
第64回北日本産科婦人科学会
総会・学術講演会

第94回北海道産科婦人科学会総会・学術講演会
第142回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

■会　期：2016年９月17日（土）・18日（日）

■会　場：ロイトン札幌
　　　　 　 （〒060-0001 札幌市中央区北 1 条西 11-1  TEL：011-271-2711）

会　長 櫻　木　範　明
 （北海道大学大学院医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野）

事務局 北海道大学医学部産婦人科学教室
 〒060-8638　札幌市北区北 15 条西 7 丁目
 TEL：011-706-5941　FAX：011-706-7711
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第64回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会

会長　櫻 木　範 明 
（北海道大学大学院医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野 教授）

　第64回北日本産科婦人科学会を平成28年（2016年）9月17日（土）～ 18日（日）の２日間、ロイト

ン札幌において開催させて頂くことになりました。北海道大学にこの学会を担当する機会が与えられま

したことを大変光栄に思います。

　北日本産科婦人科学会（旧：日産婦北日本連合地方部会）に所属する14大学が産婦人科医療をカバー

する地域は、北海道、東北６県、北陸４県であり、日本全体の面積の４割以上を占めています。この広

大さが重荷と感じられる場面もあると思いますが、何と言っても豊かな自然と暖かい人柄にあふれる文

化は魅力です。産婦人科医は新たな生命の誕生を助け、家庭や地域社会で活躍する女性の健康を守る役

割を担っています。このような私たちの専門職を本当に良く活かせる地域であると思います。

　多くの先生が地方部会でデビューし、北日本産科婦人科学会で鍛えられ、その次には難関の日産婦学

会発表の栄誉を得るという過程をたどって成長されてきたと思います。私もこの学会で多くの優れた同

世代の医師や後輩思いの先輩諸先生に出会い、育てて頂きました。第64回学術集会も、各地域で活躍

する若手の先生が日頃の研修・勉学の成果を発表して、同世代の知己を得る良い機会となることを念願

しております。

　学術集会プログラムでは、秋田大学、新潟大学、岩手医科大学の気鋭の先生がたに特別講演をお願い

します。その他に指導医講習会、一般演題等でプログラムを構成いたします。2017年からの専門研修は

研修プログラムで行うことになりますので新しい専門医制度の話題も取り上げたいと思います。その核

心にあるのはプログラム管理・評価の体制（指導医と専攻医の相互評価、プログラム評価）と施設群の

形成であると思います。施設群構成のポイントは１）専門性の担保（指導医と症例経験）、２）地域医

療の経験（地域医療重視）、３）リサーチマインドの涵養です。バランスの取れた次世代の産婦人科医

を育成するために専門研修プログラムが作られます。医療は国民の福祉のためにあり、専門医制度は専

攻医と国民のためにあります。良い研修プログラムの作成は北日本地域の医療と大学の活性化にとって

大きな鍵となると思われます。

　秋の北海道はぬけるような青空が広がり、大雪山では紅葉が始まる季節です。是非とも自然と秋の味

覚も楽しんで頂きたいと思います。大勢の会員の皆様のお越しをお待ち致しております。

2016年8月吉日

ご　挨　拶





－ 3－

⃝ 会　期
平成28年9月17日（土）・18日（日）

⃝ 会　場
ロイトン札幌
〒060-0001　北海道札幌市中央区北1条西11-1
TEL：011-271-2711
	 第１会場	 ２階　エンプレスホール
	 第２会場	 ２階　リージェントホール
	 第３会場	 ２階　ハイネスホール
	 第４会場	 ２階　クリスタル・ルームB
	 第５会場	 ２階　クリスタル・ルームC
	 学会本部	 ２階　クリスタル・ルームA
	 企業展示	 ２階　ホワイエ

⃝ 参加登録受付
会場：ロイトン札幌　１階
第１日目		9月17日（土）		8：00から17：00まで
第２日目		9月18日（日）		7：30から13：00まで

⃝ 参加費
学術講演会　12,000円
総懇親会　無料
※初期研修医・学生の学術講演会の参加は無料です。
※研修医・学生の方は受付でお申し出ください。参加証を発行します。

⃝ 参加者へのお願いとご注意
・	第64回北日本産科婦人科学会学術講演会の専門医研修出席証明（従来の研修出席証明シールに相当）
には、e医学会カード（UMINカード）をご使用いただきますので、研修出席証明シールの配付は
ありません。必ずご持参いただきますようお願い申し上げます。

　次頁の「１．学術講演会参加申込みについて」と「２．研修出席証明について」をご確認いただ
きますようお願い申し上げます。

第64回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会のご案内
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1．学術講演会参加について
１）第64回北日本産科婦人科学会学術講演会では、当日受付のみとなり、事前登録は行いません。
２）受付にて参加費をお支払いただき、受付スタッフより参加証をお受け取りください。
３）	専門医研修出席証明の受付はe医学会カード（UMINカード）に印字されたバーコードをご利
用いただきます。受付にて、バーコードリーダーで認証を行います。

４）	e医学会カード（UMINカード）にて参加登録をいただいた方には、専門医研修出席証明（10単位）
が自動的に付与されます。

５）	当日、本会会員でe医学会カード（UMINカード）をお忘れ・お持ちでない方は、手動登録に
て受付いたします。専用の受付にて、お手続きをさせていただきます。

６）参加証はホルダーに入れ、会場内では必ず着用してください。

2．研修出席証明について
１）e医学会カード（UMINカード）による専門医研修出席証明について
本学術集会では、「e医学会カード」による専門医研修出席証明（上記）を行います。
また、指導医講習会等の機構専門医の認定講習においても、各会場で「e医学会カード」によ
る参加受付を行います。会員の皆様は「e医学会カード」をご持参ください。

●e医学会カードをご持参の会員の方は・・・
e医学会カード（UMINカード）にて参加登録いただいた方は、専門医研修出席証明が自動的
に付与されます。

●e医学会カードをお忘れ等でお持ちでない会員の方は・・・
お手元にない場合は手動登録にて受付いたしますので、受付スタッフへお申しつけください。

２）機構専門医の認定講習の参加受付方法
今回の学術講演会で開催される指導医講習会などの機構専門医の認定講習の参加受付をe医学
会カードで行います。ご出席の先生は各講習会場でe医学会カードのバーコードを読み取ることで
参加受付を行います。なお、講習開始の10分前から参加受付けを開始します。また開演時間15
分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、機構専門医単位付与はされません。ご了承ください。
◇	指導医講習会の参加履歴は、日本産科婦人科学会の指導医資格取得の資格要件にもなって
おります。

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

⃝ 託児所について
学会期間中、託児所を開設しております。
ご希望の方は学会ＨＰ（http://www.congre.co.jp/kitani64/）より、8月26日（金）までにお申し込
みください。なお、定員になり次第、締切いたします。
※当日のお申し込みは、ベビーシッターの手配の都合上お受けできませんので予めご了承ください。
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⃝ 北日本産科婦人科学会役員会
日時：平成28年9月18日（日）　7：30 ～ 8：20
会場：キャッスル（ロイトン札幌１階）

⃝ 北日本産科婦人科学会総会
日時：平成28年	9月18日（日）　12：20 ～ 12：35
会場：第１会場（ロイトン札幌２階　エンプレスホール）

⃝ 総懇親会
日時：平成28年9月17日（土）　18：45開宴
会場：懇親会会場（ロイトン札幌３階　ロイトンホールA）

⃝ 講演発表
１．座長へのお願い
（１）	座長は担当される20分前までにセッション会場にお越しください。また、セッション開始10

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

２．演者の方々へのお願い
（１）一般演題はすべて口頭発表です。

発表時間は、症例以外８分（口演時間６分、討論時間２分）もしくは症例７分（口演時間５
分、討論時間２分）のいずれかになります。発表時間のご確認は、学会HP「採択演題一覧」
をご参照ください（http://www.congre.co.jp/kitani64/）。

（２）本学術講演会の発表は、Power	Pointデータを用いての発表のみとなっております。
その他の形式は原則として使用できませんので、ご注意ください。

（３）	当日は会場内にPC受付（２階　ホワイエ）を設けております。講演開始30分前までに発表デー
タ収録メディア（USBメモリ推奨）をご持参の上、受付と動作確認を行ってください。なお、
２日目の発表データも１日目に受付可能です。

  　《PC受付について》
会場：ロイトン札幌　2階　ホワイエ

日　程 受付時間
9 月 17 日（土） 8：00 ～ 18：00
9 月 18 日（日） 7：30 ～ 13：00

（４）受付用PCを使用しての長時間のデータ修正はご遠慮ください。
（５）Power	Pointの発表者ツールはご利用いただけません。
（６）演者は口演開始10分前までに会場内「次演者席」へご着席ください。
（７）	会場で準備いたしますPCはWindows7	Power	Point	2007・2010・2013をインストールして

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

確認したデータをお持ちください。
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使用されるフォントはOSXの「フォントブック」を起動して「Windows	Office	Compatible」フォント
群を推奨します。それ以外のフォントを使用するとレイアウトズレが起きる可能性があります。
Windowsで作成される場合でもフォントはOS標準のもののみご使用ください。

（９）スライドのサイズは４：３で解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします。
（10）	Windowsで作成された発表データに動画ファイルを使用する場合はWMVにエンコードした

ものを推奨します。Power	Point	2010以降はスライドデータに動画ファイルを埋め込む機能
がありますが、保存を97-2003の互換で行いますと、その機能が有効になりません。Macで
作成された発表データに動画ファイルを使用する場合はQuickTimeを使用してmovかmp4
にエンコードしたものを推奨します。発表時のPower	Pointは2013で開きます。どちらで作
成した場合でも動画ファイル単体は念のためお持ちください。

⃝ 指導医講習会について
開催日時：平成28年9月17日（土）　14：25 ～ 15：25
会　　場：第１会場（２階　エンプレスホール）
受付は14時15分から開始し、14時40分に終了いたします。講演開始後15分を過ぎますと受講確認
が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	会場前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、会場前受付スタッフにて手動で登録いたします。受付スタッフより登
録用用紙をお渡しいたしますので、受講前に用紙にご記入のうえ、受付スタッフへお渡しくださいま
すようお願い申し上げます。
受付スタッフにお渡し忘れた場合や、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。

⃝ TGCU（Tohoku Gynecologic Cancer Unit）サテライト講演会
日時：平成28年9月17日（土）　7：45 ～ 8：45（予定）
会場：エメラルドルームＢ（ロイトン札幌　３階）

⃝ クロークのご案内
下記の時間、２階　クロークにて手荷物をお預かりいたします。
貴重品はお預かりできませんので、あらかじめご了承ください。

日　程 受付時間
9 月 17 日（土） 8：00 ～ 20：30
9 月 18 日（日） 7：30 ～ 14：15

⃝ 優秀演題の表彰
一般演題の中から優秀演題を選びます。表彰は9月17日（土）18：45より３階	ロイトンホールＡに
て行われます総懇親会にて行います。

⃝ 学会事務局
北海道大学医学部産婦人科学教室
〒060-8638　札幌市北区北15条西7丁目
TEL：011-706-5941　FAX：011-706-7711
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会場までのアクセス
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　　JR千歳線

快速 約36分

　　バス

約１時間5～20分

　　バス

約35分

地下鉄東西線

約17分

地下鉄南北線
大通駅経由・東西線

約11分

徒歩

約5分

　　空港バス

約１時間10～30分

　　車・タクシー

約10分

新
千
歳
空
港

約1時間30分

約1時間55分

約1時間30分

空港
羽田

空港
関西

空港
名古屋

新千歳空港発の連絡バスは約 15 分間隔で運行
札幌都心行きはロイトン札幌に停車します。

【乗り場】
＜国内線ターミナル＞ ANA 到着口前 /22 番  JAL 到着  A 前 /14 番
＜国際線ターミナル＞ 65 番



－ 8－
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9月18日（日）7:30～
北日本産科婦人科学会

役員会

9月18日（日）12:20～12:35
北日本産科婦人科学会

総会
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ロイトンホール
A
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D

エメラルドルーム D
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エメラルドルーム B

エメラルドルーム A

9月17日㈯
18:45～
総懇親会
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学会プログラム

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第１会場
エンプレスホール

第２会場
リージェントホール

第３会場
ハイネスホール

第４会場
クリスタル・ルームB

第５会場
クリスタル・ルームC

第１日目　9月17日（土）

開会式

第１群「子宮頸部悪性腫瘍Ⅰ」
座長：笹川 寿之（金沢医科大学）

第２群「子宮頸部悪性腫瘍Ⅱ」
座長：中村 充宏（金沢大学）

第３群「子宮頸部悪性腫瘍Ⅲ」
座長：添田 周（福島県立医科大学）

第４群「子宮体部悪性腫瘍Ⅰ」
座長：高倉 正博（金沢大学）

講師：青木 大輔（慶應義塾大学）　座長：杉山 徹（岩手医科大学）
会場：ロイトン札幌 ３階　エメラルドルームＢ

第５群「子宮体部悪性腫瘍Ⅱ」
座長：西川 伸道（新潟大学）

第６群「子宮体部悪性腫瘍Ⅲ」
座長：市川 英俊（旭川医科大学）

第７群「異所性妊娠」
座長：川越 淳（山形大学）

第８群「合併症妊娠Ⅰ」
座長：平山 恵美（市立札幌病院）

第９群「合併症妊娠Ⅱ」
座長：森川 守（北海道大学）

第１０群「産科一般」
座長：高橋 仁（福井大学）

第１2群「産科出血・救急」
座長：山口 雅幸（新潟大学）

第11群「胎児・新生児管理」
座長：秋元 琢真（北海道大学）

専攻医教育プログラム
「周産期領域における
院内感染とその対策」

演者：増﨑 英明（長崎大学）
座長：齋藤 滋（富山大学）

ランチョンセミナー１
演者：竹島 信宏（がん研究会有明病院）
座長：齋藤 豪（札幌医科大学）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー２
演者：三浦 清徳（長崎大学）
座長：福島 明宗（岩手医科大学）
共催：GeneTech 株式会社

ランチョンセミナー３
演者：苛原 稔（徳島大学）
座長：藤森 敬也（福島県立医科大学）
共催：大塚製薬株式会社
　　　ニュートラシューティカルズ事業部

「新専門医制度の発足に向けて
－産婦人科専門医への期待－」演者：池田 康夫（早稲田大学/慶應大学）

座長：櫻木 範明（北海道大学）

演者：小西 靖彦（京都大学）
座長：櫻木 範明（北海道大学）

指導医講習会
「指導医の役割」

招請講演

特別講演１
演者：佐藤 直樹（秋田大学）
座長：千石 一雄（旭川医科大学）

イブニングセミナー
演者：岡本 愛光（東京慈恵会医科大学）
座長：杉山 徹（岩手医科大学）
共催：アストラゼネカ株式会社

北海道産科婦人科学会
受賞講演

「遺伝性子宮体癌の
識別戦略とその後先」

特別講演２
演者：関根 正幸（新潟大学）
座長：八重樫 伸生（東北大学）

「遺伝性乳癌卵巣癌（HBOC）
の基礎と臨床

－遺伝子診断の普及に向けて－」

特別講演３
演者：金杉 知宣（岩手医科大学）
座長：藤原 浩（金沢大学）

「産科超音波画像診断の
新たなる展望と胎児・
新生児治療への応用」

7:45 ～ 8:45（予定）　TGCU（Tohoku Gynecologic Cancer Unit）サテライト講演会

8:55 ～ 9:00

9:00 ～ 9:31

9:31 ～ 10:03

10:03 ～ 10:24

9:00 ～ 9:32

9:3２～ 9:53

9:53 ～ 10:14

10:14 ～ 10:36

9:00 ～ 9:42

9:42 ～ 10:27

9:00 ～ 9:45 9:00 ～ 9:54

9:45 ～ 10:28

10:55 ～ 11:55

12:00 ～ 13:00 12:00 ～ 13:00 12:00 ～ 13:00

13:30 ～ 14:10

14:25 ～ 15:25

15:30 ～ 16:10

16:10 ～ 16:50

16:50 ～ 17:30

17:45 ～ 18:35

18:45 ～　総懇親会（ロイトン札幌　３階　ロイトンホール A）
（優秀演題の表彰を行います）

17:25 ～ 17:55

単 産婦人科領域講習（申請中）

単 専門医共通講習  指導医講習会

単 …日本専門医機構の単位が付与されます。
　セッション開始10分前から参加受付を開始し、開演時間15分を過ぎた場合、聴講は可能ですが単位は付与されません。ご了承ください。
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8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

第１会場
エンプレスホール

第２会場
リージェントホール

第３会場
ハイネスホール

第４会場
クリスタル・ルームB

第５会場
クリスタル・ルームC

第２日目　9月18日（日）

日本産婦人科医会・
日本対がん協会共同シンポジウム
「子宮頸がん検診とHPV検査」

第17群「周産期管理Ⅰ」
座長：高木 弘明（金沢医科大学）

第２１群「卵巣悪性腫瘍Ⅰ」
座長：太田 剛（山形大学）

第２７群「腹腔鏡下手術Ⅰ」
座長：吉野 修（富山大学）

第２８群「腹腔鏡下手術Ⅱ」
座長：渡邊 善（東北大学病院）

第２９群「腹腔鏡下手術Ⅲ」
座長：船水 文乃（弘前大学）

第３０群「腹腔鏡下手術Ⅳ」
座長：大沼 利通（福井大学）

第２２群「卵巣悪性腫瘍Ⅱ」
座長：佐藤 敏治（秋田大学）

第２３群「卵巣悪性腫瘍Ⅲ」
座長：寺本 瑞絵（札幌医科大学）

第２４群「卵巣悪性腫瘍Ⅳ」
座長：永井 智之（東北大学）

第18群「周産期管理Ⅱ」
座長：山田 俊（JCHO 北海道病院）

第19群「周産期管理Ⅲ」
座長：米田 哲（富山大学）

第1５群「生殖医療」
座長：熊谷 仁（岩手医科大学）

第20群「出生前診断」

座長：山田 崇弘（北海道大学）

第２５群「多胎妊娠」
座長：水内 将人（札幌医科大学）

第２６群「産科感染症」
座長：片岡 宙門（函館中央病院）

北海道産科婦人科学会
総会

第３2群「腫瘍（その他）」
座長：小見 英夫（岩手医科大学）

第３1群「婦人科一般」
座長：高橋 知昭（旭川医科大学）

第16群「女性ヘルスケア」
座長：飯野 香理（弘前大学）

ランチョンセミナー４
演者：森脇 征史（帯広厚生病院）
　　　明石 祐史（札幌白石産科婦人科病院）
座長：寺田 幸弘（秋田大学）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　メディカルカンパニー　エチコン事業部

座長：鈴木 光明（新百合ヶ丘総合病院）
　　　櫻木 範明（北海道大学）

モーニングセミナー
演者：和田 真一郎（手稲渓仁会病院）
座長：千石 一雄（旭川医科大学）
共催：持田製薬株式会社

ランチョンセミナー５

北海道産科婦人科学会
評議員会

演者：西村 玄（東京都立小児総合医療センター）
　　　室月 淳（宮城県立こども病院）
座長：山田 崇弘（北海道大学）
共催：アレクシオンファーマ合同会社

7:30～ 8:20　北日本産科婦人科学会役員会（ロイトン札幌 1階　キャッスル）

9:00 ～ 10:20
9:10 ～ 9:46 9:10 ～ 9:39

9:00 ～ 9:40

9:40 ～ 10:17

10:17 ～ 10:47

10:47 ～ 11:15

9:39 ～ 10:11

10:11 ～ 10:39

10:39 ～ 11:07

9:46 ～ 10:15

10:15 ～ 10:55

12:40 ～ 13:12 12:40 ～ 13:30 12:40 ～ 13:10

13:10 ～ 13:45

12:40 ～ 13:10

13:15 ～ 13:51

12:40 ～ 13:15

13:12 ～ 13:50

10:30 ～ 10:51

11:20 ～ 12:20

8:00 ～ 9:00

11:20 ～ 12:20

10:10 ～ 11:10

第13群「子宮筋腫・内膜症Ⅰ」

第1４群「子宮筋腫・内膜症Ⅱ」
座長：菅沼 亮太（福島県立医科大学）
10:51 ～ 11:13

座長：佐藤 亘（秋田大学）

北日本産科婦人科学会総会12:20 ～ 12:35

単 産婦人科領域講習

単 …日本専門医機構の単位が付与されます。
　セッション開始10分前から参加受付を開始し、開演時間15分を過ぎた場合、聴講は可能ですが単位は付与されません。ご了承ください。

閉会式13:50 ～ 
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招請講演

第1日目　9月17日（土）

		 第1会場　エンプレスホール	 13:30 ～ 14:10
座長：櫻木範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野）

「新専門医制度の発足に向けて　－産婦人科専門医への期待－」
池田康夫
早稲田大学特命教授 / 慶應義塾大学名誉教授

専攻医教育プログラム

第1日目　9月17日（土）

		 第1会場　エンプレスホール	 10:55 ～ 11:55
座長：齋藤滋（富山大学 産科婦人科）

「周産期領域における院内感染とその対策」
増﨑英明
長崎大学病院 / 長崎大学大学院産婦人科学

指導医講習会

第1日目　9月17日（土）

		 第1会場　エンプレスホール	 14:25 ～ 15:25
座長：櫻木範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野）

「指導医の役割」
小西靖彦
京都大学 医学教育推進センター
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特別講演

第1日目　9月17日（土）

	特別講演１	 第1会場　エンプレスホール	 15:30 ～ 16:10
座長：千石一雄（旭川医科大学 産婦人科）

「遺伝性子宮体癌の識別戦略とその後先」
佐藤直樹
秋田大学医学部産婦人科

	特別講演２	 第1会場　エンプレスホール	 16:10 ～ 16:50
座長：八重樫伸生（東北大学 産婦人科）

「遺伝性乳癌卵巣癌（HBOC）の基礎と臨床－遺伝子診断の普及に向けて－」
関根正幸
新潟大学医歯学総合研究科

	特別講演３	 第1会場　エンプレスホール	 16:50 ～ 17:30
座長：藤原浩（金沢大学 産科婦人科）

「産科超音波画像診断の新たなる展望と胎児・新生児治療への応用」
金杉知宣
岩手医科大学産婦人科
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日本産婦人科医会・日本対がん協会共同シンポジウム　「子宮頸がん検診とHPV検査」

第2日目　9月18日（日）

		 第1会場　エンプレスホール	 9:00 ～ 10:20
座長：鈴木光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター）

櫻木範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野）

趣旨説明
小西宏
公益財団法人 日本対がん協会

「細胞診/HPV検査併用子宮頸がん検診（小山地区）」
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

「HPV併用検診に関する臨床試験」
藤田博正1、佐々木隆之1、笠茂光範1、千石一雄2、斎藤豪3、玉腰暁子4、木川聖子5、
シャロン・ハンリー 5、櫻木範明5

1北海道対がん協会婦人科、2旭川医科大学産婦人科、3札幌医科大学産婦人科、4北海道大学予防医学、
5北海道大学医学部婦人科

「HPV検査を応用した新しい検診システム導入への取り組み」
SharonHanley
北海道大学医学研究科総合女性医療システム学
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北海道産科婦人科学会受賞講演

第1日目　9月17日（土）

		 第2会場　リージェントホール	 17:25 ～ 17:55

ランチョンセミナー

第1日目　9月17日（土）

	ランチョンセミナー１	 第1会場　エンプレスホール	 12:00 ～ 13:00
座長：齋藤豪（札幌医科大学医学部 産婦人科）

「子宮頸がん化学療法に関する最近の話題」
竹島信宏
公益財団法人がん研究会有明病院 婦人科

共催：中外製薬株式会社

	ランチョンセミナー２	 第2会場　リージェントホール	 12:00 ～ 13:00
座長：福島明宗（岩手医科大学医学部 臨床遺伝学科）

「産婦人科領域の遺伝学的検査に関する話題」
三浦清徳
長崎大学産婦人科

共催：GeneTech株式会社

	ランチョンセミナー３	 第3会場　ハイネスホール	 12:00 ～ 13:00
座長：藤森敬也（福島県立医科大学医学部 産科・婦人科）

「女性ヘルスケアにおけるホルモン補充療法の有用性」
苛原稔
徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科

共催：大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部
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イブニングセミナー

第1日目　9月17日（土）

		 第1会場　エンプレスホール	 17:45 ～ 18:35
座長：杉山徹（岩手医科大学医学部 産婦人科）

「遺伝性乳癌卵巣癌（HereditaryBreastandOvarianCancer;HBOC）」
岡本愛光
東京慈恵会医科大学 産婦人科

共催：アストラゼネカ株式会社

モーニングセミナー

第2日目　9月18日（日）

		 第2会場　リージェントホール	 8:00 ～ 9:00
座長：千石一雄（旭川医科大学 産婦人科）

「卵巣チョコレート嚢胞の取り扱いについて」
和田真一郎、福士義将、中島亜矢子、七里圭子、山本雅恵、比嘉健、常松梨紗、簔輪郁、
滝本可奈子、鈴木徹平、山本泰廣、太田創、松田琢磨、佐藤力、藤野敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科

共催：持田製薬株式会社
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ランチョンセミナー

第2日目　9月18日（日）

	ランチョンセミナー４	 第1会場　エンプレスホール	 11:20 ～ 12:20
あなたはどっち？エキスパートが語る腹腔鏡下子宮全摘出術
座長：寺田幸弘（秋田大学大学院医学系研究科医学専攻 機能展開医学系 産婦人科）

「膜構造と層を意識した腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）」
森脇征史
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科

「超音波凝固装置を駆使した最小出血での腹腔鏡下子宮全摘出術（TLH）
－HARMONICACE®+/+7を活かす手技－」
明石祐史、杉尾明香、谷垣衣理、鈴木靜夫、武田智幸、塚本勝城、明石英史
札幌白石産科婦人科病院

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社メディカルカンパニー　エチコン事業部

	ランチョンセミナー５	 第3会場　ハイネスホール	 11:20 ～ 12:20
座長：山田崇弘（北海道大学大学院医学研究科 総合女性医療システム学）

「胎児、新生児骨系統疾患の診断:postmortemandpostnatalradiograph」
西村玄
東京都立小児総合医療センター 放射線科

「低フォスファターゼ症の児を救命するために」
室月淳
宮城県立こども病院産科，東北大学大学院医学系研究科先進成育医学

共催：アレクシオンファーマ合同会社
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一般演題

第1日目　9月17日（土）　第1会場　エンプレスホール

第1群　子宮頸部悪性腫瘍Ⅰ 9:00 ～ 9:31
座長：笹川寿之（金沢医科大学産科婦人科）

1. 再発子宮頸癌における予後規定因子の検討
千葉洋平、千葉淳美、深川大輔、深川智之、古武陽子、永沢崇幸、佐藤誠也、
小見英夫、利部正裕、竹内聡、板持広明、杉山徹
岩手医科大学 産婦人科

2. 当科における進行子宮頸部癌に対するTP-CCRT療法（PTX・CDDP同時放
射線化学併用療法）の検討
山田達也、頼近奈奈、角江昭彦、桑原道弥、三國雅人、日下真純、香城恒麿
厚生連総合病院札幌厚生病院 産婦人科

3. 当院における子宮頸癌に対する同時化学放射線療法（CCRT）後の瘻孔形成の検討
川口美保子、島友子、鮫島梓、大北恭子、田中智子、津田桂、稲田貢三子、中島彰俊、
吉野修、齋藤滋
富山大学附属病院 産婦人科

4. 子宮頸部と体部に類内膜腺癌を認めた重複癌の一例
小幡武司、中村充宏、水本泰成、松本多圭夫、高倉正博、藤原浩
金沢大学 産婦人科
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第2群　子宮頸部悪性腫瘍Ⅱ 9:31 ～ 10:03
座長：中村充宏（金沢大学産婦人科）

5. 子宮頸がんに対する単純ヘルペスウイルスを用いたウイルス療法と抗がん剤併用
療法における基礎研究
川村英生1、利部正裕1、村上一行1、佐々木裕2、川村花恵1、吉野直人2、村木靖2、
杉山徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 微生物学講座 感染症学・免疫学分野

6. 日本の子宮頸部浸潤癌を誘発するHPV型の同定と解析
笹川寿之1、坂本人一1、大阪康宏1、柴田健雄1、藤田智子1、高木弘明1、
上浦祥司2

1金沢医科大学 医学部 産婦人科、2大阪府立成人病センター 産婦人科

7. 子宮頸部細胞診における相対的テロメラーゼ活性
山田しず佳、品川明子、飯藤弘光、伊藤太郎、冨士井杏子、清水可奈子、山本真、
大沼利通、知野陽子、黒川哲司、吉田好雄
福井大学 産婦人科

8. 子宮頸部細胞診ASC-US症例における従来法と液状検体法による比較検討
鹿内智史、真里谷奨、嶋田浩志、玉手雅人、黒田敬史、齋藤豪
札幌医科大学 産婦人科

第3群　子宮頸部悪性腫瘍Ⅲ 10:03 ～ 10:24
座長：添田周（福島県立医科大学医学部産科婦人科）

9. 術中迅速診断により切除範囲を決定したMinimaldeviation
adenocarcinoma（MDA）の1例
山崎博之、宇津野泰弘、水崎恵、大石由利子、箱山聖子、小田切哲二、吉田俊明、
光部兼六郎
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

10. 子宮頸部腺癌IIIA期に対して骨盤内臓全摘変法を施行した一例
小田切哲二1、宇津野泰弘1、水崎恵1、山崎博之1、大石由利子1、箱山聖子1、
吉田俊明1、光部兼六郎1、佐藤啓介2

1JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科、2JA北海道厚生連 旭川厚生病院 病理

11. 肝膿瘍と鑑別を要し、肝生検により診断された子宮頸癌の肝転移の１例
高橋望、山田しず佳、白藤文、川村裕士、大沼利通、品川明子、高橋仁、知野陽子、
西島浩二、折坂誠、黒川哲司、吉田好雄
福井大学医学部附属病院 産婦人科
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第1日目　9月17日（土）　第2会場　リージェントホール

第4群　子宮体部悪性腫瘍Ⅰ 9:00 ～ 9:32
座長：高倉正博（金沢大学産科婦人科）

12. 子宮腫瘍におけるMRIADC値を用いた良・悪性の診断
才津義亮1、日高隆雄1、青木藍子1、高地圭子1、八十島邦昭1、遠山純2、米田憲二2、
荒井和徳2

1黒部市民病院 産婦人科、2黒部市民病院 放射線科

13. 術中迅速診断を用いた子宮体癌I期の治療成績についての検討
稲田貢三子、大北恭子、川口美保子、津田桂、鮫島梓、島友子、中島彰俊、吉野修、
齋藤滋
富山大学 産科婦人科

14. 類内膜癌G3および特殊組織型子宮体癌と比較した子宮体部癌肉腫症例の臨床病
理学的特徴について
朝野拓史、渡利英道、加藤達矢、野﨑綾子、小林由佳子、嶋田知紗、井平圭、
金野陽輔、小林範子、武田真人、工藤正尊、櫻木範明
北海道大学病院 婦人科

15. 当院における子宮体癌手術の現状
古田祐、竹下奨、大場洋子、見延進一郎、岡元一平、藤堂幸治、加藤秀則
北海道がんセンター 婦人科

第5群　子宮体部悪性腫瘍Ⅱ 9:32 ～ 9:53
座長：西川伸道（新潟大学産科婦人科）

16. 当院における子宮内膜原発脱分化癌の4例
東大樹1、橋本大樹1、田中理恵子1、青柳有紀子1、米原利栄1、東正樹1、山口辰美1、
立野正敏2

1釧路赤十字病院 産婦人科、2釧路赤十字病院 病理診断科

17. 子宮体部原発扁平上皮癌の1例
良川大晃、三島隆、永井匠、小野愛菜、能代究、川俣美帆、藤枝聡子、計良光昭、
及川衛、吉田博
天使病院 産婦人科

18. 子宮留膿腫を契機に発見された子宮体部原発小細胞癌の一例
柏木葉月、田中綾一、野藤五沙、秋元太志、寺田倫子、郷久晴朗、寺本瑞絵、
岩崎雅宏、齋藤豪
札幌医科大学 産婦人科
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第6群　子宮体部悪性腫瘍Ⅲ 9:53 ～ 10:14
座長：市川英俊（旭川医科大学産婦人科）

19. リンパ節に異常集積を示し転移と鑑別を要した子宮体がんの2症例　
～転移陰性症例2例の検討～
小島学、遠藤雄大、野村真司、鈴木聡、山口明子、添田周、渡辺尚文、
藤森敬也
福島県立医科大学 産婦人科

20. 腫瘍崩壊症候群の一例と当科におけるその予防策
伊藤友理、成味恵、太田剛、竹原功、山谷日鶴、永瀬智
山形大学 産婦人科

21. 子宮癌肉腫腟転移に対する凍結療法
松宮寛子、坂元崇洋、木村敬子、池田研、涌井之雄
KKR札幌医療センター 産婦人科

第7群　異所性妊娠 10:14 ～ 10:36
座長：川越淳（山形大学医学部産婦人科）

22. 帝王切開瘢痕部妊娠に対するMTX全身投与を先行した子宮鏡下治療
渡辺正1、氷室裕美1、宇賀神智久1、喜多川亮2、中西透2、深谷孝夫2、渡部洋2

1東北医科薬科大学若林病院 産婦人科、2東北医科薬科大学病院 産婦人科

23. 帝王切開瘢痕部妊娠に対しメトトレキサート全身投与後、開腹手術にて子宮内容
除去及び子宮形成を行った一例
太田圭一、平川八大、柞木田礼子、山口英二
下北医療センターむつ総合病院 産婦人科

24. 帝王切開瘢痕部妊娠に対して妊孕性温存を行った4例
大原康弘1、工藤正尊1、石塚泰也1、宇田智浩1、光部兼六郎2、櫻木範明1

1北海道大学病院 婦人科、2JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科
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第1日目　9月17日（土）　第3会場　ハイネスホール

第8群　合併症妊娠Ⅰ 9:00 ～ 9:42
座長：平山恵美（市立札幌病院産婦人科）

25. 各種の治療で対応したvonWillbrand病合併妊娠の三例
赤羽慧一郎、馬詰武、山田崇弘、金川明功、細川亜美、中川絹子、荒木直人、
千葉健太郎、小島崇史、石川聡司、森川守、水上尚典
北海道大学大学院 産科生殖医学

26. 妊娠中に合併した白血病の3症例
西村杏子、高橋可菜子、齋藤彰冶、小篠隆広、阿部祐也
山形県立中央病院 産婦人科

27. 妊娠、分娩を契機に診断された先天性胆道拡張症合併妊娠の一例
石田久美子、中西研太郎、早坂美紗、村上幸治、小野方正、野澤明美、北村晋逸
名寄市立総合病院 産婦人科

28. 良好な転帰を得られた総肺静脈環流異常症（totalanomalouspulmonary
venousreturn：TAPVR）既往妊娠の一例
太知さやか、米田徳子、生水貫人、草開妙、伊東雅美、新居絵理、福田香織、
吉江正紀、米田哲、塩崎有宏、齋藤滋
富山大学 産婦人科

29. 妊娠悪阻による頻回嘔吐を契機に特発性縦隔気腫をきたした１例
七里圭子、和田真一郎、比嘉健、山本雅恵、滝本可奈子、常松梨紗、簑輪郁、
鈴木徹平、山本泰廣、太田創、福士義将、藤野敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科

30. 妊娠中期と帝王切開術後に重症感染症を発症した腺筋症合併妊娠の１例
小野愛菜、良川大晃、永井匠、能代究、川俣美帆、藤枝聡子、三島隆、計良光昭、
相澤貴之、及川衞、吉田博
天使病院 産婦人科
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第9群　合併症妊娠Ⅱ 9:42 ～ 10:27
座長：森川守（北海道大学大学院医学研究科産科・生殖医学）

31. 血糖自己測定（SMBG）を用いた妊娠糖尿病（GDM）の管理について
吉越信一、斎藤真実、大田悟、長谷川徹、三輪正彦
富山市民病院 産婦人科

32. 当院における関節リウマチ合併妊娠の管理
鈴木百合子、渡辺憲和、深瀬実加、杉山晶子、小幡美由紀、堤誠司、永瀬智
山形大学 産婦人科

33. 当院における精神疾患合併妊婦の検討
成田吉央、石垣展子、柏舘直子、松浦類、明城光三、武山陽一
仙台医療センター 産婦人科

34. 塩酸リトドリンにより増悪したと考えられる正常血糖糖尿病性ケトアシドーシスの一例
高橋司1、今井紀昭1、平賀裕章1、湊敬道1、吉田瑶子1、末永香緒里1、葛西亜希子1、
葛西剛一郎1、河野順子1、会田剛史1、工藤貴徳2

1八戸市立市民病院 産婦人科、2八戸市立市民病院 内分泌糖尿病科

35. 壊疽性膿皮症合併妊娠の1例
平岩幹、滝口薫、福田冬馬、遠藤雄大、大原美希、経塚標、安田俊、藤森敬也
福島県立医科大学 産婦人科

36. 敗血症、ARDSをきたした腎盂腎炎合併妊娠の１例
設楽明宏、菅原多恵、軽部裕子、福田淳、高橋道
市立秋田総合病院 産婦人科
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第1日目　9月17日（土）　第4会場　クリスタル・ルームB

第10群　産科一般 9:00 ～ 9:45
座長：高橋仁（福井大学医学部産科婦人科）

37. 当院における胎盤遺残・胎盤ポリープ症例の検討
笠間春輝、桝本咲子、鏡京介、飯塚崇、保野由紀子、岩垂純平、山崎玲奈、高倉正博、
藤原浩
金沢大学 産婦人科

38. 羊水過多を合併した胎盤血管腫～胎児心不全を予測した１例～
熊谷祐作1、濱田裕貴1、只川真理1、岩間憲之2、星合哲郎1、齋藤昌利1、西郡秀和1、
八重樫伸生1

1東北大学 産婦人科、2大崎市民病院 産婦人科

39. 子宮内胎児死亡をきたした胎盤chorangiomaの１例
橋本大樹、東大樹、田中理恵子、青柳有紀子、米原利栄、東正樹、山口辰美
釧路赤十字病院 産婦人科

40. 後天的な子宮動静脈奇形に対してダナゾールが奏効した6症例
只川真理1、西堀翔子2、高橋聡太1、濱田裕貴1、星合哲郎1、齋藤昌利1、
八重樫伸生1

1東北大学病院 産科、2スズキ記念病院 産婦人科

41. 当院における社会的ハイリスク妊娠症例に対する検討
永井智之1、遠藤俊2、田上可桜2、佐々木恵2、市川さおり2、吉田祐司2

1東北大学病院 産婦人科、2石巻赤十字病院 産婦人科

42. 当院における若年妊娠と出産の動向
木戸秀典、井村紗江、石丸美保、平林はやと、金谷太郎、野島俊二
独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 産婦人科
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第11群　胎児・新生児管理 9:45 ～ 10:28
座長：秋元琢真（北海道大学病院周産母子センター）

43. 当院における新生児聴覚スクリーニングの現状
明石絵里菜1、古俣大1、松本賢典1、横田有紀1、加勢宏明1、竹内一夫2

1厚生連長岡中央綜合病院 産婦人科、2厚生連長岡中央綜合病院 小児科

44. 妊娠29週に胎児水腫を発症したTAMの一症例
吉川諒子1、今野めぐみ1、下田勇輝2、三浦康子1、三浦広志1、佐藤朗1、
寺田幸弘1

1秋田大学 産婦人科、2JA秋田厚生連 平鹿総合病院 産婦人科

45. 妊娠中に母体のサイトメガロウイルス初感染を診断し、出生後に児への早期治療
介入が可能であった一例
田中誠悟1、水沼槙人1、田村良介1、湯澤映1、高橋秀身1、丹代諭2、石原佳奈3

1大館市立総合病院 産婦人科、2大館市立総合病院 小児科、3弘前大学 大学院医学研究科産科婦人科

46. 胎児期に診断がつかず生後6日目の痙攣発作を契機に診断に至った低フォス
ファターゼ症周産期型の一例
虎谷惇平1、田中創太1、品川真澄1、渡邊周永2、佐藤徹雄2、室月淳3、藤原幾磨4

1気仙沼市立病院 産婦人科、2気仙沼市立病院 小児科、3宮城県立こども病院 産婦人科、
4東北大学 小児環境医学

47. 血液型不適合妊娠による胎児貧血に対し5回の胎児輸血を行った一例
永岡晋一、小堀周作、和形麻衣子、原田文、室本仁、室月淳
宮城県立こども病院 産科

48. ビタミンK欠乏により胎児硬膜下血腫を来した一例
佐々木由梨、菅安寿子、羽場厳、金杉知宣、岩動ちず子、小山理恵、菊池昭彦、
杉山徹
岩手医科大学 産婦人科
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第1日目　9月17日（土）　第5会場　クリスタル・ルームC

第12群　産科出血・救急 9:00 ～ 9:54
座長：山口雅幸（新潟大学医歯学総合病院産婦人科）

49. 産科DIC治療に対する当院における治療指針の作成
（リコンビナントトロンボモジュリンの使用経験をもとに）
水崎恵、小田切哲二、宇津野泰弘、山崎博之、大石由利子、箱山聖子、吉田俊明、
光部兼六郎
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

50. 当科における前置胎盤症例の検討
日向妙子1、山口雅幸1、吉田邦彦1、五日市美奈1、能仲太郎1、生野寿史1、榎本隆之1、
高桑好一2

1新潟大学 産婦人科、2新潟大学医歯学総合病院 総合周産期母子医療センター

51. 前置胎盤帝切止血用バルーンOBballoonの使用成績
金井貴弘、田中政彰、杉田元気、加藤じゅん、堀芳秋、小林寛人、加藤三典、
土田達
福井県立病院 産婦人科

52. 前置癒着胎盤のためCesareanHysterectomy（CH）を施行した1例
渡辺紗奈、森崎伸之、岡本綾、早坂典子、早坂直、清野朝史、井出佳宏
日本海総合病院 産婦人科

53. 当院で経験した子宮内反症の１例
栗原由騎1、平川威夫1、小野有紀1、長尾幸1、長尾大輔1、山本博毅1、小原幹隆2

1大曲厚生医療センター 産婦人科、2JA秋田厚生連 平鹿総合病院 産婦人科

54. 当科で経験した晩期産褥出血症例の検討
林なつき、横浜祐子、吉澤明希子、上田寛人、中嶋えりか
旭川医科大学 産婦人科

55. 留萌地域の院外分娩の実際と救急隊への周産期研修
野呂薫1、水内将人2、十川佳苗1、石岡伸一2、齋藤豪2

1留萌市立病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科
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第2日目　9月18日（日）　第1会場　エンプレスホール

第13群　子宮筋腫・内膜症Ⅰ 10:30 ～ 10:51
座長：菅沼亮太（福島県立医科大学産科婦人科）

56. 卵巣腫瘍および腸管型GISTとの鑑別に苦慮した非医原性腸管parasitic
leiomyoma
鈴木麻由1、嶋田浩志1、阿部秀悦2、鹿内智史1、真里谷奨1、橋本卓3、阿部厚憲3、
齋藤豪4

1北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科、2北見赤十字病院 産婦人科、
3北海道社会事業協会帯広病院 外科、4札幌医科大学附属病院 産婦人科

57. 寄生筋腫茎捻転により生じた急性腹症の一例
山村孝一1、大阪康宏2、坂本人一2、柴田健雄2、藤田智子2、高木弘明2、
笹川寿之2

1金沢医科大学 臨床研修センター、2金沢医科大学 産婦人科

58. 腹腔鏡下に子宮全摘出術を施行し、術後5年で診断に至った異所性筋腫の1例
石塚泰也1、工藤正尊1、大原康弘1、宇田智浩1、大河内俊洋2、櫻木範明1

1北海道大学病院 婦人科、2おおこうち 産科婦人科

第14群　子宮筋腫・内膜症Ⅱ 10:51 ～ 11:13
座長：佐藤亘（秋田大学産婦人科）

59. 術後病理診断により診断に至った血管内平滑筋腫の一例
早坂美紗、野澤明美、村上幸治、中西研太郎、小野方正、北村晋逸
名寄市立総合病院 産婦人科

60. 子宮内膜症のホルモン療法がNK細胞のNaturalCytotoxicityReceptor
発現に与える影響
船水文乃、福井淳史、當麻絢子、淵之上康平、福原理恵
弘前大学 医学部 産婦人科

61. 再発治療を繰り返し、最終的にＳＴＵＭＰと診断された子宮平滑筋腫の一例
茅橋佳代、水本泰成、折坂俊介、中村充宏、高倉正博、藤原浩
金沢大学 産科婦人科
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第15群　生殖医療 12:40 ～ 13:12
座長：熊谷仁（岩手医科大学産婦人科）

62. 射出精子を用いたICSI後の反復不成功症例に対する精巣精子を用いたICSIの適
応について
菅沼亮太、鈴木聡、奥津美穂、小宮ひろみ、藤森敬也
福島県立医科大学 産婦人科

63. 精液を用いた子宮内膜NK細胞刺激法についての検討
當麻絢子、福井淳史、淵之上康平、千葉仁美、鴨居舞衣、船水文乃
弘前大学 医学部 産婦人科

64. 単一胚移植後の二卵性双胎－頻度と発生に関連する因子－
竹原功1、高橋俊文2、鈴木聡子1、松川淳1、松尾幸城1、川越淳1、五十嵐秀樹1、
永瀬智1

1山形大学 産婦人科、2福島県立医科大学 ふくしま子ども女性医療支援センター

65. 性同一性障害FemaletoMaletranssexualへのアンドロゲン製剤投与によ
る内分泌および血清変化の検討
藤部佑哉1、馬場剛1、足立清香1、森下美幸1、久野芳佳1、本間寛之2、藤本尚2、
木谷保3、遠藤俊明1、斎藤豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2さっぽろARTクリニック 産婦人科、
3エナレディースクリニック 産婦人科

第16群　女性ヘルスケア 13:12 ～ 13:50
座長：飯野香理（弘前大学産婦人科）

66. 当院におけるマイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）115例の治療成績
黒田敬史、西川鑑、水柿祐子、清水亜由美、二瓶岳人
NTT東日本札幌病院 産婦人科

67. Officegynecology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
津田晃
山王レディースクリニック 産婦人科

68. 造腟術を2度行った機能性子宮を有する先天性下部腟欠損症の1例
中井奈々子1、高橋一広1、奥井陽介2、山谷日鶴1、清野学1、須藤毅1、五十嵐秀樹1、
永瀬智1

1山形大学 産婦人科、2公立置賜総合病院 産婦人科

69. 月経前症候群から不登校となった中学生に対する漢方療法
高田杏奈、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

70. 一般住民におけるエクオール産生能に関する横断的疫学調査
飯野香理1、樋口毅1、水沼英樹2

1弘前大学 産婦人科、2ふくしま子ども・女性医療支援センター 産婦人科
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第2日目　9月18日（日）　第2会場　リージェントホール

第17群　周産期管理Ⅰ 9:10 ～ 9:46
座長：高木弘明（金沢医科大学産科婦人科）

71. 妊娠中期に診断しえた後屈嵌頓子宮妊娠の一例
八柳美沙子1、小野有紀1、長尾幸1、長尾大輔1、山本博毅1、富樫嘉津恵2、
亀山沙恵子2、下田勇輝2、三浦康子2、畠山佑子2、佐藤朗2、寺田幸弘2

