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第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

ご 挨 拶

　第145回東北連合産科婦人科学会を2018年（平成30年）6月9日〜 10日の2日間、青森県弘前市（JR弘前駅前：アー
トホテル弘前シティ）で開催させていただくことになり、感謝するとともに重い責任も感じております。
　学会担当が決まって間もなくの2016年8月、弘前大学医学部産科婦人科学講座教授に横山良仁先生が就任されまし
た。青森県では青森県産科婦人科学会と青森県産婦人科医会の合同会である青森県臨床産婦人科医会があります
が、横山教授を中心としたこの会の先生方の協力を得ながら準備を進めてまいりました。
　本学会の過去のプログラムをみますと、数年前から学会のテーマが掲げられていることが多いようです。青森県で担
当する学会ではどのようなテーマにすべきか会長として考えてみました。私は1995年青森県教育委員会から産婦人科
校医の委嘱を受け、主に中学校、高等学校での性教育講演を行ってきました。性教育の充実と低用量ピルの普及を
図る避妊教育ネットワークという全国組織の立ち上げからのメンバーでもあります。このネットワークの中心メンバーである
長野県の産婦人科医 渡邉智子先生が作られた「決められた運命　変えられる未来」という言葉を今回のテーマに使
わせていただきましたので、渡邉智子先生の文章も引用させていただき、この言葉への思いを述べさせていただきます。
　子どもは親を選べず、生まれる環境も選べません。性別も人種も住む場所も全て自分の意志で選択できなかったこと
だらけです。ですから、今が幸せだと感じている子は、親や環境に恵まれていることに感謝をして欲しいと思いますが、
もし不幸だと感じたり、納得がいかないと思うことがあれば、それは子どもの責任ではありません。性別に違和を感じる
子もいますが、それは親にも負えない運命で、誰のせいでもありません。だからこそ、全ての子に未来は自分の力で選
択し、望んだ人生を歩んで欲しいと願います。もちろん全てを望み通りにすることはできないかもしれません。またこれか
ら先の人生は、親や環境のせいにするのではなく、自分の責任において歩く道になります。よりよい選択をし、よりよい
未来に変えるためには、いろいろ知らなければなりません。そのためにも性教育はあるのだと思います。私も全く同じ気
持ちで性教育の最後にこの言葉とその意味を子どもたちに伝え、明るい未来に繋げて欲しいと願っています。学会の
最後のプログラムに「会長特別企画」という言葉を使わせていただき、北村邦夫先生、種部恭子先生、渡邉智子先
生に今回のテーマに沿ったご講演をお願いしております。また、招請講演には浄土真宗本願寺派僧侶として全国で性
教育活動を実践されている古川潤哉氏にお願いしております。もちろん産婦人科は婦人科腫瘍、周産期、生殖、女
性医学の４つの柱で構成されていますが、それぞれの分野のエキスパートの先生方にご講演をお願いしておりますので、
必ずや満足いただける学会になるものと思っております。また、この学会は若い先生方を中心とした一般演題も大変重
要ですが、予想を超える数の一般演題を登録していただきました。本当にありがとうございます。
　６月の弘前は「ぜひ行ってみたいお花見の名所」の日本一に選ばれた「弘前公園桜祭り」も終わり、りんごの花も散り、
そして「弘前ねぷた祭り」にも間のある、比較的静かな季節です。勉強にはもってこいの季節ともいえます。東北最北
端の青森県、交通などご不便をおかけすることと思いますが、皆様のご参加を心よりお待ちしております。
　最後になりますが、本学会の開催準備に大変ご尽力いただいた学術委員長の横山良仁先生、実行委員長の樋口
毅先生、さらに弘前大学医学部産科婦人科学教室の先生方、教室事務局の皆様、青森県臨床産婦人科医会（医会・
学会合同会）の先生方、ご協力をいただいた全ての方 に々心より感謝を申し上げます。

第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会
会 長　蓮 尾　豊
青森県産婦人科医会 会長
あおもり女性ヘルスケア研究所 所長



弘前大学医学部 産科婦人科学教室 　
〒036-8562 青森県弘前市在府町5  
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「決められた運命　変えられる未来」を伝えたい！

第145回東北連合産科婦人科学会
総会・学術講演会のご案内

⃝会　期　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

2018年6月9日（土）・10日（日）

⃝会　場　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

アートホテル弘前シティ
〒036-8004　青森県弘前市大町1-1-2
TEL：0172-37-0700（代表）

 第1会場 ･･････････3F サファイア
 第2会場 ･･････････3F エメラルド
 総懇親会会場 ･････3F サファイア
 学会本部 ･････････3F トパーズ
 企業・書籍展示 ･･･3F ホワイエ

⃝参加登録受付　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

参加受付は下記時間帯にアートホテル弘前シティ 3F ロビーにて行います。
【1日目】2018年6月9日 （土）8：20 〜 17：10
【2日目】2018年6月10日（日）7：10 〜 15：00

⃝参加費　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

学術講演会　12,000円（総懇親会は無料）
※初期研修医・学生の参加費は無料です。参加証を発行しますので、参加受付でお申し出ください。

⃝プログラム・抄録集　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

プログラム・抄録集　1,000円
※会員には事前に発送いたしますので、当日は忘れずにご持参ください。

⃝参加者へのお願い　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

（1）参加受付は事前登録制ではありません。当日、参加受付で登録をお願いいたします。
（2） 参加者には領収証兼用の学会参加証をお渡しいたします。ネームホルダーは参加受付付近にご用意いたし

ます。会場内では参加証に所属、氏名をご記入の上、ネームホルダーに入れ必ず着用をお願いいたします。
（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。各会場前の受講単位受付にて、バーコードリーダーで認証を
行います。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。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。各会場前の受講単位
受付にお申し出ください。
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⃝託児所　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

学会期間中、託児所を開設しております。ご希望の方は学会ホームページ（http://www2.convention.
co.jp/145tohoku-jsog/takuji/index.html）より、5月25日（金）までにお申し込みください。なお、定員に
なり次第、締切いたしますので予めご了承ください。

⃝総懇親会　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日　時：2018年6月9日（土）18：50開宴
　　　　※ イブニングセミナー終了後から総懇親会開宴前の時間帯に3F ホワイエにて
　　　　　ミニコンサート（ウェルカムドリンクあり）を開催いたします。
会　場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア
参加費：無料

⃝役員会および総会　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○東北連合産科婦人科学会役員会および東北地区産科婦人科学会・医会連絡会
日時：2018年6月10日（日）7：30 〜 8：30
会場：アートホテル弘前シティ 12F スカイバンケット

○東北連合産科婦人科学会総会・若手奨励賞表彰式
日時：2018年6月10日（日）13：00 〜 13：20
会場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア

⃝関連委員会および研究会　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

○第15回東北産婦人科専攻医会
日時：2018年6月9日（土）8：40 〜 10：10
会場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア

○東北生殖医療研究会（TURM）
日時：2018年6月9日（土）
会場：アートホテル弘前シティ
　　　〈世話人会〉　7：30 〜 8：30　 4F ジャスミン
　　　〈特別講演〉　9：00 〜 10：00　3F エメラルド
　　　　　　　　　鳥取大学医学部 生殖機能医学分野 教授 原田 省

○東北婦人科腫瘍研究会（TGCU）世話人会・幹事会
日時：2018年6月9日（土）7：30 〜 8：30
会場：アートホテル弘前シティ 3F ガーネット

⃝若手奨励賞　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

東北連合産婦人科学会の活性化の一環として、一般演題の中から若手奨励賞6演題を選出し、表彰いた
します。なお、表彰式は6月10日（日）13：00より第1会場で執り行います。

⃝講演発表　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

１．座長へのお願い
（1）担当セッション開始時刻30分前までに、座長受付（3F ロビー「総合受付」内）までお越しください。
（2）座長は担当されるセッションの開始10分前までに会場内次座長席へご着席ください。
（3）プログラムに定められた時間内に終了するよう、時間厳守に努めてください。
（4） 一般演題の座長を担当される先生は、担当セッションの演題の中から若手奨励賞候補1演題の選考

をお願いいたします。座長席に選考用紙を準備いたしますので、ご記入の上、セッション終了後に
会場内進行係へご提出ください。
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２．演者へのお願い
（1）一般演題は全て口頭発表で、発表時間6分、質疑時間2分です。
（2）会期中は下記時間帯でPC受付（3F ホワイエ）を設けております。
　　【1日目】2018年6月9日 （土）8：20 〜 16：40
　　【2日目】2018年6月10日（日）7：10 〜 14：00
　　 ご自身の講演開始30分前までに発表データ収録メディア（USBメモリ、CD-Rまたはご自身のPC）

をご持参の上、受付と動作確認を行ってください。なお、2日目の発表データも1日目に受付可能です。
（3） 演者は口演開始10分前までに会場内の次演者席へご着席ください。スライドの送りは演台上のキー

パッド・マウスを使用してご自身で操作をお願いいたします。

　【データ持参の場合】
（1）会場に準備するPCはWindows7、PowerPointは2010 〜 2016をインストールしております。
　　 動画ファイルは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もの

をご利用ください。（形式はWMVまたはMP4を推奨いたします）
（2） Mac OSのPowerPointで作成されたデータをご持参の場合は、Windows版のPowerPointで試写・

確認したデータをお持ちください。KeyNoteデータの場合はMac本体をお持込みください。
（3）発表データ（PowerPointデータ）のファイル名は「演題番号（半角）＋筆頭演者名」としてください。
（4）フォントはOS標準のものをご使用ください。
（5）画像の解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします。発表者ツールは使用できません。

　【PC持参の場合】
（1）故障・不具合時のバックアップとして必ず予備メディアもご持参ください。
（2）画像の解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします。
（3）PC受付にてモニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。
（4）スクリーンセイバー、省電力設定は解除してください。ACアダプターも忘れずにご持参ください。
（5） プロジェクターとの接続ケーブルはミニd-sub15ピン（VGA）です。持込のPCによっては専用の出

力アダプターが必要になりますので、必ずご持参ください。HDMIやDVIでは出力できません。
（6）発表者ツールは使用できません。演台乗せ上げは不可で、オペレーターデスクに設置いたします。
（7）発表用PCは発表開始15分前までに会場内オペレーター席へ演者ご本人がお持ち込みください。

⃝日本専門医機構単位付与講習・日本医師会単位付与講習　――――――――――――――

日本専門医機構単位付与講習・日本医師会単位付与講習は下記のとおりです。

プログラム 分　類
招請講演 専門医共通講習（医療倫理講習会）

教育講演1 産婦人科領域講習

教育講演2 専門医共通講習（医療倫理講習会）

教育講演3 産婦人科領域講習（指導医講習会）

ランチョンセミナー1 産婦人科領域講習

ランチョンセミナー 2 産婦人科領域講習

ランチョンセミナー 3 産婦人科領域講習

ランチョンセミナー 4 産婦人科領域講習

イブニングセミナー 2 産婦人科領域講習・日本医師会生涯教育単位講習
会長特別企画

（スポンサードセミナー） 産婦人科領域講習
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１．日本専門医機構単位付与講習
　 日本専門医機構単位付与講習受講単位の受付は、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。各会場前の受講単位受付にて、バーコードリーダーで認証を行います。
　　 受講単位受付は講演開始10分前から行います。講演開始15分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、受講

単位は付与されませんのでご了承ください。
　　 なお、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。各会場前の受講単位受付にお申し出ください。
２．日本医師会単位付与講習

　 日本医師会単位付与講習受講単位の受付は、各会場前の受講単位受付にて、受講者リストに氏名、所
属をご記入いただきます。受講単位受付は講演開始10分前から行います。

⃝共催セミナー　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

各日、以下共催セミナーにて飲食が配布されます。
○ランチョンセミナー 1、2
　日時：2018年6月9日（土）12：35 〜 13：35
○イブニングセミナー 1、2

日時：2018年6月9日（土）17：10 〜 18：10
○モーニングセミナー

日時：2018年6月10日（日）7：30 〜 8：30
○ランチョンセミナー 3、4

日時：2018年6月10日（日）12：00 〜 13：00

⃝事務局　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

弘前大学医学部 産科婦人科学教室
第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会 事務局

【学術委員長】横山 良仁（ 弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座） 
【実行委員長】樋口 　毅（ 弘前大学大学院保健学研究科 看護学領域）
〒036-8562 青森県弘前市在府町5
TEL：0172-39-5107　FAX：0172-37-6842

⃝運営事務局　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

日本コンベンションサービス株式会社 東北支社
〒980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町4-34 丸金ビル6F
TEL：022-722-1311　FAX：022-722-1178　E-mail：145tohoku-jsog@convention.co.jp
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会場までの交通機関　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

会場および周辺図　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

お帰りの際の公共交通機関のご案内　――――――――――――――――――――――――――――

●盛岡、仙台、山形、福島方面（新幹線利用）

弘前駅 発
普通 普通 普通 快速
15:31 16:17 16:52 17:45

新青森駅
着 16:12 16:57 17:33 18:16

発
はやぶさ32号 はやぶさ34号 はやぶさ36号 はやぶさ38号
16:38 17:22 17:44 18:24

盛岡駅 着 17:44 18:10 18:45 19:12

仙台駅

着 18:29 18:55 19:29 19:52
新幹線乗り換え

発
やまびこ156号 やまびこ54号 やまびこ56号 やまびこ158号
18:43 19:10 20:00 20:17

福島駅 着 19:09 19:32 20:22 20:44

●秋田方面（JR利用）

弘前駅 発
つがる6号 普通
16:35 17:29

秋田駅 着 18:39 19:58

●盛岡まで（高速バス利用）
弘前バスターミナル 発 14:55 16:55

盛岡駅 着 17:10 19:10

弘  

前  

駅

ホテルルート
イン弘前駅前

東横INN
弘前駅前

タクシーのりば

バスのりば

アートホテル弘前シティ

口
央
中

口
東
城

イトーヨーカドー
青い森信用金庫

弘前駅前支店

弘前駅前交番

駅前公園

ポレスター
駅前公園

弘前バス
ターミナル

弘 前

新青森

深浦 岩木山
▲ 八甲田連峰▲

恐山
▲

白神山地
▲

五所川原

青森空港

青森
東北新幹線

青い森鉄道

三沢空港

むつ

八戸

十和田湖

奥入瀬渓流

道
車
動
自
戸
八

線
戸
八
Ｒ
Ｊ

道
車
動
自
北
東

線
本
羽
奥
Ｒ
Ｊ

盛岡駅 東北新幹線（約１時間）

秋田駅 JR 特急（約２時間）

仙台駅 東北新幹線（約１時間30分～２時間）

東北新幹線
（約１時間30分～２時間）

東北新幹線
（約１時間30分～２時間）

東北新幹線
（約２０分）

山形駅
仙台駅

福島駅 仙台駅

JR 仙山線
（約１時間～1時間30分）

山形駅
高速バス（約1時間）
＊１時間に５便程度運行

JR 奥羽本線
（30～45分）

盛岡駅 高速バス（約2時間）　＊１日 6便運行

新
青
森
駅

弘 

前 

駅

徒歩１分

ア
ー
ト
ホ
テ
ル
弘
前
シ
テ
ィ

弘  

前  

駅

ホテルルート
イン弘前駅前

東横INN
弘前駅前

タクシーのりば

バスのりば

アートホテル弘前シティ

口
央
中

口
東
城

イトーヨーカドー
青い森信用金庫

弘前駅前支店

弘前駅前交番

駅前公園

ポレスター
駅前公園

弘前バス
ターミナル

弘 前

新青森

深浦 岩木山
▲ 八甲田連峰▲

恐山
▲

白神山地
▲

五所川原

青森空港

青森
東北新幹線

青い森鉄道

三沢空港

むつ

八戸

十和田湖

奥入瀬渓流

道
車
動
自
戸
八

線
戸
八
Ｒ
Ｊ

道
車
動
自
北
東

線
本
羽
奥
Ｒ
Ｊ

盛岡駅 東北新幹線（約１時間）

秋田駅 JR 特急（約２時間）

仙台駅 東北新幹線（約１時間30分～２時間）

東北新幹線
（約１時間30分～２時間）

東北新幹線
（約１時間30分～２時間）

東北新幹線
（約２０分）

山形駅
仙台駅

福島駅 仙台駅

JR 仙山線
（約１時間～1時間30分）

山形駅
高速バス（約1時間）
＊１時間に５便程度運行

JR 奥羽本線
（30～45分）

盛岡駅 高速バス（約2時間）　＊１日 6便運行

新
青
森
駅

弘 

前 

駅

徒歩１分

ア
ー
ト
ホ
テ
ル
弘
前
シ
テ
ィ

アートホテル弘前シティ
〒036-8004　青森県弘前市大町1-1-2
TEL：0172-37-0700（代表）

JR仙山線 乗り換え

仙台駅 発
普通 普通 普通
18:45 19:38 20:27

山形駅 着 20:11 21:01 21:39
高速バス 乗り換え

仙台駅前から1時間に5便程度運行

➡

（2018.4.27 現在）
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会場案内図　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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学会プログラム（１日目）　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第 1 会場「サファイア」 第 2 会場「エメラルド」

8:00

7:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

第 1 会場「サファイア」 第 2 会場「エメラルド」

第15回東北産婦人科専攻医会 （8:40 ～ 10:10）

教育講演1（10:15 ～ 11:15）
妊娠高血圧症候群の定義・臨床分類改訂の背景、経緯および新定義・臨床分類の解説
演者：渡辺 員支（愛知医科大学）
座長：菅原 準一（東北大学）

第１群　婦人科腫瘍Ⅰ 子宮体癌（10:15 ～ 10:47）
座長：佐藤 直樹（秋田大学)

第２群　婦人科腫瘍Ⅱ 悪性卵巣腫瘍（10:50 ～ 11:22）
座長： 徳永 英樹（東北大学）

第３群　周産期Ⅰ 症例報告（1）（11:25 ～ 11:57）
座長： 羽場 厳（岩手医科大学）

第４群　周産期Ⅱ 基礎研究・症例研究（1） （12:00 ～ 12:32）
座長： 松倉 大輔（弘前大学）

教育講演2 （11:25 ～ 12:25）
生殖医療が直面する課題と学会の取り組み
演者：苛原 稔（徳島大学）
座長：寺田 幸弘（秋田大学）

ランチョンセミナー 1 （12:35 ～ 13:35）
婦人科腫瘍におけるゲノム医療の展開
演者：加藤 聖子（九州大学）
座長：八重樫 伸生（東北大学）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 2 （12:35 ～ 13:35）
女性骨盤底のアンチエイジングと漢方
演者： 古山 将康（大阪市立大学）
座長： 板持 広明（岩手医科大学）
共催：株式会社ツムラ

特別講演1 （13:40 ～ 14:40）
女性医学とホルモン補充療法
演者：水沼 英樹（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）
座長：横山 良仁（弘前大学）

特別講演2 （14:50 ～ 15:50）
青森県の短命県返上活動から見えてくるもの
演者：中路 重之（弘前大学）
座長：樋口 毅（弘前大学)

イブニングセミナー 1 （17:10 ～ 18:10）
誰にでもできる安全な腹腔鏡手技とトラブルシューティング
演者： 北出 真理（順天堂大学）
座長： 新倉 仁（東北大学病院）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

総懇親会 （18:50 ～ 20:50）

イブニングセミナー２ （17:10 ～ 18:10）
慢性便秘の病態と治療－特に女性に関連して－
演者：千葉 俊美（岩手医科大学）
座長：福田 眞作（弘前大学医学部附属病院）
共催：持田製薬株式会社

第5群  周産期Ⅲ 症例報告（2） （15:55 ～ 16:27）
座長： 鈴木 聡（福島県立医科大学）

第6群　異所性妊娠 （16:30 ～ 17:02）
座長： 松尾 幸城（山形大学）

第7群　婦人科腫瘍Ⅲ 良性腫瘍症例報告／治療法 （15:55 ～ 16:27）
座長： 深川 安寿子（岩手医科大学）

第8群　婦人科腫瘍Ⅳ その他の悪性腫瘍 （16:30 ～ 17:02）
座長： 古川 茂宜（福島県立医科大学）

開会式・会長挨拶 （10:10 ～ 10:15）

モーニングセミナー （7:30 ～ 8:30）
アスリートに対する婦人科診療のポイント
演者：能瀬 さやか（東京大学医学部附属病院）
座長： 野口 まゆみ（西口クリニック）
共催：あすか製薬株式会社
第9群　婦人科腫瘍Ⅴ 子宮頸癌（8:30 ～ 9:10）
座長： 清野  学（山形大学）

第１3群　女性医学Ⅰ 妊娠に関連した新たな知見／症例検討（8:30 ～ 9:02）
座長： 川越  淳（山形大学）

第１4群　女性医学Ⅱ 避妊をめぐる問題／若年者の不定愁訴／その他（9:02 ～ 9:42）
座長： 秋元 義弘（岩手県立二戸病院）

第１5群　生殖内分泌 臨床研究／基礎研究（9:42 ～ 10:14）
座長： 立花 眞仁（東北大学）

第１6群　腹腔鏡手術（10:14 ～ 10:54）
座長： 熊澤 由紀代（秋田大学）

第10群　周産期Ⅳ 症例報告（3）（9:10 ～ 9:42）
座長： 経塚 標（福島県立医科大学）

第１1群　周産期Ⅴ 基礎研究・症例研究（2）（9:42 ～ 10:14）
座長： 齋藤 昌利（東北大学）

第１2群　周産期Ⅵ 産褥期合併症／症例報告（10:14 ～ 10:46）
座長： 三浦 広志（秋田大学）

ランチョンセミナー３ （12:00 ～ 13:00）
小児、AYAがん患者に対する妊孕性温存の実践ー地域完結型がん・生殖医療連携ネットワークの構築を目指してー
演者：鈴木 直（聖マリアンナ医科大学）
座長：永瀬 智（山形大学）
共催：富士製薬工業株式会社

総会・表彰式（13:00 ～ 13:20） JGOG3023説明会（13:00 ～ 13:20）

ランチョンセミナー 4　 （12:00 ～ 13:00）
FGRとHDPに対する新治療法
演者：池田 智明（三重大学）
座長：藤森 敬也（福島県立医科大学）
共催：科研製薬株式会社

招請講演（13:20 ～ 14:20）
生と性と死を考える～思春期の生きづらさを仏教的な観点から考える～
演者： 古川 潤哉（浄誓寺僧侶：浄土真宗本願寺派）
座長： 蓮尾 豊（あおもり女性ヘルスケア研究所）

会長特別企画（スポンサードセミナー） （14:25 ～ 16:25）
OC・LEPと性教育：決められた運命、変えられる未来
演者：北村 邦夫（一般社団法人日本家族計画協会）
　　　種部 恭子（女性クリニックWe!TOYAMA）
　　　渡邉 智子（医療法人裕生会 丸山産婦人科医院）
座長：蓮尾 豊（あおもり女性ヘルスケア研究所）
　　　井上 聡子（さとこ女性クリニック）
共催：バイエル薬品株式会社

教育講演3 （10:50 ～ 11:50）
遺伝性婦人科癌－卵巣癌を中心に－
演者：青木 大輔（慶應義塾大学）
座長： 渡部 洋（東北医科薬科大学）

閉会式　（16:25 ～ 16:30）

演者：庄子 忠宏（岩手医科大学）
司会：利部 正裕（岩手医科大学）

●企業・書籍展示　3Fホワイエ　10:10 ～ 17:10
●関連委員会および研究会

○第 15 回東北産婦人科専攻医会
　日時：2018 年 6 月 9 日（土）8:40 ～ 10:10
　会場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア

○東北婦人科腫瘍研究会（TGCU）世話人会・幹事会
　日時：2018 年 6 月 9 日（土）7:30 ～ 8:30
　会場：アートホテル弘前シティ 3F ガーネット

●企業・書籍展示　3Fホワイエ　8:30 ～ 16:30
●役員会および総会

○東北連合産科婦人科学会役員会および東北地区産科婦人科学会・医会連絡会
　日時：2018 年 6 月 10 日（日）7:30～8:30
　会場：アートホテル弘前シティ 12F スカイバンケット
○東北連合産科婦人科学会総会・若手奨励賞表彰式
　日時：2018 年 6 月 10 日（日）13:00 ～ 13:20
　会場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア

○東北生殖医療研究会（TURM）【共催：日本新薬株式会社】
　日時：2018 年 6 月 9 日（土）
　会場：アートホテル弘前シティ
　　　　＜世話人会＞7:30 ～ 8:30   4F ジャスミン
　　　　＜特別講演＞9:00 ～ 10:00 3F エメラルド
　　　　　　　　　　鳥取大学医学部 生殖機能医学分野 教授　原田 省　　　　　　　　　

Welcome drink service with attractive concert
【3F ホワイエ】

専門医共通講習（医療倫理講習会）

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習
日本医師会生涯教育単位講習

産婦人科領域講習
（指導医講習会）

専門医共通講習
（医療倫理講習会）

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

演題番号1 ～ 4 演題番号38 ～ 41

演題番号42 ～ 45

演題番号46 ～ 49

演題番号33 ～ 37 演題番号50 ～ 53

演題番号54 ～ 58

演題番号59 ～ 62

演題番号63 ～ 67

演題番号5 ～ 8

演題番号9 ～ 12

演題番号13 ～ 16

演題番号25 ～ 28

演題番号29 ～ 32

演題番号17 ～ 20

演題番号21 ～ 24
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8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

第 1 会場「サファイア」 第 2 会場「エメラルド」

8:00

7:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

第 1 会場「サファイア」 第 2 会場「エメラルド」

第15回東北産婦人科専攻医会 （8:40 ～ 10:10）

教育講演1（10:15 ～ 11:15）
妊娠高血圧症候群の定義・臨床分類改訂の背景、経緯および新定義・臨床分類の解説
演者：渡辺 員支（愛知医科大学）
座長：菅原 準一（東北大学）

第１群　婦人科腫瘍Ⅰ 子宮体癌（10:15 ～ 10:47）
座長：佐藤 直樹（秋田大学)

第２群　婦人科腫瘍Ⅱ 悪性卵巣腫瘍（10:50 ～ 11:22）
座長： 徳永 英樹（東北大学）

第３群　周産期Ⅰ 症例報告（1）（11:25 ～ 11:57）
座長： 羽場 厳（岩手医科大学）

第４群　周産期Ⅱ 基礎研究・症例研究（1） （12:00 ～ 12:32）
座長： 松倉 大輔（弘前大学）

教育講演2 （11:25 ～ 12:25）
生殖医療が直面する課題と学会の取り組み
演者：苛原 稔（徳島大学）
座長：寺田 幸弘（秋田大学）

ランチョンセミナー 1 （12:35 ～ 13:35）
婦人科腫瘍におけるゲノム医療の展開
演者：加藤 聖子（九州大学）
座長：八重樫 伸生（東北大学）
共催：中外製薬株式会社

ランチョンセミナー 2 （12:35 ～ 13:35）
女性骨盤底のアンチエイジングと漢方
演者： 古山 将康（大阪市立大学）
座長： 板持 広明（岩手医科大学）
共催：株式会社ツムラ

特別講演1 （13:40 ～ 14:40）
女性医学とホルモン補充療法
演者：水沼 英樹（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）
座長：横山 良仁（弘前大学）

特別講演2 （14:50 ～ 15:50）
青森県の短命県返上活動から見えてくるもの
演者：中路 重之（弘前大学）
座長：樋口 毅（弘前大学)

イブニングセミナー 1 （17:10 ～ 18:10）
誰にでもできる安全な腹腔鏡手技とトラブルシューティング
演者： 北出 真理（順天堂大学）
座長： 新倉 仁（東北大学病院）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

総懇親会 （18:50 ～ 20:50）

イブニングセミナー２ （17:10 ～ 18:10）
慢性便秘の病態と治療－特に女性に関連して－
演者：千葉 俊美（岩手医科大学）
座長：福田 眞作（弘前大学医学部附属病院）
共催：持田製薬株式会社

第5群  周産期Ⅲ 症例報告（2） （15:55 ～ 16:27）
座長： 鈴木 聡（福島県立医科大学）

第6群　異所性妊娠 （16:30 ～ 17:02）
座長： 松尾 幸城（山形大学）

第7群　婦人科腫瘍Ⅲ 良性腫瘍症例報告／治療法 （15:55 ～ 16:27）
座長： 深川 安寿子（岩手医科大学）

第8群　婦人科腫瘍Ⅳ その他の悪性腫瘍 （16:30 ～ 17:02）
座長： 古川 茂宜（福島県立医科大学）

開会式・会長挨拶 （10:10 ～ 10:15）

モーニングセミナー （7:30 ～ 8:30）
アスリートに対する婦人科診療のポイント
演者：能瀬 さやか（東京大学医学部附属病院）
座長： 野口 まゆみ（西口クリニック）
共催：あすか製薬株式会社
第9群　婦人科腫瘍Ⅴ 子宮頸癌（8:30 ～ 9:10）
座長： 清野  学（山形大学）

第１3群　女性医学Ⅰ 妊娠に関連した新たな知見／症例検討（8:30 ～ 9:02）
座長： 川越  淳（山形大学）

第１4群　女性医学Ⅱ 避妊をめぐる問題／若年者の不定愁訴／その他（9:02 ～ 9:42）
座長： 秋元 義弘（岩手県立二戸病院）

第１5群　生殖内分泌 臨床研究／基礎研究（9:42 ～ 10:14）
座長： 立花 眞仁（東北大学）

第１6群　腹腔鏡手術（10:14 ～ 10:54）
座長： 熊澤 由紀代（秋田大学）

第10群　周産期Ⅳ 症例報告（3）（9:10 ～ 9:42）
座長： 経塚 標（福島県立医科大学）

第１1群　周産期Ⅴ 基礎研究・症例研究（2）（9:42 ～ 10:14）
座長： 齋藤 昌利（東北大学）

第１2群　周産期Ⅵ 産褥期合併症／症例報告（10:14 ～ 10:46）
座長： 三浦 広志（秋田大学）

ランチョンセミナー３ （12:00 ～ 13:00）
小児、AYAがん患者に対する妊孕性温存の実践ー地域完結型がん・生殖医療連携ネットワークの構築を目指してー
演者：鈴木 直（聖マリアンナ医科大学）
座長：永瀬 智（山形大学）
共催：富士製薬工業株式会社

