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第 65回北日本産科婦人科学会総会・学術講演会

会長　八重樫　伸生
（東北大学大学院医学系研究科　婦人科学分野）

仙台で北日本産科婦人科学会を開催するのは 2001年以来 16年ぶりとなります。

本学会は 1953年（昭和 28年）日本産科婦人科学会東北連合地方部会（当時）の秋季大

会として仙台で開催されたのが始まりです。そのため現在でも東北連合産科婦人科学会の

通算開催回数として本学会がカウントされています。

今回は日本婦人科がん検診学会（学会長 : 東北大学災害科学研究所の伊藤潔教授）と併

催となります。北日本産科婦人科学会に参加される方は検診学会にも参加できますので、

この機会に婦人科がん検診に関する最新情報を得ていただきたいと思います。

学会 1日目の午後、無侵襲的出生前遺伝学的検査 NIPT（母体血胎児染色体検査）をテー

マとした臨床遺伝のロールプレイを準備しました。担当校の教室員による素人劇ではあり

ますが、遺伝カウンセリングの理解を深めていただければと思います。

学会 2日目は研修中心のプログラムとしました。ハンズオンセミナーや漢方セミナーな

ど、いずれも事前申し込みが必要となりますので、よろしくお願いいたします。

さらに、母体保護法指定医研修会を開催していただくことになりました。私たち産婦人

科医は他科に比べても多忙ですので、各県で開催される研修会だけでは不十分と思われま

す。宮城県医師会のご好意により、宮城県での講習会参加を北海道、東北、北陸の各道県

の研修会受講としてもお認めいただく、という特別のご配慮をお願いしました。研修会は

医師会主催ですので、別途、申込みが必要となります。

学会参加とともに初秋の仙台・宮城をお楽しみいただければと思います。

ご　挨　拶
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◯会　期
　平成 29年 9月 2日（土）・3日（日）

◯会　場
　仙台国際センター
　〒 980-0856　仙台市青葉区青葉山無番地
　TEL : 022-265-2211

　　第 1会場　会議棟 2階　橘
　　第 2会場　会議棟 2階　桜 2

　　第 3会場　会議棟 3階　白橿 1

　　第 4会場　会議棟 3階　白橿 2

　　第 5会場　会議棟 1階　小会議室 1

　　第 6会場　会議棟 1階　小会議室 2

　　第 7会場　会議棟 3階　小会議室 6

◯参加登録受付
会場 : 仙台国際センター　会議棟 2階　ロビー
第 1日目　9月 2日（土）　8 : 00から 17 : 00まで
第 2日目　9月 3日（日）　8 : 00から 13 : 00まで

◯参加費
学術講演会　12,000円（当日窓口にて現金でお支払い下さい）
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。
※初期研修医・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 65回北日本産科婦人科学会学術講演会の専門医研修出席単位（従来の研修出席証明シール
に相当）／日本専門医機構参加単位には、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。

第 65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 65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） 専門医研修出席単位／日本専門医機構参加単位の受付は 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、専門医研修出席単
位（10単位）および日本専門医機構参加単位（3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単位／日本専門医機構参加単位

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単位／日本専門医機構参加
単位を行います。

 また、機構専門医の認定講習（指導医講習会）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、専門医研修出席単位
／日本専門医機構参加単位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） 日本専門医機構認定講習（指導医講習会）の参加受付方法
今回の学術講演会で開催される日本専門医機構認定講習（指導医講習会）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、単位は付与されませ
んので、ご了承ください。

　3.　日本産婦人科医会研修参加証（医会シール）
学会期間中に参加受付にて 1枚（1度のみ）発行いたしますので、受付にてお受取りくだ
さい。

　4.　細胞診専門医の単位登録
本会は第 26回日本婦人科がん検診学会と併催のため、細胞診専門医の単位登録が可能で
す。細胞診専門医の単位登録にはバーコードがついた日本臨床細胞学会会員カードが必要
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となりますので、必ずご持参ください。バーコードがついた会員カードをお忘れの場合は、
総合受付にて「参加仮ナンバー」用紙に必要事項をご記入ください。仮カードを発行いた
します。

◯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.kitani65.tohoku-kyoritz.co.jp/）より、8月 25日（金）までに
お申込ください。なお、定員になり次第、締切いたします。
※当日のお申し込みは、ベビーシッターの手配の都合上お受けできませんので予めご了承くだ
さい。

◯北日本産科婦人科学会役員会・総会
日時 : 平成 29年 9月 2日（土）　18 : 30～19 : 00

会場 : 会議棟 2階　桜 2（第 2会場）

◯総懇親会
日時 : 平成 29年 9月 2日（土）　16 : 00開宴
会場 : 会議棟 2階　桜 1

◯併催
第 26回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会
日時 : 平成 29年 9月 2日（土）、3日（日）
会場 : 会議棟 2階　萩
※本会に参加登録された方は無料で聴講可能です。

◯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、発表 5分、質疑 2分です。
（2） 本学術講演会の発表は、Power Pointデータを用いての発表のみとなっております。そ

の他の形式は原則として使用できませんので、ご注意ください。
（3） 当日は会場内に PC受付を設けております。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）または持込 PCをご持参の上、受付と動作確認を行ってく
ださい。
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 《PC受付について》
 会場 : 会議棟 2階　桜 1

 9月 2日（土）　8 : 00～18 : 00

（4） 会場に準備する PCはWindows7 Office2016になります。
　　 PC受付の PCは台数が限られておりますので、長時間のデータ修正はご遠慮願います。
（5） 演者は発表開始 10分前までに会場内次演者席にご着席ください。
（6） 発表の際、演題の上にマウスとキーボードをご用意しておりますので、発表者自身で

スライド操作を行ってください。
【データ持参の場合】
（1） 発表データはWindows版の PowerPointで作成してください。
 Macの場合は、ご自身の PCで発表をお願いします。その際はプロジェクター出力用

のアダプタ、AC電源アダプタも忘れずにご持参ください。
（2） フォントはWindows7標準のものをご使用ください。
（3） 画像の解像度は XGA（1,024×768）でお願いします。
（4） 動画ファイルがある場合は、全データを同じフォルダに入れてください。Windows7

およびWindows Media Player11以降の初期状態に含まれるコーデックで再生できる動
画ファイルをお持ちください（ファイルはWMVまたはMP4形式を推奨します）。念
のため動画ファイル単体もお持ちください。

【PC持参の場合】
（1） PC持参の場合も PC受付にて試写を行ってください。
（2） バックアップとして必ずメディアもご持参ください。
（3） 画像の解像度は XGA（1,024×768）でお願いします。
（4） PC受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。
（5） プロジェクターとの接続ケーブルは D-sub15ピンです。持参される PCによって専用

の出力アダプタが必要になりますので、必ずご持参ください。
 AC電源アダプタもご持参ください。
（6） スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。

◯教育講演（指導医講習会）
開催日時 : 平成 29年 9月 2日（土）　14 : 10～15 : 30

会　　場 : 第 1会場（会議棟 2階　橘）
日本専門医機構の受講単位受付は 14時 00分から開始し、14時 25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）招待講演会
日時 : 平成 29年 9月 3日（日）　12 : 00～13 : 00

会場 : 第 4会場（会議棟 3階　白橿 2）
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◯事前登録セッション
※申込は 7月 31日（月）を期限としておりますが、申込状況によって延長いたします。
　 参加希望の方は、学会 HPの事前登録セッションページ（http://www.kitani65.tohoku-kyoritz.

co.jp/seminar.html）をご確認ください。
　事前登録セッションは事前登録が必須となりますのでご注意ください。
　1.　ラパロハンズオンセミナー　

若手医師のための～腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術を目指したセミウェットラボトレーニン 

グ～
日時 : 平成 29年 9月 3日（日）　9 : 00～11 : 45

会場 : 会議棟 2階　桜 2

共催 : ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　2.　MVAハンズオンセミナー

実践MVA（Manual Vacuum Aspiration）
日時 : 平成 29年 9月 3日（日）　10 : 25～11 : 40

会場 : 会議棟 3階　白橿 1

共催 : ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
　3.　漢方セミナー

はじめて使う漢方 “3時間コース” ～明日から使える、とっておきの漢方薬の選び方～
日時 : 平成 29年 9月 3日（日）　9 : 00～11 : 50

会場 : 会議棟 3階　白橿 2

共催 : 株式会社ツムラ

◯クロークのご案内
下記の時間、会議棟 1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。
9月 2日（土）　8 : 00～19 : 00

9月 3日（日）　7 : 45～13 : 30

◯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 2日（土）16 : 00より会議棟 2階　桜 1

にて行われます総懇親会にて行います。
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会場までのアクセス

仙台国際センター　〒 980-0856　仙台市青葉区青葉山無番地
　　　　　　　　　TEL : 022-265-2211
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会 場 案 内 図

国際センター駅「南 1出口（展示棟口）」
から展示棟の脇を通り、会議棟 1階入口
よりご入場下さい。

南 1出口（展示棟口）

〈 仙台市地下鉄東西線をご利用の方 〉
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併催
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学会プログラム

第 1 日目　9 月 2 日（土）
第 1 会場

会議棟 2 階　橘
第 2 会場

会議棟 2 階　桜 2
第 3 会場

会議棟 3 階　白橿 1
第 4 会場

会議棟 3 階　白橿 2

8 : 00

9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

19 : 00

20 : 00

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。

8 : 30～9 : 12
第 3 群「子宮肉腫」

座長 : 菊池 朗（新潟県立がんセンター）
9 : 12～10 : 29
第 4 群「内視鏡下手術 I」
座長 : 福原 理恵（弘前大学）
　　　熊澤 由紀代（秋田大学）

8 : 30～9 : 47

第 1 群「卵巣悪性腫瘍 I」
座長 : 寺本 瑞絵（札幌医科大学）
　　　二神 真行（弘前大学）

9 : 47～11 : 04

第 2 群「卵巣悪性腫瘍 II」

座長 : 利部 正裕（岩手医科大学）
　　　太田 剛（山形大学）

11 : 20～11 : 50
特別講演 1

演者 : 渡利 英道（北海道大学）
座長 : 榎本 隆之（新潟大学）

12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー 1

座長 : 寺田 幸弘（秋田大学）
演者 : 和田 真一郎（手稲渓仁会病院）
　　　浅田 弘法（新百合ヶ丘総合病院）
共催 : ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
13 : 00～13 : 30

特別講演 2
演者 : 川越 淳（山形大学）
座長 : 千石 一雄（旭川医科大学）

13 : 30～14 : 00
特別講演 3

演者 : 菅沼 亮太（福島県立医科大学）
座長 : 藤原 浩（金沢大学）

14 : 10～15 : 30
教育講演

「遺伝カウンセリングを考える
～ NIPT の事例を通じて～」
演者 : 川目 裕（東北大学）
座長 : 八重樫 伸生（東北大学）
共催 : 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

単  指導医講習会

15 : 30～16 : 00
日産婦伝達講習会

演者 : 久具 宏司（都立墨東病院）
座長 : 藤森 敬也（福島県立医科大学）

17 : 00～17 : 30
理事長講演

演者 : 藤井 知行（東京大学）
座長 : 齋藤 滋（富山大学）

17 : 30～18 : 30
イブニングセミナー 1

演者 : 石岡 千加史（東北大学）
座長 : 齋藤 豪（札幌医科大学）
共催 : アストラゼネカ株式会社

「“経” からの解放
─ 妊娠・分娩回数のかぞえかたの統一 ─」

「母子感染症の最新の展開 」

16 : 00～17 : 00
会議棟 2 階　桜 1

総懇親会　（優秀演題表彰式）
※会場は桜 1 になりますのでご注意ください。

10 : 29～11 : 18

第 5 群「内視鏡下手術 II」
座長 : 渡邉 善（東北大学）

8 : 30～9 : 54

第 6 群「周産期管理 I」

座長 : 高橋 仁（福井大学）
　　　黒田 敬史（札幌医科大学）

9 : 54～11 : 18

第 7 群「周産期管理 II」

座長 : 藤田 智子（金沢医科大学）
　　　塩崎 有宏（富山大学）

12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー 2

演者 : 永瀬 智（山形大学）
座長 : 杉山 徹（岩手医科大学）
共催 : 中外製薬株式会社

17 : 30～18 : 30
イブニングセミナー 2

演者 : 添田 周（福島県立医科大学）
座長 : 新倉 仁（東北大学）
共催 : 日本化薬株式会社

18 : 30～19 : 00
北日本産科婦人科学会 

役員会・総会

8 : 30～9 : 26

第 8 群「子宮体部悪性腫瘍」
座長 : 竹内 聡（岩手医科大学）
　　　黒川 哲司（福井大学）

9 : 26～10 : 22

第 9 群「出生前診断・胎児形態異常」
座長 : 佐藤 朗（秋田大学）
　　　尾崎 浩士（青森県立中央病院）
10 : 22～11 : 18

第 10 群「子宮筋腫」
座長 : 小宮 ひろみ（福島県立医科大学）
　　　大澤 稔（東北大学）

8 : 25～　   開会式
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第 5 会場
会議棟 1 階　小会議室 1

第 6 会場
会議棟 1 階　小会議室 2

第 7 会場
会議棟 3 階　小会議室 6･7

8 : 00

9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

19 : 00

20 : 00

第 1 日目　9 月 2 日（土）

8: 30～9 : 33

第11群「子宮頸部悪性腫瘍」
座長 : 清水 大（秋田大学）
　　　渡辺 尚文（福島県立医科大学）

9 : 33～10 : 01
第 12 群「異所性妊娠」
座長 : 渡辺 正（東北医科薬科大学）
10 : 01～10 : 36
第 13 群「不妊症・不育症」
座長 : 吉野 修（富山大学）

10 : 36～11 : 18

第 14 群「感染症」
座長 : 加藤 育民（旭川医科大学）

8 : 30～9 : 54

第 15 群「合併症妊娠 I」

座長 : 米田　哲（富山大学）
　　　山口 雅幸（新潟大学）

9 : 54～11 : 04

第 16 群「合併症妊娠Ⅱ」
座長 : 星合 哲郎（東北大学）
　　　森川 守（北海道大学）

8 : 30～9 : 54

第 17 群「婦人科（その他）」

座長 : 高倉 正博（金沢医科大学）
　　　添田 周（福島県立医科大学）

9 : 54～11 : 18

第 18 群「腫瘍（その他）」

座長 : 中村 充宏（金沢大学）
　　　西川 伸道（新潟大学）
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第 2 日目　9 月 3 日（日）
第 1 会場

会議棟 2 階　橘
第 2 会場

会議棟 2 階　桜 2
第 3 会場

会議棟 3 階　白橿 1
第 4 会場

会議棟 3 階　白橿 2

8 : 00

9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

13 : 00～　 閉会式

8 : 00～9 : 00
モーニングセミナー

演者 : 阪埜 浩司（慶応義塾大学）
座長 : 渡部 洋（東北医科薬科大学）
共催 : 持田製薬株式会社

9 : 00～12 : 00

第 4 回宮城県医師会
母体保護法

指定医師研修会

12 : 00～13 : 00
ランチョンセミナー 3

演者 : 土井 卓子（湘南記念病院）
座長 : 横山 良仁（弘前大学）
共催 : 大塚製薬株式会社

9 : 00～11 : 45

ハンズオンセミナー 1
若手医師のための

～腹腔鏡下子宮悪性腫瘍
手術を目指した
セミウェット

ラボトレーニング～

共催 : �ジョンソン・エンド・ジョ
ンソン株式会社

10 : 25～11 : 40

ハンズオンセミナー 2
実践 MVA（Manual 
Vacuum Aspiration）

共催 : ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社

9 : 00～11 : 50

漢方セミナー
はじめて使う漢方

“3 時間コース”
～明日から使える、

とっておきの
漢方薬の選び方～

共催 : 株式会社ツムラ

12 : 00～13 : 00

TGCU 招待講演会
演者 : 牛嶋 公生（久留米大学）
座長 : 杉山 徹（岩手医科大学）
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特別講演

第 1日目　9月 2日（土）

特別講演 1　　第 1会場　会議棟 2階　橘 11 : 20～11 : 50

座長 : 榎本 隆之（新潟大学 産科婦人科）

「再発卵巣癌の治療 ─ 長期生存を目指して ─」
渡利 英道
北海道大学 産婦人科

特別講演 2　　第 1会場　会議棟 2階　橘 13 : 00～13 : 30

座長 : 千石 一雄（旭川医科大学 産婦人科）

「核内受容体転写補助因子Ncoa6 は子宮内膜の胚受容能調節と発癌抑制に重
要な機能を示す」

川越 淳
山形大学 産婦人科

特別講演 3　　第 1会場　会議棟 2階　橘 13 : 30～14 : 00

座長 : 藤原 浩（金沢大学 産科婦人科）

「受精障害への対応と治療前診断法の確立にむけて」
菅沼 亮太
福島県立医科大学 産科・婦人科学講座

教育講演（指導医講習会）

第 1日目　9月 2日（土）

第 1会場　会議棟 2階　橘 14 : 10～15 : 30

座長 : 八重樫 伸生（東北大学 産婦人科）

「遺伝カウンセリングを考える～NIPT の事例を通じて～」
川目 裕
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 遺伝子診療支援・遺伝カウンセリング分野

共催 : 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構
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日本産科婦人科学会伝達講習会

第 1日目　9月 2日（土）

第 1会場　会議棟 2階　橘 15 : 30～16 : 00

座長 : 藤森 敬也（福島県立医科大学 産科・婦人科学講座）

「“経” からの解放 ─ 妊娠・分娩回数のかぞえかたの統一 ─」
久具 宏司
東京都立墨東病院 産婦人科

日本産科婦人科学会理事長講演

第 1日目　9月 2日（土）

第 1会場　会議棟 2階　橘 17 : 00～17 : 30

座長 : 齋藤 滋（富山大学 産科婦人科）

「母子感染症の最新の展開」
藤井 知行
日本産科婦人科学会 理事長／東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座
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ランチョンセミナー

第 1日目　9月 2日（土）

ランチョンセミナー 1　　第 1会場　会議棟 2階　橘 12 : 00～13 : 00

座長 : 寺田 幸弘 （秋田大学 産婦人科）

「婦人科領域における安全な腹腔鏡下手術の立上げと手技向上の為の Tips」
和田 真一郎
手稲渓仁会病院 産婦人科

浅田 弘法
新百合ヶ丘総合病院 産婦人科

共催 : ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 2　　第 2会場　会議棟 2階　桜 2 12 : 00～13 : 00

座長 : 杉山 徹（岩手医科大学 産婦人科）

「卵巣癌・子宮頸癌患者さんの延命を目指して～アバスチンによってもたらさ
れたもの～」

永瀬 智
山形大学 産科婦人科学

共催 : 中外製薬株式会社

第 2日目　9月 3日（日）

ランチョンセミナー 3　　第 1会場　会議棟 2階　橘 12 : 00～13 : 00

座長 : 横山 良仁（弘前大学 産科婦人科）

「乳房の健康と術後のQOL向上を目指して～エクオールの可能性～」
土井 卓子
湘南記念病院 かまくら乳がんセンター長

共催 : 大塚製薬株式会社
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イブニングセミナー

第 1日目　9月 2日（土）

イブニングセミナー 1　　第 1会場　会議棟 2階　橘 17 : 30～18 : 30

座長 : 齋藤 豪（札幌医科大学 産婦人科）

「遺伝性腫瘍の個別化治療の進展と課題」
石岡 千加史
東北大学病院 加齢医学研究所 臨床腫瘍学分野

共催 : アストラゼネカ株式会社

イブニングセミナー 2　　第 3会場　会議棟 3階　白橿 1 17 : 30～18 : 30

座長 : 新倉 仁（東北大学 産婦人科）

「産婦人科医師による子宮動脈塞栓術の手技習得に向けた取り組み」
添田 周
福島県立医科大学附属病院 産科婦人科

共催 : 日本化薬株式会社

モーニングセミナー

第 1日目　9月 3日（日）

モーニングセミナー　　第 1会場　会議棟 2階　橘 　8 : 00～9 : 00

座長 : 渡部 洋（東北医科薬科大学 産婦人科学）

「婦人科癌の観点からみた脂質異常症治療のトレンド～女性の total サポート
を考える～」

阪埜 浩司
慶應義塾大学 産婦人科

共催 : 持田製薬株式会社
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　　　　　　　　　　  一 般 演 題  第 1日目　9月 2日（土）

第 1会場　会議棟 2階　橘

第 1群　「卵巣悪性腫瘍 I」 8 : 30～9 : 47

座長 : 寺本 瑞絵（札幌医科大学）、二神 真行（弘前大学）

1．	 ヒストン脱メチル化酵素阻害薬GSKJ4 を用いた卵巣がん幹細胞標的治療
榊 宏諭、清野 学、山谷 日鶴、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智
山形大学 医学部 附属病院 産婦人科

2．	 卵巣明細胞癌患者由来異種移植片モデルの樹立と特性解析
朝野 拓史1、遠藤 大介1、加藤 達矢1、金野 陽輔1、三田村 卓1、國友 美穂子2、 
本田 弘平2、野村 俊之2、渡利 英道1、櫻木 範明3

1北海道大学病院 婦人科、2武田薬品工業株式会社 医薬研究本部癌創薬ユニット、 
3小樽市立病院 婦人科

3．	 卵巣明細胞癌におけるAurora	kinase	A 発現の臨床的意義に関する検討
千葉 洋平1、佐藤 誠也1、深川 大輔1,2、菅 安寿子1,2、永沢 崇幸1、小見 英夫1、 
利部 正裕1、千葉 淳美1、竹内 聡1、板持 広明1、菅井 有2、杉山 徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 病理

4．	 当院における転移性卵巣癌17症例の検討
山下 芙貴子1、福中 規功1、西岡 嘉宏1、福中 香織1、田中 恵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

5．	 若年女性に発症した転移性卵巣癌の一例
小玉 都萌、二神 真行、田中 誠悟、小山 文望恵、平川 八大、飯野 香理、横山 良仁
弘前大学 医学部 産科婦人科

6．	 産褥期に急速に進行した卵巣癌の1例
大澤 有姫、熊坂 諒大、柞木田 礼子、松倉 大輔、尾崎 浩士、森川 晶子
青森県立中央病院 産婦人科

7．	 卵巣癌に対して妊孕性温存手術を施行し、傍大動脈リンパ節転移陽性であった 1
例
黒川 晶子、山下 剛、西澤 庸子、伊藤 嵩博、浅野 拓也
市立函館病院 産婦人科

8．	 画像検査にて著明な石灰化を伴い術前に間葉系腫瘍を疑った卵巣明細胞癌の一例
工藤 理永、徳永 英樹、大山 喜子、横山 絵美、井原 基公、永井 智之、島田 宗昭、 
新倉 仁、八重樫 伸生
東北大学 産婦人科

9．	 Bevacizumab投与終了後に再発した卵巣明細胞腺癌の2例
田中 景子、東 正樹、藤野 翔太朗、前田 悟朗、東 大樹、青柳 有紀子、米原 利栄、 
山口 辰美
釧路赤十字病院 産婦人科
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10．	 卵巣癌による転移性肝腫瘍が bevacizumab投与後に胸腔へ穿破した一例
田邉 昌平、葛西 剛一郎、高橋 新、清水 孝規、吉田 瑶子、佐藤 いずみ、末永 香緒里、
葛西 亜希子、河野 順子、会田 剛史、田中 創太
八戸市立市民病院 産婦人科

11．	 3 レジメン以上の化学療法歴のある再発卵巣がんに bevacizumab の投与は避け
るべきか ?
佐々木 彩1、庄子 忠宏1、竹下 亮輔1、向井田 理佳1、板持 広明2、杉山 徹2

1八戸赤十字病院 産婦人科、2岩手医科大学 産婦人科

第 2群　「卵巣悪性腫瘍 II」 9 : 47～11 : 04

座長 : 利部 正裕（岩手医科大学）、太田 剛（山形大学）

12．	 不妊治療中に加療された3	cm大の卵巣境界悪性腫瘍の1例
高須賀 緑、熊澤 由紀代、白澤 弘光、佐藤 亘、清水 大、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 産婦人科

13．	 卵巣成熟嚢胞性奇形腫に粘液性境界悪性腫瘍を合併した3例
藤島 綾香1、菅原 多恵1、軽部 裕子1、福田 淳1、高橋 道1、提嶋 眞人2

1市立秋田総合病院 産婦人科、2市立秋田総合病院 病理

14．	 転機の異なる再発漿液性境界悪性腫瘍の2症例の検討
佐藤 友里恵1、田邊 康次郎1、柏舘 直子1、松浦 類1、石垣 展子1、武山 陽一1、 
岡 直美2、櫻田 潤子2、鈴木 博義2、吉永 浩介1

1仙台医療センター 産婦人科、2仙台医療センター 病理

15．	 卵巣 Yolk	sac	tumor に漿液性境界悪性腫瘍を合併した極めて稀な症例
谷 英理1、中島 彰俊1、古田 敦1、前田 恵利子1、安田 一平1、福田 香織1、鮫島 梓1、 
島 友子1、吉野 修1、酒井 正利2、中川 俊信2、齋藤 滋1

1富山大学 産婦人科、2厚生連高岡病院 産婦人科

16．	 上皮性卵巣悪性腫瘍との鑑別が困難であった卵巣類内膜腺線維腫の一例
奈良本 葉月、堀内 綾乃、廣井 威、小幡 宏昭、相田 浩
上越総合病院 産婦人科

17．	 卵巣ステロイド細胞腫瘍の一例
松下 祐1、竹下 亮輔1、向井田 理佳1、庄子 忠宏1、笹生 俊一2、尾上 洋樹3、 
小見 英夫3、熊谷 仁3、板持 弘明3、杉山 徹3

1八戸赤十字病院 産婦人科、2八戸赤十字病院 病理、3岩手医附属病院 産婦人科

18．	 多発転移をきたしていた卵巣原発神経内分泌腫瘍の一例
海法 道子1、豊島 将文1、亀田 里美1、土岐 麻美1、石橋 ますみ1、永井 智之1、 
徳永 英樹1、島田 宗昭1、新倉 仁1、渡辺 みか2、八重樫 伸生1

1東北大学病院 産婦人科、2東北大学病院 病理
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19．	 長期に渡り再発奏効を繰り返しながら緩徐に進行し顆粒膜細胞腫が死因となった
1例
岩城 豊、小田切 哲二、金川 明功、宇津野 泰弘、岩城 久留美、中嶋 えりか、 
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

20．	 再発顆粒膜細胞腫に対して放射線治療が有効であった1例
神 未央奈、郷久 晴朗、岩崎 雅宏、小川 万梨絵、秋元 太志、梅本 美菜、柘野 友里、 
齋藤 豪
札幌医科大学附属病院 産婦人科

21．	 混合性胚細胞腫瘍治療後にCA19-9 高値のため SLO施行し、未熟奇形腫が成熟
化したと考えられた一例
千葉 仁美、佐藤 麻希子、橋本 哲司
青森市民病院 産婦人科

22．	 卵巣未熟奇形腫の転移、再発を疑った1例
高橋 新、吉田 瑶子、田中 創太、田邉 昌平、清水 孝規、佐藤 いずみ、末永 香緒里、
葛西 剛一郎、葛西 亜希子、会田 剛史、河野 順子
八戸市立市民病院 産婦人科
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第 2会場　会議棟 2階　桜 2

第 3群　「子宮肉腫」 8 : 30～9 : 12

座長 : 菊池 朗（新潟県立がんセンター）

23．	 子宮内膜炎を反復した sarcomatous	overgrowth を伴った子宮体部腺肉腫の1
例
奥井 陽介1、中原 健次1、出井 麗2、石田 博美1、椎名 有二1

1山形県立新庄病院 産婦人科、2山形大学 産婦人科

24．	 低悪性度と診断されたものの急速な転移、再発を来し予後不良な転帰を辿った子
宮内膜間質肉腫の1例
藤野 翔太郎、青柳 有紀子、田中 景子、前田 悟郎、東 大樹、米原 利栄、東 正樹、 
山口 辰美
釧路赤十字病院 産婦人科

25．	 血管内進展を認める低悪性度子宮内膜間質肉腫に対して、術前のGnRHaが著効
した 1例
梅本 美菜、郷久 晴朗、岩崎 雅宏、小川 万梨絵、秋元 太志、玉手 雅人、長尾 沙智子、 
神 未央奈、柘野 友里、齋藤 豪
札幌医科大学附属病院 産婦人科

26．	 当院で経験した低悪性度子宮内膜間質肉腫の2例
能丸 遼平、坂本 人一、大阪 康宏、高木 弘明、柴田 健雄、藤田 智子、浮田 彩絵、 
山田 菫、高田 笑、山村 孝一、高倉 正博、笹川 寿之
金沢医科大学 産婦人科

27．	 腹膜播種を伴う子宮平滑筋肉腫に対し腫瘍減量術と腹腔内温熱化学療法を施行し
た2例
西村 俊哉1、津吉 秀昭1、井上 大輔2、杉田 元気3、品川 明子1、知野 陽子1、 
黒川 哲司1、吉田 好雄1

1福井大学 産婦人科、2公立小浜病院 産婦人科、3福井県立病院 産婦人科

28．	 トラベクテジン血管外漏出による皮膚障害を来した子宮平滑筋肉腫の1例
伊藤 友理、清野 学、佐藤 藍、西村 杏子、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智
山形大学 産婦人科

第 4群　「内視鏡下手術 I」 9 : 12～10 : 29

座長 : 福原 理恵（弘前大学）、熊澤 由紀代（秋田大学）

29．	 妊娠中における腹腔鏡下卵巣腫瘍手術に対する検討
永井 智之1、佐々木 恵2、橋本 千明1、渡邉 善1、海法 道子1、徳永 英樹1、豊島 将文1、
島田 宗昭1、新倉 仁1、八重樫 伸生1

1東北大学 婦人科、2石巻赤十字病院 産婦人科

30．	 妊娠中に緊急腹腔鏡手術を行った、急性腹症の7例の診断法と分娩予後の検討
常松 梨紗、和田 真一郎、福士 義将、藤野 敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科
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31．	 腹腔鏡下手術で摘出した遊離嚢胞が嚢胞性中皮腫であった1例
大塚 康二1、早坂 篤1、吉田 悠人1、宮副 美奈子1、高橋 司1、笹瀬 亜弥1、 
松本 沙知子1、羽根田 健1、田邉 康次郎2、今井 紀昭1、長沼 廣3、大槻 健郎1

1仙台市立病院 産婦人科、2（旧）国立仙台病院 産婦人科、3仙台市立病院 病理

32．	 虫垂炎との鑑別に難渋し診断的腹腔鏡で判明した左卵管留血腫の1例
鹿内 智史1、山崎 智子1、幅田 周太郎1、真里谷 奨2、斎藤 剛3

1日鋼記念病院 産婦人科、2北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科、 
3札幌医科大学 産婦人科学講座 産婦人科

33．	 診断的腹腔鏡下手術において、第一トラカール穿刺時に腸管損傷を生じた1例
天谷 優介、佐藤 久美子、服部 克成、福田 真、辻 隆博、田嶋 公久
福井赤十字病院 産婦人科

34．	 全腹腔鏡下子宮全摘術後40日目に発症した腟断端膿瘍の1例
設楽 明宏、長尾 大輔、山本 博毅
大曲厚生医療センター 産婦人科

35．	 子宮動脈塞栓術後の全腹腔鏡下子宮全摘術を行った3症例の特徴
鈴木 大輔1、鈴木 聡2、遠藤 雄大3、小島 学2、野村 真司2、添田 周2、高橋 俊文1、 
水沼 英樹1、藤森 敬也2

1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、2福島県立医科大学 産婦人科、 
3白河厚生総合病院 産婦人科

36．	 腹腔鏡下単純子宮全摘後の膀胱機能の検討
竹下 亮輔1、庄子 忠宏1、向井田 理佳1、佐々木 彩1、小見 秀夫2、尾上 洋樹2、 
熊谷 仁2、板持 弘明2、杉山 徹2

1八戸赤十字病院 産婦人科、2岩手医科大学 医学部附属病院 産婦人科

37．	 骨盤内うっ血症候群を伴う慢性骨盤痛と腹腔鏡下手術
櫻井 愛美1、野村 英司1、眞山 学徳1、鈴木 昭2、勘野 真紀1

1医療法人 王子総合病院 産婦人科、2KKR札幌医療センター 病理診断科

38．	 子宮内膜異型増殖症の診断、術式は TAHか TLHか ?
小見 英夫、尾上 洋樹、菅 安寿子、苫米地 英俊、永沢 崇幸、利部 正裕、竹内 聡、 
熊谷 仁、板持 広明、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

39．	 過多月経を呈する粘膜下筋腫に対する筋腫融解術併用MEAの検討
津田 晃
山王レディースクリニック 産婦人科

第 5群　「内視鏡下手術 II」 10 : 29～11 : 18

座長 : 渡邉 善（東北大学）

40．	 腹腔鏡下手術をどのように学んでいくか
野呂 薫1、松浦 基樹1、寺田 倫子1、玉手 雅人2、寺本 瑞絵1、田中 綾一1、齋藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2市立釧路総合病院 産婦人科
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41．	 これから単孔式手術を始める先生に指導しているポイント
田中 綾一1、逸見 博文1、池田 詩子1、長澤 邦彦1、桑原 美佳1、曽山 浩明1、 
遠藤 俊明1、齋藤 豪2

1斗南病院 婦人科・生殖内分泌科、2札幌医科大学 産婦人科

42．	 GETS	（Gain	the	Expert’s	Technique	Seminar）	参加が個人にもたらした影響
田村 良介1、平石 光2、阿部 彰子3、北井 美穂4、高尾 航5、高橋 美奈子6、竹内 穂高7、
玉手 雅人8、中林 誠9、那須 洋紀10、藤城 直宣11、山本 泰廣12

1大館市立総合病院 産婦人科、2前橋赤十字病院 産婦人科、3徳島大学 産婦人科、 
4兵庫県立がんセンター 産婦人科、5筑波大学 産婦人科、6敬愛会 中頭病院 産婦人科、 
7信州大学 産婦人科、8市立釧路総合病院 産婦人科、9昭和大学 産婦人科、10久留米大学 産婦人科、 
11誠光会 草津総合病院 産婦人科、12手稲渓仁会病院 産婦人科

43．	 トレーニングプログラムGETSから得たこと	─	イメージの具現化	─
玉手 雅人1、鈴木 利理1、田渕 雄大1、岡村 直樹1、田村 良介3、山本 泰廣4、 
松浦 基樹2、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、3大館市立総合病院 産婦人科、 
4手稲渓仁会病院 産婦人科

44．	 出張手術でいかに効率よく TLHを教育するか
田邉 康次郎、橋本 栄文、佐藤 友里恵、斎藤 裕也、石山 美由紀、柏館 直子、 
松浦 類、石垣 展子、武山 陽一、吉永 浩介
仙台医療センター 産婦人科

45．	 新潟県若手周産期・内視鏡縫合セミナー～若手がつくる新しいリクルートメント
の形～
磯部 真倫、吉原 弘祐、生野 寿史、西野 幸治、西川 伸道、関根 正幸、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産科婦人科 産婦人科

46．	 ロボット支援広汎子宮全摘術の初期導入成績
岡元 一平、山崎 博之、竹下 奨、藤堂 幸治、嶋田 知紗、見延 進一郎、加藤 秀則
北海道がんセンター 婦人科 婦人科
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第 3会場　会議棟 3階　白橿 1

第 6群　「周産期管理 I」 8 : 30～9 : 54

座長 : 高橋 仁（福井大学）、黒田 敬史（札幌医科大学）

47．	 胎児頻脈性不整脈の2例
桑原 陽祐、干場 勉、佐々木 博正、平吹 信弥、近藤 壯、中尾 光資郎、松山 純、 
板野 陽通、別宮 若菜
石川県立中央病院 産婦人科

48．	 胎内治療を行った先天性完全房室ブロックの4症例
高橋 宏太朗、生野 寿史、谷地田 希、田村 亮、田村 知子、吉田 邦彦、五日市 美奈、
能仲 太郎、山口 雅幸、高桑 好一、榎本 隆之
新潟大学 産婦人科

49．	 当院で管理した胎児染色体正常の羊水過多31症例の臨床的予後
津田 竜広、米田 哲、小野 洋輔、村井 沙耶佳、布村 晴香、新居 絵里、森田 恵子、 
伊藤 実香、米田 徳子、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学 産婦人科

50．	 胎児貧血を認めた Jra不適合妊娠
仲野 靖弘1、小笠原 あゆみ1、丸山 真弓1、小幡 美由起1、小篠 隆広1、阿部 祐也1、 
室月 淳2

1山形県立中央病院 産婦人科、2宮城県立こども病院 産婦人科

51．	 分娩後産科DICに至った腟壁血腫に対して、腟動脈塞栓術を施行した一例
早坂 美紗、上田 寛人、十川 佳苗、吉澤 明希子、金井 麻子、横浜 祐子、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

52．	 感染を契機に発症した臍帯血管損傷による母体血の羊水腔流出の一例
鈴木 裕太郎、秋江 惟能、良川 大晃、山田 竜太郎、吉井 一樹、遠藤 大介、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

53．	 当院で経験した前置血管の3症例
西堀 翔子、栃木 実佳子、氷室 裕美、柳田 純子、太田 恭子、齋藤 美帆、佐藤 多代、
鈴木 久也、中里 浩樹、谷川原 真吾
仙台赤十字病院 産婦人科

54．	 分娩前に診断し得た前置血管3症例の検討
佐藤 帆奈美、小島 崇史、細川 亜美、川端 公輔、坂本 綾子、中川 絹子、藤枝 聡子、
馬詰 武、千葉 健太郎、河口 哲、石川 聡司、森川 守
北海道大学 産婦人科

55．	 生児を得られたテント状付着部の臍帯動脈断裂の1症例
平賀 裕章、仁田原 憲太、佐々木 恵、市川 さおり、辻 圭太、吉田 祐司
石巻赤十字病院 産婦人科

56．	 当院での超緊急（GradeA）帝王切開術の検討
和賀 正人、金森 勝裕、中村 恵菜実、齋藤 史子、木村 菜桜子、軽部 彰宏
由利組合総合病院 産婦人科
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57．	 研修病院における Joel-Cohen 変法による帝王切開術の有用性についての検討
鈴木 拓馬、小野 政徳、鏡 京介、飯塚 崇、桝本 咲子、保野 由紀子、山崎 玲奈、 
藤原 浩
金沢大学附属病院 産婦人科

58．	 既往帝切後妊娠における Joel-Cohen 変法と Pfannenstiel 法との比較
上田 寛人、早坂 美紗、十川 佳苗、吉澤 明希子、金井 麻子、横浜 祐子、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

第 7群　「周産期管理 II」 9 : 54～11 : 18

座長 : 藤田 智子（金沢医科大学）、塩崎 有宏（富山大学）

59．	 待機的に娩出時期を決定した胎盤後血腫の1例
桐越 智子、小田切 哲二、金川 明功、宇津野 泰弘、岩城 久留美、岩城 豊、 
中嶋 えりか、吉田 俊明、光部 兼六郎、箱山 聖子
JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

60．	 治療に難渋したが子宮温存可能であった子宮動静脈奇形の一例
工藤 沙織、富田 芙弥、田中 宏典、星合 哲郎、西郡 秀和、齋藤 昌利、八重樫 伸生
東北大学 産婦人科

61．	 分娩後に多発脳梗塞による高次脳機能障害を来し、内頸動脈低形成が判明した一
例
遠藤 俊1、佐々木 恵2、田上 可桜3、市川 さおり2、辻 圭太2、吉田 祐司2

1気仙沼市立病院 産婦人科、2石巻赤十字病院 産婦人科、3東北大学 産婦人科

62．	 胎児心機能評価を取り入れた一絨毛膜二羊膜性双胎妊娠管理の試み
宇津野 泰弘1、小田切 哲二1、金川 明功1、岩城 久留美1、岩城 豊1、島田 空知2、 
中嶋 えりか1、箱山 聖子1、竹田津 未生3、吉田 俊明1、光部 兼六郎1

1JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科、2旭川医科大学 小児科、 
3社会福祉法人 北海道療育園 診療部

63．	 当科における産科DICに対する治療指針
金川 明功、小田切 哲二、宇津野 泰弘、岩城 久留美、岩城 豊、中嶋 えりか、 
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

64．	 当院における円錐切除後妊娠分娩症例の検討
葛西 真由美、土屋 繁一郎、三浦 雄吉、海道 善隆、三浦 史晴、鈴木 博
岩手県立中央病院 産婦人科

65．	 帰省した妊婦群と対照群における分娩の比較検討
伊藤 太郎1、天谷 優介2、佐藤 加奈1、河原 和美1

1舞鶴共済病院 産婦人科、2福井赤十字病院 産婦人科

66．	 母体長期リトドリン投与と新生児低血糖の関連について
岡部 基成、高橋 玄徳、亀山 沙恵子、今野 めぐみ、三浦 康子、三浦 広志、 
佐藤 朗、寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科
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67．	 軽度の子宮内炎症を伴う未破水切迫早産例では、17-OHPCが妊娠期間延長に関
与する ?
米田 哲、米田 徳子、森田 恵子、小野 洋輔、伊藤 実香、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学産婦人科 産婦人科

68．	 頸管長短縮を伴う切迫早産例に対する頸管ペッサリーの有効性
永岡 晋一1、永岡 晋一1,2、小堀 周作1,2、利光 正岳2、室月 淳1,2、八重樫 伸生3

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

69．	 切迫早産および前期破水が原因となった28週未満早産症例の検討
赤羽 慧一郎、中陳 哲也、中川 絹子、古田 祐、田沼 史恵、片岡 宙門
函館中央病院 産婦人科

70．	 妊娠 17週で完全破水後、長期間にわたり羊水過少を呈し妊娠 35週で生児を得
た一症例
山下 真祐子1、石岡 伸一1、柏木 葉月1、水柿 祐子2、磯山 響子1、黒田 敬史1、 
水内 将人1、森下 美幸1、馬場 剛1、斉藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2製鉄記念室蘭病院 産婦人科
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第 4会場　会議棟 3階　白橿 2

第 8群　「子宮体部悪性腫瘍」 8 : 30～9 : 26

座長 : 竹内 聡（岩手医科大学）、黒川 哲司（福井大学）

71．	 子宮内膜ポリープの診断で子宮鏡下手術を行い類内膜腺癌と診断、MPA療法後
生児を得た1例
清水 茉泉1、幅田 周太朗1、鹿内 智史1、山崎 智子1、松浦 基樹2、郷久 晴朗2、 
田中 綾一2、岩崎 雅宏2、斎藤 豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科

72．	 卵巣性索腫瘍類似子宮腫瘍の1例
桑島 一彦、山田 恭子、川端 公輔、佐藤 修、藤本 俊郎
苫小牧市立病院 産婦人科

73．	 偶発的に発見された、子宮原発血管周囲類上皮細胞腫の一例
堀川 翔太、井出 佳宏、渡辺 紗奈、岡本 綾、早坂 典子、早坂 直、清野 朝史
日本海総合病院 産婦人科

74．	 APAMの長期経過観察中に悪性転化を疑い子宮摘出に至った若年者の一例
新谷 万智子、田中 良明、八代 憲司、西村 俊哉、玉村 千代、大沼 利通、津吉 秀昭、
品川 明子、知野 陽子、折坂 誠、黒川 哲司、吉田 好雄
福井大学 医学部 産婦人科

75．	 子宮体癌の術前に第VII 因子欠乏症の診断に至った1症例
五十嵐 なつみ、藤島 綾香、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

76．	 腹腔鏡下子宮体癌手術の術前評価と術後病理組織診との比較検討
寺田 倫子、松浦 基樹、野呂 薫、寺本 瑞絵、田中 綾一、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科

77．	 当科における再発子宮体癌に対する手術療法の検討
高田 めぐみ1、添田 周1、小元 敬大1、目黒 啓予1、小島 学1、野村 真司1、西山 浩3、 
渡辺 尚文1、山田 秀和2、藤森 敬也1

1福島県立医科大学 産婦人科、2宮城県立がんセンター 婦人科、3磐城共立病院 産婦人科

78．	 子宮体癌手術後に発生した難治性乳糜腹水症に対しリンパ管結紮術が奏功した後
腹膜リンパ脈管筋腫症の1例
田村 大輔、佐藤 直樹、加藤 彩、三浦 康子、牧野 健一、佐藤 敏治、清水 大、 
寺田 幸弘
秋田大学 産婦人科
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第 9群　「出生前診断・胎児形態異常」 9 : 26～10 : 22

座長 : 佐藤 朗（秋田大学）、尾崎 浩士（青森県立中央病院）

79．	 妊娠後期に羊水過多となり、出生後に先天性筋強直性ジストロフィー1型と診断
された1例
金杉 知宣、川村 花恵、寺田 幸、羽場 厳、佐々木 由梨、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

80．	 胎児超音波にて診断に難渋したHirschsprung 病の一例
熊坂 諒大1、小山 文望恵2、重藤 龍比古3、田中 幹二2、横山 良仁2

1青森県立中央病院 産婦人科、2弘前大学医学部付属病院 産婦人科、3大館市立総合病院 産婦人科

81．	 胎児期に総肺静脈還流異常症が疑われたが、出生後左肺動脈右肺動脈起始症の診
断となった1例
高林 杏奈、小山 文望恵、伊東 麻美、阿部 和弘、田中 幹二、横山 良仁
弘前大学 産婦人科

82．	 妊娠 36週に胎児の Ellis-van	Creveld 症候群が疑われた一例
渡辺 智之、渡邉 憲和、出井 麗、深瀬 実加、杉山 晶子、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

83．	 胎児腹水の原因と大網浮遊像の所見についての検討
飯塚 崇1、山崎 玲奈1、保野 由紀子1、桝本 咲子1、三谷 裕介2、酒井 清祥3、 
岩崎 秀紀2、鏡 京介1、小野 政徳1、藤原 浩1

1金沢大学附属病院 産婦人科、2金沢大学附属病院 小児科、3金沢大学附属病院 小児外科

84．	 胎児貧血を来した肝巨大血管腫の1例
加茂 矩士、植田 牧子、平岩 幹、巌 美希、鈴木 聡、山口 明子、藤森 敬也
福島県立医科大学附属病院 産科婦人科

85．	 当科で経験した胎児診断のついた先天性小腸閉鎖症の3症例の臨床的検討
小川 裕太郎1、富永 麻理恵1、上村 直美1、森川 香子1、常木 郁之輔1、田村 正毅1、 
柳瀬 徹1、倉林 工1、佐藤 尚2、永山 善久2、平山 裕3、飯沼 泰史3

1新潟市民病院 産婦人科、2新潟市民病院 新生児科、3新潟市民病院 小児外科

86．	 予後別に臨床背景を比較した18トリソミー 17症例における検討
村井 沙耶佳、米田 哲、津田 竜広、布村 晴香、新居 絵理、森田 恵子、小野 洋輔、 
伊藤 実香、米田 徳子、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学 産婦人科

第 10群　「子宮筋腫」 10 : 22～11 : 18

座長 : 小宮 ひろみ（福島県立医科大学）、大澤 稔（東北大学）

87．	 術前に変性子宮筋腫が疑われたSTUMPの一例
酒井 一嘉1、西村 杏子2、吉田 隆之1、木村 和彦1

1米沢市立病院 産婦人科、2山形大学 産婦人科
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88．	 腰背部皮下組織に発生した転移性平滑筋腫の1例
水柿 祐子、嶋田 浩志、高田 さくら、恐神 博行
製鉄記念室蘭病院 産婦人科

89．	 当科で経験した静脈内平滑筋腫症の2例	─	外科的治療に際しての考察	─
上田 遥香1、木谷 洋平1、郷戸 千賀子1、西野 幸治1、西川 伸道1、関根 正幸1、 
榎本 隆之1、名村 理2、坂田 純3、木村 明日香4、番場 景子4

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 心臓血管外科、 
3新潟大学医歯学総合病院 消化器外科、4新潟大学医歯学総合病院 麻酔科

90．	 Parasitic	dissecting	leiomyoma（DL）の 1例
石塚 泰也、工藤 正尊、藤井 タケル、能代 究、三田村 卓、金野 陽輔、加藤 達矢、 
渡利 英道
北海道大学病院 婦人科

91．	 若年者筋腫核出時に子宮動脈塞栓術を併用した1例
今泉 花梨1、添田 周1、滝口 薫1、平岩 幹2、小島 学1、野村 真司1、渡辺 尚文1、 
藤森 敬也1

1福島県立医科大学 産婦人科、2白河厚生病院 産婦人科

92．	 子宮筋腫へのUAE治療効果～エンボスフィア®	vs ゼラチンスポンジの検討～
滝口 薫1、菊池 賢2、鴫原 武志2、高梨子 篤浩1、飯澤 禎之1、武市 和之1

1会津中央病院 産婦人科、2会津中央病院 放射線科

93．	 巨大子宮筋腫を受診契機とし診断・治療に至った遺伝性出血性毛細血管拡張症の
1例
間 優衣1、寺本 瑞絵1、福島 新弥1、水上 卓哉1、野呂 薫1、寺田 倫子1、松浦 基樹1、 
鈴木 美和1、田中 綾一1、石川 亜貴2、櫻井 晃洋2、齋藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2札幌医科大学 遺伝医学

94．	 赤血球増多症を呈したエリスロポエチン産生巨大子宮平滑筋腫の1例
村田 強志1、山田 慈子1、西山 浩1、三瓶 稔1、本多 つよし1、赤津 賢彦2、 
浅野 重之3

1いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科、2いわき市立総合磐城共立病院 麻酔科、 
3いわき市立総合磐城共立病院 病理
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第 5会場　会議棟 1階　小会議室 1

第 11群　「子宮頸部悪性腫瘍」 8 : 30～9 : 33

座長 : 清水 大（秋田大学）、渡辺 尚文（福島県立医科大学）

95．	 子宮頸癌におけるMieap	αの発現と役割
山本 真1、中村 康之2、山田 しず佳1、久万 亜紀子2、津吉 秀昭1、吉田 好雄1、 
荒川 博文2

1福井大学 産婦人科、2国立がんセンター研究所 腫瘍生物学分野

96．	 べセスダシステムとWHO新分類（2014）の整合性を考えた今後の子宮頸がん
検診
藤田 博正1、保坂 昌芳2、工藤 正隆2、渡利 英道2、櫻木 範明2

1北海道対がん協会 産婦人科、2北海道大学 医学部 産婦人科

97．	 子宮頸部細胞診で悪性の細胞所見が得られなかった子宮頸癌 IB1期の一例
金川 明功1、小田切 哲二1、宇津野 泰弘1、岩城 久留美1、岩城 豊1、中嶋 えりか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

98．	 当院で経験したコンジローマ様癌3症例の検討
良川 大晃、吉井 一樹、秋江 惟能、鈴木 裕太郎、山田 竜太郎、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

99．	 子宮頸癌化学療法後に発生した Trousseau 症候群の一例
柘野 友里1、郷久 晴朗1、岩崎 雅宏1、水柿 祐子2、野藤 五沙1、小川 万梨絵1、 
秋元 太志1、梅本 美菜1、神 未央奈1、齋藤 豪1

1札幌医科大学附属病院 産婦人科、2製鉄記念室蘭病院 産婦人科

100．	子宮頸癌放射線治療後に癌性リンパ管症による皮膚転移を来した1例
中村 文洋、清野 学、深瀬 実加、鈴木 百合子、榊 宏諭、須藤 毅、太田 剛、 
永瀬 智
山形大学 産婦人科

101．	ベバシズマブ併用化学療法が奏功した子宮頸部小細胞癌の一例
古田 惇、中島 彰俊、吉野 佳佑、丸山 恵利子、安田 一平、鮫島 梓、福田 香織、
島 友子、吉野 修、齋藤 滋
富山大学 産婦人科

102．	進行再発子宮頸癌に対するベバシズマブの使用経験
平川 八大1、小玉 都萌1、小山 文望恵1、追切 裕江1、飯野 香理1、二神 真行1、 
横山 良仁1、武田 愛紗2

1弘前大学 産婦人科、2むつ総合病院 産婦人科

103．	子宮頸癌膣断端再発治療後 Paclitaxel/CDDP+Bevacizumab（TPB）治療を行
い、膀胱膣瘻、直腸膣瘻が発生した一例
中川 尚美1、中島 彰俊1、丸山 恵利子1、古田 惇1、安田 一平1、福田 香織1、鮫島 梓1、
島 友子1、吉野 修1、酒井 正利2、中川 俊信2、齋藤 滋1

1富山大学 産婦人科、2厚生連高岡病院 産婦人科
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第 12群「異所性妊娠」 9 : 33～10 : 01

座長 : 渡辺 正（東北医科薬科大学）

104．	腹腔鏡下に治療し得た腹膜妊娠の1例
伊藤 泰史、松川 淳、渡邉 憲和、松尾 幸城、山谷 日鶴、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

105．	子宮動脈塞栓術（UAE）が有用であった子宮頸管妊娠の一例
田上 和磨、高橋 聡太、田中 宏典、富田 芙弥、黒澤 靖大、星合 哲郎、齋藤 昌利、 
西郡 秀和、八重樫 伸生
東北大学病院 産婦人科

106．	緊急避妊薬レボノルゲストレル内服後の異所性妊娠症例
木谷 洋平、上田 遥香、石黒 竜也、安達 聡介、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

107．	卵管妊娠手術症例の術後フォローアップ期間の検討
松川 淳、竹原 功、渡邉 憲和、松尾 幸喜、川越 淳、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

第 13群　「不妊症・不育症」 10 : 01～10 : 36

座長 : 吉野 修（富山大学）

108．	帝王切開瘢痕症候群における瘢痕部修復術の有用性
當麻 絢子1、福原 理恵1、船水 文乃1、横田 恵1、田中 幹二1、横山 良仁1、小林 麻美2、
松下 容子2、鍵谷 昭文2、福井 淳史3

