を獲得した一例
米沢市立病院　産婦人科	 深瀬　実加、松川　　淳、木村　和彦

8．�当地域での産婦人科地域連携の現状と課題 - 県立釜石病院から県立大船渡病院への救急搬送症
例の検討から -
岩手県立大船渡病院　産婦人科	 三浦　自雄、菅原　千裕、村井　正俊、岩間　英範、
	 小笠原敏浩
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第 3群　内視鏡　16：12 ～ 16：57
座長：福井　淳史（弘前大学医学部　産科婦人科学講座）

9．単孔式全腹腔鏡下子宮全摘術 ( 単孔式 TLH)　～より scar�less な手術を目指して～
１）福島県立医科大学　産科婦人科学講座　２）寿泉堂綜合病院　産婦人科
３）竹田綜合病院　産婦人科	 菅野　　潔 1）、小島　　学 1）、鈴木　　聡 1）、古川　茂宜 1）、
	 渡辺　尚文 1）、鈴木　博志 2）、金　　彰午 3）、藤森　敬也 1）

10．当院における Reduced�port�surgery 導入術式と手術成績の検討
１）秋田大学　産婦人科　２）秋田大学　保健学科
	 富樫嘉津恵 1）、白澤　弘光 1）、熊澤由紀代 1）、熊谷　　仁 1）、
	 佐藤　　亘 1）、金森　勝裕 1）、児玉　英也 2）、寺田　幸弘 1）

11．単孔式腹腔鏡下手術で治療し得た漿膜下子宮筋腫茎捻転の 1例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
	 古川　茂宜、菅野　　潔、経塚　　標、大原　美希、
	 小島　　学、鈴木　　聡、渡辺　尚文、藤森　敬也

12．�従来の強力光源が不要な超高感度内視鏡の開発～開発過程における 2D内視鏡と 3D内視鏡の
比較
１）福島県立医科大学　産科婦人科学講座　２）信州大学　脳神経外科学講座
３）国立成育医療研究センター　医療機器開発部　４）産業技術総合研究所　企画本部
５）（有）新興光器製作所	 鈴木　　聡 1）、藤森　敬也 1）、柿澤　幸成 2）、本郷　一博 2）、
	 山下　紘正 3）、千葉　敏雄 3）、鎮西　清行 4）、福与　恒雄 5）

13．�office�gynecology におけるマイクロ波子宮内膜アブレーションによる粘膜下筋腫の日帰り治
療の検討
山王レディースクリニック　産婦人科	
	 津田　　晃

第 2会場　吾妻
第 4群　腫瘍Ⅰ　15：00 ～ 15：45

座長：二神　真行（弘前大学医学部　産科婦人科学講座）

14．子宮頸部神経内分泌腫瘍の１例
１）会津中央病院　産婦人科　２）会津中央病院　病理部
	 大和田亜矢 1）、鈴木　栄子 1）、高梨子篤浩 1）、飯澤　禎之 1）、
	 武市　和之 1）、日下部　崇 2）

15．孤立性に肝転移をきたした子宮頸癌再発の症例
弘前大学医学部　産婦人科	 小林　麻美

16．子宮体癌と卵巣癌の重複癌の 1例
岩手県立宮古病院　産婦人科	 千田　英之、小原　　剛、細谷地　昭、善積　　昇

17．婦人科悪性腫瘍手術患者における症候性肺血栓塞栓症のリスク因子に関する検討
山形大学　産科婦人科	 高橋可菜子、高橋　俊文、太田　　剛、倉智　博久
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18．流産処置 2日後に急激なDIC 傾向をきたした子宮腺筋症の１例
東北大学　周産母子センター	 西本　光男

第 5群　腫瘍Ⅱ　15：45 ～ 16：30
座長：小島原敬信（山形大学医学部　産科婦人科学講座）

19．腹式単純子宮全摘術後の骨盤内感染症の一例
スズキ記念病院　産婦人科	 田中　恵子、齋藤　彰治、藤井　　調、佐々木宏子、
	 飯田　修一、田中　耕平、星　　和彦、鈴木　雅洲

20．全身治療を要した子宮留膿腫の 2例
岩手県立中部病院　産婦人科	 工藤　　敬、淀川　祐紀、森　向日留、豊島　将文、
	 佐藤　多代

21．健康診断の胸部 X線写真が発見の端緒となったMeigs 症候群
山形県立中央病院　産婦人科	 渡辺　智之

22．13 歳女児に発症した卵管留水症による付属器捻転の 1例
山形大学　産科婦人科学講座	 丸山　真弓、髙橋　俊文、池田　美智、五十嵐秀樹、
	 倉智　博久

23．付属器腫瘍茎捻転が疑われた広間膜裂孔ヘルニアの一例
東北公済病院　産婦人科	 鏡　友理恵、早坂　真一、田野口孝二、上原　茂樹、
	 岡村　州博

第 2日目　6月 15 日（日）

第 1会場　安達太良
第 6群　腫瘍Ⅲ　13：30 ～ 14：15

座長：徳永　英樹（東北大学医学部　産科婦人科学講座）

24．孤発性脳転移で再発した卵巣癌の 2症例
公立大学法人　福島県立医科大学　産科婦人科学講座
	 小島　　学、大原　美希、菅野　　潔、鈴木　　聡、
	 古川　茂宜、渡辺　尚文、藤森　敬也

25．巨大脾転移を来した卵巣癌の一例
国立病院機構仙台医療センター　産婦人科
	 井ケ田小緒里

26．子宮内膜転移による不正性器出血を契機に診断された卵巣原発大細胞神経内分泌癌の 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
	 名取　徳子 1）、髙取恵里子 1）、村井　眞也 1）、葛西真由美 1）、
	 鈴木　　博 1）、佐熊　　勉 2）

27．卵巣粘液性腫瘍に併発した、肺小細胞癌の腹膜播種・副腎転移の一例
秋田大学　産婦人科	 亀田優里菜、木藤　正彦、牧野　健一、佐藤　敏治、
	 清水　　大、佐藤　直樹、寺田　幸弘

―	15	―



28．卵巣明細胞癌の化学療法中に発熱の精査で発見された血栓症の一例
岩手県立宮古病院　産婦人科	 小原　　剛、千田　英之、細谷地　昭、善積　　昇

第 7群　生殖・内分泌　14：15 ～ 14：42
座長：五十嵐秀樹（山形大学医学部　産科婦人科学講座）

29．�ICSI 後受精障害症例に対し、精巣精子を用いた ICSI および精索静脈瘤治療後の ICSI により妊
娠に至った一症例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
	 菅沼　亮太、鈴木　　聡、奥津　美穂、大原　美希、
	 吉田　史子、小宮ひろみ、藤森　敬也

30．電界撹拌技術を用いた、マウスおよびヒト卵子における新たな蛍光免疫染色の試み
秋田大学　産婦人科	 白澤　弘光、富樫嘉津恵、熊澤由紀代、熊谷　　仁、
	 佐藤　　亘、佐藤恵美子、寺田　幸弘

31．17 α - 水酸化酵素欠損症による男性仮性半陰陽の一例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
	 大原　美希、小宮ひろみ、藤森　敬也

第 8群　その他　14：42 ～ 15：09
座長：牧野　健一（秋田大学医学部　産科婦人科学講座）

32．栄養補助食品ピクノジェノール３ヵ月服用で長年の子宮内膜症による月経痛が消失した症例
平中央医院　婦人科、漢方内科	 山崎　一男

33．稽留流産から進行流産となって治療し得たOHVIRA 症候群の一例
１）十和田市立中央病院　産婦人科　２）弘前大学　産科婦人科
	 冨浦　一行 1）、重藤龍比古 2）、松下　容子 2）

34．�瘢痕子宮に発生した筋腫の診断に 3D-CT 血管撮影が有用であったMayer-Rokitansky-Küster-
Hauser 症候群の一例
山形大学　産科婦人科	 長谷川歩美、五十嵐秀樹、山谷　日鶴、高橋　一広、
	 倉智　博久

第 2会場　吾妻
第 9群　周産期Ⅲ　13：30 ～ 14：15

座長：小山　理恵（岩手医科大学医学部　産科婦人科学講座）

35．経腟分娩後に卵巣動脈破裂をきたし大量出血した１症例
公立大学法人福島県立医科大学　産科婦人科学講座
	 野村　真司、吉田　史子、経塚　　標、鈴木　　聡、
	 安田　　俊、野村　泰久、藤森　敬也

36．産褥七日目に多量出血をきたした子宮仮性動脈瘤の一例
１）大館市立総合病院　産婦人科　２）清明会　鳴海病院　放射線科
	 山内　愛紗 1）、葛西剛一郎 1）、石原　佳奈 1）、葛西亜希子 1）、
	 高橋　秀身 1）、篠原　　敦 2）
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37．常位胎盤早期剥離による播種性血管内凝固症候群、腎不全を来した症例
１）竹田綜合病院　産婦人科　２）竹田綜合病院　内科
	 平岩　　幹 1）、冨田　重博 1）、大関　健治 1）、金　　彰午 1）、
	 鈴木　浩一 2）、神本　昌宗 2）

38．双胎分娩における出血量と自己血輸血の必要性に関する検討
秋田赤十字病院　産科	 尾野　夏紀、畠山　佑子、細谷　直子、真田　広行

39．分娩時の母体血・臍帯血分析から見た周産期の鉄動態における hepcidin の役割ー第１報
医療法人　緑生会　西島産婦人科医院　産婦人科
	 西島　光茂

第 10群　周産期Ⅳ　14：15 ～ 15：00
座長：斉藤　昌利（東北大学医学部　産科婦人科学講座）

40．新生児交換輸血を要した Rh式血液型抗G抗体陽性の血液型不適合妊娠の一例
秋田大学　産婦人科	 菅原　多恵、三浦　広志、三浦　康子、佐藤　　恵、
	 佐藤　　朗、寺田　幸弘

41．�糖尿病が見逃されたまま不妊治療が開始されてMD双胎となり、一児多発奇形・一児IUFDとなっ
た症例
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
	 横山美奈子 1）、水沼　槙人 1）、千葉　仁美 1）、湯澤　　映 1）、
	 田中　幹二 1）、水沼　英樹 1）、樋口　　毅 2）

42．Beckwith-Wiedemann 症候群 (BWS) と診断された胎児過成長の 1例
１）寿泉堂綜合病院　産婦人科　２）寿泉堂綜合病院　小児科
	 田中　昌代 1）、大和田真人 1）、鈴木　和夫 1）、鈴木　博志 1）、
	 柏原　祥曜 2）、及川　智子 2）、酒井　信子 2）、佐藤　知子 2）

43．�先天性横隔膜ヘルニアのため救命し得なかった Simpson-Golabi-Behmel 症候群と考えられた
一例
山本組合総合病院　産婦人科	 小野寺洋平、加藤　　彩、柴田　悟史、松井　俊彦

44．先天梅毒の一例
仙台赤十字病院　産婦人科	 藤峯　絢子、太田　恭子、齋藤　美帆、中里　浩樹、
	 鈴木　久也、武山　陽一、谷川原真吾
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特　別　講　演
招　請　講　演
教　育　講　演



特別講演Ⅰ	 第 1 日目　6月 14 日（土）第 1会場　（安達太良）　13：00 ～ 14：00

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）

「福島原発事故と放射線健康リスク」
演者：山下　俊一（長崎大学　理事・副学長／福島県立医科大学　副学長）

2011 年 3 月 11 日は、まさに晴天の霹靂であり、日本の歴史の大きな転換点になると考えられる。
初めに、未曾有の複合災害という非常事態時に遭遇し、一地方からの福島支援活動に参加した経緯
から現在までの医療活動について俯瞰してみる。過酷事故の最前線で苦悩した福島県立医科大学の
医療活動を通じて、医療人にとりいのちの見守りと同時に、社会リスク対応への心構えは、普段か
ら専門性の如何を問わず養われる必要がある。
原発事故から 3年が経過した福島県では、『県民健康管理調査事業』という健康増進に向けた一

大事業が展開されている。これは、事故後 2ヶ月目から県が主導性を発揮し、国の復興支援事業の
中で立ち上げられたものである。全県民を対象とした基本調査（初期４ヶ月間の外部被ばく線量推
計）と、避難住民等を対象とする詳細調査が、福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター
で行われている。しかし、一般住民における低線量被ばく、とりわけ微量慢性被ばくによる健康影
響への不安と恐怖は払拭されず、環境モニタリングと食の安全モニタリングに加えて、県民健康管
理調査事業を含む健康モニタリングと住民サービス提供が益々重要となっている。
本講演では、チェルノブイリ原発事故と福島原発事故の相違点を紹介し、外部被ばく線量の推計

結果や内部被ばくの実態調査の結果を含め、甲状腺超音波検査、健康診査、こころの健康度・生活
習慣調査、妊産婦調査の概要を紹介する。特に、甲状腺超音波検査の結果を正しく理解し、低線量
被ばくによる健康影響が確率論的な集団発がんリスクであることも共通認識する必要がある。現状
の課題も提示しつつ、長きにわたる復興プロセスの一助となるべき放射線健康リスクの考え方を共
孝する。

（参考文献）
(1)	 	Yamashita	S;	The	Fukushima	nuclear	power	plant	accident	and	comprehensive	health	risk	

management.	Health	Physics	106(2):	166-180,	2014
(2)	 	Yamashita	S,	Suzuki	S;	Risk	of	thyroid	cancer	after	the	Fukushima	nuclear	power	plant	

accident.	Resp	Invest	51:	128-133,	2013		
(3)	 	Nagataki	S,	Takamura	N,	Kamiya	K,	Akashi	M;	Measurements	of	individual	radiation	

doses	in	residents	living	around	the	Fukushima	nuclear	power	plant.	Rad	Res	180:	439-447,	
2013

(4)	 	Yasumura	S,	Hosoya	M,	Yamashita	S,	Kamiya	K,	Abe	M,	Akashi	M,	Kodama	K,	Ozasa	K	
for	the	Fukushima	Health	Management	Survey	Group;	Study	protocol	for	the	Fukushima	
health	management	survey.	J	Epidemiol	22(5):	375-383,	2012

(5)	 	福島県立医科大学附属病院被ばく医療班編集；放射線災害と向き合って．ライフサイエン
ス出版．2013 年 5 月

(6)	 Fukushima	Radiation	and	Health;	http://www.fmu.ac.jp/radiationhealth/
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山下　俊一　（やました　しゅんいち）

【略　歴】
1978 年	 長崎大学医学部卒業
1984 年	 UCLA	Cedars-Sinai	Medical	Center 内分泌研究員
1990 年 10 月	 長崎大学医学部教授
2004 年 12 月	 WHO放射線プログラム専門科学官
2009 年			4			月	 長崎大学大学院医歯薬学総合研究科長
2011 年			3			月	 から福島県立医科大学特命教授。福島県放射線健康リスク管理アドバイザー
2011 年			7			月	 長崎大学を休職し、福島県立医科大学副学長
2013 年			4			月	 長崎大学に復職

【役　職】
原子力災害専門家グループメンバー
日本甲状腺学会前理事長
日本内分泌学会監事
アジア大洋州甲状腺学会理事
日本学術会議会員
WHO緊急被ばく医療研究協力センター長
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特別講演Ⅱ	 第 1 日目　6月 14 日（土）第 1会場　（安達太良）　14：00 ～ 15：00

座長：武市　和之（会津中央病院　病院長）

「各地方で若手産婦人科医を増やすために
　―大学と関係病院の密な連携を―」

演者：小西　郁生（京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教室　教授）

本学会に多数参加している医学生と初期研修医には、ぜひとも産婦人科のおもしろさとやりがい
を伝えたい。そこで本講演では、私がこれまで歩んできた道、すなわち、私が長年にわたって取り
組んできた子宮筋腫とその患者さんの話をつぶさに紹介する。
約 10 年前、国民世論がプライマリ・ケアを強く要望したことにより、平成 16 年度から新しい臨

床研修制度が始まった。そこで、若手医師には「もしも新幹線でアナウンスがあれば飛んでいける」
知識と技量が求められる。しかし、患者さんは、いったんある病気に罹ってしまうと「私の病気を
世界で最もよく診ることができる最高の医師に出会いたい」と強く願う。したがって、若手医師は、
究極的には、ある分野における専門医として患者さんから絶大な信頼を受ける存在を目指さなけれ
ばならない。それには、どこでどのような臨床研修を行うべきか？
今、マッチング制度が導入されて以来「大学病院に行かなくても専門医になれそう」という幻想

が振りまかれた結果、日本全体の医療レベルが次第に下降線を辿っている？という懸念がある。海
外とくに米国のACOG学会等を視察すると、研修システムの違いがよくわかる。そして、わが国
に固有のシステム、すなわち「大学病院と関係病院が緊密に連携して教育チームを形成し、若手医
師を一生懸命育てる」システムが最良であると認識することができる。したがって、各地、各地に
おいて、それぞれ素晴らしい教育チームを作り、これを磨き上げて、若手医師にキャリア・プラン
を示すことが重要である。
古来より、医師が医師として成長していく過程には、あくまでも患者さんを中心としながらも、

さまざまに異なるフェイズ（暗中模索時代、急伸長期、秋風が吹いて居場所を変える時期、研究専
念時代、そして指導医の時代）が存在する。一人の若手医師は、大学と関係病院を往復しながら、
さまざまの先輩や後輩と出会い、一つひとつのフェイズを 120％エンジョイしながら生きていくこ
とが大切である。
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小西　郁生　（こにし　いくお）

【略　歴】
生年月日	 昭和 27 年 1 月 8 日　香川県、小豆島	

昭和 51 年			3			月	 京都大学医学部　卒業
昭和 51 年			7			月	 京都大学医学部婦人科学産科学教室　入局
昭和 53 年			7			月	 倉敷中央病院　産婦人科医員
昭和 56 年			4			月	 京都大学大学院医学研究科　入学
昭和 61 年 10 月	 京都大学医学部	婦人科学産科学	助手
	 婦人科病棟医長、産科病棟医長を担当
平成			4			年			1			月	 米国アーカンソー医科大学　留学
平成			5			年			1			月	 京都大学医学部	婦人科学産科学	講師
	 産科婦人科外来医長、医局長を担当
平成 11 年			1			月	 信州大学医学部　産科婦人科学	教授
平成 15 年			7			月	 同	附属病院副病院長、医療安全管理室長、卒後研修センター長
平成 19 年 10 月	 京都大学大学院医学研究科	婦人科学産科学	教授
平成 20 年			4			月	 同　医学部附属病院　副病院長（診療担当、23 年 3 月まで）

