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� 第 63 回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会

� 会長　　藤　森　敬　也

　平成 27 年 9 月 5 日・6 日に福島市にて、北日本産科婦人科学会を会長として開催でき
ることに対しまして、誠に光栄に存じますと共に、皆様に深く御礼を申しあげます。
　我々世代にとって、北日本学会は日産婦への登竜門と言われ、まず、この学会で発表し、
北海道・東北・北陸の怖い先生方から洗礼を受けてから、日本産科婦人科学会へというの
が研究者としての筋道だったと思います。私も平成 16 年に札幌で開催された、第 52 回北
日本産科婦人科学会の特別講演を担当させて頂きました。
　今回その特別講演には、富山大学、金沢大学、福井大学の先生方にご研究の成果をご発
表していただきます。さらに、招請講演には、私の留学時代にお世話になった、カリフォ
ルニア大学アーバイン校産婦人科講座 Chairman でいらっしゃいます Porto 教授に、最新
の米国における出生前診断の現状についてお話をしていただく予定になっております。
　さらに今回、関係各位にお願いいたしまして、震災後 4年半が経ちましたので、現在福
島県内で行なわれております妊産婦調査・支援の結果とご報告を兼ねまして、「東日本大
震災後の福島県の妊産婦の現状と今後の課題」という題で会長講演を行なわせて頂くこと
といたしました。
　また、前日の 9月 4日には恒例の野球大会と、その夜には、これまた恒例の「夜の学術
講演会」を開催いたします。教授の先生方のご参加も歓迎いたしますので、是非、沢山の
医局の先生方の参加をお待ちしております。
　震災後 4年半が経ち、元気になった福島で、若く元気な医局員と共に先生方をお迎えし
たいと存じます。

ご　挨　拶

― 1 ―





●	 会　期
2015 年 9 月 5 日（土）、6日（日）

●	 会　場
ザ・セレクトン福島
〒 960-8068　福島市太田町 13-73
TEL�024-531-1111　FAX�024-531-1303

第 1 会場� ３階　吾妻（あずま）
第２会場� ３階　安達太良 I（あだたら）
第 3会場� ３階　安達太良 II（あだたら）
学会本部� ２階　雅（みやび）
製品・機器展示� ２階　信夫（しのぶ）

●	 参加登録受付
第 1日目　9月 5日（土）　　8：00 から 17：00 まで
第 2日目　9月 6日（日）　　8：00 から 12：30 まで

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

●	 参加者へのお願い
・事前登録制ではありません。当日、参加受付で登録をお願いいたします。
・�参加者には領収証兼用の学会参加証をお渡しします。ネームケースは参加登録受付にて�
お渡しいたします。
・会場内では参加証をネームケースに入れ、必ず着用してください。
・�専門医研修出席証明は e 医学会カードで行います。カードをご持参されていない場合は、�
出席証明シールを専用デスクにてお受け取りください。

●	 クールビズについて
残暑の時期の節電に協力するため、クールビズを推奨させていただきます。軽装でお越しくだ
さい。（学会運営スタッフも軽装とさせていただきます）

●	 託児所について
学会期間中、託児所を開設しております。
ご希望の方は学会HP（http://www2.convention.co.jp/63njog/）より、8月 28 日（金）までに
お申込ください。なお、定員になり次第、締切いたします。
（当日のお申し込みはベビーシッターの手配の都合上、お受けできませんので予めご了承ください。）

第63回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会のご案内
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●	 北日本産科婦人科学会役員会
　日時：2015 年 9 月 5 日（土）8：00 ～ 8：50
　会場：ホテル福島グリーンパレス　２階　瑞光�西

●	 北日本産科婦人科学会総会
　日時：2015 年 9 月 5 日（土）13：15 ～ 13：30
　会場：ザ・セレクトン福島　3階　吾妻

●	 総懇親会
　日時：2015 年 9 月 5 日（土）18：30 開宴
　会場：ホテル福島グリーンパレス　2階　瑞光

●	 講演発表

１．座長へのお願い
（１）�座長は担当される 20 分前までに 3階座長受付にお越しください。また、セッション開始

１０分前までに会場内次座長席へご着席ください。
（２）プログラムに定められた時間内に終了するよう、時間厳守にご協力をお願いいたします。

２．演者へのお願い
（１）一般演題は全て口頭発表で、口演時間 6分、討論時間 2分です。
（２）�本学術講演会の発表は、Power�Point データを用いての発表のみとなっております。その

他の形式は原則として使用できませんので、ご注意ください。
（３）�当日は会場内にＰＣ受付（ザ・セレクトン福島�３階�安達太良前ロビー）を設けております。�

講演開始３０分前までに発表データ収録メディア（USB メモリ推奨）をご持参の上、受
付と動作確認を行ってください。なお、2日目の発表データも 1日目に受付可能です。

（４）受付用 PCを使用しての長時間データ修正はご遠慮ください。
（５）Power�Point の発表者ツールはご利用いただけません。
（６）演者は口演開始１０分前までに会場内次演者席へご着席ください。
（７）�準備する PC には、Windows ７　Power�Point�2007・2010・2013 をインストールして�

おります。
（８）�Mac�OS の Power�Point で作成されたデータをご持参の場合、Windows 版の Power�Point

で試写・確認したデータをお持ちください。
　　��使用されるフォントは OSX の「フォントブック」を起動して「Windows�Office�

Compatible」フォント群を推奨します。それ以外のフォントを使用するとレイアウトずれ
が起きる可能性があります。

　　�Windows で作成される場合でもフォントは OS 標準のもののみご使用ください。
（９）スライドのサイズは４：３で解像度はXGA（1024 × 768）でお願いいたします。
（10）�Windows で作成された発表データに動画ファイルを使用する場合はWMVにエンコード

したものを推奨します。PowerPoint2010 以降はスライドデータに動画ファイルを埋め込
む機能がありますが、保存を 97-2003 の互換で行いますと、その機能が有効になりません。

　　��Mac で作成された発表データに動画ファイルを使用する場合はQuickTime を使用して
movかmp4にエンコードしたものを推奨します。発表時のPowerPointは2013で開きます。

― 4 ―



　　�どちらで作成した場合でも動画ファイル単体は念のためお持ちください。
（11）�今回の発表スタイルは演台にパソコンを設置しており、下記の名前選択画面が表示されて

います。ご自身の名前をクリックしますと PC受付で登録したスライドが自動的に立ち上
がります。発表が終わりましたら、演台上に設置されているキーパッドの終了ボタンを押
して、名前選択画面に戻してください。この操作を行わないと次の演者の発表がスムース
に行われません。

　　��また、Windows/Mac に関わらずパソコン本体の持ち込みは出来ませんので、ご了承くだ
さい。

●	 指導医講習会
受講確認は、第 1会場前にて 13 時 20 分から開始し、13 時 45 分に終了いたします。講演開始
後 15 分を過ぎますと受講確認できませんのでご留意ください。
受講確認は e医学会カードで行いますので、第 1会場受付にご持参ください。e医学会カード
をご持参されていない場合は、受講証をお渡しいたします。受講証の半分が受講確認証になっ
ておりますので、所属医療機関名、氏名をご記入のうえ、切り取って講習会終了後、出口にあ
ります「受講確認証回収箱」に入れてください。
回収箱に入れ忘れた場合や所属医療機関名や氏名が記入されていない場合には受講したことが
確認できませんのでご留意ください。

●	 優秀演題の表彰
一般演題の中から優秀演題を選びます。表彰は 9月 6日（日）閉会式にて行う予定です。

●	 事務局
福島県立医科大学�産婦人科
第 63 回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会�事務局
担当：渡辺　尚文
〒 960-1295 福島県福島市光が丘 1
E-MAIL�t-wata@fmu.ac.jp
TEL�024-547-1290�FAX�024-548-3878
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学会プログラム

第 1日目　9月 5日（土）
第 1会場　吾妻 I・II 第 2 会場　安達太良 I 第 3会場　安達太良 II

8:55 ～ 9:00　開会式・会長挨拶
9:00 ～ 9:32
一般演題：第 1群	卵巣悪性腫瘍 I
座長：関根 正幸（新潟大）

9:00 ～ 9:40
一般演題：第 5群	合併症妊娠 I
座長：山本 真（福井大）

9:00 ～ 9:40
一般演題：第 9群	婦人科良性腫瘍 I
座長：井原 基公（東北大）

9:32 ～ 10:12
一般演題：第 2群	卵巣悪性腫瘍 II
座長：太田 剛（山形大）

9:40 ～ 10:20
一般演題：第 6群	合併症妊娠 II
座長：米田 哲（富山大）

9:40 ～ 10:12
一般演題：第 10群	婦人科良性腫瘍 II
座長：郷久 晴朗（札幌医大）

10:12 ～ 10:52
一般演題：第 3群	卵巣悪性腫瘍 III
座長：高倉 正博（金沢大）

10:12 ～ 10:44
一般演題：第 11群	異所性妊娠
座長：五十嵐 秀樹（山形大）

10:20 ～ 10:52
一般演題：第 7群	出生前診断 I
座長：野村 泰久（福島県立医大）

10:44 ～ 11:08
一般演題：第 12群	外陰・腟腫瘍
座長：市川 英俊（旭川医大）

10:52 ～ 11:24
一般演題：第 4群	卵巣悪性腫瘍 IV
座長：高木 弘明（金沢医大）

10:52 ～ 11:24
一般演題：第 8群	出生前診断 II
座長：山田 崇弘（北海道大）

11:30 ～ 12:00
会長講演

12:10 ～ 13:10
ランチョンセミナー I
演者：村田 雄二（ベルランド総合病院）
座長：岡村 州博（東北公済病院）
共催：アトムメディカル株式会社

12:10 ～ 13:10
ランチョンセミナー II
演者：山田 秀人（神戸大）
座長：齋藤 滋（富山大）
共催：GE ヘルスケア・ジャパン株式会社

13:15 ～ 13:30　総会

13:30 ～ 15:00
指導医講習会
演者：隈本 邦彦（江戸川大）
座長：本田 任（福島県産婦人科医会）

15:00 ～ 16:00
招請講演
演者：Manuel Porto（ University of California 

Irvine）
座長：藤森 敬也（福島県立医大）

16:00 ～ 16:40
特別講演 I
演者：中島 彰俊（富山大）
座長：水上 尚典（北海道大）

16:40 ～ 17:20
特別講演 II
演者：水本 泰成（金沢大）
座長：榎本 隆之（新潟大）

17:20 ～ 18:00
特別講演 III
演者：黒川 哲司（福井大）
座長：齋藤 豪（札幌医大）

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

18:30 開宴　総懇親会（ホテル福島グリーンパレス　2階　瑞光）

演者：藤森 敬也（福島県立医大）
座長：八重樫 伸生（東北大）
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第 2日目　9月 6日（日）
第 1会場　吾妻 I・II 第 2 会場　安達太良 I 第 3会場　安達太良 II

8:45 ～ 9:25
一般演題：第 13群	子宮頸部悪性腫瘍
座長：中村 充宏（金沢大）

8:45 ～ 9:25
一般演題：第 18群	産科合併症 I
座長：水内 将人（札幌医大）

8:45 ～ 9:25
一般演題：第 23群	腹腔鏡下手術 I
座長：高橋 知昭（旭川医大）

9:25 ～ 10:13
一般演題：第 14群	子宮体部悪性腫瘍 I
座長：二神 真行（弘前大）

9:25 ～ 10:13
一般演題：第 19群	産科合併症 II
座長：高橋 仁（福井大）

9:25 ～ 10:05
一般演題：第 24群	腹腔鏡下手術 II
座長：福井 淳史（弘前大）

10:05 ～ 10:53
一般演題：第 25群	生殖内分泌
座長：吉野 修（富山大）

10:13 ～ 10:53
一般演題：第 15群	子宮体部悪性腫瘍 II
座長：永沢 崇幸（岩手医大）

10:13 ～ 10:53
一般演題：第 20群	産科合併症 III
座長：藤田 智子（金沢医大）

11:00 ～ 12:00
ランチョンセミナー III
演者：片渕 秀隆（熊本大）
座長：櫻木 範明（北海道大）
共催：日本化薬株式会社

11:00 ～ 12:00
ランチョンセミナー IV
演者：村上 節（滋賀医大）
座長：千石 一雄（旭川医大）
共催：持田製薬株式会社

12:00 ～ 12:40
一般演題：第 16群	卵巣悪性腫瘍 V
座長：徳永 英樹（東北大）

12:00 ～ 12:40
一般演題：第 21群	合併症妊娠 III
座長：佐藤 亘（秋田大）

12:00 ～ 12:24
一般演題：第 26群	細胞診
座長：佐藤 敏治（秋田大）

12:24 ～ 13:04
一般演題：第 27群	婦人科・その他
座長：小林 範子（北海道大）12:40 ～ 13:12

一般演題：第 17群	婦人科悪性腫瘍
座長：西川 伸道（新潟大）

12:40 ～ 13:20
一般演題：第 22群	産科・その他
座長：佐々木 由梨（岩手医大）

13:20 ～ 13:30　閉会式

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

― 11 ―
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会　長　講　演

第1日目　9月5日（土）

	 	 	 第1会場　吾妻I・II� 11:30 ～ 12:00

座長：八重樫 伸生（東北大学 医学部産科婦人科学教室 教授）

「東日本大震災後の福島県の妊産婦の現状と今後の課題」
	 	 藤森	敬也

福島県立医科大学 医学部産科婦人科学講座 教授

招　請　講　演

第1日目　9月5日（土）

	 	 	 第1会場　吾妻I・II� 15:00 ～ 16:00

座長：藤森 敬也（福島県立医科大学 医学部産科婦人科学講座 教授）

「Recent�prenatal�diagnosis�in�U.S.A�(tentative)」
	 	 Manuel	Porto

Professor & Chairman, The E.J. Quilligan Endowed Chair, Department of Obstetrics & 
Gynecology, University of California Irvine, School of Medicine

�特　別　講　演

第1日目　9月5日（土）

特別講演Ⅰ	 第1会場　吾妻I・II� 16:00 ～ 16:40

座長：水上 尚典（北海道大学 医学部産婦人科 教授）

「妊娠高血圧腎症発症機序の解明に向けて
ー lysosome/�Autophagy経路から観た新たな概念」

	 	 中島	彰俊
富山大学 産科婦人科学教室 助教
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特別講演Ⅱ	 第1会場　吾妻I・II� 16:40 ～ 17:20

座長：榎本 隆之（新潟大学 医学部産婦人科学教室 教授）

「当科における子宮内膜癌に対する腹腔鏡手術の取り組み」
	 	 水本	泰成

金沢大学医学部附属病院 助教

特別講演Ⅲ	 第1会場　吾妻I・II� 17:20 ～ 18:00

座長：齋藤 豪（札幌医科大学医学部産婦人科学講座 教授）

「子宮内膜細胞診の診断精度向上への取り組み－液状化検体法と免疫染色法導入の試み―」
	 	 黒川	哲司

福井大学医学部附属病院 産科婦人科 准教授

ランチョンセミナー

第1日目　9月5日（土）

ランチョンセミナーⅠ	 第2会場　安達太良I� 12:10 ～ 13:10

座長：岡村 州博（東北公済病院 院長）

「分娩監視中の母体心拍数パターン」
	 	 村田	雄二

社会医療法人生長会 医学教育センター・周産期医学研究所 ベルランド総合病院 産婦人科

共催：アトムメディカル株式会社

ランチョンセミナーⅡ� 第3会場　安達太良II� 12:10 ～ 13:10

座長：齋藤 滋（富山大学 医学薬学研究部産科婦人科学分野 教授）

「サイトメガロウイルス胎児感染のリスク因子、画像と管理マニュアル」
	 	 山田	秀人

神戸大学大学院 医学研究科 産科婦人科学分野 教授

共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社
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第2日目　9月6日（日）

ランチョンセミナーⅢ	 第2会場　安達太良I� 11:00 ～ 12:00

座長：櫻木 範明（北海道大学 医学部産婦人科 教授）

「専攻医・指導医のための産婦人科病理診断　子宮付属器腫瘍のマクロとミクロ」
	 	 片渕	秀隆

熊本大学大学院 生命科学研究部産科 婦人科学

共催：日本化薬株式会社

ランチョンセミナーⅣ	 第3会場　安達太良II� 11:00 ～ 12:00

座長：千石 一雄（旭川医科大学 産婦人科学講座 教授）

「がん、HRT、そして妊娠〜妊孕能のCold�Sleep 〜」
	 	 村上	節

滋賀医科大学 産科学婦人科学講座 教授

共催：持田製薬株式会社

指�導�医�講�習�会

第1日目　9月5日（土）

	 	 	 第1会場　吾妻I・II� 13:30 ～ 15:00

座長：本田 任（福島県産婦人科医会 会長）

「ジャーナリストからみた医療安全の考え方〜多くの人命を救うすばらしい仕事として〜」
	 	 隈本	邦彦

江戸川大学 メディアコミュニケーション学部 教授（元NHK記者）
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一　般　演　題

第1日目　9月5日（土）　第一会場　吾妻I・II

第1群　卵巣悪性腫瘍Ⅰ� 9:00 ～ 9:32

座長：関根 正幸（新潟大学）

1.� 卵巣漿液性境界悪性腫瘍の進行症例の治療経験
	 岡元	一平、竹下	奨、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 婦人科

2.� 急激に進行し経過不良であった再発粘液性境界悪性卵巣腫瘍の一例
	 小川	俊史、郷久	晴朗、岩崎	雅宏、田中	綾一、寺本	瑞絵、竹浪	奈穂子、伊坂	五沙、齋藤	豪

札幌医科大学 産婦人科

3.� 卵巣ブレンナー腫瘍の3例
	 重藤	龍比古、水沼	槙人、小林	麻美、山内	愛紗、三浦	理絵、二神	真行、横山	良仁、水沼	英樹

弘前大学 産婦人科

4.� 腫瘍マーカー陰性の附属器悪性腫瘍に対しMRI拡散強調画像が診断に
有用であった3例

	 高橋	和江、木藤	正彦、牧野	健一、加藤	彩、佐藤	敏治、清水	大、佐藤	直樹、寺田	幸弘
秋田大学 産婦人科

第2群　卵巣悪性腫瘍Ⅱ� 9:32 ～ 10:12

座長：太田 剛（山形大学）

5.� 再発・進行卵巣癌に対するベバシズマブ併用化学療法の有害事象に関する検討
	 水柿	祐子、田中	綾一、山下	芙貴子、今	沙織、鈴木	美和、寺本	瑞絵、齋藤	豪

札幌医科大学 産婦人科教室

6.� 骨盤内の放射線治療歴を有する卵巣癌患者へのベバシズマブの投与の安全性の検討
	 中陳	哲也、山口	正博、細川	亜美、野﨑	綾子、勘野	真紀、野村	英司

王子総合病院 産婦人科

7.� ３レジメン以上の前治療歴のある再発卵巣がん症例にBevacizumabを
投与した３例

	 永沢	崇幸1、千田	英之1、高取	恵理子1、庄子	忠宏1、杉山	徹1、齋藤	達憲2、小原	剛2、細谷地	昭2

1岩手医科大学 産婦人科、2県立宮古病院 産婦人科

8.� 再発卵巣癌に対して長期間のBevacizumab投与を行った1例
	 櫻井	愛美、加藤	達矢、嶋田	知紗、斎藤	良玄、福本	俊、古田	裕、渡利	英道、櫻木	範明

北海道大学 産婦人科

9.� ベバシズマブ併用療法が奏功している再発卵巣明細胞腺癌の２例
	 能代	究、能代	知美、田中	理恵子、青柳	有紀子、米原	利栄、東	正樹、山口	辰美

釧路赤十字病院 産婦人科
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第3群　卵巣悪性腫瘍Ⅲ� 10:12 ～ 10:52

座長：高倉 正博（金沢大学）

10.�再発卵巣癌の予後因子についての検討
	 金川	明功、嶋田	知沙、福本	俊、金野	陽輔、加藤	達矢、保坂	昌芳、渡利	英道、櫻木	範明

北海道大学病院 婦人科

11.�進行卵巣癌治療における完全腫瘍減量手術達成後の再発症例の検討
	 山崎	博之、岡元	一平、竹下	奨、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 婦人科

12.� Carbonyl�Reductase1による腫瘍壊死因子受容体を介した抗腫瘍効果の
機序の検討

	 重藤	龍比古、小林	麻美、水沼	槇人、大澤	有姫、横山	良仁、水沼	英樹
弘前大学 医学部産科婦人科学講座

13.�卵巣がん幹細胞株の樹立方法の確立
	 清野	学、太田	剛、高橋	一広、永瀬	智

山形大学 産婦人科

14.�卵巣癌におけるWilms’tumor�1�(WT1)遺伝子の発現と臨床的特徴との関連
	 太田	剛1、山内	敬子2、杉山	晶子1、榊	宏諭1、清野	学1、高橋	一広1、永瀬	智1

1山形大学 産科婦人科、2山形済生会済生病院

第4群　卵巣悪性腫瘍Ⅳ� 10:52 ～ 11:24

座長：高木 弘明（金沢医科大学）

15.�壁在結節を伴う卵巣粘液性腺癌の二例
	 松宮	寛子1、藤井	タケル1、佐賀	絵美1、田沼	史恵1、片岡	宙門1、大塚	紀幸2、藤本	俊郎1

1函館中央病院 産婦人科、2北海道大学大学院医学研究科 分子病理学教室

16.�卵黄嚢腫瘍への分化を伴った卵巣明細胞癌の1例
	 小川	裕太郎、茅原	誠、西野	幸治、西川	伸道、関根	正幸、榎本	隆之

新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

17.�トルーソー症候群に非細菌性血栓性心内膜炎を合併した卵巣癌の1例
	 風間	絵里菜、常木	郁之輔、冨永	麻理恵、上村	直美、森川	香子、横尾	朋和、田村	正毅、
	 倉林	工

新潟市民病院 産婦人科

18.�婦人科重複癌に合併したトルソー症候群に術前化学療法が著効した1例
	 深瀬	実加1、五十嵐	秀樹2、高橋	可菜子1、山内	敬子3、小幡	美由紀2、椎名	有二1、中原	健次1、
	 永瀬	智2

1山形県立新庄病院 産婦人科、2山形大学医学部附属病院 産婦人科、3山形済生病院 産婦人科
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第1日目　9月5日（土）　第二会場　安達太良I

第5群　合併症妊娠Ⅰ� 9:00 ～ 9:40

座長：山本 真（福井大学）

19.�当科における静脈血栓塞栓症合併妊娠例の検討
	 堀内	綾乃、山口	雅幸、松本	賢典、能仲	智加、吉田	邦彦、生野	寿史、高桑	好一、榎本	隆之

新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

20.�妊娠初期に深部静脈塞栓症と肺塞栓症を来した子宮筋腫合併妊娠の一例
	 小野寺	洋平、岩澤	卓也、畠山	佑子、三浦	広志、佐藤	朗、寺田	幸弘

秋田大学 産婦人科

21.� HELLP症候群との鑑別を要した感染性心内膜炎妊婦の一例
	 今	沙織、水内	将人、杉尾	明香、森下	美幸、明石	祐史、石岡	伸一、遠藤	俊明、齋藤	豪

札幌医科大学附属病院 産婦人科

22.�妊娠中期に発覚した原発性肺高血圧症の1例
	 笠間	春輝、松岡	歩、松本	みお、松山	純、近藤	壮、平吹	信弥、佐々木	博正、干場	勉

石川県立中央病院 いしかわ総合母子医療センター 産婦人科

23.�分娩後に発症した胆石膵炎の１例
	 田上	可桜1、永井	智之1、清水	孝規1、佐々木	恵1、市川	さおり1、海野	純2、吉田	祐司1

1石巻赤十字病院 産婦人科、2石巻赤十字病院 消化器内科

第6群　合併症妊娠Ⅱ� 9:40 ～ 10:20

座長：米田 哲（富山大学）

24.� 21週で劇症1型糖尿病を発症するも生児を得た1例
	 藤部	佑哉、根岸	秀明、岩渕	有紗、水沼	正弘

北見赤十字病院 産婦人科

25.�妊娠34週で糖尿病性ケトアシドーシスを発症した1症例
	 田中	恵子、星合	哲郎、齋藤	淳一、宮野	菊子、松本	大樹、我妻	理重

大崎市民病院 産婦人科

26.�妊娠28週における1049例の50g�Glucose�Challenge�Testの成績
	 黒川	晶子、西川	鑑、清水	亜由美、池田	桂子、二瓶	岳人

NTT東日本札幌病院 産婦人科

27.� 36週で陣痛発来し，緊急血小板輸血後に分娩となったITP合併妊娠の一例
	 中川	絹子、山田	崇弘、千葉	健太郎、小島	崇史、石川	聡司、小山	貴弘、森川	守、水上	尚典

北海道大学病院 産科

28.�先天性異常フィブリノゲン血症合併妊娠の一例
	 鏡	京介、山崎	玲奈、飯塚	崇、保野		由紀子、岩垂		純平、高倉	正博、藤原	浩

金沢大学 産婦人科
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第7群　出生前診断Ⅰ� 10:20 ～ 10:52

座長：野村 泰久（福島県立医科大学）

29.�当科における胎児胸水管理についての検討
	 村上	幸治、水無瀬	萌、上田	寛人、吉澤	明希子、横浜	祐子、千石	一雄

旭川医科大学 産婦人科

30.�当院で胎児治療をおこなった胎児胸水症例の検討
	 才津	義亮、米田	徳子、津田	桂	、青木	藍子、福田	香織、米田	哲、塩﨑	有宏、齋藤	滋

富山大学 産科婦人科学教室

31.�胎児期に診断したCytochrome�P450�oxidoreductase（POR）異常症の一例
	 川越	淳、小幡	美由紀、堤	誠司、高橋	可菜子、渡邉	憲和、吉田	隆之、永瀬	智

山形大学 産婦人科

32.�当院における無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）の実施状況
	 和形	麻衣子1、原田	文1、井ケ田	小緒里1,2、水内	将人1,3、室本	仁1、室月	淳1

1宮城県立こども病院 産科、2東北公済病院 産婦人科、3札幌医科大学 産科周産期科

第8群　出生前診断Ⅱ� 10:52 ～ 11:24

座長：山田 崇弘（北海道大学）

33.�妊娠12週未満の自然流産：
超音波所見から胎児染色体異常を予測する方法に関する検討

	 米田	徳子、伊藤	実香、島	友子、中島	彰俊、吉野	修、塩崎	有宏、齋藤	滋
富山大学 産婦人科

34.�超音波にて診断し救命した動脈管早期閉鎖の1例
	 高橋	司、今井	紀昭、長谷川	祐子、熊谷	祐作、吉田	瑤子、末永	香緒里、小泉	俊光、會田	剛

八戸市立市民病院 産婦人科

35.�孤発の胎児脳梁欠損7症例に関する検討
	 日向	妙子、生野	寿史、井上	清香、島	英里、能仲	太郎、山口	雅幸、高桑	好一、榎本	隆之

新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

36.�出生前診断における胎児画像検査の有用性
	 飯塚	崇1、高倉	正博1、三谷	祐介2、吉田	耕太郎3、山崎	玲奈1、岩垂	純平1、保野	由紀子1、
	 藤原	浩1

1金沢大学附属病院 産科婦人科、2金沢大学附属病院 小児科、3金沢大学附属病院 放射線科
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第1日目　9月5日（土）　第三会場　安達太良II

第9群　婦人科良性腫瘍Ⅰ� 9:00 ～ 9:40

座長：井原 基公（東北大学）

37.�有茎性漿膜下子宮筋腫茎捻転の2症例
	 横山	沙織1、西本	光男1、湊	敬道1、吉田	美帆1、淀川	祐紀1、佐藤	多代1、高橋	聡太2

1岩手県立中部病院 産婦人科、2東北大学病院 産婦人科

38.�子宮筋腫分娩により子宮内反をおこした症例
	 水沼	槙人1、二神	真行1、太田	圭一2、重藤	龍比古1、横山	良仁1、水沼	英樹1

1弘前大学大学院研究科 産婦人科、2むつ総合病院 産婦人科

39.� Office�gynecologyにおける4－7cmの単一粘膜下筋腫に対するMEAによる
過多月経治療の検討

	 津田	晃
山王レディースクリニック 産婦人科

40.�臍部腫瘍にて発症した異所子宮内膜症の２症例
	 清水	孝規、永井	智之

石巻赤十字病院 産婦人科

41.�子宮内膜ポリープの画像診断の有用性について：
子宮鏡下手術後の病理学的診断による検討

	 五十嵐	秀樹、鈴木	聡子、松川	淳、長谷川	歩美、網田	光善、髙橋	俊文、永瀬	智
山形大学 産婦人科

第10群　婦人科良性腫瘍Ⅱ� 9:40 ～ 10:12

座長：郷久 晴朗（札幌医科大学）

42.�緩徐な内容液のドレナージにより重篤な周術期合併症を回避し得た
巨大卵巣腫瘍の1症例

	 渡辺	紗奈、早坂	直、岡本	綾、早坂	典子、清野	朝史、井出	佳宏、森崎	伸之
地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 産婦人科

43.�診断に苦慮した壊疽性虫垂炎による腹腔内膿瘍の一例
	 高橋	慧、海道	善隆、村井	眞也、葛西	真由美、鈴木	博

岩手県立中央病院 産婦人科

44.�卵巣原発の癌性腹膜炎との鑑別に苦渋した結核性腹膜炎の1例
	 木戸	秀典、石丸	美保、井村	紗江、平林	はやと、金谷	太郎、瀬戸	俊夫

独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 産婦人科

45.� FDG-PETで集積を認めた閉経後の卵巣莢膜細胞腫の5例
	 保野	由紀子、中村	充宏、高倉	正博、水本	泰成、岩垂	純平、折坂	俊介、藤原	浩

金沢大学 産婦人科
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第11群　異所性妊娠� 10:12 ～ 10:44

座長：五十嵐 秀樹（山形大学）

46.�急性腹症・プレショックで救急搬送され、腹腔鏡手術を施行した
子宮内外同時妊娠の一例

	 草開	妙、安田	一平、高地	圭子、八十島	邦昭、日高	隆雄
黒部市民病院 産婦人科

47.�副角妊娠破裂の一例
	 中村	恵菜実1、金森	勝裕1、亀田	優里菜2、軽部	裕子1、福田	淳1、高橋	道1

1市立秋田総合病院 産婦人科、2秋田赤十字病院 総合周産期母子医療センター 産科

48.�人工妊娠中絶術後の子宮内異所性妊娠
	 村井	正俊

岩手医科大学 産婦人科

49.�帝王切開後の子宮峡部妊娠にMTX療法2-dose�regimenが奏効した1例
	 中井	奈々子、松尾	幸城、小島原	敬信、手塚	尚広

公立置賜総合病院 産婦人科

第12群　外陰・腟腫瘍� 10:44 ～ 11:08

座長：市川 英俊（旭川医科大学）

50.�外陰部に発生した血管筋線維芽細胞腫の一例
	 田中	星人、坂元	崇洋、小館	英明、斎藤	洋、池田	研、涌井	之雄

KKR札幌医療センター 産婦人科

51.�腟悪性黒色腫の１例
	 高橋	聡太、渡邉	善、渋谷	祐介、櫻田	尚子、田中	創太、徳永	英樹、新倉	仁、八重樫	伸生

東北大学 産婦人科

52.�当科で経験した腟上皮内腫瘍（VAIN）の2症例
	 高橋	知昭、寳田	健平、市川	英俊、加藤	育民、片山	英人、西脇	邦彦、千石	一雄

旭川医科大学 産婦人科
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第2日目　9月6日（日）　第一会場　吾妻I・II

第13群　子宮頸部悪性腫瘍� 8:45 ～ 9:25

座長：中村 充宏（金沢大学）

54.�当科において根治的手術を施行した子宮頸癌症例の再発症例に関する検討
	 二神	真行、横山	良仁、飯野	香里、重藤	龍比古、水沼	英樹

弘前大学 産婦人科

55.�脂肪の少ない患者は子宮頸癌の放射線性腸炎の高リスクとなるか？
	 杉田	元気1、黒川	哲司1、山本	真1、品川	明子1、知野	陽子1、辻川	哲也2、吉田	好雄1

1福井大学 産科婦人科、2福井大学 高エネルギー医学研究センター

56.�妊娠継続の判断にPET-MRIが有用であった子宮頸癌合併妊娠の1例
	 五日市	美奈1、西川	伸道1、石黒	竜也1、生野	寿史2、西野	幸治1、関根	正幸1、高桑	好一2、
	 榎本	隆之1

1新潟大学 産科婦人科学教室、2新潟大学 総合周産期母子医療センター

57.�子宮頸部小細胞癌にアムルビシン投与が効果を認めた１例
	 奥井	陽介、榊	宏諭、安藤	麗、清野	学、成味	恵、須藤		毅、太田	剛、永瀬	智

山形大学 産婦人科

58.�子宮頸部小細胞癌の一例
	 朝野	拓史1、岡元	一平2、西	信也1

1江別市立病院 産婦人科、2北海道がんセンター 婦人科
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第14群　子宮体部悪性腫瘍Ⅰ� 9:25 ～ 10:13

座長：二神 真行（弘前大学）

59.�当科における子宮体癌症例の診断契機に関する検討
	 田村	良介、田中	誠悟、石原	佳奈、湯澤	映、高橋	秀身

大館市立総合病院 産婦人科

60.� DP療法が著効した子宮体癌の一例
	 小山	文望恵、横山	美奈子、伊東	麻美、横田	恵、松倉	大輔、尾崎	浩士、森川	晶子

青森県立中央病院 産婦人科

61.�MEN1で子宮体部類内膜腺癌を発症した1例
	 松川	淳、高橋	俊文、高橋	可菜子、小幡	美由紀、山谷	日鶴、永瀬	智

山形大学 産科婦人科

62.�重複癌を疑った扁平上皮癌を伴った類内膜腺癌の一例
	 小野	方正、中西	研太郎、岡本	修平、野澤	明美、北村	晋逸

名寄市立総合病院 産婦人科

63.�麻痺症状を呈する胸椎転移を有した子宮体癌Ⅳ期症例の治療経験
	 竹下	奨、岡元	一平、山崎	博之、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 婦人科

64.�子宮内膜未分化癌の１例
	 古川	茂宜1、吉田	史子1、中村	聡一1、山内	隆治1、長谷川	清志2

1白河厚生総合病院 産婦人科、2獨協医科大学 産科婦人科学教室

第15群　子宮体部悪性腫瘍Ⅱ� 10:13 ～ 10:53

座長：永沢 崇幸（岩手医科大学）

65.�偽脂肪芽細胞の出現を認めた横紋筋肉腫成分の過剰増殖を示した子宮腺肉腫の1例
	 前田	悟郎、田中	理恵子、青柳	有紀子、米原	利栄、東	正樹、山口	辰美

釧路赤十字病院 産婦人科

66.�当院で経験した子宮骨肉腫の1症例
	 田中	宏典1、徳永	英樹1、西堀	翔子1、櫻田	尚子1、平山	亜由子1、新倉	仁1、渡部	洋2、
	 八重樫	伸生1

1東北大学病院 産婦人科、2東北大学病院 臨床研究推進センター

67.� sarcomatous�overgrowthを伴った子宮体部原発腺肉腫の1例
	 阿部	秀悦1、黒田	敬史1、藤部	佑哉1、新開	翔太1、恐神	博行1、真里谷	奨1、竹浪	奈緒子2、
	 斉藤	豪2

1北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科学講座

68.�子宮筋腫核出術により診断された�Alveolar�Soft-Part�Sarcomaの1例
	 越田	晶子

石川県立中央病院 いしかわ総合母子医療センター産婦人科

69.�子宮体部平滑筋腫瘍の7例
	 藤井	タケル1、武田	真人2、岩城	豊2、福本	俊2、嶋田	知沙2、古田	拓2、齊藤	良玄2、金野	陽輔2、
	 加藤	達矢2、片岡	宙門1、渡利	英道2、工藤	正尊2、櫻木	範明2

1函館中央病院、2北海道大学 産婦人科
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第16群　卵巣悪性腫瘍Ⅴ� 12:00 ～ 12:40

座長：徳永 英樹（東北大学）

70.�晩期再発した成人型顆粒膜細胞腫の一例
	 能代	知美、田中	理恵子、能代	究、青柳	有紀子、米原	利栄、東	正樹、山口	辰美

釧路赤十字病院 産婦人科

71.�卵巣癌顆粒膜細胞腫にCPT-11＋S-1が奏効した1例
	 村上	一行、竹下	真妃、高田	杏奈、小見	英夫、利部	正裕、庄子	忠宏、竹内	聡、杉山	徹

岩手医科大学附属病院 産婦人科学講座

72.�卵巣原発膠芽腫に対し手術・化学放射線療法を施行後、
再々発しCBDCA/VP-16療法が奏効した一例

	 伊坂	五沙、郷久	晴朗、岩崎	雅宏、竹浪	奈穂子、嶋田	浩志、寺本	瑞絵、田中	綾一、齋藤	豪
札幌医科大学 産婦人科学講座

73.�卵巣肉腫治療27年後の骨盤内類内膜間質肉腫の1例
	 大澤	有姫、佐藤	麻希子、橋本	哲司

青森市民病院 産婦人科

74.�当科における未熟奇形腫の臨床的検討
	 明石	英彦、西川	伸道、安達	聡介、吉原	弘佑、磯部	真倫、西野	幸治、関根	正幸、榎本	隆之

新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

第17群　婦人科悪性腫瘍� 12:40 ～ 13:12

座長：西川 伸道（新潟大学）

75.�当科における婦人科悪性腫瘍再発症例に対する手術療法の検討
	 添田	周1、古川	茂宜2、野村	真司1、小島	学1、西山	浩3、山田	秀和4、渡辺	尚文1、藤森	敬也1

1福島県立医科大学 産科婦人科学講座、2白河厚生総合病院 産婦人科、
3いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科、4宮城県立がんセンター 婦人科

76.�術前診断が困難であった後腹膜平滑筋肉腫の1例
	 山下	芙貴子、田中	綾一、水柿	祐子、鈴木	美和、寺本	瑞絵、齋藤	豪

札幌医科大学 産婦人科

77.�抗凝固療法中に血小板減少をきたした婦人科悪性腫瘍の3例
	 生水	貫人、津田	さやか、島	友子、伊東	雅美、竹村	京子、中島	彰俊、吉野	修、齋藤	滋

富山大学 産科婦人科学教室

78.�子宮動静脈奇形を合併したPlacental�site�trophoblastic�tumorの一例
	 西村	杏子、木村	和彦、吉田	隆之

米沢市立病院 産婦人科
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第2日目　9月6日（日）　第二会場　安達太良I

第18群　産科合併症Ⅰ� 8:45 ～ 9:25

座長：水内 将人（札幌医科大学）

79.�当院における前置胎盤および癒着胎盤症例の検討
	 千葉	洋平、村井	正俊、佐々木	由梨、金杉	知宣、岩動	ちず子、小山	理恵、菊池	昭彦、杉山	徹

岩手医科大学 産婦人科学講座

80.�前置胎盤症例における内腸骨動脈バルーンカテーテルの有用性に関する検討
	 津田	桂、米田	哲、石坂	英里、福田	香織、米田	徳子、塩崎	有宏、齋藤	滋

富山大学 産科婦人科学教室

81.�妊娠初期に腹腔内出血を来した前置癒着穿通胎盤、帝王切開瘢痕部妊娠の一例
	 金杉	優1、清水	健伸1、西山	浩1、三瓶	稔1、本多	つよし1、藤森	敬也3、浅野	重之2

1いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科、2いわき市立総合磐城共立病院 病理診断科、
3福島県立医科大学医学部 産科・婦人科学講座

82.� 3回の妊娠全てで癒着胎盤を合併したが、待機療法にて子宮を温存できた1症例
	 平岩	幹、遠藤	雄大、小島	学、経塚	標、鈴木	聡、野村	泰久、藤森	敬也

福島県立医科大学 産科婦人科学講座

83.�妊娠初期より下節部菲薄化・子宮筋層断裂を認めた既往帝王切開妊婦の5症例
	 熊坂	諒大1、鴨井	舞衣1、山内	愛紗1、湯澤	映2、田中	幹二1、水沼	英樹1

1弘前大学 産婦人科、2大館市立総合病院 産婦人科
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第19群　産科合併症Ⅱ� 9:25 ～ 10:13

座長：高橋 仁（福井大学）

84.�当院における品胎妊娠25例の検討
	 富田	芙弥

仙台赤十字病院 産婦人科

85.� Tocolysisによって妊娠期間を延長できたTTTSの一例
	 小林	由佳子、渡利	道子、永井	匠、川俣	美帆、藤枝	聡子、三島	隆、計良	光昭、吉田	博

社会医療法人母恋 天使病院 産婦人科

86.�当院における後期早産と切迫早産治療について
	 若木	優1、本田	任2、渡部	晋哉2、宗像	正寛3、鈴木	りか1

1大原綜合病院 産婦人科、2本田クリニック産科婦人科 産婦人科、3セイントクリニック 産婦人科

87.�胎盤の組織診で慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）の所見を認めた症例の検討
	 丸山	真弓、池田	美智、齋藤	彰治、齋藤	彩、小篠	隆広、阿部	祐也

山形県立中央病院 産婦人科

88.�妊娠高血圧症候群のリスク因子と妊娠12週における末梢血NK細胞の
機能についての検討

	 千葉	仁美、福井	淳史、淵之上	康平、船水	文乃、田中	幹二、水沼	英樹
弘前大学 産婦人科

89.�当院で経験したPartial�D妊産婦の一例
	 羽場	厳1、菅原	千裕1、三浦	自雄1、児玉	秀夫2、小笠原	敏浩1

1岩手県立大船渡病院 産婦人科、2北上済生会病院 産婦人科

第20群　産科合併症Ⅲ� 10:13 ～ 10:53

座長：藤田 智子（金沢医科大学）

90.� OB�バルーンプロジェクト�
	 白藤	文、田中	政彰、倉田	和巳、小林	寛人、堀	芳秋、加藤	じゅん、加藤	三典、土田	達

福井県立病院 産婦人科

91.� Compression�suture施行後、腹腔鏡下に子宮圧迫縫合糸を抜糸し、
子宮を温存し得た1症例

	 市川	英俊、寳田	健平、高橋	知昭、加藤	育民、片山	英人、西脇	邦彦、千石	一雄
旭川医科大学 産婦人科

92.�当院における予防的オキシトシン投与による分娩後出血量の比較検討
	 齋藤	淳一、松本	大樹、田中	恵子、佐藤	菊子、星合	哲郎、我妻	理重

大崎市民病院 産婦人科

93.�分娩後子宮内仮性動脈瘤の6例
	 奥	聡1、小田	泰也1、佐々木	瑞恵1、小野寺	康全1、有賀	敏1、山田	俊1、杉浦	充2

1JCHO北海道病院 産婦人科、2JCHO北海道病院 放射線科

94.�帝王切開後大量性器出血をきたし、子宮動脈塞栓術が有効であった1例
	 大和田	亜矢、高梨子	篤浩、飯澤	禎之、武市	和之

会津中央病院 産婦人科
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第21群　合併症妊娠Ⅲ� 12:00 ～ 12:40

座長：佐藤 亘（秋田大学）

95.�神経線維腫症I型（レックリングハウゼン病）合併妊娠の3症例の報告
	 天谷	優介、髙橋	仁、西島	浩二、井上	大輔、髙橋	望、山本	真、折坂	誠、黒川	哲司、吉田	好雄