1弘前大学 医学部附属病院 産婦人科、2つがる総合病院 産婦人科、3兵庫医科大学 産婦人科

109．	地方病院として取り組んだ人工受精3年間の成績
工藤 多佳子、西本 光男、齋藤 淳一、亀田 優里菜、高後 裕子、松田 尚美
岩手県立中部病院 産婦人科

110．	採卵間隔は採卵獲得数を左右するか ?
福長 健史1、竹原 功1、松川 淳1、西 美智1、松尾 幸城1、川越 淳1、五十嵐 秀樹1,2、 
永瀬 智1

1山形大学 産婦人科、2京野アートクリニック 産婦人科

111．	不妊症におけるビタミンC・ビタミンB5配合錠内服の子宮内膜肥厚効果への検
討
水沼 槙人1、柞木田 礼子3、太田 圭一1、武田 愛紗1、平川 八大2、山口 英二1

1むつ総合病院 産婦人科、2弘前大学医学部付属病院 産婦人科、3青森県立中央病院 産婦人科

112．	当院の不妊症患者における抗核抗体の検討
村井 正俊、竹下 真妃、尾上 洋樹、熊谷 仁、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科
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第 14群　「感染症」 10 : 36～11 : 18

座長 : 加藤 育民（旭川医科大学）

113．	進行卵管がんとの鑑別を要した女性性器結核の1例
岩垂 純平、水本 泰成、茅橋 佳代、中出 恭平、折坂 俊介、明星 須晴、中村 充宏、 
藤原 浩
金沢大学 産婦人科

114．	腹腔鏡下手術が診断に有用であった結核性腹膜炎の2例
大和田 真人1、佐藤 哲1、大越 千弘1、田中 昌代1、鈴木 和夫1、前田 真作2、 
日下部 崇3、鈴木 博志1

1湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 産婦人科、2湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 呼吸器科、 
3湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 病理診断科

115．	腹腔鏡手術時に癌性腹膜炎様所見を示した結核性腹膜炎の1例
宇津野 泰弘、小田切 哲二、金川 明功、岩城 久留美、岩城 豊、中嶋 えりか、 
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

116．	卵管内にアクネ菌の存在を証明した卵管サルコイドーシスの1例
久野 貴司、立花 眞仁、井ケ田 小緒里、田中 恵子、藤峯 絢子、石橋 ますみ、 
志賀 尚美、渡邉 善、井原 基公、菅原 準一、八重樫 伸生
東北大学 産婦人科

117．	妊娠悪阻を契機にセラチア感染症による敗血症性ショックとなった1症例
齋藤 淳一1、西本 光男1、工藤 多佳子1、亀田 優里菜1、高後 裕子1、松田 尚美1、 
佐藤 多代1、管 重典2、鈴木 泰2、羽場 厳3

1岩手県立中部病院 産婦人科、2岩手医科大学附属病院 岩手県高度救命救急センター、 
3岩手医科大学 産婦人科

118．	無治療糖尿病により壊死性筋膜炎に至った外陰部膿瘍の1例
笠間 春輝1、井村 紗江1、石丸 美保1、平林 はやと1、金谷 太郎1、野島 俊二1、 
稲沖 真2、池田 和夫3

1独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 産婦人科、 
2独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 皮膚科、 
3独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 整形外科
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第 6会場　会議棟 1階　小会議室 2

第 15群　「合併症妊娠 I」 8 : 30～9 : 54

座長 : 米田 哲（富山大学）、山口 雅幸（新潟大学）

119．	妊娠糖尿病（GDM）の周産期管理におけるSMBGの有用性の検討
大金 由果1、幅田 周太朗1、鹿内 智史1、山崎 智子1、横山 和典3、水内 将人2、 
齋藤 豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科、3日鋼記念病院 糖尿病内科

120．	妊娠 39週で脳血管攣縮を発症した高血圧・糖尿病合併の一例
春谷 千智、鈴木 美奈、甲田 有嘉子、佐藤 ひとみ、加嶋 克則、本多 啓輔、 
風間 芳樹
魚沼基幹病院 産婦人科

121．	当院におけるSLE合併妊娠における周産期予後の検討
目黒 啓予1、経塚 標1、鳥羽 直弥1、磯上 弘貴1、石橋 真輝帆1、鈴木 聡1、鈴木 大輔2、
山口 明子1、藤森 敬也1

1福島県立医科大学 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

122．	胎児発育不全をきたした本態性血小板血症合併妊娠の一例
小元 敬大1、大和田 亜矢2、野村 泰久2、田中 幹夫2

1福島県立医科大学 産婦人科、2一般財団法人 太田綜合病院付属太田西ノ内病院 産婦人科

123．	妊娠 29週に総胆管結石症、閉塞性黄疸を発症し、PTCDによる管理で正期産を
成し得た1例
前田 悟郎、山口 辰美、東 正樹、米原 利栄、青柳 有紀子、東 大樹、田中 景子、 
藤野 翔太郎
釧路赤十字病院 産婦人科

124．	胎動減少を主訴に来院した母児間輸血症候群の1例
箱山 聖子、金川 明功、宇津野 泰弘、岩城 久留美、岩城 豊、中嶋 えりか、 
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

125．	妊娠第 3半期に肝障害が顕在化し、予定帝王切開にて分娩に至ったHBV持続感
染者の1症例
笠原 祥子、熊谷 奈津美、白井 友梨、宮野 菊子、岩間 憲之、松本 大樹、我妻 理重
大崎市民病院 産婦人科

126．	オウム病による国内初の妊産婦死亡例
清水 可奈子1、吉村 芳修2、坂野 陽通3、川村 裕士4、高橋 仁4、西島 浩二4、折坂 誠4、
河原 和美5、柳原 格2、吉田 好雄4

1福井愛育病院 産婦人科、2大阪母子医療センター 免疫部門、3石川県立中央病院 産婦人科、 
4福井大学 産婦人科、5舞鶴共済病院 産婦人科

127．	hCG異常高値を示し、妊娠19週で子宮内胎児死亡となった間葉性異形成胎盤の
1例
深瀬 実加、杉山 晶子、出井 麗、渡辺 憲和、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科
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128．	変性子宮筋腫に伴う難治性腹膜炎のため妊娠 15週に開腹手術を要した子宮筋腫
合併妊娠の1例
後藤 雅明1、太田 創1、西村 真唯1、大原 康弘1、山本 雅恵1、常松 梨紗1、簑輪 郁1、
滝本 可奈子1、今井 一章1、福士 義将1、和田 真一郎1、藤野 敬史1

1手稲渓仁会病院 産婦人科、2手稲渓仁会病院 臨床研修部

129．	術後に虫垂癌再発と診断された巨大卵巣腫瘍合併妊娠の一例
仁田原 憲太、辻 圭太、平賀 裕章、佐々木 恵、市川 さおり、吉田 祐司
石巻赤十字病院 産婦人科

130．	当科で経験した乳癌合併妊娠の8症例の検討
岡田 匡氷、石岡 伸一、山下 真祐子、柏木 葉月、磯山 響子、黒田 敏史、水内 将人、
森下 美幸、馬場 剛、斎藤 豪
札幌医科大学 医学部 医学科 産婦人科

第 16群　「合併症妊娠 II」 9 : 54～11 : 04

座長 : 星合 哲郎（東北大学）、森川 守（北海道大学）

131．	妊娠初期発症脳静脈洞血栓症の一例
田中 詩織1、若木 優2、渡邉 佳織2、鈴木 りか2、鈴木 聡3、山口 明子3、藤森 敬也3、
織田 惠子4

1大原綜合病院 総合臨床研修センター、2大原綜合病院 産婦人科、 
3福島県立医科大学 産科婦人科学講座、4福島県立医科大学 脳神経外科学講座

132．	妊娠中の腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛に対し芍薬甘草湯が著効した一例
寺田 幸、岡田 有加、川村 花恵、羽場 厳、佐々木 由梨、金杉 知宣、岩動 ちず子、
小山 理恵、菊池 昭彦、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

133．	汎血球減少をきたした巨赤芽球性貧血合併妊娠の一例
細川 亜美、藤枝 聡子、馬詰 武、小島 崇史、石川 聡司、河口 哲、森川 守
北海道大学 産婦人科

134．	1 絨毛膜 2羊膜双胎一児死亡後の待機的管理中に母体の血液凝固異常を発症した
一例
須田 拓也、平吹 信弥、松山 純、近藤 壯、佐々木 博正、干場 勉
石川県立中央病院 産婦人科

135．	トシリズマブを使用し、生児を得たCastleman 症候群合併妊娠の一例
田中 誠悟、高林 杏奈、熊坂 諒大、伊東 麻美、阿部 和弘、田中 幹二、横山 良仁
弘前大学 医学部附属病院 産婦人科

136．	子癇発作を伴わずに発症した可逆性後頭葉白質脳症（PRES）脳幹型 variant の
一例
秋江 惟能、山田 竜太郎、鈴木 裕太郎、良川 大晃、吉井 一樹、遠藤 大介、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
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137．	中枢性尿崩症合併妊娠の1例
玉城 良1、平山 恵美1、田中 星人1、後藤 公美子1、早貸 幸辰1、首藤 聡子1、 
菅原 照夫1、和田 典男2、奥山 和彦1

1市立札幌病院 産婦人科、2市立札幌病院 糖尿病内分泌内科

138．	周産期心筋症の2症例
石田 久美子1、大石 由利子1、村上 幸治1、小野 方正1、野澤 明美1、北村 晋逸1、 
黒嶋 健起2、井澤 和眞3、丹保 亜希仁4

1名寄市立総合病院 産婦人科、2北晨会 恵み野病院 循環器内科、3市立旭川病院 循環器内科、 
4旭川医科大学病院 集中治療部

139．	1 年間に経験した帝王切開後の産褥子癇2症例
吉越 信一、大田 悟、長谷川 徹、齋藤 真実、三輪 正彦
富山市立富山市民病院 産婦人科

140．	治療方針の同意に苦慮した一部胎盤遺残の症例
岡田 有加1、羽場 厳1、佐々木 由梨1、寺田 幸1、川村 花恵1、金杉 知宣1、 
岩動 ちず子1、小山 理恵1、菊池 昭彦1、杉山 徹1、畑山 伸弥2

1岩手医科大学 医学部 産婦人科、2岩手県立釜石病院 産婦人科
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第 7会場　会議棟 3階　小会議室 6

第 17群　「婦人科（その他）」 8 : 30～9 : 54

座長 : 高倉 正博（金沢医科大学）、添田 周（福島県立医科大学）

141．	体腔右側に発生した稀少部位子宮内膜症の2例
井村 紗江、野島 俊二、笠間 春輝、石丸 美保、平林 はやと、金谷 太郎
（旧）国立金沢病院 産婦人科

142．	当科で経験した肺子宮内膜症の1例
植田 牧子、大和田 亜矢、野村 泰久、田中 幹夫
太田西ノ内病院 産婦人科

143．	慢性骨盤痛の原因となった薬剤抵抗性の子宮円靭帯内膜症の一例
清水 孝規、田中 創太、田辺 昌平、高橋 新、吉田 瑶子、佐藤 いずみ、末永 香緒里、
葛西 亜希子、葛西 剛一郎、会田 剛史、河野 順子
八戸市立市民病院 産婦人科

144．	術中に判明した付属器欠損の一例
齋藤 強太、古俣 大、松本 賢典、横田 有紀、加勢 宏明
長岡中央綜合病院 産婦人科

145．	閉経後の外陰症例の治療経過の検討
小林 由佳子1、武田 真人1、前田 悟郎1、山口 正博1、福本 俊1、小林 範子1、 
藤野 敬史2、渡利 英道1、工藤 正尊1、櫻木 範明1

1北海道大学 婦人科、2手稲渓仁会病院 産婦人科

146．	子宮が嵌頓した成人外鼠径ヘルニアの1例
市川 英俊1、水崎 恵1、寳田 健平1、高橋 知昭1、加藤 育民1、片山 英人1、西脇 邦彦1、
川村 光弘2、千石 一雄1

1旭川医科大学 産婦人科、2市立稚内病院 産婦人科

147．	当院における骨盤臓器脱手術の成績
若木 優、渡邉 佳織、鈴木 りか
大原綜合病院 産婦人科

148．	子宮頸部に潰瘍を認めたベーチェット病の一例
品川 真澄、石橋 ますみ、遠藤 俊
気仙沼市立病院 産婦人科

149．	低侵襲の経腟開窓術で治療し得たWunderlich 症候群の 1例
水崎 恵、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

150．	くも膜下ポート留置によりオピオイドの減量が可能となり、イレウスが改善した
子宮頸癌再発の一例
太田 圭一1、水沼 槙人1、武田 愛紗1、山口 英二1、山田 恭吾2、服部 政治3

1下北医療センターむつ総合病院 産婦人科、2下北医療センターむつ総合病院 外科、 
3癌研究会癌研究所 がん疼痛治療科
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151．	当院婦人科の緩和ケアの現状について
橋本 栄文、武山 陽一、石垣 展子、田邉 康次郎、松浦 類、柏舘 直子、石山 美由紀、
齋藤 裕也、佐藤 友里恵、吉永 浩介
（旧）国立仙台病院 産婦人科

152．	性暴力被害者支援のためのワンストップセンター設立と活動報告
細川 久美子、河野 久美子、熊谷 亜矢子、三屋 和子、里見 裕之、福野 直孝、 
金嶋 光夫
福井県済生会病院 女性診療センター 産婦人科

第 18群　「腫瘍（その他）」 9 : 54～11 : 18

座長 : 中村 充宏（金沢大学）、西川 伸道（新潟大学）

153．	分娩後に発生した巨大胎盤ポリープの一例
萩原 達也、佐藤 孝洋、藤本 久美子、片平 敦子、舩山 由有子、高津 政臣
宮城厚生協会坂総合病院 産婦人科

154．	子宮頸部筋層を穿通して腟円蓋から発生する再発性子宮内膜ポリープの一例
藤峯 絢子、立花 眞仁、田中 恵子、井ヶ田 小緒里、久野 貴司、井原 基正、 
渡邉 善、志賀 尚美、新倉 仁、八重樫 伸生
東北大学 産婦人科

155．	Accessory	and	cavitated	uterine	masses	（ACUM）の一例
太田 恭子、栃木 実佳子、西堀 翔子、氷室 裕美、柳田 純子、斎藤 美帆、中里 浩樹、
佐藤 多代、鈴木 久也、谷川原 真吾
仙台赤十字病院 産婦人科

156．	術前診断が困難であった後腹膜リンパ管腫の一症例
下田 勇輝、村上 一行
かづの厚生病院 産婦人科

157．	悪性腹膜中皮腫の1例
奥 聡1、武田 真人1、朝野 拓史1、小林 由佳子1、井平 圭1、野崎 綾子1、金野 陽輔1、
加藤 達矢1、工藤 正尊1、渡利 英道1、清水 亜衣2、松野 吉宏2

1北海道大学病院 産婦人科、2北海道大学病院 病院病理部

158．	全胞状奇胎の治療中に子宮破裂を発症し出血性ショックに至った1例
山田 菫、大阪 康宏、高田 笑、坂本 人一、柴田 健雄、能丸 遼平、浮田 彩絵、 
山村 孝一、藤田 智子、高木 弘明、高倉 正博、笹川 寿之
金沢医科大学 産婦人科

159．	抗 NMDA受容体脳炎の4例
藤井 タケル、加藤 彗、後藤 久美子、早貸 幸辰、首藤 聡子、平山 恵美、菅原 照夫、
酒井 慶一郎、奥山 和彦
市立札幌病院 産婦人科

160．	ステロイド細胞腫瘍の1例
渡辺 紗奈、早坂 直、堀川 翔太、岡本 綾、早坂 典子、清野 朝史、井出 佳宏
日本海総合病院 産婦人科
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161．	摘出した停留精巣において、同一の精細管内悪性胚細胞腫瘍を合併した完全型ア
ンドロゲン不応症の姉妹例
井ケ田 小緒里1、志賀 尚美1、田中 恵子1、藤峯 絢子1、久野 貴司1、石橋 ますみ1,2、
井原 基公1、渡邉 善1、立花 眞仁1、八重樫 伸生1

1東北大学病院 産婦人科、2気仙沼市立病院 産婦人科

162．	選択的卵巣静脈血サンプリングが診断に有効であったテストステロン産生卵巣腫
瘍の1例
黒田 敬史1、馬場 剛1、長尾 沙智子1、藤部 佑哉1、森下 美幸1、久野 芳佳1、 
廣川 直樹2、遠藤 俊明1、斉藤 豪1

1札幌医科大学産婦人科学講座 産婦人科、2札幌医科大学放射線治療科 放射線治療科

163．	腟断端部に発症した腟原発扁平上皮癌の一例
菅 安寿子1、深川 大輔1,2、永沢 崇幸1、佐藤 誠也1、小見 英夫1、刑部 光正2、 
利部 正裕1、石田 和之2、板持 広明1、菅井 有2、杉山 徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 病理

164．	免疫療法に抵抗した腟壁原発悪性黒色腫の1例
坂野 陽通、佐々木 博正、桑原 陽祐、別宮 若菜、松山 純、中尾 光資郎、近藤 壯、
平吹 信弥、干場 勉
石川県立中央病院 産婦人科
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特別講演 1 第 1日目　9月 2日（土）　第 1会場（会議棟 2階　橘）　11 : 20～11 : 50

座長 : 榎本 隆之（新潟大学 産科婦人科）

再発卵巣癌の治療 ─ 長期生存を目指して ─

渡利 英道
北海道大学 産婦人科

上皮性卵巣癌に対しては、完全摘出を目指した最大限の腫瘍減量手術とともに薬物療法（化学療法、
分子標的薬）の奏効が患者の予後に大きく関与する。卵巣癌患者の予後は改善傾向にあるものの、一連
の初回治療により一旦寛解が得らても特に進行卵巣癌患者ではしばしば再発を来して二次治療へ移行す
る。そのため、再発卵巣癌の長期予後は依然として不良である。再発卵巣癌の予後を改善するためには、
再発腫瘍の完全切除が見込める手術療法が適応となる患者の適確な抽出と完全摘出が必須である。薬物
療法においては、プラチナフリー期間の概念を考慮しつつ有効な薬剤を適切に使用することが求められ
る。さらに、再発卵巣癌に対する新規有効薬剤の開発にあたっては、再発卵巣癌を対象に行われている
臨床試験や治験への積極的な患者登録のみならず、薬剤に対する感受性、抵抗性に関与する分子機構の
解明を目指す基礎的研究も大変重要である。加えて、特に進行癌に対しては初回治療の治療強度を上げ
ることで無再発を目指す方向性が今後益々重要となると考える。
本講演では、① 当科における再発卵巣癌の予後因子解析と再発卵巣癌における適切な手術適応症例
の選択に関する検討（Eur J Nuc Med Mol Imaging 2014）、② 抗がん薬耐性機構における抗アポトーシ
ス蛋白 clusterinの関与についての検討（J Exp Clin Cancer Res 2011）、③ 抗がん薬耐性における
microRNAやヒストン修飾によるエピジェネティクスを介した遺伝子発現制御機構の関与に関する基礎
的研究の結果と新規分子標的治療薬候補となる薬剤の有効性の検討（Oncogenesis 2013, Oncoscience 

2015）などについて私どもが取り組んできた研究の結果を中心に報告する。さらに、今後の precision 

medicineの展開を見据えて私どもが現在取り組んでいる卵巣癌手術検体組織を用いた網羅的遺伝子発
現解析、遺伝子変異解析、患者由来異種移植片モデルの樹立とその特性解析などの結果の一部について
概説するとともに、今後の臨床研究の方向性についても私見を述べてみたいと考えている。
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渡利 英道（わたり ひでみち）

【略歴】
1989年  3月　　北海道大学医学部　卒業
1995年  3月　　北海道大学大学院医学研究科　修了（医学博士号取得）
1995年  4月　　芦別市立病院産婦人科　医長
1996年  4月　　富良野協会病院産婦人科　医長
1996年 10月　　 University of Pennsylvania, Center for Research on Reproduction and Women’s Health, 

research fellow （Jerome F Strauss III Lab.）
2001年 11月　　北海道大学病院婦人科　助手
2006年  4月　　北海道大学病院婦人科　講師
2008年  5月　　北海道大学病院婦人科　診療准教授
2015年 10月　　北海道大学病院婦人科　准教授

【専門医】
日本産科婦人科学会産婦人科専門医/指導医
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医/指導医
日本臨床細胞学会細胞診専門医
日本がん治療認定医機構暫定教育医

【所属学会】
日本産科婦人科学会（代議員）、日本婦人科腫瘍学会（評議員、教育委員会委員）、日本臨床細胞学会、
日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、日本産婦人科内視鏡学会、日本産婦人科手術学会、日本婦人科
がん検診学会、日本胎盤学会、日本女性医学会、日本産婦人科乳腺医学会、日本思春期学会、日本が
んサポーテイブケア学会、日本再生医療学会

【臨床試験グループ】
JGOG ; 施設代表、理事、GCIG委員会委員
JCOG婦人科腫瘍グループ : 施設代表、JCOG1412研究代表者/事務局
NRG Oncology Japan : 運営委員会委員
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特別講演 2 第 1日目　9月 2日（土）　第 1会場（会議棟 2階　橘）　13 : 00～13 : 30

座長 : 千石 一雄（旭川医科大学 産婦人科）

核内受容体転写補助因子Ncoa6 は子宮内膜の 
胚受容能調節と発癌抑制に重要な機能を示す

川越 淳
山形大学 産婦人科

エストロゲンの作用は、エストロゲンが核内受容体であるエストロゲン受容体に結合し、標的遺伝子
の転写促進を介し、タンパク発現を誘導することで発揮される。その転写調節には、核内受容体転写補
助因子が関与し、転写活性を促進または抑制する。転写補助因子の一つである Nuclear receptor coacti-

vator-6 （Ncoa6）はエストロゲン受容体 α（ERα）の転写活性化因子として報告され、子宮に発現する
ことが報告されていたが、その実際の機能は明らかではなかった。そこで、今回われわれは Ncoa6の
子宮における機能をエストロゲン作用調節の点より注目し研究を行った。
われわれは、Cre-loxPシステムにより、子宮特異的な Ncoa6 ノックアウトマウスモデルを作成し、
子宮における Ncoa6の機能を検討した。その結果、① Ncoa6は ERαの転写活性化因子であると同時に、
ユビキチン-プロテアソーム経路を介して ERαの分解を促進し、その発現を抑制することで、むしろ、
子宮におけるエストロゲン活性を減弱する因子であることがわかった。したがって、② Ncoa6の機能
抑制は、胚受容期の子宮において、ERαの発現増加によるエストロゲン感受性の亢進をきたし、適切
な子宮内膜の分化が阻害されるため、胚受容能を喪失し、女性不妊症となることが分かった。また、
③ Ncoa6の機能抑制は、内膜上皮細胞の増殖を促進し、子宮体癌の発症を誘導すること、を明らかに
した。④ ヒト検体を用いた検討でも、類内膜腺癌の一部に Ncoa6の発現低下を認め、Ncoa6の発現低
下が子宮体癌発症に関与する可能性が示唆されている。
適切な胚受容能獲得は不妊治療成績を向上させるために必要不可欠だが、いまだに詳細な機序は明ら

かではない。特にエストロゲンの役割に関しては不明な点が多いが、エストロゲンの作用が過剰となっ
た場合、子宮内膜の胚受容能獲得に対し有害な影響があることが報告されている。また、過剰なエスト
ロゲン刺激は、長期的には子宮体癌発症のリスク因子となることは広く知られている。したがって、エ
ストロゲン刺激を適切に調節するメカニズムは、妊娠成立や子宮体癌発症予防の観点より重要な意味を
持つ。
われわれの発見は、1）不妊症が子宮体癌のリスク因子であることの説明として、従来考えられてき
た「不妊に伴う高エストロゲン環境が子宮体癌の原因となる」という説明だけでなく、「エストロゲン
感受性の異常が不妊の原因となり、かつ子宮体癌の原因となる」という、新たな疾患機序の可能性を示
したこと、2）エストロゲン受容体転写活性化因子が逆に活性抑制に作用するという、エストロゲン感
受性が複雑に調節されている機序の一端を明らかにしたこと、の 2点よりユニークである。現在、実際
の臨床における意義について更なる検討を試みている。
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川越 淳（かわごえ じゅん）

【略歴】
平成 12年　　山形大学医学部医学科　卒業
平成 12年　　山形大学医学部産婦人科 入局
平成 17年　　山形大学大学院医学専攻 修了
平成 19年　　 Baylor College of Medicine, Department of Molecular and Cellular Biology（米国テキサス

州ヒューストン）　研究員
平成 25年　　同　インストラクター
平成 27年　　山形大学医学部産婦人科　助教
平成 29年　　山形大学医学部産婦人科　講師　現在に至る

【所属学会】
日本産科婦人科学会
日本生殖医学会
日本女性医学会
日本周産期・新生児医学会
日本卵子学会
日本産科婦人科内視鏡学会
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特別講演 3 第 1日目　9月 2日（土）　第 1会場（会議棟 2階　橘）　13 : 30～14 : 00

座長 : 藤原 浩（金沢大学 産科婦人科）

受精障害への対応と治療前診断法の確立にむけて

菅沼 亮太
福島県立医科大学 産科・婦人科学講座

生殖補助医療技術（ART）の成功において、良好な受精卵を得ることは欠くことのできない第一段階
である。完全受精障害は当該治療周期の終了を意味し、不妊カップルに与える衝撃は大きく、極力回避
しなければいけない。受精障害には、体外受精後の受精障害と、現在最も効果的な授精法である卵細胞
質内精子注入法（ICSI）後の受精障害とがある。本講演では、各々の対応についての最近の知見と我々
の臨床成績・動物実験結果を交え考察する。また受精障害、特に対応困難な ICSI後受精障害の治療前
診断法の確立を目指しての試みについて報告する。

体外受精後の受精障害への対応
受精障害を予測する精子検査方法として、Immunobead test、Hemizona assay等が報告されているが、
完全予測は困難である。体外受精後の受精障害は ICSIの適応であり、どのように受精障害症例を予測
し ICSIを併用するか（split ICSI）、どのように媒精後早期に受精障害の卵を診断し ICSIを追加施行す
るか（rescue ICSI）が重要である。一方で ICSI自体の安全性に対する懸念があり、IVF症例を全例
ICSIとした場合の有効性は示されておらず、その適応を遵守すべきである。

ICSI後の受精障害への対応
ICSI後受精障害は 1～5%程度存在すると推定されるが予測は困難である。
人為的卵活性化法（AOA :  artificial oocyte activation）の併用
電気刺激法・化学的刺激法が報告されている。併用時期は、既往治療周期で ICSI後受精障害と診断

された症例に対し ICSI直後に併用する方法（assisted AOA）と、ICSI後の受精障害卵を早期に診断し
AOAを追加施行する方法（rescue AOA）とがある。ICSI後の受精障害卵の中で、精子核は PCC（pre-

mature chromatin condensation）をきたし、PCC後の活性化では異常受精・胚発生障害となるため、
ICSI直後/早期の AOA施行が望ましいが、未だ研究的治療法でありその適応は慎重にすべきである。
精巣精子の使用
造精機能障害のある個体において、精子形成過程、特に精巣から精巣上体尾部までの輸送・精子成熟

過程における精子核の障害が報告されている。また、射出精子を用いた ICSI反復不成功例に対し精巣
精子を用いて出産に至った報告や、cryptozoospermia症例の ICSIにおける精巣精子の優位性を示す報
告がある。

ICSI前の精子機能評価法の確立と治療前診断法としての応用を目指して
治療前診断法としての臨床応用を最終目標とし、通常の受精機序と大きく異なる受精機序をもつ

ICSIに適した精子選択法・精子機能評価法の確立を目指した当科での基礎研究について報告する。
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菅沼 亮太（すがぬま りょうた）

【略歴】
昭和 47年  7月　　茨城県岩井市（現　坂東市）生まれ

平成  6年  3月　　常総学院高等学校　卒業
平成  9年  3月　　福島県立医科大学　医学部　卒業
平成  9年  4月　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座　入局
平成  9年 10月　　竹田綜合病院　産婦人科　勤務医
平成 12年 10月　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座　診療医
平成 14年 12月　　ハワイ大学　生殖生物学研究所　研究員
平成 16年 11月　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座　診療医
平成 18年  8月　　福島赤十字病院　産婦人科　副部長
平成 20年  4月　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座　助教
平成 24年  4月　　福島県立医科大学　産科婦人科学講座　講師

【免許・学位】
平成  9年  4月　　医師免許取得
平成 14年 10月　　日本産科婦人科学会専門医
平成 18年  9月　　医学博士（福島県立医科大学）
　　　　　　　　　 学位論文題目「ICSI後受精障害症例に対する人為的卵活性化法の有効性に関す

る検討」
平成 21年  4月　　日本生殖医学会　生殖医療専門医　

【学会等】
日本産科婦人科学会
日本産婦人科医会
日本生殖医学会　代議員
日本卵子学会　評議員
日本アンドロロジー学会
日本 IVF学会　評議員
日本生殖再生医学会　評議員

【研究助成等】
平成 21-23年　科学研究費補助金（若手研究 B）　
　「顕微授精後受精障害症例に対する治療的な人為的卵活性化法の有効性に関する検討」
平成 24年-26年　科学研究費補助金（若手研究 B）　
　「卵細胞質内精子注入法における高倍率下精子選別法の有効性・安全性に関する基礎的検討」
平成 29年 4月-　科学研究費補助金　（基盤研究 C）
　「卵細胞質内精子注入法に特化した精子選別法・精子評価法の確立と治療前診断への応用」



教育講演（指導医講習会）
日本産科婦人科学会伝達講習会
日本産科婦人科学会理事長講演
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教育講演（指導医講習会） 
 第 1日目　9月 2日（土）　第 1会場（会議棟 2階　橘）　14 : 10～15 : 30

座長 : 八重樫 伸生（東北大学 産婦人科）

共催 : 東北大学 東北メディカル・メガバンク機構

遺伝カウンセリングを考える～NIPT の事例を通じて～

川目 裕
東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 遺伝子診療支援・遺伝カウンセリング分野

母体血を用いた無侵襲的出生前診断（NIPT）、いわゆる新型出生前診断や、遺伝性乳がん卵巣がん家
系のハリウッド女優のアンジェリーナ・ジョリーが遺伝学的検査の結果から予防的に健康な乳房の切除
を行ったというニュースなど、「遺伝カウンセリング」という言葉が、新聞、雑誌、テレビ等のメディ
アでも紹介されるようになった。
遺伝カウンセリングとは、「疾患の遺伝的要因がもたらす医学的、心理的、家族的影響に対して、人々

がそれを理解し適応するのを助けるプロセスである」と定義されている。このプロセスは、遺伝医学に
対する知識を土台として、疾患の発症や再発の可能性を評価するための家族歴と病歴の解釈（Interpre-

tation）、遺伝形式、遺伝学的検査、治療・健康管理、予防、社会資源、研究についてクライエントにわ
かりやすく伝える情報提供（Education）、自律的決定、リスクや疾患への適応を促進するためのカウン
セリング（Counseling）の 3つの項目からなる。クライエントの状況を把握して、正確で最新の情報提
供と、それに応じて生じる心理社会的側面の援助の両輪となって、クライエントに応じて様々な強弱に
よって行われる医療行為である。しかしながら、実際の「遺伝カウンセリング」は、対話で行われ、ク
ライエントと医療者の関係性によって行われる複雑、多様な実践行為であって、正解はないと言われる。
この数年、NIPT、遺伝性腫瘍疾患の診断、また、がん領域のパネル遺伝子検査などゲノム医療の進
歩によって、遺伝カウンセリングの需要がますます高まっている。
本教育講演では、この複雑、多様な「遺伝カウンセリング」の基本的な理念など基礎的な概念を示し

ながら、特に出生前診断の遺伝カウンセリングについての役割等を説明する。併せて、今回は、NIPT

を題材とした寸劇を提示しながら、私たちすべてが納得して自らの遺伝情報を利用するためのキーワー
ドである遺伝カウンセリングについて参加者とともに議論を行いたい。
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川目 裕（かわめ ひろし）

【略歴】
1986年　東京慈恵会医科大学医学部卒業後、同大学小児科に入局、研修。
1992年　同大学院卒業。医学博士。
1992年から 1995年までシアトルのワシントン大学遺伝医学部門、シアトル小児病院でシニアフェロー
として Roberta A. Pagon らに師事し臨床遺伝学を研修。
1997年　東京都立北療育医療センター小児科医長。
2000年　信州大学附属病院遺伝子診療部に赴任、翌 2001年に社会予防医学教室遺伝医学分野准教授
にて、遺伝医療の診療、教育に携わる。
2002年からは長野県立こども病院遺伝科の初代部長。信州大社会予防医学教室遺伝医学分野非常勤
講師。山梨大学医学部非常勤講師
2009年よりお茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科ライフサイエンス専攻遺伝カウンセリ
ングコース教授。東京女子医科大学遺伝子医療センター客員教授、東北大学医学系研究科非常勤講師。
長野県立こども病院非常勤、宮城県立こども病院非常勤、都立北療育医療センター非常勤。
2013年 4月より現職。東北大学大学院医学系研究科医科学専攻修士課程遺伝カウンセリングコース
代表を兼務（現、公衆衛生学専攻）。宮城県立こども病院非常勤。

【専門】
小児臨床遺伝学、臨床形態異常診断学（Dysmorphology）、遺伝カウンセリング

【活動】
演劇にて「遺伝」の啓発活動、身近に考える機会をとの発想で、2002年信州大学遺伝子診療部にて
劇団ジェネトピアを結成。その劇団の初代監督、劇団員で俳優など勤める。また、支援団体の
CHARGEの会、マルファンネットワークジャパン、たけのこの会の賛助会員あるいはアドバイザー。
2006年には、ムコ多糖症親の会第 1回 Doctor of the year MPS賞を受賞。

【専門医等】
1991.10.　小児科専門医（第 10318号）
1995. 9.　臨床遺伝専門医（第 15号）
1996. 4.　臨床遺伝専門医制度指導医（第 15号）

【学会・委員会等】
認定遺伝カウンセラー制度委員会委員長（2009年～）。日本人類遺伝学会（評議員）、日本遺伝カウ
ンセリング学会（理事、評議員）、日本小児遺伝学会（評議員）、日本小児科学会（倫理委員会委員）、
日本周産期新生児学会、日本未熟児新生児学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、日本重症心
身障害学会、日本先天代謝異常学会、American Society of Human Genetics、 National Society of Genetic 

Counselors
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日本産科婦人科学会伝達講習会 
 第 1日目 9月 2日（土）　第 1会場（会議棟 2階　橘）　15 : 30～16 : 00

座長 : 藤森 敬也（福島県立医科大学 産科・婦人科学講座）

“経” からの解放 ─ 妊娠・分娩回数のかぞえかたの統一 ─

久具 宏司
東京都立墨東病院 産婦人科部長 

公益社団法人日本産科婦人科学会用語委員会副委員長

「〇回経妊〇回経産」という、産婦人科医がカルテを作成する際に必ず記載する項目、この中の〇に
入る数字のかぞえかたが、施設により一定していないらしいと、日本産科婦人科学会（日産婦）の理事
の間で話題になったことが、この講演が企画されることになる発端でした。施設により一定していない
と、妊娠中の女性を里帰り出産などで他施設へ紹介したりする時に、正しい情報が伝わらないおそれが
あります。初めて妊娠した妊婦を表現する時に〇に入る数字は、「0」でしょうか、「1」でしょうか ?　
日産婦理事会をあげて検討した結果、この例の場合の数値は「1」とする案が決まりました。そのよう
に決めた最大の理由は、海外の論文の記載に準拠する、ということです。
しかしながら、このような科学的とは言えない、いわば約束事を変えられてしまうことには、少なか

らぬ抵抗を感じてしまいます。ところで、「〇回経妊〇回経産」は、「〇 G〇 P」という表現もします。
上記の例で、「1回経妊」と表現すると、どうしても納得がいきませんが、「1G」という表現ならば、容
認できるのではないでしょうか ?　施設間での表現法を統一し、海外標準に合わせるために、これから
妊娠回数をどのように記載すれば無理なく表現できるか、この講演の表題に示されています。
今回、上記のほかに、分娩回数として算入するのは、妊娠齢が満 22週に達した以降の「児の娩出」

とすること、また、多胎妊娠の分娩は、その多胎妊娠に含まれる児の数が何人であろうとも、妊娠回数
を 1、分娩回数を 1とするよう、日産婦として統一を図ることになりました。
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久具 宏司（くぐ こうじ）

【略歴】
昭和 57年 東京大学医学部　卒業
 卒業と同時に東京大学医学部附属病院産婦人科医員（研修医）
昭和 60年 東京大学医学部助手　　水野正彦教授、武谷雄二教授に師事
平成  2年 富山医科薬科大学講師　　富山県での体外受精に成功
平成  4年 学位取得（東京大学医学部）
 テーマ「下垂体性ゴナドトロピン分泌とプロラクチン分泌の相互関連」
平成 5年から平成 7年まで　　米国ジョンズ・ホプキンス大学に留学
帰国後、日本赤十字社医療センター副部長、などを経て、
平成 13年 東京大学講師
平成 23年 東邦大学教授（大橋病院）
平成 26年 東京都立墨東病院産婦人科部長　現在に至る

日産婦の活動 : 副議長、生殖・内分泌委員会委員長、倫理委員会副委員長、用語委員会副委員長
他学会の活動 :  日本生殖医学会理事 ; 日本生殖内分泌学会理事 ; 日本産科婦人科遺伝診療学会理

事 ; 日本医学会内 NIPT認定登録部会長、など
日本学術会議連携会員（法学委員会生殖補助医療と法分科会）
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日本産科婦人科学会理事長講演 
 第 1日目 9月 2日（土）　第 1会場（会議棟 2階　橘）　17 : 00～17 : 30

座長 : 齋藤 滋（富山大学 産科婦人科）

母子感染症の最新の展開

藤井 知行
日本産科婦人科学会 理事長／東京大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座

藤井 知行（ふじい ともゆき）

【学歴および職歴】
1982年　　東京大学医学部医学科卒業
1982年　　東京大学医学部附属病院産科婦人科　研修医 

1991年　　米国シアトル市フレッドハッチンソン癌研究所　留学（2年間） 
2005年　　東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座　助教授
2012年　　東京大学医学部附属病院総合周産期母子医療センター　センター長　兼任
2012年　　東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座　教授
2013年　　東京大学医学部附属病院女性診療科・産科　科長　兼任

【学位および資格】
・医学博士
・日本産科婦人科学会産婦人科専門医、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

【学会等役職】
・日本産科婦人科学会理事長
・日本生殖免疫学会常任理事
・日本産婦人科乳腺医学会常務理事
・日本妊娠高血圧学会理事
・日本受精着床学会理事
・日本産科婦人科栄養・代謝研究会理事
・関東連合産科婦人科学会理事
・日本周産期・新生児医学会評議員
・東京都周産期医療協議会会長代理
・東京都周産期医療体制整備計画改定部会会長
　他
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2.	 卵巣明細胞癌患者由来異種移植片モデルの樹立と特性解析
○朝野 拓史1、遠藤 大介1、加藤 達矢1、金野 陽輔1、三田村 卓1、國友 美穂子2、 
本田 弘平2、野村 俊之2、渡利 英道1、櫻木 範明3

1北海道大学病院 婦人科、2武田薬品工業株式会社 医薬研究本部癌創薬ユニット、3小樽市立病院 婦人科

【目的】Patient-derived xenograft（PDX）モデルは、従来用いられてきた細胞株モデルに比べ、臨床腫
瘍の性質が保持された細胞モデルとされる。今回、PDXモデルとして報告の少ない卵巣明細胞癌（CCC）
由来の PDXモデルを樹立し、その特性を解析した。【方法】卵巣癌患者 19名から摘出した腫瘍片（G0）
を NOGマウス皮下に移植し PDXを樹立した。移植片（G1）は適当な大きさで回収し、遺伝子解析・
病理学的解析を行い、残りは別のマウスに継代（G2）した。G0、G1より RNAを抽出して遺伝子発現
および変異解析を行った。また G1を用いて薬効評価を行い臨床経過と比較した。【結果】PDX樹立成
功率は 31.6%（6/19）で、そのうち CCCは 28.7%（2/7）であった。遺伝子プロファイルでは、非樹立
例と比較し樹立例において細胞周期や DNA複製を制御する遺伝子群の発現が亢進していた。樹立例で
は、G0と G1は発現ヒートマップ上で近傍に位置し、遺伝子発現プロファイルが保持されていた。遺
伝子変異解析比較では、G0で確認された変異は G1でもほぼ維持されていた。薬剤感受性は概ね臨床
予後と相関していた。【結論】PDXでは、遺伝子発現プロファイルおよび遺伝子変異が保持され、臨床
経過をある程度忠実に反映すると考えられた。そのため、新規バイオマーカーや治療標的分子検索、 及
び個々の患者の化学療法感受性予測に有用である可能性が考えられた。

1.	 ヒストン脱メチル化酵素阻害薬GSKJ4 を用いた卵巣がん幹細胞
標的治療

○榊 宏諭、清野 学、山谷 日鶴、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智
山形大学 医学部 附属病院 産婦人科

【目的・背景】近年の報告で、卵巣癌の再発や転移にがん幹細胞の存在が関与していることが示唆され
ている。すなわち、卵巣がんの再発や転移を克服し、長期予後を改善するためには卵巣がん幹細胞を標
的とした治療の開発が必要とされている。そのために、我々はヒストンのトリメチル化に着目した。以
前よりヒストンのトリメチル化は正常幹細胞の分化に関与することは報告されていた。我々は、正常幹
細胞と同様にがん幹細胞においても、ヒストンのトリメチル化を促進することで、がん幹細胞をがん幹
細胞としての特徴を有しない細胞へと分化させることが出来るのではないかと考えた。今回我々は、ヒ
ストン脱メチル化酵素 JMJD3の阻害薬 GSKJ4が、ヒストンのトリメチル化を介した卵巣がん幹細胞標
的治療薬になり得るか検討を行った。【方法】GSKJ4の卵巣がん幹細胞に対する効果を検討するため、
卵巣がん細胞株 A2780および TOV21Gより我々が樹立した Cancer stem like cellである A2780CSCおよ
び TOV21GCSCを用いて、GSKJ4処理による卵巣がん幹細胞の特徴である自己複製能や腫瘍創始能の
変化をWestern blot assayや Sphere formation assay、flow cytometryおよび ex vivoで検討した。【結果】
GSKJ4処理によりA2780CSCおよびTOV21GCSCの自己複製能や腫瘍創始能は明らかに抑制された。【結
語】ヒストン脱メチル化酵素阻害薬 GSKJ4は卵巣がん幹細胞標的治療薬となり得る可能性が示唆され
た。
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4.	 当院における転移性卵巣癌17症例の検討
○山下 芙貴子1、福中 規功1、西岡 嘉宏1、福中 香織1、田中 恵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

【目的】転移性卵巣癌は原発巣からみれば既に進行癌であり、予後は一般的に不良とされている。積極
的な外科的腫瘍切除や化学療法が予後を改善させるか否かは不明な点が多い。近年大腸癌原発の転移性
卵巣癌も増加しており、他科からの紹介を受ける場面も少なくない。そこで、今回当院で経験した転移
性卵巣癌を臨床的に検討した。【方法】2006年 4月から 2016年 9月までに当院で手術治療を行った転
移性卵巣癌 17症例を後方視的に検討した。【成績】平均年齢は 56.8歳（42-70歳）、原発巣は大腸が 9例、
胃が 5例、乳腺が 2例、腹膜が 1例であった。10例が両側付属器切除、2例が片側付属器切除、4例が
単純子宮全摘＋両側付属器切除、1例が骨盤リンパ節郭清まで施行していた。転移が片側性のものは5例、
両側性のものは 9例、両側と子宮まで転移していたのが 3例であった。術後治療として、16例が化学
療法を施行しており、平均生存期間は大腸癌原発で 40ヶ月、胃癌原発で 21.6ヶ月であった。胃癌原発
の中でも、術後の化学療法を施行し、現在まで無病生存（41ヶ月）している症例もあった。【結論】予
後不良とされる転移性卵巣癌であっても、手術により腫瘍を摘出し、術後の化学療法により長期生存す
る例もあった。積極的に治療する意義はあると考えられ、特に大腸癌原発転移性卵巣癌では予後の延長
を期待しうると考えられた。

3.	 卵巣明細胞癌におけるAurora	kinase	A 発現の臨床的意義に関
する検討

○千葉 洋平1、佐藤 誠也1、深川 大輔1,2、菅 安寿子1,2、永沢 崇幸1、小見 英夫1、 
利部 正裕1、千葉 淳美1、竹内 聡1、板持 広明1、菅井 有2、杉山 徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 病理

【緒言】Aurora kinase A （Aurora-A） は有糸分裂に関与するセリン/スレオニンキナーゼである。近年、上
皮性卵巣癌を含む種々のがん腫で Aurora-Aの過剰発現が報告されている。しかしながら、卵巣明細胞
癌における Aurora-A発現と予後との関連はいまだ明らかでない。そこで、本研究では卵巣明細胞癌に
おける Aurora-A蛋白発現と臨床病理学因子との関連を知ろうとした。【対象と方法】2009年から 2015

年に当科で治療を行った卵巣明細胞癌患者のうち、文書による同意が得られた 56例を対象とした。腫
瘍組織中の Aurora-A蛋白発現を 免疫組織化学で検出し、その発現と臨床病理学的因子との関連を後方
視的に検討した。累積生存率は Kaplan-Meier法で、有意差は log-rank法を用いて検索した。また、
Coxの比例ハザードモデルを用いて予後因子解析を行った。【結果】Aurora-A蛋白発現は 96%（54/56例）
にみられ、75%（42/56例）では中等度以上の発現が観察された。Aurora-A蛋白の中および高発現群では、
陰性または弱発現群に比して予後不良の傾向がみられた。特に、FIGO進行期 IC3期-IV期において、 
Aurora-A蛋白の中および高発現群は陰性または弱発現群に比して有意に予後不良であった（累積 5年
生存率 : 21% vs 77%）。多変量解析の結果、Aurora-A蛋白染色強度は残存腫瘍径とともに独立予後因子
であった。【結語】卵巣明細胞癌において Aurora-A蛋白発現は有望な予後予測マーカーとなり得ること
が示唆された。
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6.	 産褥期に急速に進行した卵巣癌の1例
○大澤 有姫、熊坂 諒大、柞木田 礼子、松倉 大輔、尾崎 浩士、森川 晶子
青森県立中央病院 産婦人科

卵巣悪性腫瘍合併妊娠は 12,000～25,000妊娠に 1例と非常に稀であり、ほとんどが I期であるとされて
いる。今回我々は、産褥期に進行卵巣癌と診断された症例を経験したので報告する。症例は 33歳、1

経妊 1経産。既往歴・家族歴に特記すべき事項はなし。妊娠初期の子宮頚部細胞診は NILMで、両側
付属器の腫大は認めなかった。不規則抗体陽性妊娠・転居のため周産期管理目的に当科紹介となり、妊
娠 40週に自然分娩となった。産褥 4日目診察の際に経腟超音波検査にて右卵巣の軽度腫大を指摘され
た。産褥 1ヶ月健診の経腟超音波検査にて、右卵巣腫瘍が多房性で増大しており、左卵巣も軽度腫大し
ていた。腹水は認めなかった。産褥 75日目の経腟超音波検査では両側の多房性卵巣腫瘍を認め、腫瘍
径の増大と腹水貯留を認めた。頚部～骨盤造影 CT検査と骨盤MRI検査はいずれも卵巣癌・癌性腹膜
炎疑いの診断であった。また、上下部消化管内視鏡検査では消化管腫瘍は認めなかった。産褥 98日目
に手術となり、一部 2 cmを超える著明な腹膜播種と腹水貯留を認めた。両側附属器摘出術+腹膜播種
生検を施行し、病理組織診断は High-grade serous adenocarcinomaで、pT3cNXM0であった。現在、術
後全身化学療法を継続中である。産褥期に急速な進行を認めた卵巣癌症例を経験した。妊娠産褥期の進
行卵巣癌は稀であり、考察を加え報告する。

5.	 若年女性に発症した転移性卵巣癌の一例
○小玉 都萌、二神 真行、田中 誠悟、小山 文望恵、平川 八大、飯野 香理、 
横山 良仁

弘前大学 医学部 産科婦人科

【緒言】若年女性における卵巣悪性腫瘍は胚細胞腫瘍が多数を占める。今回大腸原発と思われる転移性
卵巣癌の症例を経験したので報告する。【症例】27歳未経妊未経産、特記すべき既往なし。家族歴なし。
約 1か月前からの腰痛、体重減少、盗汗を主訴に近医を受診した。CT検査で骨盤内に多量の腹水を伴
う長径約 9 cmの左付属器の不整形腫瘤とともに、左鎖骨下・縦隔・腹部傍大動脈・腸間膜リンパ節の
腫大と回盲部の壁肥厚も認めた。精査目的に前医紹介となり、大腸内視鏡検査が検討されたが、疼痛コ
ントロールができず施行できなかった。卵巣腫瘍の経腟的生検が行われ腺癌と診断された。婦人科腫瘍
由来の可能性も否定できず、当科へ転院した。PSは 3。腫瘍マーカーは、AFP 1 ng/mL、CA125 276 U/

mL、CA19-9 102 U/mL、CEA 29.8 ng/mL、NSE 61.5 ng/mL、SCC 1.5 ng/mL。各種検査結果から転移性
卵巣癌の可能性が高いと思われたが確定できず、試験開腹の方針とした。緩和ケアチームによるペイン
コントロールののち、入院 6日目に左卵巣腫瘍摘出術を施行した。骨盤内に播種病巣はなく回盲部（腸
管内部）に硬結を触れた。術後病理検査で転移性卵巣癌（神経内分泌化を伴う低分化腺癌）と診断され
た。前医内科へ転院し、mFOLFOX6療法を行っている。【考察】転移性卵巣癌は若年者でもありうるこ
とを念頭におき診療に当たることが肝要である。また同時にペインコントロールを十分に行うことも重
要である。
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8.	 画像検査にて著明な石灰化を伴い術前に間葉系腫瘍を疑った卵巣
明細胞癌の一例

○工藤 理永、徳永 英樹、大山 喜子、横山 絵美、井原 基公、永井 智之、島田 宗昭、
新倉 仁、八重樫 伸生

東北大学 産婦人科

【緒言】卵巣腫瘍の中で、漿液性癌には顕微鏡的な石灰化は頻繁に認められ、成熟奇形腫、未熟奇形腫
は骨成分を含有することは珍しくない。今回、術前画像検査で充実性且つ広範な石灰化を伴う腫瘤を認
めたことより間葉系腫瘍を疑ったが、病理組織検査で明細胞癌と診断された症例を経験したので報告す
る。【症例】72歳　3経妊 2経産。骨盤MRIにて T1WI・T2WIで低信号と高信号が混在し、石灰化を
伴い不均一に造影される巨大腫瘤を認めた。画像上、卵巣原発ではあるが間葉系悪性腫瘍の可能性を疑
い、両側付属器切除術を施行した。腫瘍と結腸の癒着が高度で、S状結腸の一部とともに左付属器を摘
出した。【病理学的所見】好酸性の細胞質を有する異形腺管の増殖あり、一部淡明な細胞質を有する細
胞の増殖、hobnail様の構造を認めた。背景には硝子化を伴う線維性組織がみられ、石灰化が目立った。
腫瘍細胞において HNF- 1B24陽性、WT1陰性であり、卵巣明細胞癌の診断となった。【考察】腫瘍は
間質が豊富で上皮成分は adenomaから carcinomaまでの各段階の悪性度の成分を含んでおり、adenofi-

bromaの上皮成分が悪性化した可能性も考えられた。【結語】広範な石灰化は上皮性悪性腫瘍を否定す
るものではない。卵巣腫瘍は多彩な病理像を示すため、予定する術式は柔軟な対応が取れる体制を整え
ておく必要がある。

7.	 卵巣癌に対して妊孕性温存手術を施行し、傍大動脈リンパ節転移
陽性であった1例

○黒川 晶子、山下 剛、西澤 庸子、伊藤 嵩博、浅野 拓也
市立函館病院 産婦人科

卵巣癌患者の約 10%は生殖可能年齢であるとされているが、妊孕性温存手術に関する十分なエビデン
スは得られていない。今回、術前診断で境界悪性腫瘍が疑われ妊孕性温存手術を施行したところ粘液性
腺癌の診断となり、対側付属器・子宮を温存し骨盤・傍大動脈リンパ節を摘出する再 Staging手術にて
傍大動脈リンパ節転移陽性であった 1例を経験したので報告する。症例は 34歳女性、未婚、1経妊 0

経産。腹部膨満感を主訴に受診し、経腹超音波にて臍高まである巨大卵巣腫瘍を認めた。画像診断で右
付属器の境界悪性腫瘍が疑われたが、妊孕性温存を希望されたため腹式右付属器摘出術、大網切除術、
腹腔内観察、腹腔内洗浄細胞診を施行した。摘出された右卵巣は 14 kg、術中被膜破綻はなく、腹腔内
洗浄細胞診は陰性であった。術後病理組織診断は粘液性腺癌であり、画像上遠隔転移やリンパ節転移は
認めず StageIA期が想定された。正確な診断のための再 Staging手術を提案した際にも再度妊孕性温存
を強く希望されたため、腹腔内洗浄細胞診、腹腔内観察、骨盤・傍大動脈リンパ節郭清を施行した。術
後病理診断で b2正中領域のリンパ節に転移を認め、StageIIIA1i期の診断となった。妊孕性温存手術は
現ガイドライン上局所に限局している進行期までが想定されており、IIIA1i期での適応はない。本症例
に関し文献的考察と合わせて報告する。
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10.	 卵巣癌による転移性肝腫瘍が bevacizumab 投与後に胸腔へ穿
破した一例

○田邉 昌平、葛西 剛一郎、高橋 新、清水 孝規、吉田 瑶子、佐藤 いずみ、末永 香緒里、
葛西 亜希子、河野 順子、会田 剛史、田中 創太

八戸市立市民病院 産婦人科

【緒言】卵巣癌に対して bevacizumab（BEV）が近年使用されているが、腸管穿孔や肺出血といった重
篤な合併症を起こすことがあり注意を要する。今回我々は卵巣癌による転移性肝腫瘍を有する患者に対
して BEVを用いた化学療法後に胸腔へ腫瘍が穿破した症例を経験したので報告する。【症例】57歳女性。
卵巣癌 IIIC期に対して肝部分切除を含む 2度の手術及び合計 9コースの TC療法を行い残存病変無しの
状態で初回治療を終了した。しかしその後 7か月で肝臓・骨盤内・肺などに多発転移を認めたため
BEVを追加して TC+BEV療法を開始し、2クール行ったところでカルボプラチンのアレルギーが出現
したため TP+BEVへ変更し治療を行っていた。再開後 5コース投与 17日目に全身倦怠感と発熱、炎
症反応高値のため入院した。抗菌薬治療を行い加療していたところ化学療法投与 31日目に喀血が出現
した。CT、MRI撮影を行ったところ転移性肝腫瘍が右胸腔へ穿破していることが判明した。一時重篤
な状態となったが止血剤など投与して改善し、その後も少量の喀血は持続しているが呼吸症状なく現在
は退院し自宅療養中である。【結語】BEVによる重篤な副作用として消化管穿孔や膀胱瘻・膣瘻などの
瘻孔が知られているが、横隔膜に接した病変がある場合には胸腔への穿破が起こるリスクがあることも
念頭に置き BEVを使用する必要があると思われた。

9.	 Bevacizumab投与終了後に再発した卵巣明細胞腺癌の2例
○田中 景子、東 正樹、藤野 翔太朗、前田 悟朗、東 大樹、青柳 有紀子、米原 利栄、
山口 辰美

釧路赤十字病院 産婦人科

症例 1.　55歳。3経産。閉経 55歳。X年 7月当科にて卵巣癌根治術を施行、明細胞腺癌 StageIIIa

（pT3aN0M0）にて、術後 TC療法を 6コース施行した。X+2年 1月に大動脈周囲リンパ節の再発を認
めたため TC療法を 2コース、TN療法を 2コース施行した。治療終了 7か月後に、左鎖骨上窩リンパ
節転移及び肝転移（S6）を認めたため weeklyPTX+BEV 6コースを施行後、病変は消失した。その後
BEV維持療法を 8コース追加した。X+4年 10月に、前回の再発病変と同部位に再発を認めた。X+4

年 12月、肝転移病変に対し肝後域切除術+胆嚢摘出術+リンパ節切除術を施行し、X+5年 1月より左
鎖骨上窩リンパ節転移病変に対し放射線療法を施行し病変は消失した。現在、外来にて経過観察中であ
る。症例 2.　55歳。2経産。閉経 50歳。X年 4月当科にて卵巣癌根治術を施行、明細胞腺癌 StageIIb

（T2bN0M0）にて、術後 TC+BEV療法を 6コース後、BEV維持療法を 8コース施行した。X+2年 1月、
S状結腸左側に 3 cm大の再発病変を認めたため、TC+BEV療法を 4コース施行し再発病変は消失した。
現在 BEV維持療法中である。卵巣明細胞腺癌に対し、BEV併用化学療法は有効であると思われる。し
かし、症例 1のように一旦病変が消失しても再発しており、注意深い経過観察が必要である。また、症
例 2のように BEV併用化学療法後の再発に対し再度の投与が有効である可能性が示唆された。BEV維
持療法の有効性と投与期間について今後さらなる検討が必要であると思われる。
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12.	 不妊治療中に加療された3	cm大の卵巣境界悪性腫瘍の1例
○高須賀 緑、熊澤 由紀代、白澤 弘光、佐藤 亘、清水 大、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 産婦人科

【緒言】卵巣腫瘍の良悪性の鑑別は難しく診断精度には限界がある。今回、IVFを含めた不妊治療中に
発見された小さな卵巣腫瘍で、術後の病理診断で卵巣境界悪性腫瘍と診断された 1例を経験したので報
告する。【症例】33歳、0経妊 0経産。成人 Still病のため血液内科で経過観察中。近医で不妊治療を施
行されており、3 cm大の右卵巣腫瘍を認め、成熟嚢胞性奇形腫疑いとして経過観察されていた。IVF

を 3回施行するも妊娠せず、当院紹介となった。MRI検査では脂肪成分を示す所見がなく奇形腫は否
定的であったが、成人 Still病は悪性腫瘍を合併することがあり、本人と相談のうえ手術の方針となった。
腹腔鏡下右卵巣腫瘍核出術を施行し、腫瘍内部には粘液を含む小嚢胞が充満しており、悪性/境界悪性
の可能性を思わせるものであった。また、子宮頸部右側の腹膜に播種性の小嚢胞を数個認め摘出した。
病理結果は右卵巣腫瘍および腹膜の播種ともに seromucinous borderline tumorであった。追加手術とし
て開腹下で右付属器摘出術＋大網切除術を施行し、摘出した臓器には残存病変を認めなかった。現在外
来にて IVFを継続中である。【結語】卵巣腫瘍合併の不妊症に対し IVFを行う際には、腫瘍の一部を腹
腔内に飛散させる可能性も想定し、腫瘍の性状には注意して取り扱う必要がある。

11.	 3 レジメン以上の化学療法歴のある再発卵巣がんに bevaci-
zumabの投与は避けるべきか ?

