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■会　期：平成26年 9月27日（土）・28日（日）

■会　場：ホテル金沢
（金沢市堀川新町 1番 1号　TEL　076－223－1111）

金沢市アートホール
（金沢市本町 2丁目15番 1 号　TEL　076－224－1660）

会　長　　牧野田　知
（金沢医科大学医学部産科婦人科学講座　主任教授）

事務局　　金沢医科大学医学部産科婦人科学講座
〒920－0293 石川県河北郡内灘町大学1－1
TEL 076－218－8143　FAX 076－286－2629
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　北海道・東北・北陸の産婦人科医が一同に会する北日本産科婦人科学会の第62回学術集

会を来る 9月27日（土）・28日（日）の両日に金沢市において開催させていただきます。この

ような機会を与えられましたことを、金沢医科大学産科婦人科学教室員一同とともに大変

光栄に存じております。

　私自身にとりましてこの学会を主催させていただくのは、第48回学術集会以来14年ぶり

となります。北日本の14大学をめぐって再び本学の担当となりましたことに、月日の経つ

のは早いものと痛感する次第です。前回の際は着任早々でもあり、初めて主催する広域な

学会に教室員共々総力を挙げて準備したことが懐かしく思い出されます。その後 3件ほど

の全国学会を担当させていただき、今回はある程度余裕を持って望むことができるのでは

ないかと思っておりますが、どうなることでしょうか。

　この14年の間に金沢も大きく変わりました。総仕上げとなる北陸新幹線の開業は本学会

には間に合わず来年 3月になりますが、駅や駅前広場などは既に完成しており、特に駅東

口の鼓門は伝統と文化の街・金沢を象徴する代表的な建造物といえましょう。新幹線が開

通すれば、特に東北地区の先生には大変便利になるのですが、いいかえれば不便な思いを

して金沢に来る機会は今回が最後であり、古き良き思い出になりますのでぜひ数多くの先

生の参加をお待ちしております。

　秋の金沢は兼六園などを見て回るには絶好の季節だと思います。学会の前後には北陸の

各地を旅して英気を養っていただき、我が国の産科婦人科学のさらなる発展に寄与してい

ただけることを期待しております。

平成26年 9 月

ご　挨　拶

第62回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会
会　長　牧野田　知
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第62回北日本産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内

●会　期
平成26年9月27日（土）・28日（日）

●会　場
ホテル金沢
〒920－0849　金沢市堀川新町 1番 1号　TEL：076－223－1111
金沢市アートホール
〒920－0853　金沢市本町 2丁目15番 1 号　TEL：076－224－1660

第 1 会 場　　　ホテル金沢　　 2階　　ダイヤモンドＡ
第 2 会 場　　　ホテル金沢　　 2階　　ダイヤモンドＢ
第 3 会 場　　　ホテル金沢　　 2階　　ダイヤモンドＣ
第 4 会 場　　　金沢市アートホール
総懇親会会場　　　ホテル金沢　　 2階　　ダイヤモンド

●北日本産科婦人科学会役員会
日時：平成26年 9 月27日（土）　　8：00～8：50
会場：ホテル金沢　　4階　エメラルドＢ

●北日本産科婦人科学会総会
日時：平成26年 9 月27日（土）　　13：10～13：30
会場：ホテル金沢　　2階　ダイヤモンドＡ

●総懇親会
日時：平成26年 9 月27日（土）　　17：20開宴
会場：ホテル金沢　　2階　ダイヤモンド

●参加登録受付
第 1日目　 9月27日（土）　8：00から17：00まで
第 2日目　 9月28日（日）　8：00から12：00まで

●参加費
学術講演会（総懇親会費を含む） 12,000円
　※初期研修医・学生の学術講演会及び総懇親会への参加は無料です。
　※研修医・学生受付でお申し出ください。
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●参加者へのお願い
　　　・事前登録制ではありません。当日総合受付で参加登録をお願い致します。
　　　・会場では学会参加証を着用してください。

●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にて待機して

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．演者の方々へのお願い
（ 1） 一般演題は 1演題 8分（口演時間 6分、討論時間 2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。

ビデオは使用できませんので、ご注意ください。
（ 3） 当日はPC受付を設けております。発表データ収録メディア（USBメモリま

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

（ 4） 会場で準備いたしますPCはWindows7　32bit　Offi  ce2010になります。
　Power PointのバージョンはPP2010、PP2007、PP2003を用意しておりま
す。それ以外のバージョンで発表データを作成した場合、段ズレ等、発表
データに不都合が生じる原因になりますので、上記以外のバージョンでの作
成はご遠慮ください。PC受付のパソコンは台数が限られておりますので、
長時間データ修正はご遠慮願います。データ修正等は事前に済ませてから会
場へお越しくださいますようお願い致します。

（ 5） 演者は発表開始10分前までに会場内次演者席へご着席ください。
（ 6） 発表の際、演台の上にマウスとキーボードをご用意しておりますので、発表

者自身でスライド操作を行なってください。

【データ持参の場合】
（ 1） 発表データはWindows版のPower Point（Offi  ce2003～）使用が可能です。

ただしMacの場合、または動画ファイルをご使用の場合は先生ご自身のパ
ソコンでの発表をお願いしております。　その際はプロジェクター出力のため
の専用映像出力アダプター、およびAC電源アダプターも忘れずにご持参く
ださい。

（ 2） Mac版のPower Pointで作成されたデータをご持参の場合、Windows版の
Power Pointでは一部データに不都合を生じる場合がございますので、必ず
Windows版のPower Pointで試写・確認したデータをお持ちください。

（ 3）　発表データ収録にあたっては、保存ファイル名を　「演題番号（半角）＋筆頭演
者名」　としてください。
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（ 4）　フォントはOS標準のもの（MSゴシック・MS明朝等）　のみをご使用くださ
い。

（ 5） 画像の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
（ 6） 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持込の場合】
（ 1） PC持参の場合もPC受付にて試写を行なってください。
（ 2） バックアップとして必ずメディアもご持参ください。
（ 3） 画像の解像度はXGA（1024×768）でお願い致します。
（ 4） PC受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行なってください。

※PCの機種やOSによって出力設定方式が異なります。
（ 5） プロジェクターとの接続ケーブルはD-sub15ピンです。持込みのPCによっ

て専用の映像出力アダプターが必要になりますので、必ずご持参ください。
※特にVAIO、MacBookなどのPCは別途附属の映像出力アダプターが必要
な場合がございますので、くれぐれもご注意ください。

（ 6） スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。
（ 7） コンセント用電源アダプターを必ずご持参ください。
（ 8） iPadなどのタブレットPCは受付けしておりません。

３．プログラム・抄録集
会員の方は必ずご持参ください。お忘れの方には、学会当日1,000円にて販売致し
ますが、部数が限られておりますので、ご了承ください。

４．産婦人科専門医シールの発行
本学会に参加した場合、日本産科婦人科学会専門医制度研修出席証明シール並びに
日本産婦人科医会研修医参加証（シール）を交付いたしますので受付にてお受け取
りください。

●指導医講習会について
開催日時：平成26年 9 月27日（土）　　13：30～15：00
会　　場：第 4会場（金沢市アートホール）
受付は13：20から開始し、13：45に終了致します。

●優秀演題の表彰
一般演題の中から優秀演題を選びます。表彰は 9月28日（日）閉会式の時行なう予
定です。

●事務局
金沢医科大学医学部産科婦人科学講座
担当：早稲田智夫、藤田　智子
〒920－0293　石川県河北郡内灘町大学 1－ 1
TEL：076－218－8143　FAX：076－286－2629
E-mail：kitani62@kanazawa-med.ac.jp
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金沢市までのアクセス
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学会会場案内図



－ 7－

会場案内図

ポルテ金沢6F　金沢市アートホール

ホテル金沢2F
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第１日　9月27日（土）

第１会場
ホテル金沢
ダイヤモンドA

第２会場
ホテル金沢
ダイヤモンドB

第３会場
ホテル金沢
ダイヤモンドC

ホテル金沢
エメラルドB

8：00 受　付　開　始 北日本産科婦人科学会
役員会

（8：00～8：50）

8：55 開会の挨拶

9：00 一般演題　第1群　腹腔鏡下手術
（9：00～9：32）
座長：吉野　　修（富山大）

（演題番号 01～04）

一般演題　第6群　産科塞栓症
（9：00～9：40）
座長：齋藤　昌利（東北大）

（演題番号 23～27）

一般演題　第11群　画像診断
（9：00～9：40）
座長：小山　理恵（岩手医大）

（演題番号 45～49）

一般演題　第2群　婦人科手術
（9：32～10：12）
座長：渡部　　洋（東北大）

（演題番号 05～09）

一般演題　第7群　出生前診断
（9：40～10：20）
座長：加嶋　克則（新潟大）

（演題番号 28～32）

一般演題　第12群　絨毛性疾患
（9：40～10：12）
座長：五十嵐秀樹（山形大）

（演題番号 50～53）

一般演題　第3群　婦人科悪性腫瘍Ⅰ
（10：12～10：44）
座長：二神　真行（弘前大）

（演題番号 10～13）

一般演題　第8群　産科出血・救急Ⅰ
（10：20～10：52）
座長：水上　尚典（北海道大）

（演題番号 33～36）

一般演題　第13群　細胞診
（10：12～10：36）
座長：武田　真人（北海道大）

（演題番号 54～56）

一般演題　第4群　婦人科悪性腫瘍Ⅱ
（10：44～11：16）
座長：佐藤　敏治（秋田大）

（演題番号 14～17）

一般演題　第9群　産科出血・救急Ⅱ
（10：52～11：24）
座長：上田　寛人（旭川医大）

（演題番号 37～40）

一般演題　第14群　多胎妊娠
（10：36～11：00）
座長：塩崎　有宏（富山大）

（演題番号 57～59）

一般演題　第5群　子宮体癌
（11：16～11：56）
座長：市川　英俊（旭川医大）

（演題番号 18～22）

一般演題　第10群　産科出血・救急Ⅲ
（11：24～11：56）
座長：野村　泰久（福島県立医大）

（演題番号 41～44）

一般演題　第15群　生殖内分泌Ⅰ
（11：00～11：40）
座長：福井　淳史（弘前大）

（演題番号 60～64）

12：00 ランチョンセミナー1
（12：00～12：50）
座長：齋藤　　滋（富山大）
演者：藤森　敬也（福島県立医大）

共催：東亜薬品工業

ランチョンセミナー2
（12：00～12：50）
座長：藤原　　浩（金沢大）
演者：土佐眞美子（日本医大形成外科）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン

第４会場
金沢市アートホール

13：10 北日本産科婦人科学会総会
（13：10～13：30）

13：30 指導医講習会
（13：30～15：00）
座長：八重樫伸生（東北大）
演者：岩月　律子（21世紀職業財団）

15：00 特別講演１　（15：00～15：40）
座長：杉山　　徹（岩手医大）
演者：高木　弘明（金沢医大）

15：40 特別講演２　（15：40～16：20）
座長：寺田　幸弘（秋田大）
演者：田中　幹二（弘前大）

16：20 特別講演３　（16：20～17：00）
座長：笹川　寿之（金沢医大）
演者：岩﨑　雅宏（札幌医大）

ホテル金沢　ダイヤモンド
17：20 総 懇 親 会

（17：20～19：00）

学会プログラム
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学会プログラム
第２日　9月28日（日）

第１会場
ホテル金沢
ダイヤモンドA

第２会場
ホテル金沢
ダイヤモンドB

第３会場
ホテル金沢
ダイヤモンドC

ホテル金沢
エメラルドB

8：00 受　付　開　始

9：00 一般演題　第16群　子宮頸癌
（9：00～9：48）
座長：小島　淳美（岩手医大）

（演題番号 65～70）

一般演題　第20群　合併症妊娠Ⅰ
（9：00～9：40）
座長：高倉　正博（金沢大）

（演題番号 83～87）

一般演題　第24群　生殖内分泌Ⅱ
（9：00～9：48）
座長：佐藤　　亘（秋田大）

（演題番号 101～106）

一般演題　第17群　付属器悪性腫瘍Ⅰ
（9：48～10：20）
座長：渡辺　尚文（福島県立医大）

（演題番号 71～74）

一般演題　第21群　合併症妊娠Ⅱ
（9：40～10：20）
座長：寺本　瑞恵（札幌医大）

（演題番号 88～92）

一般演題　第25群　婦人科良性腫瘍Ⅰ
（9：48～10：28）
座長：郷久　晴朗（札幌医大）

（演題番号 107～111）

一般演題　第18群　付属器悪性腫瘍Ⅱ
（10：20～10：52）
座長：太田　　剛（山形大）

（演題番号 75～78）

一般演題　第22群　周産期管理Ⅰ
（10：20～10：52）
座長：品川　明子（福井大）

（演題番号 93～96）

一般演題　第26群　婦人科良性腫瘍Ⅱ
（10：28～11：00）
座長：関根　正幸（新潟大）

（演題番号 112～115）

11：00 ランチョンセミナー3
（11：00～11：50）
座長：高木　弘明（金沢医大）
演者：阪埜　浩司（慶應大）

共催：持田製薬

ランチョンセミナー4
（11：00～11：50）
座長：藤原　　浩（金沢大）
演者：永田　一郎（埼玉医大）

共催：科研製薬

12：00 一般演題　第19群　付属器悪性腫瘍Ⅲ
（12：00～12：32）
座長：中村　充宏（金沢大）

（演題番号 79～82）

一般演題　第23群　周産期管理Ⅱ
（12：00～12：32）
座長：高橋　　仁（福井大）

（演題番号 97～100）

一般演題　第27群　その他
（12：00～12：32）
座長：柴田　健雄（金沢医大）

（演題番号 116～119）

12：40 優秀演題表彰式・閉会式
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指導医講習会

特 別 講 演

第 1日　 9月27日（土）　第 4会場（金沢市アートホール）　13：30～15：00

「人材育成を担う指導者として知っておかなければいけない
　　　　　ハラスメントの正しい知識やハラスメントにならない適切な指導法」

　　　演　者：21世紀職業財団 講　師　　岩月　律子
　　　座　長：東北大 教　授　　八重樫伸生

特別講演１
第 1日　 9月27日（土）　第 4会場（金沢市アートホール）　15：00～15：40

「婦人科腫瘍におけるFDG-PET/CTを用いた良・悪性診断」

　　　演　者：金沢医大 講　師　　高木　弘明
　　　座　長：岩手医大 教　授　　杉山　　徹

特別講演２
第 1日　 9月27日（土）　第 4会場（金沢市アートホール）　15：40～16：20

「女性ヘルスケアを念頭においた周産期管理のあり方に関する一考察」

　　　演　者：弘前大 講　師　　田中　幹二
　　　座　長：秋田大 教　授　　寺田　幸弘

特別講演３

第 1日　 9月27日（土）　第 4会場（金沢市アートホール）　16：20～17：00
「卵巣癌におけるmicro-RNAを介した浸潤および抗癌剤耐性メカニズムの解析」

　　　演　者：札幌医大 講　師　　岩﨑　雅宏
　　　座　長：金沢医大 教　授　　笹川　寿之
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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　 9月27日（土）　第 1会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＡ）　12：00～12：50

「早産予防とTocolysis」

　　　演　者：福島県立医大 教　授　　藤森　敬也
　　　座　長：富山大学 教　授　　齋藤　　滋

ランチョンセミナー２
第 1日　 9月27日（土）　第 2会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＢ）　12：00～12：50

「産婦人科手術後瘢痕の予測と対応」

　　　演　者：日本医大形成外科 講　師　　土佐眞美子
　　　座　長：金沢大 教　授　　藤原　　浩

ランチョンセミナー３
第 2日　 9月28日（日）　第 1会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＡ）　11：00～11：50

「新たな視点からとらえた子宮体がん診療」

　　　演　者：慶應大 専任講師　　阪埜　浩司
　　　座　長：金沢医大 講　師　　高木　弘明

ランチョンセミナー４
第 2日　 9月28日（日）　第 2会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＢ）　11：00～11：50

「骨盤臓器脱の手術　－過去・現在・未来－」

　　　演　者：埼玉医大 教　授　　永田　一郎
　　　座　長：金沢大 教　授　　藤原　　浩
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一　般　演　題

第1日　9月27日（土）

第１会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＡ）

第１群　腹腔鏡下手術（9：00～9：32）
座長：吉野　　修（富山大）

01．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
福島県立医大1)、信州大脳神経外科2)、国立成育医療研究センター3)、
産業技術総合研究所企画本部4)、（有）新興光器製作所5)

 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)

02．当院における単孔式腹腔鏡下手術の現況　～単孔式手術と2孔式手術の比較～
福島県立医大 古川　茂宜、菅野　　潔、鈴木　　聡、大原　美希
 小島　　学、添田　　周、渡辺　尚文、藤森　敬也

03．性別適合手術としての全腹腔鏡下子宮全摘出術の検討　－低侵襲化の光と影－
札幌医大 安田紗緒里、明石　祐史、玉手　雅人、杉尾　明香
 森下　美幸、馬場　　剛、遠藤　俊明、齋藤　　豪

04．新潟県における腹腔鏡手術教育の現況　～関連病院全体で安全な手術の普及を目指して～
新潟大 磯部　真倫、安達　聡介、西野　幸治、西川　伸道
 芹川　武大、関根　正幸、加嶋　克則、榎本　隆之

第２群　婦人科手術（9：32～10：12）
座長：渡部　　洋（東北大）

05．腟原発悪性黒色腫に対する拡大手術の試み
北海道がんセンター 山崎　博之、岡元　一平、大場　洋子、見延進一郎
 首藤　聡子、藤堂　幸治、加藤　秀則

06．経腟穿刺排膿術＋嚢胞内洗浄術が著効した卵巣卵管膿瘍の一例
仙台市立病院 大山　喜子、亀田　里美、田中　宏典、田邊康次郎
 横溝　　玲、野田　隆弘、渡辺　孝紀
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07．レーザー円錐切除術の術後経過の検討
北海道大 藤井タケル、武田　真人、三田村　卓、金野　洋輔
 加藤　達矢、保坂　昌芳、渡利　英道、櫻木　範明

08．産婦人科手術患者における血中BNP値と術後合併症の関連
福井大 福田　　真、吉田　好雄

09．ダグラス窩閉塞を伴う子宮内膜症高度癒着症例で尿管はどこを走行しているか
福井県立病院 茅橋　佳代、田中　政彰、白藤　　文、倉田　和巳
 堀　　芳秋、加藤じゅん、加藤　三典、土田　　達

第３群　婦人科悪性腫瘍Ⅰ（10：12～10：44）
座長：二神　真行（弘前大）

10．子宮全摘後に後腹膜に再発した平滑筋肉腫の一例
岩手県立中央病院1)、岩手県立中央病院病理診断科2)

 名取　徳子1)、海道　善隆1)、村井　眞也1)、葛西真由美1)

 鈴木　　博1)、小野　貞英2)、八重樫　弘2)、佐熊　　勉2)

11．子宮平滑筋肉腫に対してPazopanibを使用した2例
北海道大 櫻井　愛美、加藤　達矢、稲葉　洋文、山口　正博
 嶋田　知紗、福本　　俊、渡利　英道、櫻木　範明

12．リンパ節転移再発を呈し手術・放射線化学療法を施行した卵巣原発膠芽腫の一例
札幌医大 阿部　秀悦、郷久　晴朗、岩崎　雅宏、長尾沙智子
 小川万梨絵、秋元　太志、寺本　瑞絵、齋藤　　豪

13．診断及び治療に苦慮した炎症性筋線維芽腫瘍の一例
東北大 永井　智之、新倉　　仁、徳永　英樹、永瀬　　智
 八重樫伸生

第４群　婦人科悪性腫瘍Ⅱ（10：44～11：16）
座長：佐藤　敏治（秋田大）

14．脳梗塞を契機に発見された婦人科悪性腫瘍の検討
東北大 井原　基公、永井　智之、徳永　英樹、永瀬　　智
 新倉　　仁、八重樫伸生

15．難治性癌性腹水に対するトリアムシノロンアセトニドの腹腔内投与に関する検討
新潟大 風間絵里菜、西川　伸道、山岸　葉子、関根　正幸
 芹川　武大、加嶋　克則、榎本　隆之
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16．婦人科悪性疾患による難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注療法の有用性
東北大 土岐　麻実、永井　智之、徳永　英樹、永瀬　　智
 新倉　　仁、八重樫伸生

17．化学療法による難治性悪心に対するオランザピン併用の有効性の検討
弘前大 重藤龍比古、水沼　槙人、小林　麻美、三浦　理絵
 二神　真行、横山　良仁、水沼　英樹

第５群　子宮体癌（11：16～11：56）
座長：市川　英俊（旭川医大）

18．子宮体部原発のneuroendocrine small cell carcinomaの1例
福島県立医大 遠藤　雄大、古川　茂宜、菅野　　潔、小島　　学
 鈴木　　聡、添田　　周、渡辺　尚文、藤森　敬也

19．パクリタキセルによる重症アナフィラキシーショックの一例
函館中央病院 松宮　寛子、木村　知美、川端　公輔、田沼　史恵
 片岡　宙門、藤本　俊郎

20．当科における腹腔鏡下子宮体癌手術の現況
市立函館病院 山下　　剛、宇津　裕章、金　　美善

21．腹腔鏡下子宮体がん根治術　～保険適応後の施行状況～
新潟大 安達　聡介、磯部　真倫、西野　幸治、西川　伸道
 芹川　武大、関根　正幸、加嶋　克則、榎本　隆之

22．当科における再発子宮体癌についての検討
弘前大 二神　真行、三浦　理絵、大澤　有姫、重藤龍比古
 横山　良仁、水沼　英樹
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第２会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＢ）

第６群　産科塞栓症（9：00～9：40）
座長：齋藤　昌利（東北大）

23．妊娠経過中に発症した深部静脈血栓症を契機に診断された先天性アンチトロンビン欠損症の1例
富山大1)、富山大卒後臨床研修センター2)

 川口美保子1)2)、米田　徳子1)、伊東　雅美1)、小野　洋輔1)

 伊藤　実香1)、米田　　哲1)、塩﨑　有宏1)、齋藤　　滋1)

24．先天性低アンチトロンビンⅢ血症により妊娠早期に深部静脈血栓症を発症した1例
新潟県厚生連上越総合病院 上田　遥香、岡田　潤幸、廣井　　威、相田　　浩

25．産褥期に広範型肺血栓塞栓症を発症し救命し得た1例
山形大 松川　　淳、小幡美由紀、網田　光善、高橋　一広

26．帝王切開術18時間後に発症し、人工呼吸器管理となった肺血栓塞栓症の1例
県立二戸病院1)、岩手医大2)

 苫米地英俊1)、三浦　雄吉1)、菊池　権恵1)、秋元　義弘1)

 佐藤　昌之1)、新沼　花恵2)

27．妊娠36週にDVTを発症し下大静脈フィルター設置後に帝王切開となった1例
岩手医大 村井　正俊、深川　智之、田中　詩乃、金杉　知宣
 岩動ちず子、小山　理恵、菊池　昭彦、杉山　　徹

第７群　出生前診断（9：40～10：20）
座長：加嶋　克則（新潟大）

28．横隔膜ヘルニアと仙尾部奇形腫を合併した1番染色体長腕のモザイク部分トリソミーの1症例
母恋天使病院 日高野乃子、渡利　道子、三島　　隆、中郷賢二郎
 相澤　貴之、計良　光昭、及川　　衞、吉田　　博

29．臍帯巻絡による臍帯動脈血ガス分析の変化と、新生児機転に関しての考察
北海道社会事業協会帯広病院 藤部　佑哉、黒田　敬史、新開　翔太、恐神　博行

30．妊娠後期における筋緊張性ジストロフィー合併妊娠の胎児超音波診断
福井大 高橋　　仁、西島　浩二、井上　大輔、太田加奈子
 杉田　元気、山本　　真、玉村　千代、品川　明子
 知野　陽子、福田　　真、折坂　　誠、黒川　哲司
 吉田　好雄
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31．出生前に胎内で吐血した先天性小腸閉鎖症の1例
金沢大1)、福井県立病院2) 角田　真貴1)、山崎　玲奈1)、明星　須晴1)、田中　政彰2)

 藤原　　浩1)

32．急速に胎児水腫に進行した総排泄腔遺残症の一例
旭川医大 村上　幸治、山下亜貴子、上田　寛人、吉澤明希子
 宮川　博栄、横浜　祐子、高橋　知昭、千石　一雄

第８群　産科出血・救急Ⅰ（10：20～10：52）
座長：水上　尚典（北海道大）

33．B-Lynch法トレーニングにより弛緩出血に対し迅速かつスムーズに施行し子宮温存をし得た1症例
名寄市立総合病院 岡本　修平、野澤　明美、小野　方正、水﨑　　恵
 北村　晋逸

34．分娩誘発中に発症したToxic Shock Syndromeの1例
大館市立総合病院 石原　佳奈、葛西剛一郎、山内　愛紗、葛西亜希子
 高橋　秀身

35．妊娠17週で子宮破裂を起こした前2回帝王切開既往妊婦の一例
山形大 西村　杏子、小島原敬信、渡辺　憲和、長谷川歩美
 堤　　誠司、高橋　一広

36．診断に苦慮した異所性妊娠の1例
岩手県立中部病院 湊　　敬道、高橋　聡太、淀川　裕紀、西本　光男
 佐藤　多代

第９群　産科出血・救急Ⅱ（10：52～11：24）
座長：上田　寛人（旭川医大）

37．帝王切開創部妊娠に対し手術療法を行った一例
札幌医大 長尾沙智子、岩崎　雅宏、郷久　晴朗、小川万梨絵
 阿部　秀悦、齋藤　　豪

38．帝王切開術後にSheehan症候群を発症した一例
函館中央病院 木村　知美、片岡　宙門、佐賀　絵美、松宮　寛子
 川端　公輔、田沼　史恵、藤本　俊郎

39．下腹部横切開法による帝王切開術後に生じた腹直筋鞘血腫に対して下腹壁動脈塞栓術を施行した一例
JCHO北海道病院1)、JCHO北海道病院放射線科2)

 頼近　奈奈1)、山田　　俊1)、佐々木瑞恵1)、小田　泰也1)

 小野寺康全1)、有賀　　敏1)、杉浦　　充2)
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40．既往帝王切開後の中期人工妊娠中絶後に大量出血を来たした癒着胎盤の1例
東北大 黒澤　靖大、杉山　　隆、近藤亜希子、倉片三千代
 齋藤　昌利、西郡　秀和、菅原　準一、八重樫伸生

第10群　産科出血・救急Ⅲ（11：24～11：56）
座長：野村　泰久（福島県立医大）

41．自然分娩後に骨盤内血腫を形成し、DICに陥った1例
秋田大 下田　勇輝、富樫嘉津恵、菅原　多恵、三浦　康子
 三浦　広志、佐藤　　恵、佐藤　　朗、寺田　幸弘

42．医療過疎地で発症した子宮破裂による出血性ショックに対し、ドクターヘリの出動により母体救命できた1症例
手稲渓仁会病院 長　たまき、和田真一郎、川嶋　　篤、山本　雅恵
 鈴木　幸雄、鈴木　徹平、福士　義将、藤野　敬史

43．妊娠中期に子宮表在血管の破綻が原因で腹腔内出血をおこした一症例
札幌医大 黒川　晶子、森下　美幸、杉尾　明香、明石　祐史
 馬場　　剛、石岡　伸一、遠藤　俊明、齋藤　　豪

44．癒着胎盤を疑う胎盤遺残に対し待機療法を選択した6例についての検討
山形大 渡辺　憲和、堤　　誠司、清野　　学、高橋可菜子
 小幡美由紀、吉田　隆之、高橋　一広
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第３会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＣ）

第11群　画像診断（9：00～9：40）
座長：小山　理恵（岩手医大）

45．拡散MRIを用いた平滑筋腫瘍の読影と術前評価のポイント
手稲渓仁会病院1)、手稲渓仁会病院放射線診断科2)、手稲渓仁会病院病理診断科3)

 鈴木　幸雄1)、藤野　敬史1)、和田真一郎1)、林　　正路1)

 福士　義将1)、桜井　康雄2)、篠原　敏也3)

46．子宮体癌（類内膜腺癌）におけるFDG-PET/CTによる組織分化度の予測検討
金沢医大 大阪　康宏、髙木　弘明、閨谷奈津子、牧野田　知

47．当院での附属器腫瘍の術前診断におけるFDG PET/CTの有用性についての検討
弘前大 三浦　理絵、二神　真行、重藤龍比古、横山　良仁
 水沼　英樹

48．FDG-PETによるvolume-based parameter測定は卵巣癌の予後予測に有用か
福井大1)、福井大高エネルギー医学研究センター2)

 山本　　真1)、黒川　哲司1)、辻川　哲也2)、清野　　泰2)

 岡沢　秀彦2)、吉田　好雄1)

49．婦人科腫瘍の診療におけるPET-MRIの有用性についての検討
福島県立医大 小島　　学、遠藤　雄大、大原　美希、菅野　　潔
 鈴木　　聡、古川　茂宜、渡辺　尚文、藤森　敬也

第12群　絨毛性疾患（9：40～10：12）
座長：五十嵐秀樹（山形大）

50．ETT（類上皮性トロフォブラスト腫瘍）の1例
石巻赤十字病院1)、石巻赤十字病院病理検査課2)

 久野　貴司1)、吉田　祐司1)、阿部　雄悟1)、市川さおり1)

 大槻　健郎1)、高橋　　徹2)

51．動静脈瘻との鑑別が困難であった絨毛癌
新潟大 関塚　智之、芹川　武大、安達　聡介、磯部　真倫
 関根　正幸、加嶋　克則、榎本　隆之

52．EMA/CO療法が著効した転移性絨毛癌の一例
金沢大 野村　学史、折坂　俊介、水本　泰成、藤原　　浩
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53．当科にて最近経験した絨毛癌の1例
札幌医大 松葉　諒子、寺本　瑞絵、鹿内　智史、水柿　祐子
 馬場　敦史、高橋　　円、田中　綾一、齋藤　　豪

第13群　細胞診（10：12～10：36）
座長：武田　真人（北海道大）

54．当院における異型腺細胞（atypical glandular cells ; AGC）の取り扱いについての検討
岩手医大 小見　英夫、新沼　英恵、古武　陽子、竹下　真妃
 庄子　忠宏、三浦　史晴、竹内　　聡、杉山　　徹

55．子宮頸部細胞診AGC症例の臨床病理学的検討
厚生連長岡中央綜合病院1)、新潟大2)

 森　裕太郎1)2)、加勢　宏明1)、大島彩恵子1)、市川　　希1)

 本多　啓輔1)、加藤　政美1)

56．乳がん検診　吸引細胞診（FNAC）327症例の検討
坂井市立三国病院 加藤　栄一

第14群　多胎妊娠（10：36～11：00）
座長：塩崎　有宏（富山大）

57．妊娠27週で前期破水し、2児ともセラチア敗血症を合併した二絨毛膜二羊膜双胎の1例
市立札幌病院1)、市立札幌病院新生児内科2)

 渡部佐和子1)、奥　きくお1)、平山　恵美1)、奥山　和彦1)

 晴山　仁志1)、野呂　　歩2)、中島　健夫2)

58．一絨毛二羊膜双胎の胎盤組織診にて動脈欠損と診断した症例
岩手医大1)、岩手医大臨床遺伝科2)、県立宮古病院3)

 深川　智之1)、菅　安寿子1)、田中　詩乃1)、中山　育慧1)

 羽場　　厳1)、佐々木由梨1)、金杉　知宣1)、岩動ちず子1)

 小山　理恵1)、菊池　昭彦1)、杉山　　徹1)、福島　明宗2)

 千田　英之3)、小原　　剛3)、細谷地　昭3)、善積　　昇3)

59．心疾患合併の一児を救命しえなかった二絨毛膜三羊膜品胎の一例
JA北海道厚生連旭川厚生病院1)、JA北海道厚生連旭川厚生病院小児科2)

 蔵谷美乃里1)、大石由利子1)、古田　　祐1)、北　　　香1)

 岡田　力哉1)、光部兼六郎1)、吉田　俊明1)、竹田津未生2)
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第15群　生殖内分泌Ⅰ（11：00～11：40）
座長：福井　淳史（弘前大）

60．痕跡子宮に発生した子宮筋腫の診断に3D-CT angiographyが有用であった
　　Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser症候群の一例

山形大 長谷川歩美、五十嵐秀樹、須藤　　毅、太田　　剛
 高橋　一広

61．小児期に診断された後治療を自己中断し、成人期に治療を再開した21－水酸化酵素欠損症の2症例
東北大 氷室　裕美、志賀　尚美、石橋ますみ、黒澤　大樹
 渡邉　　善、宇都宮裕貴、八重樫伸生

62．当院「内分泌外来」におけるターナー女性（TS女性）の管理に関する検討
東北大 志賀　尚美、石橋ますみ、黒澤　大樹、渡邉　　善
 宇都宮裕貴、西郡　秀和、八重樫伸生

63．女性ホルモン補充療法の長期継続例の検討
北海道大 能代　　究、武田　真人、小林由佳子、福本　　俊
 小林　範子、藤野　敬史、渡利　英道、櫻木　範明

64．クエン酸クロミフェンの子宮内膜上皮細胞におけるエストロゲン受容体αの調節メカニズム
山形大　 網田　光善、高橋　俊文、長谷川歩美、松尾　幸城
 五十嵐秀樹
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第2日　9月28日（日）

第１会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＡ）

第16群　子宮頸癌（9：00～9：48）
座長：小島　淳美（岩手医大）

65．子宮頸癌に対して手術、放射線同時化学療法施行後、経過観察中に外腸骨動脈破裂を発症した一症例
東北大 平山亜由子、徳永　英樹、城　　怜史、櫻田　尚子
 湊　　敬廣、永瀬　　智、新倉　　仁、八重樫伸生

66．診断に苦慮した子宮頸部腺癌の一例
金沢大1)、金沢市立病院2)、島根大3)

 井村　紗江1)、水本　泰成1)、折坂　俊介1)、中村　充宏1)

 高倉　正博1)、橋本　　茂2)、京　　　哲3)、藤原　　浩1)

67．子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節の検索（縮小手術から正確な病態把握へ）
北海道がんセンター 岡元　一平、山崎　博之、大場　洋子、首藤　聡子
 見延進一郎、藤堂　幸治、加藤　秀則

68．再発子宮頸癌における抗癌剤感受性とPlatinum-free Intervalとの相関
新潟大 大島彩恵子、関根　正幸、茅原　　誠、西野　幸治
 西川　伸道、芹川　武大、加嶋　克則、榎本　雅之