【専門分野】
婦人科腫瘍学、病理学

【所属学会】
日本産科婦人科学会（理事長）
日本癌治療学会（第 53 回学会長、2014 年京都）、日本癌学会（評議員）
日本婦人科腫瘍学会（理事）、日本分子形態学会（理事）、日本胎盤学会（理事）
日本周産期・新生児学会（評議員）
日本内分泌学会、日本生殖医学会、日本臨床細胞学会
International	Gynecological	Cancer	Society	(Member)
International	Society	of	Gynecological	Pathologists	(Member)
American	Association	for	Cancer	Research	(Member)
American	Society	for	Reproductive	Medicine	(Member)
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招請講演Ⅰ	 第 2 日目　6月 15 日（日）第 1会場　（安達太良）　9：00 ～ 10：00

座長：八重樫　伸生（東北大学大学院医学系研究科産科婦人科学分野　教授）

「da	Vinci を用いた子宮悪性腫瘍手術の新展開」
演者：井坂　惠一（東京医科大学産科婦人科学　主任教授）

腹腔鏡下手術が本格的に手術分野に導入されて以来 25 年以上が過ぎ、この間に外科を中心に低
侵襲性手術としての地位を築きあげ、現在ようやくその市民権を得たと言っても過言ではない。婦
人科領域においても腹腔鏡下手術は一般に行われる手技となっているが、一方で悪性疾患に対して
は腹腔鏡下子宮体がん根治術が本年ようやく保険収載されたばかりである。この背景には開腹手術
とは異なる特殊な鉗子を用いた腹腔鏡下手術操作手技の難しさが一因として挙げられる。一方で米
国においては“da	Vinci”と呼ぶ手術支援ロボットに鉗子を持たせて腹腔鏡下手術を行う所謂“ロボッ
ト手術”が急速に普及している。da	Vinci は、米国 FDAにおいて 1999 年に初めて医療機器として
承認されたが、その後前立腺摘除術への導入をきっかけとして米国を中心に世界中に急速に普及し
てきた。前立腺摘除術は、骨盤腔の深くて狭い場所での手術を余儀なくさせられるため開腹手術で
も出血量が多くなり、腹腔鏡下手術ではかなり難易度の高い手術と考えられていた。このため米国
では腹腔鏡下手術はなかなか普及することはなく、腹腔鏡手術導入後 10 数年の時を経てもその普
及率は高々 5％前後であった。しかし、この状況は da	Vinci の登場で一変する。米国では da	Vinci
の導入後 4年ほどで前立腺摘除術の 85％以上はロボット手術で行われるようになり、あっと言う
間にゴールドスタンダードの術式となった。従って da	Vinci は、血管周囲のリンパ節郭清や骨盤腔
の深く狭い場所での繊細な手術操作を要求される子宮がん手術においても有用性が高いと考えられ
る。現在、全ロボット手術症例の 75％は婦人科（40％）と泌尿器科（35％）において施行されてお
り、最も行われている術式は子宮全摘術であり、年間 20 万件以上が施行されている。現在米国では、
良性疾患の 33％、悪性疾患の 70％の子宮全摘術がロボット手術によって施行されている。
現在、日本は世界第 2位の da	Vinci 保有国であるが、これは一昨年ロボット支援下前立腺摘除術

が保険収載されたことに寄与するところが大きく、本邦における婦人科ロボット手術の普及はまだ
始まったばかりである。当教室では 2009 年 3 月に本邦初のロボット支援下子宮全摘術を行い、そ
の後症例を重ねて現在までに 261 例のロボット支援下手術を行った。その中で悪性疾患は、127 例
（子宮体癌 84 例、子宮頸癌 42 例）であり、術式別には子宮全摘術＋骨盤リンパ節郭清術 86 例、子
宮全摘術16例、広汎子宮全摘術15例、準広汎子宮全摘術10例である。また開腹移行例は１例（0.4%）、
他家輸血症例は 2例に認めたが、その他術後出血、腟断端離開などの重篤な合併症は認めていない。
同一術者による learning	curve（子宮全摘術および骨盤リンパ節郭清術における手術時間を指標に
検討）は、15 症例前後より著明な短縮を認めた。
本講演では、子宮悪性腫瘍に対するロボット手術の有用性について我々の経験を踏まえ紹介した

い。
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井坂　惠一　（いさか　けいいち）

【略　歴】
昭和４５年：福島県立磐城高校卒業
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

【役　職】
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
日本ロボット外科学会理事

【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
日本周産期・新生児医学会母体・胎児指導医
臨床修練指導医（認定番号 2743 号）
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招請講演Ⅱ	 第 2 日目　6月 15 日（日）第 1会場　（安達太良）　10：00 ～ 11：00

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長）

「子宮内膜症の謎を探る -免疫学的アプローチから -」
演者：深谷　孝夫（東北薬科大学病院　顧問（前高知大学産婦人科　教授））

女性のQOLを著しく障害する子宮内膜症は近年増加の一途を辿っている。しかしながら、子宮
内膜症は古くから存在が知られているにもかかわらず、その発症機序は依然として解明されてはい
ない。近年になり、研究の指向が多様化し、アレルギー・炎症・免疫・エピジェネティクスなどか
ら見た内膜症へ変化し、新たな展開が生まれてきている。本講演では高知大学で従来から研究して
きた免疫学的アプローチによる発症機序の解明について概説する。
１）NK細胞レセプターと内膜抗原
全ての女性において月経血が逆流することは周知である。Sampson の子宮内膜移植説に立脚すれ

ば、全員が内膜症を発症しても良いはずであるが実際は一部の女性のみに発症している。従来から、
この矛盾を説明するために腹腔内のNK細胞の活性低下が議論されてきたが詳細は不明であった。
われわれの研究ではNK細胞は単純な機能を有するのではなく、活性亢進と活性低下の両面の機能
が明らかになった。すなわち、子宮内膜症女性においては、各種リガンドに対して機能低下の方向
に誘導する受容体や機能を発揮出来ない変異型受容体を有する比率が高く、逆流内膜細胞を処理で
きない状態であることが推測された。
２）内膜抗原の発現
NK細胞の機能を調節するためには内膜抗原の発現が必須である。われわれは研究当初からHLA

について検討していたが、その中でHLA-G は月経期内膜にのみに発現することを確認した。この
HLA-G	は月経時に発生する子宮内のストレスに反応して子宮内膜に発現し、逆流により腹腔内に
移送される。生体はHLA-G を認識し逆流子宮内膜を処理できることが明らかになった。内膜症女
性では、前述のごとく、免疫機能低下により標的として認識されやすくなった逆流内膜を排除出来
ないと考えられた。
３）マクロファージの抗原提示能
腹腔内に子宮内膜が逆流すればマクロファージも出動しこれを処理する。マクロファージの大き

な機能は抗原提示能であり、この点を検討したところ子宮内膜症の抗原提示能は正常女性と比べ有
意に低下していた。この機序を解明するために、NK細胞由来で単球からマクロファージを誘導す
るインターフェロンγを測定したところ、内膜症女性では有意に腹腔内インターフェロンγ濃度が
低下していた。これらの結果も内膜症における免疫機能低下を示唆するものである。
４）腹腔内免疫応答と月経周期
逆流月経血中に存在する子宮内膜組織を内視鏡下に採取し、37℃、5% CO2 環境下で time	lapse

撮影を施行したところ、非内膜症においては内膜症より早期に免疫担当細胞により処理された。こ
れを間接的に証明するために、月経各時期に採取された腹水の濁度と細胞濃度を測定したところ、
内膜症では各時期共に非内膜症に比し有意に高値で推移した。
結論として、内膜症では逆流した内膜細胞が処理されずに遺残し続けると推測され、内膜細胞の

クリアランス低下が結果として内膜症発症に繋がることが考えられた。
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深谷　孝夫　（ふかや　たかお）

【略　歴】
　学　歴
昭和 42 年			3			月　　　福島県立磐城高校卒業
昭和 49 年			3			月　　　東北大学医学部卒業
昭和 57 年			9			月　　　医学博士学位授与

　職　歴
昭和 49 年			4			月　　　横須賀共済病院産婦人科医員
昭和 51 年			5			月　　　米沢市立病院産婦人科医員
昭和 52 年 10 月　　　東北大学医学部附属病院産婦人科医員
昭和 58 年			2			月　　　	Virginia	Polytechnic	 Institute	 and	State	University	Postdoctoral	 research	

fellow（USA）
昭和 59 年			9			月　　　由利組合総合病院産婦人科科長
昭和 61 年			9			月　　　東北大学医学部附属病院産婦人科助手
昭和 63 年			6			月　　　東北大学医学部産科婦人科講師
平成			6			年 11 月　　　東北大学医学部附属病院周産母子センター助教授
平成 11 年			3			月　　　高知医科大学産科婦人科学講座教授
平成 16 年			5			月　　　高知大学医学部附属病院副病院長
平成 24 年			4			月　　　高知大学副学長（研究担当）
平成 24 年			4			月　　　高知大学医学部副医学部長

【学会活動】
日本産科婦人科学会　　　　　　　代議員、産婦人科専門医
日本産科婦人科内視鏡学会　　　　副理事長、技術認定医
日本生殖医学会　　　　　　　　　監事、生殖医療指導医
日本エンドメトリオーシス学会　　理事
日本産科婦人科栄養・代謝研究会　理事
日本内分泌学会　　　　　　　　　代議員
日本内視鏡外科学会　　　　　　　評議員、技術認定医
日本女性医学学会　　　　　　　　評議員、認定医
日本受精着床学会　　　　　　　　評議員
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教育講演Ⅰ	 第 2 日目　6月 15 日（日）第 1会場　（安達太良）　11：00 ～ 12：00

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）

「子宮内膜症の癌化を見逃さないコツ」
演者：小林　　浩（奈良県立医科大学産科婦人科学講座　教授）

　卵巣癌の中で、漿液性腺癌は短期間で癌化するが、漿液性腺癌以外の卵巣癌は癌化するのに時間
がかかる。子宮内膜症性嚢胞の癌化は 0.72%であり、明細胞腺癌と類内膜腺癌が多い。子宮内膜症
の癌化を見逃さないコツは以下の 9点である。
１．3～ 6か月ごとに嚢胞のサイズを測定する。
２．嚢胞が増大したら高次医療機関に紹介する。
３．超音波診断で嚢胞内容液が黒くなったら紹介する。
４．隆起性病変があれば高次医療機関に紹介する。2	cmを超えたら要注意。
５．サイズにかかわらず隆起性病変が出現すれば造影MRI を撮る。
６．隆起性病変が嚢胞の腹側にあるときは高次医療機関に紹介する。
７．経膣超音波プローブで振動を与えると、新鮮な凝血塊の場合は表面に波動が見える。
８．CA125 は月経期には測定しない。
９．癌化してもCA125 が上昇しない場合がある。

１．産婦人科診療ガイドライン	婦人科外来編 2011	の	CQ	214	「良性腫瘍と考えられる卵巣嚢胞の
鑑別診断と管理は？」の中で、手術をしない場合は、最初は月経周期を考慮して、1～ 3か月後、
以後 3～ 6か月毎に経過観察を行う、となっている。子宮内膜症をどのくらいの間隔で経過観察す
れば癌化を見逃さないのかに関するエビデンスはないが、常識的に 3～ 6か月毎に経過観察を行っ
ている。
２．多くの症例は癌化を疑った時には嚢胞が増大していたが、サイズの変化がほとんど見られずに、
嚢胞内に隆起性病変が認められ、手術により癌化を確認した例もある。6	cm以上で癌化の頻度は
高くなるが、それ以下で癌化しないという保証はない。
３．超音波診断で嚢胞内容液が黒くなるという事は、チョコレート嚢胞に特徴的なドロドロ感が消
失し、漿液性の液体に変化することを意味する。おそらく、癌細胞から漿液性の浸出液が分泌され
ることにより希釈される可能性があるのではないかと考えている。
４、５．チョコレート嚢胞では高頻度に凝血塊を認めることがあり、癌化による隆起性病変かどう
か迷うことがある。現時点では造影MRI により造影効果があれば癌と判断し手術を勧めているが、
拡散強調画像やADC	(apparent	diffusion	coefficient）マップを用いて鑑別することも多くなった。
６．チョコレート嚢胞で見られる凝血塊は患者の尾側に認められることが多いのに対して、癌は嚢
胞壁のあらゆる場所から発生する。したがって、嚢胞壁の患者腹側から隆起性病変が発生してきた
ときは癌化を疑う必要がある。
７．チョコレート嚢胞で見られる凝血塊は通常は 2	cm以下のことが多いが、時にそれ以上の凝血
塊を形成することがある。新鮮な凝血塊の場合は経膣超音波プローブで振動を与えると、表面に波
動が見えることがある。癌の場合には波動は見えないことがほとんどである。
８．子宮内膜症の経過観察にはCA125 を測定することが多い。しかし、月経時には非癌でも上昇
することが多く、時に 500	IU/ml 以上を示すこともある。したがって、月経期にCA125 を測定す
ることは患者のみならず医療者にとってもQOLを落とすことになる。
９．癌化しても 20 ～ 30％の患者はCA125 が上昇しない場合があるため、マーカーのみ過信しては
いけない。
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小林　　浩　（こばやし　ひろし）

【略　歴】
昭和 30 年			2			月			9			日	 福島県郡山市生まれ
本籍地：静岡県
現住所：〒 634-0005　奈良県橿原市北八木町 2-6-23

　学　歴
昭和 49 年			3			月	 福島県立安積高等学校卒業
昭和 49 年			7			月	 浜松医科大学医学部医学科入学
昭和 55 年			3			月	 浜松医科大学医学部医学科卒業

　医師免許
昭和 55 年			5			月	 医師免許取得（番号 : 第 250308 号）

　学　位
昭和 62 年			3			月	 医学博士の学位授与（医博論第 24 号）浜松医科大学

1980 年　昭和 55 年	 浜松医科大学医学部附属病院（産科婦人科）
1980 年　昭和 55 年	 県西部浜松医療センター医師
1982 年　昭和 57 年	 浜松医科大学医学部附属病院産科婦人科医員
1985 年　昭和 60 年	 浜松医科大学医学部附属病院産科婦人科助手
1987 年　昭和 62 年	 浜松北病院産婦人科医長
1988 年　平成			1			年	 浜松医科大学医学部附属病院産科婦人科助手
1988 年　平成			1			年	 ドイツミュンヘン科学技術大学留学
1991 年　平成			3			年	 浜松医科大学医学部附属病院産科婦人科助手
1997 年　平成			8			年	 浜松医科大学医学部附属病院産科婦人科講師
2003 年　平成 15 年	 浜松医科大学医学部産科婦人科助教授
2005 年　平成 17 年	 奈良県立医科大学産婦人科教授
2012 年　平成 24 年	 奈良県立医科大学附属病院副院長　( 現在に至る )

【認定医・指導医等】
昭和 62 年			7			月	 日本母性保護医協会より母体保護法指定医師認定
平成			4			年 10 月	 日本産科婦人科学会より専門医授与
平成 19 年			2			月	 日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 070100
平成 20 年			4			月	 日本がん治療認定医　第 07180243 号
平成 20 年			5			月	 	日本周産期・新生児医学会　新生児蘇生法「専門」コース（Aコース）インス

トラクター認定　第 I-07-00152 号

【所属学会および役職名、受賞および社会に対する活動】
日本病態プロテアーゼ学会理事長
日本産科婦人科学会理事、日本婦人科腫瘍学会理事、日本産婦人科 ･新生児血液学会理事、
近畿産科婦人科学会理事、日本産科婦人科栄養 ･代謝研究会理事、婦人科骨粗鬆症研究会理事、NPO
法人日本HBOCコンソーシアム理事、臨床細胞学会奈良県支部理事
日本止血血栓学会代議員、日本婦人科腫瘍学会評議員、がん転移学会評議員、
日本癌治療学会評議員、日本母性衛生学会評議員、日本生殖医学関西支部代議員
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教育講演Ⅱ	 第 2 日目　6月 15 日（日）第 2会場　（吾妻）　11：00 ～ 12：00

座長：高林　俊文（公立刈田綜合病院　病院長）

「日本における遺伝医療の現状と出生前検査・診断」
演者：福島　明宗（岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　教授）

　21 世紀の医療はヒトゲノム情報の上に発展している。1991 年から開始されたヒト全ゲノム解析プロ
ジェクトは 3000 億円もの経費と 13 年間の年月を費やした一大国際プロジェクトであったが、近年で
は最新次世代シークエンサーの開発・普及により、一人あたり僅か 10 万円程度の費用と 1日程度の時
間でヒト全ゲノム解析が可能な時代となってきている。ヒトゲノムの解明が進むにつれ、単一遺伝子
疾患のみならず common	disease と呼ばれる高血圧、がん、糖尿病なども多因子遺伝疾患として遺伝要
因の関与が明らかになってきている。特に最近では遺伝子と形質との間に関連があるかどうかを膨大
な数の遺伝的情報を用いて検証するゲノムワイド関連解析（GWAS）が進歩普及し、生殖細胞系列変
異（germline	mutation）のみならず体細胞変異（somatic	cell	mutation）に関する研究が進んでいるが、
これらの研究成果は疾患の原因究明のみならず個別化医療に関連する新薬の開発や薬の投与法に関連
するゲノム薬理学 (pharmacogenomics) へと繋がっている。このような流れのなかで、各種遺伝子検査
は周産期医療のみならず各診療科の日常診療の場において普通に臨床検査会社へ依頼する機会が増え
てきている。現在約 3000 種類の単一遺伝子が臨床診断に利用でき、そのうち日本の検査会社で受託可
能な遺伝子検査項目は約 300 種類位にのぼると言われている。その一方で次世代シークエンサーの普
及はDTC（direct	to	consumer	genetic	testing）といわれる、遺伝医学の専門家・医療機関を経ずに
直接遺伝学的検査を行うサービスを広く一般に提供するきっかけにもなっている。残念ながらこれら
DTCの多くは臨床的妥当性や有用性の保証が十分なされてない場合が多く、また遺伝学的個人情報の
結果解釈に必須である臨床遺伝医学の専門家の関与もほとんどなされていない。遺伝学的検査につい
ては日本人類遺伝学会等関連学会のガイドラインを遵守すべきであるが、同時に公的機関による監督
が強く望まれるところである。
　さて周産期医療における昨年からの話題の１つにNIPT（無侵襲的出生前遺伝学的検査）がある。こ
れは母体血中の胎児DNA断片から 3種類の胎児の染色体疾患の有無を非侵襲的に解析するものであ
り、これも次世代シークエンサーの発達普及から可能になった検査である。1990 年より開始されてい
た母体血清マーカー検査とは母体末梢血から胎児情報を得ようとする点では類似しているが、胎児の
成分を直接母体血から採取・分析できるという点で画期的である。しかしNIPT は全ての胎児染色体
疾患を対象にしているわけではなく、また対象疾患についても確定診断としては用いることができな
い。当初これらの事実が誤解のもと大きく報道されたため社会的混乱が生じたが、逆に胎児超音波検
査を含めた日本における出生前検査・診断のあり方に関する議論を活発にする契機ともなった。その
中で遺伝カウンセリングという診療行為の重要性が注目されてきている。
　本講演では日本における遺伝医療の現状を、周産期分野を中心に自験例を紹介しながら述べていき
たい。
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福島　明宗　（ふくしま　あきむね）