1大曲厚生医療センター 産婦人科、2秋田大学 産婦人科

72. 単頚双角子宮の一方がDouglasに捻転・嵌頓し常位胎盤早期剥離を来した一例
遠藤俊、永井智之、佐々木恵、田上可桜、市川さおり、吉田祐司
石巻赤十字病院 産婦人科

73. 2度の子宮腺筋症核出術後に妊娠成立し生児を得られた1例
田上可桜1、永井智之1、遠藤俊1、佐々木恵1、市川さおり1、田中耕平2、
吉田祐司2

1石巻赤十字病院 産婦人科、2医療法人社団スズキ病院 産婦人科

74. 生児を得られた腹腔妊娠の１症例
平賀裕章1、高橋司1、長谷川祐子2、熊谷祐作3、吉田瑶子1、末永香緒里1、
葛西亜希子1、葛西剛一郎1、会田剛史1、今井紀昭1

1八戸市立市民病院 産婦人科、2東北公済病院 産婦人科、3東北大学 産婦人科

75. 和痛分娩によって器械分娩や帝王切開は増えるか？
永井匠、三島隆、良川大晃、小野愛菜、能代究、川俣美帆、藤枝聡子、計良光昭、
及川衞、吉田博
社会医療法人 母恋 天使病院 産婦人科
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第18群　周産期管理Ⅱ 9:46 ～ 10:15
座長：山田俊（JCHO北海道病院産婦人科）

76. 分娩前後での母体の心形態及び血行動態変化の検討：帝王切開と経腟分娩の比較
細川亜美、馬詰武、山田崇弘、金川明功、中川絹子、荒木直人、千葉健太郎、
小島崇史、石川聡司、森川守、水上尚典
北海道大学病院 産科

77. 当院における常位胎盤早期剥離症例に対する超緊急帝王切開術の試み
野村俊一、金谷太郎、井村紗江、石丸美保、平林はやと、野島俊二
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 産婦人科

78. 体重減少が発見の契機となった急性妊娠性脂肪肝の1例
前田悟郎、平山恵美、加藤慧、後藤公美子、奥毅公雄、早貸幸辰、首藤聡子、
菅原照夫、酒井慶一郎、奥山和彦
市立札幌病院 産婦人科

79. サイトメガロウイルス感染を契機に発症したMirror症候群
鈴木裕太郎、山村満恵、櫻井愛美、奥聡、山田竜太郎、吉井一樹、明石大輔、
森脇征史、服部理史
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科

第19群　周産期管理Ⅲ 10:15 ～ 10:55
座長：米田哲（富山大学産婦人科）

80. 未破水切迫早産に対する黄体ホルモンの臨床的効果について
－妊娠36週まで妊娠延長した症例において－
米田哲、米田徳子、福田香織、吉江正紀、塩崎有宏、齋藤滋
富山大学 産婦人科

81. 当院における後期早産と切迫早産治療について（その2）
鈴木りか1、若木優1、渡邉佳織1、今泉花梨2、本田任3、渡部晋哉3、宗像正寛4

1大原綜合病院 産婦人科、2大原綜合病院 臨床研修センター、3本田クリニック 産科婦人科、
4セイントクリニック 産婦人科

82. 絨毛膜羊膜炎下における胎児心拍数モニタリングの検討
経塚標1、加茂矩人1、平岩幹1、大原美希1、安田俊1、加藤克彦2、藤森敬也1

1福島県立医科大学 産婦人科、2国立病院機構福島病院 産婦人科

83. 当院における出生前ステロイドの適正使用についての検討
神田龍人、飯塚崇、高倉正博、山崎玲奈、岩垂純平、保野由紀子、桝本咲子、鏡京介、
藤原浩
金沢大学附属病院 産科婦人科

84. 当科におけるAmnioticfluidsludgeの検討
田中景子、片岡宙門、藤井タケル、岩城久留美、岩城豊、三田村卓、田沼史恵
函館中央病院 産婦人科
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第20群　出生前診断 12:40 ～ 13:30
座長：山田崇弘（北海道大学大学院医学研究科総合女性医療システム学）

85. 超音波所見が有用であった臍帯テント状付着による子宮内胎児発育不全の一例
田中恵子、齋藤昌利、高橋聡太、黒澤靖久、大塩清佳、山本嘉昭、八重樫伸生
東北大学病院 周産母子センター

86. 胎児超音波にて総胆管嚢腫が疑われた3症例
千葉仁美、當麻絢子、石原佳奈、熊坂諒大、田中幹二
弘前大学 産婦人科

87. HDliveシルエットモードを用いた胎児異常の評価
羽場厳、深川大輔、名取徳子、菅安寿子、千田英之、佐々木由梨、金杉知宜、
岩動ちづ子、小山理恵、菊池昭彦、杉山徹
岩手医科大学 産婦人科

88. 妊娠前半期に胎児診断されたCystichygroma67症例に関する検討
齋藤強太1、生野寿史1、日向妙子1、杉野健太郎1、山口真奈子1、田村知子1、
吉田邦彦1、五日市美奈1、山口雅幸1、高桑好一2、榎本隆之1

1新潟大学医歯学総合病院 産婦人科、2新潟大学医歯学総合病院 周産期センター

89. 出生前診断し得たCantrell症候群の１例
深瀬実加1、堤誠司1、杉山晶子1、渡邊憲和1、小幡美由紀1、永瀬智1、吉田隆之2

1山形大学 産婦人科、2米沢市立病院 産婦人科

90. 高度胎児徐脈のため母体搬送され、房室ブロックを伴う心房期外収縮と診断し待
機的管理で軽快した1例
宇津野泰弘1、小田切哲二1、水崎恵1、山崎博之1、大石由利子1、箱山聖子1、
吉田俊明1、光部兼六郎1、竹田津未生2

1JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科、2JA北海道厚生連 旭川厚生病院 小児科

91. 急激な胎児腹水の貯留を認め緊急帝王切開術を施行した総排泄腔遺残の1例
當麻絢子1、熊坂諒大1、石原佳奈1、水沼槙人2、淵之上康平1、千葉仁美1、
田中幹二1

1弘前大学医学部付属病院 産婦人科、2大館市立総合病院 産婦人科
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第2日目　9月18日（日）　第3会場　ハイネスホール

第21群　卵巣悪性腫瘍Ⅰ 9:10 ～ 9:39
座長：太田剛（山形大学医学部産婦人科）

92. JNK阻害薬AS602801による卵巣がん幹細胞の抑制
榊宏諭、清野学、太田剛、永瀬智
山形大学 産婦人科

93. PAX8の免疫染色が診断に有用であった正常大卵巣癌症候群の1例
中陳哲也、武田直毅、齊藤良玄、山下陽一郎、津田加津哉
砂川市立病院 産婦人科

94. 術前診断に苦慮したIa期卵管悪性ミュラー管混合腫瘍（MMMT）の1例
品川真澄、田中恵子、田中創太
気仙沼市立病院 産婦人科

95. 成人型顆粒膜細胞腫の再発に対しレトロゾールが奏功した一例
板橋詠子1、藤井美穂1、岸由香1、寒河江悟2

1時計台記念クリニック・病院 女性総合診療センター、2札幌西孝仁会クリニック 婦人科

第22群　卵巣悪性腫瘍Ⅱ 9:39 ～ 10:11
座長：佐藤敏治（秋田大学産婦人科）

96. 当科におけるベバシズマブの使用経験
清野学、太田剛、榊宏諭、成味恵、須藤毅、永瀬智
山形大学 産婦人科

97. 当科におけるベバシズマブの使用経験
二神真行、當麻絢子、追切裕江、飯野香理、重藤龍比古、横山良仁
弘前大学大学院医学研究科 産婦人科

98. 当院における卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対するベバシズマブ使用症例の検討
水柿祐子、黒田敬史、清水亜由美、二瓶岳人、西川鑑
NTT東日本札幌病院 産婦人科

99. 再発卵巣癌既往放射線照射症例におけるBevacizumabの使用経験
玉城良、田中星人、山口正博、勘野真紀、野村英司
医療法人 王子総合病院 産婦人科
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第23群　卵巣悪性腫瘍Ⅲ 10:11 ～ 10:39
座長：寺本瑞絵（札幌医科大学産婦人科）

100.腹膜透析及び血液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の一例
永沢崇幸1、川村英生1、深川智之1、小見英夫1、利部正裕1、佐藤淳也2、竹内聡1、
板持広明1、杉山徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 薬剤部

101.卵巣原発肺型小細胞癌の一例
野藤五沙1、岩崎雅宏1、柏木葉月1、黒田敬史2、寺田倫子1、郷久晴朗1、寺本瑞絵1、
田中綾一1、齋藤豪1

1札幌医科大学附属病院 産婦人科、2NTT東日本札幌病院 産婦人科

102.卵巣癌の脾臓実質転移の2例
小山文望恵、横山美奈子、伊東麻美、横田恵、松倉大輔、尾崎浩士、森川晶子
青森県立中央病院 産婦人科

103. 腹腔鏡手術で卵巣悪性Brenner腫瘍と診断され、化学療法後に自然分娩をし得た一例
常松梨紗、和田真一郎、山本雅恵、比嘉健、簔輪郁、滝本可奈子、鈴木徹平、太田創、
中島亜矢子、福士義将、松田琢磨、藤野敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科

第24群　卵巣悪性腫瘍Ⅳ 10:39 ～ 11:07
座長：永井智之（東北大学産婦人科）

104.急性腹症を契機に診断された卵巣癌の３症例
岩澤卓也、小西祥朝、佐藤恵、利部徳子
中通総合病院 産婦人科

105.急激な経過をたどったSertoli-Leydig細胞腫の一例
茂木はるか、清水大、田村大輔、加藤彩、佐藤敏治、佐藤直樹、寺田幸弘
秋田大学 産婦人科

106.化学療法中に間質性肺炎を呈し治療に難渋した卵巣癌の一例
植田牧子1、遠藤雄大2、野村真司2、小島学2、添田周2、渡辺尚文2、藤森敬也2

1寿泉堂綜合病院 産婦人科、2福島県立医科大学 産婦人科

107.非細菌性血栓性心内膜炎により急性左心不全をきたした卵巣癌の1例
追切裕江、二神真行、當麻絢子、飯野香理、横山良仁
弘前大学 医学部附属病院 産婦人科
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第25群　多胎妊娠 12:40 ～ 13:10
座長：水内将人（札幌医科大学産婦人科）

108.多胎妊娠における血小板減少の意義とその管理について
今沙織、石岡伸一、金美善、足立清香、水内将人、森下美幸、馬場剛、齋藤豪
札幌医科大学 産科周産期科

109.2絨毛膜2羊膜双胎妊娠における高齢初産の検討
箱山聖子、宇津野泰弘、水崎恵、山崎博之、大石由利子、小田切哲二、光部兼六郎、
吉田俊明
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

110.胎児間輸血症候群をきたした二絨毛膜三羊膜品胎妊娠で胎児鏡下胎盤吻合血管
レーザー凝固術が奏功した１例
新居絵理、福田香織、太知さやか、草開妙、吉江正紀、米田徳子、米田哲、塩崎有宏、
齋藤滋
富山大学 産婦人科

111.片児内臓逆位を伴った一絨毛膜二羊膜双胎の一例
黒澤靖大、齋藤昌利、圓山晶子、田中恵子、濱田裕貴、只川真理、星合哲郎、
西郡秀和、八重樫伸生
東北大学病院 産科
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第26群　産科感染症 13:10 ～ 13:45
座長：片岡宙門（函館中央病院産婦人科）

112.妊娠中の経口感染が疑われた梅毒合併妊娠および先天梅毒の一例
下田勇輝、佐藤朗、藤嶋明子、亀山沙恵子、畠山佑子、三浦広志、寺田幸弘
秋田大学 産婦人科

113.初期に梅毒血清反応陰性でありながら先天梅毒を発症した1例
村田強志、小元敬大、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

114.産褥初期に発熱を主訴に来院し、肺結核と診断された一例
圓山晶子、西堀翔子、濱田裕貴、只川真理、岩間憲之、星合哲郎、齋藤昌利、
八重樫伸生
東北大学 医学部 産婦人科

115.多職種で連携して診療にあたったHIV合併妊娠管理についての検討
金川明功1、小島崇史1、山田崇弘1、長和俊2、遠藤知之3、西村あや子4、石川聡司1、
森川守1、山田俊1、近藤健3、水上尚典1

1北海道大学病院 産科、2北海道大学病院 新生児科、3北海道大学病院 血液内科、
4北海道大学病院 薬剤部

116.肝膿瘍により血球貪食症候群を引き起こし、救命できなかった初産婦
清水可奈子1、坂野陽通2、河原和美2、飯藤弘光1、伊藤太郎1、冨士井杏子1、
山田しず佳1、高橋望1、高橋仁1、西島浩二1、折坂誠1、吉田好雄1

1福井大学 産婦人科、2舞鶴共済病院 産婦人科
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第2日目　9月18日（日）　第4会場　クリスタル・ルームB

第27群　腹腔鏡下手術Ⅰ 9:00 ～ 9:40
座長：吉野修（富山大学産科婦人科）

117.山形県における産婦人科若手医師の腹腔鏡技術習得の取り組み　
～山形産婦人科内視鏡若手の会～
松川淳、松尾幸城、鈴木聡子、渡邉憲和、川越淳、五十嵐秀樹、堤誠司、
永瀬智
山形大学 産婦人科

118.内視鏡トレーニングセミナー開催後に腹腔鏡手術を施設に導入した事例
松尾幸城、中井奈々子、丸山真弓、松川淳、渡辺憲和、川越淳、堤誠司、
永瀬智
山形大学 産婦人科

119.医師の人材育成における「メンター制度」の有効性
～新潟県における腹腔鏡手術の教育から得たもの～
磯部真倫、茅原誠、石黒竜也、安達聡介、吉原弘祐、西野幸治、西川伸道、関根正幸、
榎本隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

120.当院における効果的なトレーニング用ドライボックスの作成例
～簡便で安価なアクリルディスプレイの利用～
山下芙貴子1、西岡嘉宏1、福中規功1、福中香織1、田中惠1、齋藤豪2

1函館厚生院 函館五稜郭病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科

121.地域周産期施設における腹腔鏡手術の特性と有用性
玉手雅人1、長尾沙智子1、黒川晶子1、染谷真行1、岡村直樹1、齋藤豪2

1市立釧路総合病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科
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第28群　腹腔鏡下手術Ⅱ 9:40 ～ 10:17
座長：渡邊善（東北大学病院婦人科）

122. 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術における子宮マニピュレーターの影響に関する検討
市川英俊、竹内肇、寳田健平、北香、高橋知昭、加藤育民、片山英人、西脇邦彦、
千石一雄
旭川医科大学 産婦人科

123.当院における腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術の検討-AMH値の推移-
田中昌代1、植田牧子1、大和田真人1、鈴木和夫1、鈴木博志1、大関健治2

1寿泉堂綜合病院 産婦人科、2竹田総合病院 産婦人科

124.術中迅速病理診断を併用した腹腔鏡手術が診断に有用だった卵巣癌の1例
幅田周太朗1、松浦基樹2、伊野善彦2、山崎智子1、新開翔太1、斎藤豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学附属病院 産婦人科

125.Muller管発生異常に伴う子宮奇形に対し、腹腔鏡下手術を施行した3症例
大和田真人1、植田牧子1、田中昌代1、鈴木和夫1、鈴木博志1、大関健治2

1財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 産婦人科、2財団法人 竹田綜合病院 産婦人科

126.子宮鏡ガイド下に腹腔鏡下子宮体部筋層形成術を施行し出産に至った2症例
明石祐史1、杉尾明香1、西澤庸子2、金美善2、玉手雅人3、齋藤豪2

1札幌白石産科婦人科病院 産婦人科、2札幌医科大学附属病院 産婦人科、
3市立釧路総合病院 産婦人科

第29群　腹腔鏡下手術Ⅲ 10:17 ～ 10:47
座長：船水文乃（弘前大学医学部産科婦人科）

127. 当科におけるセンチネルリンパ節を含む内視鏡下子宮体癌手術の合併症についての検討
見延進一郎、加藤秀則、岡元一平、藤堂幸治、大場洋子、古田祐、竹下奨
国立病院機構 北海道がんセンター 産婦人科

128.当科における若年者への腹腔鏡下手術
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

129.腹腔鏡下手術において解剖学的異常を有する２症例
大沼利通、知野陽子、伊藤太郎、清水可奈子、川村裕士、山本真、高橋仁、折坂誠、
黒川哲司、吉田好雄
福井大学 医学部 産科婦人科

130.全腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した尿管腟瘻の２症例
早坂篤、笠原祥子、工藤沙織、笹瀬亜弥、松本沙知子、赤石美穂、田邉康次郎、
大槻健郎
仙台市立病院 産婦人科
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第30群　腹腔鏡下手術Ⅳ 10:47 ～ 11:15
座長：大沼利通（福井大学医学部産科婦人科）

131.89歳の超高齢者に対して行った単孔式腹腔鏡下付属器摘出術の1例
加茂矩士、下重結香、大関健治、斎藤善雄、金彰午
竹田総合病院 産婦人科

132.腟平滑筋種に対し、腹腔鏡手術を施行し摘出した1例
西澤庸子、馬場敦志、浅野拓也、山下剛
市立函館病院 産婦人科

133.卵管水腫捻転の術前診断にて腹腔鏡下に切除した肉芽種性虫垂炎の1症例
尾野夏紀、熊澤由紀代、三浦康子、白澤弘光、佐藤亘、寺田幸弘
秋田大学医学部付属病院 産婦人科

134.卵管膿瘍に対して腹腔鏡下手術を施行したosteogenesisimperfectaの一例
宇田智浩、工藤正尊、大原康弘、石塚泰也、櫻木範明
北海道大学病院 産婦人科

第31群　婦人科一般 12:40 ～ 13:15
座長：高橋知昭（旭川医科大学産婦人科）

135.高齢者に発症した陰唇癒着症の一例
堀川翔太、早坂直、渡辺紗奈、岡本綾、早坂典子、清野朝史、井出佳宏、
森崎伸之
地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 産婦人科

136.子宮留膿腫穿孔による汎発性腹膜炎の２例
阿部滉、平川威夫、小野有紀、長尾幸、長尾大輔、山本博毅
大曲厚生医療センター 産婦人科

137.重症化せず事なきを得た、術後偶発合併症2症例を経験して
桑原美佳、長澤邦彦、池田詩子、逸見博文
斗南病院 産婦人科

138.子宮内容除去術後に認めた子宮動静脈奇形の2例
櫻井愛美、明石大輔、鈴木裕太郎、奥聡、山田竜太郎、吉井一樹、山村満恵、
森脇征史、服部理史、川口勲
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科

139.集学的治療により救命しえた、タンポン使用により発症したTSS（toxic
shocksyndrome）の1例
奥聡1、森脇征史1、鈴木裕太郎1、櫻井愛美1、山田竜太郎1、吉井一樹1、山村満恵1、
明石大輔1、千田雄太郎2、山本浩之3、服部理史1

1JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科、2JA北海道厚生連 帯広厚生病院 麻酔科、
3JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総合診療科
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第32群　腫瘍（その他） 13:15 ～ 13:51
座長：小見英夫（岩手医科大学産婦人科）

140.当科における胞状奇胎症例の後方視的検討
森裕太郎、工藤梨沙、茅原誠、石黒竜也、安達聡介、吉原弘祐、磯部真倫、西野幸治、
西川伸道、関根正幸、榎本隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

141.子宮動静脈奇形を合併した胎盤部トロホブラスト腫瘍の一例
木藤正彦、亀田優里菜、柴田悟史、松井俊彦
能代厚生医療センター 産婦人科

142.横行結腸に認めた低悪性度子宮内膜間質肉腫
目黒啓予、小元敬大、村田強志、野村泰久、田中幹夫
太田西ノ内病院 産婦人科

143.術前に上皮性卵巣癌を強く疑った卵巣cellularfibromaの一例
大北恭子、島友子、川口美保子、田中智子、津田桂、鮫島梓、稲田貢三子、中島彰俊、
吉野修、齋藤滋
富山大学医学部附属病院 産婦人科

144.腹膜偽粘液腫の一例
竹内肇、寳田健平、北香、市川英俊、高橋知昭、加藤育民、片山英人、西脇邦彦、
千石一雄
旭川医科大学 産婦人科





招請講演
専攻医教育プログラム
指導医講習会



招請講演 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　13:30～14:10

座長：櫻木 範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野）

新専門医制度の発足に向けて　－産婦人科専門医への期待－

池田 康夫
早稲田大学特命教授 / 慶應義塾大学名誉教授

新しい専門医制度が2017年4月より発足する。新制度では専門医の質の一層の向上を目指し、標準的医療を責
任持って担当出来る医師の育成の為に「研修プログラム制」を導入する。機構と専門学会との協議の上に策定
された「研修プログラム整備基準」に従い、全国の基幹研修施設より研修プログラムが申請され、現在、その
審査が行われているところである。研修プログラムは専門性の保証は勿論の事、地域医療の経験やリサーチマ
インドの涵養も念頭にいれ、基幹研修施設が中心となり地域における連携施設と研修施設群を形成し作成する
ものである。各学会から推薦された領域研修委員会委員による一次審査、機構の研修プログラム部門の二次審
査を経てプログラムが最終承認され、2016年7月に一斉に公示される。二次審査ではプログラムの分布や専攻
医募集数の偏りなどに重点がおかれ、新制度の開始で地域医療の混乱を来さないよう配慮する事が各方面より
強く要望されている。
　一方、機構においてはサブスペシャルテイ領域の専門医制度の在り方についての議論も並行して行っている。
サブスペシャルテイ領域専門医はより専門性を高め、医療提供体制の観点からも基本領域専門医とは異なった
制度設計やその位置づけの議論が必要であり、産婦人科領域の3つのサブスペシャルティ領域においてもその
専門医像を明確にした上で、その育成の為の「研修プログラム」を作る必要がある。基本診療領域の研修プロ
グラムとの連続性を念頭に入れながらも、サブスペシャルティ領域固有の研修が必須である。現時点では基本
診療領域プログラムの研修期間にサブスペシャルテイ領域研修を含める「連携プログラム」を作る事について、
内科系、外科系サブスペシャルテイではコンセンサスが得られている。
現在、我が国には多くの学会により種々の専門医制度が設けられているが、これらをどのように整理し、患者
に理解されやすい制度にするか？ 専門医制度の枠組みについての議論が改めて始まろうとしている。
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池田 康夫（いけだ やすお）

【略　歴】
1968年	 慶應義塾大学医学部卒業
1991年4月	 慶應義塾大学医学部内科教授就任
	 同大学総合医科学研究センター初代所長を経て、医学部長を務める
2009年4月～	 同大学名誉教授、早稲田大学理工学術院生命医科学専攻教授就任
2014年4月～	 早稲田大学特命教授就任

2008年～	 ㈳日本専門医制評価・認定機構	理事長（～ 2014年5月8日）
2014年5月7日～	 （一社）日本専門医機構	理事長（～ 2016年6月27日）

日本学術会議連携会員（2011年10月3日～ 2017年9月30日）
厚生労働省薬事・食品衛生審議会	薬事分科会会員（2001 ～ 2010年）
一般㈳日本医学会連合理事（2014年4月～）
第103回日本内科学会学術集会会頭
日本血液学会前理事長
日本血栓止血学会名誉理事長
第23回国際血栓止血学会（ISTH）会長（2011年7月23日～ 29日・京都開催）
2006年～	国際内科学会（ISIM）理事
国際内科学会（ISIM）理事長（2014年～）

【専　門】
血液再生医工学、血栓止血学、医療レギュラトリーサイエンス
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専攻医教育プログラム 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　10:55～11:55

座長：齋藤 滋（富山大学 産科婦人科）

周産期領域における院内感染とその対策

増﨑 英明
長崎大学病院 / 長崎大学大学院産婦人科学

　長崎大学病院では、平成26年11月から27年2月までにNICU/GCUに入室した新生児40人のうち16人から
耐性菌CRE（カルバペネム耐性腸内細菌科細菌）を検出した。CREは、カルバペネム系抗菌薬が効きにくく
なった菌で、本来は人の腸内にいる大腸菌やその仲間の腸内細菌科に属する。感染症が確認された場合、2014
年9月から保健所への届け出が義務付けられている。CREは病原性の低い菌だが、抵抗力の低い人には発熱な
どの症状をきたし、場合によっては治療が必要になる。本院で発生したCREの特徴の１つとして、カルバペ
ネム系抗菌薬が効きにくくなっているものの、ほかの２種類の抗菌薬は効果が期待できるため、すべての抗菌
薬が無効という状態ではなかった。発熱などの症状が現れ、治療を必要とした新生児は3名で、ほかの13名は
感染症に至らない保菌状態であった（感染症の3名は治癒した）。そこで平成27年2月23日、長崎大学病院は
新たな感染者や保菌者を出さないため、また早急な原因解明のために、NICU/GCUへの新規患者の受け入れ
をいったん中止した。
　平成27年2 〜 3月にかけて、国公立大学附属病院感染対策協議会と国立感染症研究所の2機関に外部評価を
依頼し、改善点や再開の条件などが提示された。本院では報告書に記載されている再開の条件をクリアするた
め、感染制御教育センターにより感染対策を徹底した。手洗い場5カ所を新品と取り替え、汚物室の改修、調
乳室などの清掃、保育器などの医療機器の洗浄を行い、併せて、職員への手指衛生の徹底、スタッフの作業が
交差しないようにゾーニングの見直しを図った。4月10日、NICU/GCUの再開条件が満たされていることを
客観的に判断するため、外部委員8名による第三者委員会を開催した。その結果、感染対策が徹底されている
ことが確認されNICU/GCU再開が了承された。
　講演では、この間の当院の対応等を紹介するとともに、いったん院内感染を生じた場合の損失等についても
述べてみたい。
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増﨑 英明（ますざき ひであき）

【現　職】
国立大学法人長崎大学　理事
長崎大学病院　病院長
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科展開医療科学講座産科婦人科学分野　教授

【学歴・職歴】
昭和52年３月	 長崎大学医学部卒業
平成11年10月	 ロンドン大学留学
平成18年８月	 長崎大学医学部産婦人科学教室教授
平成26年10月	 国立大学法人長崎大学理事
　　　〃　　　	 長崎大学病院　病院長、現在に至る

【学会活動】
日本産科婦人科学会（理事、専門医、震災対策・復興委員会委員長、医療安全推進委員会委員長）
日本生殖医学会（理事、生殖医療専門医、第57回学会長2012）
日本産科婦人科遺伝診療学会（理事長、第1回学会長2015）
日本産科婦人科内視鏡学会（常務理事、技術認定医、第56回学会長2016）
日本人類遺伝学会（理事、臨床遺伝専門医、臨床遺伝指導医、臨床細胞遺伝学認定士）
日本超音波医学会（代議員、超音波専門医・指導医）
日本母体胎児医学会（常任幹事、第37回学会長2014）
日本エンドメトリオーシス学会（理事、第33回学会長2012）
日本妊娠高血圧学会（理事、第33回学会長2012）
日本産婦人科・新生児血液学会（理事、第26回学会長2016）、その他

【賞　罰】
第63回保健文化賞「ATLウイルス母子感染防止研究協力事業連絡協議会」　2011年10月25日

【著　書】
1.	『裁判例から学ぶ	インフォームド・コンセント』	共著、民事法研究会、2015
2.	『動画で学べる産科超音波』	単著、メディカ出版、2014
3.	『密室』	単著、木星舎、2012
4.	『シリーズ生命倫理学』	共著、丸善出版、2012、その他

－ 45 －



指導医講習会 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　14:25～15:25

座長：櫻木 範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学分野）

指導医の役割

小西 靖彦
京都大学 医学教育推進センター

　新たな専門医制度の意義は、患者・国民にとって標準的で安全な医療を受けたいという希望と、専攻医にとっ
て充実した研修を保証することにある。新制度では、領域ごとにバラバラだった専門研修の標準化が行われた。
今回は、そのなかで指導医の役割について考えたい。
　2014年に新たな専門医制度整備指針が発表され、カリキュラムのあり方、プログラムの作成などについて大
枠が示された。続いて2015年に各領域から「専門研修プログラム整備基準」（以下、基準）が作成された。基
準の項目36に「専門研修指導医の基準」が記載されている。19の基本領域のなかでは、もともとかなり指導
医基準が異なっており、ある学会では常勤の専門医であればOKとしている一方、ある学会では学会歴＋専門
医保持＋10年以上の認定施設勤務＋筆頭論文5篇以上など厳しいところもあった。これでは同じ病院のなかで
困るので、新制度では概ね次のような基準となった（領域によって多少の違いはある）
　・新旧どちらかの専門医を一度以上更新している
　・十分な経験を持つ（内容は各領域で決定）
　・教育と指導についての能力がある
　・教育に一定時間を割ける
　・その他（業績など）
また、指導医は資格ではなく「役割」としており、十分な指導医層で誰もが後進の指導を行うことが求められ、
専門研修の質を保証するために専攻医3名に1指導医という基準が示されている。
　今後解決すべき点は、上記のうち教育と指導についての能力をどのように保証していくかである。臨床研修

（初期）には「指導医講習会」という国主導の枠組みがあるが、専門研修では産婦人科領域が自領域にあった教育・
指導について学ぶ機会を作ることが望まれる。特に、「臨床現場での評価法」は、専門医の質保証のために大
切なもので、現場の指導医が学び、身につけておくことが望まれる。
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小西 靖彦（こにし やすひこ）

【現　職】
京都大学大学院医学研究科 附属医学教育推進センター長（教授）

【学　歴】
昭和57年 京都大学医学部医学科卒業
平成５年 京都大学大学院医学研究科博士課程修了

【職　歴】
昭和57年 京都大学医学部附属病院医員（研修医）
昭和58 〜 63年 国立姫路病院、日本バプテスト病院、兵庫県立尼崎病院
平成４年 大阪府済生会泉尾病院外科主任部長
平成11年 　　　　　同　　　　副院長
平成21年 恩賜財団済生会本部特別参与、済生会神奈川県病院院長補佐
平成23年 京都大学大学院医学研究科教授医学教育推進センター長

【所属学会】
日本医学教育学会（副理事長）
日本外科学会日本肝胆膵外科学会

【その他】
厚生労働省　医道審議会専門委員（医師分科会員）・医師試験幹事委員
国立大学病院長会議　臨床教育委員会 委員長・医師臨床研修協議会 会長
日本医学教育評価機構（JACME）　調査・解析委員
日本専門医機構　専門研修プログラム研修施設評価・認定部門 委員
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特別講演



特別講演１ 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　15:30～16:10

座長：千石 一雄（旭川医科大学 産婦人科）

遺伝性子宮体癌の識別戦略とその後先

佐藤 直樹
秋田大学医学部産婦人科

　リンチ症候群（LS）はDNAミスマッチ修復（MMR）機構の障害により多種の腫瘍が高頻度に発生する常
染色体優性遺伝の症候群であり、主にMMR遺伝子（MLH1,  MSH2,  MSH6,  PMS2）の生殖細胞変異が原因で
ある。若年発癌・多発腫瘍・家系内集積がLSの典型であり、その識別は後続関連癌の発生予防と早期発見に
おいて意義深く、血縁者に予防的医療を提案する機会にもなる。予知的検診と予防的診療の展開は、関連癌の
罹患率と死亡率をともに低減させ、社会保障費を全体として削減する。大腸癌の診療ガイドラインや米国消化
器学会は、結腸直腸癌（CRC）全例へのLS評価とLS患者への医療介入を強く推奨している。　
　子宮体癌（EC）においてLSは患者全体の5％前後に内在し、保因女性における生涯リスクはCRC 40-80％、
EC 33-61％、卵巣癌9-12%と推定されており、ECが前哨（センチネル）癌となる場合も少なくない。ECにお
けるLSの適切な識別法や管理指針の考案には、臨床的特徴と対象内分布の把握が不可欠だが、全体像を捉え
た日本の研究報告はごく少ない。後先の整備なきLS診断は患者と家族を多発癌の不安や絶望に陥れかねず、
一般臨床での識別はまだ推奨できない。　
　臨床情報に基づく既存の弁別法は感度と精度の問題から単独での普及が見込まれておらず、分子学的解析法
であるマイクロサテライト不安定性検査やMMR蛋白の免疫組織化学（IHC）による高感度スクリーニング法
へ潮目が変わりつつある。一方、臨床情報と分子学的解析を組み合わせた手順がより費用対効果に優れた戦略
として検討されている。　
　以上の背景を踏まえ、本学附属病院で診療したEC患者360人を後方視的研究の対象とした。簡便で高感度
な臨床トリアージにIHCとメチル化分析（MLH1 遺伝子プロモーター領域）を組み合わせた独自の戦略により、
遺伝子検査候補40人（全体の11.1%）を選出して2015年に報告した。PMS2蛋白の単独欠損とMLH1プロモー
ター領域高メチル化の関係ついての分析研究を行い2016年に続報した。さらに、IHCの全例実施・メチル化
分析対象の最適化・遺伝子検査・臨床像解析 等を遂行し、独自識別戦略の検証と改訂作業を進めている。識
別前の手順と診断後の管理指針を臨床的に展望しながら、一連の研究成果を紹介する。
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佐藤 直樹（さとう なおき）

【略　歴】
1992年	 秋田県立湯沢高等学校	卒業
1998年	 秋田大学医学部医学科	卒業
1998年	 秋田大学医学部附属病院	産婦人科医員	
1999年	 秋田大学大学院医学博士課程入学
2003年	 秋田大学大学院医学博士課程	卒業　医学博士取得	
2003年	 秋田大学医学部附属病院	産婦人科医員	
2004年	 雄勝中央病院	産婦人科医長	
2006年	 秋田大学医学部附属病院	産婦人科医員
2007年	 秋田大学特任助教	医学部附属病院	
2008年	 秋田大学医学部附属病院	助教
2012年	 秋田大学医学部産科婦人科学講座	講師

【学会活動・専門医】
日本産科婦人科学会：代議員・産婦人科専門医・産婦人科指導医
日本婦人科腫瘍学会：代議員・婦人科腫瘍専門医・暫定指導医・学会誌査読委員
日本臨床細胞学会：細胞診専門医

【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本婦人科腫瘍学会、日本臨床細胞学会、家族性腫瘍学会　

【関連論文】
(1)  Efficient screening strategy for Lynch syndrome in Japanese endometrial cancer. Sugawara T, Sato N, Shimizu 

D, Sato T, Makino K, Kito M, Tamura D, Kato A, Terada Y. The Tohoku journal of experimental medicine. 

2015;235(2):117-25. 

(2)  Isolated loss of PMS2 immunohistochemical expression is frequently caused by heterogenous MLH1 promoter 

hypermethylation in Lynch syndrome screening for endometrial cancer patients. Kato A, Sato N, Sugawara T, 

Takahashi K, Kito M, Makino K, Sato T, Shimizu D, Shirasawa H, Miura H, Sato W, Kumazawa Y, Sato A, 

Kumagai J, Terada Y. The American journal of surgical pathology. 2016;40(6):770-776
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特別講演２ 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　16:10～16:50

座長：八重樫 伸生（東北大学産婦人科）

遺伝性乳癌卵巣癌（HBOC）の基礎と臨床 
－遺伝子診断の普及に向けて－

関根 正幸
新潟大学医歯学総合研究科

　原因遺伝子としてBRCA1、2が単離されて以来、Hereditary Breast and Ovarian Cancer（HBOC）に関す
る数多くの報告がされているが、それらの報告はアシュケナジユダヤ人を含む白人のデータが多く、日本人を
対象としたデータは数少ない。当科では過去15年以上にわたり、遺伝性卵巣癌家系を全国的に集積し臨床遺
伝学的解析を行ってきた。本講演では、BRCA 変異陽性卵巣癌の臨床病理学的特徴と予後、BRCA 遺伝子異常
と脳転移との相関、日本特有のBRCA 遺伝子変異、BRCA 変異キャリアから卵巣癌発症のハイリスク群を抽出
する試みなどのデータを示し、PARP阻害薬の保険収載に伴って予想されるBRCA 遺伝子検査の普及に向けて、
当科における取り組みを解説したい。
　本邦におけるBRCA 変異陽性卵巣癌の特徴として、漿液性腺癌が81％で類内膜腺癌と併せると94％を占め、
粘液性腺癌を認めず、Ⅲ、Ⅳ期の進行例が80％を占めていた。5生率では、BRCA1 陽性群で78.6%と陰性群の
30.3%に比較し有意に予後良好であった。当科で治療した脳転移7症例中4例（57.1%）でBRCA1 遺伝子異常
を確認し、脳転移の何らかのstepにBRCA 遺伝子異常が関与している可能性が示唆された。日本独特の創始
者変異L63Xを7家系、Q934Xを8家系で同定し、地域分布や臨床的特徴の解析が進んでいる。
　これまでの解析からBRCA 遺伝子変異の有無により卵巣癌の個別化治療や予後予測が可能であることが分
かってきたが、家族歴の有無と組織型ではBRCA 遺伝子変異の予測が困難であることも分かってきた。全卵
巣癌患者の約15％にBRCA 遺伝子変異を認めることから、欧米では卵巣癌患者全てに遺伝子検査を行うこと
が推奨されている。当科では、日本におけるPrecision Medicineの先駆けとして、各臨床現場でBRCA遺伝子
検査を日常的に行えるよう全国的な遺伝診療体制の整備を目指すと同時に、全国的なHBOCデータベースの
構築も進めている。
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関根 正幸（せきね まさゆき）

【経　歴】
平成６年	 新潟大学医学部卒業、新潟大学産婦人科学教室入局
平成14年	 新潟大学大学院卒業、助手採用
平成17年	 米国Harvard	Institute	of	Medicine留学
平成18年	 新潟大学大学院医歯学総合研究科・助教
平成22年	 長岡赤十字病院産婦人科副部長
平成25年	 新潟大学大学院医歯学総合研究科・助教
平成26年	 新潟大学大学院医歯学総合研究科・講師
平成27年	 新潟大学大学院医歯学総合研究科・准教授

【役　職】
日本婦人科腫瘍学会幹事
HBOCコンソーシアム評議員
Journal	of	Obstetrics	and	Gynaecology	Research	(JOGR)	associate	editor

【賞　罰】
平成13年	 アメリカ癌学会（AACR）	Scholar	in	Training	Award
平成14年	 新潟産婦人科学会学術奨励賞
平成17年	 文部科学省在外研究員
平成26年	 日本婦人科腫瘍学会公募研究助成
平成26年	 新潟県医師会学術研究助成
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特別講演３ 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　16:50～17:30

座長：藤原 浩（金沢大学産科婦人科）

産科超音波画像診断の新たなる展望と胎児・新生児治療への応用

金杉 知宣
岩手医科大学産婦人科

　岩手医科大学に総合周産期母子医療センターが設立されて15年になるが、うち５年間を私は産科病棟医長
として従事した。この間に当院における母体合併症管理はもちろんのこと、胎児・胎盤異常に対する精査の依
頼が年々増加していく中、周産期の超音波画像診断技術の飛躍的な進歩によって、胎児の詳細な形態や狭小血
流まで超音波で描出可能となり、超音波断層装置を用いた胎児診断法や管理方針は経時的変化を遂げている。
本講演は以下に示す私が経験した周産期超音波検査を用いた臨床成果を示し、これからの周産期超音波診断の
方向性について考察したい。以下の諸例は岩手医科大学医学部倫理員会承認のもと対象者からインフォームド
コンセントを得ている。
１． 私が経験した胎児・胎盤異常症例を臓器別（中枢神経・頭頸部・心血管・消化管異常・腎泌尿器・骨系統・

胎児付属物）に分類し特記すべき超音波画像所見を提示しそれぞれの管理方針と成果について後方視的に
検討、同時に周産期チーム医療による胎児・新生児治療についての詳細な過程と治療現場を示しかつ治療
成績について考察する。

２． 現在新たな周産期超音波診断法のひとつにHigh Definition real-time ultrasound（HDlive）があり、従来
の3D/4D超音波画像と異なり仮想光源 （Light illumination法）によって胎児鏡に類似したSurface volume 
rendering imageを可能とした。一方 HDlive  Silhouetteはエコーの均質な部分の透過度を大きく、体表や
臓器などの境界部位の透過度を小さくすることによって胎児の体内臓器などを立体的に表現することが可
能であるが、この方法による胎児形態異常の報告は未だ少ない。これら新たな画像診断法の有用性につい
て検討した結果もあわせて報告する。
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金杉 知宣（かなすぎ とものぶ）

【学　歴】
2003年３月	 岩手医科大学医学部卒業
2007年３月	 医学博士（岩手医科大学）

【職　歴】
2003年４月	 岩手医科大学附属病院産婦人科（産科・婦人科研修）
2003年10月	 岩手県立中央病院産婦人科
2004年12月	 岩手医科大学附属病院産婦人科（周産期）
2006年５月	 岩手県立大船渡病院産婦人科
2006年10月	 岩手医科大学附属病院産婦人科（婦人科）
2008年４月	 八戸赤十字病院産婦人科
2009年４月	 岩手医科大学産婦人科（婦人科）
2010年４月	 　　同上　　産科（2010年４月から2016年３月まで病棟医長）

【所属学会】
日本産科婦人科学会（専門医）
日本周産期新生児医学会
日本超音波医学会
日本遺伝カウンセリング学会（臨床遺伝専門医）

【専門医等】
日本産科婦人科学会専門医
臨床遺伝専門医
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日本産婦人科医会・日本対がん協会共同シンポジウム　「子宮頸がん検診とHPV検査」
第2日目　9月18日　第1会場（エンプレスホール）　9:00～10:20

座長： 鈴木 光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター）  
櫻木 範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学） 

細胞診/HPV検査併用子宮頸がん検診（小山地区）

○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

　HPV検査ならびに液状化細胞診（LBC）の開発により子宮頸がん検診は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。
　現在までに、のべ21,615人の女性（20歳以上）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陽性者はLSILは高率（36%）であったが、HSILは低率（1.0%）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。しかし有病変率も高率であった。
　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した。
　6）  NILM/HPV陽性女性の46%が1年後の精検対象とされた。
　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”、“ダブルネガティブは3年後検診”、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）は概ね支持された。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。
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鈴木　光明（すずき みつあき）

1949年6月21日　生（満67才）

【現　職】
新百合ヶ丘総合病院がんセンター　センター長

【職　歴】
1974年３月	 	 慶應義塾大学医学部卒業
1974年５月１日	 北里大学病院産婦人科病棟医
1981年10月１日	 自治医科大学産科婦人科学講座講師
1982年１月29日	 医学博士1982年　５月21日
1993年11月14日	 国際学会賞受賞
1999年11月１日	 自治医科大学附属大宮医療センター婦人科教授
2002年４月１日	 自治医科大学産科婦人科学講座教授
2003年４月１日	 自治医科大学附属病院総合周産期母子医療センター長（併任）
2007年５月１日	 日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医
2007年６月24日	 日本産婦人科医会常務理事
2009年２月23日	 北関東婦人科がん臨床試験コンソーシアム（GOTIC）理事長
2010年４月１日	 日本婦人科がん検診学会理事
2011年４月１日	 日本臨床細胞学会理事
2012年４月１日	 自治医科大学附属病院副院長
2015年４月１日	 自治医科大学名誉教授
	 	 新百合ヶ丘病院がんセンター　センター長

【学会関連】
日本人類遺伝学会評議員
Editorial	Board	of	J	Hum	Genet

【専門医・指導医】
日本産科婦人科学会専門医・指導医、日本臨床細胞学会専門医、日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医

－ 59 －



日本産婦人科医会・日本対がん協会共同シンポジウム　「子宮頸がん検診とHPV検査」
第2日目　9月18日　第1会場（エンプレスホール）　9:00～10:20

座長： 鈴木 光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター）  
櫻木 範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学） 

HPV併用検診に関する臨床試験

○藤田 博正 1、佐々木 隆之 1、笠茂 光範 1、千石 一雄 2、斎藤 豪 3、
玉腰 暁子 4、木川 聖子 5、シャロン・ハンリー 5、櫻木 範明 5

1 北海道対がん協会婦人科、2 旭川医科大学産婦人科、3 札幌医科大学産婦人科、
4 北海道大学予防医学、5 北海道大学医学部婦人科

　細胞診による子宮頸がん検診（以後がん検診）は1955年（昭和30年）から開始され、がん死亡数を減少さ
せる確実なエビデンスを有している検診法として現在も用いられている。この間に子宮頸がんは高危険型ヒト
パピローマウイルス（HPV）の感染が原因で、なかでもHPV16,18型感染が大多数の頸がんを発生させること
もわかってきた。
　今回、HPV16,18型とHPVその他型に分けて検出可能なHPV-DNA検査との併用がん検診の有用性について
検討した。
　2013年4月から2014年3月までに当施設（札幌、旭川、釧路）を受診し、本試験に同意を得た16,329人の受
診者を対象とした。細胞診でASC-US以上あるいはHPV16,18型陽性者に対してはコルポ診を行い、有所見の
場合は組織診にて確認した。細胞診が陰性でありコルポ診で異常なしのHPV16,18型陽性者およびHPVその他
型陽性者は６か月後の経過観察とした。
　その結果、若年者ほど細胞診およびHPV陽性率が高く、特にHPV16,18型陽性率が高い傾向が示された。一方、
HPV陽性であっても細胞診が異型（SIL以上）の陽性者は３分の１でしかないこと、残りの３分の２は異常な
し（NILM）か、僅かな異型（ASC-US,AGC-NOS）であることも判明した。
　ここで細胞診単独のがん検診ではなく、なぜHPV併用検診が必要なのか、さらになぜHPV型のリスク別判
定が有用なのかを少し考えてみたい。
　今回の研究で細胞診NILM症例中、12 ヵ月以内にCIN3+の症例はHPV16型で8.82％（6/68）、18型で4.35％

（1/23）が、またASC-US症例からHPV16型で33.33％（6/18）見つかった。CIN ２+とすると、さらに高頻度
となる。一方、HPVその他の型陽性のNILM症例ではCIN3+が1.52％（6/394）、ASC-US症例からは2.0％（1/50）
しか見つからない。
　ここで問題はHPV16,18型陽性であれば、細胞診陰性でもCIN2,3が見つかることであり、細胞診の不確実性
を示す結果となった。
HPV16,18型とその他型を判定するHPV検査との併用、さらにコルポ診を取り入れた検診スタイルは細胞診の
不確実性を補填する有用な検診手段と思われる。現行のがん検診制度の改革を含め、斬新な手段をとるべき時
期に来ていると思われる。
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藤田　博正（ふじた ひろまさ）

【現　職】
北海道対がん協会　細胞診センター所長

【学　歴】
昭和52年３月	 北里大医学部卒
昭和61年３月	 医学博士学位取得
	 題　子宮内膜癌における細胞遺伝学的研究

【職　歴】
昭和52年４月	 北海道大学医学部産婦人科教室入局
昭和52年５月	 医師免書下附
昭和57年９月	 北海道大学医学部付属病院産婦人科助手
昭和63年７月	 天使病院産婦人科勤務
平成４年７月	 市立札幌病院産婦人科勤務
平成８年８月	 国家公務員共済幌南病院産婦人科勤務
平成15年３月	 北海道対がん協会細胞診センター勤務

【その他（賞罰等）】
日本産科婦人科専門医
細胞診専門医
産業医
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日本産婦人科医会・日本対がん協会共同シンポジウム　「子宮頸がん検診とHPV検査」
第2日目　9月18日　第1会場（エンプレスホール）　9:00～10:20

座長： 鈴木 光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター）  
櫻木 範明（北海道大学大学院 医学研究科 生殖内分泌・腫瘍学） 