○佐々木 彩1、庄子 忠宏1、竹下 亮輔1、向井田 理佳1、板持 広明2、杉山 徹2

1八戸赤十字病院 産婦人科、2岩手医科大学 産婦人科

【はじめに】「卵巣がんのアバスチン適正使用ガイドライン」には、AVF2949g試験の結果より 3レジメ
ン以上の化学療法治療歴のある患者には消化管穿孔の発現リスクが高いため慎重投与と記載されてい
る。我々は再発卵巣がんに対し独自の診断基準を用い bevacizumab（bev）投与の可否を決めている。
特に消化管穿孔のリスクを回避するため、腸閉塞の症状を有する・下部消化管（S状結腸、直腸）に腫
瘍浸潤を有する・CT検査で腸管浸潤を有する症例は bevの投与は行っていない。今回我々は既往レジ
メン数と消化管穿孔の関連を考察した。【方法および対象】2016年 4月から 2017年 4月までの期間で
再発卵巣がんと診断され 3レジメン以上の化学療法歴のある患者 7例を対象とし、消化管穿孔の有無を
検討した。【成績】年齢中央値は 47歳、PS中央値は 0、臨床進行期 I期が 1例、III期が 6例であった。
既往レジメン数中央値は 4であり、すべての症例は前治療終了日から 6か月未満の再発であった。治療
は weekly PTX+ bev が 4例、TC+ bevが 2例、GEM+ bev が 1例であった。投与サイクル数中央値は
8サイクルであった。全ての症例で消化管穿孔を来すことはなかった。なお、抗腫瘍効果は CRが 2例、
PRが 3例であり奏効率は 71.4%であった。【結論】再発卵巣がんに対し、科学的根拠のある除外規準
を用いることで bev による消化管穿孔のリスクを低下させる可能性が示唆された。この件については更
なる検証は必要であると考えられた。
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14.	 転機の異なる再発漿液性境界悪性腫瘍の2症例の検討
○佐藤 友里恵1、田邊 康次郎1、柏舘 直子1、松浦 類1、石垣 展子1、武山 陽一1、 
岡 直美2、櫻田 潤子2、鈴木 博義2、吉永 浩介1

1仙台医療センター 産婦人科、2仙台医療センター 病理

【症例 1】55歳、0妊、未婚。右卵巣腫瘍に対して開腹右付属器切除術施行した。病理診断は漿液性境
界悪性腫瘍、pT1c（2）NXM0、腹水細胞診 ClassVで進行期 Ic（2） だった。術後化学療法施行し、1年後
開腹子宮全摘+左付属器切除+大網切除術施行した。左卵巣は漿液性境界悪性腫瘍だった。術後化学療
法は本人の意向で施行せず経過観察となった。骨盤内に 3 cm大の腫瘤を認め 26年後に骨盤内腫瘍切除
術施行した。病理診断は漿液性境界悪性腫瘍だった。【症例 2】42歳、0妊、未婚。1年前から左内膜症
性嚢胞を指摘されていた。0年嚢胞径が 4 cm大に増大、充実部が出現し、当科紹介。MRIで左卵巣癌、
右内膜症性嚢胞の疑いとなり、同年開腹左付属器切除+右卵巣腫瘍核出術施行した。病理診断で左卵巣
腫瘍は漿液性境界悪性腫瘍、右卵巣腫瘍は内膜症性嚢胞だった。進行期は pT1c（b）NXM0にて進行期は
Ic （b）期だった。術後は妊孕性温存し経過観察していた。2年後のMRIで子宮左側に腫瘤影を認め、
PET-CT施行し多発肺転移、左肺門部リンパ節転移の疑いとなった。漿液性境界悪性腫瘍の再発を疑い
同年子宮および右付属器切除・骨盤および傍大動脈リンパ節郭清・大網切除術施行した。病理結果は漿
液性腺癌で再発腫瘍、子宮、直腸、S状結腸間膜、リンパ節にがん組織を認め、腹水細胞診 classVだっ
た。現在術後療法として TC療法施行中である。転機の異なる再発漿液性境界悪性腫瘍について文献的
考察を加えて報告する。

13.	 卵巣成熟嚢胞性奇形腫に粘液性境界悪性腫瘍を合併した3例
○藤島 綾香1、菅原 多恵1、軽部 裕子1、福田 淳1、高橋 道1、提嶋 眞人2

1市立秋田総合病院 産婦人科、2市立秋田総合病院 病理

【緒言】卵巣成熟嚢胞性奇形腫は 1-2%に悪性転化を伴う。その大部分は扁平上皮癌だが、腺癌、悪性
黒色腫への転化例も報告されている。今回、卵巣成熟嚢胞性奇形腫に粘液性境界悪性腫瘍を合併した例
を 3例経験したので報告する。
【症例 1】40歳、0経妊 0経産。腹部膨満感を主訴に近医受診。両側卵巣腫大と著明な腹水を認め、当
科紹介。画像上、右卵巣は成熟嚢胞性奇形腫、左卵巣は脂肪成分を含む多房性嚢胞性腫瘍であった。手
術を施行し、病理組織は左卵巣成熟嚢胞性奇形腫、右卵巣粘液性境界悪性腫瘍と診断された。【症例 2】
38歳、0経妊 0経産。以前からの腹部膨満感の増強と腹痛で当院救急外来を受診。臍上 8横指に及ぶ多
房性の巨大骨盤内腫瘍を認め、手術施行。病理組織は右卵巣成熟嚢胞性奇形腫・粘液性境界悪性腫瘍、
左卵巣成熟嚢胞性奇形腫であった。【症例 3】69歳、1経妊 0経産。整形外科で施行された CT検査で
右卵巣腫瘍を指摘され、当科紹介。画像上、成熟嚢胞性奇形腫の診断で、経過観察の方針とした。3年
間で増大傾向あり、手術施行。病理組織は卵巣成熟嚢胞性奇形腫を基盤とした粘液性境界悪性腫瘍と診
断された。
【考察】成熟奇形腫に、腸上皮への分化を示す粘液性腫瘍を合併した例はしばしば報告があり、その場
合の粘液性腫瘍には奇形腫と同様に胚細胞由来の症例が含まれることが解明されてきている。今回経験
した 3症例について、文献的考察を含めて報告する。
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16.	 上皮性卵巣悪性腫瘍との鑑別が困難であった卵巣類内膜腺線維腫
の一例

○奈良本 葉月、堀内 綾乃、廣井 威、小幡 宏昭、相田 浩
上越総合病院 産婦人科

【要旨】類内膜腫瘍は子宮内膜腺上皮に類似を示す卵巣腫瘍である。その多くは悪性の類内膜腺癌であり、
腺線維腫・嚢胞腺腫といった子宮内膜症性嚢胞を除く良性腫瘍や、境界悪性腫瘍は稀であるとされてい
る。今回我々は臨床的に上皮性卵巣悪性腫瘍との鑑別が困難であった類内膜腺線維腫の症例を経験した。
【症例】52歳女性、未経産、既婚、閉経 51歳。特記すべき既往なし。20年前より卵巣嚢腫を指摘され、
18年前に不妊症の原因精査として腹腔鏡下子宮内膜症焼灼術を施行し、子宮後壁からダグラス窩に散
在するブルーベリー斑を焼灼していた。13年前より子宮筋腫及び卵巣嚢腫を経過観察されていたが、3

年前に通院中断。3年前のMRI画像診断上は多発筋腫及び右内膜症性嚢胞と診断されていた。術前 1

か月前に、がん検診目的に受診した折に右卵巣腫瘍の増大を指摘。造影MRIにて、T1強調画像での信
号強度の低下した腫瘍内部の隔壁や壁の不整といった内膜症性嚢胞の悪性変化を疑わせる所見が認めら
れたため、上皮性卵巣悪性腫瘍の疑いで両側付属器摘出術及び単純子宮全摘術を施行。摘出した右卵巣
は嚢胞部分と充実部分が混在しており、摘出の際に淡黄色の内容液の流出を認めた。また内腔に隆起性
病変が多発し、肉眼所見からは悪性を疑ったが、迅速病理診断上は悪性所見なく、手術終了した。病理
組織診断上、内膜症性嚢胞を伴う類内膜腺線維腫と診断。術後経過良好にて退院した。

15.	 卵巣 Yolk	sac	tumor に漿液性境界悪性腫瘍を合併した極めて
稀な症例

○谷 英理1、中島 彰俊1、古田 敦1、前田 恵利子1、安田 一平1、福田 香織1、鮫島 梓1、
島 友子1、吉野 修1、酒井 正利2、中川 俊信2、齋藤 滋1

1富山大学 産婦人科、2厚生連高岡病院 産婦人科

61歳 0回経妊　閉経 55歳　乳癌既往あり。下腹部違和感にて前医受診し、CT検査にて右卵巣癌疑い
で当科紹介となった。当院来院時、横隔膜下までの腹水貯留を認めた。MRIでは子宮腹側に 8 cm大の
造影効果を伴う壁在結節を持つ、のう胞性充実性腫瘤を認め、のう胞内容液はT1強調画像にて高信号で、
腹腔内貯留液と同等の性状を呈していた。PET/CT検査では壁在結節に一致して高度集積を認めた。腫
瘍マーカーは AFP : 42,538 mg/mL、CEA : 595.1 ng/mL、CA19-9 : 773 ng/mL、CA125 : 402 ng/mLであっ
た。AFP高値より卵黄嚢腫を疑い、開腹手術施行の方針とした。入院時に認めた腹水はほぼ消失して
おり、腹水細胞診は陰性であった。右卵巣は 13 cm大に腫大し、右広間膜から直腸表面に強固に癒着し
ていた。充実部割面は変性壊死を伴い、術中迅速診断では卵黄嚢腫瘍が疑われた。そのほか腹腔内には
明らかな播種病巣やリンパ節腫大認めず、単純子宮全摘術、両側付属器切除、骨盤内リンパ節郭清、部
分大網切除術を施行した。最終診断は卵巣癌 IC1期であり、病理組織は卵黄嚢腫に漿液性境界悪性腫瘍
を合併した非常に珍しい一例であった（高齢では、癌との合併例の報告が多い）。高齢における卵黄嚢
腫は極めて珍しいが、特徴的な画像はなく AFPの異常高値が病理組織推定に有用であった。患者希望
により無治療で経過観察中である。
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18.	 多発転移をきたしていた卵巣原発神経内分泌腫瘍の一例
○海法 道子1、豊島 将文1、亀田 里美1、土岐 麻美1、石橋 ますみ1、永井 智之1、 
徳永 英樹1、島田 宗昭1、新倉 仁1、渡辺 みか2、八重樫 伸生1

1東北大学病院 産婦人科、2東北大学病院 病理

卵巣原発の神経内分泌腫瘍は非常に稀であり、2014年WHO分類によるとカルチノイド（高分化型の
神経内分泌腫瘍）、小細胞癌がこれに相当する。今回我々は卵巣原発神経内分泌腫瘍の一症例を経験し
たので報告する。
症例は 54歳女性、腹部膨隆を主訴に近医産婦人科受診、卵巣腫瘍を指摘され当院紹介。超音波検査で
腹腔内に 20 cm大の充実性腫瘤を認め、CTで肝・腎・副腎に腫瘤病変および腹部大動脈周囲・左鎖骨
上窩に多発リンパ節腫大を認め多発転移が疑われた。確定診断を目的に開腹手術を施行したところ右卵
巣由来の充実性腫瘍と大量腹水を認めたが播種病変などは認められなかった。HE染色による病理診断
は中分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫であった。他臓器原発病変存在の可能性も考慮し消化管精査
を行ったが消化管病変は認められず、超音波ガイド下肝生検では病変部分が採取されなかった。術後の
BEP療法施行にも関わらず多発病変は増大し骨転移を疑う所見を認めたため再度肝生検を施行、肝病
変は卵巣腫瘍と同様の像を呈し免疫組織化学染色で卵巣・肝組織ともに複数の神経内分泌マーカー・上
皮性マーカーに陽性であり神経内分泌腫瘍と最終診断された。膵・消化管神経内分泌腫瘍 G2に相当す
る所見であり、aggressiveな臨床所見と見合う組織所見であった。現在はmTOR阻害剤による治療を行っ
ている。
稀ではあるが神経内分泌腫瘍は充実性卵巣腫瘍の鑑別疾患の一つとして重要であると考えられた。

17.	 卵巣ステロイド細胞腫瘍の一例
○松下 祐1、竹下 亮輔1、向井田 理佳1、庄子 忠宏1、笹生 俊一2、尾上 洋樹3、 
小見 英夫3、熊谷 仁3、板持 弘明3、杉山 徹3

1八戸赤十字病院 産婦人科、2八戸赤十字病院 病理、3岩手医附属病院 産婦人科

【緒言】ステロイド細胞腫瘍は卵巣腫瘍のうち 0.1%以下と稀な疾患である。今回我々は、子宮内膜異
型増殖症に対しTLH、BSO施行し右卵巣ステロイド細胞腫瘍を認めた症例を経験したので報告する。【症
例】54歳女性、閉経 51歳【経過】検診で子宮内膜肥厚認めたが内膜組織診異常なし。子宮内膜全面掻
爬術施行したところ、子宮内膜異型増殖症の診断 TLH、BSO施行した。病理検査で右卵巣ステロイド
産生腫瘍 IA期の診断で Staging laparotomy施行せず経過観察とした。現在、術後 1ヶ月経過し再発を認
めていない。【検査所見】 MRI検査 : 子宮内膜不整あり。両側附属器異常なし。子宮頸部細胞診 : NILM。
子宮体部細胞診 : 陰性。子宮内膜組織診 : 異型内膜増殖症。【術後病理所見】術中腹水細胞診 : 陰性。
病理組織検査 : 子宮内膜異型増殖症。右卵巣に限局性に好酸性胞体を有する類円形細胞の充実性増殖巣
を認めた。Reike結晶は認めない。右卵巣ステロイド細胞腫瘍 IA期の診断であった。【考察】今回我々
は術前の卵巣に異常を認めなかったが術後病理検査でステロイド細胞腫瘍が認められた症例を経験し
た。本症例では子宮内膜異形増殖症を認めていたが、これは腫瘍によるエストロゲンの暴露が原因であっ
たと推察された。そのため、定期的なエストロゲン測定での早期発見が重要と考えられた。【結語】ス
テロイド細胞腫瘍は早期再発・転移があると報告もあり、今後も厳重な経過観察が必要と考えられた。



65─　　─

20.	 再発顆粒膜細胞腫に対して放射線治療が有効であった1例
○神 未央奈、郷久 晴朗、岩崎 雅宏、小川 万梨絵、秋元 太志、梅本 美菜、柘野 友里、
齋藤 豪

札幌医科大学附属病院 産婦人科

【諸言】再発顆粒膜細胞腫は骨盤内を主体とする腹腔内播種であることが多く、化学療法や放射線治療
の奏効率は高くないことが知られている。今回我々は再発顆粒膜細胞腫に対して放射線治療が有効で
あった 1例を経験したので報告する。【症例】81歳　2経妊 2経産　62歳時に卵巣腫瘍、傍大動脈リン
パ節腫大に対して腹式単純子宮全摘出術、両側付属器摘出術、骨盤リンパ節郭清術、傍大動脈リンパ節
郭清術を施行し、病理にて成人型顆粒膜細胞腫と診断された。その後外来にて経過観察を行っていたが、
67歳時に左腎レベルに直径 10 cm大の嚢胞性病変が出現し、増大するも、PETでの uptakeはないこと
から経過観察していた。74歳時に嚢胞性病変はさらに増大し、嚢胞内に PETでの uptakeを伴う充実成
分を認め、悪性が否定できないことから後腹膜腫瘍切除術を施行した。病理診断は顆粒膜細胞腫であっ
た。術後 8か月で左大腿骨近位部、総腸骨分岐レベル左側に顆粒膜細胞腫の再々発を認めた。化学療法、
再々手術は負担が大きいと判断し放射線治療を施行した。再々発部位に対し 50 Gy/25 fr照射後に腫瘍
径の縮小を示した。4か月後右頸部、肝、左腎門部に転移を認め、頸部に 15 Gy/25 fr、肝、腎門部に
50 Gy/20 frの照射を施行したところ、すべての照射部位で縮小を示した。【結語】腫瘍減量術、化学療
法が実施困難であった再発顆粒膜細胞腫に対して放射線治療単独で局所制御効果が得られる場合があ
る。

19.	 長期に渡り再発奏効を繰り返しながら緩徐に進行し顆粒膜細胞腫
が死因となった1例

○岩城 豊、小田切 哲二、金川 明功、宇津野 泰弘、岩城 久留美、中嶋 えりか、 
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

顆粒膜細胞腫（GCT）は境界悪性腫瘍であり、早期癌では一般的に予後良好と言われているが、初期
治療より 10年以上経った晩期再発も報告されており、多発転移を伴う悪性経過症例の報告も散見する。
今回、我々は初回治療より 15年で再発を認め、長期に化学療法を行ったが、緩徐に進行し、GCTが死
因と病理解剖で確認した 1例を経験したので報告する。症例は 80歳、女性。49歳で前医にて卵巣腫瘍
を指摘され、開腹単純子宮全摘術、両側付属器摘出術を施行し、GCTと診断された。64歳で右気胸を
発症し、右肺部分切除を行い、GCTの再発と診断された。化学療法を施行し、完全奏効を得た。67歳
で骨盤内再発を認め、直腸低位前方切除術/大網切除術/骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術を行った。68歳
で当院受診したところ、肺転移を認め、化学療法を再開した。しかし 70歳で脾転移、71歳で肝転移が
出現し、化学療法を変更しながら経過していたが奏効を得られず、79歳で腫瘍は増大傾向となり、胸
腹水が出現した。腹水穿刺を行い、cell block法を用いたが、診断には至らなかった。長期の化学療法
および高齢による体力の低下があり、本人の希望により化学療法を中止した。80歳で永眠された。病
理解剖を行い、肺、肝臓、脾臓、腹膜、縦郭リンパ節に顆粒膜細胞腫の転移を認め、死因と推定された。
GCTは一般的に予後良好であると言われるが、本症例では再発・寛解を繰り返し、長期にわたる化学
療法を要した。
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22.	 卵巣未熟奇形腫の転移、再発を疑った1例
○高橋 新、吉田 瑶子、田中 創太、田邉 昌平、清水 孝規、佐藤 いずみ、末永 香緒里、
葛西 剛一郎、葛西 亜希子、会田 剛史、河野 順子

八戸市立市民病院 産婦人科

【緒言】卵巣未熟奇形腫は卵巣奇形腫の 1%以下を占める稀な腫瘍で悪性卵巣胚細胞腫瘍の 1つである。
今回我々は初回手術時に転移を疑い、化学療法後に再発を疑った卵巣未熟奇形腫の 1例を経験した。【症
例】27歳、女性、3妊 2産【経過】妊娠 5週で人工妊娠中絶目的に前医を受診し、経腟超音波検査で右
卵巣腫瘍を認め、当院紹介となった。画像検査で悪性または境界悪性の卵巣腫瘍を疑い、開腹右付属器
切除及び転移を疑う播種性病変の生検を行った。病理結果は右卵巣に immature teratoma（G2）、播種性
病変に glial implant（脳組織）を認めた。卵巣未熟奇形腫 3期推定と診断したが、播種性病変に未熟成
分を認めない事を考慮してBEP療法3コースを追加し、完全寛解が得られた。その後定期フォローとなっ
たが、術後 7カ月の CT検査で肝表面に播種を指摘され、術後 9ヶ月の CT検査で播種の増大を認めた。
PET-CT検査での精査も加えたところ肝表面、横隔膜下に軽度集積を認め、卵巣未熟奇形腫の再発を強
く疑った。外科紹介とし、腹腔鏡下肝部分切除、横隔膜下腫瘍切除及び腹腔内観察を行った。病理結果
は、切除した播種性病変は成熟組織のみで未熟成分を認めなかった。術後は経過観察を行い、現在まで
再発なく経過している。【結語】卵巣未熟奇形腫に伴う転移性病変は原発巣より悪性度が低いことがあり、
経過とともに成熟化する転移性病変の存在も指摘されているため、その診断と治療には注意が必要であ
る。

21.	 混合性胚細胞腫瘍治療後に CA19-9 高値のため SLO 施行し、
未熟奇形腫が成熟化したと考えられた一例

○千葉 仁美、佐藤 麻希子、橋本 哲司
青森市民病院 産婦人科

【緒言】未熟奇形腫は胎児様の未熟性を示す奇形腫である。今回残存を確認した未熟奇形腫主体の混合
性胚細胞腫瘍術後、化学療法後に腫瘍マーカー高値のため SLOを施行し、成熟奇形腫のみの残存腫瘍
を確認した症例を経験したので報告する。【症例】28歳の未経妊の女性で、既往歴に特記事項はなし。
腹部膨満感を主訴に受診し、15 cmの混合性腫瘍を認めた。卵巣悪性腫瘍の疑いにて腹式左付属器摘出
術、右卵巣腫瘍摘出術、部分大網切除術を施行した。骨盤内や横隔膜には計 2 cmの残存病変を認めた。
術後病理は grade2の未熟奇形腫が主体の混合性胚細胞腫瘍であった。骨盤内や横隔膜には計 2 cmの残
存病変を認めた。Stage2の診断で BEP療法を 4サイクル施行し、CTにて再発所見がなく経過観察と
した。化学療法後も CA19-9が 90 U/ml台と高値のため施行した PET-CTで残存病変部分に集積を認め、
再発が疑われた。初回手術から 7ヶ月後に右卵巣部分切除、後腹膜病変切除、後腹膜リンパ節生検を施
行した。右卵巣やリンパ節に病変は認めず、後腹膜には脳組織主体の成熟奇形腫を認めた。その後も
CA19-9は 150 U/ml前後で推移しているが、術後 1年半で明らかな再発病変は認めていない。未熟奇形
腫や混合型胚細胞腫瘍に対する化学療法中に転移巣で成熟奇形腫成分のみが残存し増大する病態を
growing teratoma syndromeと言うが、症例のように増大せずに未熟奇形腫が成熟化したまま残存し続け
る例も存在すると考えられた。
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24.	 低悪性度と診断されたものの急速な転移、再発を来し予後不良な
転帰を辿った子宮内膜間質肉腫の1例

○藤野 翔太郎、青柳 有紀子、田中 景子、前田 悟郎、東 大樹、米原 利栄、東 正樹、
山口 辰美

釧路赤十字病院 産婦人科

【緒言】子宮内膜間質肉腫（ESS : Endometrial Stromal Sarcoma）は正常の子宮内膜間質細胞に類似した
細胞からなる肉腫である。稀な発生頻度のため、標準的治療法は未だ確立していない。今回、我々は低
悪性度 ESSと診断されたものの、急速に多臓器転移を来し、予後不良な転帰を辿った症例を経験した
ため報告する。【症例】61歳、4経産。不正出血を主訴に来院した。TVUSで内膜の一部に肥厚を認め、
内膜細胞診 ClassIIIであったため D & Cを施行した。組織は CD10陽性、ER陽性であり low grade ESS

と診断した。画像上遠隔転移を認めず、単純子宮全摘術+両側付属器摘出術を行った。腫瘍は子宮内に
限局し IA期であったが、術後 4ヶ月に撮影した PET-CTで皮下、脾臓に転移を疑う集積を認めた。皮
下腫瘍摘出、脾臓摘出を行ったところいずれも ESSの再発であった。その後、術後化学療法を施行中に、
異常行動が見られ、CTで前頭葉に転移を疑う腫瘍性病変と周囲の出血像を認めた。脳外科で病変を切
除したが、その後容態が悪化し永眠した。【考察】ESSは平滑筋肉腫と同様に術前診断は難しく、筋腫
や腺筋症として摘出した標本ではじめて診断されることも多い。一般的には悪性度が低いものほど ER、
PgRの発現頻度が高いとされている。本症例では原発病変は ER陽性であったが、短期間に多発転移を
来し、予後不良であった。今後、治療法について更なる検討が必要である。

23.	 子宮内膜炎を反復した sarcomatous	overgrowth を伴った子
宮体部腺肉腫の1例

○奥井 陽介1、中原 健次1、出井 麗2、石田 博美1、椎名 有二1

1山形県立新庄病院 産婦人科、2山形大学 産婦人科

【緒言】腺肉腫は良性上皮性成分と肉腫成分からなる稀な悪性腫瘍である。今回子宮内膜炎を反復した
sarcomatous overgrowthを伴った子宮体部腺肉腫の 1例を経験したので報告する。【症例】67歳、2経
妊 2経産。不正性器出血を主訴に受診し、悪性腫瘍が疑われ当科紹介となった。頸部細胞診は NILM、
内膜細胞診は陽性であった。内膜組織診で癌肉腫を疑った。MRIでは子宮体部に不均一な造影効果を
伴う腫瘤を認め、CTでは肺転移を疑った。手術を予定したが、予定入院前に子宮に圧痛を伴った発熱
が出現、子宮内膜炎として抗菌薬投与を行った。炎症は軽快し手術日を迎えたが再度発熱を認め子宮内
膜炎と診断、手術延期し抗菌薬投与を行った。炎症は子宮に限局していたため熟慮し単純子宮全摘術と
両側付属器摘出術を行った。術後は解熱とともに炎症所見消失し経過良好であった。病理組織検査は当
初は癌肉腫のためDC（docetaxel + carboplatin）療法を開始した。その後に追加結果で腺肉腫の診断となっ
た。従って悪性軟部腫瘍適応のエリブリンメシル酸塩へレジメン変更した。肺転移縮小がみられ治療継
続中である。【考察】sarcomatous overgrowthを伴った子宮体部腺肉腫は通常の腺肉腫と比べて予後不
良と言われている。本症例は病理組織検査結果によって速やかにレジメン変更し PRが得られている。
【結語】子宮体部腫瘍は本疾患を鑑別に入れ、検査結果に応じてレジメン変更することが重要であると
考えられた。
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26.	 当院で経験した低悪性度子宮内膜間質肉腫の2例
○能丸 遼平、坂本 人一、大阪 康宏、高木 弘明、柴田 健雄、藤田 智子、浮田 彩絵、
山田 菫、高田 笑、山村 孝一、高倉 正博、笹川 寿之

金沢医科大学 産婦人科

低悪性度子宮内膜間質肉腫（low grade endometrial stromal sarcoma以下 LG-ESS）は子宮体部悪性腫瘍
の 0.2%と稀な疾患であり、筋腫と類似した画像所見を示すため術前診断が難しく、術後病理検査で診
断されることが多い。今回我々は異なる経過をたどった LG-ESSの 2例を経験したため、文献的考察
を交え報告する。症例 1は、25歳、0経妊、粘膜下子宮筋腫と診断され、子宮鏡下筋腫核出を行った。
術後病理にて LG-ESS I期と診断されたため、腹式単純子宮全摘術を行った。26歳時に右尿管と後腹膜
に再発し、右腎尿管全摘術、32歳時に右肺転移のため、右肺部分切除術、34歳時に骨盤内再発のため、
再発腫瘍摘出術と両側付属器切除術が行われた。症例 2は、40歳、0経妊、過多月経と貧血、子宮筋腫
のため、紹介受診された。外来で行われた子宮内膜組織診にて LG-ESSが疑われたため、腹式単純子
宮全摘術と両側付属器切除術が行われた。病理診断は LG-ESS I期であり、慎重に経過観察中である。
LG-ESSは若年者に多い、比較的予後良好な子宮体部悪性腫瘍とされる。稀な疾患のため、確立された
治療法はないが、子宮全摘術および両側付属器切除術が行われることが多い。しかし、I期において卵
巣温存群の予後に差がない報告もあり、症例 1のような若年者には卵巣温存も検討されるべきである。
LG-ESSと診断した場合は、再発や転移のリスクを十分に説明した上で治療方針を決定し、術後も長期
的にフォローする必要がある。

25.	 血管内進展を認める低悪性度子宮内膜間質肉腫に対して、術前の
GnRHaが著効した 1例

○梅本 美菜、郷久 晴朗、岩崎 雅宏、小川 万梨絵、秋元 太志、玉手 雅人、長尾 沙智子、
神 未央奈、柘野 友里、齋藤 豪

札幌医科大学附属病院 産婦人科

【緒言】子宮内膜間質肉腫は稀な疾患であり、子宮筋腫や子宮腺筋症と診断され術後の病理で確定診断
に至ることも多い。今回、血管内進展を認め術前のGnRHaが著効した 1例を経験したので報告する。【症
例】40代女性、5経妊 3経産。下腹部痛を主訴に初診となり、上腹部まで触知可能な腫瘤を認め、エコー
で子宮筋腫が疑われた。MRIと CTにて子宮腺筋症と筋腫の多発、門脈から腎静脈にかけて血管内腫瘤
を認め、静脈内平滑筋腫症が疑われた。子宮腺筋症に対して術前に GnRHaを 4コース施行したところ、
子宮に加え静脈内病変の縮小～消失を認めた。その後、単純腹式子宮全摘および両側付属器摘出術を施
行し、病理にて低悪性度子宮内膜間質肉腫の診断となった。現在MPA療法を継続中である。【考察】
子宮筋腫に併発する血管内病変を認めた場合、静脈内平滑筋腫症の他に稀ではあるが低悪性度子宮内膜
間質肉腫を鑑別にあげる必要がある。子宮体癌治療ガイドラインによると低悪性度子宮内膜間質肉腫は
切除可能であれば単純子宮全摘術および両側付属器摘出術が第一選択となり、切除不能進行症例に対し
てはホルモン療法が推奨されている。今回の症例より、血管内進展を伴い手術侵襲が大きくなると推測
される場合、GnRHaによる術前治療も選択肢の一つになり得ることが示唆された。
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28.	 トラベクテジン血管外漏出による皮膚障害を来した子宮平滑筋肉
腫の1例

○伊藤 友理、清野 学、佐藤 藍、西村 杏子、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】トラベクテジンは軟部悪性腫瘍に適応のある抗腫瘍薬であり、起壊死性の高い薬剤である。当
科においてトラベクテジンの血管外漏出から皮膚障害を来した症例を経験したので報告する。【症例】
60歳、2妊 2産。下腹痛を主訴に前医を受診した。変性子宮筋腫が疑われ腹式単純子宮全摘および両側
付属器摘出術が施行された。永久病理検査で子宮平滑筋肉腫の診断となり当科へ紹介受診となった。紹
介時の CTで全身転移を認めたためドセタキセル、ゲムシタビン併用療法を施行したが、PDであった。
その後、イホマイド、アドリアシン、シスプラチン併用療法を施行したが PD、パゾパニブ内服に変更
したが PDであったため、トラベクテジンを使用することにした。右鎖骨下静脈に皮下埋め込み型中心
静脈ポートを増設し、トラベクテジンを 1.2 mg/m2で 24時間かけて投与した。投与中にポート刺入部
からの薬液漏出があると患者から訴えがあり、ポート針が事故抜去されていることが判明した。リンデ
ロン 4 mgを皮下注射しデルモベート軟膏外用を施行したが、漏出後 3日目に皮膚紅斑と水疱が出現し、
7日目に皮膚壊死がみられた。蜂窩織炎合併も疑われ、抗生剤投与とアクトシン軟膏塗布を継続した。
原病の進行による全身状態悪化によりトラベクテジン漏出から 58日目に永眠された。【結論】トラベク
テジンによる皮膚壊死を来した症例を経験した。起壊死性薬剤の血管外漏出には迅速な対応が望まれる。

27.	 腹膜播種を伴う子宮平滑筋肉腫に対し腫瘍減量術と腹腔内温熱化
学療法を施行した2例

○西村 俊哉1、津吉 秀昭1、井上 大輔2、杉田 元気3、品川 明子1、知野 陽子1、 
黒川 哲司1、吉田 好雄1

1福井大学 産婦人科、2公立小浜病院 産婦人科、3福井県立病院 産婦人科

【諸言】腹膜播種を伴う子宮平滑筋肉腫は、予後不良にも関わらず治療法が確立されていない。近年、
腹腔内温熱化学療法（HIPEC）が治療法選択のひとつとして報告され、その有効性が期待されている。
本病態に対し、大学倫理委員会の承認のもと HIPECを施行し、重篤な有害反応無く完遂しえた 2症例
について文献的考察を交えて報告する。【症例 1】65歳、2経妊 2経産。子宮悪性腫瘍が疑われ初回手
術を施行し、術後病理診断で粘液性平滑筋肉腫 StageIIIBであった。術後化学療法を施行するも播種巣
の増大を認め、腫瘍減量術と HIPEC（CDDP+MMC+VP-16）を施行した。播種巣が広範囲で完全切除
は行えなかった。HIPECに伴う重篤な有害反応は認めず術後 3か月間は腫瘍の増大は認めなかったが、
術後 5か月で死亡した。【症例 2】42歳、2経妊 2経産。子宮筋腫の診断で初回手術を施行するも、術
後病理診断で平滑筋肉腫 StageIIIAであった。初回手術所見より残存病変が疑われ、再度開腹術を施行
した。残存病変に対し完全な腫瘍減量術を行い、更に平滑筋肉腫に対する HIPECにおいて有効性が報
告され始めているMelphalanを用いた HIPECを施行した。重篤な有害反応は認めず、術後 5か月の時
点で再発兆候は認めていない。【考察】腫瘍減量術と HIPECの併用は、腹膜播種を伴う子宮肉腫に対し
安全かつ有効な治療選択肢となる可能性が示唆された。薬剤の選択や、介入時期については、今後症例
の蓄積が必要である。
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30.	 妊娠中に緊急腹腔鏡手術を行った、急性腹症の 7例の診断法と
分娩予後の検討

○常松 梨紗、和田 真一郎、福士 義将、藤野 敬史
手稲渓仁会病院 産婦人科

【緒言】腹腔鏡手術の急速な浸透は、妊婦の急性腹症にも適応が拡大されている。当院で緊急腹腔鏡手
術を実施した、妊娠中の卵巣腫瘍茎捻転の術前・術後の診断とその正診率について検討したので報告す
る。【方法】過去 7年間に卵巣腫瘍茎捻を診断した妊娠女性に対して、腹腔鏡下手術を施行した症例に
ついて後方視的に解析した。主たる画像評価は超音波断層法を用い、症例に応じて CTやMRI検査を
併用した。卵巣腫瘍茎捻転が疑われ、疼痛制御が困難な症例を手術の適応とした。子宮や卵巣腫瘍の位
置を考慮し、腹腔鏡手術で治療完遂可能と判断した症例を選択した。手術は、全身麻酔下に
10-12 mmHgの気腹圧で行った。術後に子宮収縮の兆候が出現した場合は切迫流早産の治療を追加した。
【結果】卵巣腫瘍茎捻転を疑う妊婦の緊急腹腔鏡手術症例は 7例であった。病理組織学的診断で、境界
悪性腫瘍以上の結果は認めなかった。全症例で、複数の鎮痛剤が無効な腹痛と経腟超音波検査断層法の
プローベによる局所痛を認めた。【考察】術前から腫瘍の性状をいかに評価するかが重要ではあるが、
急性腹症では緊急手術を必要とされる状況が多い。術中破綻をいかに減らすかが重要である。妊娠初期
から卵巣腫瘍の有無を確認することも、手術時期を考慮する上で重要視される。術前診断で濃厚に卵巣
腫瘍茎捻転を疑った場合は、遅延なく積極的に腹腔鏡手術を選択することは、妊婦の妊娠予後を改善す
る。

29.	 妊娠中における腹腔鏡下卵巣腫瘍手術に対する検討
○永井 智之1、佐々木 恵2、橋本 千明1、渡邉 善1、海法 道子1、徳永 英樹1、豊島 将文1、
島田 宗昭1、新倉 仁1、八重樫 伸生1

1東北大学 婦人科、2石巻赤十字病院 産婦人科

【緒言】妊娠初期の卵巣腫瘍に対しては、緊急手術になるリスクと画像診断による腫瘍の性状により手
術適応を判断する。妊娠中の腹腔鏡下手術のランダム化比較試験はないものの、近年では腹腔鏡下の手
術報告も増加している。今回、妊娠初期に施行した腹腔鏡下卵巣腫瘍手術につき後方視的に検討したの
でここに報告する。【結果】2015年からの 2年間に当該医療施設で 6例の手術症例を経験した。手術時
の妊娠週数の中央値は 14.5（8-16）週、捻転の 1例（妊娠 8週）を除いては予定手術であった。予定手
術の 5例に関しては経過観察中腫瘍の縮小傾向は認めなかった。腫瘍径の中央値は 75（50-130）mm

であった。捻転症例以外の 5例は全て腫瘍がダグラス窩に嵌頓していたが、2例については超音波プロー
べを用いて経腟的に腫瘍を圧排した結果、位置が移動し手術操作が容易になった。全症例で予定通りの
術式を完遂、軽度の子宮収縮を除いて特筆すべき周術期合併症を認めなかった。病理組織診断は 3例が
成熟奇形腫、3例が漿液性嚢胞腺腫であった。分娩転機に関しては、1例が 36週での陣痛発来で分娩に
至ったが他の 5例は正期での経腟分娩で周産期合併症は生じなかった。【結語】妊娠初期の卵巣腫瘍に
対する腹腔鏡手術は有用な方法である。腫大した妊娠子宮による working spaceの狭小化、愛護的な手
術操作を勘案した工夫を要するものの、妊娠中の卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術は有用な選択肢の一つ
である。
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32.	 虫垂炎との鑑別に難渋し診断的腹腔鏡で判明した左卵管留血腫の
1例

○鹿内 智史1、山崎 智子1、幅田 周太郎1、真里谷 奨2、斎藤 剛3

1日鋼記念病院 産婦人科、2北海道社会事業協会帯広病院 産婦人科、3札幌医科大学 産婦人科学講座 産婦人科

【目的】卵管留血腫は主に異所性妊娠による出血が原因であるが、稀に非妊娠時に発症することがある。
時に小児期に発症し突発的な腹痛を伴うことがあり、虫垂炎などとの鑑別に難渋することがある。今回
我々は原因不明の急性腹症を呈した月経未発来の女児に対し、診断的腹腔鏡を施行し捻転を伴う卵管留
血腫と診断し得た 1例を経験したため報告する。【症例】12歳 10ヶ月の女児で月経未発来であった。
下腹部痛を主訴に前医を受診し精査加療目的に入院となった。CT上ダグラス窩膿瘍が疑われたが原因
が明らかでなく、抗生剤加療に反応乏しかったため、当科紹介受診となった。MRIの T2強調像でダグ
ラス窩の病変は管状構造を呈しており、卵管膿瘍もしくは虫垂炎の疑いで診断的腹腔鏡を施行した。虫
垂は正常大であったが、左卵管のうっ血壊死および捻転を認めたため左卵管切除を行った。卵管内部に
膿瘍は認めず、血腫が大部分を占めていた。手術時間は 57分であり出血量は少量であった。病理診断
より本症例は左卵管留血腫であったことが判明した。【考察】本症例のように月経発来前にも卵管留血
腫を認めることがあり、臨床所見のみでは虫垂炎との鑑別が困難である場合がある。小児期の下腹部痛
の原因の一つに本疾患も鑑別に挙げるべきと考えられ、診断に難渋した場合には診断的腹腔鏡の施行を
ためらわないことが重要であると考えられた。

31.	 腹腔鏡下手術で摘出した遊離嚢胞が嚢胞性中皮腫であった1例
○大塚 康二1、早坂 篤1、吉田 悠人1、宮副 美奈子1、高橋 司1、笹瀬 亜弥1、 
松本 沙知子1、羽根田 健1、田邉 康次郎2、今井 紀昭1、長沼 廣3、大槻 健郎1

1仙台市立病院 産婦人科、2（旧）国立仙台病院 産婦人科、3仙台市立病院 病理

【諸言】腹腔内遊離体は新生児や成人で報告される。新生児では単純嚢胞、成人では腹膜石や成熟嚢胞
奇形腫が多く報告される。その成因は不明であるが、嚢胞の場合は片側の付属器が消失していることが
多いことから捻転、壊死、離断によって生じると考えられている。今回腹腔鏡下に、両側付属器に異常
を認めない遊離嚢胞を認め、嚢胞性中皮腫と診断された症例を経験したので報告する。【症例】73歳、
4経妊 2経産。人間ドックの腹部超音波検査で骨盤内腫瘍が発見され、精査加療目的に当院へ紹介となっ
た。経腟超音波でダグラス窩に右付属器に近接する長径 92 mmの単房性腫瘤を認め、造影骨盤部MRI

検査で同部位に T1WI低信号、T2WI高信号である単房性嚢胞を認めた。隔壁肥厚や充実成分は認めず、
血中腫瘍マーカーの上昇はなかったため、悪性腫瘍は否定的と考えた。1年間経過観察したが、増大傾
向を認めたため腹腔鏡下手術を施行した。腹腔内所見は両側付属器は正常であり、癒着や腹水は認めな
かった。腹腔内臓器との連続性のない単房性嚢胞を認め、摘出した。内容液は漿液性であった。卵巣由
来の遊離嚢胞の可能性を考え、同時に両側付属器切除を施行した。病理診断では良性の嚢胞性中皮腫の
診断となった。【結語】腹腔内の嚢胞性中皮腫は稀であり、さらに腹腔内遊離体である症例を経験した。
遊離嚢胞かつ両側付属器に異常を認めない場合は嚢胞性中皮腫を鑑別に挙げる必要がある。
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34.	 全腹腔鏡下子宮全摘術後40日目に発症した腟断端膿瘍の1例
○設楽 明宏、長尾 大輔、山本 博毅
大曲厚生医療センター 産婦人科

【緒言】当科では平成 28年 4月より全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）を導入した。TLHの合併症として
腟断端膿瘍の報告が散見される。発症率は高くないが、一旦発症すると、治療に難渋することも多い。
今回我々は、TLH術後 40日目に発症した腟断端膿瘍の 1例を経験したので報告する。【症例】45歳女性、
4経妊 2経産。月経困難症・粘膜下筋腫に対し、TLHが施行された。術後経過は良好であり、術後 5日
目に退院し、術後 20日の外来診察の際にも異常は指摘されなかった。術後 40日、下腹部痛と嘔気を主
訴に救急外来を受診。白血球数 16,400、CRP 18.08 mg/dLと高値であり、造影 CTで腟断端部に 35 mm

大の膿瘍像を認めた。腟断端膿瘍と膿瘍に伴う麻痺性イレウスの診断で入院した。腟断端部からのドレ
ナージを試みたが、膿汁が少量引けるのみであった。CMZ 2 g/日投与と腟洗浄が連日施行された。腟分
泌物培養からは B群連鎖球菌が検出された。徐々に症状は軽快し、入院後 9日目には白血球数 5,700、
CRP 0.25 mg/dLまで低下した。【考察】腹腔鏡下子宮全摘後の創部感染症の割合は 0.14%と報告されて
いる。また比較的、術後早期に発症する例が多く、本症例のように術後 1ヶ月以降に発症した報告は少
ない。【結語】TLH術後 40日目に発症した腟断端膿瘍の 1例を経験したので文献的考察を含め報告する。

33.	 診断的腹腔鏡下手術において、第一トラカール穿刺時に腸管損傷
を生じた1例

○天谷 優介、佐藤 久美子、服部 克成、福田 真、辻 隆博、田嶋 公久
福井赤十字病院 産婦人科

【緒言】腹腔鏡下手術におけるトラカール穿刺の合併症は、血管損傷や腸管損傷の頻度が高い。当科では、
第一トラカールを臍部よりダイレクト法で鏡視下に刺入している。診断目的の手術でも腹腔鏡を採用し
ており、今症例ではがん性腹膜炎の診断的腹腔鏡下手術において第一トラカール穿刺時に先端を腸管内
に刺入し腸管損傷が生じた。トラカール穿刺の注意点を改めて確認することとなった症例であったため、
ここに報告する。【症例】83歳、胃癌の手術歴あり。胃癌の術後再発のため、当院消化器内科で定期受
診していた。超音波検査で骨盤内に嚢胞性病変を認め当科紹介となった。画像検査では卵巣がん、がん
性腹膜炎が疑われ、診断のため腹腔鏡下手術の方針とした。手術では第一トラカールをダイレクト法で
臍部より穿刺したが、CO2ガスは十分に流入せず、鏡視下に内部を確認すると便汁や半月ヒダのよう
な腸管内と思われる所見を確認し手術を中断した。消化器外科に応援を依頼し小開腹し損傷部位を確認
すると、臍部直下に大網の播種病変が存在し、周囲の癒着により横行結腸が腹壁に固定されていた。播
種病変を切除し、結腸の穿孔部位を修復し手術は終了した。術後経過は良好で有害事象なく退院可能で
あった。【結語】今症例ではトラカールの第一穿刺の手技について、術前評価と術中判断の重要性が改
めて確認できた。
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36.	 腹腔鏡下単純子宮全摘後の膀胱機能の検討
○竹下 亮輔1、庄子 忠宏1、向井田 理佳1、佐々木 彩1、小見 秀夫2、尾上 洋樹2、 
熊谷 仁2、板持 弘明2、杉山 徹2

1八戸赤十字病院 産婦人科、2岩手医科大学 医学部附属病院 産婦人科

【緒言】　広汎子宮全摘術で、骨盤神経叢の損傷で膀胱機能障害が起こる事は知られているが、腹腔鏡下
単純子宮全摘術（TLH）後の排尿障害に関する報告はない。当院の TLHは全症例、尿管交差部で子宮
動脈の結紮を施行しているが、同定の時に深層へ到達する事もある。そのため、気づかず骨盤神経叢の
枝を損傷している可能性も考えられた。今回我々はTLH後の排尿障害を検討するため、術後1ヶ月と3ヶ
月に膀胱機能検査を施行し比較検討したので報告する。【対象と方法】　平成 28年 2月 20日から平成
29年 3月 31日までに当院で施行した TLH後患者を対象に、術後 1ヶ月と 3ヶ月に残尿測定と尿流測
定を施行した。対象者は 25名であり、年齢中央値は 50歳（Range : 38-74）であった。残尿測定は経
腹超音波法で行い 50 ml以下を不良型とした。尿流曲線は Jφrgensenの分類を用い釣鐘型を良好型、そ
の他を不良型とした。排尿時間は 21秒以上を不良型とした。【結果】　術後 1ヶ月で残尿不良型 5例
（19.2%）、尿流曲線不良型 12例（48%）、排尿時間不良型 19例（76%）であった。術後 3ヶ月で残尿不
良型 7例（28%）、尿流曲線不良型 11例（44%）、排尿時間不良型 14例（56%）であった。【結論】　
TLH術後の排尿時間不良型はいずれも半数以上であった。この事は TLH中の骨盤神経叢の枝の損傷を
示唆し、今後は骨盤内解剖を十分に理解したアプローチが必要であると考えられた。今後は症例数を増
やし TAHとも比較検討を行う予定である。

35.	 子宮動脈塞栓術後の全腹腔鏡下子宮全摘術を行った 3症例の特
徴

○鈴木 大輔1、鈴木 聡2、遠藤 雄大3、小島 学2、野村 真司2、添田 周2、高橋 俊文1、 
水沼 英樹1、藤森 敬也2

1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、2福島県立医科大学 産婦人科、 
3白河厚生総合病院 産婦人科

【緒言】今回 UAE後の晩期合併症により全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）を行った 3症例を経験したので、
それぞれの経過について報告する。【症例】症例 1 : 58歳、4経妊 3経産。49歳の時、過多月経を有す
る直径 95ミリの子宮筋腫に対して UAE施行。術後 1年より帯下の増量と不正性器出血を認めた。術後
7年目に TLH施行。術中所見 ; 腹腔鏡下に子宮摘出、腟断端部を縫合したが、S状結腸間膜に血腫形
成を認め止血に難渋し開腹止血を行った。症例 2 : 57歳、未経妊。48歳の時、過多月経を有する多発
子宮筋腫、子宮腺筋症に対して UAE施行。52歳（術後 4年）より帯下の増量と不正性器出血を認めた。
術後 9年目にTLH施行。術中所見 ; 子宮マニュピレーター挿入時に子宮底部を穿孔。腹腔内所見として、
子宮後壁は直腸、子宮底部は大網、両側付属器は後腹膜と癒着していたが、TLHを完遂。症例 3 : 36歳、
未経妊。29歳の時、過多月経を有する直径 67ミリの粘膜下筋腫に対して UAE施行。術後、筋腫の縮
小と過多月経は改善したが、35歳（術後 6年）で子宮筋腫の増大（再発）と重症貧血を伴う過多月経
を認めた。術後 7年目に TLH施行。術中所見 ; 腹腔内癒着を認めず合併症なく TLHを完遂。【結語】
UAE後の晩期合併症に対して TLHは許容されるが、UAE後の血流障害による子宮筋層の脆弱化や炎
症による腹腔内癒着に注意する必要がある。
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38.	 子宮内膜異型増殖症の診断、術式は TAHか TLHか ?
○小見 英夫、尾上 洋樹、菅 安寿子、苫米地 英俊、永沢 崇幸、利部 正裕、竹内 聡、
熊谷 仁、板持 広明、杉山 徹