69．子宮頸癌における治療前neutrophil-to-lymphocyte ratio（NLR）は放射線治療の効果を予測できる
弘前大 水沼　槙人、小林　麻美、重藤龍比古、二神　真行
 横山　良仁、水沼　英樹

70．局所進行子宮頸癌に対する術前化学療法の治療効果に対する検討
北海道大 稲葉　洋文、福本　　俊、山口　正博、嶋田　知紗
 金野　陽輔、保坂　昌芳、渡利　英道、櫻木　範明

第17群　付属器悪性腫瘍Ⅰ（9：48～10：20）
座長：渡辺　尚文（福島県立医大）

71．脳転移をきたした卵巣小細胞癌の1例
山形大 榊　　宏諭、松村　創平、太田　　剛、須藤　　毅
 高橋　俊文、高橋　一広
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72．間膜内から後腹膜に発育した卵管癌の一例
岩手医大 永沢　崇幸、小島　淳美、高取恵理子、村上　一行
 杉山　　徹

73．10年経過した後に再発した卵巣原発境界悪性類内膜腺線維腫の1例
札幌医大 馬場　敦志、田中　綾一、松葉　諒子、水柿　祐子
 玉手　雅人、高橋　　円、寺本　瑞絵、齋藤　　豪

74．成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化が疑われた卵巣カルチノイド
札幌医大 鹿内　智史、玉手　雅人、馬場　敦史、倭　　　円
 明石　祐史、郷久　晴朗、寺本　瑞絵、田中　綾一
 岩崎　雅宏、齋藤　　豪

第18群　付属器悪性腫瘍Ⅱ（10：20～10：52）
座長：太田　　剛（山形大）

75．腹腔鏡下卵巣チョコレート嚢胞除去後にARTで妊娠するも帝切時に腹膜播種を認めた卵巣癌の1例
北海道大 前田　悟郎、工藤　正尊、井平　　圭、三田村　卓
 加藤　達矢、保坂　昌芳、渡利　英道、櫻木　範明

76．ジエノゲスト療法施行中に悪性化した子宮内膜症性嚢胞の一例
秋田大 佐藤　　亘、富樫嘉津恵、白澤　弘光、熊澤由紀代
 熊谷　　仁、寺田　幸弘

77．卵巣成熟嚢胞性奇形腫から発生した上皮内癌の1例
JA北海道厚生連帯広厚生病院 大原　康弘、田中　星人、齊藤　良玄、山村　満恵
 明石　大輔、森脇　征史、服部　理史、菊地　慶介

78．卵巣印環細胞癌に対し、CPT-11/TS-1が奏功した1例
岩手医大 新沼　花恵、菅　安寿子、竹下　真妃、高田　杏奈
 小見　英夫、庄子　忠宏、竹内　　聡、杉山　　徹

第19群　付属器悪性腫瘍Ⅲ（12：00～12：32）
座長：中村　充宏（金沢大）

79．当院における卵巣癌に対するベバシズマブの使用経験
三沢市立三沢病院1)、岩手医大2)

 丸山　英俊1)、加藤　顕人1)、町田真雄子1)、熊谷　晴介2)

 竹内　　聡2)、杉山　　徹2)



－ 23－

80．卵巣癌/腹膜癌に対するベバシズマブの使用経験
北海道大 山口　正博、渡利　英道、金野　陽輔、三田村　卓
 加藤　達矢、保阪　昌芳、武田　真人、櫻木　範明

81．Carbonyl reductase1の発現低下は卵巣癌の増殖を促進する
弘前大 大澤　有姫、横山　良仁、小林　麻美、重藤龍比古
 二神　真行、水沼　英樹

82．RecQL1の発現レベルは上皮性卵巣癌の予後因子となるか？
弘前大 松下　容子、横山　良仁、重藤龍比古、二神　真行
 水沼　英樹
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第２会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＢ）

第20群　合併症妊娠Ⅰ（9：00～9：40）
座長：高倉　正博（金沢大）

83．感作予防措置にも関わらず感作され今回抗D抗体高値を示すもMCA-PSV測定により健児を得られた一症例
弘前大 太田　圭一、小林　麻美、水沼　槙人、千葉　仁美
 飯野　香理、湯澤　　映、田中　幹二、水沼　英樹

84．妊娠33週で早産となった妊娠性肝内胆汁うっ滞症の1例
札幌医大1)、北見赤十字病院2)

 幅田周太朗1)、西澤　庸子1)、倉橋　克典2)、水沼　正弘2)

 郷久　晴朗1)、寺本　瑞絵1)、田中　綾一1)、岩﨑　雅宏1)

 齋藤　　豪1)

85．妊娠を契機に発症した部分的中枢性尿崩症の一例
東北公済病院 吉田　美帆、上原　茂樹、柿坂はるか、吉本　知子
 鈴木　弘二、小林　正臣、田野口浩二、岡村　州博

86．Gitelman症候群を合併した妊娠例
青森市民病院 阿部　和弘、谷口　綾亮、橋本　哲司

87．当院におけるSLE合併妊婦の検討　～慢性腎臓病の視点から～　
福島県立医大 石橋真輝帆、野村　真司、吉田　史子、経塚　　標
 安田　　俊、河村　　真、野村　泰久、藤森　敬也

第21群　合併症妊娠Ⅱ（9：40～10：20）
座長：寺本　瑞恵（札幌医大）

88．腎移植後妊娠において妊娠高血圧腎症の増悪と胎児発育停止のため妊娠を中断した1例
八戸市立市民病院 熊谷　祐作、今井　紀昭、奥原　　惟、田中　恵子
 比嘉　　健、吉田　瑶子、末永香緒里、小泉　俊光

89．妊娠19週にARB内服を中止したが無羊水症が遷延し、中期中絶が選択された一例
福井大 太田可奈子、玉村　千代、井上　大輔、高橋　　仁
 西島　浩二、折坂　　誠、黒川　哲司、吉田　好雄

90．妊娠18週に自然退縮を認め、黄体化過剰反応（hyperreactio luteinails）が疑われた一例
新潟大 君島　世理、関根　正幸、茅原　　誠、西野　幸治
 西川　伸道、芹川　武大、加嶋　克則、榎本　隆之
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91．当院で施行した子宮頸部円錐切除後の早産率について
八戸市立市民病院 田中　恵子、奥原　　惟、熊谷　祐作、比嘉　　健
 末永香緒里、小泉　俊光、曾田　剛史、今井　紀昭

92．当院における円錐切除後妊娠症例の検討
山形県立中央病院 石田　博美、安藤　　麗、渡辺　智之、齋藤　彰治
 齋藤　　彩、小篠　隆広、阿部　祐也

第22群　周産期管理Ⅰ（12：00～12：32）
座長：品川　明子（福井大）

93．IgG avidityとPCR法を用いたトキソプラズマ妊婦スクリーニングの成績　
NTT東日本札幌病院1)、神戸大2)、JCHO北海道病院3)

 西川　　鑑1)、平久　進也2)、鈴木　利理1)、斎藤　雅恵1)

 清水亜由美1)、二瓶　岳人1)、山田　　俊3)、山田　秀人2)

94．Nugent Score中間群（4－6点）においても流早産リスクが高い
富山大 副田　　翔、米田　　哲、米田　徳子、小野　洋輔
 伊藤　実香、塩﨑　有宏、齋藤　　滋

95．当院での34週未満前期破水症例に関する検討
苫小牧市立病院 定免　裕子、中川　絹子、山田　恭子、佐藤　　修
 花谷　　馨

96．Long-term TocolysisのPit Hole　
　　　　－羊水中病原微生物陰性例に対する抗菌薬投与はかえって妊娠期間を短縮する－

富山大 米田　　哲、米田　徳子、副田　　翔、小野　洋輔
 伊藤　実香、塩崎　有宏、齋藤　　滋

第23群　周産期管理Ⅱ（12：00～12：32）
座長：高橋　　仁（福井大）

97．メトロイリンテル注入量による分娩誘発効果の差異
厚生連長岡中央綜合病院1)、新潟大2)

 市川　　希1)、本多　啓輔1)、大島彩恵子1)、加勢　宏明1)

 加藤　政美1)、森　裕太郎2)

98．初産婦における妊娠41週までの陣痛発来待機が帝王切開率に与える影響
江別市立病院 朝野　拓史、西　　信也
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99．帝王切開術におけるJoel-Cohen変法とPfannenstiel法との比較
旭川医大 上田　寛人、村上　幸治、山下亜貴子、吉澤明希子
 宮川　博栄、横浜　祐子、高橋　知昭、千石　一雄

100．当院における超緊急帝王切開症例の検討
釧路赤十字病院 細川　亜美、石塚　泰也、村元　　勤、田中理恵子
 青柳有紀子、米原　利栄、東　　正樹、山口　辰美
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第３会場（ホテル金沢　ダイヤモンドＣ）

第24群　生殖内分泌Ⅱ（9：00～9：48）
座長：佐藤　　亘（秋田大）　

101．腹水貯留を伴う重症卵巣過剰刺激症候群に対して腹水濾過濃縮再静注療法が有効であった3例
新潟大1)、新潟大総合周産期母子医療センター2)

 茅原　　誠1)、松本　賢典1)、加嶋　克則1)、榎本　隆之1)

 高桑　好一2)

102．腹腔鏡を併用した卵管鏡下卵管形成術の治療成績および術後妊娠に関する予後因子の検討
山形大 五十嵐秀樹、高橋　俊文、網田　光善、堤　　誠司
 高橋　一広

103．測定の自動化を可能としたチップ型受精卵呼吸測定装置の有用性について
東北大1)、秋田大2)、山形大3)、弘前大4)、福島県立医大5)

 黒澤　大樹1)、宇都宮裕貴1)、志賀　尚美1)、寺田　幸弘2)

 高橋　俊文3)、福井　淳史4)、菅沼　亮太5)、八重樫伸生1)

104．40歳以上の初回IVF-ET症例における血中anti-Müllerian hormone （AMH）の意義に関する検討。
富山大1)、帝京大溝口病院2)、田園都市レディースクリニック3)

 吉野　　修1)、能瀬さやか1)、副田　　翔1)、西井　　修2)

 河村　寿宏3)、齋藤　　滋1)

105．末梢血中のNK細胞におけるNKp46・NKp44とRORγtの発現についての検討
弘前大1)、黒石市国民健康保険黒石病院2)

 淵之上康平1)、福井　淳史1)、鴨井　舞衣1)、船水　文乃2)

 福原　理恵1)、水沼　英樹1)

106．不育症における子宮筋腫のcine MRIによる評価
富山大 安田　一平、吉野　　修、小林　　睦、福田　香織
 島　　友子、齋藤　　滋

第25群　婦人科良性腫瘍Ⅰ（9：48～10：28）
座長：郷久　晴朗（札幌医大）

107．結節性硬化症に合併した子宮Pecoma （Perivascular epithelioid cell tumor）の一例
金沢医大 坂本　人一、高木　弘明、藤田　智子、山口　直孝
 笹川　寿之、牧野田　知
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108．子宮筋腫茎捻転の4症例
中通総合病院 松居　有紀、小西　祥朝、利部　徳子、加藤　充弘

109．悪性腫瘍との鑑別を要した骨盤内放線菌症の3例
富山大 小林　　睦、福田　香織、安田　一平、島　　友子
 吉野　　修、齋藤　　滋

110．会陰部に発育した消化管間質腫瘍（GIST）の1例
秋田大 木藤　正彦、牧野　健一、上野　真侑、菅原　多恵
 佐藤　敏治、清水　　大、佐藤　直樹、寺田　幸弘

111．経腟的切除した直腸GISTの一例
市立札幌病院 加藤　　慧、奥　きくお、渡部佐和子、早貸　幸辰
 平山　恵美、菅原　照夫、奥山　和彦、晴山　仁志

第26群　婦人科良性腫瘍Ⅱ（10：28～11：00）
座長：関根　正幸（新潟大）

112．当科で経験した腹膜播種性平滑筋腫症の一例
札幌医大 水柿　祐子、寺本　瑞絵、鹿内　智史、松葉　諒子
 高橋　　円、田中　綾一、齋藤　　豪

113．反復手術後に体外受精で正児を得たびまん性平滑筋腫症の一例
スズキ記念病院 藤峯　絢子、藤井　　調、佐々木宏子、飯田　修一
 田中　耕平、和田　裕一、星　　和彦、鈴木　雅洲

114．悪性度不明の子宮類上皮平滑筋腫瘍と診断された一例
JA北海道厚生連帯広厚生病院1)、JA北海道厚生連帯広厚生病院病理診断科2)

 田中　星人1)、大原　康弘1)、齊藤　良玄1)、山村　満恵1)

 明石　大輔1)、森脇　征史1)、計良　淑子2)、菊地　慶介2)

 服部　理史1)

115．腹腔鏡下付属器摘出術を行った卵巣硬化性間質性腫瘍の1例
旭川医大 市川　英俊、中西研太郎、寳田　健平、加藤　育民
 片山　英人、西脇　邦彦、千石　一雄
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第27群　その他（12：00～12：32）
座長：柴田　健雄（金沢医大）

116．新生児脳梗塞の1例　～経腟分娩後、新生児室でのけいれん発症を契機に気付かれた症例～
福井愛育病院 髙橋　　望、山田しず佳、岡　　秀明、鈴木　秀文
 山本　　宝

117．当院における帝王切開術麻酔方法の変遷　～自科麻酔での挑戦～
岩手県立磐井病院1)、岩手県立中部病院2)

 工藤　　敬1)、淀川　祐紀2)、湊　　敬道2)、高橋　聡太2)

 森　向日留2)、西本　光男2)、松田　尚美2)、豊島　将文2)

 佐藤　多代2)

118．視診・問診によるヘルペスⅠ型・Ⅱ型予測は可能か？
深仁会ふかざわ病院 深澤けい子

119．当科において昨年1年間に卵巣出血の診断で入院管理をした7例の臨床的検討
小松市民病院 岡　　康子、田守　正則、冨田　哲夫
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岩月　律子　（いわつき　りつこ）

【経　歴】
人事教育、カウンセリング業をベースに、研修・セミナー、大学非常勤講師として活動。EAP
カウンセラー（※）として組織で様々な不安を抱える従業員の面談、アドバイスを行い、心理学に
基づいた従業員のメンタルヘルス、ハラスメント防止、コミュニケーション、コーチング教育を
行う。

【活動実績】
■管理職・教職員研修、公開セミナー、講演、パネリスト登壇等
名古屋大学医学部、岐阜大学、岡崎女子短期大学、愛知教育大学、椙山大学、愛知医科大学 
北陸先端科学技術大学院、大府市労働組合、刈谷市役所、小牧市役所、小牧市教育委員会
名古屋市役所、名古屋南労働基準協会、名北労働基準協会、名古屋西労働基準協会、他

【その他　各種企業様研修】 
三菱重工、IKEA、シヤチハタ、新日鉄、生協、au、ソフトバンク、ヤマザキマザック
ブリジストン、ムラテック、三河湾リゾートリンクス、岐阜都ホテル、JR東海建設
医療法人偕行会、他 

■大学・専門学校　非常勤講師 
中京大学、トライデントデザイン専門学校、名古屋文化短期大学、東邦学園

■ハラスメント防止研修、メンタルヘルス研修、コーチング研修、コミュニケーション研修

※【EAP】従業員支援プログラム（Employee Assistance Program）
メンタル面から社員を支援するプログラム。近年増えてきた職場の複雑な人間関係などによってかかるうつ病
などを回避させるために企業が外部団体と契約して社員の心の健康をサポートするシステム。

【専　門】
キャリアカウンセラー、ハラスメント、メンタルヘルスコンサルタント
コミュニケーション心理学
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特別講演１ 第1日目　9月27日（土）　第4会場　（金沢市アートホール）　15：00～15：40

「婦人科腫瘍におけるFDG-PET/CTを用いた良・悪性診断」

演者：高木　弘明（金沢医大　講師）

座長：杉山　　徹（岩手医大　教授）

【目的】
　18F-fluorodeoxy-glucose-positron emission tomography/computed tomography（PET/
CT）は悪性腫瘍の診断において極めて有用な検査であるが、偽陽性や偽陰性を呈することも
少なくない。婦人科腫瘍におけるPET/CTの結果を解析し、その有用性ならびに問題点を明
らかにする。
【対象と方法】
　金沢医科大学病院産科婦人科において平成20年 4 月～26年 3 月の期間にinformed consent
を得た上でPET/CTを受けた169症例（月経時子宮内膜・良性腫瘍性疾患 34例、悪性腫瘍 135
例）を対象とした。各疾患におけるPET/CTのmaximum standardized uptake value（以下
SUV）を求め、卵巣良性腫瘍と悪性腫瘍、子宮筋腫と子宮肉腫の 2群間の識別が可能かどう
かreceiver operating characteristic curve（以下ROC）を用いて解析した。また、子宮頸癌、
子宮体癌（類内膜腺癌）Grade1，2、骨盤リンパ節転移の検討も行った。
【結果】
　SUVの範囲は卵巣良性腫瘍 1.18～4.15　15例、卵巣境界悪性腫瘍 1.32～8.26　 8 例、卵巣
悪性腫瘍 2.61～22.18　32例、子宮筋腫 2.74～22.44　12例、子宮肉腫 5.77～29.30　 9 例で
あった。ROC解析の結果SUVのcut-off  pointは卵巣良性腫瘍と悪性腫瘍の識別で3.13、子宮
筋腫と子宮肉腫の識別で5.77であった。子宮頸癌 2.68～29.44　33例、子宮体癌 1.95～35.16　
53例、子宮頸・体癌骨盤リンパ節転移の感度、特異度はそれぞれ50.0，88.2％と42.9，94.4％
であった。
【結論】
　SUVの最適cut-off  pointは卵巣良性腫瘍と悪性腫瘍の識別において3.13、子宮筋腫と子宮肉
腫の識別において5.77であった。PET/CTは非常に高い感度を示し、婦人科腫瘍の良・悪性
診断に高い有用性を認めた。
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高木　弘明（たかぎ　ひろあき）

【略　歴】
1984年　　金沢医科大学医学部　卒業
1984年　　金沢医科大学産科婦人科学講座　入局
1986年　　金沢医科大学産科婦人科学講座　助手
1991年　　開業
2007年　　金沢医科大学産科婦人科学講座　助教
2008年　　金沢医科大学産科婦人科学講座　学内講師
2011年　　公立能登総合病院　産婦人科部長
2013年　　金沢医科大学産科婦人科学講座　講師

【専門医】
日本産科婦人科専門医、日本東洋医学専門医

【主な所属学会】
日本産科婦人科学会、日本癌治療学会、日本婦人科腫瘍学会、日本母性衛生学会
日本東洋医学会、日本産婦人科内視鏡学会、日本エンドメトリオーシス学会、日本女性医学会
日本周産期・新生児医学会、日本小児外科学会、日本生殖医学会
日本産科婦人科栄養・代謝研究会



－ 40－

特別講演２ 第1日目　9月27日（土）　第4会場　（金沢市アートホール）　15：40～16：20

「女性ヘルスケアを念頭においた周産期管理のあり方に関する一考察」

演者：田中　幹二（弘前大　講師）

座長：寺田　幸弘（秋田大　教授）

　妊娠高血圧症候群（PIH）既往女性は、中高年で高血圧、脳・心血管障害や生活習慣病など
を高率に発症する。また妊娠糖尿病（GDM）も将来の 2型糖尿病のみならず、やはり心血管
障害・生活習慣病発症の危険因子である。循環動態や代謝が劇的に変化する周産期は、女性に
とって将来の生活習慣病発症予測のための天与の負荷試験と言えるかも知れない。
　したがって、周産期に得られた妊婦の情報が将来の生活習慣病発症の予測因子となるかを検
討する目的で施行したPIH既往女性、GDM既往の長期予後調査など当科で得られたデータを
報告し、今後我々産婦人科医が女性の周産期からヘルスケアに如何に関わって行くべきか、そ
の方向性について提案したい。

①妊娠時血圧とその後の高血圧症、脂質異常症発症との関連についての検討
【方法】弘前市の一般検診にて分娩から 5年以上経過し協力の得られた584名を解析対象とし
て、母子手帳から妊娠中の血圧の平均値を算出し調査時の高血圧症、脂質異常症、糖尿病など
との関連について解析した。
【結果】PIH既往のみならず妊娠時拡張期血圧70mmHg以上で将来の高血圧症（OR：1.99，
95％CI：1.18-3.35）及び高脂血症OR：1.82，95％CI：1.08-3.06）の発症リスクが有意に上
昇していた。また妊娠時の拡張期血圧値はbaPWV値及びABI値と有意に関連していた。
【考察】妊娠中の血圧はたとえPIHの診断基準を満たさぬ程度の上昇でも将来の高血圧症、脂
質異常症発症リスクを上昇させる可能性があり、いわゆる妊娠中の血圧正常高値の女性をフォ
ローすることで将来の高血圧症、脂質異常症の予防ができる可能性が示唆された。

②当院における妊娠糖尿病妊婦の長期予後の検討
【方法】過去に当院で周産期管理を行ったGDM妊婦に対し、現在の糖尿病、高血圧症、脂質
異常症の有無、健診受診の有無等について調査を行った。
【結果】回答があったのは旧GDM 27名、新GDM 57名であった。 2型糖尿病に移行していた
のは新GDM 5名でうち 3名は経口血糖降下薬を使用しおり、平均移行年数は 2年であった。
回答者の40％は産後健康診断を受けておらず、その中に糖尿病発症者や生活習慣病罹患者がい
る可能性も考えられる。
【考察】今回調査では産後年数が少なかったにも関わらず、新GDMの 5名がすでに糖尿病に
移行していた。またGDM既往女性の40％が健診を受けておらず、フォローアップ方法につい
て検討する必要がある。
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田中　幹二　（たなか　かんじ）

【略　歴】
1990年 3 月　　岡山大学医学部　卒業 
1994年 3 月　　弘前大学医学部大学院（第一生化学講座） 卒業　医学博士取得
1997年 4 月　　弘前大学医学部附属病院産科婦人科　助手
2007年 8 月　　弘前大学医学部附属病院周産母子センター　講師
2011年11月　　弘前大学医学部附属病院周産母子センター　准教授・副部長

【専　門】
周産期医学

【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本高血圧学会、日本妊娠高血圧学会
日本糖尿病妊娠学会、日本産婦人科・新生児血液学会、日本胎児心臓病学会
日本結合組織学会、International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy

③本県の医療機関におけるPIH妊婦取扱いとその後のフォロー状況について
【方法】県内産科全医療施設に妊娠中の血圧に関するアンケートを送付し、その回答を分析
した。
【結果】妊婦取扱い全施設から回答が得られた。妊婦に家庭血圧測定を勧めるかについては、
全例 3件、場合による34件、勧めていない 2件だった。産褥健診での取扱いについては、高血
圧持続の場合内科頼診、HBPM測定後の再来を指示するなどの回答が得られた。
【考察】妊婦健診施行機関においては家庭血圧測定が浸透し産後フォローも予想以上に行われ
ていたが、長期予後を考えると少なくとも施設毎のフォロー方針設定が望ましい。また、患者
がフォローを自己中断しないよう、患者への啓発が重要である。

　以上の結果を踏まえ、当院では本年よりPIH、GDMの産褥フォローアップ外来を開始した。
多忙な中で、未だ高血圧症や糖尿病診断基準を満たさぬ女性のフォローを行うことには異論も
あるかも知れないが、女性ヘルスケアについてはやはり産婦人科医が主体となるべきと考えて
いる。当院フォローアップ外来の概要についても報告する。
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特別講演３ 第1日目　9月27日（土）　第4会場　（金沢市アートホール）　16：20～17：00

「卵巣癌におけるmicro-RNAを介した浸潤および抗癌剤耐性メカニズムの解析」

演者：岩﨑　雅宏（札幌医大　講師）

座長：笹川　寿之（金沢医大　教授）

　卵巣癌は進行した状態で診断されることが多く、浸潤・転移をいかに抑えるかが重要であ
り、また抗癌剤の効果が予後に大きな影響を与えており抗癌剤耐性の克服が非常に重要となっ
ている。
　BAG3は抗apoptosis因子であるbcl-2と結合し、apoptosisを抑制するタンパクであるBAG 
family proteinのうちの一つであるが、C末端付近にHsp70と結合するBAGドメインをもち、
癌細胞に高発現し、アポトーシスを抑えることが報告されている。また、N末端近くにWW
ドメインをもっており、いくつかのWWドメインはリン酸化依存方式でペプチドリガンドを
認識し、細胞膜レセプターや細胞骨格と相互作用する情報伝達蛋白として認識されており、
BAG3は細胞骨格の働きを調節している可能性が示唆される。
　micro-RNA（miRNA）は、細胞内に存在する長さ20から25塩基ほどの 1本鎖RNAであり、
癌、感染症、生活習慣病など様々な疾患や病気に関わっていることが知られており、そのなか
でmiR-29bはMMP2を介して癌の浸潤、転移を制御し、Mcl-1を介してアポトーシスを制御
していることが報告されている。卵巣癌の治療において、浸潤・転移を抑制し、アポトーシス
を制御することは非常に重要であると考えられ、卵巣癌においてBAG3がどのように浸潤・転
移に関与するMMP-2とアポトーシスに関与しているMcl-1を調節しているかをmicro-RNAと
の関連を中心に解析した。
　レトロウイルスを用いてBAG3をノックダウンした卵巣癌細胞株とそのコントロールを用
いて、microRNA array解析を行い、その中で差を認めたmicroRNAに注目し、BAG3をノッ
クダウンした卵巣癌細胞株とそのコントロールでmicroRNAの発現をリアルタイム qRT-PCR
で確認し、その中で卵巣癌の予後に関連したmiR-29bに着目した。
　さらに運動・浸潤能に関連したMMP-2発現を調べたところ、BAG3はMMP2と結合してお
り、BAG3をノックダウンするとmiR-29bの発現が亢進し、MMP-2の発現を抑え、癌細胞の
運動、浸潤を低下させた。また、Mcl-1などのアポトーシス関連タンパクの発現を調べたとこ
ろ、BAG3をノックダウンするとMcl-1の発現を抑制し、抗癌剤耐性に影響していることがわ
かった。
　BAG3の抑制はmiR-29bの発現を亢進し、MMP-2、Mcl-1遺伝子の発現を抑制することによ
り、卵巣癌の運動・浸潤および抗癌剤耐性に関与していることが示唆された。



－ 43－

岩﨑　雅宏　（いわさき　まさひろ）

【略　歴】
1993年 3 月　　札幌医科大学　卒業
1993年 4 月　　札幌医科大学産婦人科　医員
1995年 4 月　　市立釧路総合病院産婦人科　医師
1996年10月　　札幌医科大学産婦人科　医員
1998年11月　　北海道社会事業協会帯広病院産婦人科　医師
2000年 4 月　　札幌医科大学産婦人科　医員
2001年 4 月　　道立羽幌病院産婦人科　医長
2003年 4 月　　札幌医科大学産婦人科　医員
2004年11月　　Medical College of Georgia, Postdoctoral Fellow
2007年 4 月　　北海道社会事業協会帯広病院産婦人科　主任医長
2008年 4 月　　札幌医科大学産婦人科　助教
2008年 8 月　　札幌医科大学産婦人科　講師

【専　門】
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

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

当院における単孔式腹腔鏡下手術の現況
～単孔式手術と2孔式手術の比較～

○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)福島県立医大
2）信州大脳神経外科
3）国立成育医療研究センター
4）産業技術総合研究所企画本部
5）（有）新興光器製作所

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

福島県立医大

【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TLC 9 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LM 5
例における摘出腫瘍径、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
鏡および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】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。

【緒言】近年腹腔鏡下手術においてReduced port 
surgeryが幅広く導入されつつある。当院では2010
年より、腹腔鏡下卵巣腫瘍核出術（以下TLC）、腹
腔鏡下附属器切除術（以下TLSO）、腹腔鏡下子宮
筋腫核出術（以下TLM）に対して 2孔式手術を導
入した。その後手術技術の向上から2011年より、症
例を選択して単孔式手術を施行してきた。
【目的】当院における単孔式腹腔鏡下手術の安全性
および適応についての検討を目的とした。
【方法】2010年 9 月から2014年 6 月まで、当院で施
行した単孔式腹腔鏡下手術23例（TLC14例、TLSO
3例、TLM 6例）と、2孔式腹腔鏡下手術85例（TLC
43例、TLSO13例、TLM29例）を対象とした。各群
において手術時間（min）、出血量（ml）、腫瘍径
（mm）を比較検討した。 2群間の比較にはMann-
Whitney U検定を用い、P＜0.05で有意差ありとした。
【結果】TLCでは手術時間、出血量において有意
差を認めなかった。TLSOでは手術時間（48.3±
36.5 vs. 86.4±22.7：P＝0.146）、出血量（1.6±
2.9 vs. 31.9±44.3：P＝0.551）に有意差は認めな
かったが、いずれも単孔式で良好な傾向を認めた。
TLMでは手術時間（129.7±29.0 vs. 154.3±54.2
：P＝ 0.717）、出血量（95.0± 92.9 vs. 152.7±
242.8：P＝0.069）に有意差は認めなかったが、出
血量は単孔式で少量の傾向を認めた。腫瘍径は 3つ
の手術で 2群間に有意差を認めず、大きさによる適
応は同等と思われた。
【考察】さらなる症例の蓄積は必要だが、現時点に
おいて単孔式手術は 2孔式手術と同等の成績が得ら
れており、比較的安全に導入できていると考えら
れる。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

性別適合手術としての全腹腔鏡下子宮全摘出術の検討
－低侵襲化の光と影－

新潟県における腹腔鏡手術教育の現況
～関連病院全体で安全な手術の普及を目指して～

○安田紗緒里、明石　祐史、玉手　雅人
　杉尾　明香、森下　美幸、馬場　　剛
　遠藤　俊明、齋藤　　豪

札幌医大

○磯部　真倫、安達　聡介、西野　幸治
　西川　伸道、芹川　武大、関根　正幸
　加嶋　克則、榎本　隆之

新潟大

【目的】性同一性障害（GID）の女性から男性へ
の性別適合手術FTM（female to male）-SRS（sex 
reassignment surgery）では産婦人科医が子宮卵
巣摘出を行う。我々は2007年からFTM-SRSを開
始し、2011年に日本で初めてSRSとして全腹腔
鏡下子宮全摘出（TLH）＋両側卵巣摘出術を導入
し、現在までに 7例経験した。今回は従来の開
腹子宮全摘出術（TAH）と比較し有用性を検討
した。
【方法】SRS-TLH 7 例とTAH24例の背景、手術
成績を比較検討した。統計はMann‒Whitney U 
testを用い、p＜0.05で有意差ありとした。
【結果】手術時間はTLH群で有意に長く（108.7
±26.1 vs 78.7±16.2min，p＝0.0004）、出血
量は少なかった（4.3±4.9 vs 142.7±89.5ml，
p＝0.00018）。合併症はなかったが、TLHでは腟
粘膜のびらん形成によって泌尿器科手術の際に新
生尿道となる腟の使用が困難となる症例があった。
【考察】GIDの多くは腟狭小症例で、アンドロゲ
ン治療による腟萎縮を認めるが、工夫によって安
全に子宮を摘出することが可能である。泌尿器科
合同手術の場合には相談のうえ術式を決める必要
がある。
【結語】FTM-SRSではTLHも有用な術式であ
り、更なる改良によって適応拡大を目指したい。

　地方における腹腔鏡手術の教育は、極めて困難
な状況にある。その理由として、症例の少なさだ
けでなく、指導医不足による人的困難さと、また
新潟のように広大な県では移動距離に伴う地理的
困難さがあげられる。しかしながら十分な教育な
しに手術を行うことは重篤な合併症へとつながる
可能性がある。また、腹腔鏡手術を志す若手医師
が増える中、2014年 4 月より始まった内視鏡学会
の施設認定制度は地方における技術認定医取得を
より困難にしている。演者は、2013年12月に腹腔
鏡手術の施行、教育を主とした目的として新潟大
学へ着任した。大学において腹腔鏡下子宮体がん
手術を中心とした腹腔鏡手術を施行する傍ら、医
局の全面的支援のもと積極的な出張による関連病
院の腹腔鏡手術の教育を行った。同年から今年の
5月末日まで関連病院において50日出張に赴き、
計50件の腹腔鏡手術を指導した。北は山形県鶴岡
市、南は新潟県長岡市に至るまで合計 6施設、移
動距離は5,086kmに及んだ。指導内容は、腹腔
鏡手術の執刀助手だけでなく、適切な手術機器の
購入、環境整備、DRYボックストレーニングの
指導や解剖教育、手術動画の提供と多岐にわたっ
た。技術認定医試験の動画撮影の前立ちも行っ
た。少しずつ県全体のレベルアップを感じ、また
腹腔鏡手術の習得を志す若手が増加している。
当大学での取り組みを実際の動画を交えて報告
する。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

腟原発悪性黒色腫に対する
拡大手術の試み

経腟穿刺排膿術＋嚢胞内洗浄術が
著効した卵巣卵管膿瘍の一例

○山崎　博之、岡元　一平、大場　洋子
　見延進一郎、首藤　聡子、藤堂　幸治
　加藤　秀則

北海道がんセンター

○大山　喜子、亀田　里美、田中　宏典
　田邊康次郎、横溝　　玲、野田　隆弘
　渡辺　孝紀

仙台市立病院

【緒言】腟原発悪性黒色腫は腟悪性腫瘍の 4％、
女性悪性黒色腫の0.3％を占める非常に稀な疾患
であり、標準治療／標準術式が確立されておらず
5年生存率も 5 -15％と極めて予後不良である。
悪性黒色腫は化学療法／放射線治療に抵抗性であ
り広範切除が予後に寄与するが、腟原発では膀胱
／直腸に挟まれた解剖学的位置関係から術式選択
が難しいことも一因と考える。
【目的】腟壁腫瘍切除のみでは局所再発から
QOLの維持も困難となることを経験する。当科
では周囲粘膜組織を含めた腟全摘術が予後を改善
すると考え拡大手術を試みている。病理学的に浸
潤／転移形式を評価し、治療成績と併せて術式を
検討する。
【対象・方法】2009年から2013年に 7例の腟原発
悪性黒色腫を経験した。 3例に外陰を含めた骨盤
内臓全摘術、 2例に尿道を含めた会陰切除＋広汎
子宮全摘術、 1例に通常の腟全摘＋広汎子宮全摘
術、 1例に尿道切除＋腫瘍切除術を行った。
【結果】病理学的な検討では水平方向の進展は肉
眼所見よりも広範囲に及んでおり、尿道等の周囲
粘膜組織に広く病変を認めたことから腟全摘でも
局所制御は不十分であると考える。治療成績は無
再発生存が 3例（37、56、25ヶ月）、腫瘍原病死
が 1例（12ヶ月）であった。無再発生存が得られ
た 3例全てで尿道を含めた会陰の拡大切除が行わ
れていた。
【結論】合併症や手術侵襲（尿路変更／人工肛
門）と長期予後の検討が今後の課題と考える。