HPV 検査を応用した新しい検診システム導入への取り組み

Sharon Hanley
北海道大学医学研究科総合女性医療システム学

　子宮頸がん検診の有用性は科学的に証明されており、検診プログラムの成否を決める最も重要な要素は検診
受診率である。2007 年に成立したがん対策基本法では、がんの早期発見のためにがん検診受診率50％を目標
に掲げている。しかし、平成21 年度から子宮頸がん検診クーポンが配布されたにもかかわらず、子宮頸がん
検診受診率は40％に留まっている。子宮頸がん検診の障壁となっているのは羞恥という感情的な問題のみな
らず、地方では医療・検診施設が限られることや検査のために休暇を取らねばならないという現実的な問題の
存在である。この問題を解決するためには、採取方法の改良と検診にアクセスできる体制の抜本的改善が必要
である。
　近年、豪州や欧州の一部の国ではHPV 検査を一次検診として行い、陽性者を対象に細胞診を実施する検診
システムが導入されている。これはHR-HPV 感染が確認できない受診者は子宮頸がんのリスクをほぼ無視で
きるというエビデンスに基づく。この検診をさらに効果的にするものが自己採取HPV 検査である。自己採取
HPV 検査は受診者の心理的負担が少なく、受診施設がない医療過疎地や自宅でも実施可能であることに加え、
感度の高い検診方法である。
　本日の発表で、平成25年9月〜平成26年3月に札幌市内の職場健診で頸がん検診を受け20-49歳の女性203
名を対象に自己採取HPV検査の受容度、説明書の理解度、自己および医師採取によるHPV検査の所見一致率
を検討した結果と共に、平成26年度に、北海道江別市で平成21年度から24度までに子宮頸がん無料クーポン
を使用しなかった20-43歳の女性7647名を1:1:6 の比で3 群（コントロール群、検診再勧奨通知群と自己採取
HPV 検査群）に無作為に割付け、自己採取法の導入により検診受診率が向上するかを検討したRCTの結果を
紹介する。
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Sharon Hanley（シャロン・ハンリー）

University of St Andrews出身。北海道大学大学院医学研究科生殖分泌・腫瘍学講座で学位取得。現在は
同大学の医学研究科総合女性医療システム学講座特任助教。女性医学、特に子宮頸がん予防を研究。専門
は疫学・公衆衛生学。ロンドン大学衛生学熱帯医学大学院のMPHコースにも所属し、健康推進・vaccine 
hesitancyを研究している。
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ランチョンセミナー１ 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　12:00～13:00

座長：齋藤 豪（札幌医科大学医学部 産婦人科）

子宮頸がん化学療法に関する最近の話題

竹島 信宏
公益財団法人がん研究会有明病院 婦人科

　子宮頸がん対する化学療法はTP療法が標準治療とされるが、シスプラチンを含むため、外来での投与がや
や難しい事が欠点となっている。これに対して、TC療法は治療のコンプライアンスが良く、幅広く本邦では
使用されてきた。このTP療法に対するTC療法の効果は第III相試験JCOG0505試験で検定され、TC療法の非
劣性が確認されている。
　一方、GOG-0240試験においては、標準療法であるTP療法とnon-CDDP療法であるTPT/PTX療法の二つ
のレジメに対するBevの上乗せ効果の検証が行われた。その結果、主要評価項目である全生存期間の延長を認
めている。しかしながら、本試験ではBevの一般的な有害事象に加えて、子宮頸がん症例特有の有害事象とし
て消化管膣瘻が報告されている。発生頻度は化学療法単独群で0.9%、Bev併用群で8.3%であった。本試験で
は全体の約80%の症例に照射歴があり、また瘻孔発生症例においては全例骨盤照射を受けていたことが判明し
ている。このように有害事象はあるものの、Bev併用の化学療法は子宮頸がんに対して有力な治療法になると
考えられ、本邦では特にTC-Bev療法に期待が寄せられる。
　その他の話題として、TS-1については進行・再発子宮頸がんを対象にCDDPとCDDP+TS-1の比較研究が
行われた。保険収載にはなお数年を要すると思われるが、有望な薬剤と考えられる。一方、JCOGにおいては、
やはり進行・再発子宮頸がんを対象に、dd-TC療法とTC療法の比較試験が行われている。また、子宮頸がん
に対するPD-1抗体の効果の検証も本邦で開始されている。
　本講演では、子宮頸がん化学療法に関する上記の最近の話題を紹介し、今後の方向性について考察したい。
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竹島 信宏（たけしま のぶひろ）

【略　歴】
昭和58年３月	 山口大学医学部卒業
昭和63年10月	 山口大学医学部付属病院助手
平成元年～平成２年	 英国ニューキャッスル大学病理部留学
平成４年２月	 癌研究会付属病院婦人科
平成17年３月	 がん研有明病院婦人科医長
平成18年11月	 がん研有明病院婦人科副部長
平成24年５月～	 がん研有明病院婦人科部長

【主な学会活動その他】
平成21年８月～	 日本癌治療学会代議員
平成22年５月～	 日本婦人科腫瘍学会理事
平成23年４月～	 日本臨床細胞学会理事　
平成25年９月～	 日本産婦人科手術学会理事
平成27年１月～	 日本婦人科悪性腫瘍研究機構（JGOG）副理事長
平成27年４月～	 昭和大学客員教授
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ランチョンセミナー２ 第1日目　9月17日　第2会場（リージェントホール）　12:00～13:00

座長：福島 明宗（岩手医科大学医学部 臨床遺伝学科）

産婦人科領域の遺伝学的検査に関する話題

三浦 清徳
長崎大学産婦人科

　産婦人科医療においても、胎児異常、不育症、ならびに家族性腫瘍などの診断で遺伝学的検査が実施される
ことがある。
　産科領域では、2013年4月より、母体血を用いた胎児染色体検査（NIPT）が、本邦にも導入された。日本
産科婦人科学会の「出生前に行われる遺伝学的検査および診断に関する見解」では、“出生前に行われる遺伝
学的検査および診断は、十分な遺伝医学の基礎的・臨床的知識のある専門職（臨床遺伝専門医等）による適正
な遺伝カウンセリングが提供できる体制下で実施すべきである”と記されている。また、生殖医療においては、
不妊症あるいは不育症の診断と治療について、遺伝子異常あるいは染色体異常に関する遺伝学的検査の情報提
供が必要とされることもある。婦人科腫瘍領域でも、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群（HBOC）などの家族性
腫瘍に対しては、従来の産婦人科医療に加えて、ハイリスク例の拾い上げから遺伝子診断、そしてリスク低減
手術まで遺伝医療の診察技術が求められている。
　遺伝医療の実践には遺伝カウンセリングが必須であり、患者と家族の話をよく聞いて、事前に検査の意義に
ついて理解してもらうことが重要である。そして、医療者は、遺伝学的診断に用いられる各検査の特性を理解
して検査計画を立案し、インフォームドコンセントを得た上で検査を実施することが大切である。また、たと
え技術的に診断可能なことでも、新たな技術を医療として実際に臨床で使用するには、慎重な議論と対応が必
要である。今回は、NIPTやHBOCなど本邦における遺伝学的検査の現状について、私どもの経験をまじえて
紹介する。
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三浦 清徳（みうら きよのり）

【学歴および職歴】
1995年３月	 長崎大学医学部卒
1995年５月	 長崎大学産婦人科入局
1999年４月～ 2001年９月	 ハーバード大学医学部ポスドクフェロー
2000年３月	 長崎大学大学院医学博士課程修了
2003年７月	 長崎大学産婦人科助手
2006年４月	 長崎大学産婦人科講師
2011年４月	 佐世保市立総合病院産婦人科医長
2012年４月～現在	 長崎大学産婦人科准教授

【専門資格】
日本産科婦人科学会専門医・指導医
日本周産期・新生児医学会周産期（母体・胎児）専門医・指導医
日本生殖医学会生殖医療専門医
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医
臨床遺伝専門医・指導医
日本超音波医学会超音波専門医・指導医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医
日本内視鏡外科学会技術認定医
日本がん治療認定医機構がん治療認定医
日本性感染症学会認定医
日本周産期･新生児医学会新生児蘇生法専門コースインストラクター
母体保護法指定医

【学会活動】
産婦人科診療ガイドライン産科編（2017）作成委員会　委員
日本産科婦人科学会周産期委員会小委員会　委員
日本産科婦人科学会　代議員（H25年４月１日より）
日本周産期・新生児医学会　評議員
日本婦人科腫瘍学会評議員
日本人類遺伝学会　評議員
日本産科婦人科遺伝診療学会幹事
長崎県産婦人科医会常任理事（H24年４月１日より）
長崎県ATL母子感染予防連絡協議会委員
厚生労働省長崎労働局母性健康管理指導医（H24年7月1日より）
母体保護法指定医
長崎県先天性代謝異常等検査事業検討協議委員

【Editorial Board Member】
Scientific	Reports,	Journal	of	Human	Genetics,	Human	Genome	Variations
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ランチョンセミナー３ 第1日目　9月17日　第3会場（ハイネスホール）　12:00～13:00

座長：藤森 敬也（福島県立医科大学医学部 産科・婦人科）

女性ヘルスケアにおけるホルモン補充療法の有用性

苛原 稔
徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科

　産婦人科医療の第４の領域として、女性のライフサイクルに対応した予防・治療医学である「女性ヘルスケ
ア」領域が注目されている。「女性医学」あるいは「女性ヘルスケア」の位置づけについては、まだ十分なコ
ンセンサスがあるとは言えないが、その中心はやはり更年期以降の女性のための医療であり、更年期障害の治
療医療や骨粗鬆症、脂質異常症、メタボリック症候群などを予防する予防医学の展開である。そして最終目標
は、いわゆる健康寿命を平均寿命に近づけることにある。
　ホルモン補充療法（HRT）は女性ヘルスケアの重要な手段であるが、WHIの報告により乳癌発生リスクの
上昇が指摘され、その有用性に疑問が出ていた。しかし最近の検討から、慎重な対象選択、継続期間や開始年
齢などの投与方法の工夫することにより、乳癌発生を減少させることが考えられるようになってきた。さらに、
多様な種類の女性ホルモン製剤が開発され、より有効で安全な治療として再考されるようになった。
　HRTを上手に使用すれば、更年期以降の女性の疾患治療や疾患予防に極めて有用な治療手段になるもので
ある。また、HRTの対象とならない女性においても、HRTの代替として漢方薬やサプリメントなどを用いる
ことにより、更年期障害の治療や疾患予防の可能性があり、女性ヘルスケアの観点から積極的な対応が重要で
ある。
　本セミナーでは、HRTに関する最近の考え方やサプリメントの話題など、最近の女性ヘルスケアにおける
ホルモン療法の有用性に関して概説する。
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苛原 稔（いらはら みのる）

昭和54年３月	 徳島大学医学部医学科卒業
昭和58年３月	 徳島大学大学院医学研究科修了
平成７年８月	 米国メリーランド大学医学部産婦人科研究員（～８年７月）
平成13年４月	 徳島大学助教授（医学部産科婦人科学講座）
平成13年７月	 徳島大学教授（医学部産科婦人科学講座）
平成22年４月	 徳島大学病院長（～ 23年３月）
平成25年４月	 徳島大学医学部長・大学院医歯薬学研究部長（現在に至る）
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イブニングセミナー 第1日目　9月17日　第1会場（エンプレスホール）　17:45～18:35

座長：杉山 徹（岩手医科大学医学部 産婦人科）

遺伝性乳癌卵巣癌 
（Hereditary Breast and Ovarian Cancer; HBOC）

岡本 愛光
東京慈恵会医科大学 産婦人科

　近年、遺伝性腫瘍への関心の高まりと共に、遺伝カウンセリングを含む診療体制整備に取り組む医療機関が
増えつつある。
　 遺 伝 性 乳 癌 卵 巣 癌（Hereditary Breast and Ovarian Cancer;  HBOC） と は、 遺 伝 性 腫 瘍 の 一 種 で、
BRCA1/2 遺伝子の生殖細胞系列変異に基づく乳癌や卵巣癌の易罹患性症候群である。全卵巣癌のうち約10%
がHBOCに該当し、BRCA1/2 遺伝子変異を有する女性の生涯発症リスクは乳癌で50 〜 70%、卵巣癌で30 〜
50%と非常に高いことが報告されている。遺伝子検査によってBRCA1/2 遺伝子に病的な変異が見出された場
合は、通常リスクの人よりも慎重なサーベイランス、あるいは必要に応じて予防的措置が考慮される必要があ
る。また、発端者のみならず家系員に対しても、遺伝カウンセリングや遺伝子検査の実施など十分なフォロー
アップが求められる。
　HBOCは、DNA修復に関与するBRCA1/2 遺伝子の変異による修復機能不全が原因であるが、DNA修復に
は他にも様々な遺伝子が関与しており、それらの遺伝子変異が癌の発生に寄与する可能性も指摘されている。
最新のNCCN ガイドラインでは、乳癌および卵巣癌における遺伝学的/家族性リスク評価におけるMulti-gene 
testing（複数遺伝子パネル検査）の意義について記載されており、海外では既にBRCA1/2 を含む多数の遺伝
子の解析結果から、乳癌・卵巣癌の原因遺伝子を特定する試みが始まっている。
　このように、HBOCの認知が高まり、新たな診断技術が開発され、ますます遺伝診療への取り組みが求めら
れているが、現在、HBOCに関する遺伝カウンセリング、遺伝学的検査、検診、予防について保険診療は認め
られていない。それらにかかる費用は全額自己負担であり、限られた人しか遺伝診療へアクセスができない状
況である。患者やその家系員が不利益を被らないよう、対策を検討していくことが今後の大きな課題といえる。
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岡本 愛光（おかもと あいこう）

昭和61年東京慈恵会医科大学卒業、同研修医、助手を経て平成元年４月より財団法人がん研究振興財団リ
サーチレジデントとなる。
平成2年2月より国立がんセンター研究所がん転移研究室研究員として、寺田雅昭部長、横田淳室長の指導
のもとにp53遺伝子など婦人科癌の発生、進展に関与する遺伝子について研究を行う。
平成４年12月Laboratory of Human Carcinogenesis, National Cancer Institute, National Institutes of Health, 
Bethesda, MD. U.S.A. にてGuest Researcher（米国国立がん研究所招待研究員）としてCurtis C. Harris博
士の指導のもとに細胞周期に関与する遺伝子の研究に従事し、特にp16遺伝子の単離とがん抑制遺伝子であ
ることを見出した。
平成７年より東京慈恵会医科大学産婦人科講座助手、Laboratory of Chemoprevention, National Cancer 
Institute, National Institutes of Health, Bethesda, MD. U.S.A. Guest Researcherを兼任。
平成９年４月からは東京慈恵会医科大学DNA研究所遺伝子治療部門兼任となり、婦人科癌に関与する
cDNAアレイを用いた遺伝子の研究、癌化、妊娠継続に関与する新しい遺伝子の単離、子宮筋腫の原因遺
伝子の研究、HPVに対する新規治療薬の開発、母体血からの遺伝子出生前診断の研究を行った。
平成13年６月東京慈恵会医科大学産婦人学科講座講師、診療医長。
平成21年２月同准教授として卵巣癌の新しい手術法、分子標的治療薬、バイオマーカーの開発の研究を行った。
平成24年４月より同主任教授となり、現在にいたる。
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モーニングセミナー 第2日目　9月18日　第2会場（リージェントホール）　8:00～9:00

座長：千石 一雄（旭川医科大学 産婦人科）

卵巣チョコレート嚢胞の取り扱いについて

○和田 真一郎、福士 義将、中島 亜矢子、七里 圭子、山本 雅恵、
比嘉 健、常松 梨紗、簔輪 郁、滝本 可奈子、鈴木 徹平、山本 泰廣、

太田 創、松田 琢磨、佐藤 力、藤野 敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科

　卵巣チョコレート嚢胞は、遭遇する機会の多い、有病率の高い疾患であるが、その管理方針に関しては、腫
瘍の状態や患者の社会的状況により異なってくる。チョコレート嚢胞の管理上の問題点として、①破裂による
急性腹症、②卵巣卵管膿瘍、③悪性化のpotentiality、④慢性疼痛、⑤不妊、⑥採卵困難、⑦再発のしやすさ、
⑧手術による卵巣予備能の低下、など挙げられ、外来管理も長期にわたるため、患者に十分に説明した上で初
期治療を選択する必要がある。
　治療方法として、低用量ピル、ディナゲスト、GnRH agonistなどの薬物療法があり、それぞれ効果や有害
事象で一長一短があるため、患者の状況により選択される。しかし、薬物療法で効果が不十分な場合、手術療
法が選択されることが多い。手術は通常、拡大視による手術精度が高く、低侵襲である腹腔鏡手術が選択され
る。術式の選択は、今後の挙児希望、年齢、悪性を疑う所見の有無、疼痛の状況などにより決定される。妊孕
能温存の場合は、良性を疑えば基本的に核出術を行うが、バソプレッシンの局所注入等で、卵巣の予備能保存
に気を遣う必要がある。疼痛が強く、子宮頸部周囲に有痛性の硬結のある深部子宮内膜症（DIE）があるときは、
DIE切除も考慮するが、手術合併症には注意すべきである。術後の再発予防に薬物療法が有効であることが示
されており、薬の有害事象などを勘案して、投与するか決定するのが良い。
　卵巣チョコレート嚢胞は、再発のしやすさや癌化のリスクなどから、患者と長く付き合っていく疾患である
ので、今後の起こりうる状況をよく説明し、治療とフォローアップを行っていくことが大事であると思われる。
手術の動画を中心に講演する。
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和田 真一郎（わだ しんいちろう）

【略　歴】
1989年	 北海道大学卒業、同産婦人科で勤務
1990年～ 93年	 網走厚生病院・北海道がんセンターに勤務
1993年～ 2005年	 北海道大学産婦人科に勤務
1998年	 同助教、2004年　同講師
2000年～ 2002年	 ユタ大学産婦人科に留学
2005年～現在	 手稲渓仁会病院

【専門医・技術認定医】
日本産科婦人科学会・日本産科婦人科内視鏡学会・日本内視鏡外科学会・日本生殖医学会
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ランチョンセミナー４ 第2日目　9月18日　第1会場（エンプレスホール）　11:20～12:20

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

膜構造と層を意識した腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）

森脇 征史
JA 北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科

　良性疾患に対する子宮全摘術では、より低侵襲である腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の割合が増加してきた。
一方、悪性疾患では早期子宮体癌に対して2014年4月から腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術が健康保険の適応となっ
た。
　当院ではTLHを導入するにあったて、開腹の単純子宮全摘術をTLHでいかに再現するかに重点を置いた。
以前から行ってきた開腹での手技と同じく尿管子宮動脈交叉部の同定と広間膜からの尿管の剥離を行い、さら
に出血量の減少を目的として子宮動脈結紮の手技を追加した。現在のTLHの基本的な手術手順は以下の通り
である。①腹腔鏡セットアップ　②膀胱子宮窩腹膜切開、前方アプローチで子宮動脈を同定し、側方へ展開し
てより中枢側で分離結紮　③広間膜からの尿管剥離および子宮動脈交叉部の同定　④円靭帯（巨大子宮筋腫な
どで子宮頚部周囲の術野展開が困難な場合には最初に行う）、卵巣固有靱帯（骨盤漏斗靱帯）の切断　⑤仙骨
子宮靱帯と基靱帯血管部（浅子宮静脈）の剥離　⑥ダグラス窩腹膜切開および仙骨子宮靱帯の切断（切断部位・
順序は子宮の大きさや子宮内膜症の有無など症例に応じて個別化）　⑦基靱帯血管周囲組織の剥離と尿管子宮
動脈交叉部から距離をとっての基靱帯上部血管の縫合結紮・切断　⑧腟管の切断、子宮の体外搬出　⑨腟断端
の縫合閉鎖（二層縫合）および腹膜縫合。
　腹腔鏡下子宮体がん根治術の導入により骨盤内の膜構造と層の理解が深まったため、TLHの基本手技をよ
り限局した術野展開で行うことが可能となり、安全性の向上と出血量の減少につながったと考えられる。
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森脇 征史（もりわき まさし）

【略　歴】
1997年３月	 北海道大学医学部卒業
1997年４月	 北海道大学病院産婦人科	研修医
1997年７月	 市立稚内病院産婦人科
1998年７月	 市立旭川病院産婦人科
1999年７月	 富良野協会病院産婦人科
2000年７月	 網走厚生病院産婦人科
2003年10月	 王子総合病院産婦人科
2004年５月	 北海道大学病院産科(生殖内分泌)	医員
2006年４月	 北海道大学病院婦人科	医員
2007年12月	 函館中央病院産婦人科
2008年４月	 帯広厚生病院産婦人科	医長
2014年４月	 　　　　　同　　　　	部長
2016年４月	 　　　　　同　　　　	第２主任部長

【主な所属学会】
日本産科婦人科学会
日本婦人科腫瘍学会（代議員）
日本癌治療学会
日本産科婦人科内視鏡学会
日本内視鏡外科学会
日本臨床細胞学会
日本エンドメトリオーシス学会

【専門医等】
日本産科婦人科学会指導医
日本婦人科腫瘍学会指導医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定（腹腔鏡）
日本内視鏡外科学会技術認定医（産婦人科）
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ランチョンセミナー４ 第2日目　9月18日　第1会場（エンプレスホール）　11:20～12:20

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

超音波凝固装置を駆使した最小出血での腹腔鏡下子宮全摘出術 （TLH） 
－HARMONIC ACE®+/+7を活かす手技－

○明石 祐史、杉尾 明香、谷垣 衣理、鈴木 靜夫、武田 智幸、
塚本 勝城、明石 英史

札幌白石産科婦人科病院

　TLHは拡大視野下にエナジーデバイスを適正に使用することで出血の少ない手術となる。しかし不用意な
鈍的剥離操作や不完全な止血操作は術野を赤染させ、二次出血や他臓器損傷を引き起こす要因となりかねない。
我々は超音波凝固切開装置を使用し、ドライな術野で安全性の高い最小出血手術を目指している。その手技を
操作手順に沿って動画で供覧する。
　4孔式ダイアモンドポジションを選択し、Koh colpotomizer systemを装着。①円靭帯切断: 不完全な切開層
で剥離を試みると出血するため、靭帯を正確に切断。②広間膜切開と後腹膜腔展開: 円靭帯の切開部から膀胱
子宮窩腹膜まで切開。後腹膜腔の粗な組織を展開し、広間膜後葉から組織を剥離するように展開。微細な血管
もHARMONIC ACE®+で切開。③尿管および子宮動脈の同定: 尿管は広間膜後葉から分離させ、子宮動脈の
内外側で腔を展開して単離結紮。子宮静脈や浅子宮動脈、尿管枝の損傷に要注意。④上部靭帯の処理: 卵管間
膜には静脈叢があり、集束切断ではなくできるだけ分離して切断。⑤Paracervical triangle作成: 尿管損傷回
避のため尿管と骨盤腹膜と子宮頸部に三角形のスペースを確保。⑥前後腟円蓋の切開: 膀胱腟間隙を剥離し、
カップに沿って円蓋部を切開。⑦Parametriumの処理: 子宮を頭側に挙上させ子宮動静脈上行枝と傍結合織を
切断し下方に分離。⑧円蓋部の切開、子宮切離: HARMONIC ACE®+ではほとんど出血せずに切離可能。⑨
子宮の回収、腟断端縫合。
　HARMONIC ACE®+は凝固切開能力が優れており、血管を含む組織の展開に有利である。また、切開面が
ファインであるため、切開後も層がわかりやすく解剖に準拠した組織の展開操作が可能である。さらに+7で
は7モードによって7mmの血管まで凝固切離が可能となった。切開時間は若干延長するが、他のシーリング
デバイスの使用頻度を下げることで効率性向上に寄与すると期待している。
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明石 祐史（あかし ゆうし）

【略　歴】
平成12年５月獨協医科大学越谷病院麻酔科・高度救命救急センターで勤務後、平成15年４月札幌医科大学
産婦人科学講座に入局。関連病院を転任後、平成22年４月に健保連大阪中央病院に国内臨床留学して松本
貴医師に師事し腹腔鏡手術を学ぶ。平成23年４月に札幌医科大学産婦人科学講座に帰局し、腹腔鏡手術・
子宮内膜症治療チーム主任スタッフとして腹腔鏡手術に従事。平成27年10月から札幌白石産科婦人科病院
の院長に就任し現在に至る。腹腔鏡手術執刀数は現在までに955件。

【資　格】
医学博士、日本産科婦人科学会専門医・指導医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医、日本内視鏡外科
学会技術認定医、麻酔科標榜医など

【役　職】
日本産科婦人科内視鏡学会評議員、北海道GYN腹腔鏡セミナー代表世話人、北海道ラパロを語る会世話
人など
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ランチョンセミナー５ 第2日目　9月18日　第3会場（ハイネスホール）　11:20～12:20

座長：山田 崇弘（北海道大学大学院医学研究科 総合女性医療システム学）

胎児、新生児骨系統疾患の診断: postmortem and 
postnatal radiograph

西村 玄
東京都立小児総合医療センター 放射線科

　骨系統疾患のpostmortem,  postnatalの単純X線像について概説する。この知識は出生前USとCTの評価に
必須である。出生前CTは、出生後のX線所見とほぼ同等の情報を提供し、骨疾患に対する診断能は極めて高い。
CTによる出生前の確定診断が周産期ケアーに必要なのかどうかは議論があるところだが、実際のところ確定
診断の必要にせまられて実施せざるえないことも多い。
　骨系統疾患の中で頻度の高い３大疾患は、FGFR3異常症 （軟骨無形成症, タナトフォリック骨異形成症等）、
骨形成不全症 （大多数がI型コラーゲン異常症）、II型コラーゲン異常症 （軟骨低発生症, 先天性脊椎骨端異形
成症等）であり、全症例の50%以上を占める。次に頻度の高いものは、彎曲肢骨異形成症、低フォスファター
ゼ症 （日本で頻度が高い）、短肋骨骨異形成症グループ（skeletal ciliopathy）等である。まず、これら頻度の
高い疾患の骨所見を把握しておくことが診断の第一歩である。稀な疾患の診断も胸郭の形態 （narrow,  long 
thorax vs.  broad,  short thorax）、骨盤の形態 （trident pelvis etc.）、長管骨の形態 （dumbbell deformity etc.）、
短指趾の有無等に注目して診断を進める。
　殆どの骨系統疾患の骨変化は妊娠中期 （late second trimester）にほぼ完成しており、生後の骨変化と本質
的に同様であるためこの時期の診断に困難はない。しかし、early second trimesterの症例の蓄積は少なく、
診断困難例もある。例えば、非特異的FGR （IUGR）が著明な骨化遅延を示すことがあり、これはII型コラー
ゲン異常症としばしば誤診される。胎児期、新生児期の骨系統疾患の診断対象は、かつては重症致死疾患のみ
であったが、胎児USの普及にともなって軽症疾患 （例えば、軟骨低形成症）も診断の対象となっている。
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西村　玄（にしむら げん）

昭和27年３月20日　生
昭和51年	 慶應義塾大学医学部　卒業

【現　職】
東京都立小児総合医療センター放射線科部長

【職　歴】
昭和51年	 清水市立総合病院内科研修医
昭和53年	 慶應義塾大学放射線診断部研修医
昭和55年	 帝京大学放射線科助手
昭和56年	 国立循環器病センター放射線診療部研修医
昭和58年	 慶應義塾大学放射線診断部助手
昭和59年	 埼玉県立小児医療センター医員
昭和61年	 慶應義塾大学放射線診断部助手
昭和63年	 Dept	of	Radiology,	Royal	Alexandra	Hospital,	Sydney,	Australia
昭和63年	 獨協医科大学放射線科助手
平成２年	 清水市立病院放射線科科長
平成６年	 獨協医科大学放射線科助教授
平成10年	 西多摩病院院長
平成11年	 那須中央病院健診センターセンター長
平成14年	 東京都立清瀬小児病院診療放射線科非常勤医師
平成15年	 東京都立清瀬小児病院診療放射線科医長
平成17年	 東京都立清瀬診療小児病院放射線科部長
平成22年	 東京都立小児総合医療センター放射線科部長

【学会関連】
日本人類遺伝学会評議員
Editorial	Board	of	J	Hum	Genet

【その他】
放射線専門医
Diagnostic	Board	of	ESDN	(European	Skeletal	Dysplasia	Network)
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ランチョンセミナー５ 第2日目　9月18日　第3会場（ハイネスホール）　11:20～12:20

座長：山田 崇弘（北海道大学大学院医学研究科 総合女性医療システム学）

低フォスファターゼ症の児を救命するために

室月 淳
宮城県立こども病院産科，東北大学大学院医学系研究科先進成育医学

　低フォスファターゼ症（hypophosphatasia;  HPP）は骨系統疾患のひとつで、組織非特異的アルカリフォスファ
ターゼ（TNSALP）の先天的な欠損が原因で発症する。発症時期によって周産期型、乳児型、小児型、成人型、
歯限局型の5つに分類されるが、われわれ産科医が遭遇するのはほとんどが重症の周産期型となる。胎児超音
波検査では四肢短縮や彎曲、著明な骨化不全、胸郭低形成、羊水過多などを認める。「周産期型」は国際分類
では”perinatal lethal type”とされ、一般に生命予後不良の疾患ととらえられてきたが、なかには「周産期良性
型」と呼ばれる生命予後良好の一群の疾患があることが明らかになった。また昨年承認された酵素補充製剤で
あるアスフォターゼを出生直後から投与することによって周産期型の児の半数が救命可能となってきた。
　これまでの9年間で「胎児骨系統疾患フォーラム」が扱ったHPP 30例を検討し、アスフォターゼアルファ
の出生後投与によって救命できる群と救命不能の群に分け、その胎児超音波と胎児CTによる所見をまとめた。
酵素補充療法で救命可能な群では、四肢長管骨や肋骨は細く短縮しているが全体の形は保っていること、椎骨
の骨化は不良であるが同定可能であることなどが特徴的所見であった。一般に「周産期致死型」という名前で
生命予後不良と扱われてきた児の多くが、適切な出生前診断と出生直後からの酵素補充療法の実施で、現在で
はその予後のみならずQOLも大幅に改善している。産科医による出生前診断の重要性が非常に高まっている。
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室月 淳（むろつき じゅん）

【略　歴】
1986年３月	 東北大学医学部卒
1986 ～ 1989年	 山形県立中央病院初期研修医
1989 ～ 1993年	 東北大学医学部産婦人科助手
1993 ～ 1996年	 カナダ・ウェスタンオンタリオ大学ローソン研究所
1996 ～ 1999年	 古川市立病院産婦人科科長
1999 ～ 2001年	 東北大学病院産婦人科講師
2002 ～ 2004年	 国立病院機構仙台医療センター産婦人科医長
2004 ～ 2007年	 岩手医科大学産婦人科講師
2007 ～ 2009年	 東北大学病院産婦人科准教授
2009年９月～	 宮城県立こども病院産婦人科部長
2010年４月～	 東北大学大学院医学系研究科先進成育医学講座教授併任
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一般演題　第1日目
9月17日（土）



1. 再発子宮頸癌における予後規定因子の検討
○ 千葉 洋平、千葉 淳美、深川 大輔、深川 智之、古武 陽子、永沢 崇幸、佐藤 誠也、小見 英夫、

利部 正裕、竹内 聡、板持 広明、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

【目的】子宮頸部腺癌（ADC）は扁平上皮癌（SCC）に比して予後不良である。しかしながら、再発後の予
後について組織型別の検討はほとんどなされていない。そこで、再発頸癌における組織型別の生存期間およ
び予後規定因子を明らかにしようとした。【方法】2004年から2008年に当科で初回治療として広汎子宮全摘
出術を施行した子宮頸癌（IB－IIB期）のうち、再発が確認され文書による同意の得られた20例（SCC：10
例、ADC：10例）を対象として後方視的に検討した。再発時の年齢、初回治療時の補助療法、再発までの期間、
再発部位、再発時の治療法、再発後の生存率について、組織型別に比較検討した。【結果】再発時年齢の中央
値（範囲）はSCC群で40歳（28－53歳）、ADC群で52歳（34－74歳）であった。組織型別の初回再発まで
の期間（無病生存期間）（中央値、SCC群：12か月、ADC群：7.5か月）および再発部位に差はみられなかった。
再発後の生存率はADC群でSCC群に比して有意に低く（P＝0.03）、累積5年生存率は各々 0％および40％、
生存期間の中央値は各々 7.5か月および25.5か月であった。一方、照射野内再発を認めない例や、再発時に
手術療法や放射線治療を含む治療が行われた例では、生存期間が延長する傾向を認めた。【結論】再発子宮頸
癌において、組織型（腺癌）が予後規定因子であった。再発頸部腺癌は予後不良であり、扁平上皮癌とは異なっ
た治療戦略の必要性が示された。

2. 当科における進行子宮頸部癌に対するTP-CCRT療法（PTX・
CDDP同時放射線化学併用療法）の検討

○ 山田 達也、頼近 奈奈、角江 昭彦、桑原 道弥、三國 雅人、日下 真純、香城 恒麿
厚生連総合病院札幌厚生病院 産婦人科

【諸言】進行子宮頚部癌は予後不良な疾患であるが、特に再発症例では治療方法の選択に苦慮することも少な
くない。日本婦人科腫瘍学会の治療ガイドラインではCDDP併用のCCRTが推奨治療とされているが、進行
症例ではRT単独療法に比べて全生存率には変化がないとの報告も多く、特に傍大動脈リンパ節転移を含む
遠隔転移症例での効果は疑問視されている。本邦でも進行子宮頚癌症例に対してTP-CCRT（PTX・CDDP
同時放射線化学併用）療法が試みられ、良好な結果が報告されている。日本婦人科悪性腫瘍研究機構でも進
行子宮頚腺癌に対する臨床研究が計画されたが、症例登録の不振により中止となっていてエビデンスの高い
報告はない。当科では2011年から進行婦人科癌で放射線療法の適応症例でTP-CCRT療法の導入を検討して
きた。現在まで10例でTP-CCRT療法を実施したので報告する。【成績】子宮頚部扁平上皮癌5例、腺癌3例、
小細胞癌1例、原発不明骨盤扁平上皮癌1例の臨床進行期III期以上の症例で実施した。初回治療が9例、再発
時の実施が1例であった。初回治療の8例でCR・PRを含めた病勢をコントロールでき、IV期症例でも5年生
存を得ている症例が認められた。有害事象による治療中止は1例であった。【考察・結語】進行子宮頚部癌で
はTP-CCRT療法は有効な治療法となり得ると考えられた。
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3. 当院における子宮頸癌に対する同時化学放射線療法（CCRT）後の 
瘻孔形成の検討

○ 川口 美保子、島 友子、鮫島 梓、大北 恭子、田中 智子、津田 桂、稲田 貢三子、中島 彰俊、
吉野 修、齋藤 滋

富山大学附属病院 産婦人科

【緒言】子宮頸IV期の治療には一般的に同時化学放射線療法（CCRT）が推奨されている。その晩期障害と
して膀胱腟瘻や直腸腟瘻をしばしば経験するが、瘻孔形成率に関する報告は十分ではない。今回当院にて子
宮頸癌に対して放射線療法を施行した症例を検討し、瘻孔形成率の検討を行った。【対象】2006年から2016
年の期間で、子宮頸癌に対してRTあるいはCCRTを施行した86症例を対象とし、後方視的に瘻孔形成率を
比較検討した。【結果】86症例の内訳はRT 22例CCRT 64例であり、I期25例（29%）、II期18例（21%）、
III期23例（27%）、IV期20例（23%, うちIVA期6例）であった。組織型は扁平上皮癌76例（88%）、それ以
外10例（12%）であった。全体の瘻孔形成率は6.9%で、膀胱腟瘻5例5.8%（RT:2例9.0%,CCRT:3例4.6%）、
直腸腟瘻3例3.4%（RT:2例9.0%,CCRT:1例1.5%）であった。直腸腟瘻、膀胱腟瘻以外のダグラス窩穿孔や
皮膚小腸瘻などほかの瘻孔形成は3例3.4%（RT:1例4.5%,CCRT:2例3.1%）認めた。また瘻孔重複例は4例4.6%

（RT:2例9.0%,CCRT:2例3.1%）であった。瘻孔形成が多いと予測されIVA期ではRT2例、CCRT2例で瘻孔
形成を認めた。形成までの平均期間は5.6カ月で、うち1例は照射期間中に瘻孔を形成した。【考察】CCRT
後の瘻孔形成率はRT後より高率ではなく、従来の報告通りIVA期で瘻孔形成率が高かった。子宮頸IVA期
におけるRT、CCRT後の瘻孔形成率は高く、患者への十分な説明と瘻孔形成時の対応を十分に考慮した上で
の治療が必要である。

4. 子宮頸部と体部に類内膜腺癌を認めた重複癌の一例
○ 小幡 武司、中村 充宏、水本 泰成、松本 多圭夫、高倉 正博、藤原 浩
金沢大学 産婦人科

異なる部位に悪性腫瘍を認めた場合、重複癌であるか原発巣からの転移性癌であるかを区別することは治療
方針の決定および予後の判定に非常に重要であるが、その鑑別診断は困難であることが多い。今回、我々は
子宮頸部と体部に類内膜腺癌を認めた重複癌を経験したので報告する。
症例は47歳女性、子宮筋腫の経過観察中に不正性器出血を自覚し、当院を受診した。子宮頸管部組織診で腺
癌と診断され、MRIでは子宮頸部だけでなく体部にも造影効果を伴う腫瘤が認められたため、広汎子宮全摘
術、両側付属器摘出術、骨盤及び傍大動脈リンパ節郭清術を施行した。摘出標本による病理組織学的検査で
は子宮頸部および体部ともに類内膜腺癌が認められたが、組織学的に両腫瘍の連続性は確認できなかった。
両腫瘍組織からともにHPV16型が検出されたが、さらなる鑑別診断のため、両腫瘍の遺伝子解析を行ったと
ころ、PTEN遺伝子が両腫瘍の間で異なっており、最終的に重複癌と診断した。本症例は子宮頸部と体部に
類内膜腺癌を認め、さらに分子生物学的アプローチを併用することで重複癌と診断した症例である。さらに、
子宮頸部および体部の類内膜腺癌組織から、ともにHPVの存在が確認された非常に稀な症例であり、類内膜
腺癌の発生とHPV感染との関与の可能性が示唆された。
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5. 子宮頸がんに対する単純ヘルペスウイルスを用いたウイルス療法と 
抗がん剤併用療法における基礎研究

○ 川村 英生1、利部 正裕1、村上 一行1、佐々木 裕2、川村 花恵1、吉野 直人2、村木 靖2、
杉山 徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 微生物学講座 感染症学・免疫学分野

【目的】進行および再発子宮頸がんに対する放射線療法や化学療法の効果は十分とは言えない。我々は新規
治療法として子宮頸がんモデルマウスを対象とした遺伝子組換え単純ヘルペスウイルス（三重変異型単純ヘ
ルペスウイルスT-01）によるウイルス療法について検討を行ってきた。一定の治療効果はみられるが腫瘍の
完全消失には至っていない。本研究では、現行の代表的な抗がん剤との併用により、ウイルス療法の治療効
果が増強されるかを検討した。【方法】HPV16 E6/E7を発現するマウス由来不死化細胞株TC-1をC57BL/6
マウス背部に皮下接種し、モデルマウスを作製した。TC-1に対して高い細胞傷害効果を示したシスプラチン

（CDDP）、エトポシド（ETP）、フルオロウラシルとT-01を併用し、腫瘍径の測定と生存期間を観察した。【結
果】T-01単独投与群、抗がん剤単独投与群ともに無治療対照群と比し有意な腫瘍増殖抑制効果を認めた。同
様に、生存期間ではETP単独投与群を除き有意な延長を認めた。CDDP+T-01投与群の腫瘍増殖抑制効果と
生存期間は、それぞれの単独投与群と比し有意差は認めないものの良好な傾向を認めた。【結論】子宮頸がん
において、ウイルス療法は化学療法と併用可能な治療法である可能性が示唆された。投与のスケジュールや
安全面での評価などのさらなる検討により、実用性の高い治療法となる可能性が示された。

6. 日本の子宮頸部浸潤癌を誘発するHPV型の同定と解析
○ 笹川 寿之1、坂本 人一1、大阪 康宏1、柴田 健雄1、藤田 智子1、高木 弘明1、上浦 祥司2

1金沢医科大学 医学部 産婦人科、2大阪府立成人病センター 産婦人科

【目的】高リスク及びその候補HPVをすべて検出できるHPV検査を用い、日本の子宮頸癌を誘発する型を
明らかにする。【方法】2016年5月まで同意を得た358例について、子宮頸癌組織または擦過細胞からDNA
を 抽 出 し た。HPV検 査 は、LCR-E7-PCR法、Roche Linear Array法、Genosearch-31 plus4 法 を 用 い た。

【成績】頸癌全体で92%、扁平上皮癌（SCC）、腺扁平上皮癌（ADSCC）、腺癌（ADC）、その他（OtherC）
それぞれ95%、90%、77%、80%にHPVは陽性であった。いわゆる13タイプの高リスク型HPVに限定する
と頸癌全体の89%、各組織型で92%、90%、74%、73%に陽性となった。単独型HPV感染は296例に認めら
れ、内訳はHPV16 （147例）、18 （47例）、52（36例）、31 （14例）、58 （13例）、56/68 （7例）、33/45/59 （4例）、
39/51/53/67 （2例）、69/70 （1例）型であった。CIN3まで入れるとHPV35、66、82型も陽性となった。年齢
別分布をみるとHPV16、18型は若い女性に多く、年齢が進むほど陽性頻度が下がる傾向がみられ（Chi-square 
test for trend,  P<0.05）。その他の絶対高リスクのHPV31、33、45、52、58型は変化がなく、これら以外の
高リスク型と今回の新規高リスク型は逆の傾向がみられた（0.05<P<0.1）。【結論】日本の子宮頸癌を検出す
るためには現行の検査法では不十分である。HPV16、18型は癌化へすすむ速度が速い可能性があり、現行の
HPV16、18型ワクチンは、若年の子宮頸癌を効率よく予防できる手段と考えられる。
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7. 子宮頸部細胞診における相対的テロメラーゼ活性
○ 山田 しず佳、品川 明子、飯藤 弘光、伊藤 太郎、冨士井 杏子、清水 可奈子、山本 真、大沼 利通、

知野 陽子、黒川 哲司、吉田 好雄
福井大学 産婦人科

【諸言】子宮頸癌検診において、簡便な方法で異型性を100%近く正診できれば、全異形成の個別化した経過
観察が可能になる。しかし、細胞診ASC-USで10 〜 15%、ASC-Hで30 〜 40%がCIN2以上であるという報
告がある。また、コルポスコピー・生検の正診率は70% 〜 85%程度しかなく、また侵襲性のある検査である
ため出血・感染の危険性がある。最近、細胞診で得られた残余検体で、テロメラーゼ活性を定量値化した相
対的テロメラーゼ活性（TPG）を用いた検討が他癌腫で報告されている。今回、CIN、子宮頸癌における細
胞診でのTPG値について検討し、その応用法を検討した。【方法】本学倫理委員会承認のもと、2014年5月
〜 2015年5月までに子宮頸部細胞診異常があり、当院で子宮頸癌、CINの診断で子宮全摘もしくは円錐切除
を行った30症例で、術直前に採取した細胞診でテロメラーゼ活性を測定、TPG値を算出し、細胞診および手
術標本での組織診との検討を行った。【結果】細胞診の結果を、ASC-US/LSIL群、ASC-H/HSIL群、SCC群
と分類し、それぞれ4例、15例、11例であった。細胞診SCC群において、CIN3以上ではCIN2以下と比較して、
TPG値が高い傾向にあった。（P<0.05）【考察】細胞診の結果にTPG値を加味することで、より正確に組織
診の結果を推定できる可能性がある。今後は症例数を増やし、より鋭敏なカットオフ値の算定を試みる。

8. 子宮頸部細胞診ASC-US症例における従来法と液状検体法による比較検討
○ 鹿内 智史、真里谷 奨、嶋田 浩志、玉手 雅人、黒田 敬史、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科

【目的】子宮頸部細胞診において液状検体法 （Liquid-Based Cytology、以下LBC）が従来法と比べ診断制度
が向上するかについては、近年のメタアナリシスでは高位病変の検出率はほぼ同等という結果でコンセンサ
スが得られている。しかし一方で、高位病変検出率の向上に関する報告も未だ続いている。今回我々はASC-
US症例において従来法と2013年より当院でも導入したLBC法を比較しLBC法の有用性について検討した。

【方法】2010年1月から2011年12月までに施行した従来法と2013年4月から2016年3月までのLBC法でASC-
USと診断された症例 （従来法231/12141例、LBC法127/5728例）を対象としハイリスクHPVの陽性率およ
び組織生検の結果について統計学的解析を行った。【成績】従来法においてASC-USは1.9% （231/12141）、
LBC法では2.2% （127/5728）でありLBC法で陽性率が高い傾向にあった （P=0.16）。ハイリスクHPV陽性率
は従来法で65% （48/73例）であったのに対しLBC法で53% （41/77例）と差は認めなかった （P=0.12）。コル
ポスコピー下狙い組織診によるCIN2およびCIN3の検出率は、従来法の5.2% （12/231）に対し、LBC法では
10.2% （13/127）と高い傾向にあったが有意差は認めなかった （P=0.07）。【結語】ASC-US症例において従来
法とLBC法ではHPV陽性率に差は認めなかったが、LBC法ではCIN2以上の高位病変を従来法より正確に検
出し得ると考えられたため、スクリーニング検査としてより有用である可能性が示唆された。
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9. 術中迅速診断により切除範囲を決定したMinimal deviation 
adenocarcinoma（MDA）の1例

○ 山崎 博之、宇津野 泰弘、水崎 恵、大石 由利子、箱山 聖子、小田切 哲二、吉田 俊明、
光部 兼六郎

JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

【緒言】MDAは頸部腺癌の約1％を占める希な組織型であり手術加療が基本である。しかし擦過細胞診等
の偽陰性は少なくなく、特にLEGHに合併する症例は診断困難であることが多い。今回我々は術前に確定
診断に到らなかったMDAに対して術中迅速診断により適切な術式を選択できた1例を経験したので報告す
る。【症例】53歳、2経妊1経産、閉経47歳。特記すべき既往合併症なし。不正性器出血を主訴に前医を受診
し子宮頸管ポリープを指摘された。生検組織診でatypical proliferation of endocervical gland、頸部細胞診
AGC+ASC-H、内膜細胞診classIIIであり、精査加療目的に当科紹介となった。MRIで子宮頸部にT1WI低信
号、T2WI高信号の多嚢胞性病変を認めた。境界明瞭であったが、配列は不規則であった。頸管内掻爬組織
診では異型のない腺過形成を認めた。円錐切除術により上皮内腺癌の診断となったが、画像検査からMDA
の可能性が考えられたため術中迅速診断併用での手術加療の方針となった。子宮を摘出し、術中迅速診断
でLEGHに合併したMDAの診断となった。神経温存術式で傍腟結合織を追加切除し、骨盤内リンパ節郭清
を行った。術後病理診断でMDA with LEGH,  pTIB1N0が確定した。術後半年経過し再発は認めていない。

【結語】術前診断が困難であったMDAに対して術中迅速診断により切除範囲を決定した。二期的手術に伴う
合併症等を回避する上で術中迅速診断は有用である可能性がある。

10. 子宮頸部腺癌IIIA期に対して骨盤内臓全摘変法を施行した一例
○ 小田切 哲二1、宇津野 泰弘1、水崎 恵1、山崎 博之1、大石 由利子1、箱山 聖子1、吉田 俊明1、