福井大学附属病院 産科婦人科

96.�サイトメガロウイルス感染により著明な胎児腹水を認めた1症例
	 永井	匠1、渡利	道子1、三島	隆1、藤枝	聡子1、計良	光昭1、及川	衞1、吉田	博1、片岡	宙門2

1社会医療法人母恋 天使病院 産婦人科、2函館中央病院 産婦人科

97.�アルポート症候群合併妊娠の一例
	 太田	圭一、平川	八大、柞木田	礼子、山口	英二

むつ総合病院 産婦人科

98.�妊娠中の症状から母児の筋強直性ジストロフィーが疑われた1例
	 渡辺	憲和、堤	誠司、鈴木	百合子、杉山	晶子、山谷	日鶴、川越	淳、高橋	一広、永瀬	智

山形大学 産科婦人科

99.�妊娠15週で卵巣腫瘍核出術を施行したHyperreactio�luteinalisの一例
	 宮原	周子、齋藤	昌利、西堀	翔子、氷室	裕美、岡野	聡子、西郡	秀和、杉山	隆、八重樫	伸生

東北大学病院 周産母子センター

第22群　産科・その他� 12:40 ～ 13:20

座長：佐々木 由梨（岩手医科大学）

100.�妊娠経過中に凝固異常を呈した胎盤嚢胞性病変の一例
	 横山	美奈子、小山	文望恵、伊東	麻美、横田	恵、松倉	大輔、森川	晶子、尾崎	浩士

青森県立中央病院 産婦人科

101.�子宮動脈塞栓術併用により、子宮温存しえた胎盤ポリープの１例
	 小元	敬大1、落合	祥子1、目黒	啓予2、山口	明子2、田中	幹夫2

1太田西ノ内病院 初期研修医、2太田西ノ内病院 産婦人科

102.�帝王切開時術の際に診断された子宮捻転症例
	 大島	彩恵子1、本多	啓輔2、上田	遥香1、横田	有紀1、古俣	大1、加勢	宏明1、加藤	政美1

1新潟厚生連長岡中央綜合病院 産婦人科、2新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 産婦人科

103.�保存的加療で治癒し得たMycoplasma�hominisによる
帝王切開後腹腔内膿瘍の一例

	 田中	誠悟、石原	佳奈、田村	良介、湯澤	映、髙橋	秀身
大館市立総合病院 産婦人科

104.�産科救急シミュレーション教育が研修医を変える
	 熊谷	祐作1、末永	香緒里1、福島	崇彰2、鈴木	豊2、吉村	有矢3、野田頭	達也3、今	明秀3、
	 今井	紀昭1,3

1八戸市立市民病院 産婦人科、2八戸市立市民病院 小児科、3八戸市立市民病院 救命救急センター
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第2日目　9月6日（日）　第三会場　安達太良II

第23群　腹腔鏡下手術Ⅰ� 8:45 ～ 9:25

座長：高橋 知昭（旭川医科大学）

105.�細胞診で推定しNBI腹腔鏡システムが確定診断に有用であった
原発性卵管癌の臨床病理所見

	 西川	鑑、黒川	晶子、清水	亜由美、池田	桂子、二瓶	岳人
NTT東日本札幌病院 産婦人科

106.�腹腔鏡下子宮摘出におけるマニュピレータ挿入不能症例での一工夫と
その有用性について

	 岡本	修平、中西	研太郎、小野	方正、野澤	明美、北村	普逸
名寄市立総合病院 産婦人科

107.�Reduced�Port�Surgeryが腹腔鏡下手術に還元し得るもの
〜Effects�of�RPS〜

	 菅野	潔、鈴木	和夫、大和田	真人、鈴木	博志
湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 産婦人科

108.�腹腔鏡下手術における飛散ゼロ回収
〜 In�bag�morcellationのコツとピットフォール

	 明石	祐史1、杉尾	明香1、西澤	庸子1、玉手	雅人2、金	美善1、足立	英文3、森下	美幸1、齋藤	豪1

1札幌医科大学 産婦人科学講座、2市立釧路総合病院 産婦人科、3JCHO札幌北辰病院 産婦人科

109.�新潟大学における腹腔鏡手術教育の現況　その２
〜関連病院全体での安全な腹腔鏡手術の普及を目指して〜

	 磯部	真倫、安達	聡介、吉原	弘祐、藤原	和子、西野	幸治、西川	伸道、関根	正幸、榎本	隆之
新潟大学 医歯学総合病院 産科婦人科
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第24群　腹腔鏡下手術Ⅱ� 9:25 ～ 10:05

座長：福井 淳史（弘前大学）

110.�婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術における、
当科での手術合併症の発生頻度とlearning�curveの関連

	 山口	正博、細川	亜美、野崎	綾子、勘野	真紀、野村	英司
王子総合病院 産婦人科

111.�早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下手術の周術期経過と長期予後について
	 細川	亜美

王子総合病院 産婦人科

112.�当院における腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の後方視的検討　∼50歳からの腹腔鏡∼
	 大和田	真人、菅野	潔、鈴木	和夫、鈴木	博志

寿泉堂綜合病院 産婦人科

113.�腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の出血量に影響を与える因子の検討
	 箕輪	智幸1、幅田	周太朗1、松浦	基樹3、明石	祐史2、郷久	晴朗2、田中	綾一2、岩崎	雅宏2、
	 斎藤	豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学附属病院 産婦人科、3癌研有明病院 婦人科

114.�超高齢者に対して単孔式腹腔鏡下手術を施行した一例
	 大関	健治、加茂	矩士、齋藤	善雄、金	彰午

竹田綜合病院 産婦人科

第25群　生殖内分泌� 10:05 ～ 10:53

座長：吉野 修（富山大学）

115.�単一胚移植後に生じたvanishing�tripletの2症例
	 竹原	功1、高橋	俊文1、太田	信彦2、五十嵐	秀樹1、網田	光善1、長谷川	歩美1、松川	淳1、永瀬	智1

1山形大学 産科婦人科、2ゆめクリニック 産婦人科

116.�Time-lapse�cinematography（TLC）によるマウス初期胚の体外培養の観察
	 下田	勇輝、熊谷	仁、佐藤	恵美子、三浦	康子、白澤	弘光、佐藤	亘、熊沢	由紀代、寺田	幸弘

秋田大学 産婦人科学講座

117.�経腟穿刺採卵から約2か月後に卵巣膿瘍を呈した子宮内膜症合併不妊の1例
	 西本	光男1、湊	敬道1、横山	沙織1、吉田	美帆1、淀川	裕紀1、佐藤	多代1、高橋	聡太2、菅原	準一3

1岩手県立中部病院 産婦人科、2東北大学病院 産婦人科、3東北大学 メディカルメガバンク機構

118.�FSH産生下垂体腫瘍による卵巣過剰刺激を呈した1例
	 鹿内	智史1、馬場	敦志1、宇津	裕章1、浅野	拓也1、水内	将人2、山下	剛1

1市立函館病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科学講座 産婦人科

119.�原発性無月経を呈した多嚢胞性卵巣症候群の２例
	 鈴木	聡、大原	美希、菅沼	亮太、小宮	ひろみ、藤森	敬也

福島県立医科大学 産科婦人科学講座

120.�不育症患者における末梢血および子宮内膜NK22細胞のNCRと
RORɤt発現についての検討

	 淵之上	康平、福井	淳史、當麻	絢子、鴨井	舞衣、船水	文乃、福原	理恵、水沼	英樹
弘前大学大学院 医学研究科産科婦人科学講座
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第26群　細胞診� 12:00 ～ 12:24

座長：佐藤 敏治（秋田大学）

121.�子宮頚癌スクリーニングにおけるHybrid�capture�-2�(HC2)と
COBAS-HPV検査の精度比較

	 大阪	康宏、閨谷	奈津子、藤田	智子、山口	直孝、髙木	弘明、笹川	寿之
金沢医科大学 産科婦人科学

122.�当院における妊娠子宮頸部細胞診の現状
	 桃野	友太、工藤	多佳子、豊島	将文、島	崇、牧野		浩充、吉永		浩介

国立病院機構仙台医療センター 産婦人科

123.�子宮頸がん集団検診での細胞診異常例へのHPV型別検査の導入
	 森村	豊1,2、古川	茂宜3、添田	周3、渡辺	尚文3、藤森	敬也3

1（公財）福島県保健衛生協会 病理細胞診課、2（一財）慈山会医学研究所付属坪井病院 婦人科
3福島県立医科大学産科婦人科学講座 産科婦人科

第27群　婦人科・その他� 12:24 ～ 13:04

座長：小林 範子（北海道大学）

124.�Obstructed�Hemivagina�Ipsilateral�Renal�Anomaly�(OHVIRA)
症候群の一例

	 坂本	人一、柴田	健雄、高木	弘明、閨谷	奈津子、大阪	康宏、笹川	寿之
金沢医科大学 産婦人科

125.�腹腔鏡下卵巣生検にて精巣組織を認めた原発性無月経の一例
	 小見	英夫、黒川	千絵、村上	一行、古武	陽子、高田	杏奈、利部	正裕、三浦	史晴、杉山	徹

岩手医科大学 産婦人科

126.�46,X,add(X)(q27)不均衡転座の１症例
	 石橋	真輝帆、渡辺	尚文、野村	泰久、藤森	敬也

福島県立医科大学 産婦人科学講座

127.�ダナゾール内服治療が有効であった子宮動静脈奇形の1例
	 西堀	翔子、岩間	憲之、平山	亜由子、齋藤	昌利、杉山	隆、八重樫	伸生

東北大学病院 周産母子センター

128.�20年来のアルプラゾラムなどの西洋薬が無効の多愁訴・自律神経失調症症状が、
加味逍遥散、半夏厚朴湯の漢方療法1週間で劇的に改善した症例

	 山崎	一男
平中央医院 婦人科 漢方内科





会　長　講　演
招　請　講　演
特　別　講　演
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会長講演� 第1日目　9月5日（土）　第1会場（吾妻I・II）　11：30�～�12：00

座長：八重樫 伸生（東北大学 医学部産科婦人科学教室 教授）

「東日本大震災後の福島県の妊産婦の現状と今後の課題」

藤森 敬也
（第63回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会	会長）
（福島県立医科大学	医学部産科婦人科学講座	教授）

（福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センター	妊産婦調査室長）

　東日本大震災から4年半が経ち、里帰り分娩も徐々に戻ってきており、福島県は少しずつですが確実に元気

になってきています。

　今回、北日本産科婦人科学会では会長講演は企画されたことはありませんでしたが、東日本大震災後の福島

県の妊産婦の現状を皆様に知っていただきたく、お時間を頂きました。

　現在、福島県では妊産婦に関して5つの調査・支援が進行しています。

　1. 福島県産婦人科医会による「福島県内の分娩数の変化」

　2. 当講座で行なっている「妊娠成立数と妊娠中絶・流産数の変化」

　3. 平成24年10月より福島県のみ全県化された環境省による「エコチル調査」

　4. 全県化された日本産婦人科医会による「先天異常モニタリング」

　5. 福島県立医科大学放射線医学県民健康管理センターによる県民健康調査「妊産婦に関する調査・支援」です。

　福島県は、地震、津波による被害のほか、放射線災害、さらにこれに伴う風評被害に未だ苦しんでおり、復興

はまだまだ先のことという意見もあります。そういった中で、現時点での一番の問題は、低線量放射線被曝に

対する「不安」と除染作業の遅れです。その結果、福島県内の妊産婦の「うつ傾向」は未だ高率となっており、今

後も継続した調査と支援が必要だと考えています。低線量放射線被ばくに関して、科学的には「安全」という話

だけでは「安心」には繋がりません。客観的なデータが少ない中、「安全」でそして「安心」して生活し、出産、育児

をできる環境を作るため、福島県民を支援しながら福島県全体で調査を行い、客観的な科学データを積極的に

公開して「安全」を示していくことが重要ではないかと考えています。
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招請講演� 第1日目　9月5日（土）　第1会場（吾妻I・II）　15:00�～�16:00

座長：藤森 敬也（福島県立医科大学 医学部産科婦人科学講座 教授）

「Recent�prenatal�diagnosis�in�U.S.A�(tentative)」

Manuel Porto
（Professor	&	Chairman,	The	E.J.	Quilligan	Endowed	Chair,	

Department	of	Obstetrics	&	Gynecology,	University	of	California	Irvine,	School	of	Medicine）

　

Dr. Manuel Porto is the Department Chair and Professor in 

Obstetrics and Gynecology. He is certifi ed by the American Board of 

Obstetrics and Gynecology and has received subspecialty certifi cation 

in Maternal Fetal Medicine. His research interests include fetal 

diagnosis and therapy, antepartum fetal testing, recurrent pregnancy 

loss, multifetal pregnancies and preterm birth prevention.

【略　歴】

Degree Major University Year 

BS Biology/Psychology State University of New York 1971

Medical Doctorate Medicine Rutgers Medical School 1975

Residency Obstetrics & Gynecology LA County Harbor General Medical Center 1979

Fellowship Maternal Fetal Medicine University of California, Irvine 1986
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特別講演Ⅰ� 第1日目　9月5日（土）　第1会場（吾妻I・II）　16:00�～�16:40

座長：水上 尚典（北海道大学 医学部産婦人科 教授）

「妊娠高血圧腎症発症機序の解明に向けて
ー lysosome/�Autophagy経路から観た新たな概念」

中島 彰俊
（富山大学	産科婦人科学教室	助教）

【背景】妊娠高血圧腎症(Preeclampsia:PE)は、全世界で毎年1000万人の妊婦が罹患し、その中の約7.6万人が死亡

すると推定される疾病である。さらに50万人の新生児死亡に加え、胎児死亡および発育遅延に関与し、速やかな

治療法の開発が急務と言える。現況での治療は、PEの病態形成に関与する血管新生阻害因子の母体血清から

の除去が一定の効果を認めるが、一般的な治療にはなり難い。そこで、演者は、PE胎盤がERストレス等の様々

なストレスに曝されていることに着眼し、細胞内恒常性維持機構であるオートファジー (AtP)とPEの関与を検

討した。

【方法】PE病態発症モデルとして知られる2ステップ理論（①初期胎盤形成不全、②中後期での血管障害を含む

胎盤障害、が発症に関与する説）に沿って、AtPとPEの関与を、AtP欠損絨毛外栄養膜細胞株(以下AtP欠損

EVT)および胎盤組織を用いて検討した。

【結果】①初期胎盤形成不全; 胎盤形成不全には、EVTの浸潤不全、脈管形成不全が強く関与する。EVTの浸

潤は低酸素下で亢進する特徴を持つが、AtP欠損EVT細胞はその浸潤能が低下していた。さらに、血管新生阻

害因子の一つである可溶型エンドグリン(sENG)が低酸素下で誘導されるAtPを抑制し、野生型EVTの浸潤を

低酸素下で抑制した。さらにsENGは臍帯静脈内皮細胞とEVTとの共培養で形成される脈管形成も抑制した。

胎盤床生検検体を用いてEVT細胞のAtPを検討し、p62の発現(AtP不全で蓄積する)がPE胎盤にて有意に増加

していた。以上より、AtP不全が初期胎盤形成不全に関与することが示唆された。

②胎盤障害;AtPの機能維持に必須のリソソームの発現を検討し、PE胎盤においてリソソーム発現が低下し

ている事を見出した。さらに、EVT細胞株において、ERストレス誘導剤がリソソーム発現を低下させ、AtP

を抑制することを発見した。これらの現象をつなぐ因子としてTFEB（Lysosome/Autophagyの活性化に関

与）に注目した。TFEBはPE組織での合胞体栄養膜細胞およびEVT細胞において、発現が低下し不活化した

状態にあった。さらに、PE血清はin vitroにおいてTFEBおよびAtPの抑制作用を示した。以上より、ERスト

レスによる胎盤障害にはAtP抑制が関与し、PE血清もその抑制を維持することで胎盤の恒常性維持を妨害す

ることが明らかとなった。

【結論】今回の検討により、胎盤形成不全および胎盤障害にはオートファジー不全が強く関与し、PEの病態

形成に寄与することが明らかとなった。TFEBの導入は神経変性疾患等の治療への応用が期待されており、

TFEBを介したLysosome/Autophagy経路の活性化が、PE治療への新展開となりうる可能性があると考えら

れ、研究を発展させていく予定である。
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中島 彰俊（なかしま あきとし）

【略　歴】
1999年 3 月　富山医科薬科大学　医学部医学科 卒業

1999年 4 月　富山医科薬科大学　産科婦人科学教室　医員

2006年 3 月　富山医科薬科大学大学院　卒業　医学博士号取得

　　　　　　（2002年4月～ 2004年12月　内地留学：東北大学　免疫学教室　菅村和夫教授）

2007年 4 月　富山大学　大学院医学薬学研究部 助教

2013年 6 月　Women & Infants Hospital, Brown University, Postdoctoral Fellow

2015年 6 月　富山大学　大学院医学薬学研究部 助教

【専　門】
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医

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

日本癌学会、日本生殖免疫学会、日本胎盤学会、American society of reproductive immunology、

International federation of placenta association, Society of gynecologic investigation
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特別講演Ⅱ� 第1日目　9月5日（土）　第1会場（吾妻I・II）　16:40�～�17:20

座長：榎本 隆之（新潟大学 医学部産婦人科学教室 教授）

「当科における子宮内膜癌に対する腹腔鏡手術の取り組み」

水本 泰成
（金沢大学医学部附属病院	助教）

　保険適応と医学的な正当性の乖離は今も昔も臨床現場の悩みの種である。K879-2「腹腔鏡下子宮悪性腫瘍

手術（子宮体がんに限る）」が保険収載されて頭を悩ませている施設多いものと推察される。「傍大動脈リンパ

節廓清を実施した場合は、算定できない」の文言が採択された背景は推し量り切れないが、安全な手技が確立

し、開腹手術と比して合併症・生命予後などが遜色ないことなどがクリアになれば見直されるべきものと考

えられる。

　子宮内膜癌の術前の評価が、手術中に得られた所見と乖離し、治療方針の変更に迫られることをしばし

ば経験する。特に筋層浸潤に関してはMRIが現状で最も正確なツールと考えられるがJunctional Zoneや

Subendometrial enhancementによる評価は筋層浸潤の有無にはある程度有効であるが、腫瘍-筋層境界による

1/2以上以下の評価は問題点が残る。術前の見立てに反して傍大動脈リンパ節廓清が必要になった際にも対応

可能な手技を確立することは必須であろう。

　傍大動脈リンパ節廓清の手技は卵巣癌のステージング手術、中-高リスク子宮体癌の手術などで実施する機

会が多い。当科において左傍大動脈リンパ節廓清は下行結腸外側腹膜切開、腎筋膜前葉経由で、右傍大動脈リ

ンパ節廓清は小腸間膜根部をTreitz靭帯に向かって切り上げるアプローチで術野を展開している。その展開

方法を応用した腹腔鏡術野を確保することができれば、より安全な手術の実践につながると考えられる。

　これらの観点から我々は腹腔鏡下に子宮および骨盤リンパ節廓清を行った後に追加で腹膜を切開すること

なく、腎筋膜後葉の背側を展開することで安全に術野の展開を行い、開腹手術に遜色ない廓清レベルを可能と

するアプローチを検討している。開腹による傍大動脈リンパ節廓清に際し、腹腔鏡視野を意識することで安全

に実施可能な腹腔鏡手技の確立を目指した当科の取り組みを報告したい。
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水本 泰成（みずもと やすなり）

【略　歴】
1992年 3 月　愛知県立岡崎高校卒業

1993年 4 月　金沢大学医学部入学

1999年 3 月　金沢大学医学部卒業

2010年 3 月　医学博士取得

1999年 4 月　金沢大学附属病院産婦人科　入局

1999年 9 月　福井県立病院　研修医

2003年 4 月　市立敦賀病院　医員

2004年 4 月　金沢大学医学部附属病院　医員

2007年 4 月　金沢大学医学部附属病院　特任助教

2007年 9 月　金沢大学医学部附属病院　助教

現在に至る

【専　門】
日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医、

日本臨床細胞学会細胞診専門医、日本がん治療認定機構認定医
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特別講演Ⅲ� 第1日目　9月5日（土）　第1会場（吾妻I・II）　17:20�～�18:00

座長：齋藤 豪（札幌医科大学 医学部産婦人科学講座 教授）

「子宮内膜細胞診の診断精度向上への取り組み
－液状化検体法と免疫染色法導入の試み―」

黒川 哲司
（福井大学医学部附属病院	産科婦人科	准教授）

　子宮内膜癌は、近年増加傾向にあり、早期においては比較的予後良好であるため早期発見が重要である。日
本では、子宮内膜細胞診が、1988年の老人保健法により検診に取り入れられて以来、早期発見法として頻用さ
れている。しかし、子宮内膜癌に対する偽陰性率は13％と子宮頸がんに比して高い。その原因は、プロセスに分
け大きく三つ指摘されている。一つは、「細胞採取時」に採取器具が挿入できず診断ができない症例が存在する
こと。二つ目は、「塗抹時」に採取した細胞の約10％程度しかスライドガラスに塗抹できないことや出血が多く
診断の妨げになること。最後に、「鏡検時」に扁平上皮細胞に比して腺細胞では細胞異型の判定が困難であり細
胞診断に習熟が必要な点が指摘されている。
　我々の研究目的は、直接塗抹法における「塗抹時」と「鏡検時」の問題点を克服した平易な子宮内膜細胞診の
診断法確立である。
　まず始めに、「塗抹時」に不適正検体を減らす標本作製法を検討した。子宮頸部細胞診に導入された液状固
定液を内膜細胞診に導入し検討を実施した。方法は、641名の患者さんに直接塗抹法（Conventional cytology: 
CC）と液状検体法(Liquid-based cytology: LBC)を同時に行い、不適正検体率を比較した。結果は、CCが17.6％
でLBCが7.2％であり、LBCが1/2以下に不適正検体率を減らすことを報告した。
　次に、LBCの導入が不適正検体率を減らすだけでなく、正診率の向上につながるか否かを検討した。まず、
CCとLBCによる診断効率を、組織診が可能であった症例で比較検討した。その結果、感度・特異度・陽性的中
率・陰性的中率は、それぞれCCとLBCと共に差を認めなかった。特に、内膜細胞診で問題になっている偽陰性
率に関しては、12例の子宮内膜癌を別途抽出し、複数の細胞検査師士にブラインドで、CCとLBC法を用いて、
別々に診断する方法で行った。この検討においても、CCとLBCに偽陰性率において差を認めなかった。この2
つの検討から、LBC導入が正診率を向上させる結果には至らなかった。LBC法の導入が不適切検体率は減ら
すことができるが、診断効率を上げることができない原因の一つに、「検鏡時」の問題点がある。特に、正常内膜
と高分化で細胞異型の弱いGrade1の類内膜腺癌や子宮内膜増殖症との鑑別の困難さである。
　この、「検鏡時」の問題点を解決することを目的に、LBCを利用し免疫染色を加えた新しい子宮内膜細胞診
の判定法の開発を試みている。具体的には、これまでの検討から、内膜間質細胞に着眼している。そこで、我々
は、類内膜腺癌では腺癌細胞のみが増殖するため、採取される集塊は間質を含まない小さな腺細胞の集塊が多
く、対照的に正常内膜では間質細胞を含む大きな腺細胞が採取されるのではないかと仮説した。これを検証す
るために、内膜細胞診60検体に、パパニコロ染色と免疫染色（内膜間質のマーカーである抗CD10抗体を使用し
た。）を行った。結果は、腫瘍性群において間質細胞を伴う大きな細胞集塊が少ない傾向にあった。この免疫染
色法を用いれば、診断効率を向上させる可能性が示唆された。
　子宮内膜細胞診の精度向上には、これまでのCCによるパパニコロ染色から新たな展開を迎える必要があ
る。LBCの導入は、直接塗抹法における「塗抹時」の問題点を克服可能であることを証明した。しかし、「鏡検時」
の問題点の解決にまでは至らなかった。現在、免疫染色の導入した、新たな平易な診断法確立を試みている。
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黒川 哲司（くろかわ てつじ）

生年月日　昭和42年 8 月11日

【職　歴】
平成 5 年 4 月　福井医科大学医学部附属病院産科婦人科学教室入局

平成 7 年 7 月　福井県済生会病院産婦人科

平成10年 9 月　公立高島総合病院産婦人科

平成13年 7 月　福井医科大学医学部産科婦人科学助手

平成15年10月　福井大学医学部産科婦人科学助手

平成18年 4 月　米国MDアンダーソン癌センターに留学

平成20年 3 月　米国より帰国

平成20年 7 月　福井大学医学部附属病院産科婦人科講師

平成26年 4 月　福井大学医学部附属病院産科婦人科准教授　現在に至る

【学位・免許・資格】
平成 5 年 5 月　医師免許取得

平成10年10月　日本産科婦人科学会専門医取得

平成17年 3 月　医学博士号取得

平成20年 3 月　米国MDアンダーソン癌センター癌修練生修了証取得　

平成21年 4 月　日本臨床腫瘍学会暫定指導医取得

平成22年 5 月　日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医取得

平成24年12月　日本臨床細胞学会細胞診専門医取得

【学会活動】
平成25年 7 月　JOGRのAssociate Editor

平成26年 1 月　日本婦人科腫瘍学会代議員

【所属学会】
日本産科婦人科学　日本臨床細胞学会　日本婦人科腫瘍学会　日本癌治療学会

日本臨床腫瘍学会





ランチョンセミナー
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ランチョンセミナーⅠ� 第1日目　9月5日（土）　第2会場（安達太良I）　12:10�～�13:10

座長：岡村 州博（東北公済病院 院長）

「分娩監視中の母体心拍数パターン」

村田 雄二
（社会医療法人生長会	医学教育センター・周産期医学研究所	ベルランド総合病院	産婦人科）

　このケースの最悪のシナリオは児の娩出時に発覚する時である。例えば、分娩中は胎児心拍を連続監視して

おり、子宮口全開大近くに遅発一過性徐脈もしくは変動一過性徐脈が出現するため、一時、胎児の健康状態を

懸念するときもあるが、その後は消失、パターンは改善する。分娩第二期においては心拍数基線、心拍細変動も

共に正常、一過性頻脈が出現し、一過性徐脈は見られず、“reassuring”なパターンであると判断する。分娩進行

も順調で自然経過を観察して児の娩出に至る。しかし、娩出時の児には全く筋緊張はなく、反射も啼泣もない。

心拍は聴取できない。臍帯動脈血ガスの値は、娩出直前の心拍数パターンから想像もできないような重篤な混

合性アシドーシスを示し、懸命の蘇生手技にも反応しない。

　歴史的に、心拍数モニタリングの対象が分娩中の胎児中心から分娩開始前の胎児にも及んだために、非侵

襲的胎児心拍検出法として超音波が用いられるようになったが、モニター中に予期せず母体心拍が記録され

ることにしばしば気付かれるようになった。尤も児頭誘導胎児心電図を用いていた時にも起こらなかったこ

とではない。しかし、超音波を用いられるようになってからは、意識して観察するとかなりの頻度で見られて

いることは否めない。胎児心電図ではautomatic gain control system (AGC) が、超音波では autocorrelation 

system がこの事象に大きく関係していると思われている。

　分娩監視中の胎動、分娩進行に伴う児の下降、産婦の体動などで、胎児の心臓が超音波ビームの射的外にな

ることはよくある。心拍数記録には不連続な心拍の（通常は）低下や、強調された細変動で母体の心拍であると

気づくことが多い。また、胎児心拍が正常範囲内であれば、装置はやがて胎児心拍を探し当て、この記録が長く

続くことはなく、通常、大事に至ることは稀である。胎児心拍数が極端な徐脈や心拍停止の場合や産婦の頻脈

に加えて、怒責に伴って母体心拍が変動する場合、装置は母体心拍を記録し続けることがある。偶然が重なっ

て、後方視的に見直してもどの時点で対象が入れ替わったのかを特定することすら困難なことがある。臨床

的には、胎児心拍数と比べての母体心拍数の特徴や、怒責に伴う母体心拍数の生理的変化を知ることによっ

て、対象の入れ替わりを強く疑うことが大切であり、疑いがあれば鑑別はベッドサイドにおいて容易におこな

える。これらについて多くの報告があるので紹介したい。一部の分娩監視装置では、母体のパルスオキシメー

ターからの心拍数を併記する機能を備えているが、将来的にも母体心拍との入れ替わり発生時に警鐘を鳴ら

すシステムが一般的になることが望まれる。
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村田 雄二（むらた ゆうじ）

【職　歴】
昭和36年 3 月　大阪府立天王寺高等学校卒業
　　同年 4 月　大阪大学医学部医学進学課程入学
昭和38年 3 月　同　終了
　　同年 4 月　大阪大学医学部医学科入学
昭和42年 3 月　同　卒業
　　同年 4 月　大阪大学付属病院にて卒後研修開始
昭和43年 3 月　同　終了
　　同年 4 月　大阪大学医学部産科婦人科学教室入局
　　同年 9 月　第45回医師国家試験合格、医師免許証修得
昭和45年 9 月　Educational Council for Foreign Medical Graduate (ECFMG) 試験合格
昭和46年 8 月　 南カリフォルニア大学 (University of Southern California) 産婦人科学教室、周産期医学科

においてPostdoctoral Fellowship 開始
昭和49年 6 月　同　終了
同年49年 7 月　南カリフォルニア大学医学部産科婦人科教室 Assistant Professor 就任
昭和50年 6 月　米国連邦医師免許試験 (Federal Licensure Examination, FLEX)合格
　　同年 8 月　南カリフォルニア大学医学部産科婦人科教室周産期医学科にて臨床研修開始
昭和51年 4 月　カリフォルニア州医師免許試験合格 カリフォルニア州医師免許修得
昭和51年 8 月　南カリフォルニア大学医学部産科婦人科教室 周産期医学科、臨床研修終了
　　同年 9 月　 南カリフォルニア大学 - ロスアンジェルス郡立病院 (Los Angeles County - University of 

Southern California Medical Center) 産科臨床指導教官 (Attending Physician) 就任
昭和53年 6 月　 南カリフォルニア大学関連病院、Hollywood Presbyterian Hospital 産科臨床教授 (Clinical 

Professor, Obstetrics) 兼任
昭和53年10月　 カリフォルニア大学アーバイン校 (University of California, Irvine) 医学部 産科婦人科学

教室 Associate Professor就任、同大学病院周産期医学科臨床指導教官 及び、同大学関連病
院 St. Joseph Hospital周産期医学科 コンサルタント兼任

昭和55年 7 月　カリフォルニア大学 アーバイン校医学部放射線科 Associate Professor 兼任
昭和56年 1 月　カリフォルニア大学 アーバイン校医学部産婦人科、周産期医学科研究部副部長就任
　　同年12月　米国産婦人科専門医試験合格 (Specialty Board Certified)
昭和60年12月　米国周産期学専門医試験合格 (Subspecialty Board Certified)
昭和61年 7 月　カリフォルニア大学アーバイン校医学部産婦人科教授就任
平成 1 年　　　 カリフォルニア大学アーバイン校関連病院 Saddle Back Hospital 周産期科コンサルタン

ト兼任
平成 3 年 7 月　日本大学医学部客員教授就任
平成 4 年　　　 カリフォルニア大学アーバイン校関連病院Fountain Valley Regional Hospital 周産期科コ

ンサルタント兼任
平成 5 年 4 月　宮崎大学医学部客員教授就任

平成 6 年 7 月　 カリフォルニア大学アーバイン校関連病院Desert Hospital (Palm Springs, California) 周
産期科コンサルタント兼任

平成 8 年 3 月　カリフォルニア大学アーバイン校医学部産婦人科教授辞任
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平成 8 年 4 月　カリフォルニア大学アーバイン校医学部名誉教授
平成 8 年 4 月　大阪大学医学部産科学婦人科学教室教授就任
平成 9 年　　　日本産科婦人科学会認定医取得
平成12年 5 月　大阪大学医学部附属病院中央手術部部長就任
平成14年 4 月　同　辞任
　　同年同月　大阪大学医学部附属病院副院長就任
　　同年同月　大阪府医師会副会長就任
平成16年 3 月　大阪大学医学部附属病院副院長辞任
平成18年 3 月　大阪大学医学部定年退職
平成18年 3 月　大阪府医師会副会長辞任
平成18年 4 月  大阪大学名誉教授
平成18年 4 月　社会福祉法人石井記念愛染園　愛染橋病院院長就任
平成18年 5 月　大阪府医師会周産期システム再構築検討委員会委員長
平成18年10月　学校法人川崎学園川崎医科大学非常勤講師就任
平成18年11月　大阪府医療対策協議会産科・周産期医療専門分科会会長
平成21年 3 月　社会福祉法人石井記念愛染園　愛染橋病院辞任
平成21年 4 月　社会医療法人生長会医学教育センター長就任
　　　　　　　同ベルランド病院周産期医療研究所長兼任
平成21年 5 月　川﨑医療福祉大学客員教授就任
平成24年 4 月　米国ニューヨーク州ワイル・コーネル大学産婦人科客員教授

【資　格】
Diplomate, American Board of Obstetrics and Gynecology （産婦人科専門医）
Diplomate, Subspecialty certification in Maternal-Fetal Medicine（周産期医学専門医）
日本産科婦人科学会認定医
母体保護法指定医

【所属学会】
 1.　日本産婦人科学会（名誉会員）

 2.　日本周産期・新生児医学会　
 3.　日本未熟児新生児学会
 4.　日本母性衛生学会（理事）
 5.　日本産科婦人科ME学会
 6.　日本胎盤学会（理事）
 7.　日本妊娠高血圧学会（理事）
 8.　日本不妊学会
 9.　日本産科婦人科栄養・代謝研究会（顧問）
10.　近畿産科婦人科学会（名誉会員）
11.　大阪産婦人学会（名誉会員）
12.　American Institute of Ultrasound in Medicine
13.　American College of Obstetrics and Gynecology (Fellow, Diplomate)
14.　Association of Professors of Gynecology and Obstetrics
15.　California Perinatal Association
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16.　International Correspondence Society of Obstetricians and Gynecologists
17.　Los Angeles Obstetrics and Gynecology Society
18.　Orange County Obstetrics and Gynecology Society
19.　Society for Gynecologic Investigation
20.　Society of Perinatal Obstetricians
21.　World Association of Perinatal Medicine  (Past President)
22.　Asia-Oceania Federation of Obstetrics and Gynaecology (Past President)

【学術誌】
Editor-in-Chief Emeritus The Journal of Obstetrics and Gynaecology　Research 
Editorial Board Journal of Maternal and Fetal Medicine
  Journal of Perinatology
Reviewer American Journal of Obstetrics and Gynecology
  Hypertension of Pregnancy 
  Journal of Maternal and Fetal Medicine
  Journal of Perinatology
  Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
  International Journal of Obstetrics and Gynaecology

【医学博士】
昭和55年12月、大阪大学
学位論文：胎児心収縮期時相、特に前駆出期と胎児心機能に関する研究

【賞】
1985年　 Senior Obstetrics and Gynecology Resident Award for Outstanding Independent Effort and 

Availability　University of California、Irvine、 College of Medicine
1992年　Hispanic Center of Excellence, University of California, Irvine College of Medicine
1993年　Irvine Sister Cities Foundation
　　　　Outstanding Dedication in Promoting International Goodwill
1999年　The 17th Annual Richard A. Hayden Lectureship Professor University of California, Irvine
2001年　The American College of Obstetricians and Gynecologists, Distinguished Service Award
　　　　大阪府医師会「医学教育功労者」
2011年　Asia-Oceania Federation of Obstetrics and Gynaecology, Fellow
2013年　厚生労働大臣　産科医療功労賞
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ランチョンセミナーⅡ� 第1日目　9月5日（土）　第3会場（安達太良II）　12:10�～�13:10

座長：齋藤 滋（富山大学 医学薬学研究部産科婦人科学分野 教授）

「サイトメガロウイルス胎児感染のリスク因子、
画像と管理マニュアル」

山田 秀人
（神戸大学大学院	医学研究科	産科婦人科学分野	教授）

　本邦における先天性CMV感染の発生頻度は、濾紙尿を用いた新生児DNAスクリーニングの結果 0.31％で

あり、新生児300人に1人が先天性感染を起こし、1000人に1人が症候性感染児として出生していることが厚労

科学研究によって判明した。毎年1000人以上の乳幼児に神経学的障害が発生するとされる。これに対応して、

サイトメガロウイルス妊娠管理マニュアル「サイトメガロウイルス初感染が疑われる妊婦へのカウンセリン

グと対応指針」が、平成26年11月に策定された。

　CMV IgG陽性、IgM陽性が判明し、妊娠中の初感染が疑われる妊婦に対して以下のように説明し対応する。

① 妊娠中のCMV初感染の疑いがある。超音波断層法を行い、胎児・胎盤異常がないか調べる。超音波断層法で

異常が認められた場合、高次施設に紹介する。高次施設では、IgG avidity測定や羊水出生前診断について説明

を行う。超音波断層法によって、脳室拡大、小頭症、頭蓋内石灰化、腹水、肝腫大、胎児発育不全などの所見があ

れば、先天性感染が存在する確率は60％と高いので慎重に説明を行う。羊水検査によって先天性感染の有無が

高い精度で診断できる。

② 超音波断層法で異常が認められない場合：IgM陽性者の約7割は妊娠中の本当の初感染ではなく、

persistent IgMやキット感度などによる偽陽性である。IgG avidity測定（保険適用なし）を行い、低値（≦35 ～

45％ ; 測定時期による）であれば初感染の可能性が高い。仮に本当の初感染であっても6割は胎児に感染しな

いこと、そして現時点では胎児異常が認められないことをよく説明する。超音波断層法で異常が認められない

場合は、IgG avidity測定を行わずに経過を観察し出生児の精査・診断を行う選択肢もある。

　倫理委員会承認のもと、CMV IgM陽性妊婦における先天性感染発生の予測因子を同定するために、前方視

的研究を行った。2009年から5年間にIgM陽性で妊娠中に精査を行い、かつ、先天性感染診断のために児DNA 

PCR検査が実施された母児212組を対象とした。妊娠中の感冒様症状、胎児超音波異常所見、母体血CMV IgG・

IgM値、C7-HRP陽性、IgG avidity index (AI) 低値（<40％）、母体血・尿・頸管粘液DNA PCR陽性を検討項

目とし、ロジスティック回帰分析を用いたステップワイズ法により、先天性感染発生と関連する因子を同定し

た。単変量解析で、超音波異常、母体血IgM値、C7-HRP陽性、AI低値、母体尿PCR陽性、頸管粘液PCR陽性が有

意とされた。これら6因子の多変量解析によって、超音波異常（OR 27.7, 95% CI 4.1 - 187.8, p<0.001）、AI低値

（14.8, 2.7 - 81.3, p<0.01）、頸管粘液PCR陽性（5.8, 1.3 - 25.7, p<0.05）が独立した先天性感染の予測因子として選

択された。

　このCMV IgM陽性212妊婦の中で超音波異常所見は、先天性感染19人のうち9人に認められ、肝脾腫7人、脳

室拡大4人、腹水4人、FGR 4人、腸管高輝度3人、小頭症1人、脳内石灰化1人の内訳（重複あり）であった。一方、

非感染193人で指摘された異常所見は、FGR 5人、腹水1人、腸管高輝度1人であった。従って、CMV IgM陽性

妊婦に対する超音波断層法によって、胎児の肝脾腫や脳室拡大が認められた場合は、100％の確率で先天性感

染であった。
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山田 秀人（やまだ ひでと）

【略　歴】
1984年　　北海道大学医学部卒業

1989年　　北海道大学病院産婦人科助手

1989年　　米国ノースカロライナ州NIEHS分子遺伝部門Visiting Associate

1992年　　米国マサチューセッツ州ハーバード医学校生殖免疫部門文部省在外研究員

2000年　　北海道大学病院産婦人科講師

2003年　　北海道大学大学院医学研究科生殖発達医学講座　産科生殖医学分野准教授　

2009年～　神戸大学大学院医学研究科外科系講座　産科婦人科学分野教授　

2011年～　神戸大学医学部附属病院　周産母子センター長　

2014年～　同　副病院長　災害対策室長　臨床倫理委員会長　業務標準化委員会長

【受　賞】
1990年 日本産科婦人科学会学術奨励賞受賞

【主な所属学会】
日本産科婦人科学会（理事）、日本母性衛生学会（理事）、日本妊娠高血圧学会（理事）、

日本産科婦人科栄養・代謝研究会（理事）、日本生殖免疫学会（理事）、日本産婦人科感染症学会（理事）、

日本生殖医学会（評議員，生殖医療専門医），日本周産期新生児医学会（評議員）、

日本人類遺伝学会（臨床遺伝専門医）、日本先天異常学会（評議員）、日本絨毛性疾患研究会（世話人）、

日本母体胎児医学会（幹事）、新胎児医学研究会（幹事）など
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ランチョンセミナーⅢ� 第2日目　9月6日（日）　第2会場（安達太良I）　11:00 ～ 12:00

座長：櫻木 範明（北海道大学 医学部産婦人科 教授）

「専攻医・指導医のための産婦人科病理診断
子宮付属器腫瘍のマクロとミクロ」

片渕 秀隆
（熊本大学大学院	生命科学研究部	産科婦人科学）

　女性生殖臓器の重要な構成臓器である卵巣と卵管は、子宮の両側に対を成し、両者に由来する腫瘍は臨床的

に「子宮付属器腫瘍」と一括して呼ばれる。しかし、卵巣に発生する腫瘍は組織学的に多種多彩で、且つ良性、境

界悪性、悪性に分類され、他の臓器には類を見ない鑑別が求められる。一方、卵管に発生する腫瘍は卵巣に比

較して少ないが、卵巣腫瘍や卵管の非腫瘍性疾患との鑑別が、特に性成熟期女性において重要である。本セミ

ナーでは、卵巣と卵管の組織学的構築と腫瘍細胞の性格の観点から、臨床診断と治療に直結する子宮付属器腫

瘍のマクロとミクロを総括する。

　卵巣腫瘍の分類の難解さは、次の２つのことに因る。ひとつは、卵巣が他の婦人科臓器の様に上皮と間質と

いう単純な組織構築をとらず、表層上皮、白膜、皮質、髄質によって構成され、皮質には生殖臓器としての卵子、

内分泌臓器としての卵胞壁が存在し、それぞれから胚細胞腫瘍と性索間質性腫瘍が発生する。もうひとつは、

卵巣腫瘍の６割を占める上皮性腫瘍の由来が、卵巣を包む一層の細胞で卵巣全体の1％にも満たない卵巣表層

上皮とされ、これは腹腔内の諸臓器を被覆する体腔上皮由来の腹膜中皮と起源を同じくし、ミューラー管もこ

の体腔上皮から発生する。このことから、ミューラー管に由来する卵管、子宮体部、子宮頸部、腟の構成上皮の

それぞれに形態学的類似性を示す漿液性、類内膜と明細胞、粘液性、重層扁平上皮（移行上皮）の腫瘍が発生す

る。そして、各々の上皮の性格からマクロでは、単房性あるいは多房性で、漿液性、粘液性、血性の液体を容れ、

その結果としてサイズも異なってくる。性索間質性腫瘍では、性索である顆粒膜細胞あるいは精細管、間質で

ある莢膜細胞や線維芽細胞、ライデッヒ細胞のいずれか、または両者を模倣する細胞からなる腫瘍で、腫瘍細

胞の性格から性ステロイドを産生する。胚細胞腫瘍の８割は卵巣あるいは精巣に発生するが、その他に、卵黄

嚢から未分化性腺原基に遊走する過程で始原生殖細胞が脱落した部位、すなわち身体の正中部あるいは傍正

中部（尾仙部、後腹膜腔、縦隔、松果体など）にも発生する。胚細胞腫瘍は、胎児胚の分化段階から、未分化なディ

スジャーミノーマ、発生初期の胎芽性癌、未熟奇形腫、そして分化した成熟奇形腫、さらに胎児付属物である卵

黄嚢と胎盤に由来する卵黄嚢腫瘍と絨毛癌に大別される（Teilum G, 1965）。

　解剖学的に女性が男性と大きく異なる点のひとつが、卵管を経由して腹腔内と体外が連絡していることで

ある。この特徴によって精子と卵子が受精する生命発生の場になる一方で、炎症性疾患を惹起することにもな

り、卵管の腫大では、この炎症性疾患と腫瘍を鑑別することが重要となる。中でも卵管癌は、婦人科悪性腫瘍の

約1%と稀な腫瘍で、40歳～ 60歳代を好発年齢とする。その解剖学的位置や上皮・間質・平滑筋層の組織構築

から、卵巣癌に比べると不正性器出血や下腹部痛（時に疝痛）の出現頻度が高く、水様帯下は卵管癌に特徴的で

ある。肉眼的には、腸詰め様の腫大の中に充実性と嚢胞性が混在し、最近のトピックスとして卵管采のserous 

tubal intraepithelial carcinoma (STIC)が卵巣癌の起源のひとつであることが指摘されている。

　卵巣と卵管に発生する腫瘍の正しい理解のためには、発生学、組織学、解剖学の基礎知識を動員することが

正鵠を射ており、このことによって臨床上の正しい診断と適切な治療へと導かれることは論を俟たない。
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片渕 秀隆（かたぶち ひでたか）