【略　歴】
生年月日	 ：1958 年 4 月 11 日
1977 年			3			月：福島県立福島高校卒業
1984 年			3			月：岩手医科大学医学部卒業、直ちに岩手医科大学医学部産婦人科学教室に入局
1988 年			3			月：岩手医科大学医学部大学院医学研究科卒業　医学博士授与
1988 年			4			月：岩手医科大学医学部産婦人科　助手
1992 年 10 月～ 1994 年 4 月：
	 米国・ニューメキシコ州立大学医学部産婦人科訪問研究員
1998 年			2			月：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　講師
2001 年			4			月：岩手医科大学附属病院診療記録管理室長
2008 年			4			月：岩手医科大学医学部産婦人科学講座　准教授
2011 年			7			月：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　教授、
	 	 同・附属病院臨床遺伝科診療部長

【専門医資格】
産婦人科専門医
周産期（母体・胎児）専門医・指導医
臨床遺伝専門医制度専門医・指導医
診療情報管理士
日本医師会認定産業医

【学会活動】
日本母性衛生学会常務理事
日本周産期新生児医学会評議員
日本遺伝カウンセリング学会評議員
日本先天異常学会評議員
日本生体磁気学会評議員
日本診療情報管理学会評議員
日本産婦人科学会代議員
岩手県母性衛生学会会長

【その他】
いわて東北メディカルメガバンク機構　イノベーション推進・人材育成部門副部門長

【受　賞】
平成 21 年度岩手医科大学医学部授業評価　高評価表彰
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教育セミナー
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教育セミナーⅠ　第 1日目　6月 14 日（土）第 2会場　（吾妻）　11：50 ～ 12：50

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）

「卵巣がん手術のセオリーと問題点」
演者：山田　秀和（東北大学大学院医学系研究科がん医科学連携講座婦人科腫瘍学分野　教授

	 宮城県立がんセンター　医療部長）

卵巣がんの手術は子宮全摘、両側付属器切除、大網切除からなる基本術式と骨盤・傍大動脈リン
パ節廓清、腹腔内各所の生検、腹腔細胞診などによる staging laparotomy からなっているのはガイ
ドラインに明記されている通りであり、婦人科の手術を志す者にとっては周知のことである。しか
しながら卵巣がん手術と一口に言ってもバリエーションが極めて豊富であり、近年では optimal な
手術を目指して手術範囲がどんどん拡大する傾向にある。その範囲は骨盤内臓器にとどまらず、腸
管・横隔膜、脾臓などの腹腔内臓器全般に及ぶようになり、最近では胸腔内までも手術範囲を拡大
する施設も出てきている。とはいえ総ての施設、総ての術者が横隔膜や胸腔内に及ぶような拡大手
術ができるわけではない。さらに患者の年齢や全身状態によってもできる手術は規定される。

卵巣がんの手術を行う際にはいつも「はたしてこのまま optimal な手術を完遂できるか？」「今やっ
ている手術は患者さんのためになっているのか？」「このまま手術を進めるとどのぐらい出血する
のか？」などといった question を常に頭の中で反芻しながら手術操作を進めている。そして時には
合併症のリスクにおびえながらも手術を進めてゆく勇気と、場合によっては潔く撤退する勇気が必
要となる。では何を根拠にこのような判断を下せばよいのだろうか？

卵巣がんに限らず手術中に的確な（患者さんのためになる）判断を行いながら手術を進めてゆく
ために最も大切なのは、やはり基本的な事柄を含めた手術のエビデンスを正しく理解していること
である。このような観点から手術は scientific であるべきであり、単なる腕自慢、技術自慢になって
はいけないと思う。

本講演では卵巣がん治療ガイドラインや NCCN のガイドラインをもとにまず卵巣がん手術療法
のセオリーを解説し、そこにどのような問題点があるのか、実際にはどのように運用すべきかにつ
いても考えてみたい。また少しでも最近の話題をとりあげて、卵巣がん手術の今後が考えられれば
とも思っている。

本講演が卵巣がん手術に際して、難しい判断を要する局面で術者のお役に立てればと思っている。
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山田　秀和　（やまだ　ひでかず）

【略　歴】
出身地：福島県南相馬市
出身大学：福島県立医科大学

昭和 61 年   3   月福島県立医科大学卒業
昭和 61 年   4   月福島県立医科大学産婦人科入局
平成   4   年   9   月～平成   6   年 12 月
米国カリフォルニア州サンディエゴ　ラホヤ癌研究所留学
平成   5   年   9   月福島県立医科大学産婦人科助手
平成   8   年   8   月福島県立医科大学産婦人科講師
平成 16 年   7   月～平成 22 年   9   月
福島県立医科大学医学部産婦人科准教授
平成 20 年   4   月～平成 22 年   9   月
福島県立医科大学附属病院教授
福島県立医科大学附属病院婦人科部長
平成 22 年 10 月東北大学医学部産婦人科准教授
平成 23 年   3   月～現在
宮城県立がんセンター医療部長
平成 23 年   4   月～現在
東北大学大学院医学系研究科がん医科学連携講座婦人科腫瘍学分野教授

【所属学会】
日本産婦人科学会（専門医）、日本婦人科腫瘍学会（専門医、代議員）、日本癌治療学会、
婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構 JGOG（教育委員）、日本臨床細胞学会
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教育セミナーⅡ　第 1日目　6月 14 日（土）第 1会場　（安達太良）　17：00 ～ 18：00

座長：金杉　　浩（済生会山形済生病院　副院長）

「がん治療と漢方薬」
演者：今津　嘉宏（芝大門いまづクリニック　院長）

はじめに
2014 年度国家予算 95 兆 8823 億円のうち、医療費には約 10 兆円（約 30％）が割り当てられた。平
成 18 年よりがん対策基本法に則り平成 19 年 6 月から、がん対策基本計画が策定された。平成 21
年度厚生労働省がん研究助成金による「がんの代替医療の科学的検証に関する研究」班で行われた

「がん診療に携わる医師および薬剤師の漢方治療と代替医療に関する意識調査」によれば、がん患
者に対して漢方を処方したことがある医師は 73.5%と、すでにがん診療の臨床現場において、広く
漢方薬は使用されている。

医療従事者に対する漢方教育の現状
しかし、その漢方薬の「処方意図がわかる」と回答した薬剤師は 25.6%、「処方内容を患者に説明で
きる」と回答した薬剤師は、19.3%にすぎなかった。また、現在のがん診療の第一線で活躍してい
る医師は、卒前教育で、漢方医学を学んだ経験がなく、看護師の卒前教育で漢方医学の教育を行っ
ている教育機関は、3.6%にすぎない。医学部、薬学部、看護学部の卒前教育で漢方医学を学んだ世
代が、がん診療の臨床現場に登場するには、まだ、時間がかかる。このため早急に、医療従事者へ
の卒後教育プログラムを行うことが、強く望まれている。

医療従事者へ漢方医学の卒後教育プログラムの実際
厚生労働科学研究費補助金 疾病・障害対策研究分野 第３次対がん総合戦略研究「がん治療の副作
用軽減ならびにがん患者の QOL 向上のための漢方薬の臨床応用とその作用機構の解明」（班長 上
園保仁）において、がん拠点病院に従事する医師、薬剤師、看護師を対象とした漢方薬の教育プロ
グラムが平成２４年度、平成２５年度に行われた。これまで経験則でした語られることがなかった
漢方医学を科学的に研究し、論理的に用いることを目的に行われたこの漢方キャラバンセミナーに
は、全国から医師 956 名、薬剤師、看護師 355 名、総数 1211 名が参加した。

漢方キャラバンセミナーのポイント
1.　漢方薬の副作用
　従来、漢方薬には副作用がない、あるいは少ないと思われていた医療従事者に対して、漢方薬に
含まれる生薬単位での副作用に関する教育が行われた。医療用医薬品である漢方薬にも副作用があ
ることを教育し、漢方薬を扱ったことがない医師、薬剤師、看護師が、がん患者に対してしっかり
と説明ができることを目的とした。
2.　漢方薬の服用方法
　味や香りが苦手で内服できないがん患者に、内服しやすい工夫をいくつもの方法を用いて説明さ
れた。子供から老人まで、誰もが内服できる方法が指導された。
3.　漢方薬の費用
　医療用医薬品を用いることで、すべてのがん患者が保健診療の範囲内で漢方医学の治療を受ける
ことができることが説明された。日本で行われている漢方薬を用いた医療は、安全で安心ばかりで
なく、保険診療による安価な漢方薬を用いた上で、エビデンスに基づく医学が、提供されることを
明確にされた。
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おわりに
2002 年、ノーベル化学賞を受賞した田中耕一先生のお陰で、これまで解明ができなかった漢方薬の
体内動態が解明されるようになった。これまで伝承と経験でしか語られていなかった漢方医学は、
最先端技術を活用することで科学的に証明されるようになり、従来の使い方から現代の活用方法へ
と変化している。例えば、これまで腸閉塞の薬として理解されていた大建中湯（だいけんちゅうと
う）は、腸管粘膜にある神経と血管に作用して温度センサーと圧力センサーを調節することが判明
し、腸閉塞ばかりでなく、過活動性膀胱にも応用されるようになった。
このような視点から、今後、エビデンスに基づいた漢方医学が、がん治療に活用されることを期待
する。

今津　嘉宏　（いまづ　よしひろ）

【略　歴】
1988 年　藤田保健衛生大学医学部卒業
1988 年　慶應義塾大学医学部外科学教室入局
1989 年　国保南多摩病院　外科
1990 年　国立霞ヶ浦病院　外科
1991 年　慶應義塾大学医学部外科助手
1994 年　恩賜財団東京都済生会中央病院　外科
2009 年　慶應義塾大学医学部漢方医学センター
2009 年　WHO intern
2011 年　北里大学薬学部　非常勤講師
2013 年　芝大門いまづクリニック　院長
2013 年　慶應義塾大学薬学部　非常勤講師

【資　格】
日本胸部外科学会認定医、日本外科学会認定医、専門医、指導医、日本消化器内視鏡学会専門医、
指導医、日本消化器病学会専門医、日本東洋医学会専門医、指導医、代議員、
日本がん治療認定医機構認定医、暫定教育医、日本医師会産業医
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教育セミナーⅢ　第 2日目　6月 15 日（日）第 1会場　（安達太良）　12：00 ～ 13：00

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

「ICSI の現状と今後」
演者：栁田　　薫（国際医療福祉大学大学院　教授）

ICSI は重症男性因子例の不妊治療のために開発され、初めての妊娠例の報告がベルギーのグルー
プの Palermo ら（1992）によってなされた。その発表以来、ICSI は高度な男性因子例や IVF の受
精障害例に対する主たる治療法となり、現在の不妊治療の欠くことのできない大きな柱の一つと
なった。ここでは、最近の ICSI についてまとめてみたい。

ICSI のアイデアは 1910 年頃にヒトデで試みられ、ヒトでの成功は 1992 年に Palermo らが報告
した。哺乳類ではウサギ、ウシに次いでの成功で、ヒト卵子は脂肪滴がなく卵子内を観察しやす
く、卵子も顕微注入刺激に対して変性しにくく、精子が持つ先体酵素も少なく、ICSI に適した状況
であった。精子を選択し、不動化処理を加えて卵子に注入するという技術は、1992 年の発表当時と
ほとんど変わっていない。しかし、ICSI 後の生存率、受精率を向上させる工夫、努力がなされてい
る。精子の選択法、精子の不動化処理法、ダメージの少ない穿刺法などである。それらの中で、遺
伝情報 DNA に損傷がない、いわゆる良質な精子の選択はわれわれの最大の関心ある。精子選別法
については 2002 年頃から開始されており、IMSI(Intracytoplasmic Morphologically Selected sperm 
Injection)、HBA(Sperm Hyaluron Binding Assay)、MACS(Magnetic-activated cell sorting) の臨床
応用が進められている。現在でのそれらの選択法の評価はまだ固定していないので、期待される成
果が得られていないようであり、今後の改良、あるいは異なる方法の開発が必要である。卵子につ
いても良質の卵子が得られる工夫が試みられており、卵巣刺激において HMG を用いた方が FSH
製剤より、精算率が高いというデーターがある。受精後のプロセス、胚の発生については、精子 -
卵子のインターアクションがタイムリーに確実に起きることが大切で、ICSI においては不動化処理
の善し悪しが鍵を握る。精子 - 卵子のインターアクションで重要な因子はカルシウムオシレーショ
ンで、今後は ICSI とカルシウムオシレーションの発生に関する研究が期待される。ICSI の適応ケー
スについては、当初は男性因子例、IVF での受精障害例であったが、正常精液所見例、卵子数が少
ない例、高齢婦人例なども適応とする考え方が出てきたが、現状でのデーターからはそれらのケー
スでの IVF に対する優位性は認められていないようであり、今後の検討を要する。

臨床家のもう一つの関心事である ICSI から生まれる子供へのリスクについては、1992 年から議
論されているが、結論は困難である。先天奇形、染色体異常、エピジェネティクスの異常などにつ
いて、リスクの可能性を示唆する報告が散見されるが、明らかに ICSI のリスクとされる報告はない。
しかし、リスクについて未知の部分があるという理解は全員一致と思われる。クライアントの次世
代以降まで配慮した不妊治療を行うことは治療に携わるものとして当然であるので、不確定なリス
クのことを考えると、保守的かも知れないが近い将来までは「必要なケースに ICSI を行う」とい
うコンセプトが維持されるものと思われる。

教科書的な不妊治療の一ツールとなった ICSI であるが、in vivo での conception に近づけるべく、
安全な ICSI を心がけて、さらなる改良を図る必要があると思われる。
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栁田　　薫　（やなぎだ　かおる）

【略　歴】
　学　歴
1980 年   3   月 31 日福島県立医科大学卒業

　職　歴
1980 年   4   月   1   日福島県立医科大学産科婦人科学教室入局
1981 年   9   月   1   日松村総合病院産婦人科勤務
1983 年 10 月   1   日福島県立医科大学産科婦人科学教室へ帰局
1985 年   5   月   1   日福島県立医科大学産科婦人科学教室助手
1989 年   1   月   1   日 留学（USA, University of Hawaii, School of Medicine, Dept. of Anatomy and 

Reproductive Biology: Prof. Ryuzo Yanagimachi）
1991 年   1   月   1   日福島県立医科大学産科婦人科学教室医局長　( ～ 1996 年 9 月 )
1992 年   2   月   1   日福島県立医科大学産科婦人科学教室講師
1996 年 10 月   1   日福島県立医科大学産科婦人科学教室助教授 
2004 年   4   月   1   日国際医療福祉大学大学院教授 ( 生殖補助医療胚培養分野 )
国際医療福祉大学病院リプロダクションセンター長兼務

【学　位】
1988 年   7   月   7   日医学博士　福島県立医科大学
ヒト精子の運動形態と受精能　-hyperactivation との関連性から -

【専門医など】
1987 年 10 月   1   日  日本産科婦人科学会専門医
2006 年   4   月   1   日日本生殖医学会生殖医療専門医

【主な学会活動】
日本受精着床学会・常務理事
日本哺乳動物卵子学会・理事長
日本アンドロロジー学会・理事
日本生殖医学会・評議員
日本産科婦人科学会内視鏡学会・評議員

【勤務先住所】
国際医療福祉大学病院　リプロダクションセンター
〒 329 － 2763 栃木県那須塩原市井口 537-3
TEL　0287-37-2221
FAX  0287-39-3001
kyana@iuhw.ac.jp
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教育セミナーⅣ　第 2日目　6月 15 日（日）第 2会場　（吾妻）　12：00 ～ 13：00

座長：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科学講座　教授）

「産科超音波検査―目的を示して観る時代―」
演者：佐藤　昌司（大分県立病院総合周産期母子医療センター　所長・産科部長）

産科領域における超音波検査は、新たな utility も臨床応用され、現在では産科診療の中心的検査
法である。医療者・患者側ともに‘まずは超音波検査’という診療スタンスにあるといっても過言
ではない現在、本検査の目的と適応、至適観察時期と観察項目、スクリーニングと精密検査の区分
など、日常的に考えておくべき切り口について述べてみたい。
１．目的を持った超音波検査：筆者の所属した施設における 145 例の胎児形態異常発見のきっかけ
に関する調査では、もっとも多い理由は羊水量の異常（41.4％）であり、次いで形態異常そのもの
の発見（27.7％）であった。注目すべきは後者の大半（90％）が‘形態異常発見を目的としたスクリー
ニング時期’での発見であった点である。すなわち、妊婦健診のたびに胎児超音波検査を行ってい
るにもかかわらず、形態異常はランダムに発見されているのではなく‘目的を認識した’際に見い
だされている。漫然と行う超音波検査は、画像診断としての modality になり得ていないという結
果を示している。
２．観察時期と観察項目の整理：妊婦健診ごとに超音波を施行することが‘何となく定着’した産
科診療において見逃しの誹りや誤診の疑いを回避するためには、患者さんに対して、①いつ、何を
見ようとしているのか、②何を‘見ていない’のか、③結果（判断）、という画像診断として当然
の説明を行うことが重要である。‘軽い気持ちでいつものように赤ちゃんを見るために’やってく
る患者さんに対して検査の適応や目的をことさら説明することは容易ではないが、画像診断である
との原点を鑑みれば、本検査を医学・医療的適応とサービスとに仕分けする時代が来ている。産婦
人科診療ガイドライン 2014 でもこの点からの指針が提示された。
３．スクリーニングと精密検査：観察にあたっては、スクリーニングと精密検査を分けて位置付け
ることが重要である。胎児形態異常の発見のみならず、胎児発育、胎児健常性の評価といった観察
事項に関してスクリーニングと精密検査かを区別し、それぞれに必要な手技とそれに対応する記録
保存を行うことが必要であろう。
４．医学、医療とサービスの区分：他の画像診断 modality と超音波検査との大きな相違点として、
後者は妊婦健診、すなわち健康診断が基本であることが挙げられる。これに検査の簡便性や非侵襲
性も相まって、現場では医学・医療行為としての胎児超音波検査と‘記念写真としての 3-D 撮像’
が混在する場面が生じている。一方で、保険診療報酬点数上では胎児形態異常の診断は適用項目に
含まれていない。まさに本法の長所たる簡便性に拠る問題点であるものの、この現状は学会等によ
る整理の対象となるべき側面である。
５．患者へのインフォームド・コンセント（IC）：漠然と胎児超音波検査と一括した呼称ではなく、
目的および意義を示した上で、患者への IC が必要となる。前述のごとく、産科超音波検査は健康
診断、記念写真といった気軽なイメージから致死的胎児疾患の告知といった場面までを包含する検
査手技であり、換言すれば患者さんに対して検査の意義と目的、検査結果の告知に関して充分に同
意を得ておくべき手技である。
６．検査者の基本的学習と役割分担：超音波検査は B モードに始まってドプラ血流計測、三次元超
音波と飛躍的な modality の進歩がみられている。超音波検査に従事する産婦人科医に対して実用
的な教育プログラムを立案施行すること、多忙な産婦人科医を補助する検査士・助産師を活用する
ためのシステム作りも、明日の産科診療のなかで重要な課題である。
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佐藤　昌司　（さとう　しょうじ）