光部 兼六郎1、佐藤 啓介2

1JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科、2JA北海道厚生連 旭川厚生病院 病理

子宮頸癌治療ガイドラインではIII期の腺癌に対しては、同時化学放射線療法（CCRT）が推奨されている。
しかし、腺癌に対するCCRTの治療成績は5年生存率が8 〜 30％と扁平上皮癌に比して予後不良である。近年、
腺癌は増加傾向にあり、腺癌に対しての治療戦略が必要と指摘されている。今回我々は、局所進行症例に対
して骨盤内臓全摘変法を施行した1例を経験したので報告する。症例は74歳、2経妊2経産で、Ｓ状結腸癌の
手術既往あり。下腹痛と帯下を主訴に近医を受診し、子宮留膿腫を指摘され当院へ紹介となった。子宮頸部
から腟口近くの腟壁にも腫瘤を認めた。子宮頸部と腟壁からの生検で絨毛腺管癌（VPA）IIIA期の診断となっ
た。その後にPET/CTなどで全身検索を行ったが、遠隔転認めなかった。VPAは希な腫瘍で、腺癌ではあ
るが比較的予後良好とされている。しかし扁平上皮癌に比べ放射線治療の効果も限られていると考えられた。
院内キャンサーボードで治療方針を検討し、腫瘍は腟壁に沿って増大した局所進行型のため、完全摘出で予
後改善の可能性が考えられた。術後のQOLの改善目的で膀胱は温存し、骨盤内臓全摘術変法（膀胱瘻を造設）
を施行した症例を経験したので報告する。
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11. 肝膿瘍と鑑別を要し、肝生検により診断された子宮頸癌の肝転移の１例
○ 高橋 望、山田 しず佳、白藤 文、川村 裕士、大沼 利通、品川 明子、高橋 仁、知野 陽子、

西島 浩二、折坂 誠、黒川 哲司、吉田 好雄
福井大学医学部附属病院 産婦人科

【緒言】子宮頸癌の肝転移は決して稀ではないが臨床経過と画像検査で診断が困難な場合がある。今回真菌に
よる肝膿瘍との鑑別を要し、最終的には肝生検によって診断した子宮頸癌肝転移の症例を経験したので報告
する。【症例】41歳、女性、6経妊5経産。不正性器出血を主訴に受診し、精査の結果、子宮頸癌IVA期、扁
平上皮癌の診断で、同時化学放射線療法の方針とした。治療開始1週間で腎性及び腎後性の腎機能低下あり
放射線単独治療とした。治療開始1 ヶ月後より40℃の発熱を繰り返した。血液培養は陰性であり、熱源精査
のためCT検査、MRI検査を施行した結果、肝膿瘍が疑われた。抗菌薬を開始したところ約1週間で解熱した
が、フォローアップのためのMRI検査で肝病変部の増大を認めた。抗菌薬での治療にも関わらず病変部の悪
化を認めたことから、肝転移とともに真菌感染による肝膿瘍が疑われた。放射線治療の終了が近づき化学療
法を予定したが、真菌感染があれば感染の増悪が危惧されるため、真菌感染を否定するために肝生検を行った。
病理結果は転移性肝腫瘍であり放射線治療終了後、化学療法開始となり、現在治療継続となっている。【結語】肝
膿瘍と肝転移の画像検査での鑑別は困難を極める。本症例の経験を基に今後、鑑別が困難で手術加療が難し
い症例では肝生検が診断確定の一助となることが考えられた。

12. 子宮腫瘍におけるMRI ADC値を用いた良・悪性の診断
○ 才津 義亮1、日高 隆雄1、青木 藍子1、高地 圭子1、八十島 邦昭1、遠山 純2、米田 憲二2、

荒井 和徳2

1黒部市民病院 産婦人科、2黒部市民病院 放射線科

【背景】子宮腫瘍の良・悪性の画像における補助診断としてMRI拡散強調像における見かけの拡散係数（ADC
値）が検討され始めている。しかし、ADC値と良・悪性診断や組織学的分化度（grade）との関係は明らか
にはなっていない。【方法】2007年10月〜 2015年9月、当院でMRIおよび手術が施行された子宮体癌（類内
膜腺癌50例（G1:36例、G2:6例、G3:8例））、および非癌症例20例を対象とした。MRIで類内膜腺癌の腫瘍部
分（T）における正常筋層（M）、および非癌症例の正常内膜部分（E）とMのADC値（10-3mm2/sec）を測
定し、T/M、E/MのADC値（平均±SD）の比について検討した。【結果】ADC値の平均はEで1.00±0.15、
Tで0.73±0.14と類内膜腺癌症例で有意に低値を示した（p<0.01）。非癌症例のE/Mは0.82±0.10、類内膜腺
癌症例のT/Mは0.66±0.12であり、類内膜腺癌症例で有意に低値を示した（p<0.01）。一方、類内膜腺癌症例
においてG1+G2でT/Mは0.68±0.12、G3でT/Mは0.59±0.12であり、G1+G2症例に比してG3症例で低値傾
向を示した（p=0.074）。【結論】MRIにおけるADC値の測定は子宮腫瘍の悪性診断、類内膜腺癌のGrade診
断の一助となる可能性が示唆された。
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13. 術中迅速診断を用いた子宮体癌I期の治療成績についての検討
○ 稲田 貢三子、大北 恭子、川口 美保子、津田 桂、鮫島 梓、島 友子、中島 彰俊、吉野 修、

齋藤 滋
富山大学 産科婦人科

【目的】当院では、術中迅速診断にて低リスク子宮体癌（類内膜腺癌G1、筋層浸潤1/2以内）と診断された症
例には後腹膜リンパ節郭清を省略している。しかし、低リスク群と判断しリンパ節郭清を施行しなかった症
例の中には、最終病理診断で中リスク群に変更となる症例もある。今回、子宮体癌Ｉ期の治療内容別の予後
を検討し、当院の治療方針の有効性を検証した。【方法】2003年1月から2014年12月に手術を行った子宮体
癌Ｉ期75症例（癌肉腫は除く）を対象として、治療内容と予後について後方視的に検討した。【成績】手術
時に低リスクと判断しリンパ節郭清を省略した49例のうち16例（32.7％）が、最終病理診断で中リスク群に
変更となった（内訳：ＩB期 n=5、脈管侵襲陽性 n=5、特殊組織型 n=5、類内膜腺癌G3 n=1）。この16例を
含む中リスク・リンパ節郭清未施行群（n=17）のうち13例（76.5％）で術後化学療法を施行した。中リスク・
リンパ節郭清未施行群（n=17）と中リスク・リンパ節郭清施行群（n=11）では、無病生存期間、全生存期間
に差を認めなかった。また、低リスク群から高リスク群に変更となった症例はいなかった。【結論】中リスク
にstage　upし、リンパ節郭清未施行群では、術後に化学療法を施行することで、中リスク・リンパ節郭清
群と同等の治療成績が得られていた。従って、当院の治療方針は予後を増悪することはないことが検証された。

14. 類内膜癌G3および特殊組織型子宮体癌と比較した子宮体部癌肉腫症
例の臨床病理学的特徴について

○ 朝野 拓史、渡利 英道、加藤 達矢、野﨑 綾子、小林 由佳子、嶋田 知紗、井平 圭、金野 陽輔、
小林 範子、武田 真人、工藤 正尊、櫻木 範明

北海道大学病院 婦人科

【背景】子宮体部癌肉腫は予後不良な組織型で、高悪性度子宮体癌に準じた治療が行われている。今回、当科
における子宮体部癌肉腫症例の臨床病理学的特徴を高悪性度子宮体癌と比較検討した。

【方法】対象は2005年1月から2014年12月までに当科で初回治療を開始した子宮体部癌肉腫症例21例とし、
同期間に治療した類内膜腺癌G3症例（G3）26例、漿液性癌および明細胞癌症例（特殊型）24例と臨床経過
および病理学的特徴を比較した。カテゴリーの解析にはカイ２乗検定を、予後はKaplan-Meier法で推定し
log-rank検定を用い解析した。

【結果】観察期間中央値は40.5 ヶ月だった。進行期は、癌肉腫ではI期9例、II期3例、III期5例、IV期4例で、
G3および特殊型との間に有意な分布の差を認めなかった。再発症例は癌肉腫10/21例（47.6%）、G3＋特殊型 
14/50例（28.0%）で、癌肉腫では再発率が高い傾向があり、リンパ節廓清未施行症例（3/4例）、脈管侵襲陽
性症例（7/11例）の再発率はG3＋特殊型と比較し有意に高かった。5年全生存率および再発後全生存期間中
央値は、癌肉腫およびG3＋特殊型でそれぞれ58.6%、14.5 ヶ月および56.6%、20.0 ヶ月でいずれも有意差を
認めなかったが、開腹時腹水細胞診陽性症例の全生存期間中央値は癌肉腫11 ヶ月、G3＋特殊型44 ヶ月で、
癌肉腫で有意に短かった（p = 0.0216）。

【結論】高悪性度の子宮体癌に準じた治療での癌肉腫の予後はこれらと同等と考えられるものの、予後因子が
異なる可能性があることが示唆された。
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15. 当院における子宮体癌手術の現状
○ 古田 祐、竹下 奨、大場 洋子、見延 進一郎、岡元 一平、藤堂 幸治、加藤 秀則
北海道がんセンター 婦人科

【目的】当院では子宮体癌の治療戦略として早期癌に対してセンチネルリンパ節生検や腹腔鏡手術の導入、進
行癌に対して系統的な後腹膜リンパ節郭清の適応など病態に応じた術式の個別化を目指してきた。2014年に
早期子宮体癌に対する腹腔鏡手術が婦人科悪性腫瘍手術として初めて保険適応とされた。保険適応前後の3
年間の現状について考察を含めて報告する。

【方法】2013年から2015年の3年間に初回治療として手術を行った子宮体癌症例を対象に、術式内容（開腹
または腹腔鏡手術、リンパ節郭清）について比較検討した。

【結果】手術件数は2013年66件、2014年79件、2015年100件と増加していた。開腹/腹腔鏡手術別に分ける
と53件/13件、69件/10件、73件/27件と2015年で腹腔鏡が増加した。
系統的に傍大動脈節郭清まで行った症例は35件、42件、37件と3年間で大きく変化はなかった。
高分化な腫瘍で筋層浸潤が軽度まででリンパ節転移が低いと判断した症例に対し郭清を省略した症例は16件

（24.2%）、19件（24.1%）、37件（37%）であった。
従来の術後に中リスクと評価されるような症例に対し、センチネルシステムなどを用いて生検を行ったのは
15件（22.7%）、18件（22.8%）、26件（26%）であった。
2015年に限れば約1/4の症例（26%）で腹腔鏡下での低侵襲な手術（系統的な郭清の省略）が適応されていた。

【結論】保険適応に伴い、早期癌症例に対し腹腔鏡手術の増加が見られ、今後も増加が予測される。
患者にとっては選択肢が増え、より治療の個別化が図られると考える。

16. 当院における子宮内膜原発脱分化癌の4例
○ 東 大樹1、橋本 大樹1、田中 理恵子1、青柳 有紀子1、米原 利栄1、東 正樹1、山口 辰美1、

立野 正敏2

1釧路赤十字病院 産婦人科、2釧路赤十字病院 病理診断科

高分化、中分化型類内膜癌に未分化癌が混在する脱分化癌は悪性度が高く、早期に転移を来たし予後は極め
て不良である。当院にて過去5年間に診断された子宮内膜原発の脱分化癌の4例について報告する。【症例1】46
歳、P=1、主訴は不正出血。既にPAN転移たり3c期と診断。TAH+BSO後CPT-Pを2コース施行するも初
診から4か月で死亡。【症例2】70歳、P=0、主訴は下腹痛。既にPAN転移あり3c期と診断。TAH+BSO後
TC2コース施行するも初診から5か月で死亡。【症例3】45歳、P=0、主訴は下腹痛。既に縦隔リンパ節転移
があり4期と診断。TC6コース施行後TAH施行。その後RT施行予定であったが多臓器賦存のため初診から
7か月で死亡。【症例4】54歳、P=2、主訴は不正出血。既にPAN転移あり3c期と診断。TAH+BSO後、DG1
コース、TC7コース施行。その後肝転移出現し、ADR動注中であるが、この症例のみ治療開始から1年以上
経過している。いずれの症例も初診時から既に遠隔転移を認めており、1例を除き化学療法に不応のまま急
速に病状が進行した。子宮摘出前に確定診断がついたものはなく、病理診断の難しさも本疾患の特徴であり、
予後不良因子の一因となっていると思われる。未分化成分の鑑別には免疫組織学化学が有用である。
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17. 子宮体部原発扁平上皮癌の1例
○ 良川 大晃、三島 隆、永井 匠、小野 愛菜、能代 究、川俣 美帆、藤枝 聡子、計良 光昭、及川 衛、

吉田 博
天使病院 産婦人科

子宮体部に原発する扁平上皮癌は極めて稀とされているが、今回我々は子宮体部扁平上皮癌を経験したので
報告する。症例は69歳、1妊1産。主訴は閉経後の不正性器出血であった。経腟超音波画像上では子宮内腔に3.5
×5.2cmの腫瘤影を認め子宮体がんの疑いであった。そのため外来にて組織診を施行したが初回は陰性であっ
た。MRIでは子宮体部に5.8×3.7cmの腫瘤を認め、CTでは明らかな転移の所見は指摘されなかった。腫瘍
マーカーはSCCが27.3ng/ml、CA19-9が6.9U/ml、CA125が12.6U/mlであった。2度目の組織診では扁平上
皮癌の疑いであった。診断目的に準広汎子宮全摘出術および両側付属器摘出術を施行した。病理診断は子宮
体部扁平上皮癌の漿膜浸潤（pT3a）であった。本症例では腺癌の共存がなく、病巣と頸部扁平上皮との間に
連続性はなく、頸部には扁平上皮癌を認めていなかった。このように1928年にFluhmannにより示された定
義を満たしており体部原発扁平上皮癌と考えられた。大網摘出術および骨盤・傍大動脈リンパ節郭清を施行し、
pT3aN0M0と診断した。術後化学療法を行い、現在外来経過観察中であるが再発徴候は認めていない。

18. 子宮留膿腫を契機に発見された子宮体部原発小細胞癌の一例
○ 柏木 葉月、田中 綾一、野藤 五沙、秋元 太志、寺田 倫子、郷久 晴朗、寺本 瑞絵、岩崎 雅宏、

齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科

【目的】子宮体部原発小細胞は稀であり、極めて予後不良であると言われている。今回、子宮留膿腫を契機
に発見された子宮体部原発小細胞癌の一例を経験したので報告する。【症例】58歳、1経妊1経産。血性帯
下、腹痛、38.5℃台の発熱を主訴に近医受診しCT検査にて子宮留膿腫を認めたため当科へ転院となった。ネ
ラトンカテーテルを用いて子宮腔内の膿瘍を200mlドレナージし、抗菌剤を投与しつつ精査を進めた。子
宮頸部および内膜細胞診共にAdenocarcinomaを推定し、子宮内膜組織診はUndifferentiated carcinomaで
あった。MRI検査にて筋層浸潤1/2以上、子宮頸管浸潤を伴う子宮体癌と診断した。腫瘍マーカーはCA125
が100.6U/mlと上昇、CEAとCA19-9は正常値であった。準広汎子宮全摘出術、両側付属器摘出術、大網切
除術、後腹膜リンパ節郭清術を施行。摘出物の病理結果は、核小体明瞭で腫大した核と弱好酸性細胞質を有
する比較的小型な腫瘍細胞が血管性間質を介在してシート状に増殖し、免疫染色はCytokeratin AE1/AE3,  
synaptophysin,  chromogranin A強陽性、CD99は一部陽性、腹腔洗浄細胞診は陰性であった。以上より子宮
体部原発神経内分泌腫瘍、小細胞癌、進行期II期 （pT20N0M0）と診断した。術後化学療法としてイリノテカン、
シスプラチン併用療法を現在施行中で、現在のところ再発の徴候は認めていない。【結語】稀である子宮体部
原発小細胞癌の中には子宮留膿腫を契機に発見される例がある。
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19. リンパ節に異常集積を示し転移と鑑別を要した子宮体がんの2症例　 
～転移陰性症例2例の検討～

○ 小島 学、遠藤 雄大、野村 真司、鈴木 聡、山口 明子、添田 周、渡辺 尚文、藤森 敬也
福島県立医科大学 産婦人科

【症例１】62歳。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にて当院に紹介。前医CT
で骨盤傍大動脈リンパ節に腫大あり、PET/CT撮影すると縦隔や頸部リンパ節にもFDG集積を伴う腫大を認
めた。多発リンパ節転移を伴う子宮体癌と診断し、TC療法を施行。頸部リンパ節生検を行うも、carcinoma
成分はなくsarcoid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
コイドーシスとの診断。リンパ節は縮小し手術を施行、腫大した骨盤リンパ節は迅速組織診でサルコイドー
シスの所見であった。子宮全摘・両側付属器切除術も行なったが、腫瘍は体部に限局しており、組織型は類
内膜腺癌G1であった。子宮体癌pT1aであり、術後は追加治療を行わず経過観察した。リンパ節は縮小傾向
で、原疾患の治療によるさらなる縮小を期待し内科でも経過観察となった。【症例２】54歳。5年前に当科で
腹式単純子宮全摘術と両側付属器切除術を施行、組織型は平滑筋肉腫であった。術後はDoc-Gem療法を施行、
術前画像で甲状腺と右鎖骨上リンパ節に腫大があり化学療法後に切除したが、転移陰性であった。追加で化
学療法を施行し以後経過観察。5年後にCTで傍大動脈リンパ節に腫大。PET/CTで左鎖骨上と傍大動脈リン
パ節に異常集積がみられた。頸部生検では確定に至らず、左鎖骨上・傍大動脈リンパ節に対し郭清術を施行。
結果はいずれも転移陰性、現在経過観察中である。

20. 腫瘍崩壊症候群の一例と当科におけるその予防策
○ 伊藤 友理、成味 恵、太田 剛、竹原 功、山谷 日鶴、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】腫瘍崩壊症候群（Tumor Lysis Syndrome;  TLS）とは、腫瘍細胞の急速な崩壊により細胞内の代謝
産物である核酸、蛋白、P、Kなどが血中に大量に放出されることによって起こる代謝異常である。発症頻度
の高い造血器腫瘍と比較し、発症頻度の低い固形がんではその認知度も低く、予防策と治療法が確立してい
ないのが現状である。今回子宮体癌再発で化学療法施行後にTLSを発症した症例を経験したので報告する。

【症例】63歳、2経妊2経産。子宮体癌の診断でTAH+BSO+OME+PLD+PANを施行し、術後病理検査は漿
液性腺癌、stageIIIC2期、pT3c2N1M0、術後化学療法としてTC療法を6コース施行した。術後8か月のCT
検査で、肺と骨、右腎周囲に転移を認めた。再発と診断し、DC療法を施行した。化学療法後2日目に胸痛と
血中尿酸・K・P値高値、乏尿を認め、精査の結果TLSとそれに伴う急性腎不全、腫瘍肺塞栓と診断された。
大量輸液療法やカテコラミン投与などの集中治療を行ったが、化学療法後3日目に死亡した。本症例を受け、
当科では婦人科癌に対する化学療法施行前にTLS発症リスク分類を行い、低リスクでは外来化学療法を施行
し、中リスクでは入院で化学療法後に大量補液を施行する方針としている。【結語】子宮体癌に対する化学療
法後に発症したTLSの一例を経験した。その後当科ではTLSリスク評価をし、予防策を講じている。
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21. 子宮癌肉腫腟転移に対する凍結療法
○ 松宮 寛子、坂元 崇洋、木村 敬子、池田 研、涌井 之雄
KKR札幌医療センター 産婦人科

腟原発悪性腫瘍あるいは転移性腟腫瘍は非常にまれである。治療としては放射線療法や、広汎子宮全摘術と
リンパ節郭清、腟および外陰切除など、radical surgeryが選択されることが多い。今回我々は、子宮癌肉腫
の腟転移に対し、凍結療法を施行し患者のQOLを損なうことなく局所制御可能となった一例を経験したので
報告する。

【症例】62歳、G7P3（KA4）、糖尿病と関節リウマチのため、インスリン自己注射および内服加療を施行して
いる。当院受診1年前に前医にて単純子宮全摘および両側付属器切除術を施行し、子宮癌肉腫stage4B（肺転移）
と診断された。TC療法を計11コース施行後、肺転移は縮小したが腟再発を認めたため、当院へ紹介となった。
初診時、最大径4cm、他3か所の腟腫瘍を認めていた。麻酔下での組織生検を施行し、病理組織所見から子
宮癌肉腫腟転移と診断された。外来で週1回、計10回の凍結療法を施行後、肺転移に対してCPT+CDDP療
法を3コース併用した。腟転移に関しては現在も凍結療法単独での治療を継続しているが、初回治療から約4
年が経過し、担癌状態で経過している。
本症例のように、凍結療法は有効な治療の選択肢の一つであると考える。

22. 帝王切開瘢痕部妊娠に対するMTX全身投与を先行した子宮鏡下治療
○ 渡辺 正1、氷室 裕美1、宇賀神 智久1、喜多川 亮2、中西 透2、深谷 孝夫2、渡部 洋2

1東北医科薬科大学若林病院 産婦人科、2東北医科薬科大学病院 産婦人科

【目的】我々は帝王切開瘢痕部妊娠（以下CSP）に対してMTX全身投与を行った後に子宮鏡を併用した妊卵
除去を行い、その有用性について検討することを目的とした。【方法】対象はCSPと診断した７症例8妊娠で、
初診時の超音波所見、血中hCG値、および手術時の血中hCG値、腫瘤周囲の血流、手術時の留意点および転
帰について検討した。【成績】初診時の超音波所見で胎嚢を認めたもの７例、胎児心拍陽性２例であり、血中
hCG値は566-37376IU/Lであった。手術時の血中hCG値は28-7989IU/Lであった。手術時に腫瘤周囲の血流
が豊富であった１例は術中出血多量のため、UAE施行後に再度子宮鏡下治療を施行した。その他の７妊娠は
子宮鏡下手術で根治に至った。子宮鏡下手術に際しては（1）最初は径の細い子宮鏡で子宮腔内にアプローチ
すること（2）フラット型ループ電極を主体に操作を行うこと（3）術後の出血予防のため、Forley catheter
を着床部付近に留置することにより、安全な妊卵除去が可能となった。術後の妊娠成立は４例に認められ
た。１例は反復CSPとなったが、その後の妊娠で満期分娩に至った。【結論】CSPに対してMTX全身投与で
viabilityを低下させた後に子宮鏡を併用して妊卵除去を行う治療法は侵襲が少なく、着床部の状況を直視下
に観察できるため、適切に症例を選択すれば非常に有用であると考えられた。そして、妊卵除去のタイミン
グとしてはhCG値の推移以上に着床部周囲の血流評価が重要である。
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23. 帝王切開瘢痕部妊娠に対しメトトレキサート全身投与後、開腹手術に
て子宮内容除去及び子宮形成を行った一例

○�太田�圭一、平川�八大、柞木田�礼子、山口�英二
下北医療センターむつ総合病院 産婦人科

【緒言】帝王切開瘢痕部妊娠は、大量出血や子宮破裂を合併するため治療には慎重な管理が求められる。しか
しその治療方針は施設によって様々である。今回我々は帝王切開瘢痕部妊娠に対しメトトレキサート（ＭＴ
Ｘ）全身投与を施行し、開腹手術にて子宮内容除去及び子宮形成を施行した症例を経験したので報告する。

【症例】32歳、1妊1産。30歳で帝王切開術の既往あり。今回自然妊娠したが稽留流産の診断となり当科紹介。
経腟超音波検査にて子宮の帝王切開瘢痕部の筋層断裂と、そこに嵌入している胎嚢を認めた。胎児心拍陰性、
hCG 47,517IU/L。帝王切開瘢痕部妊娠の診断となった。患者の子宮温存の希望強く、妊娠７週５日よりＭＴ
Ｘ 20mg×５日間を１クールとして点滴投与した。２クール投与後、経腟的に胎嚢除去を計画した。しかし
頸管拡張の時点で大量出血したため中止した。３クール投与後のＭＲIで瘢痕部に直径６cm大の内部に一部
造影効果を認める腫瘤を認め、経腟的な手術では治療困難と考えた。４クール投与後、hCGは70IU/L まで
低下した。開腹手術を施行し、子宮内容を除去、菲薄化した筋層を切除し正常筋層を縫合修復した。【結語】帝
王切開瘢痕部妊娠に対しＭＴＸ全身投与後、開腹手術にて子宮内容除去及び子宮形成を施行した症例を経験
した。挙児希望のある症例では、帝王切開瘢痕部の修復も有効な選択肢の１つと考えられた。

24. 帝王切開瘢痕部妊娠に対して妊孕性温存を行った4例
○�大原�康弘1、工藤�正尊1、石塚�泰也1、宇田�智浩1、光部�兼六郎2、櫻木�範明1

1北海道大学病院 婦人科、2JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

【緒言】帝王切開瘢痕部妊娠（Cesarean scar pregnancy、以下CSP）は比較的まれな疾患であるが、帝王切
開数の増加に伴い、その報告も増えている。今回われわれは妊孕性温存希望のある4症例のうち、3症例に対
してメソトレキセート(MTX)局注療法、1症例に対して腹腔鏡下瘢痕部妊娠除去術ならびに瘢痕部修復術を
行ったため、妊娠予後を含めて報告する。【症例1】30歳、1経妊1経産で1回の帝王切開術既往がある。妊娠
10週で経腟的にMTX局注した。その後の経過は順調で、術後105日目で血中hCGは陰性化した。術後1年
11 ヶ月目、妊娠37週5日に帝王切開で健児を得ている。【症例2】32歳、1経妊1経産で1回の帝王切開術既
往がある。妊娠9週で経腟的にMTX局注した。その後の経過は順調で、術後215日目で血中hCGは陰性化した。
術後2年目、妊娠38週2日に帝王切開で健児を得ている。【症例3】29歳、2経妊1経産で1回の帝王切開術既
往がある。妊娠8週で経腟的にMTX局注した。その後の経過は順調で、術後96日目で血中hCGは陰性化した。
術後1年4 ヶ月目に帝王切開で健児を得ている。【症例4】33歳、6経妊3経産で3回の帝王切開術既往がある。
妊娠12週で腹腔鏡下瘢痕部妊娠除去術、瘢痕部修復術ならびにメソトレキセート（MTX）局注を施行した。
術後2 ヶ月目に尿中hCGは陰性化した。術後9 ヶ月目に稽留流産と診断、画像上、子宮前壁の高度菲薄化が
疑われた。経腟的に流産手術を施行したが、流産組織除去後に出血多量となり、子宮内バルーンを留置し、
二期的に腹腔鏡下腟上部子宮摘出術を施行した。【まとめ】CSPに対する妊孕性温存治療として、MTX局注
は有効な選択肢となりうることが示唆された。腹腔鏡下瘢痕部妊娠除去・修復術の適応については慎重に選
択する必要がある。
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25. 各種の治療で対応したvon Willbrand 病合併妊娠の三例
○ 赤羽 慧一郎、馬詰 武、山田 崇弘、金川 明功、細川 亜美、中川 絹子、荒木 直人、千葉 健太郎、

小島 崇史、石川 聡司、森川 守、水上 尚典
北海道大学大学院 産科生殖医学

【緒言】von Willbrand病（vWD）は先天性血小板機能異常症であり厳密な周産期管理が必要とされる。量
的欠損である１型と質的異常である２型の周産期管理症例を報告する。【症例】症例1．vWD 2A型。妊娠中
の症状は歯肉出血のみであった。38週のvWF抗原量30%、活性値6%以下であり、41週に分娩停止のため第
VIII因子製剤（Confact FTM:  CF）3000単位（38単位/kg）を術前投与し帝王切開を実施した。術中出血は
1630gであった。術後4日までCF27単位/kg/日を投与した。症例2．vWD 2A型。妊娠中の症状は臀部の皮
下出血のみであった。38週のvWF抗原量70%、活性値10%であった。41週にCF3000単位（58単位/kg）投
与後に経腟分娩し出血580gであった。翌日よりCF21単位/kg/日を産後6日まで投与した。症例3．vWD 1
型。妊娠39週のvWF抗原量244%、活性値241%とvWF活性は高値であり、妊娠40週にCFの補充なしに
胎児機能不全のため帝王切開を実施し、術中出血560gであった。術後2 〜 4日目に産後のvWF活性低下を
予測しデスモプレシン0.3μg/kg/日とトラネキサム酸500mg/日を投与した。全症例で合併症なく経過した。

【考察】vWD合併妊娠ではvWF抗原量・活性値、第VIII因子の計測が必要となる。第VIII因子やvWF活性
値が低値の場合には補充を考慮するが、軽症例では安易な生物製剤の使用を控えデスモプレシンによる治療
が検討されるべきである。

26. 妊娠中に合併した白血病の3症例
○ 西村 杏子、高橋 可菜子、齋藤 彰冶、小篠 隆広、阿部 祐也
山形県立中央病院 産婦人科

【緒言】急性白血病が妊娠中に合併することは稀であり、その治療は未だ困難なことが多い。今回妊娠中に合
併した白血病の症例を経験したので報告する。【症例】21歳、0妊0産。自然妊娠し近医で妊婦健診を受けていた。
妊娠13週の初期検査でWBC 8400/μl、PLT 5.3万/μlであったが経過観察とされた。妊娠30週の定期検査
でWBC 25900/μl、PLT 1.0万/μlであり妊娠32週5日に当院へ紹介された。入院時採血ではWBC 25160/μ
l、PLT 0.7万/μlであり直ちに当院血液内科へ紹介した。CD13、CD14陽性であり急性骨髄性白血病（AML）
と診断された。妊娠33週0日から寛解導入療法（キロサイド・イダルビシン）が開始された。妊娠36週時点
で寛解に至らなかったため再寛解導入療法の前に帝王切開の方針となった。血小板輸血を行い妊娠36週4日
に全身麻酔下に帝王切開術を施行した。1986 gの男児であった。産後2日目から再寛解導入療法（シタラビン・
ノバントロン）が開始された。産後約4週で寛解に至りその後造血幹細胞移植が施行された。現在当院血液
内科外来で支持療法中である。他2症例。【考察】妊娠と白血病の合併頻度は1例/75000分娩とされており妊
娠中に急性白血病を発症した場合、児の娩出後だと母体の病状が悪化することが多いため妊娠中に治療開始
し、完全寛解に至ってから分娩を行うのが母児ともに予後良好といわれている。今回は当院で経験した計3
例について文献的考察も加えて報告する。
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27. 妊娠、分娩を契機に診断された先天性胆道拡張症合併妊娠の一例
○ 石田 久美子、中西 研太郎、早坂 美紗、村上 幸治、小野 方正、野澤 明美、北村 晋逸
名寄市立総合病院 産婦人科

先天性胆道拡張症合併妊娠は比較的稀であるが、今回妊娠、分娩を契機に先天性胆道拡張症と診断された一
例を経験したので報告する。
症例は27歳、未経妊、既往歴に特記事項を認めない。妊婦健診での経過は良好であったが、妊娠36週4日
に突然嘔気が出現し食事摂取困難となったが自宅で様子を見ていた。妊娠37週1日に前期破水で入院とな
り陣痛発来したが、微弱陣痛のためオキシトシンで促進分娩となった。児は男児、出生体重2480g、Apgar 
score：8/8であった。また、分娩中に収縮期血圧160mmHg台まで上昇したため、血液検査を施行したとこ
ろ軽度肝機能障害とビリルビン軽度高値を認めたが経過観察となった。分娩直後に心窩部痛を訴えており
HELLP症候群、子癇発作の予防のため硫酸マグネシウムの投与を行った。産褥3日目、食欲不振、腹部膨満
感の改善なく、採血でビリルビンの増悪を認めたため造影CTを撮影したところ、肝臓周囲に165×82mm大
の巨大嚢胞を認めたため消化器内科に診察依頼した。肝臓超音波検査、MR胆管膵管撮影を行い、先天性胆
道拡張症および膵胆管合流異常症の診断となった。その後、産褥4か月目に他院で開腹総胆管嚢腫切除、胆
管空腸吻合術を行い、術後経過良好である。先天性胆道拡張症は妊娠や分娩を契機に診断されることが複数
報告されており、心窩部痛や肝機能障害、胆道系酵素の上昇などの所見を認めたらこの疾患を考慮すること
が肝要である。

28. 良好な転帰を得られた総肺静脈環流異常症（total anomalous 
pulmonary venous return：TAPVR）既往妊娠の一例

○ 太知 さやか、米田 徳子、生水 貫人、草開 妙、伊東 雅美、新居 絵理、福田 香織、吉江 正紀、
米田 哲、塩崎 有宏、齋藤 滋

富山大学 産婦人科

【緒言】近年先天性心疾患女性の妊娠分娩が増加している。今回TAPVR既往患者の妊娠分娩を経験したの
で報告する。【症例】29歳初産。生後1か月TAPVRIaの診断で心内膜修復術を施行され、術後は経過順調で
NYHA分類I度だった。IVF-ET妊娠し妊娠20週で紹介となった。ホルター心電図で心室期外収縮（RonT
型）を認め循環器内科併診で管理した。妊娠29週に切迫早産の診断で入院し、塩酸リトドリンは使用せず
MgSO4によるtocolysisを施行した。貧血と循環血漿量増加による肺血流増加から肺高血圧や心不全発症のリ
スクがあったが、鉄剤で貧血は改善し、2週間毎の心エコー検査で異常は認めなかった。ハイリスク妊娠の
ため計画分娩の方針とし、妊娠38週にオキシトシンで分娩誘発、硬膜外麻酔併用のうえ分娩第二期短縮目的
で吸引分娩を施行した。児は男児、体重2710g、Apgar Score 8/9点だった。分娩前後に心電図モニター管理、
BNPを測定し、経過順調で産褥5日目に退院した。BNPは産褥16日目42.4pg/mlと軽度上昇を認め、現在も
循環器内科で経過観察中である。【考察】TAPVR既往患者の妊娠分娩では循環動態が大きく変化する可能性
があり、硬膜外麻酔による無痛分娩を選択し、心電図モニター管理、BNPの経時的な測定で慎重に管理し良
好な転帰を得た。先天性心疾患女性が妊娠する例が増加しており、これらの症例では循環器内科・麻酔科と
密に連携し、循環動態の変化に注意することが重要である。
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29. 妊娠悪阻による頻回嘔吐を契機に特発性縦隔気腫をきたした１例
○ 七里 圭子、和田 真一郎、比嘉 健、山本 雅恵、滝本 可奈子、常松 梨紗、簑輪 郁、鈴木 徹平、

山本 泰廣、太田 創、福士 義将、藤野 敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科

【緒言】特発性縦隔気腫は、咳嗽や嘔吐などを契機とすることが多いが、妊娠悪阻を契機に発症した報告は少
ない。今回、妊娠悪阻による頻回嘔吐を契機とした特発性縦隔気腫の一例を経験したので報告する。【症例】２５
歳、０経妊０経産。自然妊娠し、近医にて妊娠管理を行っていた。妊娠６週頃より妊娠悪阻が出現し、妊娠
７週で頻回嘔吐にて近医に５日間入院し補液を行い、症状が一時的に改善したため外来通院にて経過観察し
ていた。妊娠８週頃より悪心嘔吐が増悪し、９週より頸部の違和感が出現するようになり、妊娠１０週５日
に右頸部の疼痛を自覚したため、妊娠１１週０日に近医耳鼻科を受診した。頸部皮下気腫の診断で、精査加
療目的に当院へ紹介受診となった。受診時、苦悶様表情で嘔吐を繰り返している状態であった。頸部から前
胸部にかけて握雪感を認めたため、胸部単純CTを施行したところ、食道穿孔や気胸は認めなかったが、縦
隔気腫および頸部から両側腋窩にかけて広範囲の皮下気腫を認めた。皮下気腫が増悪傾向であったため、経
過観察目的に入院となった。入院後は補液とメトクロプラミドおよび半夏厚朴湯、五苓散、ビタミンＢ６投
与によって悪心嘔吐の改善を認め、皮下気腫も改善傾向であったため退院となった。現在妊娠継続中である。

【結語】妊娠悪阻で嘔吐を繰り返す場合、縦隔気腫の発症を念頭におく必要があると考えられた。

30. 妊娠中期と帝王切開術後に重症感染症を発症した腺筋症合併妊娠の１例
○ 小野 愛菜、良川 大晃、永井 匠、能代 究、川俣 美帆、藤枝 聡子、三島 隆、計良 光昭、相澤 貴之、

及川 衞、吉田 博
天使病院 産婦人科

【緒言】腺筋症合併妊娠は慎重な管理が必要と考えられているが、その予後についての報告は少ない。今回
我々は妊娠中期及び帝王切開術後に重症感染症を発症した腺筋症合併妊娠の１例を経験したので報告する。

【症例】39歳、0経妊0経産。IVF-ETにて妊娠成立。妊娠20週1日腹痛を主訴に受診。下腹部正中に圧痛を
認めたが、常位胎盤早期剥離の陽性所見は認めなかった。疼痛増悪と子宮収縮、頚管長短縮を認め、子宮内
感染、切迫流産が疑われ入院。翌日よりWBC 11320/mm3、CRP 3.94mg/dlと上昇しFMOX開始したが、
WBC 17930 /mm3、CRP 19.8mg/dlまで上昇しMEPMに変更。疼痛、炎症反応、子宮収縮は改善したが、
妊娠23週5日に頚管長1.5cmと短縮し頚管無力症と診断し入院継続となった。妊娠36週6日塩酸リトドリン
点滴を中止し翌日陣痛発来後、胎児徐脈が頻発し緊急帝王切開術を施行。児は2434g、女児、APGAR score 
8-9、臍帯動脈血pH7.412で、胎児徐脈の原因は特定できなかった。術後感染予防として多剤抗菌薬併用したが、
術後3日目にWBC 26810/mm3 CRP 37mg/dlまで上昇。SIRSの診断基準も満たし子宮全摘術も考慮される
状況であったが、多剤広域抗生剤への変更で感染コントロール可能となり保存的加療のみで改善し術後25日
目に軽快退院となった。【考察】腺筋症合併妊娠で重症感染を繰り返した症例を経験した。腺筋症合併妊娠で
は妊娠中、分娩後の感染への早期対応・厳重な管理が重要と考えられる。
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31. 血糖自己測定（SMBG）を用いた妊娠糖尿病（GDM）の管理について
○ 吉越 信一、斎藤 真実、大田 悟、長谷川 徹、三輪 正彦
富山市民病院 産婦人科

【目的】SMBGを用いてGDMを管理し、妊娠経過、周産期合併症および産褥予後について検討した。【方法】2015
年1年間に当院で分娩した247例について、妊娠初期の随時血糖値95mg/dl以上と妊娠中期50gブドウ糖負荷
試験（GCT）130mg/dl以上で75gOGTTを施行し妊娠糖尿病診断基準に基づきGDMを診断した。GDMの全
例に生活指導とSMBGを施行し、必要があればインスリン治療を行った。産褥3 ヶ月で75gOGTTを施行し
て耐糖能を調べた。【成績】247例中32例（13%）がGDMで、1ポイント陽性は24例、2ポイント陽性は6例、
3ポイント陽性は2例であった。インスリン治療は15例（46.9%）で導入された。SMBGに基づいてインスリ
ン治療の開始やインスリンの量を決定した。GDMと診断された中で妊娠前のBMI25以上は9例（28.0%）で、
このうち3例でインスリン治療が必要だったが6例はSMBGだけで管理できた。出生児体重はすべて±1.5SD
の範囲であった。1例に新生児低血糖で点滴を施行したが重篤にはならなかった。新生児高ビリルビン血症
の発症率はGDMでない群と差を認めなかった。産褥3ヶ月で75gOGTTを施行した26例で、糖尿病はいなかっ
たが5例（19.2%）に境界型を認めた。【結論】SMBGによりGDMを良好に管理できると思われた。 

32. 当院における関節リウマチ合併妊娠の管理
○ 鈴木 百合子、渡辺 憲和、深瀬 実加、杉山 晶子、小幡 美由紀、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【目的】関節リウマチ（RA）は若年女性に発症の多い疾患である。治療薬が妊娠に影響を与える可能性があ
るため計画的な妊娠が重要であり、また妊娠により軽快し産後に再燃する傾向があるため病勢に応じて治療
薬の調整が必要である。周産期のRAの薬物療法について検討する。【方法】2011年1月から2015年12月まで
に当院で分娩したRA合併妊娠の薬物治療について後方視的に検討した。【結果】RA合併妊娠は5年間で9症
例11妊娠であった。年齢の中央値は35歳であった。10妊娠では妊娠前から薬物治療を行っており、9妊娠で
は治療薬にMTXも含まれていた。8妊娠ではMTXを休薬の上計画的に妊娠していたが、1妊娠では妊娠判
明までMTXを投与していた。また、妊娠前のMTX休薬中の管理にはエタネルセプト（ETN）やアダリムマブ、
トリシズマブ、プレドニゾロン（PSL）、NSAIDsが選択されていた。妊娠判明後の薬物療法は7妊娠でPSL
を、6妊娠でアセトアミノフェンを、1妊娠でETNを投与していた。分娩後には10妊娠でRAの増悪を認め、
薬物治療の再開または強化を必要とした。11妊娠全てで母乳育児を開始したが、6妊娠ではRAの治療と関連
して母乳育児を中止した。【考察】適切な薬物治療によりRAの症状を抑制しつつ妊娠継続が可能だが、妊娠
中だけでなく妊娠前や産後の管理が重要であることを再認識した。
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33. 当院における精神疾患合併妊婦の検討
○ 成田 吉央、石垣 展子、柏舘 直子、松浦 類、明城 光三、武山 陽一
仙台医療センター 産婦人科

近年メンタルヘルスケアへの関心が高まっており、日本産婦人科医会においても妊婦のメンタルヘルスケア
対策が行われている。当院は精神科が併設されており、以前より数多くの精神疾患合併妊婦を取り扱ってき
た。今回、最近5年間に当院で分娩した精神疾患合併妊婦を後方視的に調査し、比精神疾患合併妊婦と比較
検討を行った。対象は2011年1月から2015年12月に当院で分娩した5218例。精神疾患合併妊婦は149例であっ
た。疾患内訳は統合失調症が最多で35例（23.5％）、ついでうつ病34例（22.8％）、パニック障害22例（14.8％）
などであった。年度別の症例数は2011年から順に21例、21例、28例、40例、39例と年々増加傾向であった。
分娩様式は経腟分娩が71例（47.7％）、帝王切開術53例（35.6％、うち選択的23例、緊急30例）、吸引分娩
24例（16.1％）、鉗子分娩1件（0.7％）であった。これは当院全体の分娩様式内訳と比較すると、帝王切開術
の比率はほぼ同じであったが（全体では33.1％）、内訳の緊急施行率は高かった（全体では49％）。また、吸
引分娩率は最も上昇していた（全体では6％）。原疾患の管理内容としては、抗精神病薬増量に伴い嘔吐、誤
嚥に引き続き心肺停止となった症例が1例あった。その他、管理に難渋するような産科合併症を有した例は
なかった。　産科管理に増して原疾患の管理の必要性が示唆された。

34. 塩酸リトドリンにより増悪したと考えられる正常血糖糖尿病性ケトア
シドーシスの一例

○ 高橋 司1、今井 紀昭1、平賀 裕章1、湊 敬道1、吉田 瑶子1、末永 香緒里1、葛西 亜希子1、
葛西 剛一郎1、河野 順子1、会田 剛史1、工藤 貴徳2

1八戸市立市民病院 産婦人科、2八戸市立市民病院 内分泌糖尿病科

【緒言】糖尿病性ケトアシドーシス（DKA: diabetic ketoacidosis）は糖尿病の急性の合併症であり早期治療
を要する。今回我々は妊娠35週で正常血糖値にもかかわらずDKAを発症し、塩酸リトドリン投与にて増悪
したが治療が奏功し正期産に至った一例を経験した。【症例】29歳女性、０経妊０経産であった。合併症に１
型糖尿病があり、非妊娠時HbA1c 8. 3%とコントロール不良だった。妊娠16週より持続皮下インスリン注入
療法を導入された。妊娠35週2日、倦怠感があり翌朝より咳嗽の際に嘔吐が見られ、腹痛も強くなった為受
診となった。血糖90mg/dLでありDKAは否定的と考えた。CTGでFHBがreassuring patternである事、常
位胎盤早期剥離の可能性が低い事を確認しながら塩酸リトドリンの経静脈的持続投与を開始した。投与開始2
時間後動悸と嘔気を自覚し、3時間後の血液ガス分析ではAnion gapの開大した代謝性アシドーシスがみられ
た。DKAの診断で塩酸リトドリンの点滴を中止し、大量補液、インスリン治療を行った。12時間後には改善
が見られ、第30病日に退院となった。その後外来で管理し38週5日吸引分娩で3942gの児を出生した。【結語】本
症例は１型糖尿病合併妊娠でありDKA発症のリスクが高い妊婦であった。正常血糖値でもDKAを起こしう
ることがあり、血液ガス分析を早期に行なう必要があった。DAKの腹痛症状は常位胎盤早期剥離と鑑別を要
し、両疾患で治療が異なるので慎重に診断する必要がある。
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35. 壊疽性膿皮症合併妊娠の1例
○ 平岩 幹、滝口 薫、福田 冬馬、遠藤 雄大、大原 美希、経塚 標、安田 俊、藤森 敬也
福島県立医科大学 産婦人科

【緒言】壊疽性膿皮症は無菌性膿瘍と進行性潰瘍を来す皮膚疾患であるが、膿瘍は皮膚以外の臓器に発症す
ることもある。稀な疾患であり、妊娠合併症としての報告は少ない。今回、妊娠中に壊疽性膿皮症を発症
し、産後創部潰瘍形成にて診断した1例を経験したので報告する。【症例】27歳、0妊。17歳の虫垂炎術後
に、創部潰瘍が生じ壊疽性膿皮症と診断された既往がある。妊娠32週6日に膿汁様の帯下が出現し、発熱、
WBC22000/μl、CRP9.28mg/dl、子宮圧痛を伴い、絨毛膜羊膜炎と考えられ緊急帝王切開術が施行された。
術後抗菌薬は投与されたが、術後3日目にWBC58000/μl、CRP31mg/dlまで上昇し、術後5日目には創部潰
瘍が形成され膿汁様浸出液が出現した。既往歴より壊疽性膿皮症の再燃が第一に疑われ、当院皮膚科へ紹介
されステロイド治療が開始された。後に、この一連の経過で行われた培養検査は全て陰性と判明している。
治療開始後、創部潰瘍は速やかに縮小した。現在は外来で創部ケアが行われている。【考察】本症例は術後の
創部潰瘍形成により壊疽性膿皮症の存在が可視化したが、細菌感染の証拠が検出されなかったことから妊娠
子宮に壊疽性膿皮症が発症していた可能性が考えられた。【結語】壊疽性膿皮症の治療はステロイドが第一選
択である。本症例は第2の挙児希望もあるので、次回妊娠時は炎症反応をモニターし、壊疽性膿皮症の再燃
が疑われた場合はステロイドの早期導入も必要と考えられた。