岩手医科大学 産婦人科

腹腔鏡下子宮体癌手術は 2014年 4月に保険収載されたが、当科では内視鏡技術認定医不在のため未だ
導入を果たせずにいる。癌の確定診断では開腹手術を選択するが、子宮内膜増殖症症例は TLHを選択
する。術前に子宮内膜異型増殖症と診断された場合も TLHとしているが、文献的に摘出子宮の最終診
断では 27-43%で癌の共存があるとされる。術前診断は術式を決定する上で重要である上に、浸潤癌で
あれば予後を左右する因子になりかねない。今回我々は術前に子宮内膜異型増殖症と診断され TLHを
施行、最終病理診断で子宮内膜癌と診断された 1例を経験したので、術前診断の改善点の検討を含めて
報告する。【症例】44歳 2妊 2産【現病歴】前医での子宮内膜組織診にて子宮内膜異型増殖症を認め治
療目的に当科紹介。MRI上浸潤癌を疑う初見認めず。当院での子宮内膜組織診でも子宮内膜異型増殖
症との診断であった【治療】術式は TLH+BS（卵巣温存）【病理組織診断】類内膜腺癌 G1 脈管侵襲なし、 
FIGO stage1a期【経過】術後補助療法は行わず外来経過観察とし、現在術後 1年経過し再発は認めて
いない【考察】腹腔鏡下の手術において安全性とともに悪性であれば予後も視野に入れた術式の選択が
重要だが、子宮内膜異型増殖症では術前の病理組織学的診断を明確にした上での術式選択が望まれる、
子宮内膜全面掻爬などの組織診断を必須として術式を決定する必要があると思われた。

37.	 骨盤内うっ血症候群を伴う慢性骨盤痛と腹腔鏡下手術
○櫻井 愛美1、野村 英司1、眞山 学徳1、鈴木 昭2、勘野 真紀1

1医療法人 王子総合病院 産婦人科、2KKR札幌医療センター 病理診断科

【諸言】慢性骨盤痛は女性の QOLを著しく低下させる。骨盤内うっ血症候群はその原因疾患の一つと
され、卵巣静脈の逆流によりうっ血が生じ、疼痛の原因になるとされているが、その詳細は明らかでは
ない。治療は鎮痛薬等の薬物療法が主に行われるが、再燃増悪を繰り返すことも多い。当科では内膜症
等による慢性骨盤痛患者に骨盤内腹膜切除を行い良好な結果を得た経験があった。今回我々は骨盤内
うっ血症候群が慢性骨盤痛の原因と考えられた症例に対し、上記腹膜切除術を行い疼痛の消失を得るこ
とができたので、文献的考察も含め報告する。【症例】30歳女性、1経産。急激かつ持続的な下腹部痛
を認め受診となった。子宮と付属器に器質的病変は認められないが、左卵巣静脈の拡張を認め、骨盤内
うっ血症候群と診断された。薬物療法を行うも疼痛の再燃増悪を繰り返したため手術の方針となった。
骨盤内所見として子宮近傍の静脈のうっ血を認めた。子宮周囲を中心に骨盤内腹膜を切除し終了した。
術後より疼痛の軽減を認め、その後も再燃なく経過している。【結論】今回我々は薬物療法の効果が乏
しい慢性骨盤痛患者に対し、骨盤内腹膜切除を行い著明な症状改善が認められた。本法の除痛機序はあ
くまで内臓痛感覚神経切除にあると考えられ、骨盤痛の原因によらず自覚的な疼痛軽減に有効と考えら
れる。内科的治療に奏功せず著しく QOLを損っている慢性骨盤痛患者には考慮される治療法と考えら
れた。



75─　　─

40.	 腹腔鏡下手術をどのように学んでいくか
○野呂 薫1、松浦 基樹1、寺田 倫子1、玉手 雅人2、寺本 瑞絵1、田中 綾一1、齋藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2市立釧路総合病院 産婦人科

【目的】腹腔鏡下手術は今後も確実に増えていくと考えられ、産婦人科医の誰もが習得しなければいけ
ない手術手技である。腹腔鏡下手術に必要な能力を養うためには、どのようなトレーニングが必要なの
かを検討し、実際のトレーニング内容を発表する。【方法】腹腔鏡下手術を習得したいと考えた時に、
まずドライボックスでの手のトレーニングを始める人が多い。このトレーニングは非常に重要な練習で
あるが、この手のトレーニングだけでは、技術はつくが、手術に必要な知識や判断は向上していかない。
腹腔鏡下手術の習得には手のトレーニングだけではなく、目のトレーニング、脳のトレーニングが必要
であり、この 3つの能力を養うことで技術、知識、判断が習得されていくと考える。また、開腹手術を
十分に学んだあとに腹腔鏡下手術を学ぶべきだと考える人もいるが、腹腔鏡下手術で学べる技術、知識、
判断は、開腹手術にも応用できるものであり、専攻医、後期研修医は積極的に開腹手術だけではなく、
腹腔鏡下手術も学んでいくべきではないかと考える。【結論】手、目、脳のトレーニングにより腹腔鏡
下手術に必要な能力が養われていくはずであり、この 3つをバランスよく修練していく必要がある。

39.	 過多月経を呈する粘膜下筋腫に対する筋腫融解術併用MEAの検
討

○津田 晃
山王レディースクリニック 産婦人科

【目的】過多月経を呈する粘膜下筋腫に対して、マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）と経頸管
的マイクロ波筋腫融解術（transcervical microwave myolysis : TCMM）の併用が、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】当院でマイクロ波治療を受けた筋腫径が
4 cm以上の単一粘膜下筋腫 63例を対象に検討した。全例にMEAに TCMMを併用した。TCMMは先
端を円錐形に加工したサウンディングアプリケーターを使用し、超音波ガイド下に 70 Wで焼灼した。
TCMM施行に際しては患者の同意を文書で得て行った。麻酔は硬膜外麻酔を行い、全例日帰り手術で
行った。【成績】平均年齢は 45.1歳、平均筋腫径は 5.5 cm、平均手術時間は 32.1分で、平均照射時間は
MEA 455秒、TCMM 505秒であった。術後 3ヶ月で月経量が VAS score 3以下に減少した著効例は 56

例（88.9%）であり、無月経症例は 24例（38.0%）であった。また、貧血は術後 3ヶ月で有意に改善し
た（Hb 10.4 vs 12.7 g/dl, p<0.0001）。筋腫の経時的収縮率は、3ヶ月で平均 60.2%、6ヶ月以上で 73.7%

であった。また満足度（VAS満点 10）は平均 9.9であった。子宮内感染が 2例（3.5%）あった。【結論】
粘膜下筋腫に対して TCMMを併用したMEAは有用であり、過多月経患者の子宮摘出術の代替療法と
なり得ると考えられた。また粘膜下筋腫の過多月経に対する日帰り治療が office gynecology においても
可能であると考えられた。
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42.	 GETS	（Gain	the	Expert’s	Technique	Seminar）	参加が個人
にもたらした影響

○田村 良介1、平石 光2、阿部 彰子3、北井 美穂4、高尾 航5、高橋 美奈子6、竹内 穂高7、
玉手 雅人8、中林 誠9、那須 洋紀10、藤城 直宣11、山本 泰廣12

1大館市立総合病院 産婦人科、2前橋赤十字病院 産婦人科、3徳島大学 産婦人科、4兵庫県立がんセンター 産婦人科、 
5筑波大学 産婦人科、6敬愛会 中頭病院 産婦人科、7信州大学 産婦人科、8市立釧路総合病院 産婦人科、 
9昭和大学 産婦人科、10久留米大学 産婦人科、11誠光会 草津総合病院 産婦人科、12手稲渓仁会病院 産婦人科

【緒言】GETS（Gain the Expert’s Technique Seminar）は合宿形式（1泊 2日×3回）で腹腔鏡下手術の
集中トレーニングを行うセミナーである。GETSの内容と、その参加が個人に与えた影響について報告
する。【方法】演者は平成 28年 11月から平成 29年 3月に行われた GETSに参加した。第 1回（平成
28年 11月）ではドライボックスでの縫合結紮トレーニング、第 2回（平成 29年 1月）では high vol-

ume centerでの手術見学、第 3回（平成 29年 3月）では Animal lab trainingが主に行われた。各回毎に
課題が提示され、各参加者は課題クリアに向けた自主トレーニングに励んだ。【結果】GETS前後の演
者が執刀した腹腔鏡下子宮全摘術の平均手術時間は、GETS参加前 262分 vs参加後 219分（p=0.06）
と有意差は無いものの短縮傾向を認めた。特に縫合結紮において時間短縮が認められた。【考察】GETS

期間中はドライボックスでの縫合結紮トレーニングに多くの時間を費やすこととなり、それが術中の縫
合結紮時間の短縮、ひいては手術時間全体の短縮という結果に至ったものと思われる。GETSへの参加
は演者に対し、トレーニングが形になるという実感を与え、また、GETSに参加した全国の仲間と切磋
琢磨しスキルアップすることの有用性を強く印象付けた。【結語】GETSへの参加は、手術技術の向上
のみに留まらない有意義な面がみられた。今回の GETSは東北からの参加者は演者 1人であり、今後、
特に東北からの参加者が増加するように努めたい。

41.	 これから単孔式手術を始める先生に指導しているポイント
○田中 綾一1、逸見 博文1、池田 詩子1、長澤 邦彦1、桑原 美佳1、曽山 浩明1、 
遠藤 俊明1、齋藤 豪2

1斗南病院 婦人科・生殖内分泌科、2札幌医科大学 産婦人科

【目的】単孔式手術は美容的に優れた方法であるが、鉗子が干渉し易く、操作スペースが狭くなるため
手術操作にはコツを要する。今回は単孔式手術の鉗子配置と操作について当院で行っている指導法につ
いて報告する。【対象】2009年 3月～2014年 12月までに当院で施行した単孔式手術 208例（卵巣腫瘍
核出術 122例、付属器摘出術 51例、LAVH 2例、LOD 5例、子宮外妊娠手術 9例、卵管形成術 7例、
子宮筋腫核出術 12例）を対象とした。【方法】1、術者は病巣の対側に立ち執刀する。2、病巣の位置に
応じて処置用ポート配置をアレンジする。3、処置用鉗子はグリップ間を離して、必要に応じて高さも
変えて把持し上下、前後方向の動きを意識して操作する。4、3の鉗子操作を可能とするために随時適
切な位置に対象臓器をローテーションさせる、鉗子先端を回転させる。5、摘出物は EZパースを骨盤
底の形状を利用して広げて収納し、臍から回収する。【結果】術中に操作を困難に感じたときは方法 1

～5の操作方法から逸脱していることが多く、手技を修正することで円滑な操作に戻ることができた。
【結論】単孔式手術の特徴と注意すべきポイントを理解し、工夫することで、円滑な単孔式手術が施行
できると思われる。
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44.	 出張手術でいかに効率よく TLHを教育するか
○田邉 康次郎、橋本 栄文、佐藤 友里恵、斎藤 裕也、石山 美由紀、柏館 直子、 
松浦 類、石垣 展子、武山 陽一、吉永 浩介

仙台医療センター 産婦人科

【緒言】東北地方では内視鏡技術認定医および認定施設が少ない。理由として、少人数の医師により地
域医療を支えねばならぬ激務の傍ら新しい技術を導入する余裕がないこと、情報交換の機会が得にくい
ことなどが考えられる。この問題を解決するには都市部にいる技術認定医が地域中核病院に出張して指
導する教育システムの確立が急務と考える。演者（仙台市在住、技術認定医）はこの半年間で 4つの地
域中核病院に出張し、TLHを指導する経験をした。遠隔医師との限られた件数の手術で、いかに教育
効率を上げるかについて考察したので紹介する。【方法】TLH解説付き動画（Adobe Premiere Pro13）
および手順チャート（Excel）を作成した。DVDと手順チャートで予習をしてもらった。些細な疑問点
でも質問してもらい、回答することを繰り返し、術前にイメージの共有を強化した。手術後は手術
DVDを演者に送ってもらい、反省点・改善点についてメールで密に復習した。患者情報の取り扱いに
は十分に注意した。【結果】出張手術をした 4つの施設のうち、2つの施設で複数回 TLHを行い、とも
に手術時間は短縮した（A施設 184分→ 153分→ 132分、B施設 190分→ 145分）。【結語】綿密な予習・
復習により、遠隔医師に TLHを効率よく教育できる可能性が示唆された。今後も出張手術を重ねて教
育システムを確立し、最終的には地域中核病院の技術認定医師増加を目指していきたい。

43.	 トレーニングプログラムGETSから得たこと	─	イメージの具現
化	─

○玉手 雅人1、鈴木 利理1、田渕 雄大1、岡村 直樹1、田村 良介3、山本 泰廣4、 
松浦 基樹2、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、3大館市立総合病院 産婦人科、4手稲渓仁会病院 産婦人科

当院は北海道の東に位置し、3次医療圏である釧路・根室地区は岩手県に匹敵する面積を持つ。この地
区で産科/婦人科のある総合病院は 2箇所しかなく、地域完結型の医療が望まれる。地域にあって、安
全かつ高い水準の医療を行うためには勤務医のスキルアップが必要である。今回、教育プログラムに参
加し得られたこととして、自身が理解しにくい部分をセミナーへ参加することで自発的に具現化するこ
とが重要だと感じたので報告する。GETSセミナーは婦人科腫瘍の治療を学ぶために地域から集まった
医師たちが、腹腔鏡技術の修練、解剖/悪性腫瘍手術の講義、医療機器の安全な使用に関する講義を受け、
アニマルラボでのチームを組んでの手術を行う内容となっている。プログラムに参加した施設の医師と
交流する中で、スキルアップのためには手術に近いイメージを持つことが重要であると考え骨盤内血管
のモデルを作成し、実際の手術動画と合わせ助手との協調作業を行う練習をすることで本番の手術に臨
むこととができた。現在は動画による手術教育やドライボックスを用いた練習を自身で行うことができ
るが、教育プログラムへ能動的に参加し、理解を形にしてゆくことでウィークポイントを改善すると感
じた。
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46.	 ロボット支援広汎子宮全摘術の初期導入成績
○岡元 一平、山崎 博之、竹下 奨、藤堂 幸治、嶋田 知紗、見延 進一郎、加藤 秀則
北海道がんセンター 婦人科 婦人科

【目的】従来の開腹広汎子宮全摘に加えて先進医療 Aとして腹腔鏡下広汎全摘術、先進医療 Bとしてロ
ボット支援広汎全摘術（RARH）が実施されている。排尿障害などの術後後遺症の軽減を目標に臨床研
究として 2014年より RARHを導入した。QOLを中心に導入初期成績について報告する。【方法】
RARHを施行した子宮頸癌 21症例で周術期の臨床経過および排尿障害を含む合併症、予後などについ
て解析した。【成績】各検討因子の中央値（範囲）は手術時間 6時間 22分（294-618分）、コンソール
時間 5時間 21分（245-556分）、出血量少量（少量-200 ml）と十分に臨床への導入が可能であった。ラー
ニングカーブも短い印象を持った。摘出リンパ節個数 17.2個（10-25個）（センチネルリンパ節検索併用）。
術後入院期間 7日（6-10日）であった。腸閉塞、尿路トラブルなど重篤な合併症の発生はなかった。
リンパ節転移（2例）などのリスク因子のため 6例に化学療法施行を追加しているが全例が観察期間 12

カ月（3-30カ月）内で無病生存している。排尿障害に関する検討では、開腹手術と比較して自己導尿
期間も短く、尿勢も順調に回復しておりロボットでの精密な手術操作の利点を感じた。【結語】RARH

は短期間の検討ではあるが、早期浸潤子宮頸癌の予後を増悪させることなく術後 QOLの維持/改善に有
用である。現在進行中である 2ndチームの養成についても触れたい。

45.	 新潟県若手周産期・内視鏡縫合セミナー～若手がつくる新しいリ
クルートメントの形～

○磯部 真倫、吉原 弘祐、生野 寿史、西野 幸治、西川 伸道、関根 正幸、榎本 隆之
新潟大学医歯学総合病院 産科婦人科 産婦人科

産婦人科医のリクルートメントは、日本の産婦人科全体が抱える重要な課題であるが未だ明確な解決策
は見出だせていない。日産婦として考えること、地方として考えること、大学や県として考えること、
病院単位として考えること、様々なアプローチ法がある。今回新潟大学では、若手産婦人科医が主役の
リクルートメント目的のセミナーを開催したので報告する。会の要点は、当科の宝である「若手産婦人
科医」を会の前面に出すことである。そのため、7年目以下の若手産婦人科医師を可能な限り集めた。
学生、初期研修医、後期研修医、若手産婦人科医の 9年間のつながりを作り、過去の自分が振り返れる
ように、未来の自分がイメージできるようにした。若手医師が研修医や学生に教育するハンズオンセミ
ナー、若手医師からのメッセージ、若手医師の自己紹介を行い、研修医、学生に若手産婦人科医を「身
近な存在」として認識してもらった。そしてクライマックスは、4人が入局宣言をし会場が盛り上り、
さらにサプライズの入局宣言も生まれ、会は大盛況で閉幕した。学生から若手産婦人科 7年目まで、計
9学年の縦のつながりを実感できる本会、その後に行われた懇親会では驚異的な盛り上がりとなり、ア
ンケートでも高い満足度をえた。また若手産婦人科医師からもリクルートとして極めて有効であるとの
評価を得た。新潟県で行った若手がつくる新しいリクルートメントの形を実際の動画を交えて報告する。
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48.	 胎内治療を行った先天性完全房室ブロックの4症例
○高橋 宏太朗、生野 寿史、谷地田 希、田村 亮、田村 知子、吉田 邦彦、五日市 美奈、
能仲 太郎、山口 雅幸、高桑 好一、榎本 隆之

新潟大学 産婦人科

【緒言】先天性完全房室ブロック（congenital complete atrioventricular block ; CCAVB）に対して様々な
治療法が試みられているが、その有効性は確立していない。心構造異常を伴わない CCAVBに対して胎
内治療を行ったを 4例を経験したので報告する。【症例】分娩時年齢は、いずれも 30代。妊娠 26から
28週に胎児不整脈を指摘され、当院紹介となった。初診時の胎児心室拍動数は 52から 55 bpmであった。
心構造異常を含めてその他の合併奇形は認めなかった。全例で抗 SS-A/Ro抗体陽性であった。全例に
おいて塩酸リトドリンを投与し、胎児心室拍動数は 60 bpm前後に上昇した。1例のみ肝機能障害が出
現し、妊娠 29週台で中止となった。心拡大を認めた 2例でベタメタゾンを併用した。分娩週数は、35

から 38週であり、全例で帝王切開を施行し、1例のみ胎児機能不全適応での分娩であった。ベタメタ
ゾンを併用した 2例は、羊水過少を認めた。4例中 1例は、妊娠管理継続中である。妊娠中の 1例を除
く 3例の新生児予後は、全例ペースメーカー留置を行い、1例が拡張型心筋症により生後 9ヵ月に永眠
となった。2例は 7歳、17歳時点で薬物治療継続中となっている。【結語】塩酸リトドリンにて胎内治
療を行った 4例全例で胎児心拍数増加が得られ、うち 3例は妊娠 36週以降までの妊娠継続が可能であっ
た。ベタメサゾンを併用した 1例では、心拡大改善・心嚢液消失が認められた。

47.	 胎児頻脈性不整脈の2例
○桑原 陽祐、干場 勉、佐々木 博正、平吹 信弥、近藤 壯、中尾 光資郎、松山 純、 
板野 陽通、別宮 若菜

石川県立中央病院 産婦人科

胎児頻脈性不整脈の診断には胎児心拍数モニタリングや胎児超音波検査によるスクリーニングが重要で
ある。また、早期診断により胎児治療を開始することで胎児水腫のリスクを下げることができる。症例
1 : 35歳 1G1P 前回帝王切開にて娩出。妊娠 28週時より切迫早産のため前医で入院していた。妊娠 36

週 0日時に持続する胎児頻脈性不整脈のため当院母体搬送となった。 搬送時の胎児超音波検査で心房
拍出 480 bpm、心室拍出 220 bpmの頻脈性不整脈を認めた。心房細動と診断し、緊急帝王切開を行なっ
た。児は NICUに入室し、電気的除細動を行なった。除細動後は洞調律となった。症例 2 : 33歳 

0G0P。 妊娠 28週 6日に胎児頻脈性不整脈を認めたため当科紹介受診。胎児超音波検査では心房拍出 

254 bpm、 心室拍出 254 bpm の頻脈性不整脈を認め、上室性頻拍と診断した。出生前母体ステロイド投
与を行い、倫理委員会の承認を得て胎児治療を開始した。入院下にてジゴキシンとフレカイニドの併用
投与を行った。胎児頻脈性不整脈は消失したため一旦退院した。妊娠 38週 6日時に妊娠高血圧症候群
のため再度入院し、誘発分娩を行なった。39週 3日に経膣分娩で児出生した。児に頻脈発作はなかった。
胎児頻脈性不整脈を精細に診断することで、出生後に新生児科医と連携して対応することが可能となる。
より早期に診断することで胎児治療を導入することができ、治療が奏功すれば経膣分娩後も特別な処置
は不要である。
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50.	 胎児貧血を認めた Jra不適合妊娠
○仲野 靖弘1、小笠原 あゆみ1、丸山 真弓1、小幡 美由起1、小篠 隆広1、阿部 祐也1、 
室月 淳2

1山形県立中央病院 産婦人科、2宮城県立こども病院 産婦人科

Jra抗原は 1970年に Stroup & Maclloryによって報告された高頻度血液型抗原であり、Jr（a-）型はまれ
な血液型である。産科ガイドラインにおいて Jra不適合妊娠で胎児貧血が起きる可能性は低いとされて
いるが、今回我々は胎児貧血のため胎児輸血が必要となった抗 Jra抗体陽性妊婦を経験したので報告す
る。症例は 34歳、4妊 2産で、第 1子は帝王切開分娩となり、その時抗 Jra抗体陽性であったが児に異
常なく経過した。第 2子も帝王切開分娩となったが、血液検査で貧血を認めたが自然に改善し、黄疸の
増悪も認めず経過した。今回は Jra不適合妊娠のため妊娠初期より周産期管理目的で当科に紹介された。
初診時の抗 Jra抗体価は 256倍であった。経過中に胎児中大脳動脈最高血流速度（MCA -PSV）が徐々に
高くなり、妊娠 25週頃にはMCA-PSVは 1.50MoMとなり胎児貧血が疑われた。超音波検査にて胎児水
腫や胎児心不全の所見は認めないが高度貧血が疑われ妊娠 30週に他施設へ紹介し、胎児採血にて胎児
貧血を認め胎児輸血が行われた。Jra不適合妊娠の場合、殆どの症例で児への影響は認められていないが、
本症例のように重度の胎児貧血が認められる例があり、溶血というよりはむしろ造血抑制の機序が示唆
されている。抗 Jra抗体陽性妊婦は胎児貧血に注意し管理する必要があると思われた。

49.	 当院で管理した胎児染色体正常の羊水過多31症例の臨床的予後
○津田 竜広、米田 哲、小野 洋輔、村井 沙耶佳、布村 晴香、新居 絵里、森田 恵子、
伊藤 実香、米田 徳子、塩崎 有宏、齋藤 滋

富山大学 産婦人科

【目的】胎児染色体異常を伴う羊水過多は非常に予後が悪いが、胎児染色体正常の羊水過多についてま
とめた報告は少ない。そこで当院での胎児染色体正常の羊水過多症例の臨床的予後について検討した。
【方法】2007年から 2017年までに羊水過多を認めた単胎症例（n=40）のうち胎児染色体異常を除く 31

例を後方視的に検討した。胎児・新生児・乳児死亡例を予後不良群、生存例を予後良好群とし、2群間
で出生前の情報（胎児胸腹水や胎児心奇形などの超音波検査所見と母体背景）を比較した。【結果】1.羊
水過多の原因は胎児水腫 5例（16.1%）、胎児心奇形 3例（9.7%）、胎児消化管異常 3例（9.7%）、神経
系異常 2例（6.5%）、肺低形成 2例（6.5%）、母体筋ジストロフィー 2例（6.5%）、GDM 2例（6.5%）、
その他の胎児疾患 5例（16.1%）、原因不明 9例（29.0%）の割合であった。2.予後不良群 11例（35.5%）
と予後良好群 20例（64.5%）の 2群間で、早産率（72.7% vs, 20% : p=0.004）、FGR（18.1% vs, 0% : 

p=0.035）、超音波検査異常所見（90.9% vs, 35% : p=0.020）、AFI（35.9 vs, 28.2 : p=0.007）に有意な差
を認めた。3.羊水過多に加え超音波検査で胎児異常所見を認めると、死亡率は 52.9%であり、超音波
検査異常を認めない場合の 14.3%に比し有意に高率であった（p=0.014）。【結論】羊水過多を認めた場
合には、胎児異常について精密な超音波検査が望ましく、超音波検査異常を認めた際は予後不良である
ことが判明した。
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52.	 感染を契機に発症した臍帯血管損傷による母体血の羊水腔流出の
一例

○鈴木 裕太郎、秋江 惟能、良川 大晃、山田 竜太郎、吉井 一樹、遠藤 大介、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】臍帯血管の断裂・損傷の報告は臍帯卵膜付着などの症例で散見され、胎児側の出血をきたした
報告が多い。感染を契機として臍帯血管損傷が生じ、羊水中に母体血が流出し、母体貧血をきたした症
例を報告する。【症例】33歳、0経妊 0経産。妊娠初期より当科通院し、妊婦健診は経過良好であった。
子宮筋腫核出術の既往のため妊娠 38週に帝王切開術を予定していた。妊娠 33週 5日、性器出血を主訴
に当院外来受診。子宮頸管長 21 mmと短縮を認め、経膣超音波検査にて内子宮口付近に凝血塊様の高
エコー像を認めた。母体採血にて Hb 7.4 g/dlと 2ポイントの低下を認めた。NSTにて胎児機能不全を
疑い、同日緊急帝王切開術施行。術中、子宮内から血性羊水および凝血塊が大量に流出した。胎盤娩出
の際に臍帯の胎盤付着部より多量の活動性出血を認めた。児は 2,336 g、Apgar score 8-8-9。黒色胎便を
認め、Aptテスト施行し、母体血由来であった。胎児血液検査にて胎児貧血は認めなかった。児は新生
児一過性多呼吸のため NICU入室となった。胎盤は肉眼的に羊膜鞘が損傷し、臍帯動静脈が露出してい
た。病理検査にて絨毛膜羊膜炎・臍帯炎を認め、これが羊膜鞘損傷の原因と考えた。その後、母児とも
に経過良好にて退院となった。【結論】感染を契機に臍帯血管損傷が生じ母体血の羊水腔への流出を認
めた症例を経験した。このような症例の報告は稀であり、今後の症例の蓄積が待たれる。

51.	 分娩後産科DIC に至った腟壁血腫に対して、腟動脈塞栓術を施
行した一例

○早坂 美紗、上田 寛人、十川 佳苗、吉澤 明希子、金井 麻子、横浜 祐子、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

【諸言】分娩時の腟壁・外陰部血腫はときに大量出血の一因となる。外科的止血困難な症例には経カテー
テル的動脈塞栓術（Transcatheter Arterial Embolization、TAE）が選択される場合がある。今回産科危機
的出血・DICに至った腟壁血腫に対し、腟動脈への TAEが有効であった一例を経験した。【症例】20

歳女性。2経妊 0経産、妊娠 40週 3日。分娩予定日超過のため前医にて分娩誘発が行われ、吸引分娩
で児娩出に至った。分娩後、腟壁裂傷からの出血を認め止血困難となり、当院へ救急搬送された。当院
到着時、SI 1.5～2.0、産科 DICスコア 13点、全身状態不良のため輸血下で手術室にて腟壁裂傷縫合術
を施行し止血を得た。前医分娩時から手術終了までで出血量は 7,000 mLを超えた。ICU入室後もバイ
タルの不安定と貧血進行を認め、造影 CTにて右腟壁から後腹膜にかけて巨大血腫形成と造影剤の血管
外漏出を認めた。血管造影では右腟動脈からの出血が確認され、TAEにより止血した。その後、第 4

病日に ICUを退室、第 18病日に退院、現在外来でフォローアップを継続中である。【結語】分娩後の
腟壁・外陰部血腫に対し、TAEが有効であった一例を経験した。本症例のように後腹膜への血腫形成
を来した場合、発見が遅れ重症化しやすく、また外科的処置が困難である場合も少なくない。本症例の
ように破綻血管が明らかな症例では TAEは有用であり、実施可能な施設では積極的に考慮してよい治
療と考えられた。
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54.	 分娩前に診断し得た前置血管3症例の検討
○佐藤 帆奈美、小島 崇史、細川 亜美、川端 公輔、坂本 綾子、中川 絹子、藤枝 聡子、
馬詰 武、千葉 健太郎、河口 哲、石川 聡司、森川 守

北海道大学 産婦人科

【背景】前置血管は卵膜に付着した臍帯が内子宮口周辺を走行している状態で、破水等により血管が破
綻すると胎児からの出血により周産期死亡に至る可能性の高い稀な産科合併症である。当科で経験した
前置血管の 3症例について検討を行ったので報告する。【症例】患者 1及び 2はいずれも性器出血を伴
う切迫早産のため入院した初産婦で、経腟超音波で前置血管が疑われた。陣痛発来及び破水により緊急
帝王切開術を施行し児は貧血なく出生した。患者 3は 2回の帝王切開既往のある 35歳で、妊娠 33週に
性器出血をきたし母体搬送された。到着時胎児胎盤に異常を認めなかったが、その後の CTGで変動一
過性徐脈が出現したため再度経腟超音波を行ったところ内子宮口付近に前置血管を疑う血管像を認め
た。さらに胎児中大脳動脈血流波形から胎児貧血を疑い、直ちに帝王切開術で児を娩出した。児は中等
度の貧血と血管の虚脱を認め赤血球輸血を要した。【考察】前置血管は 1/2,500-5,000分娩程度と比較的
稀であるが、分娩前に診断されなければ児死亡率は 60%に達する。本 3症例はいずれも経腟超音波断
層法やMRIを中心に分娩前に診断できたが、一方で初見では診断に至らないことが多く、カラードプ
ラ法やパルスドプラ法を活用しながら慎重に観察することが肝要と考えられた。【結語】分娩前に診断
し得た前置血管の 3症例を経験した。日常産科臨床において経腟超音波を行う際には注意深い観察が重
要と思われた。

53.	 当院で経験した前置血管の3症例
○西堀 翔子、栃木 実佳子、氷室 裕美、柳田 純子、太田 恭子、齋藤 美帆、佐藤 多代、
鈴木 久也、中里 浩樹、谷川原 真吾

仙台赤十字病院 産婦人科

前置血管とは胎盤やワルトン膠質に覆われない臍帯血管が内子宮口上の卵膜を走行する病態である。約
2,500分娩に 1例と稀であるが、分娩前に診断されなかった場合の新生児死亡率は約 60%と報告されて
いる。妊娠分娩管理に関して十分なコンセンサスを得られている基準はなく、スクリーニングの時期や
方法、入院管理の必要性や分娩時期については個々の判断により選択されている。今回、1年間で 3例
の前置血管症例を経験したので報告する。【症例 1】40歳、2妊 2産。自然妊娠成立し妊娠 8週より当
院で健診。妊娠 12週時に子宮頸管縫縮術を施行した。妊娠 21週時に前置血管の診断となり、妊娠 23

週より切迫早産のため入院。妊娠 24週 5日、性器出血と破水を来したため緊急帝王切開術を施行した。
【症例 2】39歳、0妊 0産。凍結胚盤胞移植により妊娠成立し、妊娠 10週より当院で健診。妊娠 23週
時に胎盤辺縁血腫および前置血管の診断となり入院管理とした。妊娠 35週 1日、予定帝王切開術を施
行した。【症例 3】32歳、0妊 0産。自然妊娠成立し、近医クリニックと当院でセミオープンシステム
にて健診。妊娠 20週時に前置血管の診断となり、妊娠 28週より切迫早産のため入院。妊娠 36週 5日、
帝王切開術を施行予定である。妊娠 20週頃の子宮頸管長および胎盤位置スクリーニングの際に、カラー
ドプラを併用することにより早期の診断が可能である。異なる経過を辿った 3症例と既存の文献を元に、
妊娠分娩管理について検討する。
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56.	 当院での超緊急（GradeA）帝王切開術の検討
○和賀 正人、金森 勝裕、中村 恵菜実、齋藤 史子、木村 菜桜子、軽部 彰宏
由利組合総合病院 産婦人科

近年、当院での分娩数は約 400件で推移している。帝王切開による分娩（全国平均 : 23%）数の割合は
12～14%とほぼ変動はなく、そのうち緊急帝王切開術は約 38%を占めていた。
当院では 2010年 5月より周産期予後の改善を目的として緊急度に応じた Grade分類の導入を開始した
ため、後方視的に検討した。
2010年 5月から 2016年 10月までに当院で施行した緊急帝王切開術のうち、GradeB（準緊急）では勤
務時間内・時間外にかかわらず、手術決定から児娩出までに要した時間は約 95分であった。一方、
GradeA（超緊急）での手術決定から児娩出までの平均時間は勤務時間内で約 22.3分、勤務時間外で約
41.2分であった。また、2012年以降では GradeAでの手術決定から児娩出までの平均時間は徐々に短縮
しており、Grade分類の有用性が示唆された。その要因として、当院では速やかに緊急帝王切開術を施
行するために全妊婦から事前に同意書を取得していること、また麻酔科の協力を得て、手術室には緊急
帝王切開用の専用ユニット（GradeA室）を常設していること、スタッフの意識向上などが挙げられる。
当院では今後も Grade分類を継続しながら、各部署との連携強化やマニュアルの作成およびそのシミュ
レーションを行い、さらに良いシステムを構築していきたい。

55.	 生児を得られたテント状付着部の臍帯動脈断裂の1症例
○平賀 裕章、仁田原 憲太、佐々木 恵、市川 さおり、辻 圭太、吉田 祐司
石巻赤十字病院 産婦人科

【緒言】臍帯血管自然断裂は、急速に児の死亡に繋がりうる危険な疾患であるが、稀であるため積極的
に疑いにくい。今回我々は、臍帯血管自然断裂を疑い速やかに帝王切開し生児を得た症例を経験した。
【症例】35歳。2経妊 1経産（自然分娩）。2014年より近医で不妊治療を行い 5回目の人工授精で妊娠
成立した。当院で妊婦健診を施行し、妊娠 34週からは子宮内胎児発育不全のため週 1回経過観察して
いた。妊娠 36週 6日昼頃、夜間からの胎動減少を主訴に来院した。胎児心拍陣痛図で基線細変動減少
を認めた。超音波検査で経時的な中大脳動脈最高血流速度の上昇傾向を認めた。付着部付近の臍帯を取
り囲むように不整な高エコー構造が浮遊していた。胎児機能不全の診断で緊急帝王切開術を施行した。
破膜すると黒色の血性羊水と羊水中のコアグラを認めた。児は第一啼泣なく筋緊張弱く、刺激で啼泣す
るも呼吸不安定で、生後 8分で挿管し NICU入院とした。2,178 g、Apgar score 6/8点（1/5分値）、男児
であった。胎盤は 350 g、周郭胎盤、臍帯はテント状付着であった。テント状の羊膜の断裂に連続して
臍帯動脈の分枝も 1本断裂していた。胎盤病理では常位胎盤早期剥離など他の病態を疑う所見は認めな
かった。児は経過良好で日齢 28日（修正 40週 6日）に退院した。
【考察】胎児機能不全や血性羊水の鑑別として臍帯血管自然断裂の可能性を念頭におき、疑われる場合
は迅速に介入することが児の救命のために必要である。
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58.	 既往帝切後妊娠における Joel-Cohen変法とPfannenstiel 法と
の比較

○上田 寛人、早坂 美紗、十川 佳苗、吉澤 明希子、金井 麻子、横浜 祐子、千石 一雄
旭川医科大学 産婦人科

【目的】本邦の帝王切開術における下腹部横切開で標準的とされる術式は Pfannenstiel法である。しかし、
近年複数の Randomised control trialにおいて Joel-Cohen法の優位性が示されている。当科では 2014年
4月から Joel-Cohen変法を導入しており、初回帝切症例における検討は以前の学会で報告した。本研究
では既往帝切症例において、従来行われてきた Pfannenstiel法との比較検討を行った。【方法】2012年
4月から 2017年 3月に同一術者によって施行された既往帝切症例を後方視的に検討した。対象症例を
Joel-Cohen変法群（Study群）と Pfannenstiel法群（Control群）の 2群に分け、周産期事象を比較した。
【成績】対象症例は 59例であり、Study群 20例、Control群 39例であった。両群間の母体背景、手術
適応に有意差は認めなかった。Total Operative timeは Study群 35.50±5.69分、Control群 59.54±28.07

分（p<0.001）、Incision-to-delivery timeは Study群 2.50±1.36分、Control群 10.74±7.10分（p<0.001）
であった。術中出血量や新生児予後には有意差を認めなかった。術中合併症として Control群の 1例に
膀胱損傷を認めた。【結論】Joel-Cohen変法による帝王切開術では Pfannenstiel法と比較し、Total Oper-

ative time、Incision-to-delivery timeが有意に短縮された。有害事象の増加は確認されなかった。

57.	 研修病院における Joel-Cohen 変法による帝王切開術の有用性
についての検討

○鈴木 拓馬、小野 政徳、鏡 京介、飯塚 崇、桝本 咲子、保野 由紀子、山崎 玲奈、 
藤原 浩

金沢大学附属病院 産婦人科

【緒言】当院では 2016年 4月より新たに、帝王切開術の開腹術式として、Joel-Cohen変法を取り入れた。
その背景として、近年 Joel-Cohen法およびその変法による下腹部横切開の有用性が示されていること
がある。そこで、従来の Pfannenstiel法と比較し、その有用性を検討するとともに、研修病院での帝王
切開術の術式選択について考察する。【方法】2016年 4月から 2017年 5月までに当科で行われた、
Joel-Cohen変法 14例と Pfannenstiel法 24例に対し、後方視的に周術期変数の比較・検討を行った。下
腹部縦切開、帝王切開既往、他術式を追加した症例、専攻医 1年目による初回から 4回目の執刀例など
は除外した。【結果】児娩出時間は 3.5分（中央値）で、最長 6分であった。手術時間は 40.5分（中央値）、
術中出血量は 520 ml（中央値）であった。Pfannenstiel法群との比較では、児娩出時間と手術時間にお
いて Joel-Cohen変法群で有意に短く、術中出血量に関しては両群間で明らかな有意差を認めなかった。
【考察】Joel-Cohen変法による帝王切開術では、児娩出時間と手術時間が有意に短縮され、産科臨床に
おいても超緊急時には有用な開腹方法であると考えられた。しかし一方で、腹部解剖を確認しにくいと
いう短所もあり、専攻医は両術式を学ぶべきと考えられた。
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60.	 治療に難渋したが子宮温存可能であった子宮動静脈奇形の一例
○工藤 沙織、富田 芙弥、田中 宏典、星合 哲郎、西郡 秀和、齋藤 昌利、八重樫 伸生
東北大学 産婦人科

【緒言】子宮動静脈奇形（AVM）は妊娠や子宮内操作を契機に形成され、突然の大量出血により輸血や
子宮摘出を要することがある重篤な疾患である。自然分娩後に形成された子宮動静脈奇形で治療に難渋
した一例を経験したので報告する。【症例】症例は 30歳、0妊 0産、近医開業医で妊娠 40週 1日に 3,064 g

の男児を経腟分娩した。分娩経過、産褥経過には特記すべき異常はなかった。産褥 10日目に自宅で多
量の性器出血をきたし近医総合病院へ救急搬送された。子宮収縮薬投与と腟内ガーゼ圧迫にて止血が得
られたが、子宮 AVMが疑われ産褥 11日目に当院へ転院搬送された。当院での経腟超音波および造影
CTでも子宮筋層から内腔に向かう異常血管を認め、子宮 AVMと診断した。出血は少量であったため
子宮収縮薬の投与で経過を見たが、性器出血が持続したため産褥 20日目に両側子宮動脈塞栓術を施行
し止血した。しかし産褥 44日目に、多量の性器出血を再び認めた。血管造影にて責任血管は右卵巣動
脈であり、塞栓術を行い止血した。術後も経腟超音波検査にてAVM病変の残存が疑われたため、ダナゾー
ル内服を開始し、投与 4週間後に病変は消失した。【結語】2度の動脈塞栓術で止血し、ダナゾール投
与後に病変が消失した子宮 AVMの一例を経験した。子宮動脈塞栓術後の再出血でも、他の責任血管を
検索し塞栓することで子宮温存が可能であった。

59.	 待機的に娩出時期を決定した胎盤後血腫の1例
○桐越 智子、小田切 哲二、金川 明功、宇津野 泰弘、岩城 久留美、岩城 豊、 
中嶋 えりか、吉田 俊明、光部 兼六郎、箱山 聖子

JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科

【緒言】常位胎盤早期剥離（早剥）は基底脱落膜の出血で形成された胎盤後血腫のため、胎盤機能障害
を生じ DIC を発症する。多産・多胎・喫煙妊婦がリスク因子と言われている。今回 2絨毛膜 2羊膜双
胎（DD双胎）に胎盤後血腫が出現したが、待機的に娩出時期を決定できた 1例を経験した。【症例】
32歳。G2P2。既往歴なし。自然妊娠の DD双胎で妊娠 12週に管理目的で紹介となる。32週から両児
共に-1.7 SDを超える著名な子宮内胎児発育不全（FGR）を認め、超音波検査で胎盤後面に
50*45*20 mm大の echo free spaceを認めた。MRIを施行し腫瘍性病変や Breus’ moleではなく胎盤後血
腫と診断した。産科診療ガイドラインでは、「早剥を疑う血腫を認めても、胎児心拍の異常や血液凝固
系に異常を認めない場合は妊娠継続も考慮」されるため、慎重に経過観察を行った。35週で第 2子の
子宮内発育停止のため、帝王切開を施行した。第 1子 1,908 gで第 2子 1,350 gであった。胎盤剥離面
に 5 cm大の血腫が付着しており、胎盤病理では部分的に血管増生と梗塞を認め胎盤循環不全が示唆さ
れた。【考察】胎盤剥離面積が 30%以下の早剥は無症候と言われ、発症時期と FGRを伴った事から、
Breus’ moleも鑑別に上がった。【結語】無症候の胎盤後血腫は、本症例のように妊娠継続の可能性も考
えられるが、慎重な観察が必要と思われる。
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62.	 胎児心機能評価を取り入れた一絨毛膜二羊膜性双胎妊娠管理の試
み

○宇津野 泰弘1、小田切 哲二1、金川 明功1、岩城 久留美1、岩城 豊1、島田 空知2、 
中嶋 えりか1、箱山 聖子1、竹田津 未生3、吉田 俊明1、光部 兼六郎1

1JA北海道厚生連 旭川厚生病院 産婦人科、2旭川医科大学 小児科、3社会福祉法人 北海道療育園 診療部

【緒言】一絨毛膜二羊膜性（monochorionic diamniotic ; MD）双胎妊娠では、胎児間の血液移動が存在し、
循環動態の変化により胎児心機能の変化が生じる。この変化を捉えることで、双胎間輸血症候群やその
類縁疾患が顕在化する前に胎児状態の悪化を認識することができると考えられる。当院での胎児心機能
評価を取り入れたMD双胎妊娠管理の試みを報告する。
【方法】全てのMD双胎症例で、妊娠 22週頃から 36週頃まで 2週間ごとに胎児心機能評価を行った。
主に収縮・拡張能、心拍出量、心筋肥大、臍帯動静脈血流を評価した。児の推定体重や羊水量などの情
報に加え妊娠管理を行い、出生後の児の状態も評価した。
【結果】16例のMD双胎症例のうち 2例で胎児心機能低下を認め、早期の娩出の判断をした。2例とも
出生後に受血時の心不全を認めカテコラミンによる新生児治療を要した。出生前に心機能低下を認めな
かったが、生後、双胎多血貧血症候群の診断で新生児治療を要した症例が 1例あった。残りの症例は、
胎内評価通りで出生後の心不全治療は要さなかった。
【考察】胎児心機能評価は、MD双胎妊娠管理において適切な分娩時期を決めることや出生後の新生児
治療に必要な情報を得ることに有用な可能性がある。
【結論】当院では、MD双胎妊娠管理に胎児心機能評価を取り入れている。さらなるデータの蓄積をす
ることで、より簡便で精度の高い心機能評価方法を考案することができると思われる。

61.	 分娩後に多発脳梗塞による高次脳機能障害を来し、内頸動脈低形
成が判明した一例

○遠藤 俊1、佐々木 恵2、田上 可桜3、市川 さおり2、辻 圭太2、吉田 祐司2

1気仙沼市立病院 産婦人科、2石巻赤十字病院 産婦人科、3東北大学 産婦人科

【諸言】周産期における脳血管障害は妊産婦の重度の障害や死に至る可能性がある。内頸動脈低形成の
ため、分娩時出血により多発脳梗塞・海馬の虚血による高次機能障害を来した一例を経験したので報告
する。
【症例】37歳、0経妊。BMI 32。妊娠 30週より血圧上昇傾向を認め、妊娠 33週に収縮期血圧が軽症域
まで上昇し、眼窩閃発、頭痛を認めたため管理入院としたが、降圧薬内服により改善し退院した。妊娠
34週より尿蛋白 0.4 g/g・Crと上昇を認め、妊娠 36週 2日より再度子癇前駆症状を来し、血小板・
AT-3の低下を認め再入院とした。入院翌日にオキシトシンで分娩誘発を行い自然分娩となった。膣壁
裂傷や弛緩出血による 1,066 mlの出血と血圧低下を認めたが、補液とオキシトシン投与で反応した。
Hb 5.6 g/dlと高度貧血を認め、産褥 1日目より見当識障害・記憶障害が出現し、失行などの高次脳機能
障害も見られた。頭部MRIで多発脳梗塞と内頸動脈の低形成と代償的な椎骨・脳底動脈系の発達を認
めた。分娩時の出血による脳の循環不全から発症したものと考えられた。徐々に高次機能障害の改善を
認めたが、自動車の運転や育児を主体的に行う段階には至らず、産褥 25日にリハビリ目的に転院した。
【結語】本症例の様な先天性脳血管病変を持っている場合、分娩時の出血などで簡単に循環不全を来たし、
重篤な後遺症を残す可能性がある。
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64.	 当院における円錐切除後妊娠分娩症例の検討
○葛西 真由美、土屋 繁一郎、三浦 雄吉、海道 善隆、三浦 史晴、鈴木 博
岩手県立中央病院 産婦人科

【目的】当院における円錐切除後妊娠の分娩様式および合併症について後方視的に検討した。
【方法】2009年から 2016年までの 8年間に当院で分娩となった円錐切除後妊娠 57例について早産率、
分娩様式、陣痛促進剤の使用有無、頸管裂傷等について検討をおこなった。
【結果】8年間の総分娩数は 5244例で、円錐切除後妊娠分娩は 57例（1.1%）であった。このうち、7

例（12.3%）は他院で円錐切除が行われ、32例（56.1%）が妊娠中期以降に他院から紹介、搬送となっ
ていた。57例中、早産は、14例（24.6%）で、pPROMが 13例、臨床的 CAMが 1例であった。早産例
の分娩様式は帝切が 8例（57%）、適応は既往帝切が 5例、羊水過少が 3例であった。正期産 43例（75.4%）
中、帝切は 12例（28%）、適応は、既往帝切、骨盤位、回旋異常などであった。微弱陣痛のため陣痛促
進剤は 11例（19.2%）に使用され、すべて経腟分娩となった。このうち、頸管裂傷は 2例に認め、1例
が子宮破裂となり、子宮全摘が施行された（1/57 : 1.7%）。この 1例は他院で円錐切除が行われ、妊娠
36週で破水のため、搬送された症例であった。
【結論】当院における帝切率は 40～50%であり、円錐切除後妊娠の帝切率は高くない。一方、陣痛促進
剤の使用は少なくはなかった。円錐切除後妊娠の分娩に際しては、子宮破裂のような重篤な合併症を生
じることもあり、手術所見や妊娠前後の頸管の状態を十分に把握したうえで、慎重な管理を行う必要が
ある。

63.	 当科における産科DICに対する治療指針
○金川 明功、小田切 哲二、宇津野 泰弘、岩城 久留美、岩城 豊、中嶋 えりか、 
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

【背景】DICは概念的な症候群であり、病理学的に確定診断ができない疾患である。近年、産科領域以
外で DICの概念は大きく見直され、従来 DIC治療薬として用いられた薬剤の推奨度が大きく変更になっ
た。しかし、現在の産科診療ガイドラインでは、産科 DICに対する明確な治療指針は定められておらず、
最近の知見も反映されていない。【目的】産科 DIC治療を最適化する。【方法】日本版敗血症診療ガイ
ドライン等を参考に、各種ガイドラインで推奨レベルが上がっている可溶性トロンボモジュリン製剤
（rTM）とアンチトロンビン製剤（ATIII製剤）を軸に当院の産科 DIC治療指針を作成した。2016年 4

月～2017年 3月に産科 DICに移行する危険性が高いと判断した症例（常位胎盤早期剥離、HELLP症候
群、子癇発作、低凝固性出血を伴う弛緩出血など）16症例を対象に適用した。本研究は IRBの承認を
得て介入研究として行っている。【成績】産科 DICスコアが 8点以上の症例が 16例中に 4例あり、輸血、
rTM、ATIII製剤を使用し DICを離脱した。産科 DICスコア 8点未満の 12例のうち、持続的な出血を
認めた 2例で rTMを使用した。また ATIII <60%の 2例で ATIII製剤を使用したが、DICへ移行した症
例は認めなかった。【考察】全症例で産科 DICの離脱・予防ができ、当院の指針で適切な治療が行われ
ていると考えられた。【結論】産科 DICの病態に合わせた治療指針が必要と思われる。
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66.	 母体長期リトドリン投与と新生児低血糖の関連について
○岡部 基成、高橋 玄徳、亀山 沙恵子、今野 めぐみ、三浦 康子、三浦 広志、佐藤 朗、
寺田 幸弘

秋田大学 産婦人科

切迫早産に対する治療薬として β刺激薬の塩酸リトドリンは広く使用され、早産予防のために一定の評
価がある。その投与期間や投与量は様々であるが、リトドリン投与の新生児への副作用として腸管麻痺、
心不全、心室中隔壁の肥大、頻脈、低血糖、腎機能障害、多呼吸などの報告がある。今回、母体長期リ
トドリン投与例における新生児血糖値について後方視的に検討した。2016年 7月から 2017年 4月まで
に当院で分娩した妊婦のうち、10日以上の塩酸リトドリン点滴を要し、点滴終了から分娩まで 72時間
以内であった患者は 18名（双胎 1名）であった。該当症例では、出生直後、生後 1時間、生後 2時間、
生後 4時間に新生児血糖測定を施行した。50 mg/dL以下を低血糖とし介入した。19名の新生児のうち
12名で低血糖を認め、早期哺乳および継続した血糖測定を行った。1名は低血糖の改善なく小児科転科
となった。無症候性低血糖でも中枢神経障害を引き起こす可能性があり、母体長期リトドリン投与は新
生児低血糖のハイリスク児と認識し、低血糖のスクリーニングおよび予防を検討する必要がある。

65.	 帰省した妊婦群と対照群における分娩の比較検討
○伊藤 太郎1、天谷 優介2、佐藤 加奈1、河原 和美1

1舞鶴共済病院 産婦人科、2福井赤十字病院 産婦人科

【目的】帰省した妊婦は日常生活の運動量が減少し、体重が増加しやすいため、分娩週数や分娩時間が
延長し、出血が増加し、出生体重が重くなると予測される。帰省した妊婦と対照群の分娩を後方視的に
比較して検討を行ったので報告する。【方法】2015年 4月から 2017年 4月にかけて当院で分娩した、
妊娠 37週以降の初産で妊娠時に合併症の無い帰省した妊婦は 109人いた。一方、当院で妊娠初期から
管理を行い、妊娠 37週以降の初産で妊娠時に合併症の無い妊婦 169人を対照群として比較した。両集
団の年齢には差は無かった。検討内容は分娩までの母体体重の増加・分娩週数・分娩時間・分娩時出血
量・出生体重とし、その中央値のほか、t検定を用いて有意差を調べ、5%以下を有意とした。なお、
当院では分娩誘発や陣痛促進は行っていない。【結果】両群の母体体重の増加に有意差は認められなかっ
た。分娩週数には有意差を認めたが、予測に反して、分娩時間・分娩時出血量・出生体重には有意差を
認めなかった。帰省した妊婦群の分娩週数が有意に遅いことから、妊娠 40週 1日以降に経腟分娩した
人数を比較すると有意差を認めた。【考察】帰省した妊婦は予定日を過ぎてから分娩することが多く、
産婦人科医にとって大きなストレスと考える。
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68.	 頸管長短縮を伴う切迫早産例に対する頸管ペッサリーの有効性
○永岡 晋一1、永岡 晋一1,2、小堀 周作1,2、利光 正岳2、室月 淳1,2、八重樫 伸生3

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

【目的】頸管長短縮症例に対して子宮収縮抑制薬投与や入院安静が主な治療である。そのため長期入院
となり、QOLの低下や血栓症などの合併症が併発する可能性がある。我々は、頸管長短縮症例に対し
て頸管ペッサリーを装着し、その有効性を検討した。【方法】当院では 2016年 10月より倫理委員会の
承認を得て、子宮頸管長短縮症例に対し頸管ペッサリーを使用している。対象は 31週 6日までの頸管
長 25 mm未満でかつ有痛性の子宮収縮のない単胎妊娠症例である。有痛性子宮収縮がある症例、多胎
妊娠、胎児奇形、前置胎盤、出血や破水を認める症例は除外した。装着後は数日間経過観察を行い、退
院後は週に 1回の外来通院とし、35週から 36週で抜去した。【成績】装着例は 13例。85%（11/13例）
が母体搬送症例だった。全例で子宮収縮抑制薬は投与しないもしくは搬送時に終了した。平均装着週数
は 28週 1日、装着前後の平均頸管長は 9.6 mmと 20.1 mmだった。平均入院期間は 17.8日であった。 

9例が分娩となり、34週以降の分娩は 78%（7/9例）で、34週未満の分娩は 22%（2/9例）であった。
脱落例は 33%（3/9例）で 1例は 26週に装着後自然滑脱し 34週まで入院管理とした。2例は装着後 3

週間以内に陣痛発来し分娩となった。【結論】頸管長短縮症例にペッサリーを装着することで入院期間
を短縮し外来管理が可能となり多くの症例で 34週以降まで妊娠期間を延長できた。頸管ペッサリーは
切迫早産に対し有効な治療法といえる。

67.	 軽度の子宮内炎症を伴う未破水切迫早産例では、17-OHPCが
妊娠期間延長に関与する ?