総会・表彰式（13:00 ～ 13:20） JGOG3023説明会（13:00 ～ 13:20）

ランチョンセミナー 4　 （12:00 ～ 13:00）
FGRとHDPに対する新治療法
演者：池田 智明（三重大学）
座長：藤森 敬也（福島県立医科大学）
共催：科研製薬株式会社

招請講演（13:20 ～ 14:20）
生と性と死を考える～思春期の生きづらさを仏教的な観点から考える～
演者： 古川 潤哉（浄誓寺僧侶：浄土真宗本願寺派）
座長： 蓮尾 豊（あおもり女性ヘルスケア研究所）

会長特別企画（スポンサードセミナー） （14:25 ～ 16:25）
OC・LEPと性教育：決められた運命、変えられる未来
演者：北村 邦夫（一般社団法人日本家族計画協会）
　　　種部 恭子（女性クリニックWe!TOYAMA）
　　　渡邉 智子（医療法人裕生会 丸山産婦人科医院）
座長：蓮尾 豊（あおもり女性ヘルスケア研究所）
　　　井上 聡子（さとこ女性クリニック）
共催：バイエル薬品株式会社

教育講演3 （10:50 ～ 11:50）
遺伝性婦人科癌－卵巣癌を中心に－
演者：青木 大輔（慶應義塾大学）
座長： 渡部 洋（東北医科薬科大学）

閉会式　（16:25 ～ 16:30）

演者：庄子 忠宏（岩手医科大学）
司会：利部 正裕（岩手医科大学）

●企業・書籍展示　3Fホワイエ　10:10 ～ 17:10
●関連委員会および研究会

○第 15 回東北産婦人科専攻医会
　日時：2018 年 6 月 9 日（土）8:40 ～ 10:10
　会場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア

○東北婦人科腫瘍研究会（TGCU）世話人会・幹事会
　日時：2018 年 6 月 9 日（土）7:30 ～ 8:30
　会場：アートホテル弘前シティ 3F ガーネット

●企業・書籍展示　3Fホワイエ　8:30 ～ 16:30
●役員会および総会

○東北連合産科婦人科学会役員会および東北地区産科婦人科学会・医会連絡会
　日時：2018 年 6 月 10 日（日）7:30～8:30
　会場：アートホテル弘前シティ 12F スカイバンケット
○東北連合産科婦人科学会総会・若手奨励賞表彰式
　日時：2018 年 6 月 10 日（日）13:00 ～ 13:20
　会場：アートホテル弘前シティ 3F サファイア

○東北生殖医療研究会（TURM）【共催：日本新薬株式会社】
　日時：2018 年 6 月 9 日（土）
　会場：アートホテル弘前シティ
　　　　＜世話人会＞7:30 ～ 8:30   4F ジャスミン
　　　　＜特別講演＞9:00 ～ 10:00 3F エメラルド
　　　　　　　　　　鳥取大学医学部 生殖機能医学分野 教授　原田 省　　　　　　　　　

Welcome drink service with attractive concert
【3F ホワイエ】

専門医共通講習（医療倫理講習会）

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習
日本医師会生涯教育単位講習

産婦人科領域講習
（指導医講習会）

専門医共通講習
（医療倫理講習会）

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

産婦人科領域講習

演題番号1 ～ 4 演題番号38 ～ 41

演題番号42 ～ 45

演題番号46 ～ 49

演題番号33 ～ 37 演題番号50 ～ 53

演題番号54 ～ 58

演題番号59 ～ 62

演題番号63 ～ 67

演題番号5 ～ 8

演題番号9 ～ 12

演題番号13 ～ 16

演題番号25 ～ 28

演題番号29 ～ 32

演題番号17 ～ 20

演題番号21 ～ 24

学会プログラム（２日目）　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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第15回東北産婦人科専攻医会　――――――――――――――――――――――――――――――――――

  （日本産婦人科学会　プロジェクト“Plus One”産婦人科セミナー）

1 日目　6 月 9 日（土）　会場：サファイア

8:40 ～ 8:45 開会挨拶
第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会 会長 蓮尾　豊

8:45 ～ 9:15 第1部「東北における高度肥満妊婦の妊娠・分娩管理」

9:15 ～ 9:25 質疑応答

9:25 ～ 9:35 休憩

9:35 ～ 10:00 第2部「本日くらべてみました ～産婦人科医のanother sky ～」

10:00 ～ 10:05 質疑応答

10:05 ～ 10:10 閉会挨拶
第15回東北産婦人科専攻医会 主幹事 田中 誠悟

専攻医会特別プログラム『今さら聞けない細胞診断の知識』

日時：2018年6月8日（金）17:00 ～ 19:00
会場：弘前大学医学部保健学科E棟3階31番教室
講師：弘前大学大学院保健学研究科生体検査科学領域 教授  渡邉 純 先生
　＊定　員：15名（その他25名まで見学可能）
　＊参加費：2,000円（見学は無料）
　＊申　込：各大学専攻医会幹事まで
　＊内　容：ラウンド形式の検鏡（細胞診専門医試験形式）を行います。



特別講演
特別講演 1
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　13:40 ～ 14:40

女性医学とホルモン補充療法
　

演者：		水沼	英樹（みずぬま	ひでき）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	センター長
座長：		横山	良仁（よこやま	よしひと）弘前大学大学院医学研究科	産科婦人科学講座	教授
　

特別講演 2
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　14:50 ～ 15:50

青森県の短命県返上活動から見えてくるもの
　

演者：		中路	重之（なかじ	しげゆき）弘前大学大学院医学研究科	社会医学講座	特任教授
座長：		樋口	毅（ひぐち	つよし）弘前大学大学院保健学研究科	看護学領域	教授
　

招請講演
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　13:20 ～ 14:20�　【専門医共通講習（医療倫理講習会）】

生と性と死を考える～思春期の生きづらさを仏教的な観点から考える～
　

演者：		古川	潤哉（ふるかわ	じゅんや）浄誓寺僧侶：浄土真宗本願寺派
座長：		蓮尾	豊（はすお	ゆたか）青森県産婦人科医会	会長／あおもり女性ヘルスケア研究所	所長	
　

教育講演
教育講演 1
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　10:15 ～ 11:15� 　【産婦人科領域講習】

妊娠高血圧症候群の定義・臨床分類改訂の背景、経緯および
新定義・臨床分類の解説
　

演者：		渡辺	員支（わたなべ	かずし）愛知医科大学医学部	生殖・周産期母子医療センター	特任教授
座長：		菅原	準一（すがわら	じゅんいち）東北大学	東北メディカル・メガバンク機構	教授
　

教育講演 2
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　11:25 ～ 12:25�　【専門医共通講習（医療倫理講習会）】

生殖医療が直面する課題と学会の取り組み
　

演者：		苛原	稔（いらはら	みのる）徳島大学大学院医歯薬学研究部	産科婦人科学分野	教授
座長：		寺田	幸弘（てらだ	ゆきひろ）秋田大学大学院医学系研究科	産婦人科学講座	教授
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教育講演 3
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　10:50 ～ 11:50�　【産婦人科領域講習（指導医講習会）】

遺伝性婦人科癌－卵巣癌を中心に－
　

演者：		青木	大輔（あおき	だいすけ）慶應義塾大学医学部	産婦人科学教室	教授
座長：		渡部	洋（わたなべ	よう）東北医科薬科大学医学部	産婦人科学教室	教授
　

モーニングセミナー
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　7:30 ～ 8:30

アスリートに対する婦人科診療のポイント
　

演者：		能瀬	さやか（のせ	さやか）東京大学医学部附属病院	女性診療科・産科
座長：		野口	まゆみ（のぐち	まゆみ）西口クリニック	婦人科
	 共催：あすか製薬株式会社
　

ランチョンセミナー
ランチョンセミナー 1
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　12:35 ～ 13:35� 　【産婦人科領域講習】

婦人科腫瘍におけるゲノム医療の展開
　

演者：		加藤	聖子（かとう	きよこ）九州大学大学院医学研究院	生殖病態生理学分野	教授
座長：		八重樫	伸生（やえがし	のぶお）東北大学	産婦人科	教授
	 共催：中外製薬株式会社
　

ランチョンセミナー 2
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　12:35 ～ 13:35� 　【産婦人科領域講習】

女性骨盤底のアンチエイジングと漢方
　

演者：		古山	将康（こやま	まさやす）大阪市立大学大学院医学研究科	女性生涯医学	教授
座長：		板持	広明（いたもち	ひろあき）岩手医科大学医学部	産婦人科学講座	教授
	 共催：株式会社ツムラ
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ランチョンセミナー 3
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　12:00 ～ 13:00� 　【産婦人科領域講習】

小児、AYAがん患者に対する妊孕性温存の実践�
―地域完結型がん・生殖医療連携ネットワークの構築を目指して
　

演者：		鈴木	直（すずき	なお）聖マリアンナ医科大学	産婦人科学	教授
座長：		永瀬	智（ながせ	さとる）山形大学医学部	産婦人科	教授
	 共催：富士製薬工業株式会社
　

ランチョンセミナー 4
2日目　6月10日（日）　第2会場「エメラルド」　12:00 ～ 13:00� 　【産婦人科領域講習】

FGRと HDPに対する新治療法
　

演者：		池田	智明（いけだ	ともあき）三重大学大学院医学系研究科	臨床医学系講座産科婦人科学	教授
座長：		藤森	敬也（ふじもり	けいや）福島県立医科大学医学部	産科・婦人科学講座	教授
	 共催：科研製薬株式会社
　

イブニングセミナー
イブニングセミナー 1
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　17:10 ～ 18:10

誰にでもできる安全な腹腔鏡手技とトラブルシューティング
　

演者：		北出	真理（きたで	まり）順天堂大学	産婦人科学講座	教授
座長：		新倉	仁（にいくら	ひとし）東北大学病院	産婦人科	特命教授・婦人科長
	 共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　

イブニングセミナー 2
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　17:10 ～ 18:10�　【産婦人科領域講習・日本医師会生涯教育単位講習】

慢性便秘の病態と治療－特に女性に関連して－
　

演者：		千葉	俊美（ちば	としみ）岩手医科大学	口腔医学講座	関連医学分野	教授
座長：		福田	眞作（ふくだ	しんさく）弘前大学医学部附属病院	病院長
	 共催：持田製薬株式会社
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会長特別企画（スポンサードセミナー）　OC・LEPと性教育：決められた運命、変えられる未来
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　14:25 ～ 16:25� 　【産婦人科領域講習】
座長：		蓮尾	豊（はすお	ゆたか）青森県産婦人科医会	会長／あおもり女性ヘルスケア研究所	所長	
	 	井上	聡子（いのうえ	さとこ）さとこ女性クリニック	院長	
　

わが国の低用量経口避妊薬（OC）の過去・現在・未来
～過去を振り返り未来へ繋ぐ～
　

演者：		北村	邦夫（きたむら	くにお）一般社団法人日本家族計画協会	理事長
　
　

女性の活躍と健康が日本を支える・動かす・変える
－EP配合剤の役割を含めて－
　

演者：		種部	恭子（たねべ	きょうこ）女性クリニックWe!TOYAMA	院長
　
　

予期せぬ出来事を望む未来へつなぐために
　

演者：		渡邉	智子（わたなべ	ともこ）医療法人裕生会	丸山産婦人科医院	副院長
	 共催：バイエル薬品株式会社
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一般演題

 第1群 婦人科腫瘍Ⅰ 子宮体癌
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　10:15 ～ 10:47

座長：佐藤	直樹（さとう	なおき）	秋田大学	

1. 当院における子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対するMPA療法の臨床的検討
東北大学

横山 絵美（よこやま えみ）、志賀 尚美、渡邉 善、徳永 英樹、立花 眞仁、新倉 仁、伊藤 潔、
八重樫 伸生

2. 子宮体癌ⅣB期症例に対して黄体ホルモン療法が著効している一例
1 福島県立医科大学 産科婦人科学講座、2 福島県立医科大学ふくしまこども女性医療支援センター

渡邉 健史 1（わたなべ たけし）、添田 周 1、大原 美希 1、小島 学 1、野村 真司 1、古川 茂宜 1、
水沼 英樹 2、藤森 敬也 1

3. 子宮体部大細胞神経内分泌癌（large�cell�neuroendocrine�
carcinoma:LCNEC）と類内膜腺癌の混合癌の1例
大崎市民病院

宮原 周子（みやはら しゅうこ）、松本 大樹、工藤 理永、高橋 友梨、岩間 憲之、我妻 理重

4. 子宮頸部扁平上皮癌に対する同時化学放射線療法から9年後に発症した
子宮体癌の1例
市立秋田総合病院

五十嵐 なつみ（いがらし なつみ）、藤島 綾香、菅原 多恵、軽部 裕子、福田 淳、高橋 道
　

 第2群 婦人科腫瘍Ⅱ 悪性卵巣腫瘍
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　10:50 ～ 11:22

座長：徳永	英樹（とくなが	ひでき）	東北大学	

5. 卵巣癌における FDG-PET/CT検査の SUV値に関する検討
山形大学

鈴木 百合子（すずき ゆりこ）、清野 学、榊 宏輸、須藤 毅、太田 剛、永瀬 智

6. TS-1/CDDP療法をおこなった原発不明卵巣印環細胞癌の1例
八戸赤十字病院

江渡 恒（えと わたる）、庄子 忠宏、齋藤 達憲、向井田 理佳

7. 茎捻転を伴った卵巣成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化・転移の一例
会津中央病院

鳥羽 直弥（とば なおや）、高梨子 篤浩、飯澤 禎之、武市 和之
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8. 鼠径部原発高異型度漿液性癌の一例
東北大学病院

吉田 悠人（よしだ ゆうと）、大山 喜子、永井 智之、徳永 英樹、島田 宗昭、新倉 仁、
八重樫 伸生

　

 第3群 周産期Ⅰ 症例報告（1）
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　11:25 ～ 11:57

座長：羽場	厳（はば	げん）	岩手医科大学	

9. 当院で経験した常染色体優性多発性嚢胞腎合併妊娠の3例
八戸市立市民病院

田邉 昌平（たなべ しょうへい）、末永 香緒里、吉田 瑶子、佐藤 いずみ、葛西 亜希子、葛西 剛一郎、
会田 剛史、田中 創太

10. 止血に難渋した子宮頸部静脈瘤合併妊娠の2例
1 弘前大学医学部附属病院、2 国立病院機構弘前病院

田中 誠悟 1（たなか せいご）、田中 幹二 1、小玉 都萌 2、追切 裕江 1、飯野 香理 2、横山 良仁 1

11. 手術既往なく妊娠16週で不全子宮破裂、子宮内胎児死亡となった一例
弘前大学

小玉 都萌（こだま ともえ）、田中 幹二、髙林 杏奈、追切 裕江、石原 佳奈、飯野 香理、
横山 良仁

12. 妊娠経過中に原因不明の急性腹症で判明した、漿液性境界悪性卵巣腫瘍の1例
青森県立中央病院

門ノ沢 結花（かどのさわ ゆか）、大澤 有姫、松下 容子、熊坂 諒大、松倉 大輔、尾﨑 浩士、
森川 晶子

　

 第4群 周産期Ⅱ 基礎研究・症例研究（1）
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　12:00 ～ 12:32

座長：松倉	大輔（まつくら	だいすけ）	弘前大学	

13. 青森市超音波研究会（胎児超音波の医療連携）の４年間の成果
青森市民病院

橋本 哲司（はしもと てつじ）、千葉 仁美、佐藤 麻希子

14. 癒着胎盤による産科危機的出血症例後の取り組みについて
大館市立総合病院

横山 美奈子（よこやま みなこ）、大石 舞香、田村 良介、重藤 龍比古、髙橋 秀身
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15. 当院における過去5年間の10代出産の検討
津軽保健生活協同組合健生病院

齋藤 美貴（さいとう みき）、橋本 吏可子

16. 岩手県北における母子保健のポピュレーションアプローチと
ハイリスクアプローチの連動の実際
岩手県立二戸病院

秋元 義弘（あきもと よしひろ）、千葉 洋平、村上 一行、千田 英之、佐藤 昌之
　

 第5群 周産期Ⅲ 症例報告（2）
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　15:55 ～ 16:27

座長：鈴木	聡（すずき	さとし）	福島県立医科大学	

17. 母児ともに救命できた推定28週大動脈解離合併妊娠の一例
1 山形大学医学部附属病院、2 山形県立新庄病院

伊藤 友理 1（いとう ともみち）、杉山 晶子 1、渡邉 憲和 1、出井 麗 1、深瀬 実加 2、石田 博美 1、
堤 誠司 1、永瀬 智 1

18. 一絨毛膜二羊膜双胎の一児IUFD後に死胎児症候群を呈した一例
東北大学

成田 吉央（なりた よしお）、熊谷 祐作、富田 芙弥、湊 敬廣、黒澤 靖大、大塩 清佳、齋藤 昌利、
八重樫 伸生

19. 髄膜腫合併妊娠の一例
山形大学

酒井 一嘉（さかい かずよし）、佐藤 藍、出井 麗、松尾 幸城、須藤 毅、川越 淳、堤 誠司、
永瀬 智

20. 妊娠中に高度の浮腫とタンパク尿をきたしたネフローゼ症候群合併妊娠の一例
岩手医科大学

羽場 厳（はば げん）、寺田 幸、佐々木 由梨、金杉 知宜、岩動 ちず子、小山 理恵、菊池 昭彦、
杉山 徹

　

 第6群 異所性妊娠
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　16:30 ～ 17:02

座長：松尾	幸城（まつお	こうき）	山形大学	

21. 妊娠４週後腹膜妊娠、ショックバイタルを腹腔鏡下手術で治療し得た１例
岩手県立中部病院

西本 光男（にしもと みつお）、鈴木 一誠、田上 和磨、亀田 優里菜、高後 裕子、山本 嘉昭

17

第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会



22. 不全流産が疑われ流産手術後に止血困難となった頸管妊娠の１例
岩手県立中部病院

鈴木 一誠（すずき いっせい）、田上 和磨、亀田 優里菜、佐藤 惟、高後 裕子、山本 嘉昭、
西本 光男

23. 人工授精後の妊娠で心窩部痛を呈した子宮内外同時妊娠の症例
気仙沼市立病院

熊谷 奈津美（くまがい なつみ）、齋藤 彰治、遠藤 俊、齋藤 彩

24. 術前にMRI検査を行った腹膜妊娠の一例
国立病院機構仙台医療センター

太田 真理子（おおた まりこ）、田邉 康次郎、齊藤 裕也、柏舘 直子、松浦 類、石垣 展子、
武山 陽一、吉永 浩介

　

 第7群 婦人科腫瘍Ⅲ 良性腫瘍症例報告／治療法
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　15:55 ～ 16:27

座長：深川	安寿子（ふかがわ	やすこ）	岩手医科大学	

25. 捻転のため緊急手術を要した閉経後子宮筋腫の2例
津軽保健生活協同組合健生病院

橋本 吏可子（はしもと りかこ）、齋藤 美貴

26. 若年女性の骨盤内に発生した異所性平滑筋腫の一例
1 秋田大学医学部附属病院、2 大館市立総合病院

岡部 基成 1（おかべ もとなり）、三浦 康子 1、加藤 彩 1、佐藤 敏治 1、清水 大 1、佐藤 直樹 1、
寺田 幸弘 1、重藤 龍比古 2

27. 子宮腺筋症患者の過多月経に対するマイクロ波治療の有用性
山王レディースクリニック

津田 晃（つだ あきら）

28. 保存的加療で治癒した腹式子宮全摘術（TAH）後腟断端離開の3例
市立秋田総合病院

藤島 綾香（ふじしま あやか）、五十嵐 なつみ、菅原 多恵、軽部 裕子、福田 淳、高橋 道
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 第8群 婦人科腫瘍Ⅳ その他の悪性腫瘍
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　16:30 ～ 17:02

座長：古川	茂宜（ふるかわ	しげのり）	福島県立医科大学	

29. 卵管温存し得た卵管胞状奇胎の一例
秋田大学

吉川 諒子（よしかわ りょうこ）、熊澤 由紀代、岩澤 卓也、白澤 弘光、佐藤 亘、寺田 幸弘

30. 化学療法後に低単位hCGが持続した侵入奇胎の1例
1 八戸市立市民病院、2 東京女子医科大学

高橋 新 1（たかはし さら）、吉田 瑶子 1、佐藤 いずみ 1、末永 香緒里 1、葛西 剛一郎 1、
葛西 亜希子 1、松井 英雄 2、田中 創太 1

31. 当科における過去15年間の外陰悪性腫瘍についての臨床病理学的検討
弘前大学

小山 文望恵（おやま ふみえ）、二神 真行、追切 裕江、赤石 麻美、平川 八大、横山 良仁

32. 卵巣静脈に腫瘍塞栓を来した子宮類上皮平滑筋肉腫の一例
八戸市立市民病院

櫻井 友貴（さくらい ゆき）、田中 創太、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

　

 第9群 婦人科腫瘍Ⅴ 子宮頸癌
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　8:30 ～ 9:10

座長：清野	学（せいの	まなぶ）	山形大学	

33. 回転型�強度変調放射線療法（VMAT）でCCRTを行った子宮頸癌の2症例
むつ総合病院

水沼 槙人（みずぬま まきと）、太田 圭一、武田 愛紗、山口 英二

34. 子宮頸癌症例における頸部細胞診と組織診の乖離
青森県立中央病院

大澤 有姫（おおさわ ゆうき）、門ノ沢 結花、松下 容子、熊坂 諒大、松倉 大輔、尾崎 浩士、
森川 晶子

35. 完全子宮脱を契機に手術を行い、術後子宮頸癌が判明した一例
弘前大学

高林 杏奈（たかばやし あんな）、二神 真行、赤石 麻美、平川 八大、三浦 理絵、横山 良仁

36. 進行子宮頸癌に対する術前化学療法の検討
岩手医科大学

黒川 絵里加（くろかわ えりか）、佐藤 千絵、深川 安寿子、苫米地 英俊、永沢 崇幸、小見 英夫、
利部 正裕、板持 広明
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37. 当科における進行・再発子宮頸癌に対するベバシズマブ併用療法の
有効性および副作用の検討
1 東北大学病院、2 宮城県立がんセンター

佐々木 里美 1（ささき さとみ）、新倉 仁 1、土岐 麻実 1、竹中 尚美 1、海法 道子 2、豊島 将文 1、
八重樫 伸生 1

　

 第10群 周産期Ⅳ 症例報告（3）
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　9:10 ～ 9:42

座長：経塚	標（きょうづか	ひょう）	福島県立医科大学	

38. 当院で経験した子宮筋腫合併妊娠
山形県立中央病院

丸山 真弓（まるやま まゆみ）、鈴木 百合子、小幡 美由紀、小篠 隆広、大浦 訓章、阿部 祐也

39. 妊娠24週時に肝障害を指摘された一例
大崎市民病院

工藤 理永（くどう りえ）、高橋 友梨、宮原 周子、岩間 憲之、松本 大樹、我妻 理重

40. 胎児尿性腹水を認めたが診断に苦慮した総排泄腔遺残の1例
秋田大学

坂口 太一（さかぐち たいち）、高橋 玄徳、下田 勇輝、亀山 沙恵子、三浦 広志、佐藤 朗

41. 妊娠後期に特発性重症急性膵炎を合併し、観血的療法で母児ともに経過良好で
あった一例
秋田大学

高橋 玄徳（たかはし はるのり）、今野 めぐみ、亀山 沙恵子、三浦 広志、佐藤 朗
　

 第11群 周産期Ⅴ 基礎研究・症例研究（2）
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　9:42 ～ 10:14

座長：齋藤	昌利（さいとう	まさとし）	東北大学	

42. 切迫早産管理における塩酸リトドリン短期投与の効果
宮城県立こども病院

齋藤 翔子（さいとう しょうこ）、小堀 周作、永岡 晋一、利光 正岳、室月 淳

43. 円錐切除後妊娠に対する頸管縫縮術の有用性についての当院における
後方視的検討
岩手県立二戸病院

千田 英之（ちだ ひでゆき）、秋元 義弘、千葉 洋平、村上 一行、佐藤 昌之
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44. 当院での切迫早産に対するニフェジピン内服の安全性の検討
公立岩瀬病院

福田 冬馬（ふくだ とうま）、安田 俊

45. 当院におけるNugent�Score中間群に対する治療効果の検討
山形県立新庄病院

奥井 陽介（おくい ようすけ）、椎名 有二、深瀬 実加、中原 健次
　

 第12群 周産期Ⅵ 産褥期合併症／症例報告
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　10:14 ～ 10:46

座長：三浦	広志（みうら	ひろし）	秋田大学	

46. 緊急帝王切開後弛緩出血に対して子宮動脈塞栓術（UAE）を行ったのち、
子宮梗塞により子宮全摘となった一例
石巻赤十字病院

野添 大輔（のぞえ だいすけ）、佐々木 恵、市川 さおり、辻 圭太、吉田 祐司

47. 当科で産褥外陰・腟・後腹膜血腫に対して IVR による治療を要した
症例についての後方視的検討
1 福島県立医科大学 産科婦人科学講座、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

加藤 麻美 1（かとう あさみ）、添田 周 1、石橋 真輝帆 1、経塚 標 1、鈴木 聡 1、鈴木 大輔 2、
山口 明子 1、藤森 敬也 1

48. 帝王切開術後に壊疽性膿皮症を呈した1例
福島県立医科大学

村田 強志（むらた つよし）、経塚 標、加藤 麻美、石橋 真輝帆、野村 真司、鈴木 聡、山口 明子、
藤森 敬也

49. B群溶連菌感染症による母体敗血症の1例
秋田赤十字病院

高須賀 緑（たかすが みどり）、小野寺 洋平、細谷 直子、真田 広行
　

 第13群 女性医学Ⅰ 妊娠に関連した新たな知見／症例検討
2日目　6月10日（日）　第2会場「エメラルド」　8:30 ～ 9:02

座長：川越	淳（かわごえ	じゅん）	山形大学	

50. 妊娠初期血圧正常高値は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病のリスクである
1 大館市立総合病院、2 弘前大学医学部附属病院

大石 舞香 1,2（おおいし まいか）、横山 美奈子 1、田村 良介 1、重藤 龍比古 1、高橋 秀身 1
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51. 妊娠4週、5週の血中hCG値による妊娠転帰の予測
山形大学

中村 文洋（なかむら ふみひろ）、竹原 功、西村 杏子、松川 淳、松尾 幸城、川越 淳、永瀬 智

52. 妊娠後期に大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折を発症した一例
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

滝口 薫（たきぐち かおる）、松宮 環、植田 牧子、遠藤 雄大、野村 泰久、田中 幹夫

53. 妊娠中に大腿骨頚部骨折をきたした一例
白河厚生総合病院

高田 めぐみ（たかた めぐみ）、古川 茂宜、中村 聡一、山内 隆治
　

 第14群 女性医学Ⅱ 避妊をめぐる問題／若年者の不定愁訴／その他
2日目　6月10日（日）　第2会場「エメラルド」　9:02 ～ 9:42

座長：秋元	義弘（あきもと	よしひろ）	岩手県立二戸病院	

54. 若者と産婦人科をつなぐための課題
～高校教育現場での緊急避妊ピル ECPに関する調査報告～
さとこ女性クリニック

井上 聡子（いのうえ さとこ）

55. レボノルゲストレル単剤による緊急避妊後に妊娠した症例
桜井産婦人科医院

桜井 秀（さくらい しげる）

56. 月経前症候群から不登校となった中学生に対しての柴胡材剤の使用経験
岩手県立中央病院

門野 彩花（かどの あやか）、土屋 繁一郎、三浦 雄吉、海道 善隆、菊池 権恵、三浦 史晴、
葛西 真由美、鈴木 博

57. 排尿障害を来した閉経後陰唇癒着症の一例
由利組合総合病院

和賀 正人（わが まさと）、金森 勝裕、中村 恵菜実、齋藤 史子、木村 菜桜子、軽部 彰宏

58. 高濃度乳腺と産婦人科疾患との関連
一般財団法人医療と育成のための研究所清明会鳴海病院健康管理センター

大橋 正俊（おおはし まさとし）
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 第15群 生殖内分泌 臨床研究／基礎研究
2日目　6月10日（日）　第2会場「エメラルド」　9:42 ～ 10:14

座長：立花	眞仁（たちばな	まさひと）	東北大学	

59. 宮城県のがん生殖医療の現状
1 東北大学、2 仙台 ARTクリニック、3 宮城県立がんセンター、4 スズキ記念病院

田中 恵子 1（たなか けいこ）、立花 眞仁 1、志賀 尚美 1、渡邉 善 1、吉田 仁秋 2、山田 秀和 3、
星 和彦 4、八重樫 伸生 1

60. 採卵当日の血中progesterone�値を用いた premature�luteinization の
予測について
岩手医科大学

竹下 真妃（たけした まき）、尾上 洋樹、村井 正俊、熊谷 仁、杉山 徹

61. 著明な胸水貯留を認めた卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の2症例
1 国立病院機構弘前病院、2 青森県立中央病院、3 弘前さくらクリニック

小玉 都萌 1（こだま ともえ）、淵之上 康平 1,2、石原 佳奈 1、松村 由紀子 1、飯野 香理 1、
田中 加奈子 1、湯澤 映 1,3、丹藤 伴江 1

62. 精液刺激法による子宮内膜NK細胞サイトカイン産生の検討
1 弘前大学、2 兵庫医科大学

當麻 絢子 1（たいま あやこ）、福井 淳史 2、山谷 文乃 1、横田 恵 1、福原 理恵 1、横山 良仁 1

　

 第16群 腹腔鏡手術
2日目　6月10日（日）　第2会場「エメラルド」　10:14 ～ 10:54

座長：熊澤	由紀代（くまざわ	ゆきよ）	秋田大学	

63. 腹腔鏡下手術中に S.A.N.D. バルーンカテーテルを破損し術中に回収しえた１例
岩手県立磐井病院

菅原 登（すがわら のぼる）、髙野 恭平、前川 絢子、荒井 真衣子

64. 腹腔鏡下手術中にモノポーラのシースを経由した組織への放電の経験と
セミウェット臓器を用いた検証
岩手県立磐井病院

菅原 登（すがわら のぼる）、髙野 恭平、前川 絢子、荒井 真衣子

65. 腹腔鏡下子宮全摘手術中に単鈎鉗子で腸管を挟鉗した1例
大崎市民病院

我妻 理重（わがつま さとしげ）、工藤 理永、宮原 周子、岩間 憲之、松本 大樹
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66. 臓器固定用シリコンデバイスを利用した妊娠中卵巣腫瘍の腹腔鏡下手術法
山形大学