36. 敗血症、ARDSをきたした腎盂腎炎合併妊娠の１例
○ 設楽 明宏、菅原 多恵、軽部 裕子、福田 淳、高橋 道
市立秋田総合病院 産婦人科

妊娠中は腎尿路系の解剖学的変化により、尿路感染症は増加する。腎盂腎炎が妊娠に合併するのは約1％と言
われており、比較的よく遭遇する疾患であるが、病態によっては重篤な経過をたどり、母児共に影響を受け
る危険性がある。今回、妊娠後期に腎盂腎炎を発症し、敗血症、ARDSをきたした症例を経験したので、当
院での腎盂腎炎合併妊娠の経験をふまえ報告する。【症例】30歳女性。妊娠31週5日に発熱、下腹部痛を主
訴に救急外来を受診した。血液検査で白血球の減少と炎症反応の高値、尿検査で細菌陽性、腹部超音波検査
で左水腎症を認め、腎盂腎炎、敗血症と診断され入院となった。入院当日、胎児心拍数図で基線細変動の消
失を認め、緊急帝王切開術が施行された。術後、呼吸障害が遷延し、胸部X線写真で両側びまん性陰影を認め、
ARDS（acute respiratory distress syndrome）と診断された。抗菌薬治療、ステロイドパルス療法により軽
快し退院となった。諸検査で、腎泌尿器に器質的な疾患は認めなかったが、複数回の腎盂腎炎の既往がある
ことが判明した。【結語】敗血症、ARDSをきたした腎盂腎炎合併妊娠の1例を経験した。腎盂腎炎は比較的
頻度の高い疾患ではあるが、重篤な経過をたどることがあり、腎泌尿器の器質的疾患の存在や、尿路感染の
既往に注意し対応する事が重要である。
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37. 当院における胎盤遺残・胎盤ポリープ症例の検討
○ 笠間 春輝、桝本 咲子、鏡 京介、飯塚 崇、保野 由紀子、岩垂 純平、山崎 玲奈、高倉 正博、

藤原 浩
金沢大学 産婦人科

【目的】産褥期の胎盤遺残・胎盤ポリープはしばしば経験する疾患ではあるが、これに対する加療については
明確な指針がない。多量出血時の子宮動脈塞栓術（UAE）等の報告は多いが、止血が得られている状態での
対応に苦慮することがある。当院での症例をまとめ、管理方針について検討した。【方法】当院において2012
年4月から2016年3月に胎盤遺残・胎盤ポリープと診断された15症例において、遺残胎盤のサイズ、血流の
有無、経過、加療、出血量等について検討した。【成績】経産婦が12人で初産婦は3人であった。初産であっ
た2例はIVF妊娠であり、そのうち1例は異型増殖症でD&Cの5回施行歴あり、残りの1例は自然妊娠であっ
たが、筋腫核出の手術歴があった。分娩時多量出血にて輸血されている症例が3症例あった。MRIやUSによ
り遺残胎盤への血流が認められたのが10症例であり、子宮動脈塞栓術は6症例に施行されていた。D&Cは3
症例、TCRは5症例、子宮全摘術は1例に施行していた。摘出時出血量は少量〜 350gであった。【結論】胎
盤遺残・胎盤ポリープは診断時血流が豊富であっても、分娩時一時止血を得た後は大出血に至るものは多く
はなく、血流低下、自然排出する例もあり、待機療法で対応できる症例が多い可能性がある。遺残胎盤が大
きいと感染を併発し、菌血症をきたした症例もみられることから、待機時には注意が必要である。

38. 羊水過多を合併した胎盤血管腫～胎児心不全を予測した１例～
○ 熊谷 祐作1、濱田 裕貴1、只川 真理1、岩間 憲之2、星合 哲郎1、齋藤 昌利1、西郡 秀和1、

八重樫 伸生1

1東北大学 産婦人科、2大崎市民病院 産婦人科

【緒言】胎盤血管腫は全妊娠の1％に認められるが、殆どが無症候性である。胎盤血管腫の大きさが5cmを越
えると、羊水過多、胎児貧血、心不全、胎児水腫などを発症すると言われている。今回我々は胎盤血管腫に
よる羊水過多、胎児貧血と診断し、早期娩出により良好な新生児経過を得られた1例を報告する。【症例】32
歳4経産。自然妊娠成立後、医療機関を受診せず妊娠27週に前医を初診となった。妊娠31週よりHeavy for 
Datesを認め、妊娠33週0日に羊水過多症のため当科紹介となった。AFI 43の羊水過多、6cm大の胎盤腫瘍
を認めた。羊水除去の後、超音波検査を施行した。中大脳動脈の収縮期最大血流速度の上昇、心拡大、心拍
出量の増加を認めた。臍帯穿刺にてHb濃度11。7 mg/dlの貧血を認めた。胎児貧血と高拍出性心不全に至る
可能性が高いことの2点より、早期娩出の方針とした。児は2539g（＋1。98SD）でApgar Scoreは１分値8点、
5分値9点であった。出生直後に高拍出性心不全となったが、無治療にて自然軽快し、日齢32に退院となった。
胎盤腫瘍は病理学的に血管腫であった。【考察】本邦で近年報告された羊水過多を来した胎盤血管腫の11症
例のうち、胎児適応のため早期娩出を要した6例中5例が生後心不全の治療を要した。本例では胎児機能不全
や胎児水腫を認める前に早期娩出を決断した。胎盤血管腫に羊水過多を合併した場合、新生児予後改善のた
め臍帯穿刺による貧血の診断や超音波検査を用いた胎児循環の評価が重要である。
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39. 子宮内胎児死亡をきたした胎盤chorangiomaの１例
○ 橋本 大樹、東 大樹、田中 理恵子、青柳 有紀子、米原 利栄、東 正樹、山口 辰美
釧路赤十字病院 産婦人科

胎盤chorangiomaは、病理学的に診断されることはしばしばみられるが、出生前に画像診断にて確認されて
いる例はあまりなく、胎盤実質部分と境界が不明瞭な場合も多く診断は困難なことが多い。われわれは、妊
娠27週に胎児心拍消失にて発見された胎盤chorangiomaを経験したので1例報告する。

【症例】32歳、2経妊1経産、妊娠経過には明らかな異常認めていなかったが、妊娠27週に胎動消失を主訴に
来院。診察時に胎児心拍消失しており、経腹エコーにて胎盤内に5-6cm大の血腫様のエコー像を確認した。
子宮内胎児死亡と診断し、経腟分娩にて死産とした。娩出した胎盤には有茎性の7.0×5.5×3.5cmの瘤状腫
瘤を認め、病理組織学的にはchorangiomaの診断であった。胎盤chorangiomaは、腫瘍径が大きなものでは
羊水過多・心不全・胎児水腫・切迫早産などを引き起こし、子宮内胎児死亡をも招くことがある。本症例も
恐らくchorangiomaが胎児死亡の原因であったと考えられる。しかし、症例報告数が少なく、分娩前に発見
し胎児死亡を予見する方法に関しては今後も追求する必要がある。

40. 後天的な子宮動静脈奇形に対してダナゾールが奏効した6症例
○ 只川 真理1、西堀 翔子2、高橋 聡太1、濱田 裕貴1、星合 哲郎1、齋藤 昌利1、八重樫 伸生1

1東北大学病院 産科、2スズキ記念病院 産婦人科

【緒言】子宮動静脈奇形（UAVM）は異常な血管を通して子宮内で動脈と静脈が短絡し、大量の性器出血を
生じる稀な疾患である。子宮温存を希望する症例に対して子宮動脈塞栓術が施行されるようになったが、薬
物療法の報告はほとんどない。我々は分娩後のUAVMに対してダナゾール療法が有効であった6症例を経験
したので報告する。

【症例】6症例のうち5症例は中期の死産後症例、1例は満期での分娩後症例だった。いずれの症例でも分娩後
に性器出血が持続、あるいは一度止血した後に再度出血を起こし、医療機関を受診した。受診時の超音波カラー
ドプラ法では子宮内に動脈性血流と静脈性血流が混在している像が描出され、後天的なUAVMと診断した。
本人と家族のinformed consentを得た上で子宮血流の減少を目的としてダナゾール（400mg/日）投与を開
始した。症例1 〜 5において、UAVM血流はダナゾール開始後1週間で減少し、平均4.0週（3 〜 6週）で血流、
腫瘤共にほぼ消失し、ダナゾールを中止した。症例6でもダナゾール開始後1週間でUAVMの血流低下あり、
現在治療継続中である。症例1ではその後妊娠が成立し、妊娠38週で自然分娩となった。

【考察】UAVM症例で子宮温存希望がある症例においては、全身状態が安定していればダナゾール療法も選
択肢として充分考慮される。
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41. 当院における社会的ハイリスク妊娠症例に対する検討
○ 永井 智之1、遠藤 俊2、田上 可桜2、佐々木 恵2、市川 さおり2、吉田 祐司2

1東北大学病院 産婦人科、2石巻赤十字病院 産婦人科

当院がある石巻市は宮城県第二の人口を持つ市町村であり、地域唯一の分娩対応可能な総合病院であるため
社会的ハイリスク症例及び精神的・身体的合併症妊娠症例が集約される。よって周産期医療の充実には医師
や助産師のみならずソーシャルワーカー（SW）や臨床心理士をはじめとするコメディカルとの連携が必要
不可欠である。今回我々は東日本大震災後となる2011年４月から2016年3月までに当院にて分娩対応した例
を対象とし介入の原因となった社会的背景の変遷につき検討した。SWが介入した症例数は2011年度が6例
であったのに対して、以降29例、32例、46例、59例と増加傾向が持続していた。また、SW介入の理由とし
て2011－2012年度は精神疾患合併や産後うつ等の神経症状が半数を占めていたのに対して2015－2016年度
は25％以下と低下し、金銭面やシングルマザーなど社会的背景が要因である症例の割が増加していた。一方、
臨床心理士に関しては、2011年度が11例であったのに対して。以降16例、10例、32例、28例と最近2年間
の増加が目立った。2011-2012年度は震災関連死を経験した症例に対する介入が大半であったが、以降に関し
ては死産や中期中絶に対する介入が大部分を占めていた。

42. 当院における若年妊娠と出産の動向
○ 木戸 秀典、井村 紗江、石丸 美保、平林 はやと、金谷 太郎、野島 俊二
独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 産婦人科

【目的】若年妊娠は社会的、医学的にリスクが高いとされる。当院における若年妊娠、出産の現状を把握し、
問題点および必要なサポートを明らかにすることを目的とした。【方法】2006年1月から2016年5月までに当
院で分娩となった20歳未満の妊婦15人を対象とした。民法上の結婚年齢である16歳をもって2群に分けた。
16歳未満の4人（L群）と16歳以上の群11人（H群）とを比較し妊娠経過や分娩様式などを後方視的に検討した。

【結果】切迫早産のため入院管理と判断したのはL群で4例（100%）であったが、1例は入院に了承得られず
外来にて経過観察となった。H群では1/11例（9%）であった。分娩様式としては、帝王切開となったのはL
群で2例（50%）でありそれぞれ胎児要因1例、社会的要因1例であった。H群では1例（9%）であり胎児要
因であった。経腟分娩はL群で2例（50%）であり、H群で10例（90%）であった。経腟分娩に関してはH群
の1例が前期破水のため早産となっているが、その他は全例が満期で児体重2500gを超えていた。【考察】L
群では精神的な未熟性のためが原因で妊娠管理に苦慮し、分娩様式を変更した症例がみられた。H群では一
部を除いて多くが妊娠分娩経過良好であった。両群ともに産科的には通常の管理が可能と考えられるが、16
歳未満のより若年層には精神的なサポートが加えて必要になると考えられた。
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43. 当院における新生児聴覚スクリーニングの現状
○ 明石 絵里菜1、古俣 大1、松本 賢典1、横田 有紀1、加勢 宏明1、竹内 一夫2

1厚生連長岡中央綜合病院 産婦人科、2厚生連長岡中央綜合病院 小児科

【目的】当院では2012年7月27日より、自動聴性脳幹反応（AABR）による新生児聴覚スクリーニング検査
を行っている。今回我々は、その成績と、難聴児の転帰について調査した。

【方法】2012年7月25日~2016年3月31日に当院で出生し、新生児聴覚スクリーニングの施行希望および同意
が保護者より得られた児を対象とし、日齢2日に初回検査としてAABRを施行し、refer（要精密検査）であっ
た児には日齢5日に確認検査を行い、その成績について検討した。

【結果】3699例（通常管理児3235例、小児科入院児464例）にAABRを行い、初回検査でreferであったのは
105例（通常管理児99例;3.06%、小児科入院児6例;1.29%）、確認検査でもreferであったのは12例（通常管
理児11例;0.34%、小児科入院児1例;0.22%）であった。12例に対しては当院耳鼻科で生後2~3か月を目安に
精密検査を行い、3例が正常ないし軽度難聴でフォローオフされており、7例が難聴の診断で高次施設ないし
生活区の病院へ紹介し、2例が現在も当院でフォローアップ中である。

【結論】当院のrefer率は全国データと比較し、同等であった。新生児聴覚スクリーニングは早期の専門的療
育介入に有用と思われた。

44. 妊娠29週に胎児水腫を発症したTAMの一症例
○ 吉川 諒子1、今野 めぐみ1、下田 勇輝2、三浦 康子1、三浦 広志1、佐藤 朗1、寺田 幸弘1

1秋田大学 産婦人科、2JA秋田厚生連 平鹿総合病院 産婦人科

【緒言】一過性異常骨髄増殖症候群（TAM）はDown症候群の約10％に合併し、自然寛解することが多いが、
胎児水腫を伴うハイリスクのTAMは予後が不良との報告が多い。今回、我々は妊娠29週に胎児水腫を発症
した重症TAMの一症例を経験したので報告する。【症例】41歳、0経妊0経産。妊娠27週5日辺縁前置胎盤
の管理目的で当院へ紹介された。妊娠29週6日の妊婦健診時、経腹超音波検査にて小脳虫部欠損、胎児胸水、
頭部皮下浮腫、四肢の短縮を認め、翌日より精査目的に入院した。妊娠30週0日前日の所見に加え、心嚢液
貯留、臍帯動脈拡張期の逆流を認めた。患者側と相談し、妊娠30週1日羊水穿刺を施行、その際の経腹超音
波検査で腹水の出現と胸水の著増を認めた。また、CTG上、基線細変動の減少、高度遅発一過性徐脈を認め、
Level5と判断し、緊急帝王切開を施行した。1601gの女児がApgar score1点（1分値）/3点（5分値）で出
生した。児の血液検査では、WBC59200/μl、芽球39980/μlであり、重症TAMと診断された。染色体検査は
21trisomy、現在、日齢56日腹水が改善せず、HFOによる呼吸管理を継続している。【結語】胎児超音波検査
で染色体異常を疑い、非免疫性胎児水腫を発症した場合は、重症TAMの可能性を考慮し、厳重な管理を行
うことが周産期管理の予後の改善につながると考えられた。
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45. 妊娠中に母体のサイトメガロウイルス初感染を診断し、出生後に児へ
の早期治療介入が可能であった一例

○ 田中 誠悟1、水沼 槙人1、田村 良介1、湯澤 映1、高橋 秀身1、丹代 諭2、石原 佳奈3

1大館市立総合病院 産婦人科、2大館市立総合病院 小児科、3弘前大学 大学院医学研究科産科婦人科

【緒言】サイトメガロウイルス（以下CMV）は、妊娠中に胎内感染を起こすと児に重篤な神経学的後障害を
来たす可能性がある。しかし妊婦の初感染の殆どは不顕性感染であり、症状が認められる場合でも非特異的
な症状のみであることが多く診断が困難である。今回我々は妊娠22週に感冒症状を認め、CMV初感染と診
断し出生後に児への早期治療介入が可能であった一例を経験したので報告する。【症例】40歳、1経妊1経産、
38歳時に妊娠37週で分娩停止のため緊急帝王切開分娩の既往あり。自然妊娠成立後、初期より当院で妊婦健
診を施行していた。妊娠22週3日より感冒症状あり、その後も発熱が続いたため妊娠24週1日に各種細菌培養・
ウイルス検査を施行した。CMVアンチゲネミア強陽性、CMV IgM（＋）、CMV IgG（±）でありCMV初感
染が疑われた。妊娠26週1日にCMV IgGの再検を行ったところ、陽性化を認めCMV初感染と診断した。そ
の後は頻回に胎児超音波検査を施行したが、明らかな胎内症状の指摘なく経過した。既往帝王切開と前期破
水の適応で妊娠37週2日に帝王切開分娩となった。児は2806gの男児であった。児は診察と画像検索では明
らかな形態異常を認めなかったが、出生直後の尿中CMV-DNAが陽性となり先天性CMV感染症と診断、バ
ルガンシクロビル投与が開始された。【結語】妊娠中の非特異的感冒症状からCMV初感染と診断したことで、
児に形態異常を認める前から先天性CMV感染症に対し治療を開始し得た。

46. 胎児期に診断がつかず生後6日目の痙攣発作を契機に診断に至った低
フォスファターゼ症周産期型の一例

○ 虎谷 惇平1、田中 創太1、品川 真澄1、渡邊 周永2、佐藤 徹雄2、室月 淳3、藤原 幾磨4

1気仙沼市立病院 産婦人科、2気仙沼市立病院 小児科、3宮城県立こども病院 産婦人科、4東北大学 小児環境医学

低フォスファターゼ症（HPP）は組織非特異的アルカリフォスファターゼ（ALP）の欠損を原因とする骨系
統疾患のひとつであり、出生後早期から呼吸障害、痙攣重積などで発症する周産期型は極めてまれとされて
いる。今回我々は大腿骨長（FL）の短縮傾向を認めながら胎児期に診断できず、生後6日目の痙攣発作を契
機に診断に至ったHPPを経験した。母親は30歳、0経妊で既往歴、家族歴に問題はなかった。里帰りのため
妊娠32週5日で当院を受診し、妊健で-2SD程度のFL短縮を認めていたが、それ以外に特に異常を認めず妊
娠39週4日に自然分娩となった。出生体重3148g、身長49cm、頭囲34cm、臍帯動脈血pH 7.30、Ap 8/9であっ
た。出生時診察で異常所見は認めなかった。通常に５日目に退院した翌日、児に痙攣と顔色不良が発現し救
急受診し、小児科入院後も原因不明の痙攣発作を繰り返し高次施設へ搬送された。血清ALP 8U/Lで、骨X
線写真の特徴的所見よりHPPと診断された。東北大学病院で投与されたアスフォターゼαによって症状は改
善し、現在までの経過は良好である。HPP周産期型は周産期致死型と周産期良性型のふたつに分類されるが、
本症例は症状と経過から後者と考えられた。酵素補充療法の導入によってHPP周産期型の予後は劇的に改善
しているため、本症例でみられた-2SD程度のFLの軽度短縮、正常下限の母親の血清ALP値（135U/L）といっ
た周産期良性型の特徴に留意することが大事である。
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47. 血液型不適合妊娠による胎児貧血に対し5回の胎児輸血を行った一例
○ 永岡 晋一、小堀 周作、和形 麻衣子、原田 文、室本 仁、室月 淳
宮城県立こども病院 産科

【はじめに】血液型不適合妊娠による胎児溶血性貧血に対し、5回の胎児輸血によって胎児を救命した症例
を経験したので報告する。【症例】40歳、5経妊4経産、A型Rh陰性。第3子と第4子に胎児貧血、胎児水
腫所見を認め、それぞれ妊娠29週と25週で緊急帝王切開が行われた。今回は妊娠19週の段階で抗D抗体価
1024倍陽性と胎児水腫を認めたため当科を紹介された。20週で中大脳動脈収縮期最高血流速度（MCAPSV）
が54cm/s（2.1 MoM）と上昇し、胎児貧血を疑って超音波ガイド下臍帯穿刺を行ったところ、胎児血Ht
が10.7%のためKaufmannの式によりO型Rh陰性血15mlを輸血した。その後もMCAPSVを指標として胎
児貧血の進行を評価しながら妊娠22週、24週、26週にも胎児輸血を行った。妊娠28週に再度MCAPSVが
90cm/s（2.4MoM）と上昇し胎児輸血を施行したが、輸血中に臍帯動脈穿刺によると考えられる胎児徐脈
が出現したため、その場で緊急帝王切開となった。1239g、Aps 3/5であった。臍帯血Hbは3.9g/dl、TBは
3.9mg/dlであったため速やかに交換輸血と光線療法を行ったが、日齢2に再度溶血性貧血、黄疸の進行を認め、
2度目の交換輸血と光線療法となった。その後の経過は良好である。【考察・結語】妊娠中に抗D抗体価が最
高4096倍まで上昇した最重症の血液型不適合妊娠に対し、計5回の胎児輸血により妊娠を継続させ、胎児を
救命した症例を経験した。胎児輸血は血液型不適合妊娠の治療として非常に重要といえる。

48. ビタミンK欠乏により胎児硬膜下血腫を来した一例
○ 佐々木 由梨、菅 安寿子、羽場 厳、金杉 知宣、岩動 ちず子、小山 理恵、菊池 昭彦、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

【背景】胎児硬膜下血腫は稀である。中でもビタミンK欠乏が原因と考えられた英文症例報告は2例のみであ
る。胎児硬膜下血腫は児の神経学的予後を左右するため早期診断と予防が重要である。今回我々は長期にわ
たる妊娠中の頻回の嘔吐でビタミンK欠乏状態となり、胎児硬膜下血腫を来したと推測される一例を経験し
たので報告する。【症例】31歳1妊0産。精神疾患（ADHD・不安障害）内服加療中に自然妊娠した。妊娠7
週より重症妊娠悪阻が長期化し、妊娠25週に上部消化管内視鏡検査で逆流性食道炎と診断された。その後も
頻回の嘔吐で入退院を繰り返していた。妊娠28週にBPDの急激な拡大を指摘され精査目的に当院紹介となっ
た。初診時胎児超音波検査で両側硬膜下血腫を認めた。母体PIVKA2は1,391mAU/mと高値でありビタミン
K欠乏状態と推測した。頭蓋内血腫増大と胎児貧血所見の出現、母体精神状態も増悪したため29週で緊急帝
王切開術を実施した。児は1346gの女児でAPS1/5/6点であり臍帯血検査でHb3.3g/dLと重度の貧血を認め
た。【考察】本症例の嘔吐の原因は悪阻、逆流性食道炎、さらに精神疾患という基礎疾患の関与が疑われる。
妊娠中の長期にわたる頻回の嘔吐は胎児頭蓋内出血のリスクとなるため、胎児の慎重なフォローが必要であ
る。その際母体PIVKA2の測定は危険予測の観点で有用なマーカーと考える。
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49. 産科DIC治療に対する当院における治療指針の作成 
（リコンビナントトロンボモジュリンの使用経験をもとに）

○ 水崎 恵、小田切 哲二、宇津野 泰弘、山崎 博之、大石 由利子、箱山 聖子、吉田 俊明、
光部 兼六郎

JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

【緒言】現在の産科診療ガイドラインなどでは、産科DICに対する明確な治療指針は定められていない。リコ
ンビナントトロンボモジュリン（rTM）は、DIC治療薬として承認された新規薬剤である。当科では、rTM
が産科DICに対する第III相試験で有効性と安全性が評価されたことから、平成23年10月から産科DIC治療
にrTMを導入した。【目的】産科DIC治療におけるrTMの有用性について検討し、当院での産科DIC治療指
針を作成する。【方法】平成23年10月から平成28年3月までに当科でrTMを使用した12症例について有用
性を後方視的に検討した。文献的考察を加え、当院における産科DIC治療に対する指針を検討した。【結果】8
症例（67 %）で追加治療は不要であり、4症例（33 %）で輸血を回避できた。また、全症例で明らかな有害
事象を認めなかった。rTMは産科DIC治療に有用であると考えられ、当院における産科DIC治療アルゴリズ
ムを新たに作成した。【結語】平成28年度より産科DIC治療アルゴリズムの運用を開始した。今後も治療成
績について検討を行っていく。

50. 当科における前置胎盤症例の検討
○ 日向 妙子1、山口 雅幸1、吉田 邦彦1、五日市 美奈1、能仲 太郎1、生野 寿史1、榎本 隆之1、

高桑 好一2

1新潟大学 産婦人科、2新潟大学医歯学総合病院 総合周産期母子医療センター

【目的】当科における前置胎盤症例について、母体の大量出血と関連のあるリスク因子を後方視的に検討する。
【方法】2011-2015年の5年間で当科で管理された前置胎盤症例40例について、各種臨床所見、データについ
て診療録から後方視的に検討した。p<0.05を有意とした。【成績】全40例において、母体年齢は23 〜 44歳（平
均34.6±4.7歳）、分娩週数は27週6日〜 37週6日（平均35週3日±2週4日）であり、全例で帝王切開術が施
行された。術中術後総出血量が帝王切開時出血量の90％ tileに相当（2009年日産婦周産期委員会報告）する
1600mL以上か1600mL未満かで2群に分け、各因子の有無でフィッシャー直接確率検定を行ったところ、子
宮手術既往（p=0.0071）、胎盤前壁付着（p=0.0138）、癒着胎盤（p=0.0021）、既往子宮手術部位への胎盤付
着（p=0.0021）、子宮下節横切開以外の切開（底部縦切開など、p=0.0031）が大量出血のリスク因子であった。
これらリスク因子を用いてロジスティック回帰分析を行った結果、子宮下節横切開以外の切開（p=0.032）が
独立したリスク因子と考えられた。【結論】前置胎盤症例では帝王切開時に胎盤位置などから通常の子宮下節
横切開以外の切開を行う場合は大量出血のリスクを考慮すべきである。
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51. 前置胎盤帝切止血用バルーンOB balloonの使用成績
○ 金井 貴弘、田中 政彰、杉田 元気、加藤 じゅん、堀 芳秋、小林 寛人、加藤 三典、土田 達
福井県立病院 産婦人科

【目的】前置低置胎盤帝王切開では、胎盤剥離面からの止血に難渋する。前置低置胎盤止血を目的に新規開
発されたOB balloonの臨床試験より１年、経過と成績を報告する。【方法】OB balloonとは、八光株式会社
と共同で製作した長さ30cmのダブルバルーンである。子宮内のバルーンは腟側のバルーンに牽引され子宮
下部を強く圧迫、胎盤剥離面からの出血を重点的に止血する。バルーン拡張の注入口は子宮側に存在、帝切
時子宮側から両バルーンを拡張できる。閉腹後に子宮内バルーンのサイズを調整できるように、2016年１月
より腟側のバルーン注入口を追加した。臨床試験は当院倫理委員会の承認を得2015年4月より開始されてい
る。対象疾患は、帝切時胎盤剥離面より持続する出血を認める前置或は低置胎盤で、癒着胎盤は除外した。

【結果】2016年4月までに14症例に使用した。これまでの使用で有害事象は認めなかった。術中出血量の平
均は1145mlであり、OB balloon挿入から翌朝抜去時までの子宮内出血の平均は85mlであった。同種間輸血
輸血を要した症例は認めなかった。【結論】前置低置胎盤帝王切開時のOB balloon使用に関し、安全性と有
用性が確認されつつある。今後症例を集積しさらなる検討を重ねる。

52. 前置癒着胎盤のためCesarean Hysterectomy（CH）を施行した1例
○ 渡辺 紗奈、森崎 伸之、岡本 綾、早坂 典子、早坂 直、清野 朝史、井出 佳宏
日本海総合病院 産婦人科

【症例】37歳、1妊1産。前置胎盤、不正出血のため当院に妊娠16週で母体搬送となる。前医での妊娠初期の
経膣エコーでは子宮峡部から頸部に胎嚢を認め、頸管峡部妊娠（Cervio-isthmic Pregnancy,CIP）が考えら
れた。妊娠後期の経膣エコーではplacental　lacunaeを認め、MRIでも膀胱と子宮筋層の境界が不明瞭なた
め癒着胎盤と術前診断した。妊娠37週1日に両側内腸骨動脈バルーン・尿管ステントを留置し、ハイブリッ
ド手術室で全身麻酔下にCHを施行した。CH施行時に膣パイプ・シーリングデバイスも併用することで、出
血量減量の一助となった。児は女児、出生体重は3156g、Apgar Scoreは8/9点であった。出血量は778g（羊
水量込み）であった。術後経過は良好であり、母児ともに問題なく退院した。【考察】CIPでは、粘膜部分が
薄い頸管に着床するため絨毛の筋層侵入は容易であり、前置癒着胎盤として扱うべきとされている。前置癒
着胎盤では胎盤剥離による大量出血から母体死亡に至る危険があり、CHを念頭に置いた入念な術前準備が必
要である。今回我々は頸部峡管妊娠のため術前に前置癒着胎盤と診断し、放射線科・泌尿器科・麻酔科の協
力のもと、無輸血でCHを終えることができた症例を経験したので文献的考察を加えて報告する。
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53. 当院で経験した子宮内反症の１例
○ 栗原 由騎1、平川 威夫1、小野 有紀1、長尾 幸1、長尾 大輔1、山本 博毅1、小原 幹隆2

1大曲厚生医療センター 産婦人科、2JA秋田厚生連 平鹿総合病院 産婦人科

【緒言】子宮内反症は子宮内膜面を外側に反転した状態である。内反した子宮は収縮不全となり胎盤剥離面か
ら大量出血し、腹膜が伸展刺激され、迷走神経反射からショックをきたす。迅速な診断と治療が極めて重要
とされる。今回我々は分娩後に子宮内反症を発症した症例を経験したので報告する【症例】32歳、初産。39週、
自然分娩後、胎盤娩出直後より多量出血を認めた。視診で完全子宮内反症と診断した。診断後10分でShock 
Index =1.6とshock vitalになり産科危機的出血と判断した。応援要請、母体酸素投与、尿道留置カテーテル
挿入、静脈路確保、輸血を準備し産後使用のオキシトシンを中止し、用手的に子宮整復を試みた。一度目は
不成功であった。ニトログリセリンを使用した後、再度徒手整復を試みた。子宮内反は発症より42分後に整
復された。再発予防のためにBakriバルーンを子宮内へ留置し、翌日抜去した。その後再発は認めず。分娩
後の出血量は3755mlであった。その後の経過は良好で産後5日目に退院した。【考察】子宮内反症は2000 〜
20000分娩に1例程度とまれな疾患であるが、発症すると重篤な状態に陥るため、迅速な対応が求められる。
日頃から産科危機的出血に備えたシミュレーションの実施、産後の外出血の原因として内反症を疑うことが
必要であると考えられた。

54. 当科で経験した晩期産褥出血症例の検討
○ 林 なつき、横浜 祐子、吉澤 明希子、上田 寛人、中嶋 えりか
旭川医科大学 産婦人科

【目的】晩期産褥出血は分娩後24時間~2週間に、胎盤付着部位の復古不全や胎盤ポリープ、仮性動脈瘤の形
成などにより生じる出血で、全分娩の1%以下に発生する比較的稀な病態である。今回我々は、当院にて経験
した晩期産褥出血症例についてまとめたので報告する。【方法】2010年7月から2016年4月の6年間に当院で
治療した晩期産褥出血症例を対象とし、診療録を用い患者背景および今回の治療とその予後について後方視
的に検討した。【結果】対象は12例で、全例単胎分娩後であった。帝王切開術後は2例であった。分娩時年齢
の中央値は33歳（26－43歳）、初産婦が7例、子宮内容除去術既往のある症例が2例であった。分娩時出血量
の中央値は486ml（268－1530ml）、胎盤用手剥離を行ったものは2例であった。分娩後発症までの期間の中
央値は10日（7－18日）であった。治療としては、5例は投薬のみで止血を得たが、止血困難な症例に対し2
例に子宮内容除去術、5例に子宮動脈塞栓術を行った。7例で輸血を要した。子宮全摘を行った症例はなかった。

【結語】分娩時に大量出血や胎盤娩出困難を伴わなかった症例においても晩期産褥出血の発症を認め、またほ
とんどが分娩後2週間前後の発症であった。子宮内操作の既往がない症例でも発症を認めた。1000mlを超え
る大量出血症例もあったが、本検討では子宮摘出を要した症例はなく、輸血や子宮動脈塞栓術の導入により
子宮温存を図れる可能性が示唆された。
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55. 留萌地域の院外分娩の実際と救急隊への周産期研修
○ 野呂 薫1、水内 将人2、十川 佳苗1、石岡 伸一2、齋藤 豪2

1留萌市立病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科

【緒言】留萌管内は南北約130km、東西約60kmと広い医療圏であるが分娩可能施設は当院のみであり、移動
に長時間を強いられる妊婦が多い。【目的】管内における院外分娩の実態を調査し、救急隊との講習会を開催
し得られたアンケート結果から、当管内における周産期救急医療体制の問題点と周産期医療向上のために求
められることを考察した。【方法】過去５年間の妊婦居住地域別の計画分娩数、院外分娩症例の詳細を分娩台
帳および診療録から後方視的に調査した。また、救急隊との周産期救急講習会を開催しアンケート調査を行っ
た。【結果】過去５年間の分娩数は平均176.4人/年あり、留萌市内または市外在住妊婦の計画分娩を比較す
ると10.8%、15.8%と後者で有意に高かった。院外分娩は8年間に3件あり、母体輸血・児の低体温や感染症
疑いのため治療を要した症例を認めた。このような症例を踏まえて周産期救急研修会を開催し、救急隊員か
らは「救急隊と医療施設間の顔の見える関係の構築に有用」「今までは稀な分娩介助への準備が不足していた」
という意見や、「定期的な開催」「新生児蘇生講習会の開催」という要望があった。【結論】院外分娩を避ける
為に遠方在住の妊婦の計画分娩が多いことが示唆された。稀ではあるが院外分娩により救急隊の現場対応が
求められる症例に備え、現場を意識した実践的実習の実施および講習会を通してコミュニケーションを図る
ことは大きな意義があると考えられた。
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56. 卵巣腫瘍および腸管型GISTとの鑑別に苦慮した非医原性腸管
parasitic leiomyoma

○ 鈴木 麻由1、嶋田 浩志1、阿部 秀悦2、鹿内 智史1、真里谷 奨1、橋本 卓3、阿部 厚憲3、
齋藤 豪4

1北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科、2北見赤十字病院 産婦人科、3北海道社会事業協会帯広病院 外科、
4札幌医科大学附属病院 産婦人科

Parasitic leiomyoma（PM）は近年、医原性による症例が問題となってきている。しかし、非医原性症例も
知られており、診断に難渋することがある。今回我々は、充実性卵巣腫瘍およびGISTとの鑑別に苦慮した
非医原性PMの症例を経験した。
症例は68歳、2経妊１経産、既往歴に虫垂炎手術歴あり。右下腹部を主訴に当院受診、MRI検査では多発子
宮筋腫と子宮右前壁側に子宮との連続性に乏しいT1W1で低信号、T2W1で高信号・低信号が混在する6.5×
4.5cm大の腫瘤性病変を認めた。一方でCT検査では正常の右卵巣を認めていた。変性筋腫または右卵巣腫瘍
の疑いで腹式子宮全摘術および両側付属器摘出術を実施した。術中所見では両側卵巣は正常であり、回盲部
末端より5cm口側、腸間膜体側に7cm大の有茎性充実腫瘍を認めた。腸管型GISTの疑いで小腸腫瘤切除術
を実施し終了した。手術時間は1:25、出血量は少量であった。病理所見は細胞増生が密な有棘性細胞像を認め、
CD34、S-100は陰性、actin、Desminが陽性よりPMとの診断となった。術後症状は改善し以後は良好に経過
した。筋腫手術既往がない症例においてPMを鑑別することは困難である。しかし、本症例のように子宮筋
腫があり、MRIとCT検査で所見が異なっていた場合には、PMも考慮に入れる必要があると考えられた。

57. 寄生筋腫茎捻転により生じた急性腹症の一例
○ 山村 孝一1、大阪 康宏2、坂本 人一2、柴田 健雄2、藤田 智子2、高木 弘明2、笹川 寿之2

1金沢医科大学 臨床研修センター、2金沢医科大学 産婦人科

【緒言】寄生子宮筋腫とは子宮から分離し他の部位に寄生する筋腫である。多くは子宮筋腫に対する既往手術
の既往があり、モルセレーターを用いた腹腔鏡下手術において多発する。今回、急性腹症をきたした患者に
開腹手術を行い寄生筋腫と判明した症例を経験した。【症例】47歳、G0P0、34歳時に開腹子宮筋腫核出術、
41歳より統合失調症にて加療中。他院の精神科入院中に腹痛を訴え、産婦人科で腹部腫瘤を指摘され、精査
加療目的で当院紹介となった。MRIのT2強彫像にて、子宮上部に最大径約18cm、下腹部皮下に約10cm、ダ
グラス窩に約7cmの高信号と低信号が混在する充実性腫瘤を認めた。入院時白血球、CRPの著明な上昇を認
めたことから、腫瘍壊死、骨盤腹膜炎、卵巣腫瘍茎捻転による急性腹症と考え同日緊急手術となった。皮下
の腫瘤は子宮筋腫様の硬い腫瘤であり、腹直筋上に存在した。開腹すると子宮上部の腫瘍は膀胱上面の腹膜
からは発生した有茎性腫瘤であり、捻転して暗赤色であった。また、一部腸管との癒着を認め、虫垂の腫大
も認めたが、いずれも剥離・摘出は容易であった。ダグラス窩の腫瘤は広間膜内の子宮筋腫であり、摘出時
に大量出血を伴うと判断し放置した。術後病理ではいずれの腫瘍も免疫染色にてα-SMA、desmin陽性で平滑
筋腫と診断された。開腹による子宮筋腫核出術時に腫瘍片が移植され、発育した、珍しい寄生筋腫の茎捻転
による急性腹症と思われた。
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58. 腹腔鏡下に子宮全摘出術を施行し、術後5年で診断に至った異所性筋
腫の1例

○ 石塚 泰也1、工藤 正尊1、大原 康弘1、宇田 智浩1、大河内 俊洋2、櫻木 範明1

1北海道大学病院 婦人科、2おおこうち 産科婦人科

【はじめに】現在子宮筋腫の治療として腹腔鏡下に核出術が施行される機会が増えている。子宮筋腫の組織が
腹腔内に遺残し生着することで、異所性筋腫になるといわれているが、異所性筋腫という病態自体が稀であ
り現在でも文献的報告は多くはない。今回我々は、腹腔鏡下に子宮全摘を施行した患者で、異所性筋腫を経
験したので報告する。【症例】47歳、1経妊1経産、既往歴・家族歴に特記事項なし【現病歴】近医で子宮筋
腫の診断でフォローアップを受けていたが、2010年1月に9cmと増大傾向を認め紹介初診された。GnRHア
ゴニストを2コース使用し同年3月に腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した。子宮の重量は630gで経腟的に細切
して回収した。術後の経過は順調で問題なく退院された。【治療経過】2015年2月に、経腟エコーで5cm大の
腫瘤性病変を腟断端近傍に同定した。消化管原発の腫瘍なども否定できないため、観察・組織生検目的に同
年5月に腹腔鏡を行った。骨盤内に腫瘤性病変が多発しており一部を生検した。結果はleiomyomaで異所性
子宮筋腫と診断した。追加腹腔鏡手術を行い、視認できる腫瘍は全て摘出した。術後の経過は順調で、現在
まで再発を認めていない。【考察】モルセレーターの使用で筋腫核出術後の異所性筋腫の報告は散見する。子
宮全摘出後の異所性筋腫はかなり少ないが、細切した小片が腹腔内に遺残することで全摘手術でも異所性筋
腫は起こりうる。これらを文献的考察を含め報告する。

59. 術後病理診断により診断に至った血管内平滑筋腫の一例
○ 早坂 美紗、野澤 明美、村上 幸治、中西 研太郎、小野 方正、北村 晋逸
名寄市立総合病院 産婦人科

【はじめに】血管内平滑筋腫は非常にまれであり、子宮筋腫あるいは子宮内静脈壁から生じた良性な平滑筋腫
が静脈内に成長進展したものと定義される。まれに右心系へ達することもあり、肺塞栓や右心不全をきたし
うる疾患である。今回我々は、術後病理診断で血管内平滑筋腫の診断に至った一例を経験したので報告する。

【症例】40歳女性、0経妊。36歳時に右内膜症性嚢胞、筋腫に対して腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術・子宮筋
腫核出術を施行された。 半年前からの排便時痛を主訴に当科初診。経腟エコーで子宮後壁に6cm大の筋腫を
認め、造影MRIで子宮左側に辺縁不整な充実性腫瘍を認めた。卵巣癌もしくは子宮肉腫など悪性疾患を想定
し、画像所見から周囲臓器への浸潤も疑われたため、診断的腹腔鏡を施行。術中所見で左内膜症性嚢胞を認
めたが、卵巣癌は否定的であり、子宮左側広間膜内の静脈層に沿って伸展する腫瘍を認めたため開腹手術し
単純子宮全摘術・付属器摘出術を施行した。手術後経過に問題なく退院となった。病理診断では、子宮左側
広間膜の腫瘍は血管内平滑筋腫であった。良性ではあるが、下大静脈への進展の報告もあり、現在外来にて
経過観察中である。

【考察】本疾患は子宮摘出術の既往が56%にあり、術後から心内進展の平均発症診断期間は4年と報告されて
いる。下大静脈・心内進展の診断にはCT、MRIの画像所見が有用であるとの報告もあり、本症例でも画像
検査が重要と考える。
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60. 子宮内膜症のホルモン療法がNK細胞のNatural Cytotoxicity 
Receptor発現に与える影響

○ 船水 文乃、福井 淳史、當麻 絢子、淵之上 康平、福原 理恵
弘前大学 医学部 産婦人科

【目的】子宮内膜症の発症・進展の病因のひとつにNK細胞活性の低下が示唆されている。我々はこれまで、
子宮内膜症の腹水中NK細胞のNKp46発現の低下、IFN-γ・TNF-α産生の増加を示してきた。今回我々は、
ホルモン療法によって子宮内膜症の腹水中NK細胞のNatural Cytotoxicity Receptor（NCR）発現がどのよ
うな影響を受けるのか検討した。

【方法】当院倫理委員会の許可と患者への説明と同意のもと、重症子宮内膜症手術患者（n=59）および子宮
内膜症のない良性疾患手術患者（コントロール群、n=70）を対象とした。重症子宮内膜症患者を術前に低用
量エストロゲンプロゲスチン（LEP）製剤を使用したLEP群（n=11）とジエノゲストを使用したジエノゲス
ト群（n=6）、薬剤を使用しなかった未治療群（n=42）に分類した。手術時に腹水を採取し、NK細胞表面抗
原（CD16、NKp46、NKp44、NKp30、CD56）発現につきマルチカラーフローサイトメトリーを用いて測定
した。

【成績】LEP群（p<0.05）、ジエノゲスト群（p<0.05）、コントロール群（p<0.01）において、NKp46＋NK細
胞の割合が未治療群に比して有意に増加していた。同様に、LEP群（p<0.05）、ジエノゲスト群（p<0.05）
において、NKp30＋NK細胞の割合が未治療群に比して有意に増加していた。

【結論】子宮内膜症の腹水中NK細胞のNCR発現は、LEPおよびジエノゲスト投与によって正常化すると考
えられた。また、それに伴いNK細胞のサイトカイン産生も変化する可能性が示唆された。

61. 再発治療を繰り返し、最終的にＳＴＵＭＰと診断された子宮平滑筋腫の一例
○ 茅橋 佳代、水本 泰成、折坂 俊介、中村 充宏、高倉 正博、藤原 浩
金沢大学 産科婦人科

【緒言】子宮由来の平滑筋腫瘍には平滑筋腫や平滑筋肉腫の他、稀な疾患として悪性度不明の平滑筋腫瘍（Ｓ
ＴＵＭＰ）がある。ＳＴＵＭＰの再発率は文献により差があるが、一般的に良性の経過を辿ることが多い。　
今回我々は子宮平滑筋腫として４度の再発を繰り返し、最終的にＳＴＵＭＰと診断された一例を経験したの
で、文献的考察を加えて報告する。【症例】１経妊１経産。既往歴に右卵巣摘出術、子宮筋腫に対する子宮
体部摘出術がある。５０歳時に腹部膨満のため近医受診し、左卵巣腫瘍を疑われ当科紹介。術中所見では左
卵巣には２cm大の嚢胞を認めるのみで、膀胱背側に小児頭大の腫瘍を認め、左付属器と腫瘍を摘出した。ホ
ルモンレベルでは閉経状態にも関わらず、５３歳と５５歳時に再発のため腫瘍摘出術を行った。５５歳時に
は子宮頸部も摘出した。いずれの手術でも病理組織診断は子宮由来の平滑筋腫であった。４度目の再発で薬
物療法も行われたが腫瘍が増大したため中止。５９歳時、薬物療法中止から７ヵ月後に手術を行った。手術
では腫瘍と腸管が一塊となって癒着しており、腫瘍摘出に伴い腸管合併切除と人工肛門造設術を行った。最
終的に病理組織検査にてＳＴＵＭＰと診断された。【考察】４度の手術を繰り返し最終的にＳＴＵＭＰの診断
に至った一例を経験した。ＳＴＵＭＰは非常に稀な疾患であり、症例によって経過や予後も異なることから、
慎重な経過観察と症例の蓄積が望まれる。
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62. 射出精子を用いたICSI後の反復不成功症例に対する精巣精子を用い
たICSIの適応について

○ 菅沼 亮太、鈴木 聡、奥津 美穂、小宮 ひろみ、藤森 敬也
福島県立医科大学 産婦人科

【目的】精巣精子を用いたICSI（tICSI）は当初無精子症を治療対象として臨床応用されたが、近年射出精
子を用いた通常ICSI（cICSI）の反復不成功例等に拡大応用されている。今回我々はcICSIとtICSIの両方を
行った症例の臨床成績を比較検討し、tICSIの適応について考察した。【方法】2010 〜 2015年に当院において
cICSIとtICSIの両方を実施した症例に対し、受精率・胚発生率・妊娠率について後方視的に比較検討を行った。
また精子運動性、cICSI後受精障害（受精率25%未満）の有無について追加検討した。本研究は当院倫理委
員会の承認を得て実施した。【成績】全10症例（12周期）の検討では、受精率（cICSI:51% vs tICSI: 82%）・
胚盤胞形成率（31% vs 56%）ともにtICSIの方が有意に高率であったが、妊娠率（11% vs 32%）に有意差を
認めなかった。cICSI後受精障害6症例（7周期）の検討では、受精率（47% vs 93%）・胚盤胞形成率（29% 
vs 62%）ともtICSIでより高率であった。しかしtICSIにおいて全て不動精子であった2症例（3周期）では
受精率（41% vs 31%）・胚盤胞率（43% vs 0%）とも有意差を認めなかった。【結論】cICSIの反復不成功症例、
特にcICSI後受精障害症例において、射出精子と比較し精巣精子の優位性が示唆されtICSIの適応と考えられ
た。しかしtICSIの際、不動精子のみの症例では精巣精子の優位性は示されず、MD-TESE等により確実に運
動性のある精巣精子を回収することが重要である。

63. 精液を用いた子宮内膜NK細胞刺激法についての検討
○ 當麻 絢子、福井 淳史、淵之上 康平、千葉 仁美、鴨居 舞衣、船水 文乃
弘前大学 医学部 産婦人科