○米田 哲、米田 徳子、森田 恵子、小野 洋輔、伊藤 実香、塩崎 有宏、齋藤 滋
富山大学産婦人科 産婦人科

【目的】未破水切迫早産に対する黄体ホルモンの効果は現時点では不明だが、近年、有効だったとする
報告も散見される。今回、17-OHPC（250 mg/週、筋注）の効果を子宮内炎症別（ほぼなし、軽度、中
等度～高度）に比較した。【方法】当院で管理した妊娠 32週未満の未破水切迫早産例で、子宮内炎症お
よび子宮内感染（高感度 PCR法）を評価しえた 131例が対象（一週間以内に分娩となった症例は除外）。
Tocolysis治療（Rit, MgSO4 : div）単独群（n=71）と Tocolysis治療＋ 17-OHPC併用群（n=60）に分け、
子宮内炎症（羊水中 IL-8値 : ng/ml）の程度（2.3未満 : 炎症ほぼなし、2.3～17.7 : 軽度の炎症、17.8

以上 : 中等度以上の炎症）別に、それぞれ、妊娠延長日数、子宮内感染の頻度を比較した。【結果】1.単
独群 vs.併用群の妊娠延長日数（日）は、子宮内炎症ほぼなし（n=25）の場合［60（15-126） vs. 67

（40-91）: p=0.766］、軽度炎症例（n=84）で［48（8-114） vs. 74（9-144）: p=0.014］、中等度以上炎症
例（n=22）で［24（11-67） vs. 36（12-88）: p=0.210）］となり、軽度の子宮内炎症を伴う場合にのみ
有意な差を認めた。2.子宮内感染の頻度はそれぞれの群で有意な差を認めなかった。【結論】子宮内に
軽度の炎症が存在する未破水切迫早産症例には、17-OHPCが妊娠期間の延長に関与している可能性が
あると考えられた。
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70.	 妊娠 17 週で完全破水後、長期間にわたり羊水過少を呈し妊娠
35週で生児を得た一症例

○山下 真祐子1、石岡 伸一1、柏木 葉月1、水柿 祐子2、磯山 響子1、黒田 敬史1、 
水内 将人1、森下 美幸1、馬場 剛1、斉藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2製鉄記念室蘭病院 産婦人科

妊娠 22週以前の前期破水では、妊娠継続しても死産や肺低形成、関節拘縮などの重篤な後遺症を残す
ことが多く、妊娠中絶を選択することも多い。今回我々は、妊娠 17週で完全破水を起こすも妊娠 35週
まで妊娠継続、大きな合併症のない生児を得た症例を経験したので報告する。患者は 38歳、0経妊 0

経産。前医で妊娠判明後外来フォローしていたが、妊娠 17週に突然完全破水を起こし同医入院、羊水
ポケット 2 cm未満持続も妊娠継続を希望した。安静、抗生物質投与、塩酸リトドリン内服を行い、感
染徴候なく妊娠 23週 0日に当科搬送となった。当科にても塩酸リトドリン内服、病棟内での比較的安
静を継続、定期的に母体感染、子宮頸管長チェック等を行なったが、予防的抗生物質投与は行わなかっ
た。妊娠 26週に少量の出血及び腹緊増強を認め、塩酸リトドリン点滴を開始した。児の成長はほぼ週
数相当の発育を示したが、羊水量の増加は認めなかった。妊娠 35週 4日に骨盤位での陣痛発来により
緊急帝王切開施行、男児 2,676 g（Apgarスコア 8/8）を娩出した。胎盤に明らかな肉眼的異常は認めず、
病理診断にて羊膜絨毛膜炎の所見も認めなかった。児は関節拘縮、胸郭異常等も認めなかったが、軽度
の両側肺低形成と肺高血圧症を認め NICUにて呼吸管理開始、日齢 17日目に酸素投与中止、日齢 31日
目に退院となった。妊娠早期の完全破水でも無事に生児を得る可能性が示された。

69.	 切迫早産および前期破水が原因となった 28週未満早産症例の検
討

○赤羽 慧一郎、中陳 哲也、中川 絹子、古田 祐、田沼 史恵、片岡 宙門
函館中央病院 産婦人科

【目的】当院は北海道南部地域唯一の総合周産期母子医療センターであり、この地域の 28週未満早産症
例のほぼ全例が当院で分娩となっている。当院で分娩となった 28週未満単胎早産症例の臨床的特徴を
明らかにし、予防法について検討することを目的とした。【方法】2007年から 2016年の 10年間に当院
で分娩となった単胎の 28週未満早産症例 60例の臨床的特徴を後方視的に調査した。【結果】単胎で 28

週未満早産となったのは 60例であった。28週未満早産に至った原因としては、切迫早産/前期破水が
37例（62%）、妊娠高血圧症候群/子宮内胎児発育遅延が 19例（32%）、その他 4例（6%）であった。
切迫早産/前期破水により早産に至った 37例の初発症状（出現週数）は、有痛性子宮収縮が 20例（20

～26週）、子宮収縮を伴わない出血が 10例（16～25週）、スクリーニングでの頸管長短縮が 4例（16

～21週）であった。【結論】28週未満の単胎早産症例の 62%が切迫早産/前期破水から早産となっており、
この予防が重要となると考えられる。初発症状としての有痛性子宮収縮の発症時期は 20～26週であっ
たが、その時点からの早産防止は極めて困難であり、症状が出現する以前の対策が重要と思われた。ま
た、切迫早産/前期破水から早産となった症例の約 4分の 1は初発症状が子宮収縮を伴わない出血であり、
妊娠中期に出血をきたした症例 28週未満早産のハイリスクとして慎重に対処することが必要と考えら
れた。
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72.	 卵巣性索腫瘍類似子宮腫瘍の1例
○桑島 一彦、山田 恭子、川端 公輔、佐藤 修、藤本 俊郎
苫小牧市立病院 産婦人科

【はじめに】卵巣性索腫瘍類似子宮腫瘍（UTROSCT）は、WHO分類では 2014年度第 4版に初収載さ
れた非常に稀な低悪性度の腫瘍で、頻度は低いが転移・再発することがあると報告されている。今回我々
は、UTROSCTの一例を経験したので報告する。【症例】49歳女性　0経妊　精神発達遅滞があり施設
に入所中であった。過多月経・月経困難症を主訴に当科初診となった。内診は不可。骨盤 MRIでは子
宮体部右側に筋層内筋腫 101×133×127 mmと粘膜下筋腫 43×37×50 mmを認めた。 Hb 10.8 g/dl、LDH 

150 U/L、CA125 12.6 U/mLであった。腹式子宮全摘術＋両側卵管切除術を施行した。H.E.染色では平
滑筋腫の所見の他に、子宮内膜に接するように 8×5 mmの広さで類円形から楕円形の核を有する N/C

比の高い腫瘍細胞が、索状から小胞巣状に増殖する所見を認めた。壊死や核分裂像の所見は認めなかっ
た。同部位の主な免疫組織化学的検査は、AE1/AE3-、CAM5.2-、CD10-、CD56+、CD99±、SMA+、
desmin+、ER+、PgR+であった。以上から UTROSCTと診断した。術後に PET/CTを撮ったが遠隔転
移の所見はなく、現在外来経過観察中である。【まとめ】臨床的に子宮筋腫が疑われる症例であっても
UTROSCTなど他疾患の可能性を念頭に置くべきである。

71.	 子宮内膜ポリープの診断で子宮鏡下手術を行い類内膜腺癌と診
断、MPA療法後生児を得た1例

○清水 茉泉1、幅田 周太朗1、鹿内 智史1、山崎 智子1、松浦 基樹2、郷久 晴朗2、 
田中 綾一2、岩崎 雅宏2、斎藤 豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科

【緒言】子宮体癌に対するMPA療法による妊孕性温存療法は以前より試みられてきておりエビデンス
も蓄積されつつある。しかし治療後の follow upや分娩後の対応については意見が分かれている。今回
われわれはMPA療法後 2回出産し、子宮全摘出を施行した結果病変の残存を認めた症例を経験した。
文献的考察を交え経過を報告する。【症例】35歳、原発性不妊で受診し、経腟超音波で子宮内に隆起性
病変を認めた。子宮内膜細胞診は陰性だった。子宮鏡、MRIを施行し子宮内膜ポリープの術前診断で
TCRを施行した。術後病理診断は類内膜腺癌 G1であった。高容量MPA内服療法施行後、病変の残存
がないことを確認し排卵誘発とタイミング法で妊娠、妊娠 38週 6日骨盤位のため帝王切開で分娩となっ
た。第 2子も希望されたため病変の再燃がないことを確認し妊娠、分娩となった。産後に再燃徴候はな
かったが子宮全摘出術を施行したところ術後病理で類内膜腺癌 G1を認め経過観察中である。【考察】
子宮内膜ポリープが悪性である頻度は未閉経の場合は 2%程度と低率である。しかし、内膜細胞診が陰
性であっても、悪性の可能性を常に念頭に置いて診療にあたる必要がある。MPA療法後、生児を得た
後は早期に子宮摘出を勧める意見が多いが、異論もある。本症例は、病変の残存がないことを確認して
いたが、4年以上担癌状態であった可能性があり、子宮を温存する場合はより慎重な followが必要であ
ると思われる。
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74.	 APAMの長期経過観察中に悪性転化を疑い子宮摘出に至った若
年者の一例

○新谷 万智子、田中 良明、八代 憲司、西村 俊哉、玉村 千代、大沼 利通、津吉 秀昭、
品川 明子、知野 陽子、折坂 誠、黒川 哲司、吉田 好雄

福井大学 医学部 産婦人科

【緒言】ポリープ状異型腺筋腫（atypical polypoid adenomyoma ; APAM）は子宮内膜型異型腺管と平滑筋
成分が混合した若年者に好発する子宮体部の稀な良性腫瘍である。組織発生は未だ不明で再発例や悪性
転化の報告もある。悪性転化を危惧しながら経過観察する若年者の例は多いが、経過観察法に関する明
確な方針は定まっていない。今回 APAMの診断後に画像検査で悪性転化を強く疑い子宮摘出に至った
若年者の一例を経験したので報告する。【症例】30代未経妊。子宮内腔の腫瘤性病変に対し APAMを疑
い子宮鏡下手術を施行、病理診断は APAMだった。術後 2年で再び腫瘤を認め、APAM再発や悪性転
化を疑い内膜生検とMRIを施行した。病理所見では一部異型腺管を認めたが、癌の診断には至らなかっ
た。造影MRI画像においても悪性所見は認めず APAM再発と判断した。さらに 9か月後、経過観察目
的に内膜生検と造影MRI検査を施行した。その際の組織診では悪性転化を示唆する所見は認めなかっ
たが、造影MRIでは、辺縁が不明瞭となり、腫瘍内に不均一な造影効果を認めるようになった。この
結果から、部分的な悪性転化を疑い初診から 3年で子宮全摘出とした。【結語】造影MRIにおける腫瘍
内の造影効果の変化は、上皮性の悪性腫瘍の所見が強くなったことが原因と考えた。本症例のように腫
瘍内の一部にのみ悪性転化を認める例では、内膜生検のみで診断することは困難で、造影MRIが治療
決定の重要な検査となると考える。

73.	 偶発的に発見された、子宮原発血管周囲類上皮細胞腫の一例
○堀川 翔太、井出 佳宏、渡辺 紗奈、岡本 綾、早坂 典子、早坂 直、清野 朝史
日本海総合病院 産婦人科

【緒言】血管周囲類上皮細胞腫（perivascular epithelioid cell tumor ; PEComa）は、HMB45陽性細胞の
上皮様増生によって形成された間葉系腫瘍であり、子宮に多く発生するとされるが膀胱や軟部組織など
の子宮外組織にも見られ、時に悪性像を示すこともある稀な疾患である。今回、卵巣腫瘍に対して手術
を施行した際に偶発的に子宮原発の PEComaを指摘された症例を経験したので、若干の文献的考察を
加えて報告する。
【症例】2回経妊 2回経産、64歳。平成 27年 8月頃より排尿困難感を主訴に近医泌尿器科受診。超音波
検査にて膀胱腫瘍が疑われたため当院泌尿器科受診。精査の結果、左卵巣腫瘍の診断となり、当科を紹
介受診。同年 10月、当科にて両側付属器切除術および病変部の癒着が見られたため子宮壁の部分切除
術を施行した。病理検査の結果、卵巣は良性腫瘍であったが子宮壁から PEComaを認め、診断基準で
は悪性に相当していたことから翌年 1月に単純子宮全摘出術を施行した。術後経過は良好で、現在でも
再発・転移の所見は認めていない。
【結語】稀な PEComaの中でも極めて稀な悪性の症例を経験した。報告数が少なく、合併症や再発・転
移の頻度は不明であるため、今後も慎重な経過観察が必要である。
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76.	 腹腔鏡下子宮体癌手術の術前評価と術後病理組織診との比較検討
○寺田 倫子、松浦 基樹、野呂 薫、寺本 瑞絵、田中 綾一、齋藤 豪
札幌医科大学 産婦人科

【目的】平成 26年 4月より子宮体癌に対する腹腔鏡下手術が保険適応となり、当院でも保険算定できる
1A期疑いの症例に手術を行っている。今回、術前評価と術後病理組織診の結果を見比べ、術前評価の
正確性などについて検討した。【結果】平成 26年 4月～平成 29年 3月末までの間に腹腔鏡下子宮体癌
手術を受けたのは 49症例であった。平均年齢は 54.2歳（32歳～87歳）、平均 BMIは 23.5（16.4～
38.8）であった。49症例中、38症例は骨盤内リンパ節郭清術を行ったが、11症例はリンパ節郭清術を
行わなかった。骨盤内リンパ節郭清術を行った症例の平均手術時間は 161.7分、骨盤内リンパ節郭清術
を行わなかった症例の平均手術時間は 114.3分であった。49症例中 1B期が 1例、2期が 1例、3期が 1

例あり、それぞれ術後化学療法を行っている。1A期であるが、リンパ管浸潤陽性や静脈浸潤陽性、洗
浄細胞診陽性などの理由で術後化学療法を行った例が 5例あった。1B期以上の症例について術後に画
像を見直すと、1B期の症例と 2期の症例は予想が難しく、付属器浸潤とリンパ節転移があった 3期の
症例についても、PETなどを用いなければ術前に 3期であることを疑うのは難しかっただろう、とい
う結論に至った。【結論】術前評価と術後組織診の結果を比較し、1A期であった症例は 49症例中 46例
であり術前の評価の正診率は 94%と高率であった。

75.	 子宮体癌の術前に第VII 因子欠乏症の診断に至った1症例
○五十嵐 なつみ、藤島 綾香、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

【緒言】先天性血液凝固第 VII因子（FVII）欠乏症は常染色体劣性遺伝の出血性疾患である。FVII活性
と出血の重症度は必ずしも相関しないが、FVII活性 2%以下では重症出血をきたしやすい。我々は術前
に FVII欠乏症と診断した 1症例を経験したので報告する。【症例】73歳、3妊 2産。不正性器出血にて
前医で精査施行した。子宮体癌の診断に至り、加療目的に当院へ紹介となった。術前検査にてPT 20.4秒、
PT-INR 1.8と延長を認めた。出血時間は 2.5分だった。FVII活性<3%と著明な低下を認め、FVII欠乏
症と診断した。手術時に自己血・遺伝子組換え活性型 FVII製剤・同種血輸血を準備し、準広汎子宮全
摘術＋両側付属器摘出術＋骨盤リンパ節郭清を施行した。出血量は 85 mlだった。合併症なく、術後
20日目に退院した。病理検査にて子宮体癌 IB期（類内膜腺癌 G1）と診断した。前医にて術後補助化
学療法を施行した。術後、FVII遺伝子の遺伝子解析を行い、Exon5にホモ接合性で変異を確認し、先
天性 FVII欠乏症と診断した。【結語】先天性 FVII欠乏症は 50～200万人に 1人と稀な疾患である。
30%は無症候性であり、本症例のように術前検査を契機に発見される症例もある。周術期は特に重症
出血を引き起こす可能性があり、術前に診断し周術期管理を行なうことが重要である。文献的考察を加
え、当院で行なった先天性第 VII因子欠乏症の周術期管理について報告する。
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78.	 子宮体癌手術後に発生した難治性乳糜腹水症に対しリンパ管結紮
術が奏功した後腹膜リンパ脈管筋腫症の1例

○田村 大輔、佐藤 直樹、加藤 彩、三浦 康子、牧野 健一、佐藤 敏治、清水 大、 
寺田 幸弘

秋田大学 産婦人科

【緒言】リンパ脈管筋腫症（lymphangioleiomyomatosis : LAM）は生殖可能年齢女性において平滑筋細
胞に類似した LAM細胞が肺、縦隔、後腹膜などで増殖し多臓器に障害を及ぼす全身疾患である。骨盤
リンパ節生検を含む子宮体癌手術後に発生した難治性乳糜腹水症に対し外科的介入が奏効した後腹膜
LAMの 1例を経験したので報告する。【症例】43歳の独身女性、未経妊。肺 LAMによる自然気胸の手
術歴あり。不正性器出血を主訴に近医を受診した。子宮体下部より膣内に下垂する 3.2 cm大の腫瘤が
認められ、生検にて類内膜腺癌と診断された。術前精査にて傍大動脈領域から両側骨盤内にかけ数珠状
のリンパ節腫脹が認められ、後腹膜 LAMが疑われた。子宮体癌 1A期相当の術前評価にて準広汎子宮
全摘、両側付属器切除、骨盤リンパ節生検が施行された。病理組織学的評価にて子宮体部高分化類内膜
腺癌 1A期と診断され、子宮・卵巣・骨盤リンパ節に LAM病変の拡がりが検出された。術後、乳糜腹
水の貯留が認められたため、絶食・補液・利尿剤・オクトレオチド等々にて保存的に加療したが、腹水
の制御が得られなかった。術後 111日目、開腹下に両側総腸骨節領域のリンパ管結紮を施行した。以後、
腹水の消退傾向を得て再手術後 21日目に退院となった。【結論】LAM併存の子宮体癌術後に発症した
難治性乳糜腹水に対しては中枢側リンパ管結紮術が有効であった。

77.	 当科における再発子宮体癌に対する手術療法の検討
○高田 めぐみ1、添田 周1、小元 敬大1、目黒 啓予1、小島 学1、野村 真司1、西山 浩3、
渡辺 尚文1、山田 秀和2、藤森 敬也1

1福島県立医科大学 産婦人科、2宮城県立がんセンター 婦人科、3磐城共立病院 産婦人科

【緒言】近年子宮体癌の再発病巣に対する手術療法の有効性について報告がなされている。【目的】当科
で行った子宮体癌再発症例に対する手術療法の安全性と予後について検討する。【方法】2001年 1月か
ら 2012年 12月までに当科で子宮体癌再発に対して手術療法をした 18症例を対象とした。臨床データ、
手術経過、生存期間を抽出しそれぞれ検討した。統計解析は生存期間はカプランマイヤー法で分析を行
いログランク検定を行った。多変量解析は Cox比例ハザードモデルで検討した。【結果】18例の手術時
の年齢中央値は 70歳。初回手術時の病理組織学的診断の内訳としては（類内膜腺癌　12例、腺扁平上
皮癌 1例、漿液性腺癌 2例、明細胞腺癌 1例、癌肉腫 2例）であった。単発での再発が 16例（89%）
で骨盤内再発は 9例（50%）であった。手術については完全切除 17例（94.4%）、1,000 mlを超える出
血 2例（11%）、術中合併症 1例（6%）、術後合併症 1例（6%）で周術期死亡例は認めなかった。再発
腫瘍術後の 5年経過時点の無増悪生存（PFS）率は 42%、全生存（OS）率は 65%であった。多変量解
析にて腫瘍個数（1個）が PFS, OSともに予後に寄与していた。【結語】後方視的検討であることと、
患者選択の影響はあるが当科での子宮体癌の再発病変に対する手術療法は安全に行われ、なおかつ約
45%の症例は無病生存しており良好な結果が得られていた。（EJGO掲載予定）
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80.	 胎児超音波にて診断に難渋したHirschsprung 病の一例
○熊坂 諒大1、小山 文望恵2、重藤 龍比古3、田中 幹二2、横山 良仁2

1青森県立中央病院 産婦人科、2弘前大学医学部付属病院 産婦人科、3大館市立総合病院 産婦人科

【緒言】Hirschsprung病は、腸管壁神経節細胞の欠損により腸閉塞を来す疾患で、胎児超音波像では一
般的に著明な腸管拡張が特徴的である。今回我々は、胎児超音波で腹腔内に多房性嚢胞を認め、 出生後
Hirschsprung病と診断された一例を経験したので報告する。
【症例】症例は 30歳の 2経妊 2経産の女性。前医にて妊娠 16週時に胎児の腹腔内に小さな嚢胞を指摘
され、20週時に嚢胞の増大を認めたため 21週に当院紹介となった。その後嚢胞は数珠状に増大し、34

週時にMRIを施行するも確定診断には至らなかった。38週で自然分娩となり、児は 3,018 gの女児で
Apgarスコア 8/8、臍帯動脈血 pH 7.334であった。腹部 Xpにて腸管拡張を認めたが、消化管造影では
異常を認めないため哺乳を開始した。しかし哺乳開始後から腹部膨満を認め、再度腹部 Xpを施行した
ところ腸閉塞の診断となった。CTでは回腸の狭小化が指摘され、生後 5日目緊急手術となった。回腸
狭窄を認めたため、回腸ストーマ造設を施行し、小腸壁全層生検にて神経節細胞や AchE陽性繊維は存
在せず、Hirschsprung病の診断となった。今後、根治術を行う方針である。
【結語】胎児腹腔内嚢胞では様々な鑑別疾患が考えられるが、多房性嚢胞を認めた場合には
Hirschsprung病も考慮する必要がある。Hirschsprung病が疑われる際には小児科や小児外科と連携のと
れる施設における周産期管理が望ましい。

79.	 妊娠後期に羊水過多となり、出生後に先天性筋強直性ジストロ
フィー1型と診断された1例

○金杉 知宣、川村 花恵、寺田 幸、羽場 厳、佐々木 由梨、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

原因不明の羊水過多に対して神経筋疾患を疑うことは産科医にとって常識だが、出生前超音波・遺伝カ
ウンセリングからその可能性を強く疑うことができなかった先天性筋強直性ジストロフィー（Congenital 

myotonic dystrophy : CDM）を経験した。【症例】37歳 3G3P : 第 1子は女児で妊娠経過は問題なかった
が現在 12歳で Alport症候群と診断された。第 2子は男児で 32週原因不明の死産。第 3子は男児で 33

週時に羊水過多と胎児水腫のため緊急帝切で出生後間もなく死亡、詳しい検査はされていない。今回は
28週から羊水過多のため管理入院。超音波上は胎動があり神経筋疾患を疑う所見は認めなかったが徐々
に羊水量が増加。前回妊娠と同様の状態に近いため本人の不安が増強し、33週に遺伝カウンセリング
を行った。母親の家系は本人とその母親、祖母に血尿が認められた。また本人の父親の姉妹とその子が
神経筋疾患ということであったが詳細はその時点で不明。夫の家系には特記すべき罹患者はなし。以上
から X染色体優性遺伝疾患である Alport症候群との関連性を疑ったが、神経筋疾患も否定できないと
いう結論までにしか至らなかった。35週で緊急帝切となったが筋緊張低下があり遺伝子検査の結果
CDMと診断された（女児）。本人は DMの診断を受けていない。本症例を振り返り超音波による評価
と遺伝カウンセリングの問題点について考察した。
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82.	 妊娠 36週に胎児の Ellis-van	Creveld 症候群が疑われた一例
○渡辺 智之、渡邉 憲和、出井 麗、深瀬 実加、杉山 晶子、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【諸言】Ellis-van Creveld症候群（EVC）は、軟骨形成不全、外胚葉形成不全、多指症、および先天性
心疾患を主徴候とする比較的稀な先天奇形症候群である。今回、妊娠中より同疾患が疑われ、周産期管
理を行った症例を経験したので報告する。【症例】39歳、4経妊 4経産。自然妊娠し、他院で妊娠管理
を受けていたが、妊娠 23週時に大腿骨長 -2.0 SDと短縮を認めた。妊娠 36週時に大腿骨長 -4.6 SDと
増悪を認め、その他の長管骨も-2.0～-4.0 SDと短縮を認めたため当科へ紹介となった。超音波検査で
四肢の短縮、心房中隔欠損および左上下肢の多指・多趾を認めた。軽度の胸郭低形成の所見もあり、
EVCが疑われた。骨盤位のため、妊娠 38週 0日に帝王切開で 2,954 gの男児を出生した。児は出生直
後から活発に啼泣あり、蘇生処置は必要としなかった。頭囲 36 cmに対して胸囲 29 cmと小さく、両手
の多指と左足の多趾、三叉様骨盤、心房中隔欠損を認めた。呼吸状態、循環動態は安定しており、日齢
8日で退院となった。【考察】Ellis-van Creveld症候群の遺伝形式は常染色体劣性遺伝である。予後は合
併する心奇形と胸郭低形成の重症度に左右される。【結語】EVCは出生直後からの新生児管理が必要と
なる場合もあるため、在胎中から疑い管理することが必要である。

81.	 胎児期に総肺静脈還流異常症が疑われたが、出生後左肺動脈右肺
動脈起始症の診断となった1例

○高林 杏奈、小山 文望恵、伊東 麻美、阿部 和弘、田中 幹二、横山 良仁
弘前大学 産婦人科

症例は 43歳、1経妊 0経産の女性。結婚後 11年前より不妊治療を開始し、タイミング法、胚移植 14～
15回するも妊娠不成立。2年前より台湾にて卵子提供胚移植施行し、3回目の提供卵子による凍結融解
胚移植で妊娠成立した。近医にて妊婦健診を受けていたが、胎児スクリーニング超音波検査にて共通肺
静脈腔の可能性を指摘され、妊娠 34週当科紹介となった。当科並びに当院小児科で施行した胎児心エ
コー検査でも総肺静脈還流異常症 II型が疑われたため、以後当科で妊婦健診を施行した。妊娠 40週 3

日に陣痛発来し、胎児機能不全の適応にて吸引分娩となった。児は 2,500 gの女児でアプガースコアは
1分値 4点、5分値 8点で、臍帯動脈血 pH 7.268であった。分娩は小児科立ち会いの下で行われ、児は
心疾患疑いとして小児科入院となった。その後の精査の結果、左上大静脈遺残、左肺動脈起始異常が判
明し左肺動脈右肺動脈起始症（PA sling）の診断となった。児は日齢 17に左肺動脈起始異常解除術、動
脈管離断術、気管形成術を施行され術後経過は良好で、近日中に退院予定である。PA slingは出生後、
症状出現前の診断は困難であり、気管軟化症などの二次性変化に対する外科治療効果は乏しいため胎児
診断が重要とされる。しかし、現実には胎児診断も極めて困難であり、胎児エコーにて総肺静脈還流異
常症 2型を疑う際には鑑別疾患として PA slingの可能性も考える必要があると思われた。
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84.	 胎児貧血を来した肝巨大血管腫の1例
○加茂 矩士、植田 牧子、平岩 幹、巌 美希、鈴木 聡、山口 明子、藤森 敬也
福島県立医科大学附属病院 産科婦人科

【緒言】胎児期の肝血管腫は肝腫瘍のうち最も頻度が高い。無症状で経過する症例から予後不良の症例
まで経過は様々である。今回我々は胎児貧血、心拡大を呈し、出生後に肝巨大血管腫を診断した症例に
ついて報告する。【症例】33歳 1経産。妊娠 31週 5日帰省分娩のため前医受診し心拡大を指摘され当
院へ紹介となった。初診時の胎児超音波検査では EFW 1,994 g （+0.6 SD）、AC 293.8 mm（+1.7 SD）、
心内構造に異常なく、CTAR 55%、MCA-PSV 100 cm/sec、AFI 21、また胎盤腫大を認めた。不規則抗体
（-）、胎内感染を疑う結果は得られなかった。胎児 well-beingを確認しながら待機的に管理し、妊娠 35

週 3日帝王切開で娩出した。女児 2,788 g、Apgar scoreは 1分後 6点、5分後 8点であった。胎盤総重
量は 1,300 g、病理学的診断では陳旧性血腫を認めた。児は多発皮膚血管腫、心拡大、心嚢液、皮下浮腫、
肝巨大血管腫、静脈管開存を認めた。血液検査で BNP 550 pg/ml、Hb 9.5 g/dl、Plt 8.6万/μg、心不全及
び貧血、血小板減少を認めた。加療により心不全は改善、肝血管腫は縮小し日齢 43（修正 41週 4日）
で退院となった。【考察】胎内診断に至らなかったが、胎児貧血による心不全や浮腫が認められる症例
では、腹囲の増大等の所見より肝血管腫を鑑別に入れる必要がある。

83.	 胎児腹水の原因と大網浮遊像の所見についての検討
○飯塚 崇1、山崎 玲奈1、保野 由紀子1、桝本 咲子1、三谷 裕介2、酒井 清祥3、 
岩崎 秀紀2、鏡 京介1、小野 政徳1、藤原 浩1

1金沢大学附属病院 産婦人科、2金沢大学附属病院 小児科、3金沢大学附属病院 小児外科

【緒言】　胎児腹水は胎児水腫、胎便性腹膜炎、乳び腹水など様々な病態によって生じる。腹水以外に腔
水症を認めない場合は、腹水穿刺が診断に有用であるが侵襲もある。今回我々は非胎児水腫の胎児腹水
を認めた 3症例より、胎児腹水の鑑別に大網浮遊像が有用である可能性を確認したため報告する。【症例】　
症例 1 : 妊娠 26週 6日に胎児腹水のため紹介受診した。超音波で大網の浮遊像が認められた、腸管高
輝度は認めなかった。28週 4日に陣痛発来し緊急帝王切開が実施された。腹水はリンパ球が主体で、
先天性サイトメガロウイルス感染が後に判明した。症例 2 : 妊娠 28週 2日に紹介受診した。大網の浮
遊は認められなかった。妊娠後期には胎児腹水は消失したが、腸管拡張と腸管高輝度が出現した。38

週 5日に陣痛発来し同日経腟分娩した。出生後に先天性小腸閉鎖と胎便性腹膜炎と診断された。症例 3 :

妊娠 28週 1日に紹介受診した。大網浮遊像が認められた。胎児腹水は徐々に増量し、32週 5日に帝王
切開予定となっていたが、同日早朝に子宮内胎児死亡が確認された。剖検で胎児死亡の原因は不明だっ
たが、腹水はリンパ球が主体であり乳び腹水と診断された。【考察】　腹膜炎の場合は大網が炎症部位に
接着し炎症の波及を防ぐ機構のため大網の浮遊像は認められないが、非炎症性の場合は腹水中に大網が
浮遊すると考えられる。大網浮遊像が胎児腹水の鑑別に有用である可能性が示唆された。
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86.	 予後別に臨床背景を比較した 18トリソミー 17症例における検
討

○村井 沙耶佳、米田 哲、津田 竜広、布村 晴香、新居 絵理、森田 恵子、小野 洋輔、
伊藤 実香、米田 徳子、塩崎 有宏、齋藤 滋

富山大学 産婦人科

【目的】18トリソミーの予後は様々であり、出生前にその情報を得る事は方針決定に役立つと考えられ
るが、一定の見解はない。今回、予後別に出生前の臨床的特徴について検討した。
【方法】2007～2017年に当院で管理した 18トリソミー 17症例を胎内死亡、早期新生児死亡、2ヶ月長
期生存の 3群に分け各々検討した。
【結果】1.母体年齢は 36（28～43）歳、22週以降の確定診断は 16例、中絶希望は 1例であった。2.胎
内死亡 8例（A群）、早期新生児死亡 3例（B群）、2ヶ月以上生存 5例（C群）だった。3. A群、B群、
C群の分娩週数は 33（13～40）週、32（27～40）週、38（31～41）週であり、正期産は長期生存と関
連していた。児の推定体重 SD値は-4.0（-5.3～-2.5）、-2.7（-3.9～-1.9）、-3.3（-4.5～-2.6）であり、
-4.0 SD未満の児の 80%（4/5）は胎内死亡し予後不良であった。4. A群、B群、C群の羊水過多は
38%、67%、60%、消化管奇形は 25%、33%、20%、心奇形は 63%、100%、100%であり、3群間で特
徴的な差はなかった。5. A群、B群、C群の胎児適応の帝王切開希望は 0%、30%、60%、挿管希望は
25%、67%、40%、最大限の治療希望は 0%、0%、20%であり、胎児適応の帝王切開は長期生存と関連
していた。
【結論】18トリソミー児の特徴として、正期産までの妊娠継続、児の SD値-4.0を下回らない事、胎児
適応の帝王切開が長期生存と関連していると推測された。一方、合併奇形、羊水過多の有無では長期予
後を予測する事は難しいと思われた。

85.	 当科で経験した胎児診断のついた先天性小腸閉鎖症の 3症例の
臨床的検討

○小川 裕太郎1、富永 麻理恵1、上村 直美1、森川 香子1、常木 郁之輔1、田村 正毅1、 
柳瀬 徹1、倉林 工1、佐藤 尚2、永山 善久2、平山 裕3、飯沼 泰史3

1新潟市民病院 産婦人科、2新潟市民病院 新生児科、3新潟市民病院 小児外科

【緒言】先天性小腸閉鎖症の出生前診断は出生後の円滑な治療への移行や児の予後に影響する可能性が
ある。今回、胎便性腹膜炎、小腸軸捻転を合併した 1例を含む先天性小腸閉鎖症 3例を経験した。【症例】
症例 1は 31歳、1妊 1産、近医で胎児形態異常を指摘され、妊娠 27週 6日当科初診し腸管拡張像を認
めた。妊娠 33週 3日胎児腹水を認め、妊娠 34週 0日緊急帝王切開分娩となった。1,962 gの男児で生
後 1日に腸管切除、回腸瘻造設術を行い、術中所見では胎便性腹膜炎による腸管癒着、腸管の軸捻転、
回腸の閉塞を認めた。症例 2は 33歳、0妊 0産、妊娠 6週頃当科初診し、1絨毛膜 2羊膜双胎の診断と
なった。SelectiveFGRにて入院管理中、妊娠 25週 2日 FGR児の腸管拡張像を認め、妊娠 26週 5日緊
急帝王切開分娩となった。495 gの男児で生後 4日に腸管切除、人工肛門造設術を行い、術中所見では
回腸の閉塞を認めた。生後 61日に人工肛門閉鎖と回腸回腸吻合術が行われた。症例 3は 30歳、1妊 1産、
近医で 1絨毛膜 2羊膜双胎の診断となり、妊娠 10週 1日当科初診された。妊娠 29週 2日第二児の腸管
拡張像を認め、妊娠 34週 3日緊急帝王切開にて分娩となった。2,045 gの男児で生後 3日空腸空腸吻合
術を行い、術中所見では空腸の閉塞を認めた。【結語】今回の 3例の検討では新生児内科、小児外科と
の連携のために胎児期の診断が重要であることが示唆された。



99─　　─

88.	 腰背部皮下組織に発生した転移性平滑筋腫の1例
○水柿 祐子、嶋田 浩志、高田 さくら、恐神 博行
製鉄記念室蘭病院 産婦人科

【緒言】転移性平滑筋腫は、病理組織学的には平滑筋腫であるが、子宮との連続性はもたず、ほかの臓
器や腹膜、腹壁から栄養血管を獲得し発育する異所性平滑筋腫である。多くは子宮筋腫の既往のある女
性にみられる。転移部位としては肺や骨盤内が多く、皮下組織への転移は非常に稀である。今回、腰背
部皮下組織に発生した転移性平滑筋腫を経験したので報告する。【症例】47歳、2経妊 1経産、31歳・
35歳時に開腹子宮筋腫核出術、40歳時に腹式子宮全摘出術を施行された。4年前から右腰背部に腫瘤
を自覚し、徐々に増大してきたため、近医整形外科を受診した。軟部腫瘍が疑われ、針生検を施行とこ
ろ、Metastasizing leiomyomaの診断となったため、当科紹介受診となった。腰背部皮下の約 12 cmの転
移性平滑筋腫に対し、GnRHアゴニスト療法 6コースを施行する方針となり、現在治療中である。【考察】
転移性平滑筋腫の病因については、いまだ不明な点が多いが、一般的には子宮筋腫からの血行性播種に
よると言われている。転移性平滑筋腫を発症した患者の大部分が子宮全摘出術や子宮筋腫核出術の既往
があり、外科手術が血行性播種の誘因と考えられている。【結語】子宮全摘出後の転移性平滑筋腫はか
なり稀ではあるが、子宮筋腫の既往のある女性に発生した腫瘍は転移性平滑筋腫を鑑別に入れる必要が
あると考えられた。

87.	 術前に変性子宮筋腫が疑われたSTUMPの一例
○酒井 一嘉1、西村 杏子2、吉田 隆之1、木村 和彦1

1米沢市立病院 産婦人科、2山形大学 産婦人科

子宮平滑筋腫瘍において、通常用いられている基準では良悪性を確実に診断できない平滑筋腫瘍は「悪
性度の不明な平滑筋腫瘍 STUMP : smooth muscle tumour of uncertain malignant potential」と定義されて
いる。今回我々は、術前は変性子宮筋腫が疑われたが、術後の病理検査によって STUMPと診断された
1例を経験したので報告する。症例は 48歳の 2経産婦で、8年前より多発子宮筋腫に伴う過多月経、貧
血を認め、MRI検査にて変性子宮筋腫が指摘されていた。筋腫の増大、症状の持続を認めたため手術
の予定となっていたが、過多月経による大量出血をきたし緊急入院となった。予定を早め、入院中に腹
式単純子宮全摘術を施行し、術中赤血球濃厚液 2単位の輸血も行った。術後経過は良好で退院となった。
術後の病理検査にて STUMPの診断となった。術後 CT検査を施行したが、転移や残存病変は指摘され
なかった。術後 2年の時点で、追加治療なく外来にてフォローアップとしているが、再発兆候なく経過
している。STUMPの術前診断は難しく、術後の病理検査によって診断されることも多い。また、
STUMPは報告例も少なく、治療方針に一定の基準が設けられていないのが現状である。STUMPと診
断された場合、転移、再発をきたす症例の報告もある。そのため、本症例においても今後も長期にわた
るフォローアップを継続していく必要がある。
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90.	 Parasitic	dissecting	leiomyoma（DL）の 1例
○石塚 泰也、工藤 正尊、藤井 タケル、能代 究、三田村 卓、金野 陽輔、加藤 達矢、
渡利 英道

北海道大学病院 婦人科

患者は 41歳の不妊治療中の未妊婦で、過去に 4回の子宮筋腫核出術の既往があった。40歳時、3回目
の腹腔鏡下子宮筋腫核出術時の病理検査でDLの診断であった。電動モルセレーターは使用しなかった。
4回目には子宮腺筋症切除も行った。顕微授精を施行し得られた凍結胚を移植するにあたり子宮の修復
状況確認のため腹腔鏡を行ったところ parasitic leiomyoma で病理検査は DLの診断であった。DLは
cotyledonoid DL（CDL）を含む子宮筋腫の亜型で発生頻度の低い良性腫瘍であると考えられているが、
その進展様式や特異な外観から正確な術前診断が困難で、時に leiomyosarcomaをはじめとする悪性腫
瘍との鑑別が問題となる。その診断や治療方針に関して、overtreatmentにならないよう留意する必要
がある。2016年までの範囲で、key wordを dissecting leiomyoma or grape like leiomyoma or grapelike 

leiomyomaとして pubmed検索を行うと、英文論文で 59症例の報告が hitする。今回、我々は 60例目
の DLを経験し、のちに parasitic DLとなった初めての症例を経験したので報告する。

89.	 当科で経験した静脈内平滑筋腫症の 2例―外科的治療に際して
の考察―

○上田 遥香1、木谷 洋平1、郷戸 千賀子1、西野 幸治1、西川 伸道1、関根 正幸1、 
榎本 隆之1、名村 理2、坂田 純3、木村 明日香4、番場 景子4

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 心臓血管外科、3新潟大学医歯学総合病院 消化器外科、
4新潟大学医歯学総合病院 麻酔科

静脈内平滑筋腫症は、子宮や静脈壁から発生した平滑筋腫が静脈内に進展する良性疾患である。心臓や
肺動脈まで進展し重篤な合併症をきたすことがあり、外科的治療を要する。当科で 2例の症例を経験し
たので報告する。【症例 1】49歳、未産婦。子宮筋腫のため子宮全摘術の既往がある。健診の際に腹部
超音波で下大静脈内腫瘍を指摘され当院へ紹介となり、内腸骨静脈から下大静脈、右房に及ぶ静脈内筋
腫と診断した。卵巣腫瘍を合併していたため、まず両側付属器を切除、その後後腹膜腔を展開し骨盤内
の血管を露出、次に開胸し体外循環下に経食道心エコーを併用し右房に切開を加え腫瘍を牽引し摘出し
た。病理診断は平滑筋腫であった。【症例 2】43歳、1経産。腹部腫瘤感、息切れを自覚し前医を受診し、
子宮筋腫と血管内腫瘍を指摘され、当科へ紹介となった。MRIで子宮に 18 cm大の筋層内筋腫を認め、
両側内腸骨静脈、卵巣静脈内へと腫瘍が進展、頭側先端は右房直下まで達していた。まず開腹し子宮全
摘、両側付属器切除術を施行。その後骨盤内の血管と腎静脈、下大静脈を露出。開胸し体外循環へ切り
替え、経食道心エコーと血管エコーを併用し腫瘍を確認しながら、静脈の数箇所から分割して腫瘍を摘
出した。病理診断は平滑筋腫であった。いずれの症例も、各科と密に連携することで重篤な合併症なく
腫瘍を摘出できた。微小血管内に腫瘍が残存したが、術後腫瘍の増大を認めず経過している。
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92.	 子宮筋腫へのUAE治療効果～エンボスフィア®	vs ゼラチンスポ
ンジの検討～

○滝口 薫1、菊池 賢2、鴫原 武志2、高梨子 篤浩1、飯澤 禎之1、武市 和之1

1会津中央病院 産婦人科、2会津中央病院 放射線科

【緒言】当院では子宮筋腫に対する低侵襲治療として 2006年より子宮動脈塞栓術（uterine artery 

embolization : UAE）を行っている。当初は塞栓物質としてゼラチンスポンジ（以下 GS）を用いていた
が、2014年に球状塞栓物質エンボスフィア®（以下 ES）が子宮筋腫に保険適応となり、当院において
も 2016年より ESの使用を開始した。当院での UAE治療効果を GS単剤使用群と ES単剤使用群で比
較する。【方法】GS単剤で治療した 2006年～2014年までの 9症例（GS群）と ES単剤で治療した
2016年 11月～2017年 4月までの 12症例（ES群）に関して、子宮体積の推移および急性期～亜急性期
までの副作用を検討した。【結果】年齢の中央値は GS群 43.56歳（35-50歳）、ES群 42.83歳（39-48歳）。
術前の子宮体積を 100%とすると子宮体積は ES群で 1か月後に平均-20.2%の縮小を認め、GS群では
6か月後に平均-16.7%、1年後に-25.7%の縮小を認めた。入院中の経過で有意差があったのは体温で
あり、術後 4日の体温の平均値は ES群で 36.8°C（36.4-37.5°C）、GS群で 37.4°C（36.8-38.2°C）であっ
た（p=0.0079）。GS群のうち 2症例に感染が疑われ抗生剤が投与された。また術後のWBCの平均値は
術後 1日、4日、7日全てにおいてES群が低かった。重篤な合併症の出現は両群ともに認めなかった。【考
察】両群ともに子宮の縮小効果を得たが術直後の炎症反応を比較すると ES群の方が軽度であった。今
後 ES単剤使用症例の追跡を継続し長期治療効果の更なる検討を重ねる。

91.	 若年者筋腫核出時に子宮動脈塞栓術を併用した1例
○今泉 花梨1、添田 周1、滝口 薫1、平岩 幹2、小島 学1、野村 真司1、渡辺 尚文1、 
藤森 敬也1

1福島県立医科大学 産婦人科、2白河厚生病院 産婦人科

【緒言】10代若年者の子宮筋腫はまれであるが、有症状で核出術を行う場合出来る限り再発率を低減す
る努力をし安全に施行する必要がある。今回我々は 18歳時に子宮左側広間膜内に発育した血流豊富な
筋腫の核出術を行うも 2年後に再発し、術前に栄養血管への塞栓術を併用し安全にかつ根治性高く筋腫
核出術を施行した 1例を経験したため報告する。【症例】症例は 20歳未婚女性。16歳ごろから過多月
経のためクリニックでピルを使用されていた。18歳時多量の性器出血で前医を受診。MRIで 13×10 cm

の筋腫を子宮左側に認め当科紹介となった。当科で開腹による筋腫核出術を行うも、広間膜内に発育し
血流豊富であり術中出血量 2,100 mlとなり輸血を要した。病理結果は平滑筋種であった。その後、外
来で経過観察されていたが 2年後に再発し再度筋腫の増大を認めた。発生部位が左子宮広間膜内であり、
子宮から豊富な血流を認めまた尿管とも近接していた。数か月経過観察としたが 9 cmに増大傾向あり、
手術の方針とした。手術前日腫瘍への血流コントロール目的に左子宮動脈塞栓術を施行。筋腫核出術を
行った。尿管と非常に近接しており、頸部筋層から発生していた。術中出血量は 610 mlであった。【結
語】筋腫核出術直前の塞栓術が出血量軽減に寄与したと考えられる 1例を経験した。筋腫の発生部位、
血流などを十分把握したうえで治療方針を決定することが重要と思われる。
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94.	 赤血球増多症を呈したエリスロポエチン産生巨大子宮平滑筋腫の
1例

○村田 強志1、山田 慈子1、西山 浩1、三瓶 稔1、本多 つよし1、赤津 賢彦2、浅野 重之3

1いわき市立総合磐城共立病院 産婦人科、2いわき市立総合磐城共立病院 麻酔科、3いわき市立総合磐城共立病院 病理

以前より巨大子宮平滑筋腫がエリスロポエチンを産生する症例が報告されている。術前にエリスロポエ
チン産生子宮平滑筋腫を疑い子宮全摘術を施行し免疫組織染色にてエリスロポエチンの活性を証明でき
た症例を経験したため報告する。症例は 56歳、2経妊 2経産、閉経 54歳。47歳時に下腹部腫瘤感のた
め近医受診し 13 cmの子宮筋腫と Hb値 18.4 g/dlの赤血球増多症を認めたが経過観察の方針となった。
閉経後にも関わらず子宮筋腫が 21 cmに増大し、精査加療目的に当科紹介となった。MRI検査にて
25 cmの巨大な子宮筋腫と Hb値 21.9 g/dlの著明な赤血球増多症を認めた。血中エリスロポエチン活性 

23.2 mIU/ml（基準値 4.2-23.7 mIU/ml）と比較的高値であり JAK2遺伝子変異を認めず、エリスロポエ
チン産生子宮平滑筋腫を疑った。術前に麻酔科、血液内科に紹介し瀉血・自己血貯血を施行後、腹式単
純子宮全摘術および両側付属器切除術を施行した。病理組織診断は子宮平滑筋腫であり摘出標本の免疫
組織染色にてエリスロポエチン産生が証明された。術後 Hb値 13.0 g/dl、血中エリスロポエチン活性 3.8 

mIU/mlまで低下し、現在まで赤血球増多症の所見を認めていない。赤血球増多症は血栓症のリスクが
高く、閉経後であったとしてもエリスロポエチン産生子宮平滑筋腫を疑う際には積極的な手術療法が勧
められる。周術期の赤血球増多症管理のため、麻酔科や血液内科と協力した集学的管理が必要と考えら
れた。

93.	 巨大子宮筋腫を受診契機とし診断・治療に至った遺伝性出血性毛
細血管拡張症の1例

○間 優衣1、寺本 瑞絵1、福島 新弥1、水上 卓哉1、野呂 薫1、寺田 倫子1、松浦 基樹1、
鈴木 美和1、田中 綾一1、石川 亜貴2、櫻井 晃洋2、齋藤 豪1

1札幌医科大学 産婦人科、2札幌医科大学 遺伝医学

【緒言】遺伝性出血性毛細血管拡張症（hereditary hemorrhagic telangiectasia : HHT）は、皮膚・粘膜の
毛細血管拡張や動静脈奇形を特徴とする常染色体優性疾患である。今回我々は、巨大子宮筋腫にて当科
受診し、HHTと診断した 1例を経験したので報告する。
【症例】29歳、未経妊。腹部の張りを主訴に近医内科受診し、腹部腫瘤精査目的に当科紹介受診。MRI

検査にて 26 cm大の巨大子宮筋腫を、術前 CT検査にて肺動静脈奇形、脾臓血管腫を認めた。消化管精
査にて胃～下部消化管に広範囲に毛細血管の拡張が見られた。再度詳細に既往歴を聴取し、幼少期から
の鼻出血反復ならびに、母が HHTの疑いにて通院自己中断歴があることが判明した。HHTの臨床診
断基準を満たし、巨大子宮筋腫を有す HHTと診断。子宮筋腫に対しては子宮温存の方針とし、腹式に
2,400 gの子宮筋腫を核出した。疾患の特徴、本人・母の定期検診の必要性等説明し、遺伝カウンセリ
ングを施行した。その後肺動静脈奇形に塞栓治療を施行。術後 2年経過し、子宮筋腫・肺動静脈奇形の
再発を認めない。現在遺伝学的検査については検討中であり、今後妊娠・出産等に応じた情報提供、定
期検診を施行予定である。
【結語】巨大子宮筋腫を受診契機として診断に至った HHTの報告は今まで無く、今回我々は子宮筋腫
を契機に HHTの診断に至った稀な 1例を経験し報告した。今後も、妊娠・出産など様々なライフステー
ジに応じた他科との連携が必要であると考える。
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96.	 べセスダシステムとWHO新分類（2014）の整合性を考えた今
後の子宮頸がん検診

○藤田 博正1、保坂 昌芳2、工藤 正隆2、渡利 英道2、櫻木 範明2

1北海道対がん協会 産婦人科、2北海道大学 医学部 産婦人科

【はじめに】2014年の子宮頸部腫瘍新WHO分類では、細胞診用語であった扁平上皮内病変（SIL）が
病理分野でも採用され、細胞診と組織診の整合性がなされることとなった。CIN1は LSIL、CIN2, 3は
HSILへと組織診断名が変更された。従来 CIN1と CIN2の違いは扁平上皮下層 1/3以内か、超えるかで
診断されていたが、なぜ SILが CIN1、CIN2の間で線引きが行われたかを考察した。細胞診と組織診の
整合性が図られたことから、より正確な細胞診が必須となり、今後の細胞診の可能性についても考えて
みた。今までの臨床経過とも照らし合わせ HSILの取り扱いについて考えてみた。【方法】HPV16型（超
危険型）、58型（危険型）と判明している CIN1, 2, 3および SCCの各組織（計 57例）で In Situ Hybrid-

izationを用い E6, E7の宿主 DNAへの integration の有無を観察した。また予後進展マーカー p16INK4a、
Ki-67、IMP3を組織標本（計 70例）、細胞診標本（LBC）を免染した。【結果】HPV16型、58型ともに
宿主 DNAへの integrationは CIN2から認められ始め、進行と共に顕著となる。p16は CIN2から認めら
れ、上記と同様の傾向を示した。細胞診標本上に p16陽性細胞も CIN2から散見された。【まとめ】
CIN2以降は E6, E7の integration が生じ、HPV遺伝子が翻訳され（E7 による p16 Rb系抑制）、CIN1と
CIN2の間ががん化機構の働き始まる分岐点と考えられる。経過臨床データからも CIN2は CIN3+へ進
展する可能性が高くなる。

95.	 子宮頸癌におけるMieap	αの発現と役割
○山本 真1、中村 康之2、山田 しず佳1、久万 亜紀子2、津吉 秀昭1、吉田 好雄1、 
荒川 博文2

1福井大学 産婦人科、2国立がんセンター研究所 腫瘍生物学分野

目的新規 p53誘導性タンパク質であるMieap （Mitochondria-eating protein）は、活性酸素種（ROS）を
産生する不良ミトコンドリアの修復および排除を行っている。中でもMieap αは液胞様構造物の形成を
誘導し（MIV : Mieap-induced vacuole）、不良なミトコンドリアを液胞内へ丸ごと飲み込み分解し排除す
る機構に関与する。Mieapはミトコンドリアの品質管理によって癌細胞に対して抑制的に働くと考えら
れているが、婦人科癌での検討はされていない。今回、子宮頸癌におけるMieap αの果たす役割につい
て免疫組織学的検討及びHeLa細胞を用いた検討した。方法本研究は倫理委員会の承認を得て実施した。
2008年から 2016年までに当院で子宮頚部円錐切除術または子宮摘出により診断を得た CIN3から子宮
頸癌 2B期までの 50例を対象とし、抗ヒトMieap抗体による免疫組織学的検討を行った。また、HeLa