竹原 功（たけはら いさお）、松尾 幸城、西村 杏子、松川 淳、渡邉 憲和、川越 淳、堤 誠司、
永瀬 智

67. 地区を越えたドライボックストレーニングセミナー開催による若手医師への
トレーニング促進効果
1 大館市立総合病院、2 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター、3 札幌医科大学

田村 良介 1（たむら りょうすけ）、高尾 航 2、玉手 雅人 3、松浦 基樹 3
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特 別 講 演

招 請 講 演

教 育 講 演
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【学歴・職歴】
昭和	50年	 	 群馬大学医学部卒業
	 	 	 群馬大学助教授を経て平成13年弘前大学産科婦人科学講座教授
平成	28年	3月	 定年退職となり、現在は弘前大学名誉教授
平成	28年	4月	 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長
	 	 	 現在に至る
平成18年に日本更年期医学会の理事長に就任。日本更年期医学会は平成23年日本女性医学学会となり、昨年
11月までその理事長に就任。この間、ホルモン補充療法ガイドライン作成や、産婦人科の第４の柱である女
性医学の確立と発展に尽力。

特別講演1� 1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　13:40 ～ 14:40
座長：横山 良仁　弘前大学大学院医学研究科 産科婦人科学講座 教授

女性医学とホルモン補充療法
演者：水沼 英樹　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 センター長

　我が国の総人口は1967年初めて1億人を超えたが、2008年の1億2808万人をピークに減少に転じた。
国立社会保障・人口問題研究所の推計の元に今から20年後の2037年の女性の人口を推計した場合、女
性の総人口は2017年に比べ9.8％減少し、50歳までの女性の人口減少は24.4% にも達するが、51歳以降
の女性人口は逆に6.4% の増加となることが予測されている。このような女性人口の構成変化は、産婦
人科医療のあり方に対し大きな変化をもたらすことは間違いなく、産婦人科医は、この人口構成の変
化を見据えた医療の展開が必要である。
　従来、産婦人科学は周産期医学、婦人科腫瘍学、生殖医学を3本柱として発展してきたが、近年こ
れに女性医学が加わった。女性医学は女性の一生を通じて主として予防医学の観点から女性に特有な
疾患を取り扱う診療分野とされ、その対象疾患は広範囲に及び、月経にまつわる疾患から、骨粗鬆症、
脂質異常症、高血圧症などの生活習慣病の予防や治療も加わる。2014年度の大臣官房統計情報部人口
動態・保健社会統計課保健統計室のデータを元に女性に特有な疾患で受診した推計患者数を求めてみ
ると、従来の産科婦人科の範疇として診ていた推計患者数は約25万人であるのに対し、生活習慣病関
連疾患は約62万人と約2.5倍であった。少子高齢化社会において、これら生活習慣病の予防は喫緊の
課題であることに論を待たない。日本ナースヘルススタディ（JNHS）注1）の調査研究をはじめとして、
最近の疫学研究は、卵巣機能の低下、月経異常、妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病、低体重出生児、子
宮筋腫、子宮内膜症など生殖年齢期に見られる女性特有な病態や疾患は閉経以降の生活習慣病のリス
クとなることを示している。このことはとりもなおさず、生活習慣病の予防医学として産婦人科医療
を見直すことの意義を意味するものであり、本講演では、まず、これら疫学データをもとに高齢社会
における産婦人科医療はどのように変わる必要があるかについて考える。
　一方、ホルモン補充療法は高齢女性の健康維持や増進効果を持つとされながら、2002年のWHI報
告以降、世界的にその使用が忌避され、特に女性の慢性疾患の予防薬としては骨粗鬆症の予防をのぞ
いて否定的にとらえられている。これに対し、我が国では2009年のガイドライン発行時より一貫して
HRTの予防効果の意義を認め安心・安全なHRTの普及に努めてきた。本講演では、HRTの否定に
大きな役割を果たしたWHI試験についてその意味したところについて、特にHRTと乳がんの関連性
について検証を加える。
注1）全国の看護師約5万人を対象とする女性の生活習慣と健康に関する前向きコホート研究。2001年から開始。主任研究員は
群馬大学の林邦彦教授。水沼は運営委員長として開始時より関与。
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【学歴・職歴】
昭和54年3月	 弘前大学医学部卒業
昭和54年4月	 弘前大学医学部内科学第一講座入局
平成16年9月～ 29年3月	 弘前大学大学院医学研究科社会医学講座教授
平成24年2月～ 28年1月	 弘前大学大学院医学研究科長（兼医学部長）
平成29年4月	 弘前大学大学院医学研究科社会医学講座特任教授
	 現在に至る
【役職】
青森県がん医療検討委員会委員長、青森県寿命アップ推進会議副委員長
【所属学会】
日本衛生学会（理事）、体力栄養免疫学会（会長）
【専門】
癌の疫学、地域保健、スポーツ医学、など
【著書】
Dr中路が語るあおもり県民の健康（東奥日報社）

特別講演2� 1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　14:50 ～ 15:50
座長：樋口 毅　弘前大学大学院保健学研究科 看護学領域 教授

青森県の短命県返上活動から見えてくるもの
演者：中路 重之　弘前大学大学院医学研究科 社会医学講座 特任教授

　長年日本一の短命である青森県では、今、産官学民を挙げた短命返上活動が繰り広げられている。
そのフィールドは地域・職域・学校であり、すべての関係者・機関がステークホルダーとなり、全
県を挙げての動きとなっている。加えて、平成25年からは弘前大学が国家的取り組みである COI	
STREAMに採択され、これらの活動を推し進めている。

1.	平均寿命の都道府県ランキングとその背景
　平成27年の都道府県平均寿命ランキングで、青森県はまた男女とも全国最下位であった。最長寿県
は男女合計でやはり長野県であった。両県の平均寿命の差2.3歳は人生最後の差ではない。両県の年
代別死亡率（全死因）をみると、全年代で青森県の死亡率が長野県を上回る。これは、主要な死因（がん、
心臓病、脳卒中の3大生活習慣病）が高いことに拠る。そこには、①生活習慣が悪い、②健診受診率が
低い、③病院受診が遅い・通院状況が悪い、などの背景がある。もちろん、その根幹には社会力がある。

2.	寿命延伸のためになすべきこと
　青森県が主要な健康指標で “ことごとく ”長野県に水を開けられていることから、結局はその根本
に問題の本質があると考える。つまり、県民一人ひとりの健康に対する知識と意識（健康教養）で青
森県が長野県に劣っていると考えられ、健康リテラシーの普及が急務である。さらに、青森県は40-60
歳代の死亡率が高いが、これも3大生活習慣病の死亡率の高さによる。だとすれば、その勝負は少な
くとも30年前から始まっている。つまり、学校（健康教育）・職場での対策である。

3.	弘前大学COI（Center	Of	Innovation）の概要
　平成25年、文部科学省の国家的プロジェクト COI	STREAMに弘前大学COI が採択された。テー
マは「認知症・生活習慣病とビッグデータ解析の融合による画期的な疾患予兆発見の仕組み構築と予
防法の開発」である。本COI では、日本一の短命県から脱出するため、青森県下の産官民と強く連携
して短命対策・健康づくり活動を行う。本COI には二本柱がある。ひとつは、世界一の測定項目数
（約2,000）を誇る「岩木健康増進プロジェクト」である。本プロジェクトで得られたエビデンスの活用、
加えてそのプラットフォームに集結した人材が連携することで、次のステップ、つまり社会実装（短
命県返上、2つ目の柱）に結びつける。
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【学歴・職歴】
浄土真宗本願寺派	僧侶（佐賀県伊万里市	浄誓寺）

龍谷大学文学部　真宗学科卒業

終末期医療（ホスピス、緩和ケア）への関わりからHV/AIDS支援に縁ができ、思春期・若者のセクシュ
アリティや性の悩み、生きづらさへの問いに関わる。小中高校にて性教育講演。佐賀県DV総合対策
センターの中学校向けDV予防教育の中では、「生と性と死を考える」という性教育授業を3年生向け
に年間20校ほどで実施。

【所属学会など】
日本思春期学会理事、日本エイズ学会会員、日本尊厳死協会・佐賀	理事、
思春期ネットワーク・佐賀	世話人、AIDS文化フォーラム in佐賀	運営委員、
医療法人光仁会西田病院倫理委員／緩和ケアボランティア副代表、九州龍谷短期大学非常勤講師（生命論）、
浄土真宗本願寺派子ども・若者ご縁づくり推進委員

招請講演� 2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　13:20 ～ 14:20
座長：蓮尾 豊　青森県産婦人科医会 会長／あおもり女性ヘルスケア研究所 所長 

生と性と死を考える
～思春期の生きづらさを仏教的な観点から考える～

演者：古川 潤哉　浄誓寺僧侶：浄土真宗本願寺派

＜概要＞
　佐賀県で主に中学3年生向けに実施している性教育授業「生と性と死を考える」の事例を通し、仏教
の世界観、死生観と、これらに基づく性教育、思春期の生きづらさへのアプローチ例を紹介する。仏
教は運命論ではなく縁（縁起の法）を中心とし、今ある環境もたまたまの結果であって、この先の未
来も諸々の関わりによって常に変化し続けるものと捉える。本学会のテーマに照らし、まさに、子ど
も達へのエールたり得るものといえる。
＜背景と経緯＞
　ホスピス緩和ケアの関わりからHIV/AIDSの予防と支援に取り組み、その中から、セクシュアリティ
や望まない妊娠、中絶など、若者の性に関する悩みに接する機会が増えた。その折、多職種連携の「思
春期ネットワーク・佐賀」や、県の「DV総合対策センター」などとの協働により中学校での授業（年
間20校程）を担当するようになった。
＜性教育授業「生と性と死を考える」＞
　近年もてはやされる「いのちの教育」は美談が中心で、「いのちを大切に」は大人も誰のいのちをど
う大切にするのか分からない状態で安易に多用されている。これらは道徳的な大前提ではあるが、現
実に生きるということは思い通りにならないということであり、いのちを語るならば「性」や「死」も
含むべきである。恋愛やセクシュアリティの悩み、死ぬのが怖い、死にたいが共存する思春期にこそ、
生と性と死を分離せずに、自分のこととして考える機会が重要と考える。授業では、生と死が逆の意
味では無くひとつであること、誕生が始まりで死が終わりではない考え方を示し、セクシュアリティ
や恋愛、ひいては人権や多様性、共生についての考え方の基礎となることを目指している。
＜まとめ＞
　宗教者が思春期、性教育に関わると聞くと、中絶反対、純潔教育を連想されるが、宗教は思い通り
にならない人生に対する救いである。規範的道徳観や多数派の常識の押しつけこそが生きづらさを作
り出すことを踏まえ、困難の中にある者、少数者の問いを無視しない共生の社会を目指す動きとして、
各領域の思春期援助や性教育が進展することを願う。



29

第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

【学歴・職歴】
平成	 3年	 高知医科大学医学部卒業
平成	 7年	 高知医科大学医学部付属病院産科婦人科助手
平成	13年	 高知医科大学医学部付属病院周産母子センター助手
平成	16年	 高知大学医学部生殖・加齢病態学教室助手
平成	18年	 愛知医科大学産婦人科学教室講師
平成	21年	 愛知医科大学生殖・周産期母子医療センター（生殖・周産期医療部門）准教授
平成	27年～ 28年	 米国ウィスコンシン州立大学マジソン校医学部産婦人科留学
平成	30年4月	 愛知医科大学生殖・周産期母子医療センター（生殖・周産期医療部門）特任教授

【所属学会】
日本産科婦人科学会
日本妊娠高血圧学会幹事長（平成26年4月～ 30年3月）、理事（平成30年4月～）
日本周産期・新生児医学会
日本内分泌学会
日本女性医学会
日本産科婦人科内視鏡学会

【受賞】
平成	 8年	 日本妊娠中毒症学会学術奨励賞受賞
	 	 （Free	radical による臍帯動脈血管収縮増強効果に関する検討）

教育講演1� 1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　10:15 ～ 11:15
座長：菅原 準一　東北大学 東北メディカル・メガバンク機構 教授

妊娠高血圧症候群の定義・臨床分類改訂の背景、経緯および
新定義・臨床分類の解説

演者：渡辺 員支　愛知医科大学医学部 生殖・周産期母子医療センター 特任教授

　我が国の妊娠高血圧症候群の定義・分類は、1962年に初めて晩期妊娠中毒症として作成され、そ
の後、妊娠中の「高血圧」「蛋白尿」「浮腫」を三主徴として診断される「妊娠中毒症（toxemia	of	
pregnancy）」となり周知されるようになった。1970年以降欧米では、高血圧がその主徴であるとの考
えから、新しい定義・分類・診断基準が相次いで提案されるようになった。この様な国際的な流れも
あり、病態を正確に反映し臨床的にも通用する新しい定義・分類が我が国でも必要となり、2004年に
「妊娠高血圧症候群（pregnancy	induced	hypertension:PIH）」と疾患名称を改称し、2005年に新定義・
分類が発表された。その後この疾患の英文略式名称である PIHと新定義・分類は、我が国の産科一般
臨床の場でも広く使用されるようになった。
　一方、我が国の PIH の定義・分類は、作成当時から欧米の病型分類が高血圧合併妊娠を含めたも
のであるのに対し、病型分類に高血圧合併妊娠を含めていなかったことから、国際分類とは少し異な
るものであった。近年の我が国の妊産婦の高年化に伴って高血圧合併妊娠の頻度は上昇し、妊娠中の
高血圧病態における妊娠前からの高血圧症の存在を無視することができなくなってきた。我が国を取
り巻く医療費の増大や社会の要請を背景に、これまでの妊娠高血圧症候群の病因、病態論の解析、研
究を目的とした診断基準よりも、重症高血圧に伴う母体の脳卒中のリスクや長期的な母児の予後につ
いて考慮した新たな診断基準が求められるようになった。また、現在PIH の疾患名称は欧米諸外国で
は次第に使用されなくなってきており、定義、分類も国際的な趨勢を反映していない状況にある。こ
のような経緯から、我が国でも2016年に疾患名称の英文表記を hypertensive	disorders	of	pregnancy
（HDP）に変更し、2018年に定義・臨床分類も全面改定を行う予定で現在進行中である。
　今回、妊娠高血圧症候群の定義・臨床分類改訂に至った背景、経緯と新定義・臨床分類の解説およ
び今後の課題も含めて発表する。
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【学歴・職歴】
昭和	54年	 3月	 徳島大学医学部医学科卒業
昭和	58年	 3月	 徳島大学大学院医学研究科単位取得退学
昭和	58年	 4月	 徳島大学医学部附属病院医員（医学部附属病院産婦人科）
昭和	58年	 8月	 徳島大学助手（医学部附属病院産科婦人科）
平成	 3年	10月	 徳島大学講師（医学部附属病院産科婦人科）
	 	 	 （平成7年8月～ 1年間、休職にて米国メリーランド大学医学部産婦人科留学）
平成	13年	 4月	 徳島大学助教授（医学部産科婦人科学講座）
平成	13年	 7月	 徳島大学教授（医学部産科婦人科学講座）
平成	22年	 4月	 徳島大学病院長（～ 23年3月）
平成	25年	 4月	 徳島大学医学部長（～ 29年3月）
	 	 	 徳島大学大学院医歯薬学研究部長
	 	 	 現在に至る

教育講演2� 1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　11:25 ～ 12:25
座長：寺田 幸弘　秋田大学大学院医学系研究科 産婦人科学講座 教授

生殖医療が直面する課題と学会の取り組み
演者：苛原 稔　徳島大学大学院医歯薬学研究部 産科婦人科学分野 教授

　昭和58年に生殖補助医療（ART）による最初の妊娠・出産が成功してから約35年、日本における生
殖医療はARTを中心に大きく発展した。日本産科婦人科学会倫理委員会に登録された2015年のART
の総実施周期数は約42万件、ARTにより出生した児は約5万人に達し、日本は世界に冠たるART大
国になっている。
　ART件数の増加の背景には、晩婚化による難治性の不妊患者の増加が大きく関係するが、他方、こ
の間に生殖医療を巡る国民意識も大きく変化し、ARTの必要性が社会に肯定的に受け入れられるよ
うになったことが大きな要因と考えられる。また、「学会見解」という医師の自主規制で方向性を示し、
社会に受け入れられる生殖医療の適正で規律ある導入を進めてきた日本産科婦人科学会の対応は正し
かったと考える。
　このようなARTの発展は不妊患者に大きな福音をもたらした一方、その陰で対応すべき問題もま
た次々に発生し山積しているのが現状である。直面している課題としては、ART妊娠率の低迷への対
応、ARTの安全性の検証、不妊治療の経済的負担の軽減、日本各地での医療の標準化、生殖医療従
事者や研究者の養成、新規ART技術の導入、倫理問題と商業主義への対処などであり、多くの未解決
問題が存在し、これらへの対応は喫緊の課題とである。また、生殖年齢人口が減少する時代となり、
生殖医療が大きな曲がり角にある現在、晩産高齢妊娠時代に求められるこれからの方向性を明確に示
すことが求められている。
　本講演では、日本の生殖医療が直面する課題に対する日本産科婦人科学会の取り組みの状況を報告
する。
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【学歴・職歴・学位】
昭和	57年	 3月	 慶應義塾大学医学部卒業
昭和	57年	 5月	 慶應義塾大学医学部研修医（産婦人科）
昭和	60年	 6月	 慶應義塾大学医学部助手（専修医）（産婦人科学）
昭和	63年	 6月	 医学博士
昭和	63年	 9月	 	米国	La	Jolla	Cancer	Research	Foundation	 	

（現	Sanford	Burnham	Prebys	Medical	Discovery	Institute）Post-doctoral	fellow
平成	 2年	 9月	 国立東京第二病院（現	独立行政法人国立病院機構東京医療センター）医員
平成	 3年	12月	 慶應義塾大学助手（医学部産婦人科）
平成	 8年	4月	 慶應義塾大学専任講師（医学部産婦人科学）
平成	17年	 4月	 慶應義塾大学教授（医学部産婦人科学）
	 	 	 現在に至る

【専門医等】
日本産科婦人科学会産婦人科専門医、日本臨床細胞学会細胞診専門医、	 	
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医、日本がん治療認定医機構がん治療認定医

【主な所属関連学会・学術団体】
日本臨床細胞学会（理事長）、日本婦人科腫瘍学会（副理事長）、婦人科悪性腫瘍研究機構（副理事長）、	
日本産科婦人科遺伝診療学会（副理事長）、日本産科婦人科学会（常務理事）、
日本婦人科がん検診学会（常務理事）、日本がん検診・診断学会（理事）、日本癌治療学会（理事）、
日本癌学会（評議員）、	Asian	Society	of	Gynecologic	Oncology（council	member）、等

教育講演3� 2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　10:50 ～ 11:50
座長：渡部 洋　東北医科薬科大学医学部 産婦人科学教室 教授

遺伝性婦人科癌－卵巣癌を中心に－
演者：青木 大輔　慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 教授

　遺伝性乳癌卵巣癌（hereditary	breast	and	ovarian	cancer:	HBOC）は、BRCA1または BRCA2遺伝
子（BRCA1/2）の生殖細胞系列変異が原因の常染色体優性遺伝形式をとる遺伝性腫瘍のひとつである。
BRCA1/2変異が卵巣癌患者全体の10%程度に確認されることから、発症リスクのアセスメントから遺
伝カウンセリングそして遺伝学的検査の実施、結果の解釈とそれに応じた対応など一連の臨床的取扱
いの正しい認識が浸透しつつある。未発症者の変異保持者に対しては、サーベイランスの有用性は限
定的でありリスク低減卵管卵巣摘出術（risk	reducing	salpingo-oophorectomy:	RRSO）が最も効果が
高い卵巣癌一次予防法である。
　一方、BRCA1/2変異を有する卵巣癌の多くは高異型度漿液性癌であり変異の無い卵巣癌患者より予
後が良いことが知られている。また、BRCA1/2の変異や他の関連遺伝子の変異による相同組み換え修
復不全（homologous	recombination	repair	deficiency;	HRD）が生じた場合に、より効果が期待される
PARP阻害薬が開発され、わが国でも薬事承認された。今回承認された olaparib（リンパーザ錠®）は
プラチナ感受性の卵巣癌再発のうちプラチナ製剤を含む化学療法の奏効が維持されている患者が適応
となっている。Olaparib は経口の維持療法薬であること、長期投与が可能である場合があることなど
が特徴で、有害事象として悪心、嘔吐、貧血などに留意する必要がある。適応としてBRCA1/2の変異
の有無は問わないものの薬物選択の観点からBRCA1/2に関わる遺伝学的検査の重要性は高いと考えら
れる。
　以上から、①家系員の腫瘍歴聴取が遺伝性腫瘍の診断契機になること、②遺伝学的検査の実施には
遺伝カウンセリングの提供体制が必要であること、④BRCA1/2変異陽性の未発症者に対するリスク低
減対策、⑤プラチナ感受性再発卵巣癌に対する PARP阻害薬の適正使用、⑥遺伝子変異と表現型の関
連をより明確化するために登録事業に参画すること、⑦がんゲノム医療（がんクリニカルシーケンス）
の実装化に伴って発見される二次的所見としての遺伝性腫瘍の取扱い、これらの点について婦人科腫
瘍を取り扱う者は知識を整理して実践に備える必要がある。





モーニングセミナー

ランチョンセミナー

イブニングセミナー
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【略歴】
平成15年北里大学医学部卒業、同愛記念病院で研修後、平成18年4月東京大学産婦人科学教室入局、東京大
学医学部附属病院産婦人科、総合母子保健センター愛育病院、焼津市立総合病院、東京日立病院、八戸クリニッ
ク産婦人科、国立スポーツ科学センターメディカルセンター、富山大学産婦人科、平成29年2月～東京大学
医学部附属病院 女性診療科・産科、国立スポーツ科学センター婦人科非常勤、浜田病院非常勤、日本体育大
学非常勤

【資格】
日本産科婦人科学会専門医、日本体育協会公認スポーツドクター、日本障がい者スポーツ協会公認障がい者
スポーツ医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専門医、医学博士

【役職】
スポーツ庁スポーツを通じた女性活躍促進会議委員、日本産科婦人科学会女性ヘルスケア委員会女性アスリー
ト小委員会委員、日本産婦人科医会女性アスリートのためのワーキンググループメンバー、日本オリンピッ
ク委員会サポート部門部会員、日本オリンピック委員会女性アスリート専門部会部会員、日本パラリンピッ
ク委員会女性スポーツ委員会委員長、日本障がい者スポーツ協会医学委員、女性アスリート健康支援委員会
理事、国体医事部会委員、日本パラリンピック委員会2020年特別強化委員会委員、日本スポーツ協会女性スポー
ツ委員会委員、日本臨床スポーツ医学会産婦人科部会委員、日本水泳連盟医事委員、日本ウエイトリフティ
ング協会スポーツ医科学委員会委員、日本サッカー協会NF rep.、日本ライフル射撃協会医科学情報部会委員、
東京都水泳協会医事委員、日本子宮内膜症啓発会議実行委員、女性スポーツ医学研究会役員

モーニングセミナー
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　7:30 ～ 8:30�　共催：あすか製薬株式会社

座長：野口 まゆみ　西口クリニック 婦人科

アスリートに対する婦人科診療のポイント
演者：能瀬 さやか　東京大学医学部附属病院 女性診療科・産科

　近年、アスリートが抱える女性特有の問題への解決に向けて、医科学的な視点からの支援や調査研
究が広がりつつある。月経困難症や月経前症候群等の月経随伴症状はコンディションやパフォーマン
スに影響を与えるケースがあり、競技に影響がでるアスリートでは、試合に向けた事前の対策が重要
となる。近年、トップアスリートのOC・LEP使用率は増加傾向にあるが、アスリートにおいては、
副作用出現時を念頭に置き開始時期を慎重に選択することや体重管理に十分注意する。また、パラア
スリートにおいては、基礎疾患や障がいの部位、レベルによって血栓のリスクがあることからOC・
LEPを使用しにくいケースもあり、より個別の対応が必要となる。
　一方、無月経の問題については、10代からの医学的介入に向けた体制作りが求められている。アメ
リカスポーツ医学会では、「視床下部性無月経」、「low	energy	availability（利用可能エネルギー不足）」、
「骨粗鬆症」を『女性アスリートの三主徴』と定義し、この三主徴がみられるアスリートでは、疲労骨
折のリスクが高まることが明らかになっている。近年、国際オリンピック委員会でも relative	energy	
deficiency	in	sport（RED-S）の概念を提唱し、相対的なエネルギー不足の状態にあるアスリートでは、
月経や骨への影響にとどまらず、発育・発達や代謝、精神、免疫、循環器等へ影響を与えパフォーマ
ンス低下をもたらす可能性があるとし、エネルギーバランスの重要性について警鐘を鳴らしている。
無月経のアスリートが受診した際、その原因が利用可能エネルギー不足であるかを評価することが、
治療方針を決める上で重要である。また、無月経で婦人科を受診したアスリートの中には、既に摂食
障害がみられるケースも多く、婦人科が摂食障害の早期発見の場となることから、食行動の異常につ
いても念頭におき診察することが必要である。
　また、女性アスリートに対する診療の際、産婦人科医にもアンチ・ドーピングの基礎知識が求めら
れるようになってきている。ホルモン製剤や漢方薬、排卵誘発剤等がドーピング禁止物質にあたるか、
また、投与方法についても最低限の知識を習得する必要がある。本講演では、女性アスリートに多い
婦人科の問題と対策について、また、産婦人科領域におけるアンチ・ドーピングの基礎知識について
解説する。
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【学歴・職歴】
昭和	61年	 3月	 九州大学医学部卒業
昭和	61年	 6月	 松山赤十字病院産婦人科（研修医）
昭和	62年	 6月	 九州大学医学部附属病院産科婦人科（研修医）
昭和	63年	 6月	 国立病院九州がんセンター婦人科（レジデント）
平成	元年	11月	 米国ラホヤ癌研究所	（post	doctoral	fellow）
平成	 4年	 4月	 九州大学生体防御医学研究所附属病院生殖生理内分泌婦人科（医員）
平成	 4年	10月	 九州大学生体防御医学研究所附属病院生殖生理内分泌婦人科（助手）
平成	 7年	 8月	 九州大学生体防御医学研究所（助手）
平成	10年	 4月	 九州大学生体防御医学研究所ゲノム創薬・治療学分野（講師）	
平成	21年	 7月	 順天堂大学大学院医学研究科産婦人科講座（准教授）
平成	24年	 8月	 九州大学大学院医学研究院生殖病態生理学（教授）
平成	27年	 1月	 九州大学大学院医学研究院（副研究院長）兼任
	 	 	 現在に至る

【学位】
医学博士（九州大学）

【免許等】
日本産科婦人科学会専門医・指導医、日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医・指導医、
日本がん治療認定機構がん治療認定医・暫定教育医、検診マンモグラフィー読影認定医

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

【主な研究分野】
婦人科腫瘍学・生殖内分泌学・分子生物学

ランチョンセミナー 1
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　12:35 ～ 13:35�　共催：中外製薬株式会社

座長：八重樫 伸生　東北大学 産婦人科 教授

婦人科腫瘍におけるゲノム医療の展開
演者：加藤 聖子　九州大学大学院医学研究院 生殖病態生理学分野 教授

従来、がんは病理診断による組織型により分類され、治療法も選択されてきた。しかし、最近大規模シー
クエンスによるがんゲノム解析が行われるようになり、遺伝子異常・遺伝子発現・エピジェネティッ
クな変化・miRNAの発現など包括的な分子病理に基づく予後予測や治療法の選択が進みつつある。
婦人科腫瘍の領域でも、2011年に高異型度漿液性卵巣がん、2013年に子宮体がん、2017年に子宮頸
がんの米国The	Cancer	Genome	Atlas の解析結果が次々と報告され注目されている。高異型度漿液性
卵巣がんの解析では、1）　immunoreactive,	2）　differentiated	,	3）　proliferative,	4）　mesenchymal、
子宮体がんの解析では	1）POLE	ultramutated,	 2）MSI	 hypermutated,	 3）Copy	 number	 low	 and	
microsatellite	stable,	4）Copy	number	high	serous	like、子宮頸がんは、	1）Keratin-low	Squamous,	2）
Keratin-high	Squamous,	3）Adenocarcinoma-rich のサブグループに分類される。この分子学的分類は
予後や薬剤感受性とも相関している。例えば、高異型度漿液性卵巣がんでは、1）,2）が予後良好であ
り、3）,4）が予後不良である。また、BRCAに代表される相同組換修復能（homologous	recombination	
deficiency:HRD）に関連するゲノム・エピゲノム異常は50%前後に存在するとされ、PARP阻害剤の有
効性が期待される。血管新生阻害薬ベバシズマブは予後不良の proliferative と mesenchymal タイプ
の予後を改善する可能性が示されている。子宮体がんでは、1）は予後良好、4）は予後不良、2）,3）は
その中間で、この分類により術後の補助療法を選択する臨床研究も始まっている。本講演ではこれら
のデータを紹介するとともに、予後不良群に共通して観察される epithelial	mesenchymal	transition
（EMT）に着目し、がん細胞の生物学的特性に与える影響について考察する。
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【学歴・職歴】
昭和	55年	 3月	 大阪大学医学部医学科卒業
昭和	55年	 7月	 大阪大学医学部附属病院医員（研修医）
昭和	56年	 7月	 市立貝塚病院産婦人科医員
昭和	58年	 7月	 大阪府立母子保健総合医療センター産科医員
昭和	61年	11月	 米国ニューヨーク大学医学部研究員
平成	 4年	 3月	 大阪府立成人病センター（婦人科診療主任）
平成	 5年	 9月	 大阪大学助手医学部（産科学婦人科学教室）
平成	 8年	10月	 兵庫県立西宮病院（産婦人科医長）
平成	11年	 3月	 大阪大学講師医学部（器官制御外科学）
平成	13年	 7月	 大阪大学助教授医学部
平成	17年	10月	 田附興風会医学研究所北野病院産婦人科部長
平成	25年	 4月	 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学教授
	 	 	 現在に至る

