


― 1 ―

ご　挨　拶

第 141 回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会
会長　菊　池　昭　彦

（岩手医科大学医学部産婦人科学講座教授）

　伝統ある東北連合産科婦人科学会を担当させていただくことになり、責任の重さを感じておりま
す。

　本学会のテーマを「東北の産婦人科医療を担う君たちへ」としました。23 年間所属していた関
東連合産科婦人科学会から私がこちらに参りましたのは 5 年前の 2011 年 7 月、あの 3.11 から 4 か
月後です。こちらに来て真っ先に感じたことは、東北地方産婦人科医の結束力です。何よりも一番
うれしかったのは、東北地方の産婦人科・周産期医療にかかわる方々が一生懸命に自分のなすべき
仕事に取り組んでおり、元気に明るく日々の診療に従事されている姿でした。私はそんな生まれ故
郷の東北が大好きです。

　学会 2 日目にあたる 6 月 19 日の午後、北里大学の海野信也教授から「日本産婦人科の現状と未
来像」についてビジョンを示していただいた後、最終プログラムとしてワークショップ「東北地方
産婦人科の未来のために」を開催します。我々の大先輩が築き上げてきた産婦人科医療を、わが地
方の未来を担う若手につなげていく機会となればいいと思います。

　特別講演には東京大学情報理工学系研究科の國吉康夫教授をお迎えし、コンピューターシミュ
レーションを用いた胎児行動発達研究の最先端についてお話をいただきます。その他、指導医講習
会（教育講演）・ランチョンセミナー・産婦人科診療ガイドライン産科編コンセンサスミーティング・
専攻医会・一般演題と、盛りだくさんです。学術的にも豊富な内容になるものと自負しております。

　多数の皆様の参加を心よりお待ちしております。初夏の盛岡で大いに勉強し、料理・ドリンクを
楽しみながら熱く語らいましょう！
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◦ 会　期
　　2016 年 6 月 18 日（土）、19 日（日）

◦ 会　場
　　ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F
　　〒 020-0034　岩手県盛岡市盛岡駅前通 1-44
　　TEL 019-625-1211 　FAX 019-625-1210
　　　　第 1 会場　　4 階　岩手
　　　　第 2 会場　　4 階　姫神
　　　　機器展示　　4 階　ロビー
　　　　　　　　　6 月 18 日（土）　10：00 〜 18：45 まで
　　　　　　　　　6 月 19 日（日）　 7：55 〜 16：00 まで

◦ 参加登録受付
　　4 階ロビー
　　【第 1 日目】6 月 18 日（土）　9：00 〜 18：45 まで
　　【第 2 日目】6 月 19 日（日）　7：30 〜 15：00 まで

◦ 参加費
　　学術講演会　12,000 円（参加者の総懇親会を含む）
　　　※ 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します。
・参加者には領収書兼用の学会参加証をお渡しします。ネームホルダーは参加登録受付付近に

ご用意いたします。
・会場内では参加証に所属、氏名をご記入いただき、必ず着用してください。
・専門医研修出席証明は全て 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、参加証下部の《ｅカード未提出者用》日本産科婦人科学会専門医単位（シール）、日本
産婦人科医会参加証引換券にご記入の上必ずご提出ください。

　※未提出では専門医シールの取得になりません。

◦ 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://nuog141.umin.jp）より、5 月 27 日（金）までにお申込ください。
なお、定員になり次第、締切いたしますので予めご了承ください。

東北の産婦人科医療を担う君たちへ

第 141 回東北連合産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内
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◦ 総懇親会
　　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　19：05 開宴
　　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（岩手・姫神）

◦ 役員会および総会
○東北連合産科婦人科学会役員会および東北地区産科婦人科学会・医会連絡会
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　7：45 〜 8：45 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　NEW WING 3F（星雲）
○東北連合産科婦人科学会総会・若手奨励賞表彰式
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　13：20 〜 13：50 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 1 会場　岩手）

◦ 関連委員会および研究会
○第 13 回東北産婦人科専攻医会
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　9：20 〜 10：50 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 1 会場　岩手）
○東北生殖医療研究会
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　9：50 〜 11：00 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 2 会場　姫神）
○ TGCU 世話人会・幹事会
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　11：00 〜 11：55 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（はやちね）

◦ 講演発表
1．座長へのお願い

⑴　4 階ロビーの座長受付にお越しください。
⑵　座長は担当されるセッションの開始 10分前までに会場内次座長席へご着席ください。
⑶　プログラムに定められた時間内に終了するよう、時間厳守に努めてください。

2．演者へのお願い
⑴　一般演題は全て口頭発表で、口演時間5分、討論時間3分です。時間厳守に努めてください。
⑵　本学術講演会の発表は、PC 受付（4 階ロビー）を設けております。ご自身の講演開始
30分前までに発表データ収録メディア（USB メモリ、CD-R、ご自身の PC）をご持参の
上、受付と動作確認を行ってください。

　　なお、2 日目の発表データも 1 日目に受付可能です。
⑶　演者は口演開始 10分前までに会場内の次演者席へご着席ください。

【データ持参の場合】
⑴　会場に準備する PC は Windows7　PowerPoint2010・2013 をインストールしております。
動画ファイルをご使用の場合は演者ご自身のPCもご持参ください。

⑵　Mac OS の PowerPoint で作成されたデータをご持参の場合は、Windows 版の PowerPoint
で試写・確認したデータをお持ちください。

⑶　発表データのファイル名は ｢演題番号（半角）、筆頭演者名｣ としてください。
⑷　フォントはOS標準のものをご使用ください。
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⑸　音声の使用は禁止します。
⑹　画面の解像度は XGA（1024 × 768）でお願いします。

【PC 持参の場合】
⑴　故障・不具合時のバックアップとして必ず収録メディアもご持参ください。
⑵　音声の使用は禁止します。
⑶　画面の解像度は XGA（1024 × 768）でお願いします。
⑷　PC 受付にて映像の出力チェックを行ってください。
⑸　スクリーンセイバーの設定は OFF に、省電力設定を無しにしてください。
⑹　プロジェクターとの接続ケーブルはミニ d-sub15 ピン（VGA）です。持込の PC によって

は専用の出力アダプターが必要になりますので、必ずご持参ください。
⑺　電源アダプターは必ずご持参ください。
⑻　発表用 PC は発表開始 15分前までに会場内オペレーター席へ演者ご本人がお持ち込みく

ださい。

◦ 指導医講習会
○教育講演Ⅰ
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　9：00 〜 9：45 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 1 会場）岩手
○教育講演Ⅱ
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　9：45 〜 10：30 まで
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 1 会場）岩手

受講確認は、第１会場前にて開始 20 分前（8：40）から開始し、講演開始 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、会場入口受付の用紙に所属医療機関名、氏名をご記入のうえ、
第 1 会場出口に設置する『受講確認回収箱』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。

◦ ランチョンセミナー
各日、ランチョンセミナーにてお弁当が配布されます。
○ランチョンセミナーⅠ、Ⅱ
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　12：00 〜 13：00 まで
○ランチョンセミナーⅢ、Ⅳ
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　12：15 〜 13：15 まで

◦ 事務局
岩手医科大学産婦人科学講座
〒 020-8505　岩手県盛岡市内丸 19-1
TEL：019-651-5111（内線 2344）
FAX：019-622-1900
担当：利部正裕（カガブ）
　　　永沢崇幸（ナガサワ）・金杉知宣（カナスギ）

◦ 運営事務局
　　（有）ヤマダプランニング
　　〒 020-0857　岩手県盛岡市北飯岡 1-5-5
　　TEL：019-635-6011
　　FAX：019-635-6033
　　E-mail: nuog141-office@yamada-planning.co.jp

日本専門医機構新専門医制度産婦人科
領域講習取得セミナーとなります。　
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会場および交通アクセス
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会場案内図
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学会プログラム
第1日目　6月18日（土）

第1会場（岩手） 第2会場（姫神）
9：00 受付開始（9：00〜）

第13回東北産婦人科専攻医会（9：20〜10：50）10：00

東北生殖医療研究会（9：50〜11：00）

11：00 開会挨拶（10：55〜10：57）

一般演題1〜6（11：00〜11：48）
第1群　周産期Ⅰ
座長：安田　　俊（福島県立医科大学）

12：00
ランチョンセミナーⅠ（12：00〜13：00）
「これぞNIP“D”の極み
　―母体・胎児の神秘を精確に描出する匠の超音波“技”―」
演者：夫　　律子（クリフム夫律子マタニティクリニック）
座長：木村　芳孝（東北大学）
共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ランチョンセミナーⅡ（12：00〜13：00）
「子宮内膜症の治療選択と患者説明のコツ」
演者：甲賀かをり（東京大学）
座長：寺田　幸弘（秋田大学）
共催：持田製薬株式会社

13：00

一般演題7〜13（13：10〜14：06）
第2群　周産期Ⅱ
座長：星合　哲郎（東北大学）

一般演題21〜25（13：10〜13：50）
第4群　腫瘍Ⅰ
座長：須藤　　毅（山形大学）

14：00 一般演題26〜30（13：51〜14：31）
第5群　腫瘍Ⅱ
座長：豊島　将文（東北大学）一般演題14〜20（14：07〜15：03）

第3群　周産期Ⅲ
座長：川越　　淳（山形大学） 一般演題31〜36（14：32〜15：20）

第6群　その他
座長：小見　英夫（岩手医科大学）

15：00

第2回産婦人科診療ガイドライン産科編2017
コンセンサスミーティング（15：10〜17：40）
板倉　敦夫　　増崎　英明
長谷川潤一　　亀井　良政
森川　　守　　小林　康祐

16：00

17：00

特別講演（17：45〜18：45）
「ヒト胎児シミュレーションモデルによる構成論的発達科学」
演者：國吉　康夫（東京大学）
座長：菊池　昭彦（岩手医科大学）

18：00

19：00

総懇親会（19：05〜）

◦機器展示　4 階　ロビー（10：00〜18：45）
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第2日目　6月19日（日）
第1会場（岩手） 第2会場（姫神）

7：30 受付開始（7：30〜）

8：00 モーニングセミナー（7：55〜8：55）
「LBC（細胞診）/HPV検査併用子宮頸がん検診」
演者：鈴木　光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター）
座長：板持　広明（岩手医科大学）
共催：日本産婦人科医会　日本対がん協会

9：00
教育講演Ⅰ（指導医講習会）（9：00〜9：45）
「女性のうつと心身症ー産婦人科領域に於けるSSRI活用の実際ー」
演者：平井　康夫（獨協医科大学）
座長：杉山　　徹（岩手医科大学）
教育講演Ⅱ（指導医講習会）（9：45〜10：30）
「リサーチマインドを持った若手医師の育成」
演者：齋藤　　滋（富山大学）
座長：八重樫伸生（東北大学）

一般演題48〜53（9：45〜10：33）
第9群　周産期Ⅳ
座長：田中　幹二（弘前大学）

10：00

一般演題54〜59（10：34〜11：22）
第10群　周産期Ⅴ
座長：三浦　広志（秋田大学）

一般演題37〜41（10：35〜11：15）
第7群　不妊・生殖
座長：鈴木　　聡（福島県立医科大学）

11：00

一般演題42〜47（11：16〜12：04）
第8群　内視鏡
座長：熊澤由紀代（秋田大学）

一般演題60〜64（11：23〜12：03）
第11群　腫瘍Ⅲ
座長：重藤龍比古（弘前大学）

12：00

ランチョンセミナーⅢ（12：15〜13：15）
「婦人科がん治療の現状と次世代への展望」
演者：加藤　聖子（九州大学）
座長：板持　広明（岩手医科大学)
共催：協和発酵キリン株式会社

ランチョンセミナーⅣ（12：15〜13：15）
「OC・LEP　A to Z
　〜新しいガイドラインからみるベネフィットとリスク管理〜」
演者：髙松　　潔（東京歯科大学市川総合病院）
座長：樋口　　毅（弘前大学)
共催：バイエル薬品株式会社

13：00

総会・表彰式（13：20〜13：50）

14：00 招請講演（13：55〜14：25）
「わが国の産婦人科ー現状・課題・将来ー」
演者：海野信也（北里大学）座長：福島明宗（岩手医科大学）

ワークショップ（14：30〜16：00）
《東北地方産婦人科の未来のために
　―各大学・県の現況報告と将来像―》
演者：重藤龍比古（弘前大学）　　清水　　大（秋田大学）
　　　豊島　将文（東北大学）　　堤　　誠司（山形大学）
　　　添田　　周（福島県立医科大学）　利部　正裕（岩手医科大学）
座長：藤森　敬也（福島県立医科大学）
　　　永瀬　　智（山形大学）

15：00

16：00 閉会式（16：00〜16：05）
◦機器展示　4 階　ロビー（7：55〜16：00）

◦ 役員会および総会
○東北連合産科婦人科学会役員会および
　東北地区産科婦人科学会・医会連絡会
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　7：45 〜 8：45
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　NEW WING 3F（星雲）
○東北連合産科婦人科学会総会・若手奨励賞表彰式
　日時：2016 年 6 月 19 日（日）　13：20 〜 13：50
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 1 会場　岩手）

◦ 関連委員会および研究会
○第 13 回東北産婦人科専攻医会
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　9：20 〜 10：50
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 1 会場　岩手）
○東北生殖医療研究会
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　9：50 〜 11：00
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（第 2 会場　姫神）
○ TGCU 世話人会・幹事会
　日時：2016 年 6 月 18 日（土）　11：00 〜 11：55
　会場：ホテルメトロポリタン盛岡　本館 4F（はやちね）
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第13回東北産婦人科専攻医会
（日本産科婦人科学会　プロジェクト“Plus One”産婦人科セミナー）

6月 18日（土）　第1会場　岩手

 9：20－ 9：25
開会挨拶
第 141 回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会　会長　菊池昭彦

 9：25－ 9：45 第 1 部　双胎の管理・分娩における東北の現状

 9：45－ 9：55 質疑応答・小括

 9：55－10：05 Break time ～リアルタイム投票について～　

10：05－10：30
第 2 部　とにかく明るい産婦人科医
〜安心してください、みんな頑張ってますよ〜

10：30－10：45 リアルタイム投票・総括

10：45－10：50 閉会挨拶　第 13 回東北産婦人科専攻医会　主幹事　千葉洋平　

◎今回、ご参加の皆様を対象に、会の途中でスマートフォンやタブレット端末を用いたリアルタイ
ム投票を行います。特別な登録は不要ですので多数のご参加お待ちしております。

専攻医特別プログラムのご案内

京都プロトコール実技セミナー

日時：平成 28 年 6 月 17 日（金）　13：00 〜 16：40
会場：岩手医科大学附属循環器医療センター 8F　研修室

※コース受講には事前登録が必要ですが、終日見学は自由となっており
ます。事前に登録をされていない先生方・学生さんもせっかくの機会
ですので、是非見学にいらしてください。
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第2回産婦人科診療ガイドライン産科編2017コンセンサスミーティング

作成委員長　板倉　敦夫　
評価委員長　増崎　英明　

　産婦人科診療ガイドライン産科編は 2008 年に創刊し、わが国の産科診療で広く利用されていま
す。今回3度目の改訂を行い2017年版として来春発行を予定しています。この診療ガイドラインは、
エビデンスの総体評価を行い、コンセンサスを得て標準的医療を示すことを目的とした文書です。
これまで作成委員会でエビデンスの収集、原案作成と推奨を行い、評価委員会の意見を基にこれを
修正し原案を完成しました。新設および変更が大きい Clinical Question and Answer （CQ&A）に
ついて、利用者である日本産科婦人科学会員、日本産婦人科医会員のご意見を広く伺い修正し、実
用的なガイドラインとするためにコンセンサスミーティングを開催しています。第 2 回コンセンサ
スミーティングでは、分娩管理に関する CQ&A を中心に 7 項目（参考 2 項目）について議論を予
定します。多くのご意見をお待ちしています。

CQ304 前置胎盤の診断・管理は？ 長谷川潤一（学）

CQ307–2 胎児発育不全（FGR）の取り扱いは？ 亀井　良政（医）

CQ311–1 産後の過多出血（PPH:postpartum hemorrhage）の予防ならび
に初期対応は？ 森川　　守（学）

CQ311–2 「産科危機的出血」への対応は？ 小林　康祐（医）

CQ412–1 分娩誘発の方法とその注意点は？　 板倉　敦夫（学）

CQ415–2 子宮収縮薬投与中にルーチンに行うべきことは？  板倉　敦夫（学）

CQ415–3 子宮収縮薬投与中の増量・再投与あるいは減量・中止については？ 板倉　敦夫（学）

参考

CQ412-2 分娩誘発を目的とした頸管熟化・拡張法の注意点は？　 板倉　敦夫（学）

CQ415–1 子宮収縮薬（オキシトシン，プロスタグランジン F2α，ならびに
プロスタグランジン E2 錠の三者）投与開始前に確認すべき点は？ 板倉　敦夫（学）

：新規 CQ&A　（学）：学会推薦　（医）：医会推薦

6 月 18日（土）　第 1会場（岩手）　15：10〜 17：40
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特　別　講　演

招　請　講　演

教　育　講　演

特別講演

第1日目　6月18日（土）　第1会場（岩手）　17：45〜 18：45

「ヒト胎児シミュレーションモデルによる構成論的発達科学」
演者：東京大学情報理工学系研究科知能機械情報学　教授  國　吉　康　夫
座長：岩手医科大学医学部産婦人科　教授  菊　池　昭　彦

招請講演

第2日目　6月19日（日）　第1会場（岩手）　13：55〜 14：25

「わが国の産婦人科 ―現状・課題・将来―」
講師：日本産科婦人科学会医療改革委員会
　　　北里大学病院長・北里大学医学部産科学　教授  海　野　信　也
座長：岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　教授  福　島　明　宗

教育講演Ⅰ（指導医講習会）

第2日目　6月19日（日）　第1会場（岩手）　9：00〜 9：45

「女性のうつと心身症 ―産婦人科領域に於けるSSRI活用の実際―」
講師：獨協医科大学産婦人科　教授  平　井　康　夫
座長：岩手医科大学産婦人科　教授  杉　山　　　徹

教育講演Ⅱ（指導医講習会）

第2日目　6月19日（日）　第1会場（岩手）　9：45〜 10：30

「リサーチマインドを持った若手医師の育成」
講師：富山大学医学薬学研究部産科婦人科　教授  齋　藤　　　滋
座長：東北大学医学部産婦人科　教授  八重樫　伸　生
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ワークショップ

第2日目　6月19日（日）　第1会場（岩手）　14：30〜 16：00

《東北地方産婦人科の未来のために ―各大学・県の現況報告と将来像―》
座長：福島県立医科大学産科婦人科　教授  藤　森　敬　也
　　　山形大学医学部産婦人科　教授  永　瀬　　　智

ワークショップ1
「弘前大学（青森県）の現状と将来像」

演者：弘前大学医学部産科婦人科  重　藤　龍比古

ワークショップ2
「秋田県産婦人科医療の現状と将来の展望」

演者：秋田大学医学部産婦人科  清　水　　　大

ワークショップ3
「産婦人科へのリクルートに繋がる臨床実習のあり方について」

演者：東北大学医学部産婦人科  豊　島　将　文

ワークショップ4
「山形大学における産科婦人科プロモーションへの取り組み」

演者：山形大学医学部産婦人科  堤　　　誠　司

ワークショップ5
「福島だからみつけられる産婦人科の魅力と、明るい兆し」

演者：福島県立医科大学産科婦人科  添　田　　　周

ワークショップ6
「岩手県の現状報告と将来像」

演者：岩手医科大学産婦人科  利　部　正　裕
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ランチョンセミナー

ランチョンセミナーⅠ

第1日目　6月18日（土）　第1会場（岩手）　12：00〜 13：00

「これぞNIP“D”の極み
　―母体・胎児の神秘を精確に描出する匠の超音波“技”―」

演者：クリフム夫律子マタニティクリニック 臨床胎児医学研究所　院長  夫　　　律　子
座長：東北大学大学医学系研究科融合医工学分野　教授  木　村　芳　孝
共催：GEヘルスケア・ジャパン株式会社

ランチョンセミナーⅡ

第1日目　6月18日（土）　第2会場（姫神）　12：00〜 13：00

「子宮内膜症の治療選択と患者説明のコツ」
演者：東京大学医学部産婦人科　准教授  甲　賀　かをり
座長：秋田大学医学部産婦人科　教授  寺　田　幸　弘
共催：持田製薬株式会社
 

ランチョンセミナーⅢ

第2日目　6月19日（日）　第1会場（岩手）　12：15〜 13：15

「婦人科がん治療の現状と次世代への展望」
演者：九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学 （九州大学病院　産科婦人科）　教授  加　藤　聖　子
座長：岩手医科大学産婦人科　教授  板　持　広　明
共催：協和発酵キリン株式会社 

ランチョンセミナーⅣ

第2日目　6月19日（日）　第2会場（姫神）　12：15〜 13：15

「OC・LEP　A to Z
　～新しいガイドラインからみるベネフィットとリスク管理～」

演者：東京歯科大学市川総合病院産婦人科　教授  髙　松　　　潔
座長：弘前大学医学部保健学科　教授  樋　口　　　毅
共催：バイエル薬品株式会社 
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モーニングセミナー

関 連 研 究 会

モーニングセミナー

第2日目　6月19日（日）　第2会場（姫神）　7：55〜 8：55

「LBC（細胞診）/HPV検査併用子宮頸がん検診」
演者：鈴木　光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター）
座長：板持　広明（岩手医科大学）
共催：（公社）日本産婦人科医会　（公社）日本対がん協会

東北生殖医療研究会

第1日目　6月18日（土）　第2会場（姫神）　9：50〜 11：00

「卵巣チョコレート嚢胞のトリセツ」
演者：藤原　敏博（医療法人財団順和会山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター）
座長：熊谷　　仁（岩手医科大学）
共催：日本新薬株式会社
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一　般　演　題

第1会場　岩手

第1群　周産期Ⅰ　11：00 〜 11：48
座長：安田　俊（福島県立医科大学産婦人科）

１．油性造影剤を用いた卵管造影検査後の妊娠で胎児甲状腺腫を来した一例
岩手医科大学産婦人科  佐々木由梨、菊池　昭彦、村井　正俊、金杉　知宣、
  岩動ちず子、小山　理恵、杉山　　徹

２．4 次元超音波法における HDlive（high-definition live）を用いた胎児表情解析による胎児神
経系の機能発達
岩手医科大学医学部産婦人科学講座
  千田　英之、羽場　　厳、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

３．同胞間で異なる転帰を辿った、1 絨毛膜 2 羊膜双胎妊娠における超早産症例
東北大学周産母子センター  高橋　聡太、齋藤　昌利、西堀　翔子、大塩　清佳、
  八重樫伸生

４．ワーファリン内服により胎児に頭蓋内病変を呈した一例
青森県立中央病院  小山文望恵、横山美奈子、伊東　麻美、横田　　恵、
  松倉　大輔、森川　晶子、尾崎　浩士

５．当院における妊娠初期コンバインド検査の実施状況
1）宮城県立こども病院　産科
2）東北大学大学院医学研究科　先進成育医学講座　胎児医学分野　3）東北大学　産婦人科
  和形麻衣子 1,2）、室本　　仁 1,2）、原田　　文 1）、
  室月　　淳 1,2）、八重樫伸生 3）

６．当院における社会的ハイリスク妊婦に対する多職種連携の取り組み
 ～「妊婦やこどもの支援委員会」を通して～

大館市立総合病院  田中　誠悟、石原　佳奈、田村　良介、湯澤　　映、
  高橋　秀身　

第2群　周産期Ⅱ　13：10 〜 14：06
座長：星合　哲郎（東北大学医学部産婦人科）

７．妊娠中に巨大陰部静脈瘤をきたした 2 症例
弘前大学産婦人科  水沼　槙人、當麻　絢子、淵之上康平、千葉　仁美、
  熊坂　諒大、田中　幹二、水沼　英樹

第1日目　6月18日（土）
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８．妊娠初期に脳静脈洞血栓症を発症し、その後妊娠経過中に脊椎圧迫骨折が生じた 1 例
岩手県立中央病院産婦人科  土屋繁一郎、海道　善隆、三浦　史晴、葛西真由美、
  鈴木　　博

９．当院で経験した妊娠中に急性虫垂炎を発症した 8 例の検討
1）岩手県立二戸病院　産婦人科　2）岩手医科大学　産婦人科
  石河　育慧 1）、苫米地英俊 1）、秋元　義弘 1）、佐藤　昌之 1）、
  三浦　雄吉 2）

10．児に代謝性アルカローシスと無呼吸発作を来した摂食障害合併妊娠の 1 症例
八戸市立市民病院  平賀　裕章、熊谷　祐作、吉田　瑶子、末永香緒里、
  葛西剛一郎、葛西亜希子、會田　剛史、　今井　紀昭　

11．甲状腺機能異常を伴った Mirror 症候群の一例
山形大学  安藤　　麗、堤　　誠司、竹原　　功、渡辺　憲和、
  杉山　晶子、小幡美由紀、太田　　剛、永瀬　　智

12．妊娠中の脳室腹腔シャントの機能低下により頭蓋内圧亢進症状を発症した母体水頭症合併妊娠
の一例
秋田大学医学部産婦人科  今野めぐみ、岩澤　卓也、藤嶋　明子、小野寺洋平、
  亀山沙恵子、下田　勇輝、三浦　康子、畠山　佑子、
  三浦　広志、佐藤　　朗、寺田　幸弘

13．気胸合併妊娠の 1 例
福島県立医科大学付属病院産科婦人科学講座
  大和田亜矢、安田　　俊、平岩　　幹、石橋真輝帆、
  経塚　　標、藤森　敬也

第3群　周産期Ⅲ　14：07 〜 15：03
座長：川越　淳（山形大学医学部産婦人科）

14．最近経験した比較的まれな異所性妊娠 2 例
岩手県立中央病院産婦人科  佐藤　吉通、海道　善隆、三浦　史晴、葛西真由美、
  鈴木　　博

15．子宮腺筋症合併妊娠で妊娠初期に深部静脈血栓症を発症し血栓コントロールを要した一症例
青森県立中央病院  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

16．子宮体癌に対する妊孕性温存治療後に癒着胎盤をきたした 1 例
太田西ノ内病院　産婦人科  村田　強志、目黒　啓予、山口　明子、野村　泰久、
  田中　幹夫

17．子宮頸部血管腫合併妊娠の一例
坂総合病院　産婦人科  上原　知子、佐藤　孝洋、藤本久美子、片平　敦子、
  舩山由有子、高津　政臣
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18．一回経腟分娩既往の自然子宮破裂
竹田綜合病院　産婦人科  大関　健治、下重　結香、加茂　矩士、斎藤　善雄、
  金　　彰午

19．子宮頸管の豊富な血管像は分娩時大量出血のリスクとなるか
弘前大学医学部附属病院産科婦人科
  淵之上康平、千葉　仁美、水沼　槙人、熊坂　諒大、
  田中　幹二、水沼　英樹

20．弛緩出血による後産期出血に対し、compression suture・子宮動脈塞栓術を行い子宮温存
し得た一例
福島県立医科大学産科婦人科学講座
  遠藤　雄大、経塚　　標、大和田亜矢、平岩　　幹、
  石橋真輝帆、安田　　俊、藤森　敬也