細胞にMieap αを強制発現し検討を行った。成績子宮頸癌症例でのMieap αの陽性率は 90%であった。
前癌病変や早期癌では陽性度が高く、浸潤癌では低い傾向にあった。HeLa細胞にMieap αを強制発現
させると、caspaseに関連した細胞死が誘導された。結論免疫組織学的検討では、子宮頸癌の進行度と
Mieap αの陽性度に関連を認めた。今回の検討で子宮頸癌において、Mieap αは caspase依存性細胞死を
介して癌抑制的な役割を果たしている可能性が示唆された。
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98.	 当院で経験したコンジローマ様癌3症例の検討
○良川 大晃、吉井 一樹、秋江 惟能、鈴木 裕太郎、山田 竜太郎、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

コンジローマ様癌は子宮頸部扁平上皮病変の特殊型に分類される。特殊型のうち肉眼的に乳頭状増殖を
示すものには、コンジローマ様癌、疣状癌、乳頭状扁平上皮癌の 3型がある。これら特殊型は発症頻度
が少なく、治療方法およびその予後に関して必ずしも統一された見解はない。組織学的にはコンジロー
マ様癌は、深部は扁平上皮癌部分、表層部は異形成上皮部分で構成されるという特徴を持ち、HPV感
染の際に生じる扁平上皮の異形成は高度になるとコイロサイトーシスは少なくなる。一方、コンジロー
マ様癌は癌細胞にコイロサイトーシスを認める稀な疾患である。HPVの型については 6型・11型・16型・
18型・33型など様々な型の検出例が報告されている。その予後についてコンジローマ様癌は通常の子
宮頸癌に比べ、局所再発はみられるが転移は少ないとされている。当院において 2006年からコンジロー
マ様癌と組織学的に診断された 3例を経験したので報告する。

97.	 子宮頸部細胞診で悪性の細胞所見が得られなかった子宮頸癌 IB1
期の一例

○金川 明功1、小田切 哲二1、宇津野 泰弘1、岩城 久留美1、岩城 豊1、中嶋 えりか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

【始めに】細胞診偽陰性の原因として sampling errorが最も多いと言われている。子宮頸部細胞診で明
らかな悪性細胞の所見が得られなかったが、円錐切除で子宮頸癌 IB1期と診断された一例を経験したの
で報告する。【症例】63歳女性、1経妊 1経産、閉経 47歳。下腹部の違和感を主訴に当科を初診した。
経腟超音波では腫瘤像は認めなかった。頸部細胞診で AGCのためコルポ下生検を行った。コルポ不適
例ではあったが、生検で CIN2を認めた。3か月後の頸部細胞診では NILMであった。その 3か月後の
再検では LSILであったが、変性と壊死細胞の混在を認めた。再度コルポを施行したが、病変を認めず
HPV18が陽性であった。頸管奥の病変を疑いMRIを施行し頸部に 1 cm大の腫瘤を認めた。診断的円
錐切除を施行し子宮頸癌 IB1期（扁平上皮癌）の診断となった。腹腔鏡下広汎子宮全摘術を施行し左腸
骨間リンパ節転移を認めた。再発高リスク群であり術後補助療法を行い術後 10ヶ月経過したが再発は
認めない。【考察】円錐切除検体の検討から 1. 病変が頸管の奥にあり 2. 露出部している面積が少ない
3. 表面が壊死組織に覆われている等の特徴がみられた。そのため sampling errorが生じたと考えられた。
細胞診の背景に壊死物質が見られたため、鑑別のためMRI等の画像検査を行うことは有効と思われた。
【結語】背景に壊死物質が見られる場合に、悪性細胞の所見を認めなくても悪性病変を念頭に慎重な対
応が必要である。
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100.	 子宮頸癌放射線治療後に癌性リンパ管症による皮膚転移を来した
1例

○中村 文洋、清野 学、深瀬 実加、鈴木 百合子、榊 宏諭、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】子宮頸癌の皮膚癌性リンパ管症は報告例が少なく稀である。当科において子宮頸癌放射線治療
後に癌性リンパ管症による皮膚転移を来した症例を経験したので報告する。【症例】64歳、2妊 2産。
不正出血があり前医受診。頸部細胞診で扁平上皮癌でありコルポスコピー下狙い生検で扁平上皮癌で
あった。前医で円錐切除が施行され、子宮頸癌 IB1期と診断されたため、加療目的に当科紹介となった。
MRIで子宮頸部に 1 cm程度の腫瘍の残存が疑われた。放射線療法を希望されたため全骨盤照射 50 

Gy+RALSを施行した。放射線治療後 1年 9か月後、両側大腿部および外陰部にびまん性紅斑および丘
疹が出現し、腫瘍マーカーは SCC 1.6 ng/mlと軽度上昇していた。皮膚紅斑部位を生検したところ、扁
平上皮様異形細胞がリンパ管および静脈内にみられ、癌性リンパ管症による子宮頸癌皮膚転移と診断し
た。PET-CTでは皮膚以外に FDGの異常集積を認めなかった。再発子宮頸癌としてパクリタキセル、
シスプラチン、ベバシズマブ併用療法を 3コース施行し紅斑は消失した。現在化学療法を継続中である。
【結論】子宮頸癌治療後に癌性リンパ管症による皮膚転移を来した症例を経験した。皮膚癌性リンパ管
症は稀であるが、皮膚所見で疑うことができる疾患であるため、外来診察時の問診や視診は重要である。

99.	 子宮頸癌化学療法後に発生した Trousseau 症候群の一例
○柘野 友里1、郷久 晴朗1、岩崎 雅宏1、水柿 祐子2、野藤 五沙1、小川 万梨絵1、 
秋元 太志1、梅本 美菜1、神 未央奈1、齋藤 豪1

1札幌医科大学附属病院 産婦人科、2製鉄記念室蘭病院 産婦人科

【はじめに】Trousseau症候群とは、悪性腫瘍により凝固亢進が生じ脳梗塞などの血栓症を生じる病態で、
婦人科疾患では進行した卵巣明細胞癌に合併する報告が多い。子宮頸癌の化学療法後にエドキサバンに
よる抗凝固療法を施行したにも関わらずTrousseau症候群を発症した一例を経験したので報告する。【症
例】67歳、未経妊。子宮頸癌 IV期に対し化学放射線療法施行後、追加化学療法として TC療法 9コー
ス施行となった。7コース施行後より両下肢痛、D-ダイマーの上昇を認めたため、2度の DVT-studyを
施行したが明らかな血栓は認めなかった。その後 D-ダイマーの著増を認めたため、エドキサバン
30 mg /日を開始した。その 1か月後にふらつき、意識障害、左上肢の麻痺を認め、CT施行したところ、
多発脳梗塞、脾梗塞、腎梗塞を認めた。Trousseau症候群を疑いヘパリン 10,000単位/日を開始し、ヘ
パリンを APTTが正常の 1.5倍程度になるようにコントロールしたところ、D-ダイマーは徐々に下降し、
意識レベルも改善した。【考察】一般的な血栓塞栓症の治療は、初めにヘパリン投与による抗凝固療法
を行い、その後ワーファリンなどの内服治療に移行することが多いが、Trousseau症候群ではワーファ
リン治療は無効とされる報告も多い。本症例において、エドキサバン内服中に Trousseau症候群を発症
したことから、ワーファリン同様、エドキサバン治療も Trousseau症候群に対しては無効である可能性
が示唆された。
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102.	 進行再発子宮頸癌に対するベバシズマブの使用経験
○平川 八大1、小玉 都萌1、小山 文望恵1、追切 裕江1、飯野 香理1、二神 真行1、 
横山 良仁1、武田 愛紗2

1弘前大学 産婦人科、2むつ総合病院 産婦人科

ベバシズマブ（Bev）が進行再発子宮頸癌に対して保険適応となったことに合わせ、当院で Bev併用化
学療法を施行した進行子宮頸癌 6症例の治療成績について報告する。組織型は全て扁平上皮癌症例で初
発 1例、再発 5例、平均年齢は 50.3歳であった。再発 5例の初回治療時の進行期は、IB1、IIB、IIIBが
それぞれ 1例、IIAが 2例であり、初発の 1例のステージは IVB期であった。再発 5例の初回治療内容は、
化学同時放射線療法（以下 CCRT） が 2例、広汎子宮全摘術+CCRTが 2例、広汎子宮全摘術＋補助化
学療法が 1例であった。再発症例の再発部位は、肺転移 1例、骨盤内リンパ節 1例、骨盤外リンパ節転
移 2例、肝転移 1例であった。初発と再発の 1例がパクリタキセル＋シスプラチン＋ Bev で、4例はパ
クリタキセル＋カルボプラチン＋ Bev であった。治療効果は CR 1例、PR 3例、SD 1例、Not all evalu-

ated 1例であった。有害事象は、高血圧を 2例 （G2以上）、尿管腟瘻を 1例認めた。尿管腟瘻となった
症例では Bevの使用を中止した。子宮頸癌に対する Bevの有効性に関し、症例の選別、適切な使用回数、
併用薬剤の選択、組織型での有効性について臨床試験の結果と合わせて、症例の集積を図り検討してい
く予定である。

101.	 ベバシズマブ併用化学療法が奏功した子宮頸部小細胞癌の一例
○古田 惇、中島 彰俊、吉野 佳佑、丸山 恵利子、安田 一平、鮫島 梓、福田 香織、
島 友子、吉野 修、齋藤 滋

富山大学 産婦人科

【緒言】再発・進行子宮頸癌におけるベバシズマブ（Bev）併用化学療法の有用性が GOG240試験にお
いて報告されている。一方、子宮頸部小細胞癌の予後は子宮頸癌の中でも特に悪く、再発後の平均生存
期間は 7-8ヶ月という報告もある。しかし小細胞癌における Bev有用性の報告は少ない。今回我々は
子宮頸部小細胞癌の再発例に対し Bev併用 Taxol/CDDP（TPB）療法を行い、腫瘍縮小効果を認めたの
で報告する。【病歴】70歳、3回経産、閉経 49歳。2015年 3月に上腹部違和感があり近医受診し、骨
盤内腫瘤を指摘され当科紹介となった。画像検査で 18.7 cm大の子宮腫瘤（S状結腸と一塊となる）、
10 cm大の右横隔膜下腫瘤、大量腹水および多数の播種結節を認めた。また子宮膣部組織診で小細胞癌
を認め子宮頸部小細胞癌 FIGO stage IVB期と診断した。同年 4月より CPT11+CDDP治療を開始し、8

コース目終了時点で子宮病変部は 65%縮小（PR）、横隔膜腫瘤、腹水は消失したが、13コース投与後
の CTで肝右葉に 3.5 cmの新規病変が出現した。画像検査で腸管浸潤の可能性は低いと判断し 2016年
10月に TPB療法へ治療変更した。3コース投与後に肝右葉病変は消失し 6コース投与後（2017年 3月）
の CTにおいても効果は持続している。2017年 5月現在、Bevの副作用である高血圧や蛋白尿はコント
ロール良好で、腸管穿孔等の重篤な副作用も認めていない。【結語】子宮頸部小細胞癌において Bev併
用化学療法は有効な治療の一つとなる可能性がある。
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104.	 腹腔鏡下に治療し得た腹膜妊娠の1例
○伊藤 泰史、松川 淳、渡邉 憲和、松尾 幸城、山谷 日鶴、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】腹膜妊娠は全異所性妊娠の 1%以下の頻度であり、まれな疾患である。一般的に腹膜妊娠の診
断は難しいため、詳細な観察のできる腹腔鏡下手術は優れた術式である。今回、腹膜妊娠に対し腹腔鏡
下手術で診断・治療し得た 1症例を経験したので報告する。【症例】22歳、1経妊 1経産、最終月経よ
り 4週 3日に妊娠反応陽性、5週 6日に腹痛を認め前医を受診した。超音波検査で左付属器付近に胎嚢
様の構造とダグラス窩にエコーフリースペースを認め、異所性妊娠破裂の疑いで当院に救急搬送となり、
緊急腹腔鏡下手術を行った。血中 hCG値は 778 IU/Lであった。腹腔内に血性腹水を認めたが、左右卵
管に異常所見を認めなかった。ダグラス窩の血腫を除去すると腹膜に埋もれる絨毛様の組織を認めた。
同組織を剥離し肉眼的に残存なく摘出した。左卵巣の腫大があり切開したが、黄体と思われた。摘出標
本の病理組織診で chorionic villiを認め、腹膜妊娠の診断に至った。術後 4日で退院となり、術後 33日
の血液検査で hCGは検出感度以下となった。【結語】腹膜妊娠の治療目的としての腹腔鏡下手術の適応
条件についてはまだ十分な議論はされていないが、過去の報告では、妊娠週数や病巣の大きさ、着床部
位により適応を検討するべきとされている。診断とともに処置が可能であり低侵襲な腹腔鏡下手術が腹
膜妊娠に対する外科的治療の第一選択と考えられる。

103.	 子宮頸癌膣断端再発治療後 Paclitaxel/CDDP+Bevacizumab
（TPB）治療を行い、膀胱膣瘻、直腸膣瘻が発生した一例

○中川 尚美1、中島 彰俊1、丸山 恵利子1、古田 惇1、安田 一平1、福田 香織1、鮫島 梓1、
島 友子1、吉野 修1、酒井 正利2、中川 俊信2、齋藤 滋1

1富山大学 産婦人科、2厚生連高岡病院 産婦人科

【緒言】子宮頸癌膣断端再発に対するエビデンスの確立した治療はなく、治療に難渋することが多い。
放射線再照射も行われるが、局所制御率は 70%程度、5年生存率は 4～40%程度とされる。今回、放射
線再照射後再発に TPB治療を行い、急激な腫瘍退縮に伴うと思われる膀胱膣瘻、直腸膣瘻が発生した
一例を報告する。
【症例】58歳、女性、2経産。2006年に子宮頸癌 FIGO StageIIBに対し広汎子宮全摘術を施行した。病
理組織は SCCであり、術後 CCRT（外照射 : 48 Gy+腔内照射 : 18 Gy）を施行した。翌年、膣断端再
発を認め当科紹介となった。同年に組織内照射（6 Gy×7 fr）、2008年 CO2レーザー焼灼、2009年に
LEEPを施行したが、2011年に膣断端細胞診で class V、MRIで再燃を認めたが無治療で経過観察とした。
2016年より腫瘍マ―カー SCCの陽転化、MRIで腫瘍が腫瘤状に認識されたため、2017年 TPB治療を
開始した。TPB1コース day12に肺塞栓を認め、抗凝固療法を開始した。TPB1コース day15に膀胱膣
瘻が出現し、TPB3コースは蛋白尿が 3+となり、Bevacizumab投与を休止した。同日の診察で直腸瘻
も出現し、TPB3コース day20に人工肛門造設術を施行した。TPB治療開始後 7週間の治療効果は、
MRI評価で腫瘍は消失し、採血上 SCCも正常化した。
【結語】TPB治療は、子宮頸癌再発に対し効果的である反面、治療後早期に肺塞栓症、膀胱膣瘻、直腸
膣瘻を認め、重篤な副作用を急激に誘導する可能性があり、治療効果と共に副作用への十分な配慮が必
要である。
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106.	 緊急避妊薬レボノルゲストレル内服後の異所性妊娠症例
○木谷 洋平、上田 遥香、石黒 竜也、安達 聡介、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

緊急避妊薬レボノルゲストレルは排卵抑制作用、受精阻害作用および受精卵着床阻害作用により、性交
後 72時間以内の内服で 80%以上の妊娠阻止率が報告され、2011年に本邦においても販売が開始された。
一方、レボノルゲストレル使用経験の多い諸外国からレボノルゲストレル内服後の異所性妊娠症例の報
告が散見され、レボノルゲストレル緊急内服後の妊娠成立時の異所性妊娠の危険性が危惧されている。
今回、我々は緊急避妊目的のレボノルゲストレル内服後の卵管膨大部妊娠破裂に対し緊急手術を施行し
た症例を経験した。症例は 37歳、4経妊 3経産。3年前にクラミジア頸管炎治療歴を有する。自然経膣
分娩 3ヶ月半後に月経が再開した。同月経周期 14日目の性交翌日に近医を受診し、レボノルゲストレ
ル 1.5 mgを緊急内服した。内服 4週間後、尿中 hCGの上昇を認めたものの、子宮内に胎嚢を確認できず、
外来経過観察中に腹腔内出血で当科緊急搬送となった。左卵管膨大部妊娠破裂による出血性ショックの
診断で左卵管切除術を施行した。本邦においても例外なく、特に異所性妊娠リスクを有する症例では、
レボノルゲストレル内服後の妊娠成立時には異所性妊娠の可能性を念頭に置いた厳重な管理が必要であ
る。

105.	 子宮動脈塞栓術（UAE）が有用であった子宮頸管妊娠の一例
○田上 和磨、高橋 聡太、田中 宏典、富田 芙弥、黒澤 靖大、星合 哲郎、齋藤 昌利、
西郡 秀和、八重樫 伸生

東北大学病院 産婦人科

【緒言】子宮頸管妊娠は頻度が低いが、多量出血のリスクが高い異所性妊娠である。近年、診断・治療
技術の向上により、早期診断が可能になり、子宮を温存した治療法が主流となりつつある。今回、我々
は子宮動脈塞栓術（UAE）が有用であった子宮頸管妊娠の一例を経験したので報告する。【症例】46歳
0妊 0産。海外の不妊治療クリニックで胚移植を施行後、国内の病院で妊娠を確認された。その後性器
出血のため前医受診し、子宮頸管妊娠の疑いにて、当科に紹介となった。初診時、血清 hCG 5,416 mIU/

mL、超音波検査にて子宮頸管に 10 mm大の胎嚢が確認でき、胎嚢周囲には血腫様所見と豊富な血流を
認めた。UAEを施行し子宮への血流を減少させた上で、翌日に子宮内容除去術を施行した。術中出血
は極少量で、術後 3日目の血清 hCGは 259 mIU/mLまで下降し、退院した。術後 15日目に血清 hCG 

は 6.7 mIU/mLまで低下し経過良好であった。【結語】当院では過去 10年間で子宮頸管妊娠 6例に UAE

を施行しており、希望により子宮摘出した 1例を除いた 5例で子宮温存となっている。UAEを行うこ
とにより子宮内容除去術に伴う出血を最小限に抑えつつ、子宮温存療法が行える可能性がある。ただし、
子宮頸管妊娠に対する UAE後の中・長期的な経過を検討した報告は少ないので、今後も症例の蓄積と
検討が必要であると考える。
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108.	 帝王切開瘢痕症候群における瘢痕部修復術の有用性
○當麻 絢子1、福原 理恵1、船水 文乃1、横田 恵1、田中 幹二1、横山 良仁1、小林 麻美2、
松下 容子2、鍵谷 昭文2、福井 淳史3

1弘前大学 医学部附属病院 産婦人科、2つがる総合病院 産婦人科、3兵庫医科大学 産婦人科

【緒言】帝王切開術後の約 7%に子宮創部の筋層欠損や菲薄化などを認め、次回妊娠時の子宮破裂や瘢
痕部妊娠のリスクに加え、月経異常や不妊症を呈する帝王切開瘢痕症候群（CSS）が注目されている。
今回当科においてCSSに対して子宮鏡補助下に開腹術で修復した症例を経験したので報告する。【方法】
平成 26年から 28年に当科で経験した瘢痕部修復術を施行した 3症例について、症状の有無、手術適応、
予後等について後方視的に検討した。【結果】不正出血、不妊症は全症例で認めた。1例は CSSに対し
て子宮鏡下手術の既往があり、2例は瘢痕部筋層菲薄のため妊娠継続困難と判断され人工妊娠中絶の既
往がある。瘢痕部の評価は経腟超音波、sonohysterography、子宮卵管造影検査、子宮鏡、MRIで行なっ
た。瘢痕部の筋層は全症例 1 mm以下と測定不能なほど菲薄化していた。手術は全て Shiga Methodを
参考に子宮鏡補助下に開腹で行い、子宮鏡で透見された切痕部を過不足なくトリミングし、筋層を 2層
に縫合した。術後、3症例全てにおいて妊娠が成立した （自然妊娠 2症例、凍結胚移植 1症例）。2例は
帝王切開にて正期産となり、1例は現在当科にて妊婦健診中である。【結論】瘢痕部の菲薄化が著明であっ
た CSS 3例に対して修復術を行い、2例は生児を得ているが、妊娠経過中にも明らかな筋層の菲薄化は
認めず、CSSに対する修復術は妊娠予後を改善できる有用性が示唆された。

107.	 卵管妊娠手術症例の術後フォローアップ期間の検討
○松川 淳、竹原 功、渡邉 憲和、松尾 幸喜、川越 淳、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】卵管妊娠に対する卵管保存手術は適切な症例選択のもとで有用とされているが、一方で異所性
妊娠存続症に至る不安もある。今回我々は卵管妊娠手術症例の術後フォローアップ期間について検討を
行った。【方法】2007年～2016年の 10年間に当科で卵管妊娠の診断で手術を行った 49例を対象とし、
うち血中 hCG値 10 IU/L未満に低下するまでフォローした 37例を検討対象とした。卵管保存手術を行っ
た 6例（A群）と卵管摘出術を行った 31例（B群）の間で、手術からフォローアップ終了までの日数
の比較検討を行った。また手術時間、出血量、術前血中 hCG値、胎児心拍の有無、破裂の有無などに
関しても比較検討を行った。【結果】フォローアップ期間の中央値は A群で 44日、B群で 31日であり
有意差を認めなかった（P=0.10）。術前血中 hCG値の中央値は A群で 2,768 IU/L、B群で 7,690 IU/Lで
あり卵管摘出群で高い傾向にあるものの有意ではなかった（P=0.06）。胎児心拍は A群で 1例（17%）、
B群で 11例（35%）陽性であった。破裂症例は A群で 0例、B群で 8例（26%）であった。また、異
所性妊娠存続症に至ったのは卵管切開術後の 1例のみであった。【考察】今回の比較検討では有意差を
認めなかった。卵管保存手術と卵管摘出後の妊娠率に差はないとする RCTの報告や ARTの普及など、
卵管摘出を選択する要素が増えてきている。実際は対側卵管の状態や患者が ART可能かどうかなども
考慮に入れ、術式を選択する必要がある。
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110.	 採卵間隔は採卵獲得数を左右するか ?
○福長 健史1、竹原 功1、松川 淳1、西 美智1、松尾 幸城1、川越 淳1、五十嵐 秀樹1,2、 
永瀬 智1

1山形大学 産婦人科、2京野アートクリニック 産婦人科

【諸言】生殖補助医療（ART）の治療を行う場合、一回の採卵手術のみでは妊娠に至らないことは少な
くない。複数の採卵手術を行う場合、次回採卵手術までの間隔と治療成績については一定の見解が得ら
れていない。今回我々は採卵手術の間隔（以下、採卵間隔）と採卵獲得数に相関があるかを検討した。【方
法】当院の ARTデータベースを使用した。対象は 1989年 5月から 2016年 9月までの採卵手術 7,793件。
調節卵巣刺激法（COH）の違いによる影響を生じないために、2回以上連続で COHとして GnRHアナ
ログ long法のみを行っていたものを対象とした。また時間の経過による年齢因子の影響を生じないた
めに、採卵間隔が 6か月以上のものは除外した。除外後の 165人 414周期を対象に、採卵間隔と採卵獲
得数の間に相関関係があるか検討した。また、採卵間隔と妊娠の有無に相関があるかについても検討し
た。統計は Spearmanの順位相関係数、Mann Whitney U検定を用いた。p<0.05で有意差ありとした。【結
果】採卵間隔と初回採卵獲得数からの獲得数の増減を比較したところ、有意な相関関係は認めなかった
（相関係数-0.03、p=0.572）。一方、採卵間隔と妊娠の有無に有意差は認めなかった（p=0.058）。【結論】
採卵間隔と採卵獲得数の増減および妊娠の有無には相関関係を認めなかった。今回の検討により、採卵
獲得数を増やす目的で採卵間隔を延長する必要はないことが示唆された。

109.	 地方病院として取り組んだ人工受精3年間の成績
○工藤 多佳子、西本 光男、齋藤 淳一、亀田 優里菜、高後 裕子、松田 尚美
岩手県立中部病院 産婦人科

【はじめに】近年めまぐるしい進歩をとげている不妊治療は晩婚化と言う社会背景も重なり注目されて
いることは周知の通りである。しかし、岩手県は現在までのところ生殖補助医療技術を含める対応を可
能とした不妊症専門施設は盛岡市に 2つしか存在しないため、地域の患者視点としては距離的、金銭的
負担が大きく不妊治療への介入を躊躇してしまうという意見が多く挙げられている。そこで地域の 2次
医療圏を担う当院において 2014年より配偶者間人工受精（AIH）を開始した。【対象・方法】2014年 4

月から 2017年 3月までの 3年間で 17症例、平均年齢 34歳（29-40歳）の治療周期 44周期に対し AIH

を施行した。方法は排卵期に経腟超音波検査上主席卵胞が直径 18 mm少なくとも 16 mm以上あること
を確認し、human chorionic gonadotropin（HCG）5,000単位（筋注）を投与。翌日は自宅採精された精
子を液化処理、カウントを行った後速やかに人工授精スターターキットを用いマニュアル通り精子洗浄
濃縮法を用いて調整を施行。調整後速やかに人工受精を行い、約 15分骨盤高位の姿勢とする手法とした。
【結果】妊娠は 3周期で、妊娠率は 6.8 %（3/44）、うち例が分娩に至っている。【考察】AIHは適応と限
界を十分説明した上で希望症例へ施行する事により距離的、金銭的負担軽減につながる可能性がある。
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112.	 当院の不妊症患者における抗核抗体の検討
○村井 正俊、竹下 真妃、尾上 洋樹、熊谷 仁、杉山 徹
岩手医科大学 産婦人科

【緒言】難治性原因不明不妊では自己抗体が着床障害を引き起こしている可能性が考えられている。抗
核抗体（antinuclear antibodies : ANA）もその指標の一つだが、現在まで明らかな不妊症との因果関係
は証明されていない。今回、我々は全不妊症例の ANA値とその後の治療成績について後方視的に検討
した。【方法】当科を 2011年 6月から 2016年 3月までに不妊症を主訴に初診し、スクリーニング検査
を受けた 201例を対象とした。ANAは蛍光抗体法で測定し、40倍以上を陽性と定義した。【結果】臨
床的妊娠 81症例、不妊治療中（他院紹介含む）120症例であった。保有率は 25.4%（51例/201例）であっ
た。核染色型の出現頻度は Homogeneous（均質型）が 3.9%、Speckled（斑紋型）が 35.3%、均質型斑
紋型混合が 51.0%、Nucleolar（核小体型）が 2.0%、斑紋型核小体型混合が 7.8%、均質型斑紋型核小体
型合併が 2.0%、Granularが 2.0%であった。陽性の妊娠率は 41.3%（22例/51例）であり、内容は自然
妊娠が 15例、IUI妊娠が 5例、ART妊娠が 2例であった。流産率は全症例で 19.8%（16例/81例）であ
り、陰性においては 40%（12例/30例）であり、陽性においては 7.8%（4例/51例）であった。【結論】
不妊症のスクリーニングに ANA定量を評価した。Speckled（斑紋型（混合含む））が約 88%で検出さ
れた。陽性患者において流産率が低いことから、不妊症のスクリーニングには必須ではないと考えられ
る。

111.	 不妊症におけるビタミンC・ビタミンB5配合錠内服の子宮内膜
肥厚効果への検討

○水沼 槙人1、柞木田 礼子3、太田 圭一1、武田 愛紗1、平川 八大2、山口 英二1

1むつ総合病院 産婦人科、2弘前大学医学部付属病院 産婦人科、3青森県立中央病院 産婦人科

【目的】子宮内膜厚は妊娠率に大きな影響があり、内膜が薄いと妊娠率が低いと言われている。今回我々
はビタミン C・ビタミン B5配合錠内服による子宮内膜肥厚効果の有無につき検討した。【方法】対象
としては、当院で H26年 4月～H29年 3月までにシナール配合錠 R（アスコルビン酸・パントテン酸
合剤）を内服している 35例のうち、内服前後に適切に内膜測定の行えた 10例とし、内服前後での子宮
内膜の厚さを比較した。内膜の厚さを測定する時期は、成熟卵胞期として主席卵胞 18 mm以上の時ま
たは hCG投与日とした。統計学的解析には paired t testを使用し有意水準 5%未満を有意差有りとした。
さらに、多変量解析にて内膜を厚くする因子につき検討した。【結果】シナール内服前の内膜厚の平均
値は 7.7 mm（±0.4 mm）で、内服後の内膜厚は 8.1 mm（±0.4 mm）であり、統計学的には内膜増加の
傾向を認めるものの有意差はなかった（p=0.05）。しかし、多変量解析にてクロミフェン服用が内膜肥
厚阻害因子であることが判明（p<0.005）したため、上記患者のうちクロミフェン内服のない 6名を対
象に再度解析を行った結果、シナール内服にて子宮内膜は有意に肥厚した（p=0.01）。【考察】ビタミ
ン Cは増殖期の子宮内膜の腺管細胞を刺激する作用が報告されており、これらの作用によりシナール
内服が子宮内膜を厚くさせた可能性が示唆された。
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114.	 腹腔鏡下手術が診断に有用であった結核性腹膜炎の2例
○大和田 真人1、佐藤 哲1、大越 千弘1、田中 昌代1、鈴木 和夫1、前田 真作2、 
日下部 崇3、鈴木 博志1

1湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 産婦人科、2湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 呼吸器科、 
3湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 病理診断科

【緒言】結核性腹膜炎は肺外結核の一つで、結核症全体の 0.5%以下に留まる稀な疾患である。腹水貯
留や腹膜肥厚、腫瘤所見を認めることがあり癌性腹膜炎との鑑別が重要となる。我々は腹腔鏡検査にて
確定診断から早期治療に結び付いた 2例の結核性腹膜炎を経験したので、文献的考察を加えて報告する。
【症例 1】41歳 3経産。リウマチにて加療中。咳、発熱及び腹痛あり当院消化器科を受診、CTにて腹水・
右卵巣嚢腫認め当科紹介となる。腹水細胞診 ; 陰性、CA125 ; 271であった。画像上は卵巣内膜症性嚢
胞疑い、びまん性の腹膜肥厚あり癌性腹膜炎を疑った。腹腔鏡検査で腹膜、腸管膜全面に粟粒大結節を
認めた。右卵巣および結節病変を摘出し迅速病理検査にて単純性嚢胞および類上皮性肉芽種となり結核
性腹膜炎が示唆された。術後検査で排菌を伴う肺結核の診断となり、他院呼吸器科に転院し標準療法が
施行された。【症例 2】31歳 0経産。健診で左卵巣嚢腫を指摘され加療目的に当科紹介となる。MRIに
て腹水や腹膜肥厚は認めず。CA125 ; 13.1であった。腹腔鏡検査で広範囲な腹膜～腸間膜の癒着及び黄
白色粟粒大の腫瘤を認めた。嚢腫核出および腫瘤生検を行い病理検査にて結核性腹膜炎の診断となった。
術後検査で肺結核は認めなかったが今後化学療法を行う予定である。【結語】結核性腹膜炎は原因不明
の腹水貯留の鑑別に入れるべき疾患で、その診断には腹腔鏡が有用と考えられた。

113.	 進行卵管がんとの鑑別を要した女性性器結核の1例
○岩垂 純平、水本 泰成、茅橋 佳代、中出 恭平、折坂 俊介、明星 須晴、中村 充宏、
藤原 浩

金沢大学 産婦人科

【緒言】女性性器結核は付属器腫瘤や腹腔内播種様の結節を生じることがあり、悪性腫瘍との鑑別が問
題となる。今回我々は、進行卵管癌との鑑別が困難であり診断に苦慮した 1症例を経験したので報告す
る。【症例】78歳、女性。下腹部膨満感を主訴に前医受診し付属器悪性腫瘍を疑われ当科紹介となった。
右付属器は一部充実性結節を伴い卵管水腫状に鶏卵大に腫大、骨盤部から頸部に及ぶ多発リンパ節腫大、
大網・腹膜の多数の結節を認めた。PET検査ではいずれの腫瘤も FDG異常集積を認めた。内膜組織診
および頸部リンパ節生検を行ったが炎症・壊死を伴う肉芽腫性病変のみで腫瘍細胞は確認されず、また
特殊染色では真菌や抗酸菌などの菌体の同定はできなかった。肺結核を疑う呼吸器症状は認めなかった。
子宮付属器悪性腫瘍に結核症、サルコイドーシス、播種性非結核性抗酸菌症などの肉芽腫性疾患が合併
している病態と考え各種検査を行うも 3週間診断に至らなかった。試験開腹術を予定したが直前に子宮
分泌物の結核培養が陽性となり、性器結核・結核性腹膜炎と診断した。多剤併用による抗結核治療を開
始し、CA125の正常化、右付属器腫瘤の縮小が確認された。【結語】性器結核・結核性腹膜炎は胸部症
状を伴わない例も多く、臨床症状も特異的なものが少ない。付属器腫瘤を伴う肉芽腫性病変を認める場
合は鑑別すべき疾患として念頭におくべきである。
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116.	 卵管内にアクネ菌の存在を証明した卵管サルコイドーシスの 1
例

○久野 貴司、立花 眞仁、井ケ田 小緒里、田中 恵子、藤峯 絢子、石橋 ますみ、 
志賀 尚美、渡邉 善、井原 基公、菅原 準一、八重樫 伸生

東北大学 産婦人科

【緒言】サルコイドーシスは主に呼吸器に現れる全身性の炎症性疾患である。病因は未だ不明であるが、
アクネ菌あるいはアクネ菌を含んだ複数の抗原物質に対する過敏性免疫反応の関与が報告されている。
今回、我々が経験した、稀な卵管サルコイドーシスの 1症例について報告する。【症例】症例は 37歳、
2経妊 0経産。36歳時にサルコイドーシスの診断で当院呼吸器科に初診となっていた。当科へは急性腹
症にて搬送され緊急入院。右卵管水腫の感染と診断し、抗生剤による保存的加療により軽快退院となっ
た。しかし、4か月後に下腹部痛の悪化を主訴に受診。炎症所見はなく、反復する下腹部痛にて腹腔鏡
下手術の方針となり、右卵管切除術を施行した。切除した右卵管の病理組織ではリンパ球などの炎症細
胞を多数認め線維化を伴っており、さらにマクロファージが集簇し肉芽種を形成していた。診断は肉芽
腫性卵管炎であり、その病理学的特徴と病歴から卵管サルコイドーシスと診断した。また診断の確定に
際し、アクネ菌に対する特異的抗体である PAB抗体を用いて免疫染色を行ったところ陽性を認めた。【結
語】卵管サルコイドーシスの症例報告は非常に少なく、海外の文献で数例みられる程度である。また、
これまでに卵管サルコイドーシスでアクネ菌を証明した報告はない。今回我々が経験した卵管サルコイ
ドーシスについて、その臨床的病理組織学的特徴や鑑別診断をまとめて報告する。

115.	 腹腔鏡手術時に癌性腹膜炎様所見を示した結核性腹膜炎の1例
○宇津野 泰弘、小田切 哲二、金川 明功、岩城 久留美、岩城 豊、中嶋 えりか、 
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】結核性腹膜炎（Tuberculous peritonitis ; TBP）は、稀な疾患で癌性腹膜炎と鑑別が困難なこと
がある。今回、婦人科腫瘍を疑い腹腔鏡手術を施行した際に認めた腹膜病変が、TBPであった症例を
経験したので報告する。
【症例】72歳女性（3経妊 3経産）。がん検診時に卵巣腫瘍を指摘され当科に紹介となった。MRIでは、
右卵巣腫瘍と子宮体部腫瘍を認めた。また、子宮頸部細胞診で AGC、子宮内膜細胞診では Class IIIの
診断であった。婦人科腫瘍の診断で腹腔鏡下子宮全摘出術と両側卵管切除術を施行した。腹腔内には粟
粒から小指頭大の黄白色の結節病変が散在し、手術中に生検を行った。病理組織検査では、卵巣腫瘍は
粘液性嚢胞性腺腫であった。子宮頸部、内膜及び結節病変に壊死性類上皮細胞肉芽腫を認めた。摘出検
体に明らかな病原体は認めなかったが、術後の血液検査および気管支鏡検査の末、肺結核、肺外結核の
診断に至り、現在 4剤併用療法で治療中である。
【考察】腹腔内結節性病変、腹水貯留を認めた際は、TBPを鑑別診断に挙げる必要がある。一般に肺外
結核の感染力は低いとされるが、腹腔鏡手術中の感染対策についてのコンセンサスは得られていないが、
TBPを疑う場合には、活動性のある肺結核病変の検索や手術中も一定の感染対策が必要な可能性があ
る。
【結語】腹腔鏡手術時に癌性腹膜炎様所見を示した結核性腹膜炎の 1例を経験した。
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118.	 無治療糖尿病により壊死性筋膜炎に至った外陰部膿瘍の1例
○笠間 春輝1、井村 紗江1、石丸 美保1、平林 はやと1、金谷 太郎1、野島 俊二1、 
稲沖 真2、池田 和夫3

1独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター  産婦人科、2独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 皮膚科、 
3独立行政法人 国立病院機構 金沢医療センター 整形外科

【緒言】壊死性筋膜炎（以下 NF）は急速に進行しショックや多臓器不全を来す全身性感染症であり、
その致死率は 30%に至るとの報告もある。今回、無治療糖尿病を背景に外陰部膿瘍を契機として NF

を発症した 1例を経験したので報告する。【症例】64歳、3回経妊 2回経産、50歳で閉経。BMI 17.5、
糖尿病の既往歴や家族歴なし、自営業、喫煙 30本/日。疼痛を伴う外陰部腫瘤と膿汁流出を主訴に当科
受診した。両側大陰唇皮下に膿瘍形成あり、切開排膿と LVFX投与を行った。1週間後に左大腿部に長
径 4 cm大の発赤と疼痛が出現し、蜂窩織炎を疑い皮膚科へ紹介。MRIにて大腿部皮下から深部筋膜に
及ぶ拡散強調像高信号を認め、NFの診断で ABPC/CLDM投与開始。術前検査により血糖 354 mg/dl、
HbA1c 10.4%と糖尿病が判明したため、強化インスリン療法を開始し、同日緊急デブリードマンを施行
した。術中所見では薄筋筋膜の恥骨結合部から左大腿上半分にまで壊死が拡大していた。ABPC/CLDM

投与と創部洗浄を継続し壊死拡大は見られず、糖尿病の急性期合併症なく経過。術後 6日目に皮膚再建
のため高次医療施設へ転院となった。【考察】NFは蜂窩織炎と肉眼的な鑑別が困難な場合が多く、皮
下組織の病変が急速に進展していることがある。基礎疾患を有する外陰部感染症では同疾患のリスクを
念頭に入れ、早期に精査を行い他科との連携による集学的治療を開始することが重要である。

117.	 妊娠悪阻を契機にセラチア感染症による敗血症性ショックとなっ
た1症例

○齋藤 淳一1、西本 光男1、工藤 多佳子1、亀田 優里菜1、高後 裕子1、松田 尚美1、 
佐藤 多代1、管 重典2、鈴木 泰2、羽場 厳3

1岩手県立中部病院 産婦人科、2岩手医科大学附属病院 岩手県高度救命救急センター、3岩手医科大学 産婦人科

【諸言】妊娠悪阻は妊娠初期における common diseaseであり、ビタミン剤を含む補液にて良好な転機と
なることが多い。しかし時に母体生命に関わる可能性があるためその管理には十分留意する必要がある。
今回我々は妊娠悪阻を契機に敗血症ショックに陥り、集学的加療にて救命し得た 1例を経験したため文
献的考察を含め報告する。【症例】35歳　経産婦　自然妊娠成立後当科で管理を開始。最終月経より妊
娠 6週の時点で妊娠悪阻のため当科入院、ビタミン剤を含む抹消補液による加療を施行した。入院から
19日目、自覚症状は乏しいものの 40度台の発熱を認めショックバイタルとなり、血液検査上著明な血
小板減少、プロカルシトニンの上昇を認め敗血症性ショックと判断し高次施設へ搬送とした。搬送後カ
テコラミン、γグロブリン投与開始。抗生剤は多剤併用療法としていたが血液培養からセラチア菌検出
されたため CTRXへ変更となる。搬送翌日に胎児心拍消失を確認となったが母体の全身状態、循環動
態は徐々に安定。搬送から 7日目に当科へ再入院となり 8日目に流産手術を施行。その後日常生活に必
要な機能回復のためのリハビリを施行し 2回目の入院から 13日目に退院となる。【結語】妊娠悪阻は体
力、免疫力の低下から健常な成人女性であっても日和見感染を発症することがある。症状に乏しいが急
激な全身状態悪化をたどる可能性があるため、その管理には十分注意を払う必要がある。
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120.	 妊娠 39週で脳血管攣縮を発症した高血圧・糖尿病合併の一例
○春谷 千智、鈴木 美奈、甲田 有嘉子、佐藤 ひとみ、加嶋 克則、本多 啓輔、 
風間 芳樹

魚沼基幹病院 産婦人科

【緒言】妊娠、産褥期に脳梗塞などの脳血管障害を発症することは稀であり、周産期管理に苦慮する。
今回、複数の妊娠ハイリスク因子を有し 39週で脳血管攣縮を発症した症例を経験したので報告する。【症
例】37歳、0経妊 0経産。非妊時 BMI 35の肥満。36歳で右橋延髄脳梗塞発症と同時に高血圧、糖尿病
の診断も受け治療が継続されていた。37歳で自然妊娠成立。28週まで低用量アスピリン内服治療を継
続した。33週で当院紹介初診。内科・脳外科と連携し妊娠管理を行った。39週 0日、めまい、嘔吐が
出現。変時的な眼症状も認めMRI実施。左椎骨動脈の狭窄を認め脳血管攣縮による脳虚血と診断。ヘ
パリンによる抗凝固療法が開始された。カンファレンスにて妊娠関連性の脳血管攣縮の可能性が最も高
く、妊娠終了が最良の治療との結論に至った、一時的に抗凝固を中止し、緊急帝王切開術施行、男児
（3,197 g Apger 8/9）を出生、問題なく手術を終了した。術後、抗凝固療法再開。術後 3日目のMRIで
血管攣縮の改善を確認した。術後 9日目に再発なく退院となった。【考察】周産期関連の脳血管障害は
早期発見、治療を行えば予後は良いが、治療が遅れると最悪麻痺を残すことになる。本症例は脳梗塞既
往に加え、複数の合併症を持ち、脳血管障害発症のハイリスクであった。最悪を想定し、関連科と密に
連携していたことが、脳虚血の早期発見、早期治療に繋がった。

119.	 妊娠糖尿病（GDM）の周産期管理における SMBGの有用性の
検討

○大金 由果1、幅田 周太朗1、鹿内 智史1、山崎 智子1、横山 和典3、水内 将人2、 
齋藤 豪2

1日鋼記念病院 産婦人科、2札幌医科大学 産婦人科、3日鋼記念病院 糖尿病内科

【目的】当院では 2015年まではハイリスク GDM、インスリン使用例にのみ SMBGを導入しておりそれ
以外は妊婦健診時に食後 2時間血糖を測定し管理していたが、2015年より GDMと診断された妊婦に
は全例 SMBGを導入している。そこで、GDM妊婦に対する SMBG導入が母児合併症の発症抑制に有
益かどうかを検討した。【方法】2013年～2014年にGDMと診断された妊婦のうち SMBGの導入がなかっ
た 56例（SMBGなし）と、2015年～2017年に GDMと診断された妊婦のうちハイリスク GDM、
SMBG開始 1か月以内にインスリンが必要となった例を除外した 51例（SMBGあり）に分類し、各群
の母児合併症の発現について比較した。統計学的解析には Fisher正確確率検定を用い、p<0.05を統計
学的有意とした。【結果】母体の年齢、妊娠前 BMI、OGTT陽性点数には差がなかった。HFD児は各群
1例ずつであった。早産、新生児低血糖、臍帯血 pH、NICU入院数に有意差はなかった。PIH発現数は
SMBGなしの群で有意に高かった。緊急帝王切開は両群で有意差はなかったが SMBGなしの群で多い
傾向にあった（SMBGなし : 4例、SMBGあり : 1例）。SMBG開始 1か月以上経過してインスリンが
必要となったものは 13例あった。【結論】SMBGありの群では PIH発現数や緊急帝王切開が少ない傾
向にあった。SMBGありの群では 1か月以上経過してからのインスリン導入が 13例あり、妊婦健診ご
との血糖測定では高血糖の存在を見逃されていた可能性がある。GDM妊婦に対する SMBG導入は有益
である可能性がある。
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122.	 胎児発育不全をきたした本態性血小板血症合併妊娠の一例
○小元 敬大1、大和田 亜矢2、野村 泰久2、田中 幹夫2

1福島県立医科大学 産婦人科、2一般財団法人 太田綜合病院付属太田西ノ内病院 産婦人科

【緒言】本態性血小板血症（Essential Thrombocythemia : ET）は、著明な血小板増加を認めることが特
徴で、血小板増加に伴う血栓症状や血小板の機能異常のために出血傾向を認める場合もある。今回、妊
娠を契機に血小板増多を指摘され ETが疑われ、FGR、胎児機能不全となった一例を経験したため、文
献的考察を加えて報告する。【症例】36歳 0妊 0産。自然妊娠成立し、妊娠 11週初期検査で血小板数
127万/μlと著明な高値であったが前医では指摘されず。妊娠 26週より他県の総合病院でフォロー、そ
の際に血小板異常をはじめて指摘され、里帰り分娩のため妊娠 31週 0日に当院を受診。血圧
154/97 mmHg、尿蛋白 80 mg/dlであり、妊娠高血圧腎症と診断。血小板数 101.7万/μlと著明高値。
EFBW 1,189 g（-2.2 SD）で FGR、臍帯動脈血流の逆流を認め、BPS 8点。胎児機能不全と診断、同日
緊急帝王切開を施行した（出血時間 8分のため全身麻酔）。児は 1,025 gの男児（-2.5 SD）、Ap 8/9、
UmA-pH 7.288であった。出血量 750 ml。術後 1日目よりヘパリン 10,000 U/day（～3日目まで）とア
スピリン 100 mg/dayを併用開始。術後 4日目頃より尿蛋白、血圧とも正常化。術後 10日目に骨髄穿刺
施行、11日目に退院。骨髄検査で ETと確定診断し、以後血液内科外来フォロー中である。【考察】胎
盤病理で 1 cm大の胎盤梗塞あり、FGR、胎児機能不全の原因となったと考えられ、ETによる血栓形
成が胎盤梗塞に関与していた可能性が示唆された。

121.	 当院におけるSLE合併妊娠における周産期予後の検討
○目黒 啓予1、経塚 標1、鳥羽 直弥1、磯上 弘貴1、石橋 真輝帆1、鈴木 聡1、鈴木 大輔2、
山口 明子1、藤森 敬也1

1福島県立医科大学 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】SLEは若年女性に好発するが、SLE合併妊娠における周産期予後また妊娠高血圧症候群（PIH）
の発症との関連については不明な点が多い。当院における SLE合併妊娠と周産期合併症の関連を調べ
る事を目的とする。【方法】2006年 1月から 2017年 5月にかけて、当院で生児を得た SLE合併妊娠に
ついて、診療録を用いて後方視的に解析した。母体背景は SLE発症年齢、SLE発症から妊娠までの年数、
分娩歴を、周産期予後は早産率、分娩方法、PIH、2,500 g未満の低出生体重児の有無を評価した。また
妊娠時点における母体の免疫学検査結果と妊娠高血圧症候群の発症の関連について調べた。統計解析は
chi-square/ Fisher testを用いた。P<0.05を有意差ありとした。【結果】同期間に SLE症例を 27症例認
めた。母体死亡症例、12週以降 22週未満の流産、子宮内胎児死亡、新生児死亡症例は認めなかった。
平均 SLE発症年齢は 19.9歳であり、SLE発症から分娩までの平均年数は 10.7年であった。70.4%は初
産婦であった。平均分娩週数は 35.9週であり早産率は 37.0%であった。PIHは 29.6%に認め、51.9%

に低出生体重児を認めた。また妊娠時点の免疫学的検査では、PIH発症群では有意な C3,C4の低下を
認めた。また有意差を認めなかったものの、PIH群では 75%に CH50の低下を認めた（p=0.08）。【結語】
妊娠時点での補体の低下は PIHの発症と関連した。今回の結果に文献報告を加味し、SLE合併妊娠と
周産期予後について考察する。
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124.	 胎動減少を主訴に来院した母児間輸血症候群の1例
○箱山 聖子、金川 明功、宇津野 泰弘、岩城 久留美、岩城 豊、中嶋 えりか、 
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

母児間輸血症候群（fetomaternal hemorrhage ; 以下 FMH）は、胎児血が胎盤を通して母体血に移行し、
胎児貧血を来たす疾患である。今回我々は胎動減少で来院し、BPS 2点で緊急帝王切開とした 1例を経
験したので報告する。症例は、26歳　0経妊 0経産　既往歴は特になく、自然妊娠にて当院で妊娠初期
より管理し、経過は順調であった。妊娠 39週 3日胎動の減少を自覚、翌日胎動減少自覚から 20時間後
に来院した。CTGでは一過性頻脈の消失を認めたが、超音波検査では羊水量正常、中大脳動脈血流速
度の異常を認めなかった。BPS（biophysical profile scoring）で評価し、2点/10点（羊水正常）のため緊
急帝王切開とした。児は、2,936 g 男児、Apgar score 6点/5点（1分後/5分後）、Hb 4.4 g/dlで NICU入
院となった。母体血では HbF 5.6%、α-fetoprotein（AFP） 4,455.3 ng/ml であり、FMHと診断した。術
後経過問題なく産後 7日目に退院となった。児は、生後けいれん発作を認め、低酸素性虚血性脳症と診
断されたが、生後 29日目に退院、産後 7カ月で明らかな発育発達異常は認めていない。胎動減少、消
失が胎児死亡に先立つ事例が相当数報告されており、胎児 well-beingの正確な評価が必要とされる。
non-reactive NSTでも 90%が偽陽性であるといわれており、2次検査として BPSが用いられる場合も
多い。胎動減少消失を認めた場合には FMHを念頭に置き、胎児 well-beingを評価し迅速な対応が必要
と考える。

123.	 妊娠 29週に総胆管結石症、閉塞性黄疸を発症し、PTCDによる
管理で正期産を成し得た1例

○前田 悟郎、山口 辰美、東 正樹、米原 利栄、青柳 有紀子、東 大樹、田中 景子、 
藤野 翔太郎

釧路赤十字病院 産婦人科

【緒言】本邦での妊娠中の総胆管結石症の報告は比較的少ない。今回我々は妊娠 29週に総胆管結石症を
発症し、PTCDによる管理で妊娠 37週に正常分娩を成し得た 1例を経験したので、文献的考察を加え
て報告する。【症例】34歳、6経妊 4経産。妊娠初期から近医産婦人科で健診を受けていた。第 1子妊
娠中に胆石発作を発症したが、出産後症状が消失したため、追加治療を受けなかった。以後妊娠する度
に同様の経過を繰り返していた。今回妊娠成立後も中期から胆石症症状が出現し、妊娠 24週に右季肋
部痛増悪のため近医内科を受診後、当院紹介となった。MRCPで胆嚢管に陥頓する結石を認めたが、
母体採血で特記すべき異常は認めず、また、腹部症状は軽快していたため、出産後の待機的手術の方針
となった。妊娠 29週に黄疸が出現。超音波検査にて肝内胆管拡張、母体採血にて高ビリルビン血症、
肝胆道系酵素の上昇を認めたため、総胆管結石陥頓、閉塞性黄疸の診断で減黄目的に入院となった。当
初 ERCP予定であったが、不成功となり、右肋間から PTCDを留置した。PTCD留置後、胆石症症状、
母体血液検査異常の増悪は認めなかった。妊娠 37週 6日、誘発経腟分娩で 2,962 gの男児を出産した。
産後、PTCDを内ろう化し、退院した。【結語】妊娠中の総胆管結石症の 1例を経験した。母胎への影
響を踏まえ、妊娠時期に応じた適切な治療法の選択が必要である。
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126.	 オウム病による国内初の妊産婦死亡例
○清水 可奈子1、吉村 芳修2、坂野 陽通3、川村 裕士4、高橋 仁4、西島 浩二4、折坂 誠4、
河原 和美5、柳原 格2、吉田 好雄4

1福井愛育病院 産婦人科、2大阪母子医療センター 免疫部門、3石川県立中央病院 産婦人科、4福井大学 産婦人科、 
5舞鶴共済病院 産婦人科

【諸言】厚生労働省から、妊婦はオウム病のハイリスクの可能性があるという健康危険情報が通達された。
その契機となった国内初のオウム病による妊産婦死亡例を紹介する。
【症例】26歳初産、妊娠 23週 6日に 38°Cの発熱を主訴に受診。翌日も発熱が持続し、血小板減少と肝
酵素上昇を認め、入院管理とした。抗菌薬は投与しなかった。入院 2日目に、突如意識障害が出現し、
子宮内胎児死亡を確認。1時間後に心肺停止し、母体死亡に至った。剖検で骨髄に血球貪食像を認め、
血液検査と併せて、血球貪食症候群と診断した。また、胎盤からオウム病の起因菌である Chla-

mydophila psittaciが検出され、オウム病を契機とした血球貪食症候群による多臓器不全と診断した。ペッ
トの飼育歴はなく、現時点で感染源は明らかになっていない。
【考察】オウム病は Chlamydophila psittaciによる人畜感染症で、鳥類から糞口感染する。症状はインフ
ルエンザ様で、治療はテトラサイクリン系、マクロライド系抗菌薬の投与である。妊娠中は、胎盤が標
的臓器と推測され、高頻度で流産・死産となり、海外でも母体死亡例が報告されている。妊婦が原因不
明の発熱を呈する場合、鳥類との接触歴の問診を行い、少しでもオウム病を疑う場合は、マクロライド
系抗菌薬を積極的に投与すべきである。また妊娠中の鳥類との不必要な接触を避けるよう指導すること
が大切である。