【目的】原因不明不育症にはNK細胞の異常が含まれている可能性がある。NK細胞産生サイトカインを測定
する際はPMA、イオノマイシン等を用いて細胞を刺激し測定を行うが、人為的で生理的な産生を反映してい
るとは言い難い。妊娠成立には精液の暴露が必須で、精液が免疫制御因子となり得る。精液を用い、より生
理的かつカップル特異的なNK細胞刺激法を明らかにするため以下の検討を行った。【方法】当院倫理委員会
承認のもと患者の同意を得て子宮内膜を採取した（n=26）。リンパ球浮遊液を作成し、ボランティアより提
供された精液（n=22）で18時間刺激した。NK細胞（CD56+細胞）におけるサイトカイン産生（IFNγ,TNF
α,IL-4, IL-10）をフローサイトメトリーにて測定し、未刺激またPMA・イオノマイシンで刺激したものと比
較した。【成績】精液刺激によるIFNγ及びTNFα産生CD56bright細胞の割合は未刺激に比して有意に高く （IFN
γ:p<0.05 TNFα:p<0.01）、PMA・イオノマイシン刺激に比して有意に低かった（IFNγ:p<0.01 TNFα:p<0.01）。
また同一子宮内膜を異なる精液で刺激した場合、精液によりIFNγ及びTNFα産生NK細胞の割合に差を認め
た（IFNγ:2-60％ TNFα:2-50％）。【結論】精液による刺激でNK細胞のサイトカイン産生が誘起されることが
示された。さらに子宮内膜と精液の組み合わせによりサイトカイン産生に差が生じることから、子宮内膜と
精液との間にカップル特異性がある可能性が示唆された。
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64. 単一胚移植後の二卵性双胎－頻度と発生に関連する因子－
○ 竹原 功1、高橋 俊文2、鈴木 聡子1、松川 淳1、松尾 幸城1、川越 淳1、五十嵐 秀樹1、

永瀬 智1

1山形大学 産婦人科、2福島県立医科大学 ふくしま子ども女性医療支援センター

【目的】単一胚移植（SET）後にも関わらず、性別の異なる双胎の分娩例が報告されている。これらは生殖補
助医療（ART）と自然妊娠の同時妊娠と考えられている。我々は本邦におけるSET後に性別が異なる双胎が
発生する頻度と、発生に関連する因子について検討した。

【方法】本研究は後方視的コホート研究で、倫理委員会の承認を得て行った。対象は2007年〜 2012年に日本
産科婦人科学会ARTオンライン登録に登録された1,404,648周期中SET後の双胎妊娠1,509例である。性別
の同じ双胎（同性群）と性別の異なる双胎（異性群）の発生頻度を算出した。また、異性群の発生に関連す
る因子を単変量解析、多変量解析を用いて検討した。

【成績】SET後の双胎妊娠で、同性群と異性群の発生頻度は、それぞれ1,391/1,509（92.2%）と118/1,509（7.8%）
であった。単変量解析では融解胚移植周期のみが有意な関連因子であった（p=0.02）。多変量ロジスティック
解析では、融解胚移植周期（Odds Ratio=OR 2.23,  95%CI=1.15-4. 32,  p=0.02）とARTの適応理由が原因不明
不妊（OR 1.51,  95% CI=1.01-2. 27,  P=0.04）の2項目が独立した関連因子であった。

【結論】“Weinberg's differential rule”に則ると、SET後の双胎妊娠のうち二卵性双胎の発生頻度は15.6%と
推計された。特に関連因子を有する双胎の症例では自然妊娠合併の二卵性双胎を念頭において診療にあたる
べきである。

65. 性同一性障害Female to Male transsexualへのアンドロゲン 
製剤投与による内分泌および血清変化の検討

○ 藤部 佑哉1、馬場 剛1、足立 清香1、森下 美幸1、久野 芳佳1、本間 寛之2、藤本 尚2、木谷 保3、
遠藤 俊明1、斎藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2さっぽろARTクリニック 産婦人科、3エナレディースクリニック 産婦人科

【導入】性同一性障害に対して性ステロイド製剤を投与する際にはその副作用にも注意をしなければならない。
本研究では、生来の身体学的性別が女性で、性の自己認識が男性であるFTM（female to male transsexual）
に対してアンドロゲン製剤を投与した際の、内分泌学的変化を検討した。【方法】当院を受診しホルモン治
療を行った13例のFTMにおいて、アンドロゲン製剤投与前後における、インスリン抵抗性やアディポネク
チン値、血中総テストステロン値、ヘマトクリット値などの変化を比較検討した。【結果】インスリン抵抗
性指数（HOMA-IR）が、アンドロゲン製剤投与前の中央値で1.50、投与後で1.11と有意差を持って改善し
た（P=0.015）。アディポネクチン値も有意差を持って変化したがこちらは増悪し、投与前の中央値は8.3μ
g/lL、投与後は5.9μg/mLであった（P=0.048）。LH、FSHは投与後で有意に低下し、E2は有意差がでなかっ
たものの低下傾向を示した。血中総テストテスロン値は投与後でやはり有意に高値であり、血中濃度が1000
μg/dLを超える症例も5例あったが有害事象は認められなかった。また、ヘマトクリット値にもアンドロゲ
ン製剤投与で有意な変化が起こり、投与前の中央値は38.4%、投与後で44.8%と上昇を認めた（P=0.003）。

【結語】アンドロゲン製剤投与によりインスリン抵抗性は改善傾向を示し、比較的安全に使用できると考えら
れた。
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66. 当院におけるマイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）115例の
治療成績

○ 黒田 敬史、西川 鑑、水柿 祐子、清水 亜由美、二瓶 岳人
NTT東日本札幌病院 産婦人科

【目的】今回我々は当院にてマイクロ波子宮内膜アブレーション（microwave endometrial ablation :  MEA）
を施術した115例の後方視的検討からMEAの有効性について考察した。【方法】2005年1月から2015年12月
までに当院にてMEAを施術した115例（子宮筋腫70例、子宮腺筋症34例、子宮筋腫＋子宮腺筋症6例、機
能性過多月経9例）のうち、術後3 ヶ月以上経過を追えた109例について、術後の月経発来の有無と経血量の
経過、また術後子宮摘出の有無について検討を行った。【成績】1）平均年齢は46±4歳（33 〜 56歳）、分娩歴
を有していたのは75例（65.2%）であった。2）術後無月経となったのは40例、月経再開後に経血量が減少
したのは63例、術前と同等の過多月経が持続したのは8例（7.3%）であった。過多月経8例中6例に子宮摘
出を施行または施行予定であり、1例はLNG-IUSにて、1例はLEP製剤内服にて観察中である。3）MEA施
行後に子宮摘出を行った13例（11.9%）の手術決定に至った主訴は、過多月経が6例、月経困難が5例、その
他2例であった。【結論】MEAは薬物療法が無効で本来子宮摘出の適応となる過多月経患者の約９割に有効
であり、子宮摘出を避けることが可能であった。

67. 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

○ 津田 晃
山王レディースクリニック 産婦人科

【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30例（平均年齢44.6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25.7分であった。MEAの照射時間は先端40Wで平均415秒、TCMAM
は平均330秒であった。貧血は術後3 ヶ月で有意に改善した（10.1±2.8 vs 13. 0±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68.8%、6 ヶ月以上で77.6％であった。術後3 ヶ月でVAS score≦3に
減少した症例は、月経量で29例（97％）、月経痛で26例（87%）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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68. 造腟術を2度行った機能性子宮を有する先天性下部腟欠損症の1例
○ 中井 奈々子1、高橋 一広1、奥井 陽介2、山谷 日鶴1、清野 学1、須藤 毅1、五十嵐 秀樹1、

永瀬 智1

1山形大学 産婦人科、2公立置賜総合病院 産婦人科

【緒言】腟欠損症の頻度は約5,000例に１例であり、多くの場合子宮は痕跡程度である。機能性子宮を有する
例は腟欠損症中の約5%と推定され、頻度は100,000例に1例と極めて稀である。今回我々は17歳時に機能性
子宮を有する腟欠損症と診断され造腟術を行うも、4年後に腟狭窄となった症例を経験したので報告する。

【症例】21歳、未経妊。身長164.3 cm、体重52.7 kg。外陰部正常女性型。17歳時に機能性子宮を有する腟欠
損症と診断され、当院で造腟術を行い経血貯留は改善したが、術後に徐々に腟狭窄が進行した。前回手術後
に子宮腟部まで達していた腟長は3 cm程度に短縮し、Sサイズクスコが挿入可能であった腟はピンホール状
になっていた。狭小化した腟壁を切開し、膀胱と直腸間の組織を鈍的に剥離し、2指挿入可能な新生腟を造
設した。前回手術では使用しなかった腟ダイレーターに酸化再生セルロース膜を被覆させ、術後の腟狭小化
および癒着予防目的で腟内に装填した。術後6日目からダイレーター自己挿入の練習開始し、自己管理可能
となった10日目に退院となった。術後26日目に月経開始し、37日目には性交を許可した。【結語】機能性子
宮を有する腟欠損症における造腟術の最終目的は、経血流出と性交を受け入れられるサイズの腟を形成する
ことである。酸化再生セルロース膜とダイレーターを併用した今回の手術は、他の造腟術に比較し侵襲が少
なく簡便であり、かつ効果的な治療と考えられた。

69. 月経前症候群から不登校となった中学生に対する漢方療法
○ 高田 杏奈、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

【緒言】月経前症候群（PMS）の治療は、カウンセリング、生活指導、薬物療法が推奨されている。薬物療
法として対症療法、漢方療法、ホルモン療法が挙げられる。我々は月経前症候群から不登校となり、柴胡桂
枝湯が著効した症例を報告し、PMSに対する柴胡剤の適応について考察する。【症例】14歳、女児。夏休み
頃より月経前の頭痛と月経痛を訴えるようになった。症状は周期的に出現し、月経後には胃痛も出現するよ
うになった。学校を休みがちになり、３学期は数日しか登校していない。近医小児科からの紹介で母と共に
当科を受診した。ACOGの診断基準における身体的症状は全て該当した。抑うつなどの情緒的症状は無く、
月経前不快気分障害（PMDD）の診断基準には当てはまらなかった。東洋医学的な証に従い、虚証で胸脇苦
満を認めたことから、柴胡桂枝湯を処方した。１０日間の投与で胃痛は軽快し、新学期から学校へ通えるよ
うになった。２週間後に月経が発来したが、頭痛は出現せず、月経痛も軽度で登校は可能だった。【考察】若
年者で、PMSの発症と前後して不登校となるケースがある。背景に不安感やストレスの存在が予想される。
東洋医学における気鬱や気滞と言われる状態のため、柴胡を含む漢方薬が有効であったと考えられた。同様
の患者への効果が期待される。
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70. 一般住民におけるエクオール産生能に関する横断的疫学調査
○ 飯野 香理1、樋口 毅1、水沼 英樹2

1弘前大学 産婦人科、2ふくしま子ども・女性医療支援センター 産婦人科

【目的】エクオールは大豆イソフラボンの一つであるダイゼインの代謝産物でありエストロゲン作用を示すた
め更年期障害の補助療法として期待されているが一般住民による調査は小数である。そこで我々は一般住民
を対象としエクオール産性者の割合とその背景との関連について調査を行った。【方法】2015年に青森県弘
前市で実施した集団検診に参加した成人男女1097名の尿中のエクオール、ダイゼイン濃度を測定しエクオー
ル産生能を明らかとした。検診当日に身体測定や血液検査等の一般検査に加え更年期障害の有無や月経状況
の聴取、骨密度測定等を行った。尿検体から得られたエクオール産生の有無と各因子との関連性について解
析を行った。【成績】対象者1097名のうち、エクオール産生者は482名、非産生者は615名であり性別との関
連性はなかった。各因子との関連性については年齢が男女ともに有意な関連性を示し、全体における年代別
の産生者の割合は20代42.9％、30代30.2％、40代38.5％、50代44.2％、60代48.7％、70代51.7％、80歳以
上66.7％であった。また、エクオール産生者は非産生者に比べて血管運動神経症状を経験した割合が有意に
少なかった（P<0.05）。【結論】今回の結果ではエクオール産生者の割合が最も低いことが予想された20代で
42.9％と比較的多かった。また、周閉経期における血管運動神経症状の発現にエクオール産生の有無が関与
している可能性が示唆された。

71. 妊娠中期に診断しえた後屈嵌頓子宮妊娠の一例
○ 八柳 美沙子1、小野 有紀1、長尾 幸1、長尾 大輔1、山本 博毅1、富樫 嘉津恵2、亀山 沙恵子2、

下田 勇輝2、三浦 康子2、畠山 佑子2、佐藤 朗2、寺田 幸弘2

1大曲厚生医療センター 産婦人科、2秋田大学 産婦人科

【緒言】後屈嵌頓子宮は稀な妊娠合併症である。今回我々は変性子宮筋腫、切迫流産で入院管理中にMRIで
後屈嵌頓子宮の診断に至った症例を経験したので報告する。【症例】32歳、0妊0産。近医より切迫流産の診
断で17週に当院に紹介となった。超音波で10 cm大の子宮筋腫を認めた。子宮頚管長が測定不可能で、腹痛
の原因検索、評価目的にＭＲＩを施行し、多発子宮筋腫、後屈嵌頓子宮の診断となった。子宮収縮抑制剤の
点滴と膀胱による子宮の後方への圧迫解除目的に尿道カテーテルを留置し、自然整復を期待し待機とした。
23週に後屈嵌頓子宮は自然に整復された。その後変性筋腫による疼痛、子宮収縮を認め入退院を繰り返した。
筋腫は満期に前壁10 cm大であったが経腟分娩を試みた。38週に 2550 gの女児を吸引分娩で娩出した。次回
の妊娠を考慮し産後子宮筋腫核出術を施行した。【考察】後屈嵌頓子宮は妊娠12 〜 14週に比較的高頻度で見
られる疾患だがその多くが自然整復されるため問題になることが少ない。今回診断時が17週と妊娠中期であ
り自然整復されない場合、観血的治療が必要になる場合がある。症状は切迫流早産や、排尿障害、下腹部痛
など多岐にわたる。満期まで診断に至らず帝王切開施行時に不適切な子宮切開の危険性がある。そのため超
音波で子宮頚管長の測定不能例や症状がある場合は後屈嵌頓子宮を疑ってMRIを施行することが診断につな
がると考えられた。
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72. 単頚双角子宮の一方がDouglasに捻転・嵌頓し常位胎盤早期剥離を
来した一例

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

【緒言】妊娠子宮に捻転を伴うことは珍しいが、捻転による子宮への血流障害により急性/亜急性の腹痛や胎
児機能不全（NRFS）、常位胎盤早期剥離など予期せぬ産科危機の一因となる可能性を秘めている。単頚双角
子宮を有する患者でDiffuse chorioamniotic hemosiderosis（DCH）を基盤としpretermでの常位胎盤早期剥
離を来した1症例を経験したので報告する。【症例】39歳、女性。単頸双角子宮を指摘されており、過去4度
の自然流産既往あり。妊娠初期より頻回の性器出血を繰り返しており、絨毛膜下血腫と腹部エコーで羊水腔
中や胃泡内にdebrisを認めDCHと診断。MRIでは子宮長軸に対し母体右側へ時計回り90°の子宮捻転と右角
のDouglas窩への嵌頓を認め、子宮収縮と出血の増加があり妊娠30週に管理入院の方針となった。塩酸リト
ドリン持続静注による治療を開始したが、子宮収縮のコントロール不良で、かつ胎児心拍異常も認めたため
妊娠32週で帝王切開術施行となった。手術時に体位を取った際、膣から暗赤色の中等量出血を認めた。術後
経過は良好で、術後6日目に退院となった。【考察】子宮捻転・嵌頓は珍しいが、原因として子宮奇形のみな
らず子宮筋腫や骨盤内癒着、卵巣嚢胞、胎位異常、母体の脊椎や骨盤の異常などが報告されている。出生前
に診断することは困難なことも多いが、腹部US_やMRIを用いてリスクを想定しておくことで産科危機への
対処に直結すると考える。

73. 2度の子宮腺筋症核出術後に妊娠成立し生児を得られた1例
○ 田上 可桜1、永井 智之1、遠藤 俊1、佐々木 恵1、市川 さおり1、田中 耕平2、吉田 祐司2

1石巻赤十字病院 産婦人科、2医療法人社団スズキ病院 産婦人科

【緒言】子宮腺筋症術後の妊娠率は14-86%と報告によって異なるが2度の子宮腺筋症核出術後妊娠の報告は稀
である。今回2度の子宮腺筋症核出術後に妊娠成立し生児を得られた1症例を経験したので報告する。【症例】 
35歳、0妊、0産、30歳時に腹腔鏡下子宮腺筋症核出術後、その後3回の凍結胚細胞移植で妊娠に至らず、32
歳時に開腹子宮腺菌症核出術を施行された。2度目の核出術の際は子宮後壁に両側卵巣や直腸が癒着してお
り、内膜穿破も認めた。その後、凍結胚細胞移植にて妊娠成立し周産期管理目的に当院紹介となった。妊娠
25週時より切迫早産で管理入院、妊娠32週より子宮収縮が増強しtocolysis困難となったため妊娠33週で緊
急帝王切開を施行した。術中所見では子宮後壁は非常に菲薄しており、両側の付属器が菲薄した後壁を補強
していた可能性が考えられた。癒着胎盤はなく、子宮の温存は可能であった。母児ともに術後経過は良好だっ
た。【考察】2度の子宮腺筋症術後であるが適切な時期に帝王切開を施行でき生児を得ることが可能であった
1例を経験した。子宮腺筋症術後の流産率は30％で子宮破裂のリスクも6%と通常の妊婦と比較して有意に高
い。子宮腺筋症術後妊娠の分娩管理について一定の見解はないが個々の症例に応じた慎重な周産期管理と適
切な時期の帝王切開が重要である。　
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74. 生児を得られた腹腔妊娠の１症例
○ 平賀 裕章1、高橋 司1、長谷川 祐子2、熊谷 祐作3、吉田 瑶子1、末永 香緒里1、葛西 亜希子1、

葛西 剛一郎1、会田 剛史1、今井 紀昭1

1八戸市立市民病院 産婦人科、2東北公済病院 産婦人科、3東北大学 産婦人科

【緒言】腹腔妊娠により生児を得る症例は極めて稀である。全世界で毎年1.3億人程度の出生があるうち、腹
腔妊娠によるものは毎年数例〜十例程度しか報告がない。そのうち、早期新生児死亡や母体死亡に至る症例
や奇形の症例も多い。今回当院では、腹腔妊娠と気付かれずに経過し、妊娠30週で腹腔妊娠の診断がなされ
帝王切開により生児を得た症例を経験したので紹介する。【症例】38才、0経妊0経産。双角子宮右側妊娠の
診断で、妊娠16 〜 20週に切迫流産として近医入院、前置胎盤の診断となっていた。超早産となるリスクが
高いと判断され、20週でA病院へ紹介となった。出血なく経過し胎児発育良好で、30週で当院へ紹介となっ
た。超音波所見（球状の胎盤、横位、羊水腔の位置）等から腹腔妊娠が疑われた。MRIでは胎児を包む羊水
の周囲に子宮筋層と思われる構造がなく、胎児のスペースと子宮内腔との連続性もなかった。腹腔妊娠の診
断で帝王切開術を施行した。腹膜切開創直下に卵膜に包まれた児および胎盤を透見した。卵膜を破り児を娩
出した（1461 g,  女児, Ap 7/9）。胎盤は腹腔内に残した。児は早産・低出生体重児のためNICUに入院とした。
母は術後22日目で退院し、hCGは2 ヶ月で測定感度以下へ減少した。児は日齢62（修正39週5日）で退院した。

【結語】腹腔妊娠に伴う妊産婦死亡率と周産期死亡率は極めて高く、早期診断が望ましい。しかし本症例は幸
運にも大きな合併症なく経過し生産に至った。

75. 和痛分娩によって器械分娩や帝王切開は増えるか？
○ 永井 匠、三島 隆、良川 大晃、小野 愛菜、能代 究、川俣 美帆、藤枝 聡子、計良 光昭、及川 衞、

吉田 博
社会医療法人 母恋 天使病院 産婦人科

【目的】当院では硬膜外麻酔による和痛分娩を導入している。文献的には、和痛分娩により器械分娩率の増加
を認めるが、帝王切開率の増加を認めないとする報告が多い。和痛分娩の導入により器械分娩率、帝王切開
率の上昇がないか全体および初産婦・経産婦を区別して検討する。

【方法】2014年1月から2015年12月の期間に当院で出産した2282例（年齢17 〜 48歳、平均値33.2歳）のう
ち、経腟分娩方針で分娩室管理となった1571例を対象として、和痛分娩施行群と非施行群に分け、器械分娩
率、帝王切開率について初産婦・経産婦別に検討した。当院の和痛分娩は自然陣痛を待機し、24時間対応で
患者からの要望により開始する（L2/3から穿刺し、0.2％アナペイン150mLにフェンタニル10mL、生理食塩
水50mLを混合し、PCEAポンプで使用。濃度は適宜調整）。統計解析は、カイ二乗検定を用い、有意水準は5％
とした。

【結果】1571例の内訳は初産婦1117例（71.1％）、経産婦454例（28.8％）であり、和痛分娩施行数は377例
で全体の23.9％であった。全体では和痛分娩施行群と非施行群では、器械分娩率は33.3%：12.5%（P<0.05）
であり、帝王切開率は8.9%：16.1%（P<0.05）であった。初産と経産を区別すると、初産では器械分娩率
40.5%：16.0%（P<0.05）、帝王切開率11.3%：21.1%（P<0.05）、経産では器械分娩率14.4%：4.2%（P<0.05）、
帝王切開率2.8%：4.2%（P=0.52,  ns）であった。

【結語】当院の和痛分娩では、器械分娩率が増加したが、帝王切開率の増加は認めなかった。
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76. 分娩前後での母体の心形態及び血行動態変化の検討：帝王切開と経腟
分娩の比較

○ 細川 亜美、馬詰 武、山田 崇弘、金川 明功、中川 絹子、荒木 直人、千葉 健太郎、小島 崇史、
石川 聡司、森川 守、水上 尚典

北海道大学病院 産科

【目的】妊娠中は循環血液量の増大や子宮の体積負荷により母体循環に大きな影響を及ぼすことが知られて
いる。しかし、分娩期における変化は明らかでないため、心形態と血行動態及び液性因子の分娩前後の変化
を検討することとした。【方法】対象は正常血圧単胎妊婦68名（帝王切開群：CS群28名、経膣分娩群：VD
群40名）で、妊娠36±1週と産後3±1日に心エコー及びNT-proBNP、血清アルドステロン濃度（PAC）を
測定した。【結果】左房容量係数は産後に上昇し（27.1±6.9vs30.4±6.7ml/m2,p=0.004）、産後に拡張早期波
高と僧帽弁輪拡張早期運動速度の比（5.3±1.7vs6.2±1.3,  p<0.001）、NT-proBNP（34±33vs142±116pg/mL,  
p<0.001）は上昇し容量負荷が示唆された。分娩様式間の各指標で、産前に2群間で差はなかったが、CS群
で産後の左房容積係数（32.7±7.6vs28.7±5.6mL/m2,p=0.024）の上昇を認め、分娩後体重減少が小さく（2.9
±1.7vs4.7±1.3kg,p<0.001）、NT-proBNPは高値で（215±134vs91±66pg/mL,p<0.001）、PACは低値であっ
た（103±66vs197±164pg/mL,p=0.004）【結論】心形態と血行動態の変化は妊娠後期よりも分娩直後に顕著に
なり、VD群に比べCS群の顕著な容量負荷が示唆された。CS群では、周術期補液や術後refillingの影響で、
VD群より大きな容量負荷がかかるものと考えられる。特に循環動態のリスクがある場合には妊娠後期に加
え、分娩後にも厳重な管理を行うべきである。

77. 当院における常位胎盤早期剥離症例に対する超緊急帝王切開術の試み
○ 野村 俊一、金谷 太郎、井村 紗江、石丸 美保、平林 はやと、野島 俊二
独立行政法人国立病院機構金沢医療センター 産婦人科

【目的】周産期診療においては常位胎盤早期剥離（早剥）をはじめとして超緊急帝王世界術が必要となる場面
にしばしば遭遇する。しかし現実問題として30分以内に児を娩出させることは困難な場合も多いため、施設
に応じたマニュアルの作成と各科・各部門のスタッフトレーニングを継続して行う必要がある。当院におい
て超緊急帝王切開術を成功させるための取り組みについて、過去2年間に経験した3例の早剥症例を提示して
報告する。【方法】3例の早剥症例をもとに、各症例における産科学的背景と児娩出までの時間、児の予後を
比較し、それぞれの反省点をもとに行われた超緊急帝王切開術のマニュアル作成と改訂、トレーニングが実
践にどう活用されたかを検討した。【結果】症例1 〜 3における帝王切開決定から児娩出までの時間はそれぞ
れ89分、44分、13分であった。症例1は胎盤剥離面積が比較的狭く児の予後は良好であったが、児娩出まで
長時間を要したためマニュアル作成の契機となった。症例2は結果的に児を救命することができなかったた
め、マニュアル改定の必要性を痛感し、スタッフのトレーニングを繰り返すことによって結果的に症例3に
での短時間児娩出につながった。【結論】上記早剥症例の経験を元に、麻酔科と小児科医師、看護師・助産師、
事務職員も含めた各部門の協力も得た上で、当院産婦人科として現在行っている超緊急帝王切開術に向けて
の取り組みについて報告する。
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78. 体重減少が発見の契機となった急性妊娠性脂肪肝の1例
○ 前田 悟郎、平山 恵美、加藤 慧、後藤 公美子、奥 毅公雄、早貸 幸辰、首藤 聡子、菅原 照夫、

酒井 慶一郎、奥山 和彦
市立札幌病院 産婦人科

【緒言】急性妊娠性脂肪肝（Acute Fatty Liver of Prgnancy：以下AFLP）は妊娠後期に悪心、嘔吐などの症
状で発症し、急速に肝機能が増悪する予後不良な疾患である。今回我々は体重減少が早期発見の契機となっ
たAFLPの1例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。【症例】23歳、0経妊。初期から当院にて管
理を行い、経過は順調だったが、妊娠36週の健診時に2週間で2kgの体重減少を認めた。血圧、尿蛋白に異
常は認めず、自覚症状として食思不振があるのみだったが、NSTにてNRFSであったため、入院精査を開始
した。母体採血にてbil-T3.6mg/dl、AST294U/l、ALT468U/l、LD467U/l、Cre1.79mg/dl、UA9.3mg/dl、
WBC10800、Ht47.9%、Plt18.2万、PT54%、APTT43秒、Fib169ml/dl、AT15%と肝機能障害、腎機能障害、
凝固異常を認めた。BPSは2点で、胎児機能不全の診断で同日緊急帝王切開分娩とした。児は2201gの男児で、
APS1/5点（1分/5分）、臍帯血pHは7.21であった。術後、凝固異常が遷延し、AT製剤の投与、FFPの輸血
を要したが、肝機能、腎機能、全身状態は順調に回復し、術後9日目に退院した。術後1日目の腹部エコーで
脂肪肝を疑う所見を認めたが、術後3日目のCTでは脂肪肝の所見は認めなかった。肝生検は行わなかったが、
臨床経過からAFLPと診断した。【考察】本症例は体重減少が早期発見の契機となった。妊娠後期に体重減少
を認めた場合、AFLPも念頭に慎重な対応が必要と思われる。  

79. サイトメガロウイルス感染を契機に発症したMirror症候群
○ 鈴木 裕太郎、山村 満恵、櫻井 愛美、奥 聡、山田 竜太郎、吉井 一樹、明石 大輔、森脇 征史、

服部 理史
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科

【緒言】Mirror症候群は母体、胎児、胎盤の浮腫を特徴とした稀な疾患であり、病因は明らかでない。し
ばしば妊娠高血圧症候群様の症状を呈し、両者の鑑別が重要であるが、本疾患は血清antiangiogenic 
factor[soluble fms like tyrosine kinase1：sFlt1]が著明に上昇するとの報告がある。サイトメガロウイルス

（CMV）感染を原因としたMirror症候群を経験したので報告する。【症例】33歳0経妊0経産。妊娠10週に
NT肥厚を認め精査目的に当科紹介となり、羊水染色体検査で正常染色体を確認した。20週3日に全身浮腫、
尿量減少、体重増加、胎児水腫を認め、精査目的に入院となった。母体血圧は130/70mmHg前後で推移し、
尿蛋白は130mg/日であった。血清sFlt1は43900 pg/mlと著明に高値であった。Mirror症候群と診断し、母体・
胎児水腫が徐々に増悪したため21週5日に母体適応で緊急帝王切開術を施行した。手術直前に子宮内胎児死
亡を認めた。母体の喉頭浮腫のため術後5日目まで人工呼吸器管理を要したが母体浮腫は改善し、術後16日
目に退院となった。妊娠中の血清CMVIgG陽性、IgM陰性であったが、胎盤病理組織診からCMV陽性細胞
が検出され、Mirror症候群の原因と考えられた。【結論】母体および胎児浮腫はMirror症候群の診断の端緒
となる症状のひとつであり、これを認めた場合は本疾患を念頭に置くことが重要である。本症例ではsFlt1が
著明に高値であり、これが本疾患の診断の一助となると考える。
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80. 未破水切迫早産に対する黄体ホルモンの臨床的効果について 
－妊娠36週まで妊娠延長した症例において－

○ 米田 哲、米田 徳子、福田 香織、吉江 正紀、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学 産婦人科

【目的】切迫早産と診断されてからの黄体ホルモンの有効性は知られていない。今回、切迫早産に対する17-
OHPC（プロゲデポー 250mg/w）筋注効果につき検討した。【方法】maintenance tocolysis施行し、妊娠36
週まで到達した切迫早産200例を対象とした。同意が得られた場合、入院時に羊水検査を行い（当院倫理委
員会承認済み）、また、主治医判断のもと17-OHPC筋注治療を追加した。塩酸リトドリンまたは硫酸マグネ
シウムを使用したTocolysis治療中止後48時間以内分娩例では、入院時に軽度子宮内炎症を伴いやすい特徴
を以前に報告したが、17-OHPC追加によりどのような効果が得られるか解析した。【成績】1）Tocolysis治療
中止後48時間以内に分娩した率は、17-OHPC追加群（n=24）で20.8％であり、通常tocolysis群（n=176）の
34.1％に比し減少していた。2）治療終了後48時間以内に分娩となった入院時羊水中IL-8値（ng/ml）は、17-
OHPC追加群2.9（2.4-5. 1）、通常tocolysis群3.6（0.1-46. 5）であった。3）治療終了後いったん退院した場合
における入院時羊水中IL-8値（ng/ml）は、17-OHPC追加群で6.4（0.9-18. 9）であり、通常tocolysis群の2.1

（0.1-28. 5）に比し有意に高値だった（P=0.017）。【結果】軽度の子宮内炎症を伴う未破水切迫早産に対する黄
体ホルモン治療は、炎症を抑制、あるいは助長しないような妊娠維持に関与している可能性がある。

81. 当院における後期早産と切迫早産治療について（その2）
○ 鈴木 りか1、若木 優1、渡邉 佳織1、今泉 花梨2、本田 任3、渡部 晋哉3、宗像 正寛4

1大原綜合病院 産婦人科、2大原綜合病院 臨床研修センター、3本田クリニック 産科婦人科、4セイントクリニック 産婦人科

【はじめに】昨年われわれが本学会で報告した成績ではtocolysisを終了してから1週間以内に分娩とならな
かった症例・長期tocolysis症例が多く、不必要なtocolysisを施行している可能性が示唆された。そのため、
2015年4月からtocolysisの開始と中止基準を明確化した。治療方針変更前後の周産期予後について報告する。

【方法】2014年4月〜 2015年3月（H26年度）、2015年4月〜 2016年3月（H27年度）の2つの期間における当
院での後期早産症例、切迫早産の診断で入院した症例における分娩予後（当院分娩と他院分娩の症例）、新生
児予後を検討した。【成績】H26年度／ H27年度の2つの期間において、単胎分娩数（185 ／ 172件）、母体平
均年令、帝王切開率、切迫早産および前期破水での紹介・搬送数に違いはなかった。切迫早産の入院人数（49
／ 42件）、点滴静注によるtocolysisの施行率（55.1 ／ 52.4%）に大きな違いはなかったが、平均入院日数（23.1
／ 19.1日）、平均tocolysis日数（39.9 ／ 25.6日）は減少、リトドリン注射液の使用量（2085 ／ 947本）は大
きく減少した。早産率（19.5 ／ 9.8%）、後期早産率（16.8 ／ 8.1%）の増加は認められなかった。後期早産児
の予後の違いはなかった。【結語】持続的子宮収縮抑制剤投与の条件を明確化し、早産率の増加、新生児予後
の悪化なしに子宮収縮抑制剤投与量を減量できた。
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82. 絨毛膜羊膜炎下における胎児心拍数モニタリングの検討
○ 経塚 標1、加茂 矩人1、平岩 幹1、大原 美希1、安田 俊1、加藤 克彦2、藤森 敬也1

1福島県立医科大学 産婦人科、2国立病院機構福島病院 産婦人科

【目的】子宮内感染と脳性麻痺の関連が依然から指摘されている。病理学的に絨毛膜羊膜炎を呈した早産症
例における、胎児心拍数モニタリング所見を解析する。【方法】多施設共同研究にて行った。2008年から
2015年に妊娠28週から36週で早産に至った症例を対象とした。双胎症例、胎児奇形症例、常位胎盤早期剥
離症例、妊娠高血圧症候群症例、吸引分娩症例は除外した。早産症例を胎盤・臍帯病理所見より非炎症群と
炎症群に分類した。胎児モニタリング所見は頻脈（>160bpm）の有無、Variability減少の有無、一過性頻脈
の有無、変動一過性徐脈（軽度/中等度/重度）の有無、遷延徐脈の有無、遅発性一過性徐脈（Occasional,  
Recurrent）の有無を比較した。【成績】母体年齢、分娩週数、分娩誘発の有無、分娩時臍帯動脈pH、性比は
2群で差を認めなかった。在胎週数別出生時標準体重、経腟分娩率、妊娠前母体体重、胎盤重量、臍帯系径は
炎症群で有意に高かった。胎児心拍数モニタリングを2群で比較すると、軽度変動一過性徐脈が炎症群に有
意に認められた（p<0.05）。目的変数を子宮内炎症とし多変量解析を行うと、分娩週数（OR:0.8,  95％ CI:0. 6-
0. 9）、軽度変動一過性徐脈（OR3.3,  95％ CI:1. 2-8. 7）、Recurrent 遅発一過性徐脈（OR:0.1,  95％ CI:0. 02-
0. 96）、出生時標準体重（OR:1.6,  95％ CI:1. 1-2. 5）が有意な因子となった。【結論】子宮内炎症と胎児心拍数モ
ニタリングについて文献的考察を踏まえて報告する。

83. 当院における出生前ステロイドの適正使用についての検討
○ 神田 龍人、飯塚 崇、高倉 正博、山崎 玲奈、岩垂 純平、保野 由紀子、桝本 咲子、鏡 京介、

藤原 浩
金沢大学附属病院 産科婦人科

【目的】出生前ステロイド投与は早産児の合併症軽減に有効であり、その効果は投与後7日以内に分娩された
早産児で最大限に発揮される。しかし早産の予測には限界があり、すべての症例で適切に投与することは困
難である。今回我々は、出生前ステロイド投与の適切性を検討した。

【方法】2012年4月1日から2015年3月31日までの3年間に当院において胎児肺成熟目的にベタメタゾンが投
与された89症例を対象とした。対象症例の背景、薬剤投与、分娩週数などを診療録より抽出し後方視的に検
討を行った。

【結果】89症例中、7日未満に分娩となったのは51症例（57%）、7日以降は38症例（43%）であった。ステロ
イド投与週数の中央値は、7日未満で29週6日、7日以降は29週0日、分娩週数の中央値は30週1日、35週2
日だった。
ステロイドの適応として切迫早産、前期破水、妊娠高血圧症候群の頻度は両群間で差は認めなかった。入院
からステロイド投与までの期間は7日以降の症例でより長い傾向を認めた（8.9日vs 11.2日 p=0.051）。

【結論】半数近くの症例で、出生前ステロイドは効果的に投与されていなかった。特に長期入院中の患者では
分娩時期を正確に予測することが困難であった。ステロイド投与による肺水腫などの母体への重篤な合併症
も報告されており、投与タイミングについて慎重に決定してゆく必要がある。
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84. 当科におけるAmniotic fluid sludgeの検討
○ 田中 景子、片岡 宙門、藤井 タケル、岩城 久留美、岩城 豊、三田村 卓、田沼 史恵
函館中央病院 産婦人科

【緒言】Amniotic fluid sludge （AFS）は経腟超音波検査で内子宮口付近に認められる塊状の高輝度エコー所
見であり、早産のリスク因子であることが報告されている。AFSはbiofilmを生成するため、抗菌薬は浸透し
づらく無効であると言われている。一方で、抗菌薬投与により早産を防ぐことが出来た報告も散見され、抗
菌薬投与の有効性について結論は出ていない。当科では、2013年よりAFS陽性症例に対して抗菌薬治療を行っ
ている。【目的】当科におけるAFS症例の予後を検討すること。【結果】2013年6月から2016年5月の期間に
おいて、35例にAFSが認められた。35例のうち、AFS発見時に子宮収縮、出血、経管長短縮などの切迫流
早産徴候が認められた症候性の症例が15例で、切迫流早産徴候が認められなかった無症候性の症例が20例で
あった。症候性の15例のうち、6例（40.0%）が早産に至った。無症候性の20例のうち、早産に至ったのは
1例（5.0%）であった。【考察】症候性の症例は、抗菌薬投与などの治療をしても流早産が防止できない症例
が多かった。無症候性の症例は早産率が５%と一般の早産率とほぼ変わらず、積極的な抗菌薬投与は早産予
防に有効である可能性がある。今後、無症候性のAFS陽性症例に対する抗菌薬投与の有効性について前方視
的な検討が必要である。

85. 超音波所見が有用であった臍帯テント状付着による子宮内胎児発育不
全の一例

○ 田中 恵子、齋藤 昌利、高橋 聡太、黒澤 靖久、大塩 清佳、山本 嘉昭、八重樫 伸生
東北大学病院 周産母子センター

臍帯異常が子宮内胎児発育不全（fetal growth restriction:  FGR）の一因であることは周知の事実であるが、
臍帯テント状付着によるFGRの診断精度は低い。今回、我々は胎児循環パラメータの変動から臍帯テント状
付着を疑うことができた一例を経験した。
症例は26歳、0妊0産であり、自然妊娠後、近医にて健診を行っていた。妊娠24週4日の健診にて-1.6SDの
FGRを認め、臍帯過捻転による発育不全が疑われたが、循環パラメータの異常は認めなかった。妊娠25週3
日にて-1.5SDのFGRと胎児静脈管逆流を認めたため当院へ転院搬送となった。
当院入院時の超音波検査にて、タイミングによって大きく変動するPLI（Preload index）値と静脈管波形、
臍帯静脈Pulsationなど前負荷上昇所見を認めた。また。胎児大動脈波形では測定するタイミングによって変
動する収縮期最大流速値、拡張期血流、拡張前期の逆流など後負荷上昇所見を認めた。これらより、臍帯因
子によるFGRのうち、臍帯の位置や角度による心負荷変動を来す臍帯テント状付着を疑い、同日緊急帝王切
開術にて分娩とした。児は589g、女児でApgar scoreは4/7点（1/5分）であった。臍帯には過捻転を認め、
テント状付着であった。
今回、我々は急激に変動する超音波所見から臍帯テント状付着を疑うことができた。FGRを認めた場合、詳
細かつ経時的な胎児循環パラメータの観察によってその原因を推定し、適切な娩出時期、方法を決定するこ
とが重要である。
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86. 胎児超音波にて総胆管嚢腫が疑われた3症例
○ 千葉 仁美、當麻 絢子、石原 佳奈、熊坂 諒大、田中 幹二
弘前大学 産婦人科

総胆管嚢腫（先天性胆道拡張症）は稀な先天異常で、発症頻度は出生15万に1例で女児およびアジア系に多い。
超音波では門脈に近接した無エコー性嚢胞で特徴づけられるが、肝嚢胞、重複胆嚢や重複十二指腸などとの
鑑別が必要である。今回我々は胎児超音波で総胆管嚢腫が疑われた症例を1か月で3例経験したので報告する。

【症例1】31歳、0妊0産。統合失調症にて内服加療中。妊娠28週で胎児右上腹部に嚢胞あり、総胆管嚢腫疑
いで妊娠32週当科紹介。妊娠41週2日、胎児機能不全にて緊急帝王切開術にて娩出。児は3924gの男児で、
APGAR score 9点/9点（1分値/5分値）。肝嚢胞の診断で経過観察中である。【症例2】29歳、1妊1産。既往
歴に特記事項なし。妊娠20週の超音波で肝臓下方に嚢胞を認め、総胆管嚢腫疑いで妊娠33週当科紹介。妊娠
39週2日、胎児機能不全にて吸引分娩。児は2696gの男児で、APGAR score 4点/6点。胆道造影にて先天性
胆道拡張症と診断され、生後2カ月に肝外胆管切除＋肝管空腸吻合術を施行し術後経過良好である。【症例3】 
25歳、0妊0産。既往歴に特記事項なし。妊娠20週、胎児上腹部に嚢胞が指摘され、総胆管嚢腫疑いで妊娠
22週当科紹介。妊娠39週4日、骨盤位経腟分娩。児は2796gの女児でAPGAR score 8点/9点。胆道造影にて
胆道閉鎖症と診断され、日齢22日に手術を施行し術後経過は良好である。【考察】総胆管嚢腫が疑われた場合、
生後の再評価並びに胆道閉鎖症との鑑別が重要である。

87. HDlive シルエットモードを用いた胎児異常の評価
○ 羽場 厳、深川 大輔、名取 徳子、菅 安寿子、千田 英之、佐々木 由梨、金杉 知宜、岩動 ちづ子、

小山 理恵、菊池 昭彦、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

超音波画像診断装置は、医工学の技術革新に伴い、その機能は目覚ましく進歩しており、新たなアプリケー
ションも続々と世に出されている。従来は2次元断面で映しだされていた画像が、3次元走査して得られるボ
リュームデータをレンダリングすることによって、3次元画像を描出することも可能となった。さらに3次元
画像データを連続的に取得することによって、空間軸のみでなく、時間軸も追加した4次元データを得るこ
ともできるようになった。従来の2次元画像は、プローブを操作している者の操作能力や空間認識能力に左
右され、主観的なものとなりがちであるため、その画像を用いた計測も再現性に疑問が出てくる可能性がある。
それに対して3D画像は、直感的な表示が可能となるため、より客観的な計測データを得ることが可能となる。
High-definition real time ultrasound（HDlive）は、3次元画像に仮想光源を照射することによる陰影が表現
でき、さらにその表面に皮膚を模した色調で表現することで、3次元画像をより立体感のあるリアルな表面
画像として構築することできる。さらに、HDliveシルエットモードでは体表や臓器表面などの境界部位の透
過度を大きくし、色調の透過性を変えることで、胎児の皮膚を透視して体内の臓器を見ているような画像を
得ることもできる。今回我々は、HDliveシルエットモードを用いて胎児異常の評価を行った症例をいくつか
経験したため、文献的考察を含めて報告する。
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88. 妊娠前半期に胎児診断されたCystic hygroma 67症例に関する検討
○ 齋藤 強太1、生野 寿史1、日向 妙子1、杉野 健太郎1、山口 真奈子1、田村 知子1、吉田 邦彦1、

五日市 美奈1、山口 雅幸1、高桑 好一2、榎本 隆之1

1新潟大学医歯学総合病院 産婦人科、2新潟大学医歯学総合病院 周産期センター

【目的】妊娠前半期のCystic hygroma（CH）は、染色体疾患や合併疾患の頻度が高く、予後不良であること
が知られている。一方、重篤な染色体疾患を認めない場合には、健児を得られる可能性があり、出生前カウ
ンセリングが重要となる。当科にて胎児診断されたCH症例の予後を検討した。【対象および方法】2005年1
月〜 2015年12月の期間、妊娠22週以前に胎児診断を行ったCHを対象とした後方視的研究である。超音波断
層法にて胎児頸部周囲の水平断で明瞭な隔壁を伴うものをCHとした。診療録より臨床背景・羊水染色体検
査施行の有無・妊娠転帰・出生児予後に関して検討した。多胎妊娠、妊娠転帰不明は除外した。【結果】対象
73例から6例を除外した67例について解析した。CH指摘週数は、12.4週（中央値）であった。CH以外の形
態異常を指摘されたものは、10例（14.9%）であり、うち先天性心疾患を6例に認めた。羊水染色体検査施行
は33例（49.3%）であり、うち正常核型であった20例中14例（70%）が妊娠継続を選択された。染色体疾患
を認めた13例は、全て妊娠中断を選択された。羊水染色体検査未施行での妊娠継続は2例であった。CHでの
生児獲得率は21.1%（16例）であり、出生後合併疾患の指摘がない児は19.7%（15例）であった。【結論】妊
娠継続例は、正常核型かつ合併疾患を伴わない例が多数を占めており、正確な胎児超音波診断とともに出生
前カウンセリングが重要であると考えられた。

89. 出生前診断し得たCantrell症候群の１例
○ 深瀬 実加1、堤 誠司1、杉山 晶子1、渡邊 憲和1、小幡 美由紀1、永瀬 智1、吉田 隆之2

1山形大学 産婦人科、2米沢市立病院 産婦人科

Cantrell症候群は腹側中胚葉の形成異常により発生し、上部正中腹壁異常、胸骨下部欠損、横隔膜前方部欠
損、心膜欠損、心奇形の５徴からなる稀な奇形症候群である。妊娠34週で心奇形と胸骨欠損を認め、出生前
にCantrell症候群と診断し得た1例を経験したので報告する。
症例は30歳、1経妊1経産。近医で妊婦健診を受け、妊娠33週で里帰り分娩目的に前医を受診した。胎児心
エコーで単心室を疑われ妊娠34週に当院紹介となった。単心室と胸骨欠損、心臓逸脱症を認め、本症が疑わ
れたため、静岡県立こども病院へ紹介、妊娠38週0日に既往帝王切開のため、帝王切開で分娩した。児は2,779g
の男児、Apgar score 7/9点、心尖部脱、横隔膜部分欠損、皮膚欠損、右室型単心室、大血管右室起始症、肺
動脈狭窄症を認めた。本症は稀な疾患であるが心奇形や合併奇形の所見から出生前診断も可能である。出生
前診断により専門機関への紹介や他科との治療方針の検討をすることは有用と思われた。
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90. 高度胎児徐脈のため母体搬送され、房室ブロックを伴う心房期外収縮
と診断し待機的管理で軽快した1例

○ 宇津野 泰弘1、小田切 哲二1、水崎 恵1、山崎 博之1、大石 由利子1、箱山 聖子1、吉田 俊明1、
光部 兼六郎1、竹田津 未生2

1JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科、2JA北海道厚生連 旭川厚生病院 小児科

【緒言】胎児徐脈には原因により緊急性を要するものがあり、その診断・治療は、正確に行わなければならな
い。今回、妊娠27週の胎児心拍数陣痛図（CTG）で胎児心拍数（FHR）70 bpmの徐脈を認め、胎児機能不
全を疑われ当科に母体搬送となったが、待機的管理で徐脈が改善し経腟分娩に至った症例を経験した。

【症例】36歳女性（1経妊1経産）。凍結胚移植で妊娠し、初期に異常は指摘されていなかった。妊娠27週4日
の来院時、CTGの大部分でFHR 70 bpmを示し、胎児推定体重は1181 g （+0.5SD）で、明らかな胎児異常
は認めなかった。胎児心エコー検査では、形態的異常はなく房室弁逆流は認めないものの、心胸郭断面積比 
36%、心嚢液の軽度貯留がみられ心負荷が示唆された。Mモードでは2:1の房室ブロックを伴う心房期外収縮