第2会場　姫神

第4群　腫瘍Ⅰ　13：10 〜 13：50
座長：須藤　毅（山形大学医学部産婦人科）

21．MPA 療法後に自然妊娠成立し挙児を得た若年子宮体癌の一例
盛岡赤十字病院　産婦人科  三浦　自雄、船越　真生、藤原　　純、畑山　伸哉、
  畑山　寿緒、菅原　英治、本田　達也、松田　壯正

22．多発リンパ節転移と鑑別を要したサルコイドーシス合併子宮体部類内膜腺癌の 1 例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
  小島　　学、野村　真司、鈴木　　聡、添田　　周、
  渡辺　尚文、藤森　敬也

23．子宮内膜肥厚を伴わない子宮体癌：Endometrial intraepitherial carcinoma の一例
1）弘前大学　産科婦人科学講座　2）弘前大学　保健学科病態解析科学分野
  三浦　理絵 1）、當麻　絢子 1）、重藤龍比古 1）、二神　真行 1）、
  横山　良仁 1）、水沼　英樹 1）、渡邊　　純 2）

24．外来ルーチン検査としての子宮内膜吸引組織診の有用性について
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
  森崎　伸之、渡辺　沙奈、岡本　　綾、早坂　典子、
  早坂　　直、清野　朝史、井出　佳宏

25．臨床的侵入奇胎に続発したと考えられる子宮動静脈瘻の一例
1）寿泉堂綜合病院　2）福島県立医科大学　産科婦人科
  植田　牧子 1）、平岩　　幹 2）、小島　　学 2）、野村　真司 2）、
  鈴木　　聡 2）、添田　　周 2）、渡辺　尚文 2）、藤森　敬也 2）
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第5群　腫瘍Ⅱ　13：51 〜 14：31
座長：豊島　将文（東北大学医学部産婦人科）

26．卵管悪性腫瘍の診断—細胞診による診断を中心に
弘前大学医学部産科婦人科  當麻　絢子、二神　真行、三浦　理絵、重藤龍比古、
  横山　良仁

27．卵巣腫瘍との鑑別が困難であった小腸 GIST の 2 例
つがる総合病院産婦人科  追切　裕江、松下　容子、福原　理恵、鍵谷　昭文

28．当院で過去 14 年間に経験したトルーソー症候群についての検討
弘前大学医学部付属病院　産科婦人科
  山内　愛紗、二神　真行、當麻　絢子、三浦　理絵、
  重藤龍比古、横山　良仁

29．血液透析および腹膜透析を要する慢性腎不全患者に TC 療法を施行した卵巣癌疑いの一例
岩手医科大学産婦人科  川村　英生、永沢　崇幸、高取恵理子、庄子　忠宏、
  板持　広明、杉山　　徹

30．傍大動脈リンパ節転移をきたした卵管癌の一例
会津中央病院  高田めぐみ、高梨子篤浩、飯澤　禎之、武市　和之

第6群　その他　14：32 〜 15：20
座長：小見　英夫（岩手医科大学産婦人科）

31．肥満患者に対する当院での婦人科開腹手術とその工夫
国立病院機構　仙台医療センター　婦人科
  髙﨑　和樹、横山　絵美、島　　　崇、吉永　浩介

32．Office gynecology における子宮腺筋症に対するマイクロ波子宮内膜アブレーションによる
過多月経治療の検討
山王レディースクリニック  津田　　晃

33．開腹子宮全摘後に留置した皮下ドレーン抜去後に創部血腫を形成した一例
仙台市立病院　産婦人科  松本沙知子、大槻　健郎、早坂　　篤、田邉康次郎、
  大槻　　愛、赤石　美穂、大山　喜子、嶋田　未知、
  石山美由紀

34．Mycoplasma hominis 感染症により治療に難渋した術後腟断端血腫の一例
石巻赤十字病院　産婦人科  遠藤　　俊、永井　智之、清水　孝規、田上　可桜、
  佐々木　恵、市川さおり、吉田　祐司

35．漿膜下子宮筋腫茎捻転の 3 症例
NTT 東日本東北病院産婦人科  氷室　裕美、宇賀神智久、渡辺　　正

36．筋腫合併妊娠の産後大量出血に対し子宮動脈塞栓術を施行し、その後 Asherman 症候群に
至った一例
仙台市立病院　産婦人科  嶋田　未知、田邉康次郎、石山美由紀、松本沙知子、
  大山　喜子、赤石　美穂、大槻　　愛、早坂　　篤、
  大槻　健郎
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第1会場　岩手

第7群　不妊・生殖　10：35 〜 11：15
座長：鈴木　聡（福島県立医科大学産婦人科）

37．ヒト胚盤胞における収縮運動と孵化
1）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座
2）秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター　産科
  小野寺洋平 1）、富樫嘉津恵 2）、三浦　康子 1）、佐藤　　亘 1）、
  熊澤由紀代 1）、熊谷　　仁 1）、寺田　幸弘 1）

38．奇形精子症における cIVF の受精率の検討
岩手医科大学　産婦人科  竹下　真妃、古武　陽子、高田　杏奈、尾上　洋樹、
  昆　　理子、杉山　　徹

39．悪性腫瘍患者の精子凍結に関する臨床的検討
山形大学  奥井　陽介、松川　　淳、竹原　　功、鈴木　聡子、
  川越　　淳、五十嵐秀樹、高橋　俊文、永瀬　　智

40．当院で不妊治療を開始して 1 年
1）公立置賜総合病院　2）山形大学
  松尾　幸城 1,2）、中井奈々子 2）、長谷川歩美 1）、小島原敬信 1）、
  手塚　尚広 1）

41．子宮腺筋症核出術後に ART を施行し、妊娠、出産に至った 2 例
1）秋田大学　2）岩手医科大学
  尾野　夏紀 1）、熊澤由紀代 1）、下田　勇輝 1）、三浦　康子 1）、
  白澤　弘光 1）、佐藤　　亘 1）、寺田　幸弘 1）、熊谷　　仁 2）

第8群　内視鏡　11：16 〜 12：04
座長：熊澤由紀代（秋田大学医学部産婦人科）

42．内視鏡技術認定医が不在となった後、我々がいかに TLH を再開したか
1）大館市立総合病院、2）八戸市立市民病院、3）弘前大学医学部附属病院
  田村　良介 1）、田中　誠悟 1）、石原　佳奈 1）、湯澤　　映 1）、
  高橋　秀身 1）、葛西亜希子 2）、葛西剛一郎 2）、山内　愛紗 3）

43．全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）に使用した 3 種類の子宮マニピュレーターの使用経験
1）岩手医科大学産婦人科　2）八戸赤十字病院産婦人科
  尾上　洋樹 1）、小見　英夫 1）、深川　智之 1）、竹下　亮輔 2）、
  古武　陽子 1）、佐藤　誠也 1）、板持　広明 1）、杉山　　徹 1）

44．診断に苦慮し、腹腔鏡下手術で二期的に治療し得た非交通性副角子宮を伴う単角子宮の 1 例
山形大学医学部産婦人科学教室  中井奈々子、五十嵐秀樹、髙橋　俊文、鈴木　聡子、
  小幡美由紀、網田　光善、永瀬　　智

第2日目　6月19日（日）
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45．回腸子宮内膜症による腸閉塞にて腹腔鏡下回盲部切除術を施行した 1 例
大崎市民病院　産婦人科  齋藤　淳一、田中　恵子、宮野　菊子、松本　大樹、
  佐藤　尚明、我妻　理重

46．自然排卵周期に成立した子宮内外同時妊娠に腹腔鏡手術を施行した 1 例
南相馬市立総合病院  安部　　宏

47．多量の血性胸腹水を伴う子宮内膜症に対し腹腔鏡及び胸腔鏡下手術を施行した一例
1）八戸市立市民病院　産婦人科　2）八戸市立市民病院　呼吸器外科
  高橋　　司 1）、葛西剛一郎 1）、吉田　瑶子 1）、末永香緒里 1）、
  河野　順子 1）、会田　剛史 1）、今井　紀昭 1）、三井　匡史 2）

第2会場　姫神

第9群　周産期Ⅳ　9：45 〜 10：33
座長：田中　幹二（弘前大学医学部産婦人科）

48．帝王切開術後の弛緩出血に対して Bakri バルーンを挿入後、子宮動脈損傷のため子宮摘出と
なった一例
東北大学産科周産母子センター 
  田中　宏典、齋藤　昌利、西堀　翔子、高橋　聡太、
  湊　　敬廣、大塩　清佳、星合　哲郎、西郡　秀和、
  新倉　　仁、八重樫伸生

49．保存的療法を選択した癒着胎盤の 2 例
福島県立医科大学　産科婦人科学講座
  滝口　　薫、経塚　　標、大越　千弘、福田　冬馬、
  和田茉莉奈、平岩　　幹、安田　　俊、藤森　敬也

50．当院における過去 5 年間の骨盤位症例の検討　～第 2 報～
津軽保健生活協同組合　健生病院
  齋藤　美貴、橋本吏可子

51．下部腰椎硬膜外麻酔の下肢運動障害効果
1）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座
2）秋田大学大学院医学系研究科麻酔蘇生疼痛管理学講座
  小野寺洋平 1）、三浦　広志 1）、岩澤　卓也 1）、亀山沙恵子 1）、
  畠山　佑子 1）、佐藤　　朗 1）、長崎　　剛 2）、寺田　幸弘 1）

52．当院での初回帝王切開術における Joel-Cohen 変法と Pfannenstiel 法との比較検討
岩手県立二戸病院  苫米地英俊、石河　育彗、秋元　義弘、佐藤　昌之

53．帝王切開創に広範な裂創を生じた OHVIRA 症候群治療後妊娠の 1 例
東北大学病院産婦人科  久野　貴司、立花　眞仁、岩間　憲之、志賀　尚美、
  渡邉　　善、徳永　英樹、西郡　秀和、八重樫伸生
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第10群　周産期Ⅴ　10：34 〜 11：22
座長：三浦　広志（秋田大学医学部産婦人科）

54．胎児超音波にて診断された孤立性右室低形成の同胞例
1）弘前大学医学部付属病院　2）大館市立総合病院
  熊坂　諒大 1）、當麻　絢子 1）、水沼　槙人 1）、淵之上康平 1）、
  石原　佳奈 2）、山内　愛紗 1）、千葉　仁美 1）、田中　幹二 1）

55．胎児期に先天性肺気道奇形（CPAM）と診断した気管支閉鎖症の一例
山形大学産婦人科  杉山　晶子、堤　　誠司、渡邉　憲和、小幡美由紀、
  永瀬　　智

56．胎児診断しえた大動脈縮窄複合の一例
仙台赤十字病院総合周産母子医療センター・産科
  富田　芙弥、鈴木　久也、横山　智之、柳田　純子、
  齋藤　美帆、太田　恭子、中里　浩樹、谷川原真吾

57．胎盤の広範な白色梗塞壊死が原因と考えられる子宮内胎児発育遅延の 1 例
1）岩手医科大学　産婦人科学講座　2）岩手医科大学　病理診断学講座
  深川　智之 1）、金杉　知宣 1）、小山　理恵 1）、菊池　昭彦 1）、
  杉山　　徹 1）、杉本　　亮 2）、石田　和之 2）、菅井　　有 2）

58．三葉を呈した胎盤が要因と考えられる胎児発育不全の 1 例
1）岩手医科大学　産婦人科学講座　2）岩手医科大学　病理診断学講座
  深川　大輔 1）、金杉　知宣 1）、小山　理恵 1）、菊池　昭彦 1）、
  杉山　　徹 1）、杉本　　亮 2）、上杉　憲幸 2）、菅井　　有 2）

59．胎児超音波スクリーニングで軽度の僧帽弁逆流を認め、その後、右心不全に進行した一症例
青森市民病院  橋本　哲司、大澤　有姫、佐藤麻希子

第11群　腫瘍Ⅲ　11：23 〜 12：03
座長：重藤龍比古（弘前大学医学部産婦人科）

60．陰核部外陰癌の一例
気仙沼市立病院　産婦人科  品川　真澄、高橋　聡太、田中　創太

61．外陰部 Eccrine porocarcinoma の一例
1）東北大学病院産婦人科　2）東北大学病院病理部
  藤峯　絢子 1）、豊島　将文 1）、重田　昌吾 1）、土岐　麻美 1）、
  久野　貴司 1）、渡邉　みか 2）、　新倉　　仁 1）、八重樫伸生 1）

62．子宮頸癌の治療前骨盤 MRI では拡散強調像が造影 T1 強調像の代替となり得るか
秋田大学医学部附属病院  加藤　　彩、佐藤　敏治、高橋　和江、木藤　正彦、
  牧野　健一、清水　　大、佐藤　直樹、寺田　幸弘

63．傍大動脈リンパ節腫大を伴う子宮頸癌ⅠB ～ⅡB 期の検討
山形大学　産婦人科  深瀬　実加、清野　　学、榊　　宏諭、成味　　恵、
  須藤　　毅、太田　　剛、永瀬　　智



― 23 ―

64．広汎子宮頸部摘出術を行った子宮頸部腺癌の 1 例
1）岩手医科大学医学部産婦人科学講座　2）岩手医科大学医学部病理診断学講座
  佐藤　誠也 1）、板持　広明 1）、小見　英夫 1）、深川　智之 1）、
  竹内　　聡 1）、石田　和之 2）、菅井　　有 2）、杉山　　徹 1）



― 24 ―



― 25 ―

特　別　講　演
招　請　講　演
教　育　講　演
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特別講演� 第1日目　6月18日（土）第1会場（岩手）　17：45〜18：45

座長：菊池　昭彦（岩手医科大学医学部産婦人科　教授）

「ヒト胎児シミュレーションモデルによる構成論的発達科学」
演者：國吉　康夫（東京大学情報理工学系研究科知能機械情報学　教授）

　心理学，神経科学，臨床医学，分子生物学等の分野で，認知発達や発達障害に関する膨大な知見
が報告されているが，多くは断片的，要素還元論的であり，単一要因と機能や障害との相関の確立
に留まる．
　ヒトの心や振舞いは，脳，遺伝子，身体，環境，他者，社会．文化にまたがる極めて複雑な相互
作用の上に成り立ち，生涯を通じて常に変化し続ける［1］．これらがどう生み出され，相互にどう
関連し，先行条件や介入が後続の何にどう影響するかを理解するには，複雑な相互作用下でのシス
テム全体の連続変化を再構成する必要があると考える．強く相互作用し変化する要素からなるシス
テムは，切り出された個別要素の振る舞いの総和とは異なる挙動を示すからである．
　超音波撮像技術等の進歩に伴い，ヒト胎児は子宮内で活発に運動し，学習し，発達していること
が明らかになった．ヒト発達全般の再構成は夢物語としても，胎児期は出生後に比べ，遥かに外乱
が少なく環境相互作用が単純なため，全体像を精密に扱える望みがある．また，発達や発達障害の
理解における胎児期の重要性は近年急激に高まっている．
　我々は，胎児からの発達をモデル化しシミュレーション実験し解釈することで，発達の根本原理
を明らかにするとともに，様々な環境要因に伴う変化の様相を明らかにする構成論的発達科学［2］
に取り組んでいる．そのための研究プラットフォームとして，ヒト胎児・新生児の筋骨格系，身体
形状，深部体性感覚・触覚・視覚，脳神経系（の一部）の統合モデルと子宮内環境モデルを世界に
先駆けて開発した［3,4］．最新版は，文献データと胎児標本計測や MRI, CT データに基づく精密
な身体モデル，基本的な脊髄反射回路と振動子回路による自発運動生成系，新生児脳 MRI データ
に基づく大脳モデルなどを含む．これまでの実験で，環境や運動の差異に基づく感覚経験の相違が
脳内身体表象獲得や以後の発達に影響し，早産児の発達障害リスクに示唆を与える結果を得ている

［5］．感覚信号や神経系自己組織化の詳細を定量的に分析したり，任意の条件のもとでの発達実験
ができることはシミュレーションの利点である．

［1］ Thelen, E.（2003） “Development as a dynamic system”, Trends. Cog. Sci., 7（8）.
［2］ http://devsci.isi.imi.i.u-tokyo.ac.jp/
［3］ Kuniyoshi, Y. and Sangawa, S.（2006） “Early motor development  from partially ordered 

neural-body dynamics: experiments with a cortico-spinal-musculo-skeletal model”, Biological 
Cybernetics, 95（6）：589–605.

［4］ 國吉 , 他（2010）“人間的身体性に基づく知能の発生原理解明への構成論的アプローチ”, 日本
ロボット学会誌 , 28（4）：415–434.

［5］ Yamada, Y., Fujii, K. & Kuniyoshi, Y.（2013） “Impacts of environment, nervous system and 
movements of preterms on body map development: Fetus simulation with spiking neural 
network”, Proc. Joint IEEE Int. Conf. on Development and Learning and on Epigenetic 
Robotics （IEEE ICDL-EPIROB）, ID 51.
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■略　歴

國吉　康夫（くによし　やすお）　　（53 歳）

東京大学大学院　情報理工学系研究科　知能機械情報学専攻　教授

1962 年千葉県生まれ．1985 年東京大学工学部物理工学科卒業，1991 年同大学院工学系研究科情
報工学専攻修了，工学博士．同年通商産業省工業技術院電子技術総合研究所知能システム部研究
員，1995 年同主任研究官， 1996 年〜 1997 年米国マサチューセッツ工科大学人工知能研究所客員
研究員，2001 年東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻助教授，2004 年同大学
情報学環助教授，2005 年同教授，2006 年同大学情報理工学系研究科教授（知能機械情報学専攻）．
科研費新学術領域研究「構成論的発達科学」領域代表（2012 〜現在），ソーシャル ICT 研究セ
ンター長兼務（2013 年〜 2014 年），理研 BSI- トヨタ連携センター長兼務（2012 年〜現在），文
部科学省科学技術・学術審議会専門委員（2015 〜）．
知能の発生原理を追い求めて身体性に行き着く．ヒューマノイド全身ダイナミック行動の「ツボ」
と「目の付けどころ」，高次元カオス結合場による行動創発，計算機内の子宮中で発達する胎児
とその脳など，世界初の斬新な研究で「身体が脳をつくる」原理を解明している．研究論文等約
500 篇，編著書 21 篇．
主な編著書に「ロボットインテリジェンス」（共著，岩波書店 2006），「身体を持つ知能」（共著，
シュプリンガー・ジャパン 2006），シリーズ「身体とシステム」（共編，全 6 巻，金子書房 2001-
2002），”Embodied Artificial Intelligence” （共編著，Springer, 2004），「知能の謎」（共著，講談
社 2004）など．
日本ロボット学会研究奨励賞（1990），同論文賞（2 件 , 1996, 2006），佐藤記念知能ロボット研
究奨励賞（1992），国際人工知能学会最優秀論文賞（International Joint Conference on Artificial 
Intelligence （IJCAI） Outstanding Paper Award）（1993）, 大川出版賞（2007），IEEE International 
Conference on Robotics and Biomimetics（ROBIO）T.-J. Tarn Best Paper Award in Robotics 

（2007）, International Conference on the Simulation of Adaptive Behavior （SAB） Best Philosophy 
Paper Award （2008），ゴールドメダル「東京テクノ・フォーラム 21 賞」（2009）等受賞．日本
ロボット学会フェロー．日本学術会議連携会員．
IEEE, 日本ロボット学会，人工知能学会，情報処理学会，日本赤ちゃん学会，発達神経科学学会，
新胎児学研究会などの会員．
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招請講演� 第2日目　6月19日（日）第1会場（岩手）　13：55〜14：25

座長：福島　明宗（岩手医科大学医学部臨床遺伝学科　教授）

「わが国の産婦人科 ―現状・課題・将来―」
演者：海野　信也（本産科婦人科学会医療改革委員会　　　　　　　

北里大学病院長・北里大学医学部産科学　教授）

　日本産科婦人科学会では 2005 年に産婦人科医療提供体制検討委員会を組織し（2009 年に医療改
革委員会に改称）、特に、急速に進行する分娩取扱医療機関と分娩取扱医師の減少への対策に取り
組んできました。本講演では、10 年が経過した現時点におけるわが国の産婦人科医療提供体制の
現状と課題、将来にむけての改革の方向性について、ご報告し、ご意見をいただければと考えてお
ります。
　私たちが担当する産婦人科医療分野は、この 10 年間に様々な課題に直面しました。医師の初期
臨床研修の必修化、産婦人科医の逮捕事案までおきた医療の現実への社会の無理解、医療紛争事案
の増加、周産期救急体制の機能不全に起因する事件報道の反復、等これらの様々な「事件」は産婦
人科医療現場を直撃し、非常に大きなダメージを与えました。
　産婦人科医は学会・医会を中心に結束して諸課題に対処してきました。その結果、全都道府県に
おける総合周産期母子医療センターの設置と周産期医療システムの充実、新生児蘇生法の普及、産
科医療補償制度の発足と普及、妊産婦死亡症例検討評価事業の実施等、多くの成果が得られていま
す。世界最高水準の新生児死亡率、周産期死亡率は低下を続けており（2014 年 0.9 及び 3.7）、妊産
婦死亡についても急速に減少しており（2005 年の 5.7 が 2014 年は 2.7 と半減）、産科訴訟の減少も
認められるようになりました。現時点では産婦人科医療関連の「事件」が報道されることはきわめ
て稀になってきていると考えられます。この領域のすばらしい達成については、先生方のご尽力に
感謝し、素直に喜びたいと思います。
　しかしながら、学会として最大の課題であった新規産婦人科専攻医数の確保については、2010
年までは増加したもののその後は減少しており、大都市圏と地方との間に大きな地域格差が生じて
います。分娩施設あたりの産婦人科医数は徐々に増加しているものの、拘束時間は非常に長く、約
60％を占める女性医師の継続的就労を確保できる環境とは到底言い難い現状があります。医療改革
委員会では、将来にわたって安定的な地域分娩環境の確保することが最大の課題と考え、それを達
成するための方策として「地域基幹分娩取扱病院重点化プロジェクト」を企画し、2015 年度より
開始しました。このプロジェクトでは、地域の分娩施設及びその医療従事者の現状を詳細に検討分
析し、地域の産婦人科医及び行政担当者に提供することを通じて、地域の実情に即した、バランス
のとれた周産期医療提供体制整備の方向性を定めていくことを目指しています。その際重要になる
のは周産期医療圏を設定し、その分娩数に応じた必要産科病床数、分娩取扱医師数を確保するとと
もに妊産婦の分娩施設へのアクセスを確保することであると考えられ、現在、地域ごとの状況の調
査分析を進めているところです。
　地域分娩環境確保のあり方は、今後地域の実情によって、さらに多様なものになっていくと考え
られますが、全体のバランスを考慮し、これまでの努力の結果達成された高い医療水準を確保しな
がら、効率的かつ安定的な産婦人科医療提供ができる体制を目指していきたいと考えております。
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■略　歴

海野　信也（うんの のぶや）

北里大学病院長・北里大学医学部産科学　主任教授

1982 年  東京大学医学部卒。東大病院および関連病院（都立築地産院、焼津市立総合病院、東
京日立病院、関東中央病院、国立国際医療センター）で産婦人科研修。

1994 年  コーネル大学妊娠新生児生理学研究室留学（1996 年まで）。
2000 年  東京大学大学院医学系研究科講師、長野県立こども病院産科部長。
2004 年  北里大学医学部産婦人科主任教授。
2006 年  日本産科婦人科学会産婦人科医療提供体制検討委員会委員長（2009 年まで）。
2008 年  厚生労働省医師国家試験委員会委員（2011年まで）・「安心と希望の医療確保ビジョン」

具体化に関する検討会委員・「周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会」
委員。

2009 年  日本産科婦人科学会医療改革委員会委員長（継続中）・北里大学病院副院長（診療担当）
（2012 年まで）。

2011 年  日本産科婦人科学会周産期委員会委員長（2013 年まで）。
2012 年  北里大学病院長・学校法人北里研究所理事　
2014 年  日本周産期・新生児医学会理事長（2016 年まで）・日本産科麻酔学会会長
2015 年  厚生労働省「周産期医療体制のあり方に関する検討会」構成員
専門領域：胎児生理学・周産期医学。
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教育講演Ⅰ� 第2日目　6月19日（日）第1会場（岩手）　9：00〜9：45

座長：杉山　徹（岩手医科大学産婦人科　教授）

「女性のうつと心身症 
 ―産婦人科領域に於けるSSRI活用の実際―」

演者：平井　康夫（獨協医科大学産婦人科　教授）

　医師によって診断される抑うつ・精神症状は男性より女性に多く、その 2/3 は女性との報告があ
る。女性の生涯うつ病有病率は男性の約 2 倍と言われている。多くは女性ホルモン環境の変動を
きっかけに生じると考えられている。月経に関連するうつ症状としては、月経前症候群（PMS）、
月経前不快気分障害（PMDD）が知られ、妊娠とうつ症状、産後のうつ症状としてマタニティ・
ブルーも知られている。さらに閉経期（更年期）におけるうつ病がある。これら以外にも、医原性
女性ホルモン変動に基づく抑うつや、ホルモン変動とは無関係に生ずる内因性うつもある。
　うつはさまざまな症状を伴う。いわゆる不定愁訴を訴え精神・身体症状を合わせて有すること
が多い。ホルモン補充療法（HRT）が有効であることは多いが、それだけでは改善できない抑う
つ症状にもしばしば遭遇する。特に精神神経症状が強い際には、SSRI（セロトニン選択的取込み
阻害薬）等の抗うつ薬を選択肢に入れることが求められる。実地診療においては HRT が良いのか
SSRI が良いのか、さらには SSRI と HRT を併用することが良いのか判断に迷うことも多い。そこ
で産婦人科医が日常遭遇するホルモン変動に基づくと思われる抑うつ、不定愁訴等の管理について
実地診療に即して解説したい。これらの症状に悩む女性のほとんどは最初の受診時には産婦人科か
内科を訪れることが圧倒的に多い。最近の産婦人科ガイドラインの多くはホルモン変動に関連す
る抑うつ状態や精神症状があれば、HRT 治療をまずは推奨している。さらにこれに加えて、SSRI
等の抗うつ薬治療をはっきりと推奨するようになった。これらの症状に対する SSRI の有効性のエ
ビデンスは十分に蓄積している。ホルモン変動に関連する抑うつ状態に対して、精神科医は通常
SSRI を処方することはできるが、HRT 治療はすることはできない。そのため産婦人科医による
HRT 治療を希望することも多い。産婦人科医は逆に HRT 治療はできるが、SSRI による治療に際
しては、抑うつ症状自体の確認に時間を要したり、迷ったり、抗うつ薬のアクチべーションシンド
ローム（自殺や暴力的になる）を気にしたりして、肝心の SSRI 治療を躊躇うことが多い。
　講演では特に、うつ症状の実際的な判定方法と基本的な SSRI の実際的投与方法、HRT との組
み合わせ方や、精神科医にコンサルトするタイミング等についても言及する。
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■略　歴