【略　歴】
昭和57年 3 月　熊本大学医学部専門課程卒業（医師免許登録第265658号）
昭和57年 6 月　熊本大学医学部附属病院産科婦人科，研修医　
昭和63年 3 月　熊本大学大学院医学研究科博士課程（第2病理学教室）
平成元年12月  熊本大学医学部附属病院産科婦人科，助手
平成 5 年 7 月　米国Johns Hopkins大学医学部病理学（R.J. Kurman教授），研究員
平成 9 年 1 月　熊本大学医学部産科婦人科学講座，講師
平成15年 3 月　熊本大学医学部産科婦人科学講座，助教授
平成16年 9 月　熊本大学大学院医学薬学研究部婦人科学分野，教授
平成22年10月　（改組）熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野，教授
現在　　　　　熊本大学医学部附属病院副病院長，熊本大学医学部附属病院成育医療部門長，
　　　　　　　熊本大学医学部附属病院地域医療連携センター長，熊本県「私のカルテ」がん連携
　　　　　　　センター長，愛媛大学・大分大学・長崎大学，非常勤講師

【受賞歴】
熊本大学医学部産科婦人科学教室同窓会平成6年度，平成15年度学術奨励賞
日本臨床電子顕微鏡学会平成11年度奨励賞，平成16年度論文賞
平成24年度熊本大学医療活動表彰（「私のカルテ」がん連携事業）
平成26年度熊本大学医療活動表彰（クリニカルパス推進事業）

【所属学会・研究会】
日本産科婦人科学会（代議員），日本癌学会（評議員），日本癌治療学会（理事），
日本婦人科腫瘍学会（常務理事），婦人科悪性腫瘍化学療法研究機構（理事），
日本婦人科がん検診学会（副理事長），日本産婦人科手術学会（理事），日本臨床分子形態学会（常務理事），
日本婦人科病理学会（理事），日本胎盤学会（常務理事），日本生殖免疫学会（理事），
日本妊娠高血圧学会（理事），日本エンドメトリオーシス学会（世話人），
日本婦人科分子標的研究会（世話人），日本絨毛性疾患研究会（世話人），JSAWI（世話人），
日本産婦人科栄養・代謝研究会（理事），日本ソフロロジー研究会（理事），他
AACR，ASCO，AOGIN，ESGO，IFPA，IGCS，ISGO，JHMSA (member)

【Editorial Board】
Current Obstetrics and Gynecology Reports (Section Editor), International Cancer Conference 
Journal (Editor), International Journal of Clinical Oncology, Journal of Experimental and 
Clinical Cancer Research Journal of Ovarian Research, Medical Molecular Morphology,
Reproductive Biology and Endocrinology, Trophoblastic Research

【免　許】
日本産科婦人科学会専門医（第820273-N- 8702号）
死体解剖資格認定（第5406号），
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医（第070061号）
日本がん治療認定医機構がん治療認定医（第07180010号）
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ランチョンセミナーⅣ� 第2日目　9月6日（日）　第3会場（安達太良II）　11:00 ～ 12:00

座長：千石 一雄（旭川医科大学 産婦人科学講座 教授）

「がん、HRT、そして妊娠〜妊孕能のCold�Sleep 〜」

村上 節
（滋賀医科大学	産科学婦人科学講座	教授）

　1978年に英国で体外受精胚移植（in vitro fertilization and embryo transfer：IVF-ET）による児が誕生した

のを皮切りに、生殖医療という新しい時代の幕が開けた。その後の生殖医療の発展は著しく、すでにわが国だ

けでも、IVF-ETによる累積の出生数は、2012年には34万人を超え、27人に1人がIVF-ET児とされる。また、

近年では精子がひとつあれば行える顕微授精法が広く普及するとともに、胚や配偶子の凍結技術も向上し、出

生児のおよそ7割が凍結受精卵による治療によるものというのもわが国の特徴と言われている。

　一方、医学の進歩は生殖医療に限らず、血液のがんや乳癌など若年がんの治療成績の向上をもたらした。か

つては救命することも困難であった若年がん患者の長期生存が現実のものとなったことから、最近では抗が

ん剤や放射線治療による副障害としての性腺機能の低下、ひいては将来の妊孕性の問題がクローズアップさ

れ始めた。

　こうしたがんサバイバーのQOLへの関心と生殖医療技術の著明な進歩を背景として、若年がん患者の妊孕

能のタイムスリップ治療が現実のものとなってきている。すなわち、患者自身がすでに夫婦の関係を築いてい

れば、がん治療前の受精卵凍結を図ることが可能であり、この場合には現在われわれが用いている通常の体外

受精胚移植による受精卵の凍結技術で十分に対応できる。しかしながら、患者が小児期のがんであったり、あ

るいは独身であったりした場合には、がん治療前の配偶子の凍結が必要となってくる。精子の凍結に関して

は、従来より男性不妊症の場合などで実施されており、手技も比較的容易であるが、細胞が大きい卵子の凍結

は、近年少しずつ成績は向上しつつあるものの、未だ技術的には困難であるのが実状である。

　ところで、以上の胚、配偶子を凍結保存する方法は、がんサバイバーの妊娠成立に貢献するものではあるが、

残念ながら患者自身にとっての性腺機能を温存するものではない。この点において、精巣凍結や卵巣凍結は患

者のQOLを向上維持するためにも極めて重要な方法と考えられる。精巣の凍結保存は、いまだ実用化されてい

るとはいえないが、卵巣凍結はすでに世界で40例の出産例が報告されており、わが国でも対応している施設が

増えつつある。滋賀医科大学では、関西圏において他に先駆けて、平成25 年より卵巣凍結による妊孕能温存の

臨床研究を開始しており、その現状を紹介したい。
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村上 節（むらかみ たかし）

【略　歴】
1986年　　　　   東北大学医学部卒業

1986 ～ 1989年　 岩手県立花巻厚生病院産婦人科

1989 ～ 1993年　 東北大学医学部附属病院産婦人科（医員）

1993 ～ 1993年　 仙台市立病院産婦人科

1994 ～ 1996年　 岩手県立宮古病院産婦人科科長

1996 ～ 1999年　 東北大学医学部産婦人科（助手）

1999 ～ 2001年　 東北大学医学部産婦人科（講師）

2001 ～ 2008年　 東北大学大学院医学系研究科助教授（2007年から准教授）

2008年～現在　   滋賀医科大学産科学婦人科学講座教授

【主な学会】
日本産科婦人科学会　理事

日本産科婦人科内視鏡学会　理事

日本エンドメトリオーシス学会　理事

日本生殖内分泌学会　理事

日本卵子学会　理事

日本受精着床学会　理事

日本IVF学会　理事

【専門医等】
日本産科婦人科学会専門医

日本生殖医学会生殖医療指導医

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

日本内視鏡外科学会技術認定医（産婦人科）

【賞　罰】
2002年　第42回日本産科婦人科内視鏡学会　学会賞・ビデオ部門

2006年　米国婦人科内視鏡学会（AAGL）Golden hysteroscope award 2nd place





指 導 医 講 習 会
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指導医講習会� 第1日目　9月5日（土）　第1会場（吾妻I・II）　13:30�～�15:00

座長：本田 任（福島県産婦人科医会 会長）

「ジャーナリストからみた医療安全の考え方
　〜多くの人命を救うすばらしい仕事として〜」

隈本 邦彦
（江戸川大学	メディアコミュニケーション学部教授（元NHK記者））

　医療安全対策に対して、医療者の中には“ルール遵守を徹底するなどの地味で守りの仕事”というイメージ

を持っている人も多く、日頃行っているヒヤリハット報告についても「義務だから」「しかたなく」やっている

という人もいると考えられる。

しかし実は医療安全対策というのは、多くの人命を救う可能性のある有意義で効果的な「医療行為」なのであ

る。

　講演では、まず1977年にスペイン領カナリア諸島で起きた史上最悪の航空機事故を例に、徹底した事故原因

分析による再発防止策発見の重要性、またインシデント報告がいかに重要であるかについて述べる。

　また医療安全対策がもたらす恩恵の重大性から考えて、本来であれば国が率先してヒト・モノ・カネをつ

ぎ込んでいくべき対象であることも示す。

　ただこうした医療安全の重要性が、社会全体、国全体の合意事項になっていない理由を考えると、ひとつは

確かに政治や社会の側の無理解であるが、もうひとつの大きな理由として、我が国の医療界に必ずしも“正直

文化”が根付いていないこともあると考える。またこれまで発生した医療事故に対して、何が起きたのか⇒誰

が起こしたのか⇒処罰・処分⇒一件落着といった“責任指向”の対応がとられることが多く、本来あるべき何

が起きたのか⇒何が原因か⇒どうすれば防げたのか⇒再発防止策の共有といった“原因指向”の対策が必ずし

もとられてこなかったことも大きな問題である。

　これから始まる医療事故報告制度についても、そうした“原因指向”の対応と効果的な再発防止策の提示が

できるかどうかが大きな課題である。
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隈本 邦彦（くまもと くにひこ）

【職　歴】
1980年　上智大学理工学部卒業

　　　　NHK（日本放送協会）に記者として入局

　　　　報道局特報部、社会部（厚生省担当）、科学文化部（医療担当）等で

　　　　記者、デスクを経験

2005年　北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユニット特任教授

2008年　江戸川大学メディアコミュニケーション学部教授

　　　　東京大学大学院、名古屋大学大学院客員教授（兼任）

主な制作番組　プライム10「あなたは生命を選べますか～ここまできた胎児診断」

　　　　　　　NHKスペシャル「院内感染～脅威の細菌MRSAを追う～」

　　　　　　　NHKスペシャル「カルテは誰のものか～開かれた医療への模索」

　　　　　　　NHKスペシャル「新薬はこうしてテストされる～臨床試験の舞台裏」

　　　　　　　NHKスペシャル「アトピー性皮膚炎と闘う～世界の治療最前線」

【受賞歴】
科学技術映像祭　　　科学技術庁長官賞

高柳財団高柳賞　　　科学番組賞

科学技術社会論学会　柿内賢信記念賞

災害情報学会　　　　廣井賞

【主な所属学会】
科学技術社会論学会

災害情報学会

【その他】
厚生労働省「脳死下での臓器提供事例に係る検証会議」委員

産科医療補償制度　原因分析委員会委員

産科医療補償制度　再発防止委員会委員

「千葉県がんセンター腹腔鏡下手術に係る第三者検証委員会」委員

医薬品医療機器レギュラトリーサイエンス財団評議員





一　般　演　題
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1.�卵巣漿液性境界悪性腫瘍の進行症例の治療経験
○岡元 一平、竹下 奨、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 婦人科

【目的】卵巣漿液性境界腫瘍は近年増加傾向で40%が40歳未満の若年者に発症し92%がⅠ期症例であり保存的
な治療がなされることが多い。一般的には予後良好と考えられているが、転移巣を有する進行例も存在し再発
/死亡に至る症例も存在する。系統的なリンパ節廓清は不要、進行症例に対しても妊孕能を温存した保存的な
手術の適応が可能など治療の方向性は示されているが、化学療法の適応などまだ確立していない問題も多い
と考える。当科で経験した症例について考察を含めて報告する。【方法】2011年から2014年の間に当院で治療を
開始した卵巣漿液性境界悪性腫瘍5例(Ⅱc期1例、Ⅲ期4例、年齢26-47歳)について臨床経過および病理学的所見
について検討した。【結果】全例が両側性でかつ外向発育性の腫瘍で腹水細胞診が陽性であった。3例には妊孕
性を温存する保存的な術式が適応されていた。病理学的な所見では腹膜播種との関連が示唆されている微小
乳頭状構造を3例、予後との関連が示唆される浸潤性implant病変を3例が有していた。2例に後腹膜リンパ節
転移を認めた。予後についての検討では、2例が温存卵巣（34ヵ月）/ 腹腔内（36ヵ月）に再発を認めたが、全例
が生存している（観察期間13-50ヵ月）。5例全例にCBDCAを中心とした化学療法が施行されていたが、評価病
変を有する2症例での検討ではいずれも効果はNCの範疇であった。【結語】観察期間は短いが死亡例はなくや
はり漿液性腺癌とは分けて治療戦略や予後を考える必要がある。積極的に化学療法を適応する意義は明らか
ではなかった。

2.�急激に進行し経過不良であった再発粘液性境界悪性卵巣腫瘍の一例
○小川 俊史、郷久 晴朗、岩崎 雅宏、田中 綾一、寺本 瑞絵、竹浪 奈穂子、伊坂 五沙、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科

症例。58歳女性。3経妊3経産。2014年1月頃より腹部膨満感、便通異常を認めていた。6月に黒色便を大量
に排泄した後、眼前暗黒感を認め、血性腹水によるプレショック状態で前医入院となる。中等度貧血、そして
CEA・CA19-9など腫瘍マーカーの高値であり、悪性腫瘍の精査目的に当院内科に入院となる。造影CTより婦
人科腫瘍が疑わしいとのことで当科紹介。既往歴は38歳時に子宮筋腫に対して腹式子宮全摘出術施行されて
いる。初診時採血にて、炎症反応高値、中等度貧血、CA19-9の著明な上昇を認めた。造影CTにて右卵巣腫瘍破
裂が疑われ、当科転科後緊急手術（両側付属器切除術+大網部分切除術）実施。術後病理検査にて右卵巣は粘液
性境界悪性腫瘍の内頚管様で、インプラントや残存病変は認めず、腹水細胞診も陰性であった。pT1c(a)NxM0 
stageⅠC(A)との診断であり、その後は追加治療を行わず経過観察とした。しかし、退院して5 ヵ月後、右側腹部
痛を訴え受診。造影CTにて肝転移、多発腹膜播種、多量胸腹水を認めた。TC療法計2コース（内１コースはベ
バシズマブ上乗せ）行うも増悪し、治療開始後約１ヶ月で永眠された。粘液性境界悪性卵巣腫瘍の多くはⅠ期
で発見され手術による根治療法が可能なため予後は良好といわれている。しかし、今回、腹膜インプラントや
残存病変を認めなかったのにも関わらず術後再発し、再発腫瘍に対して化学療法効果なく、経過不良となった
一例について報告する。
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4.�腫瘍マーカー陰性の附属器悪性腫瘍に対しMRI拡散強調画像が診断に
有用であった3例

○高橋 和江、木藤 正彦、牧野 健一、加藤 彩、佐藤 敏治、清水 大、佐藤 直樹、寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科

 MRI拡散強調画像（DWI）は水分子の拡散現象を物理量で表して画像化する方法で、悪性腫瘍では正常組織に
比べて細胞密度が高いため水分子の拡散が抑制され、高信号を呈する。現在、DWIは躯幹部にも応用されてお
り、産婦人科領域でも活用されてきている。当院でも腫瘍マーカーが陰性であり、術前に悪性かどうかの判別
にDWIが有用であった症例を経験したので文献学的考察を加え報告する。【症例1】69歳、3G2P。閉経48歳。頻
尿を主訴に受診し、腹部超音波検査にて骨盤内腫瘍を指摘。CA125 25.6U/ml。MRIT2強調画像（T2WI）では
壁に不整な肥厚を認める10㎝大の2房性の腫瘍を認めた。DWIでは壁の肥厚部が高信号。TAH+BSO+pOMT
施行し、右卵巣漿液性腺癌の診断。術後TC療法6クール施行。【症例2】53歳、1G1P。内膜症既往。右下腹痛で受
診し、骨盤内腫瘍を指摘。CA125 24.7U/ml、CA19-9 26.6U/ml。T2WIでは乳頭状に増殖する充実部を伴う10
㎝大の腫瘍を認めた。DWIでは充実部は高信号。卵巣癌根治術施行し、右卵巣明細胞腺癌の診断。術後CPT-P6
クール施行。【症例3】71歳、1G1P。閉経50歳。右股関節痛にて整形外科受診。精査にて右恥骨腫瘍とともに4㎝
大の右附属器腫瘍を指摘。CA125 15.9U/ml、CA19-9 15.2U/ml。DWIでは恥骨腫瘍および右附属器腫瘍が高
信号。TAH+BSO+pOMT施行し、右卵管漿液性腺癌、恥骨転移の診断。恥骨転移に対して放射線療法、原疾患
に対してはTC療法6クール施行。

3.�卵巣ブレンナー腫瘍の3例
○重藤 龍比古、水沼 槙人、小林 麻美、山内 愛紗、三浦 理絵、二神 真行、横山 良仁、水沼 英樹
弘前大学 産婦人科

【緒言】卵巣ブレンナー腫瘍は表層上皮性・間質性腫瘍に分類される腫瘍であり、卵巣腫瘍全体の2 ～ 3%を占
める。大部分が良性腫瘍であり、境界悪性あるいは悪性ブレンナー腫瘍はきわめて稀とされている。今回我々
は境界悪性2例と悪性1例の卵巣ブレンナー腫瘍を経験したので報告する。【症例1】66歳、5経妊3経産。下腹部
腫瘤感を主訴に近医を受診し当院へ紹介。多嚢胞性の卵巣腫瘍で隔壁に一部造影効果を認めていた。腫瘍マー
カーの上昇はなし。手術予定としていたが、茎捻転を起こしたため緊急手術を施行。術後の病理診で境界悪
性ブレンナー腫瘍の診断となった。【症例2】62歳、1経妊1経産。腹痛を主訴に近医を受診。子宮筋腫と卵巣腫
瘍が疑われ当院へ紹介。卵巣腫瘍は不均一に造影される充実性部分を有する多房性腫瘍。CA19-9が1425U/
ml、CEAが76.8ng/mlと高値であった。卵巣癌基本手術を施行。術後の病理診は境界悪性ブレンナー腫瘍で
あった。【症例3】64歳、3経妊2経産。腹部膨満感を主訴に近医を受診。多量の腹水と卵巣腫瘍を認め当院へ紹
介。CA125が5083U/mlと高値であり、腹水細胞診はclassⅤでserous adenocarcinoma疑い。CTで肥厚した隔
壁と充実成分を伴う多嚢胞性卵巣腫瘍と癌性腹膜炎を確認。深部静脈血栓症も認めた。NACとしてTC療法を
3コース施行。腫瘍は縮小し腹水も減少したがCA125は低下しなかった。卵巣癌基本手術を施行したが、大網左
側の腫瘍は摘出できずsuboptimal surgeryとなった。病理組織診は悪性ブレンナー腫瘍、ypT3cNxM0。術後
TC療法再開するも効果なく、術後約1 ヶ月で死亡となった。【結語】卵巣ブレンナー腫瘍の3例を経験した。術前
の画像所見等の共通点などを含め報告する。
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6.�骨盤内の放射線治療歴を有する卵巣癌患者へのベバシズマブの投与の
安全性の検討

○中陳 哲也、山口 正博、細川 亜美、野﨑 綾子、勘野 真紀、野村 英司
王子総合病院 産婦人科

【背景】卵巣癌に対するベバシズマブ投与の第三相試験では腹腔・骨盤内を含む放射線治療歴のある患者は対
象から除外されていたため、放射線治療歴のある患者ではベバシズマブの投与の安全性は確立しておらず、投
与を回避している施設が大多数であると思われる。しかし、当院では以前より再発卵巣癌に対して積極的に放
射線治療を行い良好な成績を挙げており、ベバシズマブの併用によりさらに腫瘍制御率の向上を図ることを
目的として、有害事象に関する十分な情報提供を行った上で放射線治療歴のある患者にベバシズマブの投与
を行っている。【方法】当科でのベバシズマブの使用経験を解析し、効果と有害事象について検討する。 【結果】
当院では現在まで13名の再発卵巣癌患者にベバシズマブを投与した。放射線治療歴のある患者（A群）は6名、
放射線治療歴のない患者（B群）が7名であった。開始時年齢の中央値はA群 49歳（39 ～ 75）、B群　62歳（42 ～
73）であった。前治療歴の中央値はA群1.5レジメン（1 ～ 3）、B群1レジメン（0 ～ 1）でtreatment free interval
の中央値はA群3 ヶ月（0 ～ 11）　B群2 ヶ月（0 ～ 192）であった。ベバシズマブの投与回数中央値はA群4.5コー
ス（3 ～ 8）、B群6コース（2 ～ 16）であった。併用化学療法はTC療法6例、GD療法3例、CPT/P療法3例、GC療
法1例であった。最良効果判定はA群でPR3例、SD3例、B群でPR1例、SD4例、PD1例であった。両群とも消化
管穿孔の発生は認めなかった。【考察】現在のところ放射線治療歴のある患者に対するベバシズマブの投与は
安全に施行できてはいるものの、今後も長期的な安全性の評価が必要と考えられる。

5.�再発・進行卵巣癌に対するベバシズマブ併用化学療法の有害事象に
関する検討

○水柿 祐子、田中 綾一、山下 芙貴子、今 沙織、鈴木 美和、寺本 瑞絵、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科教室

【目的】卵巣・卵管・腹膜癌に対する治療戦略として化学療法と併用したベバシズマブ投与が国内で承認され
注目を集める一方で、本邦におけるベバシズマブの有効性と安全性に関しては不明瞭な部分も残る。今回、当
科においてベバシズマブと化学療法との併用療法が行われた症例について有害事象を中心に報告する。【方
法】2013年12月から2015年5月に当科にてベバシズマブ併用化学療法を行った8症例を対象とし、臨床病理学因
子、治療効果および有害事象等について検討した。【結果】対象の年齢中央値は60歳（53 ～ 69歳）、再発卵巣癌3
例、卵巣癌の初回治療4例、腹膜癌の初回治療1例、卵巣癌の組織型は漿液性腺癌5例、類内膜腺癌1例、粘液性腺
癌1例であった。ベバシズマブ投与回数は中央値4コース（1 ～ 13コース）であった、有害事象としては、消化管
出血、イレウス、G3の好中球減少、高血圧の増悪などがみられた。有害事象により使用中止となった症例は2例
であった。【結論】現在のところ消化管穿孔などの重篤な有害事象は生じておらず、適格症例を検討しつつ使用
することは可能と考えられた。卵巣癌や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、安全性に関するさらなる症例の蓄積が必要である。
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8.�再発卵巣癌に対して長期間のBevacizumab投与を行った1例
○櫻井 愛美、加藤 達矢、嶋田 知紗、斎藤 良玄、福本 俊、古田 裕、渡利 英道、櫻木 範明
北海道大学 産婦人科

〔背景〕Bevacizumab(Bev)はGOG0218試験などの結果をもとに、本邦でも卵巣癌に対して使用が可能とな
り、その使用が拡大しつつある。適正使用ガイドには初回治療例において化学療法との併用5サイクル＋ア
ジュバント16サイクルとして最大21サイクルまでの投与が推奨されている。我々は再発卵巣癌を対象とした
GOG0213試験にエントリーし、長期間のBevの投与を行い重篤な合併症の出現を認めた症例を経験したので
報告する。〔症例〕患者は62歳女性、肝腫瘍の生検より卵巣癌Ⅳ期と診断された。TC療法による術前化学療法
7コース後、肝臓S6部分切除術＋脾臓摘出術＋腹膜、腸間膜、横隔膜部分切除術を含む腫瘍減量手術を施行し、
TC療法を3コース追加し経過観察とした。初回手術より2年2か月後に腹部リンパ節転移、肝転移再発を認め、
再発治療としてGOG0213試験にエントリーし、プロトコール治療としてTC＋Bevの投与を8コース施行し、標
的病変の縮小を認めた。プロトコールに従いBevの投与を継続したが、38コース投与後に胸苦感の訴えと尿蛋
白を認めプロトコール治療を終了して経過観察となった。Bev最終投与6週間後に胸部絞扼感が出現し当院
循環器科受診、右冠動脈中位部に高度狭窄病変（99%狭窄）を認めステント留置となった。Bev最終投与後より
2年2か月経過時点にて再発を認めていない。〔まとめ〕再発卵巣癌に対して、化学療法＋Bevによる寛解導入後
のBev単剤維持療法の継続期間については明確な規定はないが、有害事象発現に関する注意深い観察によっ
て適切な対応をすることで、長期生存に寄与する可能性があると考えられる。

7.� 3レジメン以上の前治療歴のある再発卵巣がん症例にBevacizumabを
投与した3例

○永沢 崇幸 1、千田 英之 1、高取 恵理子 1、庄子 忠宏 1、杉山 徹 1、齋藤 達憲 2、小原 剛 2、
細谷地 昭 2

1岩手医科大学 産婦人科、 2県立宮古病院 産婦人科

再発卵巣がんに対する化学療法の限界が懸念されているが、そのような中、婦人科がんの領域において初めて
の分子標的薬剤であるBevacizumabが2013年11月に卵巣がんに適応追加が認められ、治療成績の向上に大き
な期待が寄せられている。海外の臨床試験では、進行がんの初回治療としてGOG0218、プラチナ製剤感受性再
発卵巣がんでOCEANS試験、プラチナ製剤抵抗性再発卵巣がんではAURELIA試験が行われ、主要評価項目で
あるPFS（中央値）はそれぞれ13.6 ヵ月、12.4 ヵ月、6.7 ヵ月、ハザード比でそれぞれ0.717、0.48、0.48と有意
に延長することが確認された。このような背景から、Bevacizumabは初回および再発卵巣がんの標準療法の1
つとして位置づけられるようになった。しかし、特徴的な有害事象として消化管穿孔・創傷治癒遅延・腫瘍関
連出血・肺出血（喀血）・血栓塞栓症・高血圧・蛋白尿などが報告されている。特に消化管穿孔は、腹腔内に標
的病変を有することの多い再発例において憂慮すべき有害事象である。「アバスチン卵巣癌適正使用ガイドラ
イン」では、3レジメン以上の化学療法前治療歴のある患者は消化管穿孔のリスクが高いため、慎重投与と記
されている。しかし、日本における再発卵巣がんに対するBevacizumabの使用経験は未だ少なく、消化管穿孔
と前治療歴との関連性は明確であるとは言い難い。今回、我々が経験した「3レジメン以上の前治療歴のある再
発卵巣がん症例にBevacizumabを投与した3例」について、若干の文献的考察を加えて報告する。
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10.� 再発卵巣癌の予後因子についての検討
○金川 明功、嶋田 知沙、福本 俊、金野 陽輔、加藤 達矢、保坂 昌芳、渡利 英道、櫻木 範明
北海道大学病院 婦人科

【目的】再発卵巣癌患者の治療内容、成績および予後因子について後方視的に検討する。【方法】2000年から2012
年に当科で治療した卵巣癌患者のうち、初回治療終了時点で病変なしと診断された後に再発した52例を対象
とした。予後因子解析は、Cox比例ハザードモデルを用いて行い、生存割合の解析にはKaplan-Meier法および
log-rank testを用いた。P<0.05を有意差ありとした。【結果】年齢の中央値は56歳（31 ～ 73歳）、観察期間の中
央値は61か月（9 ～ 174か月）であった。進行期はⅠ/Ⅱ期が8例、Ⅲ/Ⅳ期が44例、組織型は漿液性腺癌が37例、明
細胞腺癌が11例、類内膜腺癌が3例、粘液性腺癌が1例であった。初回治療は腫瘍減量手術およびプラチナを含
む化学療法を6-8コース施行した。14例に維持療法としてタキサン/プラチナ併用療法の周期的投与またはタ
キサン単剤を12か月投与した。13例に腫瘍摘出手術、10例に局所放射線照射を施行した。全生存割合は5年：
62.3%、再発後生存割合は5年：41.0%であった。再発後生存に関する予後因子解析の結果、手術・放射線治療
を行うことが独立した予後良好因子(p=0.007)であった。【結論】再発卵巣癌の治療においては、化学療法に加え
て、無治療期間や適応を慎重に考慮したうえで再発腫瘍摘出や放射線治療などの局所治療を行うことが長期
生存に寄与しうると考えられた。

9.�ベバシズマブ併用療法が奏功している再発卵巣明細胞腺癌の２例
○能代 究、能代 知美、田中 理恵子、青柳 有紀子、米原 利栄、東 正樹、山口 辰美
釧路赤十字病院 産婦人科

【諸言】卵巣明細胞腺癌は化学療法抵抗性の腫瘍であり、再発の場合には特に有効な治療法が確立されておら
ず予後不良である。【症例】症例①58歳、2経産　既往歴・家族歴：特記事項なし下腹部腫瘤感を主訴に受診し、
卵巣癌の診断にてATH+BSO+OMT+LNDを施行した。病理は明細胞腺癌であり、大網への顕微鏡的播種を認
め臨床進行期はⅢa期（pT3aN0M0）であった。術後TC療法を6コース施行し経過観察となったが、1年半後の
検診時に腫瘍マーカーの上昇を認め、再発の診断でTC療法を再開した。一時的に腫瘍マーカーは正常化した
が治療終了6か月後、肝および左鎖骨上窩リンパ節転移を認め、weeky PTX+BEV併用療法を開始した。PR
を得られており、6コース施行後、BEV単剤治療継続中である。症例②56歳、未経産　既往歴：49歳時VTH

（子宮筋腫にて）便秘、腹満感を自覚し前医を受診し卵巣腫瘍を指摘され精査・加療目的に当科受診した。腹式
両側付属器切除術を施行し、病理結果は卵巣明細胞腺癌であった。生検した腹膜への転移も認め、術後TC療法
を２コース施行後に、LND+OMTを施行した。腸間膜に直径10mm程度の肉眼的腫瘍を認め、臨床進行期は
Ⅲb期（pT3N0M0）であった。腹腔内に残存腫瘍を認めTC療法不応例と考え、術後CPT-CDDP療法を6コース
施行した。治療終了5か月後に腹水貯留と腫瘍マーカー上昇、画像検査で腹膜播種を認め卵巣癌再発の診断で、
Doxil+GEM+BEV併用療法を開始した。薬疹出現の為、Doxilは中止しGEM+BEV療法に切り替えたが、PR
を得られており治療継続中である。【結語】再発明細胞腺癌に対して、化学療法にbevacizumabの併用が有効で
ある可能性が示唆された。
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12.� Carbonyl�Reductase1による腫瘍壊死因子受容体を介した
抗腫瘍効果の機序の検討

○重藤 龍比古、小林 麻美、水沼 槇人、大澤 有姫、横山 良仁、水沼 英樹
弘前大学 医学部産科婦人科学講座

【目的】我々は以前、核内受容体PPARαのリガンドであるクロフィブリン酸が、Carbonyl reductase1(CR1)の
誘導を介して腫瘍細胞の増殖を抑制することを証明した。本研究ではCR1発現細胞による腫瘍細胞の抑制が
腫瘍壊死因子受容体(TNFR)を介した反応である可能性に注目し、その機序を検討した。【方法】ヒト卵巣癌細
胞株であるOVCAR-3(漿液性腺癌)とTOV21G(明細胞腺癌)にCR1のcDNAを導入し、皮下腫瘍を作製し、コン
トロール群との腫瘍径を比較。OVCAR-3は移植3週間後、TOV21Gは4週間後に腫瘍を摘出し、免疫組織学的
にTNFR1、TNFR2の発現の違いを検証した。また、それぞれの受容体を介した反応のうち、アポトーシスを
引き起こす経路に関与するcaspase8、caspase-3や、抗アポトーシスに関与すると考えられるNF-κB、c-jun
についても、その発現量の違いを検討した。【成績】OVCAR-3では細胞移植後9日目以降でCR1導入群とコント
ロール群の腫瘍径に有意な差を認め、移植3週間後にはCR1導入群で明らかに腫瘍径、腫瘍重量が小さかった。
TOV21Gでも同様に細胞移植後14日目以降でCR1導入群とコントロール群の腫瘍径に有意な差を認めた。免
疫染色ではTNFR1、2については両者で明らかな違いを認めなかったが、caspase8、caspase-3はCR群で発
現が強く、一方NF-κB、c-junはコントロール群のほうで強く発現していた。Western blottingにおいても同
様の結果を示した。【結論】CR1はTNFRを介した反応のうち、TNFR1の活性化によるcaspaseが関与する経路
でアポトーシスを誘導している可能性が示唆された。一方コントロール群では炎症や抗アポトーシス効果が
強く働いていると考えられた。

11.� 進行卵巣癌治療における完全腫瘍減量手術達成後の再発症例の検討
○山崎 博之、岡元 一平、竹下 奨、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 婦人科

【目的】進行卵巣癌の予後改善に完全腫瘍減量手術(CCS)が重要である。当科では消化管合併切除なども含めた
術式で完全切除の達成を目指しているが、初回手術では横隔膜や脾臓など上腹部臓器の合併切除は行ってい
ない。CCS達成後の再発症例からCCSの意義について検討する。【対象・方法】2009年から2013年に治療を開
始した進行卵巣癌116症例(Ⅱc期19例、Ⅲ期72例、Ⅳ期25例)の内、CCSを達成できた95例(82% )を対象として再
発形態や再発後治療などについて検討した。【結果】45例(47% )が再発し、治療開始から再発までの期間は平均
18.6 ヵ月(2-46 ヵ月)であった。再発部位は上腹部(肝/横隔膜/脾等)25例、術野内(腹腔内/骨盤内)15例、胸部(肺/
鎖骨上リンパ節等)11例であった。再発の45例に対して5例に追加手術、28例に化学療法が適応されていた。早
期再発例は術野内再発が多く化学療法が奏功せず予後不良である傾向にあったが、上腹部再発例は化学療法
が奏効し比較的良好な予後を得られる傾向にあった。【結論】術後比較的早期に上腹部に再発した症例も認め
たが、QOLは保たれており化学療法が奏効する症例が多い傾向にあった。上腹部に病変のある症例に対して
上腹部臓器の合併切除を行うか否かは、予後の改善、手術完遂度、周術期合併症等も考慮して慎重に対応すべ
きと考えられる。
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14.� 卵巣癌におけるWilms’tumor�1�(WT1)遺伝子の発現と
臨床的特徴との関連

○太田 剛 1、山内 敬子 2、杉山 晶子 1、榊 宏諭 1、清野 学 1、高橋 一広 1、永瀬 智 1

1山形大学 産科婦人科、 2山形済生会済生病院

【目的】Wilms’tumor 1 (WT1)遺伝子は 卵巣癌で高頻度に発現しており、卵巣癌の新たな標的分子として免疫
療法の観点からも注目されている。我々は、卵巣癌患者におけるWT1遺伝子の発現と臨床的特徴との関連を
検討することを目的とした。【方法】倫理委員会の承認のもと、文書で患者に同意を得た。対象は、当科で初回
手術を行い組織学的に卵巣癌および卵管癌と診断された患者63例とした。方法は、手術時摘出検体の一部を
採取し、RNA抽出後cDNAを合成し、real-time PCR法にてWT1遺伝子の発現を定量化し、組織型、進行期、
リンパ節・大網転移、腹水産生、予後との関連を検討した。【結果】WT1 mRNA copy numberの中央値は53.94 
(range=2.135-32,257)であった。WT1 mRNA発現量はⅠ期に比較してⅢ期（p<0.01）、Ⅳ期（p<0.05）で増加して
いた。さらにリンパ節転移陽性（p<0.001）、大網転移陽性（p<0.001）、腹水産生のある症例（p<0.05）で、それぞれ
を認めない症例に比較してWT1遺伝子発現量が有意に増加していた。また予後に関しては、再発の有無によ
りWT1遺伝子発現量の違いを認めた(p<0.05)。無病生存期間については、WT1遺伝子発現量の低い患者で高
い患者に比較して延長(p=0.038)したが、全生存期間については有意差を認めなかった(p=0.457)。【結論】卵巣癌
ではWT1遺伝子発現量が高いと悪性度の高い臨床的特徴を示すことが明らかになった。

13.� 卵巣がん幹細胞株の樹立方法の確立
○清野 学、太田 剛、高橋 一広、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【背景】近年、がんの再発・転移や治療抵抗性の原因としてがん幹細胞が注目されている。卵巣がんにもがん幹
細胞が存在するとされ、これまでに卵巣がん幹細胞に関する報告がなされてきている。卵巣がん完治を目指す
上で卵巣がん幹細胞を標的とした治療は必須と考えられる。我々は卵巣がん幹細胞を標的とした研究を行う
ために、ヒト卵巣がん細胞株を用いて卵巣がん幹細胞株の樹立を試みた。【方法】ヒト卵巣がん細胞株A2780を
用いて以下の方法で卵巣がん幹細胞株の樹立を試みた。１）A2780を幹細胞培養条件下（無血清培地）で培養を
行った。２）幹細胞培養条件で維持したA2780をヌードマウスの皮下に移植し腫瘍を形成させた。３）ヌードマ
ウスの皮下に形成した腫瘍を摘出し、酵素処理を行い細胞を単離した。単離した細胞を幹細胞培養条件下で
維持し、卵巣がん幹細胞株A2780CSC(cancer stem cell)を樹立した。４）A2780CSCの幹細胞マーカーの発現を
ウェスタンブロット法およびフローサイトメトリーで確認した。【結果】A2780CSCの幹細胞マーカー (Sox2、
Nanog、Nestin蛋白)発現についてウェスタンブロット法を用いて検討を行ったところ、いずれのマーカーも
A2780CSCで高発現していた。また、細胞表面マーカーであるCD133についてフローサイトメトリーを用いて
検討を行ったところ、A2780CSCでCD133陽性細胞の割合が高いことが示された。【結論】A2780由来の卵巣が
ん幹細胞株の樹立を行った。この系を用いて卵巣がんに対する新規治療法の確率にむけ研究を行う予定であ
る。
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16.� 卵黄嚢腫瘍への分化を伴った卵巣明細胞癌の1例
○小川 裕太郎、茅原 誠、西野 幸治、西川 伸道、関根 正幸、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

【緒言】術前にα-fetoprotein（AFP）の上昇を認め、画像上悪性を疑った成人の卵巣腫瘍に対して開腹手術を
施行し、永久病理診断で卵黄嚢腫瘍への分化を伴った卵巣明細胞癌と診断した1例を経験したので報告する。

【症例】59歳、妊娠分娩歴：0経妊0経産、既往歴：重症筋無力症、てんかん、甲状腺機能亢進症。経過：腹部膨満
感を認め近医を受診したところ左卵巣腫瘍を認め、画像上卵巣癌が疑われた。上記合併症の管理のため当科で
の手術を勧められ紹介受診となった。術前の腫瘍マーカーはCA125；128U/ml以外にAFP；3515ng/mlと高
値を認めていた。開腹手術を施行し、左卵巣腫瘍の迅速診断は明細胞癌であったため、腹式単純子宮全摘術・
両側付属器切除・大網部分切除・骨盤～傍大動脈リンパ節郭清の術式とし手術を終了した。術後の永久病理
診断では、腫瘍の主体は明細胞癌であるものの一部schiller-duval bodyを認め、免疫染色でAFP陽性であり卵
黄嚢腫瘍への分化を伴っていた。FIGOⅠC(b,2)期、TNM分類でpT1c pN0 pM0であり、術後補助化学療法と
してパクリタキセル+カルボプラチン療法を開始した。AFPは術直後に陰性化し、現在5サイクルを終了した
が、再発所見は認めていない。【考察】卵黄嚢腫瘍は成人では複合組織型の一成分としてみられ、予後は他の合
併組織型に左右される。また、卵黄嚢を模倣する組織像がみられ、AFPを生産する性格を有し、血中でこの値
が高い場合には本腫瘍の存在を疑うとされている。本症例は術前よりAFPの上昇も認めており、永久病理診断
でも卵黄嚢腫瘍成分が存在するとの確定診断に至った。本組織型は予後不良とする報告も見られ、術後も慎重
なフォローが必要であると思われる。

15.� 壁在結節を伴う卵巣粘液性腺癌の二例
○松宮 寛子 1、藤井 タケル 1、佐賀 絵美 1、田沼 史恵 1、片岡 宙門 1、大塚 紀幸 2、藤本 俊郎 1

1函館中央病院 産婦人科、 2北海道大学大学院医学研究科 分子病理学教室

　壁在結節を伴う卵巣腫瘍の頻度は2-5/100万と稀で、主に粘液性腫瘍に出現する。良悪性のいずれの腫瘍か
らも発生し、壁在結節の組織像は肉腫様増生、未分化癌、肉腫、これらの混在などが報告されている。今回我々
は、それぞれの転帰が大きく異なる壁在結節を伴う卵巣粘液性腺癌の2症例を経験した。症例1は23歳、3経妊
2経産。妊娠12週5日の健診で左付属器腫瘍を認めたため、当科紹介となった。MRIでは8.4cm大の嚢胞性腫瘍
の中に表面平滑な充実成分を認めた。悪性腫瘍を疑い、妊娠14週4日に開腹左付属器摘出術を施行した。病理組
織診断は壁在結節を伴う左卵巣粘液性腺癌だったが、壁在結節の組織の確定診断には至らなかった。妊娠40週
2日に経腟分娩後、外来経過観察を続け、現在まで再発所見を認めていない。症例2は66歳、2経妊2経産、閉経52
歳。茶色帯下を主訴に当科を初診したところ、右付属器に充実成分を伴う8.8cm大の嚢胞性腫瘍を認めた。悪
性腫瘍を疑い、両側付属器摘出術＋子宮全摘術を施行した。病理組織診断は肉腫様増生を伴う粘液性腺癌だっ
た。4週間後にstaging laparotomyを施行したところ、リンパ節転移を認めたため、摘出標本を再度検討すると、
肉腫様増生の一部に未分化癌が混在しており、最終病理組織診断は未分化癌を伴う卵巣粘液性腺癌だった。術
後化学療法を施行したが、初回治療から7か月で原病死となった。粘液性腫瘍における壁在結節の病理診断は
免疫染色だけでは困難なことがある。壁在結節に未分化癌を伴う卵巣粘液性腺癌は、これまで17症例しか報告
されていないが、治療抵抗性で急激な病状悪化を認めることがあるため、壁在結節の鑑別診断のための新たな
方法が必要であると考える。
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18.� 婦人科重複癌に合併したトルソー症候群に術前化学療法が著効した1例
○深瀬 実加 1、五十嵐 秀樹 2、高橋 可菜子 1、山内 敬子 3、小幡 美由紀 2、椎名 有二 1、