【緒言】卵巣卵管膿瘍（ubo-ovarian abscess/以
下TOA）は卵管や卵巣を含む付属器に炎症が波
及し膿瘍を形成した、骨盤腹膜炎のなかで最も重
篤な疾患である。今回我々は、抗生剤抵抗性の卵
巣膿瘍に対し、経腟穿刺排膿術＋嚢胞内洗浄術が
奏効した一例を経験したので報告する。
【症例】37歳、 0妊 0産。既往歴に重症筋無力症
（胸腺摘出後は寛解）。他院にて不妊治療のため
採卵、その 2週間後の月経中に発熱と下腹部痛を
主訴に当院救急外来を受診。右卵巣膿瘍の診断で
入院となった。入院後、CMZ、MINOの投与開
始。下腹部痛は改善するも、発熱持続し、尿量低
下、浮腫も認められた。抗生剤をMEPMに変更
するも、症状持続するため、保存的治療は限界と
判断した。当症例は重症筋無力症既往があるた
め、筋弛緩剤が使用できず、さらに卵巣組織をな
るべく残したいことから、経腟的ドレナージ＋嚢
胞内洗浄術の方針とした。術後、速やかに炎症反
応は改善し、術後 1週間で退院となった。その後
も再発なく経過している。
【考察】TOAは、近年の抗生剤の進歩により、
保存的治療による治癒率も上昇している。しか
し、抗生剤に抵抗性を示す例には通常、経腹操作
でのドレナージもしくは付属器切除が必要とな
る。経腟的穿刺排膿＋嚢胞内洗浄術は報告が少な
く、第一選択とは言えないが、当症例のように合
併症を有する例や、妊孕性温存希望例には、有用
な治療法と考えられた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

レーザー円錐切除術の術後経過の検討 産婦人科手術患者における
血中BNP値と術後合併症の関連

○藤井タケル、武田　真人、三田村　卓
　金野　洋輔、加藤　達矢、保坂　昌芳
　渡利　英道、櫻木　範明

北海道大

○福田　　真、吉田　好雄

福井大

【目的・方法】レーザー円錐切除術はStrumdorf
術式に比し、創面を被覆しないことによる出血の
遷延や増量等の問題点があり、子宮頸部短縮によ
る合併症も起こりうる。今回、’09-12年に同術式
を施行した158【CIN：142、≧Ia期： 4、腺系の
異常：12、閉経後：15、cone height＞15mm：
12】例の術後経過を検討した。
【結果】手術から創部の上皮化と止血まで36日以
上を要した例（全35例）子宮腟部の平坦化や子宮
口の狭窄（全43例）は、閉経後の13例（86.7％）
－10例（66.7％）、cone height＞15mmの 4 例
（33.3％）－ 5 例（41.7％）、最大径 3 cm以上の筋
腫合併例（21例）は 8例（38.0％）－10例（47.6％）
に有意に高頻度であった。また、基本の術後 2週
前後－ 4 週前後の外来診察の他、経口抗生剤を追
加もしくは一週間ごとに腟内洗浄にCP腟錠－フ
ラジオマイシン粉末を使用した（全40）例は、 5
例－ 5 例（12.5％）と低率であった。
【まとめ】創部の早期治癒や子宮頸部の短縮予防
において、摘出範囲の広い例や閉経例、筋腫合併
例では術後管理に何らかの対策が必要である。ま
た、創部の感染の遷延への対策が有用であると思
われた。

【背景】近年、心不全のマーカーである血中BNP
（brain natriuretic peptide）値が、腹部手術後
の心肺・血管合併症の、独立した発症予測マー
カーである可能性が報告されつつある。本研究で
は、産婦人科手術患者における術前BNP値が、
術後心肺・血管合併症の予測マーカーとして有用
か否かを検討した。
【方法】倫理委員会承認のもと、平成25年 4 月か
ら翌年 3月までに、本院産科婦人科での手術予定
患者で、同意が得られた80名を対象とした。術前
3日目以内に、血中BNP値を測定した。術後心
肺・血管合併症は、有害事象共通用語基準v4.0日
本語訳JCOG版参照（血管障害）を用いてGrade
化した。
【結果】80例中、婦人科手術群（64例）で術後の
心肺・血管合併症は、Grade 4 ； 1 例（術後高血
圧→視床出血）、Grade 3 ； 2 例、Grade 1 , 2 ；
3 例だった。合併症発生群は非発生群に比較し、
術前BNP値が有意に高値（56.4±34.0vs24.9±
30.0pg/ml）であった（P＜0.05）。ROC解析を
用いた至適術前BNP値は30.6pg/ml（感度83.3
％、特異度75.9％）であった。産科手術群（16
例）で合併症を認めたのは 1例で、術前のBNP
値は高値（142pg/ml）だった。
【まとめ】術前BNP値の測定は、産婦人科手術
後の心肺・血管合併症の予測因子となる可能性が
ある。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

ダグラス窩閉塞を伴う子宮内膜症高度癒着症例で
尿管はどこを走行しているか

子宮全摘後に後腹膜に再発した
平滑筋肉腫の一例

○茅橋　佳代、田中　政彰、白藤　　文
　倉田　和巳、堀　　芳秋、加藤じゅん
　加藤　三典、土田　　達

福井県立病院

○名取　徳子1）、海道　善隆1）
　村井　眞也1）、葛西真由美1）
　鈴木　　博1）、小野　貞英2）
　八重樫　弘2）、佐熊　　勉2）

1）岩手県立中央病院
2）岩手県立中央病院病理診断科

【諸言】ダグラス窩閉塞を伴う高度癒着症例で
は、周囲臓器が子宮側に引きつれていることが多
い。さらに子宮腺筋症や子宮筋腫により子宮腫大
を伴う場合は、尿管や周囲血管が偏倚し、術中に
損傷あるいは切断するリスクが上昇する。このよ
うな場合、特に尿管がどこを走行しているのか、
実際の症例を通して検討したい。
【症例】51歳、 1経産。子宮腺筋症、子宮内膜
症、過多月経に対し各種治療を行ったが、副作用
が強く症状が改善しないため子宮摘出を希望し
た。術前評価では直腸の引きつれなど子宮周囲の
高度な癒着が予想された。子宮の大きさからは腟
式子宮全摘は可能と思われたが、癒着の部位、程
度、尿管の位置を確認でき、安全に術を施行でき
る腹腔鏡下子宮全摘出術（TLH）を選択した。
術中所見ではダグラス窩は完全閉塞し、直腸、後
腹膜は子宮側に引きつれていた。本来付属器より
もかなり背側に位置するはずの尿管が、付属器直
下、子宮後壁に沿って癒着しており、尿管損傷の
リスクが高い症例と思われた。
【考察】晩婚、晩産による重度の子宮内膜症症例
が増加している。子宮内膜症では付属器、子宮後
壁に囲まれる部位を中心として、強固な癒着が形
成される。尿管周囲の後腹膜と子宮・付属器が癒
着することで、尿管は本来の走行と異なり「くの
字型」を呈して子宮に近接する。尿管損傷を防止
するためには、尿管走行の偏倚を認識しながら
分離し、安全、確実に手術を行うことが大切で
ある。

　今回我々は、子宮筋腫で子宮全摘を行い、 2年
5か月で後腹膜に再発した子宮平滑筋肉腫の症例
を経験したので報告する。
　症例は45歳、過多月経を主訴に来院。臍高に達
する子宮筋腫を認めた。MRIでは、まだら状の
血液成分に富む腫瘤を呈した。LDHは409IU/ l
と上昇していたが、再検査では185IU/ lと正常範
囲内であった。変性筋腫または肉腫が疑われ、子
宮全摘術を施行。病理組織学的検査にて、子宮平
滑筋腫と診断された。しかし、広範な変性・壊死
を認め、一部で細胞密度が非常に高く、少数なが
ら核異型も見られた。さらに、核分裂像は2.3個
/10HPFとやや多く、malignant potentialを有す
るため、慎重な経過観察を行った。術後 2年 5か
月、経腟超音波で骨盤内腫瘤を認め、再発が疑わ
れた。MRIでは、境界明瞭・内部均一な 6×6.5
cm大の充実性腫瘤を呈した。LDHは242IU/ lで
あった。子宮平滑筋腫再発の疑いで開腹術を施行
した。腫瘍は手拳大で軟らかな充実性の腫瘤で、
左後腹膜に癒着していた。癒着剥離し、腫瘍を摘
出した。病理組織学的検査では、広範な壊死を認
め、細胞異型に富み、核分裂像20～53個/HPFで
あった。免疫染色caldesmon陽性、desmin陽性
より、平滑筋肉腫と診断された。術後放射線療法
を施行し、現在新たな再発転移は認めていない。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

子宮平滑筋肉腫に対して
Pazopanibを使用した2例

リンパ節転移再発を呈し手術・放射線化学療法を
施行した卵巣原発膠芽腫の一例

○櫻井　愛美、加藤　達矢、稲葉　洋文
　山口　正博、嶋田　知紗、福本　　俊
　渡利　英道、櫻木　範明

北海道大

○阿部　秀悦、郷久　晴朗、岩崎　雅宏
　長尾沙智子、小川万梨絵、秋元　太志
　寺本　瑞絵、齋藤　　豪

札幌医大

【諸言】子宮平滑筋肉腫（LMS）は極めて予後
不良の疾患であり術後補助療法についても明確な
エビデンスが存在しない状況である。LMSに適
応のある血管新生阻害作用を有するPazopanibを
投与した症例について報告する。
【症例 1】pT1cN0症例の腸間膜、肺転移再発に
対してGemcitabine＋Docetaxel（GD）療法を
行ったが腸間膜腫瘍の増大を認めた。Pazopanib  
800mg/day投与を開始したが腸間膜腫瘍の増大
を認めたため腫瘍に対して放射線照射50Gy/25 fr
を施行した。肺病変はPazopanib投与により増大
が抑制されていたと判断し照射終了後に投与を再
開したところ、腸間膜腫瘍の著明な縮小が得られ
10か月間の増大抑制効果が得られた。
【症例 2】pT2a症例の骨盤内残存病変に対して
GD療法、Doxorubicin＋Cisplatin療法を施行
したが腫瘍の増大を認め、骨盤内病変に対して
放射線照射50Gy/25 frを施行した。照射後より
Pazopanib 800mg/day投与を開始し10か月間骨
盤内腫瘍の増大が抑制されたが、視床出血による
脱力と感覚鈍麻が出現し投与を中止した。
【考察】LMS症例においてPazopanib投与下で
の腫瘍増大に対して、放射線照射による腫瘍の縮
小効果を認めた。放射線照射後のPazopanib投与
により腫瘍の再増大が長期間抑制されることが推
察された。

　膠芽腫は脳腫瘍の中でも最も予後不良な悪性脳
腫瘍である。卵巣原発の膠芽腫は極めて稀であ
り、欧米に於いても数例の報告を認めるのみであ
る。今回、卵巣原発膠芽腫の術後リンパ節転移再
発に対して再手術・放射線化学療法を施行した症
例を経験したので報告する。
【症例】32歳、 1経妊 1経産。腹部膨満感を主訴
に前医を受診し、画像検査にて左30cm大、右
10cm大の歯牙・脂肪を含む多房性卵巣腫瘍を認
め、未熟奇形腫やそれ以上の悪性胚細胞腫瘍を疑
い、腹式子宮全摘術＋両側付属器切除＋大網切除
を施行。病理検査にて成熟嚢胞性奇形腫を背景と
した左卵巣原発二次性膠芽腫の診断となった。
術後経過観察していたが 6ヶ月後のCT検査にて
傍大動脈リンパ節転移再発が疑われ当科紹介と
なった。
　当科にて骨盤内リンパ節・傍大動脈リンパ節郭
清＋左卵巣動静脈切除を施行した。左傍大動脈リ
ンパ節は7.5× 5 cmに腫大し、病理検査で前回
と同様の形態を示しているためリンパ節転移の診
断となった。その後、膠芽腫の標準的治療に倣っ
て追加治療として放射線化学療法を施行した。術
後放射線療法60Gyを30日間とテモゾロマイド
75mg/m2を42日間内服とし、 4週間休薬の後に
テモゾロマイド150mg/m2を 5 日間内服、23日
間休薬のサイクルで 2年間継続することとなる。
現在追加治療後の化学療法 2サイクルが終了した
が、未だ転移・再発を認めていない。
　卵巣原発膠芽腫は予後不良とされているが、手
術での完全摘出が重要であると考えられた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

診断及び治療に苦慮した
炎症性筋線維芽腫瘍の一例

脳梗塞を契機に発見された
婦人科悪性腫瘍の検討

○永井　智之、新倉　　仁、徳永　英樹
　永瀬　　智、八重樫伸生

東北大

○井原　基公、永井　智之、徳永　英樹
　永瀬　　智、新倉　　仁、八重樫伸生

東北大

【緒言】炎症性筋線維芽腫瘍（Inflammatory 
myofi broblastic tumor：IMT）は、筋線維芽細胞
の増殖にリンパ球や形質細胞、好酸球などの炎症
細胞が混在する腫瘍で、WHO分類では良悪性中
間群に分類される。今回我々は初診時に子宮悪性
腫瘍の癌性腹膜炎と診断され、後にIMTと診断
された一例を経験したので報告する。
【症例】23歳女性、 1人 1産。月経困難症を主訴
に近医を受診、PET・MRIにて子宮肉腫及び腹
膜播種の疑いにて当科紹介となる。開腹時の肉眼
所見は大網を中心に多数の結節構造を認めたが、
迅速診にて良性の診断であり子宮全摘、両側付属
器切除、大網切除を施行した。術後病理診断は当
初IgG4関連疾患でありステロイド治療を開始す
るも治療に反応を示さず、その後の再検討にて
IMTの診断に至った。その後ステロイドの継続
や化学療法、NSAIDsの投与等を行うも原病の進
行を認めており、現在も化療中である。
【考察】IMTは腸間膜や大網、後腹膜が好発部
位とされ若年者に多い疾患である。外科的に完全
切除が可能な症例については予後良好とされる
が、完全切除不能な症例は治療抵抗性とされてい
る。本症例では初診時に既に子宮筋層は卵巣内、
大網に多数の腫瘍性病変を認めており完全切除困
難であった。加えてその後の各種治療にも反応を
示さず極めて予後不良な病態と考えられた。

【緒言】脳梗塞の原因として高血圧や脂質異常が
重要であるが、腫瘍性の塞栓も鑑別として挙げら
れる。今回脳梗塞を発症し、原因検索の結果婦人
科悪性腫瘍が判明した 2症例を経験したので報告
する。
【症例 1】64歳、 2妊 2産。上下肢の痺れ及び失
語にて近医受診、多発脳梗塞の診断にて入院。原
因検索目的に施行したCTにて骨盤内腫瘍を指摘
されたため、精査加療目的に当院紹介。卵巣悪性
腫瘍の疑いにて手術（子宮全摘＋両側付属器切除
＋大網切除）を施行した。病理組織診にて卵巣原
発の明細胞腺癌の診断であり、現在化学療法施
行中。
【症例 2】63歳、 2妊 2産。左半側空間無視の症
状にて近医受診、脳梗塞の診断にて入院。凝固線
溶系の異常高値を認め全身検索の結果、CTにて
骨盤内腫瘍を指摘され精査加療目的に当院紹介。
子宮腟部組織診にて粘液性腺癌で子宮頸部原発が
考えられた。周囲臓器への浸潤を認め、全身状態
を考慮し化学療法を先行させた後、手術（子宮全
摘＋両側付属器切除術）を施行した。現在化学療
法を継続中。
【考察】婦人科悪性腫瘍に随伴する合併症として
下肢静脈血栓症や肺塞栓などの血栓塞栓性疾患は
有名であるが、脳梗塞を発症する例も存在する。
脳梗塞は診断や初期治療の遅れがその後のQOL
低下につながるため、早期の治療開始が望まれ
る。今回の症例はいずれも原因検索が迅速に行わ
れた結果、神経症状の後遺症が遷延することなく
原疾患の治療が早期に開始できた。

13 14



－ 55－

■一般演題　第1日目　9月27日（土）

難治性癌性腹水に対するトリアムシノロンアセトニドの
腹腔内投与に関する検討

婦人科悪性疾患による難治性腹水に対する
腹水濾過濃縮再静注療法の有用性

○風間絵里菜、西川　伸道、山岸　葉子
　関根　正幸、芹川　武大、加嶋　克則
　榎本　隆之

新潟大

○土岐　麻実、永井　智之、徳永　英樹
　永瀬　　智、新倉　　仁、八重樫伸生

東北大

【目的】婦人科癌の進行例および末期症例では、
制御困難な癌性腹水の貯留と、それに対して繰り
返し行われる腹腔穿刺によるQOL低下が問題と
なる。腹腔穿刺では循環動態の変化などのリスク
が、更に腹水濾過濃縮再静注法（CART）では還
流時発熱などの有害事象がある。今回我々は難治
性癌性腹水に対するトリアムシノロンアセトニド
（ケナコルト®、以下TA）の腹腔内投与が、腹
水再貯留までの期間延長に寄与するかにつき検討
したので報告する。
【方法】2007年 1 月～2014年 6 月に当科で婦人科
癌に対して腹腔穿刺を施行した44症例113件のう
ち、 2回目以降にTAを腹腔内投与した16症例43
件について検討した。
【結果】症例の年齢は中央値60.5（38～74）歳、
BMIは中央値25.2（17.1～26.7）であった。卵
巣癌12例、子宮頸部腺癌 2例、腹膜癌 1例、腹膜
悪性中皮腫 1例であった。TA投与前は中央値6.
75（ 3 ～15）日で再穿刺を要したが、TA投与後
は中央値16.5（ 2 ～31）日で再穿刺を施行してお
り、中央値9.75（－ 4 ～22）日間の延長が見られ
た（P=0.002）。また自覚症状に関しては、 6例
で腹部膨満感が、 2例で倦怠感が、 1例で呼吸困
難感や食思不振が改善された。一方、今回の症
例では有害事象や自覚症状の悪化は認められな
かった。
【結論】難治性癌性腹水に対するTAの腹腔内投
与は、再穿刺までの期間を延長し、症状改善にも
寄与すると考えられた。

【背景】婦人科悪性疾患による難治性腹水の管理にお
いて腹水穿刺除去は腹部膨満や食思不振を改善する有
効な手段であるが、効果は一時的で血清蛋白や電解質
の喪失を伴うため、回数が制限され十分な症状の緩和
に苦慮することも少なくない。腹水濾過濃縮再静注法
（CART：Cell-free and Concentrated Ascites Reinfusion 
Therapy）は採取した腹水から癌細胞や細菌を除去し
た後、濃縮して自己蛋白を再静注する治療法であり、
近年その有効性が注目されているが、客観的な有用性
の評価は十分とは言い難い。今回、当科でCARTを
施行した症例について後方視的に分析し、有用性を検
討した。
【方法】2012年から2014年に当科でCARTを施行し
た婦人科悪性疾患症例24症例（子宮体癌 5例、卵巣癌
15例、子宮頸癌 3例、腹膜癌 1例）についてCART
前後の血清（総蛋白、アルブミン、電解質）、有害事
象について検討した。
【結果】24症例のうちCART施行回数は 1 ~ 5 回、平
均1.59回だった。腹水除去量は平均で3,190g、濃縮後
744gであった。CART施行により全例に腹部症状の
改善を認めた。施行前の検査値はTP　5.63g/dl、Alb　
2.41g/dl、Na　135.2mEq/ l、K　4.5mEq/ l、施行後は
TP　5.85g/dl、Alb　2.53g/dl、Na　137.4mEq/ l、K　
4.26mEq/ lであった。有害事象は24例中 1例で還流
開始後に急性心筋梗塞を発症、 1例で肺水腫を発症し
たがその他は37℃台の発熱を認めたのみだった。
【結語】CARTは比較的安全に施行でき、腹水除去
と自己蛋白再利用によって栄養状態を大きく損ねるこ
となくQOLの改善が可能である。婦人科悪性疾患に
よる難治性腹水の管理において終末期のみならず全治
療期間を通して有効な手段と考えられる。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

化学療法による難治性悪心に対する
オランザピン併用の有効性の検討

子宮体部原発の
neuroendocrine small cell carcinomaの1例

○重藤龍比古、水沼　槙人、小林　麻美
　三浦　理絵、二神　真行、横山　良仁
　水沼　英樹

弘前大

○遠藤　雄大、古川　茂宜、菅野　　潔
　小島　　学、鈴木　　聡、添田　　周
　渡辺　尚文、藤森　敬也

福島県立医大

【はじめに】化学療法による悪心・嘔吐（CINV）
は治療を受ける患者にとって最も避けたい副作用の
ひとつである。近年は制吐剤として5HT3受容体拮
抗薬、デキサメダゾン、アプレピタントが使用され
るようになってきており、以前と比べればCINVの
頻度や重症度は低下してきている。しかし、これら
の薬物療法に関わらず悪心を訴える患者も存在する
ため、当科では最近、難治性悪心に対して非定型抗
精神病薬であるオランザピン（商品名：ジプレキ
サ）を併用しており、一定の効果を得ているためこ
れを評価し報告する。
【方法】2014年 1 月～ 6 月の間に化学療法を受け
た症例のうち、5HT3受容体拮抗薬、デキサメダ
ゾン、アプレピタントの 3剤を併用しても、原則
grade 3 の悪心が残存する難治性悪心に対して、オ
ランザピン2.5mg/dayを投与した 9症例を後方視
的に検証した。
【成績】化学療法のレジメンはAP　1例、BEP　1
例、CCRT（weekly CDGP）1 例、CPT-11/CDGP　
4例、CPT-11/CDDP　1例、PLD　1例であった。
オランザピン併用後の悪心は、grade 0：3 例（33％）、
grade 1：5 例（56％）、grade 2：1 例（11％）と症
状の改善がみられた。副作用として全例に眠気の
訴えがあったが、grade 2 以上の傾眠は認められな
かった。
【結論】アプレピタントの採用により、CINVはか
なり予防されるようになったが、シスプラチンを含
む高度催吐性化学療法を主体に、依然として強い悪
心を訴える症例が少なくない。オランザピンは副作
用も許容出来る範囲ものであったため、難治性悪心
に対する追加薬剤として有効であると考えられた。

　子宮体部原発の神経内分泌小細胞癌は子宮体部
悪性腫瘍の 1％未満という稀な腫瘍である。発見
時に進行例である報告が多く、かつ化学療法が確
立されておらず予後不良とされる。58歳、 0経妊
0経産。現在当院にて乳癌の術後加療中である。
子宮頸癌検診でASC-Hであったため当科へ紹介
され初診した。子宮内膜細胞診陽性、続く内膜組
織診にて腺癌、免疫染色でChromogranin A陽性
であり、神経内分泌癌、小細胞癌が疑われた。腫
瘍マーカーはCEA　13.1ng/mL、CA19-9＜0.1
U/mL、CA-125　29U/mL、NSE　10.6ng/mL、
とCEAの上昇を認めた。MRIでは子宮腔内を占
拠する、筋層 1 / 2 以上の浸潤を疑う腫瘍を認め
たが、腟や子宮外への明らかな浸潤を認めなかっ
た。CT上遠隔転移、リンパ節転移を認めなかっ
た。子宮体癌の診断で準広汎子宮全摘術、両側附
属器切除、骨盤・傍大動脈リンパ節郭清、大網部
分切除を施行した。術前の画像通り子宮内腔は乳
頭状の脆弱な病変で置換されており、漿膜近くま
での深い筋層浸潤を認めた。骨盤・傍大動脈リン
パ節は数個腫大していた。病理組織診では小細胞
癌の組織像を示し、免疫染色でChromogranin A、
Synaptophysinと神経内分泌マーカーが陽性で
あったことからNeuroendocrine small cell carcinoma
と診断した。pT3bN1M0、stageⅢC2，脈管侵襲
陽性であり術後化学療法の方針とした。現在TC
療法施行中であるが、本症例も進行例であり、治
療中の評価及び治療終了後の注意深い経過観察を
要すると予想される。今回、子宮体部原発神経内
分泌小細胞癌の 1症例を経験したため報告する。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

パクリタキセルによる
重症アナフィラキシーショックの一例

当科における腹腔鏡下子宮体癌手術の
現況

○松宮　寛子、木村　知美、川端　公輔
　田沼　史恵、片岡　宙門、藤本　俊郎

函館中央病院

○山下　　剛、宇津　裕章、金　　美善

市立函館病院

　症例は58歳、2経妊 2経産。肥満（BMI34.6）、
高血圧、糖尿病あり。不正性器出血を認めたため
前医を受診したところ、子宮内膜細胞診で疑陽
性となり当科紹介初診となる。内膜組織診にて
Endometrioid adenocarcinoma, G1の診断となり、
準広汎子宮全摘＋両側附属器切除＋リンパ節郭清
を施行した。術後病理診断はpT1bN0M0、stage
ⅠBであり、術後補助化学療法としてTC療法を
施行する方針となり、術後 1ヶ月後に初回投与が
行われた。ジフェンヒドラミン塩酸塩錠内服とグ
ラニセトロン、ファモチジン、デキサメサゾン
を点滴静注後、パクリタキセル（タキソール、
175mg/m2）の投与が開始された。その 5分後、
血圧の低下と咳嗽、呼吸苦が出現し、直後に意識
消失した。薬剤投与により血圧は70mmHg台ま
で回復したが、気管挿管のうえICU管理となっ
た。その後DICを併発したため、ガベキサート
メシル、トロンボモデュリンアルファ、アンチト
ロンビンⅢ製剤などを使用し加療されたが、血小
板減少が著しく、ICU入室後14日目に退室するま
での総輸血量はRCC 16単 位、FFP 72単 位、
PC 315単位を要した。検査にてヘパリン起因性
血小板減少症（HIT）抗体陽性が判明した。本症
例の詳細とともに、文献的考察を含め報告する。

　2014年 4 月より腹腔鏡下子宮体癌手術が保険収
載されたが、当科では2010年より先進医療として
当該手術を施行してきた。2014年 3 月までに小切
開による子宮摘出例を含め39例に施行した。その
うち35名が類内膜腺癌、 4例が非類内膜腺癌で
あった。リンパ節転移は 1例のみで類内膜腺癌
G3においてSN検索により微小転移が同定され
た。再発/死亡例は非類内膜腺癌（漿液性腺癌）
の 2例でともに術後化学療法後に腹腔内再発にて
死亡した。同時期に施行した開腹術に比較し生存
率は同等以上であった。平均手術時間は骨盤内で
あれば103分、PAN摘出を含むと316分、出血量
はそれぞれ10g，150gであった。合併症として
閉鎖神経損傷が 1例あったがリハビリにて回復し
た。当科では骨盤においては可能であればSN生
検/全郭清省略を施行し、症例によっては生存率
の担保を図った上での最低侵襲手術が可能となっ
ている。今回の腹腔鏡下子宮体癌手術は施設条件
がやや厳しく、また先進医療当時と異なりPAN
郭清が適用外となっていることで子宮体癌根治手
術としては問題点も含んでいるが、婦人科悪性腫
瘍では最初に承認された腹腔鏡下手術療法であ
り、今後も多くの症例が期待できデータの集積と
ともに適用も改変されると想定される。今回我々
は自験例のデータを報告するとともに今後の課題
点も提示したい。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

腹腔鏡下子宮体がん根治術
～保険適応後の施行状況～

当科における再発子宮体癌についての
検討

○安達　聡介、磯部　真倫、西野　幸治
　西川　伸道、芹川　武大、関根　正幸
　加嶋　克則、榎本　隆之

新潟大

○二神　真行、三浦　理絵、大澤　有姫
　重藤龍比古、横山　良仁、水沼　英樹

弘前大

　2008年 8 月に新潟大学で始まった腹腔鏡下子宮
体がん根治術は2014年 4 月より、産婦人科領域の
悪性腫瘍に対する腹腔鏡手術として初めて保険適
応となった。2008年度から2013年度までの当院の
施行数は年平均6.5例であった。しかし、保険適
応後は開始から 3か月の間で、すでに 7例に対し
て施行した。今後も症例は増加していくと考えら
れる。長期予後については、欧米では開腹手術と
同等と示されているが本邦ではこれからさらなる
症例の積み重ねとデータの集積が必要である。腹
腔鏡手術は低侵襲であるのはもちろん、骨盤領域
においては、その視野拡大能と深部到達能が最大
限に発揮される。当院における腹腔鏡下子宮体が
ん根治術の歴史と現況を実際の動画を交えて報告
する。

　平成13年から25年までに当科で初回治療を行っ
た子宮体癌298例を対象として再発子宮体癌の臨
床病理学的特徴について検討した。当科の子宮体
癌に対する術式は、原則準広汎子宮全摘術＋両側
付属器切除＋骨盤リンパ節郭清±傍大動脈リンパ
節郭清／生検、頸部浸潤が明らかな場合には広汎
子宮全摘術としている。再発した症例は38例
（12.8％）であった。手術から再発までの期間
は、平均601日（98‒2201日）であった。再発部位
は、重複例もあるが腟断端10例、癌性腹膜炎及び
傍大動脈リンパ節がそれぞれ 7例、骨盤リンパ節
が 6例の順に多く、ついで肺、肝臓などの遠隔転
移であった。組織型別では、類内膜腺癌G2が12
例で最多であり、G3が 8例、G1が 5 例の順に多
かった。FIGO stage（2008）別では、1期16例、
2期 1例、 3期16例、 4期 5例であった。 1期再
発の症例が多いようにおもえた。注目すべきは
IA期が11例であった。その11例について詳細に
検討したところ、旧分類の2a期が 2例、腹水細
胞診陽性の3a期が 1例、G3及び腺棘癌が 1例、
G2が 5 例であった。一般的には再発する可能性
が非常に低いとされる1A期のG1症例が 3例含
まれていた。再発低リスクとされる1A期または
分化度がG1-2でも再発する可能性がある、今後
はこのような症例の解析が必要と考えられた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

妊娠経過中に発症した深部静脈血栓症を契機に診断された
先天性アンチトロンビン欠損症の1例

先天性低アンチトロンビンⅢ血症により
妊娠早期に深部静脈血栓症を発症した1例

○川口美保子1）2）、米田　徳子1）
　伊東　雅美1）、小野　洋輔1）
　伊藤　実香1）、米田　　哲1）
　塩﨑　有宏1）、齋藤　　滋1）

1）富山大
2）富山大卒後臨床研修センター

○上田　遥香、岡田　潤幸、廣井　　威
　相田　　浩

新潟県厚生連上越総合病院

【緒言】先天性アンチトロンビン（antithrombin：
AT）欠損症は凝固系亢進状態を示し、血栓が多
発する疾患である。今回、妊娠中の深部静脈血栓
症（DVT）の発症を契機に先天性AT欠損症の
診断に至った症例を経験したので報告する。
【症例】31歳、 1経妊 1経産。血栓症の既往歴お
よび家族歴なし。自然妊娠し前医にて妊娠管理さ
れていたが、妊娠悪阻のため安静にしており水分
摂取も不良だった。妊娠10週に左下肢の疼痛を主
訴に前医受診、精査加療目的で当科紹介となっ
た。下肢エコーで、左膝窩のヒラメ静脈、総大腿
静脈～外腸骨総腸骨静脈の血栓と、左総腸骨静脈
の右総腸骨動脈による圧排像を認め、DVTと診
断され、妊娠11週に入院となった。アスピリン
100mg/day内服、へパリン15,000単位持続静
注、AT補充療法を開始した。AT活性61％、AT
抗原量17.4mg/dl（基準23.6～33.5mg/dl）と
低値であり先天性AT欠損症と診断された。な
お、遺伝子解析では変異部位が不明だった。妊娠
14週に退院しへパリン自己注射と週 3回のAT補
充（2,000単位）で外来管理とした。妊娠26週に
血栓消失。妊娠38週 3 日に自然経腟分娩にて
3,062gの男児を出産。産褥期はヘパリンとワー
ファリンで管理。患者の両親の検査で父のAT活
性低下（53％）を認めた。
【考察】先天性AT欠損症は常染色体優性の遺伝
性疾患であり、本症を合併した女性が妊娠すると
血栓のみならず流産、死産などを合併するハイリ
スクとなる。本症例では急性期にヘパリン＋AT
補充、産褥期にワーファリン治療をすることで良
好な転帰が得られた。

　血栓・塞栓形成素因により血栓塞栓症を多発す
る病態はトロンボフィリアともよばれ、先天性も
しくは後天性に分類される。これらの素因を有す
る患者が妊娠した場合、妊娠経過中に血栓症をは
じめ、肺塞栓、常位胎盤早期剥離、子宮内胎児死
亡、妊娠高血圧症候群などの様々な合併症が発症
する危険性がある。妊娠初期に深部静脈血栓症を
発症し、抗血栓療法と補充療法によりさらなる重
篤な合併症を発症することなく分娩に至った症例
を経験したので報告する。
　症例は、26歳。初妊婦。既往歴に特記事項な
し。自然妊娠にて妊娠 5週に当科を初診。妊娠悪
阻含め初期には著変なし。妊娠13週に入り左下肢
浮腫・発赤出現。13週 3 日に初回妊婦健診のため
当科再診。深部静脈血栓を疑い超音波断層検査実
施。総腸骨静脈に血栓指摘。肺塞栓予防に下大静
脈フィルターを挿入。ヘパリンによる血栓溶解療
法開始。アンチトロンビンⅢ（AT‒Ⅲ）活性が
30％台と低値。 2か月後血栓の器質化を確認し
フィルターを一時抜去。カプロシンの自己注射に
より外来管理とする。外来管理中もAT‒Ⅲの活
性が30－40％と低値のため、低AT‒Ⅲ血症と診
断。妊娠32週より管理入院。計画分娩の方針と
し、AT‒Ⅲを補充し、下大静脈フィルターを挿
入し、帝王切開を実施。術中術後に出血傾向な
し。術後 5日目にフィルター抜去し、術後 6日目
よりワーファリンを開始。血栓の再発がないこと
を確認し退院となった。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