125.	 妊娠第 3半期に肝障害が顕在化し、予定帝王切開にて分娩に至っ
たHBV持続感染者の1症例

○笠原 祥子、熊谷 奈津美、白井 友梨、宮野 菊子、岩間 憲之、松本 大樹、我妻 理重
大崎市民病院 産婦人科

日本人妊婦における HBs抗原陽性率は 0.2～0.4%と報告されており、うち約 25%が HBe抗原陽性者と
されている。症例は 38歳、2経妊 0経産。日本在住の中国人で HBV感染を指摘された既往はあったが
治療歴はなかった。妊娠初期の採血検査で HBs抗原陽性で あったため、当院消化器内科に紹介となり、
肝機能の経過観察をしていた。妊娠 34週 0日の採血結果よりアスパラギン酸アミノトランスフェラー
ゼ（AST）、アラニンアミ ノトランスフェラーゼ（ALT）、HBV-DNA量の上昇を認めたため核酸アナロ
グ製剤であ るテノホビルを内服開始とした。妊娠 35週 2日、肝障害の急性増悪を疑って入院管理とし
肝庇護薬であるグリチルリチン（強力ミノファーゲン）の併用を開始した。入院 後の AST、ALT値はピー
クアウトして HBV-DNA量も減少傾向となった。本患者は腹部超 音波検査で脾臓腫大が指摘されてお
り肝硬変による静脈瘤形成の可能性が否定できな かった。陣痛発作時の怒責による静脈瘤破裂のリス
クを回避するため帝王切開術の方針とし、妊娠 38週 6日に 2,778 gの女児を出産した。術後の肝機能は
改善傾向であり術 後 6日目に予定通り退院した。本症例のように肝炎ウィルスの持続感染者で、妊娠
中に肝障害が顕在化した際の周産期管理、分娩方法の決定については意見が分かれる。B型肝炎合併妊
婦の周産期管理方法、分娩方法について文献的考察を加えて提示する。
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128.	 変性子宮筋腫に伴う難治性腹膜炎のため妊娠 15週に開腹手術を
要した子宮筋腫合併妊娠の1例

○後藤 雅明1、太田 創1、西村 真唯1、大原 康弘1、山本 雅恵1、常松 梨紗1、簑輪 郁1、
滝本 可奈子1、今井 一章1、福士 義将1、和田 真一郎1、藤野 敬史1

1手稲渓仁会病院 産婦人科、2手稲渓仁会病院 臨床研修部

子宮筋腫合併妊娠では筋腫に関連する合併症をしばしば経験するが、その発症率や重症度は筋腫の大き
さや個数に関連するとは限らないため、妊娠期合併症の予防を目的とした子宮筋腫核出術の適応につい
て定まった指針はない。我々は変性筋腫に伴う難治性腹膜炎のため、妊娠 15週で筋腫核出術を余儀な
くされた一例を報告する。症例は 39歳の初妊婦。妊娠前に他院で巨大子宮筋腫を診断されるも、本人
は精査の必要性や妊娠期合併症のリスクを理解しないまま高齢を理由に妊娠を優先させた。妊娠 11週
に発熱と腹痛の精査加療目的で当院へ紹介された。右下腹部に圧痛を伴う新生児頭大の腫瘤を触知し、
MRI検査で右子宮底部に長径 12 cmの漿膜下筋腫を認めた。白血球数と CRPの上昇を認め、変性筋腫
による炎症と診断した。抗菌薬と消炎鎮痛剤の投与で妊娠 14週に疼痛は一時的に軽快するも直ぐに再
燃したため、妊娠 15週に全身麻酔下で開腹術をした。大網と壁側腹膜が新生児頭大の漿膜下筋腫に血
管増生を伴って癒着しており、癒着剥離と筋腫核出術を行った。手術時間は 2時間 11分、出血量は
332 ml、筋腫核の重量は 440 gだった。病理診断は好中球浸潤と梗塞型壊死を伴う平滑筋腫で、患者は
術後合併症なく現在も妊娠継続中である。巨大子宮筋腫の例では妊娠前に本人が妊娠期合併症のリスク
を認識すべきで、妊娠中でも好機を逃さず変性筋腫の核出術は考慮されるべきである。

127.	 hCG 異常高値を示し、妊娠 19週で子宮内胎児死亡となった間
葉性異形成胎盤の1例

○深瀬 実加、杉山 晶子、出井 麗、渡辺 憲和、堤 誠司、永瀬 智
山形大学 産婦人科

【緒言】間葉性異形成胎盤（placental mesenchymal dysplasia : PMD）は稀な胎盤異常で、多嚢胞状の胎
盤を特徴とし胎児共存奇胎との鑑別を要する。PMDは胎児共存奇胎と異なる経過を辿るため、慎重な
診断が求められる。hCG異常高値を示し妊娠 19週で子宮内胎児死亡に至った 1例を経験したので報告
する。【症例】39歳、1経妊 0経産。妊娠 12週に胎盤の嚢胞状所見と、hCG高値のため胎児共存奇胎
を疑われ、妊娠 14週に当科紹介となった。14週の hCGは 395,267 mIU/ml、羊水検査は 46XXであった。
エコー及びMRIでは胎盤全体が嚢胞状で正常胎盤を認めず、臍帯は嚢胞状胎盤より起始していた。以
上より PMDを疑った。妊娠 19週に子宮内胎児死亡となり、妊娠 20週で 144 gの女児を娩出した。胎
児には外表奇形を認めず、胎盤は肉眼的には大小不同の嚢胞で占められ、実質はほとんど認められなかっ
た。組織学的には絨毛組織の水腫状腫大、幹絨毛内の血管拡張を認め、PMDと診断した。【考察】
PMDと胎児共存奇胎の鑑別診断は、妊娠継続の是非や妊娠経過を予測する上で重要である。胎児共存
奇胎では必ず hCGが高値を示すのに対し、PMDでは hCGが正常妊娠レベルであることが多く、鑑別
のポイントとなりうるが、約 30%の症例で hCG高値を示すと報告されている。本症例では hCG異常
高値を認めたが、その他の所見から PMDを疑った。嚢胞状の胎盤を認める場合、hCGや羊水検査、
MRI等の所見を総合的に判断し慎重な管理をする必要がある。
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130.	 当科で経験した乳癌合併妊娠の8症例の検討
○岡田 匡氷、石岡 伸一、山下 真祐子、柏木 葉月、磯山 響子、黒田 敏史、水内 将人、
森下 美幸、馬場 剛、斎藤 豪

札幌医科大学 医学部 医学科 産婦人科

【目的】近年、食事の欧米化など様々な要因により若年者の乳癌が増加するとともに、乳癌合併妊娠の
患者も増えつつある。当科で経験した乳癌合併妊娠の患者につきその臨床背景、妊娠分娩管理、予後に
つき検討した。【方法】2012年 1月から 2016年 3月までに当科で管理した乳癌合併妊娠 8例につき診
療録をもとに検討した。【結果】8例全て他院からの紹介であった。平均年齢は 36.5歳（32から 42歳）、
発見の契機は全例乳房腫瘤の自覚であった。乳癌の診断時期は妊娠 6週から 31週であった。腫瘍径は
7 mmから 100 mm、臨床進行期は 0から 1期 3例、2期以上 4例、再発 1例、組織型は乳管癌 7例、ア
ポクリン癌 1例であった。分娩時期は妊娠 31週 0日から 40週 0日で、5例がある程度の児の成長を待っ
ての帝王切開や経腟分娩、3例が先に乳癌手術を施行した。乳癌の悪性度、浸潤の程度に伴う追加治療
の緊急度と児の成熟度から分娩時期を決定した。現在まで 6例が再発なし、1例が治療中、1例が再発
死亡している。【結論】妊婦に於いても乳癌発見には自己検診と異常を認めた場合の早期精査が重要と
考えられた。妊娠分娩管理は、児のある程度の成熟を待ち娩出後に腫瘍摘出を行なう場合と、先に腫瘍
摘出を行いその結果を見てから娩出時期を決定する場合があるが、癌の組織型、予想される進行期をも
とに産科医、外科医、新生児科医の緊密な連携による治療計画をたてることが望ましい。

129.	 術後に虫垂癌再発と診断された巨大卵巣腫瘍合併妊娠の一例
○仁田原 憲太、辻 圭太、平賀 裕章、佐々木 恵、市川 さおり、吉田 祐司
石巻赤十字病院 産婦人科

【症例】35歳、初産。15歳時より全結腸型の潰瘍性大腸炎にて近医内科で経過観察されていた。2013

年 9月、31歳時に虫垂炎の診断で当院外科にて腹腔鏡下虫垂切除術施行された。病理所見で虫垂癌と
診断され 2013年 11月他院にて回盲部の追加切除術が行われた。その後自然妊娠成立し 2016年 11月
より当院及び近医産婦人科で妊婦健診を行っていた。妊娠初期から妊娠 28週まで腹部超音波検査にて
腹腔内に異常所見は指摘されなかった。妊娠 32週 2日に虫垂癌術後経過観察している他院採血で CEA 

42.9 ng/mlと上昇を認めた。32週 5日の妊婦健診で上腹部を含め超音波検査実施したところ子宮頭側に
不正な腫瘤影を認め、CT等の画像所見を含めて巨大右卵巣腫瘍が疑われた。児は骨盤位で早期治療の
必要性より妊娠 33週 1日に選択的帝王切開術、右付属器切除術、左卵巣生検、大網部分切除術を施行
した。腹腔内に播種はなく卵巣以外に病変は認めなかった。右卵巣に 22×17×9 cmの腫瘤を認め、虫
垂癌再発と病理診断された。術後補助化学療法は患者希望で行わずに経過を見ている。【考察】虫垂癌
術後 4年目で再発した転移性卵巣癌合併妊娠の一例を経験した。悪性腫瘍既往のある妊娠では再発病変
の発見が遅れることがある。定期的な腫瘍マーカー検査に加えて妊婦健診においても再発の可能性に留
意して診察することが望ましいと考えられる。
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132.	 妊娠中の腰椎椎間板ヘルニアによる腰痛に対し芍薬甘草湯が著効
した一例

○寺田 幸、岡田 有加、川村 花恵、羽場 厳、佐々木 由梨、金杉 知宣、岩動 ちず子、
小山 理恵、菊池 昭彦、杉山 徹

岩手医科大学 産婦人科

【緒言】腰椎椎間板ヘルニアの治療法には、NSAIDs内服などの投薬、神経ブロック、手術療法などが
あるが、いずれの治療も妊婦には適応しづらく、治療に難渋することがある。今回、腰椎椎間板ヘルニ
ア合併妊婦の腰痛に芍薬甘草湯が著効した一例を経験したので報告する。【症例】33歳 1妊 0産、妊娠
14週頃から自宅生活が困難なほどの腰痛が出現し、前医整形外科紹介受診され妊娠 16週で施行された
MRIで腰椎椎間板ヘルニアと診断された。以後アセトアミノフェン頓服で加療されたが、疼痛は一時
的にやや軽減するも持続し、治療に苦慮しながら妊娠継続していた。妊娠 24週 2日に頚管長 13 mmと
短縮を認め、切迫早産の診断で当科へ救急搬送された。当院受診時は頚管長 21 mmであり、子宮収縮
に対し塩酸リトドリン持続点滴投与を開始した。腰痛に対しては当院整形外科紹介し、これまで同様ア
セトアミノフェン 400 mg頓服を継続した。妊娠 25週 5日、腰痛に対し芍薬甘草湯 2包を内服したと
ころ、数分後に痛みは軽減した。その後芍薬甘草湯の頓服で疼痛は徐々に軽減し、妊娠 29週以降は頓
服使用せずに経過している。【考察】芍薬甘草湯は腓腹筋痙攣（こむら返り）に有効性が周知されてい
るが、本症例は腰椎椎間板ヘルニアの疼痛に著効した。妊婦に比較的安心して用いることができ即効性
の鎮痛効果が期待できるため、難治性の椎間板ヘルニアの疼痛に遭遇した際には投与を検討すべき漢方
薬と思われる。

131.	 妊娠初期発症脳静脈洞血栓症の一例
○田中 詩織1、若木 優2、渡邉 佳織2、鈴木 りか2、鈴木 聡3、山口 明子3、藤森 敬也3、
織田 惠子4

1大原綜合病院 総合臨床研修センター、2大原綜合病院 産婦人科、3福島県立医科大学 産科婦人科学講座、 
4福島県立医科大学 脳神経外科学講座

【症例】27歳女性 0妊 0産【現病歴】前医で妊娠診断、同院外来で管理されていた。妊娠 9週 0日に嘔
気出現、翌日は強い頭痛も発生した。妊娠悪阻の診断で点滴加療を受けたが症状改善せず、妊娠 11週
1日に精査加療目的に当院を紹介受診、入院した。【入院後経過】重症妊娠悪阻として点滴 2,000 ml/日
を開始した。眠れないほどの強い頭痛あり、鎮痛薬の効果も乏しく、入院 2日目に JCS-1の意識障害と
左方視制限が出現した。CT、MRIを施行、右横静脈洞部に血栓を疑う所見があり、脳静脈洞血栓症を疑っ
た。脳外科連携が必要と考え、同日大学病院へ転院した。【転院後経過】MRVで脳静脈洞血栓症を診断
後、ヘパリン静注開始した。転院 2日目と 6日目に痙攣が発生、7日目に妊娠中絶術を施行した。先天
的な凝固異常症は発見されなかった。12日目に意識状態が急激に改善、ヘパリンからワルファリンへ
変更後、43日目に退院した。【考察】脳静脈血栓症はまれな疾患であるが、妊娠に伴って多く発症し、
特に産褥期に多い。本邦の報告では海外のものより妊娠初期発症例が多く、症状は頭痛、痙攣、意識障
害、嘔気嘔吐、病因として、先天性凝固障害、脱水、感染、膠原病がある。診断は CT、MRI、MRVが
有用である。早期診断、抗凝固療法によって予後は比較的良好であるので、上記症状が認められる場合
は妊娠早期でも積極的に脳神経学的画像診断を行う必要がある。
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134.	 1 絨毛膜 2羊膜双胎一児死亡後の待機的管理中に母体の血液凝
固異常を発症した一例

○須田 拓也、平吹 信弥、松山 純、近藤 壯、佐々木 博正、干場 勉
石川県立中央病院 産婦人科

【緒言】双胎一児死亡例の母体の DICの報告は少数しかない。今回、1絨毛膜 2羊膜（MD）双胎の一
児死亡後の待機的管理中に、母体の血液凝固異常を来した症例を経験したので報告する。
【症例】34歳、1経妊 1経産。IVF妊娠でMD双胎妊娠が成立。妊娠 21週 0日、胎動減少を主訴に前医
を受診し、一児死亡、羊水過多で当院紹介となった。超音波検査で、双胎間輸血症候群、受血児死亡を
認め、妊娠週数を考慮し、外来で待機的管理とした。妊娠 27週 6日に性器出血、頸管長短縮を認め、
塩酸リトドリン点滴開始。血液検査では低フィブリノゲン血症を認めたため、子宮収縮抑制を中止し分
娩の方針とした。妊娠 28週 2日、分娩誘発したが、胎児機能不全と低フィブリノゲン血症で緊急帝王
切開術を行った。術中出血傾向あり、術前後に新鮮凍結血漿 22単位の輸血を要した。母体の経過は良
好で、術後 7日目に退院となった。児は 999 g、アプガースコア 1分値 4点/5分値 7点で、日齢 101に
生存退院している。
【考察】1絨毛膜双胎の一児死亡例では、生存児を早期に晩出する方針であったが、近年は児の予後の
観点と胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー凝固術の普及から、待機的管理を行う症例が増加している。本症
例では、一児死亡確認後 7週後に低フィブリノゲンを発症した。待機的管理を行う場合には、2絨毛膜
双胎と同様に、母体の DIC発症に注意する必要がある。

133.	 汎血球減少をきたした巨赤芽球性貧血合併妊娠の一例
○細川 亜美、藤枝 聡子、馬詰 武、小島 崇史、石川 聡司、河口 哲、森川 守
北海道大学 産婦人科

【緒言】巨赤芽球性貧血（MA）は主に葉酸やビタミン（Vit）B12欠乏に起因する血球細胞の成熟障害
により生じるが、妊娠後期から産褥期にかけてビタミン需要量が増え、発症リスクが高まるとされてい
る。今回、妊娠後期に急速に進行し汎血球減少をきたしたMAの一例を経験したため報告する。【症例】
30代、4経妊 3経産。妊娠 35週 6日の血液検査で白血球数（WBC） 4,000/μL,ヘモグロビン濃度（Hb） 7.9 g/

dL、血小板数（Plt） 21.9万/μL、LDH 1,328 U/Lと白血病を否定できない結果であった。妊娠 36週 1日
に施行した骨髄穿刺で無効造血の所見を認め、骨髄異形成症候群もしくはMAが疑われた。胎児中大
脳動脈血流速度は正常範囲内であった。LDHは無効造血に伴う上昇が疑われた。問診から低栄養状態
に伴うMAがより疑われ、血清 Vit B12濃度 157 pg/mL,血清葉酸濃度 1.1 ng/mLと低値であり、Vit B12

と葉酸の投与を開始した。妊娠 37週 3日にはWBC 11,600 μL、Hb 7.8 g/dL、Plt 41.1万/L、LDH 346 U/

Lと汎血球減少は改善した。妊娠 38週 0日 3,005 gの男児を経腟分娩した。児には貧血を認めなかった。
産褥 3日目に Hb 9.5 g/dLに上昇し、血清 Vit B12、葉酸濃度が正常値となったため Vit B12と葉酸の投
与を中止した。産褥 5日目に母児ともに退院となった。【考察】葉酸欠乏重症例では汎血球減少もきたす。
妊娠後期には葉酸の需要量が増加するため、妊娠初期以外にも葉酸を摂取することの重要性が再認識さ
れた。
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136.	 子癇発作を伴わずに発症した可逆性後頭葉白質脳症（PRES）脳
幹型 variant の一例

○秋江 惟能、山田 竜太郎、鈴木 裕太郎、良川 大晃、吉井 一樹、遠藤 大介、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

可逆性後頭葉白質脳症（Posterior reversible encephalopathy syndrome : 以下 PRES）は頭痛・嘔吐・痙攣・
意識障害等の臨床症状を呈し、画像上後頭葉・頭頂葉領域を中心に皮質および皮質下に浮腫性病変を認
めるが、原因疾患の改善に伴い臨床的・画像的異常所見が可逆的に消失する症候群である。原因疾患と
して高血圧や腎不全、免疫抑制剤使用などが報告されている。子癇患者において高頻度に認められると
されるが、痙攣を伴わない妊娠高血圧症候群の症例も報告されており、今回我々は高血圧および尿蛋白
を伴わずに子癇前症が分娩中に発症し、脳幹部のみに画像所見を認めた PRES脳幹型 variantの 1例を
経験したので報告する。症例は 31歳、1経妊 1経産。妊娠 38週 3日に破水し当科入院となった。入院
2日目深夜、分娩進行中に頭痛の訴えがあり意識障害が出現した。直後に血圧上昇および意識状態が悪
化したため、緊急帝王切開術を施行した。出生児は男児、3,562 g、Apgar score 1分値 8点、5分値 9点
であった。術後に頭蓋内疾患検索の目的で撮影したCTでは頭蓋内に出血や占拠性病変を認めなかった。
MRIでは橋正中部にで FLAIRで高信号、DWIで高信号、ADC mappingで低信号を示す領域が認められ、
術後頭痛などの症状は消失していたため PRESが疑われた。産後経過良好で術後 7日目に退院となった。
産褥 38日目に施行したMRIで異常所見の消失を認め PRESの確定診断に至った。

135.	 トシリズマブを使用し、生児を得たCastleman 症候群合併妊娠
の一例

○田中 誠悟、高林 杏奈、熊坂 諒大、伊東 麻美、阿部 和弘、田中 幹二、横山 良仁
弘前大学 医学部附属病院 産婦人科

【緒言】Castleman症候群は 1956年にアメリカの病理医 Castlemanにより報告された、原因不明のリン
パ増殖性疾患である。食思不振、微熱、浮腫、胸腹水、皮疹などの多彩な症状を呈し、難治例にはヒト
化抗 IL-6受容体抗体であるトシリズマブを用いるが、妊婦に対する持続投与の報告は現在までない。
今回我々は、トシリズマブを使用して生児を得た Castleman症候群合併妊娠の一例を経験したので報告
する。【症例】38歳、0経妊 0経産。36歳時に Castleman症候群と診断されたがトシリズマブ投与にて
軽快した。その後、凍結胚移植にて妊娠成立したことを機にトシリズマブを一時休薬したが、症状増悪
のため再開した。転居のため妊娠 19週に当科紹介となり、以後当科にて妊婦健診を施行したが、特に
異常なく経過した。妊娠 40週に前期破水のため入院し、翌日自然陣痛発来したが、微弱陣痛のためオ
キシトシンで分娩誘発を行った。最終的に分娩第二期遷延となり吸引分娩を施行した。児は男児で、
2,770 g、Apgar score 1分値 : 5点、5分値 : 7点であった。児は IgG軽度高値以外特に異常所見はなかっ
た。【考察】本症例ではトシリズマブの休薬により Castleman症候群の増悪を認めたため、妊娠中に投
与を再開した。妊婦に対するトシリズマブの投与継続例は世界的にも報告がなく、今後症例の積み重ね
によりその影響に関する検討が必要である。
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138.	 周産期心筋症の2症例
○石田 久美子1、大石 由利子1、村上 幸治1、小野 方正1、野澤 明美1、北村 晋逸1、 
黒嶋 健起2、井澤 和眞3、丹保 亜希仁4

1名寄市立総合病院 産婦人科、2北晨会 恵み野病院 循環器内科、3市立旭川病院 循環器内科、 
4旭川医科大学病院 集中治療部

周産期心筋症は、心疾患既往なく妊娠末期から分娩後 5ヶ月以内に発症する原因不明の心筋症である。
当院で経験した2例について文献的考察を交えて報告する。症例1は33歳の初産婦で妊娠高血圧症候群、
切迫早産等なく経過し予定日超過のため分娩誘発を施行、妊娠 41週 4日に吸引分娩で出産した。産後
は貧血を認めたが鉄剤投与で改善し、産褥 8日目に退院した。産褥 10日目より呼吸苦を認め、産褥 12

日目に当院総合内科を受診し血液検査で BNP 584 pg/mlと高値、心エコーで EF 52%と心機能低下を認
め心不全で当院循環器内科に入院した。臨床経過より周産期心筋症を疑い酸素および降圧剤投与で改善
を認め、産褥 28日目に同科を退院し外来経過観察中である。症例 2は 23歳の 1経産、妊娠経過に異常
なく妊娠 38週 0日に骨盤位のため選択的帝王切開術で出産した。術後経過は良好で術後 7日目に母子
ともに退院した。術後 3ヶ月頃より咳喘息として当院呼吸器内科で加療されていたが、徐々に浮腫、体
重増加、夜間の呼吸困難感の増悪を認め術後 103日目に当院救急外来を受診した。心エコーで EF 

20-30%と心機能低下を認め、進行性に全身状態が悪化し心尖部血栓が出現した。周産期心筋症・劇症
型心筋炎の疑いで当院循環器内科に入院し挿管、経皮的補助心肺、大動脈内バルーンパンピングを施行
し、高次の心臓血管外科へ搬送となった。転院後は心内血栓除去術施行、左室補助人工心臓装着し順調
に回復へ向かっている。

137.	 中枢性尿崩症合併妊娠の1例
○玉城 良1、平山 恵美1、田中 星人1、後藤 公美子1、早貸 幸辰1、首藤 聡子1、 
菅原 照夫1、和田 典男2、奥山 和彦1

1市立札幌病院 産婦人科、2市立札幌病院 糖尿病内分泌内科

重症妊娠高血圧症候群として搬送されたが、精査で尿崩症と診断された症例を経験したので報告する。
【症例】33歳、初産婦。妊娠初期にはつわりがあり制吐剤頓用。妊娠 30週頃から嘔気症状が再燃し不
眠傾向となり軽症高血圧も出現した。妊娠 33週 4日に全身倦怠感で前医を受診し、血圧
171/114 mmHg、尿蛋白陰性、重症妊娠高血圧症候群と診断され当院へ母体搬送された。搬送時、上腹
部痛や浮腫なく、体重は-0.2 kg/5週、血液検査では Ht 42.9%、Na 154、Cl 121と脱水所見であった。
血糖は正常、尿は希釈尿で、入院後の水バランスチェックで著明な多飲多尿であることが判明した。尿
崩症を疑い、脳MRIを施行した。下垂体後葉に炎症所見を認め、血液検査では前葉系ホルモンの基礎
値に明らかな異常はないことより、中枢性尿崩症と診断した。ただちにデスモプレシン投与と補液によ
る治療が開始され、身体症状と血圧は正常化した。妊娠 38週 2日に帝切分娩とした。児は 2,772 g、男児、
APS 8/9で母児ともに経過良好で 7日目に退院となった。【考察】妊娠中発症の尿崩症では、一般的な
妊婦の身体症状と類似しているため、診断が遅れる場合があり、脱水、高 NaClによる重症高血圧、血
栓症などの産科緊急症発症の危険がある。健診時に母体体重増加不良や血圧上昇傾向などを認めた時に
は、嘔気や食思不振のみならず飲水量、口渇感の確認及び血液検査を行うことが必要である。
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140.	 治療方針の同意に苦慮した一部胎盤遺残の症例
○岡田 有加1、羽場 厳1、佐々木 由梨1、寺田 幸1、川村 花恵1、金杉 知宣1、 
岩動 ちず子1、小山 理恵1、菊池 昭彦1、杉山 徹1、畑山 伸弥2

1岩手医科大学 医学部 産婦人科、2岩手県立釜石病院 産婦人科

【緒言】胎盤遺残は、胎盤の一部が子宮壁に強く癒着し全胎盤の剥離が困難であり部分的癒着胎盤を疑
う状態である。自然分娩後 14日間経過するも剥離徴候を認めず、且つ治療方針の同意を得るのに苦慮
した一部胎盤遺残の症例を経験したので報告する。【症例】34歳、0経妊 0経産。既往歴 : 特記事項なし。
【経過】前医での妊娠経過は異状無し。妊娠 39週 1日、自然分娩にて 2,956 g、の女児を出産した。
APGAR score 1分値 8点 5分値 9点。出産から 30分以上経過するも胎盤剥離徴候を認めないため助産
師が臍帯を牽引した際に胎盤を分断した。褥婦の全身状態良好のため保存的に観察した。分娩後 4日目、
発熱などの感染徴候を認め抗生剤投与開始。分娩後 9日目の骨盤造影MRI検査を施行。侵入癒着胎盤
を伴った胎盤遺残と診断した。分娩後 14日目、治療目的にて前医より当院搬送となった。入院時の超
音波断層検査にて胎盤付着部に豊富な血流を認めた。治療方針として患者と家族に（1） 保存療法 （2） 
次回妊娠へのリスクを説明した上で子宮動脈塞栓術後の自然剥離を待機 （3） 単純子宮全摘術を提示。そ
の後に治療方針への承諾を得られず。入院 3日目に単純子宮全摘術を選択され、5日目に施行した。肉
眼的には侵入胎盤と思われた。【結論】患者の意思尊重のため同意を得るまで時間を要し治療方針提示
には背景を鑑み慎重な説明と判断の重要性を実感した。更に言えば、高次施設へ相談を要する症例であっ
た。

139.	 1 年間に経験した帝王切開後の産褥子癇2症例
○吉越 信一、大田 悟、長谷川 徹、齋藤 真実、三輪 正彦
富山市立富山市民病院 産婦人科

【緒言】子癇は周産期の重篤な疾患の 1つであり、頻度は先進諸国で 2,000例～ 3,700例に 1例である。
今回 HELLP症候群及び重症妊娠高血圧症候群の診断で帝王切開施行後に子癇を発症した 2症例を報告
する。
【症例 1】23歳、0経妊 0経産。未受診妊婦として妊娠 36週 2日に紹介受診。妊娠 40週 2日陣痛発来
し入院。BP 148/103 mmHg、Hb 10.0 g/dl、Plt 38,000/μl、AST 638 IU/l、ALT 359 IU/l、LDH 786 IU/l、DD 

58 μg/mlと妊娠高血圧症候群、HEELP症候群（ミシシッピー分類 class 1）、産科 DICスコア 10点であっ
た。RBC、FFP、血小板などを輸血後に帝王切開を行った。2,936 g、女児、Apgar Score 7/9。術後硫酸
マグネシウム、ニカルジピンなどで治療したが、術後 2日目の硫酸マグネシウム終了 4時間後（Mg 3.0 mg/

dl）に眼球上転、瞳孔散大の発作を認めた。
【症例 2】36歳、0経妊 0経産。ICSIで妊娠。妊娠後期に尿タンパク+、浮腫+を認めたが、自宅血圧
は正常範囲であった。妊娠 37週 2日の妊婦健診で尿タンパク 3+、浮腫 3+を認め、入院後翌日分娩誘
発の方針とした。37週 3日重症妊娠高血圧症候群の診断で分娩誘発を行わずニカルジピンを開始し帝
王切開を施行した。2,130 g、女児、Apgar Score 7/9。術後に硫酸マグネシウムを開始したが、30分後（Mg 

3.7 mg/dl）に四肢の痙攣を生じた。
【結語】硫酸マグネシウムにより子癇予防を行ったが、症例 1では中止後に、症例 2では開始直後に発
作を生じており、開始及び中止の時期に注意が必要である。
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142.	 当科で経験した肺子宮内膜症の1例
○植田 牧子、大和田 亜矢、野村 泰久、田中 幹夫
太田西ノ内病院 産婦人科

【緒言】肺子宮内膜症は内膜症全体の約 0.3%を占める稀な疾患である。今回、肺子宮内膜症の 1例を
経験したので報告する。【症例】19歳、1妊 0産【既往歴】15歳 人工妊娠中絶 、アトピー性皮膚炎【現
病歴】約 6ヶ月前から月経のたびに喀血を認めていた。喀血量が多くなったため近医内科を受診。胸部
レントゲンで右中肺野に浸潤影を認め、経過から肺子宮内膜症を疑われ当院呼吸器内科へ紹介された。
胸部 CTでは右肺 S8に出血、左肺 S6にすりガラス状陰影を認め、肺子宮内膜症の疑いで当科を紹介さ
れた。子宮、付属器には異常を認めず、病歴、所見から肺子宮内膜症と考えられ、GnRHアゴニストに
よる偽閉経療法を開始された。2コース目から月経と喀血を認めなくなった。胸部レントゲンの異常陰
影も消失し、6コースで加療を終了した。2ヶ月後から月経再開したが喀血は認めず経過した。9ヶ月
後に再度喀血を認めるようになり胸部 CTを施行したところ右肺 S8末梢に小結節とすりガラス状陰影
を認め肺出血と考えられた。骨盤部MRIでは両側卵巣に異常はなかったが、子宮腺筋症を疑う所見を
認めた。骨密度は異常を認めなかったため GnRHアゴニストによる偽閉経療法を 4コース行った後に
ジェノゲストを開始する方針とした。治療再開後は喀血の再燃なく経過している。【結語】若年女性の
喀血においては肺子宮内膜症を鑑別に挙げて病歴聴取をする必要があると考える。

141.	 体腔右側に発生した稀少部位子宮内膜症の2例
○井村 紗江、野島 俊二、笠間 春輝、石丸 美保、平林 はやと、金谷 太郎
（旧） 国立金沢病院 産婦人科

【緒言】稀少部位子宮内膜症は性器および骨盤腹膜以外に発生した子宮内膜症である。右鼠径ヘルニア
に併発した鼠径部子宮内膜症と GnRHaで縮小した虫垂子宮内膜症を経験した。【症例 1】26歳、初経
12歳。月経整、月経痛軽度。未婚、G0P 0。4か月前に右鼠径部の無痛性腫脹を自覚、近医内科で非特
異的リンパ節腫大として経過観察。2か月後に当院血液内科紹介。血液所見異常なく、腫瘤は月経 3日
前から増大し月経後縮小あり当科紹介。右鼠径部に可動性良好、表面平滑な 1 cm大腫瘤を触知。
CA125 : 23 U/ml、子宮と付属器は正常大。MRIで右鼠径管に連続して T1高信号な腫瘤あり。問診、画
像所見より子宮内膜症を疑い、腫瘤を摘出。病理で子宮内膜症を確認した。【症例 2】42歳、初経 11歳。
月経整、月経痛高度。未婚、G0P 0。月経終了後に持続的な右下腹部痛あり内科受診、CTで骨盤内腫
瘤指摘され当科紹介。CA125 : 60 U/ml、子宮は 8 cmに腫大、右卵巣に 3 cm大、左卵巣に 6 cm大の嚢
胞あり。右卵巣に近接して腸管と連続する径 1 cm長さ 1.5 cmの管状構造あり、腫大した虫垂が疑われ
外科も受診。子宮筋腫および卵巣チョコレート嚢腫の診断で GnRha 6クール施行し腫瘤は縮小した。
造影MRIで虫垂の一部に濃染部あり悪性否定できず外科で摘出、病理で子宮内膜症を認めた。【考察】
稀少部位子宮内膜症の診断に詳細な問診と画像診断が不可欠である。今回 2例ともに体腔の右側発生で
あり月経血逆流によるものと思われた。
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144.	 術中に判明した付属器欠損の一例
○齋藤 強太、古俣 大、松本 賢典、横田 有紀、加勢 宏明
長岡中央綜合病院 産婦人科

【症例】48歳、2経妊 2経産。【既往歴】特記事項なし。【家族歴】特記事項なし。【月経歴】初経 13歳、
不整。【現病歴】手術 11か月前、腹部腫瘤を自覚した。当院内科で子宮筋腫を指摘され、当科を紹介受
診された。腹部膨満感が強いため、腹腔鏡下単純子宮全摘術を治療方針とした。術前に GnRHagonist

を 4コース施行した。【手術所見】右付属器は確認できたのに対し、左付属器は認めなかった。【まとめ】
片側の付属器欠損は稀な疾患であり、11,240人に 1人とされている。機序としては先天性欠損と発生後
の欠損の 2つの説があるとされているが、本症例は発生後の欠損と考えた。片側の場合は特に症状なく
児を得る場合もあり、潜在症例も存在すると思われる。手術時は操作前に両側付属器を必ず確認する必
要があると考えられた。

143.	 慢性骨盤痛の原因となった薬剤抵抗性の子宮円靭帯内膜症の一例
○清水 孝規、田中 創太、田辺 昌平、高橋 新、吉田 瑶子、佐藤 いずみ、末永 香緒里、
葛西 亜希子、葛西 剛一郎、会田 剛史、河野 順子

八戸市立市民病院 産婦人科

【緒言】今回我々は慢性骨盤痛の原因となった薬剤抵抗性の子宮円靭帯内膜症について外科的加療によ
り治療をなし得た一例を経験した。【症例】46歳、0妊 0産。10年以上前から月経周期とは必ずしも一
致しない慢性骨盤痛症状あり。近医で不妊治療を行っていたが治療を断念し、当院紹介となった。両側
子宮内膜症性嚢胞を認め痛みの原因と考え黄体ホルモンの内服投与開始。内服開始するも痛みは改善せ
ず腹腔鏡下両側付属器切除の方針となった。術中所見で右円靭帯に内膜症によると考えられる結節があ
り摘出し病理診断で endometoriosisの所見を認めた。術後は、骨盤痛は改善し現在まで症状の再燃はな
く経過している【考察】内膜症病巣の発生部位は全身の諸臓器・組織にわたり、発生頻度から 1. common 

site　2. less site　3. rare siteの 3つに分類される。子宮円靭帯内膜症は発症頻度が高い 1. common 

siteに分類され、腹膜表面から 5 mm以上浸潤した深部内膜症（deep endometriosis）では、全体の約
13%に合併所見の報告もある。内膜症性嚢胞を合併する慢性骨盤痛の症例につては円靭帯内膜症によ
る痛みも念頭に置く必要がある。
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146.	 子宮が嵌頓した成人外鼠径ヘルニアの1例
○市川 英俊1、水崎 恵1、寳田 健平1、高橋 知昭1、加藤 育民1、片山 英人1、西脇 邦彦1、
川村 光弘2、千石 一雄1

1旭川医科大学 産婦人科、2市立稚内病院 産婦人科

鼠径ヘルニアの内容物として腸管や大網、卵巣などがよく知られているが、子宮の報告は稀である。成
人女性の鼠径ヘルニアで痕跡子宮でなく正常子宮が嵌頓するのは極めて稀である。今回我々は、高齢女
性における子宮の鼠径ヘルニア嵌頓を経験したので文献的考察を加えて報告する。症例は 71歳。3経
妊 3経産。閉経 54歳。左鼠径部の膨隆を自覚し外科受診。疼痛など他の症状は認めなかった。CTで
は子宮から連続する石灰化を伴う腫瘤が左鼠径管に嵌頓しており、当科紹介となった。子宮頸部細胞診
は NILM。経腟超音波では診断困難であったがMRIでは子宮筋腫の左鼠径管嵌頓が疑われた。全身麻
酔下に外科手術となり、恥骨結節と左上前腸骨棘の中点から内側に 5 cm皮切。皮下組織、浅腹筋膜、
外腹斜筋腱膜切開、ヘルニア嚢を開放すると、3 cmと 2.5 cm程の漿膜下筋腫を伴う子宮体部、右卵管
起始部、左卵管、左卵巣の大部分が認められた。梗塞や壊死も認めず、悪性所見も見受けられず、腹腔
内に還納でき、 Mesh Plug法でヘルニア門を閉鎖し手術を終えた。術後経過は良好で術後 4日目に退院
した。先天奇形のない成人女性で鼠径ヘルニアの内容が子宮であった報告は医中誌で 2例、Pubmedで
2例と極めて稀であるが、注意深く対応する必要がある。

145.	 閉経後の外陰症例の治療経過の検討
○小林 由佳子1、武田 真人1、前田 悟郎1、山口 正博1、福本 俊1、小林 範子1、 
藤野 敬史2、渡利 英道1、工藤 正尊1、櫻木 範明1

1北海道大学 婦人科、2手稲渓仁会病院 産婦人科

【目的・対象と方法】2010年以降に当科で経験した、病変を視認できない外陰痛 22例（52～82歳）の
治療効果を振り返り、閉経後の外陰痛症例の診療上の問題点を検討した。 【結果】乳癌の既往のない 16

例にエストリオール（E3）製剤を使用した結果、8例が数週間以内に寛解し、エストロゲン欠乏による
潜在的な外陰の萎縮が原因と考えられた。2例は E3に加え、消炎軟膏使用や生活習慣の改善で寛解を
得た。E3が無効の 6例は、痛みが腟前庭部等に限局する傾向があり、4例がプレガバリンや効不安薬、
抗うつ薬等が効果を示したが、症状の改善まで半年以上の期間を要し、2例はこれらの薬剤の使用を拒
否した。乳癌術後でアロマターゼ阻害剤を使用中の 6例では、エストロゲンを用いず、ヘパリン類似物
質を含む軟膏類で症状を改善できた。 【まとめ】外陰の萎縮が原因と考えられる症例が多く存在した。
E3の無効例は特発性の外陰痛 : Vulvodyniaとしたが、疼痛の部位等も判別の参考となる。Vulvodynia

の多くが Allodyniaとされるが、本研究では、神経作用薬は医師側の不見識や患者の不理解もあり十分
に活用出来なかった。閉経後の外陰痛は、病因や治療法が多岐に渡り、改善まで長期間となる場合もあ
ることを、患者に十分説明することが肝要である。また、保湿や温熱浴等、低侵襲で安価な治療法を軽
視せず活用すべきである。
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148.	 子宮頸部に潰瘍を認めたベーチェット病の一例
○品川 真澄、石橋 ますみ、遠藤 俊
気仙沼市立病院 産婦人科

【緒言】ベーチェット病は口腔の再発性アフタ性潰瘍、結節性紅斑などの皮膚症状、ぶどう膜炎などの
眼症状、外陰部潰瘍を 4主徴とする難治性の全身炎症性疾患で、子宮頸部や腟壁に潰瘍性病変を形成す
ることは稀である。今回我々は子宮頸部に潰瘍を認めた一例を経験したので報告する。【症例】37歳、
5経妊 4経産。難治性口内炎、ベーチェット病の疑いで当院耳鼻科と他院血液・免疫科にて加療され、
プレドニゾロンを服用し寛解が得られた既往がある。過多月経を主訴に当科を受診した。腟鏡診で子宮
頸部から前腟円蓋右側に及ぶ 2～3 cm大の潰瘍性病変を認めた。子宮頸部細胞診、内膜細胞診、潰瘍部
分の細胞診は異常なく、同部の組織診では肉芽組織を伴う著明な炎症所見と血管炎を認め、ベーチェッ
ト病を否定できない所見であった。潰瘍部の単純ヘルペス抗原は陰性、結核菌検査も陰性であった。他
院血液・免疫科で精査し、現在の症状と病歴からベーチェット病再燃と診断されプレドニゾロン
10 mg、コルヒチン 0.5 mgの内服が開始された。治療開始後、子宮頸部潰瘍は順調に改善し、10週目
には病変が消失し、現在プレドニン量を漸減しているところである。【考察】外陰部のみならず、子宮
頸部や腟壁に潰瘍性病変を認めた場合も、ベーチェット病を念頭に置き精査する必要がある。

147.	 当院における骨盤臓器脱手術の成績
○若木 優、渡邉 佳織、鈴木 りか
大原綜合病院 産婦人科

【目的】当院では骨盤臓器脱（POP）においてメッシュ手術（TVM（tension-free vaginal mesh））また
は従来法（NTR（native tissue repair））による矯正術を症例の適応に応じて行っている。今回、当院に
おける POP手術の成績について検討、報告する。【方法】2009年 9月から 2016年 12月まで当院で
POPに対し手術を施行された症例を対象とし、術式およびその転帰などを診療録の情報から後方視的
に検討した。【結果】対象期間での手術は 152例、その内再手術は 10例あり、それらを除いた 142例に
つき検討を行った。再発は POP-Q ±0以上（処女膜痕より下降）とした。患者の平均年齢は 70.2歳（39-85

歳）。初回手術 142例中、診断は膀胱瘤 116例、子宮脱・下垂 93例、直腸瘤 21例、腟断端脱 8例（重
複あり）。膀胱瘤のみの症例 41例、その内 32例（78.0%）が TVMを施行された。手術は TVMのみ 69例、
再発 19例（再発率 27.5%）、再手術 3例。NTRのみ 64例、再発 22例（再発率 34.4%）、再手術 4例。
TVM+NTR（Mix） 9例、再発 6例（再発率 66.7%）、再手術 3例。【考察】TVMは NTRより再発率が
少なかった。当院では TVMは膀胱瘤の症例で多く施行し、NTRは他部位の POPが合併している場合
に用いており、そのためより再発が多い可能性がある。
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150.	 くも膜下ポート留置によりオピオイドの減量が可能となり、イレ
ウスが改善した子宮頸癌再発の一例

○太田 圭一1、水沼 槙人1、武田 愛紗1、山口 英二1、山田 恭吾2、服部 政治3

1下北医療センターむつ総合病院 産婦人科、2下北医療センターむつ総合病院 外科、3癌研究会癌研究所 がん疼痛治療科

【緒言】適切なオピオイドや鎮痛補助薬の投与を行っても神経性疼痛などにより疼痛管理が困難であっ
たり、副作用の出現で QOLが著しく低下する症例は少なくない。今回、副作用によるイレウスが出現し、
難渋した子宮頸癌再発症例を経験した。くも膜下ポートを留置する事によりオピオイドの減量が可能と
なり、イレウスの改善により食事が可能となった。【症例】49歳、3妊 1産。子宮頸癌 IIB期の診断と
なり手術および CCRTを施行したが 8ヶ月後再発した。化学療法と再手術を施行したが、その 3ヶ月
後仙骨に転移巣出現。左下肢の痺れと疼痛があり歩行困難となった。オピオイド増量によるイレウスか
らの嘔吐、誤嚥性肺炎を併発し、気管挿管、一時はショック状態に陥った。挿管中、オピオイドを減量
した際にイレウスは改善、多量の排便があった。抜管後、オピオイド投与量を戻した時に再度イレウス
が出現した。疼痛管理目的に硬膜外チューブを挿入し、オピオイドの減量を図った。レボブピバカイン
とモルヒネの硬膜外投与により疼痛コントロール良好となった。永続的な投与を可能にするため、くも
膜下ポートを造設した。その後イレウスの再発もなく、経口摂取も可能となった。【結語】疼痛管理を
する際にオピオイドによる副作用が QOLを著しく下げるような症例については、くも膜下ポート留置
も有効な選択肢の 1つと考えられた。

149.	 低侵襲の経腟開窓術で治療し得たWunderlich 症候群の 1例
○水崎 恵、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】Wunderlich症候群は 1976年に報告され、重複子宮・単一腟・片側頸管閉鎖による傍頸部嚢胞・
患側腎欠損を合併する比較的稀な先天奇形である。今回、我々は術前診断により低侵襲の経腟開窓術で
治療し得たWunderlich症候群の 1例を経験したので報告する。【症例】17歳、0経妊 0経産。初経は
12歳、月経周期 31日型　整。家族歴に特記すべきものなし。月経 13日目より下腹部痛が出現し、増
強を認めたため月経 18日目に近医内科にて胃腸炎の診断で内服加療を行うも症状改善せず、近医婦人
科を受診した。超音波検査にて卵巣腫瘍茎捻転疑いとなり精査・加療目的で当科紹介受診となった。
MRI検査では子宮頸部が嚢胞状に拡張しており、CT検査では左腎欠損を認めたためWunderlich症候群
を疑い、年齢を考慮し、低侵襲の経腟的に嚢胞壁部分切除および開窓術を施行した。術後病理組織検査
において閉鎖側に子宮頸管腺由来の円柱上皮を認め、Wunderlich症候群の確定診断に至った。術後経過
も良好で、現在も外来にて経過観察中である。【結語】術前に診断できたことにより、低侵襲の経腟開
窓術で治療し得たWunderlich症候群を経験した。若年者の下腹部腫瘍に対して、発生頻度は低いもの
の本疾患のような非対称性子宮奇形も念頭に置く必要があると考えられる。
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152.	 性暴力被害者支援のためのワンストップセンター設立と活動報告
○細川 久美子、河野 久美子、熊谷 亜矢子、三屋 和子、里見 裕之、福野 直孝、 
金嶋 光夫

福井県済生会病院 女性診療センター 産婦人科

【目的】性暴力は表面化されにくく被害者を孤立させる。これを放置し長期化すれば身体のみでなく社
会生活にも悪影響を与える。このような二次被害を防ぐため被害直後から被害者を支援する体制を作る。
【方法】1）病院拠点型のワンストップ支援センターを設立する。2）必要な支援とその現状を知るため
性暴力救援センター全国連絡会に参加する。3）支援を実践するため県と共同で事業を行う。【成績】1）
行政機関、警察、弁護士会、被害者支援センター、病院管理部などと準備連絡をとり、平成 26年 4月
1日にワンストップ支援センターを院内に開設した。相談被害者数は平成 26年度 33名、平成 27年度
84名（うち新規 57名）、平成 28年度 65名（うち新規 41名）、で相談のべ件数はそれぞれ 74件、123件、
104件、であった。2）設立と同時に全国連絡会に登録し、年 2回開催される会議に出席して研修を受け、
意見交換した。3）平成 27年度より県と共同で、広報啓発の推進・強化と被害者支援体制の構築・強化、
の二つの事業計画をたて内閣府のモデル事業に採用された。具体的には 2年間で、地域情報誌への掲載
（3回）、ホームページやリーフレットの作成、関係機関連絡会議開催（5回）、支援員の性暴力被害者支
援看護職（SANE）養成プログラムへの派遣（2名）、外部講師による相談員の心のケア（4回）を行った。
【結論】支援の成果をみるには時間がかかるが、性暴力被害者支援の体制は着実に拡充されつつある。

151.	 当院婦人科の緩和ケアの現状について
○橋本 栄文、武山 陽一、石垣 展子、田邉 康次郎、松浦 類、柏舘 直子、石山 美由紀、
齋藤 裕也、佐藤 友里恵、吉永 浩介

（旧）国立仙台病院 産婦人科

【背景】従来の癌医療のモデルは終末期のみに緩和ケア介入し永眠を迎えるものであったが、近年見直
され早期からの緩和ケア介入が推進されるようになった。当院婦人科での癌医療の取り組みを振り返り
考察する。
【方法】過去 3年間の当院婦人科で緩和ケア介入のあった患者の平均年齢、疾患、転帰（在宅療養、緩
和病棟へ転院・ホスピス等の施設、入院中の死亡）をまとめた。在宅は近医自宅（退院施設以外の医師
が主治医となって在宅療養を行うこと）と自院通院を分けて数える。
【結果】当院婦人科の過去 3年間で緩和ケア介入のあった患者の平均年齢 64.4歳、疾患は卵巣癌 29例、
子宮頸癌 10例、子宮体癌 16例、肉腫 4例、その他 2例であった。転帰は在宅 30件の内 24件（40%）
が近医自宅、内 6件が当院外来、転院・施設 20件（32%）、院内死亡 11件（18%）であった。宮城県
内では近医自宅 20%、転院・施設 25%（平成 25年度）、全国では近医自宅 17%、転院・施設 62%（平
成 19年度）であった。
【考察】この結果から、当院婦人科では近医自宅の割合が県内、全国と比較しても多いことがわかる。
当院では緩和ケアチームがあり、院内紹介が定型化しており、毎週婦人科医師と緩和ケアチームとカン
ファも行っており情報を共有できる体制をとっているためと思われる。
【結論】今後も早期の緩和ケア介入を積極的に行い患者とその家族の意向に沿える緩和医療の提供を図っ
ていく。
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154.	 子宮頸部筋層を穿通して腟円蓋から発生する再発性子宮内膜ポ
リープの一例

○藤峯 絢子、立花 眞仁、田中 恵子、井ヶ田 小緒里、久野 貴司、井原 基正、 
渡邉 善、志賀 尚美、新倉 仁、八重樫 伸生

東北大学 産婦人科

【緒言】子宮内膜ポリープは内膜基底層の局所的なホルモン感受性亢進による過形成であり子宮内腔に
発生する。今回我々は頸部筋層付近より外向性に発育する子宮内膜ポリープで治療に苦慮した例を経験
したので報告する。【症例】37歳、0経妊 0経産。30歳で結婚。33歳、不正出血で前医を初診し、子宮
腟部左側腟壁に 3 cm大のポリープと子宮筋腫、内膜症性嚢胞を認めた。前医にて腹腔鏡下左内膜症性
嚢胞核出術、2度の腟ポリープ切除術を施行された。腟ポリープの病理診断はいずれも内膜ポリープで
あった。挙児希望あるもポリープの再々発と持続出血のため性交障害を認め、34歳時に当科紹介初診
となった。子宮頸部に 4 cm大のポリープと多発筋腫、内膜症性嚢胞を認めた。MRI、子宮鏡検査では、
ポリープの内膜との明らかな連続性は認めなかった。他の不妊症検査に異常はなかった。腟ポリープ切
除術を施行し半年間ジエノゲスト内服後、人工授精を施行したが再発。35歳時に開腹子宮筋腫核出術、
内膜症性嚢胞核出術、腟ポリープ切除術を施行した。病理診断は子宮内膜ポリープであった。その後
ARTの方針とした。37歳、IVFで妊娠成立したが、ポリープの再発を認めている。【結語】腟内に突出
する子宮内膜ポリープは稀であり鑑別診断には polypoid endmetoriosis等が挙げられる。本症例は易出
血性で性交障害をきたし治療に難渋した例であり、妊娠後の流早産や感染リスク等を考慮し妊娠管理を
行う必要がある。

153.	 分娩後に発生した巨大胎盤ポリープの一例
○萩原 達也、佐藤 孝洋、藤本 久美子、片平 敦子、舩山 由有子、高津 政臣
宮城厚生協会坂総合病院 産婦人科

【緒言】胎盤ポリープは、分娩後や流産後に遺残した胎盤組織に基づくもの、脱落膜静脈に迷入した絨
毛組織により発症するもの、胎盤剥離面の凝結が子宮収縮不良と重なり発症するものなどがあるが、発
生頻度は 0.05～2%と低く稀な疾患である。産後数週間から数か月後に出血を引き起こすことが多く、
子宮動脈塞栓術や子宮鏡下切除術が選択されるが、自然消失することもある。今回 55 mmに及ぶ巨大
な胎盤ポリープが自然消失した一例を経験したので報告する。【症例】38歳、2妊 0産、既往特記なし。
38週 4日、胎児機能不全の診断で吸引分娩となり、2,872 gの男児を出生した。分娩直後より弛緩出血
の診断で子宮収縮剤投与し、超音波検査にて体下部から頚部にかけて 49 mm大のコアグラを認め、ガー
ゼ圧迫にて止血を得た。1ケ月健診時も頚部に 50 mm大の腫瘤は残存しており造影MRIを行い内部に
著明な動脈性血流が確認された。病理検査では絨毛組織が確認され、胎盤ポリープの疑いで他院に紹介、
約 2か月の経過観察中に腫瘤は消失した。【結語】今回、約 2か月で自然消失した巨大胎盤ポリープの
1例を経験した。胎盤ポリープは大量出血や子宮穿孔などを引き起こすリスクが高く、積極的な治療を
要することが多い。しかし胎盤ポリープは時間経過とともに血流が減少し、自然消失・排出が期待でき
るとする報告もあり、積極的治療を行うべき症例と、経過観察が可能な症例を検討する必要があると考
えられた。
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156.	 術前診断が困難であった後腹膜リンパ管腫の一症例
○下田 勇輝、村上 一行
かづの厚生病院 産婦人科

リンパ管腫は小児の頭部や頚部によくみられる良性の腫瘍として知られている。その 75%は頭頚部に
発生し、20%が腋窩、5%が腹腔内に発生するといわれており、後腹膜原発のリンパ管腫は全体の 1%