平井　康夫（ひらい やすお）　

1976 年 3 月  千葉大学医学部卒業 
1976 年 5 月  千葉大学 / 国立国府台病院他で研修 
1989 年 2 月  増淵フェロー（細胞診）に選出されシカゴ大学 Cytology Section（Dr. Wied） 
  に留学 
1991 年 6 月  千葉大学医学博士号学位取得 
1997 年 8 月  癌研究会附属病院婦人科副部長 
2005 年 3 月  癌研究会附属有明病院細胞診断部　部長  兼 細胞検査士養成所　所長（兼務）
2009 年 6 月  第 50 回日本臨床細胞学会総会（春期大会）会長 
2009 年 11 月  第 18 回日本婦人科がん検診学会　会長
2009 年 11 月  癌研有明病院健診センター長
2012 年 4 月  東京女子医科大学本院産婦人科教授
2016 年 4 月  獨協医科大学産婦人科教授　現在に至る

精神科関係の経歴：
1976 年 6 月  国立国府台病院精神科臨床研修医（常勤）
1977 年 1 月  銚子市立病院精神科医員（常勤）
1979 年 10 月  国立国府台病院精神科医員（常勤）
1984 年 4 月  千葉大学医学部附属病院産婦人科医員（常勤）

専門医資格：
日本産科婦人科学会認定　産婦人科専門医
日本精神神経学会認定　精神科専門医
日本婦人科腫瘍学会認定　婦人科腫瘍専門医
日本癌治療学会認定　癌治療専門医
日本臨床細胞学会認定　細胞診専門医
国際細胞学会（IAC）認定　国際細胞病理専門医（FIAC）
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教育講演Ⅱ� 第2日目　6月19日（日）第1会場（岩手）　9：45〜10：30

座長：八重樫伸生（東北大学医学部産婦人科　教授）

「リサーチマインドを持った若手医師の育成」
演者：齋藤　滋（富山大学医学薬学研究部産科婦人科　教授）

　2004 年に初期研修システムが開始された後は、大学の医局へ半数が入局し、他の半数が医局に
属さず病院に就職する形で勤務している。このシステム導入により医師の大都市への偏在化が顕著
になったとともに、リサーチを軽んじる傾向が出てきている。新しい専門医制度が 2017 年から開
始するが、基幹病院の多くが大学病院となり、残り 1/3 を大規模な病院と変化した。この制度変更
の中で、日本専門医機構は、求める医師像として「リサーチマインド」という言葉を繰り返し使用
しており、過去の研修の問題点を暗に指摘している。これは生涯学習の中で、e-learning やインター
ネットを利用した学習や学会に参加することで最新の知識や技能を習得し、臨床現場に還元させる
ことのできるリサーチマインドを持った医師を養成して欲しいという社会の要望に他ならない。私
達、指導医は臨床の場において、まずは若手医師に治療方針を企画・立案してもらい、Discussion
した上でお互いが納得する形で治療を実践していく必要がある。この繰り返しが research mind に
結び付く。さらに稀少疾患に遭遇した際や、ある時期にこれまでの治療成績を振り返って纏めてみ
るということも必要である。多くは、これだけに終わってしまうが、論文化するまでの一連の過程
が重要であり、ここまでの指導が求められている。ここで強調したいのが、大学の医局に属さない
卒後 5 〜 10 年目の若手医師にも同様の教育をしていただきたいということである（東北では少な
いかもしれないが）。また臨床から生じた clinical question を基に基礎的研究を希望する若手医師
には、ぜひとも大学の研究室で研究する機会を与えてあげて欲しい。基礎研究を通じて問題解決す
る能力が高まり、論理性を持った治療方針を立てることができ、一回り大きな医師に成長できる。
素晴らしいリサーチマインドを持った産婦人科医を育成して欲しいと切に望んでいる。

■略　歴

齋藤　滋（さいとう しげる）　　　　昭和 30 年 7 月 17 日生　

昭和 55 年  奈良県立医科大学卒業、産婦人科学教室入局（主任一條元彦教授）
昭和 59 年  同大学院医学研究科卒業
昭和 59 年  同大学助手（産婦人科）
昭和 60 年  奈良県立医科大学医学博士授与
昭和 61 年 5 月〜 62 年 7 月  京都大学ウイルス研究所予防治療部に留学
  文化勲章受章者の日沼　賴夫 先生のもとでサイトカイン、分
  子生物学、細胞生物学を学ぶ
平成 2 年  奈良県立医科大学　講師　（産婦人科）



― 33 ―

平成 9 年  奈良県立医科大学　助教授（産婦人科）
平成 10 年  富山医科薬科大学　教授　（産科婦人科学）
平成 16 年〜 21 年 3 月、平成 23 年〜 25 年 3 月　富山医科薬科大学副病院長
　　　　＊平成 17 年 10 月より、富山医科薬科大学から富山大学に名称変更となる
平成 21 年 4 月〜 22 年 11 月  富山大学附属病院周産母子センター長（教授と併任）
平成 23 年 4 月〜平成 25 年 3 月  富山大学附属病院　副病院長
平成 25 年 4 月〜平成 27 年 3 月  富山大学附属病院手術部部長
平成 25 年 4 月〜   富山大学教育研究評議会評議員

【専門分野】
　サイトカイン、生殖免疫学、母子感染、妊娠高血圧症候群の病因
　胎盤の増殖・分化ならびにアポトーシス、早産の発症メカニズム

【学会及び社会活動】
　・富山県産科婦人科学会　会長　　　　　
　・日本生殖免疫学会 理事長（2012.12-）
　・日本妊娠高血圧学会　理事長（2014.4-）
　・日本周産期・新生児医学会　副理事長（2014.6-）
　・日本産科婦人科学会　理事、広報委員長（2015.6-）、
　　　代議員（1998.4-2015.6）、特任理事（2013.4-2015.6）
　　　周産期委員会委員長（2009-2011）
　　　若手育成委員会（サマースクール・スプリングフォーラム担当）委員長（2007-2015）
　・産婦人科漢方研究会　代表世話人
　・日本周産期・新生児医学会　理事、副理事長
　　　周産期シンポジウム委員長（2010-2012）
　・日本胎盤学会　　　　　常務理事
　・日本産婦人科・新生児血液学会　　　理事
　・日本産科婦人科栄養・代謝研究会　　理事
　・腎と妊娠研究会　　　　理事
　・日本婦人科腫瘍学会　　代議員
　・日本糖尿病・妊娠学会　評議員
　・日本絨毛性疾患研究会　世話人
　・厚生労働省 子ども家庭総合研究事業　
　　　不育症治療に関する再評価と新たなる治療法の開発に関する研究　代表研究者（2008-2010）
　・厚生労働省 特別研究（2009）
　　　HTLV-I の母子感染予防に関する研究　代表研究者
　・Journal of Reproductive Immunology : Editor-in-Chief（2003- 現在）
　・American Journal of Reproductive Immunology : Editorial Board（1998-2005）
　・米国生殖免疫学会 Vice President（2002.7-2004.6）
　・国際胎盤学会（IFPA） Council member（2002-2014）
　・国際生殖免疫学会（ISIR） Council member（2004.10-2010）

Treasurer（2010-）
　・Pregnancy Hypertension : Editorial Board（2012-） 
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ランチョンセミナー
モーニングセミナー
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ランチョンセミナーⅠ� 第1日目　6月18日（土）第1会場（岩手）　12：00〜13：00

座長：木村　芳孝（東北大学大学医学系研究科融合医工学分野　教授）

「これぞNIP“D”の極み
 ―母体・胎児の神秘を精確に描出する匠の超音波“技”―」

演者：夫　律子（クリフム夫律子マタニティクリニック 臨床胎児医学研究所　院長）

　母体血内の胎児 cfDNA で胎児染色体異常の高精度スクリーニングを行う Non Invasive Prenatal 
Genetic Testing （NIPT） が出生前スクリーニングの最先端と言われている昨今である。また分子
遺伝学のめざましい進展により多くの先天異常の原因遺伝子が判明してきていることも事実であ
る。しかし、実際に遺伝学的原因の判明していない先天異常が多く存在している現状、複合異常
や環境因子による形態異常が先天異常の半数を占めることを考えると「胎児診ずして母体血のみ
で胎児異常を語る」ことはできない。遺伝学的な確定診断は絨毛検査・羊水検査など侵襲的検査
Invasive Test によるが、形態学的な確定診断は画像診断による。超音波検査は形態学的な診断を
可能にしまた非侵襲的検査であることからまさに NIP“D”であると言っても過言ではない。さら
に妊娠週数に従って異常形態も刻々と変化することがある。これらの形態を正確かつ客観的に把握
し、Longitudinal な形態変化を繰り返し観察する 1st Modality が胎児超音波検査である。

　本講演では、次の点を時間の許す限り熱く語りたい !
◦  胎児超音波診断の最先端「何がどこまで正確に見えるのか」「シルエット超音波の臨床的

意義」
◦  ママパパにもわかりやすい納得のいく「画像」
◦  Science and Art, 超音波診断とはまさにこれ
◦  胎児超音波を極めるための「極意」
◦  明日からできる「難しい胎児脳神経細胞遊走異常」の診断
  　　（あなたも 10,000 人に一人の胎児診断医に！）
◦  クリフムの臨床研究の最新情報

　CT や MRI の画像診断は撮られた画像をいかに読影するかが腕の見せ所である。しかし、胎児
超音波検査では動き回る胎児の画像を見ながら診断し、その診断を確定するためにさらにいろいろ
な手法を使うのである。大切なことは、本講演で見た画像の読影・診断ができるようになっても、
その画像を「自分で撮像しなければならない」というところなのである。
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■略　歴

夫　律子（ぷぅ りつこ）

現職 1. クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児医学研究所  院長
2. Pirogov ロシア国立研究医科大学  名誉教授 （Honorary Professor）
3. 国際 Dubrovnik 大学（クロアチア）Human Science  教授 （Regular Professor）
4. International Academy of Perinatal Medicine   副会長 （Vice President）
5. Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound  国際選任理事 （Executive Board）
6. アジア Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound   支部長
7. 日本イアンドナルド超音波講座  日本支部長

学歴 慶應義塾大学　法学部法律学科　卒業　
  徳島大学　医学部医学科　卒業　

著書 1. An Atlas of Fetal Central Nervous System Disease Diagnosis and Management. Pooh RK, Maeda K, 
    Pooh KH. Parthenon CRC Press, London, New York,2003

2. フルカラーアトラス最新 3D/4D 胎児超音波画像診断 " 夫　律子著　メディカ出版．大阪．2004
3. Fetal Neurology. Pooh RK, Kurjak A 著　Jaypee, 2009
4. IAN Donald School Atlas of Advanced Ultrasound in Obstetrics and Gyneacology Ritsuko K. Pooh,  
  Asim Kurjak 著　Jaypee, 2015

専門分野　周産期医学・出生前診断・胎児超音波医学（超音波発生学・超音波遺伝学）・胎児神経学 
資格 法学士・医学博士・日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・日本超音波医学会認定　超音波専門医・

日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会認定 臨床遺伝専門医・母体保護法指定医・FMF （イギ
リス） 認定 NT, NB, TR, DV, UA

賞罰 ◦ Alfred Kratochwil 賞（第 21 回 世界産婦人科超音波学会 , 21st ISUOG, 2011）
  ◦ International Academy of Perinatal Medicine （国際周産期医学アカデミー） 正会員受賞 （2012.12）
  ◦ Lifetime achievement 賞 （第 12 回世界周産期医学会 12th WCPM, 2015.11）

プロフィール
　哲学者の父と、英文学者の母との間に次女として生まれた兵庫県育ち。中学生のときに「罪を憎んで人を憎まず」と
いう言葉に感動して弁護士を目指して法学部へ。慶應義塾大学法学部法律学科では刑法学および生命倫理学を専攻し、
生命誕生の不思議に魅せられ、継続した興味から法学部卒業後、再度医学部受験、徳島大学医学部へ進学し、卒後産婦
人科医となる。未知なる胎児の中でもとりわけ未解明な事実の多い胎児中枢神経系に興味をもち、胎児画像診断が診療
の中心となる。1996 年から始めた経腟超音波走査法による詳細な胎児脳診断は国際的にも高く評価されており、現在で
は、国際学会でも「胎児脳」といえば Dr. Pooh の名前が当然のように出てくるようになった。2011 年世界産婦人科超音
波学会（ISUOG）では胎児脳の微小血管である髄質静脈と神経予後の学術発表で Alfred Kratochwil 賞を受賞、2015 年
には世界周産期医学会（WCPM）で Lifetime achievement 賞を受賞した。
　また、FMF（Fetal Medicine Foundation）の NT 資格を日本で最初に取得し、2009 年からシステマティックな妊娠初
期の胎児診断を開始、Sonoembryology（超音波発生学）を実施臨床で確立、Sonogenetics（超音波遺伝学）という新分
野を提唱、国際学会で高く評価されるようになった。2009 年から開始した母体腹壁からの絨毛検査は、それまでの「絨
毛検査は膣からの検査で危険で結果があいまい」という日本での概念を打ち崩し、これまで 8,500 例の経腹的絨毛検査を
施行したエキスパートとして国際的にも評価されている。
　究極の胎児診断と患者さんのサポートをするため、大好きだった分娩・手術・救急搬送などから離れて日本で初めて
の胎児診断専門クリニックを立ち上げた。「胎児診ずして胎児診断あらず」と常に最新超音波機器を導入して診断する一
方、出生前診断は診断することがゴールではなく、診断したところからが患者様に寄り添うスタート地点だというポリ
シーのもと、胎児病の患者様にとことん寄り添う出生前診断という、だれからも理解しやすい医療を展開し 2012 年では
この「寄り添う出生前診断」が NHK スペシャルの番組になり 9.6% の高視聴率で多くの国民からも支持された。2012 年
にはさらに遺伝カウンセリング部門をクリフムに新設し、ベテラン遺伝カウンセラーに恵まれ、2014 年からは日本人類
遺伝学の大御所である千代豪昭先生がクリフム副院長に就任され、さらに究極を目指している。診断機器の技術進歩と
ともに、撮影された画像は素人にも容易に理解でき、全国から正確な診断を求める患者が数多くクリフムを訪れる。また，
海外のドクターたちからも画像コンサルテーションとして数多くの相談を受けている。
　産婦人科領域のみならず、脳神経外科領域においても幅広い臨床を行っており、国内だけでなく、海外の学会やセミ
ナーからも講師として招かれプレゼンテーション回数は年間 70 以上（内、2/3 が英語でのプレゼンテーション）を数える。
2008 年には米国 NIH からの要請でアメリカにも胎児超音波検査を教えに行ったり、アジア・ヨーロッパ・中東・アフリ
カなど各国から Dr. Pooh の超音波講義や実技指導の要請があとをたたない。また、国内でも積極的にセミナーや学会を
開催し、多くの若手医師、若手研究者からも師事されている。2012 年には国際周産期医学アカデミーの正会員（世界で
30 人のみ）に選ばれ受賞し、2015 年には同アカデミーの副会長に選ばれた。
　また、2000 年に開始した「胎児ドック」の元祖でもあり、そのシステマティックな画像診断は来院患者も十分納得の
いくものであり、診断テクニックを習得しようと Dr ぷぅのもとを訪れる若手医師や検査技師も多く、最近では海外の医
師たちが数ヶ月単位でクリフムに留学している。
　かたい経歴のわりに気さくでユーモアあふれる性格。3 児の母。常に前向き、ポジティブ思考。
　趣味は 1. 胎児超音波　2. プリゼンテーション　3. ネットショッピング　4. ゴルフ　5. 内緒（!）
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ランチョンセミナーⅡ� 第1日目　6月18日（土）第2会場（姫神）　12：00〜13：00

座長：寺田　幸弘（秋田大学医学部産婦人科　教授）

「子宮内膜症の治療選択と患者説明のコツ」
演者：甲賀かをり（東京大学医学部産婦人科　准教授）

　当院産婦人科では 1999 年に子宮内膜症専門外来を開設し、15 年間で登録患者数は 3,000 人を超
えている。当院では現時点で挙児希望のある子宮内膜症患者は不妊外来・体外受精外来で診療する
ため、当外来では、痛みのコントロール、卵巣嚢胞の管理が主たる診療内容である。初診時の病巣
は卵巣嚢胞が 1,951 名、子宮腺筋症 680 名、稀少部位（腸管、膀胱、肺、臍、鼠径、会陰、肝臓など）
141 名（重複含む）となっており、それ以外にも機能性月経困難症症例や深部子宮内膜症を疑う症
例が多い。
　当外来では、年齢・病巣・症状・将来的挙児希望に応じた管理指針を定め、薬物療法と手術療法
を組み合わせ、効果や副作用によって適宜治療法を変更しながら長期的管理を行っている症例が多
い。また外来開設以来、1999 年に低用量ピル、2008 年にジエノゲスト、低用量エストロプロゲス
チンが上市され、適宜これらの薬剤を管理指針に反映してきた。その結果、1999 年時の薬物療法
の内訳は GnRH アナログ 51％、ダナゾール 18％、中用量ピル 31％であったのに対し、2014 年で
は GnRH アナログ 11％、ダナゾール 0.7％、中用量ピル 0.6％、低用量エストロプロゲスチン／ピ
ル 51％、ジエノゲスト 37％と、大きな変遷を遂げている。
　本講演では当外来の管理指針を提示し、それらを患者に説明する際のポイントとコツを①患者の
病識を促す②複数の選択肢を提示する③ロードマップを提示するの３点に整理して紹介したい。ま
た 2014 年に保険適用となったレボノルゲストレル放出子宮内システムの管理指針中の位置づけ、
それと同時に新たに開催した子宮腺筋症外来の紹介、さらに新規薬剤の可能性を追求する基礎研究
にも触れる予定である。



― 39 ―

■略　歴

甲賀かをり（こうが かをり）

学歴
　1996 年  千葉大学医学部卒業
　2003 年  東京大学大学院医学系研究科　生殖発達加齢医学専攻修了

職歴
　1996 年 -  東京大学医学部附属病院　産婦人科　研修医
　1997 年 -  三井記念病院　産婦人科　研修医
　1998 年 -  国立霞ヶ浦病院　産婦人科　医員
　2001 年 -  JR 東京総合病院　産婦人科　医員（大学院在学中） 
　2003 年 -  日本赤十字社武蔵野赤十字病院　産婦人科　医員
　2004 年 -  東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科　助手
　2006 年 -  プリンスヘンリー研究所　ポスドク研究員
　2007 年 -  イェール大学　産婦人科　ポスドク研究員
　2008 年 -  東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科　助教 
　2013 年 4 月 -  東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科　講師
　2014 年 8 月 -  東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座　准教授
　
専門医   日本産科婦人科学会　産婦人科専門医
  日本産科婦人科内視鏡学会　技術認定医
  日本生殖医学会　生殖医療専門医
  日本内視鏡外科学会　技術認定医
  日本内分泌学会　内分泌代謝科（産婦人科）専門医 指導医

所属学会（役職）  日本産科婦人科学会（未来委員会副委員長）
  日本産科婦人科内視鏡学会（評議員／代表幹事）
  日本内視鏡外科学会
  日本生殖医学会
  日本受精着床学会（評議員）
  日本内分泌学会
  日本エンドメトリオーシス学会（幹事）
  日本妊娠高血圧学会（評議員）
  日本生殖免疫学会（評議員）
  日本子宮内膜症啓発会議（副実行委員長）
  World Endometriosis Society （Ambassador）
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ランチョンセミナーⅢ� 第2日目　6月19日（日）第1会場（岩手）　12：15〜13：15

座長：板持　広明（岩手医科大学産婦人科　教授）

「婦人科がん治療の現状と次世代への展望」
演者：加藤　聖子（九州大学大学院医学研究院　生殖病態生理学 （九州大学病院　産科婦人科）　教授）

　婦人科がんの治療は、従来より手術療法・放射線療法・化学療法の単独あるいは組み合わせで行
われているが、最近、新しい流れがみられる。本講演では、これらの婦人科がん治療の最近の動向
とともに、我々が行っている臨床研究を紹介し、次世代への展望を述べる。
　まず、手術においては、低侵襲である腹腔鏡手術が導入された。早期子宮体がんでは保険収載が
認められ、子宮頸癌の広汎子宮全摘術も高度先進医療として行われている。また、施設はまだ限ら
れているが、我々の施設も含めてセンチネルリンパ節生検を利用した縮小手術も臨床試験として行
われており、その有効性のエビデンスが集積されつつある。20 〜 30 代での罹患率が増加している
子宮頸癌に対しては、妊孕性温存のための子宮頸部摘出術が選択肢の一つとして行われるように
なってきている。化学療法は卵巣がんだけではなく、子宮体がん、子宮頸がんにも行われている。
化学療法のプロトコール完遂率に影響するものとして、悪心・嘔吐があげられる。化学療法で最も
よく頻用されるのが、パクリタキセル＋カルボプラチンの併用療法（TC 療法）である。我々は多
施設共同研究を行い、中等度催吐性のである TC 療法において、高度催吐性の抗癌剤と同様、アプ
レピタント・5HT3 受容体拮抗薬・デキサメソゾンの 3 剤が有効であることを明らかにした。
　ベバシズマブが卵巣癌において保険適応となり一般臨床で用いられるようになり、今後分子標
的薬は婦人科がんの領域においても増加していくと思われる。分子標的治療を行う際に重要なの
が、標的となる分子と治療効果判定のためのバイオマーカーの同定である。我々は、これまでに子
宮体癌細胞の腫瘍能獲得機構には Ras/Estrrogen Receptor/MDM2/p53 経路が重要であることや
子宮体癌組織には幹細胞様の性質を持つ細胞が存在し、幹細胞の形質獲得のためには上皮間葉移行

（EMT）経路が重要であることを明らかにしてきた。また、最近、卵巣癌において三量体 G 蛋白
のひとつである Gα12/13 が高発現しており、Hippo 経路を介して増殖能に関与していることを報告
した。現在これらの経路が治療の標的になるかを検討中である。
　次世代への展望として、既存の抗がん剤や分子標的薬の耐性克服のための新規治療薬の開発が重
要である。我々は、卵巣癌に高発現し、VEGF 経路の下流で癌の増殖・浸潤・血管新生に関与し
ている転写因子 Y-box protein 1 （YB-1）の発現を阻害する人工核酸 YB-1 アンチセンスを開発し、
前臨床試験を行っている。現在までに、抗がん剤耐性の卵巣癌細胞株の増殖を抑制し、マウスの腹
膜播種病変を縮小すること、また、カニクイザルを用いて血液所見、体重変化に異常はないことを
確認しており、臨床試験に向けて準備中である。
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■略　歴

加藤　聖子（かとう きよこ）　　　　昭和 35 年（1960）9 月 6 日生（55 才）

所属・職：九州大学大学院医学研究院　生殖病態生理学　教授
学　　歴：昭和 61 年（1986）3 月 27 日　九州大学医学部卒業
学　　位：医学博士（九州大学）
免 許 等：日本産科婦人科学会専門医・指導医
　　　　　日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指導医
　　　　　日本がん治療認定機構がん治療認定医・暫定教育医
　　　　　検診マンモグラフィー読影認定医
職　　歴：

昭和 61 年（1986） 6 月 1 日  松山赤十字病院産婦人科（研修医）
昭和 62 年（1987） 6 月 1 日  九州大学医学部附属病院産科婦人科（研修医）
昭和 63 年（1988） 6 月 1 日  国立病院九州がんセンター婦人科（レジデント）
平成 元 年（1989）11 月 1 日  米国ラホヤ癌研究所 （post doctoral fellow）
平成 4 年（1992） 4 月 1 日  九州大学生体防御医学研究所附属病院
  生殖生理内分泌婦人科（医員）
平成 4 年（1992）10 月 1 日  九州大学生体防御医学研究所附属病院
  生殖生理内分泌婦人科（助手）
平成  7 年（1995） 8 月 23 日  九州大学生体防御医学研究所（助手）
平成 10 年（1998） 4 月 1 日  九州大学生体防御医学研究所ゲノム創薬・治療学分野（講師）
平成 21 年（2009） 7 月 1 日  順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座（准教授）
平成 24 年（2012） 8 月 1 日  九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学（教授）
平成 27 年（2015） 1 月 1 日  九州大学大学院医学研究院（副研究院長）
現在に至る

主な所属学会等：
日本産科婦人科学会（常務理事）、日本婦人科腫瘍学会（常務理事）
日本癌学会（評議員）、日本癌治療学会（代議員）
日本女性医学会（理事）、日本産婦人科乳腺医学会 （理事）
The Journal of Obstetrics & Gynecology Research （Editor in Chief）

主な研究分野：婦人科腫瘍学・生殖内分泌学・分子生物学
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ランチョンセミナーⅣ� 第2日目　6月19日（日）第2会場（姫神）　12：15〜13：15

座長：樋口　毅（弘前大学医学部保健学科　教授）

「OC・LEP　A to Z
 ～新しいガイドラインからみるベネフィットとリスク管理～」

演者：髙松　潔（東京歯科大学市川総合病院 産婦人科　教授）

　いわゆるピルと呼ばれてきた経口避妊薬（OC）は 1960 年に米国で認可されて以来，女性の
QOL の向上に大きく貢献してきました．日本においても 1999 年より低用量 OC が利用できるよ
うになり，2008 年には月経困難症に保険適応を持った低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬

（LEP）も処方できるようになりました．OC・LEP には避妊・異所性妊娠減少効果や月経困難症・
過多月経への効果に加えて，PMS/PMDD 改善，ニキビや多毛症への効果，さらには卵巣がん・子
宮体がん・大腸がんリスクを低下させることなどが知られており，最近確立された分野である女性
医学における有効なツールの一つとなっています．
　一方，OC・LEP には血栓症のリスクがあることが以前より知られていましたが，2014 年初めま
でにヤーズ服用症例における血栓症による死亡例の報告が続いたことから，マスコミにも大きく取
り上げられ，ヤーズに含まれる第 4 世代の黄体ホルモンであるドロスピレノンがいけないのではな
いかという議論が起こりました．その後の海外における前向き大規模研究では，ドロスピレノン含
有 OC による静脈血栓塞栓症リスクは他の黄体ホルモン含有 OC と比較して有意差はなく，動脈血
栓塞栓症リスクはむしろ低下することが示されていますし，これらのリスクは妊娠中や産褥におけ
るそれよりも低いことが明らかになっています．
　しかし，医療の現場においては，OC・LEP の安全性を不安視し，使用を躊躇するなどの混乱が
起きたため，日本産科婦人科学会では，現在までの知見を整理し，OC・LEP が適正使用されなが
ら広く普及して，女性の健康維持に役立つことを目的として，新しい OC・LEP ガイドラインを策
定，2015 年 11 月に発刊しました．
　残念ながら，日本における OC の普及率は約 3％と欧米の 10 分の 1 です．もちろん一般の方々
のホルモン剤に対するアレルギー的な感覚もその理由の一つですが，医療者側の知識レベルの不確
かさも影響しているのではないでしょうか？私を含めて，OC・LEP などのホルモン剤投与に関す
る系統的な教育を受けてきた記憶を持つ方は少ないように思います．OC は避妊効果が高いですが，

「ならば，OC によって不妊になってしまうのではないか？」という質問や「OC を服用すると太る
と聞いたのですが・・・」という疑問にはどう答えるでしょうか？このような点も踏まえて，本ガ
イドラインは実臨床に即したプラクティカルな 58 の CQ と資料から構成されています．
　本講演では新しいガイドラインの内容を紹介するとともに，改めて OC・LEP のベネフィットと
リスク因子を確認することを通して，安全・安心かつ有効に OC・LEP を使う方法について考えて
みたいと思います．ガイドラインの意味するところをより深く理解し，OC・LEP の普及がさらに
進むきっかけになれば幸いです．