産褥期に広範型肺血栓塞栓症を発症し
救命し得た1例

帝王切開術18時間後に発症し、
人工呼吸器管理となった肺血栓塞栓症の1例

○松川　　淳、小幡美由紀、網田　光善
　高橋　一広

山形大

○苫米地英俊1）、三浦　雄吉1）
　菊池　権恵1）、秋元　義弘1）
　佐藤　昌之1）、新沼　花恵2）

1）県立二戸病院
2）岩手医大

【緒言】産褥期は静脈血栓塞栓症の発症リスクが
高いことが知られている。今回我々は、産褥期に
広範型肺血栓塞栓症を発症した症例を経験したの
で報告する。
【症例】27歳、 1経妊 1経産、BMI　37.3。妊娠
38週 2 日に前回帝王切開のため選択的帝王切開術
を行った。術前より弾性ストッキングと間欠的空
気圧迫法を行っていた。術後 1日目の初回歩行後
に気分不良を訴え、直後に意識消失した。血圧
52/37mmHg、脈拍122/分、SpO290％であり、
肺血栓塞栓症を疑い直ちに未分画ヘパリン5,000
単位を静注した。抗ショック療法を開始し次第に
バイタルサインの改善をみた。造影CTで右肺動
脈主幹部と、左右肺動脈区域枝に多発血栓を認め
た。未分画ヘパリンによる抗凝固療法を開始し、
発症 3日後からはワーファリンの内服加療とし
た。11日目の造影CTで血栓の消失が確認され、
発症15日目に退院となった。
【考察】妊娠・分娩時における肺血栓塞栓症の発
症率は0.02％であり、そのうち77.6％が産褥期発
症であると報告されている。肺血栓塞栓症の死亡
率は約14％であり、特にショックを伴う重症例で
は30％に及ぶ。本症例は、肺動脈主幹部塞栓によ
りショックとなったが、発症直後から迅速に治療
を開始し救命し得た。産褥期において、肺血栓塞
栓症は予防措置を講じても、完全には予防し得ぬ
事を認識し、発症時に迅速に対応することが予後
を左右すると考える。

　肺血栓塞栓症は静脈系にできた塞栓子が血流に
乗って運ばれ、肺動脈に詰まって閉塞する疾患で
あり、広汎性肺塞栓では一旦発症すると早期診断
し治療しても高い死亡率を呈する疾患である。ま
た、妊娠中の静脈血栓塞栓症の発症率は非妊時と
比して約 5倍であり、さらに帝王切開術後はその
リスクは経腟分娩の約22倍といわれている。今回
我々は帝王切開術後に発症し、人工呼吸器管理と
なった肺血栓塞栓症の 1例を報告する。
　症例は35歳、女性。妊娠分娩歴： 2妊 1産、29
歳時に双胎で帝王切開術の既往あり。家族歴に特
記事項なし。現病歴：妊娠初期から当院にて妊婦
健診で通院。前回帝王切開分娩であり、妊娠37週
0 日に予定帝王切開とした。術前検査で異常所
見は認めず、BMIは22であった。予定通り37週
0 日で帝王切開術を施行。児は2,726g、女児、
Apgar score 1 分値 8点、 5分値 9点であった。
出血量は子宮収縮不良のため羊水込みで1,133g
であった。
　帰室18時間後、診察のため車椅子へ移動した際
に顔面蒼白、意識消失、ショック状態となった。
CPR、気管内挿管し、心エコーにて著明な右室
拡大所見を認め肺血栓塞栓症疑いで緊急心臓カ
テーテル検査を施行。肺動脈造影で右肺動脈本幹
の完全閉塞の所見であった。さらにその後、経皮
的心肺補助法と大動脈内バルーンパンピング法を
併用し人工呼吸器管理となった。しかし、脳虚血
や低酸素状態は免れず術後281病日に永眠された。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

妊娠36週にDVTを発症し下大静脈フィルター
設置後に帝王切開となった1例

横隔膜ヘルニアと仙尾部奇形腫を合併した
1番染色体長腕のモザイク部分トリソミーの1症例

○村井　正俊、深川　智之、田中　詩乃
　金杉　知宣、岩動ちず子、小山　理恵
　菊池　昭彦、杉山　　徹

岩手医大

○日高野乃子、渡利　道子、三島　　隆
　中郷賢二郎、相澤　貴之、計良　光昭
　及川　　衞、吉田　　博

母恋天使病院

　妊娠は深部静脈血栓症（Deep vein thrombosis：
以下DVT）DVTのリスク要因の一つであり、妊
娠後期や産褥期に発症することが多いと言われて
いる。我々は妊娠36週にDVTを発症し当院に搬
送された症例について疫学・臨床所見と治療につ
いて考察を含め報告する。
【症例】28歳、初産婦。既往歴は特記事項なし。
家族歴に実父は血栓症の既往を認めた。
【現病歴】妊娠35週 5 日より左下肢疼痛を自覚。
妊娠36週 5 日、末梢冷感を自覚し前医を受診。下
肢静脈エコーで左下肢静脈血栓を認めた。ヘパリ
ンナトリウム12,000単位で抗凝固療法を開始、
APTT延長を認めず24,000単位へ増量となった。
その後、周産期管理目的に当科へ搬送となった。
【経過】入院時に当院心腎内科にコンサルトした
結果、ヘパリン効果不十分であったため、30,000
単位へ増量となる。入院 2日目、APTTは88.7
と治療効果域になり同日に下大静脈フィルターを
留置した。入院 3日目、ヘパリン休止 4時間後に
選択的帝王切開を施行した。術後 4日目、造影
CTで左大腿静脈から総腸骨静脈に血栓と左肺動
脈下葉枝にPTEと思われる小結節を認めた。呼
吸苦などの症状無いため経過観察となる。術後 7
病日目、下大静脈フィルターを抜去。放射線科・
心腎内科と相談しワーファリン加療の適応とな
る。その後はワルファリン加療と管理目的で前医
循環器内科へ転院となった。
【まとめ】非妊娠・妊娠中に既往が無くても、家
族歴に血栓症を有する場合はDVTを発症するリ
スクが高く、より慎重に診察にあたる必要があ
る。

【諸言】先天性横隔膜ヘルニア（以下CDH）は救
命率は低く、60～70％である。また、仙尾部奇形腫
は胎児診断例では生存率50％とされ、 1番染色体長
腕の重複との関連性が示唆されている。横隔膜ヘル
ニアと仙尾部奇形腫を合併した 1番染色体長腕のモ
ザイク部分トリソミーの 1症例を経験したので報告
する。
【症例】29歳、G0。24週に胎児超音波で左CDHを
指摘。心臓の右方偏位、胸腔内への胃胞・肝臓の脱
出を認め、北野分類groupⅢと診断。LT比0.08、
LHR1.39であり、予後不良群と思われた。28週の
胎児MRIでは、健側肺の肺肝信号比は1.69～1.83
であった。24週羊水検査を施行し、mos46，X，der
（X）t（X；1）（q11.1、q11）［18］/46，XX［32］であっ
た。26週胎児超音波で、仙尾部に 2× 2 cm大の腫
瘤を認め、仙尾部奇形腫の合併を疑った。妊娠経過
中に急速に増大し、一部骨盤内に進展し、Altman
Ⅱ型が疑われた。下大静脈径の増大は認めたが、
PLIは正常で明らかな心不全徴候は認めなかった。
その後羊水量は漸増し、34週 0 日AFIは43cmまで
増加。34週 2 日に高位破水となり、同日全身麻酔下
で緊急帝王切開術を施行した。2,698g、Apgar 
score 1/3、pH 7.144。仙尾部奇形腫は13×13cm
で一部壊死様であった。出生後 4時間でCDHに対
し新生児外科手術施行。左横隔膜に 5× 5 cm大の
欠損あり人工膜パッチで修復し、人工肛門造設術を
行った。術後、NO吸入、HFO管理としたが、呼吸
は安定せず、出生10時間後に死亡した。
【結語】横隔膜ヘルニアと仙尾部奇形腫を合併し
染色体異常を認めた稀な 1例を経験したので報告
する。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

臍帯巻絡による臍帯動脈血ガス分析の
変化と、新生児機転に関しての考察

妊娠後期における筋緊張性ジストロフィー
合併妊娠の胎児超音波診断

○藤部　佑哉、黒田　敬史、新開　翔太
　恐神　博行

北海道社会事業協会帯広病院

○高橋　　仁、西島　浩二、井上　大輔
　太田加奈子、杉田　元気、山本　　真
　玉村　千代、品川　明子、知野　陽子
　福田　　真、折坂　　誠、黒川　哲司
　吉田　好雄

福井大

【目的】臍帯巻絡は胎児低酸素症および胎児機能
不全のリスクファクターである。臍帯巻絡が臍帯
動脈血液ガス分析にいかに影響を及ぼし、新生児
機転に影響を与えるかについて解析・検討を行っ
た。
【方法】当院で2008年 4 月から2012年 3 月までの
5年間にかけて分娩した2,958件の中で、経腟ト
ライを行った症例を対象とし後方視的に統計学的
解析を行った。
【結果】初産婦1,257件、経産婦1,332件のうち臍
帯巻絡を認めたものは780件、認めなかったもの
は1,714件、その発生頻度は31.3％であった。巻
絡回数は 1，2，3，4回の順で85.3％、12.4％、
1.9％、0.51％、 5回以上の巻絡はなく、臍帯血
液ガス分析でpHは巻絡回数の増加に伴い低下傾
向をしめした。臍帯血液ガス分析のpH平均値は
巻絡を認めた症例でpH7.318、巻絡を認めなかっ
た症例でpH7.375と 2 群間に有意な差を認めた
（P＝0.0001）。アプガースコア 1分値は有意差
を認めたが（P＝0.0307）、 5分では有意差を認
めなかった（P＝0.434）。しかしNICU入床率で
は 2群間に有意な差を認めた（P＝0.0064）。
【結論】臍帯巻絡の発生は臍帯血液ガスのpHお
よびアプガースコア 1分値を悪化させており、
NICU入床率を有意に増加させ新生児機転に悪影
響を及ぼす可能性が示唆された。

　筋緊張性ジストロフィー合併妊娠には、多くの
問題点がある。妊娠においては羊水過多を伴うた
め、早産や産後の弛緩出血などに備えなければい
けない。出生した児は、fl oppy infantとなる可能
性があり、その場合は高次医療機関において呼吸
管理を伴った集中的な治療が必要となる。これら
の問題に対するため、出生前に診断をつける意義
は非常に大きい。
　今回我々が経験した妊娠の 2症例は、母体筋緊
張性ジストロフィーの合併を診断されていないま
ま、羊水過多を理由に妊娠後半期に紹介となって
いる。分娩が差し迫っており、短期間で診断する
必要があった。診断には問診が決め手となった
が、その際多くの超音波所見が診断の助けとなっ
たと思われる。
　一般的な胎児診断として、羊水過多・内反足・
脳室経度拡大、tent-shaped mouthなどが言われ
ているが、いずれも診断や胎児の状態に直接結び
つき難い。今回の症例ではそれらに加え、比較的
大きい胃胞や膀胱、さらには横隔膜の位置異常を
みることができた。
　この疾患は頻度が稀であるため、超音波所見に
対するまとまった報告はあまりない。この報告を
通して改めて胎児超音波での診断について提案を
したい。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

出生前に胎内で吐血した
先天性小腸閉鎖症の1例

急速に胎児水腫に進行した
総排泄腔遺残症の一例

○角田　真貴1）、山崎　玲奈1）
　明星　須晴1）、田中　政彰2）
　藤原　　浩1）

1）金沢大
2）福井県立病院

○村上　幸治、山下亜貴子、上田　寛人
　吉澤明希子、宮川　博栄、横浜　祐子
　高橋　知昭、千石　一雄

旭川医大

【緒言】血性羊水の原因部位として、胎盤及び付
属物が考えられ、胎児に重篤な循環障害を来す危
険性がある。胎盤の病変としては、常位胎盤早期
剥離、辺縁血腫、胎盤後血腫、絨毛膜下血栓、羊
膜下血腫等があり、臍帯の病変としては、血管破
裂、臍帯血腫等が考えられる。文献によるとそれ
らの頻度は、辺縁血腫は0.74％、胎盤後血腫は
4.5％、絨毛膜下血栓は2,000例に 1例、臍帯の血
管破裂は41,000例に 1例と、非常にまれな疾患で
ある。当院にて帝王切開術施行時に血性羊水を認
めた 1例を経験した。
【症例】35歳、女性、 1経妊 1経産。妊娠33週 3
日で腸管拡張を認められ、同日当科紹介受診。胎
児腸管は18～25mmで広範囲に拡張を認めた。胃
の拡張は認められたが、羊水量は正常だった。児
の発育は良好であり、NSTはreassuringであっ
た。胎児MRIで小腸拡張が認められ、小腸閉鎖
が疑われた。頸管長19mmと切迫徴候もあり、同
日入院管理となった。翌日（妊娠33週 4 日）、胎
動の減少の訴えがあり、NSTを評価したところ
サイヌソイダルパターンであったため、緊急帝王
切開術施行。2,052gの男児をAp 5 / 9 にて娩出。
血性羊水を認めた。胎盤早期剥離所見や臍帯血管
の破綻はなく、出生児の胃管チューブより大量の
血液が認められた。児の急性胃粘膜腸炎による出
血であった。
【考察】サイヌソイダルパターンの原因は胎児貧
血によると考えられた。胎児の吐血により血性羊
水を来した稀な症例を経験した。

【緒言】総排泄腔遺残症は出生 5万例あたり 1例
の割合で発生する稀な疾患である。また、胎内診
断が困難とされるが、超音波検査による尿路奇
形、腸管拡張、嚢胞性骨盤腫瘤の所見で鑑別診断
に総排泄腔遺残症を挙げる必要があるとの報告も
ある。超音波検査、MRIより本疾患を疑い妊娠
管理中急速に羊水過多と胎児水腫が進行した一症
例を経験したので報告する。
【症例】30歳、 4経妊 3経産。前医にて妊娠27週
の妊婦健診まで異常指摘なし。妊娠30週の超音波
検査上腹水貯留、腸管拡張を指摘され、精査目的
で当科受診。超音波検査上膀胱後方に多房性の嚢
胞性腫瘤を認めた。妊娠31週のMRI上骨盤部嚢
胞性腫瘤、重複水子宮腟症、両側水腎症、S状結
腸拡張を認め、総排泄腔遺残症の診断。妊娠32週
2 日急激な羊水過多と胎児胸水を認め入院。妊娠
32週 3 日、産科、新生児科、腎泌尿器外科、小児
外科にて合同カンファレンスを実施し、児の蘇
生、出生後の治療について討論した。妊娠32週 4
日皮下浮腫の急速な出現、BPSの低下から胎児
機能不全と判断し、緊急帝王切開を施行。児は
2,750gの女児でApgar Score 6 / 8 点。児は鎖
肛を認め、生後 0日目で人工肛門造設術が行わ
れた。
【考察】本症例では画像所見にて総排泄腔遺残症
と診断することで各科に連携を図り、分娩から新
生児期の治療をスムーズに実施できた。総排泄腔
遺残症の妊娠経過は不明な点が多いが急速に胎盤
機能不全に至る可能性を念頭に管理する必要があ
ると考えられた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

B-Lynch法トレーニングにより弛緩出血に対し
迅速かつスムーズに施行し子宮温存をし得た1症例

分娩誘発中に発症した
Toxic Shock Syndromeの1例

○岡本　修平、野澤　明美、小野　方正
　水﨑　　恵、北村　晋逸

名寄市立総合病院

○石原　佳奈、葛西剛一郎、山内　愛紗
　葛西亜希子、高橋　秀身

大館市立総合病院

【緒言】弛緩出血は全分娩の 5％に見られ、治療
としては子宮底輪状マッサージ、双手圧迫、子宮
収縮剤投与などが行われるが、抵抗性の場合は、
子宮温存法を考慮する場合は動脈塞栓も有効であ
るが、B-Lynch法などのCompression Sutureは
どの施設でも行う事ができ、尚且つ有効な方法と
されている。今回我々はB-Lynch法の簡便なト
レーニングを施行し、手技習得に努めた上で、帝
王切開中の弛緩出血に対し、迅速に同法を行い、
子宮温存をし得た症例を経験したので報告する。
【症例】症例は31歳、 0経妊。既往歴なし。妊娠
40週 6 日に予定日超過にて分娩誘発を行ったが、
子宮口 8 cmで分娩停止の診断で同日に緊急帝王
切開施行。3,908g、男児、Aps 4（1）、 9（5）で
あった。胎盤を用手剥離後、子宮は口唇様の硬度
で、子宮収縮が著明に不良。創縫合と並行してオ
キシトシン点滴、麦角剤、オキシトシン局注を行
うも子宮硬度は不変であり、出血自体は多くな
かったものの、術後出血を危惧して、 2号Vicryl
糸を使用しB-Lynch変法を施行し、良好な子宮
収縮を確認し終了した。手術時間は75分、出血量
は羊水込みで920mlであった。術後経過は順調で
あった。
【結語】日常診療でB-Lynch法を必要とする症
例は少ない。しかし弛緩出血を想定し、同法のト
レーニングを行う事で、タイミングを逸すること
なく迅速に弛緩出血に対応することが出来た。

【はじめに】毒素性ショック症候群（Toxic Shock 
Syndrome：以下TSS）は黄色ブドウ球菌が産生
する外毒素による急性、かつ全身性の感染症であ
る。今回我々は分娩誘発中に発症したTSSの 1
例を経験した。
【症例】34歳、初産。羊水過少と妊娠高血圧症候
群のため妊娠39週 3 日前医入院。妊娠39週 6 日か
ら分娩誘発が開始され、 3回の子宮頸管拡張後、
妊娠40週 1 日オキシトシンが開始された。オキシ
トシン開始時38℃の発熱を認めた。分娩進行はな
く、血小板減少も認め、緊急帝王切開術の方針と
なるも前医では輸血対応が困難で当院へ搬送と
なった。発熱、びまん性紅斑を認め、血小板7.0
×104/μLと低下、子宮内感染による敗血症合併
と考え、血液培養や腟培養を採取後、緊急帝王切
開術施行した。術後血圧低下し、輸液療法、抗
DIC療法、セフメタゾールナトリウムを開始する
も状態は改善しなかった。術後 2日目に母体腟培
養、児の培養から黄色ブドウ球菌が検出され、
児にも発熱、びまん性紅斑、血小板減少を認め
たことがきっかけとなりTSSの診断に至った。
MRSAの可能性も考え、バンコマイシン、クリ
ンダマイシンを開始、症状は改善した。感受性検
査結果はMRSAであった。術後26日目に独歩退
院となった。
【結語】TSSは若年者に発症頻度が高く、経腟
操作後や手術後、産褥期の発熱でびまん性紅斑、
血圧低下を伴う場合、本疾患を念頭におく必要が
ある。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

妊娠17週で子宮破裂を起こした
前2回帝王切開既往妊婦の一例

診断に苦慮した異所性妊娠の1例

○西村　杏子、小島原敬信、渡辺　憲和
　長谷川歩美、堤　　誠司、高橋　一広

山形大

○湊　　敬道、高橋　聡太、淀川　裕紀
　西本　光男、佐藤　多代

岩手県立中部病院

【緒言】子宮破裂は、多くは分娩時に起こり、子
宮下部横切開による帝王切開の既往がある妊婦で
はその頻度は0.2～1.5％である。今回、妊娠17週
で子宮破裂となった稀な症例を経験したので報告
する。
【症例】29歳、2経妊 2経産（前 2回帝王切開）。
妊娠17週 5 日、急激な下腹部痛が出現し、意識消
失があり当院に救急搬送された。来院時、腹部全
体に圧痛、筋性防御を認めた。超音波検査にて腹
腔内に多量の液体貯留を認め、腹腔内出血が疑わ
れた。造影CTで腹腔内に多量の血性腹水、子宮
体下部で子宮壁の途絶を認め、子宮破裂と診断し
緊急手術を施行した。開腹時、腹腔内に多量の凝
血塊を認め、子宮体下部に裂傷があり胎盤の一部
が脱出していた。胎児の救命、子宮温存は不可能
と判断し、子宮全摘術を施行した。出血量は5,135 
mlであり、濃厚赤血球10単位、新鮮凍結血漿 8
単位を輸血した。術後経過は良好であった。病理
検査では明らかな癒着胎盤の所見はなかった。
【考察】本症例は、前 2回帝王切開の既往があ
り、胎盤は前壁で切開創に付着していた。癒着胎
盤の所見はないことから、帝王切開部の筋層の菲
薄化による破裂と考えられた。
【結語】帝王切開の既往、帝王切開創部の筋層の
菲薄化、帝王切開部への胎盤付着などのリスクの
ある症例は、分娩中でなくても子宮破裂が起こり
うることを念頭に診療しなければならない。

【諸言】異所性妊娠は日常診療において稀有な症
例ではないが、術前診断に難渋するケースがあ
る。今回我々は術前に異所性妊娠を疑い腹腔鏡下
手術を施行したものの正診には至らず、 2回目の
腹腔鏡下手術にて治療し得た 1例を経験したため
文献的考察を含め報告する。
【症例】29歳女性
【妊娠歴】 2経妊 0経産（自然流産、異所性妊娠
にて開腹左卵管切除術を施行）
【既往歴】特記事項なし
【現病歴】自然妊娠成立し最終月経より 5週 6日
目に近医を受診するも子宮内に胎嚢は認められな
かった。翌日より下腹部痛、性器出血が出現した
ため近医を再度受診し、異所性妊娠の疑いで同日
当科紹介となった。経腟超音波にて腹水及び左付
属器腫大、血中HCG1883 IU/mlを認めたため異
所性妊娠を疑い同日緊急腹腔鏡下手術を施行。腹
腔内はクラミジア様の高度癒着、右卵管は軽度卵
管水腫様、腫大した左卵巣腫瘍に対し核出術を施
行した。術後血中HCGの低下が認められなかっ
たため、術後 2日目に子宮内膜掻破術を施行。掻
破術後の経腟超音波にて腹水の増量、また右卵管
部に胎嚢を疑う所見を認めたため 2回目の腹腔鏡
下手術を施行した。右卵管は棍棒様に腫大し内部
に絨毛様組織を確認、右卵管切除術を施行した。
術後経過は良好で術後 2日目に退院。病理組織検
査において右卵管妊娠の確定診断を得た。
【結語】初診時より入念な診察と十分なイン
フォームドコンセントを行う事で迅速な診断と適
切な治療介入が可能であった。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

帝王切開創部妊娠に対し
手術療法を行った一例

帝王切開術後にSheehan症候群を
発症した一例

○長尾沙智子、岩崎　雅宏、郷久　晴朗
　小川万梨絵、阿部　秀悦、齋藤　　豪

札幌医大

○木村　知美、片岡　宙門、佐賀　絵美
　松宮　寛子、川端　公輔、田沼　史恵
　藤本　俊郎

函館中央病院

【はじめに】帝王切開創部妊娠は稀な疾患である
が、帝王切開率の増加に伴い報告例も増えてきて
いる。しかし各症例において状態が大きく異な
り、確立した治療法は提言されていない。今回
我々は帝王切開創部妊娠を認め、手術を行った一
例を経験したので報告する。
【症例】35歳、 2経妊 1経産で 5年前に帝王切開
の既往あり。月経の遅れを主訴に前医受診しhCG
高値を認めたがGS測定不能であった。頸管妊娠
を疑われ当科紹介受診し、MRI検査で子宮前壁
の帝王切開創部にGSを認めた。子宮壁菲薄化し
ており子宮破裂の可能性があり、当日緊急開腹手
術を行った。創部切開、内容物掻爬、筋層縫合
し、術後採血でhCGの低下を認めた。
【考察】帝王切開創部妊娠の多くは妊娠第一三半
期に妊娠中絶が行われる。それ以降になると子宮
破裂に伴う大量出血や母体死亡の危険性が増加す
るためであり、今回の症例も胎嚢が創部に深く入
り込むように増大しており子宮破裂の危険性が高
く、早急な手術的介入が必要と考えられ、MTX
療法や子宮動脈塞栓術ではなく手術療法が選択さ
れた。
【結語】今回帝王切開創部妊娠により子宮破裂が
予測され、緊急的に開腹手術を行った一例を経験
した。帝王切開創部妊娠は現在増加傾向にある
が、その治療法は挙児希望、子宮温存希望、妊娠
週数、画像所見や症状の程度によって各施設で症
例毎に判断している現状であり、治療法と妊孕性
に関し更なる検討が必要である。

【はじめに】Sheehan症候群とは分娩時大量出血
が原因となり、産後に発症する下垂体機能低下症
である。
【症例】40歳、 0妊 0産。既往歴：甲状腺乳頭癌
術後　合併症：子宮筋腫　家族歴：特記事項なし
現病歴：妊娠初期より当科にて妊婦検診を行って
おり、問題なく経過していた。予定日超過となっ
たため、妊娠41週 0 日よりメトロイリンテル挿入
による分娩誘発を開始したが、分娩停止のため、
緊急帝王切開術を行った。術中出血は2,200g（羊
水込み）であった。術後 8時間での採血にて
Hb5.3g/dlであった。RCC 4 単位を輸血した。
術後 1日目にイレウスとなり、イレウス管を挿入
した。イレウスは徐々に軽快し、術後32日目に退
院となった。産後乳汁分泌がみられず、月経も再
開しなかった。産後 4 カ月の血液検査にてE2＜
10、LH1.68、FSH5.25、PRL9.26であったため、
Sheehan症候群を疑い、下垂体MRIを撮影した
ところ下垂体萎縮を認めた。下垂体ホルモン負荷
試験の結果、汎下垂体機能低下症であり、Sheehan
症候群と診断された。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

下腹部横切開法による帝王切開術後に生じた
腹直筋鞘血腫に対して下腹壁動脈塞栓術を施行した一例

既往帝王切開後の中期人工妊娠中絶後に
大量出血を来たした癒着胎盤の1例

○頼近　奈奈1）、山田　　俊1）
　佐々木瑞恵1）、小田　泰也1）
　小野寺康全1）、有賀　　敏1）
　杉浦　　充2）

1）JCHO北海道病院
2）JCHO北海道病院放射線科

○黒澤　靖大、杉山　　隆、近藤亜希子
　倉片三千代、齋藤　昌利、西郡　秀和
　菅原　準一、八重樫伸生

東北大

【緒言】腹直筋鞘血腫は上下腹壁動脈が腹直筋鞘
内で破綻することにより生ずる。原因としてス
ポーツ・咳による過伸展や抗凝固療法などがある
が、明らかでないことも多い。下腹部横切開法に
よる帝王切開術の術後合併症として腹直筋鞘血腫
を経験した。 
【症例】32歳、女性、 0経妊、既往歴に特記事項
なし。自然排卵周期により妊娠成立、二絨毛膜二
羊膜双胎の診断となった。妊娠経過に異常はな
く、妊娠36週に双胎の適応で選択的帝王切開術が
下腹部横切開法により施行された。術後 2時間後
に79mmHgまでの血圧低下を認めたが、子宮出
血は少なく、創部に異常所見なく、補液増量によ
り血圧は正常化した。その後も異常出血や強い腹
痛はなかったが、術後 1日目、Hb3.7g/dlと高
度貧血を示し、経腹エコーで子宮前面に限局する
径 7 cmの腫瘤状血腫様構造、造影CTで両側腹
直筋腫大と左下腹壁動脈仮性動脈瘤が確認され、
腹直筋鞘血腫と診断された。同種血輸血後に左下
腹壁動脈に対して選択的動脈塞栓術が施行され、
塞栓術後 7日目に退院となった。診断が遅れた理
由として術後硬膜外麻酔のため強い腹痛がなかっ
たこと、補液により血圧が安定したことが挙げら
れる。帝王切開術後の低血圧の原因として腹直筋
鞘血腫を念頭に置く必要がある。筋肉内への血腫
形成により腹直筋腫大と出血持続を示す所見が認
められる際には、動脈塞栓療法が確実で侵襲の少
ない治療法であると思われた。

【緒言】近年帝王切開率の上昇に伴い、既往帝王切開症
例における癒着胎盤症例の増加が問題となっている。
我々は 1回の既往帝王切開後の中期人工妊娠中絶後に大
量出血を来たした癒着胎盤に対して子宮動脈塞栓および
子宮摘出を要した 1例を経験したので報告する。
【症例】30歳の 1回経産婦。 3年前に骨盤位に対して帝
王切開の既往あり。自然妊娠にて近医にて妊娠初期から
管理されていたが、前医にて妊娠17週時に人工妊娠中絶
が行われた。その後持続性の少量出血を認め、 1ヵ月後
に受診した際に子宮内に多量の貯留物を認めた。前医に
て外来で子宮内容除去を施行した際に大量出血を認め、
当院に搬送となった。搬入時も少量出血が持続してい
た。血中hCGは503mIU/mLと高値であり、胎盤遺残
が疑われた。超音波検査にて胎盤遺残を含むと思われる
径 8 cmおよび 5 cm大の 2つの子宮内血腫様像を認め、
内部に向かう血流を認めた。造影CTでは、超音波検査
所見と同様に腫瘤内への血液の流入を認めたため、同日
両側子宮動脈塞栓術（UAE）を行い止血することがで
きた。その後新たな外出血はないものの腫瘤は存続し、
hCGの低下も不良であったため第 8病日にMTXを投与
した。次第に血中hCGは低下したが腫瘤内の血流は増
加し、第21病日に再度UAEを行った。一時的に血流減
少を認めたが数日後に再度増加した。このため保存的な
治療は困難と判断し、第39病日に腹式単純子宮全摘術を
施行した。術中所見および病理組織所見として陥入胎盤
を認めた。術後経過は良好で、第50病日（術後11日）に
退院となった。
【考察】妊娠中期では胎盤の位置を完全に評価すること
は困難であり、人工妊娠中絶や流産の際には留意されな
いことも多く、日常診療におけるピットホールといえ
る。帝王切開や筋腫核出術などの既往がある症例におい
ては、早い妊娠週数の症例においても癒着胎盤を念頭に
診療に臨む必要があることを再認識する必要がある。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

自然分娩後に骨盤内血腫を形成し、
DICに陥った1例

医療過疎地で発症した子宮破裂による出血性ショックに対し、
ドクターヘリの出動により母体救命できた1症例

○下田　勇輝、富樫嘉津恵、菅原　多恵
　三浦　康子、三浦　広志、佐藤　　恵
　佐藤　　朗、寺田　幸弘

秋田大

○長　たまき、和田真一郎、川嶋　　篤
　山本　雅恵、鈴木　幸雄、鈴木　徹平
　福士　義将、藤野　敬史

手稲渓仁会病院

　我々はしばしば分娩時大出血に起因した産科
DICを経験する。その多くは、胎盤早期剥離など
の産科緊急疾患や分娩時大量出血による。我々は
今回、分娩時の裂傷に伴う出血ではなく、分娩時
の骨盤内血管損傷に起因する産科DIC症例を経
験したので報告する。症例は32歳、 1経妊 1経産
で、前回分娩に問題なく、既往歴、家族歴にも特
記事項はない。妊娠経過においても異常なく経過
し、分娩予定日超過のため41週 2 日より頸管拡張
を行ったところ、自然陣痛が惹起され、同日自然
分娩となった。児に問題はなく、分娩時裂傷もⅠ
度であったが、分娩後 2時間で出血量が急激に増
加し、再診察したところ、後腟円蓋 9時方向に血
腫形成を確認した。緊急造影CTにて動脈性出血
を伴う産後血腫と診断された。大量出血を伴い、
止血困難な状況、輸血製剤の不足から高次病院へ
の搬送を決定。DIC初期治療を行いながら搬送と
なった。高次病院到着時に緊急輸血を追加、速や
かに造影CTおよび動脈造影を行った。同時に動
脈塞栓術を施行したところ、出血量が著減し、や
がて止血された。その後は再出血なく良好に経過
した。産後血腫は大部分が外陰部に走行する動脈
の破綻によるものと推測され、その多くは外出血
型となる。本症例は裂傷に起因せず、分娩時の閉
鎖動脈分枝の破綻が原因と考えられた。明らかな
会陰損傷がなくとも骨盤内動脈の破綻はあり得る
ことであり、正常分娩が終わった後でも十分な注
意が必要である。

【緒言】医療過疎地で緊急性の高い周産期疾患が
発症した場合、母体救命が難しくなる場合があ
る。我々は、妊婦が突然の腹痛で救急要請され、
ショック状態のためドクターヘリのある当院へ搬
送され、緊急帝王切開にて母体救命できた症例を
経験したので報告する。
【症例】症例は37歳、 1経妊 0経産で、他院で開
腹子宮筋腫核出術の既往があり、切迫早産で加療
されていた。退院後、当院より42km離れた医療
過疎地において、妊娠34週で急激な腹痛を主訴に
救急要請された。救急隊現着時に血圧測定不能の
ショックバイタルにつき、 3次要請でドクターヘ
リ出動となった。ヘリ到着後、急速輸液開始し、
当院へ救急搬送された。来院時、経腹エコーにて
胎児心拍の消失、胎児の腹腔内脱出を認めたた
め、子宮破裂が疑われ緊急帝王切開術を施行し
た。右卵管角近傍より左側子宮底部に破裂が及
び、児が腹腔内に脱出し、さらに右卵管角近傍に
て胎盤と子宮の癒着を認めた。破裂部を縫合し閉
腹した。出血量は6,153mlで、RCC14単位、FFP
10単位輸血した。術後ICU帰室となり、 2日目
に一般病棟へ転棟、著変無く術後 8日目に退院と
なった。
【結語】本症例では、医療過疎地において発症し
た子宮破裂に対して、救急要請後ドクターヘリに
より迅速に母体搬送が行われ、子宮温存のまま母
体救命できた。一刻を争う周産期救急疾患に対し
て、ドクターヘリが有効に機能した 1症例と思わ
れた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

妊娠中期に子宮表在血管の破綻が原因で
腹腔内出血をおこした一症例

癒着胎盤を疑う胎盤遺残に対し
待機療法を選択した6例についての検討

○黒川　晶子、森下　美幸、杉尾　明香
　明石　祐史、馬場　　剛、石岡　伸一
　遠藤　俊明、齋藤　　豪

札幌医大

○渡辺　憲和、堤　　誠司、清野　　学
　高橋可菜子、小幡美由紀、吉田　隆之
　高橋　一広

山形大

　妊娠中の急性腹症は検索のための画像や造影剤
の使用が制限される。しかし判断が遅れることに
よって胎児のみならず母体にも侵襲を与え不可逆
的な結果をもたらすことがある。今回我々は妊娠
23週に子宮表在血管の破裂による腹腔内出血のた
めに出血性ショックをきたした症例を経験したの
で報告する。
　症例は29歳女性、 0経妊 0経産。妊娠21週より
下腹部痛があり、前医で切迫流産の診断で入院し
ていたが、23週 3 日に下腹部痛が出現。血圧の低
下と胎児持続除脈を認め、経腹エコーで腹腔内に
液体貯留を認めたため緊急開腹術が行われた。腹
腔内には1,400gの出血が貯留しており、左卵管
角付近の子宮漿膜下に異常静脈が見られ、静脈性
の出血を認めた。異常血管破綻部位を縫合、止血
を行い閉腹となったが、再度同様なエピソードが
起こった場合には児の娩出も検討されるため24週
0 日当院に母体搬送となった。
　当院搬送後、妊娠28週より前回開腹時と同様の
痛みを伴う子宮収縮を頻回に認めたため、緊急帝
王切開とした。妊娠29週 5 日　1,270g　男児　アプ
ガールスコア 5点－ 7 点。腹腔内に出血はなく、
左卵管角の怒張した血管は胎盤娩出とともに縮小
した。腹腔内癒着によりダグラス窩観察不可であ
り内膜症の評価は困難であった。患者は術後10日
目に退院し、児は日齢62日で退院している。
　妊娠中の腹腔内出血例の原因や好発週数、対応
について若干の文献考察を加えて報告する。