（PAC）の二段脈を認めblocked PACと診断し、経過観察目的に当科に入院となった。胎内診断で特別な治
療は要さないと判断し、経過観察を続けた。PACは減少していき、妊娠29週3日には、心嚢液の減少と徐脈
の消失を確認した。妊娠29週4日に当科退院となった。その後、妊娠40週3日に前医で自然経腟分娩に至り、
児の生後の経過は良好である。

【考察】胎児徐脈には致死的な疾患も鑑別に挙がるが、本症例のように待機的観察で改善する徐脈もあり正確
な診断が必要である。

91. 急激な胎児腹水の貯留を認め緊急帝王切開術を施行した総排泄腔遺残の1例
○ 當麻 絢子1、熊坂 諒大1、石原 佳奈1、水沼 槙人2、淵之上 康平1、千葉 仁美1、田中 幹二1

1弘前大学医学部付属病院 産婦人科、2大館市立総合病院 産婦人科

【緒言】妊婦健診中に急激な胎児腹水貯留を認め、胎児診断に苦慮した1例を経験したので報告する。
【症例】症例は0経妊0経産、自然妊娠が成立し当院にて妊婦健診を施行。27週の際に胎児腹腔内に嚢胞を認め、
28週には胎児水腎症を認めたため卵巣嚢腫や異所性尿管瘤が疑われた。その後32週の健診にて腹腔内嚢胞の
増大、羊水過多、腹水貯留、胃胞消失を認めたため、腹腔内嚢胞破裂の診断にて緊急帝王切開術の方針となっ
た。児は2100g、女児、Apgarスコアは1分値4点、5分値5点であり、新生児仮死にて蘇生後気管挿管され小
児科入院となった。児は鎖肛・先天性食道閉鎖（C型）が認められ、分娩当日に当院小児外科にてストーマ
ならびに胃瘻造設術を施行した。急激な胎児腹水の貯留を認めたため、腹腔内嚢胞破裂が疑われたが、嚢胞
壁や腸管に穿孔は無く、腹水貯留の原因は同定されなかった。しかし、その後の膀胱鏡や消化管造影検査にて、
総排泄腔遺残、双角子宮の診断となった。

【考察】総排泄腔遺残は稀な胎児奇形ではあるが、合併奇形としては様々な奇形が報告されており多種多様で
ある。今回の症例の病態並びに経過について、若干の考察をふまえて報告する。
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92. JNK阻害薬AS602801による卵巣がん幹細胞の抑制
○ 榊 宏諭、清野 学、太田 剛、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】我々はこれまで卵巣がん幹細胞においてMAPキナーゼの一つであるJNKががん幹細胞の重要な特
徴である自己複製能や腫瘍創始能の維持に必要であること、そしてJNK阻害薬SP600125処理により卵巣が
ん幹細胞ががん幹細胞性を喪失することを報告してきた。しかし同薬剤には現在ヒトに対する安全性情報が
存在しない。そこで今回、ヒトに対する安全性情報が存在するJNK阻害薬であり近年子宮内膜症治療薬とし
て第２相臨床試験を完遂したAS602801に着目し、その卵巣がん幹細胞に対する効果を検討した。【方法】当
科で樹立した卵巣がん幹細胞株A2780CSLCおよびTOV21GCSLCを正常細胞に影響を及ぼさない濃度の
AS602801で処理した後、細胞生存率ならびに自己複製能の指標として幹細胞マーカー発現、sphere形成能
を調べた。また、薬剤処理した細胞をヌードマウスに移植しその後の腫瘍形成の有無を観察することで腫瘍
創始能に与える影響を検討した。【結果】AS602801は卵巣がん幹細胞に細胞死を誘導する一方で、生存細胞
における幹細胞マーカー発現、sphere形成能を抑制した。また、一過的AS602801処理の後生存した細胞は
持続的に腫瘍創始能を失っていた。【結語】AS602801は卵巣がん幹細胞に対して細胞死誘導・がん幹細胞性
喪失効果を有することから、卵巣がん幹細胞標的治療薬として有望と考えられる。

93. PAX8の免疫染色が診断に有用であった正常大卵巣癌症候群の1例
○ 中陳 哲也、武田 直毅、齊藤 良玄、山下 陽一郎、津田 加津哉
砂川市立病院 産婦人科

【緒言】PAX8は腎臓・甲状腺・ミュラー管由来の臓器形成に関わる転写因子ファミリーの1つで、腎癌・甲
状腺癌・卵巣癌のマーカーとして注目されている。臨床的に原発巣の同定が困難で、セルブロックでPAX8
を含めた免疫染色が診断に有用であった正常大卵巣癌症候群の1例を経験したので報告する。【症例】58歳
女性。胸水貯留を指摘され、当院内科へ紹介された。CTでは右胸水貯留以外に異常は認めなかった。胸水
細胞診で腺癌細胞を認め、セルブロックを作成、免疫染色で、p53、p16、PAX8が陽性で卵巣・腹膜由来の
可能性が高く当科紹介となった。腫瘍マーカーはCA125 240U/mlと高値、CT、MRIでは少量の腹水を認め
るのみで、卵巣腫大や腹膜肥厚像は認めなかった。子宮体部細胞診がclass Vであり、子宮体癌IV期疑いと
して精査加療目的に他院へ紹介となった。同施設にて腹式単純子宮全摘・両側付属器切除・大網部分切除術
が施行された。手術所見で卵巣は正常大だったが、卵巣表面、ダグラス窩、横隔膜に小病変を認め、腹水細
胞診は陽性だった。術後病理結果は卵巣表面および内部、腹膜、子宮筋層、大網から腫瘍を認め、術前の胸
水検体と同様にPAX8、p53、p16が陽性で漿液性腺癌を示唆する所見だった。卵巣で腫瘍量が多く、卵巣癌
pT3bNxM1、StageIV、正常大卵巣癌症候群の診断となった。【考察】胸水中に異型細胞が検出され、臨床上
原発不明癌に対し、PAX8が原発推定に有用である可能性が考えられる。
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94. 術前診断に苦慮したIa期卵管悪性ミュラー管混合腫瘍（MMMT）の1例
○ 品川 真澄、田中 恵子、田中 創太
気仙沼市立病院 産婦人科

【緒言】卵管原発のMMMTは婦人科癌肉腫の4％程度と稀な疾患であり、Ia期での報告は極めて稀である。
今回我々は術前診断に苦慮したIa期の左卵管原発MMMTを経験したので報告する。【症例】68歳3経産。褐
色帯下を主訴に前医を受診し、内膜組織診で異型細胞の存在を指摘され当科紹介となった。当科で行った内
膜組織診は悪性ミュラー管混合腫瘍（MMMT）疑いの診断だった。精査のため子宮鏡を行ったところ有茎性
不整形腫瘍を認め切除したが、子宮平滑筋腫と診断された。その後、初診時に正常大だったがやや充実性に
見えた左卵巣が急に増大したため、再度精査を開始した。MRI検査で左卵巣線維莢膜細胞腫を疑った。子宮
頸部及び内膜細胞診を再検したが異常なく、腫瘍マーカーも正常値内であった。画像診断では卵巣良性腫瘍
を疑ったが初診時の内膜組織診断（MMMT疑い）を考慮し、子宮全摘＋両側付属器切除＋大網生検を行っ
た。手術所見では左付属器の10cm大の腫大を認めた。病理結果は左卵管MMMTの診断で、骨盤〜傍大動脈
リンパ節郭清＋大網切除術を追加し、進行期がIa期に確定した。術後に化学療法（タキソール・パラプラチ
ン）を3コース施行した。【考察】本症例に見られるように卵管原発の悪性腫瘍は術前診断が難しく、診断率
が5％程度という報告もある。卵管原発のMMMTは稀な疾患であるため未だ確立した治療法はない。本症例
を文献的な考察を加えて報告する。

95. 成人型顆粒膜細胞腫の再発に対しレトロゾールが奏功した一例
○ 板橋 詠子1、藤井 美穂1、岸 由香1、寒河江 悟2

1時計台記念クリニック・病院 女性総合診療センター、2札幌西孝仁会クリニック 婦人科

【諸言】成人型顆粒膜細胞腫は、卵巣性索間質の境界悪性腫瘍に分類され、初期では予後良好とされているが、
今回多数のレジメンに抵抗を示した再発症例に対し、レトロゾールを使用し奏効が得られた1例を経験した
ので報告する。

【症例】70歳女性0経妊0経産。既往歴：53歳 単純子宮全摘術＋両側付属器摘出術。術後病理組織診断は成人
型顆粒膜細胞腫、腹水細胞診陽性（リンパ節郭清未施行、臨床進行期不明）。術前後計4回の化学療法以後、
定期診察なく経過。62歳時、呼吸苦出現し、胸水、胸腔内腫瘤を認め、呼吸器外科にてVATS施行。術後画
像検索にて骨盤内腫瘤を認め、腫瘍穿刺生検組織診より成人型顆粒膜細胞腫の診断を得て前医へ紹介受診。
前医にて術前化学療法を計12回施行し、腹腔内腫瘍摘出術＋大網切除＋直腸低位前方切除術＋人工肛門造設
術＋骨盤リンパ節郭清術施行。術後化学療法7回施行するも、6か月後PDと診断。64歳時、当院へ紹介初初診。
当院では腫瘍減量手術2回、手術前後計34回の抗がん剤治療（CDDP ／ GEM、DC、T/G、WeeklyT、DTX
単独）を施行。69歳時、腫瘍残存に対する継続加療の強い希望から、副作用の強力な抗がん剤ではなく身体
的負担を考慮したアロマターゼ阻害薬であるレトロゾールによる加療を開始。現在1年の経過であるが、治
療による副作用がなくQOLは保たれ、複数の腫瘍残存はあるものの縮小傾向を示すものもありSDの状態で
ある。
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96. 当科におけるベバシズマブの使用経験
○ 清野 学、太田 剛、榊 宏諭、成味 恵、須藤 毅、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】ベバシズマブが卵巣癌に対し保険適応となり、当科での使用数も増加傾向にある。当科におけるベバ
シズマブ使用例を検討した。【方法】2014年4月から2016年4月の当科でベバシズマブを使用した症例を診療
録から情報を得て、レトロスペクティブに検討した。【結果】卵巣癌・卵管癌・腹膜癌のベバシズマブ使用症
例は、I期2例、II期3例、III期16例、IV期9例の計30例であった。年齢中央値は64.5 （44-78） 歳であり、組
織型は漿液性腺癌19例、類内膜腺癌3例、粘液性腺癌2例、明細胞腺癌3例、その他3例であった。初回化学
療法に併用した症例は14例、再発例16例であった。初回化学療法に併用した例はIII期以上であり、消化管
への浸潤がない例とした。消化管浸潤の評価は画像に加え開腹所見を重視した。また再発症例においてはCT
画像を十分に検討し消化管浸潤のない例に使用した。治療効果はCR 〜 SD 21例（60%）、PD 9例（30%）であっ
た。ベバシズマブによるGrade 2以上の副作用は、高血圧9例（30%）、蛋白尿10例（33%）、腸閉塞2例（7%）
であった。ベバシズマブによる消化管穿孔症例はなかった。当科でのベバシズマブ施行平均コース数は8コー
スで最大コース数は17コースで現在も維持投与継続中である。【結論】当科でのベバシズマブ使用症例の検
討を行った。画像および肉眼的に消化管浸潤の有無を検討することがベバシズマブによる消化管穿孔予防に
つながる可能性があった。

97. 当科におけるベバシズマブの使用経験
○ 二神 真行、當麻 絢子、追切 裕江、飯野 香理、重藤 龍比古、横山 良仁
弘前大学大学院医学研究科 産婦人科

【目的】当科においてこれまで使用したベバシズマブ（以下BV）の使用経験をまとめること。【方法】平成
27年から当科でBVを使用した8例のカルテベースによる後方視的検討。【成績】平均年齢は56.9歳。卵巣癌
5例、卵管癌2例、腹膜癌1例の計８例。初発例はJGOG3022に登録したIII期2例と再発6例。組織型は漿液
性腺癌6例、明細胞腺癌1例、類内膜腺癌1例。レジメンは、初発はTC+BV、再発はTC+BV2例、Weekly 
paclitaxel+BV2例、Weekly TC+BV1例、GC+BV1例。前レジメン数は平均1.6 （1-4）であった。初発の2例
を除くBVの治療効果は1例のCR、4例のPR、1例のSDであった。重篤な副作用として腸管穿孔は見られず、
1例のDVTとPE、IVHポートの感染（BV投与はポート造設の10日後）による敗血症があった。副作用によ
り死亡した症例はなかった。G2以上の高血圧、蛋白尿はそれぞれ25%、12.5%に認めた。【結論】症例数が少
なくその治療効果、副作用については継続的に検討していく必要があるが、少ないながらも血栓性を呈する
ことがあり、疑った場合は採血、画像を速やかに行うことが重要である。またIVHポートを挿入した場合、
挿入後のBVの開始時期については14日以上あけることが文献的には望ましいと思われる。
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98. 当院における卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対するベバシズマブ使用症例の検討
○ 水柿 祐子、黒田 敬史、清水 亜由美、二瓶 岳人、西川 鑑
NTT東日本札幌病院 産婦人科

【目的】卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対しベバシズマブが保険適用となり、本邦でも化学療法と併用したベバ
シズマブ投与が普及してきている。当院におけるベバシズマブ併用化学療法の有効性・安全性を検討した。

【方法】2013年12月〜 2016年5月に当科にて化学療法併用ベバシズマブ投与を行った16症例を対象とし、臨
床病理学因子、治療効果および有害事象について検討した。【成績】対象の年齢中央値は55歳（42 〜 76歳）、
進行卵巣癌8例、進行卵管癌2例、進行腹膜癌2例、再発卵巣癌3例、再発腹膜癌1例、卵巣癌・卵管癌の組
織型は漿液性腺癌6例、明細胞腺癌3例、類内膜腺癌1例、粘液性腺癌2例、癌肉腫2例だった。ベバシズマ
ブ投与回数は中央値13コース（5 〜 21コース）であった。有害事象としては、G3の白血球減少、高血圧、
蛋白尿などがみられた。【結論】当科で経験した化学療法併用ベバシズマブ投与を行った16症例について検
討した。重篤な副作用を認めず安全に使用できた。今後も継続的な有効性、安全性に関するさらなる症例の
蓄積が必要である。

99. 再発卵巣癌既往放射線照射症例におけるBevacizumabの使用経験
○ 玉城 良、田中 星人、山口 正博、勘野 真紀、野村 英司
医療法人 王子総合病院 産婦人科

当科では再発卵巣癌症例に対して局所放射線治療を行い、放射線照射の有効性を報告してきた。Bevacizumab
（BEV）が保険収載され当科でもBEV治療症例が蓄積してきたが、既往放射線照射（RT +）症例に対しても
十分なICを試行した後に慎重にBEV投与をおこなってきた。先年の本学会でも既往放射線照射症例に対す
るBEV投与に関して大掴みに報告したが、その後症例が蓄積したので追加報告したい。【目的】再発（RT +）
症例に対するBEVの有効性、安全性に関して後方視的に検討した。【症例および方法】BEV併用化学療法が
施行された再発（RT +）13症例を対象とし、再発（RT -）10例を対照とし有害事象を比較した。PtR症例
に関してBEV併用化学療法の奏功率、病勢制御率、また個々の放射線照射野内病変（RT病変）および照射
野外病変（非RT病変）に対しも同様に検討を加えた。【結果】各種有害事象に関して（RT +）、（RT -）群
に有意差は無かったが、（RT +）群でG3の消化管穿孔を認めた。症例ごとの有効性に関しては（RT+）群、
RT（-）群に有意差は無かった。個々の病変に対する奏功率はRT病変17/22（77.3％）、非RT病変（13.3％）
P<0.01であった。【結論】BEV 併用化学療法は照射野内病変に有意に奏功率が高かった。また消化管穿孔症
例も1例認めたことより慎重な適応が求められると考えられた。
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100. 腹膜透析及び血液透析を要する慢性腎不全患者にTC療法を施行した
卵巣癌の一例

○ 永沢 崇幸1、川村 英生1、深川 智之1、小見 英夫1、利部 正裕1、佐藤 淳也2、竹内 聡1、
板持 広明1、杉山 徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 薬剤部

上皮性卵巣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）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、腎機能に応
じて投与量を調節する必要があり、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。今回我々
は血液透析及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（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、骨盤内腫瘤が認められた。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れ当科紹介となった。CA125 12,264U/ml、Cre 7. 36mg/dl。卵巣癌IIIC期と診断、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、初回投与時は継時的にCBDCA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。CA125は25U/mlまで低下し、腫瘤は著明に縮小した。術後は腹膜透析は行わず、血液透
析を週3回行い、化学療法を継続している。

101. 卵巣原発肺型小細胞癌の一例
○ 野藤 五沙1、岩崎 雅宏1、柏木 葉月1、黒田 敬史2、寺田 倫子1、郷久 晴朗1、寺本 瑞絵1、

田中 綾一1、齋藤 豪1

1札幌医科大学附属病院 産婦人科、2NTT東日本札幌病院 産婦人科

卵巣小細胞癌は肺型と高カルシウム型の二型があり、両者とも予後不良とされるが症例数が少なく治療法が
確立されていない。今回、卵巣原発肺型小細胞癌にて術後化学療法を施行した一例を経験したので報告する。
症例は58歳女性。下腹部痛を主訴に前医を受診し、経腟超音波で卵巣癌が疑われ当院紹介となった。画像検
査で80mm大の卵巣癌と、傍大動脈リンパ節の病的腫大を認めた。腹式子宮全摘出術+両側付属器切除術+
大網切除術を施行したが、直腸表面に最大4cmの播種巣が多発し、完全摘出不能であった。病理組織検査で
は、N/C比が高い小型細胞が索状・リボン状に配列し、肺小細胞癌に類似した所見であった。対側卵巣、子
宮頸部および体部、腹腔内播種巣も同様の組織像を呈し、腹水細胞診陽性であり、卵巣原発肺型小細胞癌
StageIIIC2期の診断となった。術後化学療法の施行前にCTを再検し、残存病巣の増大と新たに多発肝転移
と肺転移を認めた。肺小細胞癌の標準的治療に倣い、術後追加治療としてシスプラチン・イリノテカン療法
を施行する方針となった。7コース目まで腫瘍マーカーは陰性化しCTで残存病巣は明らかに縮小したが、８
コース目より腫瘍マーカーの上昇傾向を認め、9コース終了後の評価CTで新たに多発肺転移が確認された。
その後レジメンをCARE療法に変更して3コース行ったが、再評価でPDであり、今後のレジメンを検討中で
ある。
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102. 卵巣癌の脾臓実質転移の2例
○ 小山 文望恵、横山 美奈子、伊東 麻美、横田 恵、松倉 大輔、尾崎 浩士、森川 晶子
青森県立中央病院 産婦人科

【緒言】悪性腫瘍が脾臓に転移をきたすことは比較的稀であり、その中でも多くは多発転移として認められ、
孤立性の脾臓転移は非常に少ないといわれてる。【症例1】63歳、2経妊2経産、卵巣癌疑いで当科紹介とな
り子宮全摘+両側付属器切除+骨盤リンパ節郭清+大網切除術を施行し、卵巣癌IIIb期の診断となり、術後
TC療法6クール施行後外来フォローしていた。術後1年4か月後、CA125の上昇、CT検査で脾臓に低吸収腫
瘤を認めた。その他骨盤内の再発病変およびリンパ節腫大は認められなかった。孤立性の脾臓転移として腹
腔鏡下脾臓摘出術を施行後、現在TC療法継続中である。【症例2】46歳、2経妊2経産、卵巣癌疑いで当科紹
介となり、CT検査で骨盤内腫瘤、癌性腹膜炎、脾臓の低吸収腫瘤を認めた。初回手術は両側付属器切除+大
網部分切除のみで終了し、卵巣癌IV期の診断となった。TC療法3クール終了後、子宮全摘+低位前方切除+
脾臓摘出術を施行した。今後もTC療法を継続する予定である。【まとめ】悪性腫瘍の脾臓転移の形式として
癌性腹膜炎が脾臓に進展し浸潤することは多いが、脾実質に転移することは稀である。転移性脾腫瘍に対す
る脾臓摘出後の予後は比較的良好であると報告がされている。今回我々は卵巣癌の脾臓実質転移の2例を経
験したので報告する。

103. 腹腔鏡手術で卵巣悪性Brenner腫瘍と診断され、化学療法後に自然
分娩をし得た一例

○ 常松 梨紗、和田 真一郎、山本 雅恵、比嘉 健、簔輪 郁、滝本 可奈子、鈴木 徹平、太田 創、
中島 亜矢子、福士 義将、松田 琢磨、藤野 敬史

手稲渓仁会病院 産婦人科

【緒言】悪性卵巣Brenner腫瘍は頻度の低い疾患で、中でも生殖年齢に発症することは極めて稀で、報告例が
少ない。今回、当院で腹腔鏡手術により悪性Brenner腫瘍と診断され、追加手術および化学療法後に補助生
殖医療（ART）にて妊娠し、正常分娩に至った一例を経験したので臨床経過と若干の文献的考察を踏まえて
報告する。【症例】36歳、未経妊、挙児希望につき前医受診。下腹部痛を伴う左卵巣腫瘍のため当院紹介となっ
た。初回手術は腹腔鏡下単孔式左卵巣腫瘍核出術を施行し、病理学的診断は悪性Brenner腫瘍であった。追
加手術では腹腔鏡下単孔式左付属器切除術および右卵巣生検を行い、stage Icb期と診断し、術後TC療法を
3コース施行した。2年後に凍結胚移植で妊娠成立し、特に合併症なく自然分娩した。初回手術後４年が経過
したが、再発所見なく第2子妊娠に向けてARTを継続している。【結語】生殖年齢では極めて頻度の低い悪
性Brenner腫瘍の術前診断や治療法に確立したものは無く、手探りの治療であったが、妊娠希望女性におい
ては、I期症例で妊孕能を温存しながら慎重に管理し、分娩することが可能であることが示唆された。
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104. 急性腹症を契機に診断された卵巣癌の３症例
○ 岩澤 卓也、小西 祥朝、佐藤 恵、利部 徳子
中通総合病院 産婦人科

急性腹症を契機に診断された卵巣癌を3例経験したので報告する。
【症例１】51歳、2妊2産。右側腹部痛を主訴に救急外来を受診。CT検査で右卵巣腫瘍を指摘。反跳痛著明に
て右卵巣腫瘍茎捻転の診断で両側付属器摘出術を施行。開腹所見：新生児頭大の右卵巣腫瘍が180°捻転。病
理組織診断：右卵巣粘液性癌。術後にstaging laparotomyおよび化学療法5クール施行（pT1c2N0M0）。治
療後2年経過し無病生存中。

【症例２】58歳、2妊2産。腹痛を主訴に救急外来受診。CT検査で虫垂の肥厚、右卵巣腫大あり。虫垂炎、汎
発性腹膜炎の診断で緊急腹腔鏡下虫垂切除術施行。悪性右卵巣腫瘍破裂を否定できず、術後4日目に基本術
式を施行。開腹所見：右卵巣腫瘍の自然被膜破綻なし。病理組織診断：右類内膜腺癌　pT1c1NxM0。術後化
学療法6クール施行、治療後2年4か月経過し無病生存中。

【症例３】62歳、2妊2産。下腹部痛を主訴に救急外来受診。CT検査で左卵巣腫瘍茎捻転の疑い。付属器膿瘍
の診断で保存的治療を試みるも、症状悪化のため左付属器摘出術を施行。開腹所見：左卵巣膿瘍の破裂と膿
汁様腹水の貯留あり。病理組織診断：左卵巣類内膜腺癌。staging laparotomyの同意が得られず、基本術式
のみ追加施行。化学療法の同意も得られず、経過観察中（pT1c2NxM0）。

105. 急激な経過をたどったSertoli-Leydig 細胞腫の一例
○ 茂木 はるか、清水 大、田村 大輔、加藤 彩、佐藤 敏治、佐藤 直樹、寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科

Sertoli-Leydig細胞腫 （SLCT） は性索間質性腫瘍に属し、全卵巣腫瘍の0.2-0. 5％の頻度とされる稀な腫瘍で
ある。今回我々は非常に急激な経過を辿り死に至ったSLCT症例を経験したので報告する。
症例は19歳、未経妊。既往歴として14歳時に腸炎で近医に入院した際、MRI検査で卵巣充実性腫瘍を指摘
されたが、その後の定期検査は受けていなかった。また約3年前より月経不順を自覚していた。腹痛を主訴
に近医を受診したところ上腹部にまで達する巨大卵巣腫瘍を指摘された。左付属器摘出術が施行されたが、
腫瘍は子宮背側壁及び直腸に浸潤しており２cm以上の腫瘍が遺残した。術後の病理診断は中分化型SLCTで
あり、一部に横紋筋肉腫成分が確認された。術後TC療法を５サイクル施行した時点でのCTにて残存腫瘍の
増大が確認され、追加加療のため当科に紹介となった。腫瘍は約１ヶ月の間に５cmから20cm以上へと急速
に増大しており腫瘍減量手術の方針となった。腫瘍はダグラス窩に遺残した腫瘍が増大したものであったが、
肉眼的に完全摘出された。術後BEP療法を行うも２ヶ月後には再発腫瘍が出現し、腎後性腎不全、消化管通
過障害をきたし発症後11 ヶ月で永眠された。SLCTに対する化学療法に関して明確なエビデンスがないのが
現状であり、早期発見による腫瘍摘出が重要であると考えられた。また若年者の卵巣腫瘍患者における継続
的なフォローアップの重要性、家族への説明・指導の必要性を再認識させられた。
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106. 化学療法中に間質性肺炎を呈し治療に難渋した卵巣癌の一例
○ 植田 牧子1、遠藤 雄大2、野村 真司2、小島 学2、添田 周2、渡辺 尚文2、藤森 敬也2

1寿泉堂綜合病院 産婦人科、2福島県立医科大学 産婦人科

【はじめに】間質性肺炎は発症した場合生命予後不良になることもある重篤な疾患である。化学療法は婦人
科癌において重要な治療方法の一つであるが、パクリタキセルやカルボプラチンは肺塞栓が発症した場合
中止せざるをえない。今回我々は、卵巣癌化学療法中に間質性肺炎を来した症例を経験したので報告する。

【症例】81歳。全身倦怠感、腹痛を主訴に近医を受診。画像上卵巣悪性腫瘍の直腸浸潤と骨盤内腹膜炎と診
断された。肺に転移病巣を認め、stage4bと診断された。抗菌薬投薬で炎症の改善を認めたことから、PSを
考慮しweeklyTC（paclitaxel60mg/m2,CBDCA AUC2）を開始した。4コース施行したところで著効した
ためIDSを施行した。術後は、肺病変のみが標的病変となり、その後再度5コース目を施行したが、そのこ
ろから微熱と呼吸器症状を認めるようになり、胸部レントゲンとCT上、間質性肺炎と診断された。KL-6も
1438U/mlと高値であり、ステロイドパルス療法を施行され、呼吸器症状の改善に3か月を要した。残り数コー
スの化学療法を予定していたが全身状態を考慮し治療を中止とした。その半年後腫瘍は再燃し、現在リポゾー
マルドキソルビシンによる加療を施行している。【結論】間質性肺炎はそれ自体で予後不良であり、改善した
としても化学療法のレジメンに大きな制約を与える。治療中に呼吸器症状を呈する様な症例においては間質
性肺炎を念頭において精査すべきである。

107. 非細菌性血栓性心内膜炎により急性左心不全をきたした卵巣癌の1例
○ 追切 裕江、二神 真行、當麻 絢子、飯野 香理、横山 良仁
弘前大学 医学部附属病院 産婦人科

非細菌性血栓性心内膜炎（non-bacterial thrombotic endocarditis；以下NBTE）により大動脈閉鎖不全をき
たし急性心不全を呈した卵巣癌を経験したので報告する。

【症例】53歳。腹部膨満感のため前医を受診し骨盤内腫瘤を認めた。精査加療目的に当科紹介となった。骨盤
MRI検査で子宮背側に22cmの混合性腫瘤を認め、CT検査で腹腔内播種と多発脳梗塞、両側肺動脈及び下肢
深部静脈血栓症を認めた。血液検査で白血球数増加、D-dimer、FDPの高値を認め、腫瘍マーカーはCA19-9 
1685 U/mL、CA125 703.3 U/mLが高値を示した。免疫染色を併用した経腟的腫瘍穿刺細胞診の結果、明細
胞腺癌と診断された。進行卵巣明細胞腺癌でTrousseau症候群であり、本人家族に十分な化学療法の説明を
行い同意を得てTC療法を行った。G3の血小板減少を認めたが、D18に自然に回復した。D22に突然呼吸困難、
起坐呼吸が出現し、CT検査で肺水腫、両側胸水貯留を認めた。右胸水の穿刺細胞診では悪性細胞はなかった。
心エコー検査で大動脈弁に1cmの疣腫を認め、大動脈閉鎖不全を呈したことが胸水の原因であった。D25に
心不全が急性増悪し、非侵襲的陽圧換気及び薬物治療により状態は軽快した。しかしPSが3で心不全も継続
しており、前医でBSCを行うことなり転院した。卵巣明細胞腺癌でTrousseau症候群を呈することは稀では
ないが、Trousseau症候群で胸水を呈した場合には、稀ではあるもののNBTEによる心不全を念頭におく必
要がある。
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108. 多胎妊娠における血小板減少の意義とその管理について
○ 今 沙織、石岡 伸一、金 美善、足立 清香、水内 将人、森下 美幸、馬場 剛、齋藤 豪
札幌医科大学 産科周産期科

【緒言】多胎妊娠において血小板（Plt）数は妊娠高血圧症候群（PIH）の発症などと関連なく、妊娠経過と
ともに低下傾向を示すことが知られている。多胎妊娠管理の上でのPlt数フォローの重要性と意義につき検討
した。【方法】2013年1月より2016年1月までに当院で分娩を取り扱った妊娠22週以降の多胎妊娠50例（双
胎49例、品胎1例）を対象とした。PIHの有無によるPlt数と止血凝固能、肝機能などの血液データ、胎盤重
量や周産期予後などとの関連につき後方視的に解析した。【結果】多胎妊娠50例の平均Plt減少率は25.9%、
PIH群5例では34.0%で、平均フィブリノゲン減少率、肝機能変化、平均尿酸値上昇率などと比べ変化は大き
かった。非PIH群45例中、Plt数15万/μl以下に低下したのは13例（28.9%）、うち12例で30%以上低下した。
HELLP症候群を発症した症例はなかった。Plt数15万/μl以下まで低下した群としなかった群での分娩時出
血量、母体産褥経過、新生児予後に差を認めなかった。また胎盤重量1000g未満と1000g以上でPlt減少率に
相関を認めなかった。【考察】 多胎妊娠ではPIHを発症しなくても約3割の症例に臨床的なPlt減少を認めた
が、妊娠分娩への影響はなかった。しかしPIH発症例では増強される可能性があり、慎重な管理が必要と考
えられた。また胎盤に取り込まれるメカニズムのためPltは減少すると言われているが、今回の検討では胎盤
重量との関連は認めなかった。

109. 2絨毛膜2羊膜双胎妊娠における高齢初産の検討
○ 箱山 聖子、宇津野 泰弘、水崎 恵、山崎 博之、大石 由利子、小田切 哲二、光部 兼六郎、

吉田 俊明
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

【目的】双胎妊娠における高齢初産に関するリスク因子を検討する。【方法】当院で2006年1月から2016年３
月までに当院で分娩管理された2絨毛膜2羊膜双胎291例の中で高齢初産婦21例を対象として後方視野的検
討を行った。コントロール群は、35歳未満の2絨毛膜2羊膜双胎初産婦　69例とした。妊娠高血圧症候群合
併率、分娩週数、分娩様式、分娩時出血量、出生体重に関して比較した。【結果】不妊治療歴は、70.0％ vs 
65. 0％、妊娠高血圧合併率は、23.8％ vs 16. 7％、分娩週数は、35.81週 vs 36. 19週、帝王切開での分娩が、
85.7％ vs 59. 4％、分娩時出血量は、1444ml vs 1440ml、出生体重は、2157g vs 2233gであった。高齢初産の
帝王切開での分娩理由は、PIHなど母体因子によるものが最も多かった。（5例/21例）経腟分娩中帝王切開
に切り替えたものは3例で経腟分娩成功率は50％と低かった。患者の希望による帝王切開は3例/21例であっ
た。【結論】2絨毛膜2羊膜双胎妊娠では有意に帝王切開率が高かった。妊娠高血圧合併率は高齢初産婦のほ
うが高いものの、有意とまでは言えなかった。そのほかの周産期予後には影響を及ぼさないことが示唆された。
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110. 胎児間輸血症候群をきたした二絨毛膜三羊膜品胎妊娠で胎児鏡下胎盤
吻合血管レーザー凝固術が奏功した１例

○ 新居 絵理、福田 香織、太知 さやか、草開 妙、吉江 正紀、米田 徳子、米田 哲、塩崎 有宏、
齋藤 滋

富山大学 産婦人科

【緒言】双胎妊娠における胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術（FLP）は有効性が確立されており、近年で
は二絨毛膜三羊膜（DT）品胎で胎児間輸血症候群（FFTS）症例に対するFLPの報告も散見される。今回我々は、
DT品胎において、妊娠23週でFFTSを発症後、FLPを施行し、33週まで妊娠延長できた症例を経験したの
で報告する。【症例】34歳、1回経妊1回経産。凍結胚盤胞2個移植にて妊娠成立した。妊娠8週でDT品胎と
診断された。妊娠19週より子宮収縮の自覚が出現し安静入院となった。Tocolysisを行うも妊娠22週頃より
羊水深度の差が拡大し（0.56:13. 3cm）、元供血児の膀胱は確認できなかったが、血流異常はなかった。妊娠
23週3日、FFTSの診断となった。FLP施行のため、ドクターヘリの連携にて大阪府立母子保健総合医療セ
ンターへ母体搬送した。妊娠23週4日、FLP施行にて10本の吻合血管を焼灼し、その後状態が安定した。妊
娠25週で当院に逆搬送された。子宮収縮は増強することなく妊娠延長され、妊娠33週0日で選択的帝王切開
術を施行した。1児（独立児）1741g、Apgar score（Aps） 8/9。2児（元受血児）1486g、Aps 8/8。3児（元
供血児）1543g、Aps 8/9。3児とも現在のところ経過は順調である。【考察】品胎におけるFLPは未だ確立さ
れてはいないが、FLPを施行し妊娠延長することができた。FFTSに対するFLPの成績は双胎のそれと同等
の結果が得られたという報告もあり、今後、治療の選択肢の一つとなる。

111. 片児内臓逆位を伴った一絨毛膜二羊膜双胎の一例
○ 黒澤 靖大、齋藤 昌利、圓山 晶子、田中 恵子、濱田 裕貴、只川 真理、星合 哲郎、西郡 秀和、

八重樫 伸生
東北大学病院 産科

【緒言】内臓逆位は5000 〜 10000妊娠に１例にみられ、時に重篤な合併奇形や基礎疾患を有することもある。
今回一絨毛膜二羊膜双胎（MD双胎）の片児のみが内臓逆位であった極めて稀な症例を経験したので報告する。

【症例】33歳、１経妊１経産（38週子宮内胎児死亡：原因不明）、その他特記すべき既往・家族歴はない。他
院で凍結融解胚移植で妊娠が成立。MD双胎の診断で妊娠10週時より当院で妊婦健診を行い、妊娠18週時に
片児の内臓逆位を指摘された。外来での頻回エコーの他、妊娠22週時に精査入院を行い、内臓逆位以外の奇
形は指摘されなかった。妊娠32週より管理入院とし、妊娠37週0日に選択帝王切開にて分娩。1児（内臓逆位）
は2458gの男児、Apgarスコア8（1'）/9（5'）。2児（内臓正位）は2200gの男児、Apgarスコア9/9。出生後
のエコーにても1児の内臓逆位の他に異常所見は認めず、術後6日目に母児ともに退院。現在児は小児科で定
期的に健診を受診しているが、両児ともに順調に経過している。【考察】遺伝的な差異がないと推定される双
胎の片児内臓逆位という極めて稀な症例を経験した。胎児の内臓位置異常は、逆位・錯位の鑑別の他、合併
奇形のスクリーニングを十分に行う必要がある。また児に線毛不動症候群、染色体異常などが隠れているこ
ともあるため、高次施設での管理が望ましいと考えられた。
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112. 妊娠中の経口感染が疑われた梅毒合併妊娠および先天梅毒の一例
○ 下田 勇輝、佐藤 朗、藤嶋 明子、亀山 沙恵子、畠山 佑子、三浦 広志、寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科

梅毒感染は抗生剤の普及により激減していたが、ここ数年で増加に転じ、先天梅毒の報告も増加している。
今回我々は、出生した児の梅毒罹患の診断から、母体の原因不明の高CRP血症と肝障害、皮膚症状の原因が
梅毒感染と考えられる症例を経験したので、報告する。
症例は23歳、妊娠初期の梅毒検査では陰性が確認されていた。胎児腹水のため29週に当院紹介となり、胎児
肝脾腫と母体高CRP血症および肝機能障害を認めた。TORCH関連ウイルスおよび肝炎ウイルスの再検査で
は異常が検出されず、リトドリンによる収縮抑制も開始した。皮疹が出現したためマグネシウム製剤へ変更
した。32週で胎児徐脈が頻発し、緊急帝王切開術を施行した。児の表皮剥離や皮膚発赤から、新生児科医師
により梅毒検査を実施され、梅毒罹患が判明した。その後、母体の梅毒感染が判明した。梅毒が妊娠に与え
る影響は、医学生から産婦人科専門医にいたるまで周知事項であるのに対し、実際に梅毒の治療経験には乏
しいと考えられる。昨今の性の多様化、国際化により、本症例のような妊娠初期検査での梅毒陰性例での感
染症例や、妊娠初期検査での陽性例も増加することが予測される。

113. 初期に梅毒血清反応陰性でありながら先天梅毒を発症した1例
○ 村田 強志、小元 敬大、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

近年梅毒感染者数は増加の一途をたどっており、先天梅毒患者も増加している。妊娠初期の血清反応検査に
て梅毒感染が否定的でありながら先天梅毒を発症した1例を経験したため報告する。
症例は27歳、1経妊1経産。自然妊娠成立し当科にて妊婦健診を施行した。初期検査にてRPR定性、TP抗体
定性ともに陰性であり、特変なく妊娠経過した。36週6日に分娩開始し女児、2120g、Apgar score 1分値8
点、5分値9点で出生した。産褥経過、新生児経過に異常所見を認めず、産褥4日目に母児ともに退院となっ
た。日齢20より哺乳不良となり、徐々に活気が低下した。日齢29に1か月健診を受診し、四肢の筋緊張低下
を認め、細菌感染の疑いにて当院小児科に入院となった。白血球数上昇を認め、各種培養検査、ウイルス検
査を提出したがいずれも陰性であった。日齢36（入院8日目）にRPR定性陽性を認め先天梅毒の診断に至った。
下肢X線検査にて骨膜炎所見を認め、四肢筋緊張低下はParrot仮性麻痺によるものと診断した。児は抗菌薬
の投与にて炎症反応の陰性化を認め、四肢筋緊張の改善、体重増加を認めたため日齢70に退院となった。先
天梅毒を否定するためには初期検査のみならず、分娩前検査も検討されるべきである。梅毒感染者数は着実
に増加しており、妊産婦やその家族に対する啓蒙活動が周産期医療に携わる医療従事者に強く求められると
考える。
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114. 産褥初期に発熱を主訴に来院し、肺結核と診断された一例
○ 圓山 晶子、西堀 翔子、濱田 裕貴、只川 真理、岩間 憲之、星合 哲郎、齋藤 昌利、

八重樫 伸生
東北大学 医学部 産婦人科

【緒言】第２類感染症に分類されている結核は、国内での罹患率こそ減少しているが、依然として欧米諸国に
比しその頻度は高い。20 〜 40歳代女性の結核罹患率は人口10万あたり6 〜 9人と非常に稀だが、産褥初期
の女性では結核発症のリスクが上がるとの報告もあり、妊娠・産褥期における結核は鑑別に挙げるべき感染
症である。今回、産褥期の発熱を主訴に肺結核と診断された一例を経験したので報告する。【症例】症例は、
38歳女性、1妊0産、妊娠40週6日に当院で自然分娩し、産後経過良好のため産褥5日目に退院したが、直後
より乾性咳嗽・夜間発熱が出現した。産褥8日目に再診し、炎症反応の上昇、胸部X線での右上肺野の浸潤影・
葉間胸膜の引き攣れを認め、肺結核が疑われた。喀痰・胃液・胸水の抗酸菌PCRは陰性であったが、抗菌薬
で難治性のため気管支鏡検査施行した。肺胞洗浄液にて抗酸菌塗抹陽性、結核菌群PCR陽性であり、肺結核
と診断した。産褥14日目より抗結核薬の投与を開始し2週間の加療後退院となった。その後の問診で夫が肺
結核患者と接触し、抗結核薬予防投与を受けていたことが判明した。【結語】妊娠・産褥期の呼吸器症状を伴
う発熱の場合、感冒やアレルギー症状といった一般的な疾患として対処するのではなく、常に肺結核を念頭
において積極的に検査やフォローを行うことが重要であると思われた。また、肺結核の可能性を想定した問
診や詳細な家族歴の聴取も重要であると考えられた。

115. 多職種で連携して診療にあたったHIV合併妊娠管理についての検討
○ 金川 明功1、小島 崇史1、山田 崇弘1、長 和俊2、遠藤 知之3、西村 あや子4、石川 聡司1、

森川 守1、山田 俊1、近藤 健3、水上 尚典1

1北海道大学病院 産科、2北海道大学病院 新生児科、3北海道大学病院 血液内科、4北海道大学病院 薬剤部

【緒言】抗HIV療法の進歩によりHIV感染妊婦の治療方針や感染予防の考え方も変化した。最近経験した症
例と10年前の症例との比較から、その管理方針について検討を行った。

【症例】 2006年の例は妊娠前からAIDSと診断されており、抗HIV薬によりCD4 400/μL前後と経過良好で
あった。妊娠後もHIV RNAも測定感度以下を保ち妊娠36週3日に選択的帝王切開を行った。 2016年の例は
妊娠初期にHIV感染が判明し妊娠13週から抗HIV療法を開始した。HIV RNAは測定感度以下と経過良好で、
妊娠37週0日に選択的帝王切開術を行った。両症例とも母子感染予防のための母児へのAZT投与を行い、児
への感染は成立しなかった。

【考察】近年、HIV治療薬の合剤化や剤形改良による薬剤減量と副作用軽減によりアドヒアランスが向上し感
染リスクの低減が容易となった。さらにHIVの感染経路についての理解が進み、適切に管理された場合の二
次感染率の低さが認識されたこともあり、感染対策の緩和がなされた。一方でHIV陽性妊婦においては本人
のみならず家族も含めた心理面でのサポートなど多角的な介入の必要性が認識され、多職種からなる専門チー
ムでの対応が重要と考えられた。

【結語】10年の間に向上したHIV感染妊婦の管理を行った。効率的な母子感染の予防はもちろん、多職種に
よる専門チームによる診療が有用と思われた。

－ 145 －



116. 肝膿瘍により血球貪食症候群を引き起こし、救命できなかった初産婦
○ 清水 可奈子1、坂野 陽通2、河原 和美2、飯藤 弘光1、伊藤 太郎1、冨士井 杏子1、山田 しず佳1、

高橋 望1、高橋 仁1、西島 浩二1、折坂 誠1、吉田 好雄1

1福井大学 産婦人科、2舞鶴共済病院 産婦人科

【緒言】妊娠中の熱発は、自然軽快するものから集学的な治療が必要なものまで、原因は様々である。我々は、
明らかな感染源がわからず、対症療法のみ行っていた妊娠24週の初産婦が、熱発からわずか3日間で急変し、
母体死亡に至った例を経験した。この症例を振り返り、問題点と今後の対策を考察したい。

【症例】26歳初産、妊娠23週6日に38℃の熱発と数回の嘔吐を主訴に受診し、補液のみ行い一旦帰宅した。
翌日の再診時、40.8℃と高熱で、脈拍140/分と頻脈を認めた。白血球数は正常範囲内だが、CRP 7.26mg/dl
と高値であり、血小板減少と肝酵素上昇を認めた。発熱以外症状がなく、入院のうえ補液を行いながら経
過観察をしていた。入院2日目にはやや解熱し、脈拍142/分と頻脈が続くものの、食事摂取やトイレ歩行が
可能となった。ところが同日、突然意識レベルが低下した。体温40.2℃、血圧130/80mmHg、脈拍150/分、
SpO2 88%であり、子宮内胎児死亡を確認した。原因精査のための頭部MRI撮像中に心肺停止に陥り、死亡
に至った。剖検で嫌気性グラム陽性桿菌による肝膿瘍、骨髄で血球貪食像を認め、肝膿瘍を契機とした血球
貪食症候群と診断された。

【考察】本症例は、全身性炎症反応症候群（SIRS）の状態であったにも関わらず、白血球数が正常範囲内のため、
その全身状態を過小評価していた可能性がある。感染源が明らかでない高熱の妊婦では、積極的な全身検索
を行う必要性を痛感した。

117. 山形県における産婦人科若手医師の腹腔鏡技術習得の取り組み　 
～山形産婦人科内視鏡若手の会～

○ 松川 淳、松尾 幸城、鈴木 聡子、渡邉 憲和、川越 淳、五十嵐 秀樹、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

産婦人科領域における腹腔鏡手術は全国的に増加傾向であるが、一方で、施設、地域間格差も問題になって
いる。山形県においては腹腔鏡手術の指導者が少なく、実施施設も限られているという問題があった。さら
に若手医師が腹腔鏡に接する機会が少なく、技術習得やモチベーションの向上が難しい現状が存在した。そ
こで、我々はこの問題を解決するため、2013年に「山形産婦人科内視鏡若手の会」を立ち上げた。この会は、
原則産婦人科専攻開始から10年目までの医師を対象に年間3回開催している。毎回、腹腔鏡手術の第一線で
活躍している医師を指導者として招き、縫合結紮の実技指導から最新の知見に関する講演を依頼している。
また、ドライボックスやエナジーデバイスを用いたハンズオンセミナー、アニマルラボでの研修も盛り込み、
系統立てたプログラムで修練を積むことができる。アンケート調査によると、会の発足前と比較して、ドラ
イボックスの所持人数は1人から10人に、ドライボックスでの練習時間は平均で0分から55分/週と増加し
た。産婦人科内視鏡学会員も2人から7人となり、その多くが婦人科内視鏡技術認定医取得を目標としている。
結紮時間に関しては平均 80.3秒（58-118秒）から平均 63.3秒（30-123秒）と短縮した。セミナーの参加人数
は回ごとに増加し、現在では近県の医師や研修医、中堅医師も含め30名以上の医師が参加している。今後も
さらなる会の拡大を計画している。

－ 146 －



118. 内視鏡トレーニングセミナー開催後に腹腔鏡手術を施設に導入した事例
○ 松尾 幸城、中井 奈々子、丸山 真弓、松川 淳、渡辺 憲和、川越 淳、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