― 43 ―

■略　歴

髙松　潔（たかまつ きよし）　

昭和 61 年 3 月  慶應義塾大学医学部卒業
昭和 61 年 5 月  慶應義塾大学医学部産婦人科学教室入局
平成 4 年 7 月  ドイツ国ベーリングベルケ社リサーチラボラトリー留学
平成 5 年 10 月  済生会神奈川県病院産婦人科医員
平成 7 年 4 月  慶應義塾大学医学部産婦人科学教室診療医長
平成 12 年 4 月  東京女子医科大学産婦人科学教室助手
平成 12 年 5 月  東京女子医科大学産婦人科学教室講師
平成 14 年 4 月  国立成育医療センター第二専門診療部婦人科医長
平成 16 年 4 月  東京歯科大学市川総合病院産婦人科講師
平成 19 年 4 月  東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授   
平成 20 年 4 月  慶應義塾大学医学部客員教授（産婦人科学） 兼任 
平成 27 年 6 月  日本産科婦人科学会　女性ヘルスケア委員会委員長
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モーニングセミナー� 第2日目　6月19日（日）第2会場（姫神）　7：55〜8：55

座長：板持　広明（岩手医科大学）

「LBC（細胞診）/HPV検査併用子宮頸がん検診」
鈴木　光明1）、藤原　寛行2）、佐山　雅昭3）、平尾　　潔3）、木村　孔三4）

1）新百合ヶ丘総合病院がんセンター　2）自治医科大学産婦人科
3）栃木県産婦人科医会　4）小山地区医師会

　細胞診による子宮頸がん検診が始まって半世紀が経った今、検診を取り巻く状況は大きく変化
している。細胞診報告様式がベセスダシステムとなり、また新しい診断技術として液状化細胞診

（LBC）、HPV 検査が開発・導入され、大きな変革の時代を迎えている。
　われわれは、LBC（SurePath）と HPV 検査（HCⅡ）併用による精度の高い子宮頸がん検診の
普及を目指して、栃木県小山地区の 2 市 1 町で 2012 年 4 月よりモデル事業をスタートさせた。こ
の事業の特徴としては、1）実行委員会を設置し、検査結果をリアルタイムに集積させたこと、2）
個別検診のみならず集団検診にも適用したこと、3）有効性を証明するための検証事業を企図した
こと、である。
　本事業がスタートして現在までに、20 歳以上の女性 21,615 人がこの併用検診を受診した。これ
までに得られた結果を以下に列挙する。

1）20 代、30 代の若年女性の初回受診者数が増加した。
2）HPV 陽性率は全体で 7.0% であった。年代別では 20-24 歳：16.9%、25-29 歳：12.5%、と若

年女性で高い陽性率を示した。
3）20-24 歳の HPV 陽性女性は LSIL は高頻度（36%）であったが、HSIL は 1.0% と低率であった。
4）要精検率は 4.4%（LBC 陽性：2.8%、ASC-US/HPV 陽性：1.6%）で、従来（要精検率：1.6%）

に比べ高率（2.8 倍）であった。しかし有病変率も従来より高率だった。
5）ASC-US/HPV 陽性女性の 59.5% が精検で CIN1-3 と診断された。LSIL 女性での CIN1-3 の

頻度（68.8%）とほぼ同率であり、この群を精検対象とした日本産婦人科医会のリコメンデー
ションを支持する結果であった。

6）NILM/HPV 陽性女性の 46% が 1 年後に精検対象となった。
7）ダブルネガティブ（91.5%）では、3 年後において 1.0% が精検対象となった。
8）不適正標本は 0.01% で、従来（0.53%）に比べ激減した。

　以上の結果から､“ASC-US/HPV 陽性女性は精検対象とする”、また“ダブルネガティブは 3 年
後検診とする”、等の産婦人科医会の提唱するリコメンデーション（トリアージ）が概ね支持され
た。要精検率（感度）は上昇したが、有病変率（CIN2 以上）も従来に比べて高率であったことから、
特異度を下げることなく効率良く病変が抽出できた。また LBC の導入により、不適正標本が激減
し、精度管理の向上が確認された。LBC/HPV 検査併用検診は、精度の高い子宮頸がん検診法であ
り、25 歳以降の女性が適応と考えられた。
　少子化が進むわが国においては、子宮頸がんによる死亡を減ずるだけでなく、前がん病変・初期
病変の発見率を上げることによって妊孕性温存を図ることが急務であり、そのためには精度の高い
LBC/HPV 検査併用検診の速やかな普及が望まれる。
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■略　歴

鈴木　光明（すずき みつあき）　　　　1964 年 6 月 21 日生まれ

現職名：新百合ヶ丘総合病院がんセンター長

昭和 49 年 3 月  慶應義塾大学医学部卒業
昭和 49 年  5 月  北里大学病院産婦人科病棟医
昭和 56 年 10 月  自治医科大学産科婦人科学講座講師
昭和 57 年 1 月  医学博士
昭和 57 年 5 月  細胞診専門医
平成 5 年 11 月  Young Scientist Award （Asia and Oceanis Federation of Obstetrics and 
  Gynecology）受賞
平成 6 年 4 月  自治医科大学産科婦人科学講座助教授
平成 11 年 11 月  （現）自治医科大学附属さいたま医療センター婦人科教授
平成 14 年 4 月  自治医科大学産科婦人科学講座教授
平成 19 年 5 月  日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医
平成 19 年 6 月  日本産婦人科医会常務理事
平成 21 年 2 月  北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム（GOTIC）理事長
平成 22 年 4 月  日本婦人科がん検診学会理事
平成 22 年 4 月  日本臨床細胞学会理事
平成 24 年 4 月  自治医科大学附属病院副院長
平成 27 年 4 月  新百合ヶ丘総合病院がんセンター長
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一　般　演　題
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１．油性造影剤を用いた卵管造影検査後の妊娠で胎児甲状腺腫を来した一例

２．4 次元超音波法における HDlive（high-definition live）を用いた胎児表情
解析による胎児神経系の機能発達

○佐々木由梨、菊池　昭彦、村井　正俊、金杉　知宣、岩動ちず子、小山　理恵、杉山　　徹
岩手医科大学産婦人科

○千田　英之、羽場　　厳、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
岩手医科大学医学部産婦人科学講座

【背景】甲状腺疾患を有さない母体の胎児甲状腺腫を伴う先天性甲状腺機能低下症は稀である。ヨード含有
食品の過剰摂取や油性造影剤による胎児期のヨード被曝でも先天性甲状腺機能低下を来すことが報告さ
れている。しかしながら油性造影剤による卵管造影検査（HSG）により胎児甲状腺腫を来したという英文
の症例報告は本邦の一報のみである。今回我々は油性造影剤によるHSG 後の妊娠で胎児甲状腺腫を来した
症例を経験したので報告する。【症例】27 歳、0 妊0 産。甲状腺疾患の既往やヨード過剰摂取の生活歴はなく、
卵管造影検査と同周期の排卵で妊娠が成立した。妊婦健診で羊水過多を指摘され29 週に当院に紹介初診と
なった。超音波検査では胎児の前頸部に甲状腺腫大を認め、3D 超音波検査でも腫瘤による胎児頸部の過伸
展像が得られた。29 週時の母体甲状腺機能は低下を認めたが、TPO 抗体やサイログロブリンは陰性であり、
35 週時の再検では正常範囲であった。臍帯穿刺や胎児治療は実施せず、超音波検査とMRI 検査では経過観
察期間中に胎児甲状腺腫の縮小を確認した。妊娠38 週に児頭骨盤不均衡の診断で選択的帝王切開術を実施
し、3010g の男児がApgar Score 8/9 点で出生した。出生後児の甲状腺腫大や甲状腺機能異常は認めなかっ
た。さらに本症例では妊娠31 週から分娩後一か月まで母体尿中総ヨウ素濃度の定期測定を実施したが、Cr
補正値は全測定期にわたり高値であったものの漸減を示した。【考察】胎児甲状腺腫の自然退縮とともに尿
中総ヨウ素濃度が漸減したことは胎児甲状腺腫の原因がHSG によるヨード被曝であることを裏付ける結
果となった。

【目的】従来の 2 次元超音波法での胎児行動解析から、胎児の行動パターンが中枢神経系の発達や成熟を
反映することが知られている。近年登場した超音波処理技術である 4 次元（4D） HDlive 超音波法は、ま
ばたきや微笑みなどのかすかな顔の表情を、実体に近づけることができる超音波技術である。4D HDlive
超音波法を用いて胎児の表情の観察を詳細に行い、胎児神経系の機能発達について検討する。

【方法】妊娠 26 週以降の単胎妊娠症例で、超音波診断装置 Voluson E10（GE Healthcare）を用いて 4D 
HDlive 超音波法による胎児の顔の表情の観察を 15 分間行う。観察する顔の表情は、まばたき、下顎運動、
あくび、舌の突出、吸てつ、微笑み、しかめっ面の 7 種類とする。画像は超音波診断装置のハードディス
クに記録する。検査後に画像を解析し、各表情の回数や特徴を観察する。対象を正常単胎胎児群と胎児発
育不全単胎胎児群の 2 群とする。

【結果】同意を得た 17 名中、解析可能な超音波画像を収集でき 15 分間の各表情の回数を数えられた 4 例
について、正常群で最も頻回に観察された表情は下顎運動で、まばたきや微笑みなどのかすかな表情も観
察可能だった。20 週台の胎児発育不全症例 1 例では表情の変化が観察されなかった。胎児発育不全群で
は正常群に比べ第 2 三半期後期では表情が観察される頻度が少ないことが予想され、症例数を増やし解析
を重ねる方針である。

【結論】本研究は胎児発育不全児の神経系発達に関する知見蓄積の端緒となるもので、4D HDlive 超音波
法を用いた胎児表情観察は胎児神経系の機能発達について精密診断の一助となりうる。
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３．同胞間で異なる転帰を辿った、1 絨毛膜 2 羊膜双胎妊娠における超早産症例

４．ワーファリン内服により胎児に頭蓋内病変を呈した一例

○高橋　聡太、齋藤　昌利、西堀　翔子、大塩　清佳、八重樫伸生
東北大学周産母子センター

○小山文望恵、横山美奈子、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

【緒言】23 週台の超早産児は現在の新生児医療技術をもってしても生育困難な場合が多い。今回我々は 1
絨毛膜 2 羊膜双胎（以下 MDtwin）で妊娠 23 週 4 日に早産となり、同胞間で異なる転帰を辿った症例を
経験した。経過を報告し、その原因について考察したい。

【症例】23歳　1経妊0経産。自然妊娠。MDtwinのため当院にて妊婦健診を行なっていた。妊娠20週4日、
頸管長 4mm と短縮を認め入院となった。ウリナスタチン腟内投与および塩酸リトドリン持続投与、抗生
剤投与にて治療を開始した。妊娠 23 週 4 日、胎胞の腟内脱出を認めた。採血上 CRP 2.1mg/dl と上昇を
認め、絨毛膜羊膜炎の診断で緊急帝王切開を行った。児は先進児（1 児）555 ｇ Apgar score 6/8、後進児（2
児）538 ｇ Apgar score 2/5 であった。帝王切開時に両児の羊水を採取し、羊水中サイトカイン測定をし
た結果 1 児により強い子宮内炎症所見を認めた。
日齢 7 日目、2 児が新生児壊死性腸炎を発症。緊急手術が行なわれ、合計 5 か所に腸管穿孔を認めた。術
中 DIC によると思われるびまん性の出血をきたし、出血性ショックのため新生児死亡となった。1 児は
出生後の急性期は良好な経過を辿り、日齢 12 日目現在 NICU で引き続き集中治療を行っている。

【考察】今回は頚管炎から子宮内への上行性感染が早産症状を引き起こしたものと考えられる。2 児は 1
児に比べ子宮の上方に位置しており、炎症の波及が遅れていた。その結果 2 児の成熟度が 1 児より遅れて
いたことが、転帰の差となって現れた可能性がある。

【はじめに】ワーファリンは器官形成期の内服により、胎児の催奇形性が確認されている。今回我々は妊
娠中期まで妊娠に気づかず、ワーファリンを内服し、児に水頭症、小脳虫部欠損などが認められた症例を
経験したので報告する。

【症例】37 歳、0 経妊 0 経産。SLE、抗リン脂質抗体症候群、2 回深部静脈血栓症の既往があり、抗凝固
療法としてワーファリン 4mg/ 日、バイアスピリン 100mg/ 日を内服していた。4 月からの無月経を主訴
に 7 月に当科初診した。経腹超音波検査では腹囲、大腿骨長は 32 週相当であったが、BPD 94mm（+4.1SD）
と頭囲の拡大、水頭症、小脳虫部欠損を認めた。翌日よりワーファリンを中止し、ヘパリン自己注射 1 万
単位 / 日で開始した。胎児 MRI 検査で、小脳虫部低形成、後頭蓋窩嚢胞性変化、脳梁低形成、水頭症、
脳室壁にヘモジデリン沈着を認め、出血後水頭症、Dandy-Walker 症候群が疑われた。ヘパリン開始後徐々
に血小板の低下を認め、HIT と考えヘパリンからアルガトロバンに変更した。経過中、児の発育は良好
であり、脳室拡大の増大傾向はなかった。妊娠 38 週 2 日選択的帝王切開を行い、2715g、アプガースコ
ア 6/9 の女児を娩出した。児は呼吸、循環動態は安定していたが、頭囲 38mm（+3.5SD）、著明な水頭症
を認め NICU 管理となった。生後 1 ヶ月目に脳室腹腔シャント術を施行したがシャント感染あり除去術
を施行した。その後生後3ヶ月目に再度脳室腹腔シャント術を施行し、術後経過良好である。現在生後5ヶ
月経過しているが、明らかな運動、発達障害なく経過している。

【結語】器官形成期のワーファリン内服により、児に催奇形を起こすことは周知の事実であるが、他科の
医師のみならず、患者本人にも情報を与えることが必要である。
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５．当院における妊娠初期コンバインド検査の実施状況

６．当院における社会的ハイリスク妊婦に対する多職種連携の取り組み
 ～「妊婦やこどもの支援委員会」を通して～

○和形麻衣子 1,2）、室本　　仁 1,2）、原田　　文 1）、室月　　淳 1,2）、八重樫伸生 3）

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

○田中　誠悟、石原　佳奈、田村　良介、湯澤　　映、高橋　秀身　
大館市立総合病院

【目的】妊娠初期コンバインド検査は、妊娠初期（11-13 週頃）に母体血清マーカー（PAPP-A、hCG）と
Nuchal Translucency（NT）を組み合わせて、胎児が 21 トリソミーもしくは 18 トリソミーであるリス
ク値を算出する非確定的出生前遺伝学的検査である。当院では 2015 年 1 月より臨床研究としてコンバイ
ンド検査をおこなっており、1 年間の実施状況についてまとめた。

【方法】2015 年 1 月より 1 年間に当院でコンバインドテストを行った 40 人について、受診動機、不妊治
療の有無、検査結果と分娩転帰について検討した。

【結果】40 人の受診時の平均年齢は 35.7 歳であった。受診動機は高年妊娠 22 人、超音波での NT 肥厚の
指摘 6 人、染色体異常児の妊娠既往 3 人、不安 9 人であった。不妊治療での妊娠は 14 人であった（タイ
ミング法 2 人、人工授精 2 人、体外受精 8 人、顕微授精 2 人）。検査結果については 4 人が 21 トリソミー
陽性、1 人が 21 トリソミーおよび 18 トリソミー陽性であった。検査陽性の 5 人中 2 人は羊水検査、2 人
は NIPT を行い、いずれも陰性であった。1 人は追加の検査を希望せず、妊娠継続の方針となった。現時
点で 18 人の分娩転帰が判明しており、1 人が自然流産、17 人は正期産となった。VSD1 例、停留精巣 1
例以外には重篤な新生児異常を認めていない。

【結語】妊娠初期コンバインド検査は、染色体異常について各妊娠に固有のリスクを知ることができるメ
リットがある一方、確定検査ではない。個々の妊婦が検査について正しく理解して自律的な意思で検査を
選択できるよう、十分な遺伝カウンセリングが必要である。

【緒言】社会的ハイリスク妊婦に対しては、医療だけでなく社会的支援も必要となるため、医療者だけで
はその対応に苦慮する場面が多いと思われる。今回、我々は多職種間で情報共有を行い連携した社会的ハ
イリスク妊婦の 1 例を経験したため、その取り組みについて報告する。【症例】33 歳、4 妊 2 産。18 歳時
に妊婦健診未受診で飛び込み分娩、27 歳時に夫の DV を誘因とする死産の既往あり。結婚歴 6 回あり、5
回が暴力団関係者との婚姻である。覚醒剤使用による逮捕歴あり。【経過】自然妊娠成立後、妊娠 22 週で
当院を初診した。当院で妊婦健診を行うことになったが、直後にパートナーが覚醒剤所持のため逮捕され
た。これを契機として種々のエピソードが明らかとなり、まず産科医側が社会的ハイリスク妊婦であると
の認識を持った。そこで多職種間での情報共有を目的として、産科医、小児科医、助産師、保健師、ケー
スワーカー、市役所福祉課職員を参加者としての「妊婦やこどもの支援委員会」を妊娠 29 週時と妊娠 37
週時に開催した。その委員会にて各職種の症例妊婦に対する介入状況の確認を行い、共通認識を深めた。
症例は妊娠 39 週 3 日で男児、3582g の吸引分娩に至ったが、産褥 1 か月の時点で再度当該委員会を開催
し情報共有を行った。本症例妊婦は、現在は保健師やケースワーカーの介入が主体となっているが、これ
までに明らかな児の虐待等は認めていないことを確認している。【結語】「妊婦やこどもの支援委員会」で
の情報共有が、症例妊婦に対する多職種間での共通認識獲得に有効であった。今後も社会的ハイリスク妊
婦に対する多職種間での情報共有を行い、医療と社会での有効な周産期支援の提供を図りたい。
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７．妊娠中に巨大陰部静脈瘤をきたした 2 症例

８．妊娠初期に脳静脈洞血栓症を発症し、その後妊娠経過中に脊椎圧迫骨折が生
じた 1 例

○水沼　槙人、當麻　絢子、淵之上康平、千葉　仁美、熊坂　諒大、田中　幹二、水沼　英樹
弘前大学産婦人科　

○土屋繁一郎、海道　善隆、三浦　史晴、葛西真由美、鈴木　　博
岩手県立中央病院産婦人科

　妊娠は下肢静脈瘤の発生および増悪に関与する重大な危険因子の 1 つであり、妊娠中に外陰部静脈瘤を
きたすことはまれではない。今回妊娠を契機に外陰部ならびに腟壁に巨大な静脈瘤を来たし、対応に苦慮
した 2 症例を経験したので報告する。

【症例 1】31 歳 2 経産。前々児経腟分娩時に会陰切開にて外陰部静脈瘤から約 1,000 ml 出血した既往歴あ
り。今回自然妊娠後、外陰部静脈瘤にて妊娠 14 週で当科紹介。その後静脈瘤増大を認めたが、前児経腟
分娩時には大出血なく経腟分娩となったため、今回も自己血貯血を行い経腟分娩の方針となった。妊娠
40 週、陣痛発来し自然分娩となった（女児、2974g）。腟壁、会陰裂傷を生じることなく分娩時出血量は
339 ml であった。

【症例 2】38 歳 1 経産。自然妊娠後近医にて妊婦健診施行。24 週頃から外陰部・腟壁に静脈瘤を認め徐々
に増大したため妊娠 34 週時当科紹介となった。腟壁静脈瘤は腟入口部から子宮円蓋部に至り、腟内を占
拠している状態であった。静脈瘤の形状から経腟分娩では分娩進行時の出血リスクが高いと判断し、選択
的帝王切開の方針となった。妊娠 38 週帝王切開施行。膀胱翻転部から両側付属器周囲まで著明な静脈瘤
の発達を認めていた。術中超音波検査にて血流の疎な部位を確認し子宮横切開を行った。出血量は 1,450 
ml（羊水込）であった（女児、2808g）。
　両症例とも児娩出後には速やかに静脈瘤の縮小を認めた。
　妊娠中に巨大陰部静脈瘤をきたした 2 症例を経験した。外陰部静脈瘤破綻から大出血をきたし、児
IUFD、母体心肺停止という報告もあるが、今回は母児ともに良好な周産期予後を得ることができた。

　脳静脈洞血栓症は稀な疾患であり、発症率は 3 〜 4 人 /100 万人とされる。発症のリスク因子は、先天
性凝固異常、頭頸部の感染症、腫瘍、膠原病などのほか妊娠もリスク因子となる。妊娠産褥期の発症率は
1 人 /1 万人に増加するといわれる。一方、妊娠、授乳期の骨量減少の多くは一時的であり、断乳、卵巣
機能の回復に伴い改善する。まれに、産褥期に脊椎圧迫骨折を生じる場合もあるが、妊娠期に病的骨折を
おこす例はさらに少ない。今回われわれは、妊娠初期に脳静脈洞血栓症を発症し、その治療中、妊娠中期
から脊椎多発性骨折を生じた症例を経験したので報告する。
　症例は 41 歳の初産婦。食欲不振、無月経のため、某医受診し、妊娠 9 週と診断。悪阻症状強く、食事
はほとんど取れなかったが、自宅で経過をみていた。妊娠 11 週時に、手足の脱力を訴え、前医受診後当
院搬送となった。来院時、両上下肢ともに麻痺あり。頭部 MRI, MR venography より、上矢状静脈洞血
栓症と診断された。ヘパリンナトリウムの持続点滴による治療を開始した。入院翌日には、痙攣もあり、
抗痙攣剤も使用した。ヘパリンは 25000E/ 日でコントロール良好となり、四肢麻痺もリハビリにより改
善傾向となった。胎児発育は良好であり、ヘパリンカルシウム皮下注へ変更し、24 病日に退院した。退
院後 APTT のコントロールが不良となり、ヘパリン 35000E/ 日まで増量した。ところが、妊娠 25 週頃
より腰痛増強し、多発性脊椎圧迫骨折を認めた。疼痛のため臥床することはできず、終日座位のままで過
ごした。妊娠 36 週 6 日、全身麻酔下で帝王切開術を施行した。妊娠前からの潜在的な骨量減少があった
可能性があるが、妊娠およびヘパリン投与が圧迫骨折の誘引となったとも考えられる。
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９．当院で経験した妊娠中に急性虫垂炎を発症した 8 例の検討

10．児に代謝性アルカローシスと無呼吸発作を来した摂食障害合併妊娠の 1 症例

○石河　育慧 1）、苫米地英俊 1）、秋元　義弘 1）、佐藤　昌之 1）、三浦　雄吉 2）

1）岩手県立二戸病院　産婦人科　2）岩手医科大学　産婦人科

○平賀　裕章、熊谷　祐作、吉田　瑶子、末永香緒里、葛西剛一郎、葛西亜希子、會田　剛史、
　今井　紀昭　
八戸市立市民病院

　現在、日本での妊娠中における急性虫垂炎、すなわち妊娠合併急性虫垂炎の発症の割合は 1,000 人から
2,000 人に一人と言われている。そのような妊娠中に発症した急性虫垂炎では、症状や圧痛の部分が通常
の急性虫垂炎での場合とは異なる点や、通常の急性虫垂炎でも見られる嘔気などの症状は急性虫垂炎を起
こしていない正常妊娠中でも見られる点、また妊娠中であるため検査の方法や手段に制約がある点などか
ら診断に苦慮することが多い。しかしながら、診断に時間がかかり症状が進行して虫垂が穿孔を起こし、
腹膜炎となれば流・早産と繋がる可能性も高いことから、適切な診断、早期治療、虫垂炎治療後の流・早
産予防の治療が必要であるといえる。
　当院では平成 19 〜 27 年で 8 件の妊娠合併急性虫垂炎を経験した。そのうち手術療法としなかったのは
1 例であり、それ以外の全 7 例で腹痛の訴えから 1 日以内に手術を施行した。術後の管理は当科で行い、
最短で 8 日目に退院となった。手術を施行しなかった症例では前医にて虫垂炎の疑いで入院管理を行い、
抗生剤投与にて腹痛の軽快が見られていた。その後、妊娠 30 週から当院で妊娠管理を行っていたが、妊
娠 32 週 0 日で下腹痛の訴えあり当科受診。子宮収縮は認めらないことから虫垂炎の再燃の可能性はあっ
たものの、腹痛の増強や炎症反応の上昇も軽微であったことから手術療法は施行しなかった。また術後の
1 例のみ妊娠 26 週で汎発性腹膜炎を発症し、術後抗菌薬および塩酸リトドリン使用し妊娠継続、退院後
の妊娠 34 週で前期破水となり緊急帝王切開を施行した。
　当院における妊娠合併急性虫垂炎の治療および術後管理に関して文献的考察を加えて報告する。

【緒言】摂食障害は、体重や体型への顕著なこだわりと肥満への強い恐怖のために食行動に異常をきたす
疾患で、思春期の女性に好発する。摂食障害患者の妊娠出産にあたっては様々な合併症が報告されている。
今回我々は、摂食障害に起因すると思われる児の代謝性アルカローシスと無呼吸発作の症例を経験したの
で紹介する。

【症例】23 歳、0 経妊 0 経産。妊娠初期より前医で妊婦健診を施行し、妊娠 12 週で当院に紹介された。身
長 156 cm, 体重 42.2 kg、BMI 17.3。15 歳から摂食障害で通院歴もあるが自己中断していた。当初、尿定
性試験で蛋白強陽性が持続していたが、定量では尿蛋白量は正常範囲で、pH 8.5 以上の強アルカリ尿に
よる偽陽性と判明した。34 週健診では EFBW 1686 g（-1.85SD）と発育不良を認め、患者自身の体重増
加も不良であったが、本人は嘔吐はせず食事もとっていると話していた。分娩までの妊娠中の母体体重増
加は +0.1 kg に留まった。妊娠 38 週 5 日に経腟分娩、児は 2270 g （4.2 %tile）、Apgar Score 8/9 であっ
た。小児科入院後に頻回の無呼吸発作と SpO2 低下（>60%）を認めた。児に低 Cl 性代謝性アルカローシ
ス（生後 1.5 時間 : pH 7.69, pCO2 29.4 mmHg, HCO3- 35.4 mmol/l, Cl 87 mEq/l, lactate 7.3 mmol/l）を認
め、それが無呼吸発作の原因と考えた。原因検索すると母体にも同様の低 Cl 性代謝性アルカローシスが
あり、頻回の自己誘発嘔吐が原因であった。児のアルカローシスと無呼吸発作は日齢 1 〜 3 で正常化し、
日齢 65 のフォローでは体重増加良好であった。

【考察】強アルカリ尿と体重増加不良を認める妊婦に対して、患者の嘔吐を疑い、血液ガス分析と尿生化
学検査を施行することが重要である。また、児が出生時に代謝性アルカローシスによる無呼吸発作を発生
する可能性を小児科へ伝えることが必要である。
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11．甲状腺機能異常を伴った Mirror 症候群の一例