中原 健次 1、永瀬 智 2

1山形県立新庄病院 産婦人科、 2山形大学医学部附属病院 産婦人科、 3山形済生病院 産婦人科

【緒言】トルソー症候群は悪性腫瘍に伴う血液凝固亢進により、静脈血栓症を生じる病態である。今回、左下腿
痛を契機に、卵巣癌、子宮体癌、下肢静脈血栓症、肺血栓塞栓症と診断され、術前の化学療法が奏功した1例を経
験したので報告する。【症例】54歳、未経妊。左下腿痛を主訴に近医を受診し、下肢静脈血栓症の診断で内科加療
されたが治療抵抗性のため、当院血管外科紹介となった。不正性器出血を認め当科紹介され、精査で子宮体癌、
卵巣癌疑いとなった。ワーファリン療法を開始したが、肺血栓塞栓症が出現し、ヘパリン療法および下大静脈
フィルターを挿入した。発熱、大腿痛、両下肢の著明な浮腫を認め、造影CTでもフィルター上の血栓の増大が
認められ、ウロキナーゼで血栓溶解療法を開始した。しかし、血栓の増大傾向認めたため、ウロキナーゼを中止
し、ワーファリンのみ継続となった。血栓のため腫瘍の外科的切除は困難と判断し、化学療法の方針となった。
TC療法を6コース施行した後に血栓の消失を認めたため、単純子宮全摘術、両側付属器摘出術、および大網切
除術を施行した。病理診断は卵巣癌 clear cell carcinoma(pT1bNxM0)、子宮体癌(pT1bNxM0) endometrioid 
adenocarcinomaであった。術後はTC療法を6コース施行し、現在は再発なく3年経過している。【考察】一般に原
疾患が進行しているトルソー症候群では不完全な手術となりやすく、術後も血栓症を繰り返すことで全身管
理に難渋し、治療が不十分となりやすい。原疾患の根治治療としては早期の外科的治療が必要とされるが、血
栓症により手術のリスクが高い場合には術前化学療法の先行も考慮されると考えられた。

17.� トルーソー症候群に非細菌性血栓性心内膜炎を合併した卵巣癌の1例
○風間 絵里菜、常木 郁之輔、冨永 麻理恵、上村 直美、森川 香子、横尾 朋和、田村 正毅、

倉林 工
新潟市民病院 産婦人科

【緒言】今回我々は多発脳梗塞によって発見された、トルーソー症候群に非細菌性血栓性心内膜炎(以下NBTE)
を合併した卵巣癌症例を経験したので報告する。【症例】38歳女性、既婚0妊0産、既往歴：高血圧、慢性頭痛。
X-1年12月から繰り返す右視力低下を自覚し、X年1月に近医で右半盲を指摘された。頭部MRIでは急性期～
亜急性期の混在する両側多発性脳梗塞を認め、心疾患の可能性もあり、精査目的に当院へ紹介された。心エ
コーで僧帽弁後尖に15×10mmの可動性ある球状腫瘤が指摘された。全身造影CTでは肺動脈塞栓症、脾梗塞、
両側多発腎梗塞を認めると同時に、95×70mm大の充実部分を伴う右卵巣嚢胞性腫瘍が指摘され、精査の結
果卵巣癌が疑われた。僧帽弁腫瘤はDIC所見を認めるも炎症反応の上昇に乏しく、3回の血液培養検査は全て
陰性であり、感染性心内膜炎(以下IE)は否定され、NBTEないし心臓腫瘍と考えられた。循環器内科・心血管
外科と手術時期について検討を重ね、術前にヘパリンNaで抗凝固療法を導入した。僧帽弁腫瘤は縮小したこ
とからNBTEと診断され、4×4mmになったところで卵巣癌根治術を行った。術後はヘパリンCa自己注射を
継続しつつ、TC療法を5コース目まで終了している。NBTEは抗凝固療法開始後48日目で消失した。【考察】
脳梗塞によって卵巣癌が発見される報告は多数みられるが、その中にはトルーソー症候群だけでなくNBTE
によるものが隠れている可能性がある。女性の多発脳梗塞では心原性脳塞栓、IEの他に、NBTEも鑑別に挙げ、
心内疣贅が指摘された際には手術時期についての慎重な決定が必要と考えられた。



－ 67 －

20.� 妊娠初期に深部静脈塞栓症と肺塞栓症を来した子宮筋腫合併妊娠の一例
○小野寺 洋平、岩澤 卓也、畠山 佑子、三浦 広志、佐藤 朗、寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科

【諸言】肺塞栓症は致死的疾患であり早期の診断と加療が不可欠である。今回我々は、妊娠初期に深部静脈塞栓
症と肺塞栓症を発症したが、妊娠を継続し、健児を得た症例を経験したため報告する。【症例】34歳、1経妊1経
産、27歳時に骨盤位妊娠の適応による帝王切開術の既往がある。子宮筋腫の経過観察中に自然妊娠が成立し
た。妊娠10週に左下肢の疼痛を自覚し前医を受診した。超音波検査とCTで左総腸骨静脈血栓と右肺動脈血栓
を指摘され、直ちに永久留置式の下大静脈フィルター留置とヘパリン療法を開始され、当科に母体搬送となっ
た。妊娠継続を希望され、ヘパリン持続静注による抗凝固療法を継続した。その後状態は安定しており、ヘパリ
ン投与法を皮下注に変更し外来管理とした。妊娠27週より、子宮内胎児発育遅延と切迫早産のため入院管理と
した。胎児は-2.0 ～ -1.5SDほどで発育がみられていたが、子宮収縮抑制が困難であり妊娠34週5日、既往帝王切
開術のため全身麻酔下に選択的帝王切開術を施行した。1483g、女児、Apgar score 1分値 5点、5分値 7点で
出生した。極低出生体重児のためNICU管理となった。術後1日目に異常出血のないことを確認しヘパリン持
続投与を再開した。術後3日目よりワーファリンの内服を開始し、術後9日目に退院となった。母児共に経過は
良好である。【結語】深部静脈塞栓症および肺塞栓症は周産期における致死的疾患の一つである。本症例は妊娠
初期の発症であったが、患者の強い挙児希望があり、さらに迅速かつ適切な対応によって妊娠継続が可能とな
り、生児を得ることができた。

19.� 当科における静脈血栓塞栓症合併妊娠例の検討
○堀内 綾乃、山口 雅幸、松本 賢典、能仲 智加、吉田 邦彦、生野 寿史、高桑 好一、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

【目的】当科における静脈血栓塞栓症(VTE)合併妊娠例について検討を行い、現況・治療予後について明らか
にすること。【対象】1999 ～ 2014年の16年間に当科で妊娠・分娩管理された6242例のうち、VTEが認められ
た計26症例を対象とし、各種臨床所見、データについて診療録から後方視的に検討した。【結果】対象26症例の
年令分布は22 ～ 39歳(中央値32.5歳)、分娩時BMIは20.4 ～ 34.4(中央値25.9)でうち27.0以上が7例(26.9%)であっ
た。初産13例、経産13例であり、VTE発症時期は1st trimester 8例(30.8%)、2nd trimester 4例(15.4%)、3rd 
trimester 9例(34.6%)で、産褥期5例(19.2%)であった。発見契機は下肢腫脹・疼痛が19例(73.1%)と最多で、他に血
栓マーカー異常、エコーによる深部静脈血栓症（DVT）指摘などであった。分娩様式は経腟分娩19例(73.1%)、帝
王切開7例(26.9%)であった。肺血栓塞栓症（PTE）を発症した例は4例(15.4%)で、うち3例にはVTE既往や長期安
静などのリスク因子があった。治療としては、妊娠中は未分画ヘパリンのみで治療し、分娩後にワルファリン
を加える方法が最も多かった。下大静脈フィルターは5例(19.2%)で留置されていた。分娩後0-63 ヵ月の経過観
察期間で、DVT残存例は8例(30.8%)であった。全分娩における産褥期のDVT発生頻度は経腟分娩例0.068%に
対して帝王切開例では0.108%と1.6倍高くなっていた。【結語】周産期におけるVTEは妊娠中から産褥にかけて
どの時期でも発症し、特にリスク因子を持つ妊産婦についてはPTE発生の可能性を念頭に置いて管理を行う
必要がある。また産後もDVTが残存することがあり、長期にわたるフォローが必要である。
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22.� 妊娠中期に発覚した原発性肺高血圧症の1例
○笠間 春輝、松岡 歩、松本 みお、松山 純、近藤 壮、平吹 信弥、佐々木 博正、干場 勉
石川県立中央病院 いしかわ総合母子医療センター 産婦人科

【緒言】2005年の心疾患患者の妊娠と出産に関するガイドラインでは原発性肺高血圧症（PPH）合併妊娠は原則
禁忌とされているものの、妊娠を契機にPPHが発覚する例も散見される。今回我々は妊娠中期に診断したPPH
症例を経験したので、その妊娠経過・管理を報告する。【症例】34歳2回経妊1回経産。妊娠16週頃から息切れと
動悸を認めていた。妊娠26週の健診時に頻回の子宮収縮と子宮頚管長の短縮があり、切迫早産として前医で塩
酸リトドリンが投与されたが、呼吸困難感と動悸の増悪認め当院へ母体搬送となった。右心不全を認めたた
め、塩酸リトドリンの投与を中止し利尿剤を投与したところ、呼吸苦症状や動悸が改善し、安静のみで切迫早
産兆候も改善した。妊娠28週に心臓カテーテル検査施行したところ、PPH(平均肺動脈圧30mmHg)と診断され、
抗凝固療法とホスホジエステラーゼ5阻害薬の投与を開始した。麻酔科、循環器内科、小児科との合同協議から
妊娠37週頃での硬膜外麻酔下経腟分娩の方針となった。妊娠33週時の心臓カテーテル検査にて右心不全悪化
が否定できないため、epoprostenolを投与し計画分娩の方針となった。スワンガンツカテーテル、中心静脈カ
テーテル、末梢動脈ラインにてモニタリングしながら硬膜外麻酔併用下陣痛誘発を行い、1950gの児 (Apgar 
score 9/9点)を経腟分娩した。分娩中および産褥期の血行動態も安定し、産後15日目に退院となった。【結語】
本症例では他科と連携をとりながら、計画的に経腟分娩を施行し、結果として母児ともに状態良好であった。
PPH合併妊娠の管理については明確な指針がなく、分娩時期や分娩方法、使用する薬剤など治療方針の慎重な
検討が必要である。

21.� HELLP症候群との鑑別を要した感染性心内膜炎妊婦の一例
○今 沙織、水内 将人、杉尾 明香、森下 美幸、明石 祐史、石岡 伸一、遠藤 俊明、齋藤 豪
札幌医科大学附属病院 産婦人科

【緒言】HELLP症候群は母児ともに重篤な転機を来すことが多い疾患であり、正確な診断および迅速な対応が
求められる。今回我々は肝機能異常および血小板低下によりHELLP症候群を疑うも、遷延する発熱から最終
的に感染性心内膜炎と診断した一例を経験した。【症例】27歳女性、2経妊0経産。約2週間持続する発熱と全身
の関節・筋肉痛がみられ妊娠30週時に前医を受診。採血で肝機能異常および血小板低下を認め、HELLP症候
群が疑われ当院へ救急搬送となった。採血では炎症反応の上昇もみられたため、感染症の可能性を考慮し感染
源の検索を行いながら抗菌薬投与を開始した。治療に反応し一時的に解熱するも、発熱が再燃した時に提出し
た血液培養ではstreptococcus疑いの中間報告があった。前月に抜歯をしていたこともあり、感染性心内膜炎を
疑い心エコーを施行、僧房弁に35mmの疣贅を認め同疾患と診断した。開胸開心術の適応であり、診断当日の
妊娠32週4日緊急帝王切開を施行した(男児　1792g　アプガースコア6点-7点)。全身の循環動態がおちついた2
日後、心臓血管外科にて僧房弁形成術を施行、術後6週間で退院となった。【考察】本性例では、採血の結果から
第一にHELLP症候群を疑ったが、実際の病態は感染性心内膜炎であった。僧房弁に疣贅が形成されたことに
より僧房弁逆流が起き、肝臓のうっ血による肝機能障害、脾腫による機能亢進で血小板減少が生じたと考えら
れた。抜歯の既往、遷延する発熱を認める場合には、感染性心内膜炎を鑑別疾患に挙げる必要がある。
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24.� 21週で劇症1型糖尿病を発症するも生児を得た1例
○藤部 佑哉、根岸 秀明、岩渕 有紗、水沼 正弘
北見赤十字病院 産婦人科

【緒言】劇症1型糖尿病は膵臓のβ細胞が急速かつほぼ完全に破壊され発症する1型糖尿病である。発症後1週
間前後以内にケトーシスあるいはケトアシドーシスに陥り、母体死亡率は4-15％、児死亡率は9-35%と予後不
良とされている。今回我々は、妊娠21週に劇症1型糖尿病を発症するも、37週に経腟分娩し生児を得た1症例
を経験したので報告する。【症例】33歳、2経妊1経産、20週6日に胃痛及び感冒症状あり前医産科受診、感冒薬
を処方されていた。21週1日の前医での妊婦健診の際、尿糖4＋、尿ケトン体3＋、随時血糖 755mg/dl、HbA1c 
5.1% (NGSP)と異常値認め、精査加療目的に当院へ紹介された。来院後検査にて代謝性ケトアシドーシスおよ
び抗GAD抗体陰性、抗IA-2抗体陰性認め、劇症1型糖尿病の疑いで大量補液およびインスリン治療を開始し
た。その後はアシドーシスに陥ることなく、強化インスリン療法行いつつ妊娠を継続、胎児に特記すべき異常
なく、推定体重も+1.5SDを超えることなく経過した。37週0日OCTを施行した際に破水し、男児を自然分娩さ
れた。出生時体重3466gと巨大児であった。児は特記すべき事項なく現在まで順調に発育され、母体はインスリ
ン治療を継続中である。【考察】劇症1型糖尿病は突発的に発症し急速に進行するため、発症の予知は困難であ
るが、先行症状として感冒症状が出現することがある。今症例は先行症状が出現した数日後に妊婦健診があっ
たため、偶発的に診断でき生児を得ることができたと考えられる。感冒症状を訴える妊婦には、上記疾患も鑑
別に入れ診療に当たることが重要と考えられた。

23.� 分娩後に発症した胆石膵炎の１例
○田上 可桜 1、永井 智之 1、清水 孝規 1、佐々木 恵 1、市川 さおり 1、海野 純 2、吉田 祐司 1

1石巻赤十字病院 産婦人科、 2石巻赤十字病院 消化器内科

【背景】妊娠に伴う急性膵炎の頻度は1/1000-3333と稀であるとされる。今回我々は長期間に渡る悪阻症状を経
て自然分娩した後に胆石に起因する急性膵炎の１例を経験したのでここに報告する。【症例】37歳、０妊０産、
妊娠初期に重症妊娠悪阻により５週間の入院した。また妊娠30週より切迫早産にて再度5週間の入院加療を要
した。その間も経口摂取不良が遷延していた。妊娠37週で自然分娩され退院したが、退院後10日目の時点で上
腹部痛を発症、近医で胆石を指摘された。その後腹部症状が増悪し、再入院となり精査の結果急性膵炎と診断
された。原因は胆石とその落石による胆管炎発作（胆石性膵炎）と推測された。多量補液を中心とした急性膵炎
の治療を行ったが、第27病日に腹痛が再燃、内視鏡的乳頭切開術（EST）を施行し改善を得た。その後は順調に
回復し第36病日に退院となった。【考察】妊娠中の急性膵炎の頻度は妊娠後期に多いとされ、成因としては胆石
性が最も多いとされている。本症例では妊娠初期に悪阻症状が遷延していたのに加え、妊娠後期においても経
口摂取が進まずに絶食に近い状態が一定期間存在したが、それに伴い胆石形成がなされ膵炎を誘発した可能
性も否定できないと考えられた。一方、元々適応障害があり心理士が介入していた症例ではあったが、分娩後
の体調不良の訴えがあった際に心因性の要因の検索及び介入が中心となっていまい、母体の器質的異常に対
するスクリーニングが不十分であった可能性もあると考えられた。



－ 70 －

26.� 妊娠28週における1049例の50g�Glucose�Challenge�Testの成績
○黒川 晶子、西川 鑑、清水 亜由美、池田 桂子、二瓶 岳人
NTT 東日本札幌病院 産婦人科

【目的】当院では妊婦の耐糖能スクリーニングのため妊娠28週で全例に50g Glucose Challenge Test (GCT)を
施行している。今回の研究は、GCTの陽性的中率、妊娠糖尿病(GDM)と診断された妊婦の管理法および成績
について検討することを目的とした。【方法】当院で2013年1月から2014年12月までに外来で妊娠28週の時点で
GCTを行った1049人について検討した。1時間値140mg/dl以上を陽性とした場合の陽性率、GCT陽性者の中
のGDMの頻度を算出した。さらに、GDMと診断された患者の周産期予後について検討した。【結果】対象期間
中、GCTを受けた妊婦は1049人であった。GCT陽性者は276人で陽性率は26.3%であった。これら276人のうち
259人が75gOGTTによる精査を受けた。その結果、54人がGDMと診断された。これらからGCTの陽性的中率
は20.8%となった。GCTを受けた全妊婦中のGDMの頻度は5.1%であった。GDM患者の平均年齢は34才で全
妊婦の平均年齢33才より1才ほど高齢であった。GDM患者から出生した新生児平均体重は3062g、全体での新
生児の平均体重は2091gであった。【考察】旧基準ではGDMの頻度は2.91%と報告されていたのに比して、今回
の検討ではGDMの頻度は5.1%であった。この上昇が新基準によるものか、妊婦の高齢化などによるものかは
明らかではない。今回の検討ではGDM患者において特記すべき周産期予後の増悪は見られなかった。GDM
をスクリーニングし適切な管理をすることで周産期予後の改善ができると考えられた。

25.� 妊娠34週で糖尿病性ケトアシドーシスを発症した1症例
○田中 恵子、星合 哲郎、齋藤 淳一、宮野 菊子、松本 大樹、我妻 理重
大崎市民病院 産婦人科

【緒言】糖尿病性ケトアシドーシス(Diabetic ketoacidosis: DKA)は糖尿病の急性合併症だが、昏睡や死亡の可
能性もあり早急な対応が必要である。妊娠時は非妊娠時より発症リスクが高く、2型糖尿病や妊娠糖尿病でも
発症することがある。今回我々は妊娠34週でDKAを発症した症例を経験した。

【症例】症例は32歳女性、1妊1産であり、妊娠初期より前医で妊婦健診施行し、里帰り目的に妊娠34週0日で当
院を受診した。受診時EFBW 3590g(+5.7SD), HbA1c 9.6 %と巨大児、妊娠糖尿病認めたためインスリン治療勧
めるも拒否され、栄養指導・血糖自己測定指導を行った。妊娠34週6日で心窩部痛、嘔吐認め当院を救急受診し
た。受診時の動脈血液ガスはpH 7.057, pCO2 9.8 mmHg, HCO3 2.6 mmol/Lと代謝性アシドーシスを認め、血糖 
290 mg/dl尿ケトン体4+であり、DKAと診断された。CTGでは基線細変動の減少、一過性頻脈の消失を認め
た。まず母体治療を施行し、緊急帝王切開術を施行した。手術施行時の母体血液ガスはpH 7.309であった。児は
4070g、女児、臍帯動脈血はpH 6.882であり、 Apgar score 2/6/6点(1/5/10分)であった。全身状態はすぐに改善した
が、頭部MRIにて低酸素性虚血性変化を認めた。

【考察】今回、緊急帝王切開術施行するも児の脳障害を残す結果となった。妊娠中の血糖管理の重要性が改めて
示された。DKA発症原因として、患者のコンプライアンス不良が24%を占めており、患者教育が大切であると
考えられた。
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28.� 先天性異常フィブリノゲン血症合併妊娠の一例
○鏡 京介、山崎 玲奈、飯塚 崇、保野  由紀子、岩垂  純平、高倉 正博、藤原 浩
金沢大学 産婦人科

【緒言】先天性異常フィブリノゲン血症は、非常に稀な血液凝固因子異常である。しかし、異常フィブリノゲ
ン血症の半数は無症状であり、出血傾向を示すのは25%程度との報告がある。今回、非常に稀な遺伝子変異パ
ターンを示す低フィブリノゲン血症患者の妊娠管理を経験したので報告する。【症例】27歳　1経妊1経産　出
血傾向を示す家族歴はない。前回妊娠時、弛緩出血および外陰部血腫による産後大出血をきたし、精査で初め
て低フィブリノゲン血症を指摘された。これまでの既往歴で異常出血を示唆するエピソードがなかったこと
などから、この産後大出血が低フィブリノゲン血症に起因するかは不明であった。今回の妊娠では、フィブリ
ノゲン製剤の頻回投与によるアナフィラキシーショックや血栓症などの危険性を考慮し、遺伝子解析の結果
が判明しフィブリノゲン製剤投与の有益性が上回るまでは、製剤投与を行わず自然経過観察する方針とした。
妊娠後期に入り判明した遺伝子結果から、特定の遺伝子領域の変異でアミノ酸置換が生じるものと判明、同じ
変異はドイツの一家系のみから報告があり、分娩時異常出血を認めたとの報告から、今回の分娩時にはフィブ
リノゲン製剤を使用する必要があると考えられた。分娩時には適切な補充を行い、妊娠39週5日正常経腟分娩、
分娩時出血量975mlで分娩を終えた。【考察】先天性低フィブリノゲン血症合併妊娠の管理においては、適切な
時期に適切な量のフィブリノゲン補充が必要とされる。本症例はドイツの報告に続く2例目の遺伝子変異パ
ターンを示す低フィブリノゲン血症患者であり、産後大出血との関連性が示唆された症例である。文献的考察
を加えて発表する。

27.� 36週で陣痛発来し，緊急血小板輸血後に分娩となった
ITP合併妊娠の一例

○中川 絹子、山田 崇弘、千葉 健太郎、小島 崇史、石川 聡司、小山 貴弘、森川 守、水上 尚典
北海道大学病院 産科

【緒言】特発性血小板減少性紫斑病(ITP)の管理方針は、現在2014年に日本血液学会診療委員会の承認を受けて
出されたITP参照ガイドに基づき標準化されるようになった。今回我々は、妊娠中に血小板が3万/μl台で推移
し、ITP参照ガイドに従いγ-グロブリン療法後に分娩を計画していたものの、その前に陣痛が発来し緊急血
小板輸血後に分娩となった一例を経験したので報告する。【症例】35歳の未妊婦が他院でIVF-ETで妊娠した。
妊娠前の血小板数は10万/μl程度であったが、妊娠11週では6万/μlであったため当科に紹介となった。直ちに
当院血液内科を受診しITPとしてPSL 10mg/日が開始され、血小板は3 ～ 4万/μl前後で推移していた。ITP
参照ガイドの分娩時の基準である5万/μlに達しないため、37週でγ-グロブリンを投与し計画分娩を予定し
ていたが、36週6日に陣痛が発来した。入院時の血小板は1.2万/μlでPC20単位を輸血、さらにIVIg投与も開始
した。分娩前の採血では血小板が4.9万/μlで、分娩時の出血量は280mlであったが、直後には1.6万/μlに低下し
ており、PC20単位を追加輸血した。産褥5日目には9.6万/μlまで回復し退院となった。【結語】予め血小板の増
加を図って分娩を計画したにも関わらず、予期せず陣痛発来や前期破水となる例も存在する。γ-グロブリン
療法を施行する猶予がない場合は血小板輸血となるが、本症例でもみられた様にITPでは分娩直前に輸血を
行っても直ちに消費されてしまう。自然陣痛の予測は困難であり、予期せぬ分娩に備えておく必要性を認識す
ることと、分娩時出血が少量であっても分娩後の産道血腫などに注意をし、慎重な管理を心掛けることが必要
である。
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30.� 当院で胎児治療をおこなった胎児胸水症例の検討
○才津 義亮、米田 徳子、津田 桂 、青木 藍子、福田 香織、米田 哲、塩﨑 有宏、齋藤 滋
富山大学 産科婦人科学教室

【目的】胎児胸水は重症例では胸腔穿刺や胸腔-羊水腔シャント術(thoraco-amniotic shunting:TAS)による胎
児治療が考慮される。当院で経験した胎児胸水症例の周産期予後について後方視的に検討した。【対象と方
法】2000年1月から2015年5月の期間に胎児胸水の診断で当院に入院管理となった11例を対象とし、診断週数、
TAS合併症、新生児予後等について診療録より後方視的に検討した。【結果】診断週数は27週(中央値)、乳び胸9
例、CCAM2例であった。胎児治療は胎児胸腔穿刺9例、うち6例にTASが施行された。TAS関連合併症として、
1例が皮下埋没、1例が羊水腔内脱落、胸腔内脱落であった。胎児治療を行った9例中7例が生児出産に至り、分
娩週数は35週(中央値)、1例が急性循環器不全により早期新生児死亡となった。出生後3例は出生後胸腔ドレー
ン留置が必要であった。IUFDは2例で、1例はTAS施行したが胎児MRIは予後不良群で治療効果乏しく30週
でIUFDにいたった。1例は重複奇形をみとめたが、染色体検査は施行されず32週でIUFDとなった。早期新生
児死亡例は両側胸水、TAS施行したが治療効果乏しく心不全徴候認め生後10時間で死亡となった。羊水染色
体検査は5例で施行され、異常を認めたものはなかった。胎児MRIは4例に施行、2例は予後不良群であり、1例
はTAS施行後も治療効果乏しくIUFDとなったが、1例は救命できた。【結論】TASを施行した6例中5例が生存
の転帰となり、胎児治療による予後改善に寄与した可能性が示唆された。

29.� 当科における胎児胸水管理についての検討
○村上 幸治、水無瀬 萌、上田 寛人、吉澤 明希子、横浜 祐子、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

【目的】2012年4月から2015年3月の3年間での胎児胸水に対し管理を行った8例を対象に後方視的に検討した。
【方法】当科では胎児胸水を疑う場合、胎児胸腔穿刺吸引術を施行し、乳糜胸水と診断した場合胎児治療実施施
設に紹介している。【結果】胸腔穿刺を行わなかった5例のうち3例が分娩となり、1例が妊娠20週で人工妊娠
中絶、1例が妊娠21週で子宮内胎児死亡となった。胸腔穿刺を行った3例のうち1例は妊娠33週2日に胸腔穿刺
を行い乳糜胸水と診断され、その後胎児胸水の再貯留を認めたが胎盤が子宮前壁に広範囲に付着しており胎
児胸腔羊水腔シャント術（Thoracoamniotic　shunting：TAS）が困難と考えられたことと妊娠34週目前であ
るため紹介を見合わせた。残りの2例では胎児治療実施施設に紹介しTASが実施されTAS後それぞれ10日目、
43日目に分娩となった。【結語】胎児胸水に対しTASを実施することで妊娠の延長が可能となり胎児の予後を
改善する可能性が考えられた。また、適切なタイミングで胎児治療実施施設へ紹介する事が重要である。
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32.� 当院における無侵襲的出生前遺伝学的検査（NIPT）の実施状況
○和形 麻衣子 1、原田 文 1、井ケ田 小緒里 1,2、水内 将人 1,3、室本 仁 1、室月 淳 1

1宮城県立こども病院 産科、 2東北公済病院 産婦人科、 3札幌医科大学 産科周産期科

【目的】NIPTは2013年4月1日より日本医学会が認定した臨床研究施設によって開始された。当院も15の認定施
設のひとつとしてNIPT外来を設置して検査を行ってきたが、これまでの2年間のNIPTの実施状況について
まとめた。【方法】2013年4月から2015年3月までの2年間にNIPT外来を受診した502人について、紹介時の検査
希望者の都道府県別の割合、採血希望理由、遺伝カウンセリング後の検査に対する意識の変化と実際の採血実
施者数、陽性者の転帰について検討した。【結果】NIPT外来受診者のうち、宮城県内が393人（78.3%）、県外から
の紹介が109人(21.7% )であった。検査開始当初こそ関東圏からの検査希望者をうけいれたものの現在は東北6
県に限定しており、県外受診者の内訳は山形51人、福島40人、岩手3人, 秋田1人、青森1人であった。検査希望の
理由は、ほとんどが高齢であり、超音波異常7人、超音波異常＋高齢10人、前児既往7人、前児既往＋高齢20人で
あった。遺伝カウンセリング後に実際に採血を施行したものは456人(90.8% )で、羊水検査を希望したもの、い
ずれの検査を希望しなかったものはそれぞれ13人、29人であった。検査が陽性であったのは6例(21トリソミー
2例、18トリソミー 4例)あり、羊水検査を施行し検査結果が一致したものは5例で、1例では胎児染色体核型は
47,XXYであり、全例が人工妊娠中絶を選択した。偽陰性例は今までのところない。【結論】当院での検査成績も
これまで報告されているNIPTの高い精度を裏付けるものとなった。当院では特に遺伝カウンセリングを重視
しており、カウンセリング前と異なり採血をしなかったものが約1割あった。今後もNIPTの適切な施行にむけ
て尽力していきたい。

31.� 胎児期に診断したCytochrome�P450�oxidoreductase（POR）
異常症の一例

○川越 淳、小幡 美由紀、堤 誠司、高橋 可菜子、渡邉 憲和、吉田 隆之、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】Cytochrome P450 oxidoreductase（POR）異常症はPOR依存性酵素の活性低下により骨疾患や外性器
異常、副腎ステロイド合成障害など多彩な臨床症状を示す。また、胎児期に胎盤のアロマターゼ活性の低下を
伴い母体に高テストステロン血症を招く場合がある。原因はPOR遺伝子変異で常染色体性劣性遺伝疾患であ
る。今回我々は、胎児の外性器異常と母体の末端肥大症様の症状から胎児期にPOR異常症を疑った一例を経
験したので報告する。【症例】32歳、1経妊1経産。第1子には特に異常を認めていない。自然妊娠で初期より前医
で健診を受けていた。胎児エコーで陰唇の肥大と陰茎様の突起を認め、外性器異常が疑われた。また、母体は妊
娠20週頃から鼻翼、口唇の肥大、眉弓部の膨隆、嗄声、手指の関節痛を自覚していた。精査目的に妊娠32週に当
科に紹介となった。症状より母体の末端肥大症が疑われたが、成長ホルモンやソマトメジンCは正常範囲内で
あった。血中エストロゲンが低値、テストステロンが高値であったため、胎児のPOR異常症やアロマターゼ欠
損症が疑われた。3DCTで胎児の上腕骨橈骨癒合を認めたため胎児POR異常症の診断となった。妊娠38週4日
に2910gの児を自然分娩し、児は頭蓋骨早期癒合、上腕骨橈骨癒合、関節拘縮、前額突出、眼球突出、外性器異常
を認めた。染色体核型は46,XYで、遺伝子解析の結果、POR遺伝子に既報の変異（R457H/Q201X）を認めた。【結
語】POR異常症は非常に稀な疾患であるが、母体の男性化に胎児の外性器異常、骨疾患を合併するという特徴
的な経過から診断が可能であった。胎児の骨疾患の診断に胎児3DCTが有用である。児の性分化異常に対して
十分なカウンセリングが必要である。
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34.� 超音波にて診断し救命した動脈管早期閉鎖の1例
○高橋 司、今井 紀昭、長谷川 祐子、熊谷 祐作、吉田 瑤子、末永 香緒里、小泉 俊光、會田 剛
八戸市立市民病院 産婦人科

【緒言】動脈管早期閉鎖は胎児死亡や出生後遷延性肺高血圧症の原因となることがある。非ステロイド性抗炎
症薬の母体投与と胎盤移行を誘因とした疾患と考えられていたが、薬剤を投与しなくなった現在でも胎児心
エコーの普及に伴い原因不明の動脈管早期閉鎖の報告がされている。今回特に誘因を認めなかった動脈管早
期閉鎖の1例を経験したので報告する。【症例】26歳１経妊１経産。妊娠中に非ステロイド性抗炎症薬の内服は
なかった。妊娠28週から妊娠35週にかけて切迫早産の為入院管理となっていたが、その間特に児に異常を指摘
されたことはなかった。退院後妊娠37週1日の健診の際にCTAR49%と心拡大があり右心室の収縮不良が見ら
れた。color dopplerにて三尖弁、肺動脈のflowが減少していた。また動脈管の確認ができなかった。NSTでは
reassuring patternではあったが、超音波所見より動脈管早期閉鎖と診断し同日に帝王切開術を施行した。児
は体重2573gの児でApgar score1分値7点、5分値8点であった。しかし酸素投与なしでは酸素化が保てず、挿管
し人工吸器管理を要した。右心不全、遷延性肺高血圧症の診断でNO吸入療法が開始された。その後徐々に改善
し日齢24、修正週数40週4日で退院した。【結語】本症例においてはNSTで異常がなく超音波で診断され児の救
命に至った。動脈管早期閉鎖の原因は未だ不明な点が多いが、娩出により児の救命につながり早期診断するこ
とが重要となってくる。一般産婦人科医にとって確定診断することは困難であるが、本疾患を知り、異常を察
知することが重要である。

33.� 妊娠12週未満の自然流産：
超音波所見から胎児染色体異常を予測する方法に関する検討

○米田 徳子、伊藤 実香、島 友子、中島 彰俊、吉野 修、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学 産婦人科

【目的】妊娠12週未満の自然流産（早期流産）は、その原因として胎児染色体異常が少なからず存在していると
考えられるものの、胎児染色体検査は保険収載がなく、その異常の有無がわからないのが実際である。稽留流
産等の診断がなされた時点での超音波所見から、胎児染色体異常の予測が可能か検討した。【方法】2012年から
2015年までに当科で妊娠初期を管理し、超音波検査により早期流産と診断された不育症患者のうち、同意の
うえ胎児染色体検査を実施し得た104例を対象とした（当院倫理委員会承認）。早期流産が確定した時点での
経腟超音波所見（GS、YS、CRL、FHB、SCH）から胎児染色体異常を示唆する特徴を統計学的に解析した。

【結果】1)胎児染色体異常は、65.4% (68/104)で認めた。2)単変量解析で有意差を認めたのは、母体年齢(以下,染
色体異常群vs.正常群で表示)[35(24-44)歳vs.33(22-44)歳,P=0.0074]、胎児心拍確認率(63.2% vs.41.7% ,P=0.0350)、
Small GS(<15mm)(11.8% vs.33.3% ,P=0.0079)、YS径[4(0-11.8)mm vs.3(0-7.3)mm,P=0.0001]、embryo未確認率
(30.9% vs.58.3% ,P=0.0066)の5因子であった。3)多変量解析では、YS(3.2mm以上) (OR 4.4, 95% CI 1.6-13.1, 
P=0.0036)、母体年齢(35歳以上) (OR 5.7, 95% CI 1.8-15.3, P=0.0017)は、早期流産と診断した時点で胎児染色体異
常を予測する独立因子であった。4)胎児染色体異常確率は、YS 4 ～ 5mmで60.0％、YS 5 ～ 6mmで81.8％、
6mm以上で94.4%と高頻度であった。【結論】早期流産時の超音波所見のうち、Yolk Sac sizeは、胎児染色体異
常を予測する重要な因子であり、特に5mm以上ではその可能性が高まることが予測された。
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36.� 出生前診断における胎児画像検査の有用性
○飯塚 崇 1、高倉 正博 1、三谷 祐介 2、吉田 耕太郎 3、山崎 玲奈 1、岩垂 純平 1、保野 由紀子 1、

藤原 浩 1

1金沢大学附属病院 産科婦人科、 2金沢大学附属病院 小児科、 3金沢大学附属病院 放射線科

【背景】胎児の画像検査として超音波検査が頻用される。しかし超音波検査は胎位などにより検査が大幅に制
限されることがある。超音波検査に加えてMRI検査を行うことより、胎児をより詳細に観察することが可能で
ある。【目的】出生前の超音波精査、MRI検査、CT検査などの画像診断と出生後の診断を比較することにより、
各画像検査の胎児異常診断の検出率および解剖学的な部位による疾患の検出率に違いがあるかどうかを評価
する。【方法】2010年4月1日から2015年3月31日までの5年間に当院のNICUまたはGCUに入院した新生児症例
のうち、入院後に新生児の形態学的異常のため精査加療を要した症例を対象とし、後ろ向き観察研究を行っ
た。【結果】対象となった新生児は55症例。出生前の画像検査は、超音波外来での精査46例、MRI検査34例、CT
検査2例が行われていた。主な新生児異常の検出率は、中枢神経異常 16/19例（84%）、心疾患14/19例(74% )、消化
管疾患9/12例(75%)、腎・泌尿器疾患6/8例(75%)、横隔膜・呼吸器の異常3/5例(60%)、顔面の異常3/9例（33%）だっ
た。中枢神経異常の検出はMRI・超音波の両者を行った場合、検出率は95%だった。検出が困難だった疾患と
しては先天性食道閉鎖（Gross分類 C型）2例、右側横隔膜ヘルニア 2例などがあった。顔面の異常については特
に検出率が悪く、口蓋裂、小顎などが診断されていなかった。【考察】解剖学的な部位や疾患によっては出生前
の画像診断が困難な部位がある。未検出例を参考に、より正確な診断を行うために注意すべきことについて考
察する。

35.� 孤発の胎児脳梁欠損7症例に関する検討
○日向 妙子、生野 寿史、井上 清香、島 英里、能仲 太郎、山口 雅幸、高桑 好一、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

【背景・目的】脳梁欠損の一般的頻度は、0.3 ～ 0.7％とされている。染色体疾患や中枢神経疾患に合併する場
合など原因は多岐にわたる。合併疾患のない孤発の脳梁欠損では、予後良好とされていることも多いが、胎児
診断された例における長期の予後報告は少ない。当科にて出生前診断を行った孤発の胎児脳梁欠損症例につ
いて臨床背景と出生後予後に関して検討を行うことを目的とした。【方法】2006年1月から2014年12月までの期
間に当科にて胎児診断を施行し、妊娠・分娩管理を行った合併形態疾患を認めない孤発脳梁欠損7症例を対象
とし、診療録より後方視的に検討した。【結果】対象期間における当院での分娩件数（22週以降）は、3782件であ
り、孤発脳梁欠損児の頻度は0.19%であった。母体年齢は、平均29.1歳で、いずれも妊娠25週以降の脳室拡大が
発見契機となった。TORCH症候群スクリーニングは陰性であった。妊娠期間中に側脳室後角幅（AW）の拡大
傾向がみられた症例は4例（57%）であった。分娩方法は、5例（71.4%）が帝王切開で、早産は1例（妊娠36週3日）
のみに認めた。全例がNICUで入院管理となった。出生児の予後フォロー期間は、10 ～ 63 ヵ月（平均41 ヵ月）
であり、2例が正常発育であった（44 ヵ月，63 ヵ月時点）。発達遅滞を認める症例は、5例（71.4%）で、そのうち
1例は、症候性てんかんを4歳時に指摘され、けいれん発作に伴う急性脳症にて4歳11 ヵ月で死亡した。【考察・
結論】少数例での検討ではあるが、正常発育であった児は2例（28.6%）のみであった。今後、さらなる長期の予後
評価が必要と考えられるが、孤発の胎児脳梁欠損における出生前カウンセリングにおいては、慎重な対応を要
すると考えられた。
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38.� 子宮筋腫分娩により子宮内反をおこした症例
○水沼 槙人 1、二神 真行 1、太田 圭一 2、重藤 龍比古 1、横山 良仁 1、水沼 英樹 1

1弘前大学大学院研究科 産婦人科、 2むつ総合病院 産婦人科

【はじめに】子宮内反の多くは産褥期に発症し、非産褥性の子宮内反はこれまで本邦では約40例程度と稀であ
る。今回我々は、筋腫分娩に伴う子宮内反の症例を経験したので報告する。【症例】37歳女性、2経産婦。めまい、
立ちくらみを主訴に前医を受診した。過多月経のための貧血を認めていたが、下腹痛はなかった。腟鏡診で超
手拳大の腫瘤を認めた。筋腫分娩として当科での手術目的に紹介された。前医で行われた骨盤MRI検査では、
子宮体部から連続したT1で低信号、T2で高信号の腫瘤を腟内に認めた。腫瘍の擦過細胞診では悪性所見は
なく、手術目的に当科へ入院した。入院後の経腟超音波検査で子宮体部が不明瞭であり、MRI検査を見直した
ところ子宮内反が疑われた。開腹すると子宮底は陥没し、両側付属器がひきこまれるような状態であった。腹
式子宮全摘を行ったが、腫瘍が大きく、また2回分娩していたものの、腟内がせまく伸びなかったため、経腟的
操作で腫瘤を摘出することは断念した。通常のように円靭帯、固有卵巣靭帯を処理し、尿管の走行を確認した
うえで、子宮動脈を処理した。膀胱をおしさげたが腫瘤のため切開する腟壁が不明瞭であったため、内診指を
腟内に挿入し、それをたよりに腟壁を切開。切開部から逆行性に組織を挟鉗して腟壁を全周性に切開し得た。
しかし筋腫が大きすぎて腟からも腹腔からも摘出できなかったため、子宮を半切するようにしたところ腹腔
側から摘出できた。出血は285gであった。術後経過良好で退院した。【結論】非産褥性の子宮内反は稀であるが
MRI検査が診断に有用である。手術は困難な場合が多く輸血等準備を万全に行うことが重要である。

37.� 有茎性漿膜下子宮筋腫茎捻転の2症例
○横山 沙織 1、西本 光男 1、湊 敬道 1、吉田 美帆 1、淀川 祐紀 1、佐藤 多代 1、高橋 聡太 2

1岩手県立中部病院 産婦人科、 2東北大学病院 産婦人科

【諸言】漿膜下子宮筋腫(以下　漿膜下筋腫)は経過観察とすることが多い。しかし有茎性筋腫の場合茎捻転断裂
などを起こすと急性腹症や腹腔内出血の原因となりえる。今回我々は漿膜下筋腫茎捻転を2例経験したため文
献的考察を含め報告する。【症例1】44歳 1経妊1経産　【経過】単純型子宮内膜増殖症、多発する漿膜下筋腫にて
当科定期診察中。経過が長期のため手術予定としていた。夕食後の下腹部痛、嘔吐を主訴に当院救急外来受診。
腹部造影CTにて多発子宮筋腫ならびに骨盤腔内に少量の腹水を認めた。血液検査上Hb 10.4g/dlと軽度貧血を
認めるものの下腹部痛は自制内のため鎮痛剤処方し帰宅とし2日後再来を指示。自覚症状は改善していたが血
液検査上Hb 7.9g/dlと貧血の進行を認め、CT読影で出血が示唆されたため同日緊急手術とした。手術所見で
は漿膜下筋腫の茎捻転ならびに茎部からの出血が認められた。腹式単純子宮全摘術を施行し術後7日目退院。

【症例2】34歳　女性　0経妊0経産　【経過】数日前より下腹部の鈍痛を自覚。症状の悪化と38度の発熱を主訴に
当院救急外来受診。腹部造影CTにて子宮筋腫を指摘。血液検査上炎症反応高値かつ筋腫部に痛みを認めてい
た事から筋腫の感染疑いと診断。抗生剤投与し帰宅となったが、症状改善せず翌日当科を初診。腹部造影CT再
確認では漿膜下筋腫部の造影欠損が認められたており漿膜下筋腫茎捻転と診断。同日緊急手術とした。手術所
見では漿膜下筋腫は360℃捻転していた。腹式子宮筋腫核出術を施行し術後7日目退院。【考察】有茎性漿膜下子
宮筋腫では稀だが茎捻転の可能性があることも考慮し、患者への説明ならびに急性腹症時は適切な治療介入
が必要である。
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40.� 臍部腫瘍にて発症した異所子宮内膜症の２症例
○清水 孝規、永井 智之
石巻赤十字病院 産婦人科