【所属学会など】
産婦人科専門医、母体保護法指定医、日本女性骨盤底医学会理事長、日本産婦人科手術学会常務理事、
日本生殖医学会生殖医療指導医	および代議員、日本周産期・新生児医学会周産期暫定専門医（母体・胎児専門医）、
日本産科婦人科学会英文公式機関誌（JOGR）編集委員、国際ウロギネコロジー学会メンバーシップ委員会委員

ランチョンセミナー 2
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　12:35 ～ 13:35� 　共催：株式会社ツムラ

座長：板持 広明　岩手医科大学医学部 産婦人科学講座 教授

女性骨盤底のアンチエイジングと漢方
演者：古山 将康　大阪市立大学大学院医学研究科 女性生涯医学 教授

　我が国は女性の平均寿命は87歳を越え、超高齢化の時代を迎えている。平均寿命と健康寿命の差
は男性9.02年、女性は12.4年であり、産婦人科医にとって閉経後の女性の「Successful	Aging」「アン
チエイジング」は重要課題である。成人女性が一生の間に骨盤底臓器の機能異常のために、医学的治
療を受ける頻度は11%	とされる。米国では尿失禁に年間100億ドル以上が消費され、その殆どは尿漏
れ用のパッドや大人のおむつに消費されているのが現状である。これらの患者の90％は医学的治療に
よって改善または治癒させることが可能である。
　女性骨盤底には腹側から背側にかけて膀胱、子宮、直腸が固定維持されている。これらの臓器は
排泄機能、性機能の重要な機能を担っている。骨盤底臓器の機能異常は女性のQOLを損なう大きな
問題である。女性は男性と異なり、生殖期に妊娠、分娩という大きなイベントを経験し、その歪みを
抱えたまま更年期、老年期を迎える。分娩、特に経腟分娩は骨盤底に大きなダメージを与える。更年
期を過ぎるとエストロゲンの低下、加齢による組織の萎縮によって骨盤底筋や結合組織は脆弱化し、
泌尿生殖器、下部消化器の機能異常の訴えが増加する。これらの機能異常のうち最も高頻度にみら
れるのは、更年期以降に進行する骨盤臓器脱（pelvic	organ	prolapse、	POP）や下部尿路症状（lower	
urinary	tract	symptoms、	LUTS）である。これらの機能異常は経腟分娩による物理的な傷害を誘発因
子として発症するが、エストロゲン欠乏や加齢、いわゆるエイジングによる因子の関与が大きい。ア
ンチエイジングは女性骨盤底医学の中でも重要テーマであるが、WHI ショックによってホルモン補
充療法に制限がかかるなか、漢方医療は産婦人科には欠かせない代替治療である。女性のエイジング
は漢方医学での「瘀血」と「腎虚」の病態であり、瘀血には婦人の三大漢方（当帰芍薬散、桂枝茯苓丸、
加味逍遙散）に加えて瘀血の結果である便秘に対する対応が必要である。腎虚は八味地黄丸を中心と
した漢方薬で効果が得られる。陰陽を考えて牛車腎気丸、六味丸や補腎剤で対応する。下部尿路炎症
の実証をともなう症状にも注意が必要である。骨盤臓器脱に対しては補中益気湯などの補剤が古くか
ら用いられる。腎虚の高齢者に認められる骨盤外陰痛（Vulvodynia）では筋肉痛などの痙攣痛も認め
られるので、補腎剤に加えて芍薬などの抗けいれん薬も有効である。
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【学歴・職歴】
平成	 2年	3月	 慶應義塾大学医学部卒業
平成	 2年	4月	 慶應義塾大学医学部産婦人科入局研修医
平成	 5年	4月	 慶應義塾大学大学院（医学研究科外科系専攻）入学（指導：野澤志朗教授）
平成	 8年	4月～10年9月　米国カリフォルニア州バーナム研究所（pos	doc）
平成	12年	7月	 慶應義塾大学助手（医学部産婦人科学）、同産婦人科診療医長を兼ねる
平成	17年	8月	 聖マリアンナ医科大学講師
平成	21年	8月	 聖マリアンナ医科大学准教授
平成	23年	4月	 聖マリアンナ医科大学教授（婦人科部長）
平成	24年	4月	 聖マリアンナ医科大学教授（産婦人科学講座代表）

【専門（学会）】
日本産科婦人科学会専門医・指導医、日本がん治療認定医、日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医、
日本臨床細胞学会細胞診専門医、緩和ケアの基本教育に関する指導者（日本緩和医療学会）

ランチョンセミナー 3
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　12:00 ～ 13:00�　共催：富士製薬工業株式会社

座長：永瀬 智　山形大学医学部 産婦人科 教授

小児、AYAがん患者に対する妊孕性温存の実践�
―地域完結型がん・生殖医療連携ネットワークの構築を目指して

演者：鈴木 直　聖マリアンナ医科大学 産婦人科学 教授

がん・生殖医療とは、小児、思春期・若年（AYA）がん患者に対する生殖機能温存を目指した医療が
その定義となる。一般不妊治療との大きな違いは、対象ががん患者である事から、何よりもがん治療
を優先とする中で、いかに患者あるいはその家族の自己決定を促すことができるか（子どもをもたな
い選択に関しても）が重要である。2004年にベルギーのDonnez博士らによる、若年ホジキンリンパ
腫患者に対する卵巣組織凍結・移植による生児獲得の報告によって、あらためてがん患者に対する妊
孕性温存の診療が注目され、2006年以降海外では本領域に対する取り組みが進んでいる。2006年に、
米国臨床腫瘍学会（ASCO）は、米国生殖医学会（ASRM）との共同で、がん患者における妊孕性温存
に関する世界初のガイドラインを発表した。また、米国のWoodruff教授らは、全米に渡るがん・生
殖医療連携ネットワークであるOncofertility	Consortium を2006年に設立した。同年、妊孕性温存に
関する知識の啓発や情報ネットワークの構築を目的として、von	Wolff教授らによるドイツ語圏を中心
とした FertiPROTEKTが設立された。さらに2007年には、Donnez博士らによって ISFP（国際妊孕
性温存学会）が設立され、2年に1回学術集会が開催され世界中から本領域の研究者が集まり熱い議論
が交わされている。本邦においては、2012年に日本がん生殖医療研究会（現学会）が設立され、2014
年に日本産科婦人科学会が ｢医学的適応による未受精卵子および卵巣組織の採取・凍結・保存に関す
る見解｣を示しており（2016年に改訂）、がん・生殖医療は本邦においても、新たな一分野として確立
しつつある。そして2017年には、日本癌治療学会によって8領域の臓器を網羅したガイドラインが刊
行された。しかしながら、本領域には地域格差や施設間格差が存在し、患者の経済的負担の問題、心
理社会的サポートの未整備など、インフォームドアセントの整備や子供を持たない選択に対する対策
など解決すべき課題が少なくない。本邦においても地域で完結できるがん・生殖医療連携ネットワー
クの構築を目指して、本講演では小児、思春期・若年がん患者に対する妊孕性温存の実践に関して概
説させて頂く。
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【学歴・略歴】
昭和	58年	 3月	 宮崎医科大学医学部医学科卒業
昭和	58年	 7月	 大阪大学医学部付属病院産婦人科研修医
昭和	59年	 7月	 市立貝塚病院産婦人科医師
昭和	62年	 7月	 大阪府立母子保健総合医療センター産婦人科医師
昭和	63年	 7月	 宮崎医科大学医学部産婦人科学講座助手
平成	 6年	 8月	 カリフォルニア大学アーバイン校産婦人科研究員留学
平成	 8年	 5月	 宮崎医科大学医学部附属病院周産母子センター助手
平成	12年	10月	 宮崎医科大学医学部附属病院周産母子センター講師
平成	14年	10月	 宮崎大学医学部附属病院周産母子センター講師
平成	17年	 8月	 国立循環器病センター周産期治療部部長
平成	21年	 4月	 国立循環器病センター研究所再生医療部部長（併任）
平成	22年	 4月	 独立行政法人国立循環器病研究センター周産期・婦人科部部長（所属名変更）
平成	23年	 9月	 	三重大学大学院医学系研究科病態解明医学講座生殖病態生理学分野教授
平成	24年	 4月	 三重大学大学院医学系研究科臨床医学系講座産科婦人科学教授（所属名変更）
平成	25年	10月	 三重大学医学部附属病院副病院長併任
【学会活動】
日本周産期・新生児医学会（理事）、日本母体胎児医学会（幹事）、
日本胎児心臓病学会（評議員）、日本脳神経超音波学会（評議員）、日本糖尿病・妊娠学会（評議員）
【所属学会】
日本産婦人科学会、日本産婦人科医会、日本周産期・新生児医学会、
日本未熟児新生児学会、日本体質医学会、日本母性衛生学会、
日本胎児心臓病学会、母体胎児医学会、日本脳神経超音波学会、日本糖尿病・妊娠学会、
日本感染症学会、日本循環器病学会、日本小児循環器学会、日本妊娠高血圧学会、
日本女性骨盤底医学会、日本ワクチン学会、日本成人先天性疾患学会、
日本産科婦人科内視鏡学会、日本分娩研究会
【認定医資格】
日本産婦人科学会認定医、専門医制度専攻医暫定指導医
周産期母体･胎児専門医暫定指導医、母体保護法指定医

ランチョンセミナー 4
2日目　6月10日（日）　第2会場「エメラルド」　12:00 ～ 13:00�　共催：科研製薬株式会社

座長：藤森 敬也　福島県立医科大学医学部 産科・婦人科学講座 教授

FGR と HDPに対する新治療法
演者：池田 智明　三重大学大学院医学系研究科 臨床医学系講座産科婦人科学 教授

　これまで、胎児発育不全（FGR）と妊娠高血圧症候群（HDP）の管理は、子宮内で胎児が不可逆性のイベン
トを起こさないようにモニタリングし、障害なき生存の可能な時期まで妊娠を延長することであった。FGR
と HDPに対する、病態を直接的に治療する方法は、数々のトライアルがされてきたが、有効性が証明され
たものは無かった。しかし最近、これにチャレンジする研究が多く発表されており、まさにパラダイムシフ
トが起ころうとしている。まずHDP予防としてアスピリンの効果が、メタアナリシスで確認された。それに
よれば、妊娠16週未満でかつ100㎎ /日のアスピリンを服用した場合に、HDP発症が約半減するというもの
である。これ以外に、血管内皮増殖因子（VEGF）をアデノウイルスに組み入れ、子宮動脈から注入する研究
（EVERREST）、プラバスタチンのHDP予防の研究などが報告されている。
　FGR、HDP、さらに常位胎盤早期剥離、早産の一部などは、胎盤形成異常として、最近は obstetrical	
syndromes（産科症候群）と呼ばれている。胎盤形成異常の主な病態として、絨毛外栄養膜細胞が脱落膜と子
宮筋層に侵入し、らせん動脈を抵抗血管から大きな径を持つ動脈へリモデリングすることが障害される。こ
のリモデリングは、産科症候群が臨床的な症状や兆候が明らかになる前の、妊娠8週から18週の間で起こる。
したがって、sFlt-1などの抗血管新生因子、PLGFなどの血管新生因子などのバイオマーカーや、子宮動脈血
流ドプラなどの所見などによって、妊娠早期にFGRや HDPの発症を予測しようと研究されている。
　われわれは、FGRと HDPに対して、ホスフォジエステラーゼ（PDE）5阻害剤、タダラフィルを投与する
治療を基礎と臨床の両面から取り組んでいる。LNAM投与によるHDPモデルマウス実験において、タダラフィ
ルは有意に蛋白尿、高血圧を改善し、胎仔体重を増加させた。臨床的には、FDAの分類で Bであり、胎児
に対しする安全性は高い報告であり、われわれの臨床研究においても、母児の安全性は第一相試験にて担保
された。世界的に、PDE5阻害剤で短時間作用のシルデナフィルのFGRに対して、Lancet にネガティブな結
果が最近報告されたが、すべての症例が臍帯動脈血ドプラ検査で拡張期途絶と逆流という既に進行している
早発型であることが、効果が無かった原因だと考えている。
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【学歴および職歴】
平成	 3 年	 3 月	 順天堂大学医学部卒業
平成	 3 年	 6 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座入局
平成	 5 年	 6 月	 国際親善総合病院産婦人科医員（産科研修）
平成	 6 年	 7 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座助手
平成	 9 年	11 月	 順天堂大学浦安病院産婦人科助手
平成	12 年	 6 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座助手
平成	13 年	 7 月	 学位授与
平成	13 年	 6 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座外来医長就任	
平成	15 年	 1 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座臨床講師就任
平成	19 年	 4 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座准教授就任
平成	26 年	 9 月	 順天堂大学女性スポーツ研究センター	副センター長併任
平成	28 年	 5 月	 順天堂大学医学部産婦人科学講座	講座内教授就任
	 	 	 現在に至る

【学会・研究会役員他】
日本産科婦人科内視鏡学会	理事、評議員、内視鏡実技研修会講師
日本産科婦人科学会	 代議員、生殖内分泌小委員会委員、女性ヘルスケア小委員会委員
女性スポーツ医学研究会		 幹事
東京低侵襲外科研究会		 世話人
東京生殖懇話会	 世話人
文京区子宮内膜症研究会	 幹事
文京区内分泌研究会	 世話人

【所属学会】
日本産科婦人科学会、日本産科婦人科内視鏡学会、日本内視鏡外科学会、日本女性医学会、日本生殖医学会、日本産婦人科手術学会、
受精着床学会、エンドメトリオージス学会、日本人類遺伝学会、遺伝カウンセリング学会、日本婦人科腫瘍学会、女性スポーツ医
学研究会、日本産婦人科医会、AAGL（Advancing	Minimally	Invasive	Gynecology	Worldwide）、ESGE（European	Society	
Gynaecological	Endoscopy）、APAGE（The	Asia-Pacific	Association	 for	Gynecologic	Endoscopy	and	Minimally	 Invasive	
Therapy）

イブニングセミナー 1
1日目　6月9日（土）　第1会場「サファイア」　17:10 ～ 18:10�　共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長：新倉 仁　東北大学病院 産婦人科 特命教授・婦人科長

誰にでもできる安全な腹腔鏡手技とトラブルシューティング
演者：北出 真理　順天堂大学 産婦人科学講座 教授

　本邦の産婦人科分野では、1930年代より外科に先駆けて腹腔鏡検査（骨盤内観察）が導入され、避
妊目的の卵管結紮術や腹腔鏡下採卵を経て、1970年代には良性疾患に対する腹腔鏡下手術が開始され
た。光学系機器やエナジーデバイスの進歩とともに腹腔鏡下手術の適応は次第に拡大し、2000年以降
には婦人科良性疾患に対する手術のメインストリームとなった。
　現在では子宮体癌や骨盤臓器脱にも医療保険が適用され、子宮頸癌は先進医療の対象となり、腹腔
鏡手術の需要はあっという間に全国的に広まった。それに伴い、開腹手術の経験がないまま腹腔鏡手
技を習う世代のパラダイムシフトに突入した。
　内視鏡技術認定や認定研修施設の制度が開始されてからは、全国的にも施設レベルの安全性を推奨
するようになり、腹腔鏡下手術の普及をさらに促進する喜ばしい結果となった。しかしその一方では、
新術式における保険適用の施設基準を満たすため、あるいは施設のポテンシャルを高めるために、ぎ
りぎりの症例数でも内視鏡技術認定を申請せざるを得ない場合も少なからずみられる。内視鏡技術認
定は腹腔鏡手術を安全に行えるスタート地点に過ぎず、安全な腹腔鏡手術を遂行するためには資格取
得後も継続する修練が必要である。
　また、4D等最新のカメラシステムにより視認性が高まりつつある一方で、より繊細な手技や解剖学
的知識が求められる傾向にあり、初心者が乗り越えるべきハードルが知らず知らずのうちに高まって
きているのも事実である。
　本講演では、これから腹腔鏡手術を始める方や習熟過程で壁に突き当たり悩んでいる方々に対して、
最低限必要かつ安全な腹腔鏡手術手技のノウハウとトラブルシューティングを、いくつかの動画と共
にお伝えしたい。
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【学歴・職歴】
昭和	63年	 3月	 岩手医科大学医学部卒業
昭和	63年	 4月	 岩手医科大学大学院医学研究科入学
平成	4年	 3月	 岩手医科大学大学院医学研究科4年の過程を修了
平成	4年	 4月	 岩手医科大学医学部内科学第一講座副手
平成	5年	 4月	 岩手県高次救急センター助手
平成	6年	 4月	 岩手医科大学医学部内科学第一講座副手
平成	9年	 9月	 米国ミネソタ州,	Mayo	Clinic,	GI	unit,	Research	fellow
平成	12年	 1月	 岩手医科大学医学部内科学第一講座専門医員
平成	12年	11月	 岩手医科大学医学部内科学第一講座助手
平成	16年	 2月	 岩手医科大学医学部内科学第一講座嘱託講師	
平成	17年	 4月	 岩手医科大学医学部内科学第一講座講師	
平成	20年	 4月	 岩手医科大学医学部内科学講座消化器・肝臓内科分野講師
平成	21年	 4月	 岩手医科大学医学部内科学講座消化器・肝臓内科分野准教授
平成	24年	 4月	 岩手医科大学附属病院内視鏡診療部部長兼任（～ 25年9月）	 	
平成	25年	 9月	 岩手医科大学医学部内科学講座消化器内科消化管分野准教授
平成	27年	 4月	 岩手医科大学歯学部口腔医学講座関連医学分野教授
	 	 	 現在に至る

【所属学会など】
日本内科学会（総合内科専門医、指導医、東北地区評議員）、	日本消化器病学会	（専門医、指導医、評議員、「消化性
潰瘍ガイドライン」作成委員、「過敏性腸症候群ガイドライン」作成委員、「慢性便秘症ガイドライン」作成委員）	
日本消化器内視鏡学会（専門医、指導医、評議員、「内視鏡洗浄ガイドライン」作成委員）、日本消化管学会	（専門医、
指導医、代議員）、日本高齢消化器病学会（評議員）、American	Gastroenterology	Association（AGA）、American	
College	of	Gastroenterology（ACG）、日本大腸肛門病学会、日本消化吸収学会、日本消化器がん検診学会、
臨床研修医指導医、外国医師臨床修練指導医	

イブニングセミナー 2
1日目　6月9日（土）　第2会場「エメラルド」　17:10 ～ 18:10�　共催：持田製薬株式会社

座長：福田 眞作　弘前大学医学部附属病院 病院長

慢性便秘の病態と治療－特に女性に関連して－
演者：千葉 俊美　岩手医科大学 口腔医学講座 関連医学分野 教授

便秘の概念は、一般に排便回数や排便量が減少し、排便時の強いいきみ、残便感、腹部膨満感などの
症状を持ち合わせた状態を言います。ROME	Ⅳ診断基準では、a.	排便の25%以上にいきみがある；b.	
排便の25%以上に兎糞状便または硬便がある；c.	排便の25%以上に残便感がある；d.	排便の25%以上
に直腸肛門の閉塞感あるいはつまった感じがある；e.	排便の25%以上に用手的に排便促進の対応をし
ている（摘便・骨盤底圧迫など）；f.	排便回数が週に3回未満である、これら a）から f）のうち2つ以上
の症状を満たすことが診断基準とされ、さらに6ヵ月以上前から症状があり、最近3ヵ月間は便秘の基
準を満たしていることと提唱しています。慢性便秘症は予後が良好であるため治療が必要な疾患とし
て認知されにくい一方で、QOLの低下が報告されています。慢性便秘の原因として、不十分な食物
線維および水分摂取、運動不足、薬剤の副作用、などがあげられ、慢性便秘を併発する可能性のある
内分泌疾患や精神神経疾患などの基礎疾患の存在も重要です。慢性便秘の合併症は、S状結腸軸捻転症、
虚血性大腸炎、腸閉塞症、直腸潰瘍などが報告されており、慢性便秘に虚血性心疾患が併発する頻度
が高く、死亡率上昇の危険因子となり得ます。わが国の便秘の有訴者数は2-5%程度と言われ、女性に
多い傾向を示しています。そして、加齢により有病率は増加し、若年層では女性に多く、70歳以上では
男女比がほぼ1:1となっています。慢性便秘症の分類は、結腸通過時間正常型便秘、結腸通過時間遅延
型便秘、直腸肛門機能異常に分けられ、病態に応じた治療の基本が示されています。下剤のうち酸化
マグネシウムは高齢者に対する投薬での高マグネシウム血症が問題となることや、刺激性下剤は短期
的には有用ではあるものの、長期連用により効果が減弱し投与量が増えることなど注意を要します。
その他、膨張性下剤、プロバイオティクス、粘膜上皮機能変容薬、漢方薬などを調整し投薬を行います。
最近、胆汁酸トランスポーター阻害薬の投与が可能となりその効果が期待されます。便秘の診療には、
併用薬や基礎疾患により便秘が引き起こされていないか随時確認し、器質的疾患の有無の精査も要し
ます。高齢者入所施設などにおける便秘症の対応などのさらなる解明が期待されています。



会長特別企画
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【学歴・職歴】
昭和	53年	 3月	 自治医科大学医学部卒業（第一期生）
昭和	53年	 4月	 群馬大学医学部産科婦人科学教室で臨床研修
昭和	55年	 4月	 群馬県藤岡保健所予防課長
昭和	58年	 4月	 群馬県衛生環境部保健予防課母子保健係長
昭和	62年	 4月	 群馬県前橋保健所技師長
昭和	63年	 4月	 社団法人日本家族計画協会クリニック所長
平成	 9年	 5月	 総理府男女共同参画審議会委員（橋本龍太郎総理）
平成	 9年	 6月	 社団法人日本家族計画協会理事
平成	10年	 4月	 	厚生省児童家庭局長私的懇談会「生涯を通じた女性の健康施策に関する研究会」委員
平成	11年	 5月	 総理府男女共同参画審議会委員（小渕恵三総理）
平成	12年	 2月	 厚生省「健やか親子21」検討会委員
平成	13年	 4月	 内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力専門調査会委員（森喜朗総理）
平成	16年	 6月	 社団法人日本家族計画協会常務理事
平成	17年	 1月	 厚生科学審議会臨時委員（感染症部会）（平成17年1月～平成27年10月）
平成	18年	11月	 厚生労働省「健やか親子21」の指標に関する研究会委員
平成	19年	 4月	 社団法人日本家族計画協会家族計画研究センター所長
平成	20年	11月	 第49回日本母性衛生学会学術集会長（千葉県浦安市）
平成	21年	 8月	 日本思春期学会副理事長（平成21年8月～平成27年8月）
平成	22年	 4月	 東京産婦人科医会癌対策部会・委員会委員（平成22年4月～平成24年3月）
平成	24年	 6月	 一般社団法人日本家族計画協会専務理事
平成	26年	 6月	 一般社団法人日本家族計画協会理事長
【所属学会など】
一般社団法人日本家族計画協会理事長・家族計画研究センター／クリニック所長、文部科学省児童生徒の心と体を守るための啓発教材の改定委員
会委員、一般社団法人日本思春期学会監事、公益社団法人日本母性衛生学会常務理事、公益財団法人ジョイセフ理事、公益社団法人日本産婦人科
医会女性保健委員会委員、公益社団法人母子保健推進会議理事、順天堂大学医学部非常勤講師、母子保健研修センター助産師学校非常勤講師、一
般社団法人日本女性心身医学会評議員、公益社団法人東京都医師会感染症予防検討委員会委員、公益財団法人予防医学事業中央会評議員、公益財
団法人東京都予防医学協会理事、一般社団法人東京産婦人科医会理事、一般社団法人社会医学系専門医協会指導医・専門医、公益社団法人日本産
婦人科医会妊娠ワンストップサービス検討プロジェクト委員会委員、日本産前産後ケア・子育て支援研究会顧問

会長特別企画（スポンサードセミナー）OC・LEPと性教育：決められた運命、変えられる未来
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　14:25 ～ 16:25�　共催：バイエル薬品株式会社

 座長： 蓮尾 豊 青森県産婦人科医会 会長／あおもり女性ヘルスケア研究所 所長 
  井上 聡子 さとこ女性クリニック 院長 

わが国の低用量経口避妊薬（OC）の過去・現在・未来
～過去を振り返り未来へ繋ぐ～

演者：北村 邦夫　一般社団法人日本家族計画協会 理事長

　1999年6月16日はわが国で経口避妊薬（OC）が承認された日である。米国での承認が60年5月、国際家族
計画連盟（IPPF）が北朝鮮にOCの供給を開始したのが94年であるから、米国には40年、北朝鮮には5年ほ
ど遅れたことになる。
　しかし、当時52歳だった「ピル開発の父」と呼ばれる Gregory　Pincus博士が、世界で初めてホルモン避
妊薬の臨床試験成績を報告したのが55年10月に東京で開催された第5回国際家族計画会議の席上であったこ
とをご存じだろうか。この報告を受けて、わが国ではOCの開発が一挙に進み、厚生省（現厚生労働省）は、
59年には月経困難症治療薬として「エナビット」錠を承認し、米国の承認から7カ月後には、日本の製薬企業
が同剤を避妊薬として承認するよう国に申請している。その後、承認に至るまでには艱難辛苦の歴史が刻ま
れることになることを、当時の研究者達は想像できただろうか。
　現在、私たちは避妊薬であるOCに加え、月経困難症治療薬としての各種LEP剤を手にすることができる。
ところが、筆者らが2016年に実施した調査によれば、女性ホルモン剤（避妊薬+治療薬）を使用している女
性は僅か3.0% に過ぎないだけでなく、「使いたくない」が71.9% もいることが明らかとなっている。しかも、
OC発売から20年目に入ったにもかかわらず、「使えない」「使いたくない」女性にその理由を尋ねると、依然
として47.6% が「副作用が心配」と回答している。使うか、使わないかは強制されることではないが、フラン
スやオランダでは4割を超える同棲・婚姻関係にある女性達が使用しているというのも事実である。
　OCや LEP剤が、卵巣がんや子宮内膜がんなどの婦人科がんの発症率を低下させるだけでなく、女性の快
適な月経ライフの実現に大きく貢献していることは間違いがない。言い換えれば、OCや LEP剤の普及は、
これからの日本人女性のリプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）の向上に必要不可欠なものだと
も言える。
　OC開発の研究に生涯を捧げた先人がいる。OCの承認を勝ち取るために情熱を傾けて取り組んだ先輩がい
る。そんな彼らの努力に報いるためにも、産婦人科医としてOCの普及にどう尽力できるか、このセミナー
を通じて考えることができたらと願っている。
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【学歴・職歴】
平成2年富山医科薬科大学医学部卒業、富山医科薬科大学医学部産科婦人科学教室入局後、黒部市民
病院産婦人科、富山医科薬科大学医学部産科婦人科学助手、済生会富山病院産婦人科医長を経て、平
成18年より現職。
専門は生殖医療（内分泌・不妊）、女性ヘルスケア、思春期、更年期。女性に対する暴力の根絶、リプ
ロダクティブ・ヘルス /ライツ、男女共同参画など、女性を取り巻く社会問題に関して、積極的に活
動を行っている。

【所属学会など】
内閣府男女共同参画会議重点方針専門調査会委員、内閣府男女共同参画会議女性に対する暴力に関す
る専門調査会委員、富山県男女共同参画審議会委員、富山市男女共同参画推進審議会会長、国立大学
法人富山大学医学部医学科臨床教授、富山県医師会常任理事、日本産婦人科医会常務理事、富山県産
婦人科医会理事、NPO法人ハッピーウーマンプロジェクト理事長

【受賞歴】
平成21年	 	第41回中日教育賞
平成25年	 第17回松本賞
平成25年	 日本家族計画協会会長表彰受賞
平成28年	 文部科学大臣表彰受賞

会長特別企画（スポンサードセミナー）OC・LEPと性教育：決められた運命、変えられる未来
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　14:25 ～ 16:25�　共催：バイエル薬品株式会社

 座長： 蓮尾 豊 青森県産婦人科医会 会長／あおもり女性ヘルスケア研究所 所長 
  井上 聡子 さとこ女性クリニック 院長 

女性の活躍と健康が日本を支える・動かす・変える
－ EP配合剤の役割を含めて－

演者：種部 恭子　女性クリニック We!TOYAMA 院長

　明治維新以降急激に増加し人口ボーナス期に高度経済成長を遂げた日本は、これからの100年で明
治維新の頃の人口にまで減少する。すでに人手不足の波は小さな組織・小さな自治体に打撃を与え始
めており、社会保障はもちろん経済活動や社会構造そのものを維持するために、女性はまだ固定的性
別役割分業が根強く残る中、労働力としても実働を求められている。
　加えて、右肩上がりの経済成長が期待できなくなった日本にとっては、高齢社会の負担を担える体
力を維持するために、新たなイノベーションや社会構造改革が必要である。切り札は、社会経済活動
に参入してこなかった女性とマイノリティである。単なる労働力率の上昇のみならず、行き詰った日
本経済の構造改革を動かすキーパーソンとして、女性が持つ従前と異なる視点でのものや仕組みづく
りに、日本は生き残りをかけている。これが「女性活躍推進」である。
　しかし、女性のキャリア形成期は、妊孕性が高く生物学的に妊娠・出産に最も適した時期と一致する。
キャリアを積み自己実現に向けて活躍したいと願う女性たちは、頭の隅に自身のライフプランに関す
る不安を抱えている。加齢と妊孕性に関する知識、キャリアプランとパッケージにしたライフプラン、
子宮内膜症などライフプランやパフォーマンスに影を落とす疾患の予防など、女性活躍の基盤を支え
るためには、産婦人科医の伴走が必要である。
　とくに、キャリアもライフプランもかなえるためには、妊孕能とQOLの低下をもたらす子宮内膜
症の予防としてOC/LEP を普及させることに重要な意味がある。海外の先進諸国でも、女性の社会
参画や社会的地位向上の歴史において、OCの普及およびQOL向上という付加価値を持つOC（日本
ではLEP）の開発が進んだ経緯がある。日本もまさにこの段階に入ろうとしているものと考えている。
　女性のライフサイクルに合わせたヘルスケアは、女性活躍の基盤である。産婦人科医がOC/LEP を
武器に働く女性のヘルスケアに積極的にかかわることが、女性の活躍を支える。
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【学歴・職歴】
聖マリアンナ医科大学卒業
平成	4年	 長野赤十字病院　2年間研修医いろいろな科を研修
平成	6年	 長野赤十字病院産婦人科勤務
平成	11年	 医療法人裕生会	丸山産婦人科医院勤務
平成	13年	 北信母性保護相談所所長