12．妊娠中の脳室腹腔シャントの機能低下により頭蓋内圧亢進症状を発症した母
体水頭症合併妊娠の一例

○安藤　　麗、堤　　誠司、竹原　　功、渡辺　憲和、杉山　晶子、小幡美由紀、太田　　剛、
　永瀬　　智
山形大学

○今野めぐみ、岩澤　卓也、藤嶋　明子、小野寺洋平、亀山沙恵子、下田　勇輝、三浦　康子、
　畠山　佑子、三浦　広志、佐藤　　朗、寺田　幸弘
秋田大学医学部産婦人科

【背景】Mirror 症候群は胎児水腫に伴い胎盤浮腫、母体の浮腫を伴う稀な症候群である。今回我々は甲状
腺機能異常を生じた Mirror 症候群の一例を経験したので報告する。【症例】28 歳、未経妊。自然妊娠し
前医で妊婦健診を受けていた。妊娠 12 週に NT 肥厚を指摘された。22 週で胎児水腫を指摘され、23 週に
当院へ紹介となった。当院初診時、胎児胸腹水、全身の皮下浮腫、羊水過多を認めた。入院の上経過観察
の方針となったが、母体にも浮腫が出現し、胸部 X 線ではわずかな胸水を認めた。血中 hCG は 225,000 
mIU/ml と高値であり、free T4 1.64 ng/dl、free T3 4.31 pg/ml と高値で、TSH は 0.029 μIU/ml と低下
していた。胎児水腫と母体浮腫、hCG 高値から Mirror 症候群が疑われた。高 hCG による甲状腺機能亢
進症が疑われたためヨード内服を開始し甲状腺機能は正常化した。母体呼吸機能、心機能は増悪せず、
児は早期娩出しても予後が悪いと予想されたため、子宮内胎児死亡の可能性も十分に理解を得た上で妊
娠週数延長の方針とした。しかし胎児水腫は改善せず、26 週 1 日に胎児心拍の停止を確認した。その
後ヨード内服を中止し、分娩後に甲状腺機能は正常化した。【考察】Mirror 症候群では hCG 高値に伴う
gestational  transient hyperthyroidism が報告されており、本症例も同様の病態と考えられる。Mirror 症
候群の母体所見として全身浮腫、胸水貯留、貧血、低アルブミン血症、hCG 異常高値などが知られてい
るが、甲状腺機能にも注意する必要があると考える。

　水頭症に対して施行された脳室腹腔シャントは、しばしば妊娠中に機能低下を生じることが知られてい
る。今回、我々は妊娠中の脳室腹腔シャント機能低下により脳圧亢進症状を発症し、脳神経外科と連携し
て、周産期管理を行った母体水頭症合併妊娠を経験した。
　症例は 27 才、2 妊 0 産、既往歴として 10 才の時に水頭症のため、他院脳神経外科で脳室腹腔シャント
術を受けていた。24 才の時、中脳腫瘍を指摘され、当院脳神経外科で経過観察中だった。その後、自然
排卵で妊娠が成立し、近医で妊婦健診を受けていたが、妊娠 28 週頃より、記憶障害、傾眠傾向、歩行時
のふらつき、転倒、尿失禁が増悪し、妊娠 32 週 3 日当科を紹介された。同日、当院脳神経外科に入院、
頭部 CT の所見からシャント機能不全による脳圧亢進状態と診断され、シャント圧を調節し、症状は軽快
した。妊娠 36 週 1 日より管理入院、計画分娩の方針となり、分娩誘発を行い、妊娠 37 週 2 日第二期短縮
のため、吸引分娩を施行、2546g の男児、Apgar Score1 分値 9 点、5 分値 9 点で出生した。分娩後、脳
圧亢進症状は軽快し、産後6日目に退院した。退院後は院内の社会福祉士から自治体の保健師へ連携して、
育児支援を受けている。
　脳室腹腔シャント術後の母体水頭症合併妊娠においては、妊娠子宮によるシャントチューブの圧排、腹
腔内圧の変化などにより、シャント機能不全を生じ、脳圧亢進症状を発症することが多い。分娩管理にお
いては、分娩体位、怒責の是非、分娩第二期の短縮、感染予防、帝王切開術となった場合のシャントへの
対応など、周産期管理において特有のポイントに留意する必要がある。
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13．気胸合併妊娠の 1 例

14．最近経験した比較的まれな異所性妊娠 2 例

○大和田亜矢、安田　　俊、平岩　　幹、石橋真輝帆、経塚　　標、藤森　敬也
福島県立医科大学付属病院産科婦人科学講座

○佐藤　吉通、海道　善隆、三浦　史晴、葛西真由美、鈴木　　博
岩手県立中央病院産婦人科

　症例は 34 歳、6 経妊 3 経産。特記すべき既往はない。非妊娠時 1 日 20 本の喫煙歴がある。他院にて妊
婦健診を施行されており順調に経過していたが、妊娠 37 週 4 日突然の右胸痛が出現し翌日に前医を受診。
症状継続し前医での対応困難のため、当院に救急搬送された。来院時 vital sign は落ち着いており、胎児
well being 良好であった。胸部レントゲンにて右肺は著明に虚脱しており、縦隔の偏移が認められ、緊張
性気胸と診断された。右胸部にトロッカーを挿入しドレナージが開始されたが、右肺の拡張を認めるもの
の気胸は残存し、トロッカー挿入部の疼痛が強くコントロール不良の状態であった。今後の気胸の治療選
択肢を広げる目的で分娩の方針となり、妊娠 38 週 5 日（第 6 病日）分娩誘発を行い自然分娩にて児を娩
出した。産褥もドレーンからの air  leak が継続してみられ、また CT にて右肺尖部の bulla と気胸の残存
が認められ、手術加療の方針となった。産褥 7 日目（第 13 病日）胸腔鏡下右肺 bulla 切除術が施行され、
術後経過は順調で術後 3 日目（産褥 10 日目）退院となった。現在まで気胸の再発なく経過している。
　妊娠中に緊張性気胸を発症した稀な症例を経験したため、若干の文献的考察を加えて報告する。

　最近経験した、比較的まれな異所性妊娠の 2 症例について、若干の文献的考察を含めて報告する。
症例 1：26 歳、3 妊 2 産。第 2 子は全前置胎盤のため、帝王切開を施行されている。最終月経は 10 月 4 日で、
12 月 8 日に当院初診。経腟超音波検査で胎児心拍を伴った胎嚢（32.3mm ）を子宮下部に認めた。血中の
HCG は 146000mIU/ml と高値であった。MRI では、内子宮口近傍に嚢胞性病変を認め、筋層は著明に菲
薄化し子宮外に突出していた。妊娠 9 週、帝王切開後瘢痕部妊娠と診断。すでに 2 人の健児を有すること
から、温存治療のリスクを考え、子宮全摘術を希望された。12 月 11 日に腹式子宮全摘術を施行した。開
腹時、子宮下部は膨隆し、膀胱腹膜下には静脈叢が形成されていた。静脈を結紮しながら膀胱を剥離する
と、露出された瘢痕部には絨毛の一部を認めた。病理組織診断で、穿通胎盤を伴う帝王切開術後瘢痕部妊
娠と診断された。術後経過は良好であり、12 月 19 日退院となった。
症例 2：29 歳、0 妊 0 産。最終月経 1 月 1 日。1 月末に市販の妊娠検査薬で陽性であったが産婦人科は受
診していなかった。2 月 13 日、下腹部痛出現し、2 月 15 日、不正性器出血を認めたため、近医産婦人科
を受診し子宮内に胎嚢が確認できないこと、右卵巣の腫大を指摘され同日当院紹介となった。経腟超音波
検査にて子宮の右方に付属器由来と思われる 6cm 大の腫瘤を認め内部には 33.6mm の胎嚢様像が見られ
た。胎児心拍は認めなかった。一方、子宮内に胎嚢は認められなかった。血中 HCG は 74400mIU/ml と
高値で、卵巣妊娠と診断し、右卵巣部分切除術をおこなった。右卵巣はわずかな健常部を残し、ほとんど
が血腫で内部に胎嚢を確認した。
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15．子宮腺筋症合併妊娠で妊娠初期に深部静脈血栓症を発症し血栓コントロール
を要した一症例

16．子宮体癌に対する妊孕性温存治療後に癒着胎盤をきたした 1 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

○村田　強志、目黒　啓予、山口　明子、野村　泰久、田中　幹夫
太田西ノ内病院　産婦人科

【緒言】妊娠は深部静脈血栓症（以下 DVT）のリスクファクターの 1 つである。今回我々は、子宮腺筋症
合併妊娠で妊娠 12 週の除雪作業中に DVT を発症し抗凝固療法および下大静脈（IVC）フィルター留置
を要した症例を経験したため報告する。

【症例】40 歳、0 経妊 0 経産。36 歳より子宮腺筋症の診断で当院を含む数か所の病院で加療を行っていた。
前医にて ICSI-ET にて妊娠成立し、妊娠 9 週に当科紹介初診となった。妊娠 12 週 1 日、自宅の除雪作業
中に左下肢の突然の疼痛あり近医整形外科受診し外用薬のみで加療していた。症状改善せず妊娠 13 週 5
日当科受診し、左外腸骨静脈から下腿まで及ぶ DVT の診断で入院となった。ヘパリン持続点滴を開始す
るとともに、肺塞栓症予防目的で IVC フィルター挿入した。妊娠 30 週より -1.5SD 〜 -2.1SD の胎児発育
不全（以下 FGR）が認められ、妊娠 34 週 4 日 子宮腺筋症・DVT・胎児発育停止の診断で帝王切開術施
行となった。児は 1734g、女児、Apgar score 1 分値：8 点、5 分値：9 点で NICU に入院となった。術後
ヘパリン持続点滴開始しワーファリン内服に切り替えた。産褥 13 日目の下肢静脈超音波検査で DVT は
発症時と比較して軽度改善のみであったためワーファリン内服継続で産褥 15 日目退院となった。産褥 23
日目に持続性器出血認められ、PT-INR:4.28 と高値であり再入院し輸血およびビタミン K 投与にて全身状
態改善した。産褥 48 日目の造影 CT で DVT 消失を確認し翌日 IVC フィルター抜去しワーファリン内服
も終了となった。

【結語】子宮腺筋症や子宮筋腫合併妊娠では妊娠初期から DVT のリスクがあることを念頭に置く必要性
が示唆された。妊娠中の DVT 管理について文献的考察を加え報告する。

　子宮体癌に対する妊孕性温存治療後の子宮内膜掻爬を施行後に生殖補助医療にて妊娠し、帝王切開術中
に癒着胎盤と診断、単純子宮全摘術を施行した症例を経験したので報告する．
　症例は 41 歳の初産婦．子宮筋腫核出術の既往があり、その後子宮体癌Ⅰ期（Endometrioid adenocarcinoma, 
G1）に対する MPA 療法を施行した既往および高血圧症の既往がある．男性因子の不妊症に対し TESE-
ICSI 後の凍結胚移植を施行し単胎妊娠に至った．超音波検査および妊娠 31 週 6 日の MRI 検査にて胎盤
は底部付着であり、癒着胎盤を積極的に示唆する所見を認めなかった．子宮筋腫核出後のため妊娠 37 週
5 日に選択的帝王切開術とした．癒着胎盤のリスク因子を複数認め、輸血や子宮全摘術の可能性について
十分な説明を行い、同意を得た．帝王切開術中に胎盤の用手的剥離を試みたが一部残存したため癒着胎盤
と診断し、剥離面からの強出血を認めたため単純子宮全摘術に移行した．出血量 2240ml（羊水量含）、術
中輸血を施行した．術後出血や DIC 所見を認めなかった．摘出標本にて癒着胎盤（placenta accreta）の
診断であり、子宮体癌の残存を認めなかった．
　本症例は子宮体癌に対する妊孕性温存治療後の子宮内膜掻爬をはじめ母体高齢、高血圧合併、子宮筋腫
核出術、生殖補助医療といった癒着胎盤のリスク因子を複数有する症例であった．分娩前に確定診断でき
る癒着胎盤症例は少ない．癒着胎盤のリスクがある全ての症例に対し、事前にその可能性の説明や子宮全
摘術の承諾を得て、関係部署とも情報共有し、十分な準備をする必要がある．
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17．子宮頸部血管腫合併妊娠の一例

18．一回経腟分娩既往の自然子宮破裂

○上原　知子、佐藤　孝洋、藤本久美子、片平　敦子、舩山由有子、高津　政臣
坂総合病院　産婦人科

○大関　健治、下重　結香、加茂　矩士、斎藤　善雄、金　　彰午
竹田綜合病院　産婦人科

【緒言】血管腫の好発部位は皮膚及び肝臓などであり子宮にはきわめて稀とされている。今回、我々は妊
娠中に子宮頸部びらんからの出血を繰り返し、経腟超音波にて頚部腫瘤を認めたため選択的帝王切開術と
なった子宮頸部血管腫の一例を経験したので報告する。【症例】33 歳、2 経妊 0 経産、人工妊娠中絶 2 回。
妊娠を主訴に受診され当院で妊婦健診を行っていた。初診時より子宮頸部にびらんを認め、少量の出血を
繰り返していた。36 週 2 日に多量の出血を主訴に受診、子宮頸部全体に黒色の壊死組織を伴うびらんを
認め入院管理となった。細菌性膣症も認めたため連日膣洗浄を行った。頚部細胞診は妊娠初期、入院時と
もに異形成を認めず、37 週 2 日には出血は落ち着いたため一旦退院となった。予定日超過、PIH 兆候認
めたため 40 週 5 日より誘発目的に入院となった。ラミナリア挿入にて子宮口は 3cm 開大し前壁は展退す
るも後壁は硬く触れたため、経腟超音波を施行したところ子宮頸部後壁に 2cm 大の腫瘤を認めた。分娩
困難や大量出血の可能性を考慮し、帝王切開術を行った。手術中に組織診を採取し病理検査にて海綿状血
管腫の診断となった。術中、術後の大出血もなく術後経過は母児共に良好で術後 7 日目に退院となった。

【結論】子宮血管腫は非常に稀な疾患であるが、出血コントロール不良で子宮摘出となった報告が多く、
ときに致死的である。本症例では幸いに出血もそれほど多くなく無事に分娩に至った。今後の治療方針な
どについて文献的考察を含めて報告する。

　一回経腟分娩既往のみの自然子宮破裂例を報告する。【症例】31 歳　1 経妊 1 経産。前医で健診施行さ
れ経過中は特変なかった。40 週 2 日高位破水し陣痛発来したため入院した。陣痛は 3 分間歇であった。
6 時間後に急激な右側腹部痛出現し、気分不快を訴えた。血圧 70 台まで低下、児心拍 70 台の遷延一過
性除脈も認められた。常位胎盤早期剥離疑いの診断で 50 分後に当院救急搬送された。到着時血圧は 120
台、心拍は 70 台、SpO2 は 89％であった。腹部緊満著明、圧痛認められた。外出血は認められなかっ
た。経腹部超音波検査では児心拍は 70 台、胎盤肥厚、胎盤後血腫は認められなかった。早剥または子宮
破裂疑いの診断で臨時の帝王切開となった。腹腔内に多量の出血があったが、出血部位を同定できなかっ
た。子宮下部横切開で児を娩出した。羊水はきれいであった。胎盤癒着もなかった。子宮切開部を縫合
後に子宮全体を観察すると、子宮底部後壁が縦に 4cm 破裂しているのが確認され止血縫合された。術中
出血 2540ml に達し、Hb5g/dl まで低下した。術中術後の輸血により徐々に全身状態は改善した。児は
3131g、Aps1/2、臍帯動脈血 pH6.59 であった。新生児低酸素性虚血性脳症の診断で 72 時間の低体温療法
が施行された。現在てんかんのコントロールとリハビリ目的に小児科通院中である。【まとめ】子宮破裂
の要因は帝王切開術、子宮内掻爬術、筋腫核出術などの子宮手術、子宮奇形、胎盤異常、陣痛促進剤、吸
引・鉗子分娩などあげられるが、本症例は一回経腟分娩の既往のみであった。頻度は稀であるが自然子宮
破裂も起こりうるため、臨床所見や検査所見から子宮破裂を念頭に置き診療にあたるべきである。また次
回の妊娠分娩管理も慎重に施行される必要がある。
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19．子宮頸管の豊富な血管像は分娩時大量出血のリスクとなるか

20．弛緩出血による後産期出血に対し、compression suture・子宮動脈塞栓術
を行い子宮温存し得た一例

○淵之上康平、千葉　仁美、水沼　槙人、熊坂　諒大、田中　幹二、水沼　英樹　
弘前大学医学部附属病院産科婦人科

○遠藤　雄大、経塚　　標、大和田亜矢、平岩　　幹、石橋真輝帆、安田　　俊、藤森　敬也
福島県立医科大学産科婦人科学講座

【目的】近年、妊婦健診時の子宮頸管長測定の普及により子宮頚部の詳細な観察が日常的に行われるよう
になった。その結果、内子宮口付近や子宮頸部に豊富な血管像があるため、分娩時の大量出血（PPH）
を引き起こすリスクが高いとして紹介される症例が増加している。そこで今回、このような症例は本当に
PPH のリスクなのかを検討した。【方法】平成 21 年 10 月から平成 28 年 1 月までに当院で分娩し、その
妊娠経過中に子宮頸管に豊富な血管像を認めた症例を対象とし、それらの分娩 2 時間後までの出血量につ
いて検討した。なお対照は、同一時期に当院で分娩となった頸管に血管像を認めない群とした。【結果】
頸管に豊富な血管像を認めるも、胎盤位置が内子宮口から 2cm 以上離れているため経腟分娩となった症
例が 9 例、辺縁前置胎盤のため帝王切開を行った症例は 7 例であった。なお分娩方法に関わらず、多くの
症例が自己血貯血を行っていた。経腟分娩群および辺縁前置胎盤にて帝王切開を施行した群、それぞれに
おける分娩時の出血量を、血管像を認めない対照群と比較、検討を行った。その結果、経腟分娩群［血管
像なし 270ml ／あり 423ml （p=0.06）］および帝王切開群［血管像なし 1773ml ／あり 2111ml （p=0.357）］
いずれにおいても、血管像を認める症例でやや出血量が多い傾向があったが、それぞれ 2 群間で有意な差
は認めなかった。【結論】経腟超音波における観察で子宮頸部に豊富な血管像を認めても、出血リスクは
必ずしも上昇しないと考えられた。

　症例：37 歳、1 経妊 0 経産。SLE に対し、PSL15mg/ 日を内服中である。前医にて IVF-ET で妊娠成
立し、同院で妊婦健診を施行されていた。妊娠34週頃から羊水過多を認めた。胎児心奇形も疑われたため、
管理目的に当科紹介となった。AFI30cm の羊水過多を認め、超音波所見から胎児心室中隔欠損症及び大
動脈縮窄症が疑われた。妊娠 38 週 1 日、骨盤位のため選択的帝王切開術を施行し、女児、3088g、Apgar 
score 6/8 （1 分値 /5 分値）で娩出した。児娩出後、胎盤剥離を認めず、子宮は弛緩しており、臍帯を牽
引すると子宮が内反する状態であった。弛緩出血による産科危機的出血と判断し全身麻酔へ切り替え輸血
を開始した。胎盤を用手的に剥離し、用手マッサージ、オキシトシン投与を開始するも子宮収縮は認めら
れなかった。妊孕性温存の希望があり、子宮温存の方針とし、子宮圧迫縫合を行った。B − Lynch 法を
行うも、圧迫不十分であり、さらに圧迫縫合を追加し、出血が消退したため閉腹とした。ここまでに出血
量は羊水込みで 5100mL であった。帝王切開術終了後、左子宮動脈塞栓術を行い、追加止血を行った。術
後 10 日目に母体は退院となった。
　後産期出血は分娩に伴う重大な合併症の一つであり、産科危機的出血は妊産婦死亡の原因で最多であ
る。妊孕性温存を希望する妊婦に対し、子宮摘出術に代わる治療が検討される必要がある。今回、産科危
機的出血に対し、compression suture 及び子宮動脈塞栓術にて子宮を温存し得た 1 例を経験したため、
文献的考察を加え報告する。
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21．MPA 療法後に自然妊娠成立し挙児を得た若年子宮体癌の一例

22．多発リンパ節転移と鑑別を要したサルコイドーシス合併子宮体部類内膜腺癌
の 1 例

○三浦　自雄、船越　真生、藤原　　純、畑山　伸哉、畑山　寿緒、菅原　英治、本田　達也、
　松田　壯正
盛岡赤十字病院　産婦人科

○小島　　学、野村　真司、鈴木　　聡、添田　　周、渡辺　尚文、藤森　敬也
福島県立医科大学　産科婦人科学講座

【緒言】子宮体癌 1 期の手術療法による予後は良好だが、若年子宮体癌では、妊孕性温存のため、ホルモ
ン療法が適応となる機会が増えている。最近、MPA 療法後に自然妊娠から分娩に至った若年子宮体癌を
経験したので報告する。【症例】症例は、33 歳の未婚女性で、2 か月前からの経血違和感の主訴で精査し、
子宮内膜全面掻爬で類内膜腺癌 G1 と診断され、MRI で 1a 期と推定された。子宮全摘および両側付属器
切除の手術療法の適応と考えられたが、妊孕性温存の希望が強く、ホルモン療法が検討された。、酢酸メ
ドロキシプロゲステロン（MPA）一日 400mg を 24 週投与し、8 週目、16 週目、終了時に子宮内膜全面
掻爬を行い、病変消失しない場合は、手術療法に切り換えるという治療方針でインフォームドコンセント
を得て、MPA 療法を行った。8 週目の子宮内膜全面掻爬で病巣の消失が確認され、16 週目と終了時の子
宮内膜全面掻爬でも病変をみとめず、病理学的寛解と判定された。直後から、クロミフェンクエン酸塩
の内服により周期的消退出血を維持し、3 カ月毎の子宮内膜細胞診と経腟超音波検査、6 カ月毎の子宮内
膜全面掻爬にて経過観察した。超音波所見、細胞診、全面掻爬とも、すべて異常なく経過し、MPA 療法
29 ヶ月後、自然妊娠が成立した。妊娠経過は異常なく、妊娠 41 週で帝王切開にて分娩した。【結語】若
年子宮体癌に対するホルモン療法は再発率が高く、卵巣温存に伴う卵巣転移等の問題があり、治療後早期
の妊娠が望まれるが、未婚例や不妊症例も多く、寛解後の経過観察の方法や期間、最終的な子宮および卵
巣摘出の必要性や時期など、今後のデータ集積が望まれる。

【症例】62 歳、既往歴なし。不正性器出血を自覚し近医を受診、内膜組織診で類内膜腺癌 G1 と診断され
当院に紹介となった。前医 CT で骨盤傍大動脈、縦隔、頸部のリンパ節に腫大があり、PET/CT でリン
パ節に FDG 集積を認めた。多発リンパ節転移を伴う子宮体癌と診断し TC 療法を開始した。重複癌を考
慮し頸部リンパ節生検を行うと、carcinoma 成分はなくサルコイド反応との結果であった。内科に紹介し、
担癌状態に伴うサルコイド反応あるいは真のサルコイドーシスと診断された。眼や心臓に異常所見なし。
TC3 コース終了後、リンパ節は縮小し手術の方針とした。両側性に骨盤リンパ節腫大を認め、生検し迅
速組織診へ供するとサルコイドーシスを示唆する所見であった。子宮全摘・両側付属器切除術も施行、
腫瘍は子宮体部に限局していた。最終診断でも骨盤リンパ節の所見は迅速診断と同様であり、子宮体癌
pT1aN0M0 類内膜腺癌 G1 と診断した。追加治療は行わず経過観察とした。リンパ節は縮小傾向であり、
サルコイドーシスに伴う臓器障害の所見はなく、原疾患の治療によるさらなる縮小を期待して内科でも経
過観察となった。【結論】多発リンパ節転移と鑑別を要したサルコイドーシス合併子宮体部類内膜腺癌の
1 例を経験した。本症例では転移のないリンパ節に PET で FDG 集積を認めた。極めて稀だが本症例のよ
うな病態も念頭に置く必要がある。
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23．子宮内膜肥厚を伴わない子宮体癌：Endometrial intraepitherial carcinoma
の一例

24．外来ルーチン検査としての子宮内膜吸引組織診の有用性について

○三浦　理絵 1）、當麻　絢子 1）、重藤龍比古 1）、二神　真行 1）、横山　良仁 1）、水沼　英樹 1）、
　渡邊　　純 2）

1）弘前大学　産科婦人科学講座　2）弘前大学　保健学科病態解析科学分野

○森崎　伸之、渡辺　沙奈、岡本　　綾、早坂　典子、早坂　　直、清野　朝史、井出　佳宏
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

　Endometrial  intraepitherial carcinoma（EIC）は、萎縮子宮内膜を背景として発生する間質浸潤の
無い 2 型子宮体癌で、通常漿液性腺癌であり、取り扱い規約では serous endometrial  intraepitherial 
carcinoma（SEIC）と記載されている。SEIC は子宮内膜肥厚を認めず、子宮内病変が小さくても腹腔内
播種や転移を起こしやすく、診断時には進行癌として発見されることも多いとされる。本症のまとまった
報告は少なく、標準治療は確立されていない。
　症例は 80 歳、自覚症状は無く、婦人科検診で子宮頸部細胞診異常を指摘されて前医を初診した。前医
で施行した子宮頸部組織生検では異常所見無し、子宮内膜組織に異常所見が認められ、当科紹介、初診と
なった。経腟超音波検査では子宮内膜は線状で、子宮内膜全面掻爬でも悪性と断定するに至らず、経過観
察とした。しかし 6 ヶ月後の内膜組織診にて核異型の強い細胞の重積を認め、免疫染色で p53 陽性にて 2
型子宮体癌が疑われ、手術の方針となった。腹式子宮全摘、両側付属器切除、大網部分切除を施行、摘出
標本には肉眼的に病変を認めなかった。病理組織検査では異型腺上皮が子宮内膜被覆上皮を置換するよう
に増殖、基底膜を超えた浸潤像は認めなかった。同部位は p53 陽性、ER 陰性で、SEIC と診断した。また、
子宮頸部には Adenocarcinoma  in situ の所見を認めた。同部位は p16 陰性、p53 陽性で免疫染色上子宮
内膜病変と同様の結果を示し、SEIC からの転移の可能性も示唆された。年齢や ADL 等から術後化学療
法への同意がなく、経過観察中である。
　SEIC の一例を経験した。本症は類内膜腺癌と異なり、子宮内膜肥厚を認めず、病変も小さいが、悪性
度が高く予後不良である。子宮内膜肥厚を認めなくても細胞診や組織診で異常を認める場合には本症も念
頭においた対応が必要である。

　子宮内膜細胞診が日常の臨床検査として実施されているのは、日本だけである。これは、1970 年代の
米国において、当時実施されていた内膜細胞診の信頼性の低さを結論づける論文が複数出されたことで、
米国 FDA が検査としての認可を取り消し、その後、諸外国がこの動きに追従したためである。一方、日
本では多くの産婦人科医が子宮内膜細胞診を子宮頚・腟部細胞診と同じように用い、信頼を得てきたため、
臨床検査としての立場を失うことなく現在にいたっている。（医学書院発行『記述式内膜細胞診報告様式
に基づく子宮内膜細胞診アトラス』2015 年 11 月発刊　イントロダクションの記述からの抜粋）
　また、産婦人科診療ガイドライン婦人科外来編 2014 CQ210 子宮内膜細胞診の適切な採取法と検診対象
者はというという項目の解説では　『内膜細胞診は世界的な評価は得られていないのが現状であり、内膜
組織生検に代わるものではないことを意識して施行することが重要である』とされている。
　米国の医学教科書や専門書によると『閉経後子宮出血や不正性器出血みられる患者に対しては外来にて
子宮内膜生検が行われ , Pipet Curet® 等を使った子宮内膜吸引組織診は子宮内膜掻爬術と同等の感度が得
られ , 外来検査にて子宮内膜吸引生検が不可能な場合や検体量が少ない場合には、子宮内膜掻爬術を行う
べきである』とされている。
　我々は 4 年以上前から、外来診療において、閉経後子宮出血や不正性器出血みられる患者に対して 460
件以上の Pipet Curet Ⓡによる吸引子宮内膜生検を臨床応用してきた。
　今回本法を臨床応用した場合の有用性として
①  本法にて子宮内膜がんと診断された症例の術前の子宮内膜吸引組織診の病理診断結果と術後標本病理