【諸言】子宮内膜症は性成熟期に発症する良性疾患であり、主に卵巣や骨盤腹膜に好発するが、一方で肺や臍
部、空腸など全身性に発症する事も知られている。今回我々は臍部腫瘍にて発症し、外科的治療により診断、治
療をなし得た臍部内膜症に2症例を経験したのでここで報告する。【症例1】39歳、3妊2産。月経困難症状なし。
2年前から臍部に違和感を感じていていたが、増大傾向と出血も認めたため皮膚科受診、生検にて内膜症の診
断であった。婦人科診察では卵巣の腫大を含めた有意所見を認めず、CTでも臍部以外には器質的異常を認め
なかった。形成外科にて臍部腫瘍切除術（+臍形成術）を施行された。術後再発兆候なく経過観察中である。【症
例2】36歳、3妊２産。月経困難症状はあったが、分娩後は改善。1年前より臍部腫瘍を自覚していたが、徐々に
増大傾向を認めたため皮膚科受診。生検にて内膜症の診断をえた。婦人科診察及びCTでも上述の症状と同様
に有意所見を認めなかった。同症例も形成外科にて臍腫瘍切除術（+臍形成術）施行され、現在再発兆候なく経
過観察中である。【考察】臍部内膜症の症例においては、月経随伴症として疼痛や出血を伴う事がある。一方で、
それらの症状を全く伴わない症例も稀ではない。臍部腫瘍の鑑別としては尿膜間遺残や悪性腫瘍による転移
性臍腫瘍（Sister Mary Joseph’s nodule）などが挙げられるため、悪性疾患の検索を目的とした全身検索も必要
と考えられる、外科的治療の治療成績は良好であるため、限局病変である症例については積極的に考慮しても
よいと考えられた。

39.� Office�gynecologyにおける4－7cmの単一粘膜下筋腫に対する
MEAによる過多月経治療の検討

○津田 晃
山王レディースクリニック 産婦人科

【目的】4−7cmの粘膜下筋腫によって生じる過多月経に対して、マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）
と経頸管的マイクロ波筋腫融解術（transcervical microwave myolysis: TCMM）の併用治療が、office 
gynecologyにおける日帰り治療として有用性か否かについて検討した。【方法】当院でマイクロ波治療を受
けた最大径が4−7(平均5.4)cmの単一の粘膜下筋腫をもつ41例(平均年齢45.0歳)を対象にした。全例にMEAに
TCMMを併用した。マイクロ波アプリケーター先端を円錐形に加工し、アダプターを用いて経腹超音波ガイ
ド下にTCMMを行った。焼灼条件は1回70W、50秒で行った。TCMM施行に際しては患者の同意を文書で得
て行った。麻酔は硬膜外麻酔を行い、全例日帰り手術で行った。【結果】平均手術時間は27.0分であった。MEA
照射時間は平均455秒、TCMMは平均430秒であった。貧血は術後3 ヶ月で有意に改善した(10.2±1.9 vs 12.7±
1.1g/dl; p<0.0001)。子宮筋腫の経時的体積収縮率は、3 ヶ月で平均58.9%、6 ヶ月以上で75.1％であった。術後3 ヶ
月で月経量が1/5以下(VAS score≦3)に減少した著効例は35例（85.4％）であった。また、また満足度（VAS満点
10）は平均9.8であった。【結論】4−7cmの粘膜下筋腫に対してTCMMを併用したMEAは有用であり、閉経周辺
期の過多月経患者の子宮摘出術の代替療法となり得ると考えられた。また、office gynecologyにおける日帰り
治療が可能であると考えられた。
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42.� 緩徐な内容液のドレナージにより重篤な周術期合併症を回避し得た
巨大卵巣腫瘍の1症例

○渡辺 紗奈、早坂 直、岡本 綾、早坂 典子、清野 朝史、井出 佳宏、森崎 伸之
地方独立行政法人　山形県・酒田市病院機構　日本海総合病院 産婦人科

【緒言】巨大な腹腔内腫瘍を手術により摘出する場合、循環不全、呼吸不全などの重篤な周術期合併症が発症す
るリスクが高く、十分な術前評価と慎重な術中・術後管理が必要とされる。今回我々は腫瘍内容液が 約15 ℓ
の巨大卵巣嚢胞性腫瘍に対し、緩徐に内容液を吸引することにより、重篤な周術期合併症を起こさずに腫瘍を
摘出しえた症例を経験したので報告する。【症例】28歳、未経妊。3年前より腹部膨隆を自覚するも放置してい
た。次第に増大してきたため近医内科を受診したところ腹腔内に巨大な腫瘍が認められ、卵巣腫瘍が疑われた
ため当科紹介となった。来院時、剣状突起下におよぶ巨大な腹部腫瘍を認めた。CTでは腹腔内、骨盤内を占拠
する最大径40 ㎝の単房性の嚢胞性腫瘤が確認され、嚢胞内に充実性部分は指摘できなかった。腫瘍マーカー
の上昇もなく、良性卵巣腫瘍と術前診断し手術を行った。肺機能、心機能に問題が指摘されなかったため一期
的に手術を行う方針としたが、急激な静脈還流増加による合併症出現を回避するため、内容液全体の約2/3に
あたる10 ℓの内容液を約60分かけて吸引し、その後腫瘍摘出術を施行した。術中術後に特記すべき合併症を
生じることなく順調に経過した。【考察・結語】巨大な腹腔内嚢胞性腫瘤を摘出する際に、腫瘍内容を緩徐に吸
引することは、周術期の合併症を回避するために有効な手段と思われるが、その点について文献的考察も加
え、症例報告する。

41.� 子宮内膜ポリープの画像診断の有用性について：
子宮鏡下手術後の病理学的診断による検討

○五十嵐 秀樹、鈴木 聡子、松川 淳、長谷川 歩美、網田 光善、髙橋 俊文、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【目的】子宮内膜ポリープは経腟超音波断層検査（US）、ソノヒステログラフィー（SHG）、子宮鏡（HS）など画
像診断で行われる。今回我々は子宮内膜ポリープと画像診断された症例に対し子宮鏡下手術（TCR）を行い、
病理学的診断から術前診断の有用性について検討した。【方法】2007年1月から2015年3月までの当院で子宮内
膜ポリープの術前診断でTCRを行った52例を対象とした。年齢は42.9±10.0歳（mean±SD）（有経42例、閉経10
例）であった。術前診断はUS、SHG、HSで行った。診断時の子宮内膜ポリープ径は16.3±6.3mm（mean±SD）
であった。術前の子宮内膜細胞診は37例（71.2%）、内膜生検は19例（36.5%）（重複有り）に施行され、悪性所見を
認めなかった。手術適応のある症例に対しTCRを行い、病理学的診断から術前診断の陽性的中率について検
討した。【結果】病理学的診断では子宮内膜ポリープは30例で、陽性的中率は57.7%であった。その他、子宮筋腫
5例（9.6％）、子宮頸管ポリープ3例（5.8％）、複雑型子宮内膜異型増殖症2例（3.8%）、複雑型子宮内膜増殖症2例

（3.8%）、単純型子宮内膜増殖症2例（3.8%）、正常子宮内膜8例（15.4%）であった。複雑型子宮内膜異型増殖症と診
断された2例に対し、子宮全摘および両側子宮付属器摘出術の追加手術を行った。【考察】術前診断の陽性的中
率は57.7%であった。陽性的中率が低い要因として正常子宮内膜が15.4%、内膜増殖症が11.5%と高頻度で認め
られた事が挙げられる。しかし、複雑型子宮内膜異型増殖症の診断が得られたこと、不妊症例の術後妊娠が高
率で認められたことから、子宮内膜ポリープと術前診断された症例に対する積極的なTCRは望ましいと考え
る。



－ 79 －

44.� 卵巣原発の癌性腹膜炎との鑑別に苦渋した結核性腹膜炎の1例
○木戸 秀典、石丸 美保、井村 紗江、平林 はやと、金谷 太郎、瀬戸 俊夫
独立行政法人　国立病院機構　金沢医療センター 産婦人科

【諸言】今回、前医にて卵巣原発の癌性腹膜炎を疑ったが、腹水ADA値をきっかけに、結核性腹膜炎と診断で
き、治療が奏功した症例を経験したので報告する。【症例】28歳女性。フィリピン人。2013年1月に腹部膨満感
を主訴に、フィリピンの近医を受診した。腹水貯留を認め、腹水細胞診にてclassVとされ、adenocarcinomaと
診断されたがその後の精査はされず日本に移住した。同年6月、卵巣腫瘍の精査目的に当科受診し、採血では、
CA125が181と高値を認め、CTでは、左卵巣に約60mm大の多房性嚢胞性病変を認め、一部壁肥厚と濃染を認
めた。また多量腹水が確認され、腹腔内リンパ節腫大を多数認めており、左卵巣癌による癌性腹膜炎が考えら
れた。しかし、造影MRIでは、卵巣出血性のう胞の所見に留まった。一方腹水検体では、CA125とADAが高値
を示した。この時点で結核性腹膜炎を疑ったが、腹水抗酸菌塗抹は陰性であった。下部消化管内視鏡での腸管
粘膜生検では、小腸および回盲部にラングハンス型巨細胞を伴う肉芽腫が確認された。回腸末端粘膜組織抗酸
菌塗抹は陰性、PCRも陰性であったが、回腸粘膜培養にて結核菌が検出された。以上より、腸結核の診断にて
イソニアジド300mg/day、リファンピシン450mg/day、エタンブトール750mg/day、ピラジナミド 1.5g/dayに
て治療を開始すると、約1カ月後より、腹水減少、CA125漸減、腹水抗酸菌塗抹陰性を確認した。【結語】癌性腹
膜炎を疑ったものの、腸結核による腹水、多発リンパ節腫大であった症例を経験した。腹膜炎の原因として、結
核の存在を念頭に置いておく必要があり、今回の症例のように、腹水中ADA値が有用なマーカーになると考
える。

43.� 診断に苦慮した壊疽性虫垂炎による腹腔内膿瘍の一例
○高橋 慧、海道 善隆、村井 眞也、葛西 真由美、鈴木 博
岩手県立中央病院 産婦人科

【はじめに】骨盤内炎症性疾患(PID)は若年女性の発熱を伴う下腹部痛の原因として重要な疾患であるが、時に
虫垂炎との鑑別が困難なことがある。今回、卵管留膿症との鑑別に苦慮した壊疽性虫垂炎の症例を経験したの
で報告する。【症例】14歳、女性。来院１週間前から39℃台の発熱、全身倦怠感があり、近医外来で抗生剤処方さ
れたが改善なかった。下腹部痛、排尿時痛も出現したため前医泌尿器科を受診したが、濃尿の所見はなかった。
精査目的に施行した造影CTで直径９㎝の骨盤内腫瘤を認めたため当科紹介となった。来院時、体温37.7℃、下
腹部に限局した圧痛を認めた。MRIでは両側卵巣は正常大であったが、骨盤正中、膀胱直上に多房性嚢胞性腫
瘤を認め、左卵巣に接していた。腫瘤は管状構造が腫大した様にもみえ、壁に造影効果あり、拡散強調像で内部
は高信号を呈していた。卵管留膿症あるいは感染性の卵巣腫瘍を疑い、CMZ2g⁄日を開始したが発熱と炎症反
応高値が持続したため、第７病日に開腹術を施行した。腹壁と腫瘤壁の癒着が著明であり、剥離の際に一部が
破綻して膿汁が流出した。膿瘍部は大網に被覆された状態であり、大網を切離していくと根部は虫垂であっ
た。子宮および両側付属器に異常を認めず、壊疽性虫垂炎による腹腔内膿瘍と診断し、虫垂切除術および腹腔
ドレナージを施行した。術後抗菌薬をMEPM1g⁄日に変更し症状改善した。

【考察】本症例では、穿孔した虫垂炎の膿汁が大網により被覆化されていたために典型的な腹膜炎症状を来さ
なかったと考えられる。発熱がみられたときは、腹部症状を含めた全身的検索が必要である。
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46.� 急性腹症・プレショックで救急搬送され、腹腔鏡手術を施行した
子宮内外同時妊娠の一例

○草開 妙、安田 一平、高地 圭子、八十島 邦昭、日高 隆雄
黒部市民病院 産婦人科

症例は27歳未産婦。クロミフェン療法にて妊娠。妊娠6週3日、嘔吐を伴う突然の下腹痛が出現し、救急車にて当
院へ搬送された。血圧83/49mmHg、脈拍125/分、体温36.7℃、Shock Index 1.5。左下腹部で圧痛が顕著で筋性防
御・反跳痛も認めた。血液・尿検査ではWBC 18,300/ml、RBC 298万、Hb 8.8ｇ/ｄl、Hct 26.6%、PLT 16.9万、
CRP 0.11、尿中ｈCG 18,106 IU/l。性器出血は認めなかったが、内診で左付属器領域およびダグラス窩の圧痛が
顕著であった。経腟超音波検査では子宮内に18mm径の胎嚢を認めたが、胎芽心拍は陰性であった。同時に、左
付属器領域に15mm径の胎嚢様エコー像を認めた。子宮周囲に凝血塊を疑わせる高輝度エコー像を認めたが、
echo free spaceははっきりしなかった。子宮内外同時妊娠(子宮内妊娠および左卵管異所性妊娠疑い)の診断で
同日、全身麻酔下に気腹式による緊急腹腔鏡手術を施行した。腹腔内には肝周囲に及ぶ多量の(1,700ml)出血が
貯留しており、吸引・除去したところ左卵管峡部で破裂し持続性に出血している妊娠部位と周囲に凝血塊を
認めた。左卵管峡部妊娠流産と診断し、左卵管切除術を施行した。切除した卵管妊娠部位には肉眼的および病
理組織検査で絨毛成分が確認された。術後1日目に胎嚢内に卵黄嚢および胎芽心拍が確認された。術後経過は
良好で術後4日目に退院、その後の妊娠経過も順調である。子宮内外同時妊娠は自然妊娠においては約3万例に
1例という大変まれな疾患とされているが、排卵誘発や体外受精などの不妊治療の増加に伴いその頻度は上昇
している。子宮内妊娠を認めても腹痛や腹腔内出血を認める場合には内外同時妊娠の可能性も念頭にいれた
診断・治療が必要である。

45.� FDG-PETで集積を認めた閉経後の卵巣莢膜細胞腫の5例
○保野 由紀子、中村 充宏、高倉 正博、水本 泰成、岩垂 純平、折坂 俊介、藤原 浩
金沢大学 産婦人科

FDG PETは良悪性腫瘍の鑑別や病期診断に有用であることから術前検査に使われることが多い。今回、我々
は卵巣腫瘍を認めた閉経後女性に術前検査として施行したFDG PETで卵巣腫瘍にFDGの集積を認め悪性が
疑われたが良性であった5症例を経験したので報告する。5症例の平均年齢は57（53−65）歳。いずれも卵巣腫
瘍を指摘され、当院に紹介受診された。術前検査として施行されたFDG PETのSUV(Early)の平均値は5.76(2.2-
12.0)。SUV(Delay)の平均値は6.56(2.4-13.8)。術中迅速病理検査では、莢膜細胞腫を認め、全例に両側付属器切除
術が施行された。術後病理検査でも診断は莢膜細胞腫であった。文献的に莢膜細胞腫はFDG PETで偽陽性を
認めると示唆されているが、詳しい症例報告は2011年に報告された1件のみである。莢膜細胞腫がFDG PETで
なぜ集積するのか、文献的検討をまじえ、報告する。
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48.� 人工妊娠中絶術後の子宮内異所性妊娠
○村井 正俊
岩手医科大学 産婦人科

【背景】異所性妊娠には子宮外妊娠や子宮内異所性妊娠があり、子宮内異所性妊娠の中で間質部妊娠、頸管妊
娠、帝王切開瘢痕部妊娠に遭遇することはあるが、人工妊娠中絶や流産手術後の子宮筋層内妊娠は非常に稀で
ある。今回我々は人工妊娠中絶手術が原因と思われた子宮底部筋層内妊娠を経験したので報告する。【症例】症
例は31歳、1経妊0経産（20歳時に人工妊娠中絶1回）。19歳クラミジア感染既往、29歳にAISで子宮頸部円錐
切除術既往。前医でクロミフェン療法にて妊娠反応陽性確認。その後子宮内に胎嚢確認出来ず、最終月経より
妊娠7週4日に子宮外妊娠の疑いにて当院初診。経腟超音波にて卵管間質部付近に胎嚢と胎児心拍を確認し緊
急入院。入院後の経腟超音波再検で、胎嚢の位置は子宮底部であると確認、MRI施行で同部に約3㎝に胎嚢を
疑う所見あり、既往歴から人工妊娠中絶後子宮底部筋層内妊娠と診断した。患者の子宮温存の希望強く、妊娠
継続することで子宮破裂をおこすリスクが非常に高いため子宮動脈塞栓術施行後、手術療法(開腹手術)の方針
となった。治療前の血清hCGは110000mIU/mL、治療後24日目で25mIU/ml以下となった。【まとめ】子宮筋層内
妊娠の治療方針は基本的には他の子宮内異所性妊娠に準ずるが、妊娠継続が可能であった報告もあるため、子
宮内手術の既往などの正確な病歴の聴取と超音波・MRI、場合によっては腹腔鏡による子宮表面の観察が治
療方針を決める上で有用であると考えられる。

47.� 副角妊娠破裂の一例
○中村 恵菜実 1、金森 勝裕 1、亀田 優里菜 2、軽部 裕子 1、福田 淳 1、高橋 道 1

1市立秋田総合病院 産婦人科、 2秋田赤十字病院 総合周産期母子医療センター　産科

【背景】副角妊娠は全妊娠の76000-150000例に1例とされ、子宮奇形合併妊娠のなかでもきわめて稀である。近
年、破裂前に発見され加療される例が報告されるが、気づかれずに経過した場合、50-80%は破裂し大量出血を
きたすため母体生命にかかわる。今回、副角妊娠が破裂し大量出血をきたした症例を経験したため報告する。

【症例】21歳女性、未経妊。X年9月5日から5日間を最終月経として自然妊娠が成立した。近医で分娩予定日を
X+1年6月30日に決定し、その際双角子宮妊娠と指摘された。12月30日(妊娠14週0日)激烈な下腹部痛が出現し
たため救急搬送された。shock vitalと下腹部に強い圧痛を認めた。性器出血は認めなかった。血液検査では軽
度貧血あり。超音波検査で子宮内に胎嚢及び14週相当の胎児を認め、胎児心拍を確認した。左右の子宮の連続
性が不明瞭であることなど、双角子宮とは一致しない所見を認め、緊急MRIを施行した。MRIでは左側子宮は
右側子宮に付着しており内部に交通を認めないため、副角子宮が考えられた。副角妊娠及び副角破裂の疑い、
腹腔内出血の診断にて緊急開腹手術を施行した。開腹すると、右子宮体部より発育する左子宮を認め、副角子
宮と判断。また副角は底部で破裂しており、胎児と胎盤は腹腔内で発見された。副角と左卵管を切除後、子宮
筋層を縫合し、手術終了した。総出血量は3659mlであった。摘出した副角子宮には明らかな交通は認められな
かった。【考察】副角妊娠の診断には超音波検査やMRI検査が有用とされるが、診断率の低さや時間的制約と
いった問題点がある。副角妊娠が疑われた時点での患者への十分なリスク説明と慎重な経過観察が重要だと
考えられる。
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50.� 外陰部に発生した血管筋線維芽細胞腫の一例
○田中 星人、坂元 崇洋、小館 英明、斎藤 洋、池田 研、涌井 之雄
KKR 札幌医療センター 産婦人科

【緒言】血管筋線維芽細胞腫(angiomyofibroblastoma)は、主に再生産年齢期の女性の外陰部に発生する稀な良
性腫瘍である。今回我々は外陰部巨大腫瘍を主訴に来院し、血管線維芽細胞腫の診断に至った１例を経験した
ので報告する。【症例】49歳、１回経妊１回経産。15年ほど前に外陰部の腫瘤を自覚するも、疼痛など症状が無
かったため放置していた。腫瘤が徐々に増大し、日常生活に支障が出るようになったため近医を受診。外陰部
腫瘍の治療目的で、当科紹介となった。左外陰部はソフトボール大で触診上可動性良好，硬度軟、辺縁整の所見
であった。腫瘍初見として、MRIでは9cm大の強い造影効果を伴う不均一な初見・CTでは大部分が軟部濃度
を示しており内部に多数の点状低吸収域がみられた初見などあり、脂肪肉腫など悪性疾患を否定できなかっ
た。手術はマージンを含めた単純外陰腫瘍切除の方針となった。病理組織診では境界明瞭で浮腫状の間質と大
小の血管増成を背景に、小類円形核と淡好酸性の広い胞体を有する細胞が増成している所見、血管周囲に小集
塊を形成して密在している初見がみられ、血管筋線維芽細胞腫の診断であった。血管筋線維芽細胞腫は一般的
に経過良好とされているが、悪性化・再発の症例報告もあり、慎重な経過観察が必要と考えられている。この
症例に文献的考察を加えて報告する。

49.� 帝王切開後の子宮峡部妊娠にMTX療法2-dose�regimenが
奏効した1例

○中井 奈々子、松尾 幸城、小島原 敬信、手塚 尚広
公立置賜総合病院 産婦人科

【緒言】異所性妊娠において非卵管性妊娠は約5％を占めるとされているが、その中でも子宮峡部妊娠は極めて
稀な疾患である。子宮峡部妊娠は、妊娠が進行すると大量の性器出血を来して、生命を脅かす危険性を有して
いる。したがって、妊娠初期の対応が重要とされているが、その治療法は確立されていない。今回我々は妊娠初
期に診断された帝王切開後の子宮峡部妊娠に対し、MTX療法2-dose regimenを施行し保存的治療に成功し
た1例を経験したので報告する。【症例】36歳、5経妊1経産、人工妊娠中絶3回と帝王切開1回の既往がある。妊娠
反応が陽性で性器出血があり当科を初診し、最終月経から5週4日。経腟超音波検査で内子宮口付近に胎囊を認
め、異所性妊娠の可能性を考慮し入院管理とした。MRIを施行し、子宮峡部妊娠を強く疑った。血中hCG値は
2,466.9 mIU/mlから2日後には4,131.9 mIU/mlと上昇したが、腹痛などはなく全身状態は良好であった。妊孕性
温存の希望がありhCG値の増加する割合から、MTX療法2-dose regimenによる保存的治療を選択した。計3回
のMTX全身投与を行い、血中hCG値は順調に下降した。MTXの副作用は軽度であった。性器出血は少量なる
も持続性であったため、輸血を要した。超音波検査で内子宮口付近に径1 cmほどの腫瘤を認めるも胎囊は消失
し、性器出血を認めなくなった。血中hCG値の著減を確認し、外来管理へと移行した。【考察】子宮峡部妊娠の治
療には、妊孕性の温存を必要とする場合、とくに苦慮する。外科的治療を行い性器出血が制御不能となり、子宮
全摘を要した報告もある。本症例では、MTX療法2-dose regimenが奏効した。本法は子宮峡部妊娠の治療に
有効な治療法であった。
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52.� 当科で経験した腟上皮内腫瘍（VAIN）の2症例
○高橋 知昭、寳田 健平、市川 英俊、加藤 育民、片山 英人、西脇 邦彦、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

【緒言】腟上皮内腫瘍（VAIN）は腟癌の前駆病変と考えられている。本邦での発生頻度は明らかではないが米
国では10万人に0.2 ～ 0.3といわれ稀な疾患であり、また約半数例が良性疾患を含めた子宮全摘術後の患者に
発生する。今回VAINの2例を経験したので報告する。【症例1】68歳、0経妊。50歳閉経。54歳のとき子宮腺筋
症で子宮全摘術＋両側付属器切除術施行。61歳のとき腟癌1期のためレーザー蒸散治療＋放射線治療施行し
外来定期受診していた。68歳のとき腟断端細胞診にてclass Ⅴであったため生検したところVAIN3の診断と
なりレーザー蒸散治療を行った。さらに5年後に腟断端細胞診でclass Ⅲb、生検でVAIN3の診断となったため
レーザー蒸散治療を再度行った。その後6年間再発を認めていない。【症例2】58歳、2経妊2経産。39歳のとき子
宮頸部上皮内腫瘍3（CIN3）のため子宮全摘術施行。その後外来定期受診していた。手術の19年後、腟断端細胞
診でSCCであったため生検したところVAIN3の診断であった。現在放射線療法中である。【結語】2症例とも子
宮全摘術後19年を経てVAINが初発または再発しており、かつ無症候で細胞診異常が診断の契機となってい
る。VAINを見落とさないためには子宮摘出後も長期間に及ぶ外来経過観察と細胞診が必要であると考えら
れた。

51.� 腟悪性黒色腫の１例
○高橋 聡太、渡邉 善、渋谷 祐介、櫻田 尚子、田中 創太、徳永 英樹、新倉 仁、八重樫 伸生
東北大学 産婦人科

はじめに：腟悪性黒色腫は稀な疾患で、治療法も確立しておらず、予後不良とされている。今回我々は、腟原
発悪性黒色腫に対して手術および化学療法、免疫療法を行った１例を経験したので報告する。症例：59歳
2G2P。平成24年8月頃性交時痛あり前医受診。腟壁腫瘍が疑われ当科紹介。平成24年10月、腟生検にてmalignant 
melanomaの診断であった。平成24年11月、腟全摘出術＋広汎子宮全摘出術＋骨盤・鼡径リンパ節郭清+外陰
切除＋腟閉鎖術を施行。病理結果はmalignant melanoma(Vagina)、腫瘍径は2cmで2mmの浸潤を認めた。進行
期はAJCC（American Joint Committee of Cancer）分類でⅠｂ期（T2aN0M0）であった。その後術後補助療法
としてインターフェロンα局注単独療法を3コース施行。以後外来で経過観察をしていた。平成25年12月PET-
CTにて腫瘍再発が疑われた。再発腫瘍に対して平成26年3月よりDAV-feron（ダカルバジン、ニチムスン、ビン
クリスチン＋インターフェロンβ局注）療法を開始。計5コース施行されたが、Progressive diseaseであった。
当院皮膚科に紹介し、抗PD-1抗体療法を3コース施行したが、なおも腫瘍は増大傾向であった。本人、ご家族と
相談し、緩和医療を中心に治療を行っていくことになり、平成27年4月、在宅診療を行っている医院に紹介と
なった。腟悪性黒色腫は稀な疾患ではあるが、早期症例においても予後が極めて不良であることから、今後治
療法について検討を重ねる必要がある。
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55.� 脂肪の少ない患者は子宮頸癌の放射線性腸炎の高リスクとなるか？
○杉田 元気 1、黒川 哲司 1、山本 真 1、品川 明子 1、知野 陽子 1、辻川 哲也 2、吉田 好雄 1

1福井大学 産科婦人科、 2福井大学 高エネルギー医学研究センター

【目的】子宮頸癌の広汎子宮全摘術後の再発中・高リスク群に対して、放射線単独療法や同時化学放射線療法
が広く行われている。放射線療法後にしばしば下痢やイレウスを呈するが、痩せ型の症例に頻度が多い傾向を
経験する。本研究では当科における放射線性療法後に生じる消化管毒性に、体格や脂肪が与える影響を検討し
た。

【方法】対象は、2006年9月から2013年12月の間に、当科で治療した子宮頸癌ⅠB期からⅣB期106例のうち、術
後に放射線療法を追加した11例、術後に同時化学放射線療法を追加した20例である。重篤な放射線性腸炎(G2
以上の下痢)を生じた群17例と生じなかった群15例に分けて、BMI、脂肪面積、皮下脂肪面積、内臓脂肪面積、
手術時間、手術出血量、総照射線量について検定した。

【成績】重篤な放射線性腸炎を生じた群での平均BMI 21.5±3.6、脂肪面積 250±102 cm2、皮下脂肪面積 162±
72 cm2、内臓脂肪面積 88±37 cm2であった。生じなかった群での平均BMI 20.3±3.5、脂肪面積 172±106 cm2、
皮下脂肪面積 119±76 cm2、内臓脂肪面積 52±37 cm2であった。それぞれ比較すると脂肪面積と内臓脂肪面積
でp<0.05と有意な差を認めた。

【結論】脂肪面積が少ない症例では、放射線性腸炎の影響が大きいことが示唆された。特に内臓脂肪面積が少
ないとその傾向は大きかったため、事前のCT検査で脂肪面積を測定しリスク評価することが重要と考えられ
た。

54.� 当科において根治的手術を施行した子宮頸癌症例の再発症例に
関する検討

○二神 真行、横山 良仁、飯野 香里、重藤 龍比古、水沼 英樹
弘前大学 産婦人科

【目的】根治的手術を施行した子宮頸癌の再発症例に関して臨床病理学的特徴を検討する。【対象と方法】平成
13年から平成25年の間に、臨床進行期Ia2期以上の子宮頸癌のうち根治的手術療法を行った136例が対象。カル
テを用いた後方視的検討。手術は広汎子宮全摘を行い、腺癌はIIIb期以上の症例でもdown stagingの後広汎あ
るいは超広汎手術を行った。【結果】136例の臨床進行期の内訳はIa2期5例、Ib1期66例、Ib2期22例、IIa 期22例、
IIb期15例、IIIb期以上6例であった。うち再発例は25例(18.4% )で、Ib1期3例、Ib2期8例、IIa 期7例、IIb期3例、
IIIb期以上4例であった。扁平上皮癌(以下SCC)が64%、非扁平上皮癌（以下非SCC）が36%で、術前化学療法施行
例は40%、未施行が60%であった。SCCの初回再発部位は、部位重複の2例を含め、腟断端、骨盤リンパ節、傍大
動脈リンパ節(以下PAN)がそれぞれ4例、肺が3例、その他3例でり、手術から再発までの期間は中央値11.9 ヶ月
であった。非SCCの初回再発部位は、部位重複の2例を含め、腟断端、骨盤リンパ節、縦隔以上のリンパ節、肝が
それぞれ2例で、その他3例で、手術から再発までの期間は中央値11 ヶ月であった。5生率は、Ib1期95.4%、Ib2 
期65.6%、IIa期 95.2%、IIb 期76.9%であった。再発したIb2期の8例は全例骨盤リンパ節転移陽性で、うちPAN
転移陽性3例、基靭帯への浸潤2例であった。再発をアウトカムとした多変量解析で、臨床進行期、骨盤リンパ節
転移の有無が独立した有意な再発危険因子であった。【結論】当科において子宮頸癌手術症例の予後と再発様
式を示した。今後症例増加、多施設検討により、再発時期・場所、危険因子を検討することが重要である。
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57.� 子宮頸部小細胞癌にアムルビシン投与が効果を認めた１例
○奥井 陽介、榊 宏諭、安藤 麗、清野 学、成味 恵、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】子宮頸部小細胞癌は早期から遠隔転移を起こし、集学的な治療を行っても予後不良な疾患である。今
回、子宮頸部小細胞癌の術後に多発転移を来した症例に、肺小細胞癌で用いられているアムルビシンを投与
し抗腫瘍効果を認めた1例を報告する。【症例】32歳、5経妊3経産。不正性器出血を主訴に前医を受診。腟鏡
診で3cm大の肉眼的腫瘤を認め、組織生検で扁平上皮癌と診断され当院へ紹介。術前精査の結果、子宮頸癌
Ib1期と診断され、広汎子宮全摘術+両側卵巣移動術を施行した。術後の病理診断にてsmall cell carcinoma、
pT1b2N0M0、脈管浸潤あり。術後化学療法としてEP療法4コースを行ったが、評価CTにて肺転移病変の出現
を認めた。肺病変に対して胸腔鏡下右肺部分切除術を施行したところ、病理診断は子宮頸部小細胞癌の転移で
あった。2か月後のPET/CT検査にて多発脳転移、多発リンパ節転移、腟断端に再発巣を認めた。脳転移に対し
て放射線療法70Gyを施行、全身治療としてイリノテカン療法4コースを行ったが評価CTでは腟断端病変の増
大と肺に新病変が出現、さらにTC療法6コースを行い、評価CTでは病変の増大を認めなかったが、再発後の多
剤併用であり副作用を考慮し、これ以上のTC療法継続は困難と判断した。そこで肺小細胞癌に対して効果を
認めている、トポイソメラーゼⅡ阻害薬であるアムルビシン(40 mg/m2)を3日間連続で3週毎に投与する方針
となった。現在までにアムルビシン療法を10コース行ったが副作用の出現を認めておらず、治療開始から9か
月経過しているが病変の増大を認めていない。【結語】子宮頸部小細胞癌は予後不良だが、アムルビシン投与に
よって腫瘍増大を抑制できる可能性が示唆された。

56.� 妊娠継続の判断にPET-MRIが有用であった子宮頸癌合併妊娠の1例
○五日市 美奈 1、西川 伸道 1、石黒 竜也 1、生野 寿史 2、西野 幸治 1、関根 正幸 1、高桑 好一 2、

榎本 隆之 1

1新潟大学 産科婦人科学教室、 2新潟大学 総合周産期母子医療センター

PET-MRIは、PETとMRIを同時測定し、解剖学的情報と機能的情報を重ね合わせて視覚可することにより、
正確な診断や治療方針の決定する際、重要な判断材料となることが期待されている。今回、妊娠継続の判断に
PET-MRIが有用であった子宮頸癌合併妊娠を経験したのでここに報告する。症例は30歳、0妊0産。自然妊娠
成立し近医受診。子宮頸部細胞診にて高度扁平上皮内病変を指摘され、コルポスコピーを施行したところ、浸
潤癌が疑われたため前医紹介受診。MRI上、外子宮口から15mm範囲で粘膜肥厚を認めたが、間質浸潤は指摘
されなかった。子宮体下部に9cm大の子宮筋腫を認めた。当院での管理目的に妊娠14週3日、当科紹介受診し
た。コルポスコピーは全周性に赤点班、9時にモザイク、3時に白色上皮であり、子宮内頸部上皮内腫瘍３～微
小浸潤癌の診断。組織診断は扁平上皮癌であった。腫瘍マーカーはSCC:2.8ng/mlであった。以上より、子宮頸癌
IB1の診断。子宮頸癌合併妊娠のため、広汎子宮頸部摘出術も考慮されたが、子宮体下部の子宮筋腫のため同術
は不可能と判断した。本人に妊娠中断および広汎子宮全摘術の提示をしたが、妊娠継続を強く希望された。そ
のため、リンパ節転移および他臓器への転移の検索目的に、妊娠18週3日、PET-MRIを施行した。リンパ節転
移および他臓器への転移なし。この結果をふまえて、妊娠継続可と判断した。6週後にPET-MRI再検とし、病
変部の増大およびリンパ節転移がなければ経過観察とし、妊娠30週に帝王切開および広汎子宮全摘術の予定、
病変部の増大あるいはリンパ節転移が認められた場合は、妊娠継続のまま化学療法を考慮する予定である。
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59.� 当科における子宮体癌症例の診断契機に関する検討
○田村 良介、田中 誠悟、石原 佳奈、湯澤 映、高橋 秀身
大館市立総合病院 産婦人科

【背景】子宮体癌は早期（Ⅰ期）で加療されれば予後良好な疾患である。また妊孕性温存療法や腹腔鏡下手術な
どの低侵襲な治療が行える可能性もあり、早期発見には臨床的に意義がある。【目的】当科での子宮体癌症例か
ら子宮体癌早期発見の可能性を探ることを目的として検討を行った。【方法】平成23年1月から平成26年12月ま
での4年間に当科で子宮体癌として加療を行った57症例について診療録を参照し、その診断契機について検討
を行った。【結果】子宮体癌の診断契機としては不正性器出血を主訴とした受診が最も多く59％ (34/57症例)を
占めていた。しかし、不正性器出血出現から受診までの期間が比較的短期間（6か月以内）の群と長期間（6か月
以上）の群を比較するとⅠ期症例の割合は64％(11/17症例)対58％(10/17症例)で、無病生存獲得率は76％(13/17
症例)対64％ (11/17症例)と病期・予後ともに余り差は認めなかった。一方で、定期的な婦人科受診が診断の契
機となった症例は19％ (11/57症例)と多くはなかったが、11症例中10例がⅠ期症例であり、しかも11症例全例
が無病生存を得ていた。【考察】不正性器出血が出現してから短期間での婦人科受診が早期での診断・予後改
善につながるとは言えなかった。一方で定期的な婦人科受診が契機となって診断に至った症例は早期での診
断、もしくは無病生存を得ており、定期受診が予後改善につながっていた可能性はあると思われた。【結語】定
期的な婦人科診察が子宮体癌の早期発見、予後改善につながることが示唆された。適切な受診間隔、スクリー
ニング法を確立するために更なる詳細な検討が必要かと思われた。

58.� 子宮頸部小細胞癌の一例
○朝野 拓史 1、岡元 一平 2、西 信也 1

1江別市立病院 産婦人科、 2北海道がんセンター 婦人科

【緒言】小細胞癌は肺原発が多い予後不良な腫瘍である。子宮頸部では頸部原発悪性腫瘍の0.3 ～ 1%と稀な組
織型である。今回我々は、子宮頸部小細胞癌の一例を経験したので報告する。【症例】患者は41歳、4回経妊3回
経産。下腹部の違和感・帯下増多を主訴に当科初診した。腟鏡診では白色帯下および子宮腟部にびらんを認め
たが、頸部擦過細胞診では炎症性背景に変性を伴う頸管細胞を認めた程度で陰性と判断した。6 ヶ月後、不正
出血のため再診。子宮腟部前唇に母指頭大の有茎性腫瘍を認め生検目的で切除した。病理検査では細胞質に乏
しい小型異型細胞が充実性に増殖し、ChromograninA（＋）、synaptophysin（＋）、CD56（＋）で、小細胞癌
の診断となった。MRI/CTなど画像診断では子宮頸部前壁に10mm程度の病変を認めたが、リンパ節転移など
子宮外進展を認めず、病変の正確な評価のため円錐切除術を施行した。腺癌など他の組織型の混在のないpure 
typeの小細胞癌で、リンパ管侵襲・静脈侵襲を高頻度に伴っていた。肺原発小細胞癌と同様に全身療法を優先
する方針で、CDDP/CPT療法を4コース施行。その後、拡大子宮全摘術、両側付属器切除術および骨盤リンパ
節廓清術を施行した。リンパ節を含めviableな腫瘍細胞の残存はなく、治療開始後16 ヶ月再発なく経過してい
る。【考察】Joshuaらは子宮頸部小細胞癌188症例を検討し、その80%で診断時の腫瘍径が2 cm以上と早期診断
の困難さを報告している。再検鏡すると、本症例初診時の細胞診には小細胞癌を疑う所見が認められた。頻度
の高い扁平上皮系の異常に加え、腺系や神経内分泌系の異常に関しても注意をして検鏡・診断することが重
要と考えられた。
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61.� MEN1で子宮体部類内膜腺癌を発症した1例
○松川 淳、高橋 俊文、高橋 可菜子、小幡 美由紀、山谷 日鶴、永瀬 智
山形大学 産科婦人科

【緒言】多発性内分泌腫瘍症1型（multiple endocrine neoplasia type1; MEN1）はがん抑制遺伝子であるMEN1
遺伝子の病的変異が原因とされており、原発性副甲状腺機能亢進症、膵消化管内分泌腫瘍、下垂体腺腫を主徴
とする遺伝性疾患である。今回我々は、MEN1で子宮体部類内膜腺癌を発症した症例を経験したので報告す
る。【症例】53歳、2経妊1経産、閉経47歳。祖父が胃癌であり、その他の家族に癌の発症はなかった。膵体部グル
カゴノーマと、膵尾部非機能性神経内分泌腫瘍のため、7年前に当院外科で膵体尾部切除術を施行された。術
後の血液検査で血清カルシウム高値と副甲状腺刺激ホルモンの上昇、骨塩量低下を認め、原発性副甲状腺機能
亢進症の診断となった。膵内分泌腫瘍と原発性副甲状腺機能亢進症の診断でMEN1として外科で経過観察さ
れていた。不正性器出血を認め当科受診。身長160 cm、体重45 kg、BMI 17.5。経腟超音波断層検査で、子宮筋腫
と子宮内膜が7.3 mmと肥厚を認めた。子宮内膜細胞診でadenocarcinomaが検出されたため、子宮内膜全面掻
把を行った結果endometrioid adenocarcinoma G1の診断であった。MRI検査で病変は子宮内膜に限局してお
り、CT検査でリンパ節と他臓器に転移を認めなかった。子宮体癌IA期（内膜限局）の推定で、単純子宮全摘術
と両側付属器摘出術を施行した。【考察】MEN1に平滑筋腫合併の報告はあるが、子宮体部類内膜腺癌を合併し
た報告は1例のみである。MEN1は線維芽細胞増殖因子9（FGF9）の遺伝子発現が増加するという報告があり、
FGF9は子宮内膜細胞の増殖を促進する作用があり、子宮体癌の発癌メカニズムとの関与が示唆されている。

60.� DP療法が著効した子宮体癌の一例
○小山 文望恵、横山 美奈子、伊東 麻美、横田 恵、松倉 大輔、尾崎 浩士、森川 晶子
青森県立中央病院 産婦人科

【緒言】進行子宮体癌に対する化学療法として、AP療法、DP療法、TC療法が有効といわれている。今回、DP
療法が著効した子宮体癌Ⅳ期の一例を経験したので、報告する。【症例】35歳女性、0妊0産、1 ヶ月前からの下
腹部痛、腰痛あり近医受診、CT検査で左卵巣腫瘍、傍大動脈リンパ節腫脹を認め、CEA、CA125高値であり
婦人科悪性疾患疑いとして精査加療目的に当科紹介となった。初診時の経腟超音波検査で卵巣腫大は認めず、
子宮内膜肥厚を認め、子宮体癌疑いとして内膜組織診を施行した。その結果、低分化のadenocarcinomaであ
り、子宮体癌の診断となった。CTでは、子宮腫大、内腔に腫瘤、筋層浸潤、両側腸骨領域、傍大動脈領域、横隔膜
脚後方リンパ節、縦隔リンパ節、両側鎖骨上窩リンパ節までの全身リンパ節腫大を認めた。子宮体癌の全身リ
ンパ節転移か悪性リンパ腫の鑑別のために施行した頸部リンパ節生検では、子宮内膜由来の悪性細胞を認め
た。よって、子宮体癌Ⅳb期、全身リンパ節転移の診断となり、術前化学療法としてDP療法3クール施行した。そ
の後のCTでは、リンパ節はいずれも縮小し、化学療法の効果がみられた。不正な出血が続き、貧血も認めたた
め姑息的に単純子宮全摘術+両側子宮付属器摘出術を施行した。手術標本からは悪性所見みられず、腹腔洗浄
液からも悪性細胞は認めなかった。術後DP療法6クール施行し、治療を終了した。現在、1年3 ヶ月経過してい
るが、腫瘍マーカー上昇なく、CTでも再発なく経過している。【結語】DP療法が著効した子宮体癌Ⅳ期の一例
について、文献的考察を加えて報告する。
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63.� 麻痺症状を呈する胸椎転移を有した子宮体癌Ⅳ期症例の治療経験
○竹下 奨、岡元 一平、山崎 博之、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 婦人科

【概要】骨転移を来し易い疾患として肺癌、乳癌、前立腺癌などがある。脊椎腫瘍による脊髄圧迫症状を来した
場合、早期の治療が行われなければ非可逆的な神経障害を生じる事が知られている。今回我々は、神経障害
が出現した胸椎転移に対する治療を速やかに行い、良好な経過が得られた子宮体癌IV期の1例を経験したの
で考察を含めて報告する。【症例】症例は63歳。腰痛、歩行障害を主訴に前医整形外科受診。MRI検査にて胸椎