【所属学会など】
日本産婦人科学会産婦人科専門医、母体保護法指定医、日本ソフロロジー法研究会指導医、犯罪被害
者支援センター委託医、長野県保健所女性いきいき相談相談員、ながの子どもを虐待から守る会運営
委員、長野市医師会女性医師委員会委員、児童相談所アドバイザー

【受賞歴】
平成	27年	 第37回母子保健奨励賞・NHK賞

会長特別企画（スポンサードセミナー）OC・LEPと性教育：決められた運命、変えられる未来
2日目　6月10日（日）　第1会場「サファイア」　14:25 ～ 16:25�　共催：バイエル薬品株式会社

 座長： 蓮尾 豊 青森県産婦人科医会 会長／あおもり女性ヘルスケア研究所 所長 
  井上 聡子 さとこ女性クリニック 院長 

予期せぬ出来事を望む未来へつなぐために
演者：渡邉 智子　医療法人裕生会 丸山産婦人科医院 副院長

　この度第145回東北連合産科婦人科学会総会のメインテーマに、日頃私が性教育の講演の中で伝え
ている「決められた運命　変えられる未来」を使っていただくことになり、大変光栄なことと感謝申
し上げます。
　私がこのテーマでお話する対象の多くは中学生です。多感な年齢であり、自立心が芽生える大切な
時期でもあります。多くの学校では制服があり、聞いてくれている生徒さんは男子と女子に分けられ、
緊張した眼差しを私に向けています。制服や校則で決められた髪型の生徒たちは、皆同じようにも見
えるのですが、子どもたちひとりひとり、願いや悩みを持ち、誰一人として同じ子どもはいないのです。
全ての子どもたちに届く言葉とは何だろう・・・それは今も私の中で追い続けているテーマでもあり
ます。
　このように考えるきっかけとなったのは、私が子どもの頃に、両親が里親として何人かの子どもた
ちをお世話していた姿を見、様々な家庭環境のなかで辛い経験をしている子どもたちと出会ったこと
に始まりました。子どもは親を選べません。子どもが置かれる生育環境は、子どもの力では変えるこ
とが難しく、子どもには何の責任もないことです。それでも幸せになるためには、未来を変えようと
努力しなければなりません。また当院ではトランスジェンダーの方が治療のために通院しており、染
色体は変えられなくても、少しでも望む人生を歩めるように支援していきたいという願いもあります。
　産婦人科は唯一「おめでとう」とたくさん言える科だと言われます。それは確かなことではありま
すが、同じ妊娠・出産でも予期しない状況で始まると、辛く苦しい結果になることもあります。特に
10代の若年妊娠は貧困や養育能力の低さなどの多くの問題をはらんでいます。迷ったまま中絶しても、
出産しても喜びにつなげることはできません。当院ではそんな若年妊娠した女性を1週間医院に入院
させ、出産や育児に関する勉強や体験をさせることで、自分の意思でどうするかを決めるための「教
育入院」というプログラムを20年前から実践しています。自分の未来を自分自身で決めることで、中絶・
出産どちらを選択しても、結果を肯定的に受け止めていかれるように支援するためのプログラムです。
予期せぬ出来事をそのままにせず、少しでも支援することで、望む未来へつなげることができると私
は考えています。



一 般 演 題
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1. 当院における子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対するMPA療法の臨床的検討
○横山絵美、志賀尚美、渡邉善、徳永英樹、立花眞仁、新倉仁、伊藤潔、八重樫伸生
東北大学

【目的】
子宮体部類内膜腺癌（以下EA）とその前癌病変の子宮内膜異型増殖症（以下AEH）は晩婚化や出産年齢の高齢化に伴
い40歳未満の若年者において増加している。高用量メドロキシプロゲステロン（MPA）療法は高分化型EAあるいは
AEHに対する妊孕性温存治療法であるが、妊娠出産を含めた検討については少数例の報告がほとんどである。当施
設におけるMPA療法の治療効果および妊娠結果について検討した。
【方法】
1998年4月から2017年12月までに当院でMPA療法を行った高分化型EA患者22例（EA	group）とAEH患者20例（AEH	
group）の寛解率・再発率・妊娠結果について東北大学医学系研究科倫理委員会の審査に基づき（2017-1-658）、後方視
的に検討した。
【結果】
EA	group（22例）において13例（59.1%）が CRを達成し、うち7例（53.8%）が再発した。CRを達成できなかった9例
中7例が標準手術を受けた。CRを達成した13例中2例が自然妊娠し、生児を得た。AEH	group（20例）において17例
（85%）が CRを達成し、うち12例（70.6%）が再発した。CRを達成できなかった3例中1例が標準手術を受けた。CR
を達成した17例中4例が妊娠（自然妊娠3例、人工授精1例）し、3例が生児を得た。妊娠率はAEH群15％、EA群
23％であった。
【結論】
当院におけるMPA療法の寛解率、再発率は過去の報告と同等の結果であったが、妊娠出産に至るケースは少なかった。
MPA療法が妊孕性温存のための非標準治療であることを改めて啓蒙すると共に、妊娠許可された時点から積極的な
妊娠への医療介入が必要と考えられた。MPA療法の治療効果と妊娠結果について、文献的考察も含めて報告する。

2. 子宮体癌ⅣB期症例に対して黄体ホルモン療法が著効している一例
○渡邉健史1、添田周1、大原美希1、小島学1、野村真司1、古川茂宜1、水沼英樹2、
藤森敬也1

1 福島県立医科大学産科婦人科学講座、2 福島県立医科大学ふくしまこども女性医療支援センター

【はじめに】　進行・再発子宮体癌に対する治療としては、プラチナ・タキサン製剤を含むレジメンや単剤による治
療が推奨されているが、根治は困難であり長期に投薬する場合には患者のQOLに多大な影響を及ぼす。一方で黄体
ホルモン療法については、欧米では確固たる地位を築いている一方で、日本国内での使用報告は少ないのが現状で
ある。今回、ⅣB期の子宮体癌で長期間プラチナ・タキサン製剤を使用するも PDとなった症例に対して、酢酸メド
ロキシプロゲステロン（MPA）が奏功している症例を経験したので報告する。【症例】　62歳時に近医から子宮体癌
の診断で紹介された。術前に多発性肺転移と、傍大動脈リンパ節転移を認めた。腹式単純子宮全摘出術＋両側付属器
切除術＋傍大動脈リンパ節切除術を施行された。病理組織診断では右付属器と傍大動脈リンパ節に転移を認め、組織
型は類内膜癌grade1であった。手術進行期stageⅣB（FIGO2008）と診断された。術後AP療法を6コース行い PRが
得られたが副作用強く中止とした。その後、肺病変の増悪を認めさらにAP療法するも PDでありDC療法を導入し
た。PRを繰り返しながら total17コース施行し、約4年間の生存期間を確保するも最終的に PDとなった。化学療法
中のQOLはかなり厳しいものがあり、これ以上の治療は希望されないとのことであったが黄体ホルモン療法を提案
しMPA200mg	の内服治療を開始した。半年後の画像検索で PRが得られ、その後2年間SDで経過しており現在70歳
となった。その間のQOLは良好であった。【結語】　子宮体癌の再発時に黄体ホルモンは重要な選択肢になり得る。
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3. 子宮体部大細胞神経内分泌癌（large�cell�neuroendocrine�
carcinoma:LCNEC）と類内膜腺癌の混合癌の1例

○宮原周子、松本大樹、工藤理永、高橋友梨、岩間憲之、我妻理重
大崎市民病院

【背景】子宮体部より発生する大細胞神経内分泌癌（large	cell	neuroendocrine	carcinoma:LCNEC）は非常にまれな悪
性腫瘍で、これまで21例が報告されているにすぎない。今回われわれは子宮体部LCNECの1例を経験したので報告
する。
【症例】77歳、女性。6妊3産。狭心症、甲状腺機能異常、腎機能障害あり。12年前より内膜肥厚にて近医通院してい
たが8年前より受診が途絶えていた。今回性器出血を認め近医を再診し、子宮内膜細胞診で陽性となったため当院紹
介となった。内膜組織診にてEndometrioid	adenocarcinoma，G1の診断、画像検査から子宮体癌ⅠB期推定となった。
合併症のため縮小手術として単純子宮全摘術＋両側付属器切除を施行した。子宮底部から生じ子宮内腔に突出する有
茎性腫瘤を認め、術後病理検査では、腫瘤部において異形成細胞が癒合腺管状や篩状に増殖しており、一部の充実部
分では免疫染色でクロモグラニンA陽性、シナプトフィジン陽性、であり、LCNEC（pT1a,	FIGO	ⅠA）と診断された。
また、腺管状の成分では G2相当の類内膜腺癌と考えられ、mixed	carcinoma の診断となった。補助化学療法として
肺小細胞癌に準じ、また、年齢と腎機能を考慮したうえでエトポシド＋カルボプラチン療法を4コース施行し、現在
経過観察中である。
【結論】子宮体部LCNECは非常にまれな腫瘍で、悪性度が高く予後不良であると言われるがあるが、画像検査などで
の特徴もないことから、術後の病理組織検査ではじめて診断されることが多い。肺小細胞癌に準じて、シスプラチン
＋エトポシドによる術後化学療法が追加される場合が多いが、症例数が少なく確立した治療法がない。今後さらなる
症例の蓄積による検討が望まれる。

4. 子宮頸部扁平上皮癌に対する同時化学放射線療法から9年後に
発症した子宮体癌の1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

【緒言】放射線治療の稀な晩期合併症として、二次性癌の発生が報告されている。今回我々は、子宮頸癌に対する同時
化学放射線療法（CCRT）から9年後に発症した子宮体部癌肉腫の1例を経験した。【症例】66歳、0妊、57歳時に子宮
頸部扁平上皮癌IIa期と診断された。子宮底部に8cm大の変性子宮筋腫を合併しており、頸部閉塞による子宮留膿症に
伴い全身及び局所の感染も認めたため、手術は困難と判断し CCRTを施行した。以後再発徴候は認めなかった。66
歳時の12月頃より下腹部痛、上腹部違和感、食欲不振、肋骨痛を認め、CTや骨格系のMRI を施行したところ骨盤内
に腫瘤を認めたため当科紹介となった。診察上、内部に結節影のある18cm大の子宮留膿症を認め、入院して精査加
療を行った。子宮留膿症の細胞診は疑陽性、膿汁培養でCorynebacteriumが検出された。抗菌薬治療にて子宮留膿症
の感染が改善したところで手術を行った。大網に omental	cake、ダグラス窩に播種結節を認め、ダグラス窩の播種結
節を一部摘出した。腹腔内は放射線照射後であり、高度な癒着により付属器摘出は困難であったため、子宮摘出術（膣
上部切断）のみを施行した。病理組織診断は癌肉腫であり、子宮体癌IVB期の診断で、術後化学療法を予定している。
【考察】子宮頸癌に対する CCRT後の二次性子宮体癌の発症は1%未満と非常に稀である。二次性子宮体癌の組織型と
しては癌肉腫の報告が多く、予後不良例が多い。また、二次性子宮体癌の発症までの年数としては3～ 30年と非常に
長期例の報告もあり、本症例でも CCRT後9年以上が経過していた。放射線治療後は晩期合併症としての二次性癌の
発症も念頭に置き、長期に渡り経過を追う必要があると考えられる。
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5. 卵巣癌における FDG-PET/CT検査の SUV値に関する検討
○鈴木百合子、清野学、榊宏輸、須藤毅、太田剛、永瀬智
山形大学

【目的】Fluorodeoxyglucose（FDG）-	positron	emission	tomography（PET）/CTは悪性腫瘍の診断に有用で、婦人科領
域においても利用されることが多い。これまでに、Standardized	uptake	value（SUV）max値による予後や治療効果
予測のバイオマーカーとしての有用性が報告されている。今回、卵巣・卵管・腹膜癌におけるFDG-PET/CTの SUV
値と病期、組織型、集積部位、予後との関連について検討した。【方法】	2011年1月から2016年12月までの5年間で
FDG-PET/CT施行後に手術を行った卵巣・卵管・腹膜癌患者120例を対象とした。研究対象の患者情報をカルテから
抽出し後方視的に検討した。なお、当院の FDG-PET/CT では FDG投与後1時間（早期相）と2時間（後期相）で集積
変化をみており、SUVmax上昇率についても検討を行った。【結果】Ⅰ期に比べ、Ⅱ～Ⅳ期で有意に SUVmax値が高
かった（p＜0.05）。明細胞癌で有意にSUVmax値が低かった（p＜0.05）。SUVmax値は集積部位で有意差を認めなかっ
た。漿液性癌において SUVmax値中央値（12.1）以上（high群）と未満（low群）で全生存期間および無増悪生存期間を
検討したが有意差はなかった。また、SUVmax値の早期相から後期相への上昇率の中央値（26.9%）より高い群（high群）
と低い群（low群）で全生存期間および無増悪生存期間を検討したがいずれも有意差はなかった。さらに病変部位間で
の SUVmax値について検討を行ったが、原発巣・腹膜播種巣・リンパ節転移の SUVmax値に有意差を認めなかった。
【結論】明細胞癌で SUV値が低いこと、また、病変の部位による SUV値に差はないことを明らかにした。漿液性癌に
おいて SUVmax値および早期相・後期相の SUVmax上昇率は予後との関連性を認めなかった。

6. TS-1/CDDP療法をおこなった原発不明卵巣印環細胞癌の1例
○江渡恒、庄子忠宏、齋藤達憲、向井田理佳
八戸赤十字病院

　卵巣における印環細胞癌の多くは胃癌などの消化器癌からの転移性腫瘍、いわゆるKrukenberg腫瘍である。今回
我々は卵巣以外に原発巣が同定されない卵巣印環細胞癌の症例を経験したので報告する。	【症例】55歳3経妊3経産、
既往歴、合併症、家族歴に特記事項なし。不正性器出血を主訴に受診し、造影CTおよびMRI にて径9cm大の左充実
性卵巣腫瘍と診断した。血清腫瘍マーカー値はCA125が56.0U/mlと若干の高値を示したがCEAは2.9ng/mlであった。
術中所見は左卵巣が手拳大に腫大していたが、子宮、右付属器には異常はなく、腹腔内に明らかな腹膜播種は認めな
かった。単純子宮全摘術、両側付属器摘出術、大網亜全摘術、骨盤内リンパ節郭清および傍大動脈リンパ節生検をお
こなった。腹腔洗浄液の細胞診断は偽陽性、病理組織診断は両側付属器に印鑑細胞癌を認めた。消化器がんの卵巣転
移を疑い、消化器内科に依頼したが、PET-CT検査では消化管に明らかな異常集積なく、また上部・下部消化管内視
鏡検査でも異常所見を認めなかった。原発不明卵巣印環細胞癌と診断し、本人、家族に十分説明したうえで、術後の
補助化学療法としてTS-1/CDDP療法（TS-1	120mg/day/body	day1-15、	cisplatin	60mg/m2	day8）を開始した。	【考察】
卵巣以外に原発巣が同定されない卵巣印環細胞癌の1例を経験した。原発不明卵巣印環細胞癌は文献報告も数例と非
常に稀であり、TS-1/CDDP療法を行った報告はない。今後も化学療法を継続し定期的な全身検索を行う予定である。
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7. 茎捻転を伴った卵巣成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化・転移の一例
○鳥羽直弥、高梨子篤浩、飯澤禎之、武市和之
会津中央病院

【緒言】悪性腫瘍による卵巣腫瘍茎捻転はと頻度が低いとされている。また悪性転化をきたす成熟嚢胞奇形腫は頻度が
低いとされている。今回我々は緊急手術を要した卵巣腫瘍茎捻転において、術後に悪性腫瘍が判明し、悪性転化・転
移を認め再度の手術及び後療法を必要とした症例を経験したので報告する。
【症例1】51歳＜既往歴＞3産。7歳時に開腹虫垂切除術施行された。37歳時に甲状腺機能亢進症の指摘をされた。＜
内服薬＞なし＜現病歴＞X-7年に59mmの左卵巣腫瘍を指摘され皮様嚢腫疑いとして経過見られていたが、その後通
院を自己中断された。X年Y月Z日2日前からの左下腹痛のため当院受診し左卵巣に径90mmの腫瘤を認め、茎捻転を
疑い同日緊急にて左付属器切除術施行し360度の捻転認められた。病理結果は成熟嚢胞奇形腫、左卵巣筋上皮癌であっ
た。Y+3月に CA125の上昇あり、画像検査にて骨盤腔左側や腹部大動脈周囲にリンパ節転移が疑われ、卵巣成熟嚢
胞性奇形腫の悪性転化・転移の診断となり、他院にて子宮全摘術、右付属器切除術、骨盤内・傍大動脈リンパ節郭清
術施行され、扁平上皮癌認められた。術後化学療法施行し再発なく経過している。
上記症例に対して文献的考察を交えて報告をする。

8. 鼠径部原発高異型度漿液性癌の一例
○吉田悠人、大山喜子、永井智之、徳永英樹、島田宗昭、新倉仁、八重樫伸生
東北大学病院

【緒言】女性内性器悪性腫瘍において腟、外陰を除けば鼠径靭帯を超えてリンパ節転移を起こすことは稀であり、鼠径
リンパ節は所属リンパ節に含まれていない。鼠径部に大きな皮下腫瘤が発生し、鼠径部原発高異型度漿液性癌と診断
された希少な一例を経験したため報告する。
【症例】53歳女性、2妊2産、閉経52歳。鼠径部の腫脹、疼痛あり、鼡径ヘルニア疑いにて前医外科を受診。腫瘍性病
変と判断され、由来不明の鼠径リンパ節転移の診断の元、針生検が行われた。腺癌の所見であり、CTで多発する骨
盤リンパ節腫大を認めた。前医婦人科において腟部・内膜細胞診では異常を認めず、卵巣にも腫瘍を疑う所見は認め
られなかった。精査加療目的に当科紹介となり、PETで子宮ないし右卵巣に集積を認め、子宮あるいは卵巣原発悪性
腫瘍の疑いで手術の方針となった。開腹子宮全摘、両側付属器摘出、両側骨盤リンパ節郭清、右鼠径部腫瘍摘出、右
鼠径リンパ節郭清を施行した。子宮・両側付属器に肉眼的に異常なく、両側の骨盤リンパ節は腫大していた。腹腔内
に明らかな播種病変は認めなかった。右鼠径部の腫瘍は恥骨上から鼠径部の筋膜に癒着あり。浅・深鼠径リンパ節も
腫大し、Nuck管を通じて右骨盤後腹膜リンパ節と数珠状に腫大していた。病理組織検査の結果、鼠径部の腫瘍は高
異型度漿液性癌であった。
【考察】子宮・卵巣には悪性所見はなく、遺残ミュラー管組織由来の可能性が高いと思われた。希少な病態であり、摘
出後の形成を含めた手術内容と病理像について詳細を報告する。
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9. 当院で経験した常染色体優性多発性嚢胞腎合併妊娠の3例
○田邉昌平、末永香緒里、吉田瑶子、佐藤いずみ、葛西亜希子、葛西剛一郎、会田剛史、
田中創太

八戸市立市民病院

【緒言】常染色体優性多発性嚢胞腎は両側の腎臓に多数の嚢胞を生じ、進行性に腎機能が低下する遺伝性腎疾患であ
る。常染色体優性多発性嚢胞腎合併妊娠では非合併妊娠に比べて高血圧合併や妊娠高血圧症候群の発症率が高いとさ
れる。当院で妊娠管理を行った常染色体優性多発性嚢胞腎合併妊娠を3例経験したので報告する。
【症例1】30歳、1妊0産。分娩前腎機能は Cre0.48mg/dl と安定していた。自然妊娠し妊娠33週0日から当院で管理し
ていた。妊娠37週0日、自宅収縮期血圧が110mmHgから130mmHgに上昇し尿蛋白3+も出現したため誘発分娩を行
い妊娠37週4日に出産した。一ヶ月検診では血圧130/85mmHg、Cre0.64	mg/dl だった。
【症例2】30歳、1妊0産。分娩前腎機能はCre0.41	mg/dl と安定していた。近医で排卵誘発後妊娠し、妊娠39週3日に
陣痛発来あり出産した。一ヶ月検診でCre0.5	mg/dl、血圧も正常だった。
【症例3】37歳、1妊0産。挙児希望あり当院に紹介となった。Cre1.94	mg/dl と中等度腎機能障害を認めたが脳動脈瘤
や大動脈瘤はなく、血圧上昇と腎機能悪化のリスクについて説明していた。自然妊娠し腎臓内科と慎重に妊娠管理を
行った。妊娠27週3日、切迫早産のため入院した。入院後は血圧上昇せず経過した。入院時の腎機能がCre2.29mg/dlだっ
たが徐々に悪化し妊娠34週0日にCre2.43mg/dlとなった。母体腎機能悪化のため妊娠34週4日に帝王切開で娩出した。
娩出後も腎機能増悪し、一ヶ月検診でCre3.69mg/dl だった。現在透析導入もしくは腎移植を検討している。
【考察】常染色体優性多発性嚢胞腎合併妊娠の症例では妊娠前に腎機能障害を認める場合、妊娠予後と出産後の母体腎
機能に影響を与える可能性が示唆された。

10. 止血に難渋した子宮頸部静脈瘤合併妊娠の2例
○田中誠悟1、田中幹二1、小玉都萌2、追切裕江1、飯野香理2、横山良仁1

1 弘前大学医学部附属病院、2 国立病院機構弘前病院

【緒言】子宮頸部静脈瘤合併妊娠は稀であり、明確な管理方針はない。しばしば経過中に大量出血を起こし、止血に難
渋した報告も散見される。今回我々は、妊娠中に性器出血を繰り返し予定帝王切開術中も弛緩出血となり子宮摘出を
要した1例と、妊娠37週に出血のため緊急帝王切開術となった1例を経験したので報告する。【症例1】39歳、1妊0産、
既往歴に特記事項なし。人工授精で妊娠成立した。妊娠23週に出血あり来院。経腟超音波検査で子宮頸管内に著明な
無エコー領域が存在し、カラードップラーにて血流を認め子宮頸部静脈瘤と診断した。妊娠26週にも大量出血を認め
たがガーゼ圧迫にて何とか止血を得た。妊娠37週2日に選択的帝王切開術を施行したが、胎盤娩出後に子宮収縮不良
となり大量出血となった。子宮収縮剤投与や圧迫縫合を行うも効果なく、やむなく子宮摘出に至った。出血量は3,632	
g であった。病理検査では子宮頸部静脈瘤を認めたが、羊水塞栓は指摘されなかった。【症例2】37歳、1妊0産、髄質
性嚢胞性腎疾患で腎移植の既往あり。体外受精・胚移植で妊娠成立した。妊娠28週の経腟超音波検査で、臍帯卵膜付着、
前置血管が疑われ、さらに子宮頸管内に無エコー領域を認め子宮頸部静脈瘤と診断した。帝王切開を予定していたが、
妊娠37週の診察時に頸部から出血し止血が得られず、緊急帝王切開術となった。子宮下節部～頸部からの出血が多く、
圧迫縫合を加えて止血を得た。出血量は1,800	g であった。【考察】子宮頸部静脈瘤を認めた場合、妊娠中の診察には
十分な注意を要する。また同様に子宮摘出に至った報告もあり、分娩後の大量出血を考慮した対応が必要である。
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11. 手術既往なく妊娠16週で不全子宮破裂、子宮内胎児死亡となった一例
○小玉都萌、田中幹二、髙林杏奈、追切裕江、石原佳奈、飯野香理、横山良仁
弘前大学

【緒言】妊娠中の子宮破裂は10000分娩に5例という稀な病態であり、その多くが子宮筋腫核出術や帝王切開術といっ
た子宮に切開を加えた手術後に生じる。今回我々は、子宮の手術既往がなく、妊娠16週で不全子宮破裂を生じて子宮
内胎児死亡に至った症例を経験したので報告する。
【症例】30歳女性、1妊0産。25歳で右傍卵管嚢腫に対して開腹下に嚢腫除去術を行った既往がある。妊娠15週6日、
突然の左下腹部痛と性器出血あり前医受診し入院となった。経腹超音波検査では胎児心拍は確認され、他の血液検査
や画像検査にも異常はなかった。しかし、下腹部痛は持続し、翌朝に経腹超音波検査を施行したところ胎児心拍は停
止していた。原因不明の腹痛と子宮内胎児死亡として当院へ搬送となった。搬送時はショックバイタルで CT検査で
は腹腔内に多量の液体貯留を認めた。ヘモグロビン値は搬送時8.1	g/dL だったが6時間後には6.0	g/dL へ低下した。
以上より原因不明の腹腔内出血として開腹手術を行った。腹腔内には多量の血液が貯留しており、これを除去して出
血源を検索すると子宮後壁の下方に約1.5	cm の筋層断裂を確認した。断裂は子宮内腔には貫通しておらず、不全子宮
破裂と診断した。筋層は筋層断裂部位の周囲や卵巣表面には肉眼的に内膜症を疑う所見を認めたが、病理組織検査で
は内膜症病変の確定には至らなかった。また同部位には胎盤も存在していなかった。
【結語】子宮破裂は子宮手術既往がなくとも発症する可能性があり、突然の下腹部痛や腹腔内の液体貯留を認めた際に
は、子宮破裂を疑って診療を行うことが重要である。

12. 妊娠経過中に原因不明の急性腹症で判明した、漿液性境界悪性卵巣
腫瘍の1例

○門ノ沢結花、大澤有姫、松下容子、熊坂諒大、松倉大輔、尾﨑浩士、森川晶子
青森県立中央病院

症例は28歳（1妊0産）、葉状腺腫瘍摘出術の既往あり。自然妊娠成立後、前医で妊婦健診施行し、特に異常は指摘さ
れていなかった。妊娠32週5日に腹痛と腰痛あり、里帰り先の救急外来を受診、切迫早産の診断で同日当院へ母体搬送。
子宮頚管の短縮を認め、切迫早産として子宮収縮抑制薬点滴施行。しかし下腹部痛の改善なく、子宮収縮抑制薬中止
も切迫早産の進行はなかった。憩室炎などの腸管炎症を疑い絶食・補液で加療したが、下腹部痛改善せず、CRP	4.71	
mg/dL と上昇を認めたため、妊娠33週3日に緊急帝王切開術を施行。腹水貯留認めず、子宮体部前面下方に大網と
壁側腹膜の癒着、ダグラス窩・後腹膜に播種を疑う所見を認めた。両側卵巣表面には乳頭状の腫瘤を認めた。他、虫
垂などの腸管に異常所見は認めなかった。原因検索のためCT・MRI・消化管内視鏡検査を施行したが、原発不明であっ
た。PET－CTを追加し、両側卵巣に集積を認め、病理組織学検査で漿液性境界悪性卵巣腫瘍の診断に至った。術後
経過は良好で術後8日目に退院、今後の手術を考慮したが、本人の希望あり居住先の大学病院へ紹介した。児は早産
児のためNICU入院となったが、経過良好で修正37週6日に退院。本症例は妊婦健診で卵巣異常を指摘されていなかっ
た。妊娠経過中に原因不明の急性腹症を認め、帝王切開術を施行し癌性腹膜炎を疑い、PET－CTにて卵巣癌疑いとなっ
た1例を経験したので、文献的考察を含め報告する。
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13. 青森市超音波研究会（胎児超音波の医療連携）の４年間の成果
○橋本哲司、千葉仁美、佐藤麻希子
青森市民病院

【はじめに】青森市超音波研究会（USG	Society,Aomori：以下USAと略する）は、2013年10月から開始した胎児超音
波による医療連携である。USAのメンバーは、市内で分娩を取り扱う全ての診療所である。USAの活動は、メンバー
に通院する妊婦に対し、当院が精密超音波を行うことを主体とする。今回、胎児心臓に特化して、4年間の成績をま
とめてみた。【方法】検査の勧奨は、メンバーが行う。対象となる妊婦は、超音波で異常の指摘がないことと、既定
の同意書に同意することが必須である。検査時期は、妊娠28週頃で、1回のみの予約検査である。当院の検査技師3
名が分担して実施し、既定の結果報告書を作成した。それを私がチェックし、最終的な検査報告書を作成した。臨床
成績は年2回、追跡調査した。【成績】検査数は2422件であった。小さなVSD、TRのみ、PLSVC のみを除くと、出
生前診断できた例は、USAで3例（TOF、MR、エプスタイン病）、USA以外で10例（左側相同×2、HLHS、AVSD、
TA、DORV×3、TOF、cTGA）。出生後の診断は、USAで3例（TAPVR×2、TGA）、USA以外は1例（CoAcomplex）
であった。【考察】CHDの出生前診断率は、メンバー全体で76％（13/17）であった。診断できなかった CHDは、メ
ンバーにおける検査では、その共通点として、4CVで異常がない例、及びカラードプラが有効な例であった。当院で
の検査では、TAPVR2例と TGA1例（両大血管が並行するタイプ）であり、全国的にも出生前診断が困難な症例であっ
た。【総括】（1）カラードプラは胎児心臓スクリーニングに有用である。（2）TAPVRの診断は、ガイドライン以外の
方法が必要である。