【所属・職種】
大分県立病院総合周産期母子医療センター　所長・産科部長
〒 870-8511  大分市大字ぶにょう 476
電話：097-546-7111　FAX：097-546-0725
e-mail: satohs@oitakenbyo.jp

【略　歴】
昭和 34 年（1959 年）   3   月   5   日生（54 歳）　男
現住所：〒 870-0844  大分市大字古国府 156-1-F　本籍：大分県

　学　歴
昭和 59 年（1984 年）   3   月 27 日　九州大学医学部卒業
昭和 63 年（1988 年）   4   月   1   日　九州大学医学部研究生入学
平成   2   年（1990 年）   3   月 31 日　同上　退学

　免許等
昭和 59 年（1984 年）   5   月 10 日　第 77 回医師国家試験合格
昭和 59 年（1984 年）   5   月 24 日　医師免許証（第 280669 号）
平成  元  年（1989 年）  10 月   1   日　日本産科婦人科学会認定医（認定番号：840248-N-8909）
平成   9   年（1997 年）  10 月  １  日　日本超音波医学会超音波専門医
平成 13 年（2001 年）  12 月  １  日　日本超音波医学会超音波指導医

　学　位
平成   4   年（1992 年）   2   月   4   日　医学博士（九州大学）

　職　歴
昭和 59 年（1984 年）   6   月   1   日　九州大学医学部附属病院医員（研修医）（産科婦人科）
昭和 60 年（1985 年）   2   月   1   日　松山赤十字病院研修医（産婦人科）
昭和 61 年（1986 年）   4   月   1   日　福岡市立第一病院医員（産婦人科）
昭和 62 年（1987 年）   4   月 16 日　九州大学医学部附属病院医員（産科婦人科）
平成   2   年（1990 年）   4   月   1   日　九州大学医学部助手（婦人科学産科学講座）
平成   2   年（1990 年）   6   月 16 日　九州大学医学部附属病院助手（周産母子センター）（産科婦人科兼務）
平成 11 年（1999 年）  10 月  １  日　同上　講師（周産母子センター）（産科婦人科兼務）
平成 17 年（2005 年）  10 月  １  日　大分県立病院総合周産期母子医療センター産科部長
平成 21 年（2009 年）   4   月   1   日大分県立病院総合周産期母子医療センター所長・産科部長（兼任）
（現在に至る）

【専　門】
周産期医学、産婦人科学

【所属学会等】
日本産科婦人科学会（代議員、大分地方部会常任理事、周産期委員会委員、診療ガイドライン委員会委員、
情報管理委員会委員）、大分県産婦人科医会（常任幹事）、大分県周産期医療協議会（委員、専門部会委員）、
日本周産期・新生児医学会（評議員、倫理委員会委員、暫定指導医）、日本医師会、日本超音波医学会（超
音波専門医制度委員会委員、超音波専門医認定試験委員会委員、用語診断委員会委員）、日本母性衛生
学会（代議員）、日本母体胎児医学会（常任幹事）、日本胎児治療学会（幹事）、日本人類遺伝学会、日
本未熟児新生児学会、大分県周産期研究会（会長）、大分県救急搬送協議会周産期救急搬送検討部会委員、
日本周産期メンタルヘルス研究会（理事）、大分県母性衛生学会（常任幹事）、大分大学医学部臨床教授（産
婦人科）、大分地方裁判所専門委員、産科医療補償制度原因分析委員会（第五部会長）、大分県立看護
科学大学非常勤講師、日本生体医工学会九州支部評議員、九州大学医学部非常勤講師





一　般　演　題



1．Gitelman 症候群を合併した妊娠症例

○阿部　和弘、谷口　綾亮、橋本　哲司
青森市民病院　産婦人科

　Gitelman 症候群は血圧は正常だが、低カリウム血症、代謝性アルカローシス、高レニン血症、高アルドステロ

ン血症等を呈する症候群である。今回，我々は著明な低 K 血症を呈した妊婦で Gitelman 症候群が疑われた症例を

経験したので報告する．症例：30 歳，154cm、非妊時体重 43kg。妊娠分娩歴：３妊３産（22 歳自然分娩、24 歳

自然分娩、28 歳帝王切開）。既往歴：28 歳帝王切開、32 週 IUGR のため。家族歴：特記事項なし。経過：妊娠初

期より当科で妊婦健診施行。前回帝王切開だった事から予定帝切の術前検査の採血を行った所、血清 K 値 2.24mEq/

l と著明に低下しており，入院管理となった．低 K 血症に対して KCl の点滴投与を行い血清 K 値は上昇した。内科

的検索により Gitelman 症候群疑いと診断された．その後超音波断層検査で胎児発育は順調で羊水量にも大きな変

化はなく，妊娠 37 週 6 日帝王切開となる。術後経過良好で退院して外来で経過観察とした。まとめ：Gitelman 症

候群の妊娠による症状の憎悪については現在のところ不明であるが電解質の十分な管理が必要と思われる．

2．胎盤遺残に対し待機療法を選択した 6例の転帰についての検討

○渡辺　憲和、堤　　誠司、高橋可菜子、石田　博美、小幡美由紀、吉田　隆之、
倉智　博久

山形大学　産科婦人科学講座

【目的】分娩前に癒着胎盤を疑わなかった症例でも、分娩時に胎盤の剥離が困難な症例をしばしば経験する。これ

らの症例で癒着胎盤が強く疑われた場合には、子宮全摘を行うこともあるが、出血が少なく妊孕性温存の希望が強

い場合、胎盤の自然脱落を待機する選択肢も考慮される。当科で経験した、胎盤遺残で自然脱落を待機した症例に

ついて検討した。【方法】2008 年 1 月～ 2014 年 1 月に、分娩時に胎盤が娩出されなかった胎盤遺残例の胎盤娩

出までの経過を後方視的に検討した。【結果】該当例は 6 例で、平均年齢は 33 歳（28 ～ 36 歳）、全て初産婦であった。

5 例は胎児娩出後に当院へ搬送された。5 例が経腟分娩、1 例が帝王切開であった。2 例で 5,000 ml を超える出血

を認め、4 例で輸血を要した。胎児娩出後に全例で MRI を撮影しており、5 例で癒着胎盤が疑われた。穿通胎盤を

疑う症例はなかった。胎児娩出から胎盤娩出までの期間は平均 38.5 日（10 ～ 75 日）であった。大量出血のため

子宮動脈塞栓術を行ったのは 3 例で、それぞれ帝王切開術後当日、児娩出後 9 日、児娩出後 45 日に行った。子宮

を摘出した症例はなかった。全例で発熱と白血球・CRP の上昇を認めた期間があり、4 例は胎盤娩出前日に白血球

数のピークを認めた。子宮内感染として平均 16.7 日間抗菌薬を使用した。【考察】胎盤遺残に対する待機療法は、

子宮を温存するために考慮しうる選択肢と思われる。しかし治療経過の長期化や、大量出血、感染の危険性がある

ため、十分なインフォームド・コンセントのもと、輸血や子宮摘出、子宮動脈塞栓術を行える施設で慎重に経過観

察を行う必要があると思われた。
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3．当科で経験したイレウス合併妊娠の 2症例

○伊藤　　舞、山口　明子、田中　幹夫
太田西ノ内病院　産婦人科

　はじめに妊娠中の腹痛の鑑別診断には切迫流早産や虫垂炎等の消化器疾患が挙げられる。妊娠中のイレウスはま

れであるが症状が妊娠の生理的な随伴症状に類似し、妊娠子宮のために理学的所見が得られにくく診断が遅れるこ

とが多い。このため手術時期を逸して母児の予後が不良となり注意が必要である。最近当科で経験したイレウス合

併妊娠の 2 症例を報告する。症例 1 は妊娠歴、手術歴のない 41 歳女性。妊娠 21 週 3 日に嘔吐、腹痛を認め精査

目的に当院救急搬送となり同日開腹イレウス解除術行った後一時退院、自然分娩に至った。症例 2 は妊娠歴のない

27 歳の女性で、11 歳の時に虫垂切除術を行っている。妊娠 13 週 0 日に下腹痛出現し近医より当院救急搬送となっ

た。血液検査にて白血球の上昇を認め、腹部造影 CT 検査を施行しイレウスの診断に至り同日緊急の小腸切除術と

なった。術後経過良好で一時退院し現在外来管理となっている。イレウス合併妊娠は頻度が 2500 から 10000 妊

娠に 1 例とされ、原因として癒着 , 腸軸捻転 , 腸重積等が挙げられる。さらに癒着の原因の 60 ～ 70%は開腹術後

によるものとされる。予後は非妊娠時の場合よりも不良で、母体の死亡率は 5%程度。主たる死因は感染やショッ

ク等が挙げられる。児の死亡率も高く、妊娠後期では 20 ～ 25%、死因は母体の血圧低下、低酸素状態あるいは早

産等がある。母児とも予後の改善は可及的早期に診断し適時開腹術を行うことである。今回私たちが経験したイレ

ウス合併の 2 症例は治療後順調な妊娠経過を得られた。今回のことより早期診断、治療の重要性を再認識した。

4．帝王切開術中に子宮内への小腸陥入が判明した 1例

○岩橋　秀樹、工藤多佳子、井ヶ田小緒里、牧野　浩充、明城　光三、和田　裕一
国立病院機構　仙台医療センター　産婦人科

　妊娠中にイレウスを発症することは少なく、その多くは既往開腹歴がある妊婦で癒着性イレウスと診断されるも

のが殆どである。今回我々は、子宮内に小腸が陥入していることが帝王切開術中に判明し、妊娠中のイレウス発症

の原因となっていたと思われる 1 例を経験したので報告する。症例は 30 歳、1 経妊 1 経産 ( 自然分娩 )、既往歴

および基礎疾患に特記事項なし。妊娠 34 週より切迫早産のため他院入院中に、胃部不快感が出現、改善しないた

め当院搬送となった。入院後に施行した腹部単純 X 線写真および腹部超音波断層検査でイレウスと診断され、絶

食および補液で保存的に加療し、軽快したため妊娠 36 週に退院となった。以降は外来で経過観察していたところ、

妊娠 38 週の妊婦検診時に施行した胎児心拍陣痛図で高度遅発一過性除脈を認めたため、緊急帝王切開術施行した。

その際、子宮後壁に小腸が癒着していたため、剥離したところ子宮筋層の欠損が判明した。小腸の壊死はなかった

が、一部に漿膜欠損があり穿孔のリスクが高いと判断され、小腸部分切除および吻合術を施行した。術後は大きな

異常なく経過し、術後 12 日で退院となった。経膣分娩時に子宮破裂を起こす頻度は高くないが、その殆どは胎児

除脈や出血性ショックを呈するため、緊急手術などの医療介入がされることが多いと思われる。本症例では、前回

分娩時に発生した子宮破裂部位に小腸が陥入し、自然に治癒したと思われ、病理診断もそれを裏付けるものであっ

た。このような症例はこれまでに報告がなく、非常に稀な病態であったと考えられるが、開腹歴のない妊婦がイレ

ウスを発症した場合には、本症例のような病態が背景にある可能性も考慮する必要がある。
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5．当院の GDMにおける 75gOGTT1 点陽性例と 2点以上陽性例についての検討

○水沼　槙人 1）、石原　佳奈 2）、千葉　仁美 1）、湯沢　　映 1）、田中　幹ニ 1）、水沼　英樹 1）

１）弘前大学医学部附属病院　産婦人科　２）大館市立総合病院　産婦人科

【目的】75gOGTT １点陽性例も GDM とする新しい妊娠糖尿病診断基準が導入されて４年となるが、1 点陽性例へ

の対応に関しては一定の見解は得られておらず、1 点陽性例への介入が「食事・栄養指導」のみの施設が約半数に

のぼるとの報告（厚労科学研究 . 妊婦健診時の糖代謝異常のスクリーニングと GDM 管理に関する検討）もある。

今回当院での GDM 症例を分析する事により、１点陽性例への適切な医療介入について考察した。【方法】新基準

導入以後の平成 23 年～平成 25 年の３年間に当院で分娩となった GDM 患者における OGTT1 点陽性例 31 例と２

点以上陽性例 31 例を対象とした。全例入院の上血糖日内変動検査を行い、分食を要した症例数、インスリン導入

となった症例数、GDM 以外の母体合併症の発症頻度、児の合併症併発の有無などについて比較検討した。【結果】

カロリー制限食のみでは血糖コントロールが不十分で分食を要した症例は 1 点陽性例で 5 例、２点以上陽性例で 4

例であり、両群間に有意差はなかった。インスリン導入例については、1 点陽性例で 6 例（19.4%）、２点以上陽

性例で 13 例（43.3%）であり、２点以上陽性例が有意に多かった (p=0.045)。GDM 以外の母体合併症の発生頻度、

児の合併症の発生頻度については 1 点陽性例と２点以上陽性例で有意差を認めなかった。【考察】75gOGTT1 点陽

性例に対する医療介入は「食事・栄養指導」のみでは不十分であると思われた。1 点陽性例であっても 2 点以上陽

性例と同様に、血糖日内変動検査を行ったり血糖自己測定を導入したりするなどして、必要に応じて分食やインス

リンによる適切な血糖コントロールを行うべきであると考えられた。

6．�CGM(Continuous�Glucose�Monitoring) にて分娩前後の血糖値管理を行った妊娠
糖尿病 (GDM) の 2症例

○若木　　優、鈴木　りか
大原綜合病院　産婦人科

【はじめに】現在、GDM の血糖管理は食前および食時 2 時間後の血糖値を元に行われている。分娩前後の血糖値に

関しては諸説あるが、実測の報告は乏しい。今回、CGM を分娩前後に装着し血糖管理した GDM 症例を経験した

ので報告する。【症例 1】33 歳 2 妊 0 産糖尿病家族歴あり。妊娠 13 週時の随時血糖 186mg/dl。血糖日内変動測

定にて食前 100mg/dl 以上、食後 140mg/dl 以上を維持しており、GDM と診断。1800kcal/day 栄養調整、強化

インスリン療法施行。妊娠 39 週 3 日、分娩誘発施行し自然分娩、♂ 2852gAp9/10 新生児経過問題なし。分娩後

はインスリン中止、分娩 2 日目に血糖正常化した。分娩 41 日目 75gOGTT:89-205-175mg/dl、境界型糖尿病と診断。

【症例 2】39 歳 1 妊 0 産糖尿病家族歴あり。妊娠 12 週の随時血糖 :137mg/dl。妊娠 26 週 0 日 50gGCT:184mg/

dl。妊娠 30 週 0 日 75gOGTT:110-248-176mg/dl。妊娠 34 週 3 日、GDM の加療目的に当科初診。1800kcal/day

栄養調整、強化インスリン療法施行。妊娠 38 週 5 日、分娩誘発施行し自然分娩、♂ 2838gAp8/9 新生児経過問

題なし。分娩後はインスリン中止、分娩 2 日目に血糖正常化した。なお分娩 12 時間後の hPL（Human Placental 

Lactogen）は測定範囲以下であった。分娩 34 日目 75gOGTT:101-223-172mg/dl、境界型糖尿病と診断。【考察】

GDM は胎盤からの hPL に起因すると考えられている。母体血中の hPL は分娩 3-6 時間後にはほぼ測定範囲以下

になり、症例 2 でも分娩 12 時間後は hPL は陰性化した。しかし血糖値正常化には 2 症例とも 1-2 日の遅れが見

られることが CGM により判明した。【結語】分娩直後より耐糖能が完全に正常化するのではないことが示され、

GDM 産褥経過の管理に関し有用なデータを得られた。
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7．原因不明の全身疼痛に対し妊娠初期に塩酸モルヒネを内服し、生児を獲得した一例

○深瀬　実加、松川　　淳、木村　和彦
米沢市立病院　産婦人科

【症例】37 歳、4 経妊 2 経産。急性膵炎術後の糖尿病に対しインスリン加療中 ( コントロール不良 )、原因不明の

全身疼痛に対し、塩酸モルヒネ120 mg/dayを内服していた。自然妊娠成立し、9週で前医受診し、当院紹介となった。

塩酸モルヒネによる胎児の催奇形性、また高血糖による催奇形性を説明し中絶を勧めるも、継続希望が強く妊娠継

続となった。その後自己判断により塩酸モルヒネ内服量を漸減し、妊娠 19 週で中止した。妊娠 31 週発熱および

背部痛の持続を認め、膵炎疑いで入院し絶食管理、抗生剤、ナファモスタットメシル酸塩投与で軽快し、妊娠 33

週で退院した。妊娠 34 週に急激な浮腫と胎児徐脈を認め、管理入院した。入院後母体発熱の持続及び炎症所見の

悪化を認めたため、母体加療を優先とし妊娠 36 週で termination の方針となった。分娩誘発を施行し妊娠 36 週 2

日 自然分娩　男児　2900g　Apgar　score　8/9、児は早産児のため小児科入院となったが、明らかな奇形は認め

られず、修正 38 週で退院となった。【考察】本症例では器官形成期に塩酸モルヒネを内服していたが、児への明

らかな影響は認められなかった。麻薬が胎児に影響を及ぼした場合、その影響は長期間に渡るとの報告もあること

から、児への危険性を最小限に抑える為、投与薬物およびその投与量を十分に考慮することが必要と考える。

8．�当地域での産婦人科地域連携の現状と課題 - 県立釜石病院から県立大船渡病院へ
の救急搬送症例の検討から -

○三浦　自雄、菅原　千裕、村井　正俊、岩間　英範、小笠原敏浩
岩手県立大船渡病院　産婦人科

【目的】平成 19 年 8 月に県立釜石病院は県立大船渡病院へ集約化・拠点化された。そこで、両病院は機能分担・

連携を強化し、県立釜石病院では婦人科外来診療、妊婦健康診査・ローリスク分娩に対応し、県立大船渡病院では

地域周産期医療センターとして機能しハイリスク分娩・産科手術・婦人科手術に対応している。今回、過去 3 年間

の県立釜石病院から県立大船渡病院への妊婦救急搬送を検討し、その現状と課題について検討する。【方法】東日

本大震災後の平成 23 年 4 月から平成 25 年 12 月までの県立釜石病院から県立大船渡病院への妊婦救急搬送症例

97 例を対象とした。搬送時妊娠週数・搬送時診断・転帰・新生児短期予後について検討した。【結果】1）救急搬

送数は平成 23 年 19 例、平成 24 年度 33 例、平成 25 年 45 例と増加している。）平成 23 年度は震災の影響によ

る搬送が 2 例あった。3）搬送時診断は前期破水　29 例（29.2％）、切迫早産　28 例（28.8％）であった。4）正

期産（妊娠 37 週から妊娠 40 週）が 53 件（54.3％）であった。5）転帰は、経膣分娩 44 例（45.3％）、帝王切

開が 36 例（37.1％）緊急帝王切開は 25 例（27.8％）であった。6）平成 25 年から周産期部門電子カルテ “ ハロー

ベイビー ” と岩手県周産期医療情報システム “ いーはとーぶ ” を利用して妊婦データーをスピーディーに共有でき

ていた。【結論】今回の症例を更に分析し、搬送のタイミングや適応を検討したい。また、岩手県周産期医療情報

システム “ いーはとーぶ ” を利用して両施設で妊婦情報を共有できるので胎児心拍数情報の共有化もすすめていき

たい。
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9．単孔式全腹腔鏡下子宮全摘術 ( 単孔式 TLH)　～より scar�less な手術を目指して～