（Th12）に転移性骨腫瘤を認め、下肢の脱力感など麻痺症状が出現しており当院整形外科へ緊急入院となっ
た。入院第3病日より胸椎への緊急照射(30Gy/5Fr)が開始となった。照射と並行して全身検索を行い、子宮体癌
(類内膜腺癌G2)T2N1M1(多発後腹膜リンパ節転移/多発肺転移)IV期の診断に至った。緊急照射により一時的
に神経症状の改善傾向を認めたが、その後再び症状の悪化を来し第19病日に椎弓切除術および後方除圧固定
術が施行された。歯科にて齲歯の抜歯を行いゾレドロ酸投与を併用した。術後はリハビリ効果で歩行器を用い
た歩行が可能となり、第38病日に出血の管理/病態把握を目的に子宮全摘/両側付属器切除/骨盤リンパ節生検
を行った。術後はDC療法を6コース追加し肺病変およびリンパ節病変は消失、現在治療開始後45 ヶ月が経過
している。杖歩行が可能でQOLも維持され無病生存されている。【まとめ】転移性脊椎腫瘍による脊髄圧迫症状
は、整形外科/放射線科との連携により早期の手術や放射線療法により麻痺を解除することが重要である。

62.� 重複癌を疑った扁平上皮癌を伴った類内膜腺癌の一例
○小野 方正、中西 研太郎、岡本 修平、野澤 明美、北村 晋逸
名寄市立総合病院 産婦人科

【緒言】子宮内膜上皮は生理的変化として種々の形態変化を起こす。炎症等によりしばしば扁平上皮化するこ
とが知られており、扁平上皮成分は異形性のないものから扁平上皮癌までさまざまである。今回、重複癌を
疑った扁平上皮癌を伴った類内膜腺癌を経験したので報告する。 【症例】59歳、2経産。慢性疲労にて前医受診、
Hg 2.8g/dl、不正出血を認めたため精査・加療目的に当科紹介となった。直ちに入院とし輸血を施行した。画
像検査では子宮は長径12cmに腫大、子宮より連続した子宮外病変が骨盤壁まで達しており、両肺に多発性結
節性病変を、腹膜播種を認めた。子宮体部組織診は類内膜腺癌 G2、子宮体癌ⅣB期と診断、パクリタキセル＋カ
ルボプラチン療法を開始した。化学療法4コース施行後、画像検査で子宮病変、肺病変、腹膜播種は縮小傾向し
ていたが、子宮外病変は増大していた。重複癌も考慮して子宮外病変の生検目的に開腹、子宮外病変は子宮体
部前面より連続していた。術中に子宮摘出可能と判断、単純子宮全摘術、両側附属器切除術施行した（Optimal 
surgery）。病理検査は扁平上皮癌を伴う類内膜腺癌、G2であり、子宮外病変のほとんどが扁平上皮癌で占めら
れていた。術後、シスプラチン＋イリノテカン療法を施行したが骨髄抑制強く、減量を重ねたが、4コースで断
念した。その後、シクロフォスファミド内服で加療を継続している。 【結語】腺癌と扁平上皮癌が混在する症
例では化学療法の効果が一定せず重複癌様の経過を示す事がある。
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65.� 偽脂肪芽細胞の出現を認めた横紋筋肉腫成分の過剰増殖を示した
子宮腺肉腫の1例

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

【緒言】腺肉腫は組織学的に良性の上皮成分と間質の悪性成分を含む。子宮腺肉腫自体非常に稀な疾患である
が、今回我々は偽脂肪芽細胞の存在から脂肪肉腫との鑑別を要した横紋筋肉腫を含む子宮腺肉腫の1例を経
験したので、若干の文献的考察を加えて報告する。【症例】66歳、3経妊2経産。2014年初旬から不正出血が出
現し、前医を受診した。子宮頸管ポリープを認め、切除されたが、その後再発を繰り返した。同年9月までに5回
の切除が行われたが、切除検体の病理検査結果では全てに悪性所見を認めなかった。最後の切除後、不正出血
は認めなくなったが、12月中旬から再び不正出血が出現し前医を受診したところ子宮肉腫を疑われ当科へ
紹介となった。当科受診後、腟内を充満する腫瘍の生検で子宮内膜間質肉腫が疑われたため準広汎子宮全摘
術と両側付属器切除術を行った。摘出子宮には内腔と腟を充満する腫瘍を認め、割面は粘液腫様で筋層浸潤
を認めた。組織学的に異型のない上皮成分の増殖と紡錘形の異型細胞の疎な増生による葉状肉腫様構造を認
め、腺肉腫と診断された。また、脂肪芽細胞類似細胞の増殖を認めた。免疫組織化学でS-100蛋白陰性、desmin、
myogenin陽性であり、肉腫成分の大部分は横紋筋肉腫と診断された。【考察】頸管ポリープとの鑑別で今回の
症例の組織を再検討すると、腟内で増殖する部分の先端は浮腫状間質の中に異型性の乏しい紡錘形細胞が散
見されるのみで、この部分像だけで腺肉腫と診断するのは困難であったと考える。再発する頸管ポリープとし
て管理されていた腺肉腫の症例報告もあり、短期間に再発を繰り返す場合は腺肉腫の可能性を考慮する必要
がある。

64.� 子宮内膜未分化癌の１例
○古川 茂宜 1、吉田 史子 1、中村 聡一 1、山内 隆治 1、長谷川 清志 2

1白河厚生総合病院 産婦人科、 2獨協医科大学 産科婦人科学教室

子宮内膜未分化癌はこれまで数十例ほどしか報告のない極めて稀な腫瘍であり、その症例数の少なさから
標準治療が確立されていない。症例は67歳、6経妊4経産。高血圧以外に特記すべき既往歴なし。10日前から
の性器出血を主訴に当院を初診した。内診上子宮は新生児頭大、右傍結合組織の可動性は不良であり浸潤を
疑った。超音波上子宮内腔に30mm程度の腫瘤を認め、子宮内膜細胞診では疑陽性であった。続く内膜組織診
では特定の腺管構造を示しておらず、異型の強い大型の細胞がびまん性に増殖していた。免疫染色ではCK7, 
CK20、ビメンチン、クロモグラニンA、シナプトフィジン、HMB45、S-100、ERなど上皮系・間葉系・神経内
分泌のマーカーがすべて陰性であり、構造上特徴的な分化方向を示さないことから子宮内膜未分化癌と診断
した。腫瘍マーカーはCEA 3.0ng/ml, CA19-9 15U/ml, CA125 14U/ml, SCC 0.9ng/mlとすべて陰性であった。
造影CTでは腎静脈直下まで後腹膜リンパ節が多発腫大しており、左水腎症を来していた。可及的に腫瘍減量
してから化学療法を行う方針とし、子宮全摘術＋両側附属器切除術＋骨盤リンパ節郭清術を施行した。両側の
子宮傍結合組織は骨盤深くまで浸潤し硬化しており、骨盤リンパ節は腫瘍性に多発腫大していた。術後病理組
織診でも同様に未分化癌の診断であり、pT3bN1M0、stageⅢC2(FIGO2008)と診断した。現在TC療法にて術
後化学療法を施行中であり、残存病変については今後の画像評価で治療を検討する予定である。子宮内膜未分
化癌は予後不良とする報告が多いことから、治療終了後も綿密なフォローアップを要することが予想される。
稀少な腫瘍の1例を経験したため報告する。
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67.� sarcomatous�overgrowthを伴った子宮体部原発腺肉腫の1例
○阿部 秀悦 1、黒田 敬史 1、藤部 佑哉 1、新開 翔太 1、恐神 博行 1、真里谷 奨 1、竹浪 奈緒子 2、

斉藤 豪 2

1北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科、 2札幌医科大学 産婦人科学講座

【背景】子宮体部原発腺肉腫(adenosarcoma,以下AS)は、子宮体部間質性腫瘍の中でも4.4 ～ 8.0%と稀な疾患
である。今回我々はASの中でも予後不良とされるsarcomatous overgrowthを伴う症例を経験したので報告
する。【症例】症例は51歳、1経妊1経産、腹部膨満感と不正出血を主訴に当院を初診され、骨盤部MRI検査にて
26*20*16cmの腹腔内腫瘍を認めた。腹式単純子宮全摘および両側付属器切除を施行し病理診断はsarcomatous 
overgrowth を伴う子宮原発のASであったため2期的に骨盤内および傍大動脈リンパ節郭清術を施行した

（pT2cN1M0）。なお傍大動脈リンパ節郭清は腫瘍減量のみに留めた。術後化学療法を開始したが、傍大動脈リ
ンパ節転移巣の増大と骨盤内再発病変の浸潤のため消化管閉塞、消化管出血を来し、治療開始後15 ヶ月で死
亡した。【考察】ASは良性の腺周囲にある間質細胞の増加した細胞質のバンドが組織学的特徴であり、良性の
腺を欠く間質の紡錘状細胞の過剰発育(overgrowth)を認める症例は、通常の腺肉腫に比べて予後不良と言わ
れている。また一般的にASは術前の細胞診、組織診で検体採取しいては確定診断が困難であることから、本症
例のように予後不良因子を伴う進行例では治療抵抗性が高く、予後不良な経過をたどることが多い。【結語】子
宮体部腫瘍を認めた際には本疾患を鑑別に入れ、早期の精査・加療を行うことが重要と考えられた。

66.� 当院で経験した子宮骨肉腫の1症例
○田中 宏典 1、徳永 英樹 1、西堀 翔子 1、櫻田 尚子 1、平山 亜由子 1、新倉 仁 1、渡部 洋 2、

八重樫 伸生 1

1東北大学病院 産婦人科、 2東北大学病院 臨床研究推進センター

【緒言】子宮肉腫は子宮悪性腫瘍の中でも稀な疾患である。早期診断が困難で、術後の病理組織検査により診
断されることが多く、また化学療法・放射線療法に抵抗性であり予後不良な疾患とされている。今回我々は
子宮頸部原発骨肉腫の症例を経験したので報告する。【症例】30歳、女性、0妊0産。2 ヶ月程前から過多月経症
状があり近医を受診。外子宮口から突出する腫瘤を認め、画像上肺に転移と思われる結節を伴っており、悪性
腫瘍を疑い当院へ紹介となった。頸部細胞診で多核巨細胞と異型細胞を認めた。内膜細胞診は陽性。腟部・内
膜組織診より癌肉腫を疑った。MRIでは子宮体部から頸部にかけて11×11×15cm大の内部不均一な腫瘤を
認めた。CTでは多発肺転移を認めた。子宮癌肉腫、多発肺転移の診断で病変切除目的に手術を行った。病変の
主座は子宮頸部後壁で、腫瘍が子宮漿膜を穿破し、直腸前面に播種病変を認めた。可及的に直腸前面の播種病
変切除＋子宮全摘＋両側付属器切除＋人工肛門造設術を行った。病理組織検査では、破骨型多核巨細胞を多
数認め骨肉腫の成分を認めた。小型な細胞が充実性増殖を示しており上皮様形態を呈する部分を認めたが免
疫染色の結果、癌腫成分は認めず骨外性骨肉腫と診断した。術後14日目に腟断端に再発腫瘤が出現し、肺転移
も明らかな増大傾向を示した。追加治療としてAI(doxorubicin＋ifosfamid)療法を開始し、治療継続中である。 

【考察】骨外性骨肉腫は症例報告が散見される程度の稀な疾患である。骨外性骨肉腫の治療などに関してさら
に文献的考察を加え報告する。
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69.� 子宮体部平滑筋腫瘍の7例
○藤井 タケル 1、武田 真人 2、岩城 豊 2、福本 俊 2、嶋田 知沙 2、古田 拓 2、齊藤 良玄 2、

金野 陽輔 2、加藤 達矢 2、片岡 宙門 1、渡利 英道 2、工藤 正尊 2、櫻木 範明 2

1函館中央病院、 2北海道大学 産婦人科

【はじめに】過去5年間に経験した特殊な子宮体部平滑筋腫瘍の7例((平滑筋肉腫4例、富細胞筋腫2例、脂肪筋腫1
例)について臨床経過を報告する。【症例】平滑筋肉腫症例の［年齢-stage-初回治療-診断のきっかけ-予後(初回治
療からの月数:転帰) ］は、症例1［54-Ib-ATH+BSO+LND-細胞診異常-44:DOD］、症例2［54-IIIa-ATH+BSO -腹
痛-27:DOD］、症例3［57-IV-化学療法-大腿部腫瘍-6:DOD］、症例4［57-IV- ATH+BSO –子宮筋腫の長期経過観
察中の性器出血-3:AWD］であった。富細胞筋腫の症例5(47歳)は過多月経、症例6(57歳)は腹部膨満、脂肪筋腫の
症例7(54歳)は筋腫の急速な増大を主訴に、MRI撮影を経て子宮全摘を施行した。【まとめ】本研究の平滑筋肉
腫症例はいずれもDG療法等の化学療法を行うも、多発転移をきたし、不幸な転帰となった。症例2ではパゾパ
ニブ投与による12 ヶ月の安定期間が得られたが、高血圧等の副作用で中止せざるを得なかった。平滑筋肉腫
は予後不良であるが、I期症例では長期生存例も存在し、早期発見が重要である。症例4が長期のフォロー期間
に平滑筋肉腫が発見できなかったこと、富細胞筋腫-脂肪筋腫は良性腫瘍であるが閉経後も増大傾向を示した
こと等から、明らかに平滑筋腫と異なる超音波画像所見や症状を有する子宮体部腫瘤は、MRI撮影等による
画像評価が必要であり、異常所見がある場合の積極的な子宮全摘による組織診断は許容されるものと思われ
た。 

68.� 子宮筋腫核出術により診断された�Alveolar�Soft-Part�Sarcomaの
1例

○越田 晶子
石川県立中央病院 いしかわ総合母子医療センター産婦人科

【背景】Alveolar Soft-Part Sarcoma(ASPS)は予後不良な軟部組織悪性腫瘍である。今回我々は、子宮筋腫核出
術後に核出結節の1個がASPSと診断されたため、後日、改めて子宮全摘術を施行した１例を経験したので報告
する。【症例】47歳、0回経妊。全胞状奇胎のため当院紹介、初診時より多発子宮筋腫を指摘。胞状奇胎は常法に
従い管理、経過順調であった。骨盤MRIでも多発子宮筋腫が指摘されていたが、1個の結節に、造影で早期に濃
染する細胞成分の多いことが推定される結節が指摘されていた。月経周期再開後、挙児希望のため多発子宮筋
腫の核出術を希望、開腹にて子宮筋腫核出術施行、摘出した21個の核出結節のうち1個が形態的および免疫組
織学的にASPSと診断された。肉腫内には膨張性の細胞増殖を認め、大部分は被膜に覆われ境界明瞭であった
が、一部で腫瘍が露出していた。術後のPET−CTでは、子宮筋層内に術後性変化とも思われる集積を認めた以
外、転移を疑う異常な集積は認められなかった。挙児希望があること、極めて稀な腫瘍であることなどから、治
療方針の決定に苦慮したが、腫瘍残存の可能性を考慮し、改めて開腹・子宮全摘術を施行した。摘出子宮の病
理組織学的検索では、残存腫瘍は検出されなかった。【考察】子宮体部のASPSは極めて稀であり、報告例はこれ
まで10例に満たず、子宮筋層に発生したと思われるものは本例を含め6例、子宮筋腫核出術が診断契機となっ
たものは本例が1例目である。婦人科領域に発生するASPSは、他の部位のものに比べて予後が良好との報告も
あるが、今後も慎重な経過観察が必要と思われる。
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71.� 卵巣癌顆粒膜細胞腫にCPT-11＋S-1が奏効した1例
○村上 一行、竹下 真妃、高田 杏奈、小見 英夫、利部 正裕、庄子 忠宏、竹内 聡、杉山 徹
岩手医科大学附属病院 産婦人科学講座

【諸言】顆粒膜細胞腫は悪性卵巣腫瘍の約2-5%と稀である。また好発年齢や腫瘍の肉眼所見の類似性から上皮
性卵巣腫瘍との鑑別が重要であるが、その多彩な臨床像から術前診断が困難な症例も多い。卵巣癌顆粒膜細胞
腫に対する化学療法はプラチナ製剤を含むレジメンが第1選択とされているが、今回プラチナ抵抗性を認め
た症例に対しCPT-11+S-1を使用し、奏効が得られた1例を経験したので報告する。【症例】60歳女性、2経妊2経
産、閉経53歳。既往歴は特になし。腹部膨満感を主訴に近医受診し、多量の腹水と骨盤内腫瘍を認め当科紹介と
なった。初診時、大量腹水により経口摂取困難であったため、精査加療目的に同日入院となった。穿刺により採
取した腹水は淡黄色透明であり、細胞診は陽性であった。画像所見より卵巣癌の疑いで手術を施行した。大網
は腸管と一塊となり摘出困難、ダグラス窩に播種病変を認めた。単純子宮全摘術＋両側付属器摘出術＋骨盤内
リンパ節生検を行った。病理組織診では顆粒膜細胞腫であり、術後化学療法としてTC療法を施行した。2コー
ス終了時点でのCTで肝臓に新病変が出現しPDとなったため、レジメンをCPT-11+S-1へ変更した。8コース目
までに病変の縮小、肝転移の消失を認めPRが得られた。現在、術後1年経過しSDとなり加療を継続している。

70.� 晩期再発した成人型顆粒膜細胞腫の一例
○能代 知美、田中  理恵子、能代 究、青柳 有紀子、米原 利栄、東 正樹、山口 辰美
釧路赤十字病院 産婦人科

【諸言】成人型顆粒膜細胞腫は、卵巣性索間質の境界悪性腫瘍に分類され、約30%はエストロゲン産生性であ
る。初期では予後良好とされているが、晩期再発する例も報告されている。【症例】69歳　女性　 2経妊1経産　
既往歴：47歳　卵巣腫瘍に対して、開腹付属器切除術。69歳時、頻尿・下腹部の違和感を主訴に受診し、経腟
超音波検査にて6cm大の充実性の骨盤内腫瘍を認めた。左卵巣腫瘍の診断で開腹手術を施行した。術中所見で
は、左付属器切除後であり、骨盤内腫瘍摘出、及び右付属器切除術を施行した。病理組織診は成人型顆粒膜細胞
腫であった。後日初回手術の病理検索をし、初回手術後22年経過し再発の診断となった。術後は追加治療せず
経過観察していたところ、術後1年3か月で再々発あり、腫瘍切除、単純子宮全摘、及び大網切除術を施行した。
病理組織診は同様に顆粒膜細胞腫であった。術後化学療法としてTC療法6コース施行し、現在経過観察中であ
る。
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73.� 卵巣肉腫治療27年後の骨盤内類内膜間質肉腫の1例
○大澤 有姫、佐藤 麻希子、橋本 哲司
青森市民病院 産婦人科

【緒言】卵巣原発の類内膜間質肉腫はきわめてまれな腫瘍で、予後が悪い腫瘍とされている。今回、卵巣肉腫Ⅳ
期の化学療法寛解27年後に再発したと思われる卵巣低悪性度類内膜間質肉腫の1例を経験したので報告する。

【症例】74歳女性。2回経妊2回経産。昭和48年に子宮筋腫のため腹式単純子宮全摘術の既往あり。昭和60年、卵
巣癌Ⅳ期疑い（多発肺転移・大網転移・右卵巣転移）のため試験開腹術施行。病理組織検査で卵巣肉腫の診断
であり、寛解導入療法を6サイクル施行された。治療後寛解となるもsecond look手術の希望なく治療は終了し
た。治療後より左骨盤壁に5cm大の硬結を触知し、平成6年（初めて超音波所見の記載あり）左骨盤壁に5cmの
腫瘤を認めるも腫瘍サイズ増大なく、腫瘍マーカーに異常を認めなかった。平成24年9月、腫瘍は9cm大に増大
したため手術すすめるも希望せず経過観察の方針となった。以降、受診なく、平成27年2月に脱水で通院した近
医より骨盤内腫瘤のため当科紹介となった。平成27年3月骨盤腫瘍摘出術施行。骨盤腫瘍は腸管や後腹膜との
癒着が高度であった。病理組織はLow-grade endometrial stromal sarcomaの診断となった。【考察】本症例は子
宮摘出後、卵巣肉腫Ⅳ期の診断で治療を行い寛解後に骨盤内に類内膜間質肉腫を認めた症例である。類内膜間
質肉腫の子宮外原発はまれであり、治療後27年と経過も長期であるが、今回の腫瘍は卵巣肉腫の再発であると
考えられた。

72.� 卵巣原発膠芽腫に対し手術・化学放射線療法を施行後、再々発し
CBDCA/VP-16療法が奏効した一例
○伊坂 五沙、郷久 晴朗、岩崎 雅宏、竹浪 奈穂子、嶋田 浩志、寺本 瑞絵、田中 綾一、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科学講座

【背景】膠芽腫は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、欧米に於いて数例の
報告を認めるのみである。【目的】卵巣原発膠芽腫の術後リンパ節転移再発に対し再手術・化学放射線療法を
施行し、半年経過をみた後再々発し、CARE (CBDCA/VP-16)療法が奏功した症例を経験したので報告する。

【方法】症例は32歳、1経妊1経産。腹部膨満感を主訴に前医受診し、左30cm、右10cm大の歯牙・脂肪を含む多房
性卵巣腫瘍を認め、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。半年後、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7.5×5cmに腫大し、病理検査でリンパ節転移の診断となった。膠芽腫の標準的治
療に倣って追加治療として化学放射線療法（RT＋TMZ内服）を施行した。経過観察6 ヶ月目で腹膜播種・骨・
傍大動脈周囲に転移みとめ化学療法を選択。レジメン選択に苦慮したが、胚細胞腫瘍に用いられるCARE療法
を選択した。【結論】卵巣原発膠芽腫の傍大動脈リンパ節転移に対し、CARE療法7コース目終了後にPRを得た。

【結語】卵巣原発膠芽腫は非常に稀で予後不良とされているが、化学療法が奏功した症例を経験した。
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75.� 当科における婦人科悪性腫瘍再発症例に対する手術療法の検討
○添田 周 1、古川 茂宜 2、野村 真司 1、小島 学 1、西山 浩 3、山田 秀和 4、渡辺 尚文 1、

藤森 敬也 1

1福島県立医科大学 産科婦人科学講座、 2白河厚生総合病院 産婦人科、 3いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科、
4宮城県立がんセンター 婦人科

【はじめに】婦人科悪性腫瘍の再発腫瘍に対する手術療法は評価可能病変を切除出来れば生命予後改善に有効
である可能性もあるがその適応は慎重であるべきである。今回当科での子宮頸癌・体癌・卵巣癌の再発病変
に対する手術療法の治療成績を検討した。【対象と方法】2001年1月から2012年6月30日までに当科で再発腫瘍
に対し手術療法を施行された64症例（のべ手術件数86件）を対象とした。根治を目指した症例を根治群とし、こ
れを手術前の症状の有無で2群に分類した。また、症状緩和目的の症例を緩和群と定義した。これらについて合
併症・予後・追加治療の有無について検討した。【結果】原発の内訳は、子宮頸癌19例（根治13件、緩和9件）、子
宮体癌21例（根治27件、緩和2件）、卵巣癌（根治27件、緩和9件）であった。根治群においては、子宮頸癌が出血量
が最も多く、合併症の頻度も最も高率であり、放射線治療が影響していた。根治群は、症状を認めない方が、症
状出現後に手術をされたものに比べて明らかに予後は良好であった。根治群の5年生存率は子宮頸癌（32%）・
子宮体癌（57%）・卵巣癌（45%）であった。また、緩和群では、適応のほとんどが腸管の合併症の症状緩和であり、
安全な手術がなされていた。ほぼすべての症例で食事摂取が可能となり、QOLの改善に一過性であるが寄与
していた。【結語】再発手術後に予後良好である症例がみられることからも治療の有効な選択肢になる可能性
が示唆された一方で、エビデンスの構築に向けた多施設でのデータ集積が必要と考えられた。緩和目的の手術
治療はQOLを短期間でも改善させられる重要なツールと考えられた。

74.� 当科における未熟奇形腫の臨床的検討
○明石 英彦、西川 伸道、安達 聡介、吉原 弘佑、磯部 真倫、西野 幸治、関根 正幸、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

【目的】未熟奇形腫は悪性卵巣腫瘍の１％以下と稀だが、若年女性に好発するため妊孕性温存への配慮が重要
な疾患である。今回我々は当科で経験した未熟奇形腫15例の妊娠を含めた長期予後の検討を行った。【方法】
1983年1月から2015年4月までに治療を行った未熟奇形腫15例の臨床病理学的特徴と治療経過、予後に関して
後方視的に検討を行った。【結果】年齢は中央値17歳。進行期はⅠa期8例、Ⅰc期3例、Ⅱb期2例、Ⅲb期1例、Ⅲc期
1例。Gradeは 1が7例、2が5例、3が3例。全例妊孕性温存手術を施行、4例に残存病変を認めた。8例に術後化
学療法を施行。化学療法のレジメンは、VAC療法(vincristine,actionomycinD,cyclophosphamide)が1例、PEP
療法(peplomycin,.etoposide,cisplatin)が5例、BEP療法（bleomycin, etoposide,cisplatin)が2例であった。骨髄抑
制により投与中止した症例は3例、肺拡散能の低下によりpeplomycin、bleomycinを投与中止した症例が2例
あったが、間質性肺炎を発症した症例は認めなかった。平均follow-up期間は8年4か月（3か月～ 16年8か月）で、
5例にGrowing teratoma syndrome(以下GTS)を認めたが、悪性腫瘍の再発は全例で認めなかった。妊孕性に関
して既婚者5例中4例が分娩している。【結論】15例全例で再発を認めていないが、1/3の症例でGTSを発症して
いた。治療により明らかに妊孕性が損なわれた症例は認めなかった。
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77.� 抗凝固療法中に血小板減少をきたした婦人科悪性腫瘍の3例
○生水 貫人、津田 さやか、島 友子、伊東 雅美、竹村 京子、中島 彰俊、吉野 修、齋藤 滋
富山大学 産科婦人科学教室

【背景】ヘパリン療法中の血小板減少では、重篤な副作用であるヘパリン起因性血小板減少症(HIT)を常に鑑別
すべきである。しかし、悪性腫瘍患者では血小板減少を誘発しうる病態が混在していることが多く、診断は容
易ではない。抗凝固療法中に血小板減少を呈した婦人科悪性腫瘍患者3例の経験から診断・治療に対する示唆
を得たので報告する。【症例】症例1：54歳女性。子宮頸癌StageⅣA再発に対しCPT-P療法中に肺動脈塞栓症を
認めた。ヘパリン投与で血小板減少(3.9万/μ/)を認め、ヘパリン中止後血小板数は改善した。抗HIT抗体陽性で
HITと診断し、アルガトロバン、ダビガトランを使用したことで、化学療法は継続できた。症例2：54歳女性。多
発性脳梗塞・腎梗塞を認め、原発不明漿液性腺癌によるTrousseau症候群が疑われた。血小板減少(7.4万/μl)、
凝固異常を認めDICと診断し、低分子量ヘパリン開始した。一旦改善したが、再度血小板減少を認めた。抗HIT
抗体陽性であったが、weekly-TC療法にてCR後、血小板数の改善を認めた。症例3：66歳女性。多発性脳梗塞
を契機に、子宮肉腫StageⅣBによるTrousseau症候群が疑われた。パゾパニブとヘパリン投与中に血小板減少
(11.5万/μ/)を認めた。両者を中止したが血小板数は改善せず、降圧薬のアルドメットを中止後、血小板数は改
善した。抗HIT抗体陰性で、アルドメットが誘因として考えられた。現在パゾパニブを再開している。【結論】ヘ
パリン使用中の血小板減少では、HITを念頭に置いた対応を行うとともに、その他の誘因除去を試みるべき
である。その一方、悪性腫瘍が誘因と推定される際は積極的な抗腫瘍治療も考慮される。

76.� 術前診断が困難であった後腹膜平滑筋肉腫の1例
○山下 芙貴子、田中 綾一、水柿 祐子、鈴木 美和、寺本 瑞絵、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科

【背景】後腹膜原発の平滑筋肉腫は比較的稀な腫瘍である。また術前に原発部位の同定が難しい腫瘍を卵巣原
発と判断する画像所見の1つは卵巣静脈との連続性である。今回卵巣腫瘍との鑑別診断が困難であった後腹膜
平滑筋肉腫の1例を経験したので報告する。【症例】68歳、2経妊2経産。左背部痛および下腹部痛を主訴に前医
受診、画像上骨盤内または後腹膜腫瘍が疑われ当科紹介となった。血液検査では軽度の炎症反応上昇を認める
以外生化学検査および腫瘍マーカーに特記すべき異常所見をみとめなかった。CT検査上、腫瘍の位置のみか
ら卵巣腫瘍と後腹膜腫瘍の鑑別は困難であったが、腫瘍は左卵巣静脈と連続性があることより左卵巣原発腫
瘍の可能性が高いと判断し開腹術を施行した。腫瘍は白色で固く左後腹膜に発生しており、子宮および両側付
属器は正常であったが、左付属器と癒着し卵巣静脈との連続性をみとめた。術中迅速組織診で肉腫が疑われ、
腹式子宮全摘出術および両側付属器摘出術に加え、左後腹膜腫瘍と卵巣動静脈の合併切除を施行した。摘出物
は腫瘍径約7cm、120g、病理組織学的所見はクロマチン粗造の棒状核と好酸性の胞体を持つ紡錘形の細胞が
束状に錯綜して増殖しており、細胞密度が高く細胞分裂像は10/10HPFであり後腹膜平滑筋肉腫と診断した。

【結論】術前の鑑別診断が困難な後腹膜肉腫症例を経験した。卵巣静脈との連続性は卵巣腫瘍と後腹膜腫瘍を
画像所見により鑑別する手段の一つであるが、後腹膜腫瘍の中には卵巣静脈と連続性がある腫瘍も含まれる
ことを認識する必要がある。
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79.� 当院における前置胎盤および癒着胎盤症例の検討
○千葉 洋平、村井 正俊、佐々木 由梨、金杉 知宣、岩動 ちず子、小山 理恵、菊池 昭彦、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科学講座

【緒言】前置胎盤とそれに合併する癒着胎盤は産科救急疾患の一つであり、産科危機的出血を防ぐために妊娠
管理および周術期管理には工夫が求められる。当院では、前置胎盤症例の予定帝王切開において適応を満たせ
ば自己血貯血を行い、超音波断層パワードプラー法やMRIによる画像検査により癒着胎盤が疑われた症例に
対しては、2012年から文書による同意を得た後に術前に総腸骨動脈遮断バルーンの挿入を行っている。今回、
我々は当院で前置胎盤および癒着胎盤と診断した44症例について後方視野的に検討し文献的考察を加えて報
告する。【対象と方法】対象は2010 ～ 2014年の5年間に当院で経験した前置胎盤および癒着胎盤症例44例。各症
例の年齢、妊娠出産歴、手術時間、出血量、輸血量、術前後のHb濃度、術後入院期間、Cesarean Hysterectomy

（CH）と総腸骨動脈遮断バルーン挿入の有無について統計解析を行った。解析は分散分析法を用いp<0.05を
もって有意とした。【結果】画像診断にて前置癒着胎盤が疑われ総腸骨動脈遮断バルーンを挿入し得た症例
は10例で、そのうちCHを行った症例は4例(4/10：25% )あった。バルーンを挿入せずにCHを行った症例は4例

（4/34：11.8%）であった。また、バルーン挿入し得なかった症例では産後危機的出血のため子宮動脈塞栓術を
行った2例(2/34:5.9% )と再開腹を要した1例(1/34：2.9% )を経験した。【結語】総腸骨動脈遮断バルーン挿入は癒
着胎盤を疑った症例に対し有効と考える。また、総腸骨動脈遮断バルーン挿入し得なかった場合でも放射線科
医の協力のもとInterventional Radiology によって全症例とも母体救命が可能であった。

78.� 子宮動静脈奇形を合併したPlacental�site�trophoblastic�tumor
の一例

○西村 杏子、木村 和彦、吉田 隆之
米沢市立病院 産婦人科

【緒言】Placental site trophoblastic tumor（PSTT）は着床部の中間型栄養膜細胞由来の腫瘍細胞により子宮に
腫瘤を形成するまれな絨毛性疾患である。10 ～ 15％は転移や再発を起こし悪性経過をたどる。今回、正常分
娩後に子宮動静脈奇形を認め、子宮全摘術を施行し病理組織学的検査でPSTTと診断された一例を報告する。

【症例】32歳、4経妊3経産。前医にて自然分娩し、産後4か月での超音波検査では子宮に異常所見を認めなかっ
た。産後2年経過し、不正性器出血を主訴に前医を受診した。子宮後壁の腫大を認め当科紹介となった。経腟超
音波検査で子宮後壁の怒張した血管と豊富な血流を認め、MRIで子宮動静脈奇形が疑われた。子宮全摘術を
施行し、摘出標本の病理組織学的検査により子宮動静脈奇形を伴うPSTTと診断された。【考察】PSTTは中間
型トロホブラスト由来の腫瘍であり、腫瘍細胞は血管親和性が強く、血管の拡張をきたし嚢胞様構造を伴うこ
とがあるが、本症例のような動静脈奇形を伴う症例はまれである。産後に動静脈奇形を認めた場合には、背景
としてPSTTの可能性があることを念頭におく必要がある。
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81.� 妊娠初期に腹腔内出血を来した前置癒着穿通胎盤、
帝王切開瘢痕部妊娠の一例

○金杉 優 1、清水 健伸 1、西山 浩 1、三瓶 稔 1、本多 つよし 1、藤森 敬也 3、浅野 重之 2

1いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科、 2いわき市立総合磐城共立病院 病理診断科、
3福島県立医科大学医学部 産科・婦人科学講座

【緒言】 今回我々は妊娠初期に腹腔内出血を来したが自然止血し、妊娠を継続、生児を得た前置癒着穿通胎盤、
瘢痕部妊娠の一症例を経験したので報告する。【症例】38歳, 5経妊4経産(うち帝王切開2回)、既往歴は特になし。
妊娠初期より当院で経過観察されていたが、妊娠14週5日時に下腹部痛のため受診。診察所見で産科的異常は
認められず、急性胃腸炎の疑いで入院、補液にて経過観察となった。入院2日目に下腹部痛が増強し、腹腔内出
血とそれに伴う著名な貧血が認められたため輸血を施行。黄体出血が疑われ、その後自然止血したため退院。
妊娠22週2日エコー所見で胎盤付着部位が帝王切開創部にあり、また前置胎盤も疑われたため、妊娠30週2日
骨盤腔MRIを撮影したところ、前置癒着胎盤および穿通胎盤が疑われた。このため、妊娠32週3日管理目的に入
院。妊娠33週4日より子宮収縮が出現し、塩酸リトドリン点滴投与を開始。以後、明らかな産科的異常は認めら
れなかった。妊娠35週5日尿管ステント挿入後に選択的帝王切開術および子宮全摘術を施行。開腹所見上、子宮
表面には黄色調の組織が認められ、その周囲に怒張した血管が認められた。また、胎盤の膀胱壁への浸潤も認
められたため、逆行性子宮全摘を施行。病理組織診の結果は穿通胎盤であり、黄色調を呈していた組織は変性
した血腫の可能性が考えられた。術後経過は良好であり、術後6日目に退院した。【結語】既往帝王切開術後の症
例で妊娠初期に腹腔内出血をきたした場合、黄体出血以外に穿通胎盤も鑑別疾患の一つとして考慮する必要
があると思われた。

80.� 前置胎盤症例における内腸骨動脈バルーンカテーテルの有用性に
関する検討

○津田 桂、米田 哲、石坂 英里、福田 香織、米田 徳子、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学 産科婦人科学教室

【目的】前置胎盤では、帝王切開時の出血量軽減のための対策と、多量出血時の輸血・止血処置に備えるため、
出血量の推定ができることが望ましい。当科では前置胎盤症例に対し、2007年より内腸骨動脈バルーンカテー
テルを導入したため、その有用性を検証した。また、前置胎盤における多量出血を予測する因子についても検
討した。【方法】2001年1月から2015年3月に当科で妊娠・分娩管理を行った前置胎盤57例の分娩時出血量を調
査し、内腸骨動脈バルーンカテーテル導入前後での比較検討を行った。【結果】57例の分娩時出血量の平均値は
2194（670-11330）gであった。胎盤付着部位別にみた分娩時出血量の平均値は既往帝切部付着(n=6)が、後壁付
着(n=41)と帝切既往のない前壁付着(n=10)に対し有意に多かった(5935(2200-11330)g vs 1824.1(670-9950)g vs 
1496(700-2865)g, p=0.001)。穿通胎盤2例では出血量が6395g、6195gと多量であった。また、帝王切開術後の再出
血のため子宮全摘を行った2例では総出血量が11330g、9950gであったがいずれも約2/3は再手術時の出血で
あった。内腸骨動脈バルーンカテーテル導入前(n=22)の分娩時平均出血量は2383(950-11330)g、導入後(n=35)の
分娩時平均出血量は2074(670-9950)gであり、バルーンカテーテル挿入により出血量が減少する傾向にあった
(p=0.11)。【結論】既往帝切創部に胎盤が付着する前置胎盤では分娩時出血量は約6000gと、帝切既往のない前置
胎盤と比較しおよそ3倍増加していた。内腸骨動脈バルーンカテーテルの導入は分娩時出血量を減少させる可
能性がある。穿通胎盤、術後出血への対策が今後の課題である。
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83.� 妊娠初期より下節部菲薄化・子宮筋層断裂を認めた
既往帝王切開妊婦の5症例

○熊坂 諒大 1、鴨井 舞衣 1、山内 愛紗 1、湯澤 映 2、田中 幹二 1、水沼 英樹 1

1弘前大学 産婦人科、 2大館市立総合病院 産婦人科

【背景】既往帝王切開妊婦は子宮破裂のリスクは高いが、管理方法の明確な基準は未だない。今回我々は超音
波、MRIにて子宮下節部の菲薄化や子宮筋層断裂を認め、管理に苦慮した5症例を経験したので若干の考察も
ふまえ報告する。【症例１】36歳、3妊2産。前回39週で常位胎盤早期剥離にて緊急帝王切開。術後切開部に8cm
大の血腫を形成。術後1年半、血腫残存の状態で自然妊娠。5週より性器出血持続、12週の超音波にて筋層断裂
を認め人工妊娠中絶施行。【症例2】37歳、3妊4産。前回36週DD双胎、先進児骨盤位にて緊急帝王切開。術後2年
で自然妊娠、5週より性器出血持続。16週大量性器出血あり超音波にて筋層切開部にEFS認め、MRIにて子
宮前壁筋層に幅1cmの筋層断裂を認め人工妊娠中絶施行。【症例3】30歳、4妊3産。3回帝王切開。術後3年で自
然妊娠。9週超音波にて下節部切痕と子宮筋層断裂を認めた。22週より管理入院、24週MRIにて子宮前壁筋
層の広範囲な菲薄化認め、塩酸リトドリン持続点滴開始。34週選択的帝王切開術施行も筋層菲薄化著明な状
態。【症例4】34歳、3妊3産。3回帝王切開。術後2年で自然妊娠。10週で切痕認め、12週超音波にて膀胱に突出
する腫瘤認めるも菲薄化以外の所見なし。下節部3㎜で推移も、31週下節部1.8mmのため入院。塩酸リトドリ
ン内服にて経過観察中。【症例5】34歳、1妊1産。前回39週分娩進行停止にて緊急帝王切開。術後2年9 ヵ月で自
然妊娠。10週で切痕認め、下節部2mmで推移も、30週より腹緊認め入院。塩酸リトドリン内服も軽快せず、塩
酸リトドリン持続点滴にて軽快となり経過観察中。

82.� 3回の妊娠全てで癒着胎盤を合併したが、待機療法にて子宮を
温存できた1症例

○平岩 幹、遠藤 雄大、小島 学、経塚 標、鈴木 聡、野村 泰久、藤森 敬也
福島県立医科大学 産科婦人科学講座

【緒言】癒着胎盤が疑われた場合、遺残胎盤による子宮復古不全や胎盤剥離部からの大量出血によりショック
を発症することが懸念され、救命のため子宮全摘術が選択されることが多い。今回われわれは、前2回の妊娠で
いずれも癒着胎盤を合併したが妊孕性を温存することができ、3回目の妊娠でもやはり癒着胎盤を合併し胎
盤剥離の際には大出血を呈したが、保存療法にて子宮を温存できた症例を経験したので報告する。【症例】36
歳、5経妊2経産（①～③人工妊娠中絶、④吸引分娩、⑤自然分娩）。3回目の人工妊娠中絶後に異常出血出現し
子宮動脈塞栓術が施行された。4回目の妊娠で初めて癒着胎盤を合併し剥離の際に大量出血を呈したが胎盤
は全て娩出することができた。5回目の妊娠時にも癒着胎盤を合併し用手剥離が施行されたが、一部胎盤が遺
残した。メチルエルゴメトリン内服にて遺残胎盤は消失し、6回目の自然妊娠をすることができた。前2回の経
験を生かし、分娩前に自己血3単位を準備し、十分な人員が確保された上で分娩が行われた。本妊娠でもやはり
癒着胎盤を合併しており、その剥離の際に1000ml以上の出血が生じた。子宮収縮促進剤を投与しつつ子宮内バ
ルーンタンポナーデで止血され、子宮を温存することができた。【考察】胎盤癒着の程度にも依るが、胎盤剥離
の際の出血を適切に制御することができれば、子宮を温存することができ、次回の妊娠も可能となることが分
かった。【結語】癒着胎盤を繰り返したが、その度の適切な胎盤剥離操作・出血への対応により、3回も妊孕性
を温存できた症例を経験した。
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85.� Tocolysisによって妊娠期間を延長できたTTTSの一例
○小林 由佳子、渡利 道子、永井 匠、川俣 美帆、藤枝 聡子、三島 隆、計良 光昭、吉田 博
社会医療法人母恋　天使病院 産婦人科

【緒言】Tocolysisによって双胎間輸血症候群（TTTS）から一度は脱出し、その後reversed TTTSを発症したた
め緊急帝王切開とはなったが、妊娠期間を延長できたと考えられる一絨毛膜二羊膜（MD）双胎の一例を経験
したので報告する。

【症例】34歳、1経妊1経産。MD双胎の診断で外来管理していた。妊娠25週5日、母体左側Ⅰ児（供血児）の推定
体重821g、羊水ポケット2.4cm、右側Ⅱ児（受血児）の推定体重1030g、羊水ポケット9.8cmと明らかな差を認め
た。受血児に皮下水腫と腹水を認め、TTTS Quintero分類StageⅣの診断で緊急入院となった。子宮頸管長の
短縮は認められなかったが、NSTで軽度の子宮収縮を認め、tocolysisを強化し経過観察する方針となった。
Biophysical profile scoreは両児とも10点で経過し、体重差や羊水ポケット差は徐々に改善した。妊娠28週4日
には、供血児の推定体重1145g、羊水ポケット5.9cm、受血児の推定体重1137g、羊水ポケット5.8cmと差が無く
なり、受血児の皮下水腫・腹水も消失し、TTTSを脱却したと判断した。再燃を防ぐためtocolysisを継続した
が、妊娠28週5日、供血児だった左Ⅰ児に胸腹水、皮下水腫、三尖弁逆流を認め、reversed TTTS Quintero分類
StageⅣの診断となった。翌日、皮下水腫や三尖弁逆流の増悪傾向を認め、左Ⅰ児の心不全で胎児機能不全の診
断となった。当院では新生児管理が難しい状況であったため母体搬送となり、搬送先で同日緊急帝王切開と
なった。