【目的】分娩第 3期に子宮内に胎盤が遺残する胎
盤遺残の原因のひとつに癒着胎盤がある。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、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、癒着胎盤を疑う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、年齢は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5,000mlを超える出血を認め、 4例で
輸血を要した。児娩出後のMRIでは 5例で癒着
胎盤が疑われ、残る 1例は帝王切開時に胎盤が剥
離せず臨床的に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10～75日（中央値32.5日）であった。子
宮動脈塞栓術を行ったのは 3例であった。子宮を
摘出した症例はなかった。全例で発熱と白血球
数・CRP上昇を認めた期間があった。子宮内感
染として抗菌薬を使用した期間の中央値は13.5日
であった。
【考察】癒着胎盤を疑う胎盤遺残に対する待機療
法は治療期間が長期化することがある。しかし大
量出血や感染に適切に対応することができれば、
子宮を温存するために考慮しうる選択肢と思わ
れた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

拡散MRIを用いた平滑筋腫瘍の
読影と術前評価のポイント

子宮体癌（類内膜腺癌）における
FDG-PET/CTによる組織分化度の予測検討

○鈴木　幸雄1）、藤野　敬史1）
　和田真一郎1）、林　　正路1）
　福士　義将1）、桜井　康雄2）
　篠原　敏也3）

1）手稲渓仁会病院
2）手稲渓仁会病院放射線診断科
3）手稲渓仁会病院病理診断科

○大阪　康宏、髙木　弘明、閨谷奈津子
　牧野田　知

金沢医大

　子宮筋腫の腹腔鏡下手術を行う場合、変異型筋腫や悪
性度不明な平滑筋腫瘍（以下STUMP）を術前に鑑別し
ておくことは、術中の腹腔内における分割や細切を避け
るべきかどうかを決断するために重要である。これらの
組織型は特に平滑筋肉腫との鑑別が問題となるため安易
な腹腔内細切が問題となる。我々はMRI拡散強調像
（DWI：Diff usion Weighted Image）を術前に評価す
ることで、平滑筋腫瘍の選別と腹腔鏡下手術の適応決定
に応用できないかを考えた。
　子宮筋腫の診断で行われた手術の中で、病理学的に変
異型筋腫やSTUMPと診断された13例（異常群）と病理
学的に平滑筋腫と診断された60例（正常群）について画
像所見を検討した。ADC mapが撮像されていたのは、
異常群 9例と正常群41例であった。
　パターンA（T2＋DWI＋ADC値）：低＋高＋低、パ
ターンB：高＋高＋低、パターンC：高＋高＋高、パ
ターンD：低＋低＋低、パターンE：低＋低＋高、とし
た。ADC値は＜1.5×10－3mm2/sを低値とした。異常
群では、A 3例、B 4 例、C 2 例であり、正常群では、
A5例、B 2 例、C 3 例、D26例、E 5 例であった。平滑
筋腫の典型的なMRI所見は、T2強調像で低信号、DWI
で低～等信号を示す（パターンD・E；75.6％）。異常
群ではDWIで高信号を示し、ADC値が低値を示すこと
が多い（パターンA・B；77.8％）。DWI所見のみで
は、異常群13例全例で高値を示したが、正常群の80％は
DWIで高信号域を示さず、20％は高信号域を示した。
　DWIが低信号であれば、平滑筋腫の可能性が高い。
DWIが高信号の場合は、T2所見より水成分の影響を考
慮し、ADC値を参考にして悪性度を推定する。簡易的
にはDWIで高信号を示した場合、腹腔内細切を避ける
という基準であれば、術前に選別が可能であろう。我々
は画像所見より定性的に平滑筋腫瘍を評価することで、
より安全に低侵襲術式を選択することができるのではな
いかと考えた。

【背景】子宮内膜癌において類内膜癌は全体の
75％以上を占め、その組織学的悪性度は最も重要
な予後因子の一つである。
【目的】本研究ではPET/CTについて術前の組
織学的分化度の予測について検討した。
【方法】対象は術前にFDG-PET/CTの計測を実
施した類内膜腺癌患者37症例（G1：24症例、G2：
13症例）とした。後方視的にG1群とG2群間にお
いてのFDG-PET/CTにおけるSUV値について
Mann-Whitney U testにて有意差検定を行った。
【結果】FDG-PET /CT SUV値においてG1：
11.72±6.66 vs. G 2：19.38±7.43（P＝0.006）
と統計学的に有意差を認めた。そのROC曲線に
おいてArea under the curve（AUC）：0.7788、
95％CI：0.9368-0.6209、Cut-off  point 13.920、
Specifi city 0.792、Sensitivity 0.769であった。
【結論】子宮類内膜腺癌G1群とG2群間において
FDG-PET/CT SUV値が有意差を認めており、
FDG-PET/CTは術前の組織学的分化度の予測に
対して有効な検査であると示唆された。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

当院での附属器腫瘍の術前診断における
FDG PET/CTの有用性についての検討

FDG-PETによるvolume-based parameter
測定は卵巣癌の予後予測に有用か

○三浦　理絵、二神　真行、重藤龍比古
　横山　良仁、水沼　英樹

弘前大

○山本　　真1）、黒川　哲司1）
　辻川　哲也2）、清野　　泰2）
　岡沢　秀彦2）、吉田　好雄1）

1）福井大
2）福井大高エネルギー医学研究センター

【はじめに】Primary mullerian carcinomaにお
けるPET/CT検査（以下PET/CT）の有用性に
ついて検討。
【対象と方法】2008年 6 月から2014年 4 月に、卵
巣腫瘍の手術例で、術前PET/CTを施行した124
例。そのうち82及び118例で造影CT、MRI検査
が行われた。術前画像診断と術後病理検査を比較
し、それぞれの画像検査について悪性腫瘍及び境
界悪性腫瘍診断の感度、特異度、正診率を検討。
【結果】124例中良性44例、境界悪性腫瘍20例、
Primary mullerian carcinoma　57例、その他 3例
だった。癌診断に関してPET/CTの感度、特異
度、正診率は93％，81％，87％、造影CT検査は
95％，29％，68％、造影MRI検査は90％，38％，
62％だった。境界悪性腫瘍診断は、PET/CTで
83％，89％，84％であり、造影CT検査は92％，
37％，79％、造影MRI検査は92％，39％，74％だっ
た。PET/CTの偽陰性例は漿液性腺癌 2例、腹
膜偽粘液腫 2例。偽陽性のほとんどは境界悪性腫
瘍だった。平均SUV max値は境界悪性腫瘍で
3.6、悪性腫瘍で11.5だった。明細胞腺癌の平均
SUV max値は8.2で、漿液性及び類内膜腺癌の
12.0に比べて低値だった。
【考察】PET/CTはPrimary mullerian carcinoma
の診断に有用である。

【緒言】悪性腫瘍に対するFDG-PET検査では通
常standardized uptake value（SUV）、特に
intensity-based parameterであるSUVmaxを測
定することが多い。一方で、腫瘍全体の糖代謝を
評価するにはtotal lesion glycolysis（TLG）など
のいわゆるvolume-based parameterが有用とす
る可能性も報告されている。今回は、FDG-PET
におけるTLG測定が卵巣癌の予後予測に有用か、
後方視的に検討した。
【方法】治療前にFDG-PETを施行した34名の卵
巣癌患者について、SUVmaxとTLGを測定した。
それぞれについて無増悪生存期間のROC曲線を
作成し、予後予測に有用か否か検討した。
【結果】SUVmaxとTLGの平均値は10.7±4.3
（3.3～18.8）および721.0±807.9（72.7～3561.5）
であった。ROC曲線のAUCはSUVmax 0.509、
TLG 0.691であり、SUVmaxは予後予測に有用で
はないと判断した。TLGのカットオフ値を348に
設定し、TLG高値とTLG低値の群に分けて
Kaplan-Meier生存曲線を作成したところ、TLG
高値の群で予後が有意に不良であった。
【結語】FDG-PETにおけるTLG測定は、SUV
maxよりも、卵巣癌の予後予測に有用である可能
性が示唆された。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

婦人科腫瘍の診療における
PET-MRIの有用性についての検討

ETT（類上皮性トロフォブラスト腫瘍）の
1例

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

福島県立医大

○久野　貴司1）、吉田　祐司1）
　阿部　雄悟1）、市川さおり1）
　大槻　健郎1）、高橋　　徹2）

1）石巻赤十字病院
2）石巻赤十字病院病理検査課

　がん診療においてPET検査はCT・MRI検査に
加わる新たなモダリティとして登場し、今日では
FDGを用いての糖代謝能の亢進した組織の検出
が、悪性腫瘍の診断に広く用いられている。2006
年には、PET-CTによるがん診断が診療報酬収載
され、PET単独では得られなかった解剖学的情
報も追加で得られるようになり、再発臓器や部位
の特定などに貢献するようになった。婦人科腫瘍
の領域においても、PET-CTはリンパ節転移の検
出や再発の診断において大きな役割を果たして
いる。
　福島県立医科大学では2013年より国内で初めて
PET-MRI（シーメンス社製MR-PETシステム
「Biograph mMR」）が導入された。本システム
はPETとMRIの撮影を同時に行うことが可能な
ハイブリッド装置であり、MRIの精密な形態情
報に加えPET同時撮影でのみ得られる一致性を
持つ画像情報が、疾患に対する新しい洞察を可能
にするとともに治療方針の決定に新たな道筋を拓
くものと期待される。また、PET-CTに比べ被曝
線量を大きく抑えられることも利点である。
　当科でも悪性腫瘍の術後再発評価などを中心
にPET-MRIを用いており、現時点で16例を集積
した。今回はPET-CTと比較してPET-MRIで得
られた情報が有用と思われた症例について考察
する。

　ETT（類上皮性トロフォブラスト腫瘍）は絨毛
膜無毛部の中間型栄養膜細胞由来の腫瘍細胞の増
殖によって子宮に腫瘤を形成する絨毛性疾患であ
る。2011年時点での報告例は59例と非常に稀な疾
患である。ETTの 1例を経験したので文献的考
察を加えて報告する。
　症例は53歳　女性。 3妊3産（自然分娩）。既
往歴：高血圧、高脂血症、胆嚢結石症、開腹卵巣
腫瘍核出術。最終性交渉は 1ヶ月前にあり。2013
年 8 月、突然の性器出血を主訴に当院へ救急搬送
された。経腟超音波上、子宮内に20×14mmの
嚢胞を認めた。不全流産の診断で子宮内容除去術
を施行した。病理組織学的検査では明らかな妊娠
成分を認めなかった。経過観察していたがhCG
の再上昇を認めたため、2013年10月にMTX療法
を行い、翌週に内膜組織診を行った。MTX療法
によって破壊された胞状奇胎の可能性が示唆さ
れた。
　MRI上、子宮体部に腫瘤が残存しており、2014
年 2 月腹式単純子宮全摘術・両側付属器切除術を
行った。子宮体部右側に表面平滑な径 3 cmの腫
瘤を認めた。術後経過は良好で、術後 6日に退院
となった。
　病理組織検査では腺癌に似た組織型の腫瘍が、
子宮平滑筋細胞の束をおしわける形で広がり、浸
潤性増殖様の像を呈していた。免疫染色ではCK-
pan（＋）、CK7（＋）、CK20（－）と上皮性の性格が
明瞭であった。そしてp63が強陽性、hPLが弱陽
性であることからETTの診断となった。その後
hCGは陰性化し現在経過観察中である。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

動静脈瘻との鑑別が困難であった
絨毛癌

EMA/CO療法が著効した
転移性絨毛癌の一例

○関塚　智之、芹川　武大、安達　聡介
　磯部　真倫、関根　正幸、加嶋　克則
　榎本　隆之

新潟大

○野村　学史、折坂　俊介、水本　泰成
　藤原　　浩

金沢大

【緒言】絨毛性疾患の診断には絨毛癌診断スコア
が有用であり、また治療は化学療法が奏効する。
絨毛癌肺転移は動静脈瘻を伴うことがあり、化学
療法が奏効した後も動静脈瘻自体は残存すること
が報告されている。
【症例】32歳女性、 2経妊 1経産。前医にて自然
妊娠成立が確認されたが、子宮内腔の占拠性病変
より胞状奇胎を疑われ、子宮内膜掻爬術を施行し
た。組織診断で全胞状奇胎と診断され、またhCG
高値が続いたため奇胎娩出後 5週で当科外来に紹
介された。奇胎掻爬術後、非経過順調型であり、
奇胎娩出後16週時、胸部単純レントゲン撮影で右
下肺野に単一の小結節影を認めた。奇胎娩出後21
週時にダイナミックCTを撮影したところ、奇胎
肺転移（絨毛癌診断スコア 0点）と動静脈瘻の鑑
別が困難であった。奇胎娩出から24週時、動静脈
瘻の治療のため胸腔鏡下手術による肺区域切除を
施行したところ、絨毛癌肺転移と病理学的に診断
されたため、多剤併用化学療法（EMA/CO療法）
を開始した。
【結語】動静脈瘻を伴う絨毛癌は、化学療法後も
動静脈瘻が残存する可能性がある。動静脈瘻は膿
瘍形成などのリスクがあるため、本症例は化学療
法開始前に胸腔鏡下手術により摘出し、また同時
に組織型を確認する事もできた。

【緒言】絨毛癌は希な疾患であり、全身に転移を
きたしやすい。しかし化学療法には反応がよく、
高い寛解率が得られる。原発巣不明で腎生検に
よって診断が確定した転移性絨毛癌の一例を経験
したため報告する。
【症例】36歳、G3P2AA1。平成25年10月中旬に
第 2子出産し以後月経なし。平成26年 3 月に悪阻
症状認め市販の妊娠検査薬にて陽性となったため
近医受診したが妊娠は確認出来なかった。 4月初
旬にβ-hCG260と高値を認め、子宮内膜の増殖無
く、さらにCTで右下肺・左腎に腫瘤を認めたた
め絨毛性疾患も疑われ当院紹介となった。絨毛癌
診断スコアより臨床的絨毛癌と判断し、腎生検も
施行したところ組織学的にChoriocarcinomaと診
断されたため転移性絨毛癌とし治療開始した。 4
月下旬の治療開始直前にはβ-hCGは72,940にまで
上昇していた。5剤併用のEMA/CO療法（MTX，
ETP，ACT-D，CPA，VCR）開始したところ、
β-hCGは著明に低下を認めた。CTでも腫瘍径は
縮小傾向を認めている。
【考察】文献的に化学療法が著効するとされてい
るが、絨毛癌の症例数は日本全国でも年間数十例
しか報告無く、治療経験に乏しい。今後も治療継
続し、腫瘍マーカー・腹部CTを用いて効果判定
し経過を追うことで、今後も同様の症例があった
ときの治療に活かす。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

当科にて最近経験した絨毛癌の1例 当院における異型腺細胞（atypical glandular cells ; AGC）の
取り扱いについての検討

○松葉　諒子、寺本　瑞絵、鹿内　智史
　水柿　祐子、馬場　敦史、高橋　　円
　田中　綾一、齋藤　　豪

札幌医大

○小見　英夫、新沼　英恵、古武　陽子
　竹下　真妃、庄子　忠宏、三浦　史晴
　竹内　　聡、杉山　　徹

岩手医大

　正常妊娠先行絨毛癌は16万分娩に 1例の稀な疾
患である。今回我々は、母児間輸血症候群を発症
し初回胎盤検索した際には検出し得なかったが、
産褥 3か月で大量出血し診断に至った絨毛癌症例
を経験したので報告する。
【症例】32歳女性。 1回経妊 0回経産。近医産婦
人科にて妊娠40週 6 日3,395g女児を経腟分娩。
児はHb5.0と重症貧血認め、母体HbF/AFP高
値より、母児間輸血症候群と診断された。胎盤は
830gと腫大。胎盤病理検査では絨毛周囲のフィ
ブリン析出を認めるのみで、明らかな腫瘍形成は
見られなかった。産褥 2か月半で大量の性器出血
あり、近医産婦人科にて子宮内掻把施行。その後
も性器出血持続、腹痛増強認め、産褥 3か月に
精査加療目的に当科紹介受診となった。初診時
T-hCG：307,080へ上昇し、子宮内に造影効果の
ある不整形腫瘍、肺野に複数の異常陰影を認め
た。絨毛癌診断スコア 5点、新FIGOスコア 9点、
胎盤検索再検にて10×7 mm大の胎盤内絨毛癌を
認め、絨毛癌StageⅢと診断した。現在はMEA
療法を施行し、順調にHCG低下を認める。
【結語】正常妊娠先行絨毛癌においては母児間輸
血症候群の報告はあるものの、本症例のように病
巣サイズや肉眼像より見落とされることも多い。
切り出し標本数の増加、免疫染色追加や、産褥異
常出血に対しては絨毛癌の可能性も考慮しhCG検
査等を用いた経過観察が必要であると思われた。

【緒言】ベセスダシステムが全国で導入されて以
来、AGCの取り扱いについては未だ定着したと
はいえないのが現状で、コルポ、生検の結果でも
確定診断に至らず治療方針に苦慮する症例を認め
る。特に腺癌の前駆病変の検出精度は低く、
AGCはCIN 2 から浸潤癌に至るまでの疾患を念
頭に置かなければならずその取り扱いには十分な
対応が必要となる。今回我々はAGCを認め外科
的治療に至った症例について後方視的に検討を
行った。
【対象・結果】対象は2010年10月～2014年 6 月ま
でにAGCと判定され、外科的治療を行った37
例、年齢は34歳－74歳、治療内容は子宮頸部円錐
切除術＋子宮頸管内掻爬＋子宮内膜全面掻爬27
例、子宮全摘術10例であった。術後病理組織結果
にて何らかの病変を19例（51.4％）に認め、うち
3例（8.1％）が浸潤癌であった。さらにAIS　7
例（18.9％）、CIN3（CIS　2 例sever dysplasia　1
例） 3例（8.1％）、CIN2　4 例（10.8％）であっ
た。一方18例（48.6％）には病理組織学的に異常
を認めなかった。
【結語】AGCを認めた患者のうち約半数では異
常を認めない一方、半数以上に何らかの病変が存
在し、3例の浸潤癌を認めたことからもAGCの治
療方針の決定には細心の注意が必要と思われた。
また今後は術前精査の精度を上げover treatment
症例を減らす課題も浮き彫りとなった。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

子宮頸部細胞診AGC症例の
臨床病理学的検討

乳がん検診
吸引細胞診（FNAC）327症例の検討

○森　裕太郎1）2）、加勢　宏明1）
　大島彩恵子1）、市川　　希1）
　本多　啓輔1）、加藤　政美1）

1）厚生連長岡中央綜合病院
2）新潟大

○加藤　栄一

坂井市立三国病院

　当科の子宮頸部細胞診でAGCと判断された症
例の臨床的背景や細胞像について比較検討した。
2009年 7 月から2013年12月までの子宮頸部細胞診
16,858件中AGCと判断された21件（0.12％）を
対象とした。組織診断において腺癌、AIS、腺異
形成とそれぞれ診断された症例、腺系異常なしと
診断された症例、円錐切除後の症例に分け、臨床
的背景とAIS判定基準に準じた細胞像の特徴12
項目を検討した。年齢は24～71歳（中央値42歳）
であった。月経周期では、閉経後 4例、卵胞期 4
例、黄体期 5例、月経周期不明 7例、妊娠中 1例
であった。過去 2年以内に検診歴のある症例が17
例で、 2年以上前に検診を受けていた症例が 3例
であった。CINで管理中の症例が 4例であった。
円錐切除後の症例が 3例あり、そのうち 1例は円
錐切除時にAISで断端陽性であった。組織診断
は、腺癌 5例、AIS 3 例、腺異形成 2例、腺系異
常なし11例であった。腺系異常なしと判断された
症例のうち 3例はCINを認めた。各組織診断別
では、腺癌は閉経直後が 5例中 3例を占めてい
た。細胞像の比較検討では、腺癌ではバラ花冠状
配列が 4例中 4例、羽毛状突出が 4例中 3例でみ
られたが、他の12例では 2例のみ認めた。密集集
塊は腺癌、AISの全てに認められ（ 6 / 6 例）、腺
異形成で 2例中 2例、異常なしの症例でも12例中
8例でみられた。核腫大、核の大小不同、不正形
核、伸長核、粗雑な顆粒状クロマチン、核小体の
性状は、各群での差はみられなかった。腫瘍性背
景や細胞破片は全ての症例でみられなかった。

【諸言】婦人科で子宮頸がん検診（細胞診）をし
ていると乳がん検診（画像診断）に物足りなさを
感じている。乳がん検診の中心は、現在マンモグ
ラフィー（MMG）であるが、超音波（US）検査
を取り入れようとしている動きが始まっている。
USで異常を指摘された症例の確定診断のために
FNACの重要性がますます増加してくると思わ
れる。そのためFNAC　327例の症例を検討して
みた。
【症例】FNAC　327例中、29例の乳がんが診断さ
れている。

細胞診結果 数 がんの数
Ⅱ、良性 184 1
Ⅲ 29 10
Ⅳ 10 10
Ⅴ 5 5

検体不適正 99 3
総　　数 327 29

細胞診Ⅲ　乳がんでなかった19例
5 例：乳腺症、 4例：線維腺腫、 2例：炎症
1例：葉状腫瘍、 1例：アテローム
1例：hyperplastic、 1 例：乳頭腫
4例：その他

検体不適正の乳がん 3症例
硬癌、嚢胞内癌、粘液癌

検体不適正；細胞の数が少ないので判定不能。
99例（約24％）と多い。

乳がんの診断率：約86％
【考察】がんの診断率が100％でない。細胞診と
画像診断とにかい離がみられたら再検査をする。
細かい経過観察などが必要である。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

妊娠27週で前期破水し、2児ともセラチア敗血症を
合併した二絨毛膜二羊膜双胎の1例

一絨毛二羊膜双胎の胎盤組織診にて
動脈欠損と診断した症例

○渡部佐和子1）、奥　きくお1）
　平山　恵美1）、奥山　和彦1）
　晴山　仁志1）、野呂　　歩2）
　中島　健夫2）

1）市立札幌病院
2）市立札幌病院新生児内科

○深川　智之1）、菅　安寿子1）、田中　詩乃1）
　中山　育慧1）、羽場　　厳1）、佐々木由梨1）
　金杉　知宣1）、岩動ちず子1）、小山　理恵1）
　菊池　昭彦1）、杉山　　徹1）、福島　明宗2）
　千田　英之3）、小原　　剛3）、細谷地　昭3）
　善積　　昇3）

1）岩手医大
2）岩手医大臨床遺伝科
3）県立宮古病院

【諸言】セラチア菌は糞便や口腔から分離される
常在菌の一種であり、日和見感染が問題とされて
いる。今回、我々は妊娠27週に前期破水し、 2児
ともセラチア菌による敗血症を認めた双胎症例を
経験したので報告する。
【症例】27歳、 3経妊 0経産。妊娠初期に近医に
て二絨毛膜二羊膜双胎と診断され妊婦健診してい
た。妊娠27週 2 日、腹部緊満感を主訴に同医を受
診し38度台の発熱とCRP　0.8mg/dlの上昇を認
め入院となった。子宮収縮抑制剤および抗菌薬
（cefozopran）による治療が開始されたが、子
宮収縮はさらに増強し、翌日切迫早産の診断で当
院へ母体搬送された。入院時、39度の発熱と血液
検査でWBC　17,200/mm3、CRP　13.2mg/dlを
認め、第 1子の羊水過少と破水検査薬陽性から絨
毛膜羊膜炎を背景とした第 1子のpreterm PROM
が疑われた。子宮収縮抑制剤および抗菌薬（CPZ/
SBT）を継続したが、同日、第 1子の胎児機能不
全のため緊急帝王切開術を施行した。第 1子は
956gの女児でAPS　2点/ 4 点、第 2子は1,092g 
の男児でAPS　7点/ 8 点であった。両児の胃液
および動脈血よりSerratia marcescensが同定さ
れ、入院時の母体腟分泌物培養検査でも同菌が検
出された。本症例につき、文献的考察を交えて報
告する。

　胎齢 2週後半から三次絨毛膜絨毛内で動脈毛細
血管網が形成される。我々は一絨毛二羊膜双胎
（以下MD-twin）の動脈組織欠損の症例につい
て知見を含め報告する。症例は37歳、 0妊 0産。
既往歴：特記事項無し。現病歴：IVF-ET治療に
より双胎妊娠成立する。妊娠 9週、他院へ妊婦検
診目的にて紹介。その後、胎児の問題は指摘され
ず。妊娠15週、第 1子のcystic hygromaを認め
たが羊水差は見ない。妊娠21週には第 1子が胎児
水腫を呈したため妊娠22週 6 日に当科へ周産期管
理入院となる。妊娠24週 1 日、胎児水腫児が
IUFD、翌日には第 2子のIUFDを確認した。胎
盤組織診では両児とも静脈のみであり動脈血管を
認めず。ephrin-B2抗体免疫染色を施行した結果、
胎盤内血管と臍帯動脈の動脈組織に未発現であっ
た。両児の胎盤を用いた染色体検査は伴に46XY
正常核型であった。以上より、MD-twinに対し妊
娠中期前半からの超音波検査は基より胎盤病理学
的検索の重要を再認識した。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

心疾患合併の一児を救命しえなかった
二絨毛膜三羊膜品胎の一例

痕跡子宮に発生した子宮筋腫の診断に
3D-CT angiographyが有用であった
Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser症候群の一例

○蔵谷美乃里1）、大石由利子1）
　古田　　祐1）、北　　　香1）
　岡田　力哉1）、光部兼六郎1）
　吉田　俊明1）、竹田津未生2）

1）JA北海道厚生連旭川厚生病院
2）JA北海道厚生連旭川厚生病院小児科

○長谷川歩美、五十嵐秀樹、須藤　　毅
　太田　　剛、高橋　一広

山形大

　二絨毛膜三羊膜品胎で一児の心奇形を出生前に
診断するも生後救命しえなかった症例を経験した
ので報告する。
　症例は24歳、 2経妊 1経産。妊娠 8週に近医に
て自然妊娠の品胎と診断され、数日後当科を初診
した。初診時 3児に異常なく、二絨毛膜三羊膜品
胎（第 2子と第 3子が二絨毛膜一羊膜）と診断し
た。妊娠12週にMcDonald頸管縫縮術を施行し、
妊娠22週より管理入院した。妊娠25週の胎児超音
波検査で第 2子の心奇形（単心房単心室、共通房
室弁、肺動脈閉鎖疑い）と羊水過多を認めた。妊
娠30週に第 2子の羊水過多に対し治療的羊水除去
を施行したところ、新たに主要体肺側副動脈
（MAPCAs）を確認した。妊娠30週に子宮収縮
の増強を認め、同日・翌日にベタメタゾンの筋注
を施行した。妊娠31週に陣痛発来のため、緊急帝
王切開術にて児を娩出した。心奇形のない 2児で
は蘇生への反応が良好であったが、心奇形を認め
た児では循環動態は比較的良好であったものの換
気不全からの離脱が困難であり、日齢 1に死亡を
確認した。児の死亡に影響した因子として心奇形
に伴う肺リンパ管拡張症によるものが大きいと考
えられたが、出生前に肺に関する予後予測が困難
であった。
　本症例は心奇形の診断のみでは胎児期の予後予
測が困難であり、肺の評価法の確立が必要と思わ
れた。

【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。痕跡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、術前診断は容易ではな
い。今回、骨盤内腫瘍を伴うMRKH症候群の症
例に対し、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。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で弾性
硬の腫瘤を触知した。超音波検査では分葉状の充
実性腫瘍を認めた。MRIでは平滑筋腫あるいは消
化管間質腫瘍の診断であった。栄養血管から腫瘍
の発生母地を鑑別する目的で3D-CT angiography
を施行した。栄養血管から、痕跡子宮に発生した
腫瘍と考えられた。確定診断と症状改善のために
手術を施行した。両側痕跡子宮から発生する子宮
筋腫を認め、痕跡子宮と筋腫、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、24例の報告が
あり、16例が超音波検査、 9例がMRI、 4 例が
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。腫瘍の発生母地が不明な症例では、3D-CT 
angiographyによる栄養血管情報から腫瘍発生部
位を同定することが可能であると考えられた。
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■一般演題　第1日目　9月27日（土）

小児期に診断された後治療を自己中断し、成人期に
治療を再開した21－水酸化酵素欠損症の2症例

当院「内分泌外来」におけるターナー女性
（TS女性）の管理に関する検討

○氷室　裕美、志賀　尚美、石橋ますみ
　黒澤　大樹、渡邉　　善、宇都宮裕貴
　八重樫伸生

東北大

○志賀　尚美、石橋ますみ、黒澤　大樹
　渡邉　　善、宇都宮裕貴、西郡　秀和
　八重樫伸生

東北大

【諸言】21-水酸化酵素欠損症は新生児マス・ス
クリーニングによる早期の診断と治療により健常
な成長が見込める。しかし女児において治療が中
断された場合、外性器男性化、無月経、子宮発育
不全など様々な問題が生じる。今回我々は、小児
期に診断された後治療を自己中断し、成人期に治
療を再開した21-水酸化酵素欠損症の 2例を経験
したので報告する。
【症例 1】33歳。幼児期に診断され治療開始する
もその後通院を自己中断。10歳時に初経発来後無
月経。続発性無月経および挙児希望を主訴に近医
受診し、同症未治療による無月経を疑われ当院紹
介。陰核肥大、腟狭小化を認めた。当院内分泌科
にて治療再開。当科では陰核肥大に対する陰核形
成術を提案するも希望されず、腟拡張の指導と月
経管理を行っている。
【症例 2】27歳。出生直後同症と診断。 3歳時に
外陰形成術施行。以降小児科にて治療していた
が、中学生時より通院を自己中断。10歳時初経発
来するも中学生頃より無月経。19歳時に骨盤腹膜
炎、左卵巣嚢腫にて左付属器切除術施行。26歳時
に骨盤腹膜炎、右卵管膿瘍にて右卵管切除術施
行。繰り返す骨盤腹膜炎と無月経の管理のため当
科での治療を希望されたことを機に当院内分泌科
で治療再開。内科管理が奏功し月経再来。当科で
は骨盤腹膜炎の予防目的に定期的な腟拡張を行っ
ている。
【結語】今後は個々の患者の性成熟度や希望に留
意し婦人科としての管理を継続していく。

【背景】TS女性は成人期になると小児科から
各合併症の診療科へ紹介されるが、包括的管理
をされていないのが実状である。卵巣機能不全
（POF）、不妊症はほぼ必発の合併症のため、産
婦人科医が中心となり包括的健康管理をすべきと
提唱されてきており、当院「内分泌外来」では
TS女性管理プロトコルを作成し包括的管理を試
みている。
【目的】当外来で2009年 5 月から2014年 3 月まで
の 5年間に診療したTS女性14例の管理状況につ
いて検討した。
【結果】現在の平均年齢は27.8歳（21－37）、初
診年齢は22.4歳（18－34）である。全例紹介例で、
紹介元は小児科 8例、産婦人科 5例、内科 1例で
ある。当外来では初診時に主治医になることを伝
え、患者教育を行い疾患の自己管理を促す。当外
来の主な役割はHRT、不妊診療、合併症管理、
全身管理である。HRT開始年齢は19歳（14－
25）であった。主な合併症はPOFが全例、難聴
3例、甲状腺機能低下症 3例、循環器疾患 3例、
馬蹄腎 3例、脂質異常症 2例、乳腺腫瘤 2例で当
外来受診後に診断された疾患もあった。骨粗鬆症
例はなく、HRT前後で骨密度を計測した 8例に
ついてはHRT後骨密度が上昇していた。既婚例
は 2例、妊娠例はない。挙児希望は 1例で最終的
に養子縁組を行った。
【結論】TS女性の最大の合併症はPOF、不妊症
であり、その管理に携わる産婦人科医がTS女性
の他科合併症等も十分に理解し他科と連携をとり
ながら包括的健康管理の中心的役割を担っていく
ことが重要であると考えられた。

61 62



－ 79－

■一般演題　第1日目　9月27日（土）

女性ホルモン補充療法の長期継続例の
検討

クエン酸クロミフェンの子宮内膜上皮細胞における
エストロゲン受容体αの調節メカニズム

○能代　　究、武田　真人、小林由佳子
　福本　　俊、小林　範子、藤野　敬史
　渡利　英道、櫻木　範明

北海道大

○網田　光善、高橋　俊文、長谷川歩美
　松尾　幸城、五十嵐秀樹

山形大

【目的】閉経後HRTの低用量化の効果や問題点
を検討した。
【方法】’94－’08年に［CEE（0.625mg/日）また
は貼付型E2製剤（ 1枚/ 2 日）］を開始し 5年以
上継続した102例（プロゲスチン併用：71例）
を、55－60歳の間に薬剤量を、A：減量せず継
続；34例、B：減量せず終了；18例、C：半量と
し継続；50例の 3群に分類し、骨量や脂質プロ
ファイルの変化等を比較し、その他D：～55歳の
減量例19例の臨床症状の変化を検討した。
【結果】C群の血清E2濃度は減量時55.2±（6.4）
→ 3年後25.4（2.2）pg/mlであった。減量（終
了）後 3年間の腰椎骨密度変化率はB群で－3.7
±（0.7）％、C群は－1.2±（0.7）％と有意な変
化はなく、この期間に高LDL血症の治療を要し
たのはB群（ 4例：22.2％）に対し、C群は（ 4：
8.0）に比し有意に低率であった。C： 2例/31例
（6.4％）、D： 6 /19（31.5）に減量後、血管運
動症状の再燃があり、減量後のE2は21.3±（3.1）
pg/ml、FSHは87.6±（6.1）IU/Lと、非再燃例
［32.3±（5.1）、45.7±（3.6）］に比し、有意に
FSHが高値であった。
【まとめ】骨量や脂質プロファイルはエストロゲ
ン減量後も良好に維持されたが、早期の減量では
E2やFSHに留意する必要がある。