○菅野　　潔 1）、小島　　学 1）、鈴木　　聡 1）、古川　茂宜 1）、渡辺　尚文 1）、鈴木　博志 2）、
金　　彰午 3）、藤森　敬也 1）

１）福島県立医科大学　産科婦人科学講座　２）寿泉堂綜合病院　産婦人科
３）竹田綜合病院　産婦人科

【緒言】低侵襲手術として婦人科領域においても定着している腹腔鏡下手術は、ポート孔の数や大きさ、整容性等

において更なる低侵襲化を求め、NOTES(Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) や RPS(Reduced Port 

Surgery) といった手術が注目を浴びている。その RPS の代表例が単孔式腹腔鏡下手術 ( 単孔式 ) である。2012 年

9 月より単孔式を導入し、子宮全摘術 (TLH：Total Laparoscopic Hysterectomy) にまで適応を拡大したが、今回、我々

が行っている単孔式 TLH についてその術式等を踏まえ報告する。【方法】臍部に EZ アクセスおよびラッププロテ

クターを装着、5mm トロッカーを 3 本挿入し、パラレル法で行った。カメラは硬性 30°斜視鏡を用い、鉗子類は

従来のストレート型を使用した。手術ステップは以下の通りである。①膀胱子宮窩腹膜切開、膀胱剥離②上部諸靭

帯切断③広間膜後葉処理・尿管同定④基靭帯縫合・切断⑤腟管切開、子宮回収⑥腟断端および骨盤腹膜縫合。また、

必要に応じて膀胱を縫合糸で腹壁に吊り上げたり、エンドグラブで腸管を授動し術野を確保した。【結果】2013

年 3 月～ 12 月の期間に 11 例の単孔式 TLH を行い、手術成績 mean ± SE は、手術時間 146 ± 6 分、出血量 128

± 16ml、子宮重量 229 ± 23g、術後在院日数 3.7 ± 0.2 日であった。1 例において補助用 5mm トロッカーを追

加挿入したが、同種間輸血や血管・他臓器損傷などの合併症はなかった。【結語】様々な工夫をすることで TLH の

ような複雑な操作が必要となる術式であっても単孔式で安全に遂行可能であった。適応症例、手術ステップ、使用

機器の選択など模索中の部分もあるが、更なる低侵襲手術へ向けて日々研鑽を積み重ねて行きたい。

10．当院における Reduced�port�surgery 導入術式と手術成績の検討

○富樫嘉津恵 1）、白澤　弘光 1）、熊澤由紀代 1）、熊谷　　仁 1）、佐藤　　亘 1）、金森　勝裕 1）、
児玉　英也 2）、寺田　幸弘 1）

１）秋田大学　産婦人科　２）秋田大学　保健学科

【背景】これまで多くの腹腔鏡下手術が 3-4 孔式で施行されていたが ,  近年 , 更なる低侵襲 , 整容性向上を目指しポー

ト孔を減少する「減孔」と , 鉗子およびポートの「細径化」を活用した術式が Reduced port surgery (RPS) という

概念とともに広がっている . 当院では EZ アクセスを 2012 年より導入し , 症例に応じ単孔式腹腔鏡手術および 2

ポート手術を RPS として施行している . 【目的】今後 RPS の適応術式を広げるため , 当院の RPS の現状と成績を明

らかにする . 【方法】2010- 2013 年に当科で施行した腹腔鏡下手術 180 例を対象に , EZ アクセス導入前と EZ アク

セス導入後の手術成績 , 手術術式別の必要ポート数について比較検討を行った . 【結果】4 年間の腹腔鏡下手術 180

例の主な内訳は , 卵巣腫瘍核出術 67 例 , 卵管切除術 42 例 , 付属器摘出術 19 例 , 腹腔鏡下筋腫核出術 16 例 , 腹腔

鏡下子宮全摘術 8 例 , 卵巣多孔術 7 例であった . 2010-2011 年は全て従来の多孔式腹腔鏡下手術を施行しており , 

2012 年から EZ アクセスを導入している . EZ アクセスの使用割合は 2012 年 65% , 2013 年 86%であった . RPS は

2012-2013 年に 40 例施行し , 内訳は , 卵管切除術 14 例 (35% ), 付属器摘出術 10 例 (25% ), 卵巣腫瘍核出術 6 例 

(15% ), 卵巣多孔術 4 例 (10% ), その他 6 例 (15% ) であった . EZ アクセス導入後 , 多くの術式で必要ポート数は減

少し , 特に , 付属器摘出術は 3.0 孔から 1.8 孔 , 卵管切除術は 3.1 孔から 2.1 孔 , 卵巣多孔術は 3.0 孔から 1.0 孔 と

有意に減少したが , 手術時間，出血量には差を認めなかった . 【考察】現状では RPS の導入術式が限られており , 今

後は「細径化」も利用し腹腔鏡下筋腫核出術や全腹腔鏡下子宮全摘術などへ適応術式を拡大する予定である .
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11．単孔式腹腔鏡下手術で治療し得た漿膜下子宮筋腫茎捻転の 1例

○古川　茂宜、菅野　　潔、経塚　　標、大原　美希、小島　　学、鈴木　　聡、渡辺　尚文、
藤森　敬也

福島県立医科大学　産科婦人科学講座

　39 歳、0 経妊 0 経産。強い下腹部痛を主訴として当科を受診した。超音波にて卵巣は腫大しておらず、子宮底

部に 7cm 大の子宮筋腫を認めた。カラードップラー上子宮筋腫の内部に血流は認めなかった。腹部診察上子宮筋

腫に一致した圧痛、反跳痛あり、CT 上子宮底部に造影効果の乏しい 90mm 大の腫瘤を認めた。腫瘤の一部で子宮

体部と連続する細い茎を認め、内部の血流途絶を否定できなかったことから漿膜下子宮筋腫茎捻転を疑った。同日

緊急で腹腔鏡下手術の方針とした。臍に EZ アクセスを装着し 3 本のトロッカーを挿入し、単孔式手術とした。骨

盤腔内を観察すると付属器は正常、子宮底部に細い茎を持つ紫色に変色した漿膜下筋腫を認め、360 度軸捻転して

いた。その他にも 3 個の漿膜下筋腫あり、切除し体外へ誘導、手術を終了した。以後は症状消失し、術後 3 日目

で退院した。病理組織診では変性を伴う平滑筋腫の診断であった。漿膜下子宮筋腫の茎捻転は極めて稀だが、急激

な下腹部痛を来すため緊急手術を要したとする報告が散見される。その中でも腹腔鏡下手術でアプローチした報告

はほとんどみられない。今回我々は、単孔式腹腔鏡下子宮筋腫核出術で治療できた漿膜下子宮筋腫茎捻転の 1 例を

経験したので報告する。

12．�従来の強力光源が不要な超高感度内視鏡の開発～開発過程における 2D内視鏡
と 3D内視鏡の比較

○鈴木　　聡 1）、藤森　敬也 1）、柿澤　幸成 2）、本郷　一博 2）、山下　紘正 3）、千葉　敏雄 3）、
鎮西　清行 4）、福与　恒雄 5）

１）福島県立医科大学　産科婦人科学講座　２）信州大学　脳神経外科学講座
３）国立成育医療研究センター　医療機器開発部　４）産業技術総合研究所　企画本部
５）（有）新興光器製作所

【目的】当科では従来のキセノン光源が不要な超高感度カメラを搭載した新たな硬性内視鏡を脳神経外科、周産期・
婦人科領域へ臨床応用するために信州大学脳神経外科、国立成育医療センターなどと共に臨床研究を実施してい
る。将来的には超高感度カメラの映像を 3 次元（3D）化しより詳細な観察と治療を可能とすることを目的として
いるが、その過程において当院でも新たに 3D 内視鏡を導入した。今回新たに導入した 3D 内視鏡（従来のキセノ
ン光源を使用）と従来型の 2 次元（2D）内視鏡を使用した腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術（TLC）と腹腔鏡下筋腫核出
術（LM）における腫瘍径、手術時間、出血量を後方視的に検討した。【方法】2011 年 1 月から 2012 年 12 月に
当院で実施した 2D 内視鏡 TLC38 例と 2013 年 2 月から 12 月に実施した 3D 内視鏡 TLC9 例、および 2011 年 1
月から 2012 年 12 月に実施した 2D 内視鏡 LM21 例、2013 年 2 月から 12 月に実施した 3D 内視鏡 LM5 例の摘
出腫瘍径、手術時間、出血量を t 検定を用いて比較検討した。【結果】2D および 3D 内視鏡 TLC の手術時間、出血
量に有意差を認めなかった。同様に 2D 内視鏡、3D 内視鏡 LM の手術時間においても有意差を認めなかった。【考察】
3D 内視鏡と 2D 内視鏡では TLC、LM において手術時間、出血量に有意差はみられなかった。3D 内視鏡と 2D 内
視鏡の比較についてはより客観的な評価も必要だが、我々は脳波計測による評価も始めている。超高感度内視鏡は
LED 光源を使用し、従来のキセノン光源に必要な光源コードが不要となるため軽く操作性に優れる上、細径硬性鏡
などの小型化も期待される。さらに蛍光観察も可能であるため将来的には胎盤や腫瘍組織、中枢神経系などの観察
や治療に対する応用を目指している。
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13．�office�gynecology におけるマイクロ波子宮内膜アブレーションによる粘膜下筋
腫の日帰り治療の検討

○津田　　晃
山王レディースクリニック　産婦人科

【目的】マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）と経頸管的マイクロ波筋腫融解術（TCMM；transcervical 

microwave myolysis）が粘膜下筋腫による過多月経に対して、office gynecology における日帰り治療として可能

かどうか、またその有用性について検討した。【方法】当院でマイクロ波治療を受けた粘膜下筋腫 99 症例 ( 平均

年齢 45.3 歳 ) を対象に検討した。粘膜下筋腫の最大径が 3cm 未満には MEA で治療し、3cm 以上の場合には MEA

に TCMM を併用して治療した。TCMM は先端を円錐形に加工した子宮用サウンディングアプリケーターを使用し、

超音波ガイド下に 1 回 70W 50 秒の条件で子宮内膜・筋層・筋腫核を焼灼した。TCMM 施行に際しては患者の同

意を文書で得て行った。麻酔は NLA 変法を行い、全例日帰り手術で行った。【結果】平均手術時間は、20.0 分で

あった。術後 3 ヶ月での月経量が 1/5 以下に減少した著効例は 83 例（83.9％）であった。また満足度（VAS 満

点 10）は平均 9.5 であった。【結論】3cm 未満の粘膜下筋腫には MEA 単独で十分な効果が得られるが、3cm 以上

の粘膜下筋腫に対しても TCMM を併用することにより短時間で充分な効果が得られた。TCMM を併用した MEA は、

過多月経患者の子宮摘出術の代替療法となり得ると考えられた。また粘膜下筋腫の過多月経に対する日帰り治療が

office gynecology においても可能であると考えられた。

14．子宮頸部神経内分泌腫瘍の１例

○大和田亜矢 1）、鈴木　栄子 1）、高梨子篤浩 1）、飯澤　禎之 1）、武市　和之 1）、日下部　崇 2）

１）会津中央病院　産婦人科　２）会津中央病院　病理部

【背景】子宮頸部神経内分泌腫瘍は、子宮頸癌全体の１～５％と稀であり、その中でも小細胞癌、大細胞神経内分

泌癌はともに進展スピードが早く、早期より遠隔転移をきたし予後不良とされている。当院で経験した子宮頸部

神経内分泌腫瘍について文献的考察を加えて報告する。【症例】28 歳、0 経妊 0 経産。不正性器出血を主訴に前医

を受診した際、頸部に出血を伴う 50mm 大の腫瘤が認められ、子宮頸癌が疑われたため当科紹介となった。頸部

細胞診にて class Ⅴ (SCC, 非角化型 )、頸部生検にて small cell carcinoma であり、子宮頸癌Ⅰ b2 期と診断された。

広汎子宮全摘術、骨盤リンパ節郭清を施行され、病理組織所見として免疫染色において神経内分泌マーカー陽性、

扁平上皮マーカー陰性であり、神経内分泌腫瘍 ( 大細胞神経内分泌癌 > 小細胞癌 ) pT2bN1M0, 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なかった。術後放射線治療 ( 全骨盤照射 45Gy、膣断端 10Gy) お

よび PE 療法 ( シスプラチン , エトポシド ) を 2 コース施行後退院となった。現時点で再発兆候は認めておらず経

過している。【結論】子宮頸部神経内分泌腫瘍は稀な疾患であり、標準治療は確立されていない。効果的な治療法

の確立においては今後も検討が必要である。

― 50 ―



15．孤立性に肝転移をきたした子宮頸癌再発の症例

○小林　麻美
弘前大学医学部　産婦人科

　子宮頸癌肝転移は、局所病巣のコントロールが不良の場合や肝外に多発転移が存在する場合に認めることが多

く、孤発転移病巣を認めることは稀である。子宮頸癌術後に肝臓孤発転移をきたし外科的切除を施行した症例を経

験したので報告する。症例は 47 歳、未経妊。不正性器出血を主訴に前医を受診。子宮頸癌の診断で当院を紹介さ

れた。子宮腟部に円蓋部まで及ぶ 4cm 超の腫瘍を認め、腫瘍の生検組織は扁平上皮癌であり、血清 SCC 値は 2.0ng/

ml であった。子宮傍結合織への浸潤はなく、子宮頸癌Ⅱ A2 期と診断。骨盤 MRI 及び CT 検査で、遠隔転移や明

らかなリンパ節腫大はなし。腫瘍の縮小を図るため、動注化学療法施行後に、広汎子宮全摘術を行った。術後病理

診断では扁平上皮癌、傍結合織浸潤陰性で腟壁浸潤および脈管侵襲は陽性であり TNM 分類では pT2a2N0M0 であっ

た。後治療として化学同時放射線療法を行った。 ( 外照射 50Gy/25 分割、腔内照射 24Gy/4 分割、ネダプラチン

40mg/m2 の weekly 投与を計 6 回 )　その後外来で経過観察していた。術後 10 ヶ月に経過観察目的に施行した

CT 検査で、肝 S7 に孤発の病変が出現、PET-CT 検査でも同部位に陽性集積を認めた。子宮頸癌の転移を考え、当

院消化器外科で肝右葉切除術を施行。切除肝の病理組織検査で子宮頸癌肝転移と診断された。現在 UFT 内服中で

あり再発なく経過している。子宮頸癌術後に肝臓への孤発転移で再発し、肝部分切除を施行した症例を経験した。

肝臓における孤発転移に推奨される治療法は子宮頸がんガイドラインには記載はないが、本症例では肝部分切除を

施行し現在良好な経過を辿っており、今後の再発治療手段の一つとして有用である可能性がある。

16．子宮体癌と卵巣癌の重複癌の 1例

○千田　英之、小原　　剛、細谷地　昭、善積　　昇
岩手県立宮古病院　産婦人科

【緒言】子宮体癌と卵巣癌との同時発生は稀であり、子宮体癌の卵巣転移、卵巣癌の子宮内膜転移及び両者の重複

癌の可能性につき検討を要する。子宮体癌と卵巣癌の重複癌の 1 例を経験したので、文献的考察を加え報告する。【症

例】47 歳女性【主訴】不正性器出血【既往歴】1 妊 1 産【現病歴】1 ヶ月前からの不正性器出血を主訴に当科初診。

子宮内膜細胞診で Positive、MRI 検査で径 4 cm の右卵巣腫瘍を認めた。CT 検査では転移を示唆する所見は明らか

でなかった。腫瘍マーカー検査で CA19-9 の上昇を認め、消化管精査行うも異常所見を認めず。子宮体癌の診断で

手術目的に当科入院となった。【経過】腹式子宮全摘、両側付属器摘出、骨盤内リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節

郭清及び大網切除を行った。傍大動脈リンパ節の腫大を認め、卵巣原発の悪性腫瘍も疑われた。腹水細胞診では由

来不明の atypical cells を認めた。病理組織検査では、子宮体部では表層に限局した類内膜腺癌 G1、右卵巣腫瘍に

は低分化腺癌を認め、特殊染色では PAS 陽性顆粒を認めるも AFP 陰性であり明細胞腺癌と考えられた。摘出した

リンパ節と大網には転移を認めず。以上より子宮体癌 IA 期と卵巣癌 IIc 期の重複癌と診断した。【考察】重複癌は

全悪性腫瘍の 2.0 ～ 8.5%とまれであり、そのうち子宮内膜と卵巣の重複癌は 14%にみられるとされる。子宮体癌

と卵巣癌との重複癌の臨床進行期は I 期又は II 期が多く、累積 5 年生存率は 70%を越え、転移癌に比べ予後良好

である。【結語】子宮体癌と卵巣癌の重複癌は稀であり、転移癌とは治療法や予後が異なるため、的確な診断が肝

要である。
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17．婦人科悪性腫瘍手術患者における症候性肺血栓塞栓症のリスク因子に関する検討