【考察】TTTSは周産期死亡率が高く極めて予後不良な疾患であり、慎重な管理を求められる。今回、Tocolysis
強化のみで妊娠期間を延長できたTTTS症例を経験した。若干の文献的考察を加えて報告する。

84.� 当院における品胎妊娠25例の検討
○富田 芙弥
仙台赤十字病院 産婦人科

【目的】品胎妊娠は早産率、周産期死亡率が高く高度な周産期管理が必要とされる。また、体外受精時の移植胚
数制限により一旦は減少傾向にあった品胎分娩は最近数年間は150-170件と横ばいで推移しており、現在にお
いても品胎妊娠の管理は重要な問題である。しかし近年かつ単一施設での品胎症例の報告はほとんどされて
いない。そこで当院で経験した品胎症例を解析し、その問題点につき検討することとした。

【方法】2004年3月より2014年10月までに当院で分娩に至った品胎症例25例を対象とした。母体背景、妊娠方法、
在胎週数、周産期予後などにつき診療録の記載を基に後方視的に解析した。

【結果】全体の84%が不妊治療による妊娠であり、うち81%が排卵誘発剤使用での妊娠であった。中でもクエン
酸クロミフェン単剤による妊娠が排卵誘発剤の57%を占め、これまでの報告と比べて高率であった。入院時
の平均週数は23.7週と早く、 ほぼ全例が子宮収縮抑制薬の使用を要した。妊娠高血圧症候群の合併率は8%で
あった。平均分娩週数は29.1週、児の平均出生体重は1149gで、 以前の報告より早期での娩出が行われている傾
向にあった。周産期死亡率は5.3%で、 全て妊娠25週以前での分娩であった。

【結論】クエン酸クロミフェンは単剤の使用でも品胎妊娠に至ることがあり、症例の選択や使用法の工夫が求
められる。品胎妊娠において妊娠25週以前の分娩は予後が悪く、この時期の早産を防ぐことが今後の課題であ
る。
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87.� 胎盤の組織診で慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）の所見を認めた
症例の検討

○丸山 真弓、池田 美智、齋藤 彰治、齋藤 彩、小篠 隆広、阿部 祐也
山形県立中央病院 産婦人科

【緒言】慢性早剥羊水過少症候群（CAOS; chronic abruption-oligohydramnions sequence）は胎盤床の静脈破綻
で生じた慢性常位胎盤早期剥離に羊水過少を合併する疾患である。胎児は慢性低酸素のための胎児発育遅延

（FGR）をきたし、胎児・胎盤循環不全のため羊水過少となり、血性羊水が肺胞上皮の障害を起こして出生後は
呼吸障害を発症しやすい。病理学的には脱落膜の出血とびまん性のヘモジデリン沈着を特徴とする。胎盤病理
組織診でCAOSの所見を有した4例の臨床経過を報告する。【症例1】14週から性器出血と絨毛膜下血腫を認め
た。24週に高位破水したが羊水量は正常だった。子宮収縮抑制不能で26週0日に帝王切開を施行した。羊水は
褐色だった。児は822 gで、呼吸状態は徐々に悪化し、汎発性腹膜炎にて日齢22に死亡した。【症例2】10週で絨毛
膜下血腫を認め、17週で前期破水した。20週からFGRを認めた。胎児機能不全にて24週5日に緊急帝王切開を
施行した。児は468 gで、慢性肺疾患を発症し、肝不全と循環不全も併発して日齢118に死亡した。【症例3】8週ま
で性器出血があった。妊娠中を通じ軽度のFGRを認めた。既往帝切のため37週2日に帝王切開を施行した。児の
出生体重は2150 gで、合併症なく退院した。【症例4】21週から軽度のFGRがあり、30週から妊娠高血圧症候群
を認めた。31週以降羊水量が漸減した。35週5日に経腟分娩した。児の出生体重は1654 gで、合併症なく退院
した。【結語】児はいずれもFGRまたは慢性肺疾患を発症していた。臨床的にもCAOSを考慮した診察を行って
いく必要性を感じた。

86.� 当院における後期早産と切迫早産治療について
○若木 優 1、本田 任 2、渡部 晋哉 2、宗像 正寛 3、鈴木 りか 1

1大原綜合病院 産婦人科、 2本田クリニック産科婦人科 産婦人科、 3セイントクリニック 産婦人科

【緒言】当院NICU受け入れ基準は妊娠30週以降のため、後期早産予防が当院産科での治療の多くを占める。当
院における後期早産の傾向と早産治療について分析した。【方法】2010年～ 2014年に当院で分娩した後期早産

（妊娠34週0日から36週6日）の原因と治療および、同期間に当院において切迫早産の診断で入院した妊婦の分
娩予後を検討した。【結果】後期早産数は34、35、36週がそれぞれ42、43、35名、計120名であった。早産原因は、
前期破水と自然早産がそれぞれ48、49名で計97名(80.8% )、妊娠高血圧症と胎児発育不全が18名で15％、その
他が5名で4%であった。切迫早産治療のために入院した妊婦は161名で、うち当院での分娩が83名、分娩データ
が得られた他院分娩の57名を合わせ、140名で検討した。子宮収縮抑制剤の持続点滴静注(tocolysis)を施行し
たのは99名（70.7％）であった。点滴終了時期は35 ～ 36週が75名(75.8％ )で最も多く、うち7日以内に分娩したの
は30名(39.4% )であった。Tocolysis施行妊婦のうちの後期早産は32名(32.3% )、tocolysis期間は1 ～ 10日が16
名(16.1% )、11 ～ 30日が46名(46.5% )、30日以上が37名(37.4% )であった。【結語】後期早産の原因は破水・自然
早産が多かった。切迫早産治療の70%はtocolysisで、点滴終了時期は35 ～ 36週が多かった。そのうちtocolysis
終了後7日以内に分娩したのは4割程度であり、不要な治療をしている可能性が否定できない。
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89.� 当院で経験したPartial�D妊産婦の一例
○羽場 厳 1、菅原 千裕 1、三浦 自雄 1、児玉 秀夫 2、小笠原 敏浩 1

1岩手県立大船渡病院 産婦人科、 2北上済生会病院 産婦人科

【緒言】Partial Dは正常のD抗原とは異なり、D遺伝子の変異によりD抗原のいくつかの抗原決定基を欠いて
いるもので、日本では約14万～ 25万人に１人と非常にまれである。輸血が必要な場合などは通常RhD陰性と
同様の扱いをするが、妊産婦をどのように扱うかについてはコンセンサスの得られた管理法はないのが現状
である。今回我々はPartial Dの妊産婦の症例を経験したので報告する。【症例】39歳、女性。0妊0産。輸血歴なし。
前医での妊婦健診初期検査でPartial Dと診断された。前医ではRhD陰性と同様の扱いとされ、妊娠28週で抗D
ヒト免疫グロブリンを投与した。妊娠30週に里帰り分娩目的に当院紹介受診。当院で行った検査ではD抗原陽
性、間接クームス試験でもD抗体は検出されなかった。その後4週毎に行った間接クームス試験は何れも陰性
であった。妊娠34週と35週に計800mlを自己血採取。妊娠40週に頸管拡張施行するも、軟産道強靭症の診断で帝
王切開となった。出生児のRhD抗原は陽性であった。出生後に改めて抗Dヒト免疫グロブリンを投与すること
のメリット、デメリットなどを評価し、投与せずに経過を見る方針とした。その後本人と児のPartial Dのカテ
ゴリーを調べたところ、本人はカテゴリーⅤaであり、児のD抗原は正常であった。1か月健診時の採血では間
接クームス、直接クームスともに陰性であった。【考察】Partial Dは抗原決定基の欠損があるため、妊産婦の場
合は児由来のD抗原に感作される可能性もあるが、抗Dヒト免疫グロブリンが欠損部以外の抗原決定基と抗原
抗体反応を示し、溶血性貧血を招く可能性も否めないため、本症例では投与を見送った。Partial D妊産婦の管
理法について文献的に考察する。

88.� 妊娠高血圧症候群のリスク因子と妊娠12週における末梢血NK細胞の
機能についての検討

○千葉 仁美、福井 淳史、淵之上 康平、船水 文乃、田中 幹二、水沼 英樹
弘前大学 産婦人科

【目的】妊娠高血圧症候群(PIH)は絨毛細胞の脱落膜への侵入および血管内皮細胞、血管平滑筋との置換がうま
くいかない状態、いわゆる螺旋動脈のリモデリング不全が原因と言われている。このリモデリングに重要な役
割を果たしているのがNK細胞であり、よってNK細胞は妊娠維持に重要な細胞と考えられている。今回我々
はPIHのリスク因子を有する妊婦と正常妊婦との間で、妊娠12週の末梢血NK細胞の機能の違いについて検討
した。【方法】当院倫理委員会の承認および患者への説明と同意のもと、外来にて妊婦健診を受けている27名を
対象とし、妊娠12週時に末梢血10mlを採取した。それらから末梢血単核球を分離し、CD56陽性細胞(NK細胞)
におけるCD16、NKp46、NKp30の発現およびサイトカイン産生(VEGF、IFNγ、TNFα、TGFβ)をFlow 
cytometryにて解析し、PIHリスク因子との関連性を検討した。【結果】40歳以上の群は35歳未満の群と比較
し、IFNγ、TNFαを産生するNK細胞の割合が有意に高値であった(p<0.05)。また高血圧の家族歴がある群
はTGFβを産生するNK細胞の割合が有意に高値であった(p<0.05)。血栓性素因を有する妊婦ではCD56dim/
VEGF+ NK細胞の割合が有意に低値であった(p<0.05)。なお現在までの検討でPIHを発症した例はないが、妊
娠36週の拡張期血圧が80mmHg以上となった群では妊娠12週でのCD56bright/NKp46+ NK細胞の割合が有
意に低値であった(p<0.05)。【結論】PIHのリスク因子を有する妊婦では妊娠12週の末梢血NK細胞において、
NK細胞によるtype1シフト、TGFβの産生増加、VEGFの産生低下およびNKp46の発現低下といったPIH発
症に関与すると推定される変化が起きていることが示唆された。
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91.� Compression�suture施行後、腹腔鏡下に子宮圧迫縫合糸を抜糸し、
子宮を温存し得た1症例

○市川 英俊、寳田 健平、高橋 知昭、加藤 育民、片山 英人、西脇 邦彦、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

近年、保存的治療に抵抗する弛緩出血に対しB-Lynchをはじめとする様々なcompression sutureが行われて
いる。今回我々は帝王切開時の大量出血に対しcompression sutureを施行後、産褥早期に腹腔鏡下で子宮圧
迫縫合糸の抜糸を行い、子宮を温存し得た1症例を経験したので、動画を供覧しつつ報告する。症例は32歳、未
経妊。妊娠経過は順調であった。妊娠33週3日、性器出血と胎動消失を主訴に前医受診、IUFD、常位胎盤早期
剥離の診断で当科に母体搬送となった。到着時バイタルは正常であったが、DICスコア7点、産科DICスコア8
点。性器出血増量し緊急帝王切開を施行した。子宮筋層縫合終了後、子宮収縮不良、性器出血多量となり、当院
で採用されている直針ナイロンでHayman法によるcompression sutureを行った。子宮の前後壁を貫くように
縦方向に縫合することで、性器出血は著明に減少。帝王切開終了後にBakriバルーンを挿入、腟内にヨードホル
ムガーゼを充填。手術時間1時間52分。出血量2186ml。RBC24単位、FFP22単位、PC20単位、クリオ24単位使
用。抜管せずにICU管理としたが、術後出血少量のため、5時間後に抜管し産科に転棟した。非吸収糸であり、
compression sutureの副作用として子宮腔内癒着や感染誘発が知られているので、子宮復古が良好であるこ
とを確認できた産褥6日目に腹腔鏡下に子宮圧迫縫合糸を抜糸した。その後の経過は順調で術後10日目に退院
した。産褥後早期に縫合糸を抜糸することで、子宮腔内癒着、子宮感染症といったcompression sutureの合併
症の発生頻度を減らせる可能性があると考えられた。

90.� OB�バルーンプロジェクト�
○白藤 文、田中 政彰、倉田 和巳、小林 寛人、堀 芳秋、加藤 じゅん、加藤 三典、土田 達
福井県立病院 産婦人科

【目的】前置および低置胎盤では、帝王切開時に大量出血をきたし、止血に難渋することがある。止血法として
様々な方法が報告されているが、定型化された方法はない。近年、バルーンによる圧迫止血法が注目されてい
る。今回、低置および前置胎盤の止血に特化した、新たなバルーンを開発し、臨床試験を開始したためその概要
について報告する。【方法】当院倫理委員会の承認を得て、2015年4月より臨床試験を開始した。対象疾患は、低
置および前置胎盤で、帝王切開時胎盤剥離面より持続する出血を認める症例とした。OB バルーンが安全に
使用され、止血に有用であることを検討するために、術中の使用状況、術中出血量、輸血の有無、有害事象など
について検討する。【結果】OB バルーンは、八光株式会社と共同で作成した長さ30cmのダブルバルーンであ
る。バルーンは子宮腔内と腟内の2か所で拡張し、子宮下部および子宮頸管を圧迫する。ダブルバルーンにする
ことによって、胎盤剥離面を強く圧迫することが可能である。低置および前置胎盤の帝王切開による分娩を想
定しており、術野で子宮切開創から容易に挿入できるように、腟側の先端は細く加工してある。バルーン拡張
のための注入用コネクタは子宮側に存在し、術者が清潔を保ったままで両バルーンを拡張することができる。
その他、低置および前置胎盤での帝王切開に特化した幾つかの工夫が講じられているが、現時点では未認可の
医療器具である。【結論】OB バルーンは低置および前置胎盤での帝王切開術に特化して開発されたバルーン
であり、有用性が期待される。今後症例を集積し、さらなる検討を重ねていきたい。
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93.� 分娩後子宮内仮性動脈瘤の6例
○奥 聡 1、小田 泰也 1、佐々木 瑞恵 1、小野寺 康全 1、有賀 敏 1、山田 俊 1、杉浦 充 2

1JCHO 北海道病院 産婦人科、2JCHO 北海道病院 放射線科

　子宮内仮性動脈瘤（Uterine artery pseudoaneurysm, UPa）は二次性産後出血（secondary postpartum 
hemorrhage, secondary PPH）の原因の１つである。帝王切開術や子宮内容除去術などの機械的操作後だけで
はなく、経腟分娩後にも起こりうる。UPaの破裂は全PPHの約3%を占めるとの報告がある。2011年から2014
年までの4年間に6症例の分娩後UPaを経験した。
　症例：年齢は28歳から42歳、初産4例、経産2例であった。分娩様式は経腟分娩5例、帝王切開1例、出血性素因
を伴った症例はなかった。全例が大量の子宮出血で発症、発症時期は分娩後１週間未満が3例、１週間以降が3
例であった。測定可能分での総出血量（分娩時出血と二次性出血を合わせた量）は300gから2800gで、3例に同
種血輸血を要した。造影CTでUPaの長径は10mmから48mmで、2例にUPaの破綻と持続的出血の所見を認め
た。6例全例に子宮動脈塞栓術（Uterine artery embolization, UAE）を施行、止血が得られた。UAEはUPaの
破綻所見のある2例は診断当日に、残りの4例は待機的に行った。5例は両側、1例は片側のみに施行、全例で塞
栓後に造影効果の消失を確認した。術後疼痛は消炎鎮痛薬でコントロール可能であり、抗生剤の予防投与のみ
で重篤な感染症の合併はなく、術後3日から7日で退院となった。6例中1例で24 ヶ月後に妊娠が確認された。
同期間の分娩総数は2299例であり、UPaの発症頻度は0.3％と推定された。 

92.� 当院における予防的オキシトシン投与による分娩後出血量の比較検討
○齋藤 淳一、松本 大樹、田中 恵子、佐藤 菊子、星合 哲郎、我妻 理重
大崎市民病院 産婦人科

【はじめに】産婦人科診療ガイドライン産科編2014では産後の過多出血予防のために、分娩第3期の積極的管理
を行う（C）と記載されている。当院産科では従来、積極的管理は行っておらず、自然分娩および吸引分娩後、子
宮収縮薬（オキシトシン）の投与は出血量の多い症例のみに施行していた。今回、分娩第3期の積極的管理の有
用性ついて検討することを目的とした。【方法】分娩第3期（胎児娩出直後）にオキシトシンを全例投与した予
防的投与群184例（平成26年12月から平成27年4月）と予防的投与は施行していない予防的非投与群201例（平成
26年4月から平成26年11月）を分娩後の出血量・年齢・妊娠週数・分娩所要時間などの項目を設定し、それぞ
れを予防的投与群、予防的非投与群で比較検討を行った。【結果】予防的オキシトシン投与群では、平均出血量
337gであったのに対し、非投与群では631gと予防的オキシトシン投与群で平均出血量が少ないことが認めら
れた。また、各群の中で、分娩時出血量が800g以上の症例を比較検討した結果、非投与群の分娩時出血量800g以
上の症例は201症例中50症例で24.88%、投与群では184症例中11症例で5.98%との結果となり、大幅な減少が認
められた。【結論】分娩第3期に、予防的にオキシトシンを投与することにより、分娩後出血量を有意に減少させ
ることができると考えられた。
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95.� 神経線維腫症I型（レックリングハウゼン病）合併妊娠の3症例の報告
○天谷 優介、髙橋 仁、西島 浩二、井上 大輔、髙橋 望、山本 真、折坂 誠、黒川 哲司、

吉田 好雄
福井大学附属病院 産科婦人科

【緒言】神経線維腫症I型(Neurofibromatosis 1:NF1)は、皮膚・脳神経系に腫瘍が生じる常染色体性優性の遺
伝性疾患である。その臨床像は多彩で様々な合併症が知られている。当院で経験した、重篤な合併症を伴った
NF1合併妊娠3症例を報告する。（症例1） 29歳、1経産婦。幼少時にNF1と診断されたが、5年以上定期受診し
ていなかった。妊娠37週1日に、激しい頭痛を訴え当院に救急搬送された。重症妊娠高血圧症候群と診断し、腰
椎麻酔下に緊急帝王切開を施行した。胎児娩出直後に不穏状態となったため、全身麻酔に切り換え手術を終了
した。その後、心停止、ARDS、腎不全、褐色細胞腫によるカテコラミンクリーゼなどで長期ICU管理を要した。
後に羊水塞栓症の併発が明らかになった。(症例2) 34歳、初産婦。19歳でNF1、24歳で血小板減少性紫斑病と
診断された。脳幹グリオーマによる水頭症、背部のカフェオレ斑、血小板減少のため、妊娠37週6日に全身麻酔
下に帝王切開を施行した。血小板数はその後自然回復し、術後10日目に軽快退院となった。 (症例3) 39歳、1経
産婦。中学生でNF1と診断された。胎児発育不全のため妊娠29週5日に当院紹介となった。30週5日に抑制不能
の心窩部痛が出現し、緊急帝王切開を施行した。翌日、HELLP症候群の診断が確定した。術後の回復は速やか
で、9日目に退院となった。児は超低出生体重児のためNICU管理となった。【考察】NF1は比較的稀な疾患であ
るが、若年より発症するため、NF1合併妊娠には時折遭遇する。本症例群のように、妊娠中に多彩で重篤な合
併症を起こし得るので、妊娠を契機に産科を受診したNF1患者に対しては、厳重な管理が必要である。

94.� 帝王切開後大量性器出血をきたし、子宮動脈塞栓術が有効であった1例
○大和田 亜矢、高梨子 篤浩、飯澤 禎之、武市 和之
会津中央病院 産婦人科

　帝王切開後性器出血を繰り返した後、大量性器出血をきたし、子宮動脈塞栓術にて止血し得た症例を経験し
たので報告する。症例は35歳の帝王切開後の褥婦で、帝王切開3回、流産2回、中絶1回の既往がある。他院にて帝
王切開術後、9日目に性器出血が多くなり、当院紹介され初診した。超音波検査にて子宮切開創に2㎝大の血腫
がみられたが同部位に明らかな異常血流は確認されなかった。弛緩出血の可能性が高いと判断、子宮収縮剤の
点滴にて軽快し、4日後退院となった。しかし、その後、退院後数日で性器出血が増加し入院するという経過を
2回繰り返した。臨床経過より、子宮仮性動脈瘤の可能性を念頭におき経過をみていたが、超音波検査では子宮
壁に異常血流は確認されず、MRIでも明らかな異常所見はみられなかった。いずれの入院においても、安静と
ガーゼ圧迫、子宮収縮剤投与にて出血は減少し、退院となった。しかし、3度目の退院の翌日(術後35日目)自宅
にて大量の性器出血があり、救急搬送。推定出血量2000ml以上、出血性ショックとなった。造影CTにて子宮壁
より子宮内腔に活動性出血が疑われ、血管造影検査を行ったところ、左子宮動脈より造影剤漏出が確認され
た。同部位の塞栓術により出血は治まり、子宮を温存することができた。
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97.� アルポート症候群合併妊娠の一例
○太田 圭一、平川 八大、柞木田 礼子、山口 英二
むつ総合病院 産婦人科

【緒言】アルポート症候群とは、難聴および眼科的異常を伴う遺伝性進行性の腎疾患である。5,000人～ 10,000
人に1人程度と比較的高頻度に認められるが、アルポート症候群合併妊娠の報告は稀である。今回我々は、腎
不全の家族歴を持ち、幼少よりアルポート症候群と診断されていた患者が自然妊娠し、健児を得られた症例
を経験したので報告する。【症例】23歳、1妊0産。祖母、父、従兄弟が腎不全。幼少より血尿を指摘され、11歳で
腎生検施行、アルポート症候群との確定診断が得られた。腎保護目的にABR、ACE阻害剤の内服を開始し、小
児科にてフォローされていたが、腎機能低下や尿蛋白は認めなかった。平成25年11月に自然妊娠成立。ABR、
ACE阻害剤の内服を中止したが、妊娠10週で流産となった。平成26年7月に再び自然妊娠。妊娠12週に腎機能
精査施行。24時間Ccr　107ml/minと腎機能低下なし。妊娠32週　尿蛋白73㎎ /dlと上昇。精査入院では24時間
Ccr 110ml/minと腎機能低下なし。妊娠39週　尿蛋白146㎎ /dlまで上昇。腎機能精査および周産期管理目的に
入院。妊娠39週、2690gの男児を自然分娩。アプガースコア8/9点。児に形態的な異常なく、現在も発育良好であ
る。母体は分娩後ABR、ACE阻害剤の内服を再開。産褥1 ヶ月で尿蛋白37㎎ /dlと軽度高値を認め、現在経過観
察中である。【結語】幼少よりアルポート症候群と診断されていた患者が自然妊娠し、健児を得た症例を経験し
た。アルポート症候群合併妊娠は妊娠経過と共に蛋白尿の悪化が認められる事もあるため、妊娠経過には十分
な注意が必要である。

96.� サイトメガロウイルス感染により著明な胎児腹水を認めた1症例
○永井 匠 1、渡利 道子 1、三島 隆 1、藤枝 聡子 1、計良 光昭 1、及川 衞 1、吉田 博 1、片岡 宙門 2

1社会医療法人母恋　天使病院 産婦人科、 2函館中央病院 産婦人科

緒言；先天性サイトメガロウイルス(CMV)感染症は、胎児発育不全、肝脾腫、脳内石灰化、水頭症、腹水、白内
障などを引き起こし、その感染率は0.3％とされる。今回我々は、妊娠20週に多量の胎児腹水を認め、妊娠中
CMVIgM陰性で経過した症候性CMV感染症を経験したので報告する。症例；32歳、1経妊1経産。妊娠15週に
感冒症状(+)、妊娠20週の胎児超音波検査で多量腹水を認めた。CMVIgG;48.9、IgM;0.54(陰性)。乳糜腹水、胎
便性腹膜炎、染色体異常などの可能性を説明し、妊娠継続の方針となる。その後腹水は緩徐に増大もLT比=0.4
～ 0.5、PLI=0.4以下で重症な肺低形成や心負荷所見を認めず。妊娠23週にCMV抗体を再検、CMVIgG;88.2、
IgM;0.43でIgM陰性のためCMVによる感染症の可能性は低いと考えた。妊娠30週頃から側脳室後角の拡大
が顕著化、心拡大(CTAR≒34% )も認め、biophysical profile score;BPSとcardio vascular profile score;CVPS
で経過観察とした。その後皮下水腫が出現、胎児心拍数モニタリングで胎児機能不全の診断にて妊娠32週3
日に緊急帝王切開施行。女児2,588g、Ap5-8点で出生、NICU入院管理とした。出生後の児のウイルス検査で
CMVIgG、IgM陽性、胎盤病理でCMV抗体染色陽性で先天性CMV感染症と診断。日齢8の尿でのCMV-PCRの
結果は108個のCMVが検出された。γグロブリン療法を施行も、日齢47に呼吸不全のため永眠された。結語；
血清CMVIgM陰性の妊婦からも症候性CMV感染症の発症が起こり得ることを示唆した症例であった。IgM
陰性でも、胎児腹水やウイルス感染を疑うその他の胎児腔水症などの所見を認めた場合、侵襲的検査である羊
水でのPCRによるTORCHの診断をすべきであるか倫理的配慮をしつつ慎重な検討が必要である。
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99.� 妊娠15週で卵巣腫瘍核出術を施行したHyperreactio�luteinalisの
一例

○宮原 周子、齋藤 昌利、西堀 翔子、氷室 裕美、岡野 聡子、西郡 秀和、杉山 隆、八重樫 伸生
東北大学病院 周産母子センター

【緒言】Hyperreactio luteinalis（HL）は絨毛性疾患や妊娠等に伴って発生する両側卵巣の良性多嚢胞性病変で
ある。妊娠に伴ってHLが発生することはまれであるが、HLは悪性病変との鑑別が困難なことがあり、腫瘍と
して摘出された例も少なくない。また、近年ではPIHやFGRとの関係も示唆されている。今回我々は、妊娠12週
でHLと診断され、悪性が否定できず、外科的治療を行った一例を経験したので報告する。【症例】30歳、0妊0産、
前医より妊娠12週の両側卵巣腫瘍合併妊娠にて当院紹介となった。超音波検査上、両側卵巣は多房性腫大を呈
し、MRI上も9-10cm大の多房性嚢胞性腫瘍を認めた。腫瘍マーカーの上昇は認めなかったが、左卵巣腫瘍には
一部充実成分も認め、境界悪性以上も否定できなかった。卵巣腫瘍核出術を予定したが、待機中に下腹部痛を
認め、妊娠15週で硬膜外麻酔脊髄くも膜下麻酔下に、緊急開腹両側卵巣腫瘍核出術を施行した。術中所見では、
左卵巣の90度程度のローテーションは認めるも明らかな捻転は認めず、また、両側とも悪性を疑う所見は認め
なかった。病理結果は両側ともLutein cystであった。その後の妊娠経過は順調であり、妊娠40週で正常経腟分
娩に至った。【考察】今回我々は、悪性が否定できず開腹手術を施行したHLの一例を経験した。しかし、外科的
治療には、児への麻酔薬の影響や切迫流早産のリスクもあり、症状によっては保存的治療の選択肢もあったと
考えられた。妊娠という高hCG環境下においてHLという病態が発生し得ることを認識しておき、HLを疑う所
見を認めた場合には、各種画像検査に加えて血清マーカーなどを総合的に検査したうえで、慎重に判断する必
要があると考えられた。

98.� 妊娠中の症状から母児の筋強直性ジストロフィーが疑われた1例
○渡辺 憲和、堤 誠司、鈴木 百合子、杉山 晶子、山谷 日鶴、川越 淳、高橋 一広、永瀬 智
山形大学 産科婦人科

【緒言】筋強直性ジストロフィー（Myotonic Dystrophy; MD）は筋強直、筋委縮、筋力低下がみられる常染色体
優性遺伝性疾患である。軽症のMD罹患女性は診断されていないことも多いが、妊娠中の筋症状悪化や塩酸リ
トドリンによる横紋筋融解症が報告されおり、周産期管理に注意を要する。また、MD罹患胎児は嚥下障害の
ため羊水過多を呈する。今回羊水過多と塩酸リトドリン投与後の横紋筋融解症から母児のMD罹患を疑い、母
体の確定診断に至った1例を経験したので文献的考察とともに報告する。【症例】21歳、1経妊1経産。第1子は生
後3か月に原因不明で死亡した。妊娠30週に羊水過多、切迫早産で入院した。超音波検査上、胎児に明らかな奇
形は認めなかった。塩酸リトドリン投与開始後に筋肉痛・CPKの上昇・ミオグロビン尿を認め、横紋筋融解症
と診断して加療した。斧様顔貌を認めていたため、横紋筋融解症のエピソードからMDが疑われた。妊娠32週6
日、基線細変動減少と高度変動一過性徐脈を認め、Biophysical profile score 4点から胎児機能不全の診断で
緊急帝王切開を行った。児は1,784 gの男児で、Apgar Scoreは2 点/3 点、臍帯動脈血pHは7.3、floppy infantで
あった。母体は遺伝子解析検査でdystrophia myotonica protein kinase(DMPK)遺伝子のCTGリピートが650-
850回と伸長しており、MDの確定診断となった。羊水過多から児のMD罹患も疑われるが、児の遺伝子解析検
査は未実施である。【考察】軽症のMD罹患女性は診断されていないことも多く、羊水過多や横紋筋融解症を発
症した場合には母児のMDの罹患を考慮する必要がある。
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101.� 子宮動脈塞栓術併用により、子宮温存しえた胎盤ポリープの１例
○小元 敬大 1、落合 祥子 1、目黒 啓予 2、山口 明子 2、田中 幹夫 2

1太田西ノ内病院 初期研修医、 2太田西ノ内病院 産婦人科

【諸言】胎盤ポリープは、分娩の後、胎盤遺残組織が変性、器質化を起こして増大し、ポリープ状となったもので
ある。発生頻度は0.05 ～ 5.3%と稀な疾患ではあるが、産褥期に大量出血を来たす。我々は今回、分娩時に大量出
血をきたし、産褥17日目に再出血を契機として発見された胎盤ポリープに対し、子宮動脈塞栓術(以下、UAE)
と子宮鏡下手術の併用により切除しえた症例を経験したので報告する。【症例】28歳0妊0産。妊娠経過は特変な
し。40週1日に尿蛋白55mg/dlと上昇したため、40週3日にオキシトシン点滴にて分娩誘発し、同日自然分娩
に至った。弛緩出血のため、総出血は4000mlとなった。輸血は6単位、FFP6単位を行い、子宮収縮薬投与、子宮
腔内バルーン留置、ガーゼ圧迫により加療し、産褥７日目に退院となり、退院時も胎盤の明らかな遺残は認め
られなかった。産褥17日目に再度出血の増強を認めたため来院、腟鏡診にて子宮口より腫瘤病変の突出認め、
入院となった。入院後は出血持続を認めなかったが、MRAにて、子宮前壁より血流を受け、頚部に突出する
20mm大の腫瘤像を認めた。茎部に強い造影効果を認め、胎盤ポリープが疑われた。第3病日にUAE施行し、塞
栓効果良好。第6病日、病変を電気メスで切除した後、残存病変を子宮鏡下に凝固止血した。以後出血増強なく、
第11病日に退院となった。【結語】胎盤ポリープは血流豊富であり、大量出血の可能性があるため子宮全摘術を
余儀なくされる場合もあるが、術前の画像評価とUAEを行うことにより、大量出血の回避と子宮温存は可能
であると考えられた。

100.� 妊娠経過中に凝固異常を呈した胎盤嚢胞性病変の一例
○横山 美奈子、小山 文望恵、伊東 麻美、横田 恵、松倉 大輔、森川 晶子、尾崎 浩士
青森県立中央病院 産婦人科

【緒言】胎盤嚢胞性病変は妊娠中にしばしば認められる病変であるが、臨床的に問題なく経過する場合が多い。
今回我々は妊娠27週より下腹部痛および凝固異常を繰り返した胎盤嚢胞の一例を経験したので報告する。【症
例】41歳、5経妊2経産。妊娠初期より当院に通院していた。妊娠20週より頸管長短縮傾向あり、妊娠24週の妊婦
健診より胎盤の胎児面に胎盤嚢胞（最大径15㎜）を認めたが胎児発育は問題なかった。妊娠27週4日に子宮収縮
感および下腹部痛で受診し、子宮頸管長 17mmと切迫早産の診断となった。経腹超音波で臍帯付着部に最大径
50㎜大の嚢胞を認め、FDP 334 μg/ml、Dダイマー 82.6 μg/mlと高値を示し常位胎盤早期剥離との鑑別を
要した。臍帯動脈血流異常や胎児心拍モニタリング異常はなく、子宮収縮抑制剤内服にて症状改善した。その
後も規則的な強い子宮収縮があるとFDP、Dダイマーは上昇し症状改善と共に低下した。妊娠33週2日で退院
となり妊娠36週0日に前期破水で入院し同日経腟分娩となった。胎盤の肉眼所見では胎児面に数㎜～ 50㎜大
の多数の胎盤嚢胞性病変が認められ、そのうち数個は嚢胞内容が血性および凝固塊であった。児は2308ｇ、女
児、Apgar score 1分値：9点、5分値：10点で身体診察上特記すべき異常は確認されなかった。【結語】胎盤嚢
胞性病変の原因は不明でありほとんどが通常の妊娠経過をたどるが、FGRやIUFDを呈する症例も報告され
ている。本症例で胎盤嚢胞と凝固異常について因果関係が疑われたため文献的考察を加えて報告する。
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103.� 保存的加療で治癒し得たMycoplasma�hominisによる
帝王切開後腹腔内膿瘍の一例

○田中 誠悟、石原 佳奈、田村 良介、湯澤 映、髙橋 秀身
大館市立総合病院 産婦人科

【緒言】Mycoplasma hominis(以下M.hominis)は腟常在菌の一つで、骨盤内炎症性疾患の原因となることが報告
されている。同菌はグラム染色で検出されず、同定が困難であることが多い。今回我々は、帝王切開術施行後に
M.hominisによる腹腔内膿瘍を認め、保存的加療で治癒した一例を経験したので報告する。【症例】28歳、0経妊
0経産、自然妊娠成立後、初期より当院で妊婦健診施行。妊娠21週に子宮頚管長短縮のため治療的子宮頚管縫縮
術を施行、妊娠33週まで入院治療していた。妊娠38週3日に前期破水の自覚なく、翌日発熱と持続的下腹部痛を
認め受診、胎児心拍数モニターでレベル5の除脈を認めた。絨毛膜羊膜炎、胎児機能不全の診断で緊急帝王切開
術施行し3386gの女児を娩出した。術後3日目より発熱と下腹部痛、炎症反応上昇を認めた。血液、腟培養検査で
有意菌は検出されず、各種抗菌薬を使用したが解熱せず。M.hominisの可能性を考えアジスロマイシンに変更
したが状態は変わらなかった。術後11日目のMRIで下節部切痕と腹腔内膿瘍形成を認め、経皮的持続ドレナー
ジを施行した。術後12日目よりミノマイシンに変更、術後14日目にFDP,Dダイマーの著明な上昇を認めヘパリ
ンナトリウムを開始。解熱を認め術後27日目に軽快退院となった。その後膿瘍ドレナージ検体からM.hominis
が検出された。【結語】本症例では、M.hominis を考え治療を開始したが、血栓性静脈炎の合併もあり治療に難
渋、子宮下節部切痕、腹腔内膿瘍を形成した。培養検査で起因菌が不明な場合、M.hominisも念頭に置き治療を
開始し、骨盤内膿瘍形成の場合抗血栓療法の併用が効果的であると考えられる。本症例では今後の妊孕性の検
討が必要である。

102.� 帝王切開時術の際に診断された子宮捻転症例
○大島 彩恵子 1、本多 啓輔 2、上田 遥香 1、横田 有紀 1、古俣 大 1、加勢 宏明 1、加藤 政美 1

1新潟厚生連長岡中央綜合病院 産婦人科、 2新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院 産婦人科

【緒言】子宮捻転とは子宮が長軸方向に沿って45度以上回転したものと定義される。妊娠中の合併症としては
稀であり、1992年までに212例の報告のみである。筋腫、骨盤内癒着、子宮奇形、胎位異常などが誘因となる。症
状は、腹痛、胎児機能不全、排尿・排便障害、分娩進行停止等を認めるとされるが、無症状のものが11％存在す
るとの報告がある。【症例】39歳、1妊1産、初回の分娩時には骨盤位を適応に帝王切開術を施行された。その際
子宮筋腫を指摘された。今回の妊娠では28週に筋腫に一致した腹痛を認め、エコーでは筋腫内に変性所見を認
めた。妊娠40週に陣痛発来し入院となった。48時間経過した段階で、陣痛間欠は6 ～ 8分、子宮口は1cm、児頭
ステーションは−3、展退は25％のまま分娩は停滞していた。CPDや回旋異常は明らかではなく、分娩進行停
止として緊急帝王切開術の方針とした。開腹時視野には左円靭帯、左卵管、左卵巣が前面に存在していた。子宮
底部左前壁にある筋腫が右上腹部の大網・壁側腹膜に癒着しており、子宮が頭側から見て時計回りに90度捻
転している状態であった。切開創を拡大し癒着を剥離の後捻転子宮を整復し子宮前壁から型のごとく帝王切
開を施行し、筋腫を核出した。【結語】本症例は筋腫の既往があり、症状として分娩進行停止を示し帝王切開術
に至った。前回分娩時の記録・術中所見を振り返り筋腫の位置の変化から子宮筋腫の癒着・子宮捻転の可能
性を考える事が可能であったかもしれない。妊娠中の分娩進行停止の鑑別診断として子宮捻転も考慮に入れ
る事が必要である。また子宮筋腫や卵巣腫瘍などの解剖学的な指標となるものは常に念頭に置き位置の変化
等を意識しておく必要がある。
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105.� 細胞診で推定しNBI腹腔鏡システムが確定診断に有用であった
原発性卵管癌の臨床病理所見

○西川 鑑、黒川 晶子、清水 亜由美、池田 桂子、二瓶 岳人
NTT 東日本札幌病院 産婦人科

卵管癌は婦人科癌の1-2％程度といわれている稀な疾患である。組織学的には大部分が漿液性腺癌である。近
年、腹膜の漿液性腺癌の発生起源が、卵管采遠位端の卵管上皮内癌であるという説が注目されている。しかし
ながら、腫瘤を形成していない卵管癌の早期診断は困難である。Narrow Band Imaging (NBI)は血液中のヘモ
グロビンに吸収されやすい波長の光で観察するため、粘膜表層の毛細血管と粘膜微細模様が強調され、癌の早
期発見が可能になる方法である。今回、我々は細胞診をきっかけに卵管癌を疑い、NBI腹腔鏡システムを使用
した腹腔鏡手術で診断した症例を経験したので報告する。【症例】60歳、2妊2産、55歳閉経、子宮頸部および内
膜細胞診class V (腺癌疑い）のため、当院を紹介され受診した。コルポ診、子宮内膜組織診、子宮鏡検査、MRI、
CTにて、子宮、附属器に腫瘍性病変は認めなかった。しかしながら、細胞診所見から卵管癌ないし腹膜癌の存
在を疑い、確定診断のため腹腔鏡手術を行った。術中に右側卵管采の肥厚、腫大を認め、NBIにより正常とは
異なる卵管采粘膜の肥厚と血管影が観察できた。術前に推定した卵管癌と考え腹腔鏡下子宮全摘術+両側附属
器摘出術+骨盤リンパ節切除を行った。術後病理検査にて卵管癌と診断され、また外腸骨リンパ節転移陽性で
IIIc期（pT1cN1M0）の診断となった。【まとめ】腫瘤を形成していない卵管癌の診断は困難であるが、NBIによ
り疑わしい所見を確認することで術中診断の精度が上昇すると考えられた。

104.� 産科救急シミュレーション教育が研修医を変える
○熊谷 祐作 1、末永 香緒里 1、福島 崇彰 2、鈴木 豊 2、吉村 有矢 3、野田頭 達也 3、今 明秀 3、

今井 紀昭 1,3

1八戸市立市民病院 産婦人科、 2八戸市立市民病院 小児科、 3八戸市立市民病院 救命救急センター

【背景】当院は産科救急シミュレーションコース；Basic Life Support in Obstetrics, 以下BLSO、を年に1回開
催している。また当院では研修医を対象に、模擬患者や人形を用いて模擬診療を行い、それらを点数化し評価
する、メディカルラリーを年に1回開催している。【目的】2014年度のメディカルラリーにおいて、産科救急分野
における研修医の模擬診療を点数化し評価した。BLSOが研修医の産科救急スキル上昇に寄与するか、またど
のような影響を与えたかをその結果から検討した。【方法】メディカルラリーに参加した7チームを、BLSOを
受講した者が含まれる3チーム（A群）と、BLSOを受講していない4チーム（B群）に分けて、産科救急ブース全
体、産科分野、小児科分野の3つに対して比較した。また参加者に対しアンケートを行い、難易度、面白さ、今後
の診療への貢献度の3項目に関し検討した。【成績】産科分野では得点率の平均値がA群で76,6％、B群で58.3％
とA群で優位に高得点を獲得した（p=0.03）。小児科分野ではA群で90％、B群で59.5％であり有意差は出なかっ
た（p=0.06）。また、A群において手技の精度が高かった。アンケート結果は、産科救急分野で高評価であった。

【結論】BLSO経験者は産科救急分野で高得点を上げることができた。また、研修医は今回の模擬症例を経験し、
産科救急は一般診療においても必要な知識・技術であると認識し、興味を持ってくれた。産科救急は時に他科
の協力が必要となる。今回、BLSOなど産科救急シミュレーション教育が研修医の産科救急への意識を変え、
産科救急の医療水準を高める可能性が示唆された。
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107.� Reduced�Port�Surgeryが腹腔鏡下手術に還元し得るもの
〜Effects�of�RPS〜

○菅野 潔、鈴木 和夫、大和田 真人、鈴木 博志
湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 産婦人科

単孔式腹腔鏡下手術(TANKO)やNeedlescopic Surgery(NSS)といったReduced Port Surgery(RPS)の概念が定
着してきた中で、これらの手術は低侵襲性や整容性を重視・追求したものであって他にメリットはないのだ
ろうか？我々は2011年よりRPSを導入し適応を拡大してきたが、今回これらの「手術手技」が有用であった状
況・場面について症例を提示しながら考察してみる。
＜TANKO＞開腹手術や腹膜炎等の既往のある患者においては、腹壁に腸管や大網が癒着しているケースが
多く、癒着の部位や範囲によってはトロッカーの挿入自体が困難となる場合もある。限られた狭いworking 
spaceの中で腹壁との癒着剥離や縫合結紮を行うのにTANKOの手技は有用ではないかと考える。背側に
tractionをかけることで対象組織の剥離面と鉗子は直行するベクトルとなるため比較的安全かつ容易に剥離
することが可能であり、その際にTANKO特有のinline viewも利点となる。また、縫合糸による骨盤内臓器（膀
胱・腸管・子宮・卵巣など）の授動といった術野確保におけるRPSでの工夫が活かされる場面もある。
＜NSS＞Needle deviceは近年になり製品が向上してきたとはいえ、構造上過度な負荷がかかるとdevice自体
が破損したり、細い先端によって臓器を損傷する可能性がある。Needle deviceを慎重に取扱うことが、間接
的に組織を愛護的に扱うことにつながり、更にはより繊細な鉗子操作のトレーニングとして教育的な側面も
併せ持つのではないかと考える。
つまり、RPSには低侵襲性や整容性だけでなく、その手技自体が還元され得る場面が存在し、研鑽すべき有用
な手法ではないかと考える。