【目的】クエン酸クロミフェン（CC）は抗エスト
ロゲン作用によりエストロゲン（E2）による子宮
内膜上皮細胞の増殖を抑制する。CCの抗エストロ
ゲン作用は、CCによるエストロゲン受容体α（ERα）
とsteroid receptor coactivator-1の結合阻害やERα
発現量の減少を介して説明されてきたが、CCによ
るERα発現量の調節機構については明らかにされ
ていない。今回、CCによるERαの発現量の調節機構
について検討した。
【方法】子宮内膜上皮細胞由来のIshikawa細胞を
用いて以下の検討を行った。（1）E2、CC、ICI 
182780（ICI）投与によるERαタンパク発現量の
WB法による検討。（2）E2、CC、ICI投与による
ERα mRNA発現量のリアルタイムPCR法による検
討。（3）プロテアソーム阻害剤（MG132）による
E2、CC、ICI投与後のERαタンパク発現量の検
討。（4）E2、CC、ICI投与によるERαユビキチン
化の免疫沈降法による検討。
【成績】（1）E2、CC、ICI投与後ERαタンパク発
現量はいずれの薬剤でも時間依存的に減少した。
（2）E2、CC、ICI投与後ERα mRNA発現量はい
ずれの薬剤でも変化しなかった。（3）E2、CC、
ICI投与によるERαタンパク発現量の低下は
MG132によりすべての薬剤で阻害された。（4）免
疫沈降法によりユビキチン化されたERαはvehicle
投与と比べ、E2、CC、ICI投与で増加したが、そ
の程度はE2投与と比べCCとICIで有意に増加した。
【結論】CCは子宮内膜上皮細胞においてERαタン
パク発現量を減少させた。その機序としてCCによ
るERαのユビキチン化とプロテアソーム系を介し
たERαの分解機構が重要である。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

子宮頸癌に対して手術、放射線同時化学療法施行後、
経過観察中に外腸骨動脈破裂を発症した一症例

診断に苦慮した子宮頸部腺癌の一例

○平山亜由子、徳永　英樹、城　　怜史
　櫻田　尚子、湊　　敬廣、永瀬　　智
　新倉　　仁、八重樫伸生

東北大

○井村　紗江1）、水本　泰成1）
　折坂　俊介1）、中村　充宏1）
　高倉　正博1）、橋本　　茂2）
　京　　　哲3）、藤原　　浩1）

1）金沢大
2）金沢市立病院
3）島根大

　症例は54歳。子宮頸癌Ⅰb2期にて平成X年広
汎子宮全摘術＋両側付属器切除術を施行した。術
後補助療法として放射線同時化学療法施行後、外
来経過観察中であった。
　平成X＋ 6 年CTで右骨盤内に軟部影を認めた
が、経時的変化に乏しく明らかな再発とは言え
ず、照射後の瘢痕組織の診断で経過観察してい
た。平成X＋10年 3 月、右臀部痛、大腿痛が出現
し、発熱、CRPの上昇を認め、再発または骨盤
内膿瘍が疑われた。入院管理にてオピオイド及び
抗生剤投与を開始した。MRIで右内閉鎖筋から
右大臀筋に淡い造影領域を認め、慢性炎症変化と
考えられ、PETでは同部位に集積を認めた。CT
ガイド下生検で腫瘍組織は認められず、炎症を示
唆する瘢痕組織のみ採取された。生検後 8日目に
軽度の腸閉塞の診断で入院管理となった。保存療
法のみで軽快傾向だったが、腹痛の増悪を訴え
CT検査を行った。帰室直後にショックバイタル
に陥り、救命処置を開始しながら、CT画像を確
認したところ、右外腸骨動脈の破綻を認めた。
　手術および放射線照射による瘢痕組織部位に微
小な消化管穿孔を来たし、慢性炎症が遷延したた
めに外腸骨動脈の仮性動脈瘤が破綻したと考えら
れた。
　外腸骨動脈にステントを留置し、救命しえた。
消化管穿孔部は閉鎖空間であり汎発性腹膜炎は回
避されたため、容態が落ち着いた後、小腸人工肛
門造設術を施行した。
　子宮頸癌治療の晩期合併症と考えられ、文献的
考察を加え報告する。

【緒言】子宮頸部扁平上皮癌は細胞診異常を認め
た場合にコルポ下狙い組織診にて診断するという
手順が確立しているが、頸部腺癌に関してはコル
ポ下でも診断困難なことが多くあり、早期診断は
難しいとされている。今回、頸部腺癌の診断に苦
慮した症例を経験したため、文献的考察をふまえ
て報告する。
【症例】47歳、女性。平成15年 8 月に頸部細胞診
にてclassⅤ, adenocarcinomaを指摘された。 9
月に円錐切除術施行するもCIN1、頸管腺に異常
を認めず経過観察となっていた。その後、子宮頸
部細胞診にて異形腺細胞の出現を繰り返したため
手術の方針となった。術前MRIでは子宮、付属
器に粗大な腫瘍を認めなかったが、左骨盤リンパ
節腫大を認めた。PET/CT施行するも子宮内腔、
リンパ節への有意なFDG集積を認めず、非特異
的腫大と判断した。平成23年 8 月、単純子宮全摘
術を実施し、摘出子宮の所見より頸部に瀰漫性悪
性腫瘍が疑われ骨盤リンパ節廓清も行った。永久
病理標本にて80mm大の子宮頸癌（pT2bpN0M0）
と診断され術後に同時科学放射線療法を行った。
【考察】本例では線系細胞異常を繰り返したが、
生検では診断に至らず、画像診断でも腫瘍評価が
できなかった。頸部細胞診にて腺系異常を指摘さ
れ、生検結果との乖離がある場合は、このような
ケースも念頭に慎重な経過観察が必要と再認識さ
せられた。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

子宮頸癌におけるセンチネルリンパ節の
検索（縮小手術から正確な病態把握へ）

再発子宮頸癌における抗癌剤感受性と
Platinum-free Intervalとの相関

○岡元　一平、山崎　博之、大場　洋子
　首藤　聡子、見延進一郎、藤堂　幸治
　加藤　秀則

北海道がんセンター

○大島彩恵子、関根　正幸、茅原　　誠
　西野　幸治、西川　伸道、芹川　武大
　加嶋　克則、榎本　雅之

新潟大

　子宮頸癌において低侵襲な治療を目標にしたセ
ンチネルリンパ節（SN）検索が拡がっている。
　RI法または色素法で早期癌症例においては、
SN同定はほぼ確立した手技と考える。リンパ節
の病理学的な評価は施設により異なるが、通常最
大割面 1切片でなされることが多い。当科では
SNの検索は細胞診での迅速診断で行っている。
SNを長軸に垂直に2mmの厚さで多数切片を作
成、LBC検体と同様な処置で、液体中で切片を
濯ぎ標本を作製し判定している。濯いだ後の切片
はホルマリン固定し、後日HE染色に加えてケラ
チン染色を追加し病理診断を加えて最終報告とし
ている。感度は良好で通常の転移（Macro転移）
に加えて、微小転移や孤立性腫瘍細胞（ITCs）
の転移形態でも術中迅速診断での検出が可能であ
る。転移の有無に加え、転移形態を把握すること
はより正確な病態の把握につながると考えてい
る。実際の症例を示しながら考察を加えて報告
する。
　症例：40歳、 3経妊 3経産、子宮頸部に20mm
の腫瘍形成、組織診では腺扁平上皮癌であった。
根治的な治療の目的で紹介された。SN検索を併
用した広汎全摘術施行。術中迅速診断で両側の閉
鎖節転移と診断し系統的な廓清を追加した。術後
の検索で右はMacro転移、左はICTsであった。
（最終的にはセンチネル節のみの転移：2/36個）
化学療法を追加して、術後18カ月経過し無病生存
している。現時点では微小転移やICTs診断は臨
床的意義としては確立していないが、SNを同定
しより詳細に検索することは、個別化された治療
への布石となると考える。

【緒言】上皮性卵巣癌では、初回化学療法終了後か
ら再発までの期間すなわちPlatinum-free Interval
（PFI）によるプラチナ製剤感受性・抵抗性の概念
が導入されている。子宮頸癌においては、再発時の
化学療法の効果とPFIの関係を比較した大規模な研
究はない。そこで、子宮頸がん再発症例に対するプ
ラチナ製剤の再投与においてPFIが抗腫瘍効果に及
ぼす影響を評価することを目的とした。
【対象と方法】2004年 1 月から2013年12月までに新
潟大学で治療を行った子宮頸癌のうち、初回化学療
法でプラチナ製剤を含むレジメン（放射線同時療法
を含む）を行い、再発後にプラチナ製剤を含む化学
療法（放射線同時療法は含まない）を行った27例を
対象とした。年齢の中央値は60歳（38－80歳）で、
組織型は扁平上皮癌が15例、腺扁平上皮癌が 1例、
腺癌が11例であった。進行期は、1b期が11例、2b
期が 6例、3b期が 3例、 4期が 7例であった。PFI
により症例を 4群（ 6ヶ月未満、 6－12ヶ月、12－
24ヶ月、24ヶ月以上）に分類して比較検討を行った。
【結果】全症例での奏功率は18.5％（5/27）でPR
が 2例、CRが 3例であり、無増悪期間の中央値は
5ヶ月であった。4群での奏功率はそれぞれ、 0％
（0/7）、33％（3/9）、16.7％（1/6）、20％（1/5）
であり、PFI 6 ヶ月未満では化学療法が奏功した症
例を認めなかったが、PFI 6 ヶ月未満と 6ヶ月以上
での奏功率には有意差を認めなかった（p＝0.19：
Fisher’s exact test）。無増悪期間の中央値は、 4ヶ
月、 5ヶ月、7.5ヶ月、 6ヶ月であった。
【結論】子宮頸がん再発症例に対するプラチナ製剤
の抗腫瘍効果とPFIの間に明らかな相関は認められ
なかった。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

子宮頸癌における治療前neutrophil-to-lymphocyte ratio
（NLR）は放射線治療の効果を予測できる

局所進行子宮頸癌に対する
術前化学療法の治療効果に対する検討

○水沼　槙人、小林　麻美、重藤龍比古
　二神　真行、横山　良仁、水沼　英樹

弘前大

○稲葉　洋文、福本　　俊、山口　正博
　嶋田　知紗、金野　陽輔、保坂　昌芳
　渡利　英道、櫻木　範明

北海道大

【目的】治療前NLRが様々の癌の予後予測因子
になり得ると報告されているが、子宮頸癌におい
て治療前NLR値と放射線治療と化学療法同時放
射線治療（CCRT）の奏功率に関する報告はな
い。今回子宮頸癌症例の治療前NLR値が放射線
治療とCCRTの治療効果の予測因子となり得る
かを検討した。
【方法】2005～2013年の間に当院で放射線単独も
しくはCCRTで加療した子宮頸部扁平上皮癌患
者56例を対象とした。これらの患者を治療前
NLR 2.5以上の群と2.5未満の群に分け、両群間
における放射線治療及びCCRTの奏効率につい
て比較検討した。治療効果判定には原則的に組織
学的検査及びCTを用いて判定した。
【結果】治療前NLR 2.5未満の患者は21名、2.5
以上の患者は35名であった。放射線単独治療と
CCRTの患者数は各々NLR 2.5未満では10例、11
例、NLR 2.5以上では 9例、26例であり両群間で
治療法の偏りはなかった。NLR 2.5未満の群で
は、NLR 2.5以上の群に比べCRが得られた症例
が有意に多かった（P＜0.001）。無増悪生存期間
（PFS）中央値はNLR 2.5未満の群で29ヶ月、
NLR 2.5以上の群で12ヶ月でありNLR 2.5未満の
群でPFSは長い傾向を認めた（P≒0.05）。全生
存期間はNLR 2.5未満の群で有意に長かった（P
＜0.01）。
【結論】治療前NLRは子宮頸部扁平上皮癌の放
射線療法及びCCRTの奏効率の予測因子となる
可能性が示唆された。治療前NLRは子宮頸部扁
平上皮癌の治療法選択の指標となり得るかもしれ
ない。

【目的】子宮頸癌における術前化学療法（NAC）
の予後改善効果に関して現時点で一定の見解はな
い。今回我々は局所進行子宮頸癌に対するNAC
＋広汎子宮全摘（RH）群とRH先行群との間で
比較しNACの有用性について検討した。
【方法】2000年 1 月から2014年 2 月までに当科で
RHを施行した臨床進行期Ⅰb2期～Ⅱb期の76症
例（NAC群：24例、手術先行群：52例）を対象
に後方視的に、術前・術後因子を比較検討した。
【結果】観察期間の中央値は63.7か月、臨床進行
期はⅠb2期：21例、Ⅱa期：14例、Ⅱb期：41例
だった。NACはTP/TC療法が21例、他のレジ
メンが 3例だった。腫瘍径はNAC群51mm、手
術先行群40.5mmでNAC群が有意に大きかった。
術後因子ではリンパ管侵襲のみがNAC群で有意
に低率だった。両群の生存率、無再発生存率に有
意差を認めなかった。NAC群の術前化学療法奏
効率は79.2％であり、縮小率は中央値58.6％だっ
た。NAC奏効群の 5年生存率は100％であり、手
術先行群80.4％、NAC非奏効群66.7％と比べ良
好だった。NAC奏効群ではNAC非奏効群と比較
し静脈侵襲が有意に少なかった。
【結論】局所進行子宮頸癌の治療成績向上にNAC
は有用である可能性が推察された。NAC非奏効
群の予後は不良なため、術前に非奏効群を予見す
る因子について検討が必要と考えられた。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

脳転移をきたした卵巣小細胞癌の1例 間膜内から後腹膜に発育した
卵管癌の一例

○榊　　宏諭、松村　創平、太田　　剛
　須藤　　毅、高橋　俊文、高橋　一広

山形大

○永沢　崇幸、小島　淳美、高取恵理子
　村上　一行、杉山　　徹

岩手医大

【緒言】卵巣小細胞癌は予後不良で稀な組織型で
ある。今回、卵巣小細胞癌の術後に脳転移をきた
し、外科療法、術後放射線療法を施行した 1例を
報告する。
【症例】61歳、 2経妊 2経産、閉経55歳。不正性
器出血を主訴に前医を受診。子宮内膜組織診で類
内膜腺癌を認め、MRIで子宮体部から漿膜外・
右付属器・直腸表面に至る浸潤を認めたため、子
宮体癌Ⅲ期と術前診断した。開腹所見で子宮・右
付属器・直腸・S状結腸の強固な癒着あり、単純
子宮全摘術、両側付属器摘出術、大網部分切除術
に加えてS状結腸・直腸切除術、人工肛門造設術
を施行した。術後病理検査により、子宮体癌ⅠA
期（類内膜腺癌G1）を認めた。加えて、卵巣小
細胞癌による子宮・直腸への浸潤を認めたことか
ら卵巣癌Ⅱc期と診断、重複癌であった。卵巣癌
に対する術後化学療法としてCPT-11/CDDPを
投与したが、術後 1年 5カ月の時点で右上肢のし
びれ、めまいを訴えた。精査の結果、左後頭葉に
6cm大の病変を認め、卵巣癌による転移性脳腫
瘍と診断した。他の臓器に病変を認めないこと、
脳転移病変が単発であることから、外科的治療を
選択、脳腫瘍摘出術を施行し、術後放射線療法と
して全脳照射を施行した。治療後、 9か月が経過
した現在、再発徴候を認めていない。
【結語】卵巣癌の脳転移は予後不良だが、腹腔
内・胸腔内に局所再発を認めず、全身状態が比較
的良好である際は、外科的治療も考慮すべきで
ある。

　播種病変を伴わず後腹膜に発育した卵管癌症例
を経験したので報告する。患者は72歳、 1経妊 1
経産。検診にて充実性卵巣腫瘍を指摘され、前医
を経て当院に紹介され受診した。 4年前から少量
の不正性器出血を認めていた。腟分泌物は薄い血
性で、ダグラス窩右側に超手拳大で八つ頭状の腫
瘤を触れたが、播種を疑うような抵抗は認めな
かった。子宮頸部・内膜細胞診は陰性であった。
経腟超音波断層法では、辺縁は平滑であるが凹凸
のある充実性腫瘤を認め、MRIでも同様の腫瘤
がT1WIにて低信号、T2WIにてやや高信号に描
出されていた。腹水は少量で、CTでも播種病変
およびリンパ節転移や遠隔転移を疑う所見を認め
なかった。腫瘍マーカーはCA125のみ1337U/
mlと上昇を認めた。以上より、付属器悪性腫瘍
疑いにて開腹術を行ったところ、腫瘍は子宮右背
側に存在し直腸を左側に圧排していた。右卵巣お
よび卵管采には肉眼的には明らかな異常を認め
ず、卵管峡部に捻転を認めた。腫瘍は、この捻転
部と卵管采との間に存在したことから右卵管癌を
疑った。明らかな播種病変は認めず、左付属器に
も異常所見を認めなかった。腫瘍は仙骨子宮靭帯
と直腸との間で後腹膜に向けて発育していたた
め、子宮・両側付属器する際に直腸を低位前方切
除して一塊として摘出した。大網切除および後腹
膜リンパ節郭清を追加し、肉眼的には残存病変
なく手術を終了した。病理診断は漿液性腺癌で
あった。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

10年経過した後に再発した
卵巣原発境界悪性類内膜腺線維腫の1例

成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化が
疑われた卵巣カルチノイド

○馬場　敦志、田中　綾一、松葉　諒子
　水柿　祐子、玉手　雅人、高橋　　円
　寺本　瑞絵、齋藤　　豪

札幌医大

○鹿内　智史、玉手　雅人、馬場　敦史
　倭　　　円、明石　祐史、郷久　晴朗
　寺本　瑞絵、田中　綾一、岩崎　雅宏
　齋藤　　豪

札幌医大

　卵巣原発の腺線維腫の上皮性成分は漿液性が多
く類内膜型は稀である。また、異型上皮を伴う腺
線維腫も稀な腫瘍である。境界悪性卵巣腫瘍の再
発時期は治療後 5年以内が多いが、10年以上経過
した後の報告も散見される。今回、10年以上経過
した後に再発をみとめた卵巣原発境界悪性類内膜
腺線維腫を経験したので報告する。
　症例は54歳である10年前に卵巣腫瘍の診断にて
腹式子宮全摘出術および両側付属器摘出術を施行
した。病理組織学的所見は弱拡大で繊維芽細胞の
増生が目立つ間質部分の中に類内膜腺上皮様細胞
からなる腺腔を多数認め、上皮細胞の多層にわた
る核重積をみとめるものの細胞異型は比較的軽度
で間質の浸潤はみとめなく卵巣原発境界悪性類内
膜腺線維腫と診断した。以後経過観察していたが
10年後に骨盤内に約 8 cmの充実性成分を伴う腫
瘍をみとめ、腫瘍マーカーCA125の上昇もみと
められたため卵巣腫瘍の再発を強く疑い、低位前
方切除術を含めた再発腫瘍摘出術を施行した。摘
出物組織所見は類内膜境界悪性腫瘍相当の所見と
ともに間質浸潤を示すGrade2相当の類内膜腺癌
をみとめた。また、類内膜境界悪性腫瘍が混在し
ていることより10年前に治療した境界悪性類内膜
腺線維腫の再発と判断した。術後化学療法を 6サ
イクル施行し、再発腫瘍手術後16ヶ月経過した現
在、再々発の徴候はみとめず経過している。

【緒言】卵巣カルチノイドは稀な腫瘍である。主
に消化器領域で発生し様々な病態を呈するが、婦
人科領域では成熟嚢胞性奇形腫に合併することが
多く、診断が困難である。今回、成熟嚢胞性奇形
腫に合併し、鑑別が困難であった卵巣カルチノイ
ドを経験したので報告する。
【症例】症例は54歳女性、未経妊。卵巣腫瘍を指
摘され前医より紹介受診した。既往にうつ病があ
り向精神薬内服中であった。また、普段から便秘
傾向であった。MRIにて子宮両側に脂肪抑制効
果のある 9 cm大の卵巣腫瘍を認め、成熟嚢胞性
奇形腫と考えられた。年齢と広範囲の造影効果を
示す充実成分の存在から悪性転化を考慮し、手術
予定であったが、入院前に卵巣茎捻転のため緊急
両側付属器切除術となった。摘出物の肉眼所見
は、内部に壊死を伴う充実成分を認め、悪性が示
唆された。術後病理学検査にて、右卵巣腫瘍は成
熟嚢胞性奇形腫を背景に発生した島状と索状の混
合型卵巣カルチノイドであった。術後は患者の希
望により追加治療なく経過観察中である。
【結論】卵巣カルチノイドの画像所見は、造影後
早期から強い増強効果を示すなどの特徴が挙げら
れているがまとまった報告がなく、一般的に成熟
嚢胞性奇形腫に合併する卵巣カルチノイドの画像
診断は困難であるとされている。成熟嚢胞性奇形
腫に充実成分が認められた場合、悪性転化に囚わ
れることなく、他の腫瘍も鑑別に入れるべきであ
り、検査を進めていく必要があると考えられた。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

腹腔鏡下卵巣チョコレート嚢胞除去後にARTで
妊娠するも帝切時に腹膜播種を認めた卵巣癌の1例

ジエノゲスト療法施行中に悪性化した
子宮内膜症性嚢胞の一例

○前田　悟郎、工藤　正尊、井平　　圭
　三田村　卓、加藤　達矢、保坂　昌芳
　渡利　英道、櫻木　範明

北海道大

○佐藤　　亘、富樫嘉津恵、白澤　弘光
　熊澤由紀代、熊谷　　仁、寺田　幸弘

秋田大

　近年、卵巣チョコレート嚢胞の癌化が注目され
ている。今回我々は、直径 3 cmほどの卵巣チョ
コレート嚢胞があり腹腔鏡下手術を 2回行った後
にARTで妊娠が成立し、帝王切開時に腹膜播種
を認め卵巣癌であった症例を経験したので報告す
る。症例：31歳、G＝0 、挙児希望あり不妊症の
原因精査中に左卵巣のチョコレート嚢胞が見つ
かり、腹腔鏡下に嚢胞摘除術を受けた。術後の
AIHにて妊娠は成立しなかった。その後同側卵
巣に 3 cm程度のチョコレート嚢胞が再発し腹腔
鏡下に嚢胞焼灼を行った。術後に採卵、IVFを行
い得られた胚盤胞を凍結保存し、その後ホルモン
補充周期で融解胚盤胞移植を行い妊娠が成立し
た。PIHのため帝王切開分娩となった。術中、卵
巣の腫大はないが腹膜播種を思わせる所見が認め
られた。産後 1か月で卵巣の腫大が著明となり卵
巣癌を疑われ紹介された。画像所見で境界悪性以
上の両側卵巣腫瘍が疑われ、帝切後 3か月目で試
験開腹術となった。ダグラス窩から横隔膜まで腹
腔内の広範囲な播種を認め一期的手術は困難で
BSOと大網部分切除となった。病理組織検査で
漿液性腺癌と診断された。TC療法 4コース施行
後根治術が行われた。術後診断はpT3cpN1M0で
現在TC療法施行中である。卵巣癌の発生と卵巣
チョコレート嚢胞との関連は明らかではないが、
このような経過をたどる症例もあることを念頭に
不妊治療、妊娠管理を行う必要がある。

【緒言】子宮内膜症性嚢胞の約0.72％に悪性化を来
たし、年齢、嚢胞径、血清CA125値、画像診断に
より評価され、40歳以上、嚢胞径10cm以上で悪性
化の可能性が高まると考えられている。またジエノ
ゲスト療法が待機保存療法として広く使用されるよ
うになってきたが、その長期投与に対する検証が十
分とは言えない。今回、ジエノゲスト療法により子
宮内膜症性嚢胞が縮小したものの、その後に悪性化
を来した症例を経験したので報告する。
【症例】38歳、 1妊 0産。下腹部違和感を主訴に近
医を受診したところ、卵巣腫瘍を指摘され、加療目
的に当科を紹介された。MRIにて左子宮内膜症性
嚢胞（70×73×47mm）を認め、CA125：154.0U
/mlであった。GnRHaを2kur施行後、ジエノゲス
ト（ 2 mg/日）療法を開始、その 8ヶ月後の経腟
超音波では左子宮内膜症性嚢胞は53×36mmと縮
小を認め、CA125は61.0U/mlと低下を認めたもの
の、13.5×10.0mmの充実性部分を認めたため、
慎重な経過観察の方針となった。その 8ヶ月後の経
腟超音波では、左子宮内膜症性嚢胞の増大は認めな
かったが、充実性部分の増大（22.3×13.6mm）
を認め、CA125：110.9U/mlと再上昇を認めた。
MRIにて子宮内膜症性嚢胞の悪性化の診断のもと、
卵巣癌根治術を施行した。病理組織検査では明細胞
腺癌、pT1c（b）N0M0, pStageⅠaの診断であった。
術後化学療法として、CPT/CDDPを 6サイクル施
行した。治療終了後14ヶ月経過したが、現在のとこ
ろ再発兆候を認めていない。
【結語】本症例はジエノゲスト療法により子宮内膜
症性嚢胞の所見は軽快したが、その後に悪性化した
と考えられる。ジエノゲスト使用により経過良好な
症例においても、常に子宮内膜症性嚢胞の悪性化を
考慮した、注意深い経過観察が必要である。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

卵巣成熟嚢胞性奇形腫から発生した
上皮内癌の1例

卵巣印環細胞癌に対し、
CPT-11/TS-1が奏功した1例

○大原　康弘、田中　星人、齊藤　良玄
　山村　満恵、明石　大輔、森脇　征史
　服部　理史、菊地　慶介

JA北海道厚生連帯広厚生病院

○新沼　花恵、菅　安寿子、竹下　真妃
　高田　杏奈、小見　英夫、庄子　忠宏
　竹内　　聡、杉山　　徹

岩手医大

【はじめに】卵巣成熟嚢胞性奇形腫（MCT）の
悪性転化は 1～ 2％とまれであるが、予後不良で
あり見逃してはならない病態である。その中で扁
平上皮癌がよく知られているが、上皮内癌につい
ての報告は極めて少ない。今回我々はその 1例を
経験したので、文献的考察を加えて報告する。
【症例】42歳女性、 2回経産。28歳で右卵巣腫瘍
核出術（良性腫瘍）、42歳で甲状腺癌に対して甲
状腺左葉切除術の既往がある。来院 6年前から前
医で左卵巣腫瘍に対して外来フォローされ、来院
1年前のMRIで子宮左側に径5.3cm大のMCT
を疑う卵巣腫瘍を認めたため、手術を希望し当科
へ紹介となった。血液検査では腫瘍マーカー上昇
はなく、経腟エコーで径 5 cm大に腫大した内部
輝度の高い左卵巣腫瘍を認めた。MCT疑いで腹
腔鏡下左付属器切除術、右卵管切除術を施行し
た。腹腔内に癒着なく、腹水は少量であった。病
理組織標本では重層扁平成分の一部に径 1 cm未
満の上皮内扁平上皮癌を認め、MCTから発生し
た卵巣上皮内癌の診断となった。術後の上下部消
化管精査で異常なく、PET-CTでも残存病変は確
認されなかった。初回手術後 2ヶ月に腹式子宮全
摘、右付属器・虫垂・大網切除を施行し、病理学
的にも残存病変がないことが確認された。術後補
助療法は施行せず、現在初回手術後 4ヶ月で再発
なく経過している。
【結語】MCTから発生した卵巣上皮内癌を経験し
た。発症頻度は低く確立された治療法はないが、
完全摘出によって良好な予後が得られている。

　卵巣に発生する印環細胞癌は転移性腫瘍が殆ど
であり、その原発巣は胃がんである頻度が最も高
い。今回、卵巣原発印環細胞癌に術後化学療法を
施行し、残存腫瘍に奏功が得られた 1例を経験し
たので報告する。
【症例】58歳女性、 2経妊 2経産。閉経54歳。51
歳に結節性甲状腺腫の摘出術の既往あり。腹部膨
満を主訴に前医を受診し、卵巣がんの疑いで当科
紹介となった。MRIで、多発性子宮筋腫と11cm
大の分葉状の嚢胞性腫瘤を認めた。被膜に不均一
な造影効果があり、一部に充実性部分を認めた。
腫瘍マーカーはCEA：292.1U/mL、CA125：
31.0U/mLと高値であった。転移性卵巣癌を考
慮し上下部消化管精査を施行したが、悪性所見は
認められなかった。卵巣がんの疑いで手術を施
行。左卵巣は新生児頭大に腫大し、周囲と強固に
癒着。右卵巣腫瘍も認められ、ダグラス窩には多
数の播種病変を認めた。子宮は不可視であった。
左卵巣腫瘍を術中迅速細胞診に提出したところ、
印環細胞癌であった。手術は左付属器摘出術を施
行。永久標本も印環細胞癌であり、再度、消化器
精査を行ったが異常は認めなかった。術後化学療
法はCPT-11/TS-1を施行し、PRが得られた。血
液毒性は好中球減少がGrade3であり、非血液毒
性は認めなかった。20サイクル施行した時点で
PDとなり、現在は術後 2年経過したが、レジメ
ン変更を行いながら加療を継続している。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

当院における卵巣癌に対する
ベバシズマブの使用経験

卵巣癌/腹膜癌に対する
ベバシズマブの使用経験

○丸山　英俊1）、加藤　顕人1）
　町田真雄子1）、熊谷　晴介2）
　竹内　　聡2）、杉山　　徹2）

1）三沢市立三沢病院
2）岩手医大

○山口　正博、渡利　英道、金野　陽輔
　三田村　卓、加藤　達矢、保阪　昌芳
　武田　真人、櫻木　範明

北海道大

【目的】ベバシズマブ（以下BV）は2013年11月に
卵巣癌に使用が承認された。今回当院で卵巣癌に対
し投与されたBVの有効性と安全性を後方視的に検
討した。
【対象】2008年 9 月より当院で取り扱った卵巣癌
BV投与症例 9例である。承認後の使用は 4例、承
認前の使用は臨床試験GOG218登録症例が 1例、結
腸、直腸転移症例が 4例であった。
【結果】臨床進行期（FIGO 1988）はⅢB期 2例、
ⅢC期 7例、平均年齢は56歳（33－73）。BVと併用
した抗癌剤（レジメ）はTC 4 例、その他 5例。再
発によるBV投与症例は 7 例で、BV投与までの化
学療法レジメン数は平均5.9（1，1，5，5，5，9，15）
であった。再発症例の治療効果は 7例中 2サイクル
以上の治療が終了した 4例中CR/PR/SD/PDがそ
れぞれ 0 / 1 / 3 / 0 であり、全奏効率は25％（ 1例
/ 4 例）であった。通常の有害事象（grade2以上）
は好中球減少grade 4 / 3 / 2 がそれぞれ 2 / 2 / 1 例、
末梢神経障害grade2 2 例。肝機能障害grade3 1 例、
凝固機能障害grade2 1 例であり、重大な有害事象
として消化管穿孔が 2例あった。この 2例は癌性腹
膜炎を有する症例で治療前レジメン数は 9および 5
であり、消化管穿孔の高発現リスク群に含まれる症
例で外科的処置がなされた。
【結語】BVの全奏効率は25％であったが、今回の
検討では多化学療法歴を有する再発症例については
少なくともPDとなることを防いだ可能性があっ
た。通常の有害事象については忍容性良好であっ
た。重大な有害事象である消化管穿孔は高発現リス
ク群の 2例で発症し、これらの症例につき詳細を報
告する。

【緒言】GOG-0218試験により、進行卵巣癌の初
回治療としてTC療法にベバシズマブを併用し、
その後継続して維持投与を行うことで、無増悪生
存期間が有意に延長することが示された。本邦で
も本薬剤が2013年11月に卵巣癌に対して保険適応
となった。少数例ではあるが当科でのベバシズマ
ブの使用経験を報告する。
【成績】現在までGOG-0213試験に参加した 1名
を含む 6名に使用した。投与開始時年齢は中央値
61歳（33～76歳）、再発卵巣癌 4例（Ⅰc期 1例、
Ⅲc期 1例、Ⅳ期 2例）、腹膜癌Ⅲc期の初回治療
1例、プラチナ抵抗性の悪性卵巣性索間質性腫瘍
1例で、再発症例では2nd lineが 1 例、3rd lineが
3 例、platinum free intervalは 3 ～11ヶ月（中央
値4.5ヶ月）であった。ベバシズマブの投与量は
全例15mg/kg、投与間隔は 3週毎が 4例、 4週
毎が 2例、投与回数は中央値 3コース（ 1～38
コース）で、 5例で現在も継続中である。併用化
学療法regimenはTC療法が 3例、weekly paclitaxel
が 3 例であった。 4例でRECISTによる効果判定
が可能で、CR 2 例、PR 1 例、SD 1 例であった。
Grade3の有害事象は下痢 2例、好中球減少 2例
で、併用化学療法のみ減量して継続できた。 1例
でGrade3の高血圧・蛋白尿がありベバシズマブ
の投与を中止したが、その後急性冠症候群を発症
した。
【結語】卵巣癌/腹膜癌に対するベバシズマブの
本邦での使用経験は未だ少ないことから、今後も
継続的な有効性、安全性に関する評価が必要であ
るものの、効果を認める症例を経験しており、有
効な薬剤であると考える。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

Carbonyl reductase1の発現低下は
卵巣癌の増殖を促進する

RecQL1の発現レベルは
上皮性卵巣癌の予後因子となるか？

○大澤　有姫、横山　良仁、小林　麻美
　重藤龍比古、二神　真行、水沼　英樹

弘前大

○松下　容子、横山　良仁、重藤龍比古
　二神　真行、水沼　英樹

弘前大

【目的】Carbonyl reductase1（CBR1）の発現の
程度が、ヒト卵巣癌にどのような影響を及ぼすか
検証する。
【方法】1）CBR1のsense cDNAを遺伝子導入また
はCRB1 siRNAにてノックダウンしたOVCAR-3
の細胞増殖能を検討した。2）CBR1を遺伝子導入
したOVCAR-3をヌードマウス背部皮下に移植し
た群（CBR1群、n＝5）、CBR1の遺伝子導入皮
下腫瘍に対しCBR1 siRNAを注入した群（siRNA
群、n＝5）、OVCAR-3を移植した群（対照群、
n＝5）を作成した。移植後 3週間後までの各群
の腫瘍増殖と転移浸潤様式について検討した。
【結果】1）CBR1遺伝子導入細胞はコントロー
ルに比べ有意に細胞増殖が抑制され、CBR1を
ノックダウンした細胞は有意に細胞増殖が亢進し
た。2）siRNA群では他の 2群に比べ腫瘍増殖が
有意に亢進した。siRNA群の肺転移巣は有意に
増加しており、 5例中 1例が後腹膜腔へ腫瘍が浸
潤し移植後14日目に死亡した。CBR1群では腫瘍
増殖が有意に抑制され腹腔内浸潤や肺転移は認め
なかった。
【結論】CBR1強発現は腫瘍増殖を抑制し、CBR1
の発現低下は腫瘍増殖及び浸潤転移を亢進させ
た。CBR1は腫瘍制御に関与しており新たな分子
標的治療の候補になり得ることが示唆された。