　山形県は腹腔鏡手術の技術を習得するには困難な状況にあった。
　2013年3月から山形県の特に若手産婦人科医・専攻医・研修医を中心に「山形県婦人科内視鏡若手の会」
を立ち上げ、2016年4月までに計13回開催してきた。この会は、腹腔鏡手術の裾野を広げることを目的とし、
その成果の１つとして腹腔鏡手術を行っていなかった施設への導入を経験したため、その経緯と導入後の結
果について報告する。
　2014年7月より腹腔鏡手術が施行不能な施設において、機器の選定、外来・病棟・手術室での内視鏡下手
術に関する勉強会を行った。腹腔鏡手術の術式に関しては、原則として付属器手術および異所性妊娠に対す
る症例を対象とした。
　2014年9月から2016年4月までの1年9 ヶ月間に69症例を実施した。58例目には山形大学の内視鏡技術認
定医を招請し、全腹腔鏡下子宮全摘術を施行した。手術術式の導入開始順及び症例数は、1） 卵巣腫瘍核出術 
21例 （31%）, 2） 片側付属器摘出術 22例 （32%）, 3） 両側付属器摘出術 12例 （18%）, 4） 子宮外妊娠手術 5
例 （7%）, 5） 卵管開窓術 3例 （4%）, 6） 不妊症検査 2例 （3%）, 7） 卵巣多孔術 1例 （1%）, 8） 全腹腔鏡下子
宮全摘術 2例 （3%）, 9） 腹腔鏡補助下子宮全摘術 1例 （1%）で、開腹症例はなかった。
　大学病院・内視鏡手術導入施設間の人的協力、トレーニングセミナーの開催により内視鏡手術が可能な施
設が１つ増え、今後の内視鏡手術を訓練する機会が増加した。

119. 医師の人材育成における「メンター制度」の有効性 
～新潟県における腹腔鏡手術の教育から得たもの～

○ 磯部 真倫、茅原 誠、石黒 竜也、安達 聡介、吉原 弘祐、西野 幸治、西川 伸道、関根 正幸、
榎本 隆之

新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

【背景】医療の細分化が進み、医療以外の様々な問題が渦巻き、容易に得られる情報が氾濫する昨今、従来の
徒弟制度での教育は様々な問題を抱えている。「メンター」とは、自らの能力を惜しみなく発揮し、知識、技
術、動機づけなど多方面からの支援活動でメンティ（支援を受ける人）の目標達成を支援する人をさす。新
潟県のメンター制度を用いた腹腔鏡手術教育を紹介する。【方法】重視したことは、1.  教育の対象を大学病
院のみならず、関連病院全体とする。2.  患者の安全性を担保し、言語化を重視した教育を行いその中で成功
体験を感じ次回への動機づけをする。3.  手術のみならず、様々な問題に対して積極的にコミュニケートする。
つまり腹腔鏡に関連した関連病院全体での「メンター」となる努力をした。【結果】新潟大学とその関連病院
における腹腔鏡手術件数は、2012年の506件から、2015年は1011件と倍増した。技術認定医の合格者は3名
で現在36名が技術認定医を目指し修練している。関連病院全体で技術が向上し習得する機運が高まっている。
また「メンティ」が「メンター」となりさらなる学びを形成し、人材育成の輪が広がりメンタリングチェー
ンを形成し始めている。【結論】医療の細分化が進み、医療以外の様々な問題が渦巻く今、知識、技術、一個
人、一病院で全てを解決することは困難である。地方全体を見据えた「メンター制度」の導入が地方におけ
る教育の切り札となる可能性がある。
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120. 当院における効果的なトレーニング用ドライボックスの作成例 
～簡便で安価なアクリルディスプレイの利用～

○ 山下 芙貴子1、西岡 嘉宏1、福中 規功1、福中 香織1、田中 惠1、齋藤 豪2

1函館厚生院 函館五稜郭病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科

　腹腔鏡手術は低侵襲、拡大視などの点から急速に適応拡大がなされ、2014年4月の診療報酬改定から初期
子宮体癌の根治手術も承認されるに至った。しかし術者は通常2Dのディスプレイ画像で手術操作を行ってお
り、空間認識やhand-eye coordinationなど、鏡視下手術特有のハードルが存在するのも事実である。後期研
修医が腹腔鏡手術を執刀するにあたり、最短期間で手術手技に習熟するためには、個人使用出来る机上のド
ライボックスが必要と考える。今回、当施設で作成・使用しているドライボックスを紹介する。基盤は厚さ
3mmのアクリルディスプレイで、パラレル・クロス・単孔のトレーニングが出来るようにドリルで穴をあけ、
スポンジとSILSポートを用いトロッカーのスペーサーとした。作成時間は約15分で、材料費は3000円程度
であった（工具等は除く）。中級者以上はモニター無しでトレーニングしているが、後期研修医はCCDカメ
ラ、モニターを設置した状態でより実際の手術に近いセッティングでトレーニングしている。実際の作成風景・
トレーニングの様子を提示し、簡便に作成できるドライボックスの有用性を紹介する。

121. 地域周産期施設における腹腔鏡手術の特性と有用性
○ 玉手 雅人1、長尾 沙智子1、黒川 晶子1、染谷 真行1、岡村 直樹1、齋藤 豪2

1市立釧路総合病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科

【緒言】当院は北海道の東に位置しており、地域周産期医療センターである。３次医療圏の釧路・根室圏は岩
手県に匹敵する面積を持ち、人口は約31万人である。この釧路・根室圈における分娩可能な施設は、この20
年で16病院および助産所２施設あったが、今年は4病院と助産所１施設のみとなった。そのうち2000件が2
病院に集中している。そのため、当院では産科/婦人科病棟の満床が続く中、腹腔鏡手術件数を増やすこと
で在院日数の短縮を図っている。今回、当院での腹腔鏡手術の状況とともに周産期施設にもたらす有用性を
報告する。【方法】2014年度と2015年度に当院で手術を行った664人を比較した。【結果】前年度比で在院日
数は産科/婦人科合わせて、2014年度は9.5日であったが2015年度は7.5日と平均2日短縮した。そのため、
今まで急な入院対応やハイリスク分娩の受け入れのため、他病床を借りていた症例が産婦人科病棟で医療を
受けることが可能となった。また子宮全摘に占める腹腔鏡手術の割合は24.1%（腹腔鏡補助下手術のみ）か
ら54.2%に増加し、腹腔鏡下子宮筋腫核出術を導入して筋腫核出に占める割合は88.2%となった。【結論】腹
腔鏡下手術を積極的に行うことで、平均在院日数が大幅に縮小し、地域周産期医療センターとしての役割を
十分に果たすことができると考える。
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122. 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術における子宮マニピュレーターの
影響に関する検討

○ 市川 英俊、竹内 肇、寳田 健平、北 香、高橋 知昭、加藤 育民、片山 英人、西脇 邦彦、
千石 一雄

旭川医科大学 産婦人科

【緒言】早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術において、子宮マニピュレーターの使用は、経卵管的に腹腔内へ
の腫虜細胞の散布をきたす可能性があるため、避ける傾向にある。今回我々は、早期子宮体癌の腹腔鏡下手
術において、子宮マニピュレーターを使用し、その影響に関して検討した。【方法】術前子宮内膜組織診にて
類内膜腺癌Gl 〜 G2、筋層浸潤1/2未満と診断された21例に対し、腹腔洗浄細胞診を採取後、両側卵管をシー
ルし、子宮マニピュレータ一、ニューモオクルーダ一、Kohカップを挿入。再度腹腔洗浄細胞診を採取し、
その後、全腹腔鏡下子宮全摘＋両側附属器摘出＋骨盤リンパ節郭清を行った。【結果】21例中20例で、子宮
マニピュレーター挿入前後の腹腔洗浄細胞診がともに陰性であった。IIIC1期の1例のみ子宮マニピュレー
ター挿入前後でともに陽性であった。19例がIA期、脈管侵襲なし、リンパ節転移陰性で、現在も無病生存し
ている。1例がII期で脈管侵襲なし、リンパ節転移陰性で、術後化学療法施行し、現在無病生存している。1
例がIIIC1期で担癌生存しており、現在化学療法中である。【結論］類内膜癌Gl 〜 G2のIA期子宮体癌に対し
ては、子宮マニピュレーターを使用しても、腹腔細胞診の陽性率に影響を与えないことが示唆された。症例
数が少ないため、今後さらなる検討が必要である。

123. 当院における腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術の検討-AMH値の推移-
○ 田中 昌代1、植田 牧子1、大和田 真人1、鈴木 和夫1、鈴木 博志1、大関 健治2

1寿泉堂綜合病院 産婦人科、2竹田総合病院 産婦人科

【目的】卵巣予備能を検討する上で有効な指標の１つとして抗ミュラー管ホルモン（AMH）が挙げられる。
AMHは胞状卵胞数やIVF周期の卵胞数と正の相関関係を示し、卵子の量的指標となる。今回われわれは当
院で施行した腹腔鏡下卵巣嚢腫核出術（TLC）におけるAMH値の推移について検討した。【方法】平成27年
６月からの６ヶ月間に当院TLCを受けた40例のうち、卵巣チョコレート嚢胞14例、類皮嚢腫12例を対象と
した。血清AMH値を術前、術後１ヶ月後、術後３ヶ月で測定し、比較した。【結果】AMH値（mean±SE）

（ng/ml）はチョコレート嚢胞（術前5.0±1.2、術後１ヶ月3.0±1.0、術後３ヶ月3.1±0.9）、類皮嚢腫（5.4±1.2、3.8
±0.9、4.7±1.1）であった。術後１ヶ月値はともに有意に低下するも、類皮嚢腫では術後３ヶ月に術前の80%
以上まで回復し、チョコレート嚢腫においては、両側性、内膜症重症例（r-ASRM41以上）でより術後3か月
目のAMHの回復率が低い傾向にあった。【考察】手術による卵巣予備能の低下の原因として、正常卵巣組織
を一緒に除去すること、嚢胞摘出による血流障害や炎症性変化、止血のためのパワーソースによる変性など
があげられる。当院では止血のためには基本的にパワーソースによる凝固を用いているが、縫合での止血と
の比較についても若干の文献的考察を加えて報告する。
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124. 術中迅速病理診断を併用した腹腔鏡手術が診断に有用だった卵巣癌の1例
○ 幅田 周太朗1、松浦 基樹2、伊野 善彦2、山崎 智子1、新開 翔太1、斎藤 豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学附属病院 産婦人科

【緒言】最近の画像検査の精度向上に伴い卵巣癌が初期の段階で発見されることが期待される。しかし、腫瘍
径が小さく画像検査のみでは良性か悪性かの鑑別が困難な場合、組織学的検索が必要となる。近年、進行癌
の原発巣の検索や、悪性の可能性がある付属器腫瘍に対して腹腔内の検索および病理診断を目的とした腹腔
鏡検査や腹腔鏡手術が施行された症例が報告されるようになってきた。今回われわれは腹腔鏡手術が診断に
有用であった卵巣癌の症例を経験したので報告する。【症例】70歳、３経妊３経産。子宮内膜ポリープで外来
通院していた。これまで経腟超音波で両側付属器の同定は困難であったが、経過観察中の経腟超音波で2.0cm 
x 2. 3cmの右卵巣腫大を認めた。MRIでは腫瘍内部にADC値が低値、拡散強調でやや高信号を示す部分を認
め画像上悪性を否定できないため診断的腹腔鏡を行った。洗浄細胞診を施行し、診断目的で右付属器を摘出
した。腫瘍の術中破綻はなく、切開を3cmに延長して回収袋で体外へ回収した。術中迅速病理診断の結果は
類内膜癌であり、開腹に移行し卵巣悪性腫瘍手術を施行した。病理組織診断はEndometrioid carcinoma、G1
で手術進行期は1A期であり追加治療は行わず外来経過観察中である。【結論】小さな腫瘍径の卵巣で悪性腫
瘍が否定できない場合、診断的腹腔鏡下付属器切除術は低侵襲であり、鑑別診断と治療方針の決定に有用で
あると考えられた。

125. Muller管発生異常に伴う子宮奇形に対し、腹腔鏡下手術を施行した3症例
○ 大和田 真人1、植田 牧子1、田中 昌代1、鈴木 和夫1、鈴木 博志1、大関 健治2

1財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 産婦人科、2財団法人 竹田綜合病院 産婦人科

【緒言】Muller管発生異常に伴う子宮奇形は多岐に渡り、その診断および治療に苦慮することが多い。我々は
ここ3年間で非交通性副角子宮を伴う単角子宮の2症例（症例I、II）、重複子宮・片側膣閉鎖・同側腎欠損を
合併したOHVIRA症候群（症例III）の1症例を経験したので報告する。【症例】症例I、IIは各々は23歳（0妊）、
21歳（１経産）で、両者とも月経困難を主訴に当科紹介となった。MRI検査にて非交通性副角子宮・患側腎
欠損および子宮内膜症と診断し腹腔鏡下手術を施行した。両者ともr-ASRM stage IIIの子宮内膜症を認め、
患側副角子宮および卵管切除術、癒着剥離術を施行した。症例IIIは16歳0妊の高校生であり、発熱および右
下腹部痛で当院内科受診し超音波検査にて右下腹部に5cm大の嚢胞性腫瘤を認め紹介となった。MRI検査で
非交通性の重複子宮、右側膣部の血腫、右腎欠損を認めOHVIRA症候群と診断した。腹腔鏡手術にて癒着に
伴う右卵管采閉塞・卵管水腫および大網の腹壁癒着を認め、癒着剥離・卵管開窓術を施行した。さらに子宮
膣中隔切除を行った。【結語】膣閉鎖や非交通性の副角子宮を伴う子宮奇形において診断・治療の遅れは妊孕
性の低下を招く。患者の多くは若年者であり、早期診断はもとより低侵襲・整容性および今後の妊孕性を考
慮した治療が必要と考えられた。診断にはMRI検査が、治療には腹腔鏡手術が有用であった。
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126. 子宮鏡ガイド下に腹腔鏡下子宮体部筋層形成術を施行し出産に至った2症例
○ 明石 祐史1、杉尾 明香1、西澤 庸子2、金 美善2、玉手 雅人3、齋藤 豪2

1札幌白石産科婦人科病院 産婦人科、2札幌医科大学附属病院 産婦人科、3市立釧路総合病院 産婦人科

【諸言】子宮手術や帝王切開術後の子宮筋層菲薄化は妊娠における子宮破裂のリスクとなる。外科的手術の際
には腹腔側から菲薄部位を同定することは比較的困難で、何らかのガイド下に菲薄部位を同定する術式が報
告されている。我々は子宮鏡下に菲薄部位を同定し、腹腔鏡下に修復を施行しており、そのうち体部筋層形
成を行ない術後妊娠・出産を迎えた2症例について報告する。【症例1】G1P1 30歳に帝王切開術、33歳に腹
腔鏡補助下子宮筋腫核出術、36歳に子宮破裂のため37週で緊急帝王切開術施行。筋層評価目的に紹介となり、
子宮体部筋層の菲薄化を認め、子宮鏡ガイド下に腹腔鏡下子宮筋層形成術施行。1年後に自然妊娠で双胎妊娠、
14週より切迫流産のため入院管理。妊娠25週で子宮収縮抑制不能となり他院へ搬送され、帝王切開術にて分
娩。【症例2】G3P1 35歳時に凍結胚移植にて妊娠、出産。癒着胎盤で子宮内掻爬、術後に子宮底部筋層欠損
を指摘された。他院で子宮底部筋層菲薄化と診断され手術目的に紹介となる。MRI評価後に子宮鏡ガイド下
に腹腔鏡下子宮筋層形成術施行。1年半後に凍結胚移植で妊娠、選択的帝王切開術にて分娩。【結語】近年の
晩婚化に伴い既往子宮手術はこれからも増加傾向にあると考えられる。予測が比較的困難である子宮破裂を
未然に防ぐ目的でも子宮筋層の評価、菲薄化を認めた際の修復は必要となり、子宮鏡ガイド下に修復を施行
することは有用であると考える。

127. 当科におけるセンチネルリンパ節を含む内視鏡下子宮体癌手術の合併
症についての検討

○ 見延 進一郎、加藤 秀則、岡元 一平、藤堂 幸治、大場 洋子、古田 祐、竹下 奨
国立病院機構 北海道がんセンター 産婦人科

【目的】内視鏡下手術を行うにあたってはある程度の知識と修練が必要な事は言うまでもない。しかし、合併
症に出会う事も又必然である。当院では院内倫理委員会の承認を経て、2008年より子宮体癌に対して内視鏡
下子宮体癌手術を行ってきた。今回これ迄経験してきた合併症に付いて報告したい。【方法】術前評価として
基本的に1A期G1である事とし、患者等への十分なインフォームドコンセントの下手術を行った。合併症の
定義としては術中術後に何らかの医療的な処置が必要であった事を原則とした。 【背景】内視鏡下子宮体癌
手術が行われた130例のうち、IMAまで郭清した症例は24例、センチネルを含む骨盤のみの郭清例は36例で
あった。病理別ではG1 :  44例、G2 :  9例、G3 :  4例、その他：3例、進行期別では1A期49例、1B期9例、2
期1例、3C1期1例であった。【成績】手術時間は平均330分、出血量は平均184gであった。合併症は、腸閉
塞1例、膣リンパ漏1例、尿路系損傷5例、皮下血腫2例、膣断端感染1例、閉鎖神経切断1例あった。このう
ち術後外科的な処置が必要だった重篤例は4例あった。【結論】合併症出現前には発熱や疼痛等の症状が見ら
れる事が多かった。我々臨床医は術後の慎重な経過観察も手術の一環と捉えるべきである。最近は技術レベ
ルも向上し合併症の頻度は低下しているが、常に合併症について念頭におくべきであろう。
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128. 当科における若年者への腹腔鏡下手術
○ 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

小児や若年女性の卵巣腫瘍に対しては、低侵襲、卵巣機能・妊孕性の温存、術後早期回復、創部の審美性な
どを考慮して術式を選択する必要がある。
症例は12歳。右下腹部痛あり近医受診し、卵巣腫瘍が疑われたため当科紹介受診した。経腹エコーで径10ｃ
ｍの多房性腫瘍が認められた。MRIでは一部隔壁に造影効果を伴う多房性の右卵巣腫瘍が認められた。腫瘍
マーカーは陰性であった。入院後、全身麻酔下に単孔式腹腔鏡下右卵巣腫瘍核出術施行された。手術時間は
83分、出血は少量であった。病理はmucinous cystadenomaであった。術後合併症は認められず経過良好で
術後３日目に退院した。平成25年5月〜平成27年10月の期間に当科で腹腔鏡下手術を施行され18歳以下の
症例は8例であった。平均年齢は16.6±2.06歳（12 〜 18歳）であった。7例に下腹部痛が認められ1例は緊急
手術であった。平均手術時間は80.1±23.2分であった。全例正常卵巣部分を温存できた。術後合併症や再手術
例は認められず術後３日で退院した。病理結果は皮様嚢腫が3例、漿液性嚢胞腺腫3例、粘液性嚢胞腺腫1例、
内膜症性嚢胞が1例であり悪性所見は認められなかった。合併としてwunderlich症候群、傍腫瘍性神経症候
群が１例ずつ認められた。8例すべて単孔式腹腔鏡下手術が施行された。若年女性の卵巣腫瘍には腹腔鏡下
手術が有用であり単孔式であればさらに低侵襲で、整容性にも優れた経過が得られることが示唆された。

129. 腹腔鏡下手術において解剖学的異常を有する２症例
○ 大沼 利通、知野 陽子、伊藤 太郎、清水 可奈子、川村 裕士、山本 真、高橋 仁、折坂 誠、

黒川 哲司、吉田 好雄
福井大学 医学部 産科婦人科

【緒言】腹腔鏡下手術において、稀ではあるが血管や腸管の位置異常を有する症例に遭遇することがある。特
に血管の位置異常は手術を安全に遂行する上で重要な所見である。【症例】腸回転異常：症例は43歳、両側
成熟嚢胞性奇形種と多発子宮筋腫に対し、腹腔鏡下卵巣腫瘍核出術と子宮筋腫核出術施行。以前撮影したＣ
Ｔで腸回転異常が疑われていた。術中回盲部左差側に認めた。小腸の上腹部への挙上が困難でエンドラクター
を使用して手術を施行した。左側下大静脈：症例は51歳、骨盤臓器脱に対し腹腔鏡下仙骨腟固定術を施行。
多発子宮筋腫を認め、子宮が大きく、先に腟上部切断術を施行した。岬角を同定するため剥離操作を行った
ところ、岬角上には右総腸骨静脈をみとめ、運針できる部位が無かった。仙骨上まで剥離をすすめ、左右の
総腸骨静脈の分岐直下にアーム固定のための縫合を行った。その後子宮腟部及び腟前壁にメッシュを固定し、
アームを仙骨上の縫合糸で結紮して引き上げた。術前のMRIを再度確認したところ、通常とは異なり左側下
大静脈であった。【結語】術前に画像診断を行う際には、疾患の質的な診断だけでは無く、解剖学的な位置異
常についても注意をする必要がある。
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130. 全腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した尿管腟瘻の２症例
○ 早坂 篤、笠原 祥子、工藤 沙織、笹瀬 亜弥、松本 沙知子、赤石 美穂、田邉 康次郎、

大槻 健郎
仙台市立病院 産婦人科

【目的】全腹腔鏡下子宮全摘術をさらに安全に施行するために過去の有害事象の原因を探求し、今後の術式
に改良すべき点がないかを検討した。【方法】当院では2007年より全腹腔鏡下子宮全摘術を導入しており、
2015年までで568の症例数となった。この9年間の全症例を対象として有害事象を検討した。【結果】有害事
象として尿管腟瘻が2例と腟断端離開が１例あった。【考察】腟断端離開に関しては今回術後５年経てからの
発症であり他院で緊急開腹手術となった。詳細な検討を今回はしていない。2例の尿管腟瘻を検討したとこ
ろ、症例1は子宮内膜症による強度の癒着があり、高度の尿管剥離を余儀なくされたため尿管に微細なダメー
ジが生じてしまったためと考えられた。もう１例は尿管からかなり距離をとってパワーソースで止血を行なっ
たのであるが、尿管腟瘻が術後１月以上経過してから発症してしまった。発症までの時間が1 ヶ月以上あっ
たことからも止血のための熱損傷の可能性が高いと考えられた。【結果】尿管損傷を予防するためには尿管の
最小限の剥離が大切であると考えられた。また子宮下部におけるパワーソースの選択とその使用頻度を少な
くすることが重要であることも考えられた。

131. 89歳の超高齢者に対して行った単孔式腹腔鏡下付属器摘出術の1例
○ 加茂 矩士、下重 結香、大関 健治、斎藤 善雄、金 彰午
竹田総合病院 産婦人科

今回89歳の超高齢者に対して、単孔式腹腔鏡下付属器摘出術を施行したので報告する。
症例は89歳、2経妊2経産。ADL自立。手術歴はなく、高血圧にて投薬中であった。下腹部痛を主訴に当院
救急室受診し、造影CTで15cmの左卵巣腫瘍が認められた。腫瘍マーカーは陰性であった。術前検査では異
常所見は認められなかった。全身麻酔下に単孔式腹腔鏡下手術施行した。左卵巣腫瘍はダグラス窩、S状結腸
に癒着が認められた。一方3cmの右卵巣腫瘍も認められたため、両側付属器摘出を行った。手術時間は120
分であった。病理診断は両側の腫瘍ともserous cyst adenomaであった。合併症もなく術後1日目より歩行、
経口摂取開始し、術後3日目退院となった。超高齢者に対する手術療法は、ADLの低下を防ぐことが最も重
要な課題である。また基礎疾患を有することが多いため、周術期の集学的管理も必要となる。この点を考慮
した上で、単孔式腹腔鏡下手術は早期離床やADL低下を最小限に抑えることが可能で、超高齢者の治療手段
として有用と考える。
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132. 腟平滑筋種に対し、腹腔鏡手術を施行し摘出した1例
○ 西澤 庸子、馬場 敦志、浅野 拓也、山下 剛
市立函館病院 産婦人科

【諸言】平滑筋種は子宮より発生するものが大部分を占めており、腟壁から発生するものは稀である。ほとん
どの場合良性のため、経過観察することもあるが、腫瘍による圧迫症状を認めることも多い。今回、我々は
腟平滑筋種に対し腹腔鏡下で摘出した症例を経験したため報告する。【症例】45歳、G0P0。外陰部掻痒を主
訴に前医産婦人科受診。子宮後壁に腫瘤を認め直腸腫瘍疑いで当院外科受診。後腹膜腫瘍の疑いで当科受診
となった。MRI上骨盤内左側に74x52mmの腫瘤を認め、子宮や付属器、直腸との境界があり、後腹膜腫瘍
を疑い腹腔鏡下での精査および腫瘍摘出目的に手術を施行した。腹腔内観察した所、直腸との連続性は認め
ず後腹膜腔を展開しても子宮頸部体部との連続性は認められず、腫瘍は左腟側腔から直腸腹側の後腹膜腔内
に位置していた。視野確保のためまず子宮全摘出術施行したが、子宮摘出の際腟管と腫瘍の連続性を疑った。
引き続き腟側方に位置する腫瘍を腟壁の一部とともに摘出した。腫瘍摘出部の腟壁を形成縫合後、腟断端を
縫合した。手術時間は3時間58分、出血量は90g、腟壁腫瘍は125gであった。術後経過良好で第５病日退院
となった。術後病理結果はLeiomyomaであった。【結語】今回、腟壁筋腫を認め腹腔鏡下で摘出した１例を
経験した。腹腔鏡手術によって腟壁筋腫を摘出した報告はほとんどないが、腹腔鏡によって深部まで観察で
きるため、非常に有用な治療法と考えられる。

133. 卵管水腫捻転の術前診断にて腹腔鏡下に切除した肉芽種性虫垂炎の1症例
○ 尾野 夏紀、熊澤 由紀代、三浦 康子、白澤 弘光、佐藤 亘、寺田 幸弘
秋田大学医学部付属病院 産婦人科

【緒言】肉芽腫性虫垂炎は急性虫垂炎切除例の0.1-2％に認められる比較的稀な病態である。今回我々は1 ヶ月
間に及ぶ右下腹部痛、非典型的な画像所見から、卵管水腫及び捻転の術前診断で腹腔鏡手術を施行し、肉芽
腫性虫垂炎と診断された症例を経験した。【症例】25歳女性。術前33日腹痛にて近医内科を初診し、CTでは
腸管との連続性を指摘できない57mm大の細長い腫瘤を認め、経腟超音波でも右付属器領域に同様の腫瘤を
認めた。付属器炎などを念頭に経口抗生剤にて加療された後、術前20日に精査のため当院紹介となった。そ
の後も腹痛は持続するも炎症所見に乏しく、術前11日にMRIを施行し、腸管と連続性を欠く69mm大の細長
い腫瘤から、卵管水腫捻転、卵管炎などが想定された。虫垂炎の所見に乏しく当科にて卵管切除目的に入院
となった。腹腔鏡下に手術を施行し、子宮、付属器に異常を認めず、虫垂末端に60mm大の腫瘤を認めた。
エンドループによる結紮、リガシュアによる血管処理にて腫瘤を切除しメモバックにて回収した。迅速診断
にて悪性所見を認めず手術終了となった。術後の組織にて肉芽腫性虫垂炎の診断に至り、術後3日目に退院
となった。【考察】肉芽腫性虫垂炎は通常の虫垂炎と異なる慢性的な経過をたどることから、卵管腫大と鑑別
が困難な場合がある。非典型的な経過をたどる右付属器領域の腫瘤性病変では当疾患も鑑別として念頭に置
く必要がある。
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134. 卵管膿瘍に対して腹腔鏡下手術を施行したosteogenesis 
imperfectaの一例

○ 宇田 智浩、工藤 正尊、大原 康弘、石塚 泰也、櫻木 範明
北海道大学病院 産婦人科

【はじめに】骨形成不全症（Osteogenesis imperfecta）は、全身の骨脆弱性による易骨折性や進行性の
骨変形に加え、様々な程度の結合組織症状を示す先天性疾患である。今回我々は左卵管膿瘍を発症した
Osteogenesis imperfectaの患者に対し腹腔鏡下手術を施行したので報告する。【症例】31歳、未経妊。身長
110ｃｍ、体重37.0ｋｇ。幼少期より複数回の骨折歴あり。四肢の短縮を認め、特に両下肢の短縮・変形著
明。日常生活は車いす生活。【現病歴】某日左上腹部痛および発熱を主訴に当院受診。経腹超音波検査にて左
上腹部に腫瘤病変認め、WBC16500/μｌ、CRP16.79ｍｇ/ｍｌと炎症反応高値であったことから入院。ＣＴ
検査では子宮、両付属器、膀胱が骨盤外に存在しており、左上腹部に認めた腫瘤病変は左卵管膿瘍が疑われた。
抗生剤治療にて一旦退院するも、退院後１か月後に再度左上腹部痛の訴えあり、腫瘤病変残存していたこと
から手術目的に再入院とした。【手術所見】 子宮および付属器は臍直下に存在し、卵管は両側とも腫大してい
た。膀胱が右上腹部に存在していた。左卵管膿瘍は左上腹壁と癒着しており、膿瘍が腹壁内へ穿破していた。
両側卵管切除を行い手術を終了した。【まとめ】Osteogenesis imperfectaの患者に対する腹腔鏡手術を経験
した。骨盤内臓器の解剖学的位置が通常と異なるため腹腔鏡下で観察しつつ手術を完遂できたことは有用で
あった。

135. 高齢者に発症した陰唇癒着症の一例
○ 堀川 翔太、早坂 直、渡辺 紗奈、岡本 綾、早坂 典子、清野 朝史、井出 佳宏、森崎 伸之
地方独立行政法人 山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 産婦人科

陰唇癒着症は後天的に左右の陰唇が正中で癒着する外陰部疾患である。低エストロゲン状態が関与している
とされ、幼児期に好発する。その発症機転から閉経後の高齢婦人にも発生し、報告例も散見され、高齢化社
会の今後は増加傾向を示すと懸念される。今回、閉経後に排尿困難を訴えて当科を初診し、陰唇癒着を認め、
癒着剥離術を施行した症例について、若干の文献的考察を加えて報告する。
症例は75歳、2回経妊、2回経産。糖尿病、高血圧にて内服加療中。平成27年1月頃より排尿困難感を主訴に
近医泌尿器科に通院。投薬をうけるも症状改善せず。同年3月、慢性硬膜下血腫にて当院脳神経外科に入院し、
手術を受けた。その際、陰唇が癒着し外尿道口が見えないことが確認されたが、膣口が確認できる程度であ
り、自排尿も可能であったことから、当科への紹介までは至らなかった。その後、排尿困難、頻尿が増悪し、
同年11月当院泌尿器科を受診した。陰唇癒着症の診断となり、当科紹介となった。外陰部は左右の陰唇が正
中にて癒着し、外尿道口、膣口ともに確認できない状態であった。ピンホール状の小孔があり、そこから尿
が漏れ出るように排尿されていた。腰椎麻酔下に癒着剥離術を行い、再癒着防止を目的に手術翌日よりエス
トロゲン含有軟膏を創部に塗布した。術後経過は良好で、現在再癒着は認めていない。
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136. 子宮留膿腫穿孔による汎発性腹膜炎の２例
○ 阿部 滉、平川 威夫、小野 有紀、長尾 幸、長尾 大輔、山本 博毅
大曲厚生医療センター 産婦人科

【緒言】子宮留膿腫穿孔の原因は全身状態不良、悪性疾患の存在など多岐に渡る。今回我々は、診断時の全身
状態から術後早期に退院できた例と、長期間の入院を要した例の２症例を経験したので報告する。【症例】症
例１）75歳　上腹部痛あり近医受診、CT上消化管穿孔が疑われ当院へ救急搬送される。同日開腹術施行、
術中に子宮穿孔が判明し子宮全摘術を施行し術後7日目に退院となった。症例2）61歳　腹痛で近医受診。整
腸剤を処方され帰宅。翌日腹痛増強し救急車にて来院。入院後、敗血症性ショックとなりCT上子宮留膿腫
穿孔が疑われ、ショックに対する治療後、入院10日目に子宮全摘術を施行した。下血精査でS状結腸癌がみ
つかり術後41日目に人工肛門造設。術後67日目に退院となった。【考察】子宮留膿腫は、高齢女性にしばし
ばみられる慢性疾患である。しかし穿孔例では、発見時に全身状態が不良なことも多く、致死的な疾患とな
り得る。子宮留膿腫穿孔は汎発性腹膜炎の開腹時に診断される事も多い。今回、異なる経過を辿った２症例
を経験した。症例１）は入院時手術可能な全身状態であり、迅速に治療可能であった。症例２）は入院時に
予後不良と考えられる状態であったため、全身状態が改善し手術可能となるまでに時間を要したが、救命し
得た。子宮留膿腫穿孔の治療は、原因除去のため子宮全摘術、排膿ドレナージであるが、全身管理が必要な
ことも多いため早急に加療をすることが重要である。

137. 重症化せず事なきを得た、術後偶発合併症2症例を経験して
○ 桑原 美佳、長澤 邦彦、池田 詩子、逸見 博文
斗南病院 産婦人科

産婦人科手術の術後合併症は1%以下との報告もあるが、中には致死的な合併症もある。今回、時に重篤な経
過を辿ることがある合併症を発症したものの、重症化を免れた2症例を経験したので報告する。1例目は73歳、
右卵巣癌で開腹術施行。術後3日目に硬膜外チューブを抜去したところ、両下肢に激痛が出現し、MRIで硬
膜外血腫と診断。床上安静にて血腫は自然消失するも、麻痺性イレウスを併発、保存的治療で軽快し、術後
46日目で退院した。2例目は39歳、巨大子宮筋腫で開腹術施行。術後11日目に左下肢の疼痛、浮腫、変色が
あり、造影CTで深部静脈血栓を認めた。抗凝固療法を開始し、術後19日目で退院、半年後の造影CTで血栓
の消失を確認した。硬膜外血腫と深部静脈血栓症は、初期対応の遅れや不適切な対応により、不可逆性の後
遺症を残したり、場合によっては死に至る重大な術後合併症である。発症率の低さから、診断や治療に遅れ
や誤りを生むことがあり、偶発的な発生ともなれば、更に対応が後手に回る可能性も出てくる。今回、この
貴重な2症例の経験を通して、これらの疾患に関しての各論的考察と、そこから垣間見ることができた、術
後合併症に対しての医療者としての考え方や姿勢を内省してみたい。
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138. 子宮内容除去術後に認めた子宮動静脈奇形の2例
○ 櫻井 愛美、明石 大輔、鈴木 裕太郎、奥 聡、山田 竜太郎、吉井 一樹、山村 満恵、森脇 征史、

服部 理史、川口 勲
JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科

後天性の子宮動静脈奇形（Uterine arteriovenous malformation;UAVM）は、外傷/帝王切開/子宮内容除去
（Dilation and curettage;D&C）等の子宮手術既往、絨毛性疾患、感染などが原因で発生する。大量性器出血
を来すことが多く、不正出血の原因疾患として重要である。治療は、子宮摘出が根治的治療となるが、妊孕
能温存を希望する症例では子宮動脈塞栓術（Transarterial embolization;TAE）を行い、子宮の温存可能症例
も多くなってきている。今回、D&C後にUAVMを認め、治療が必要となった2症例を経験したので報告する。

【症例1】35歳3経妊1経産。妊娠15週に子宮内胎児死亡で流産となったが、子宮内遺残がありD&C施行と
なる。流産後1 ヵ月半の診察でUAVMを認めるも症状なく経過していたが、流産後3 ヵ月に大量性器出血を
認めたため入院となる。2回TAEを施行したが、その後も少量の出血が持続したため、子宮全摘術施行とな
り、その後の経過は良好である。【症例2】32歳1経妊0経産。妊娠17週に子宮内胎児死亡で流産となったが、
子宮内遺残がありD&Cが施行され退院となる。退院1 ヵ月半後に大量性器出血のため受診、子宮底部に異常
血管影を認め緊急TAEの方針となる。UAVMからの出血の診断となり、塞栓術施行で止血が得られ、現在
経過は良好である。UAVMは稀な疾患ではあるが時に大量出血を来し、生命を脅かすこともある疾患である。
自験例を含め、診断・治療法等、文献的考察を含めて報告する。

139. 集学的治療により救命しえた、タンポン使用により発症したTSS
（toxic shock syndrome）の1例

○ 奥 聡1、森脇 征史1、鈴木 裕太郎1、櫻井 愛美1、山田 竜太郎1、吉井 一樹1、山村 満恵1、
明石 大輔1、千田 雄太郎2、山本 浩之3、服部 理史1

1JA北海道厚生連 帯広厚生病院 産婦人科、2JA北海道厚生連 帯広厚生病院 麻酔科、3JA北海道厚生連 帯広厚生病院 総合診療科

【緒言】1980年代初頭よりタンポン使用中の月経期に起こるTSS（toxic shock syndrome）が報告され注意喚
起がなされた。タンポン使用によりTSSを発症し、集学的治療により救命しえた症例を経験した。

【症例】39歳0経妊0経産。タンポン使用中。10年前に両側子宮内膜症性嚢胞核出術の既往あり。発熱を主訴
に前医受診しインフルエンザB型と診断された。3日後嘔吐下痢が持続し、採血にて著明な血小板減少、腎機
能障害、炎症反応上昇を認め当院紹介。来院時意識清明、血圧86/68mmHg、心拍数86bpm、呼吸数18 /分。
手掌の発赤、両下腿の点状紫斑を認めた。WBC 12.0x10x3/μl、Plt 23 x10x3/μl、CRP 17.3mg/dl、AST/ALT 
66/159 U/L、BUN/Cre 93.1/5. 69mg/dl、FDP 29.5μg/ml、PT-INR 0.90、AT3 66%、PCT 40.0ng/ml、 急
性期DICスコアリング 6点で敗血症によるDICの診断。3cm大の右子宮内膜症性嚢胞を認めたが、内診所見
から感染徴候は認めず。腟培養検査からS.aureusが検出され、臨床症状よりタンポン使用に伴うTSSと診断。
DIC管理目的にICU入室し、MEPM 2g/日、CLDM 2400mg/日、血小板輸血、rTM、AT3製剤、IVIGを使用。
治療奏功し3日後にICU退室。8日目に採取した腟培養検査にてS.aureusの陰性化を確認し、9日目に退院と
なった。

【結語】 TSSはウイルス感染症と類似する臨床症状で現れる。タンポンはTSSのリスクであることを再認識し、
致命的となりうるTSSの可能性を念頭におくことが重要である。
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140. 当科における胞状奇胎症例の後方視的検討
○ 森 裕太郎、工藤 梨沙、茅原 誠、石黒 竜也、安達 聡介、吉原 弘祐、磯部 真倫、西野 幸治、

西川 伸道、関根 正幸、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科

2011年7月に改定された絨毛性疾患取扱い規約では、胞状奇胎に対して子宮内容除去術をルーチンに2回施
行することは奨められていないが、慣例的に子宮内容除去術を2回施行している施設は多い。当科では以前
は子宮内容除去術を2回施行していたが、近年は胞状奇胎に対し1回の子宮内容除去術で治療している症例が
多くなっている。今回、子宮内容除去術の回数の違いによる治療成績について比較し検討した。2000年1月
から2015年4月まで当院において胞状奇胎の疑いにて子宮内容除去術を施行し、病理組織学的に診断した胞
状奇胎症例の71例（全胞状奇胎30例, 部分胞状奇胎41例: 年齢19 〜 54歳）を後方視的に検討した。71例の
うち1回の子宮内容除去術で治療している症例は11例、2回施行している症例は60例であった。hCG値の推
移が経過非順調型であった頻度は子宮内容除去術1回の症例では27％（3例/11例）であり、子宮内容除去術
２回の症例では25%（15例/60例）であった。文献や今回の当科での検討により、胞状奇胎に対してルーチ
ンには2回子宮内容除去術を施行する必要はないと思われる。

141. 子宮動静脈奇形を合併した胎盤部トロホブラスト腫瘍の一例
○ 木藤 正彦、亀田 優里菜、柴田 悟史、松井 俊彦
能代厚生医療センター 産婦人科

【緒言】胎盤部トロホブラスト腫瘍（PSTT）は中間型栄養膜細胞由来の腫瘍細胞の増殖した腫瘤とされ、臨
床経過などから推測することが可能だが、比較的稀な疾患である。子宮動静脈奇形（AVM）も多量の性器出
血を生じうる疾患で、比較的稀なものとされている。今回我々は、多量性器出血のため診断的・加療的に子
宮全摘術を施行し、子宮AVMを合併したPSTTと診断された症例を経験したため報告する。【症例】32歳、
2経妊2経産でいずれも帝王切開分娩。過多月経を主訴に当院救急外来を受診し、腟内に大量の凝血塊と持続
出血を認め、当科入院。高度貧血のため輸血療法を施行。精査にて子宮内に凝血塊、前壁に豊富な血流を伴
う腫瘍性病変、子宮壁内に蛇行するflow void などが認められた。再出血の可能性などが考慮され、診断・加
療目的に腹式子宮全摘術施行。子宮AVMを伴うPSTTと病理診断された。【考察】PSTTは先行妊娠から数
か月〜数年後の不正出血などが初発症状であることが多く、緩徐に発育する悪性腫瘍とされ、絨毛癌と比較
して血中hCGの産生が低いことが特徴とされている。手術療法が第1選択であり、化学療法抵抗性であると
されている。子宮AVMの原因として手術既往、感染、また絨毛性疾患が挙げられており、本症例もPSTT
にともなうものと推察された。本症例からは、子宮AVMを認めた場合には、出血量軽減のために血管内治
療の適応や、絨毛性疾患の可能性も念頭に置くべきであると考えられた。
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142. 横行結腸に認めた低悪性度子宮内膜間質肉腫
○ 目黒 啓予、小元 敬大、村田 強志、野村 泰久、田中 幹夫
太田西ノ内病院 産婦人科

【緒言】子宮内膜間質肉腫（Endometrial stromal sarcoma:ESS）は、子宮悪性腫瘍の1％を占める稀な腫瘍
である。その成因の一つとして子宮内膜症が関与しているとされている。今回、横行結腸の子宮内膜症から
発生したと考えられる子宮外原発子宮内膜間質肉腫を経験した。【症例】44歳、1経妊2経産（双胎妊娠のた
め帝王切開で分娩）。家族歴、既往歴に特記事項はない。下腹部痛のため当院救急外来受診し、腹部CTで長
径10cm大の骨盤内腫瘤が認められた。精査の結果、消化管間質腫瘍（gastrointestinal stromal tumor:GIST）
疑いで外科で手術が行われた。腫瘍は横行結腸の一部と一塊になっており、腫瘍および横行結腸合併切除施
行された。術後病理診断はlow grade ESSであった。腫瘍はER、PR、CD10がびまん性陽性であった。病理
結果を受け、当科で単純子宮全摘術、両側付属器切除術が行われた。術後病理診断では子宮漿膜面に播種を
認めるが、子宮内膜および両側卵巣に悪性所見を認めず、子宮外原発ESSと思われた。今後は術後療法とし
てホルモン療法を行う予定である。【結語】子宮外原発ESSの報告は散見されるが、そのほとんどが卵巣由来
であり腸管由来のESSは稀である。また腸管ESSはGISTと臨床所見および病理所見での共通点が多く、鑑
別が困難な場合もある。子宮外原発ESSに対してもER、PR、CD10はマーカーとして有用であり、腹腔内腫
瘤の際にはESSも可能性として考慮する必要がある。

143. 術前に上皮性卵巣癌を強く疑った卵巣cellular fibromaの一例
○ 大北 恭子、島 友子、川口 美保子、田中 智子、津田 桂、鮫島 梓、稲田 貢三子、中島 彰俊、

吉野 修、齋藤 滋
富山大学医学部附属病院 産婦人科

【緒言】卵巣cellular fibromaは性索間質性腫瘍の中で境界悪性腫瘍に分類されており、悪性腫瘍の
fibrosarcomaとは核分裂像の数により区別される。よって核分裂像の数が予後を規定する因子となってい
る。今回右上皮性卵巣癌を疑ったが術後診断にて右卵巣cellular fibromaであった症例を経験したので報告
する。【症例】25歳、1回経妊0回経産、未婚。腹部膨満を認めたため近医受診し、骨盤内に充実部を伴う多
房性腫瘤と大量腹水を認め精査加療目的に当科紹介受診した。術前の腹水細胞診では悪性所見はなかった
が、MRI画像上卵巣腫瘍の充実成分に造影効果を伴い、拡散強調像で異常信号を認めた。また、ダグラス窩
に腹膜播種を疑わせる結節を認め、上皮性卵巣癌IIIC期疑いにて手術を施行した。妊孕性温存の希望があっ
たため病側付属器切除、大網切除及び後腹膜結節生検を行い迅速病理診断の結果を確認し追加手術の必要性
を決定する方針となった。術中迅速検査では顆粒膜細胞腫であり、術前に腹膜播種病変と疑われた病変は感
染性組織、腹水は悪性所見を認めず、炎症による滲出液であった。腫瘍は術後最終病理診断にて核分裂像
が1-3MFs/10HPFsであったことから卵巣cellular fibromaと診断された。【結語】若年では比較的稀な卵巣
cellular fibromaを経験した。 卵巣cellular fibromaは基本的に予後良好な疾患であるが、再発の報告もあり
慎重な経過観察が必要である。
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144. 腹膜偽粘液腫の一例
○ 竹内 肇、寳田 健平、北 香、市川 英俊、高橋 知昭、加藤 育民、片山 英人、西脇 邦彦、

千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

【緒言】腹膜偽粘液腫（Pseudomyxoma peritonei（以下PMP））は、原発腫瘍の良悪性にかかわらず、Jelly 
bellyと呼ばれる大量の粘液が腹腔内に充満した腫瘍・病態の総称である。発生頻度は年間100万人に1 〜 2
人とされる。原発巣の多くは虫垂で、卵巣原発例は稀である。今回我々は、卵巣原発を疑ったPMPの一例を
経験したので報告する。【症例】71歳、腹部膨満を主訴に来院し、MRIで大量腹水を認めた。腫瘍マーカー
はCEA 167.8、CA125 54.8と上昇。開腹手術を施行、ゼリー状の腹水が10290gと大量に貯留。両側付属器
に多房性嚢胞性腫瘍を認め、骨盤内から肝表面まで広範囲に粘液貯留と腹膜播種巣がみられPMPであった。
肉眼的に虫垂に病変を認めず、両側付属器摘出術を行った。病理診断はCK20陽性、CDX2陽性、CK7陰性、
ER陰性、PAX8陰性で、虫垂や大腸由来のlow grade mucinous neoplasmの両側卵巣転移となった。術後
5FU内服で腹水貯留は抑えられ症状なく経過中である。【考察】 近年PMPの多くは虫垂原発と考えられてお
り、組織学的に虫垂に病変のない場合に限り卵巣原発と診断される。虫垂の病変は、末梢先端に発生し、肉
眼的に不明瞭なこともあるため、開腹してPMPの状態であれば、虫垂切除するべきであった。術後療法に確
立したものはなく、予後や年齢を考慮して治療を選択することが重要と考える。
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FirstScreen™／クアトロテスト™／絨毛染色体分析

羊水染色体分析／流死産絨毛・胎児組織（POC）染色体分析

Reveal® SNP マイクロアレイ／その他遺伝子検査

〒104-0045 東京都中央区築地2-11-9 築地MTﾋﾞﾙ

ラボコープ・ジャパン

TEL: 03-6226-0880  http//www.labcorp.co.jp/

問い合せ先