14. 癒着胎盤による産科危機的出血症例後の取り組みについて
○横山美奈子、大石舞香、田村良介、重藤龍比古、髙橋秀身
大館市立総合病院

【緒言】当院では年間500件前後の分娩があり、問題のあった症例は振り返りを行い、改善点を列挙した上でシミュレー
ションを行っている。癒着胎盤による産科危機的出血で子宮を摘出することなく救命できた症例を経験したため、本
症例における分娩後の取り組みについて報告する。
【症例】27歳、1妊0産。妊娠24週に前壁側の辺縁前置胎盤が疑われたが、その後30週には内子宮口より胎盤辺縁まで
2cm以上離れていた。41週0日に陣痛発来で入院し、41週1日に経腟分娩となった。児は3710	g、男児、Apgar	score	
1分値：8点、5分値：9点、臍帯動脈血pH	7.29と問題なかった。その後、胎盤剥離兆候がなく、用手剥離を試みるも
剥離されず癒着胎盤が疑われた。出血が持続したため経腹超音波下で用手剥離を試行し、胎盤が一部前壁に残存した
状態で剥離された。その時点で総出血量:1700	ml、SI：1.1 ～ 1.3であった。輸血をオーダーし双手圧迫を行い、胎盤
娩出から41分後より RBC	4単位、FFP	4単位を輸血し96分後に Bakri バルーン®を挿入し止血された。総出血量は
6000	ml で、RBC	6単位、FFP	6単位を輸血し産褥9日目に母児ともに退院となった。分娩35日目の造影MRI で残存
した胎盤が確認されたが、その後縮小し産褥2ヶ月で胎盤遺残は消失した。	ただし剥離した部分は切痕となった。本
症例を振り返った結果、輸血施行の時間短縮等が必要と判断し、当院での輸血在庫量の見直し、輸血オーダーの迅速化、
必要薬剤の掲示等、改善策を講じた。その上でシミュレーションを行い更に改善すべき項目が列挙された。　
【結語】産科危機的出血を含め、非常事態に備え今後もこの取り組みを継続する方針である。
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15. 当院における過去5年間の10代出産の検討
○齋藤美貴、橋本吏可子
津軽保健生活協同組合健生病院

【目的】10代は、身体的にも精神的にも発育・発達の過程にあり、その成長途中での妊娠・出産は、医学的にも社会
生活においてもハイリスクとされている。当院における過去5年間の10代出産を全数調査し、その実態を明らかにする。
【方法】2011年1月1日より2015年12月31日までの5年間の当院での総分娩数1544件を対象とし、出産時の年齢が10
代であるものを抽出した。
【結果】10代での出産件数は1544件中56件3.6% であった。内訳は、13歳1件、15歳2件、16歳4件、17歳8件、18歳12件、
19歳29件で、19歳が過半数を占めた。飛び込み分娩が3件、妊娠22週以降での初診が9件、妊娠12週以降の初診が14
件であった。また、この調査期間中に、10代で2回出産している者が3名いた。13歳と15歳の3名は出産時に中学生であり、
それぞれ初診妊娠週数は、33週、37週、39週で、1名は相手が実兄であった。出産時に高校在学年齢だった者は19名
だったが、そもそも進学していない者6名、中退後である者3名、妊娠が判明してから退学した者4名、カルテ上では
確認できない者5名、通信高校在籍が1名で、高校に通学しながら出産となった者は一人もいなかった。また未婚率
は19名中11名57.9% であった。
【考察】10代での出産、特に中高生での出産を中心に検討した。若年妊娠と性虐待との関係も言われているが、実際
に当院でも中学生の出産で相手は実兄という症例を経験した。高校在学年齢ではそもそも高校に通学していない者が
多く、これまで性教育講演に力を注いできたが、やはり義務教育期間での学習が大切である。基本的な知識も当然だが、
人との関わりなどの学習教育が幼少時から日本でも必要であると思われた。

16. 岩手県北における母子保健のポピュレーションアプローチと
ハイリスクアプローチの連動の実際

○秋元義弘、千葉洋平、村上一行、千田英之、佐藤昌之
岩手県立二戸病院

岩手県では、以前より県全体として妊産婦メンタルヘルス支援の活動を行っており、平成22年以降は、県内全ての周
産期医療機関、全ての市町村においてエジンバラ産後うつ病質問票スクリーニングを施行している。東日本大震災の
前後での結果から見ても、高得点者の比率は少なく、かつ、震災後も増加していないという結果が得られている。海
外での研究にて妊産婦への適確なケアを介入することで、産後うつ状態が減少すること、更に将来の虐待リスクが減
少することも明らかになっていることから、岩手県では将来の虐待予防を念頭に入れた取り組みも行われつつある。
むろん、虐待の最大リスクとなっているのは、そもそも妊娠中医療機関を受診しないなどの社会的ハイリスクであり、
そうした女性をどのようにすくい上げるかという観点も必要であり、それは医療機関だけで行いうるものでは無い。
岩手県では県全体での周産期支援システムがあるが、さらに岩手県北地域において、独自に開発した周産期データベー
スを用い、電子カルテ、支援システムと組み合わせ、周囲市町村との連携を常に行い、ポピュレーションアプローチ、
ハイリスクアプローチの連動を行っている。
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17. 母児ともに救命できた推定28週大動脈解離合併妊娠の一例
○伊藤友理1、杉山晶子1、渡邉憲和1、出井麗1、深瀬実加2、石田博美1、堤誠司1、
永瀬智1

1 山形大学医学部附属病院、2 山形県立新庄病院

【緒言】妊娠中の急性大動脈解離の発症頻度は低いが、母児双方の生死に関わる疾患であり迅速な診断と対応が必要と
される。今回我々は、妊娠に気づかず未受診でいた妊婦が突然の背部痛を主訴に救急搬送され、大動脈解離であった
症例を経験したので報告する。
【症例】27歳、2妊（今回の妊娠を含む）0産。20歳から高血圧を指摘されていたが未治療であった。乗用車を運転中に
突然の強い胸背部痛を自覚し、当院へ救急搬送された。来院時に妊娠が判明し、超音波所見より妊娠28週3日と推定
した。また収縮期血圧は250	mmHg以上であり造影CTで急性Stanford	A型大動脈解離と診断した。降圧を開始した
後に100	bpm程度の胎児徐脈が出現した。胸部外科医と相談の結果、帝王切開術後に二期的に大動脈解離の手術を行
う方針とした。全身麻酔下に緊急帝王切開術を施行し、756	g の女児、Apgar	Score	2/3点を娩出した。翌日に子宮か
らの出血を予防する目的で単純子宮全摘術を行い、引き続き大動脈基部弓部置換術を施行した。母体は術後に腎機能
障害や肺炎、深部静脈血栓などを認めたが治療により改善し、術後50日目に退院した。児の経過は良好で日齢112日
に退院した。
【考察】急性大動脈解離は、未治療の場合死亡率が発症48時間まで1時間ごとに1%上昇するといわれる予後不良の疾
患である。本症例は未受診のため情報が少ない中で、患者本人にとっても医療者にとっても短時間で重大な決断を迫
られる状況であったが、他科との連携により遅滞なく治療を行い、母児ともに救命することができた。

18. 一絨毛膜二羊膜双胎の一児IUFD後に死胎児症候群を呈した一例
○成田吉央、熊谷祐作、富田芙弥、湊敬廣、黒澤靖大、大塩清佳、齋藤昌利、八重樫伸生
東北大学

【緒言】死胎児症候群は比較的稀な病態で通常子宮内胎児死亡（IUFD）から4～ 5週間で発症すると考えられている。
また、一絨毛膜双胎の双胎間輸血症候群（TTTS）などによる胎児不均衡発育はそのリスクが高く、膜性診断をした上
での個別管理が求められる。今回我々は一絨毛膜二羊膜双胎で一児が IUFDとなり、その後DIC を発症し緊急帝王切
開術を施行した死胎児症侯群の一例を経験したので報告する。【症例】30歳、4妊1産。自然妊娠後、前医で一絨毛膜
二羊膜双胎を確認し、妊娠初期は特に異常なく経過した。妊娠23週に TTTSの診断で胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー
凝固術施行となったが、翌日に供血児が IUFDとなった。その後、前医にて死胎児症候群発症を懸念し凝固能検査を
定期的に行ったが異常値は認めなかった。しかし、妊娠27週0日に性器出血を認め前医受診、同日の健診採血にて異
常なかった血小板数、fibrinogen値が異常値を示し、当院へ救急搬送となった。来院時の超音波検査で常位胎盤早期
剥離は否定的であったが、採血にて血小板9万	/μl、fibrinogen	50	mg/dl以下、FDP	1200	μg/ml以上、D-dimer	300	
μg/ml以上であった。死胎児症侯群に伴うDIC（産科DIC スコア8点）と診断し、母体救命のため緊急帝王切開術を施
行、男児（971g、ApS:1/6）を娩出した（死胎児：男児、404g）。術中出血1,338	g、DIC に対して術前・術中より輸血
療法および抗凝固療法を開始した。術後は異常出血なく経過し、術後3日目には凝固能は正常化、術後6日目に退院
となった。【まとめ】死胎児症候群の発症は急速であり、早期発見には凝固線溶系の検査を行い、異常が認められれば	
DIC	に対する治療を行いつつ早期娩出を図る必要がある。
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19. 髄膜腫合併妊娠の一例
○酒井一嘉、佐藤藍、出井麗、松尾幸城、須藤毅、川越淳、堤誠司、永瀬智
山形大学

【緒言】髄膜腫はくも膜由来の腫瘍で、頭痛、てんかん、意識障害などの症状を起こすことがある。自覚症状に乏しい
こともあり、通常は脳ドックなどで初めて指摘されることが多い。今回われわれは、頭痛の精査で初めて指摘された
髄膜腫合併妊娠の一例を経験したので報告する。
【症例】26歳1妊0産。自然妊娠し、特に妊娠経過に問題はなかった。27週0日、里帰り分娩目的に前医を初診した。
骨盤位であったため38週5日帝王切開が予定されていた。38週2日、突然の頭痛が出現した。改善せず38週4日別の
病院の救急外来を受診した。頭部単純CTで髄膜腫の診断となり、全身麻酔での帝王切開と髄膜腫の手術目的に当院
へ救急搬送となった。当院で全身麻酔の上帝王切開術を施行した。児は2978	g の女児、Apgar	score	7/8　臍帯動脈
血pH	7.28	であった。術後当院脳外科に転科となり、帝王切開術後3日目に髄膜腫の手術を施行された。病理診断は
移行性髄膜腫であった。術後は時々けいれん発作を認めたため抗けいれん薬の内服を継続し、術後37日目に退院となっ
た。現在左半側空間無視の症状があるが、日常生活には支障なくリハビリテーションを継続している。【結語】髄膜腫
合併妊娠の一例を経験した。症状に乏しく帝王切開の直前まで髄膜腫の診断に至っておらず、頭痛の精査で初めて指
摘された症例であった。無症状のまま帝王切開のために通常通り腰椎麻酔を行っていれば、脳ヘルニアを起こし予後
不良となる可能性があった。強い頭痛の訴えがある場合は、髄膜腫も考慮に入れ精査を行うことが望ましいと考える。

20. 妊娠中に高度の浮腫とタンパク尿をきたしたネフローゼ症候群
合併妊娠の一例

○羽場厳、寺田幸、佐々木由梨、金杉知宜、岩動ちず子、小山理恵、菊池昭彦、杉山徹
岩手医科大学

ネフローゼ症候群は、腎糸球体係蹄障害による蛋白透過性亢進に基づく大量の尿蛋白とこれに伴う低蛋白血症を特徴
とする症候群である。妊娠中のネフローゼ症候群の発症率は，全妊婦の0.01 ～ 0.02％と稀であり、妊娠高血圧腎症と
の鑑別も必要となるため、その診断及び治療方針の決定には慎重な対応を要する。今回我々は、妊娠中に高度の浮腫
とタンパク尿が見られたが、治療により通常の分娩をし得た症例を経験したため報告する。
症例は26歳	3G2P	前2回とも妊娠経過に異常はなく自然分娩をしている。第1子は3歳でネフローゼ症候群を発症して
いるが、第2子は特に異常を認めていない。妊娠20週より軽度の浮腫とタンパク尿を認めていた。23週頃には浮腫の
増強と低タンパク血症、高コレステロール血症を認めてきたため当科紹介となった。当科受診時すでに体重は非妊時
と比べて +17.9㎏、尿タンパク量は12.28g/day であった。血圧は正常範囲内で、胎児の発育には異常を認めなかった
ため、微少変化型ネフローゼ症候群を疑い、ステロイドパルス療法を開始した。プレドニゾロン	50mg/day で開始、
その他真菌感染対策にアンホテリシン B、血栓症対策にヘパリン持続静注を行った他、アルブミンやATⅢ製剤の補
充も適宜行った。治療開始後3日目からは尿量の著明な増加を認め、体重も減少してきた。その後は適宜プレドニゾ
ロンを減量していった。28週には尿タンパク量は0.195g/day となり、体重は最大値から比較すると -14.8㎏まで減少
した。症状改善後はアンホテリシン Bやヘパリンなどは中止とした。妊娠39週に自然分娩となった。分娩後も尿タ
ンパクの増量なく経過して、プレドニゾロンを減量してきている。腎生検は行っていない。



56

第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

21. 妊娠４週後腹膜妊娠、ショックバイタルを腹腔鏡下手術で治療し得た１例
○西本光男、鈴木一誠、田上和磨、亀田優里菜、高後裕子、山本嘉昭
岩手県立中部病院

【緒言】異所性妊娠は卵管膨大部発症が95％以上を占めており、その他の部位発生は稀である。また医療の進歩に伴い
近年ARTが普及しているがART群は非ART群と比較して異所性妊娠発症率が有意に高いことが知られている。今回
我々は他施設で凍結融解胚盤胞2個を胚移植後に後腹膜妊娠、ショックバイタルとなるも腹腔鏡下手術にて治療しえ
た1例を経験したため文献的考察を含め報告する。
【症例】28歳	2妊0産	原因不明不妊のため他施設でこれまで体外受精、凍結融解胚移植を5回施行、挙児を得ることが
できないため十分な IC のもとホルモン置換周期にて凍結融解した胚盤胞を2個移植施行。妊娠4週1日より下腹部痛
が出現、症状改善せず翌日当院救急外来を受診した。SI	1を超えるショックバイタル、経腹超音波で腹腔内に大量の
腹水を認められた。血中β―hCGは492	IU ／ Lであった。異所性妊娠または卵巣出血を疑い緊急で腹腔鏡下手術を
施行。腹腔内の出血を回収し子宮および両側付属器を確認したが有意所見を認めなかった。腹腔内の検索を行った所
後腹膜に生着した受精卵と思われる組織を確認した。同組織を残存なく剥離、回収し手術終了した。摘出標本の病理
組織学的診断にて絨毛成分が確認された。術後HCGは順調に下降し術後3日目に退院。術後15日目に血中β―hCG
は感度以下となり終診となる。
【結語】開腹手術の適応について議論がなされたが異所性妊娠は卵管膨大部以外にも発症しうる。本症例においては2
個移植と言う事情から着床部位の入念な検索が必要である。低侵襲かつ腹腔内全体の検索が可能腹腔鏡下手術の選択
は非常に有用と考えられた。

22. 不全流産が疑われ流産手術後に止血困難となった頸管妊娠の１例
○鈴木一誠、田上和磨、亀田優里菜、佐藤惟、高後裕子、山本嘉昭、西本光男
岩手県立中部病院

【緒言】頸管妊娠に対し流産手術は一般的に禁忌であることは周知の通りだが、診断に苦慮する事がある。今回我々は
不全流産の診断のため他院で流産手術を施行。術後止血困難となり当院へ搬送、保存的療法試みるも子宮温存が不可
能であった1例を経験したため文献的考察を含め報告する。【症例】38歳　経産婦　未婚。不正出血および妊娠反応検
査陽性のため近医受診。最終月経より推定で8週相当であったが経腟超音波上子宮内には胎嚢しか認められなかった。
3日後再診でも同様の所見、出血少量持続のため流産手術を施行。術後より腟からの持続出血を認めたため精査加療
目的に当科へ紹介となる。造影CT検査で腸管穿孔、腹腔内出血の所見は認められなかった。腟内ガーゼ圧迫を超え
た持続出血を認めていたがバイタルサインが安定、子宮温存希望より搬送後すぐに子宮動脈塞栓術を施行。しかし子
宮動脈塞栓術施行中に意識消失、ショックバイタルとなりその場で挿管、循環管理を行いながら緊急子宮全摘術を施
行した。摘出標本で頸管妊娠が示唆され術後病理組織学的検査にて診断確定した。術後経過は良好で術後7日目に退
院となる。【結語】妊娠初期からフォローを行っていない場合、妊娠形態の診断に苦慮する事がある。流産手術は安
易に行うものではなく事前に十分なインフォームドコンセント及び起こりうる急変時に対応できるよう事前のマンパ
ワー確保が重要である。
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23. 人工授精後の妊娠で心窩部痛を呈した子宮内外同時妊娠の症例
○熊谷奈津美、齋藤彰治、遠藤俊、齋藤彩
気仙沼市立病院

【はじめに】子宮内外同時妊娠は稀な疾患であり、一般頻度は1/	30,000とされている。しかし生殖補助医療（ART）症
例では頻度が増加し、1/	700 ～ 1/	4,000との報告がある。今回、人工授精（AIH）後妊娠で、心窩部痛を呈した子宮
内外同時妊娠の症例を経験したため報告する。
【症例】36歳、3妊0産（流産2回）。当院でAIH施行後に妊娠。持続する少量の性器出血を主訴に妊娠6週2日で受診。
切迫流産と診断し入院加療を行った。妊娠8週1日に心窩部痛が出現、疼痛は徐々に腹部全体に広がった。炎症所見
は陰性、心電図異常もなく、貧血も認めず、1時間程で症状は軽快した。妊娠10週3日の経腟超音波で左卵管に腫瘤
を認め、内部に20mm大の胎児を疑う所見があり、子宮内外同時妊娠を疑った。胎児心拍や血流、腹水はなかった。
付属器の圧痛は認めなかった。同日夜間に再度心窩部痛が出現し、ダグラス窩血腫と左付属器の圧痛を認めた。子宮
内外同時妊娠の左卵管破裂と診断し、腰椎麻酔と硬膜外麻酔下で開腹左卵管切除術を施行した。腹腔内は血液貯留が
あり、左卵管は直径60×30mmに腫大、一部は破綻して持続出血していた。術後経過は良好で、子宮内の胎児心拍も
確認でき、術後12日目に退院した。
【考察】妊娠初期の心窩部痛や切迫流産症状を認める場合は常に子宮内外同時妊娠の可能性を念頭に置くべきである。
また妊娠中の全身麻酔及び気腹式腹腔鏡下手術による児の長期的神経学的予後は不明であり、再議論の余地があると
考える。

24. 術前にMRI検査を行った腹膜妊娠の一例
○太田真理子、田邉康次郎、齊藤裕也、柏舘直子、松浦類、石垣展子、武山陽一、
吉永浩介

国立病院機構仙台医療センター

【緒言】腹膜妊娠は異所性妊娠のうち、頻度が1%程度と低い極めて稀な疾患である。今回われわれは、経腟超音波所
見が卵管妊娠として非典型的で、MRI検査を行い、腹腔鏡手術で診断、加療し得た腹膜妊娠の一例を経験したので報
告する。
【症例】26歳、0妊0産。特記すべき既往なし。無月経と嘔気を主訴に前医を受診した。妊娠反応陽性で、最終月経か
ら8週2日、経腟超音波検査で子宮内に胎嚢を認めず、左卵管付近に腫瘤を認め、左卵管妊娠の疑いで当院紹介となった。
当院受診時の経腟超音波検査では子宮左側、腹側に CRL が8mm、胎児心拍陽性の胎芽を含む径14.9mmの壁の厚い
胎嚢	を認めた。血中hCG定量は18426	mIU/ml であった。卵管妊娠としては腫瘤の位置が非典型的のため、副角妊娠
や腹膜妊娠の可能性を考えMRI検査を施行した。MRI では子宮奇形は認めず、子宮と接するも連続性が不明瞭な胎
嚢と考えられる径26mm	、T2WI で内部が高信号の腫瘤を認めた。腹膜妊娠が疑われ、同日緊急腹腔鏡下手術を施行
した。子宮・両側付属器には異常所見を認めず、膀胱子宮窩左側に暗赤色腫瘤を認めた。腫瘤を腹膜から剥離、摘出
した。摘出部から強出血あり、バイポーラで止血した。手術時間は2時間12分、出血量は150	g であった。腫瘤内に
絨毛様構造物を肉眼的に認め、組織検査で絨毛組織が確認された。血中HCG値は術後下降し、術後1ヶ月目に正常化
した。
【結語】経腟超音波所見が卵管妊娠として非典型的で、MRI検査で腹膜妊娠を疑い、腹腔鏡手術で診断、加療し得た腹
膜妊娠の一例を経験した。卵管以外に着床した異所性妊娠を疑う場合、積極的にMRI検査を行うことが術前診断に繋
がると考えられた。
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25. 捻転のため緊急手術を要した閉経後子宮筋腫の2例
○橋本吏可子、齋藤美貴
津軽保健生活協同組合健生病院

【緒言】子宮筋腫は日常よく目にする良性腫瘍であり、急性腹症の原因となることは稀であり、自覚症状が無ければ閉
経後に縮小することを期待して経過観察している事も多い。今回、我々は緊急手術を要した閉経後の子宮筋腫症例を
2例経験した。
【症例1】64歳、0妊0産。20年以上前に子宮筋腫の診断は受けていたものの放置、数か月前から腫瘤の増大を自覚、時々
下腹部痛も出現し当科初診、1か月後の手術予定としていたところ、その2週間前に突然嘔吐腹痛を発症し緊急入院、
急性胃腸炎の診断で対応するも症状の改善傾向なく、緊急手術施行し子宮捻転の診断となった。子宮頚部が540度捻転、
子宮および両側付属器を摘出、重量は3280g であった。
【症例2】83歳、0妊0産。右付属器摘出術の既往や癒着性イレウスで保存治療の既往があり、CTにて石灰化を伴う子
宮筋腫を指摘され半年前に当科初診、特に症状なく経過観察としていた。今回、下腹部痛で救急外来を受診、1日目
は急性腸炎の診断にて帰宅、2日目は腸閉塞が疑われCT撮影され、そこで筋腫の位置の変位を認め子宮捻転疑いとし
て当科紹介となり、同日緊急手術施行、有茎性漿膜下筋腫の茎捻転を認めた。茎部が3回転捻転しており、子宮およ
び左付属器を摘出、重量は472g であった。
【考察】2例とも発症時は急性胃腸炎として対応されており、発症から手術に至るまで数日を要した。術前の症状、画像、
データ、経過など供覧しつつ、文献的考察を加え報告したい。

26. 若年女性の骨盤内に発生した異所性平滑筋腫の一例
○岡部基成1、三浦康子1、加藤彩1、佐藤敏治1、清水大1、佐藤直樹1、寺田幸弘1、
重藤龍比古2

1 秋田大学医学部附属病院、2 大館市立総合病院

【緒言】平滑筋腫は稀に子宮外に発生し、診療に難渋することがある。異所性平滑筋腫には、寄生筋腫、良性転移性平
滑筋腫、腹膜播種性平滑筋腫、静脈内平滑筋腫などがある。卵巣腫瘍の疑いで開腹手術を行い、異所性平滑筋腫の診
断に至った若年症例を経験したので、文献的考察を添えて報告する。【症例】19歳、未婚、0妊、既往歴・家族歴に特
記事項なし。下腹部腫瘤感を主訴に前医を受診し、21cm大の腹腔内混合性腫瘤を指摘された。当院に紹介され、卵巣
腫瘍の疑いで開腹術が施行された。少量の淡血性腹水と、下行結腸に接し結腸間膜血管に栄養された表面平滑な白色
調腫瘤が認められた。消化管間葉系腫瘍の可能性が危惧され、腫瘍摘出に下行結腸部分切除を追加された。腫瘍は形
態学的に子宮筋腫と類似し、免疫組織染色で vimentin、αSMA、desmin、estrogen	receptor が陽性、MIB-1	 index	
3% であり、子宮筋腫類似の異所性平滑筋腫と診断された。術後4か月経過時点で再発は認めていない。【考察】子宮
平滑筋腫手術時の細切筋腫片が腹腔内に生着した播種性平滑筋腫例が報告されている。手術歴なく発生した異所性平
滑筋腫の報告も散見される。異所性平滑筋腫は良性腫瘍であり。治療法は画一的でないが。大半は外科的治療で予後
良好である。多くがエストロゲン依存性腫瘍であることから、閉経期以降の自然消退例や、ホルモン療法の奏功例の
報告もある。若年例においては、特に慎重な治療選択が望ましいが、非典型所見例の画像診断には限界があり、穿刺
生検は病巣拡散のリスクを伴う。確定的な術前診断は困難だが、本疾患の可能性を念頭におくことは適切な医療選択
の一助となる、と考える。
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27. 子宮腺筋症患者の過多月経に対するマイクロ波治療の有用性
○津田晃
山王レディースクリニック

【目的】妊孕性を希望しない子宮腺筋症患者の過多月経に対して、マイクロ波子宮内膜アブレーション（microwave	
endometrial	ablation：MEA）と経頸管的マイクロ波腺筋症融解術（transcervical	microwave	adenomyolysis：
TCMAM）の併用治療が、office	gynecology における日帰り治療として有用か否かについて検討した。
【対象】子宮腺筋症による過多月経と診断され、当院でMEAに TCMAMを併用したマイクロ波治療（TCMAM＆
MEA）を受けた42例（平均年齢44.2歳）を対象にした。マイクロ波アプリケーター先端を円錐形に加工し、経腹超音
波ガイド下にアダプターを用いてTCMAMを行った。TCMAM施行に際しては患者の同意を文書で得て行った。麻
酔は硬膜外麻酔または静脈麻酔を行い、全例日帰り手術で行った。
【成績】平均手術時間は29.5分であった。MEAの照射時間は先端40Wで平均445秒、TCMAMは平均375秒であった。
貧血は術後3ヶ月で有意に改善した（10.4±2.6	vs	12.9±1.2g/dl；p＜0.001）。腺筋症病変の経時的収縮率は、3ヶ月で平
均70.7%、6ヶ月以上で78.7％であった。術後3ヶ月でVAS	score≦3に減少した症例は、月経量で40例（95.2％）、月経
痛で35例（83.3%）であった。また、満足度（VAS満点10）は平均9.7であった。
【結論】子宮腺筋症患者の過多月経等に対してTCMAM＆MEAは有用であり、子宮摘出術の代替療法となり得ると考
えられた。

28. 保存的加療で治癒した腹式子宮全摘術（TAH）後腟断端離開の3例
○藤島綾香、五十嵐なつみ、菅原多恵、軽部裕子、福田淳、高橋道
市立秋田総合病院

【緒言】子宮全摘術後の腟断端離開は比較的稀な合併症である。当科で保存的加療で治癒したTAH後の腟断端離開の
3例について報告する。
【症例1】51歳、1妊1産。多発子宮筋腫に対して、TAH、両側卵管切除術施行。術後32日目性交渉後より、排尿後の
違和感あり。術後36日目腟からの流出感もあり、当科受診。腟断端離開、小腸脱出、腹水流出がみられ、同日当科入院。
腸を連ガーゼで圧迫して還納、腟内にガーゼを挿入した状態で床上安静で管理した。第5病日小腸の脱出を認めずガー
ゼは抜去、第7病日には肉眼的に離開部はほぼ閉鎖し、第12病日退院。
【症例2】42歳、4妊3産。多発子宮筋腫に対して、TAH、両側卵管切除術施行。腟断端血腫が形成されたが、自然吸
収された。術後137日目就寝中、下腹部違和感・下腹部痛があり、当院救急外来を受診。腟から小腸が脱出しており、
同日入院。症例1と同様の加療で第14病日には腟断端離開部は肉眼的に同定不能となり、退院。
【症例3】41歳、1妊1産。子宮筋腫に対して、TAH、両側卵管切除術施行。術後106日目排便時に腟の違和感が出現、徐々
に下腹部痛、腟からの脱出感も出現し、A病院受診。腟から小腸が脱出しており、同日当院へ救急搬送、入院。同様
の加療で瘻孔は徐々に閉鎖し、第18病日退院。
【考察】腟断端離開のリスク因子としては、一般的な創傷治癒に関わる因子に加え、術後の性交渉などがあげられる。
治療方法は、再縫合が一般的とされているが、今回、保存的加療で治癒した3例を経験した。腸管の壊死を伴わない
例では保存的加療が可能であると考えられる。また、術後の性交渉は腟断端離開のリスク因子や誘因となるため、退
院時などの指導が重要である。
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29. 卵管温存し得た卵管胞状奇胎の一例
○吉川諒子、熊澤由紀代、岩澤卓也、白澤弘光、佐藤亘、寺田幸弘
秋田大学

【緒言】卵管絨毛性疾患の発症頻度は全妊娠の1/130万程度で、我が国では年間1例程度の頻度とされている。本疾患
は卵管妊娠との鑑別が困難である症例が多く、術後に病理組織検査で診断されることが多い。また、既報では卵管切
除をされている例が多い。今回、我々は卵管温存し得た卵管胞状奇胎の一例を経験したので報告する。【症例】25歳、
3経妊1経産。予定月経日に性器出血を認めたが、その後も性器出血を繰り返し、最終月経より6週4日に近医を受診
した。尿中hCG陽性、経腟超音波断層法にて異所性妊娠を疑う所見を認め、同日当科紹介受診した。当科で施行した
血液検査にて血清βhCG738.4mIU/ml であり、また経腟超音波断層法にて前医同様の所見を認めた。痛みも自制内で
あり外来での経過観察とした。7週2日に、血清βhCG2368.1mIU/ml と上昇し、経腟超音波断層法にて左卵管に9mm
大の胎嚢様の所見を認め、左卵管妊娠の診断となった。患者に薬物療法と手術療法の治療法を提示し手術療法を選択
され、同日緊急腹腔鏡手術を施行した。腹腔内に血性腹水を125ml認め、左卵管末梢側の1/2が腫大していた。左卵管
に線状切開を加え内容を除去し、更に左卵管采より内容物を除去した。摘出物には肉眼的に絨毛様の組織を認めた。
病理組織学的所見では、全胞状奇胎の診断であった。その後は外来で経過観察していたが、血清βhCGの低下は良好
であり6ヶ月後も再燃なく、今後は自然妊娠を期待している。【結語】異所性卵管妊娠では卵管切除をされている症例
が多い。今回卵管温存手術をしたが、術後も hCGの低下が良好で、卵管温存も示唆される症例を経験した。	