【目的】ゲノムの安定維持機構の破綻は早期老化
や発癌の原因になる。RecQファミリーヘリカー
ゼはゲノム安定化に寄与していると考えられてお
り、RecQL2、RecQL3、RecQL4遺伝子の変異
は発癌と早老を特徴とするブルーム症候群等との
関連性が報告されている。RecQL1の機能は未解
明のままであるが、その発現程度はある種の固形
癌の予後と相関していることが報告されている。
本研究では上皮性卵巣癌とRecQL1の発現との関
係性を検討した。
【方法】2006年から2011年までに弘前大学病院
で治療された上皮性卵巣癌111例を対象として
RecQL1の発現と臨床病理学的因子との関連を調
べたRecQL1の発現は免疫組織化学的に染色強度
と染色範囲から染色スコアを算出した。
【結果】上皮性卵巣癌の再発群（n＝38）、非再
発群（n＝73）においてRecQL1の発現は有意に
高かった（P＝0.002）。組織型においてはRecQL1
の発現に有意な相関は認めなった。臨床進行期に
おいてはⅢ期群で再発群（n＝25）は非再発群
（n＝16）に対してRecQL1の発現は有意に高かっ
た。しかし、後腹膜リンパ節転移には、RecQL1
の発現に有意な相関は認めなかった。Ⅲ/Ⅳ期の
進行期癌（n＝46）においてCR群に至らなかっ
た症例（n＝10）はCR群に至った症例（n＝36）
に比べRecQL1の発現は有意に高かった（P＝
0.031）。
【考察】RecQL1の発現程度は、上皮性卵巣癌の
再発予測因子と考えられた。また化学療法治療効
果の予測因子と成り得ることが示唆された。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

感作予防措置にも関わらず感作され今回抗D抗体高値を
示すもMCA-PSV測定により健児を得られた一症例

妊娠33週で早産となった
妊娠性肝内胆汁うっ滞症の1例

○太田　圭一、小林　麻美、水沼　槙人
　千葉　仁美、飯野　香理、湯澤　　映
　田中　幹二、水沼　英樹

弘前大

○幅田周太朗1）、西澤　庸子1）
　倉橋　克典2）、水沼　正弘2）
　郷久　晴朗1）、寺本　瑞絵1）
　田中　綾一1）、岩﨑　雅宏1）
　齋藤　　豪1）

1）札幌医大
2）北見赤十字病院

【緒言】前回感作予防措置にも関わらず感作さ
れ、今回妊娠中抗D抗体価が8,192倍まで上昇
するも、胎児中大脳動脈収縮期最高血流速度
（MCA-PSV）測定による胎児貧血評価により健
児を得られた症例を経験したので報告する。
【症例】34歳、1妊 1産。初回妊娠時Rh（D）陰性
にて28週で抗D免疫グロブリン投与されたが、33
週64倍、37週256倍と抗体価上昇認め感作が疑わ
れた。40週女児、骨盤位経腟分娩。児はRh（D）
陽性、直接クームス試験陽性で抗D抗体も検出さ
れたが貧血や高ビリルビン血症はなかった。母体
は妊娠中の感作が考えられ、産後抗D免疫グロブ
リン投与はされなかった。 5年後、抗体価16倍未
満となった時点で妊娠許可。自然妊娠後、12週で
の抗体価は16倍だったが、徐々に上昇し35週には
8,192倍に達した。MCA-PSVは常に1.5MoM未
満でその他の胎児貧血を思わせる所見もなかった
ため、羊水穿刺、胎児採血は施行せず38週男児、
自然分娩。臍帯血中Hb濃度は12g/dlで強い貧
血はなかったが、児はO型Rh（D）陽性であり、
出生当日抗Dガンマグロブリン投与。その後貧血
が進行し数回輸血を行なったが、経過良好で日齢
24で退院。
【考察】予防措置にも関わらず感作されるケース
が極めて稀だが存在する。今回抗D抗体価は高値
を示したが、MCA-PSV測定による胎児貧血評価
で侵襲的検査なく健児を得ることができた。

【緒言】妊娠性肝内胆汁鬱滞症（ICP）は、母体
に掻痒感や肝機能障害を、胎児には早産、子宮内
胎児死亡などの合併症を引き起こす疾患であり、
わが国では比較的稀である。今回われわれは妊
娠中にICPと診断され、妊娠33週 2 日に早産と
なった症例を経験したので文献的考察を加え報告
する。
【症例】32歳、 0経妊、肝機能障害で妊娠31週 4
日に前医より紹介、精査目的に入院となった。
　血液検査所見はトランスアミナーゼの上昇を認
めたが他には特記すべき異常はみられなかった。
胎児超音波は異常所見を認めず、胎児心拍数陣痛
図でreassuringを確認できた。内診上子宮口は未
開大、経腟超音波検査で子宮頸管長は30.7mmで
あった。
　以前より掻痒感を自覚していたことがわかり、
追加で検査した血中総胆汁酸が111.5μmol/Lと
上昇しておりICPと診断、ウルソデオキシコール
酸（UDCA）の内服を開始した。
　妊娠33週 2 日に破水、高度の羊水混濁を認め
た。分娩は急速に進行し破水後41分で経腟分娩と
なった。新生児の呼吸状態は安定し、病的黄疸も
みられず出生後39日目に退院となった。
【考察】ICPの特徴は母体の掻痒感と重篤な胎児
合併症（早産、胎児死亡など）である。妊娠中に
掻痒感訴える妊婦は比較的よくみられるが、ICP
の症状である可能性もあり注意を要する。本疾患
はUDCAにより母児への合併症を予防できる可
能性があり早期診断は重要であろう。掻痒感を訴
える妊婦に遭遇したときはICPを鑑別疾患に加え
診療すべきと考える。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

妊娠を契機に発症した
部分的中枢性尿崩症の一例

Gitelman症候群を合併した妊娠例

○吉田　美帆、上原　茂樹、柿坂はるか
　吉本　知子、鈴木　弘二、小林　正臣
　田野口浩二、岡村　州博

東北公済病院

○阿部　和弘、谷口　綾亮、橋本　哲司

青森市民病院

【緒言】尿崩症はバソプレシンの分泌障害あるい
は作用障害により、多尿、口渇、多飲を呈する疾
患である。尿崩症の稀な例として妊娠を契機に発
症するものがある。今回我々は妊娠経過中に顕性
化した中枢性尿崩症の一例を経験したので報告
する。
【症例】37歳 1 経妊 1経産。ラトケ嚢胞で35歳時
に手術既往があり、他院にて半年ごとのMRI撮
影にて経過観察中であった。妊娠34週 0 日より頸
管長短縮による切迫早産のため入院管理となっ
た。入院時より口渇や多飲の自覚症状があり、飲
水量と尿量測定を開始したところ連日の低張性多
尿を認めた。頭部MRIでは下垂体に嚢胞構造を
認め、ラトケ嚢胞の再発が疑われた。また、血中
バソプレシン濃度は1.2pg/ml未満と低値であり
中枢性尿崩症の診断となった。デスモプレシンの
点鼻と飲水制限の開始したところ、口渇の改善と
尿量の減少を認め、妊娠37週 0 日に退院となっ
た。妊娠37週 4 日吸引分娩にて児を娩出。児は
3,158g男児、apgar score 8 / 8 点と異常を認め
なかった。産後は自然経過にて多飲、多尿の症状
はなく、産褥 5日目に退院となった。
【考察】本症例は妊娠の終了により速やかに症状
が改善したことから、ラトケ嚢胞の再発による潜
在的な尿崩症が妊娠を契機に顕在化したものと考
えられた。妊娠に合併する尿崩症は非常に稀であ
るが、尿崩症既往のある妊婦においては、再発を
念頭に置いて妊娠管理にあたるのが望ましいと考
えられた。

　Gitelman症候群は低カリウム血症、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、低マグネシウム血症、低カルシウム尿症等
を呈する尿細管機能障害によっておこる症候群で
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。妊娠初
期より当科で妊婦健診施行。平成26年 6 月21日
妊娠36週 2 日、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K製剤を経口投与する
も改善せず、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。さらに
分娩に際して過換気によるアルカローシスの憎悪
が考えられ、十分な管理が必要と思われる。

85 86



－ 93－

■一般演題　第2日目　9月28日（日）

当院におけるSLE合併妊婦の検討
～慢性腎臓病の視点から～

腎移植後妊娠において妊娠高血圧腎症の
増悪と胎児発育停止のため妊娠を中断した1例

○石橋真輝帆、野村　真司、吉田　史子
　経塚　　標、安田　　俊、河村　　真
　野村　泰久、藤森　敬也

福島県立医大

○熊谷　祐作、今井　紀昭、奥原　　惟
　田中　恵子、比嘉　　健、吉田　瑶子
　末永香緒里、小泉　俊光

八戸市立市民病院

　全身性エリテマトーデス（SLE）は増悪、寛解
を繰り返す臓器非特異的自己免疫性疾患である。
SLEは生殖年齢に好発し、妊娠出産は増悪因子と
いわれ高率に妊娠高血圧症候群（PIH）を合併
し、人工早産や児の発育不全が増加する。妊娠中
の腎障害はSLEの増悪かまたはPIHの発症に起
因するがその鑑別は必ずしも容易ではない。
　近年、生涯の心血管イベントや末期腎不全と
いった予後との相関からその病理学的詳細診断を
問わず腎機能障害を慢性腎臓病（CKD）として
包括的に捉える概念が提唱され、CKDと妊娠予
後の関係性を論じた文献も散見される。そこで、
当院でのSLE合併妊娠21例を妊娠前のSLE病歴
中における腎障害の有無でCKD群（ 9例）と５
CKD群（12例）に分類し周産期予後を検討した。
　症例の平均年齢は30.0歳で妊娠期間は36週 0
日、妊娠初期の糸球体濾過量（GFR）はCKD
群、非CKD群で114.7±21.3、106.7±35.6ml/
分/1.73m2と差がなかった。その一方でCKD群
は非CKD群と比較すると早産率が増加し、妊娠
期間、出生体重は減少する傾向にあった。つま
り、病歴中に腎機能障害を有するCKD合併妊娠
では、妊娠初期に腎機能が正常であっても周産期
予後が悪くなる可能性を示唆した。

【背景】慢性腎不全患者の妊娠・出産は透析医療
が進歩しても依然として伸び悩む一方、腎移植後
妊娠において、免疫抑制剤の開発や移植技術の発
達により妊娠可能になった症例は増えている。し
かし流早産、妊娠高血圧症候群（PIH）といった
周産期合併症の発生や移植腎機能への影響を考慮
して管理する必要がある。特に移植腎機能悪化の
程度によっては妊娠を中断する必要が出てくる
が、その適応に関しては一定の見解はない。
【症例】32歳　 1経妊 1経産（前児は24週で重症
PIHのため妊娠を中断）
　胎児発育不良と妊娠高血圧症のため前医で入院
管理されていたが、30週 0 日に自宅近くの当院に
転院した。来院時妊娠高血圧腎症（血圧160 /
110）、血清クレアチニン値が1.35（非妊娠時
1.05）mg/dlと28％上昇が見られた。
　30週 4 日には血清クレアチニン値が1.47mg/
dlとなり非妊娠時より40％増悪し、また胎児発育
停止と診断して、妊娠継続が困難なため緊急帝王
切開を施行した。術後、腎機能は血清クレアチニ
ン値の上昇を認めていないが、尿タンパクは増悪
傾向である。現在外来にて経過観察中である。
【結論】今回、我々は腎移植後妊婦に対し、妊娠
高血圧腎症の増悪と胎児発育停止に対し妊娠を中
断した 1例を経験した。これに文献的考察を加え
て報告する。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

妊娠19週にARB内服を中止したが無羊水症が
遷延し、中期中絶が選択された一例

妊娠18週に自然退縮を認め、黄体化過剰反応
（hyperreactio luteinails）が疑われた一例

○太田可奈子、玉村　千代、井上　大輔
　高橋　　仁、西島　浩二、折坂　　誠
　黒川　哲司、吉田　好雄

福井大

○君島　世理、関根　正幸、茅原　　誠
　西野　幸治、西川　伸道、芹川　武大
　加嶋　克則、榎本　隆之

新潟大

【諸言】本邦における高血圧治療の第一選択薬は
カルシウム拮抗薬、アンジオテンシンⅡ受容体拮
抗薬（ARB）、アンジオテンシン変換酵素（ACE）
阻害薬、サイアザイド系利尿薬の 4つである。こ
のうちARBやACE阻害剤は古くより妊婦に投与
禁忌と認識されるも、近年その使用量が増加傾向
にあることから、妊娠初期より偶発的に処方され
るケースが後を絶たない。今回はARB服用のた
め妊娠中絶を選択せざるを得なかった症例を紹介
し、その問題点を考察したい。
【症例】41歳、 1回経妊 0回経産。月経周期は著
しく不順で、希発月経～続発性無月経を繰り返し
ていた。半年毎のCIN2フォローの際に、妊娠19
週が発覚した。高度な羊水過少を呈しており、当
院に紹介受診。前期破水は否定的で、胎児腎臓の
形態異常を認めず、腎血流も保たれていたが、膀
胱は確認できなかった。直ちにARB服用を中止
したが、胎児無尿、無羊水症は遷延し、フロセミ
ド負荷試験にも無反応で、心嚢水貯留・後頚部浮
腫・肺低形成を認めるようになった。妊娠21週 3
日に中期中絶に至った。
【結論】30～40代の若年高血圧症例にはARBや
ACE阻害薬が優先的に処方されているのが現状
である。妊孕性を有する女性に対してこれらの降
圧剤を処方する際には、常に妊娠→胎児異常の
リスクが伴うことを再認識する必要があることを
痛感した。

【緒言】黄体化過剰反応（Hyperreactio Luteinails：
HL）は絨毛性疾患の際に多く認められるが、稀
に正常妊娠においても出現し、多房性腫瘤である
ため粘液性腫瘍と誤診されて開腹術が選択される
ことがある。今回、19cmと14cmの両側多房性
腫瘤で、手術直前の妊娠18週に自然退縮が確認さ
れたため手術を回避し得た症例を経験したので、
文献的考察を含めて報告する。
【症例】症例は21歳、 0経妊 0経産。自然単胎妊
娠の成立後、10週で右10cm、左 9 cmの両側卵巣
腫瘤を初めて指摘され、12週以降も増大を認めた
ため当科紹介受診。15週時点のMRIで右14cm、
左19cmと多房性腫瘤のさらなる増大を認めた
が、充実部の存在など悪性を示唆する所見は認め
なかった。腫瘍マーカーは、CA125：107.5U/
ml、AFP：25.0ng/mlと上昇を認めたが、CA 
19-9、CEAは上昇を認めなかった。
　18週 1 日の超音波所見でも腫瘍の縮小を認めな
かっため18週 5 日手術目的に入院。入院時の超音
波所見にて左右とも腫瘤の自然退縮を認めている
ことから、手術を中止して経過観察の方針とし
た。20週でのMRI再検では、右17cm、左10cmと
腫瘤は残存しており、妊婦健診とともに経腹超音
波で腫瘤サイズの重点的フォローを継続している。
【結語】本症例では病理診断はなされていないも
のの、両側多房性であること、約20cmの大きさ
から自然退縮を認めたことから、HLを強く疑い
経過観察の方針とした。HLは稀な疾患であるが
妊娠に伴う両側卵巣腫瘤を認めた時に鑑別すべき
疾患の一つであり、重点的・経時的な超音波検査
が手術の回避に重要であると考えられた。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

当院で施行した子宮頸部円錐切除後の
早産率について

当院における円錐切除後妊娠症例の
検討

○田中　恵子、奥原　　惟、熊谷　祐作
　比嘉　　健、末永香緒里、小泉　俊光
　曾田　剛史、今井　紀昭

八戸市立市民病院

○石田　博美、安藤　　麗、渡辺　智之
　齋藤　彰治、齋藤　　彩、小篠　隆広
　阿部　祐也

山形県立中央病院

【目的】産婦人科診療ガイドライン2014におい
て、子宮頸部円錐切除後の妊婦での早産率は 8－
15％と対照群と比較し有意に高く、早産ハイリス
クと認識すべきであると記されており、挙児希望
のある患者に対する円錐切除術を施行する際、手
術による早産のリスクを念頭に置かねばならない
ことは周知の事実である。そこで我々は、当院で
施行した子宮頸部円錐切除術後の早産率を調査・
検討し、報告する。
【方法】平成22年 1 月 1 日から平成25年12月31日
まで当院で子宮頸部円錐切除術を施行した254名
中、手術後から平成26年 6 月30日までに出産した
24名を対象に調査を行った。
【成績】期間内に出産した24名中、切迫早産で入
院管理が必要だった妊婦は 3名、早産は 1名で
あった。早産となった妊婦は円錐切除後に広汎子
宮頸部全摘術を行っており、妊娠35週時に破水
し、帝王切開術での娩出だった。
【考察】日本における早産率は約 5％であり、当
院で円錐切除術を施行したことによる早産率の増
加は認めなかった。切迫早産の入院管理不要で
あった21名中断端陽性であった患者は 3名だった
が、現在まで再発は認めていない。子宮頸部円錐
切除術と早産に関し、さらなる文献を踏まえ考察
する。

【緒言】子宮頸部高度異形成や子宮頸部上皮内癌
の若年症例が増加しており、子宮温存術式として
子宮頸部円錐切除術が選択されることが多くなっ
ている。我が国の早産率は2007年の統計で5.79％
であるが、円錐切除術後に妊娠した場合に円錐切
除術が産科的予後や新生児予後にどのような影響
を与えるかが注目されており、円錐切除後の早産
率は 8－15％とリスクが有意に増加することが明
らかとなっている。我々は、当院での円錐切除術
後に妊娠した症例がどのような産科的転帰をた
どったかについて検討した。
【方法】平成16年 1 月 1 日から平成26年 6 月16日
までに、当院で円錐切除術を施行された232症例
を対象とし、手術後に妊娠した症例に関して産科
的予後について後方視的に検討した。
【結果】当院での全分娩における早産率は23.8％
であった。円錐切除術後に妊娠を確認した症例
は29例であった。そのうち切迫早産、頸管長短
縮や前期破水などで入院管理とした症例は15例
（51.7％）であった。実際に早産となった症例は
6例（20.7％）であった。流産症例はなかった。
【考察】当院における円錐切除後の妊娠症例の産
科的予後を検討した。円錐切除後の早産率が全国
に比較し高かったが、症例数をさらに集積し検討
を行いたい。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

IgG avidityとPCR法を用いた
トキソプラズマ妊婦スクリーニングの成績

Nugent Score中間群（4－6点）に
おいても流早産リスクが高い

○西川　　鑑1）、平久　進也2）
　鈴木　利理1）、斎藤　雅恵1）
　清水亜由美1）、二瓶　岳人1）
　山田　　俊3）、山田　秀人2）

1）NTT東日本札幌病院
2）神戸大
3）JCHO北海道病院

○副田　　翔、米田　　哲、米田　徳子
　小野　洋輔、伊藤　実香、塩﨑　有宏
　齋藤　　滋

富山大

【目的】Toxoplasma gondiiを妊娠中に経口摂取
した場合、先天性トキソプラズマ（Toxo）症を
発症する事がある。 Toxo IgM検査では持続陽
性例などの問題のため、感染時期の判定がしばし
ば困難であった。我々はIgG抗原結合力を表す
Avidity index（AI）およびPCR検査を使用した
管理方針を作成し、前方視的臨床研究を行ってき
た。今回はこれまでの成績を報告する。
【方法】2013年12月までに登録し、妊娠が帰結し
たToxo PHA陽性かつIgM陽性ないしグレー
ゾーンの妊婦に対してAIを調べた。AI低値で急
性期感染が示唆される場合はアセチルスピラマイ
シンを投与した。同意が得られた症例では、羊水
穿刺によりToxo DNAを解析した。新生児感染
の有無は、児のIgMおよびPCR、頭部CT、眼底
検査により診断した。
【成績】これまでに288妊娠が帰結した。AIによ
り24％が初感染と判断された。 9例で羊水PCR
が陽性であった。AI高値で羊水PCR陽性例はい
なかった。羊水PCR陽性 9例のうち、 3例で胎
内感染が成立していたとみなされた。また，分娩
時羊水PCR陰性例からの胎内感染例はなかった。
【結論】今回の管理方針によりIgM陽性例のリ
スク評価が可能となり、適切なカウンセリングが
できるようになった。先天感染疑い症例の抽出の
ためには羊水PCRが適しているかもしれない。

【目的】細菌性腟症を妊娠20週未満で治療した場合、
流早産率を減少させる報告がある。このため当科では
妊娠16週前後で妊婦全例にNugent Score、頸管粘液
中IL-8値を評価し細菌性腟症（ 7点以上）を認めた
場合には、抗菌薬を投与している。今回、Nugent 
Score及び頸管粘液中IL-8と流早産率につき評価し、
また治療により流早産率が減少したか評価した。
【方法】2008年 4 月～2012年 6 月の間に当科で管理し
た妊婦で、分娩まで管理しえた437症例を対象とし
た。妊娠16週前後でNugent Score、頸管粘液中IL-8
値を評価した。Nugent Scoreは 0 ～ 3 点を正常群（n
＝382）、4～ 6点を中間群（n＝27）、7～10点を細菌
性腟症（Bacterial vaginosis：BV）（n＝28）の 3群
に分けた。頸管粘液中IL-8値は360ng/ml以上を頸管
炎と診断した。1）Nugent Score3群間における流早
産率を比較した。2）Nugent Scoreと頸管粘液中の
IL-8値との相関につき検討した。3）BV症例は原則メ
トロニダゾール腟錠で治療した。有意差はχ2検定検
定を行った。
【成績】1）Nugent Scoreの中間群における流早産率
は14.8％であり、正常群の流早産率8.4％と比較し高
率であったが有意差は認めなかった。2）Nugent 
Scoreと頸管粘液中のIL-8値には有意な正の相関関係
（p＝0.0096）を認めた。3）細菌性腟症の群に抗菌
薬を投与した場合の流早産率は7.1％と中間群と比し
低率であったが有意差は認めなかった。
【結論】妊娠16週前後におけるNugent Scoreを評価
し治療することで流早産減少に寄与すると予想される
が、Nugent Score中間群においても何らかの医療介
入が必要である可能性が示唆された。Nugent Score
が高いほど頸管炎が高度である可能性が示唆された。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

当院での34週未満前期破水症例に
関する検討

Long-term TocolysisのPit Hole
－羊水中病原微生物陰性例に対する
　抗菌薬投与はかえって妊娠期間を短縮する－

○定免　裕子、中川　絹子、山田　恭子
　佐藤　　修、花谷　　馨

苫小牧市立病院

○米田　　哲、米田　徳子、副田　　翔
　小野　洋輔、伊藤　実香、塩崎　有宏
　齋藤　　滋

富山大

【目的】早期の前期破水では、児の未熟性と子宮内
感染の影響とを考慮する必要があり、管理方法の選
択が難しい。今回我々は、当院での34週未満前期破
水症例を対象に、児の予後や妊娠延長の感染への影
響について検討した。
【方法】2009年 1 月～2014年 3 月までの総分娩数
3,444例のうち、34週未満の前期破水50例につい
て、絨毛膜羊膜炎の有無や児の予後への影響、破水
時週数や妊娠延長期間と児の予後の関係について検
討した。
【成績】2 日以内に分娩となった症例は56％（28 /
50）、 7日以上の長期間妊娠延長できた症例は24％
（12/50）であり、両群で組織学的CAMの有無、
Stageについて有意差はなかった。分娩理由は、臨
床的CAMやCRP上昇から子宮内感染を疑い分娩と
した症例が48％（24/50）、感染徴候のないtocolysis 
failureが44％（22/50）であった。組織学的CAM
は全症例の60％（30/50）に認めた。臨床的CAM
と診断された症例のうち組織学的CAMが存在した
症例は92％（12/13）、臨床的に感染徴候がなかっ
たにも関わらず組織学的CAMが存在した症例は
10/22（45％）であった。児に合併症を有した症例
はすべて26週未満の前期破水症例で、特に24週未満
の破水症例では妊娠延長期間に関わらず全例に重篤
な合併症を認めた。26週未満の前期破水症例12例の
検討では、StageⅢの組織学的CAMがある妊娠延
長症例でも児に合併症のない症例があった。
【結論】組織学的CAM症例でも、臨床的に感染徴
候のない症例があり、判断が難しい。24週未満の破
水症例では、妊娠延長期間に関わらず予後不良と考
えられた。

【目的】現在までに切迫早産などの自然早産ハイリ
スク妊娠に対する抗菌薬の投与が、新生児予後を改
善したとする報告はない。当院で開発した迅速・高
感度PCR法は、羊水中病原微生物の正確な同定が
検査当日に可能であり、適切な抗菌薬投与（細菌陽
性例には第二世代セフェム系、マイコプラズマ科陽
性例にはマクロライド系、これら重複例にはその両
方、微生物陰性例には抗菌薬を投与しない管理と設
定）が行えるようになった（2012年 6 月以降）。抗
菌薬は基本的に静脈内、 7日間投与としているが、
その治療効果につきまとめた。
【方法】1）妊娠32週未満未破水切迫早産例のう
ち、抗菌薬投与による治療効果判定のため、入院後
または羊水検査後 2日以内に分娩となった症例はあ
らかじめ除外した98例を対象とした。2）羊水中病
原微生物陽性例（n＝37）、陰性例（n＝61）にお
ける妊娠期間に影響を及ぼす因子（PLI：臨床症
状、羊水中IL-8値：子宮内炎症、抗菌薬投与、17-
OHPC筋注、cerclage、UTI腟内投与）につき、そ
れぞれ統計学的に検討した。
【結果】1）羊水中病原微生物陽性例の妊娠期間短
縮に関連する有意な因子は、PLI高値（P<0.0001）、
羊水中IL-8高値（P＝0.0046）であった（MANOVA
検定）。2）羊水中病原微生物陰性例の妊娠期間短縮
に関連する有意な因子は、PLI高値（P<0.0001）、
抗菌薬の使用（P＝0.0017）であった（MANOVA
検定）。
【結論】今回の後方視的検討結果から、羊水中の
病原微生物が陰性である場合の未破水切迫早産症
例を管理するにあたっては、抗菌薬投与は慎むべ
きかもしれない。本邦特有の治療であるlong-term 
tocolysisだからこそ起こり得る問題点であるとも考
えられた。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

メトロイリンテル注入量による
分娩誘発効果の差異

初産婦における妊娠41週までの
陣痛発来待機が帝王切開率に与える影響

○市川　　希1）、本多　啓輔1）
　大島彩恵子1）、加勢　宏明1）
　加藤　政美1）、森　裕太郎2）

1）厚生連長岡中央綜合病院
2）新潟大

○朝野　拓史、西　　信也

江別市立病院

【目的】分娩誘発でのメトロイリンテルの使用
は、臍帯脱出の危険性のため、産婦人科ガイドラ
イン2011の中で「用量41ml以上を使用する場合
は、分娩監視装置による連続モニタリングを行
う」と明記された。これに伴い当院ではメトロイ
リンテル用量150mlから用量40mlに変更した。
今回我々は注入用量による分娩誘発効果の差につ
いて後方視的に比較検討した。
【方法】いずれも予定日超過症例の、150ml群す
なわち2009年から2010年の 2年間142例と、40ml
群2012年から2013年の 2年間96例を対象とし、頸
管熟化作用、分娩所要時間、分娩方法、合併症、
児の予後について比較した。
【結果】（1）子宮口開大度は150ml群3.7±1.8cm
にたいし、40ml群で3.0±1.3cmと有意に開大
不良であった（p＝0.03）。Bishop scoreの増加
では150ml群4.1±1.1点にたいし40ml群では
3.4±2.0点であった（p＝0.07）。（2）陣痛発来
から児娩出までの時間は150ml群の 6時間47分
±4 時間11分にたいし、40ml群で 9時間21分±
6 時間49分と有意に延長していた（p＝0.04）。
（3）臍帯脱出、臍帯下垂症例はみられなかった。
（4）帝王切開率は150ml群16例（16％）にたい
し、40ml群 4 例（ 6％）と有意差はなかった。児
の予後も差はなかった。
【結論】用量40mlでは子宮口開大不良であり、
児娩出までの時間も延長していたが、分娩転帰に
差はなかった。

【目的】本邦の帝王切開（CS）率はこの20年で倍増
し、2011年には18.6％に上った。胎児や母体の救命の
ために必要な場合もあるが、特に初産婦のCSの適応
は慎重に検討する必要がある。当院では2011年 5 月ま
で、40週台での分娩を原則とし41週以前に分娩誘発を
行っていたが、2011年 6 月以降は、産婦人科診療ガイ
ドラインに則り41週まで陣痛発来待機とした。本研究
では、この方針変更が初産婦のCS率に与えた影響を
検討することを目的とした。
【方法】対象は2009年 4 月から2014年 6 月までに当院
で分娩した全初産婦で、2011年 5 月31日までを期間
A、それ以降を期間Bとした。両期間における経腟分
娩症例、選択的CS症例、緊急CS症例を検討した。
【結果】両期間の患者背景、新生児所見に有意差を認
めず、CS率はA：18％（35/191）、B：12％（58/500）
で期間Bでは有意に低下した。選択的CSの割合はA：
4.7％（9/191）、B：5.8％（29/500）で有意差を認め
なかったが、緊急CSの割合はA：13.6％（26/191）、
B：5.8％（29/500）で期間Bでは有意に低下した。
期間Aでは分娩停止によるCSが14件で、そのうち11
例は41週未満での分娩誘発不成功症例だった。
【考察】本年 3月、ACOGより“Safe Prevention of the 
Primary Cesarean Delivery”が発表された。ここで
は、母体や新生児の転帰を改善する確かなエビデンス
なしでCSを過剰に実施している可能性を指摘し、初
産婦のCSを回避するために、十分な時間、分娩経過
を見守ることを推奨している。陣痛発来待機に加え、
十分な時間、分娩経過を観察するようになったことも
CS率の低下に影響したと考えられた。
【結論】41週までの陣痛発来待機により、CSを回避
可能な症例が存在する可能性が示唆された。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

帝王切開術におけるJoel-Cohen変法と
Pfannenstiel法との比較

当院における超緊急帝王切開症例の
検討

○上田　寛人、村上　幸治、山下亜貴子
　吉澤明希子、宮川　博栄、横浜　祐子
　高橋　知昭、千石　一雄

旭川医大

○細川　亜美、石塚　泰也、村元　　勤
　田中理恵子、青柳有紀子、米原　利栄
　東　　正樹、山口　辰美

釧路赤十字病院

【目的】帝王切開術における下腹部横切開で古く
から行われ、標準的とされる術式はPfannenstiel
法である。しかし、近年複数のRandomised control 
trialにおいてJoel-Cohen法の優位性が示されてい
る。当科でもJoel-Cohen変法での帝王切開に取り
組み始めており、従来行われてきたPfannenstiel
法との比較検討を行った。
【対象・方法】2014年 1 月から2014年 6 月まで
の当科で施行された初回帝王切開術を後方視的
に検討した。下腹部縦切開、既往開腹術を除外
した対象症例をJoel-Cohen変法群（Study群）と
Pfannenstiel法群（Control群）の 2群に分け、
周産期事象を比較した。当科でのJoel-Cohen変
法はPfannenstiel法と同じ高さで皮膚切開を行う
ものであり、それ以外の皮下組織、腹直筋膜切開
範囲や腹直筋・壁側腹膜の鈍的展開は通常のJoel-
Cohen法と同様に施行している。
【結果】対象症例は26例であり、Study群 9 例、
Control群17例であった。両群間の母体背景、手
術適応に有意差は認めなかった。Total Operative 
timeはStudy群33.00±6.60分、Control群48.94
±6.51分（p<0.0001）、Incision-to-delivery time
はStudy群2.67±0.87分、Control群6.47±2.35
分（p<0.0001）であった。術中出血量や新生児
予後には有意差を認めなかった。術後合併症とし
てControl群の 1例に筋膜下血腫を認めた。
【結論】Joel-Cohen変法による帝王切開術では
Pfannenstiel法と比較し、Total Operative time、
Incision-to-delivery timeが有意に短縮された。有
害事象の増加は確認されなかった。

【目的】当院では一刻も早く児の娩出が必要と判
断した場合、帝切の方針決定から30分以内の児の
娩出を目標とする超緊急帝王切開を施行してい
る。当院の超緊急帝王切開症例を解析し、傾向と
問題点を検討する。
【対象と方法】2007年から2013年に施行された超
緊急帝王切開症例に関して、年齢・週数・児出生
体重・出血量・帝王切開決定から児娩出時間まで
の時間（decision to delivery interval；DDI）・手
術適応・Apgar Scoreの項目につき検討した。
【成績】総分娩件数は8,689件、帝王切開は1,769
件、超緊急帝王切開は30件（全分娩の0.3％）で
あった。平均年齢30歳、平均週数36週 3 日、平均
児出生体重2,432g、平均出血量902ml、平均
DDI28分（最短12分、最長53分）であった。DDI
30分以上の症例は10例、夜間や休日の分娩は12例
で、経腟分娩中に緊急帝王切開の方針となった症
例は11例であった。手術適応は常位胎盤早期剥離
が12例で最も多かった。平均Apgar Scoreは4.1
（ 1 分）/6.4（ 5 分）で、DDI30分以下の群にお
けるApgar Scoreの有意な改善は認めなかった。
【結論】DDI30分以上の症例の殆どは時間外に決
定された症例であった。DDI30分以内でApgar 
Scoreの有意な改善は認められなかったが、母体
のバイタルサインの悪化や危機的出血を伴ってい
た症例もあり、DDIの更なる短縮が望まれる。ス
タッフの招集・準備に時間を要しており、シュミ
レーションを繰り返すことによりDDIの短縮が
必要であると考えられる。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