○高橋可菜子、高橋　俊文、太田　　剛、倉智　博久
山形大学　産科婦人科

【目的】婦人科悪性腫瘍は静脈血栓塞栓症（VTE）のリスク因子である。リスクに応じた VTE 予防により症候性肺

血栓塞栓症（PTE）の発症率は低下傾向にあるが、死亡率は約 20%と高率である。婦人科悪性腫瘍手術における症

候性 PTE 発症のリスク因子を後方視的に検討した。【方法】対象は 2006 年 1 月から 2013 年 12 月までに当科に

て婦人科悪性腫瘍手術を行った 628 例（子宮体癌 277、卵巣癌 193、子宮頸癌 136、子宮体癌＋卵巣癌 14、その

他 8 例）。術後症候性 PTE 発症例（PTE 群）と非発症例（非 PTE 群）について、年齢、BMI、合併症の有無、手術

時間、出血量、輸血の有無、リンパ節郭清の有無、VTE 予防方法について単変量および多変量解析を行った。【成績】

症候性 PTE は 16 例（2.6%）に発症した。単変量解析の結果、年齢、BMI、リンパ節郭清の割合が非 PTE 群と比

べ PTE 群で有意に高く、VTE 予防方法は間欠的空気圧迫法（IPC）と術後抗凝固薬の併用の割合が非 PTE 群と比

べて PTE 群で有意に低かった。多変量解析の結果、年齢 60 歳以上（オッズ比 (OR)3.77, 95%信頼区間 (CI)1.34-10.6）、

BMI 25 ㎏ /㎡以上（OR 3.46, 95% CI 1.26-9.52）、リンパ節郭清（OR 9.03, 95% CI 1.87-43.7）、術後抗凝固療法

を使用しないこと（使用した場合の OR 0.22, 95% CI 0.06-0.81）が PTE 発症のリスク因子であることがわかった。

【結論】婦人科悪性腫瘍手術において、高齢、肥満、リンパ節郭清が症候性 PTE 発症のリスク因子であり、IPC と

術後抗凝固薬の併用が予防法として有用であることが示唆された。

18．流産処置 2日後に急激なDIC 傾向をきたした子宮腺筋症の１例

○西本　光男
東北大学　周産母子センター

【諸言】播種性血管内凝固 (DIC) は急激な全身状態悪化をきたし予後不良である。今回我々は流産処置から 2 日後

に全身状態が良好であるにも関わらず急激かつ著明な血液凝固系の異常を呈するも迅速な対応にて良好な転機を

得ることができた子宮腺筋症症例を経験したので文献的考察を含め報告する。【症例】39 歳、2 妊 2 産。前医に

て妊娠が確認されていたが、妊娠 11 週で自然流産となり、その翌日に不全流産に対し子宮内容除去術が施行され

た。処置 2 日後より強度の下腹痛が出現したため当院へ救急搬送となった。バイタルサイン上、特記所見は認め

られず、対症療法にて疼痛コントロールを行っていた。しかし搬送 8 時間後の血液検査所見において著明な FDP

（1200< g/dl）、D-dimer（300< g/ml）の上昇とフィブリノゲン（57 mg/dl）の低下に加え、軽度腎機能悪化お

よび血小板減少を認めた。画像診断（超音波検査、造影 CT、単純 MRI）では、新生児頭大の子宮腺筋症とその内

部のびまん性出血と塞栓性変化が疑われ、抗 DIC 療法を施行しつつ緊急で子宮全摘術を施行した。手術直後より

FDP、D-dimer、フィブリノゲン、腎機能の改善を認め、経過良好にて術後 10 日目に退院となった。病理組織標

本で子宮腺筋症間質内のびまん性出血とフィブリン血栓像を認め、子宮腺筋症による腫瘍内血栓症と診断した。【考

察】子宮腺筋症や子宮筋腫を有する症例において、感染、手術、流産、分娩を契機に急激に DIC が惹起される報告

が散見される。非常に稀ではあるが、一旦生じると予後不良となる可能性があり、厳重な管理下、迅速な治療介入

を図る必要があると考えられた。
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19．腹式単純子宮全摘術後の骨盤内感染症の一例

○田中　恵子、齋藤　彰治、藤井　　調、佐々木宏子、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

【諸言】術後の感染症は重大な合併症の一つである。今回、開腹術後に断端膿瘍を形成し敗血症に至ったが、保存

的治療が奏功した 1 例を経験したため、文献的考察を加え報告する。【症例】症例は 47 歳女性、0 経妊 0 経産であっ

た。子宮筋腫に伴う月経過多の訴えあり、腹式単純子宮全摘術を施行した。手術時間は 95 分、出血量は 391g で

あった。摘出標本は 1055g であり、病理検査にて子宮筋腫の診断であった。術後 2 日間パンスポリン ®(CTM) が

予防投与されていた。術後 2 日目より弛張熱を認めた。術後 6 日目激しい腹痛、悪寒の訴えあり、腹部全体に筋

性防御を認めた。造影 CT にて断端膿瘍、麻痺性イレウスが疑われた。腟断端部にドレーンを留置し、マキシピー

ム ®(CFPM) 点滴投与、メトロニダゾール腟錠挿入にて治療を開始した。断端膿瘍からは嫌気性菌が検出された。

術後 12 日目、断端に離解が認められ、自然排膿が期待されたためドレーンを抜去した。術後 16 日目、経過良好

のため退院となった。現在術後 4 か月であり、断端も自然閉鎖し経過良好である。【考察】子宮全摘出術後の感染

症は、子宮摘出の方法 ( 開腹、腹腔鏡下、腟式 )、手術時の全身状態 (ASA-PS)、手術時間、BMI などでリスクが異

なることが知られている。治療としてはメトロニダゾール併用が有用であるとの報告があり、本症例に関しても奏

功したと考えられた。

20．全身治療を要した子宮留膿腫の 2例

○工藤　　敬、淀川　祐紀、森　向日留、豊島　将文、佐藤　多代
岩手県立中部病院　産婦人科

【緒言】子宮留膿腫は子宮頸管の狭窄や閉塞により子宮内腔に膿汁や壊死組織が貯留する疾患である。高齢者や子

宮頸部疾患を有する女性に多く、原因は多岐にわたり症状も様々である。今回我々は全身治療を要した子宮留膿

腫の 2 例を経験したので文献的考察を加え報告する。【症例 1】82 歳、2 妊 2 産（2 回経腟分娩）。X 年某日、近

医受診し骨盤内腫瘤を指摘され当科紹介。子宮留膿腫の所見あり、造影 MRI にて子宮体癌頸部浸潤が疑われた。

Ceftriaxone（CTRX）を開始し、子宮内腔にヒスキャス ® を留置。年齢より縮小手術（腹式単純子宮全摘出・両側

付属器切除術）施行。病理は Endometrioid adenocarcinoma（grade1）FIGO 分類 Stage Ⅱ。追加治療は行わず外

来経過観察とし再発・転移の所見はない。【症例 2】82 歳、妊娠分娩歴不明。X 年某日、腹痛あり近医受診し腹膜

炎疑われ当院紹介。Piperacillin/Tazobactam（PIPC/TAZ）を開始し、消化管穿孔による汎発性腹膜炎を否定でき

ず緊急手術。消化管に異常所見なく子宮留膿腫破裂による汎発性腹膜炎が疑われ腹式単純子宮全摘術・両側付属器

切除術施行。腹腔内膿汁の培養からは E.coli が検出され、病理上は悪性の所見なし。術後経過良好であり終診。【考

察】症例 1 は子宮体癌頸部浸潤に伴う子宮頸管狭窄から子宮留膿腫を来した。症例 2 は子宮留膿腫の進行によっ

て子宮破裂・汎発性腹膜炎を来し緊急手術となった。子宮留膿腫の原因として悪性腫瘍があり得ること、汎発性腹

膜炎の原因として子宮留膿腫があり得ることを念頭に置く必要がある。初期治療としては培養を採取した上で広域

抗菌剤を用い、原因菌が検出された時点で De-escalation を行うことが望ましい。
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21．健康診断の胸部 X線写真が発見の端緒となったMeigs 症候群

○渡辺　智之
山形県立中央病院　産婦人科

　症例は 61 歳女性。健康診断を受けたところ右胸水貯留を指摘され、当院内科を受診した。CA125 が 447.6 U/

ml と上昇していた。肺の悪性腫瘍が疑われ、胸腔穿刺が行われた。胸水は細胞診は陰性で、一般細菌および結核

菌培養も陰性であったが、比重 1.019 で蛋白 4.6 g/dl と滲出性であり、アデノシンデアミナーゼが 9.1 IU/ml と低

値であったため癌性胸膜炎も疑われ、胸腔鏡下胸膜生検が予定された。全身検索目的の CT を撮ったところ卵巣腫

瘍を指摘されたため当科に紹介された。MRI では辺縁が平滑明瞭な腫瘍で、T1 強調画像低信号で T2 強調画像で

は不均一な中等度信号であった。エストラジオールは 10 pg/ml 以下、プロゲステロンは 0.5 ng/ml またテストス

テロンは 0.25 ng/ml と低値であった。線維腫と術前診断し、Meigs 症候群による胸腹水貯留と判断した。胸腔鏡

下胸膜生検は中止され、両側付属器切除術を行った。左卵巣が新生児頭大に腫大していた。病理組織診では膠原線

維の増生を伴いながら紡錘形の腫瘍細胞が増生しており、線維腫であった。術後速やかに胸水は消失し、CA125

も正常化した。Meigs 症候群は胸水貯留を指摘されて内科を受診することがあり、原発巣不明の癌性胸膜炎と判断

されてしまい、Meigs 症候群の診断が遅れることもあるので注意が必要である。

22．13 歳女児に発症した卵管留水症による付属器捻転の 1例

○丸山　真弓、髙橋　俊文、池田　美智、五十嵐秀樹、倉智　博久
山形大学　産科婦人科学講座

【緒言】卵管留水症はクラミジア感染などの骨盤内炎症性疾患や骨盤内手術に続発することが多く、性成熟期に好

発し初経前後の思春期には稀である。思春期に卵管留水症により卵管が単独で捻転した報告は散見されるが、卵管

留水症による卵巣を伴う付属器捻転の報告は少ない。今回我々は初経直後の 13 歳女児に発症した卵管留水症が原

因と考えられる付属器捻転の 1 例を経験したので報告する。【症例】患者は 13 歳 0 ヶ月の女児。初経 12 歳 8 ヶ月。

性交歴、腹部手術の既往はなかった。3 日前からの下腹痛と発熱を主訴に当科を受診。BMI 38 kg/m2、体温 38.5

度、心拍数 117 回 / 分、血圧 121/88 mmHg。下腹部全体に圧痛を認め、腹部超音波検査で最大径 18 cm の骨盤

内腫瘤を認めた。造影 CT 検査で右卵巣動脈の血流途絶を認めたことから、骨盤内腫瘤は右卵巣由来と考えられた。

血液検査では白血球数 22,410/µl、CRP 22.95 mg/dl と高度の炎症所見を認めた。右卵巣腫瘍茎捻転および腹膜炎

の診断にて緊急開腹手術を施行した。開腹所見では、腹腔内には腹膜炎を示唆する混濁した腹水を認め、骨盤内腫

瘤は腫大した右卵管であった。腫大した卵管は正常大の卵巣とともに 540 度捻転し出血壊死の状態であり、卵巣

を含め温存は不可能と判断し右付属器摘出術を施行した。術後経過は良好で術後 8 日目に退院となった。病理検査

では右卵管の著明な拡張と出血壊死の所見を認め、卵管留水症の捻転による卵管留血症の状態であった。卵管留水

症の原因は同定できなかった。【結語】思春期の卵管留水症は稀ではあるが、急性腹症の鑑別診断として念頭にお

いて診療に当たる必要がある。
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23．付属器腫瘍茎捻転が疑われた広間膜裂孔ヘルニアの一例

○鏡　友理恵、早坂　真一、田野口孝二、上原　茂樹、岡村　州博
東北公済病院　産婦人科

【緒言】急性腹症として婦人科救急を受診する症例で代表的なものに異所性妊娠や付属器腫瘍茎捻転などがあるが、

虫垂炎など他科の疾患も鑑別に含まれる。今回我々は付属器腫瘍茎捻転を疑い緊急手術を施行したが、実際は広間

膜裂孔ヘルニアであった症例を経験したため報告する。【症例】46 歳、2 経妊 2 経産。既往歴に特記事項なし。朝

から下腹痛あり自宅安静としていたが改善しないため午後に近医受診。精査のため消化器内科へ救急搬送。CT で

子宮右側に 5cm 程度の嚢腫を認め、茎捻転疑いのため同日当科紹介となった。当科受診時下腹部全体の激痛とと

もに数回の嘔吐あり。CT と同様に経腟超音波では子宮右側に 53.5 × 32.3mm 大の 2 房性の嚢胞を認め、同部位

に一致し圧痛を認めた。子宮、左卵巣は正常。右付属器腫瘍茎捻転を疑い緊急腹腔鏡下手術を行った。子宮、両側

付属器は正常。右側の広間膜に 2-3cm 程度の裂孔を認め、腹側から Douglas 窩にかけ小腸が嵌頓し内ヘルニアを

形成していた。消化器外科へ応援を依頼し、内視鏡下に嵌頓を解除して広間膜の裂孔を縫合。下腹部に小切開をお

き、直視下に虚血の程度を確認。温存可能と判断し閉腹し手術終了。術後経過は順調で 6 日目に退院となった。【結

語】広間膜裂孔ヘルニアは非常に稀な疾患であり術前に診断された例はほとんどない。原因不明の難治性イレウス

や絞扼性イレウスとして開腹の際に診断されるものが多く、腸管切除を伴う例も少なくない。本症例は下腹部痛の

症状が強く画像所見から付属器腫瘍茎捻転を疑い発症当日に緊急手術となったが、結果的に発症から嵌頓解除まで

の時間が短くなり腸管温存が可能であったと考えられた。

24．孤発性脳転移で再発した卵巣癌の 2症例

○小島　　学、大原　美希、菅野　　潔、鈴木　　聡、古川　茂宜、渡辺　尚文、藤森　敬也
公立大学法人　福島県立医科大学　産科婦人科学講座

　卵巣癌再発時の中枢神経転移は約 2.0％とされている。今回我々は孤発性脳転移で再発した卵巣癌の 2 例を経験

したので文献的考察も含めて報告する。症例 1 は 51 歳 3 経産。卵巣漿液性腺癌 IIIc 期。他医で初回手術後（腹式

単純子宮全的摘術，両側附属器切除術，大網切除術）に、後療法として TC 療法（パクリタキセル・カルボプラチ

ン）を 3 コース施行された。その後 IDS（骨盤，傍大動脈リンパ節郭清術）を追加し、さらに TC 療法 3 コースを

行い寛解となり、以後は経過観察していた。初回手術から 2 年半後、継続する頭痛・嘔吐を自覚したため近医神経

内科を受診した。頭部 CT にて右側頭葉に約 25mm の再発を疑う結節病変、そのほかに右小脳半球や脳梁および

左前頭葉にも結節を認めた。PET では脳の他に再発を疑う集積なし。再発病巣に対しガンマナイフおよび TC 療法

5 コースにて加療した。再発から 1 年 3 か月後、前頭葉に新たな結節出現したためガンマナイフで加療した。再発

から 1 年 10 か月後、けいれん発作が出現、再発病変が増大しており追加でガンマナイフ加療した。現在も定期経

過観察中である。症例 2 は 67 歳 2 経妊 2 経産。左卵巣の Undifferentiated carcinoma、左頸部リンパ節転移あり

IV 期。付属器腫瘍切除術施行後に TC 療法を 2 コース、weeklyTC 療法を 7 コース実施し CR となった。初回手術

から 2 年 5 か月後、無症状であったが CT にて左小脳内に 12mm の結節病変を認め、PET で他部位に転移所見なく、

卵巣癌再発脳転移の診断。ガンマナイフで加療した。以後は経過観察中であるが、再発所見なく経過している。
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25．巨大脾転移を来した卵巣癌の一例

○井ケ田小緒里
国立病院機構仙台医療センター　産婦人科

　卵巣癌の脾臓転移は主に腹膜播種の様式をとるが、脾臓実質への転移は稀である。今回、我々は巨大脾腫瘍を指

摘され、精査の結果、卵巣癌の脾臓転移を疑い手術施行した一例を報告する。【症例】60 歳、3 経妊 0 経産、閉経

後。腹痛を主訴に前医を受診。CT にて脾腫瘍を指摘され、CA125 高値にて当科に紹介された。画像検査では MRI

にて明らかな卵巣病変はなく、原発脾腫瘍と考えられた。しかし、PET-CT にて脾臓の他に骨盤内集積と肝表面・

盲腸背側にも結節状集積を認め、子宮内膜細胞診にて子宮内腔に落下した腺癌由来の細胞を認めた。血液疾患によ

る巨脾を血液内科にて否定した後、卵巣癌の脾臓転移・腹膜播種もしくは脾臓原発腫瘍として脾臓摘出術の方針と

なった。手術所見では両側卵巣は正常所見で、脾臓に嚢胞性と充実性からなる多発性腫瘤を認め、成人頭大に腫大

していた。3 か所に 2㎝程度の嚢胞状腹膜播種があり、脾臓摘出術・胃部分切除・横隔膜部分切除・肝部分切除・

大網切除を行った。また、膀胱子宮窩に 2㎝大の嚢胞病変を認め、術前の子宮内膜細胞診陽性であったことから子

宮体癌の穿破の可能性も考慮し、単純子宮全摘出術・両側付属器切除術を施行した。術前に外科との綿密な連携を

行ったことにより optimal surgery が可能となった。術後病理検査で、卵巣は漿液性腺癌の所見であり、脾臓・播

種結節に関しても同様であった。免疫染色により、両組織においてエストロゲン受容体および CA125 が陽性であ

ることと、消化管由来の上皮で陽性となる CDX2 が陰性であることより女性生殖器由来の腺癌と診断された。卵巣

癌Ⅲ c 期であり、化学療法を予定している。

26．�子宮内膜転移による不正性器出血を契機に診断された卵巣原発大細胞神経内分
泌癌の 1例

○名取　徳子 1）、髙取恵里子 1）、村井　眞也 1）、葛西真由美 1）、鈴木　　博 1）、佐熊　　勉 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

　卵巣の大細胞神経内分泌癌 large cell neuroendocrine carcinoma( 以後 LCNEC) は、非常に稀で予後不良とされ

る。臨床症状は腹痛や腹部膨満感で発見されることが多い。今回我々は、不正性器出血を契機に診断された卵巣原

発 LCNEC の症例を経験したので、報告する。

　症例は 50 歳女性、乳癌術後でホルモン治療を受けていた。不正性器出血を主訴に某産婦人科を受診し、子宮内

膜細胞診で間質細胞の異常増殖と異型腺管細胞がみられたため、精査目的に当院紹介受診となった。子宮内膜細胞

診で Class Ⅴ、endometrioid adenocarcinoma、G1 が疑われたが、数回行った子宮内膜組織診では悪性所見は見ら

れなかった。MRI では、子宮下部に高信号の腫瘤を認め、左卵巣には 14㎜の腫瘤を認めた。子宮体癌の疑いで開

腹術を施行。開腹時に、左卵巣は 7㎝に腫大しており、迅速病理組織診断は carcinoma であった。子宮全摘、両付

属器切除、大網切除、骨盤内リンパ節郭清術を行った。術後病理組織学検査は、左右の卵巣及び子宮内膜に、類円

形～短紡錘形の核を示す、異型性、多形成が顕著な腫瘍細胞が見られ、車軸状構造を呈する部分も見られた。また

免疫組織化学検査では CD56 陽性、chromograninA 陽性で、LCNEC 左卵巣原発、と診断された。術後化学療法として、

TC 療法を 6 クール施行し、現在は外来経過観察中である。
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27．卵巣粘液性腫瘍に併発した、肺小細胞癌の腹膜播種・副腎転移の一例