30. 化学療法後に低単位hCGが持続した侵入奇胎の1例
○高橋新1、吉田瑶子1、佐藤いずみ1、末永香緒里1、葛西剛一郎1、葛西亜希子1、松井英雄2、
田中創太1

1 八戸市立市民病院、2 東京女子医科大学

【緒言】絨毛性疾患の治療効果判定には画像検査の他、その特異的腫瘍マーカーである血中hCG値の測定が用いられる。
今回侵入奇胎に対し化学療法を施行したところ、血中hCG値が低単位のまま持続してカットオフ値以下には至らず、
治療効果判定に苦慮した症例を経験したので報告する。
【症例】48歳。5妊4産。無月経を主訴に前医を受診したところ不全流産と診断され、流産手術を施行した。病理結果
は部分胞状奇胎の診断であり、当院紹介となった。初診時の血中hCG値は51102mIU/L と高値であり、性器出血が持
続し挙児希望がないため子宮全摘術を行った。術後の病理結果は全胞状奇胎であった。子宮摘出後は血中hCG値が
3126.7mIU/L まで下がったが、術後36日目に3391.4mIU/L と再上昇し、同日のCT検査で多発肺転移を認めた。侵入
奇胎と診断し、メソトレキセート＋ロイコボリン療法を開始した。血中hCG値は3コース終了時に9.5mIU/L と比較的
順調に低下したが、その後低単位のまま推移し、7コース終了後も2.9mIU/L とカットオフ値以下にはならなかった。
ここで腫瘍残存以外の可能性を考慮し、phantom	hCG や下垂体hCGを調べたが否定的であり、薬剤抵抗性の腫瘍残
存があると考えた。アクチノマイシンDにレジメンを変更したところ、2コース目で血中hCG値がカットオフ値以下
となり、以後は再上昇なく経過している。
【結語】侵入奇胎の治療後に血中hCG低値が持続し、カットオフ値以下にならず治療効果判定に苦慮した症例を経験し
た。このような場合、phantom	hCG や下垂体hCGといった腫瘍残存以外の可能性を考慮する必要がある。
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31. 当科における過去15年間の外陰悪性腫瘍についての臨床病理学的検討
○小山文望恵、二神真行、追切裕江、赤石麻美、平川八大、横山良仁
弘前大学

【目的】過去15年間に当科で経験した外陰悪性病変（VIN含む	）についての臨床病理学的検討。
【方法】過去15年間に、当科で治療した27症例を対象とし、年齢、組織型、FIGO進行期、治療、予後等について後方
視的に検討した。
【成績】年齢の中央値は75歳、組織型は扁平上皮癌（以下SCC）15例（56%）、VIN3	3例（11%）、Paget病4例（15%）、
基底細胞癌2例（7%）、悪性黒色腫1例（4%）、肉腫1例（4%）、転移癌1例（4%）だった。初回治療法は手術11例、放
射線療法1例、化学療法1例、化学同時放射線療法（以下CCRT）14例。観察期間の中央値は	22ヶ月（1-180ヵ月）だった。
SCC	15例の、年齢の中央値は76歳、FIGO進行期は、Ⅰ期	2例（13%）、Ⅱ期	1例（6%）、Ⅲ期	9例（60%）、Ⅳ期	3例（20%）
だった。その治療法は、CCRT	13例（Ⅰ期1例、Ⅲ期9例、Ⅳ期3例、化学療法はWeekly	ネダプラチン）、手術	1例、
化学療法1例だった。
観察期間の中央値は	18ヶ月（1-180ヵ月）だった。
5年生存率はCCRT	53%、進行期毎の5年生存率は、Ⅰ,Ⅱ期100%、Ⅲ期47%、Ⅳ期33%だった。
Paget	病の年齢の中央値は72歳、進行期は、I期	2例（50%）、Ⅱ期	1例（25%）、Ⅲ期	1例（25%）であった。その治療法は、
CCRT	1例、手術	3例で、死亡症例はなく、観察期間の中央値は	40.5ヶ月（12-50ヵ月）だった。再発例は2例で、いず
れも手術を施行した。
【結論】外陰悪性腫瘍の基本治療は手術であるが、近年手術と CCRTの治療成績がほぼ同等であるとの報告がみられ
る。外陰の SCCに関しては、従来の成績と比べ当科の CCRTの治療成績は遜色ないものと思われた。症例数が少な
いためさらなる症例の集積が必要である。

32. 卵巣静脈に腫瘍塞栓を来した子宮類上皮平滑筋肉腫の一例
○櫻井友貴、田中創太、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

八戸市立市民病院

【緒言】子宮平滑筋肉腫は、婦人科悪性腫瘍の中でも悪性度の高い比較的稀な疾患であり、予後は非常に悪い。病理学
的にはその大部分が通常型の平滑筋肉腫であるが、稀な亜型として類上皮型及び粘液型の平滑筋肉腫も存在する。今
回非常に稀な子宮類上皮平滑筋肉腫の一例を経験したので報告する。【症例】50歳女性【既往歴・家族歴】特記事項な
し【現病歴】40歳頃に子宮筋腫を指摘されたが、特に治療はしなかった。43歳から49歳まで更年期症状に対してホル
モン療法を行った。来院1か月前から左鼠径部の違和感を主訴に近医を受診した。MRI検査で子宮腫瘍を疑われ当院
に紹介となった。【経過】MRI検査では子宮肉腫が疑われ、PET-CTでは子宮と左卵巣に異常集積を認めた。悪性子宮
腫瘍を疑い、診断かつ治療目的に手術療法を行う方針とした。術中所見は、子宮腫瘍が S状結腸に強固に癒着してお
り腸管への浸潤を疑った。また左附属器、左傍子宮結合織を硬く触知した。子宮及び左附属器周囲の静脈は全体的に
拡張しており、中でも左卵巣静脈は著明に怒張していた。広汎子宮全摘術+両側付属器切除術+大網部分切除術+左卵
巣動静脈摘出術+S状結腸切除術を施行した。術後病理結果は子宮類上皮平滑筋肉腫、FIGO分類ⅡB期であった。S状
結腸及び左付属器に腫瘍の浸潤を認めた。また周囲に強い静脈侵襲を伴い、左卵巣静脈には腫瘍塞栓を認めた。術後
の追加治療としてGemcitabine+Docetaxel を3コース行い、現在まで再発なく経過している。【結語】卵巣静脈に腫瘍
塞栓を来した子宮類上皮平滑筋肉腫の一例を経験した。子宮類上皮平滑筋肉腫の診断と最新の子宮平滑筋肉腫に対す
る治療について考察する。



62

第145回東北連合産科婦人科学会総会・学術講演会

33. 回転型�強度変調放射線療法（VMAT）でCCRTを行った子宮頸癌の2症例
○水沼槙人、太田圭一、武田愛紗、山口英二
むつ総合病院

当院では2017年から強度変調放射線治療（IMRT）の一つであるVMATが導入された。当院で行ったVMATを用い
て治療した子宮頸癌2例を報告する。
症例1、76歳で子宮頸部に60×46	mm大の腫瘍を認め、病理組織診では SCCであった。FIGO	Stage	ⅡB（T2b,N1,M0）、
CTで両側骨盤内リンパ節腫大及び傍大動脈リンパ節の転移が疑われた。腫瘍マーカーは SCC:58.2であった。
CCRTとして化学療法：NDP	40	mg	×5回と放射線療法：WP＋PALN	46	Gy/23	fr の後、VMATによる局所ブース
ト22.5	Gy/10	fr、bid、加速照射にて加療した。治療後CRとなり SCCは0.8まで下降した。
症例2、32歳で子宮頸部に41×40	mm大の腫瘍を認め、病理組織診で SCCであった。FIGO	StageⅡB（T2b,N1,M0）、
CTで両側内腸骨リンパ節に転移が疑われた。腫瘍マーカーは SCC1.7であった。
CCRTとして化学療法：NDP	50	mg	×2回投与したところで薬剤性肝機能障害が出現しCDDP	75	mg×2回に変更し、
放射線療法：WP	46	Gy/23	fr の後、VMATによる局所ブースト22.5	Gy/10	fr、bid、加速照射にて加療した。治療後
CRを得た。
近隣に遠隔操作式後充填法（RALS）が行える施設がない当院では、RALS の代わりにVMATを使用し加療したとこ
ろ、短期成績ながら良好な結果を得た。子宮頸癌におけるVMATの治療報告は少なく、今後症例が増えるようなら
更なるVMATの治療効果の検討が望まれる。

34. 子宮頸癌症例における頸部細胞診と組織診の乖離
○大澤有姫、門ノ沢結花、松下容子、熊坂諒大、松倉大輔、尾崎浩士、森川晶子
青森県立中央病院

【目的】青森県立病院産婦人科で経験した子宮頸癌症例の細胞診と組織診（頸部生検）、病期を比較し結果の乖離がみ
られるかを検討した。
【方法】2015年1月～ 2017年12月に当院で経験した子宮頸癌（Ⅰ期～Ⅳ期）の58例の子宮腟部細胞診と子宮頸部組織
診の結果を調査し、病期と乖離したものを検討した。
【結果】子宮頸癌症例は年々増加傾向であり、細胞診が病期と乖離したものは16/58例（27.6%）であった。細胞診の乖
離症例では年齢や病期に差はみられなかったが、扁平上皮癌では11/49例（22.4％）であったのに対し腺癌では5/8例
（62.5%）と差がみられた。細胞診乖離16例中、NILMは1例、ASC-US は2例、ASC-H は7例、HSIL は6例であった。
後方視的に細胞診を検討しても診断が困難な症例がほとんどであった。また、組織診の乖離症例は10/58例（17.2％）
でありⅣ期の症例でも3/14例（21.4%）が頸部生検でCIN3もしくはAIS と診断されていた。
【考察】細胞診乖離症例を検討すると細胞診のみで腺癌を診断することは困難であることがうかがえる結果であった。
今回の検討では「ASC」と診断された中にも「癌」の症例が含まれていることがあった。細胞診は診断の前にまず適格
に細胞採取されていることが重要であるが、細胞診の結果が軽度の所見であっても記載された所見を読み、臨床所見
と合わせて組織診施行の判断を行うことは診断精度を高めるためには必要であると考える。
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35. 完全子宮脱を契機に手術を行い、術後子宮頸癌が判明した一例
○高林杏奈、二神真行、赤石麻美、平川八大、三浦理絵、横山良仁
弘前大学

症例は80歳、4経産の女性。4～ 5年前から外陰部の腫瘤感を自覚していたが放置していた。1ヶ月前から外陰部腫瘤
の発赤、疼痛、尿漏れがあり近医を受診した。完全子宮脱、腟壁感染として当科紹介となった。脱出した子宮は還納
できず、腟壁の上皮が剥脱し異臭を放っており同日入院となった。第4病日に全身麻酔下に腟式子宮全摘術、前腟壁
形成術を施行した。術後排尿困難のため自己導尿を指導し、第23病日に退院した。入院時の子宮頸部及び膣壁の細胞
診は有核無核の扁平上皮細胞を認めるのみで、ASC-H であったが、術後病理検査で腟壁に広範囲な浸潤を認める子
宮頸癌と判明した。手術断端は陽性であった。CT及び PET-CT検査で腟断端の腫瘍残存、基靭帯への浸潤を認めた。
残存腫瘍に対し術後放射線治療60Gy/30fr を行い現在経過観察中である。
子宮脱と子宮頸癌は共に一般的な疾患であるが、両者の合併は比較的稀である。今回完全子宮脱を契機に手術を行い、
術後子宮頸癌が判明した症例を経験したので文献的考察を加え報告する。

36. 進行子宮頸癌に対する術前化学療法の検討
○黒川絵里加、佐藤千絵、深川安寿子、苫米地英俊、永沢崇幸、小見英夫、利部正裕、
板持広明

岩手医科大学

近年、子宮頸癌に対する術前化学療法（neoadjuvant	chemotherapy	 :	NAC）が見直されており、一部のメタアナリシ
ス等ではQOLの改善を含めたNACの有用性が示唆されている。しかし、その一方で同時化学放射線療法（concurrent	
chemoradiotherapy	 :	CCRT）など標準療法に対しての予後改善を示すエビデンスは得られていない。今回子宮頸癌
Ib2期から IIB期に対して当科で行われたNAC＋広汎子宮全摘出術について報告する。
2016年1月から2017年12月までに当科で行われた IB2期から IIB期（IB2	1例、IIB期	7例）の子宮頸部扁平上皮癌に
対して術前化学療法（TP療法2コース）-広汎子宮全摘出術を行った8例を対象とした。TP療法は、パクリタキセル：
175mg/m2、シスプラチン：75mg/m2を21日間1サイクルとして2サイクル行った後、広汎子宮全摘出術を全例に行った。
その結果、完全奏功が1例、部分奏功が7例、安定が1例であり、奏効率は87.5％であった。また grade3以上の有害事
象は、血液毒性として好中球減少1例（12.5％）のみであった。摘出標本の組織学的治療効果判定では、grade0が1例、
grade1が3例、grade2が4例であった。今回8例と少数の解析結果であるが、JGOG1065と比較して奏効率および毒性
も遜色ない結果であった。今後、さらなる症例の蓄積および検討が必要である。
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37. 当科における進行・再発子宮頸癌に対するベバシズマブ併用療法の
有効性および副作用の検討

○佐々木里美1、新倉仁1、土岐麻実1、竹中尚美1、海法道子2、豊島将文1、八重樫伸生1

1 東北大学病院、2 宮城県立がんセンター

【目的】近年、本邦でも再発・進行子宮頸癌において血管新生阻害剤であるベバシズマブ（Bev）の TP療法またはTC
療法との併用療法が保険適応となったが、その使用状況報告は限られている。そこで我々は進行・再発子宮頸癌に対
するBev併用療法の有効性及び副作用を調べる目的で当院での使用経験を後方視的に検討した。【方法】2016年5月か
ら2017年7月までに当科でBev を含むレジメを使用した進行・再発子宮頸癌患者をデータベースより抽出し、診療録
より臨床データを後方視的に検討した。【成績】解析対象となった子宮頸癌患者は10症例で、初回治療が4例、再発治
療は6例であった。平均年齢58.3（33-64）歳、進行期はⅠ期-Ⅱ期-Ⅲ期-Ⅳ期の順に3例-1例-1例-5例であった。組織型は
扁平上皮癌7例、腺癌2例、扁平上皮癌+腺癌が1例であった。併用化学療法はTP5例、TC5例で、Bev維持療法へ移
行したのが3例であった。平均投与回数は8.2（2-9）回で、投与中の効果判定は初回治療群でCR0例、PR1例、SD2例、
PD1例で奏効率は25%、再発治療群ではCR2例、PR3例、SD0例、PD1例で奏効率は83%であった。副作用は、好中
球減少（G3以上）が8例、高血圧3例、鼻出血3例、血小板減少（G3以上）2例、蛋白尿1例であり、消化管穿孔や瘻孔
など重大な副作用は認めなかった。さらに、副作用のリスク因子としては高血圧合併が1例、DVT既往（抗凝固薬内
服中）1例、脳転移2例であったが、重大な副作用（高血圧クリーゼ、肺塞栓、脳出血）の発生はなかった。【結論】Bev
投与中の効果判定は奏効率が60%であり非常に高い有効性が示された。副作用発現のリスク因子をもつ症例でも重大
な副作用の発現はなく、多くは治療継続が可能であった。

38. 当院で経験した子宮筋腫合併妊娠
○丸山真弓、鈴木百合子、小幡美由紀、小篠隆広、大浦訓章、阿部祐也
山形県立中央病院

【はじめに】子宮筋腫は全妊娠の0.45 ～ 3.1% に合併すると報告されており、切迫流早産、前期破水、常位胎盤早期剥
離、胎児発育不全、胎位異常、産褥期異常出血などのリスクが上昇すると言われている。当院では過去2年間（2016
年3月～ 2018年2月）の分娩902例のうち66例（7.3%）が子宮筋腫を合併していた。子宮筋腫が誘因となり特徴的な経
過をたどった2例を経験したので報告する。
【症例1】33才、5妊4産。自然妊娠し妊娠6週の初診時に子宮体部右側に長径11cmの筋層内筋腫を認めた。妊娠中に
子宮筋腫は長径15cmまで増大し、子宮筋腫による児頭骨盤不均衡の診断で妊娠37週1日に選択的帝王切開術を施行
した。術後に悪露が排出せず、産褥1日に超音波ガイド下にドレナージチューブを挿入した。
【症例2】43才、1妊0産。自然妊娠し、妊娠6週の初診時に子宮体下部左側に長径10cm の前壁筋層内筋腫を認めた。
妊娠18週3日から子宮筋腫変性痛と切迫流産のため、入院の上で疼痛管理と塩酸リトドリン持続静注を行った。児頭
骨盤不均衡の診断で妊娠37週1日に選択的帝王切開術を施行した。子宮筋腫を避けるように子宮体下部の右側を横切
開したが、子宮筋腫の上下へ筋層が断裂した。筋腫による子宮本体の収縮不良のため子宮内腔からの出血が多く、子
宮漿膜縫合時から出血が非凝固性となり、出血量が4000g を超えたため、子宮全摘術を行った。出血量（羊水込み）は
8567g で、赤血球製剤24単位、新鮮凍結血漿18単位、血小板製剤30単位を輸血した。
【まとめ】子宮筋腫合併妊娠では局在や大きさを考慮して分娩方法や手技の選択、出血リスクの判断を行う必要がある。
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39. 妊娠24週時に肝障害を指摘された一例
○工藤理永、高橋友梨、宮原周子、岩間憲之、松本大樹、我妻理重
大崎市民病院

【緒言】妊娠中に肝障害を指摘される頻度は3～ 5%という報告がある。原因は様々であり、妊娠に偶発するウイルス
性肝疾患や慢性肝疾患、妊娠特有の肝障害が知られている。今回、妊娠24週時に肝障害を指摘された症例を経験した
ため報告する。
【症例】23歳、1妊0産。自然妊娠し妊娠22週当科紹介受診。急性B型肝炎の既往があったが通院を自己中断していた
ため消化器内科紹介。妊娠24週時の採血で肝機能障害を認めた。採血結果より B型肝炎は否定的であり、HELLP症
候群や妊娠性胆汁うっ滞、急性妊娠性脂肪肝も否定的であった。再度問診しパートナーにHCV感染の既往があるこ
とが判明、妊娠25週の採血結果よりC型急性肝炎と診断した。妊娠中の安全性等を考慮し、肝庇護療法と免疫抑制療
法で治療を行う方針とした。治療開始後、AST、ALTは多峰性の変動を示し典型的な経過を辿った。HCV-RNAは
ほぼ一定であった。妊娠34週2日より切迫早産の診断でリトドリン点滴し入院管理中、妊娠35週4日、38℃の発熱
と陣発を認めた。絨毛膜羊膜炎が疑われたためリトドリンは中止し、自然分娩に至った。児に感染兆候はなかった
（2332g、Apgar	score6点/9点）。胎盤病理結果より III度の絨毛膜羊膜炎・臍帯炎の診断であった。分娩後、肝酵素は
横ばいで経過したが、1ヶ月健診時に肝酵素上昇を認めたため、直接作用型抗ウイルス薬での治療開始となった。
【結語】C型急性肝炎合併妊娠では非妊娠時と比較して使用可能な治療薬は限られている。肝庇護療法と免疫抑制療法
で治療し妊娠を継続しながら、HCV感染と周産期合併症との関連に留意しつつ管理する必要がある。

40. 胎児尿性腹水を認めたが診断に苦慮した総排泄腔遺残の1例
○坂口太一、高橋玄徳、下田勇輝、亀山沙恵子、三浦広志、佐藤朗
秋田大学

【諸言】
総排泄腔遺残は女児のみに発症する直腸肛門奇形の特殊型で発生頻度は1/6万～ 10万分娩と報告されている。胎児期
の超音波検査やMRI	検査にて胎児腹水や水腟子宮を呈するとされているが、出生前診断に至った報告は少ない。今回、
我々は胎児期画像が総排泄腔遺残に特徴的と思われる症例を経験したので報告する。
【症例】
24歳、1妊0産。自然妊娠。妊娠25週まで妊娠経過は順調だった。妊娠27週に多量の胎児腹水を指摘され、当院へ
紹介となった。妊娠28週から胎児腹水穿刺を定期的に施行し、尿性腹水と考えた。妊娠31週に胎児皮下浮腫を認
め、妊娠31週5日に緊急帝王切開となった。母体経過は良好で術後7日目に退院した。児は出生体重2568g、Apgar	
score5点/6点、腹部膨満著明だった。NICU入室後、鎖肛と性別不明の外性器異常（染色体検査で46XX）を認めた。
腹部超音波検査で両側水腎症、拡張した双角子宮を認め、総排泄腔遺残の診断となった。日齢1に腹腔ドレナージお
よび人工肛門、チューブ膀胱瘻、チューブ子宮瘻増設術施行した。日齢33に膀胱瘻、子宮瘻造影検査施行し、ドレナー
ジ良好であった。その後の経過も良好で日齢86に退院した。
【考察】
本症例は尿性腹水を指摘されながらも総排泄腔遺残の出生前診断には至らなかった。MRI検査を再検討すると骨盤内
から連続する大きな二胞性腫瘤を描出しており、膀胱や直腸との位置関係から子宮奇形を伴った水腟子宮である事は
診断可能であったと考えられた。本症例では総排泄腔遺残に特徴的な一過性胎児腹水、水腟子宮、両側水腎症を呈し
ていた。本症例に関して総排泄腔遺残の文献的考察を含め報告する。
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41. 妊娠後期に特発性重症急性膵炎を合併し、観血的療法で母児ともに
経過良好であった一例

○高橋玄徳、今野めぐみ、亀山沙恵子、三浦広志、佐藤朗
秋田大学

【諸言】
妊娠に合併する急性膵炎は全妊娠中0.007-0.034% の頻度で発生し、急性膵炎の診断がされていない場合、児の死亡率
は30%、妊婦の死亡率は10-40% と報告がある。今回、特発性重症急性膵炎を発症した妊婦に観血的療法と術後の内科
的治療により良好な結果となった一例を経験したので報告する。
【症例】
26歳2妊1産。高脂血症なし、胆石症なし。妊娠経過は順調だった。妊娠36週に胃腸炎症状あり、前医へ3日間の入
院で軽快し退院した。妊娠37週4日に心窩部痛、背部痛の主訴で緊急入院した。AMY=632、リパーゼ＝2905と急性
膵炎を認めたため内科的治療を開始した。妊娠37週5日にAMY=1273、リパーゼ＝2719と増悪傾向を認め、周産期
管理目的に当院へ搬送された。CTで腹部コンパートメント症候群が指摘され、急性膵炎の stage分類で stage2の重
症急性膵炎と診断され、早期分娩および腹腔内圧改善目的に帝王切開を施行した。炎症性腹水による腹腔内圧上昇の
予防目的に腹腔内にドレーンを留置し手術を終了した。術後、ICUへ入室し速やかに内科的治療を開始した。膵酵素
および全身状態は順調に改善し、術後3日目に産科病棟へ転棟し、術後5日目に消化器内科へ転科した。術後18日目
に急性膵炎軽快し、退院した。
【考察】
重症急性膵炎では保存的療法の母体生存率62.5% に比べて観血的療法の母体生存率は78.9% と高率であったという報
告がある。今回、妊娠後期に特発性急性膵炎を発症し、観血的療法と術後の内科的治療により母児ともに良好な経過
を得た。急性膵炎合併妊娠の観血的療法と保存的療法について文献的考察を加えて報告する。

42. 切迫早産管理における塩酸リトドリン短期投与の効果
○齋藤翔子、小堀周作、永岡晋一、利光正岳、室月淳
宮城県立こども病院

【緒言】本邦での切迫早産管理は、塩酸リトドリンの長期持続投与と入院安静が主流である。しかしそれらの治療が早
産率低下や新生児予後改善に有効であるとのエビデンスはほとんどなく、副作用・合併症のリスクを伴う。当院では
2016年10月以降、塩酸リトドリン投与を7日以内で中止するよう切迫早産管理を変更した。そこで、変更前後での周
産期予後の変化について報告する。
【方法】切迫早産管理を変更した2016年10月以降を短期投与群、2016年9月以前を長期投与群とし、後方視的に検討した。
短期投与は当院入院後7日以内に投与中止したもの、長期投与は分娩または妊娠36週まで投与したもの、と規定した。
両群とも、切迫早産と診断され塩酸リトドリンの点滴投与を要したものを対象とし、入院時の陣痛発来・臨床的絨毛
膜羊膜炎・前期破水・常位胎盤早期剥離・多胎は除外した。
【結果】短期投与群と長期投与群で、当院入院時の平均妊娠週数（28.1vs	27.4週）・平均子宮頸管長（14.4	vs	15.4	mm）
に差は認めなかった。妊娠34週未満の早産率（5.8	vs	24.0	%）・平均分娩週数（36.9	vs	35.7	週）・平均出生体重（2785	
vs	2485g）に有意差を認めず、平均入院期間（16	vs	41日）は短期投与群で有意に短縮していた。
【結語】塩酸リトドリンの短期投与は妊娠34週未満の早産率を上昇させることなく、入院期間を短縮させた。今回は
当院入院後7日以内の投与を対象として検討を行った。プロトコールが確立してきており、さらに症例を積み重ね、
今後48時間投与に限定した検討を行っていく。
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43. 円錐切除後妊娠に対する頸管縫縮術の有用性についての当院における
後方視的検討

○千田英之、秋元義弘、千葉洋平、村上一行、佐藤昌之
岩手県立二戸病院

【目的】円錐切除後の妊娠では早産率が8～ 15%であり、対照群に比べて有意に高いことが知られている。頸管長が短
縮して頸管縫縮術を考慮する場合には感染に注意するよう指摘されてはいるものの、円錐切除後妊娠を対象とした頸
管縫縮術の有用性に関するエビデンスは乏しい。当院における円錐切除後妊娠に対して頸管縫縮術を施行した症例に
ついて検討し、頸管縫縮術の有用性について検討する。
【方法】2013年1月1日から2017年12月31日までの5年間に、当院で分娩した症例から、円錐切除後妊娠に対して当院
で頸管縫縮術を施行した症例について、後方視的に検討した。当院では円錐切除術ではメスを用いたコールドナイフ
法、頸管縫縮術はシロッカー氏頸管縫縮術を行っている。
【結果】2013年1月1日から2017年12月31日までの5年間における当院の全分娩2458件のうち、円錐切除後妊娠に対
してシロッカー氏頸管縫縮術を施行した症例は11件であった。うち9件（81.8%）が満期まで妊娠継続でき正期産に至っ
た。残り2件（18.2%）は、1件が36週の早産、もう1件は20週の流産であった。
【結論】当院における円錐切除後妊娠に対する頸管縫縮術を施行した症例の検討からは、従来指摘されている縫縮術自
体による感染や炎症の増悪の可能性といった欠点も看過できないものの、頸管縫縮術が早産率の改善に寄与している
可能性が示唆される。今後症例をさらに蓄積し、円錐切除術後妊娠に対する頸管縫縮術の有用性についてさらなる検
討を重ねていきたい。

44. 当院での切迫早産に対するニフェジピン内服の安全性の検討
○福田冬馬、安田俊
公立岩瀬病院

【背景】切迫早産治療としてニフェジピンの有用性が報告され、第一選択として使用されるが、本邦では低血圧の副作
用を懸念する声もある。当科では子宮収縮だけでなく、頸管長短縮も伴った場合のみを切迫早産と診断し、倫理委員
会の承認を得て、治療の第一選択としてニフェジピン内服を行っている。今回ニフェジピンの切迫早産治療としての
安全性を後方視的に検討したので報告する。
【方法】2017年3月から2018年2月までに切迫早産に対してニフェジピンを処方し、分娩まで管理した妊娠20週から34
週までの単胎妊婦18人を対象とした。
【結果】初期投与量は1日20mg または40mg で、最大投与量は60mg であった。うち7人が入院管理となり、2人が
OFFN陽性であった。自然早産率は全体で4.0%（20/494人）、OFFN陽性例では0%（0/2人）、既往早産例では12.5%
（2/16人）であった。ニフェジピンが処方された早産症例4人（早産率22.2％）は OFFN陰性であったが、全員が
早期に塩酸リトドリンもしくは硫酸マグネシウムが併用され入院管理されていた。内服1週間後の血圧平均値は
112.63/62.0mmHg で、内服前の血圧平均値110/61.3mmHg と比較して収縮期2.02±1.94mmHg（p=0.30）、拡張期0.632
±1.942mmHg（p=0.749）低下していたが、有意差は認めなかった。1名が頭痛出現と不安感からリトドリン内服に変
更されたが、その他の副作用は認めなかった。妊娠高血圧症候群に対してニフェジピンを処方した妊婦は8名いたが、
内服後1日の血圧は内服前から19.43±4.04mmHg（p=0.03）低下しており、有意差を認め、以後も低下したままであった。
【結語】正常血圧妊婦に対するニフェジピン内服は母体血圧を低下させることなく、安全に使用しうることが示唆され
た。
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45. 当院におけるNugent�Score中間群に対する治療効果の検討
○奥井陽介、椎名有二、深瀬実加、中原健次
山形県立新庄病院

【目的】妊婦の細菌性腟症（Bacterial	vaginosis：BV）は流早産の危険因子であり、BVと診断された妊婦には抗菌薬を
用いて治療している。しかし、Nugent	Score（NS）が4点から6点の中間群に対する検討はされていない。最近、治療
対象をBVだけでなく中間群にも拡大すると早産率が減少するかもしれないと報告がある。そこで中間群に対し治療
することで切迫早産や早産の予防に対して有効性の有無を検討した。【方法】2015年5月から2017年4月までに当院で
妊娠分娩管理をした妊産婦を対象とした。妊娠12週の妊婦健診で中間群と診断された64例のうち、16週妊婦健診で
本研究参加の同意を得た27例をくじ引き割付けによって治療群と対照群の2群に分けた。治療群には患者自身にメト
ロニダゾール腟錠を7日間連日挿入してもらった。20週妊婦健診でNSを再検した。切迫早産による入院の有無、早
産の有無、NSの変化を対照群と比較検討した。【成績】治療群は16例、対照群は11例であった。切迫早産による入院
管理を要した治療群は5例、対照群は4例であり有意差を認めなかった。早産となった治療群は2例、対照群は1例で
あり、有意差を認めなかった。NSの変化は、治療群では81.3％が改善し有意差を認めた（p＜0.05）。【結論】NSの中
間群に対する治療は切迫早産や早産の減少には寄与しないが、中間群に対する抗菌薬治療はNSが有意に改善を認め
た。