診断結果の高い一致性
②  外来ルーチン検査としての患者負担の軽減性
③  麻酔下での子宮内膜掻爬術の必要症例の減少化
等を報告する。
　また本法の手技や検査精度を上げるコツなど解説する。
　今後本邦でも、この検査法が更に普及するもと考えている。
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25．臨床的侵入奇胎に続発したと考えられる子宮動静脈瘻の一例

26．卵管悪性腫瘍の診断—細胞診による診断を中心に

○植田　牧子 1）、平岩　　幹 2）、小島　　学 2）、野村　真司 2）、鈴木　　聡 2）、添田　　周 2）、
　渡辺　尚文 2）、藤森　敬也 2）

1）寿泉堂綜合病院　2）福島県立医科大学　産科婦人科

○當麻　絢子、二神　真行、三浦　理絵、重藤龍比古、横山　良仁
弘前大学医学部産科婦人科

　臨床的侵入奇胎に続発したと考えられる子宮動静脈瘻（AVF）の腹腔内出血に対して子宮動脈塞栓術
（uterine artery embrization：UAE）を施行し子宮温存できた症例を経験したので報告する。
　症例は 16 歳、0 経妊 0 経産。発症の約 3 ヶ月前に性交渉あり。下腹部痛を主訴に市内総合病院救急外
来を受診し、ショックを来していたため造影 CT を施行され、腹腔内出血、子宮動静脈血流拡張像みとめ、
放射線科医による緊急 UAE を施行され止血された。術後経過は良好であったが後日、両側肺野に結節性
病変の散在および血中 hCG 高値を認め、絨毛性疾患の肺転移を疑われ、本人の希望もあり、当科紹介受
診。血中 hCG は 30378 mIU/mL とさらに上昇しており MRI にて子宮筋層内および漿膜に病変を認め、
若年、存続絨毛症精査加療目的に福島県立医科大学病院へ紹介となる。超音波にて子宮内に異常血流を認
め組織診は施行できなかったが、絨毛癌診断スコア 3 点にて臨床的侵入奇胎の診断のもと、Actinomycin 
D （ACT-D）の投与を開始された。治療開始後は順調に血中 hCG の低下を認め胸部 CT にて両肺野の結
節性病変の消失をみとめた。AVFに対してはメチルエルゴメトリン内服にて異常血流の減少を認めている。
　侵入奇胎における制御困難な性器出血や腹腔内出血では子宮全摘出術や腫瘍摘出術が余儀なくされるこ
ともある中、子宮温存において UAE が有用な症例と思われた。

【はじめに】卵管悪性腫瘍は全婦人科悪性腫瘍の 0.18-1.6% と稀な悪性腫瘍である。術前診断は困難で、付
属器腫瘍であれば卵巣癌ないし腹膜癌、腫瘍がみられない場合は子宮体癌として手術が行われ、術後卵管
癌の診断に至ることが多い。今回当科の卵管悪性腫瘍例の診断、特に術前の子宮の細胞診を中心に検討し
た。【目的】卵管悪性腫瘍を対象とし、患者特性、子宮頸部（以下 CS）及び内膜細胞診（以下 ES）、内膜
組織診、術前診断、組織型、予後等について検討。カルテを用いた後方視的検討。【結果】卵管癌 12 例、
卵管癌肉腫 5 例の計 17 例。平均年齢 63.8 歳。CS で腺癌 3 例、class Ⅲが 1 例で 23.5%（4/17）で細胞診
異常を認めた。ES は腺癌 3 例、疑陽性 2 例で 38.5%（5/13）で細胞診異常を認めた。卵管癌肉腫 5 例の
うち 1 例のみ CS が class Ⅲであったが、それ以外は正常であった。卵管癌のみのデーターで ES 異常を
示したのは 41.7%（5/12）だった。卵管癌症例の CS/ES を再検鏡すると、きれいな背景に集塊状に出現
する腺癌細胞で丸みをおびた細胞を多く認めた。卵管癌の内膜組織診で異常を呈した症例は 4 例で類内膜
腺癌 2 例、漿液性腺癌 1 例、腺癌 1 例であった。術前診断は、卵巣ないし卵管癌とされた 1 例を除き、卵
巣癌 4 例、腹膜癌 2 例、子宮体癌 2 例、子宮頸癌 1 例、卵巣ないし子宮体癌 1 例と診断されていた。組織
型は全て漿液性腺癌だった。無病生存 5 例、原病死 4 例、担癌生存 2 例、不明 1 例であった。原病死の
ES 陽性率は 25%（1/4）で、無病生存の 60%（3/5）に対し低かった。【結論】卵管癌肉腫よりも卵管癌
で特に ES 異常率は高く 41.7% だった。細胞診（特に ES）と画像検査を併せて検討すること（子宮、付
属器に異常がないが ES 異常がみられる場合）が卵管癌診断の一助となる可能性がある。
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27．卵巣腫瘍との鑑別が困難であった小腸 GIST の 2 例

28．当院で過去 14 年間に経験したトルーソー症候群についての検討

○追切　裕江、松下　容子、福原　理恵、鍵谷　昭文
つがる総合病院産婦人科

○山内　愛紗、二神　真行、當麻　絢子、三浦　理絵、重藤龍比古、横山　良仁
弘前大学医学部付属病院　産科婦人科

　女性の骨盤内腫瘤の多くは生殖器腫瘍であるが、消化管腫瘍や腹膜、後腹膜原発腫瘍も念頭におく必要
がある。今回我々は開腹所見で小腸 GIST（Gastro Intestinal Stromal Tumor）の診断となった 2 症例を
経験したので、文献的考察を加えて報告する。

【症例 1】80 歳、未経産。5 年以上前より卵巣腫瘍、腟脱症として通院中であった。MRI 検査では、骨盤
底部直腸腹側に多彩な信号強度で、嚢胞成分と淡く増強される充実性成分からなる約 5cm の腫瘤を認め
た。精査にて悪性所見ないため経過観察していたが、腫瘍の増大傾向を認め、診断目的に手術となった。
開腹所見では、骨盤内腫瘤は小腸腫瘍であり、小腸部分切除術を施行した。病理組織検査にて GIST の診
断となった。

【症例 2】55 歳、未経産。2 年前の癌検診にて 5cm 大の卵巣腫瘍を指摘された。MRI 検査では、骨盤内右
側に内部は比較的均一で造影効果のある約 6cm 大の充実性腫瘤を認めた。良性と断定できず、また悪性
リンパ腫も疑われた。腫瘍の増大はなく、腫瘍マーカーも陰性であったが、診断目的に手術となった。開
腹時、腹腔内は癒着が高度でありダグラス窩は閉鎖していた。両側卵巣は正常であり、卵巣腫瘍と思われ
ていたものは小腸腫瘍であったため、小腸部分切除術を施行した。病理組織学的検査にて GIST の診断と
なった。

【背景】婦人科悪性腫瘍患者において、血液凝固能の亢進によって VTE の発症率が高くなることはこれ
までに数々の報告がある。さらに同様の機序によって脳卒中症状を呈する病態がトルーソー症候群であ
る。トルーソー症候群を一度発症すると、PS の低下などにより原疾患の治療も継続困難となることが多
く、予後を悪化させる要因の一つである。今回当科で経験したトルーソー症候群の症例を検討したので
報告する。【目的】当院で経験したトルーソー症候群の臨床的特徴について検討する。【方法】平成 14 年
〜 27 年の 14 年間に、当院で治療を行った婦人科悪性腫瘍患者について、カルテベースで年齢、BMI、癌
種、組織型、VTE 合併率、病期、トルーソー症候群の発症時期、脳の梗塞部位、OS などの項目を後方
視的に検討する。【結果】当院の婦人科悪性腫瘍治療患者数は、14 年間で 993 人であり、そのうちトルー
ソー症候群を発症した患者は 12 人（1.3%）だった。年齢の中央値は 60 歳、平均 BMI は 22.7 だった。12
例中 8 例が卵巣癌（66.6%）であり、病期ではⅢ期が最も多く 8 例（66.6%）だった。組織型は明細胞腺癌
が最も多く、6 例（50%）だった。発症時期は再発治療中の発症が多く、9 例（75%）であった。同期間
に VTE を発症し、トルーソー症候群の発症しなかった 37 例とで OS を比較したところと、トルーソー症
候群群で OS が短い傾向にあった。（VTE 群中央値　52.7 ヶ月、トルーソー症候群群中央値　17.5 カ月、
p<0.055）【結論】トルーソー症候群は卵巣癌、Ⅲ期以上の進行癌、明細胞腺癌、再発治療中の症例に多く、
発症すると予後不良と思われる。
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29．血液透析および腹膜透析を要する慢性腎不全患者に TC 療法を施行した卵巣
癌疑いの一例

30．傍大動脈リンパ節転移をきたした卵管癌の一例

○川村　英生、永沢　崇幸、高取恵理子、庄子　忠宏、板持　広明、杉山　　徹
岩手医科大学産婦人科

○高田めぐみ、高梨子篤浩、飯澤　禎之、武市　和之
会津中央病院

　上皮性卵巣癌・卵管癌および腹膜癌に対する化学療法はパクリタキセル（TXL）・カルボプラチン
（CBDCA）併用療法（TC 療法）が現在では標準となっている。TXL は肝代謝であるが、CBDCA のほ
とんどは腎排泄であるため腎不全の患者においては投与量の決定に苦慮するところである。腎障害を有す
る場合、その腎機能に応じて投与量を調節する必要がある。今回我々は血液透析および腹膜透析を要する
慢性腎不全患者に TC 療法を施行した卵巣癌疑いの一例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告す
る。
　症例は 53 歳女性。2 経妊 1 経産。既往歴に妊娠高血圧症候群（37 歳）、冠動脈ステント留置（45 歳）。
51 歳時に膀胱癌の既往あり（膀胱全摘術・尿管皮膚瘻造設）。腹膜透析を連日、血液透析を週 1 回行って
いた。他院での膀胱癌経過観察のための定期 CT で腹膜播種、多発性腫瘤が認められた。経皮的組織生検
及び PET-CT で膀胱癌再発より卵巣癌が疑わしいとのことで当科紹介となった。
　CA125 10,746U/ml、Cre 7.36mg/dl、現状での完全切除は困難と判断し術前化学療法の方針とした。諸
文献を参考に CBDCA の投与量を 150mg/body とし、投与後には継時的に CBDCA の血中濃度を測定し
た。次サイクル以後は血液毒性等を考慮しながら投与量を調節した。現在は 7 サイクル施行し、CA125
は 25U/ml まで低下、腫瘤は著明に縮小した。今後手術予定である。

【概要】卵管癌は婦人科悪性腫瘍の中でも稀な疾患のひとつである。進行した状態で発見されることも多
く、その再発や転移についての報告は少ない。症例は、手術にて完全寛解と判断し外来フォローしていた
が、数年後に単発の傍大動脈リンパ節腫大がみられた例である。手術にて摘出し、組織型も原発の卵管癌
と一致したため卵管癌の再発と判断した。

【症例】63歳、4経妊2経産、閉経48歳。不正出血を主訴に当科を受診。子宮頚部細胞診では異常所見なく、
子宮内膜細胞診で悪性の疑われる細胞が検出され、子宮鏡による内膜観察、子宮内膜組織診を施行するも
陰性であった。経腟超音波検査、MRI にて子宮内膜は菲薄化していたが、付属器に多房性腫瘍がみられた。
内膜細胞診の結果から子宮体癌を疑い単純子宮全摘術・両側付属器切除・骨盤内リンパ節郭清を行った。
病理診断で p1aN0M0（漿液性腺癌）であり、卵巣癌のガイドラインに準じて化学療法は施行せず、以後
外来にて経過観察としていた。術後 2 年より単発の傍大動脈リンパ節の腫大がみられており、追跡 CT 検
査にて増大傾向がみられ、PET-CT にて悪性が疑われたため手術にて摘出した。組織型は先行して行った
卵管癌と一致した。今後は化学療法を併用して加療を継続していく予定である。

【結論】卵管のリンパの流れは、卵巣・骨盤漏斗靭帯を経て傍大動脈に注ぐ経路が中心とされており、そ
れ故に卵管癌は傍大動脈リンパ節へ転移しやすいと言われている。今回はそれを裏付ける症例であった。
初期のうちに発見され手術されたにも関わらず、すでに微小転移が存在しており数年をかけ顕在化したと
考えられ、慎重な経過観察の重要性を再確認させられた。
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31．肥満患者に対する当院での婦人科開腹手術とその工夫

32．Office gynecology における子宮腺筋症に対するマイクロ波子宮内膜アブ
レーションによる過多月経治療の検討

○髙﨑　和樹、横山　絵美、島　　　崇、吉永　浩介
国立病院機構　仙台医療センター　婦人科

○津田　　晃
山王レディースクリニック

　世界保険機構（WHO）や日本肥満学会などでは、BMI25 以上を肥満と定義しているが、肥満患者に対
する開腹手術では、脂肪過多により視野の確保などが困難であること、また呼吸障害、血栓症などの術後
合併症のリスクも高くなることが報告されている。そのため、肥満患者に対する開腹手術で対策が必要で
あるが、現時点で確立したものはなく、個々の症例にあわせて使用機器の工夫などをする必要がある。
　そこで当院での 2015 年 1 月から 2016 年 1 月までの間に行われた婦人科開腹手術において、BMI28 以
上 35 未満の症例と BMI35 以上の症例を抽出して、手術時間、術後合併症などについて、一般病院でも対
応可能な肥満患者に対する下腹部正中切開開腹機械セット（通称 O-35）の使用方法も含めて検討した。

【目的】子宮腺筋症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
管的マイクロ波腺筋症融解術（transcervical microwave adenomyolysis: TCMAM）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。【対象】子宮腺筋症による過多月
経と診断され、当院で MEA に TCMAM を併用したマイクロ波治療を受けた 25 例（平均年齢 45.5 歳）
を対象にした。マイクロ波アプリケーター先端を円錐形に加工し、経腹超音波ガイド下に独自に開発した
アダプターを用いて TCMAM を行った。TCMAM 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。【成績】平均手術時間は 25.0 分であった。MEA の照射
時間は先端 40W で平均 400 秒、TCMAM は平均 315 秒であった。貧血は術後 3 ヶ月で有意に改善した（9.6
± 2.9 vs 12.8 ± 1.3g/dl；p ＜ 0.0001）。腺筋症病変の経時的収縮率は、3 ヶ月で平均 68.6%、6 ヶ月以上で
75.5％であった。術後 3 ヶ月で VAS score ≦ 3 に減少した症例数は、月経量で 24 例（96％）、月経痛で
21 例（84%）であった。また、満足度（VAS 満点 10）は平均 9.8 であった。【結論】子宮腺筋症に対して
TCMAM 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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33．開腹子宮全摘後に留置した皮下ドレーン抜去後に創部血腫を形成した一例

34．Mycoplasma hominis 感染症により治療に難渋した術後腟断端血腫の一例

○松本沙知子、大槻　健郎、早坂　　篤、田邉康次郎、大槻　　愛、赤石　美穂、大山　喜子、
　嶋田　未知、石山美由紀
仙台市立病院　産婦人科

○遠藤　　俊、永井　智之、清水　孝規、田上　可桜、佐々木　恵、市川さおり、吉田　祐司
石巻赤十字病院　産婦人科

【序文】surgical site  infection（SSI）や創部離開の予防を目的として皮下ドレーンを留置することは実臨
床においてしばしば行われる手技である．当科では、肥満、糖尿病合併、長時間の手術など SSI や創部離
開の高リスクと思われる開腹手術症例に執刀医の判断で皮下ドレーン留置を実施している．今回、腹式単
純子宮全摘術（ATH）を施行し、術後 4 日目に留置した皮下ドレーンを抜去後まもなく創部に血腫を形
成した症例を経験したので報告する．

【症例】39 歳、未経妊．143㎝、63㎏（BMI28.88）．既往歴：多嚢胞性卵巣症候群（PCOS）．過多月経を主
訴に近医受診、多発筋腫と貧血を指摘され加療目的に当科紹介．GnRHa 施行後に ATH 施行の方針となっ
た．手術は問題なく行われ、皮下脂肪織が非常に厚く SSI 予防のため皮下ドレーン（マルチチャネル TM

ドレナージ セット 3.5㎜バルブ型）を留置し 3-0bicryl の真皮埋没縫合で閉創した．ドレーンは創部より
刺入し、臍左側に出した．術後のドレーン排液は淡血性、少量であった．術後 4 日目に皮下ドレーンを抜
去．直後に刺入部より出血があったが圧迫で止血を得た．抜去後より徐々に増悪する腹痛を訴え、鎮痛薬
でも改善せず、手術創より持続的な出血を認め圧痛も著明であった．造影 CT では創部直下に広がる血腫
を認め、ドレーンと左浅腹壁動脈の走行が直交する所見あり．同血管の損傷による出血を疑い創を開放し
た．広範囲に血腫認めたが明らかな出血点は特定できず洗浄、創の再縫合のみとした．ATH の際と同様
の真皮埋没縫合とし、皮下ドレーンは創の上端より出す形とした．術後は血腫の形成なく経過良好で、再
手術後 3 日目にドレーンを抜去し 4 日目で退院となった．

【緒言】Mycoplasma は Mollicutes 網 Mycoplasmataceae 科に分類され、人工培養可能な最小クラスの微
生物とされる。Mycoplasma hominis （M.hominis）は泌尿生殖器から検出され、産婦人科領域では骨盤腹
膜炎や妊娠中の絨毛膜羊膜炎、術後感染症の起因菌になりうるとされる。今回我々は、M.hominis による
子宮全摘後腟断端血腫感染を来たし、治療に難渋した一例を経験したのでここに報告する。

【症例】45 歳、女性。過多月経を主訴に近医婦人科受診、画像上長径 80mm 程度の粘膜下筋腫を認めた。
手術療法を希望されたため開腹子宮全摘 + 両側卵管切除を施行した。第 4 病日より 38 度台の発熱及び腹
痛が出現、超音波にて腟断端周囲に血腫と思われる腫瘤像を認め、造影 CT にて同部位の膿瘍形成の可能
性を指摘された。経腟的にドレナージを行うと共に抗菌薬を変更（CMZ から PIPC/TAZ）し加療するも
症状の改善ないため、第 7 病日に開腹ドレナージ術を施行した。術後も発熱が持続していたが、ドレナー
ジ内容物の培養検査より Mycoplasma 感染症が疑われたため、CLDM を追加投与したところ速やかに解
熱し、臨床症状も改善を得た。その後再増悪なく退院に至った。

【考察】Mycoplasma は血液寒天培地での発育が一般細菌と比較して遅く、グラム染色での菌体の確認が
できないという特徴をもつため、診断に難渋する事がある。またMycoplasmaは細胞壁を欠いているため、
細胞壁合成阻害薬であるβ-ラクタム系抗菌薬が無効であるとされ、通常産婦人科領域で頻用される抗菌
薬治療に反応を示さない症例がある。
　感染性の血腫に関してはドレナージが最善の治療と考えるが、外科的処置後も感染兆候が遷延し、通常
の抗菌薬治療に反応しない症例に対しては Mycoplasma の存在も念頭に入れ治療効果が見込まれる抗菌
薬の使用が望ましいと考えられた。
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35．漿膜下子宮筋腫茎捻転の 3 症例

36．筋腫合併妊娠の産後大量出血に対し子宮動脈塞栓術を施行し、その後
Asherman 症候群に至った一例

○氷室　裕美、宇賀神智久、渡辺　　正
NTT 東日本東北病院産婦人科

○嶋田　未知、田邉康次郎、石山美由紀、松本沙知子、大山　喜子、赤石　美穂、大槻　　愛、
　早坂　　篤、大槻　健郎
仙台市立病院　産婦人科

【緒言】漿膜下筋腫は、子宮筋腫の発生部位の中では最も自覚症状が少ないとされているが、捻転、炎症・
変性などを生じた場合、急性腹症の原因となり得る。今回我々は、発症からの時間経過が異なる漿膜下筋
腫茎捻転の 3 症例を経験したので報告する。

【症例 1・急性期】47 歳、2 経妊 0 経産。子宮筋腫にて外来管理を行っていた。3 日前より続く下腹部痛を
主訴に当院受診。CT にて子宮筋腫茎捻転が疑われ、緊急で腹腔鏡下子宮筋腫核出術施行。底部に 5㎝大
の 180 度捻転した漿膜下筋腫を認めた。周囲との癒着は認めなかった。

【症例 2・亜急性期】38 歳、1 経妊 1 経産。月経周期 15 日目より、右下腹部痛出現。虫垂炎として加療さ
れていたが、月経 20 日目、CT で卵巣腫瘍もしくは子宮筋腫を疑われ当科紹介。MRI 施行し、内部に血
流を伴わない漿膜下筋腫を認めた。漿膜下筋腫茎捻転の疑いにて緊急で腹腔鏡下子宮筋腫核出術施行。底
部に 6㎝大の 180 度捻転した漿膜下筋腫を認め、大網と炎症性に癒着していた。

【症例 3・慢性期】28 歳、0 経妊 0 経産。主訴は慢性腹痛。鎮痛剤にてコントロール不良であり、手術目
的に当院紹介。漿膜下子宮筋腫 7㎝大に対し、術前 GnRH アナログ療法 3 コース施行後、腹腔鏡手術施行。
底部に 7㎝大の腫瘤を認め、大網や後腹膜と強固に癒着しており、捻転からかなりの時間が経過した漿膜
下筋腫と判明した。

【考察】漿膜下筋腫茎捻転は、発症からの時間経過に伴い、周囲との癒着を生じそれが器質化してくる。
慢性腹痛や将来的な不妊の原因となり得る可能性もあり、早期に疑って対応することが重要である。

【はじめに】産後出血に対して UAE（UAE;uterine artery embolization）を施行したのち Asherman 症
候群に至り、子宮鏡手術で癒着剥離を行った後、妊娠に至った症例を経験したので報告する。

【症例】27 歳、0 経妊 0 経産、妊娠前から子宮後壁に 7㎝大の筋層内筋腫を指摘されていた。妊娠 40 週 4
日で自然分娩後、弛緩出血が持続し、ショック状態となった。出血量が 2500g を超え、輸血しつつ UAE
を施行し、止血を得た。退院より 1 週間後、立位時の違和感を主訴に受診した。筋腫分娩を認め捻除した
が、MRI にて子宮筋層頸部に変性筋腫の残存を認めた。子宮鏡下に壊死した筋腫成分を除去し、子宮内
膜全面掻爬施行した。手術後 2 年目に無月経を主訴に来院した。子宮卵管造影を試みるもバルーンは脱出
し、癒着による内腔狭小化が疑われた。子宮鏡下に癒着剥離術と子宮内膜全面掻爬術を施行し、癒着防止
策として子宮内避妊具を挿入した。カウフマン療法を施行し、子宮内避妊具は 3 か月後に抜去した。その
2 年後に自然妊娠に至り、現在高次施設にて経過観察中である。

【考察】近年、UAE は産科出血の止血法としてガイドラインでも推奨され、産科救急の領域で広く普及し
ている。しかしその合併症として子宮内膜炎や付属器炎などの感染症、卵巣機能不全、子宮筋層壊死や子
宮穿孔などが報告されている。UAE 自体が Asherman のリスクではあるが、本症例では筋腫壊死さらに
掻爬による外的損傷が加わり Asherman 症候群のリスクはより高まったと考えられる。癒着剥離術後に
幸い妊娠に至ったが、われわれ産婦人科医は UAE の合併症を理解し、本症例のように Asherman のリス
クが高い症例には癒着防止策を講ずることが望ましいと考える。
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37．ヒト胚盤胞における収縮運動と孵化

38．奇形精子症における cIVF の受精率の検討

○小野寺洋平 1）、富樫嘉津恵 2）、三浦　康子 1）、佐藤　　亘 1）、熊澤由紀代 1）、熊谷　　仁 1）、
　寺田　幸弘 1）

1）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座
2）秋田赤十字病院　総合周産期母子医療センター　産科

○竹下　真妃、古武　陽子、高田　杏奈、尾上　洋樹、昆　　理子、杉山　　徹
岩手医科大学　産婦人科

【目的】Time-lapse monitering（TLM）を用いることで，胚盤胞の挙動の詳細な観察が可能となったが，
孵化に至るまでの観察の報告は少ない．胚盤胞の強度の収縮運動（強収縮）は孵化を妨げるとされる一方
で，そうでないとする報告もある．今回我々は余剰胚を用いて，ヒト胚における収縮運動と孵化との関連
について観察した．

【方法】患者の同意の下に得られた 19 個の凍結胚盤胞を研究材料とした．胚盤胞の凍結時の形態は Gardner
分類で，4AA：1 個，3AA：2 個，3AB：1 個，3BB：2 個，3BC：2 個，3CB：2 個，2：9 個だった．回
復培養の過程を撮影間隔 3 分で time − lapse cinemategraphy（CCM-M1.4 software ASTEC 社製）を用
いて連続観察した．胚盤胞の収縮運動を観察し，孵化の開始および完了との関連を考察した．

【成績】孵化開始および完了はそれぞれ 21.1%（4/19），10.5%（2/19）だった．良好胚盤胞（Gardner 分
類で 3BB 以上）での孵化開始率は 33.3%（2/6），その他では 15.4%（2/13）だった．強収縮を示した胚盤
胞での孵化開始率は 36.4%（4/11），示さなかった胚盤胞では 0%（0/8）だった．

【考察】今回孵化した 4 例はいずれも，胚盤胞の強収縮による透明帯の破綻が孵化の契機になっていた．
透明帯の破綻は，胚盤胞の強収縮が引き起こす内向的な力によって生じたと考えられた．この透明帯の破
綻は，すべて拡張胚盤胞で透明帯が菲薄化した時にのみ生じた．これらから，拡張胚盤胞における強収縮
は孵化開始に寄与する可能性が示唆された．

【緒言】奇形精子症による不妊が原因の場合、ICSI が有効な治療として提案される機会が多い。しかし、
当院では現時点で ICSI を設備面、人材面の理由で導入することができていない。そのため、当院を受診
された乏精子症、精子無力症、奇形精子症などの男性因子による受精障害があらかじめ予想される症例に
は、事前に ICSI 可能施設への転院を促している。しかし、経済面・時間の制約により転院を選択できな
い症例も数多い。そのような症例から、cIVF で受精卵が確保できない可能性を十分にインフォームドコ
ンセントを行い、且つ、cIVF を希望された症例に限り当院での治療を受け入れている。