以下にすぎない。今回、我々は、右下腹部痛で発症し、術前に診断困難でであった後腹膜リンパ管腫の
一例を経験した。症例は 56歳、2経妊 2経産であり、10年以上婦人科受診歴がなかった。下腹痛およ
び 38度超の発熱を認め、近医から巨大筋腫を指摘されて当科紹介となった。MRIおよび CT検査にて
20 cm大の巨大筋腫と子宮周囲の液体貯留、右卵巣領域に非定型的な腫瘍像を認めた。抗生剤加療を開
始し、一時的に症状改善を見たが、3病日に症状の再燃、増悪したため手術（子宮全摘出術＋両側付属
機摘出術）を施行した。開腹すると、巨大子宮筋腫と腹水を認め、右卵巣動静脈に沿うように、やや緊
満した暗赤色の嚢胞状腫瘤を認めた。嚢胞内容は凝固した血液であり、卵巣動静脈とは異なる脈管であ
ることからリンパ管腫、腫瘍内出血を想定し、完全摘出を試みたが、一部摘出困難であった。術後経過
は良好であり速やかに解熱し炎症反応の鎮静化を見た。リンパ管腫は原発部位により、時に下腹痛や嘔
気などの症状を呈することがある。その場合、外科的切除がなされるが、完全摘出が困難な場合もあり、
再発することも報告されているため、今後注意深く経過をみていく必要がある。

155.	 Accessory	and	cavitated	uterine	masses	（ACUM）の一例
○太田 恭子、栃木 実佳子、西堀 翔子、氷室 裕美、柳田 純子、斎藤 美帆、中里 浩樹、
佐藤 多代、鈴木 久也、谷川原 真吾

仙台赤十字病院 産婦人科

【緒言】Accessory and cavitated uterine masses （ACUM）は過去の文献で散見される正常子宮に発生する
嚢胞性腫瘤である。ACUMと考えられる一例を経験したので報告する。
【症例】34歳、1妊 1産、既往歴に IgA腎症と扁桃摘出術がある。第一子出産後半年程度で月経再開し
たが徐々に月経痛が増強し、月経終了後も鎮痛薬が無効な腹痛が続くため、A内科を受診した。CTに
て卵巣腫瘍が疑われ、B病院産婦人科紹介となった。B病院で単純MRI撮影し、子宮の浮腫・子宮奇
形の疑いと説明され子宮全摘を勧められた。セカンドオピニオン目的に A内科より当科紹介となった。
当科で再度造影MRI撮影し、子宮体部筋層内に 2 cm大の腫瘤を認めた。経腟超音波でも同様の所見で
あった。子宮奇形もしくは変性子宮筋腫の診断で、開腹手術を行った。開腹所見では子宮は正常大で左
右卵管卵巣ともに正常に位置していた。左円靭帯の背側、左固有靭帯との間に 2 cm大の堅い腫瘤を認め、
腫瘤を核出した。腫瘤内容はチョコレート色の古い血液で満たされ、病理組織学的には内腔に子宮内膜
組織を認める平滑筋腫瘤との結果であった。術後は月経痛も改善し、順調に経過している。
【考察】今回の症例は子宮と付属器の位置関係は正常で、子宮そのものに腺筋症病変を認めなかった。
本症例と ACUMについて、文献的報告から考察する。
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158.	 全胞状奇胎の治療中に子宮破裂を発症し出血性ショックに至った
1例

○山田 菫、大阪 康宏、高田 笑、坂本 人一、柴田 健雄、能丸 遼平、浮田 彩絵、 
山村 孝一、藤田 智子、高木 弘明、高倉 正博、笹川 寿之

金沢医科大学 産婦人科

【緒言】近年、絨毛性疾患は妊娠 10週以前に診断される症例が多く、胞状奇胎は予後が良いと報告され
ている。今回我々は、妊娠 17週相当に巨大な嚢胞性腫瘤を子宮内に認め、全胞状奇胎と診断し、治療
において非常に苦慮した稀な症例を経験したのでここに報告する。【症例】22歳女性 G1P0AA1、主訴 :

嘔気、月経歴 : 月経不順。臨床経過 : 20XX年 12月下旬より嘔気、20XX年 12月末から翌年 1月初旬
まで性器出血を認め、前医受診した。骨盤 CTにて子宮腫大を指摘され当科紹介となった。初診時の血
中 hCG-βは 471.9 ng/mL、造影MRIにて子宮内に約 13×8×7 cmの嚢胞性腫瘤を認め、胞状奇胎を疑い
にて子宮内容物除去術を施行し、病理組織学検査にて全胞状奇胎と診断した。退院後、突然腹痛が出現
しショック状態で当院に救急搬送され、全身造影 CTにて子宮からの大量出血が疑われ緊急 IVRにて止
血を試みた。IVR後の造影 CTにて子宮底部からの oozingが疑われ入院 3日目に開腹にて損傷部位の縫
合止血を行い、メソトレキセート（MTX）20 mgの局所投与が行った。病理組織学検査にて侵入奇胎と
診断された。その後 6回のMTX 20 mg投与が施行され、hCG陰性化し外来経過観察行っている。【考察】
嘔気を主訴に妊娠 17週相当の巨大な胞状奇胎が発見され、胞状奇胎除去術後に侵入奇胎による子宮破
裂をきたした稀な症例を経験した。子宮破裂に対し IVR、開腹による損傷部位の修復、MTX投与を行い、
妊孕性の温存を図った。

157.	 悪性腹膜中皮腫の1例
○奥 聡1、武田 真人1、朝野 拓史1、小林 由佳子1、井平 圭1、野崎 綾子1、金野 陽輔1、
加藤 達矢1、工藤 正尊1、渡利 英道1、清水 亜衣2、松野 吉宏2

1北海道大学病院 産婦人科、2北海道大学病院 病院病理部

【緒言】治療法が確立されておらず予後不良な腹膜中皮腫の 1例を経験したので経過を報告する .【症例】
44歳、3経妊 1経産。16歳時に yolk sac tumorのため右付属器切除、左卵巣部分切除、リンパ節郭清術
を施行後、20歳時まで維持化学療法を継続した。27歳時に帝王切開での分娩歴、30代に 2年程度の製
紙工場（事務員）の勤務歴がある。43歳時に腹部膨満感を自覚し前医受診。腹水貯留を認め腹水除去
を行ったが、腹水細胞診では反応性中皮細胞と判定された。4ヶ月後再び腹水貯留が著明となり、精査
加療目的に当院紹介、腫瘍マーカーは CA125の軽度上昇を認めるのみであった。MRIで骨盤内から連
続する被包化された液貯留とダグラス窩腹膜肥厚を認めたが、腫瘤影は確認できなかった。試験開腹を
施行したところ、腹腔内に褐色調で粘調な液体貯留の他、嚢胞が存在したが、周囲腸管との癒着が強固
で摘出困難と判断し、嚢胞壁を一部摘出し閉腹した。病理組織学的診断で嚢胞壁にMalignant mesothe-

lioma, epithelioid typeが確認された。患者は現在 pemetrexed-cisplatin併用の全身化学療法を継続してい
る。【結語】腹膜中皮腫は胸膜中皮腫に比し、女性やアスベストの暴露歴が明らかでない症例の比率が
高いが、胸膜中皮腫同様増加傾向にある。腹水貯留が主で腫瘤形成を殆ど来さない例も多く、腫瘤を伴
わない腹水貯留の症例を認めた場合は腹膜中皮腫を念頭におく必要がある。その他文献的考察を加えて
報告する。
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160.	 ステロイド細胞腫瘍の1例
○渡辺 紗奈、早坂 直、堀川 翔太、岡本 綾、早坂 典子、清野 朝史、井出 佳宏
日本海総合病院 産婦人科

【症例】37歳未経妊。3年前から顎髭、1年半前から低声化、体幹の多毛、色素沈着などの男性化徴候
を自覚していたが、加齢変化と考え未受診だった。検診で高血圧症・多血症を指摘され当院の内科を受
診し、血液検査でテストステロンが 33 ng/mLと高値のため産婦人科に紹介された。経腟エコー・MRI

で 6×3 cmの左充実性卵巣腫瘍を認め、アンドロゲン産生腫瘍と考え、腹腔鏡下左付属器切除術を施行
した。術後 3日目のテストステロンは 0.46 ng/mLまで低下し、その後も上昇なく経過している。また、
高血圧症・多血症も改善がみられた。病理診断はステロイド細胞腫瘍であった。【考察】ステロイド細
胞腫瘍は性索間質性腫瘍に分類され、全卵巣腫瘍の 0.1%に発生する非常にまれな腫瘍である。約 50%

でアンドロゲン産生に伴う男性化徴候、約 10%でエストロゲン産生に伴う月経不順や不正性器出血な
どの内分泌学的徴候がみられ、診断の契機となることが多い。今回我々は男性化徴候を有しながらも、
高血圧症・多血症の精査中に偶発的に発見されたステロイド細胞腫瘍の 1例を経験したので文献的考察
を加え報告する。

159.	 抗 NMDA受容体脳炎の4例
○藤井 タケル、加藤 彗、後藤 久美子、早貸 幸辰、首藤 聡子、平山 恵美、菅原 照夫、
酒井 慶一郎、奥山 和彦

市立札幌病院 産婦人科

抗 NMDA受容体脳炎は 2007年に Dalmauらが辺縁系脳炎のうち卵巣奇形腫を随伴する症例で
N-methyl-D-aspartate（NMDA）受容体に対する抗体が存在する事を報告し認知されるようになった。
若年女性に好発し、本邦での報告では年間発症率は人口 100万人あたり 0.33人とされている。今回、
当科において 2010年から 2015年までの間に卵巣奇形腫を伴う抗 NMDA受容体脳炎の症例を 4例経験
した。本疾患は前駆期、精神病期、無反応期、不随意運動期、緩徐回復期の 5つのステージに分けられ、
特に無反応期、不随意運動期において重篤な経過をとり、自験例においても全例で長期にわたる呼吸器
管理を要した。経過中に徐脈、頻脈、持続する高度の発熱等、多彩な症状が見られていた。病初期の発
熱、意識障害等の症状の精査中に奇形腫が疑われ初めて婦人科紹介となるケースが殆どである。診断は
血清あるいは髄液から抗NMDA受容体抗体を検出する事で行われる。検査には約1ヶ月程度を要するが、
発症から 1ヶ月以内での治療が有意に予後を改善するとの報告もあり、疑った時点で治療を開始してい
るのが現状である。治療は腫瘍の摘出と免疫療法を組み合わせて行われる。摘出物の病理結果で神経組
織が含まれる事も本疾患に特徴的である。61%の症例で 8ヶ月以内に回復が得られ、80%は発症から
24ヶ月までに緩徐に回復するが、10%は死亡するとされる。今回、当院で経験した 4症例についてそ
の特徴的な経過に文献的考察を加え報告する。
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162.	 選択的卵巣静脈血サンプリングが診断に有効であったテストステ
ロン産生卵巣腫瘍の1例

○黒田 敬史1、馬場 剛1、長尾 沙智子1、藤部 佑哉1、森下 美幸1、久野 芳佳1、 
廣川 直樹2、遠藤 俊明1、斉藤 豪1

1札幌医科大学産婦人科学講座 産婦人科、2札幌医科大学放射線治療科 放射線治療科

【緒言】今回我々は、画像検査で診断に至らず選択的卵巣静脈血サンプリングで腫瘍の局在診断が可能
であった、テストステロン（以下 T）産生腫瘍の 1例を経験したので報告する。【症例】31歳女性、0

経妊。29歳から続発性無月経となり、前医で症状改善を認めず紹介となった。初診時陰核肥大、多毛
といった男性化徴候を認め、T 8.24 ng/ml、LH 2.10 mIU/ml、FSH 2.28 mIU/mlと T高値であったが、エ
コー・CT・MRI検査にて卵巣は正常大で、他全身にもホルモン産生腫瘍を疑う所見を認めなかった。
その後ホルモン療法で T高値は改善せず、再度画像を検討した。左卵巣の 18 mm大の高エコー領域が
T産生卵巣腫瘍である可能性を考え、選択的卵巣静脈血サンプリングを施行した。T値は末梢静脈血
10.43 ng/ml、右卵巣静脈血 10.66 mg/ml、左卵巣静脈血 154.50 ng/mlと左卵巣静脈血で有意に高値であっ
た。その後腹腔鏡下左付属器摘出術を施行し、手術所見で左卵巣は長径 32 mmとほぼ正常大であったが、
内部に境界明瞭な 2 cmほどの腫瘤を認め病理診断にて Leydig細胞腫および良性 Brenner腫瘍と診断さ
れた。施術翌日の Tは 0.21 ng/mlと正常化し、1ヶ月後にも正常値を維持した。現在月経周期について
自然経過観察を行っている。【結語】選択的卵巣静脈血サンプリングは、本症例のように特徴的な画像
所見を認めず診断に苦慮するホルモン産生腫瘍において有効な診断法であると考えられた。

161.	 摘出した停留精巣において、同一の精細管内悪性胚細胞腫瘍を合
併した完全型アンドロゲン不応症の姉妹例

○井ケ田 小緒里1、志賀 尚美1、田中 恵子1、藤峯 絢子1、久野 貴司1、石橋 ますみ1,2、 
井原 基公1、渡邉 善1、立花 眞仁1、八重樫 伸生1

1東北大学病院 産婦人科、2気仙沼市立病院 産婦人科

完全型アンドロゲン不応症（complete androgen insensitivity syndrome、以下 CAIS）は、アンドロゲン
受容体の遺伝子変異により起こる X連鎖性の遺伝子疾患である。アンドロゲン受容体の重度な機能障
害のため、核型は 46, XYであるにも関わらず表現型は女性となる。性腺は精巣腫瘍の合併が多く、思
春期前では 0.8-2%、成人後では 22%に精巣癌が発生すると報告されている。今回我々は、姉妹で CAIS

と診断され腹腔鏡下性腺摘除術を施行した結果、両症例の停留精巣において精細管内悪性胚細胞腫瘍
（intratubular malignant germ cell、以下 ITMGC）を認めた症例を経験した。 妹は 25歳女性、原発性無
月経だったが産婦人科の受診歴はなく、18歳時に特発性血小板減少性紫斑病の精査目的の骨髄染色体
検査にて 46, XYが判明し当科紹介となった。精査にて CAISと診断されたが一時通院中断があり、25

歳時に再診し腹腔鏡下両側性腺摘除術を施行した。病理組織所見は萎縮した精巣組織内の一部に
ITMGCを認めた。現在慎重な経過観察中である。姉は 37歳女性、30歳時に原発性無月経を主訴に当
院受診し、CAISの診断となった。性腺摘出術を提案するも経過観察を希望され、その後転居し、別施
設にて36歳時に腹腔鏡下性腺摘出術を施行された。病理組織所見は妹と同様であった。本症例を通じて、
CAISの精巣における悪性腫瘍の病理組織像と遺伝子変異の関連について文献的考察を含めて報告する。 
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164.	 免疫療法に抵抗した腟壁原発悪性黒色腫の1例
○坂野 陽通、佐々木 博正、桑原 陽祐、別宮 若菜、松山 純、中尾 光資郎、近藤 壯、
平吹 信弥、干場 勉

石川県立中央病院 産婦人科

【諸言】悪性黒色腫は多様な臓器への転移を認める疾患である。悪性黒色腫は依然として予後不良な疾
患で、治療は可能ならば切除が第一選択となるが、手術不能な場合は分子標的薬を含む化学療法が選択
される。今回ニボルマブで一旦は腫瘍の縮小を認めたもののすぐに腫瘍の増大、転移を認め、治療に抵
抗した 1例を経験したので報告する。【症例】43歳、0経妊 0経産。不正性器出血を主訴に前医を受診、
腟壁腫瘤を指摘され当科に紹介。腟壁に 60 mmの腫瘤病変、コルポスコピーで表面粗顆粒状、黒色調
の腫瘤を認めた。組織診から悪性黒色腫と診断した。原発巣は腟壁から隣接の膀胱に浸潤しており、全
身検索で既に肺・肝臓・脳・皮膚などほぼ全身に大小の転移を多数認め、手術不能と診断した。BRAF

検査で遺伝子変異はなく、抗ヒト PD-1抗体療法（ニボルマブ）を選択し、3 mg/kgで開始した。3コー
ス後、CTで今までの腫瘤は縮小した部分を認めたが、胸膜や心横隔膜など多様に転移を疑う腫瘤像が
出現した。計 7コース施行したが、腫瘍は制御できず、イピリマブに変更するも大腿骨頸部病的骨折、
免疫関連有害事象を生じた。免疫療法も継続困難となり、次第に全身状態も悪化し死亡した。【考察】
悪性黒色腫は免疫療法の登場後も依然予後不良である。また免疫療法の実施に際しては、特有の有害事
象に注意が必要である。

163.	 腟断端部に発症した腟原発扁平上皮癌の一例
○菅 安寿子1、深川 大輔1,2、永沢 崇幸1、佐藤 誠也1、小見 英夫1、刑部 光正2、 
利部 正裕1、石田 和之2、板持 広明1、菅井 有2、杉山 徹1

1岩手医科大学 産婦人科、2岩手医科大学 病理

【はじめに】子宮頸部上皮内癌の診断で単純子宮全摘出術を施行後、腟断端部に腟原発扁平上皮癌を発
症した症例を経験したので報告する。【症例】65歳、女性。3産 3妊。2013年 6月、近医にて子宮頸部
上皮内癌の診断で、腹式単純子宮全摘出術および両側付属器摘出術を施行された。切除断端は陰性であ
り、外来にて経過観察されていた。2016年 11月の断端部組織診断にて扁平上皮癌であったため、当科
へ紹介となった。腟鏡診では、腟断端部中央左側に直径 2 cmのカリフラワー状の腫瘍性病変を認めた。
直腸診および CT、MRI検査にて、傍腟結合織浸潤や転移像はみられず、腟癌 I期と診断した。腟断端
部切除術および傍腟結合織切除術を施行した。摘出標本には 15×15 mmの隆起性病変を認めた。病理
組織的検討では、充実性包巣を形成し融合浸潤を示し増殖する非角化型扁平上皮癌を認めた。背景には
腟上皮内腫瘍を伴っており、腟原発扁平上皮癌と診断した。術後経過は良好で、現在再発傾向を認めず
外来経過観察中である。【まとめ】子宮頸部上皮内癌術後に発症した腟扁平上皮癌の 1例を経験した。
腟癌は非常に稀で、全女性性器癌の 1-2%とされている。本症例は、病理組織診断で癌性腫瘍の背景に
腟上皮内腫瘍を伴っていたことから腟癌と診断した。子宮頸部上皮内癌であっても、子宮摘出術後の経
過観察において、腟断端部を含めた腟部の観察が必要である可能性が示唆された。



139─　　─

年度 回
学　　会 特別講演

担当大学 会　長 担当大学 演　者
昭和 28
11月 1日

1 東北大学
（東北大学医学部中央講堂）

篠田　　糺 東 北 大 学
北 海 道 大 学
新 潟 大 学

貴家　寛而
田畑　武夫
中山栄之助

昭和 29
9月 12日

2 北海道大学
（北大附属病院大講堂）

大野　精七 福 島 県 立 医 科 大 学
新 潟 大 学
札 幌 医 科 大 学

鈴木　泰三
小坂　清石
明石　勝英

昭和 30
10月

3 東北大学
（東北大学医学部東講堂）

篠田　　糺 弘 前 大 学
北 海 道 大 学

品川　信良
松田　正二

昭和 31
10月 14日

4 岩手医大
（岩手県教育会館）

秦　　良麿 岩 手 医 科 大 学
札 幌 医 科 大 学

石浜　淳美
赤石　勝英

昭和 32
9月 21・22日

5 東北大学
（東北大学医学部中央講堂）

九嶋　勝司 東 北 大 学
新 潟 大 学

鈴木　雅洲
野口　　正

昭和 33
8月 3日

6 新潟大学
（大和デパートホール）

中山栄之助 東 北 大 学
北 海 道 大 学

山口　竜二
小国　親久

昭和 34
7月 14・15日

7 札幌医大
（札幌医大講堂）

赤石　勝英 札 幌 医 科 大 学
東 北 大 学
日 母 会 長

小六　義久
野田起一郎
矢口彌三郎

昭和 35
11月 15・16日

8 東北大学
（東北大学医学部中央講堂）

九嶋　勝司 北 海 道 大 学
旭 川 赤 十 字 病 院
東 北 大 学
新 潟 大 学

一戸喜兵衛
松田　禎夫
吉崎　　宏
中山栄之助

昭和 36
10月 14・15日

9 福島医大
（福島県蚕糸会館）

貴家　寛而 福 島 県 立 医 科 大 学
札 幌 医 科 大 学
弘 前 大 学
東 北 大 学

秋山　精治
橋本　正淑
真木　正博
安達　寿夫

昭和 37
10月 6・7日

10 北海道大学
（クラーク会館）

小川　玄一 新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学
小 樽 市

鈴木　正彦
佐藤　友義
石井　　碩

昭和 38
10月 12日

11 岩手医大
（盛岡市県産業会館）

秦　　良麿 札 幌 医 科 大 学
弘 前 大 学
東 北 大 学

森　　和郷
菊池　岩雄
一條　元彦

昭和 39
8月 15・16日

12 弘前大学
（十和田市観光ホテルホール）

品川　信良 北 海 道 大 学
新 潟 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学

林　　義夫
渡辺　重雄
大川　知之

昭和 40
8月 29日

13 新潟大学
（新潟市東映ホテル）

鈴木　雅洲 札 幌 医 科 大 学
弘 前 大 学
東 北 大 学

小森　　昭
永山　正剛
長谷川直義

昭和 41
9月 3・4日

14 札幌医大
（札幌医大大講堂，
北海新聞社ホール）

明石　勝英 岩 手 医 科 大 学
新 潟 大 学
北 海 道 大 学

飯田　　肇
関塚　正昭
清水　哲也

昭和 42
8月 19・20日

15 東北大学
（東北大記念講堂）

九嶋　勝司 東 北 大 学
弘 前 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
札 幌 医 科 大 学

福島　峰子
長沢　一磨
森田　恒之
小森　昭人

昭和 43
8月 24日

16 福島医大
（飯坂　東亜栄養講堂）

貴家　寛而 岩 手 医 科 大 学
新 潟 大 学
北 海 道 大 学

国本　恵吉
岡田　正俊
福島　　務

昭和 44
8月 10日

17 北海道大学
（クラーク会館）

松田　正二 弘 前 大 学 高野　　敦

昭和 45
11月 15日

18 岩手医大
（岩手医大臨床講堂）

秦　　良麿 札 幌 医 科 大 学
東 北 大 学

佐竹　　実
村中　　篤

昭和 46
9月 25日

19 弘前大学
（ホテル青森）

品川　信良 新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学

本多　　啓
利部　輝雄

昭和 47
9月 16日

20 新潟大学
（新潟県民会館）

竹内　正七 北 海 道 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学

西谷　　巖
関本　昭治
（敬称略）

北日本産科婦人科学会　担当校および特別講演担当者一覧
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年度 回
学　　会 特別講演

担当大学 会　長 担当大学 演　者
昭和 48
10月 20・21日

21 秋田大学
（秋田教育会館）

九嶋　勝司 弘 前 大 学
札 幌 医 科 大 学

高沢　哲也
川瀬　哲彦

昭和 49
10月 26・27日

22 札幌医大
（札幌医師会館）

橋本　正淑 東 北 大 学
秋 田 大 学

高橋　克幸
齋藤　良治

昭和 50
10月 18・19日

23 福島医大
（福島文化センター）

福島　　務 新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学

布川　　修
西島　光彦
加藤　敬三

昭和 51
11月 6・7日

24 東北大学
（仙台市民会館）

鈴木　雅洲 札 幌 医 科 大 学
北 海 道 大 学
山 形 大 学

工藤　隆一
藤本征一郎
広井　正彦

昭和 52
9月 24・25日

25 北海道大学
（札幌教育文化会館）

一戸喜兵衛 旭 川 医 科 大 学
金 沢 大 学
弘 前 大 学

芳賀　宏光
赤祖父一知
齋藤　　勝

昭和 53
9月 16・17日

26 岩手医大
（盛岡県民会館）

秦　　良麿 金 沢 医 科 大 学
東 北 大 学
秋 田 大 学

桑原　惣隆
東岩井　久
樋口　誠一

昭和 54
9月 1・2日

27 新潟大学
（新潟県民会館）

竹内　正七 岩 手 医 科 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
新 潟 大 学

小見　克夫
武市　和之
高橋　　威

昭和 55
8月 30・31日

28 弘前大学
（パレス瑞祥）

品川　信良 北 海 道 大 学
札 幌 医 科 大 学
山 形 大 学
金 沢 大 学
北 海 道 大 学
東 北 大 学

鈴木　重統
田中　昭一
千村　哲朗
西田　悦郎
一戸喜兵衛
鈴木　雅洲

昭和 56
10月 2・3日

29 札幌医大
（札幌教育文化会館）

橋本　正淑 富 山 医 科 薬 科 大 学
旭 川 医 科 大 学
弘 前 大 学

柳沼　　忞
石川　睦男
佐藤　重美

昭和 57
9月 10・11日

30 秋田大学
（秋田文化会館）

真木　正博 秋 田 大 学
東 北 大 学
金 沢 大 学

曽我　賢次
佐藤　　章
山田　光興

昭和 58
10月 10・11日

31 金沢大学
（金沢文化ホール）

西田　悦郎 金 沢 医 科 大 学
岩 手 医 科 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
新 潟 大 学

杉浦　幸一
井筒　俊彦
本田　　任
小幡　憲郎

昭和 59
10月 6・7日

32 山形大学
（ホテルキャッスル）

広井　正彦 山 形 大 学
弘 前 大 学
札 幌 医 科 大 学
北 海 道 大 学

川越慎之助
野村　雪光
郷久　鉞二
沓沢　　武

昭和 60
8月 24・25日

33 旭川医科大
（ニュー北海ホテル）

清水　哲也 東 北 大 学
秋 田 大 学
富 山 医 科 薬 科 大 学
旭 川 医 科 大 学

古橋　信晃
平野　秀人
長阪　恒樹
山下　幸紀

昭和 61
10月 5・6日

34 金沢医科大学
（教育自治会館）

桑原　惣隆 金 沢 大 学
新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学
福 井 医 科 大 学

寺田　　督
吉沢　浩志
善積　　昇
富永　敏朗

昭和 62
9月 26・27日

35 東北大学
（戦災復興記念館）

矢嶋　　聰 金 沢 医 科 大 学
弘 前 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
北 海 道 大 学

高林　晴夫
鍵谷　昭文
星　　和彦
田中　俊誠

昭和 63
9月 24・25日

36 富山医科薬科大学
（名鉄トヤマホテル）

泉　　陸一 東 北 大 学
秋 田 大 学
山 形 大 学
札 幌 医 科 大 学

岡村　州博
設楽　芳宏
斉藤　憲康
福島　道夫

平成元年
9月 30日・
10月 1日

37 福島県立医科大
（グリーンパレス）

佐藤　　章 新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学
旭 川 医 科 大 学
富 山 医 科 薬 科 大 学

本間　　滋
西島　光茂
千石　一雄
新居　　隆
（敬称略）
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年度 回
学　　会 特別講演

担当大学 会　長 担当大学 演　者
平成 2
9月 29・30日

38 北海道大学
（グリーンホテル札幌）

藤本征一郎 福 島 県 立 医 科 大 学
福 井 医 科 大 学
弘 前 大 学
金 沢 大 学

遠藤　　力
小辻　文和
中村　幸夫
橋本　　茂

平成 3
9月 28・29日

39 福井医科大学
（フェニックスプラザ）

富永　敏朗 札 幌 医 科 大 学
北 海 道 大 学
金 沢 医 科 大 学
山 形 大 学

伊東　英樹
牧野田　知
井浦　俊彦
斉藤　英和

平成 4
10月 16・17日

40 岩手医科大学
（岩手県民会館）

西谷　　巖 旭 川 医 科 大 学
秋 田 大 学
東 北 大 学
岩 手 医 科 大 学

笠茂　光範
後藤　　薫
深谷　孝夫
松田　壮正

平成 5
9月 17・18日

41 新潟大学
（ホテル新潟）

田中　憲一 富 山 医 科 薬 科 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
新 潟 大 学
福 井 医 科 大 学

岡　　秀明
柳田　　薫
児玉　省二
紙谷　尚之

平成 6
10月 7・8日

42 弘前大学
（弘前市文化センター）

齋藤　良治 金 沢 大 学
金 沢 医 科 大 学
北 海 道 大 学
弘 前 大 学

生水真紀夫
国部　久也
佐川　　正
丸山　英俊

平成 7
9月 14・15日

43 札幌医科大学
（厚生年金会館）

工藤　隆一 東 北 大 学
札 幌 医 科 大 学
山 形 大 学
秋 田 大 学

上原　茂樹
寒河江　悟
平山　寿雄
児玉　英也

平成 8
9月 20・21日

44 秋田大学
（秋田ビューホテル）

田中　俊誠 新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学
旭 川 医 科 大 学
富 山 医 科 薬 科 大 学

吉谷　徳夫
吉崎　　陽
玉手　健一
伏木　　弘

平成 9
10月 31日・
11月 1日

45 金沢大学
（金沢市文化ホール）

井上　正樹 福 島 県 立 医 科 大 学
福 井 医 科 大 学
弘 前 大 学
金 沢 大 学

片寄　治男
後藤　健次
佐藤　秀平
笹川　寿之

平成 10
10月 2・3日

46 山形大学
（山形市中央公民館）

廣井　正彦 北 海 道 大 学
金 沢 医 科 大 学
秋 田 大 学
山 形 大 学

櫻木　範明
金子　利朗
高橋　　道
手塚　尚広

平成 11
8月 27・28日

47 旭川医科大学
（旭川市大雪クリスタルホール）

石川　睦男 東 北 大 学
新 潟 大 学
札 幌 医 科 大 学
旭 川 医 科 大 学

今野　　良
高桑　好一
小泉　基生
林　　博章

平成 12
9月 1・2日

48 金沢医科大学
（ホテル日航金沢・金沢市アー
トホール）

牧野田　知 岩 手 医 科 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
富 山 医 科 薬 科 大 学
福 井 医 科 大 学

福島　明宗
大川　敏昭
藤村　正樹
細川久美子

平成 13
9月 21・22日

49 東北大学
（勝山館）

岡村　州博 秋 田 大 学
弘 前 大 学
金 沢 大 学
金 沢 医 科 大 学

福田　　淳
藤井　俊策
村上　弘一
吉田　勝彦

平成 14
9月 20・21日

50 富山医科薬科大学
（富山国際会議場（大手町
フォーラム））

齋藤　　滋 北 海 道 大 学
札 幌 医 科 大 学
東 北 大 学
山 形 大 学

山田　秀人
斉藤　　豪
伊藤　　潔
中原　健次

平成 15
10月 10・11日

51 福島県立医科大学
（福島県文化センター）

佐藤　　章 富 山 医 科 薬 科 大 学
新 潟 大 学
福 井 医 科 大 学
旭 川 医 科 大 学

酒井　正利
青木　陽一
吉田　好雄
山下　　剛

平成 16
9月 10・11日

52 北海道大学
（ロイトン札幌）

水上　尚典 秋 田 大 学
金 沢 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
岩 手 医 科 大 学

佐藤　宏和
田中　政彰
藤森　敬也
小山　理恵
（敬称略）
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年度 回
学　　会 特別講演

担当大学 会　長 担当大学 演　者
平成 17
9月 30日・
10月 1日

53 福井大学
（福井県自治会館）

小辻　文和 弘 前 大 学
北 海 道 大 学
山 形 大 学
金 沢 医 科 大 学

横山　良仁
工藤　正尊
高橋　一広
藤井　亮太

平成 18
9月 1・2日

54 岩手医科大学
（ホテルメトロポリタン盛岡 
NEW WING）

杉山　　徹 札 幌 医 科 大 学
東 北 大 学
富 山 大 学
旭 川 医 科 大 学

林　　卓宏
新倉　　仁
中村　隆文
田熊　直之

平成 19
10月 5・6日

55 新潟大学
（新潟コンベンションセン
ター「朱鷺メッセ」）

田中　憲一 金 沢 大 学
福 井 大 学
秋 田 大 学
新 潟 大 学

高倉　正博
田嶋　公久
藤本　俊郎
藤田　和之

平成 20
9月 13・14日

56 弘前大学
（弘前文化センター）

水沼　英樹 岩 手 医 科 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学
北 海 道 大 学
山 形 大 学

西郡　秀和
高橋　秀憲
森川　　守
高橋　俊文

平成 21
8月 29・30日

57 札幌医科大学
（札幌市教育文化会館）

斉藤　　豪 旭 川 医 科 大 学
金 沢 医 科 大 学
東 北 大 学
弘 前 大 学

宮本　敏伸
宮澤　英樹
室月　　淳
福井　淳史

平成 22
9月 18・19日

58 金沢大学
（金沢市文化ホール）

井上　正樹 札 幌 医 科 大 学
富 山 大 学
金 沢 大 学

鈴木　孝浩
日高　隆雄
中村　充宏

平成 23
9月 24・25日

59 秋田大学
（秋田キャッスルホテル）

寺田　幸弘 秋 田 大 学
新 潟 大 学
福 井 大 学

熊谷　　仁
八幡　哲郎
折坂　　誠

平成 24
9月 8・9日

60 山形大学
（山形テルサ）

倉智　博久 山 形 大 学
岩 手 医 科 大 学
北 海 道 大 学

堤　　誠司
利部　正裕
金内　優典

平成 25
9月 7・8日

61 旭川医科大学
（旭川グランドホテル）

千石　一雄 福 島 県 立 医 科 大 学
東 北 大 学
旭 川 医 科 大 学

渡辺　尚文
宇都宮裕貴
片山　英人

平成 26
9月 27・28日

62 金沢医科大学
（金沢市アートホール、
ホテル金沢）

牧野田　知 金 沢 医 科 大 学
弘 前 大 学
札 幌 医 科 大 学

高木　弘明
田中　幹二
岩崎　雅宏

平成 27
9月 5・6日

63 福島県立医科大学
（ザ・セレクトン福島）

藤森　敬也 金 沢 大 学
富 山 大 学
福 井 大 学

水本　泰成
中島　彰俊
黒川　哲司

平成 28
9月 17・18日

64 北海道大学
（ロイトン札幌）

櫻木　範明 秋 田 大 学
新 潟 大 学
岩 手 医 科 大 学

佐藤　直樹
関根　正幸
金杉　知宣

平成 29
9月 2・3日

65 東北大学
（仙台国際センター）

八重樫伸生 北 海 道 大 学
山 形 大 学
福 島 県 立 医 科 大 学

渡利　英道
川越　　淳
菅沼　亮太
（敬称略）
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北日本産科婦人科学会会則

（名称）
 1 本会は、北日本産科婦人科学会と称する。

（事務局等）
 2 本会は、事務局を東北大学医学部産科学婦人科学教室に置く。

（目的）
 3 本会は、産科婦人科学の進歩発展、国民の健康と福祉に貢献し、会員の親睦を図ることを目
的とする。

（事業）
 4 本会は、学術集会を開催する。
 5 本会は、他の学会・研究会と連合して学会を開催することができる。

（会員）
 6 本会の会員は、北海道、東北 6県、北陸 4県の産科婦人科学会員とする。
 7 北海道、東北 6県、北陸 4県に所属する日本産科婦人科学会の名誉会員は、本学会の名誉会

員とする。
 8 前項の他に本会役員会の推薦により名誉会員を置くことができる。
 9 北海道、東北 6県、北陸 4県に所属する日本産科婦人科学会の功労会員は、本会の功労会員

とする。

（役員）
10 本会には、次の役員をおく。
　　学術集会長　1名
　　委員　　　　若干名
　　幹事　　　　若干名
11　学術集会長は、役員会で決定し、任期は次回総会までとする。
12　委員は、北海道、東北 6県、北陸 4県に所属する日本産科婦人科学会役員（理事、監事、名
誉会員、功労会員、代議員、幹事）および医系大学産婦人科教授等、本会の名誉会員とする。

13　幹事は、東北大学産科学婦人科学教室員の中から同教室教授が若干名指名する。

（役員会）
14 役員会は、以下の事項について議決する。
 （1）　次期学術集会長
 （2）　次期特別講演者
 （3）　会則の変更
 （4）　名誉会員の推薦
 （5）そ　の他運営に関する重要事項
 （6）　議決は出席者の過半数以上の議決をもって決する。
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（総会）
15 総会は、役員会での議決事項の報告などを行う。

（学術集会）
16 本会は、毎年 1回学術集会を開く。
17 学術集会では、研究発表や調査報告などを行う。
18 学術集会開催費および総会開催費、各種事務経費は、開催道県の産科婦人科学会が負担する。

 平成 元 年 9月 30日改定
 平成 24年 9月  9日改定



第 26回

日本婦人科がん検診学会
総会・学術講演会

プログラム

●●●　テーマ　●●●

婦人科がん検診を鳥瞰する

 会  期 　2017年 9月 2日（土）・3日（日）
 会  場 　仙台国際センター 会議棟 2階 萩
 会  長 　伊藤　　潔

東北大学災害科学国際研究所 災害医学研究部門
災害産婦人科分野　教授

学会事務局

東北大学医学部　産科婦人科学教室
〒 980-8574　仙台市青葉区星陵町 1-1

TEL : 022-717-7251　FAX : 022-717-7258

運営事務局

株式会社東北共立 

〒 982-0001　仙台市太白区八本松 2-10-11

TEL : 022-246-2591　FAX : 022-249-5618

E-mail : jagcs26@tohoku-kyoritz.co.jp

● 第 26回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会 事務局 ●

※日程およびプログラムのみ掲載しております。
　抄録等の詳細につきましてはホームページ（http://www.kitani65:tohoku-kyoritz.co.jp）をご覧下さい。
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日　　程　　表

会議棟 2 階　萩 会議棟 3 階　小会議室 8

8 : 00

9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

19 : 00

20 : 00

会議棟 2 階　萩

8 : 00

9 : 00

10 : 00

11 : 00

12 : 00

13 : 00

14 : 00

15 : 00

16 : 00

17 : 00

18 : 00

19 : 00

20 : 00

1 日目　9 月 2 日（土） 2 日目　9 月 3 日（日）

第 26回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会

10 : 55～　開会の挨拶
11 : 00～12 : 00　特別講演 1
「経腟超音波断層法を用いた 

卵巣がん検診 :  Pitfallもまじえて」
演者 : 横山　良仁　座長 : 渡部　　洋

12 : 00～13 : 00　ランチョンセミナー 1
「子宮頸がんスクリーニングに 
おける HPV検査の新たな可能性」
演者 : 中村　充宏　座長 : 板持　広明 
共催 : 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社
13 : 05～14 : 05　特別講演 2

「がん検診のあり方 : 
超音波併用乳がん検診の 

検証試験 J-STARTを中心に」
演者 : 大内　憲明　座長 : 伊藤　　潔

14 : 05～14 : 30　評議員会・総会

14 : 30～16 : 00　シンポジウム 1
「HPV検診の展開」

S1-1～S1-4
座長 : 青木　大輔
　　　小田　瑞恵

16 : 00～17 : 00　総懇親会
会議棟 2階　桜 1

17 : 00～17 : 50
一般演題 1 : 検診の精度・課題

O1-1～O1-5
座長 : 植田　政嗣

17 : 50～18 : 30　　一般演題 2 :
各県・地域での検診への取組み

O2-1～O2-4　座長 : 坂本　　優

8 : 30～9 : 30

常任理事会

9 : 30～10 : 55

理事会

9 : 00～10 : 00　特別講演 3
「『子宮頸癌取扱い規約 
病理編第 4版』を読み解く」

演者 : 三上　芳喜　座長 : 新倉　　仁
10 : 00～10 : 30　一般演題 3 : HPV
感染・ワクチン　O3-1～O3-3
座長 :杉山　裕子

10 : 30～12 : 00　シンポジウム 2
「検診の新たな課題」

S2-1～S2-4
座長 :鈴木　光明 
　　　小澤　信義

12 : 00～13 : 00　ランチョンセミナー 2
「子宮頸癌の自然史から考察した 
細胞像、HPV検査結果の読み方 」
演者 : 笹川　寿之　座長 : 青木　大輔 
共催 :ホロジックジャパン株式会社

13 : 10～13 : 40　教育講演 1
「子宮頸部病変のコルポスコピー 」
演者 : 田勢　亨 　座長 : 笹川　寿之

13 : 40～14 : 10　教育講演 2
「若年者の子宮頸がん検診の課題 」
演者 : 宮城　悦子　座長 : 榎本　隆之
14 : 10～14 : 40　教育講演 3
「日本人間ドック学会における婦人科検診の向上とこれからの展望 」
演者 : 和田　高士 　座長 : 佐々木　寛

14 : 40～16 : 10　ワークショップ
日本産婦人科医会、日本対がん協会共同事業
「子宮頸がん検診の新たなる夜明け
─ LBC、HPV検査の普及に向けて ─ 」

WS-1～WS-4
座長 : 伊藤　　潔
　　　鈴木　光明

16 : 10～　閉会の挨拶
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プログラム
1 日目　9 月 2 日（土）

開会の挨拶
10 : 55 ～

伊藤　　潔（東北大学災害科学国際研究所災害医学研究部門災害産婦人科学分野）

特別講演 1

11 : 00～12 : 00
座長 : 渡部　　洋（東北医科薬科大学産婦人科）

SL-1 経腟超音波断層法を用いた卵巣がん検診 : Pitfall もまじえて
〇横山　良仁
弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座

ランチョンセミナー 1

12 : 00～13 : 00
座長 : 板持　広明（岩手医科大学医学部産婦人科学講座）

LS-1 子宮頸がんスクリーニングにおける HPV 検査の新たな可能性
〇中村　充宏
金沢大学附属病院産科婦人科

共催 : 日本ベクトン・ディッキンソン株式会社

特別講演 2

13 : 05～14 : 05
座長 : 伊藤　　潔（東北大学災害科学国際研究所災害医学研究部門災害産婦人科学分野）

SL-2 がん検診のあり方 : 超音波併用乳がん検診の検証試験 J-START を中心に
〇大内　憲明
東北大学大学院医学系研究科客員教授

シンポジウム 1 :  HPV 検診の展開
14 : 30～16 : 00

座長 : 青木　大輔（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室） 
　　　小田　瑞恵（こころとからだの元気プラザ婦人科）

S1-1 子宮頸がん検診手法としての HPV 検査の有用性を検証するコホート研究 ─ 進捗報
告 ─
〇森定　　徹1）、雑賀公美子3）、齊藤　英子4）、河野加奈子2）3）、斎藤　　博3）、青木　大輔1）

1）慶應義塾大学医学部産婦人科学教室、2）慶應義塾大学大学院医学研究科医学研究系、 
3）国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部、 
4）国際医療福祉大学三田病院予防医学センター
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S1-2 福井県における対策型検診に HPV（Human Papillomavirus）検査同時併用検診導入
の試み ─ 横断的検討結果を報告 ─
〇黒川　哲司、大沼　利通、品川　明子、知野　陽子、吉田　好雄
福井大学産科婦人科学教室

S1-3 山梨県における HPV 併用子宮がん検診の現状（CITRUS study 含む）
〇寺本　勝寛
山梨県立中央病院

S1-4 細胞診 / HPV 検査併用子宮がん検診導入に向けて ─ 米子市での取り組み ─ 
〇板持　広明1）、大石　徹郎2）、紀川　純三3）

1）岩手医科大学医学部産婦人科、2）鳥取大学医学部産科婦人科、3）松江市立病院

一般演題 1 : 検診の精度・課題
17 : 00～17 : 50

座長 : 植田　政嗣（公益財団法人大阪府保健医療財団　大阪がん循環器病予防センター　婦人科検診部）

O1-1 子宮頸がん検診における HPV 検査の有用性に関する各無作為化割付試験のアルゴリ
ズムの比較
〇齊藤　英子1）、雑賀久美子2）、河野可奈子2）3）、森定　　徹4）、斎藤　　博2）、青木　大輔4）

1）国際医療福祉大学三田病院予防医学センター、 
2）国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部、 
3）慶應義塾大学大学院医学研究科医学研究系、4）慶應義塾大学医学部産婦人科学教室

O1-2 健康増進事業における子宮頸がん検診のプロセス指標の年次推移
〇雑賀公美子1）、河野可奈子1）2）、青木　大輔3）、齊藤　英子4）、森定　　徹3）、斎藤　　博1）

1）国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部、 
2）慶應義塾大学大学院医学研究科医学研究系、3）慶應義塾大学医学部産婦人科学教室、 
4）国際医療福祉大学三田病院予防医学センター

O1-3 HPV 検査を導入した自治体における子宮頸がん検診の精度管理の現状報告
〇河野可奈子1）2）、雑賀公美子1）、青木　大輔3）、齊藤　英子4）、森定　　徹3）、斎藤　　博1）

1）国立がん研究センター社会と健康研究センター検診研究部、 
2）慶應義塾大学大学院医学研究科医学研究系、3）慶應義塾大学医学部産婦人科学教室、 
4）国際医療福祉大学三田病院予防医学センター

O1-4 職域検診における子宮頸がん検診の実態調査 ─ 現状と課題 ─ 
〇松浦　祐介1）、吉岡　　真2）、中田　光紀3）、原賀　美紀3）、蜂須賀　徹4）、森　　晃爾5）

1）産業医科大学産業保健学部広域・発達看護学、2）産業医科大学産業保健学部人間情報科学、 
3）産業医科大学産業保健学部産業・地域看護学、4）産業医科大学 医学部産科婦人科学、 
5）産業医科大学産業生態科学研究所産業保健経営学

O1-5 婦人科悪性腫瘍に合併する悪性腫瘍 : 日本病理学会剖検輯報データベースを用いた解
析
〇三木　康宏1）、菅原　由美2）、柴原裕紀子3,4）、辻　　一郎2）、 笹野　公伸3）、伊藤　　潔1）

1）東北大学災害科学国際研究所災害医学研究部門災害産婦人科学分野、 
2）東北大学大学院医学系研究科公衆衛生学分野、3）東北大学大学院医学系研究科病理診断学分野、 
4）横浜労災病院病理診断科
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一般演題 2 : 各県・地域での検診への取組み
17 : 50～18 : 30

座長 : 坂本　　優（公益財団法人佐々木研究所附属杏雲堂病院婦人科）

O2-1 熊本県における子宮頸がん検診受診率向上への取組みとその成果
〇宮原　　陽、高石　清美、大竹　秀幸、田代　浩徳、宮村　伸一、田中　信幸、 
福間　啓造、八木　剛志、片渕　秀隆
熊本県がん検診従事者（機関）認定協議会　子宮がん部会

O2-2 秋田県における子宮がん検診の精度向上に向けての取り組み
〇大山　則昭1）、佐藤　直樹2）、軽部　彰宏3）、南條　　博2）、吉岡　知巳4）、高橋　　道5）、 
提嶋　真人5）、寺田　幸弘2）

1）秋田赤十字病院、2）秋田大学医学部、3）由利組合総合病院、4）秋田厚生医療センター、 
5）市立秋田総合病院

O2-3 子宮頸がん早期発見への HPV 併用検診の有用性
〇軽部　彰宏1）、齋藤　史子1）、中村恵菜実1）、金森　勝裕1）、佐藤　広造2）、早川　正明3）、 
渋谷　守重4）、佐々木英昭5）

1）由利組合総合病院、 2）佐藤病院、 3）本荘第一病院、4）しぶやこまちクリニック、5）佐々木産婦人科医院

O2-4 三重県における HPV 検査併用子宮頸がん検診体制の普及に関する取り組み
〇矢納　研二1）、田畑　　務2）、奥川　利治2）、小林　良幸2）、本橋　　卓3）、谷田　耕治3）、 
谷口　晴記4）、田中　浩彦4）、森川　文博5）、池田　智明2）

1）鈴鹿中央総合病院産婦人科、2）三重大学医学部産科婦人科、3）市立四日市病院産婦人科、 
4）三重県立総合医療センター産婦人科、5）森川病院産婦人科
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プログラム
2 日目　9 月 3 日（日）

特別講演 3

09 : 00～10 : 00
座長 : 新倉　　仁（東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野）

SL-3 『子宮頸癌取扱い規約　病理編第 4 版』を読み解く
〇三上　芳喜
熊本大学医学部附属病院病理部・病理診断科

一般演題 3 : HPV 感染・ワクチン
10 : 00～10 : 30

座長 : 杉山　裕子（がん研究会有明病院細胞診断部・婦人科）

O3-1 子宮頸がん検診における HPV 感染状況の変遷
〇前濱　俊之、當眞真希子、小林　剛大、大城　大介、神山　和也
豊見城中央病院産婦人科

O3-2 HPV ワクチンの中長期的な効果の検証 : OCEAN STUDY 中間解析の報告
〇八木　麻未1）、上田　　豊1）、大道　正英2）、角　　俊幸3）、木村　　正1）、岡田　英孝4）、 
松村　謙臣5）、志村研太郎6）、宮城　悦子7）、榎本　隆之8）

1）大阪大、2）大阪医大、3）大阪市大、4）関西医大、5）近畿大、6）大阪産婦人科医会、7）横浜市大、8）新潟大

O3-3 HPV-DNA 検査併用子宮頸がん検診での若い世代の再受診状況の現状
○阿部　里絵 、市川　浩巳、栄田　尚子、和田　恒之、日野　順子、高橋奈穂美、加藤　　修、
藤田　博正、佐々木隆之
北海道対がん協会細胞診センター

シンポジウム 2 : 検診の新たな課題
10 : 30～12 : 00

座長 : 鈴木　光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター） 
　　　小澤　信義（おざわ女性総合クリニック）

S2-1 子宮頸がん検診受診率向上を目指した自己採取 HPV 検査 : 世界の動き
〇Sharon Hanley
北海道大学大学院医学研究科総合女性医療システム学講座

S2-2 英国での sample taker システムの実態調査 
〇吉田　朋美
群馬大学大学院保健学研究科生体情報検査学分野

S2-3 子宮頸がん検診のパラダイムシフト : HPV をターゲットにした新しい予防戦略
〇松本　光司
昭和大学医学部産婦人科学講座
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S2-4 HPV ワクチン接種世代・停止世代のリスク認識と検診
〇上田　　豊
大阪大学大学院医学系研究科産科婦人科学教室

ランチョンセミナー 2

12 : 00～13 : 00
座長 : 青木　大輔（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室）

LS-2 子宮頸癌の自然史から考察した細胞像、HPV 検査結果の読み方
〇笹川　寿之
金沢医科大学産科婦人科学

共催 : ホロジックジャパン株式会社

教育講演 1

13 : 10～13 : 40
座長 : 笹川　寿之（金沢医科大学産科婦人科学）

 子宮頸部病変のコルポスコピー
〇田勢　　亨
宮城県立がんセンター婦人科

教育講演 2

13 : 40～14 : 10
座長 : 榎本　隆之（新潟大学医学部産科婦人科学教室）

 若年者の子宮頸がん検診の課題
〇宮城　悦子
横浜市立大学医学部産婦人科学教室

教育講演 3

14 : 10～14 : 40
座長 : 佐々木　寛（医療法人沖縄徳州会千葉徳州会病院婦人科）

 日本人間ドック学会における婦人科検診の向上とこれからの展望
〇和田　高士
東京慈恵会医科大学大学院医学研究科健康科学、公益社団法人　日本人間ドック学会副理事長

日本産婦人科医会　日本対がん協会共同事業　ワークショップ :  
子宮頸がん検診の新たなる夜明け ─ LBC、HPV 検査の普及に向けて ─

14 : 40～16 : 10
座長 : 鈴木　光明（新百合ヶ丘総合病院がんセンター） 
　　　伊藤　　潔（東北大学災害科学国際研究所災害医学研究部門災害産婦人科学分野）

WS-1 LBC/HPV 検査併用検診のすすめ ─ 小山地区モデル事業の結果の検証を中心に ─ 
〇鈴木　光明1）、藤原　寛行2）、森澤　宏行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
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WS-2 仙台市での子宮がん検診への LBC、HPV 検査導入の試みと課題
〇小澤　信義1）、古賀　詔子2）、松永　　弦2）、黒川　典子3）、志賀　朋子4）、石垣　洋子4）、
東岩井　久3）4）

1）おざわ女性総合クリニック、2）仙台市医師会理事、3）宮城県医師会健康センター、 
4）せんだい総合健診クリニック

WS-3 LBC による新潟市の対策型子宮頸がん検診成績の解析
〇児玉　省二1）、菊池　　朗2）、笹川　　基2）、倉林　　工3）、西野　幸治4）、関根　正幸4）

1）新潟南病院産婦人科、2）新潟県立がんセンター新潟病院婦人科、3）新潟市民病院、 
4）新潟大学医歯学総合病院産婦人科

WS-4 LBC（液状化細胞診）の真価の検証 ─ 日本対がん協会・日本産婦人科医会共同研究
から ─ 
〇伊藤　　潔1）、小澤　信義2）、小西　　宏3）、鈴木　光明4）、垣添　忠生3）

1）東北大学災害科学国際研究所災害医学研究部門災害産婦人科学分野、2）おざわ女性総合クリニック、 
3）日本対がん協会、4）新百合ヶ丘総合病院がんセンター

閉会の挨拶
16 : 10 ～
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共催企業

モーニングセミナー : 持田製薬株式会社
ランチョンセミナー : 大塚製薬株式会社
　　　　　　　　　　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　　　　　　　　中外製薬株式会社
イブニングセミナー : アストラゼネカ株式会社
　　　　　　　　　　日本化薬株式会社
ハンズオンセミナー : ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
　　　　　　　　　　ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　　　　　　　　　株式会社ツムラ

展示出展企業

アトムメディカル株式会社
ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
大塚製薬株式会社
科研製薬株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
タカラベルモント株式会社
トーイツ株式会社

書籍展示企業

丸善雄松堂株式会社

広告掲載企業

あすか製薬株式会社
エーザイ株式会社
株式会社 LSIメディエンス
オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
科研製薬株式会社
協和発酵キリン株式会社
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
中外製薬株式会社
株式会社ツムラ
日本新薬株式会社
久光製薬株式会社
フェリング ･ファーマ株式会社
丸木医科器械株式会社
メルクセローノ株式会社
ヤンセンファーマ株式会社

寄付

公益財団法人宮城県対がん協会
東北連合産科婦人科学会
 （五十音順）