○亀田優里菜、木藤　正彦、牧野　健一、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】転移性副腎腫瘍は、肺癌・乳癌・卵巣癌・悪性黒色腫に多い。今回我々は、術前に卵巣癌の腹膜播種・副

腎転移と鑑別が困難であった、肺小細胞癌の一例を経験したので報告する。【症例】68 歳、女性。2 経妊 2 経産。

48 歳時に子宮筋腫のため単純子宮全摘施行された。排尿困難と腹部膨満感を主訴に当院泌尿器科を受診した。胸

部から骨盤 CT にて 20cm 超の多房性卵巣腫瘍と両側副腎腫瘤、両側肺門部・両側腋窩リンパ節腫脹がみとめられ、

卵巣癌の疑いで当科に紹介された。超音波・MRI 検査では卵巣は 20cm 大の多房性粘液性腫瘍であった。消化管

および乳腺には異常がみとめられず、卵巣癌の腹膜播種・両側副腎転移・両側腋下・肺門リンパ節転移の疑いで開

腹術が施行された。開腹所見では、腹水は少量で細胞診は陰性、右卵巣は成人頭大に腫大、大網と腹壁に播種病巣

が数個みとめられた。術中迅速病理診断で右卵巣は境界悪性粘液性腫瘍、大網と腹壁の播種病巣は小細胞癌と診断

された。術中迅速免疫組織化学染色では TTF-1 は陽性であり、肺原発の小細胞癌の腹膜播種・副腎転移が考えられ、

両側付属器切除で手術を終了した。術後検査でも血清 NSE 高値、ProGPR が異常高値であり、気管支鏡が施行された。

左上葉気管支粘膜の発赤・腫脹と血管の怒張が認められ、同部の擦過細胞診で小細胞癌がみとめられた。肺原発小

細胞癌と診断され、現在、呼吸器内科にて CPT-P 療法中である。【結語】肺癌特に小細胞癌の腹膜播種は稀であるが、

本症例のように副腎転移と縦隔リンパ節腫大が認められた場合、肺癌の存在を考慮することも必要であると考えら

れた。

28．卵巣明細胞癌の化学療法中に発熱の精査で発見された血栓症の一例

○小原　　剛、千田　英之、細谷地　昭、善積　　昇
岩手県立宮古病院　産婦人科

【緒言】悪性腫瘍の経過中に，しばしば血栓症の合併を経験することがあり，特に卵巣明細胞癌に血栓症のリスク

が高いことが知られている。今回我々は発熱の精査の結果，肺動脈血栓症と大腿静脈血栓症が認められた症例を経

験したので文献的考察を行い報告する。【症例】症例は 71 歳女性。他医にて腹式両側付属器摘出術＋大網切除を

施行され，術後診断は clear cell adenocarcinoma，stage Ⅲ c(pT3cNxM0)。術後 TC 療法を 8 コース施行後，転居

のため当院でフォロー。TC 療法終了後 5 か月経過した時点で，著明な胸水貯留があり，癌性胸膜炎を伴った再発

と診断し CPT11-VP16 療法 3 コースを施行したが，38 度台の発熱と全身倦怠感を 1 週間ほど認めた。血液検査で

は WBC2,450/ μ l，CRP 6.8mg/dl と炎症反応を認める。造影 CT では，肺動脈血栓症と左大腿静脈血栓症を認め

る。精査の結果，他に感染の focus となるものは否定的であり，血栓症が発熱の原因と考えられた。ヘパリン 1 日

1 万単位の持続点滴を 29 日間施行後，解熱し全身状態も改善。CT にて血栓消失を認め，引き続きワーファリンで

の抗凝固療法を継続し，化学療法を再開し経過観察中である。【考察】不明熱の原因の一つとして，血栓症は重要

な鑑別の一つとして挙げられる。深部静脈血栓症や肺動脈血栓症を無治療のまま放置しておくと，致死的な経過と

たどる危険が極めて高いため，悪性腫瘍の経過中に不明熱を認めた場合は，積極的に血栓症を念頭に置いた精査を

行うことが肝要と考えられた。
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29．�ICSI 後受精障害症例に対し、精巣精子を用いた ICSI および精索静脈瘤治療後の
ICSI により妊娠に至った一症例

○菅沼　亮太、鈴木　　聡、奥津　美穂、大原　美希、吉田　史子、小宮ひろみ、藤森　敬也
福島県立医科大学　産科婦人科学講座

【目的】ICSI(Intracytoplasmic sperm injection) 後の完全受精障害は 1 ～ 6%の頻度とされ、対応として人為的卵

活性化法の併用や、ICSI に用いる精子の質的改善（精巣精子の使用、ICSI 前の精索静脈瘤治療など）が試みられ

ている。今回、射出精子を用いた通常 ICSI(c-ICSI) 後の反復受精障害症例に対し人為的卵活性化（Artificial oocyte 

activation：AOA）の併用を行い、次に精巣精子を用いた ICSI(T-ICSI) を行うも継続妊娠に至らず、最終的に精索静

脈瘤に対する手術療法後の c-ICSI にて継続妊娠に至った症例を経験したので報告する。【症例】妻 36 歳、夫 36 歳、

ICSI 後反復受精障害の診断で紹介され、当院にて c-ICSI（計 3 周期）、人為的卵活性化法併用 ICSI（c-ICSI+AOA：

4 周期）を施行するも反復して良好胚が得られず、T-ICSI（5 周期）を施行した。双胎妊娠に至るも自然流産とな

り、以後妊娠に至らず。次に精索静脈瘤に対する顕微鏡下左精索静脈瘤低位結紮術を選択し、術後精液所見の改善

（精子濃度 33.9 百万 /ml、運動率 27.8%）を認めた。ステップダウンは希望せず、術後 c-ICSI（1 周期）にて単胎

妊娠成立し現在妊娠継続中である。【結論】造精機能障害症例の ICSI では、射出精子と比較し精巣精子の方がより

遺伝的に安定した配偶子である可能性が示唆され、また精索静脈瘤症例では、手術療法後の精子の質的改善が報告

されている。本症例においても、それぞれの方法で ICSI 後の AOA 併用が不要となり妊娠に至ったことから精子の

機能的改善を示唆する結果と考えられた。現状の精子機能評価法では ICSI に最適な精子回収法を予測出来ないが、

臨床成績から判断し反復不成功症例に対してはより良い精子の選択を試みるべきである。

30．�電界撹拌技術を用いた、マウスおよびヒト卵子における新たな蛍光免疫染色の
試み

○白澤　弘光、富樫　嘉津恵、熊澤　由紀代、熊谷　仁、佐藤　亘、佐藤　恵美子、
寺田　幸弘

秋田大学　産婦人科

【背景】卵子に対する蛍光免疫染色は、細胞骨格および核内蛋白を明らかにする上で重要な手技である。近年、病

理標本に対して電界撹拌という新たな技術を用いて、免疫染色時の時間短縮を試みる方法が報告されている。【目

的】電界撹拌技術が、卵子に対する蛍光免疫においても応用可能であり、時間短縮および使用抗体量削減につなが

るかを検討する。【方法】卵子はマウス卵子およびヒト卵子を用いた。ヒト卵子は、患者同意および、院内倫理委

員会を得た上で、体外受精時に生じる未受精の廃棄卵を用いた。電界撹拌装置は Histo-Tek R-IHC( サクラファイン

テック ) を用いた。スライドガラス上の 15 μ l の液滴内に卵子を留置し、4-5Hz で 5 分間、1 次抗体染色、洗浄、

2 次抗体染色の過程で電界撹拌を行った。抗体は微小管の染色を目的に、1 次抗体として Anti-Acetylated tubulin

および Anti- β -tubulin を , 2 次抗体として Green Alexa fluor 488 を用いた。1 次抗体の濃度を 200-8,000 倍の間

で段階的に希釈し、電界撹拌を施行した群と、電界撹拌を施行せず静置した群の 2 群に分けて比較した。検討項目

は微小管の染色強度および、48-96 時間後の 2 度目の観察時における退色変化とした。【結果】マウス卵子、ヒト

卵子共に、電界撹拌によって卵子の明らかな形態変化は認めなかった。両群とも各濃度で微小管の観察が可能であっ

たが、低濃度の 1 次抗体では電界群でより染色強度が強く、退色変化も小さい結果となった。【考察】電界撹拌によっ

て抗原抗体反応が促進され、微小管の染色が促されたと考えられる。卵子におけるその他の蛋白に対しても応用が

可能と考えられ、蛍光免疫染色の時間短縮、抗体使用量削減につながり得る。
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31．17 α - 水酸化酵素欠損症による男性仮性半陰陽の一例

○大原　美希、小宮ひろみ、藤森　敬也
福島県立医科大学　産科婦人科学講座

【緒言】17 α - 水酸化酵素欠損症は先天性副腎皮質過形成の１種で、ステロイド合成酵素 P450cl7 の先天的な障害

により，鉱質コルチコイド過剰による高血圧と性ステロイド欠乏による性腺機能不全をきたす常染色体劣性遺伝性

疾患である。今回我々は幼少期に診断されたものの無治療で経過し、骨端線が閉鎖せず両側大腿骨頭すべり症をき

たした 17 α - 水酸化酵素欠損症による男性仮性半陰陽の一例を経験したので報告する。【症例】年齢は 21 歳、身

長 172cm、体重 102kg で、姉が同様の診断を受けている。出生時に外性器異常を認めたため精査され、染色体は

46XY で先天性副腎皮質過形成と診断された。3 歳時に精巣摘出術が行われ、術後は前医に定期通院していた。思

春期に両親へ告知やホルモン補充療法の必要性が説明された頃から通院が途絶え、以後医療機関の受診はなく経過

した。成人後、運動時に左股関節痛が出現したため近医を受診した。大腿骨頭すべり症の診断にて当院整形外科に

紹介された。固定術が施行されたが、骨端線が閉鎖していなかったことから内分泌異常が疑われ、精査目的に当院

糖尿病内分泌代謝内科に紹介となった。諸検査と既往歴から 17 α - 水酸化酵素欠損症による性ステロイド欠乏が

疑われ、加療目的に当科紹介となった。現在、エストロゲン補充療法を開始し、経過観察中である。【結語】今回

の症例では性ステロイド欠乏により骨端線が閉鎖せず両側大腿骨頭すべり症に至ったと考えられる。エストロゲン

補充療法を行うことで骨端線の閉鎖を期待しているが、今後高血圧などの症状が出現してくる可能性も考えられ、

引き続き経過を診ていく必要があると考えられる。本症例に関して文献的考察を加えて報告する。

32．�栄養補助食品ピクノジェノール３ヵ月服用で長年の子宮内膜症による月経痛が
消失した症例

○山崎　一男
平中央医院　婦人科、漢方内科

　近年増加傾向にある子宮内膜症による月経困難症は月経発来中は治らないとする論調が大勢を占めている。しか

し今回、10 数年来の子宮内膜症による月経痛を訴えて来た患者がピクノジェノール３ヵ月の服用でその疼痛が消

失した症例を経験したので報告する。　患者は 41 才の未妊婦、10 数年来の月経痛で前医を受診し子宮内膜症の

診断で酢酸ブセレリンの点鼻（スプレキュア）を４ヵ月の休薬をしながら５回、総計実に 30 ヵ月にわたり繰り返

し行ったが軽快せず、次いでリュープリン注を 6 ヵ月間受けたが改善しないので来院した。当院では栄養補助食品

フランス海岸松樹皮抽出物、フラボノイド複合体ピクノジェノールを 3 ヵ月間服用した。その結果長年続いていた

月経痛は全く消失した。ピクノジェノール服用中の 3 ヵ月の間の月経痛に対してはジクロフェナックナトリウムを

服用した。しかし 4 ヵ月以後は全く疼痛を訴えず長年の月経時の苦痛から解放された。その後再発はない。　ガイ

ドラインを越えてこそ医療の進歩がある。「医療」よりも「学理」を重んずる風潮は反省する必要がある。正に「病

気を診ずして病人を診よ」である。ピクノジェノール服用は月経痛に対し副作用もなく有効性の高い補完代替医療

である。文献では月経痛に対し 80％の有効が報告されている。月経痛に悩む婦人に光明をもたらす栄養補助食品

であると考える。
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33．稽留流産から進行流産となって治療し得たOHVIRA 症候群の一例

○冨浦　一行 1）、重藤龍比古 2）、松下　容子 2）

１）十和田市立中央病院　産婦人科　２）弘前大学　産科婦人科

　今回，重複子宮の腟閉鎖とみられた側の子宮に妊娠し、稽留流産となった OHVIRA(Obstructed hemivagina and 

ipsilateral renal anomaly) 症候群とみられる一例を経験したので報告する．　症例は 28 歳女性，未経妊，無月経

及び不正性器出血を主訴とし，他医を受診し「右卵管妊娠」と診断され当科紹介となったが，経腟 USG で「双角

子宮の右側に妊娠」と診断した．一時胎児心拍が確認されたが，1 週間後に心拍が消失していた．流産手術を試み

たが胎嚢の掻爬ができず、外来にて長期経過観察となった。心拍消失確認 25 日後に下腹部痛及び性器出血がみら

れ入院手術となった．脊椎麻酔下でピンホール状の出血点を確認し，これを拡張して腟内に下降した胎嚢を除去し，

子宮内掻爬と腟中隔切除を行った．　約 2 年前の当院救急外来受診時の CT を見直すと、右腎欠損があり，進行流

産となって初めて腟の開口部がわずかに判明した OHVIRA 症候群と診断した．

34．�瘢痕子宮に発生した筋腫の診断に 3D-CT 血管撮影が有用であったMayer-
Rokitansky-Küster-Hauser 症候群の一例

○長谷川歩美、五十嵐秀樹、山谷　日鶴、高橋　一広、倉智　博久
山形大学　産科婦人科

【背景】Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser（以下 MRKH）症候群は、Müller 管の発生異常に由来する、腟と子宮の

形成不全あるいは欠損を特徴とする先天疾患である。瘢痕子宮に平滑筋腫が発生することは非常に稀であるため、

MRKH 患者に骨盤内腫瘍を認めた場合、その術前診断は容易ではない。今回、骨盤内腫瘍を伴った MRKH 症候群

の症例に対し、術前の 3D-CT angiography により子宮筋腫と診断し、手術を施行した症例を経験したので報告する。

【症例】40 歳、未経妊。10 代に他院で MRKH 症候群の診断を受けた。急速に増大する腹部腫瘤を自覚し当院を受

診した。本症例ではやや狭小だが腟を認めたため内診が可能であり、新生児頭大の可動性不良、弾性硬の腫瘤を触

知した。超音波検査では多房性の充実性腫瘍を認めた。MRI では平滑筋腫あるいは GIST の診断であった。栄養血

管から腫瘍を鑑別する目的で 3D-CT angiography を施行した。腫瘍は主に卵巣動脈、子宮動脈から栄養されてお

り、瘢痕子宮から発生した子宮筋腫と考えられた。確定診断と症状改善のために手術が必要と判断し、大きさを考

慮して開腹手術とした。両側瘢痕子宮から発生する子宮筋腫を認め、右瘢痕子宮から発生した筋腫、左瘢痕子宮と

両側卵管を一塊に摘出した。病理組織は子宮平滑筋腫であった。【考察】MRKH 症候群に子宮筋腫を合併した症例

は 1977 年に初めて報告されて以来、計 24 例の報告がある。これらの症例の中では、16 例は超音波検査、9 例は

MRI、4 例は CT で術前診断されている。本症例のように 3D-CT angiography を施行された症例の報告はない。本

例のようなケースでは 3D-CT angiography が有用であると考えられた。
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35．経腟分娩後に卵巣動脈破裂をきたし大量出血した１症例

○野村　真司、吉田　史子、経塚　　標、鈴木　　聡、安田　　俊、野村　泰久、藤森　敬也
公立大学法人福島県立医科大学　産科婦人科学講座

[ 背景 ] 妊娠中はホルモン動態の変化、組織的変化、生理的変化が動脈瘤形成の誘引となり大量出血の原因となる

ことがある。またさまざまな原因で分娩時に大量出血を来たし、産科的 DIC をきたした場合にはその原因の検索と

ともに止血および補充療法など急速な対応が必要となる。今回我々は当院において経腟分娩を機に卵巣動脈からの

大量出血を来たし、開腹止血術を必要とした症例を経験したので報告する。[ 症例 ]38 歳４経妊３経産（３回の経

腟分娩）。妊娠３６週６日に陣痛が始まり分娩が進行、2568g の児を娩出後にショック状態を呈したために当科救

急搬送となった。血圧低下、重症貧血、凝固系の異常を認め DIC と診断された。同時に造影 CT にて卵巣血管破裂、

深部静脈血栓症の所見のため下大静脈フィルター留置後に開腹止血術が施行された。術後経過は良好にて術後１６

日目に退院となった。[ 結論 ] 今回我々は、産後の卵巣動脈破裂という稀な疾患を経験した。産褥出血の鑑別とし

て重要であると考えられた。

36．産褥七日目に多量出血をきたした子宮仮性動脈瘤の一例

○山内　愛紗 1）、葛西剛一郎 1）、石原　佳奈 1）、葛西亜希子 1）、高橋　秀身 1）、篠原　　敦 2）

１）大館市立総合病院　産婦人科　２）清明会　鳴海病院　放射線科

　 分 娩 後 24 時 間 ～ 12 週 間 以 内 に 発 生 す る 産 後 出 血 を 2 次 性 産 後 出 血（ 以 下 secondary PPH） と 言 う。

secondaryPPH は致死的大出血を呈することもあるため、速やかな原因検索が重要である。今回我々は子宮仮性動

脈瘤が原因で secondaryPPH をきたした１症例を経験したので報告する。症例は 3 妊 1 産の 25 歳女性。妊娠 39

週 4 日 3576g の女児を自然分娩し、産褥 5 日目に退院となった。産褥 7 日目に突然 10cm 大の血腫が排出された

として当科受診。子宮内に大量の血液貯留を認め、産後出血として緊急入院となった。子宮内に明らかな胎盤遺残

認めず、子宮復古不全としてオキシトシンの持続静注を開始し、速やかに出血量は減少した。オキシトシンを中止

すると再び出血量が増加したため超音波検査を再検。カラードップラー検査を施行すると、子宮前壁から内腔へ達

する血流が認められ、血管異常が産後出血の原因と疑った。CT では子宮動脈の分枝からの造影剤漏出が認められた。

そこで血管造影を行ったところ、右子宮動脈下行枝の分枝の先端に子宮仮性動脈瘤の形成が認められ、ゼルフォー

ムで塞栓を行った。塞栓翌日のカラードップラー検査にて血流の消失を確認し、経過良好で退院となった。子宮仮

性動脈瘤は超音波検査では一見胎盤遺残のようにみえることもある。胎盤遺残として子宮内容除去を行うと、致死

的大出血をきたすことがあるため、注意が必要である。よって２次性産後出血の場合、血管異常の可能性を念頭に

置き、カラードップラー検査を行うことが重要と考える。
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37．常位胎盤早期剥離による播種性血管内凝固症候群、腎不全を来した症例