腹水貯留を伴う重症卵巣過剰刺激症候群に対して
腹水濾過濃縮再静注療法が有効であった3例

腹腔鏡を併用した卵管鏡下卵管形成術の治療成績
および術後妊娠に関する予後因子の検討

○茅原　　誠1）、松本　賢典1）
　加嶋　克則1）、榎本　隆之1）
　高桑　好一2）

1）新潟大
2）新潟大総合周産期母子医療センター

○五十嵐秀樹、高橋　俊文、網田　光善
　堤　　誠司、高橋　一広

山形大

【緒言】 腹水貯留を伴う重症卵巣過剰刺激症候群
（OHSS）対して腹水濾過濃縮再静注療法（CART）
を施行し、症状の軽快を認めた 3例を経験したの
で報告する。
【症例 1】35歳　妊娠分娩歴 0妊 0産。下垂体機
能低下による排卵障害の適応で10回目のIVFの
方針となった。HMG単剤にて排卵誘発を施行し
10個の卵を採取した。発育卵胞多数のため全胚凍
結の方針とした。採卵 6日目に多量の腹水貯留と
血液濃縮を認めたため即日入院管理とし、同日
CARTを施行した。
【症例 2】42歳　妊娠分娩歴 3妊 0産。原因不明
の難治性不妊の適応で 2回目のIVFの方針となっ
た。Short法で排卵誘発を施行し10個の卵を採取
した。採卵 2日目に多量の腹水貯留を認め腹水を
除去した。しかし、採卵 4日目に腹水の再貯留を
認めたためCARTを施行した。
【症例 3】38歳　妊娠分娩歴 1妊 0産。近医にて
御主人の重症乏精子症の診断となりIVFの方針と
なった。初回の排卵誘発をShort法で施行し14個
の卵を採取した。その後新鮮胚移植を施行した
が、採卵16日目にLate onset type OHSSによる
乏尿と呼吸苦の悪化を認め当科へ搬送となった。
入院 2日目にCARTを施行した。
【結語】いずれの症例もCART後、腹水の再貯留
やHtの再上昇、血清ALBの低下を認めずに軽快
した。腹水貯留を伴う重症OHSSに対してCART
は有効な治療法と思われた。

【目的】卵管鏡下卵管形成術（falloposcopic 
tuboplasty：FT）は卵管閉塞に対する低侵襲な
治療法である。本研究は腹腔鏡を併用したFTの
治療成績と術後の自然妊娠に関する予後因子を明
らかにすることを目的とした。
【方法】対象は1997年 1 月から2012年 7 月まで当
科で腹腔鏡下にFTを施行した63例である。FT
の治療成績と術後の自然妊娠について後方視的
に検討した。予後因子の検討は累積妊娠曲線を
Kaplan-Meier法で作成し、妊娠成立に影響を及ぼ
す各因子について、log-rank検定およびCox比例
ハザード回帰分析を行った。
【成績】FTによる卵管疎通性回復率は対卵管で
76％（83/109卵管）、対症例で76％（48/63例）
であった。疎通性が回復した48例中21例（44％）
に自然妊娠が成立し、妊娠例の81％（17/21例）
が術後1年以内であった。主な併施手術は卵管開
口または卵管采形成術が 8例（13％）、子宮付属
器癒着剥離術が18例（29％）、子宮内膜症病巣除
去術がであった。予後因子の単変量解析では、遠
位部卵管閉塞のある群はない群と比べ有意に累積
妊娠率が低下した（P＝0.001）。多変量解析では
遠位部卵管閉塞の有無が独立した予後不良因子
であった（HR 0.03、95％CI 0.002－0.367、P＝
0.006）。
【結論】腹腔鏡を併用したFTにより良好な卵管
疎通性の回復と術後妊娠が得られた。FT術後妊
娠成立に対する予後不良因子として卵管遠位部閉
塞の有無が重要であった。FT術後の妊娠待機期
間は 1年を目安とし、予後因子などを考慮して術
後の治療方針を決定することが重要である。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

測定の自動化を可能としたチップ型
受精卵呼吸測定装置の有用性について

40歳以上の初回IVF-ET症例における血中
anti-Müllerian hormone（AMH）の意義に関する検討。

○黒澤　大樹1）、宇都宮裕貴1）
　志賀　尚美1）、寺田　幸弘2）
　高橋　俊文3）、福井　淳史4）
　菅沼　亮太5）、八重樫伸生1）

1）東北大
2）秋田大
3）山形大
4）弘前大
5）福島県立医大

○吉野　　修1）、能瀬さやか1）
　副田　　翔1）、西井　　修2）
　河村　寿宏3）、齋藤　　滋1）

1）富山大
2）帝京大溝口病院
3）田園都市レディースクリニック

【目的】現在胚の質的評価には形態学的所見が用
いられているが、客観性に欠け十分な精度とはい
えない。これまでに走査型電子化学顕微鏡を用い
た機器（従来機器）での胚の呼吸量測定が質的評
価に有用であることが報告されているが、手技習
得に多大な時間を要するため標準診療への普及の
妨げになっている。今回我々は測定の自動化を可
能としたデバイス（以下、本機器）を開発し、測
定精度について検討した。
【方法】本機器を用いて、乳癌細胞株MCF-7か
ら作成したスフェロイドおよびウシ胚の酸素消費
量を測定した。キャビティに検体を静置後、マ
ニュアル操作なしに酸素還元電流を測定し、球面
拡散理論式に基づき酸素消費量を算出した。測定
時間は5分以内とした。
【結果】スフェロイド（n=22）を用いた実験で
は、酸素消費量とスフェロイド径との間に相関が
みられ、この結果は従来機器の報告と一致してい
ることから、本機器で正しく酸素消費量を測定で
きることを確認した。ウシ初期胚盤胞（n＝4 ）
の酸素消費量は1.39－2.89×1014mol/secであ
り、ヒト胚と同等のレベルであった。したがっ
て、ヒト胚に必要な感度域の測定が可能であると
推察された。
【結語】本機器を用いて、簡便かつ短時間に生体
の酸素消費量を測定できた。従来の形態学的評価
に呼吸量測定を併用することにより胚評価の精度
向上が期待され、今後ヒト胚移植時における選定
に有用である可能性が示唆された。

【緒言】不妊症患者における卵巣予備能力評価として、血
中AMH濃度が頻用されているが、AMH値による卵巣予
備能評価を示す報告は比較的若い患者データを用いて算出
されたものが多い。実際に卵巣予備能力評価を必要とする
症例は高齢であることが多い。そこで本研究では40歳以上
の不妊症例におけるAMH値の意義について検討を行った。
【方法】40歳以上で初回IVF-ETをうける49名を対象と
し、治療開始前の月経 3－ 5 日目にAMH、FSH値測定を
行った。排卵誘発法はクロミフェン-HMG-GnRH antagonist
法で行い、HMG量はエコーによる卵胞計測により決定
し、AMH値は治療方針決定に考慮しなかった。AMH値
と採卵数、妊娠率の関係について後方視的検討を行った。
【結果】AMH値の平均値は0.58ng/ml（0－4.98ng/
ml）、FSHの平均値は10.6IU/L（5.0－27.6IU/L）で
あった。AMH値と採卵数には正の相関がみられた（P<
0.01）が、FSHと採卵数には相関がなかった。またAMH
値と使用したHMG製剤の合計量は負の相関を認めた（P<
0.02）。採卵数が 3個以下の所謂、poor responderのAMH 
cut-off値はROC解析により、1.0ng/mLであった。AMH
値1.0ng/mL未満のlow群（N=30）は、1.0ng/mL以上
のhigh群（N=19）と比較し、ET可能症例が有意に少な
かった（P<0.05）が、AMH値と胚の質には関係が見ら
れず、また妊娠率は両群間で差を認めなかった（low群：
妊娠 5例，16％　high群：妊娠 7例，36％，P=0.1）。low
群の妊娠 5例はAMHが0.4ng/ml未満の所謂、extreme 
lowレベル（Weghoferら2011）であった。
【結論】高齢不妊症例では卵巣予備能低下により、採卵が
可能であるかが大きな問題である。同集団において、AMH
値は必要とするHMG量、採卵数、ET可能な胚が得られ
るか否かの指標には有用であり、poor responderである
と予測するAMH cut-off値は1.0ng/mlであった。しか
し、AMH値は妊娠予測のマーカーまでには成り得ないこ
とが示唆された。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

末梢血中のNK細胞におけるNKp46・NKp44と
RORγtの発現についての検討

不育症における子宮筋腫の
cine MRIによる評価

○淵之上康平1）、福井　淳史1）
　鴨井　舞衣1）、船水　文乃2）
　福原　理恵1）、水沼　英樹1）

1）弘前大
2）黒石市国民健康保険黒石病院

○安田　一平、吉野　　修、小林　　睦
　福田　香織、島　　友子、齋藤　　滋

富山大

【目的】近年、IL-22産生性NKp46＋NK細胞
（NK22細胞）の存在が報告されている。IL-22
はTh17リンパ球より分泌されており、そのマー
カーとしてRORγtが用いられている。腸管にお
いてIL-22はTh17リンパ球のみならずNKp46あ
るいはNKp44陽性NK細胞からも分泌されてい
ることが報告されており、これらのNCRは末梢
血・子宮内膜でも発現するといった共通点がみら
れる。しかしながら、NK22細胞とRORγt発現
との関係性については明らかでない。今回我々
は、ヒト末梢血中のNK細胞とRORγt発現の関係
性について検討した。
【方法】当院倫理委員会の許可および患者の承認
のもと不育症患者より末梢血を採取し、PBMCを
作成した。NK細胞表面抗原（CD56、NKp46、
NKp44）、およびNK細胞内転写因子（RORγt）
をマルチカラーフローサイトメトリーにて測定
した。
【結果】CD56＋NKp44＋NK細胞におけるRORγt
陽性率（29.0±11.7％）は、CD56＋NKp46＋NK
細胞（7.5± 5.5％）より有意に高かった（P<
0.05）。
【結論】NKp44＋NK細胞ではNKp46＋NK細胞
に比べRORγtの発現率が高かったことから、
NKp46＋NK細胞のみならずNKp44＋NK細胞も
IL-22の産生に重要な作用を有している可能性が
あることが示唆された。

　子宮筋腫が妊娠を妨げる要因には諸説あるが、
本来であれば着床期に子宮内膜の蠕動様運度を低
下させることで胚の着床を促すが、子宮筋腫の存
在により子宮内膜の異常蠕動様運動をおこすこと
で着床が妨げられることが、不妊の要因の一つで
あると提唱されている。
　我々はこれまで、不妊症症例に対して、動画画
像を構築することが可能なcine MRIを用いて子
宮内膜の蠕動様運動の評価を行い、子宮内膜蠕動
様運動が 3分間で 2回未満（低頻度群）および 2
回以上（高頻度群）の二群に分け、低頻度群は高
頻度群よりも妊娠率が高いこと、また高頻度群に
は子宮筋腫核出術が子宮内膜の蠕動様運動回数を
減少させ、妊娠率を向上させる可能性を報告して
きた。
　今回はcine MRIによる子宮内膜評価の対象を
中隔子宮も含めた不育症症例にも広げた。これま
で、20症例の不育症例に対して着床期のcine MRI
を撮影し、低頻度群 3例では器質的疾患に対して
保存的に対応し、高頻度群7例では外科的介入を
行った。ほか10例については着床期にあたらな
かったため現在再検査中である。41歳で 3回の流
産歴があり、 5つの子宮筋腫を認める例では、手
術の適応に苦慮したが、子宮内膜の蠕動様運動を
認めなかったため、手術を行わず、IVF-ETを行
い、現在妊娠23週となった。その症例を含め、結
果を報告する。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

結節性硬化症に合併した子宮Pecoma 
（Perivascular epithelioid cell tumor）の一例

子宮筋腫茎捻転の4症例

○坂本　人一、高木　弘明、藤田　智子
　山口　直孝、笹川　寿之、牧野田　知

金沢医大

○松居　有紀、小西　祥朝、利部　徳子
　加藤　充弘

中通総合病院

　Pecomaは血管周囲類上皮細胞（PEC）への分
化を示す新しい腫瘍概念であり、肺リンパ脈管筋
腫症（LAM）や結節性硬化症に関連が深い稀な
疾患である。今回、我々は結節性硬化症に合併し
たPecomaを経験したので報告する。症例は42歳
女性、 0経妊 0経産。既往歴は 1歳：結節性硬化
症、31歳：LAMがある。2012年12月不正性器出
血、腹痛、貧血を主訴に当科を紹介され受診し
た。MRI（骨盤腔）にて子宮後壁に境界不明瞭な
腫瘤を認め、PET-CTでは子宮底部腫瘤に一致し
た部位にSUVmax5.0の異常集積を認めた。初診
時の腫瘍マーカーはCEA：4.1ng/mL、CA125：
471.6U/mL、CA19-9：57.7U/mLであった。
2013年 4 月子宮頸部の癒着が激しく子宮腟上部切
断術、両側付属器切断術を施行した。病理診断は
PecomaならびにLAMであった。手術後は不正
性器出血、腹痛は改善し、腫瘍マーカーはすべて
正常範囲まで低下した。その後外来にて経過観察
しているが、現在まで再発や腫瘍マーカーの再上
昇は認めていない。Pecomaは良性腫瘍疾患と考
えられるが、臨床的に悪性経過を辿る症例も報告
されている。結節性硬化症患者の骨盤内腫瘍の治
療にあたる際はPecomaの可能性を念頭に置き、
治療後は厳重に経過をフォローすることが重要で
ある。

　有茎性漿膜下子宮筋腫（以下、漿膜下筋腫）は
稀に茎捻転を生じるため、急性腹症の鑑別診断と
して念頭に置くべき疾患である。今回我々は漿膜
下筋腫茎捻転を 4症例経験したので報告する。
【症例 1】66歳、 1妊 0産、腰痛を主訴に受診。
内診で新生児頭大の腫瘤あり、炎症反応の上昇を
認め、腹膜炎の疑いで入院。造影CT・MRIで漿
膜下筋腫茎捻転が疑われたが、症状が悪化せず、
保存療法を試みたが症状改善せず、 9日目に手術
療法の方針。茎部が 1回転している漿膜下筋腫を
認めた。
【症例 2】83歳、 2妊 0産、発熱・腹痛を主訴に
救急外来受診、造影CTで漿膜下筋腫茎捻転が疑
われた。高齢・認知症のため症状の訴えに乏し
く、 8日間経過観察したが、症状改善せず手術
療法の方針。茎部が 3回転した漿膜下筋腫を認
めた。
【症例 3】63歳、 2妊 2産、下腹部痛を主訴に受
診。MRIで 9 cm大の変性子宮筋腫を認め、手術
療法の方針。茎部が 2回転した漿膜下筋腫を認
めた。
【症例 4】39歳、 0妊 0産、腹痛を主訴に救急外
来受診。経腟超音波検査・造影CTで多発子宮筋
腫および漿膜下筋腫茎捻転を疑い、手術療法の方
針。漿膜下筋腫の90度捻転を認めた。
　 4症例の経過から、診断には造影CTおよび
MRIが有効であることを再認識した。また、捻
転による血流停滞・変性・壊死から敗血症性
ショックになることもあるため、茎捻転が疑われ
る時には早急な手術療法が必要と考えられた。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

悪性腫瘍との鑑別を要した
骨盤内放線菌症の3例

会陰部に発育した消化管間質腫瘍
（GIST）の1例

○小林　　睦、福田　香織、安田　一平
　島　　友子、吉野　　修、齋藤　　滋

富山大

○木藤　正彦、牧野　健一、上野　真侑
　菅原　多恵、佐藤　敏治、清水　　大
　佐藤　直樹、寺田　幸弘

秋田大

【緒言】骨盤内放線菌症はしばしば悪性腫瘍と
誤って診断され開腹手術後の病理検査で判明する
ことがある。今回我々は骨盤内放線菌症 3例（う
ち疑い 2例）を経験したので報告する。
【症例 1】59歳 0 回経産、34歳時よりIUDを挿
入中であった。右側腹部痛で前医受診し、右水尿
管と骨盤内悪性腫瘍および膀胱浸潤を疑われ紹介
受診した。内膜組織診でGrocott染色陽性の細菌
集塊を認め培養でActinomyces meyeriを検出し
骨盤内放線菌症と診断し、ABPC静注および内服
で腫瘍消失した。
【症例 2】68歳 2 回経産、38歳時よりIUD挿入
中であった。便秘を主訴に前医受診し、骨盤内悪
性腫瘍を疑われ紹介受診した。細胞診、組織診で
大量の好中球細胞を認め、MRIで膀胱子宮窩左
側に造影効果の強い骨盤内腫瘍を認め、放線菌症
が疑われABPC内服で治癒した。
【症例 3】38歳 2 回経産、33歳時よりIUD挿入
中であった。高度便秘・月経痛を認め受診した。
MRIで直腸に高度に浸潤する造影効果の強い腫
瘍を認めた。IUD抜去後より症状軽快傾向にあ
り、画像診断と合わせて放線菌症と診断し、
ABPC内服で経過観察中である。
【考察】放線菌はグラム陽性偏性嫌気性菌であ
り、培養検査での検出率が低い。IUDとの関連
性も指摘されており、骨盤内腫瘍を認めた患者で
IUD使用歴がある場合には放線菌症を念頭に置
いた細胞診・組織診、造影MRIでの検索が必要
である。

【緒言】GISTは消化管壁に好発する消化管間葉
系腫瘍の一種である。会陰部に発育した 1例を報
告する。
【症例】47歳　 2妊 1産。サルコイドーシス治療
歴あり。 2年前から自覚していた無痛性陰部腫瘤
の増大を主訴に前医受診。左外陰部に皮下腫瘤が
触知され、バルトリン腺嚢胞が疑われた。外陰小
切開での摘出が試みられたが、病変は充実性で、
部分切除で閉創。切除腫瘤はGISTと病理診断。
全身的検索で他に原発病巣は検出されず。PET
で会陰深部の残存病変と胸腹部リンパ節に異常集
積あり。治療依頼で当科紹介。リンパ節生検の困
難性、リンパ節転移の稀発性、サルコイドーシス
の影響、を考慮し摘出術を選択。全麻下に左側
会陰切開し境界明瞭で直腸壁に接着した腫瘍を
摘出。術後経過良好で、後療法は腫瘍内科で検
討中。
【考察】GISTは約 9割が胃や小腸に発生し、結
腸原発は比較的稀である。会陰部発生例と外陰部
原発例が各 1件報告され、肛門周囲原発例も散見
される。消化管筋層内に局在するカハール介在細
胞からの発生説が有力で、免染でのKIT蛋白と
CD34の発現陽性にて確診される。治療は病巣摘
出が原則で、切除困難例や進行例に化学療法が適
応される。分子標的薬イマニチブが有効で、予後
改善に貢献する。本症例では、化学療法の先行も
考慮されたが、原則通り手術を選択した。消化管
隣接領域に充実性病変を認めた際には、GISTの
可能性も念頭に置くべきである。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

経腟的切除した直腸GISTの一例 当科で経験した腹膜播種性平滑筋腫症
の一例

○加藤　　慧、奥　きくお、渡部佐和子
　早貸　幸辰、平山　恵美、菅原　照夫
　奥山　和彦、晴山　仁志

市立札幌病院

○水柿　祐子、寺本　瑞絵、鹿内　智史
　松葉　諒子、高橋　　円、田中　綾一
　齋藤　　豪

札幌医大

　症例は67歳、 3経妊 2経産。頻尿および腫瘤触
知を主訴に近医泌尿器科受診。骨盤臓器脱の疑い
で産婦人科紹介になった。内診上、後腟壁右側に
突出する、約4cm大の充実性の腫瘤を認めた。
MRI所見では直腸・腟壁間に腫瘍を認め、T1強
調画像，T2強調画像ともに等信号・均一で総じ
て境界明瞭であったが、直腸との境界が不明瞭で
あったため同部からの発生も想定された。内科に
よる内視鏡・EUSの検査では、粘膜はintactだが
腫瘍は直腸筋層と強固に接しているとの評価で
あった。手術は砕石位、経腟的アプローチで切除
した。腫瘍径は48mm×44mm×34mm、弾性
軟で割面は白色均一であった。免疫組織学的検査
ではc-kit、CD34は陽性、desmin、S-100蛋白は陰
性で、直腸GIST（gastrointestinal stromal tumor）
と診断された。臨床的リスク分類では、低リスク
と診断され、追加治療なく現在、外来経過観察中
である。本症例につき、若干の文献的考察も交え
て報告する。

【はじめに】腹膜播種性平滑筋腫症（Disseminated 
Peritoneal Leiomyomatosis；DPL）は二次性Muller
管由来の間葉細胞が性ステロイドにより増殖し腫
瘍化する疾患であり、世界的に約200例の報告し
かない稀な疾患である。今回我々は内膜症経過
観察中に悪性付属器腫瘍が疑われ、病理検査に
てDPLとの診断された 1例を経験したので報告
する。
【症例】46歳未経妊。右卵巣チョコレート嚢腫に
て 4年前に右付属器摘除術後、定期的に経過観察
していた。徐々に左付属器増大し、腹膜播種、リ
ンパ節転移が疑われ、手術の方針となった。
【手術時所見】左付属器は充実白色腫瘍と内膜症
性嚢胞が混在し直径 9 cmに腫大。子宮には複数
個の筋腫を認めた。粟粒～数センチ大の腹膜播種
巣を多数認めた。骨盤～傍大動脈リンパ節領域に
かけ複数の腫瘤を認めた。播種巣は横隔膜直下腹
膜に達していた。腹式子宮全摘出術＋左付属器摘
除術＋骨盤・傍大動脈リンパ節郭清＋大網切除＋
横隔膜ストリッピング術を施行した。
【術後病理学的検査】紡錘形腫瘍細胞の束状増殖
を認め、高度の核異型や核分裂像は認めず、ER/
PgR陽性でありDPLの診断に至った。術後経過
は順調であり現在外来経過観察中である。
【結語】DPLは稀な疾患であり、本症例のよう
に術前診断は困難であるが、多発腫瘍を認めた場
合にはDPLの可能性も念頭に置く必要があると
考えられた。

111 112



－ 106－

■一般演題　第2日目　9月28日（日）

反復手術後に体外受精で正児を得た
びまん性平滑筋腫症の一例

悪性度不明の子宮類上皮平滑筋腫瘍と
診断された一例

○藤峯　絢子、藤井　　調、佐々木宏子
　飯田　修一、田中　耕平、和田　裕一
　星　　和彦、鈴木　雅洲

スズキ記念病院

○田中　星人1）、大原　康弘1）
　齊藤　良玄1）、山村　満恵1）
　明石　大輔1）、森脇　征史1）
　計良　淑子2）、菊地　慶介2）
　服部　理史1）

1）JA北海道厚生連帯広厚生病院
2）JA北海道厚生連帯広厚生病院病理診断科

【緒言】びまん性平滑筋腫症は多くが 1 cm以下
の無数の小さな筋腫結節が癒合して子宮筋層の大
部分を置換する稀な病態である。反復手術後に体
外受精で正児を得たびまん性平滑筋腫症の一例を
経験したので報告する。
【症例】31歳、 0 経妊。25歳で結婚後 6 年の不
妊期間を経て挙児希望のため受診。MRIでは子
宮粘膜直下にびまん性に 3 cmから数mm大まで
の複数の筋腫結節を認めた。再発のため計 5回
の手術を要し、初回は腹腔鏡下子宮筋腫核出術
（laparoscopic myomectomy；LM）と子宮鏡下
子宮筋腫核出術（Transcervical resection；TCR）
を施行し計 5個の筋腫を核出、 2回目はTCRを
施行、 3回目はLMを施行し35個、計186gの筋
腫を核出、 4回目はTCRを施行、 5回目はLM
を施行し 7個、計16gの筋腫を核出した。手術と
平行して人工授精・体外受精を併用し、初診から
8年経て凍結胚細胞移植で妊娠成立、帝王切開分
娩で正児を得た。
【考察】びまん性平滑筋腫症の多くは 1 cm以下
の筋腫結節が100個を超え筋層内および粘膜下に
発育し高度の過多月経や月経痛の原因となる。20
～30歳代の女性に好発し妊孕性の温存が望まれる
が、多数の筋腫を核出することは困難で術後再発
も多い。子宮筋腫は不妊の原因となるため妊孕性
を得るためにできる限り筋腫の核出を行うことが
望ましく、今後手術療法の確立が期待される。

【緒言】子宮平滑筋腫瘍は悪性度により平滑筋腫、
平滑筋肉腫、悪性度不明の平滑筋腫瘍（STUMP：
smooth muscle tumor of uncertain malignant 
potential）の 3種に分類される。STUMPとは、
通常用いられている基準では良性とも悪性とも確
実には診断できない平滑筋腫瘍のことをいう。今
回我々は、悪性度不明の子宮類上皮平滑筋腫瘍と
診断された1例を経験したので報告する。
【症例】52歳女性。 2経妊 2経産。数日前からの
下腹部痛・発熱を主訴に当院救急センターへ紹介
受診となった。子宮底部に直径10cm大の腫瘍を
認め、検査所見で炎症所見を呈し、子宮腫瘍およ
び骨盤内腹膜炎の診断で入院となった。MRIで
は、境界明瞭で、内部に液状変性を有する腫瘍が
確認でき、病歴・臨床経過から子宮筋腫変性が疑
われたが、子宮肉腫など悪性疾患も否定出来ない
ため、単純子宮全摘術および両側附属器切除術を
施行した。病理組織診では、淡明胞体を持つ多角
形の類上皮細胞の胞巣増殖と紡錘形細胞の束状増
殖を認め、組織学的には類上皮平滑筋腫瘍の所見
だったが、広汎な壊死所見、腫瘍最大径から悪性
度不明の類上皮子宮筋腫瘍の最終診断となった。

　悪性度不明の子宮平滑筋腫瘍は、比較的予後良
好との報告があるが、比較的急速な転帰をとる症
例も存在し、厳重な経過観察が必要と考えられ
る。この症例を、文献的考察を加えて報告する。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

腹腔鏡下付属器摘出術を行った
卵巣硬化性間質性腫瘍の1例

新生児脳梗塞の1例
～経腟分娩後、新生児室での
　けいれん発症を契機に気付かれた症例～

○市川　英俊、中西研太郎、寳田　健平
　加藤　育民、片山　英人、西脇　邦彦
　千石　一雄

旭川医大

○髙橋　　望、山田しず佳、岡　　秀明
　鈴木　秀文、山本　　宝

福井愛育病院

【緒言】卵巣硬化性間質性腫瘍（sclerosing stromal 
tumor of the ovary以下SST）は、稀な性索間質性
良性腫瘍である。画像上悪性腫瘍との鑑別が難し
いため、若年女性に発症するにも関わらず、開腹
術による付属器摘出術が多く行われている。
　今回我々は腹腔鏡下付属器摘出術を行った
SSTの 1例を経験したので報告する。
【症例】17歳、未経妊。原発性無月経を主訴に前
医受診。MRIにてφ60×44mmの嚢胞成分およ
び強く造影される充実成分を伴う右卵巣腫瘍を認
め、当科紹介となった。FDG-PETでは集積を認
めず、腫瘍マーカーは正常値であった。悪性腫瘍
を完全には否定できず、腹腔鏡下右付属器摘出術
を行った。エンドキャッチゴールド®を臍部より
引きだして、腹腔内への腫瘍の散布を防ぎつつ体
外へ摘出した。手術時間 1時間41分、出血少量。
病理所見では、毛細血管の増生と膠原線維主体の
結合織増生、円形の細胞と短紡錘形細胞が混在し
ながら無構造シート状に増殖しており、悪性所見
は認めず、SSTの診断であった。
【考察】今回我々は腹腔鏡下付属器摘出術を行っ
た卵巣硬化性間質性腫瘍の 1例を経験した。若年
女性で、MRI所見や、FDG-PET、腫瘍マーカー
陰性によりSSTを疑い、低侵襲な手術をするこ
とができた。
　しかしながら、悪性腫瘍を完全に否定すること
は難しいため、十分なインフォームド・コンセン
トが重要である。

【緒言】新生児の脳梗塞は稀ではなく、その発生
率は4,000～5,000例に 1例と言われる。けいれん
を起こし、初めて画像診断が行われ、脳梗塞と診
断されることが多い。今回当院でも経腟分娩後に
新生児脳梗塞（perinatal arterial ischemic stroke 
：PAIS）を認めた症例を経験したので報告する。
【症例】32歳、初産、下垂体性無月経を指摘、治
療されていた。前医で凍結胚移植により妊娠成立
し、当院に紹介。妊娠経過に異常はなかった。妊
娠40週 3 日に3,028g、Apgar score　8/10、の男
児を娩出した。生後22時間経過し、けいれん発作
を認めたためNICU入室となった。その後、生後
43時間までに計 6回のけいれん発作を起こした。
脳波検査で局在的な器質的病変も疑われたため、
頭部CTを施行し脳梗塞と診断された。生後 3日
目、10日目に撮影したMRIの画像より分娩時を
含めた周産期に発症した可能性が示唆された。児
はその後けいれん発作の発症なく退院となり、当
院小児科で経過をみている。
【考察】周産期の脳梗塞を起こした患児は運動麻
痺や認知障害、行動異常、けいれんなど長期に渡
る障害を持つことが少なくない。早期の診断は、
その後発達障害が起きた場合に早期から療育等の
介入を行うためにも重要であると考えられる。分
娩時の状態が良好であっても、新生児期の慎重な
観察が求められる。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

当院における帝王切開術麻酔方法の変遷
～自科麻酔での挑戦～

視診・問診による
ヘルペスⅠ型・Ⅱ型予測は可能か？

○工藤　　敬1）、淀川　祐紀2）
　湊　　敬道2）、高橋　聡太2）
　森　向日留2）、西本　光男2）
　松田　尚美2）、豊島　将文2）
　佐藤　多代2）

1）岩手県立磐井病院
2）岩手県立中部病院

○深澤けい子

深仁会ふかざわ病院

　当院は地域周産期母子医療センターに指定されて
いる地域基幹病院であるが、麻酔科医不足もあり帝
王切開術の麻酔は多くの施設と同じように原則産婦
人科医による自科麻酔で施行している。開院以来、
高比重bupivacaineによる脊椎麻酔のみで施行して
きたが、術中の低血圧や嘔気嘔吐・腹膜牽引痛、術
後鎮痛に問題があった。2013年 4 月より手術室入
室直後にmetoclopramide全例投与、ephedrine・
phenylephrineの事前準備、脊椎麻酔時HESのco-
load、腹部消毒前までの子宮左方転位、原則27Gペ
ンシルポイント針の使用といった基本事項の徹底を
行い、さらに脊椎麻酔にfentanyl 20μg混注を開
始。これにより術中の低血圧・嘔気嘔吐・腹膜牽引
痛が著明に減少した。2013年 5 月より予定手術に
硬膜外麻酔を併用するCombined Spinal Epidural 
Anesthesia（以下CSEA）を導入し0.2％ropivacaine
による術後鎮痛を開始した。臨時手術では麻酔時間
の短縮のためCSEAは行わず、術後鎮痛として
fentanyl持続静注を施行したが効果に個人差があり
鎮痛効果は不安定であった。2013年 9 ～10月より、
臨時手術（GradeA症例を除く）では脊椎麻酔に
fentanylに加えmorphine 0.1mgを混注するSingle 
Shot Spinal（以下SSS）を導入開始し、臨時手術で
あっても良好な術後鎮痛を得られるようになった。
こうして予定手術は主にCSEA、臨時手術は主に
SSSという方法が確立した。2013年11月より全症例
に対しVAS scoreを用いた術後アンケートを開始
し、より満足度の高い術中術後管理のための情報収
集を行っている。自科麻酔でも可能な内容で、より
よい術中術後管理のためにはどうしたらよいか、当
院での試みを詳細なデータとともに報告する。

【背景】日頃、しばしば性器ヘルペスと思われる
外陰潰瘍を見かけるが、ヘルペス抗原検査を行っ
ても、なかなか陽性には出てこない事が多い。
　本来false negativeの多い検査と思われるので、
日頃より検体採取時には細心の努力で精度向上に
努め、詳細な記録を心がけている。
【方法】Ｈ21年 1 月～Ｈ26年 6 月の性器ヘルペス
患者51名中、初発感染か、既往ありか、疱疹およ
び潰瘍の数、部位、左右対称かどうかについてカ
ルテ記録を検討した。
【結果】詳細な観察があれば、Ⅰ型・Ⅱ型のタイ
プについて、ある程度予測できると、思われた。
【結語】Ⅱ型か、それ以外かについては、予測は
可能と、思われた。
　帯状疱疹の初期は、性器ヘルペスに酷似するの
で、注意を要する。
　又、バラシクロビル無効で、アシクロビル有効
の患者さんが存在する事も興味深い。
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■一般演題　第2日目　9月28日（日）

当科において昨年1年間に卵巣出血の診断で
入院管理をした7例の臨床的検討

○岡　　康子、田守　正則、冨田　哲夫

小松市民病院

　卵巣出血は産婦人科領域における急性腹症の原
因として比較的よく遭遇し、重症例では緊急手術
を要する疾患であるが、他方、待機的観察が可能
な症例も多い。しかし臨床の現場では、その診断
や、手術の要否判断に苦慮することも多い。今回
我々は、今後の卵巣出血の診断と管理の参考にす
べく、平成25年 1 月から12月までの 1年間に当院
にて卵巣出血と診断し入院管理をした症例の臨床
的傾向につき後方視的に検討した。症例は 7例
で、平均26.0歳（18－35歳）、平均BIM19.5（17.0
－21.7）、右側の発症が 6例（86％）、発症誘因に
性交が強く疑われる例は 6例（86％）であった。
平均発症月経周期は23.7日目（16－30日目）、この
うち卵胞期の発症はなく、排卵期は 1例（14％）、
黄体期 6例（86％）であった。画像診断により腹
腔内出血が明らかに肝表面にまで及んでいると診
断された症例は 2例（29％）、この 2例の入院時の
ショックインデックスはそれぞれ0.84および0.95
であった。観察中に意識消失を認めた 1例（14％）
に緊急手術を実施した。全症例の入院時平均Hb
は12.1g/dl（10.9－13.6g/dl）、経過中もっとも
Hbが低下したのは全例第 2病日で10.4g/dl（9.3
－11.3g/dl）、転院した 1例を除く平均入院期間
は5.6日（ 4－ 9 日）であった。今回の検討で
は、卵巣出血は10－30代のやせ形の女性の主に黄
体期に特に右側に多くみられた。また、性交直後
の発症が非常に高率であり、下腹部痛を主訴に受
診する女性には最終性交の問診が重要であると考
えられた。腹腔内出血が肝表面に及ぶ症例では手
術介入の準備を行い特に慎重な管理をすべきで
ある。
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共　済　企　業

附設展示企業

寄 付

アトムメディカル株式会社
科研製薬株式会社
タカラベルモント株式会社
トーイツ株式会社

冨木医療器株式会社
株式会社半田

広告掲載企業

小野薬品工業株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
セントラルメディカル株式会社
武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社
日本イーライリリー株式会社
日本化薬株式会社
バイエル薬品株式会社
久光製薬株式会社
富士製薬工業株式会社
プレゼニウス　カービ　ジャパン株式会社
株式会社ヤクルト
ヤンセンファーマ株式会社

ランチョンセミナー：東亜薬品工業株式会社
　　　　　　　　　　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
　　　　　　　　　　科研製薬株式会社
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	プログラム_50
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	プログラム_53
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	プログラム_62
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	プログラム_66
	プログラム_67
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	プログラム_80
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	プログラム_96
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	プログラム_105
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