【目的】奇形精子症の有無の 2 群について受精率の差異を解析し検討することを目的とした。
【対象と方法】2010-2015 年の間に当院で施行した cIVF392 例。その内訳は奇形精子症（n=172）非奇形
精子症（n=121）であった。他院で精液検査を施行し奇形精子割合について検査をうけていない 99 例を
除外した。検討項目は濃度、運動率、正常形態率、配偶者年齢である。解析は Mann-Whitney U test を
行い P<0.05 をもって有意とした。

【結果】受精率に影響を与えるとされる精子濃度は奇形精子群で 6.14 × 106/ml、非奇形精子症群で 8.26 ×
106/ml と差があり、精子運動率は奇形精子群 77.0％、非奇形精子群 88.5％で差が無いとの条件下での媒精
となった。cIVF の平均受精率は奇形精子症では 0.865, 非奇形精子症は 0.727 で有意差を認めなかった。

【結語】奇形精子症に対して IVF を行う場合、ICSI または Split で媒精する機会が多いと思うが、今回の
検討では意外にも cIVF でも遜色ない受精率であった。可能であれば ICSI 可能施設への転院が望ましい
が、それがかなわない症例に対して行う治療法の提案として、cIVF は許容できる治療法と考えた。
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39．悪性腫瘍患者の精子凍結に関する臨床的検討

40．当院で不妊治療を開始して 1 年

○奥井　陽介、松川　　淳、竹原　　功、鈴木　聡子、川越　　淳、五十嵐秀樹、高橋　俊文、
　永瀬　　智
山形大学

○松尾　幸城 1,2）、中井奈々子 2）、長谷川歩美 1）、小島原敬信 1）、手塚　尚広 1）

1）公立置賜総合病院　2）山形大学

【目的】妊孕性温存希望の男性悪性腫瘍患者に対する精子凍結について臨床的検討を行った。【方法】対
象は 1997 年 1 月から 2015 年 4 月までに、妊孕性温存希望のため精子凍結保存を行った悪性腫瘍患者 58
名。カルテ情報から、凍結年月日、凍結時の年齢、結婚の有無、原疾患名、化学療法の有無、精液所見、
凍結精子の使用の有無、妊娠成立の有無、観察期間中における生存の有無を抽出し臨床的検討を行った。
観察期間中における凍結精子の累積使用率と精子凍結保存を行った患者の生存率を、カプラン・マイヤー
法を用いて検討した。【結果】観察期間の中央値は 1,322 日。凍結時の年齢は、中央値が 28 歳（17 − 46
歳）、20 歳未満は 5 名（9%）であった。凍結回数の中央値は 3 回（1 − 6 回）であった。原疾患の内訳は、
血液疾患が 23 名（40%）、精巣腫瘍 15 名（26%）、骨軟部腫瘍 13 名（22%）、その他 7 名（12%）であっ
た。凍結時に化学療法を受けていたのは 13 名（22%）であった。精液所見異常は 58 名中 31 名（53%）
で、化学療法前は 45 名中 22 名（49%）、化学療法後は 13 名中 9 名（69%）であり有意差は認めなかった

（P=0.35）。凍結精子が使用されたのは 9 名（16%）で、5 年間の累積使用率は 18%（95% 信頼区間 9 −
34%）であった。2 名で妻に妊娠が成立した。観察期間中の死亡数は 9 名（16%）で、5 年生存率は 80%（95%
信頼区間 63 − 89%）であった。【結論】凍結精子の使用率は 5 年間で 20% 以下であり、結婚し挙児を希
望する年齢までの長期保存の必要性が再認識された。

　不妊症患者は推定で約 10 組に 1 組とされている。現在、高度不妊治療である生殖補助医療（ART: 
assisted reproductive technology）の出生児は、2012 年のデータで約 34,000 人であり、同年の出生児の
約 33 人に 1 人が ART による出生である。このような現状であるにもかかわらず、当二次医療圏では不
妊治療を行う施設がなかった。当院では 2014 年 10 月より不妊症検査および治療を開始したが、これまで
の当院における治療成績と妊娠に至った 1 例を提示する。
　＜不妊治療成績＞【患者背景】治療期間 2014 年 10 月〜 2015 年 10 月に配偶者間人工授精を施行した 
年齢 34 （26-42）才、不妊原因（不明 30%, 卵管因子 12%, 排卵障害 12%, 内膜症 28%, 子宮筋腫 18%）の
治療周期 50 周期【結果】妊娠は 6 周期で、妊娠率は 12%（6/50）であった。
　＜症例＞25歳0経妊0経産。主訴：挙児希望と左下腹部腫瘤感。現病歴：不妊期間1年にて前医を受診し、
左チョコレート嚢胞を指摘され、増大傾向があり当科へ紹介された。内診上、ダグラス窩に新生児頭大の
腫瘤を認め、経腟超音波検査及び MRI にて左卵巣に 10 × 8 cm のチョコレート嚢胞を認めた。腫瘍摘出
及び不妊症検査の目的に腹腔鏡下左卵巣腫瘍核出術を施行した。手術所見は r-ASRM 分類 stage Ⅲ （33
点）であったため、クエン酸クロミフェン ¬- 配偶者間人工授精 3 コース施行も妊娠に至らず、FSH- 配偶
者間人工授精 1 コースで妊娠および分娩に至った。
　＜考察＞不妊治療がほぼ不毛の地で不妊治療を開始し、期待通りの妊娠率を得た。潜在的に存在する不
妊患者への不妊治療の周知や啓発の方法を検討しなければならない。
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41．子宮腺筋症核出術後に ART を施行し、妊娠、出産に至った 2 例

42．内視鏡技術認定医が不在となった後、我々がいかに TLH を再開したか

○尾野　夏紀 1）、熊澤由紀代 1）、下田　勇輝 1）、三浦　康子 1）、白澤　弘光 1）、佐藤　　亘 1）、
　寺田　幸弘 1）、熊谷　　仁 2）

1）秋田大学　2）岩手医科大学

○田村　良介 1）、田中　誠悟 1）、石原　佳奈 1）、湯澤　　映 1）、高橋　秀身 1）、葛西亜希子 2）、
　葛西剛一郎 2）、山内　愛紗 3）

1）大館市立総合病院、2）八戸市立市民病院、3）弘前大学医学部附属病院

　近年妊孕性の温存を希望する子宮腺筋症患者に対して腺筋症核出術（以後、本手術）が行われている。
最近の日本産科婦人科学会生殖内分泌委員会による子宮腺筋症合併不妊 547 症例の解析（杉野法広小委員
長）によると、本手術後の不妊治療による妊娠率の向上は確認できなかったが、妊娠後の周産期予後を改
善する可能性は指摘されている。しかし、本手術後妊娠例の周産期予後の検討数はわずか 24 例である。
　今回当科で不妊治療中に本手術を施行し、術後 ART により妊娠が成立した 2 症例を経験したので報告
する。
　症例 1 は 35 歳、1 妊 0 産、妊娠 10 週で自然流産の既往がある。背側壁主体のびまん型子宮腺筋症に対
し開腹下で本手術を施行し、術後 1 回目の解凍胚移植（胚盤胞グレード 3BB）で妊娠成立した。妊娠 18
週より切迫流産兆候を認め、その後切迫早産の診断で管理入院した。妊娠 33 週 0 日に辺縁前置胎盤の警
告出血を認めたため、緊急帝王切開術にて分娩に至った。児はNICU入室になったが順調に発育している。
腺筋症を核出した子宮背側部は強固に癒着しており、手術創の状態は確認できなかった。
　症例 2 は 40 歳、2 妊 0 産。子宮底部主体の腫瘤形成型子宮腺筋症に対し開腹下で本手術を施行し、術
後 1 回目の解凍胚移植（胚盤胞グレード 4BB）で妊娠成立した。妊娠 21 週より切迫流産兆候を認め、妊
娠25週より管理入院となった。現在妊娠30週で妊娠継続中であり、帝王切開による分娩が予定されている。
　今回報告する 2 例は共に術前に流産既往があり、子宮腺筋症核出術が妊娠継続に有用であった可能性が
考えられる。また、両症例とも切迫流早産にて入院管理を要したため、慎重な周産期管理が必要であるこ
とが再認識された。

【緒言】当院は平成 27 年 3 月まで婦人科内視鏡技術認定医が 1 名在籍していたが、医師の異動に伴い平成
27 年 4 月以降は技術認定医が不在となった。そのため腹腔鏡下手術件数は減少し、特に子宮全摘術につ
いては腹腔鏡から開腹への移行が起こった。しかし平成 27 年 12 月には腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の
再開に至った。その変遷について報告する。

【経過】技術認定医不在となった平成27年4月以降、まず付属器手術より腹腔鏡下手術件数を蓄積していっ
た。手術時間（110 分 vs 96 分）、出血量（65ml vs 57ml）、術後退院日数（3.5 日 vs 2.8 日）、周術期合併
症について技術認定医在籍時の腹腔鏡下付属器手術に対する非劣性を確認し、技術認定医不在下での腹腔
鏡手術の安全性が担保されたと判断した。そのうえで腹腔鏡下手術の適応を拡大し、筋腫核出術から、更
には平成 27 年 12 月には TLH の再開に至った。平成 26 年 4 月から平成 27 年 3 月（技術認定医在籍時）
の腹腔鏡下手術件数合計 91 件（TLH34 件）に対し、平成 27 年 4 月から平成 28 年 3 月（技術認定医不在
時）は合計 32 件（TLH3 件）であった。

【考察・結語】技術認定医が不在となることによる臨床的インパクトは大きいと思われ、また、技術認定
医の絶対数が少ない東北地方ではそういった事例が少なくないと予想される。当科では技術認定医不在の
状況でも、付属器手術から腹腔鏡下手術の件数を蓄積することで、徐々に step up し安全に TLH の再開
に至ることが可能であった。今後も安全性に留意しながら適応の拡大と手術件数の増加に努め、技術認定
医在籍時の水準に戻ることを目標としたい。
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43．全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）に使用した 3 種類の子宮マニピュレーターの
使用経験

44．診断に苦慮し、腹腔鏡下手術で二期的に治療し得た非交通性副角子宮を伴う
単角子宮の 1 例

○尾上　洋樹 1）、小見　英夫 1）、深川　智之 1）、竹下　亮輔 2）、古武　陽子 1）、佐藤　誠也 1）、
　板持　広明 1）、杉山　　徹 1）

1）岩手医科大学産婦人科　2）八戸赤十字病院産婦人科

○中井奈々子、五十嵐秀樹、髙橋　俊文、鈴木　聡子、小幡美由紀、網田　光善、永瀬　　智
山形大学医学部産婦人科学教室

　全腹腔鏡下子宮全摘術（以下 TLH）において腟壁切開の際の円蓋部の同定や基靭帯処理の際の尿管損
傷の回避の為には腟円蓋部挙上カップ付きマニピュレーターが有用である。
　本邦にはいくつかのディスポーザブルないしリユース製品があり臨床で使用されている。当科では
2014 年より TLH を導入しており、これまで子宮マニピュレータートータル（アトム社）、VCare medical 
devices（CONMED 社）、Secu fix 子宮トランスイルミネーター（メディカルリーダース社）の 3 種を用
いて施行してきた。上記はいずれも腟円蓋部挙上カップ付きマニピュレーターであるが、装着時の経腟操
作のし易さ、術中の子宮の可動域、腟円蓋部の同定の仕方などについてはそれぞれ特徴がある。今回は各
マニピュレーターの使用経験に基づいてそれぞれの利点欠点について考察し発表する。

【はじめに】非交通性副角子宮はミュラー管発生異常による稀な先天性子宮奇形である。今回、非典型的
な画像・腹腔内所見により診断に苦慮したが、腹腔鏡下手術で 2 期的に治療し得た症例を経験したので報
告する。

【症例】23 歳未経妊。初経 12 歳。14 歳の時に月経困難を主訴に前医を受診。重複子宮と右卵巣チョコレー
ト嚢胞の診断で腹腔鏡下にチョコレート嚢胞摘出術を施行した。22 歳時に左卵巣腫瘍を認め、チョコレー
ト嚢胞再発の疑いでジェノゲスト内服を開始した。しかし、腫瘍の増大を認め、MRI にて成熟嚢胞奇形
腫の診断となり、加療目的に当院を紹介された。初診時、腟と子宮腟部はそれぞれ 1 つで左右に分離した
子宮を認めたが、子宮留血症は認めなかった。ヒステロファイバー検査では左右子宮の交通を認めなかっ
た。同年、子宮奇形に対しては診断後に二期的に手術する方針の下に、腹腔鏡下に卵巣嚢腫、子宮内膜症
に対する手術を行った。手術時、左右の子宮は完全に分離しており、傍頸部嚢腫は認めず、子宮奇形は非
典型的ではあるが右非交通性副角子宮を伴う左単角子宮と考えられた。ジェノゲスト内服終了後の月経再
開に伴い子宮留血症と月経困難症を認めたため、術前に GnRHa 療法を施行した後、腹腔鏡下右副角子宮、
右卵管切除術を施行した。病理診断にて摘出組織には子宮内膜、頸管粘膜を認めたが腟組織は認めなかっ
た。術後は低用量ピルで加療中であるが月経困難症が著明に改善し、チョコレート嚢胞の再発を認めてい
ない。

【考察】非交通性副角子宮は若年から高度の子宮内膜症を合併し、QOL を著しく損ねる。早期診断、速や
かな手術療法の選択が QOL 改善に寄与すると考えられる。
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45．回腸子宮内膜症による腸閉塞にて腹腔鏡下回盲部切除術を施行した 1 例

46．自然排卵周期に成立した子宮内外同時妊娠に腹腔鏡手術を施行した 1 例

○齋藤　淳一、田中　恵子、宮野　菊子、松本　大樹、佐藤　尚明、我妻　理重
大崎市民病院　産婦人科

○安部　　宏
南相馬市立総合病院　

【緒言】子宮内膜症は，子宮内膜あるいはその類似組織が子宮外の骨盤内で発育・増殖する疾患である。
子宮内膜症の発生部位としては Douglas 窩周辺が最も多いが，子宮内膜症が腸管に及ぶものを腸管内膜
症と呼び， 子宮内膜症全体の 12 〜 37% を占める。部位別では直腸・S 状結腸，直腸腟中隔，小腸，虫垂
の順に多い。今回，我々は薬物療法に抵抗性で腸閉塞により回腸子宮内膜症が疑われ，腹腔鏡下回盲部切
除術を施行した 1 例を経験したので報告する。【症例】患者：33 歳，2 経妊 2 経産。主訴：月経困難。既
往歴・家族歴：虫垂切除。現病歴：元来，月経痛があり，月経痛増強にて近医産婦人科受診。鎮痛剤投与・
LEP 療法行うも症状改善乏しく，精査加療目的に当科紹介受診。当科で 1 ヶ月ほど薬物治療（当帰芍薬散，
当帰建中湯）を行ったが，下腹部痛にて当院救急外来受診。その後，腸閉塞による症状の増悪を繰り返し
た為，手術の方針となり，腹腔鏡下回盲部切除術施行。退院後は当科 GnRH 療法フォロー中。病理所見：
回盲部付近の病変を主として、回腸に子宮内膜症病変 4 箇所。腸管外表にも子宮内膜症を疑わせる所見が
認められた。【考察】今回の症例は比較的稀な疾患であるが，腸管内膜症による腸閉塞が疑われた場合，
消化器外科などとの連携が重要であると思われた。【結語】腸閉塞を呈した回腸子宮内膜症の 1 例を経験
した。子宮内膜症治療中に腸閉塞を呈する場合，腸管子宮内膜症を念頭に他科と連携し治療管理する必要
があると思われる。

【はじめに】子宮内外同時妊娠は、自然排卵周期では約 0.003％と非常に稀な疾患である。近年、不妊治療
の普及に伴い、多胎妊娠の増加と共に発生率が増加しており、排卵誘発周期では約 0.3 〜 1％、生殖補助
医療では約 1 〜 3％と報告されている。今回、自然排卵周期に成立した子宮内外同時妊娠に腹腔鏡手術を
施行した症例を経験したので報告する。

【症例】26 歳女性、0 妊 0 産で、不妊治療歴なし。月経歴は周期 28 日型で整順。
妊娠 7 週 1 日に悪阻にて前医に入院し、夜になり下腹痛、性器出血が出現。翌日、下腹痛が増強し、当科
救急搬送となった。超音波で子宮腹側と背側に EFS が認められ、子宮腔内に頭殿長 4.2mm の児を認め、
心拍も認めた。左卵管に直径 15.2mm の胎嚢を認め、児心拍も認めた。子宮内外同時妊娠、左卵管破裂、
腹腔内出血と診断し、緊急腹腔鏡手術を施行。腹腔内に多量の凝血塊が貯留し、右の卵管、卵巣は正常。
左卵管周囲に新鮮血が付着しており、膨大部に破裂部位を認めた。左卵管切除を行い、回収。凝血塊と出
血吸引を併せた出血量は 353 ｇ。左卵管内に肉眼で絨毛組織を認めた。術後 6 日目（妊娠 8 週 1 日）児は
7.3mm と成長を認め、退院した。

【考察】今回の症例では、経腟超音波所見で子宮内に胎嚢・児心拍を認め、左卵管内にも胎嚢・児心拍を
認めたため診断できた。正所性妊娠の所見により診断が遅くなり、発見時・搬送時にショックやプレショッ
クの重篤な状態に陥る可能性も高い。これまでの報告の多くは開腹手術を行ったり、子宮内妊娠が稽留流
産になった報告が散見される。今回の症例は早期診断により、異所性妊娠の治療を腹腔鏡で行い、子宮内
妊娠を継続でき、健児を獲得した非常に稀な症例でした。
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47．多量の血性胸腹水を伴う子宮内膜症に対し腹腔鏡及び胸腔鏡下手術を施行し
た一例

48．帝王切開術後の弛緩出血に対して Bakri バルーンを挿入後、子宮動脈損傷の
ため子宮摘出となった一例

○高橋　　司 1）、葛西剛一郎 1）、吉田　瑶子 1）、末永香緒里 1）、河野　順子 1）、会田　剛史 1）、
　今井　紀昭 1）、三井　匡史 2）

1）八戸市立市民病院　産婦人科　2）八戸市立市民病院　呼吸器外科

○田中　宏典、齋藤　昌利、西堀　翔子、高橋　聡太、湊　　敬廣、大塩　清佳、星合　哲郎、
　西郡　秀和、新倉　　仁、八重樫伸生
東北大学産科周産母子センター

　26 歳、0 経妊 0 経産、月経不順、月経困難症、腹水貯留にて市内クリニックで加療を受けていたが、挙
児希望があり子宮卵管造影目的に当院紹介となった。超音波検査でやはり比較的多量の腹水貯留を認め
た。子宮卵管造影では左卵管采周囲の癒着が疑われ、原因不明の腹水貯留もあるため腹腔鏡にて診断・治
療を行う方針とした。術前検査で胸水貯留も判明した。造影 CT では胸腔内に子宮卵管造影の際に使用し
た油性造影剤の流入と考えられる所見を認め、腹腔と胸腔の交通が考えられた。術前に採取した腹水・胸
水細胞診は陰性であった。気腹による肺損傷を考慮して吊り上げ法を選択した。腹腔鏡下手術所見として
は子宮後壁に両側卵巣とＳ状結腸が癒着し、内性器〜壁側腹膜にかけて広汎に内膜症性病変、さらにレチ
ウス窩腹膜の欠損も認められた。癒着剥離及び子宮内膜症腹膜病変の焼灼・腹膜や結節の生検を施行した。
つり上げ式手術で視野が限られていたこともあり腹腔内から横隔膜の観察は不能であった。術後、腹水は
減少したものの胸水は依然として認め、腹腔鏡下手術の影響か気胸も認めた。自然軽快を期待し待期した
が気胸は改善せず胸水はさらに増加し呼吸苦増悪したため当院呼吸器外科にて胸腔鏡下手術を施行した。
胸腔鏡手術所見としては横隔膜に内膜症病変とその中央に裂孔を認め、同部を全層切除した。後日病理学
的にも摘出標本から子宮内膜症所見を認めた。肺実質からの air  leak は認めなかった。その後胸水再貯留
認めないものの、腹水は再び増加傾向にある。今後早期の妊娠を目指し不妊治療を行なう予定である。

【緒言】産後の弛緩出血に対しては子宮底マッサージや腟内ガーゼ充填、子宮収縮剤投与がルーチン化し
ているが、近年 Bakri バルーンの使用例が増え、その有用性が報告されている。しかしながら、Bakri バ
ルーンによる感染例や子宮壊死例などが散見されるようになってきた。今回我々は帝王切開術を施行後弛
緩出血となり Bakri バルーンを挿入したが、子宮動脈損傷のため子宮摘出となった症例を経験したため報
告する。

【症例】30 歳女性。2 経妊 0 経産。妊娠 37 週 2 日、妊娠高血圧症候群のため分娩誘発目的に前医入院。子
宮口 7cm まで開大したが、variable deceleration が頻発したため緊急帝王切開術が施行された。術中、骨
盤内に嵌頓する児頭を挙上する際に子宮切開創が側方まで延長したが術中に修復された。術後弛緩出血と
なり Bakri バルーン挿入するもドレーンから鮮血流出が持続するため当院へ搬送となった。来院時、体部
の収縮は良好であったが腟内圧迫ガーゼを越えて出血あり緊急開腹術を施行した。子宮切開創は低く、左
端は子宮背側まで裂けており、子宮温存止血は困難と判断し子宮摘出術を施行した。術後は問題なく経過
し、6 日目に前医へ転院となった。

【考察】Bakri バルーンが有効な弛緩出血症例は多いが、盲目的な使用は思わぬ合併症を引き起こす可能
性がある。特に帝王切開術中に子宮切開層が通常より子宮頸部に近づいた症例や、児頭を骨盤内から挙上
する際に傍組織に切開創が延長されたような症例では注意が必要であると思われた。
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49．保存的療法を選択した癒着胎盤の 2 例

50．当院における過去 5 年間の骨盤位症例の検討　～第 2 報～

○滝口　　薫、経塚　　標、大越　千弘、福田　冬馬、和田茉莉奈、平岩　　幹、安田　　俊、
　藤森　敬也
福島県立医科大学　産科婦人科学講座　

○齋藤　美貴、橋本吏可子
津軽保健生活協同組合　健生病院

　癒着胎盤は、母体生命にかかわる危機的出血を起こしうる産科合併症である。今回我々は経腟分娩後に
癒着胎盤と初めて診断し、保存的療法により管理した 2 症例を経験したので報告する。
　症例 1、36 歳 4G3P。初期より当院で妊婦健診を施行しており、大きな問題なく経過していた。妊娠 39
週、自然経腟分娩により 3800 ｇの児を分娩。分娩後胎盤剥離なく癒着胎盤と診断。産後循環動態が安定
していた事、子宮の温存を希望されたため保存的療法を選択した。産後 74 日目、自然に胎盤が娩出され
た。症例 2、38 歳 0G0P。妊娠初期より近医にて大きな問題なく妊婦健診施行。妊娠 39 週、自然経腟分
娩により 3600 ｇの児を分娩。以降胎盤剥離兆候なく、当院へ救急搬送となる。MRI、臨床所見から癒着
胎盤と診断した。循環動態が安定していたこと、子宮温存を希望されたため保存的治療を選択した。産後
95 日目、自然に胎盤娩出となる。癒着胎盤における保存的療法について文献的考察を含めて報告する。

【目的】2000 年に Lancet に発表された論文 ,「正期産単胎骨盤位においては、選択的帝王切開を選択した
方が経腟分娩を選択するより児の周産期予後がよい」とする報告をもとに、骨盤位経腟分娩は減少してい
る。しかし帝王切開既往は次回妊娠時のリスクを上昇させ、VBAC にも骨盤位経腟分娩と同様に適応と
分娩管理能力が求められる。このため当院では 2003 年から骨盤位外回転術にも取り組み始めた。現在の
骨盤位症例への対応の基本は、妊娠 34 週で骨盤位だった場合には骨盤位の分娩方法についてと外回転術
について説明し、妊娠 35 週で胎位を確認し、外回転術を希望される場合には妊娠 36 週で施行している。
2011 年、この東北連合で、過去 5 年間の当院での分娩症例を対象に骨盤位症例を後方視的に検討し報告
した。今回はその後の 5 年間を検討したので、比較もしながら報告する。

【方向】2011 年 1 月 1 日より 2015 年 12 月 31 日までの 5 年間の当院での総分娩数から双胎ならびに 30 週
以前の IUFD を除外した 1526 例を対象とした（前回は 1418 例）。

【結果】 外回転施行症例は 1526 例中 42 例 2.8%（前回は 1418 例中 28 例 2.0%）で、うち成功 25 例と不成
功 17 例、成功率 59.5%（前回は 50%）であった。分娩時骨盤位症例は 31 例 2.0%（前回は 35 例 2.5%）で、
初産 24 例 77.4%・経産 7 例 22.6%、選択帝王切開 16 例 51.6%・緊急帝王切開 8 例 25.8%・経腟骨盤位分娩
7 件 22.6% であった。

【結論】骨盤位外回転術を導入することで、骨盤位のみを適応とした帝王切開を減らすことができると思
われた。また技術の継承が成功率の上昇につながると考えられた。今後とも、母にとっても子にとっても
侵襲が少なく尚且つ将来につながる診療を目指したいと考えている。
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51．下部腰椎硬膜外麻酔の下肢運動障害効果

52．当院での初回帝王切開術における Joel-Cohen 変法と Pfannenstiel 法との
比較検討

○小野寺洋平 1）、三浦　広志 1）、岩澤　卓也 1）、亀山沙恵子 1）、畠山　佑子 1）、佐藤　　朗 1）、
　長崎　　剛 2）、寺田　幸弘 1）

1）秋田大学大学院医学系研究科医学専攻機能展開医学系産婦人科学講座
2）秋田大学大学院医学系研究科麻酔蘇生疼痛管理学講座

○苫米地英俊、石河　育彗、秋元　義弘、佐藤　昌之
岩手県立二戸病院

【目的】帝王切開術後には早期離床が必要であり，そのためには適切な除痛を要する．硬膜外麻酔は除痛
に有効だが，副作用である運動神経麻痺はかえって離床を妨げうる．本研究は，硬膜外麻酔による運動神
経麻痺の原因の検討と，当院における疼痛による離床遅延の実態の調査を目的とした．

【方法】当院で 2015 年 4 月から 11 月の間に，脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔で帝王切開術を行った 60 名を
対象として後方視的に検討した．全例で術後 1 日目の午前に硬膜外カテーテルを抜去してから離床を進め
た．硬膜外カテーテル挿入位置により 2 群に分け，上部腰椎群 44 名（Th12/L1 あるいは L1/L2）と下部
腰椎群 16 名（L2/L3 あるいは L3/L4）における膝関節屈曲運動障害（以下運動障害と表記する）の頻度
を比較した．また，術後 1 日目に疼痛のために歩行できなかった頻度を調べた．

【結果】上部腰椎群で運動障害を生じたのは 44 名中 1 名で，下部腰椎群の 16 名中 5 名に比較して運動障
害が有意に少なかった（p=0.004）．対象 60 名中 6 名が術後 1 日目に歩行できず，そのうち 5 名は疼痛が
原因であった．