○平岩　　幹 1）、冨田　重博 1）、大関　健治 1）、金　　彰午 1）、鈴木　浩一 2）、神本　昌宗 2）

１）竹田綜合病院　産婦人科　２）竹田綜合病院　内科

　常位胎盤早期剥離後に播種性血管内症候群 (DIC)、腎不全を合併した症例を経験したので報告する。【症例】30

歳、0 経妊 0 経産。妊娠 30 週 6 日、下腹部痛を主訴に当院を受診した。胎児心拍が無く子宮内胎児死亡と診断さ

れた。母体腹部は板状硬を呈し、超音波にて胎盤は明らかに肥厚し、胎盤後血腫も伴っていた。常位胎盤早期剥離

と診断され、緊急帝王切開術が施行された。術中出血量は 1490ml( 羊水込 ) 程度であったが、術後貧血と血小板

低下が進行し、直ちに輸血と抗 DIC 療法が開始されたが、第 2 病日に腹壁下に巨大血腫が確認され、全身麻酔下

で血腫除去術が施行された。その後、出血傾向は改善されたが、乏尿の状態が続き、BUN と Cre 上昇は日々悪化

した。急性腎不全の診断にて、第 3 病日より持続血液透析濾過 (CHDF) が開始された。徐々に全身状態は改善し、

第 15 病日でも人工透析は離脱できていないが、利尿剤を併用しながら尿量も増加傾向を示してきている。【考察】

本症例は常位胎盤早期剥離が trigger となり DIC が誘発され、出血多量による hypovolemia と DIC による臓器障害

が急性腎不全を引き起こしたと考えられる。また、急性腎不全時の CHDF による除水は非常に効果的であり、浮腫

の改善など患者の QOL を向上させたのは明らかであった。【結語】産科 DIC は時々遭遇する疾患であるが、急性腎

不全の発症は常に念頭に置くべきであり、その早期診断や早期透析導入は重要であると考えられる。

38．双胎分娩における出血量と自己血輸血の必要性に関する検討

○尾野　夏紀、畠山　佑子、細谷　直子、真田　広行
秋田赤十字病院　産科

【目的】双胎分娩において分娩方法別に出血量と出血量に関連する因子，自己血輸血の必要性について検討するこ

と．【方法】2009 年 1 月から 2013 年 12 月までに当院で管理した双胎分娩を対象とし，経腟分娩と帝王切開で分

娩時出血量と種々の因子との関連について検討した．さらに，帝王切開群において自己血輸血施行の有無で Hb 値

を比較検討した．【結果】症例は 133 例で，うち経腟分娩 94 例，帝王切開 39 例であった．出血量の平均値，90

パーセンタイル値は，経腟分娩群 733 ± 487ml，1285ml，帝王切開群 1693 ± 862ml，2883ml であった．出

血量と相関があった因子は両群ともに，分娩歴のみで，経腟分娩群では 855 ± 547ml vs 546 ± 255ml で初産が，

帝王切開群は 1496 ± 664ml vs 2137 ± 1102ml で経産の方が有意に出血量が多かった（P<0.05）．経腟分娩群

で同種血輸血が 1 例に行われ，帝王切開群では，同種血輸血はなく，18 例に自己血輸血を施行し，うち 17 例に

400ml，1 例に 800ml の自己血返血が施行された．自己血輸血施行群と未施行群で，術後 1 日目の Hb 値 (mg/dl) 

は 11.3 ± 1.4 vs 10.5 ± 1.4 と差がないものの，術後 5 日目には 10.6 ± 1.3 vs 9.6 ± 1.3 と有意差（P<0.05）を

認めた．【結論】双胎分娩においては，経腟分娩では初産婦で出血量が多く，帝王切開では経妊婦で出血量が多かっ

た．経腟分娩予定では自己血輸血の必要性はないが，帝王切開予定では 400ml の自己血輸血が妥当と考えられた．
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39．�分娩時の母体血・臍帯血分析から見た周産期の鉄動態におけるhepcidinの役割ー
第１報

○西島　光茂
医療法人　緑生会　西島産婦人科医院　産婦人科

【背景】周産期医学において鉄は鉄欠乏性貧血とともに栄養素としての認識が強いが鉄は数多くの機能を担ってお

り生体として必要不可欠な微量元素である．【目的】分娩時の母体静脈血 (MV) と臍帯静脈血 (UV) 中の hepcidin

と血清鉄と関連物質を測定し各血中、胎盤を介しての相関等を検討する。【方法】正期産・経膣自然分娩で児娩出

直後に臍帯血を採取しほぼ同じ時間に母体からも採血した ( n=62)。検査項目は hepcidin( LC-MS/MS )(hep), 血清

鉄、トランスフェリン (Tf)、フェリチン、エリスロポイエチン (EPO)、IL-6,CBC, 網赤血球 (Ret)、ガス分析値 (UV)、

出生体重、胎盤重量である。統計処理は Wilcoxon signed-rank test, Spearman’s correlation を用いた。【結果】MV

では hep は血清鉄とフェリチンと正の有意な相関を示し EPO とは負の相関を示した。EPO は IL-6 と正の、血清鉄

と負の相関を示した。フェリチンは血清鉄と Ret とで正の有意な相関を示した。UV では hep はフェリチンと正の

有意な相関を示し、血清鉄とは負の相関を示した．EPO は Ret と正の、血清鉄とは負の相関を示した。フェリチン

は Tf と負の相関、血清鉄は Ret と負の相関を示した。MV と UV の関係では、hep は UV( 50.6ng/ml) で MV( 8.3ng/

ml) より有意に高値であった。血清鉄とフェリチンは MV で低く、Tf は MV で高値だった．母児相関：血清鉄と

Tf は MV と UV で正の相関を示したがフェリチン、EPO, hep に相関は無かった．【結論】分娩時の鉄代謝の母児相

関は血清鉄とトランスフェリンを通じて行われている。hep は胎児側が高値で重要な役割をしているが、母体側と

胎児側で血清鉄との相関関係が逆である事についてはより詳細な検討が必要と考えられた．

40．新生児交換輸血を要した Rh式血液型抗G抗体陽性の血液型不適合妊娠の一例

○菅原　多恵、三浦　広志、三浦　康子、佐藤　　恵、佐藤　　朗、寺田　幸弘
秋田大学　産婦人科

　Rh 式血液型における抗 G 抗体とは、D 抗原・C 抗原双方に反応性を有する不規則抗体である。臨床的には胎児・

新生児の溶血性貧血、黄疸の報告も散見される。今回我々は抗 D 抗体陽性妊婦の管理中に抗 G 抗体陽性が判明し

た Rh 式血液型不適合妊娠の一例を経験したので報告する。症例は 27 歳、5 経妊 1 経産で B 型 Rh 式血液型 D 抗

原陰性 (ccdEE)。前回妊娠時、抗 D 抗体陽性を指摘され、妊娠後期には抗体価 128 倍まで上昇した。児は新生児

黄疸を発症し光線療法を行った。今回妊娠は、初期スクリーニングで抗 C・抗 D 抗体を指摘された。抗体価は初期

32 倍であったが徐々に増加し、妊娠 34 週には 2048 倍まで上昇し、その時点で抗 D・抗 G 抗体と判明した。胎

児の中大脳動脈血流速度は漸増し、妊娠 36 週で中～高度胎児貧血が疑われたため分娩誘発を行った。分娩時、母

体の適合血と児の交換輸血用の調整血を準備し、37 週 0 日に自然分娩した。児は 2675 ｇ、Apgar score 1 分値 8

点、5 分値 9 点、O 型 RhD 抗原陽性 (cCDEe)、直接クームス強陽性であった。出生時 Hb14.8g/dl、総 Bil 5.3mg/

dl、U-Bil 0.08 μ g/dl であったが、前児の経過等から早発黄疸の可能性が高く、出生直後から光線療法を施行した。

生後 36 時間で U-Bil 1.03 μ g/dl と著増加したため交換輸血を行った。日齢 7 日まで光線療法を行い、日齢 15 日

で退院した。抗 G 抗体の検査は、ccDEE 血球、Ccdee 血球を用いた二重吸着解離試験が必要となり煩雑ではあるが、

抗 D 抗体・抗 C 抗体陽性の妊婦には抗 G 抗体に対する精査を考慮しなければならない。
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41．�糖尿病が見逃されたまま不妊治療が開始されてMD双胎となり、一児多発奇形・
一児 IUFD となった症例

○横山美奈子 1）、水沼　槙人 1）、千葉　仁美 1）、湯澤　　映 1）、田中　幹二 1）、水沼　英樹 1）、
樋口　　毅 2）

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】糖尿病合併妊娠は胎児の先天異常や胎児死亡の発生率が非糖尿病群と比較して有意に高い。今回、我々は
糖尿病が見逃されたまま不妊治療が開始され、一絨毛性二羊膜性 (MD) 双胎となり、一児多発奇形・一児 IUFD と
なった一例を経験したので報告する。【症例】37 歳、1 妊 0 産。挙児希望で関西地方の不妊治療専門病院を受診した。
受診後種々の不妊スクリーニング検査が行われ、初診より 9 ヶ月後に体外受精・胚移植にて妊娠が成立した。MD
双胎となったが、夫の転勤に伴い妊娠 11 週で当院初診となった。12 週の妊婦健診で随時血糖が 193 mg/dl であっ
た。前医での検査結果を確認した所、初回検査時の随時血糖 345 mg/dl が見逃されたまま不妊治療が開始された
ことが判明した。12 週時の HbA1c も 10.7％と著明に高値であり当科初診時より明らかな discordancy も認めら
れたことから、胎児異常の可能性が高いことを説明したが、妊娠継続を希望されたため糖尿病合併妊娠としてイン
スリン療法を開始した。両児とも FGR で、妊娠 24 週、極端な FGR を呈していた児の IUFD が確認されたが、その
まま妊娠継続の方針となった。さらに生存児にも心室中隔欠損（VSD）が確認された。妊娠 36 週、切迫早産で入
院中に胎児機能不全が出現し緊急帝王切開術が施行された。児は体重 2068g の女児で、Ap.7/9 であった。左内反足、
腰椎低形成、VSD が認められた。IUFD 児は体重 155g であった。【結語】糖尿病を見逃したまま不妊治療を開始し、
一児多発奇形・一児 IUFD となった症例を経験した。検査を行ったにもかかわらず結果を確認せずに見逃すことは
誰にも起こり得るエラーかもしれないが、残念な結果を招いてしまった。他山の石とすべき症例であろう。

42．Beckwith-Wiedemann 症候群 (BWS) と診断された胎児過成長の 1例

○田中　昌代 1）、大和田真人 1）、鈴木　和夫 1）、鈴木　博志 1）、柏原　祥曜 2）、及川　智子 2）、
酒井　信子 2）、佐藤　知子 2）

１）寿泉堂綜合病院　産婦人科　２）寿泉堂綜合病院　小児科

【はじめに】今回，胎児超音波検査で推定体重が +3.0SD ～ +4.0SD の胎児過成長を認め，出生後に BWS と診断さ

れた症例を経験したので報告する．【症例】40 歳，2 経妊 2 経産，O 型 Rh(-)．第 1 子は 7 カ月で死産 ( 原因不明 )．

第 2 子は 3480g，男児，40w で帝王切開（分娩停止）で出生し，明らかな異常を認めていない．今回の妊娠は， 

週数は CRL より補正し，初期より当科にて妊婦健診施行．妊娠 15 週時に 75gOGTT 施行し正常型．本人の希望で

羊水検査を施行し，46，inv(9)(p12q13) の正常変異．妊娠 17 週時より過成長傾向を認めており，妊娠 24 週時に

は BPD，FTA，FL すべて +3.0~+4.0SD であった．妊娠 25 週時に再度の 75gOGTT および胎児超音波スクリーニン

グ検査を施行し，異常は認めなかった．羊水量は正常範囲内で経過し，妊娠 29 週時より管理入院，子宮収縮コン

トロール不良のため妊娠 35 週 3 日で帝王切開を施行．児は 3530g，男児，Ap7/9，TTN のため小児科管理となっ

た．出生後に巨舌，耳垂の線状溝 ，腹直筋離解，低血糖を認め臨床的に BWS と診断された．現在遺伝子検査中で

ある．【考察】胎児過成長を認めた場合，母体糖尿病が除外された場合には，その高い頻度からも BWS も念頭に置

くべきと思われる．臍帯ヘルニアを認めれば診断は容易であるが，不全型においては出生前診断は困難である．出

生後は，精神運動発達遅延の原因ともなる低血糖が起こらないよう注意しなければならない．15%が常染色体優性

遺伝を示すため，遺伝カウンセリングも必要である．
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43．�先天性横隔膜ヘルニアのため救命し得なかった Simpson-Golabi-Behmel 症候群
と考えられた一例

○小野寺洋平、加藤　　彩、柴田　悟史、松井　俊彦
山本組合総合病院　産婦人科

【緒言】Simpson-Golabi-Behmel 症候群 (SGBS) は X 染色体連鎖性の遺伝疾患であり , 過成長 , 巨舌 , 心奇形 , 先天性

横隔膜ヘルニア , 精神発達遅滞などを来す症候群である . 今回我々は , 出生後に横隔膜ヘルニアによる呼吸状態の

悪化のため新生児死亡となった SGBS を疑う 1 症例を経験したので報告する . 【症例】28 歳 , 0 経妊 0 経産 , 身長

171cm, 避妊時体重 64kg. 妊娠 30 週で切迫早産の診断で当院に紹介された . 初診時に子宮頸管長短縮の他 , HFD

と羊水過多を指摘された . 切迫早産の管理のため , 塩酸リトドリン点滴加療を開始された . 入院後の超音波検査で , 

肝・腎腫大を指摘された . 妊娠 36 週 2 日に前期破水を来し , 分娩に至った . 児は 3094g, Apgar score 6/8 であっ

た . 巨舌を認めた . 出生後より陥没呼吸がみられたため気管挿管を施行したが , 呼吸状態は不良であった . 胸部 X

線写真で右横隔膜ヘルニアを認めた . 児は高次医療施設への搬送準備中に呼吸状態の増悪を来たし , 出生から 4 時

間 45 分後に死亡を確認された . 後に患者の弟に , 高身長 , 巨舌 , 臍帯ヘルニア , 軽度精神発達遅滞の既往があるこ

とが判明した . 以上より , 本症例の原因疾患が SGBS であることが強く疑われた . 【結語】胎児期に過成長を来す疾

患は SGBS の他に Beckwith-Wiedemann 症候群などが挙げられ , いずれも慎重に経過観察する必要がある . SGBS で

は先天性横隔膜ヘルニアを合併することがあり , 胎児超音波所見には留意しなければならない . 必要があれば , 胎

児 MRI などの積極的な画像評価を行うべきだと考えられた . 

44．先天梅毒の一例

○藤峯　絢子、太田　恭子、齋藤　美帆、中里　浩樹、鈴木　久也、武山　陽一、谷川原真吾
仙台赤十字病院　産婦人科

【緒言】先天梅毒は本邦において 2009 年 1 月～ 2013 年 2 月までで 16 例報告され，年間 5 例前後の発生数であ

り，近年稀だが重要な母子感染症の一疾患である．今回未治療で経過した先天梅毒の一例を経験した．【症例】22

歳，1 経妊 0 経産．既往歴なし．職業は看護師．前医で妊婦健診を施行中であった．妊娠 30 週 2 日，朝から性

器出血と腰痛が継続し前医を受診，遅発一過性徐脈を認め当院に母体搬送された．入院時の胎児超音波検査で著

明な肝腫大，腹囲拡大を認めた．胎動の減弱，胎児心拍陣痛モニターでの基線細変動減少，高度遅発一過性徐脈

を認め胎児機能不全と診断し，術前検査の結果を待たず全身麻酔下で緊急帝王切開を施行．1,715g，女児を娩出，

UApH7.109，BE-12.9，Apgar 1 分値 1 点，3 分値 3 点，5 分値 5 点（2 分挿管）であった．術中，母体血で RPR

陽性，TPHA 陽性が判明，前医に確認し初期検査の梅毒陽性が確認された．術後，追加検査で FTA-ABS 陽性であり，

母体は無症候性第 2 期梅毒と診断され 8 週間のアンピシリン内服療法を開始した．出生児は RPR 陽性，TPHA 陽

性であり，特徴的な水疱性皮疹，肝腫大，貧血，血小板減少が認められ先天梅毒と診断された．【結語】無症候性

梅毒感染症の母体より出生し，先天梅毒と診断された一例を経験した．梅毒は通常妊婦健診の健診項目に含まれて

おり，先天梅毒は妊娠中に早期診断・治療をすることで発生を防ぎうる疾患である．本邦における梅毒感染者数は

2003 年最小となって以降増加傾向であり，今後梅毒スクリーニング検査の重要性は増加すると考えられる．本症

例を通じ，妊婦健診の重要性と，飛び込み分娩等で十分なスクリーニングが実施されていない場合のリスクを再認

識した．
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共催企業

招 請 講 演：ジョンソン ･エンド ･ジョンソン株式会社
	 科研製薬株式会社

教 育 講 演：Gene	Tech 株式会社

教 育 セ ミ ナ ー：富士製薬工業株式会社
	 株式会社ツムラ
	 フェリング・ファーマ株式会社
	 GEヘルスケア・ジャパン株式会社

展示出展企業

アトムメディカル株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
タカラベルモント株式会社
ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社
サムスン電子ジャパン株式会社
トーイツ株式会社

広告掲載企業

あすか製薬株式会社
科研製薬株式会社
協和発酵キリン株式会社
サンセイ医機株式会社
株式会社シバタインテック
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	メディカル	カンパニー	エチコン	サージカルケア事業部
有限会社　新興光器製作所
大鵬薬品工業株式会社
武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ツムラ
株式会社　東機貿
トーイツ株式会社
一般社団法人	日本血液製剤機構
ビーンスターク・スノー株式会社
フェリング・ファーマ株式会社
富士製薬工業株式会社
ＣＳＬベーリング株式会社
株式会社	明治
持田製薬株式会社
森永乳業株式会社
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