106.� 腹腔鏡下子宮摘出におけるマニュピレータ挿入不能症例での一工夫と
その有用性について

○岡本 修平、中西 研太郎、小野 方正、野澤 明美、北村 普逸
名寄市立総合病院 産婦人科

【背景】腹腔鏡下子宮摘出術において手術操作をより円滑に施行する為に、子宮マニュピレータの使用は必要
不可欠である。しかし、症例数、適応の拡大により、高齢者、円錐切除術既往患者にみられる腟部消失例、頸管狭
小例、体癌、頸癌を初めとした悪性腫瘍手術においては、マニュピレータの挿入が困難、または挿入自体が不適
とされる症例も存在し、手術難易度が上昇することから腹腔鏡手術への移行がためらわれる事が予想される。

【目的】これらの挿入不能例に対して簡便かつ安全な方法でマニュピレータ挿入時と遜色なく円滑に腹腔鏡手
術を施行した症例を悪性腫瘍手術を含め、数例経験したのでその方法と有用性につき報告する。【方法】マニュ
ピレータ挿入不能例（腹腔鏡下腟上部切断術1例、早期子宮体癌2例、子宮頸癌1例）に対し、2-0吸収糸を用い、
両側円靭帯、固有靭帯に糸を通し、中央で結紮する。これを助手に把持、牽引させることにより操作性を持たせ
て手術を施行した。【考察】この方法では、助手が子宮を上下左右、頭側に安定した牽引が可能であり、鉗子によ
る子宮の直接牽引と比較して、予期せぬ滑脱や子宮の不要な損傷による出血、卵管などの組織挫滅を避けるこ
とが出来るという利点がある。多少の鉗子同士の干渉はあるものの、挿入例と比較して子宮摘出時間に差がな
かった事から、十分有用な方法であると考えられた。【結論】腹腔内からの糸による子宮牽引により、マニュピ
レータ挿入不能例においても円滑に手術操作が可能となり、より一層の腹腔鏡下手術の適応拡大、また腹腔鏡
下子宮悪性腫瘍手術の導入のハードルが下がることが期待される。
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109.� 新潟大学における腹腔鏡手術教育の現況　その２
〜関連病院全体での安全な腹腔鏡手術の普及を目指して〜

○磯部 真倫、安達 聡介、吉原 弘祐、藤原 和子、西野 幸治、西川 伸道、関根 正幸、榎本 隆之
新潟大学　医歯学総合病院 産科婦人科

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。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。昨年の北日本学会では、新潟大学その
関連病院での取り組みについて報告した。さらに、この一年の活動状況を報告する。大学病院では、月1、2回の
腹腔鏡カンファレンスを行い、動画を供覧して検討を行った。また、積極的な出張による関連病院の腹腔鏡手
術の教育を引き続き行った。2013年12月から1年間で関連病院において109日出張に赴き、計112件の腹腔鏡手
術に立ち会った。合計8施設、移動距離は10814kmに及んだ。指導内容は、腹腔鏡手術の執刀、助手だけでなく、
環境整備、DRYボックストレーニングの指導、手術動画の提供、腹腔鏡下子宮体がん手術の立ち上げ、技術認
定医試験の動画撮影の前立ちと多岐にわたった。科長を中心とした医局全体としての腹腔鏡手術の推進の結
果、新潟大学とその関連病院における腹腔鏡手術件数は、2012年の506件から2014年には913件と大きく増加
した。また腹腔鏡下子宮全摘術の件数も、2012年の17件から2014年には217件と10倍以上になった。腹腔鏡下
子宮体がん手術の施設認定は3施設となった。技術認定医試験にも１名合格した。地方の腹腔鏡手術教育のモ
デルケースとなるべく本大学における取り組みを報告する。

108.� 腹腔鏡下手術における飛散ゼロ回収�
〜 In�bag�morcellationのコツとピットフォール

○明石 祐史 1、杉尾 明香 1、西澤 庸子 1、玉手 雅人 2、金 美善 1、足立 英文 3、森下 美幸 1、
齋藤 豪 1

1札幌医科大学 産婦人科学講座、 2市立釧路総合病院 産婦人科、 3JCHO 札幌北辰病院 産婦人科

【目的】電動モルセレータ使用による組織拡散の危険性が指摘されて注意喚起が出されているなか、国内外
でアイソレーションバッグを使用した袋内モルセレーション(In Bag Morcellation: IBM)が注目されている。
我々は腹腔鏡下子宮筋腫核出術(TLM)と子宮全摘出術(TLH)の摘出物回収をIBMで行っており、そのコツと
ピットフォールを供覧する。【方法】トロカーは4孔パラレル式。手順を以下に示す。1)50×50cmのアイソレー
ションバッグ(3M社)の紐の半周にペンで青色線を加え、袋を蛇腹状に折り畳み中の空気を抜いて準備。2)12-
15mmの皮切創から口が上を向くように腹腔内に搬入。3)口を紐の色を参考に広げ、前後で把持。4)頭側に置
いた摘出物を収納。5)紐を先導し袋を腹腔外に引き出し、オリーブオイルをつけた12mmバルーン付トロカー
を袋に挿入。6)袋内の気腹と同時に腹腔内のガスを除去して袋を膨らませる。7)臍から袋を把持して腹腔外
に搬出し、袋に孔を開けてバルーン付トロカーを挿入。8)十分に拡張していることを確認。9)モルセレータ
を挿入し細切。10)モルセレータとトロカーを抜去し、孔を糸で縫縮して閉鎖し袋を回収。【成績】TLM 18例、
TLH 25例に本法を施行。最大重量は980g。袋が十分に拡張せず中止した症例が1例、搬入操作で袋の破損を認
めた症例が2例あった(鏡視下に回収)。【考察】アイソレーションバッグは容量が大きく、収納できる摘出物は
1kg程度まで適応となり汎用性が高い。袋の破損に注意して愛護的に袋を扱うことが肝要である。袋の拡張が
十分であるとモルセレーションは安全に施行できる。【結語】アイソレーションバッグによるIBMは飛散のな
い回収法として非常に有用である。
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111.� 早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下手術の周術期経過と長期予後について
○細川 亜美
王子総合病院 産婦人科

目的）当科では2004年7月から腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍手術を開始し、現在まで116例の手術を行った。今回
我々は腹腔鏡下手術の安全性、根治性、長期予後につき後方視的に開腹手術との比較検討を行った。対象）2004
年7月から2015年4月までに臨床進行期ⅠA1期～ⅡA期かつリンパ節転移なしと診断し腹腔鏡下手術を行っ
た23症例、開腹手術を行った21症例を対象とした。うち観察期間36か月以上の症例は腹腔鏡群16例、開腹群15
例である。方法）術式は広汎子宮全摘術、両側付属器摘出術、後腹膜リンパ節郭清術（骨盤および傍大動脈）で
ある。腹腔鏡下手術において、リンパ節郭清は腹腔内アプローチとし、ウテリンマニュピレーターは使用しな
かった。両群間で患者背景および術中・術後因子について、観察期間36 ヵ月以上の症例において長期予後につ
いて比較検討した。結果）両群とも平均年齢、手術進行期の分布に有意差は見られなかった。BMI、組織型の分
布には有意差が見られた。術中因子として手術時間は開腹群で有意に短く、出血量は腹腔鏡群で有意に低かっ
た。摘出リンパ節個数は腹腔鏡群／開腹群で59.8±17.4個／ 64.3±12.9個で有意差はなかった。術後経過は腹腔
鏡群の方が離床や退院までの日数が有意に短かった。また術中合併症の発生率には有意差はなかった。予後に
ついては、腹腔鏡群（観察期間中央値62.5か月）／開腹群（同61.0か月）で再発1例／ 2例、原病死0例／ 2例、無増
悪生存率94.0%／ 87.0%、全生存率100%／ 80.0%、生存期間中央値62.5 ヵ月／ 61.0 ヵ月であり、いずれも有意差
を認めなかった。結論）当施設における早期子宮頸癌症例において、腹腔鏡下手術は低侵襲に行われ、開腹手術
と同等の安全性・根治性・予後が得られた。

110.� 婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術における、
当科での手術合併症の発生頻度とlearning�curveの関連

○山口 正博、細川 亜美、野崎 綾子、勘野 真紀、野村 英司
王子総合病院 産婦人科

【目的】当科では2004年7月から婦人科悪性腫瘍に対する根治的な腹腔鏡手術を試験的に導入している。2015
年3月までに116例の腹腔鏡下悪性腫瘍手術を行っており、安全性・根治性について開腹手術に劣らない成
績を挙げている。今回我々は、これまでの腹腔鏡下悪性腫瘍手術の合併症の発生頻度について、特にlearning 
curveとの関連について検討した。【方法】子宮体癌、子宮頚癌、卵巣癌の術前診断で、リンパ節郭清または生検
を含む腹腔鏡下手術を行った116例すべての手術を対象とした。施行術式は拡大子宮全摘が40例、単純子宮全
摘が24例、広汎子宮全摘が22例、子宮を摘出していないものが30例であった。また、リンパ節郭清を行ったもの
が102例、リンパ節生検が12例であった。術中合併症として血管損傷・尿路損傷・腸管損傷と、出血量について
後方視的に検討した。【成績】術中合併症による開腹移行例が2例で、いずれも血管の損傷が原因であった（下大
静脈1例/35例目、下腸間膜静脈1例/44例目）。尿路の損傷は1例（膀胱損傷/22例目）、腸管損傷が2例（直腸損傷
2例/17、96例目）であった。7例で出血量が1000mlを超えた（6、11、16、17、18、44、75例目）。これらを便
宜上40例ずつに区切り初期、中期、後期と分類すると、術中合併症は初期で3例、中期で1例、後期で1例であり、
1000ml以上の出血があった例は初期で5例、中期で1例、後期で1例であった。【結論】産婦人科内視鏡手術ガイド
ラインにおいても術中合併症の発生頻度がlearning curve途上のはじめの数十例で多いことが言及されてお
り、当科の経験でも同様の傾向を示した。今後、腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術を導入するにあたり留意すべき点
と考えられた。
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113.� 腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の出血量に影響を与える因子の検討
○箕輪 智幸 1、幅田 周太朗 1、松浦 基樹 3、明石 祐史 2、郷久 晴朗 2、田中 綾一 2、岩崎 雅宏 2、

斎藤 豪 2

1日鋼記念病院 産婦人科、 2札幌医科大学附属病院 産婦人科、 3癌研有明病院 婦人科

【目的】近年、子宮全摘における腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の割合が増加しており、当院でも子宮全摘の約90%
が腹腔鏡下でのアプローチとなっている。そこでTLHにおける術中出血量に影響を与える因子について検討
した。【方法】当院において2013年3月から2015年3月の期間にTLHを施行した60例に対し、BMI、摘出子宮重
量、手術時間、子宮体部縦径 (a)、前後径 (b)および横径 (c)と出血量の関連性を後方視的に検討した。子宮体部
の大きさは術前MRIで評価し、すべて同じ術者の症例で検討した。【成績】手術時間の平均値は149分で中央値
は145分 (64分-198分)、出血量の平均値は49mLで中央値は30mL(0mL-250mL)であった。出血量に影響を与える
因子を単変量解析で検討したところ、手術時間（P<0.0001）と子宮重量（P=0.0201）であった。多変量解析にお
いても、出血量に寄与するのは手術時間（P<0.0001）と子宮重量(P=0.0119)であった。また、手術時間170分以上
の群と170分未満の群で出血量を比較したところ、もっとも差がついた（<170分：30.682mL±5.204mL、>170
分：101.667mL±18.984mL P<0.0001）。そこで手術時間について影響を与える因子について検討した結果、c 
(P=0.0001)とBMI (P=0.0017)が手術時間に影響を与える因子と考えられた。また、手術時間が170分を超えるc
の理論値はc > 94.7mmであり、BMIの理論値は27.9 であった。【結論】患者BMIと子宮体部横径が手術時間に
影響する因子と考えられ、子宮体部横径>94.7mm、またはBMI>27.9 の症例では出血量の増加が予想されるた
め自己血貯血の準備などの対応が必要であると考えられた。

112.� 当院における腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の後方視的検討　
∼50歳からの腹腔鏡∼

○大和田 真人、菅野 潔、鈴木 和夫、鈴木 博志
寿泉堂綜合病院 産婦人科

【初めに】現在は多くの施設において婦人科良性疾患は腹腔鏡下手術が標準術式となりつつある。当院にお
いてもTLHをH18年より開始し、徐々に手術件数および手術適応が増加・拡大してきた。このうちH25およ
びH26年度のTLH症例に関し、同時期の悪性疾患を除くTAH症例と比較検討を行った。【対象】H25年4月より
H27年3月までのTLH、TAH症例は各々 93件、73 件であった。疾患の内訳はTLH（TAH）において子宮筋腫
72例（61例）、子宮内膜症・腺筋症19例（10例）、子宮内膜増殖症2例（0例）、その他0例（2例）であった。【結果】TLH
症例における手術時間140.5±30.4分（mean±SD）、出血量177.2±175.3ml、子宮重量263.9±138.0gであった。同
様にTAH症例においては99.5±30.4分、325.6±317.1ml、681.4±729gであった。TLH症例のうち子宮筋腫

（子宮内膜症・腺筋症）では手術時間141.0±29.8（141.3±32.0）分、出血量171.5±163.1（208.9±222.6）ml、子宮重
量292.3±141.4（167.4±48.9）gと子宮重量のみ有意差を認めた。術後合併症として筋腫において腟断端膿瘍1
例、ダグラス窩膿瘍1例、内膜症・腺筋症において小腸損傷1例、尿管損傷1例を認めた。またTLHを完遂できず
TAHとなった症例が内膜症・腺筋症で1例認めた。【最後に】筆者は2013年8月より当院勤務となり腹腔鏡手術
を始め、本年3月よりTLHを執刀するようになった。50歳からの腹腔鏡手術であり進歩は遅々としたものであ
るが、筆者の手術成績についても発表する。
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115.� 単一胚移植後に生じたvanishing�tripletの2症例
○竹原 功 1、高橋 俊文 1、太田 信彦 2、五十嵐 秀樹 1、網田 光善 1、長谷川 歩美 1、松川 淳 1、

永瀬 智 1

1山形大学 産科婦人科、 2ゆめクリニック 産婦人科

【背景】生殖補助医療(ART)による多胎妊娠の防止を目的に単一胚移植(SET)がすすめられているが、SETを
行った場合でも、一卵性双胎の頻度は自然妊娠の約2倍に上昇する。一卵性品胎は、全妊娠の0.004%であり、
ARTにおいても極めて稀である。我々は今回単一胚盤胞移植後のvanishing tripletとなった2例を経験したの
で報告する。【症例】症例1：29歳、1経妊1経産。第1子は卵管性不妊のため体外受精(IVF)により妊娠し分娩した。
第2子希望にて当科受診。GnRHa long法により9個採卵しIVFを行い7個受精、2個が胚盤胞に発育した。胚盤
胞(4AA)を1個胚移植した。妊娠5週0日、胎嚢を1個確認。妊娠6週0日、胎嚢を3個認めた。妊娠8週5日、1つの胎嚢
内に卵黄嚢と胎児心拍を認めたが、その他2つにはいずれも認めず、vanishing tripletの診断となった。妊娠経
過は順調で、3,010 gの女児を自然分娩した。症例2：39歳、2経妊1経産。男性不妊症のため、2回の既往妊娠は
いずれも顕微授精(ICSI)を行った。第2子希望にて前医を受診。GnRHa short法にて採卵しICSIを行い7個受精。
受精卵はガラス化法にて凍結保存した。融解後にassisted hatchingを行った胚盤胞(5AA)を胚移植し妊娠が成
立。妊娠6週3日、胎嚢を3個確認。8週6日、2個の胎嚢内に各々胎児（心拍陽性）を確認したが、その他の胎嚢に
は胎児を認めず、vanishing tripletの診断となった。妊娠37週に選択的帝王切開により2,790 gの男児と2,596 g
の男児を分娩した。【結語】SET後のvanishing tripletという極めて稀な2症例を経験した。ARTにおいては、
SET後でも多胎妊娠が生じる可能性を念頭におく必要がある。

114.� 超高齢者に対して単孔式腹腔鏡下手術を施行した一例
○大関 健治、加茂 矩士、齋藤 善雄、金 彰午
竹田綜合病院 産婦人科

今回我々は、90歳という超高齢者の卵巣腫瘍茎捻転に対して、単孔式腹腔鏡下手術を施行し良好な予後を得
られた症例を経験したので報告する。症例は90歳3経妊3経産。既往歴として肺癌に対して放射線治療、大腸ポ
リープ切除、また高血圧、気管支喘息、狭心症にて投薬中であった。8年前（82歳時）に近医より左卵巣腫瘍にて
当科紹介となった。径3cmであり経過観察の方針となった。4年前には6.3cmと増大傾向認められた。89歳時
の検診では8.7cmであった。経過中腹痛などの自覚症状は認められず、腫瘍マーカーは陰性であった。○月○日
左下腹部痛出現し当院救急受診した。造影CTにて11cmの左卵巣腫瘍認められた。鎮痛剤点滴にて症状軽快し
たため一度帰宅も、4日後に再度腹痛出現したため精査加療目的に当科入院となった。再度鎮痛剤にて症状軽
快した。手術療法の方針となったが、ワーファリン内服中のため、ヘパリン置換された。また心機能評価のため
循環器科紹介された。EFは51％、軽度の三尖弁閉鎖不全症が認められた。全身麻酔下に単孔式腹腔鏡下手術
施行された。左卵巣腫瘍は180度捻転していた。左付属器切除され手術時間は32分であった。病理診断はserous 
cyst adenomaであった。術後はICU入室したが、血圧、循環のコントロール、術後せん妄に対する対応が必要で
あった。リハビリも早期に導入され術後8日目に独歩で退院となった。超高齢者は基礎疾患を有することが多
く術中術後の集学的管理が必要である。これを踏まえた上で腹腔鏡下手術を施行すれば、早期離床やADLの
低下を最小限に抑えることが可能であり有用であると考えられる。
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117.� 経腟穿刺採卵から約2か月後に卵巣膿瘍を呈した
子宮内膜症合併不妊の1例

○西本 光男 1、湊 敬道 1、横山 沙織 1、吉田 美帆 1、淀川 裕紀 1、佐藤 多代 1、高橋 聡太 2、
菅原 準一 3

1岩手県立中部病院 産婦人科、 2東北大学病院 産婦人科、 3東北大学 メディカルメガバンク機構

【諸言】近年のARTはより簡便かつ低侵襲に普及している。しかし対象は健常者であるため合併症には特に注
意が必要である。今回我々は子宮内膜症、重度の男性因子のため近医でART介入となったが妊娠に至らず、採
卵後約2か月して卵巣膿瘍を発症し開腹手術を施行した1例を経験したので文献的考察を含め報告する。【症
例】33歳 女性 1経妊0経産（初期流産）既往歴に特記事項なし【経過】結婚期間約10年、挙児希望を主訴に近医
ART施設を受診。精査にて右卵巣に4㎝大の子宮内膜症性嚢胞と重度の男性因子が認められた。夫婦同意のも
とART介入となり顕微授精、凍結融解胚移植施行し妊娠成立するも初期流産となった。約2年の治療休止期間
の後再度授精、新鮮胚移植施行したが妊娠成立には至らなかった。採卵時に子宮内膜症性嚢胞については穿刺
吸引を施行、その後抗生剤投与とし経過観察としていた。採卵から約2か月後に不明熱で近医内科を受診。保存
的加療を行うも症状改善せず当院内科へ精査加療目的に紹介され卵巣膿瘍の診断で当科へ入院となった。保
存的加療を施行するも治療抵抗性であり入院7日目に開腹手術を施行した。腹腔内に膿汁は認められなかった
が、腫大した右卵巣は多嚢胞化しており、開窓すると内膜症性嚢胞ならびにダグラス窩付近の嚢胞から膿汁排
出が認められた。腸管との癒着が高度であり右付属器切除術は困難と判断、核出術及び十分な洗浄ドレナージ
を行い手術終了した。術後経過は良好で術後7日目に退院。【考察】採卵においては適切な手技を行っても遅発
性に重篤な合併症を起こしうるため慎重な対応が必要と考える。

116.� Time-lapse�cinematography（TLC）によるマウス初期胚の
体外培養の観察

○下田 勇輝、熊谷 仁、佐藤 恵美子、三浦 康子、白澤 弘光、佐藤 亘、熊沢 由紀代、寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科学講座

【背景】TLCは昨今の映像技術の進歩により、より簡便に、また詳細に経時的変化を観察できるツールとなっ
た。TLCはヒト初期胚の観察に応用されており、胚盤胞期において拡張と虚脱（collapse）を繰り返している
ことや、栄養膜細胞（trophectoderm：TE）と内細胞塊（inner cell mass：ICM）との間で糸を引きあうような
現象（strand現象）がみられることも報告されている。今回、我々は、TLCを用いてマウス新鮮胚と凍結解凍
胚の成熟過程を観察し、凍結解凍操作による胚への影響を検討した。【方法】8-12週令の雌ICRマウスに7.5Uの
PMSGを、その48時間後に7.5UのhCGを腹腔内投与して雄ICRマウスとメイティングした。メイティングから
およそ36時間後に雌ICRマウスから、卵管還流をすることで受精卵を得た。得られた受精卵は8細胞期までと
もに培養したのちに凍結解凍群と新鮮胚群に分け、TLCを用いて観察した。胚形態はTLCにより3-5分毎に観
察された静止画像から検討した。【結果】ハッチングまでの虚脱回数は新鮮胚群：凍結解凍群=1.956回：3回で
あり、凍結解凍群で有意に増加した。ヒト胚と同様のstrand現象は、両群で観察され、その発生の割合は凍結解
凍群において有意に高かった。【考察】現段階で虚脱回数の増加およびstrand現象が何を意味しているかは明
らかになっていない。また、これらの現象はgap junction阻害剤下の培養でも増加すると報告されている。今回
の検討から、同現象は、細胞間連絡の阻害のほか、凍結解凍操作によっても惹起されている可能性がある。
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119.� 原発性無月経を呈した多嚢胞性卵巣症候群の２例
○鈴木 聡、大原 美希、菅沼 亮太、小宮 ひろみ、藤森 敬也
福島県立医科大学 産科婦人科学講座

【諸言】多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）は排卵障害、卵巣多嚢胞性変化、高アンドロゲン血症あるいは高LH血症を
特徴とする内分泌疾患である。性成熟期におけるPCOSについての病態、治療法について現在まで数多く報告
されているが、思春期PCOSについての報告は数少ない。当院では、思春期外来にて内分泌内科と連携し、月経
異常の患者を診療している。今回、当科で経験した原発性無月経を呈したPCOS患者2症例について報告し、そ
の特徴について考察する。（症例1）18歳　10歳時当院小児科にて2型糖尿病の診断。食事療法で血糖コントロー
ル良好となったが、11歳時から多毛、ざ瘡、低身長を認めた。身長143cm 体重51kg、 LH 3.48mIU/ml テストス
テロン0.91ng/ml　MRIにてPCOを認めた。PCOS、思春期早発症の診断にてGnRHアゴニスト投与、メトフォ
ルミン、アクトス内服が開始された。月経発来目的に当科紹介。3か月に1回消退出血おこしているが、月経発
来はない。（症例2）18歳　16歳時初経発来なく近医婦人科受診したが異常なしと言われた。その後、経過をみて
いたが月経発来なく当院受診した。身長160cm体重94 kg、 LH 3.91mIU/ml テストステロン0.32ng/ml　MRI
にてPCOを認めた。75gGTTにて境界型であり著明なインスリン抵抗性を示した。PCOSの診断にて食事運
動療法が開始された。77.7 kgまで減量したが、いまだ月経発来はない。【結語】原発性無月経で発症する思春期
PCOS症例の報告は少ない。今回私たちが経験した原発性無月経を呈したPCOSの2症例は強いインスリン抵
抗性を示し、症例1では著明な男性化兆候を認めた。今後、原発性無月経を呈するPCOS患者の特徴を明らかに
するため、さらなる症例の蓄積が望まれる。

118.� FSH産生下垂体腫瘍による卵巣過剰刺激を呈した1例
○鹿内 智史 1、馬場 敦志 1、宇津 裕章 1、浅野 拓也 1、水内 将人 2、山下 剛 1

1市立函館病院 産婦人科、 2札幌医科大学　産婦人科学講座 産婦人科

【諸言】卵巣過剰刺激症候群(OHSS)は、排卵誘発に伴う医原性の発症が多くを占めるが、稀に自然発生すること
が報告されている(spontaneous OHSS)。我々は特に誘因なく卵巣過剰刺激を呈した患者が下垂体腫瘍を有す
る事から、FSH産生下垂体腫瘍による発症を疑い、経鼻経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術により著明な改善をみ
た1例を経験したので報告する。【症例】26歳、5経妊2経産。下腹部痛を主訴に近医受診し、卵巣腫瘍茎捻転疑い
で当科紹介となる。超音波検査、MRIにて最大16cm大の多房性卵巣嚢腫を認め、卵巣腫瘍茎捻転疑いで開腹
術を施行した。術中所見で破綻した両側卵巣の腫大を認め、両側卵巣嚢腫摘出術を行った。病理検査では黄体
嚢胞の診断で、卵巣過剰刺激による卵巣腫大が疑われた。定期的なホルモン値の採血によるフォローを行って
いたが、術後7 ヶ月で再度卵巣の腫大を認めた。LH 0.70mIU/ml,FSH 3.89mIU/ml,E2 908pg/ml（以上CLIA
法）,PRL 66.95ng/ml(RIA法)と、PRL・E2の異常高値を認め、下垂体腫瘍の既往があった事から、FSH産生下
垂体腫瘍による卵巣過剰刺激を疑い、近医脳神経外科に依頼し経鼻経蝶形骨洞下垂体腫瘍摘出術が施行され
た。術後卵巣は著明に縮小し、病理検査結果からFSH産生下垂体腫瘍と診断した。現在のところ卵巣過剰刺激
ならびに腫瘍の再発を認めていない。【考察】本症例では下垂体腫瘍摘出術により卵巣過剰刺激の著明な改善
が見られた。とくに誘引なく発症する卵巣過剰刺激では、稀ではあるがFSH産生下垂体腫瘍の可能性を考慮す
る必要がある。
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121.� 子宮頚癌スクリーニングにおけるHybrid�capture�-2�(HC2)と
COBAS-HPV検査の精度比較

○大阪 康宏、閨谷 奈津子、藤田 智子、山口 直孝、髙木 弘明、笹川 寿之
金沢医科大学 産科婦人科学

【目的】本邦でのHC2とCOBAS-HPV検査の子宮頚癌スクリーニングにおける精度を評価する。【方法】20歳か
ら50歳の女性262人の女性を対象とし、約半数が一般女性であり、残りの半数はCINで追跡中の患者である。書
面による同意の後、子宮頚部のサンプルをCervexブラシで採取し、ThinPrep溶液に保存した。HC2（キアゲ
ン、日本）とCOBAS-HPV（ロシュ ·ダイアグノスティックス社、日本）検査と細胞診断は検体の採取後2週間以
内に行った。 細胞診異常(LSIL以上)とHPV検査陽性の151例（57.6%）に対しGenosearch31（MBL、日本）によ
るHPV遺伝子型を決定した。【結果】HC2とCOBAS-HPVの陽性結果の一致は84.7%で認めた。不一致はHC2の
みで陽性27例、COBAS-HPVのみで陽性13例の計40例で認めた。COBAS-HPVのみ陽性例の内訳はHPV16
　2例、HPV58　3例、HPV18　1例、HPV56　1例であり、一方、HC2のみ陽性例の内訳はHPV52　12例、
HPV18　1例、HPV31　1例、HPV39　1例であった。CIN2、CIN3症例で最も頻度の高いHPV型はHPV52であっ
た。HC2、COBAS-HPVによるCIN2の検出における感度はそれぞれ100％、83.3%であり、CIN3ではそれぞ
れ100％、81.3％であった。 COBAS-HPV検査で検出できなかった症例は、HPV52陽性のCIN2またはCIN3　
3例、HPV39陽性のCIN2　1例、HPV82陽性のCIN3　1例、HPV71陽性のCIN2　2例、未知のHPV陽性のSCC
　1例であり、HC2はすべてのCIN2、CIN3を検出できた。【結論】HC2はHPV52の検出頻度が高い本邦などでは、
子宮頸癌のためのスクリーニング検査として有用であると考えられる。

120.� 不育症患者における末梢血および子宮内膜NK22細胞のNCRと
RORɤt発現についての検討

○淵之上 康平、福井 淳史、當麻 絢子、鴨井 舞衣、船水 文乃、福原 理恵、水沼 英樹
弘前大学大学院 医学研究科産科婦人科学講座

【目的】原因不明不育症の中には、NK細胞の異常を有するものが含まれている可能性がある。近年、IL-22産
生NK細胞(NK22細胞)の存在が報告されている。我々は原因不明不妊患者に比して、不育症患者の子宮内膜
NK細胞においてIL-22産生が増加する事を報告してきた。腸管NK22細胞はretinoid-related orphan receptor 
ɤt(RORɤt)発現、Natural cytotoxicity receptor(NCR;NKp46、NKp44)発現が知られている。今回、不育症患者
の末梢血および子宮内膜NK22細胞のNCR発現、RORɤt発現の関連性を明らかにする事を目的に以下の検討
を行った。【方法】当院倫理委員会の承認および患者の同意のもと末梢血(PB)・子宮内膜(EM)を採取し、リンパ
球を抽出した。原因不明不妊(unexplained infertility;UI)群(n=21)および不育症(recurrent pregnancy loss;RPL)
群(n=18)におけるIL-22産生NK細胞、NK細胞表面抗原(CD45、CD56、NKp46、NKp44)およびNK細胞内転
写因子(RORɤt)発現をフローサイトメトリーにて測定した。【成績】EMでは、UI群(r=0.752)・RPL群(r=0.802)
ともにIL-22産生NK細胞とRORɤt発現NK細胞との間に有意な正の相関を認めた。両群のPBおよびEMのNK
細胞におけるRORɤt発現率は、NKp44陽性細胞よりNKp46陽性細胞で有意に高かった(UI群;p<0.01、RPL
群;p<0.01)。PB・EMともにRPL群のCD56bright/NKp46brightNK細胞におけるRORɤt発現率は、UI群に比べ
有意に高かった(p<0.05)。【結論】末梢血・子宮内膜においてRORɤtのIL-22産生への関与が示された。我々は
CD56bright/NKp46brightNK細胞はサイトカイン産生に関与している事を報告しており、今回の不育症で認めら
れるIL-22産生亢進はNKp46・RORɤtを介したものである可能性が示唆された。
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123.� 子宮頸がん集団検診での細胞診異常例へのHPV型別検査の導入
○森村 豊 1,2、古川 茂宜 3、添田 周 3、渡辺 尚文 3、藤森 敬也 3

1( 公財 ) 福島県保健衛生協会 病理細胞診課、2( 一財 ) 慈山会医学研究所付属坪井病院 婦人科、
3福島県立医科大学産科婦人科学講座 産科婦人科

【目的】子宮頸がん集団検診における細胞診異常例での、型別HPVの細胞診断やコルポスコープ下組織診に
関するリスクを明らかにする。【方法】2011 ～ 12年度の子宮頸がん集団検診で、細胞診異常例に精検時に、
Luminex　xMAP法によるHPV型別検査を行った。ASCUSで高リスクHPV陽性例とLSIL例以上にコルポス
コープ下組織診を行った。【結果】子宮頸部細胞診でASCUS以上の高リスクHPVの陽性率は、75 ～ 100％で細
胞診判定間に差はみられなかった。ASCUSとLSILで最高リスクの16,18型や、高リスクの31,33,35,45,52,58型(以
下31 ～ 58型)の陽性率に差はみられなかった。（RR:1.44 &1.05）HSIL（CIN2及びCIN3推測例）はASCUSに比し
て16,18型(RR2.64 & 3.00)や31 ～ 58型(RR1.61 & 1.70)の陽性率が有意に高かった。組織診でCIN2以上はCIN1
以下に比して、16,18型や31 ～ 58型の陽性率は有意に高かった。(RR1.98 & 1.53)その他の高リスク型HPVの
陽性率は、細胞診判定、組織型間で差は無かった。【結論】16,18型や31 ～ 58型は細胞診HSIL以上の危険因子で、
組織診でもCIN2以上の危険因子である。型別HPV検査の適応が拡大されれば、検診要精検例の経過化追跡の
間隔の個別化や精検の省略可能例の振り分けが出来るようになることが期待される。

122.� 当院における妊娠子宮頸部細胞診の現状
○桃野 友太、工藤 多佳子、豊島 将文、島 崇、牧野 浩充、吉永 浩介
国立病院機構仙台医療センター 産婦人科

妊婦における子宮頸癌スクリーニングに関しては、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長が「妊娠
初期の標準検査項目のひとつ」である旨の見解を通知している。妊娠初期の頸部細胞診が契機で子宮頸部異
形成や子宮頸癌が発見される症例も増えている。当院における最近の妊娠中の細胞診異常症例の現状と転帰
を明らかにすることを目的とした。2012年から2014年の3年間に当院に施行された妊娠初期の子宮頸部細胞
診の結果で異常が推定された症例を対象として、細胞診、組織診、臨床経過を検討した。当院で施行された妊
娠初期の子宮頸部細胞診の2230件、このうち異常が報告された例は115件(5.15%)でありその内訳はASC-US44
例、ASC-H9例、LSIL33例、HSIL28例、AGC1例。ASC-US判定でハイリスクHPV検査を行った例は39例で
あり、陽性は14例、陰性は25例。陽性例でコルポスコピー、組織診を行いCIN以上の診断がついたのは14例中7
例であった。陰性例では産後1か月後の子宮頸部細胞診を行った症例22例のうちNILM18例、ASC-US4例であ
りLSIL以上の結果が出る症例は認められなかった。妊娠細胞診における経過の特性を更なる文献的考察を加
え報告する。
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125.� 腹腔鏡下卵巣生検にて精巣組織を認めた原発性無月経の一例
○小見 英夫、黒川 千絵、村上 一行、古武 陽子、高田 杏奈、利部 正裕、三浦 史晴、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

性分化異常は比較的まれな疾患であり、診断後は生殖機能のみならず、診断までの患者および家族への説明や
社会的背景を考慮して慎重に進めなければならず対応に苦慮することが多い。今回我々は原発性無月経を主
訴に受診し、腹腔鏡下に卵巣生検を施行しその摘出組織が精巣であった症例を経験したので報告する。症例は
20歳、身長162cm体重57kg。外性器女性、内性器は子宮を認めるが付属器は画像上明らかではない。多毛、翼状
頸、陰核肥大等も認めない。当初卵巣機能不全にてカウフマン療法開始し消退出血は認めていたがMRI検査に
て卵巣が描出されず、遺伝相談外来にて染色体検査を施行、結果は46XXであった。今後の妊孕性の心配から卵
巣生検の方針となり腹腔鏡下に卵巣生検を施行。腹腔内所見は両側卵管、子宮は確認できたが卵巣は線状性腺
の所見であり、腫瘍性病変は認めず、一部生検を行った。術後病理組織結果では原子卵胞は認めず、免疫染色に
てKIT陽性、PLAP陽性であったことから低形成な精巣組織との診断であった。診断としてはXX型性腺形成
異常症を疑うが生検組織が精巣であることから合致せず今後さらなる精査が必要であり、両側付属器切除も
含めた対応を検討中である。

124.� Obstructed�Hemivagina�Ipsilateral�Renal�Anomaly�
(OHVIRA)　症候群の一例

○坂本 人一、柴田 健雄、高木 弘明、閨谷 奈津子、大阪 康宏、笹川 寿之
金沢医科大学 産婦人科

【諸言】OHVIRA症候群は、ミューラー管の発生異常により、重複子宮、重複腟、片側腟の閉鎖、片側腎の無形成
を特徴とする稀な疾患である。主な症状は、閉塞した腟腔内に月経血が貯留することで発生する下腹部痛と陰
部の腫瘤形成である。今回我々は、下腹部痛と発熱を主訴に受診したOHVIRA症候群の１例を経験した。【症
例】13歳女児が下腹部痛と発熱を主訴に受診した。視診では外陰部左側の膨隆と腟内からの膿性帯下を認め
た。腟鏡診は施行できず、経腹超音波にて子宮の左側にEcho free spaceを認めたため、左卵管留膿症を伴う骨
盤腹膜炎を疑い、抗生物質投与を開始した。MRIの結果、重複子宮、重複腟の左側部の腟留膿腫と左腎無形成
を認めたためOHVIRA症候群と診断した。手術室で麻酔後に精査したが、抗生物質投与の効果と腟留膿症の内
容液がすでに多く排出されたため、腟の膨隆が不明瞭となり、切開部位を特定できず手術を中止した。約2週間
後に再び下腹部痛を訴え、経腹超音波で前回と同様の腟留膿症を確認したため、翌日に再手術した。術後経過
は良好で症状は改善した。【考察】OHVIRA症候群は腟閉鎖のため腹腔内へ月経血が逆流することによって、子
宮内膜症、骨盤内癒着を来し、診断が遅れれば将来の不妊症に繋がる疾患とされている。本疾患群における下
腹部痛や帯下は、通常の婦人科診療においてよくみられるものである。性交未経験者では腟鏡診が行えないこ
とが多く、定期的な月経を認める症例も多いため、異常が見逃される可能性がある。思春期女性で、本症例のよ
うな訴えと経腹超音波で重複子宮の所見や腟のEcho free spaceがあれば、本疾患を疑って精査する必要があ
ると考えられる。
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127.� ダナゾール内服治療が有効であった子宮動静脈奇形の1例
○西堀 翔子、岩間 憲之、平山 亜由子、齋藤 昌利、杉山 隆、八重樫 伸生
東北大学病院 周産母子センター

【緒言】子宮動静脈奇形（UAVM）は異常血管を介して子宮内で動脈と静脈が短絡し、過多月経や不正性器出
血、時に大量出血の原因となる疾患である。従来、子宮全摘術や永久塞栓物質を用いた子宮動脈塞栓術が治療
法として選択されてきたが、妊孕性の観点からこれらの治療法を選択しづらい症例もあった。今回我々は、妊
孕性温存希望の強いUAVM症例に対してダナゾール内服治療が有効であった1例を経験したので報告する。

【症例】37歳、1経妊0経産。他院にて不妊治療にて妊娠成立するも、妊娠16週子宮内胎児死亡のため死産となっ
た。産後58日目に大量出血を生じ、当センターへ搬送された。経腟超音波とMRIにてUAVMと診断し、子宮収
縮薬投与と腟内ガーゼ充填による保存的治療を行った。3日間の保存的治療後も血流減少が得られなかった
ため、十分なIC後ダナゾール内服治療を開始した。内服開始後7日目に著明な病巣の縮小と血流減少を認め、
14日目にさらなる所見の改善を認めたため外来管理とした。21・27・35・42日目と外来受診し、血流再開が
ないことを確認の上、42日目でダナゾールの内服を中止した。この間、治療効果判定のため左右の子宮動脈
の収縮期最大血流速をモニタリングした。その後、56日目にMRIで完全消失を確認し、その後の正常月経の再
開を確認し終診とした。【考察】UAVMに対するダナゾール内服治療は国内でもまだ数例の報告に留まってお
り、その投与期間や効果判定方法には検討の余地があるが、妊孕性温存希望症例に対しては非侵襲的でかつ非
常に有効な方法であると思われた。

126.� 46,X,add(X)(q27)不均衡転座の１症例
○石橋 真輝帆、渡辺 尚文、野村 泰久、藤森 敬也
福島県立医科大学 産婦人科学講座

[緒言]X染色体構造異常は異常が起こる部位によって低身長や精神発達障害、不妊症など表現型に特徴がみら
れる。今回、心奇形、精神発達遅滞を契機に発見された性染色体不均衡型転座の１症例を経験したので文献的
考察を加えて報告する。[症例]34歳、既婚、身長153㎝、体重52㎏、未経妊であり、月経周期は順調であった。既
往歴は両血管右室起始症にて6歳時に根治術施行された。現在、軽度肺高血圧症と心壁運動低下がみられ、利尿
剤での内科的管理中である。また、軽度精神運動発達遅滞がみられたが、日常生活には支障はない程度である。
28歳で結婚したが自然妊娠には至らなかった。今回、挙児希望があり、転居を契機に当科紹介となった。顔貌は
内眼角贅皮がみられ、経腟超音波では子宮は正常大、両側付属器は軽度萎縮していた。ホルモン検査を施行し

（最終月経より7日目）、E2:11.2pg/ml、LH:7.21mIU/ml、FSH:17.69 mIU/ml、PRL:6.17ng/mlであり、低エス
トロゲン血症、LH,FSHの高値を認めた。顔貌異常や心奇形、精神発達遅滞も合併していたため何らかの染色
体異常を疑い染色体検査を施行した。結果、46,X,add(X)(q27)でありX染色体の不均衡型転座と診断された。由
来不明の付加染色体を診断するために、今後両親の染色体検査を検討中である。また、妊娠にむけて利尿剤は
一時中止とし、心機能を経過観察する方針である。不妊に関しては、スクリーニング検査や低エストロゲン血
症に対してKaufmann療法を検討している。
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128.� 20年来のアルプラゾラムなどの西洋薬が無効の多愁訴・
自律神経失調症症状が、加味逍遥散、半夏厚朴湯の漢方療法1週間で
劇的に改善した症例

○山崎 一男
平中央医院 婦人科　漢方内科

51歳、未妊婦。20年前から緊張、動悸、震え、頭痛、不眠、冷え、不安などの多愁訴、自律神経失調症症状があり、
なるべく大きいところが良いと思い大学病院を受診しアルプラゾラムを処方され約10 ヶ月間服用したが、よ
くならないので他の総合病院精神科を受診したところ、多量のアルプラゾラムを処方された。患者は31歳で結
婚したが精神用剤服用の関係で性成熟期間に妊娠することが出来ずに経過した。しかし全く改善されないの
で、より良い医療を求めて次々と11か所もの精神、心療内科を訪れアルプラゾラムの無効を訴えたが、どこで
も話を聞いてくれず、同じアルプラゾラムを20年に渡り漫然と処方されて来た。その間少しも良くならないの
で、苦し紛れに自分でカウンセリングを探して5 ～ 6年間に30回もカウンセリングを受けたが全く無効で、行
く先々の心療内科には頭痛に対するロキソプロフェン、ナラトリプタンは無効であること、不眠に対してのゾ
ルピデムも無効であることを訴えたが、これもどこでも全く聞き入れられず、さらに5年余にわたる梅核気に
対してはパロキセチンを処方されたが全く無効で苦しんでいる不憫な患者に遭遇した。患者は加味逍遥散、半
夏厚朴湯の漢方療法により僅か1週間で精神用剤から脱却、20年もの長期にわたっていた多愁訴自律神経失
調症状の苦痛は文字通り劇的に改善した。





共催企業

ランチョンセミナー：アトムメディカル株式会社
 GE ヘルスケアジャパン株式会社
 日本化薬株式会社
 持田製薬株式会社

展示出展企業

アトムメディカル株式会社
大塚製薬株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
タカラベルモント株式会社
トーイツ株式会社
株式会社八光

広告掲載企業

あすか製薬株式会社
小野薬品工業株式会社
科研製薬株式会社
協和発酵キリン株式会社
大日本住友製薬株式会社
大鵬薬品株式会社
武田薬品工業株式会社
中外製薬株式会社
トーイツ株式会社
一般社団法人日本血液製剤機構
フェリング・ファーマ株式会社
富士製薬工業株式会社
株式会社ヤクルト本社
ヤンセンファーマ株式会社
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