【結論】下部腰椎群では運動神経麻痺が有意に多かったため，運動障害を予防するにはより上部からの硬
膜外麻酔へ変更する必要があると考えられた．疼痛が離床歩行を妨げる最大の要因であったことから，よ
り強力な除痛を要すると考えられた．上記を踏まえ当院では 2016 年 1 月より，上部腰椎から硬膜外カテー
テルを挿入され，従来よりも希釈した薬液を投与された症例で，硬膜外麻酔投与下に離床を進めている．

【目的】帝王切開術における下腹部横切開術は古くから行われており、標準術式として Pfannenstiel 法が
用いられている。しかしながら近年、下腹部横切開術において Joel-Cohen 法での帝王切開術の優位性を
示す報告がみられている。そこで当科でも Joel-Cohen 変法に取り組み、従来の Pfannenstiel 法との優位
性に関しての比較検討を行うこととした。

【対象と方法】2014 年 10 月から 2016 年 2 月までの、当院で同一術者による下腹部横切開による初回帝王
切開術を施行した症例を対象とし、Pfannenstiel 法（P 群）12 例と Joel-Cohen 変法（JC 群）8 例の計 20
例での周産期事象の比較検討をした。

【結果】両群間の母体背景に有意差は認めなかった。手術開始から児娩出までの時間は P 群では 8.91 ± 2.01
分、JC 群では 3.87 ± 0.92 分（p<0.01）、手術時間も P 群では 58.58 ± 4.68 分、JC 群では 44.75 ± 10.03 分

（p<0.01）と有意に短縮を認めた。術中出血量や新生児の Apger score 等には有意差は認めなかった。ま
た術後合併症も認められていない。

【結論】Joel-Cohen 変法による帝王切開術は、従来の Pfannenstiel 法と比較し、児娩出までの時間や手術
時間が有意に短縮された。これは緊急帝王切開時にも有効な方法であると考えられる。今後も症例を蓄積
しさらに検討を進めたい。 
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53．帝王切開創に広範な裂創を生じた OHVIRA 症候群治療後妊娠の 1 例

54．胎児超音波にて診断された孤立性右室低形成の同胞例

○久野　貴司、立花　眞仁、岩間　憲之、志賀　尚美、渡邉　　善、徳永　英樹、西郡　秀和、
　八重樫伸生
東北大学病院産婦人科

○熊坂　諒大 1）、當麻　絢子 1）、水沼　槙人 1）、淵之上康平 1）、石原　佳奈 2）、山内　愛紗 1）、
　千葉　仁美 1）、田中　幹二 1）

1）弘前大学医学部付属病院　2）大館市立総合病院

　OHVIRA（Obstructed Hemivagina and Ipsilateral Renal Anomaly）症候群に対しての手術後に自然妊
娠成立し、当院にて分娩管理を行った症例を経験したので報告する。
　症例は 34 歳、1 妊 0 産。26 歳時に双角子宮の指摘あり、経過観察となっていた。不正性器出血を主訴
に前医受診。右腟留血腫、重複子宮、および右腎欠損を認め、精査加療目的に当科紹介初診となった。
OHVIRA 症候群の診断で腟留血腫に対して腹腔鏡補助下の腟中隔開窓術を施行し、術後約 2 ヶ月で、患
側の右子宮に自然妊娠成立。当院での妊娠管理中、切迫早産のため妊娠26週より36週まで入院管理とした。
　術後の腟腔は十分保たれ、隔壁の遺残もなく、経腟分娩の方針とした。妊娠 38 週 0 日、陣痛発来。翌
日に微弱陣痛に対しオキシトシン開始したが、子宮口 9cm 開大より分娩進行が認められず、回旋異常、
分娩停止の適応で緊急帝王切開となった。児頭下降は強く、頚管の伸展が著明であった。頚部横切開にて
児の娩出を試みたが難渋し、逆 T 字切開を加えて手術開始から 20 分後に児を娩出。児の体重は 2824g、
でアプガースコア （1/5min）は 8/9 であった。子宮切開創は対側子宮との境界に向かって広範に裂けてお
り、縫合修復を要した。出血量 1470g で術後 RBC4 単位の輸血を行った。経過良好で術後 15 日目に退院
となった。
　OHVIRA 症候群の妊娠は文献で散見されるが、患側、健側ともに報告されている。分娩方法について
も経腟分娩、帝王切開ともに報告があるが子宮奇形と同様の対応が望まれる。次回妊娠が今回の妊娠と同
側の場合、癒着胎盤や前置胎盤のリスクが高いと推測され、患者への十分な説明と対策の考慮が必要と考
える。

【緒言】右室低形成は心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖や高度肺動脈狭窄、三尖弁閉鎖において認めら
れるが、これらを認めない孤立性右室低形成（IRVH）の報告は少ない。また IRVH は家族集積性を示し
同胞例の報告も散見されるが、本邦での報告は稀である。今回、我々は IRVH を同胞に認めた症例を経
験したので報告する。

【症例】症例は 33 歳で 1 経妊 1 経産、心室中隔欠損のため幼児期に手術既往がある。前児は自然妊娠も、
妊娠 24 週時に純型肺動脈閉鎖症が疑われたため当院紹介受診。出生後に右室低形成や右左短絡を伴う心
房中隔欠損、肺動脈低形成を認めたが、三尖弁異常や肺動脈狭窄などの所見はみられず IRVH の診断と
なった。PGE1 を生後 2 ヶ月まで投与し、6 ヶ月で体肺動脈短絡術を行い、手術待機中である。
　今回は体外受精にて妊娠となり、当院にて妊婦健診を施行。妊娠14週より-2SD前後のFGR傾向を認め、
妊娠 20 週時に右室低形成を認めた。しかしその他の異常は認めず IRVH の診断となった。妊娠 38 週 3
日に管理入院、妊娠 38 週 5 日に分娩誘発で自然分娩となった。児は 2262g、Apgar スコア 8/9、臍帯動
脈血 pH7.336 の女児で、出生後診断も IRVH であった。啼泣や哺乳は良好であり無治療で経過観察中で
ある。今後乳児期に心臓カテーテル検査を行い、治療方針を決定する。

【結語】IRVH は非常に稀なチアノーゼ心疾患であり、重症例では突然死の報告も散見される。両児とも
現時点での経過は良好であるが、今後も注意深い経過観察が必要である。
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55．胎児期に先天性肺気道奇形（CPAM）と診断した気管支閉鎖症の一例

56．胎児診断しえた大動脈縮窄複合の一例

○杉山　晶子、堤　　誠司、渡邉　憲和、小幡美由紀、永瀬　　智
山形大学産婦人科

○富田　芙弥、鈴木　久也、横山　智之、柳田　純子、齋藤　美帆、太田　恭子、中里　浩樹、
　谷川原真吾
仙台赤十字病院総合周産母子医療センター・産科

【緒言】気管支閉鎖症は稀な先天性疾患で、多くは出生後、成人に至るまでの様々な時期で偶発的に発見
される。今回出生前に先天性肺気道奇形（CPAM）と診断し、出生後に先天性気管支閉鎖症と診断され
た症例を経験したので報告する。【症例】母体は 29 歳、初産。胎児の左胸腔内腫瘤のため妊娠 24 週で当
科に紹介となった。胎児エコーで左胸腔内全体を占める高輝度の充実性腫瘤を認め、縦隔は大きく右へ偏
位していた。CPAM type Ⅲと診断し、妊娠 29 週に母体へベタメタゾンを投与した。腫瘤容積 / 頭囲比

（CVR）は当科初診時に 1.88 であったが、妊娠 35 週で 0.13 と腫瘤が著名に縮小した。分娩前のコーでは
肺尖部に限局して高輝度の腫瘤を認めていた。妊娠 37 週 3 日に骨盤位のため帝王切開で分娩した。児は
3,018 g の女児、Apgar score 1 分値 8 点、5 分値 9 点で強い呼吸障害を認めなかった。出生直後の胸部レ
ントゲンでは左上肺野に腫瘤影を認めていたが、徐々に左肺野全体の透過性が亢進していった。日齢 24
の CT で左肺上区気管支が同定困難で、左肺の過膨張による透過性の亢進を認め、先天性気管支閉鎖の診
断となった。【結語】出生前で CPAM type Ⅲと診断され、出生後に気管支閉鎖症と診断された症例を経
験した。胸部レントゲンや CT での肺の過膨張や透過性亢進が出生後の診断の手掛かりとなった。胎児期
に左胸腔内の充実性腫瘤はエコーで高輝度、MRI では T2 強調像にて高信号で、CPAM type Ⅲに類似し
ており、報告でも出生前に CPAM type Ⅲと診断されていた症例が多くみられることから、両者の鑑別が
重要である。

　大動脈縮窄症は生後早期に急変を来たす可能性のある疾患であるが、その胎児診断は難しいとされてい
る。今回我々は胎児診断しえた大動脈縮窄症を経験したので報告する。症例は 30 歳で、妊娠 25 週から胎
児発育不全を指摘されていた。妊娠 31 週で当院に紹介となり胎児発育不全として管理していた。妊娠 34
週の妊婦検診時のエコーで心室中隔欠損と血管径比のバランス異常（大動脈に比して肺動脈が極めて太
い）を認めたことを契機に胎児心臓超音波検査を行った。心室中隔流出部に 3mm 大の欠損孔、大動脈峡
部の狭窄、および左上大静脈遺残を認めた。以上より大動脈縮窄複合と診断した。新生児心疾患対応病院
へ搬送し、胎児機能不全のため妊娠 35 週 2 日に帝王切開で分娩となった。 児は NICU 入室後生後 1 日目
に心不全に至り、胎児診断していなければショックに至る可能性があったと考えられた。特異顔貌、外性
器異常、水腎症、脊髄髄膜瘤などの多発奇形があり、染色体検査の結果 13 トリソミーであった。現在も
搬送先病院 NICU で入院加療中である。
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57．胎盤の広範な白色梗塞壊死が原因と考えられる子宮内胎児発育遅延の 1 例

58．三葉を呈した胎盤が要因と考えられる胎児発育不全の 1 例

○深川　智之 1）、金杉　知宣 1）、小山　理恵 1）、菊池　昭彦 1）、杉山　　徹 1）、杉本　　亮 2）、
　石田　和之 2）、菅井　　有 2）

1）岩手医科大学　産婦人科学講座　2）岩手医科大学　病理診断学講座　

○深川　大輔 1）、金杉　知宣 1）、小山　理恵 1）、菊池　昭彦 1）、杉山　　徹 1）、杉本　　亮 2）、
　上杉　憲幸 2）、菅井　　有 2）

1）岩手医科大学　産婦人科学講座　2）岩手医科大学　病理診断学講座

【諸言】白色胎盤梗塞は絨毛間腔血栓の形成により、フィブリンが沈着し絨毛細胞の変性を伴うものであ
る。梗塞が広範であると胎盤血流量が減少より、胎盤機能不全となり子宮内発育遅延、常位胎盤早期剥
離、子宮内胎児死亡に至ることもある。赤色梗塞は白色梗塞の前段階といわれている。今回、我々は子宮
内胎児発育遅延と広範な胎盤梗塞を認め常位胎盤早期剥離に至ったが、生児を得た 1 例を経験したので報
告する。【症例】22 歳 1 経妊 1 経産 妊娠 22 週 0 日多量の性器出血で前医受診、切迫早産の診断で入院後
塩酸リドドリン持続点滴と抗生剤投与された。妊娠 22 週 4 日性器出血が落ち着いたため、塩酸リドドリ
ンを内服に変更したが子宮収縮の増強と性器出血認められ、塩酸リドドリン持続点滴を再開、超音波で内
子宮口を覆う血腫像、胎盤胎児側は凹凸が各所で認められた。妊娠 23 週 1 日、精査・周産期管理目的に
当院へ母体搬送となった。搬送後は塩酸リドドリン点滴と抗生剤により、再出血や血腫増大を認めず、児
の神経学的予後を考慮し、妊娠を継続していた。妊娠 26 週 2 日、多量の性器出血と下腹痛、胎児徐脈が
認められ常位胎盤早期剥離と診断、緊急帝王切開となった。児は 524g の女児で Apgar score: 1 分値 1 点
5 分値 5 点、NICU に入院となった。娩出された胎盤には 50％以上の白色梗塞と胎盤造影にて胎盤辺縁を
中心に絨毛血管の染色性を認めた。肉眼的に臍帯直下に有効な血流を持った絨毛構造の存在は認められな
かった。【結語】今回我々は広範な胎盤梗塞を認めながらも厳格な周産期管理のもと、生児を得た 1 例を
経験した。胎盤の形態異常と梗塞について文献的考察を加えて検討する。

【諸言】分葉胎盤は胎盤形態異常の 1 つである。分葉胎盤とは同じ大きさの胎盤が分葉化し、その間に退
化した絨毛組織が存在する。通常、分葉胎盤は子宮前壁と後壁に分かれて発育する二葉胎盤であり三分葉
胎盤の報告はない。我々は妊娠 20 週前後に分葉胎盤と判断し、その後に妊娠 28 週で生児を得た症例に
ついて病理所見を主として報告する。【症例】26 歳 2 経妊 2 経産。妊娠 22 週 4 日、 胎児推定体重：196 g

（-3.6 SD）、羊水ポケット 1.8 cm のため周産期管理目的にて当院へ入院となった。経腹超音波にて子宮後
壁と子宮前壁に付着する分葉胎盤を認め臍帯は分葉間に付着していた。入院時診断は分葉胎盤と対称性胎
児発育不全。入院後から子宮収縮抑制のため塩酸リトドリンの内服開始となった。妊娠 26 週 1 日、早期
発症型妊娠高血圧腎症のもと、硫酸マグネシウム製剤の点滴へ変更。妊娠 28 週 2 日 non-reassuring fetal 
status を認め緊急帝王切開術となった。児は 584g の女児で Apgar score: 1 分値 3 点 / 5 分値 6 点 / 10 分
値 8 点、NICU に入院となる。胎盤肉眼所見 : （1） 三葉であり母体面の分葉間は表面不整な卵膜であった。

（2） 臍帯付着部に血管瘤を見た。（3） 卵膜辺縁には陳旧性血腫を認めた。病理学所見 : 分葉間の羊膜は線
維性に肥厚し同部に壊死性絨毛組織を見た。卵膜にはフィブリン性血腫形成を認めた。【結語】本症例は、
病理学的に絨毛組織の壊死と血腫形成があり胎児発育不全と羊水過少があったことから性器出血を伴わな
い Chronic Abruption Oligohydramnios Sequence が本症例の要因と考える。
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59．胎児超音波スクリーニングで軽度の僧帽弁逆流を認め、その後、右心不全に
進行した一症例

60．陰核部外陰癌の一例

○橋本　哲司、大澤　有姫、佐藤麻希子
青森市民病院

○品川　真澄、高橋　聡太、田中　創太
気仙沼市立病院　産婦人科

【はじめに】当院では、周辺の分娩施設に通院している妊婦に対し、精密胎児超音波スクリーニングを行っ
ている。この度、スクリーニングで軽度の僧帽弁逆流を認め、1 カ月後に右心不全に進行した一症例を経
験したので、報告する。

【症例】36 歳。妊娠 29 週。妊婦健診では異常の指摘は受けていない。
【経過】
「超音波①」EFBW：1600g（AGA）。胎児心臓は、CTAR：28％で心肥大はなく、各チェック項目も異常
なかった（4CV、LOT、ROT、3VV、2VV、PV、Ao 弓）。但し、カラードプラで、僧帽弁・三尖弁とも
に逆流を認めた。逆流ジェットは、心房の中心に達する程度であった。

「超音波②」妊娠 31 週の再検査 CTAR：39% と心肥大傾向がみられた。房室弁逆流は、心房壁に達する
程度に増悪していた。僧帽弁は腱策が短い印象で、動きはぎこちなかった。また大動脈弓に逆流がみられ
たため、高次病院へ紹介した。

「超音波③」妊娠 33 週、高次病院による経過観察。胎児に腹水・胸水が出現したため、緊急帝王切開で分
娩となった。新生児は、僧帽弁閉鎖不全以外の形態異常はなかった。

【考察】精密胎児超音波スクリーニングは、検査技師が規定された項目をチェックする方式を採用してい
る。形態チェックは 46 項目、うち心臓は 25 項目である。三尖弁はチェック項目であり、検査数 1000 に
対し、中程度以上の逆流は 15 例確認された。しかし、出生時に異常を呈した症例はなかった。僧帽弁逆
流はチェック項目にはなく、詳細は不明である。今回、三尖弁逆流と同時に偶然発見され、その後心不全
に進行した。

【まとめ】僧帽弁逆流も、全例チェックが必要だと思われた。

【背景】外陰癌は全婦人科悪性腫瘍の約 4% を占める比較的稀な腫瘍である。組織型は約 85% が扁平上皮
癌で、高齢者に多い硬化性苔癬や分化型外陰上皮内腫瘍から生じる型と、若年者に多い HPV 感染からの
通常型外陰上皮内腫瘍に起因する型に分かれる。今回外陰癌の発生部位として約 10％と稀である陰核部
原発の外陰癌を経験したので報告する。【症例】77 歳女性。20 年来の陰核部の腫瘤を主訴に当科を初診。
陰核が約 3cm 大に軽度発赤を伴い腫大しており、その表面は微細に乳頭状で悪性腫瘍を疑った。腫瘍周
囲の外陰に硬化性苔癬を疑う所見を認めた。まず腫瘍の擦過細胞診を行ったが疑陽性で、腫瘍マーカー
SCC は正常値内だった。MRI 検査では腫瘍の陰核脚への進展と尿道下部への浸潤の可能性が示唆され、
CT 検査では両側鼠径部に腫大リンパ節を認めた。以上の結果を踏まえ、診断目的の生検として腰椎麻酔
下に陰核腫瘍をメスで切断し、外陰を生検トレパンⓇを用いて生検した。病理診断は、陰核腫瘍は強い角
化を伴った高分化型扁平上皮癌で、1mm 以上の間質浸潤を認め切除断端が陽性だった。硬化性苔癬を疑っ
た外陰は高度外陰上皮内腫瘍を認めた。外陰癌Ⅰ B 期以上と診断し、今後は根治的治療として手術療法
を行う予定である。【考察】外陰癌の擦過細胞診は細胞数の少なさや腫瘍の角化等で診断が過小評価され
易く、外陰癌を肉眼的に疑った場合は生検が重要である事が本症例からも示唆された。外陰癌は 5 年生存
率が約 70% であり一般的に予後は悪くないが、腫瘍の局在が予後に影響するという報告がある。特に本
症例のような陰核部外陰癌は予後が悪いと言われておりこれを文献的に考察する。
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61．外陰部 Eccrine porocarcinoma の一例

62．子宮頸癌の治療前骨盤 MRI では拡散強調像が造影 T1 強調像の代替となり得
るか

○藤峯　絢子 1）、豊島　将文 1）、重田　昌吾 1）、土岐　麻美 1）、久野　貴司 1）、渡邉　みか 2）、
　新倉　　仁 1）、八重樫伸生 1）

1）東北大学病院産婦人科　2）東北大学病院病理部

○加藤　　彩、佐藤　敏治、高橋　和江、木藤　正彦、牧野　健一、清水　　大、佐藤　直樹、
　寺田　幸弘
秋田大学医学部附属病院

【緒言】Eccrine porocarcinoma（EPC）は表皮内のエクリン汗腺より発生する悪性腫瘍で外陰部での報告
は世界で 7 例のみである。現在治療中の外陰部 EPC の一例を報告する。

【症例】54 歳、2 経妊 2 経産、閉経 53 歳。外陰部痛で近医を受診し左小陰唇内側に周囲に乳頭状変化を
伴う 1cm の陥没様腫瘤を認め、組織診で squamous cellcarcinoma （SCC）の診断で当科紹介となった。
当科組織診は SCC、画像検査では外陰部左側に 31 × 24mm の腫瘤を認め、尿道・肛門浸潤や遠隔転移・
リンパ節転移を認めなかった。Stage Ⅰ B1 期推定で根治的外陰部分切除術、鼠径リンパ節郭清術、セン
チネルリンパ節生検を施行した。病理検査ではサイトケラチンマーカー、EMA、BerEP-4、S-100 等の
免疫染色より組織型は EPC、進行期は切除断端陰性、リンパ節転移陰性より FIGO（2008）Stage Ⅰ B

（T1bN0M0）と診断した。EPC の予後不良因子とされる間質浸潤の深さ≧ 7mm、脈管侵襲陽性、核分裂
像≧ 14 個 /10HPF を満たすため cisplatin を用いた同時化学放射線療法（全骨盤照射）を施行したが、1 ヵ
月後に肺野、2ヵ月後に仙骨部に再発を認め、現在仙骨部照射とpaclitaxel/carboplatin療法を併用中である。

【結語】EPC は SCC や腺癌などと鑑別が困難で、診断には免疫染色が有用である。文献的に局所再発
17％、所属リンパ節転移 19％、遠隔転移 11％とされるが、転移例の治療方針には一定の見解はなく放射
線療法や多剤併用療法の組合せで対処しているのが現状であり、今後の症例集積が期待される。

【緒言・目的】子宮頸癌における骨盤 MRI（MRI）の T2 強調像（T2）は腫瘍と正常組織のコントラスト
評価に重用されるが、造影 T1 強調像（T1）では腫瘍は淡く造影され頸管間質との造影度差が少なく有用
性に乏しい。一方、拡散強調画像（Diffusion Weighted Imaging : DWI）では悪性腫瘍は高信号を示し、
見かけの拡散係数（apparent diffusion coefficient : ADC）計測で正常組織と定量的に識別が可能である。
今回我々は、子宮頸癌患者の治療前 MRI 画像の T1 と DWI の腫瘍識別能を評価し、T1 の省略が可能で
あるかを後方視的に検討した。【対象・方法】2010 年 4 月〜 2015 年 3 月に当院で子宮頸癌と診断された、
FIGO 進行期Ⅰb1 期以上の患者 29 例の治療前 MRI 画像を対象とした。腫瘍の組織型は扁平上皮癌が 16
例、腺癌が 13 例、進行期はⅠb 期が 8 例、Ⅱ期が 12 例、Ⅲ期が 6 例、Ⅳ期が 3 例であった。病理標本と
T2 で腫瘍を同定し、T1 と DWI の腫瘍識別能を正常子宮頸管組織像とのコントラストにより、clear・
equivocal・unclear の 3 群に分類した。また ADC 値を計測し、コントロール群（正常頸管組織：9 例）
と比較した。【結果】DWI は全例高信号を示し、識別容易な clear であった。T1 で、unclear は 10 例、
やや低信号〜高信号を示すが周囲間質との識別困難例な equivocal は 5 例（17.2％）、clear は 14 例（48.3％）
であった。DWI でしか腫瘍部を識別できなかった例は 2 例（6.9％）あった。また、ADC 値は腫瘍部で
0.87 ± 0.14 × 10–3mm2/s とコントコール群の 1.62 ± 0.143 × 10–3mm2/s と比較して有意に低値を示した

（p<0.001）。【結語】子宮頸癌の治療前 MRI では、T2 と DWI で腫瘍識別は可能であり、T1 は省略可能で
あることが示唆された。
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63．傍大動脈リンパ節腫大を伴う子宮頸癌ⅠB ～ⅡB 期の検討

64．広汎子宮頸部摘出術を行った子宮頸部腺癌の 1 例

○深瀬　実加、清野　　学、榊　　宏諭、成味　　恵、須藤　　毅、太田　　剛、永瀬　　智
山形大学　産婦人科　

○佐藤　誠也 1）、板持　広明 1）、小見　英夫 1）、深川　智之 1）、竹内　　聡 1）、石田　和之 2）、
　菅井　　有 2）、杉山　　徹 1）

1）岩手医科大学医学部産婦人科学講座　2）岩手医科大学医学部病理診断学講座

【目的】子宮頸癌（CC）ⅠB 〜ⅡB 期の傍大動脈リンパ節腫大例（MA）では治療法が定まっていない。
そこで CC ⅠB 〜ⅡB 期 MA 症例をレトロスペクティブに検討した。【方法】研究内容について倫理委
員会での承認を得た。2006 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日までに当科で治療を行った子宮頸癌ⅠB 〜
ⅡB 期 MA 症例を抽出し診療録から情報を得た。MA の定義は 1 cm 以上の傍大動脈リンパ節腫大また
は PET-CT での FDG 高集積とした。統計解析はマンホイットニーの U 検定および Kaplan-Mayer 法を
用いた。【結果】CC ⅠB 〜ⅡB 期 MA 症例は 9 例であった。手術（RH ＋傍大動脈リンパ節郭清術また
は摘出術）を施行した例は 5 例（RH+PAN）で CCRT を施行した例は 4 例であった。RH+PAN 群の進
行期内訳はⅠB1：1 例，ⅠB2：3 例，ⅡB：1 例，CCRT 群ではⅠB2：1 例，ⅡB：3 例であった。組織型
は RH ＋ PAN 群で類内膜腺癌 1 例あったが，その他は全て扁平上皮癌であった。平均年齢は RH+PAN
群、CCRT 群でそれぞれ 39.8 ± 7.4 歳，64 ± 5.6 歳と CCRT 群で有意に高かった（P=0.02）。RH+PAN
群は全例術後療法として CCRT または化学療法を施行した。無病生存期間中央値は RH+PAN 群，CCRT
群でそれぞれ 307 日（169-2703），129.5 日（36-1043）全生存期間中央値はそれぞれ 1196 日（169-3331），
308.5 日（36-1720）で両群間に有意差はなかった。

【結論】当科において若年で進行期ⅠB 症例は RH+PAN を施行する傾向にあった。今後症例数を増やし
検討していく予定である。

　広汎子宮頸部摘出術は、標準治療として子宮摘出を要する子宮頸癌症例のうち妊孕性温存を強く希望す
る症例に対する治療オプションとして注目されている。当科においても倫理審査委員会の承認の下に、①
腺癌あるいは脈管侵襲を認める臨床進行期ⅠA1 期、②ⅠA2 期、③最大腫瘍径が 2cm 以下のⅠB1 期およ
びⅡA1 期（腟壁浸潤が軽微なもの）を対象として、腹式準広汎子宮頸部摘出術および広汎子宮頸部摘出
術を導入した。今回、広汎子宮頸部摘出術の 1 例を経験したので報告する。
　症例は 39 歳、1 経妊 1 経産。再婚後のため強い挙児希望を有していた。子宮がん検診で Adenocarcinoma
と判定されたため、精査目的で近医を受診した。子宮頸部生検で腺癌と診断されたため、当科へ紹介と
なった。腟鏡診および経腟超音波検査では子宮頸部に腫瘍像を認めなかった。子宮頸部細胞診では、比較
的きれいな背景に核クロマチンの増加と N/C 比の増大を伴う羽毛状構造を示す異型腺細胞集塊を認め、
AIS と判定した。病変の広がりを確認するため、診断的円錐切除術および子宮頸管内掻爬を施行し、子宮
頸部腺癌 1A1 期（切除断端は陰性）と診断した。頸管内掻爬では悪性所見を認めなかった。初回手術か
ら 1 か月後に、広汎子宮頸部摘出術を施行した。術中迅速組織診断で骨盤リンパ節に転移はみられなかっ
た。一方、摘出した子宮頸部切除断端の頸管腺領域に、核の腫大と重積性を伴う異型腺上皮領域を認めた
ため、頸管腺を追加切除し断端が陰性であることを確認した。手術時間は 7 時間 34 分、出血量は 565ml
であった。周術期に明らかな合併症はみられず、術後 14 日目に退院、現在、摘出組織を術後病理組織診
断中である。
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