46. 緊急帝王切開後弛緩出血に対して子宮動脈塞栓術（UAE）を
行ったのち、子宮梗塞により子宮全摘となった一例

○野添大輔、佐々木恵、市川さおり、辻圭太、吉田祐司
石巻赤十字病院

33歳女性、妊娠歴は G2P1、経膣分娩1回。40週5日に胎児機能不全の適応で緊急帝王切開となった。児は女児で
3618g、Apgar	score8/9（1分値/5分値）であった。術中出血は羊水込みで1340g であった。術直後の性器出血は少量
であったが、術後1.5時間経過したところで性器出血多量となり、子宮収縮剤投与開始し、Bakli バルーン挿入、輸血
開始。Bakli バルーン挿入後も外出血続いたため、Bakli バルーン無効と判断し、造影CTで子宮内に血管外漏出あっ
たため放射線科にUAEを依頼。両側とも、卵巣動脈との側副血行路がかなり発達しており、スポンゼル®2.5cm×
5cm10枚分を要したが、UAE後は止血が得られた。出血は計4200g であった。
UAE後より心窩部痛が出現したが、徐々に軽減。産褥20日目から心窩部痛再燃、産褥22日目に発熱、心窩部痛を主
訴に受診。子宮復古不全を認め、CTでは子宮筋層がほとんど造影されない状態であった。子宮筋層炎疑いで入院し
たが、保存的治療に抵抗性であり、産褥30日で腹式単純子宮全摘術施行。病理所見は内膜から筋層にかけて広範な壊
死と随所に膿瘍形成も認めた。術後経過は良好である。
UAEは産後出血に対する比較的安全で有効な手段として行われている止血の選択肢である。UAEのメリットは妊孕
性の温存にあるが、非常に稀ながら本症例のように子宮梗塞による壊死を起こすことがある。子宮壊死の症状は過多
月経、異常帯下、不正出血などであり、UAE後はこのような症状に注意して経過観察を行うことが重要である。
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47. 当科で産褥外陰・腟・後腹膜血腫に対して IVR による治療を要した
症例についての後方視的検討

○加藤麻美1、添田周1、石橋真輝帆1、経塚標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科婦人科学講座、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

【緒言】産褥外陰・腟・後腹膜血腫（Puerperal	Genital	Haematoma:PGH）は比較的まれであるが、時に重篤な状態に
なりえる産科合併症である。治療方法としては、保存的治療、外科的治療がなされることが多いが、近年IVRによる
初回治療の有効性が報告されている。【目的】当科で PGHに対して IVR治療を要した症例の治療経過、有効性、安全
性について検討する。【対象・方法】2006年1月から2017年3月まで当科で PGHで IVR治療を受けた症例について、
患者背景、妊娠経過、分娩経過、血腫に対する治療経過についてカルテからデータを抽出し検討した。【結果】10例
の患者（平均年齢32歳）が同定された。初産婦が9例（90%）で、9例（90%）が吸引分娩による出産であった。2例（20％）
に妊娠高血圧症候群を合併していた。5例（50％）でショックバイタルを呈しており、4	例（40%）が凝固異常を呈して
いた。出血部位は会陰切開と同側が5例（50％）で反対側が5例（50％）であった。全例が前医あるいは当科で外科的治
療を行うも血腫のコントロールが困難であった症例であり、造影CTがなされた8例すべてで早期動脈層での造影剤の
漏出を認めた。IVRにより出血血管はすべての症例で同定され全例合併症なく施行された。【結語】IVRは PGHにお
いて安全で有効な治療方法で外科的治療で対応困難な症例について重要な選択肢になりえるが、適応などについて今
後さらなる検討が必要である。

48. 帝王切開術後に壊疽性膿皮症を呈した1例
○村田強志、経塚標、加藤麻美、石橋真輝帆、野村真司、鈴木聡、山口明子、藤森敬也
福島県立医科大学

【症例】29歳女性、2度の帝王切開既往があるがいずれも術後創部潰瘍を呈した。今回自然妊娠成立し当科紹介となった。
妊娠37週6日に帝王切開術を施行し、2464g の児を娩出した。術後4日目に37度台の発熱および創部の発赤および浸
出液を認め、術後5日目に創部潰瘍および膿性分泌物を認めた。創部感染を疑ったが創部培養は陰性であった。造影
CT検査で創部直下に造影効果を伴い炎症を疑う所見および子宮腹側の液体貯留を認め、再開腹を検討したが、繰り
返す術後創部潰瘍の既往があり非感染性の炎症性疾患を疑った。皮膚生検を施行し、壊疽性膿皮症の診断に至った。
プレドニゾロン	30	mg/日の内服を開始、漸減しながら継続し、術後3か月で上皮化を認めている。【考察】壊疽性膿
皮症は難治性の無菌性潰瘍を形成する好中球性皮膚症であり、手術などの刺激で増悪する。壊疽性膿皮症は術後創部
感染との鑑別が困難であり、抗菌薬投与やデブリドマンでは軽快せず、むしろ病態を増悪させる。術後に難治性の創
部潰瘍を認める際、壊疽性膿皮症を鑑別疾患に挙げる必要がある。
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49. B群溶連菌感染症による母体敗血症の1例
○高須賀緑、小野寺洋平、細谷直子、真田広行
秋田赤十字病院

【緒言】B群溶連菌は妊婦の10 ～ 30% が保菌するとされ、母児垂直感染の原因となることは周知であるが、母体に感
染症をきたしたという報告は少ない。今回、B群溶連菌感染による母体敗血症で胎児機能不全となり、緊急帝王切開
を要した1例を経験したので報告する。
【症例】33歳、3妊1産、妊娠初期に頚管ポリープからと思われる性器出血を繰り返していた以外は妊娠経過に問題なし。
妊娠34週時の腟・肛門培養で B群溶連菌が検出された。妊娠39週1日に高位破水のため入院し、CTG上170bpm台の
頻脈と variability の減少、軽度変動一過性徐脈、軽度遅発一過性徐脈の出現を認めた。直ちにABPC の投与を開始
し人工破膜後、わずかに分娩進行あるも高度徐脈が出現、母体発熱もあり緊急帝王切開とした。児は3008g の女児で
Apgar	score	1分値2点,	5分値7点、臍帯動脈血pH	7.077であった。羊水の混濁や悪臭はなく臍帯や胎盤の異常も認め
なかった。血液培養から B群溶連菌が検出され、B群溶連菌による母体敗血症と診断した。術後抗生剤投与で速やか
に状態が改善し、術後6日目に退院した。胎盤病理診断は絨毛膜羊膜炎Blanc分類stageⅠであった。児は生後NICU
に入院し抗生剤投与などの治療を受け、日齢7日目に退院した。なお、児の鼻腔・耳介・胃液培養からは B群溶連菌
が検出された。
【考察】B群溶連菌を保菌した妊婦に対して、垂直感染予防に主眼をおいた対策がなされているが、本症例のように時
に敗血症を引き起こすこともあり注意が必要である。

50. 妊娠初期血圧正常高値は妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病のリスクである
○大石舞香1,2、横山美奈子1、田村良介1、重藤龍比古1、高橋秀身1

1 大館市立総合病院、2 弘前大学医学部附属病院

【目的】妊娠初期血圧正常高値の周産期予後について検討すること。
【方法】大館市立総合病院にて2017年1月～ 12月に扱った531分娩の内、単胎、妊娠22週以降の分娩、487分娩を解析
対象とした。
妊娠12週の血圧が120/80未満の正常群、120 ～ 140/80 ～ 90未満の preHTN群、140/90以上の chronic	HTN群3群に
分類し、患者背景、妊娠高血圧症候群への移行、妊娠糖尿病合併、周産期予後（出生体重、分娩週数、分娩方法、緊
急帝王切開率、Apgar	score）、産褥健診での血圧について統計学的解析を行った。
【結果】control群264（54.2％）、preHTN群（41.7％）、chronic	HTN（4.1%）で、control群からの HDP移行は11例、
GDM合併が21例であったのに対して、preHTN群でのHDP移行は60例、GDM合併は39例でいずれも有意に多かった。
多因子（年齢、妊娠回数、非妊時BMI、体重増加）で補正後も、preHTNは HDP移行が有意に高く、（OR15.025,95%CI	
7.961-29.351、P=0.000）、GDM合併が有意に高いという結果であった。（OR	2.141,95%CI	1.345-3.407、P=0.001）
また、産褥健診時の収縮期血圧は control	群116.7±10.2、preHTN120.7±9.9で preHTN群で有意に高かった。（p＜0.05）
【結論】
妊娠初期正常血圧高値は、多因子で補正後も妊娠高血圧症候群、妊娠糖尿病のリスクであった。また、妊娠初期正常
血圧高値群では産褥健診での収縮期血圧も高値であり、分娩後の長期的な影響についても今後検討が必要と考えらえ
た。
妊娠初期正常血圧高値は日常診療で頻繁に遭遇するが、その場合も自宅血圧測定導入や75gOGTT検査の施行などに
より、HDP、GDMの早期発見につながる可能性があると考えられた。
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51. 妊娠4週、5週の血中hCG値による妊娠転帰の予測
○中村文洋、竹原功、西村杏子、松川淳、松尾幸城、川越淳、永瀬智
山形大学

【緒言】妊娠初期の血中hCG値は流産や異所性妊娠の診断に有用であるが、妊娠転帰の予測因子となるかについて一定
の見解はない。また、胎囊が見えた場合の血中hCG値が妊娠転帰の予測に有用かは報告されていない。今回、妊娠4週、
妊娠5週の血中hCG値を用いて妊娠転帰を予測可能か検討した。
【方法】2012年から2016年に当院での生殖補助医療（ART）により妊娠した193症例を対象とした。妊娠4週0日に血
中hCG値を測定した125症例を検討群①とし、妊娠5週0日に血中hCG値を測定し、かつ胎囊が見えた20症例を検討群
②とした。検討群①、②に対して、血中hCG値と生産の有無が相関するか t検定またはMann-Whitney	U検定で検討
した。p<0.05で有意差ありとした。
【結果】検討群①で、新鮮胚移植・凍結胚移植後の妊娠4週0日での血中hCG値は生産群で有意に高かった（新鮮胚移植：
p<0.01、凍結胚移植：p=0.01）。カットオフ値は新鮮胚移植55.7	mIU/mL、凍結胚移植90.0	mIU/mLであった。検討
群②で、新鮮胚移植で妊娠5週0日に胎囊が見えた症例の血中hCG値は生産群で高い傾向にあったが、有意差はなかっ
た（p=0.181）。凍結胚移植では血中hCG値と生産の有無に相関がなかった（p=0.965）。
【結論】当院のART症例に対し、妊娠4週、5週の血中hCG値から妊娠転帰を予測できるか検討した。妊娠4週0日の
血中hCG値は妊娠転帰の予測因子となり得ることが示唆された。本検討では、検討群②で血中hCG値は妊娠転帰の有
意な予測因子とはならなかった。今回は検討群②に該当する症例数が少なかったが、現在ARTによる妊娠では妊娠5
週0日の血中hCG値測定をルーチン化したため、今後該当症例の増加が見込まれる。さらに検討を重ねたい。

52. 妊娠後期に大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折を発症した一例
○滝口薫、松宮環、植田牧子、遠藤雄大、野村泰久、田中幹夫
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院

【緒言】大腿骨頭軟骨下脆弱性骨折（subchondral	insufficiency	fracture	of	the	femoral	head:SIF）は骨粗鬆症を有する
高齢女性に好発するとされているが、まれに若年者にも発生する。SIF を発症した一例を報告する。【症例】40歳、1
妊0産、非妊時BMI:17.5	、上腕骨骨折の既往あり。妊娠発覚まで約20年間ビール1.5L/日の飲酒をしていた。腹腔鏡
下子宮筋腫核出術後妊娠のため妊娠38週での選択的帝王切開術を予定していた。妊娠35週頃より右股関節痛が出現
し徐々に症状増悪、杖歩行となった。妊娠36週に整形外科紹介、大腿骨頭壊死症疑いの診断にて免荷目的に妊娠37
週0日に選択的帝王切開術を行った。産褥に実施した骨塩定量検査では大腿骨・腰椎のYAM値は77 ～ 78	% であり
骨粗鬆症の診断に至らなかった。股関節MRI検査にて右大腿骨頭軟骨下に低信号バンド像を認めSIFの診断となった。
現在松葉杖を用いた右股関節の免荷歩行にて経過観察中である。【考察】SIF は1996年に提唱された比較的新しい疾患
概念であるため発症要因や発症機序などは未だ不明な点が多い。本症例は非妊時よりアルコール多飲、BMI低値、骨
折既往と骨強度低下の素因があった中で、妊娠による股関節への加重増加や妊娠後期の母体骨吸収促進が加わり SIF
を発症した可能性が考えられた。SIF は無治療の場合病変が進行し大腿骨頭の圧壊を来すことがあるため、治療とし
ては早期の免荷が重要である。今回は妊娠終了により股関節の免荷がなされ、病変の増悪を予防できた可能性がある。
【結語】妊娠中に発症する股関節痛の中には整形外科的治療を有するものが含まれる可能性があるため、適宜他科と連
携し適切な分娩時期や分娩方法を検討する必要がある。
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53. 妊娠中に大腿骨頚部骨折をきたした一例
○高田めぐみ、古川茂宜、中村聡一、山内隆治
白河厚生総合病院

【症例】36歳女性。3妊1産。第一子出産後に腰痛が持続し、近医整形外科で胸椎圧迫骨折と診断された。以後骨粗鬆
症として内服加療されていたが今回の妊娠により内服は中断していた。妊娠26週ごろより股関節痛を自覚。妊娠30週、
転倒しそうになり左足関節を捻り、その後より左股関節痛が増悪し体動困難となったため当院に救急搬送された。X
線写真にて左大腿骨頚部骨折の診断となった。同日疼痛緩和のため直達牽引を行った。転位の大きな骨折であり、血
栓症のリスクを考慮し受傷後2日目に観血的骨接合術を行った。術後12週間患肢の非荷重を要し、経腟分娩の体位保
持が困難と予想されたため、妊娠37週で選択的帝王切開とした。産後10日目より活性型ビタミンDの内服を開始した。
装具による歩行訓練を行い、産後3週間で退院となった。【考察】妊娠後骨粗鬆症という概念は1955年に初めて報告さ
れた。授乳期にはエストロゲンの減少や児への Ca供給により、典型的には椎体骨折などの脆弱性骨折をきたすとす
るものである。本症例では前回分娩後にこの病態となり、それが遷延し若年性の骨粗鬆症と診断され治療されていた
が、今回の妊娠に伴い治療を中止したこと、妊娠のための骨塩量低下に加えて足への負荷が増加し骨折したと考えら
れる。妊娠中に骨折した場合には血栓症のリスクが増加するため早期の手術、リハビリが重要となる。人工物による
固定が必要となった場合、長期間の留置となり脆弱化による再骨折や感染なども問題となり得る。【結語】妊娠中に骨
折し観血的骨接合術を行った症例を経験した。若年女性における骨粗鬆症は骨折をきたすとQOLに大きな影響を与
えうるため、適切な治療が必要である。

54. 若者と産婦人科をつなぐための課題
～高校教育現場での緊急避妊ピル ECPに関する調査報告～

○井上聡子
さとこ女性クリニック

【はじめに】現在、日本においてECPは、医療機関を受診しなければ入手することができない。ECPを必要とする10
代の若者にとって、そのハードルは高い。高校の養護教諭に ECPの教育現場での扱いおよび産婦人科との連携につ
いてアンケート調査を行い、課題と対策を検討した。
【結果】山形県内67校中59校より回答あり。学校教育の中でECPを扱っているのは28校。全体教育の担当者（複数回答）
は保健体育科教諭16校、外部講師15校、その他2校。医療機関との連携体制があるのは8校、うち校医4校、外部講師4校。
外部講師はすべて産婦人科医師であった。
【考察】当院において2009 ～ 2017年までに ECP目的で来院した463人中10代は61人。ECP を必要とした理由はコン
ドーム破損47%、避妊せず32%、コンドーム脱落16%、膣外射精の失敗5%であった。全年齢と比較すると避妊せず
の割合が高い。すなわち、大人より ECPを必要とする危うい性行動をしていることになる。しかしながら保健体育
の教科書にその記載があるにもかかわらず、全体教育が可能な最後の機会と考えられる高校の教育現場で、ECPを取
り扱っているのは半数弱に留まっていた。また医療機関との連携体制がある学校は14%弱であった。若者がECPの情
報を入手する先は、友人が最多で50%、インターネット32%で正しい情報を得られているか不安が残る。一方、性教
育講話や校医として産婦人科医師が日頃から係わっている学校では、対応もスムーズに行われており、昨今増加して
いる SNSトラブルから若者を護るためにも、より積極的に教育現場に産婦人科医師が参画する必要がある。
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55. レボノルゲストレル単剤による緊急避妊後に妊娠した症例
○桜井秀
桜井産婦人科医院

　2011年2月に日本産科婦人科学会編の「緊急避妊法の適正使用に関する指針」が刊行となり、同年5月には世界標準
であるレボノルゲストレル単剤の緊急避妊薬（LNG-ECP）が使用可能となり、当院でも避妊措置に失敗もしくは避妊
措置を講じなかった性交（UPSI=unprotected	sexual	 intercourse）後の女性に LNG-ECP処方を開始した。2011年5月
30日～ 2017年12月25日の間、1030名が緊急避妊を行い、うち1000名が LNG-ECP を服用、Yuzpe法6名、銅付加子
宮内避妊具法24名であった。LNG-ECP服用後に再来し、妊娠の有無が確認可能だった659名中16名が妊娠した（再診
率65.9%,	妊娠率：2.4%）。他の341名はその後再診せず妊娠の有無が未確認である。妊娠した16名中11名が人工妊娠中絶、
3名が自然流産、2名が出産した。この16名中15名が UPSI後72時間以内に LNG-ECP服用、16名中15名が翌日から
低用量ピル（OC）を服用開始していた。LNG-ECP	は UPSI	後の女性にとって大きな存在であり、今後も広く普及し
てゆく事を望むが、すべての望まない妊娠を回避できるわけではない。女性が妊娠を希望しないのであれば、日常的
にOC等による避妊を継続しておくべきであり、学校における性の健康教育の中でも、避妊の必要性も伝えておくべ
きと考える。

56. 月経前症候群から不登校となった中学生に対しての柴胡材剤の使用経験
○門野彩花、土屋繁一郎、三浦雄吉、海道善隆、菊池権恵、三浦史晴、葛西真由美、
鈴木博

岩手県立中央病院

【緒言】東洋医学的に月経に関連した症状は「瘀血」によるものとされ、駆瘀血剤が処方される。しかし、近年は体調
の変化の背景として、ストレスの影響が強くなっている。我々は月経前症候群から不登校となり、柴胡桂枝湯が著効
した症例を経験した。今回この症例を報告し、柴胡剤の適応について考察する。
【症例】14歳、女児、中肉中背。
現病歴：中学2年の夏休みころより月経痛と頭痛を訴えるようになった。近医で片頭痛を診断され、処方を受けた。
頭痛は一時的に改善するも、胃痛や月経痛などの症状が周期的に出現し、学校を休みがちになった。3学期はほとん
ど出席できずに近医小児科を経て、当院産婦人科へ紹介された。
現症：腹力は2/5、腹直筋緊張（＋）、心下痞硬（＋＋）、胸脇苦満（＋＋）。舌は暗赤色、薄い白苔、歯痕なし。脈は沈遅弱。
経過：所見から柴胡剤の適応と考えた。虚証で、胃痛の訴えが強いために柴胡桂枝湯を処方した。10日間の内服で胃
痛は軽快し、新学期から学校に通えるようになった。2週間後に月経が発来したが、月経痛はなかった。内服開始か
ら3週間後の修学旅行へも行くことができた。
【考察】柴胡剤はストレスなどで生じた気鬱、気滞に対し、肝の血流を促すことで効果を示すと考えられる。本症例は
腹診から柴胡剤の適応と判断した。月経に関連した症状として駆瘀血剤を処方するだけではなく、症状の背景にも目
を向けて診察することが重要と考えられた。
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57. 排尿障害を来した閉経後陰唇癒着症の一例
○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

【緒言】陰唇癒着症は低エストロゲン状態を背景に発生する稀な疾患であり、幼少期と閉経後に好発するとされている。
今回、我々は数年来の排尿障害を主訴とした閉経後陰唇癒着症の1例を経験したので、文献的考察を加えて報告する。
【症例】63歳、4妊2産。42歳閉経。51歳の時、右乳癌に対して右乳房全摘術およびリンパ節郭清が施行され、術後の
化学療法およびホルモン療法によりCRとなった。
6年以上続く排尿障害（頻尿・排尿時痛・尿失禁）を主訴に当科を初診された。左右小陰唇は正中で癒着し、腟入口部
および外尿道口は視認困難であった。また、癒着部下端に認める約1mmの瘻孔から尿が漏出していた。我々は陰唇
癒着症と診断し、全身麻酔下での癒着剥離術を施行した。癒着部の大部分は用手的に剥離可能で、一部のみ電気メス
で切開を加えた。術後は抗生剤含有軟膏の塗布と E3腟錠の挿入を連日行った。退院後も自宅でのステロイド軟膏の
塗布を行い、4か月を経た現在まで再発は認めていない。
【結語】本症例は閉経が42歳と比較的早期であること、また乳癌術後のホルモン療法により、低エストロゲン状態が
長期間持続し、高度の萎縮性腟炎が存在したと推測された。さらに、閉経後からのセクシャリティ低下も要因となり、
陰唇癒着症に至ったと考えられる。
陰唇癒着症の治療は、成人では外科的治療が一般的であり、術後の再癒着予防のための様々な薬物療法が報告されて
いる。本症例においても外科的治療と薬物療法を行い、現在まで再発を認めていないが、今後も引き続き再発防止に
努める必要がある。

58. 高濃度乳腺と産婦人科疾患との関連
○大橋正俊
一般財団法人医療と育成のための研究所清明会鳴海病院健康管理センター

【目的】
乳がん検診では、未産婦に多く認められる高濃度乳腺に関心が集まっている。高濃度乳腺は乳がんのリスクが認めら
れるといわれているが、高濃度乳腺と産婦人科疾患との関連について検討し興味ある結果を得たので報告する。
【対象と結果】
当院を乳がん検診と子宮がん検診を同時に受診した、平成24年1328名と平成29年981名の、20代から80代の女性に
ついて検討を行った。高濃度乳腺は平成24年では30%ほどであったが、29年では60％ほどで、すべての年代で増加
していた。29年の高濃度乳腺の内訳は、未産婦（40歳以上の不妊治療を行った高年初産を含む）が、半分ほど占めて
おり、そのほかは2割ほどがが子宮内膜症、卵巣嚢腫、子宮筋腫（子宮全摘出術を行わない）、子宮体癌、であった。
【結論】
産婦人科外来では、子宮内膜症、子宮筋腫（子宮全摘出術を行わない）、子宮体癌、未産婦などに増加傾向が認められ
ており、今後ますます乳がん検診では、高濃度乳腺が増えることが示唆される。産婦人科医として、臨床を行う際、
高濃度乳腺を、考慮することが望まれる。
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59. 宮城県のがん生殖医療の現状
○田中恵子1、立花眞仁1、志賀尚美1、渡邉善1、吉田仁秋2、山田秀和3、星和彦4、
八重樫伸生1

1 東北大学、2 仙台ARTクリニック、3 宮城県立がんセンター、4 スズキ記念病院

2016年11月、宮城県におけるがんサバイバーの妊孕性温存によるQOL改善を目指し、宮城県がん・生殖医療ネットワー
クを立ち上げた。設立後は各がん診療科での啓発活動やホームページ作成、連携システムの構築、カウンセリングな
どに努め、約40名のカウンセリングを行った。立ち上げからの約1年で見えてきた現状、今後の改善点につき検討する。
対象は2016年11月から2018年2月までに宮城県がん生殖ネットワークを通して東北大学でカウンセリングを行った28
名（女性16名、男性12名）とし、年齢、婚姻歴、受診前治療、待機可能期間、生殖補助医療に関して、データベース
をもとに後方視的に調査を行った。
年齢の中央値は女性が33.5歳（15-47歳）、男性が25歳（17-44歳）であり、未婚者がそれぞれ68.8%,	91.7% であった。受
診前に未治療だったのは男女合わせて14名、手術施行後が9名、全身化学療法後が4名であった。待機可能期間の中
央値は女性で2-3週間（1日～ 4ヶ月）、不明が4名、男性で5日（1日～数週間）、不明が2名であった。カウンセリング
の結果、妊孕性温存治療を試みた症例がそれぞれ女性6名、男性11名であり、うち女性6名（6/6；100％）、男性10名
（10/11：91％）において卵子/精子凍結可能であった。精子凍結不可能であった1症例は化学療法施行後であった。妊
孕性温存治療のため原疾患治療に遅れをきたした症例はなかった。
本ネットワーク立ち上げによって確定診断から治療の中でスムーズな介入を行えるようになってきた。今後も啓発活
動、卵巣組織凍結への対応、助成制度など行政への働きかけなど、各診療科とも協力し不可逆的な治療施行前に患者
のニーズに沿った医療提供ができるように尽力していきたい。

60. 採卵当日の血中progesterone�値を用いた premature�luteinization
の予測について

○竹下真妃、尾上洋樹、村井正俊、熊谷仁、杉山徹
岩手医科大学

体外受精（IVF）の卵巣刺激周期において premature	 luteinization を認める周期では新鮮胚移植による妊娠率が低下
することが指摘されて以降、血中progesterone	値（P値）と妊娠率との関係が検討されてきた。メタ解析では hCG投
与日の P値上昇は IVFの妊娠率低下につながる、と結論づけられた。当施設では患者の居住地が遠方であることや休
診日などの理由により、hCG投与日に P値測定が必ずしもできる環境にない。本研究では、採卵当日の P値が hCG投
与日の P値の代用として適当か否かを検討した。
【対象・方法】2012年から2016年に岩手医科大学産婦人科で IVFを施行された157例235周期を対象とした。なお、女
性年齢40歳以上と重症男性因子をもつ患者は対象から除外した。hCG投与日は hCG	投与前、採卵当日は採卵1時間
前に採血し、P	値と各種パラメーター（E2	値、妊娠率等）との関係について検討した。有意差検定には重回帰分析を
用いた。【結果】対象患者年齢の中央値は36.0	歳であり、不妊原因としては卵管因子が46％で最も多かった。hCG	投
与日の平均P	値は0.77ng/ml、採卵当日の平均P	値は7.08ng/ml であった。新鮮胚移植の妊娠率は20%、採卵あたりの
妊娠率は25％であった。hCG	投与日のP	値と採卵当日のP値の間には相関係数r＝0.6と有意な相関性が認められた（P
＜0.05）。
【結論】hCG	投与日および採卵当日の血中P	値の上昇は新鮮胚移植の妊娠率の低下を招くが、胚の質への影響は認め
ず、hCG	投与日および採卵当日の P	値の上昇に比例して採卵あたりの妊娠率が上昇した。今回の検討で採卵当日の
P値でも premature	luteinization の予測指標として有用であることが分かった。
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61. 著明な胸水貯留を認めた卵巣過剰刺激症候群（OHSS）の2症例
○小玉都萌1、淵之上康平1,2、石原佳奈1、松村由紀子1、飯野香理1、田中加奈子1、湯澤映1,3、
丹藤伴江1

1 国立病院機構弘前病院、2 青森県立中央病院、3 弘前さくらクリニック

【緒言】卵巣過剰刺激症候群（Ovarian	HyperStimulation	Syndrome;	OHSS）は、排卵誘発を行った際に起こりうる合
併症の一つである。今回、著明な胸水貯留を認めたOHSS を2症例経験したので報告する。
【症例】症例1:35歳、3妊1産。前医にてFSH-HCG- タイミング療法施行。最終月経より3週6日、腹満感あり前医受診。
超音波検査にて卵巣腫大・腹水貯留を認め、OHSS管理目的に当科紹介。初診時に胸水貯留を認め、重症OHSS とし
て同日入院となった。低分子デキストラン投与にて加療。入院後、胸水は増加傾向にあった。入院14日目、超音波検
査にて子宮腔内に胎嚢を認めた。その後、胸水減少。入院28日目、胸水ほぼ消失しており、退院。現在も妊娠を継続
している。症例2:32歳、0妊0産。前医で Long法にて排卵誘発の後、IVF-ET施行。採卵日より8日目、発熱あり前医
受診。採血にて脱水傾向にあり、OHSS を疑われ当科紹介。初診時、WBCが18000/μℓと増加、重症OHSS と診断し
同日入院加療とした。低分子デキストラン投与にて加療。入院時、胸水は少量だったがその後増加し、SpO2	94% ま
で低下。入院後より尿量500ml/day と少なかったため、入院8日目よりドパミン投与開始した。この後、尿量2000 ～
3000ml/day と増加、胸水も減少傾向となった。入院16日目、超音波検査にて子宮腔内に胎嚢を認めた。入院22日目、
ドパミン終了。入院33日目、胸水ほぼ消失し、入院42日目退院。現在も妊娠を継続している。
【結語】OHSS は胸水貯留による呼吸困難、血管内脱水による凝固能亢進から血栓症を引き起こし、生命を脅かすこと
もある疾患である。我々は重症化したOHSS を2症例経験したが、いずれの症例も症状軽快させ、妊娠の継続も可能
であった。

62. 精液刺激法による子宮内膜NK細胞サイトカイン産生の検討
○當麻絢子1、福井淳史2、山谷文乃1、横田恵1、福原理恵1、横山良仁1

1 弘前大学、2 兵庫医科大学

【目的】近年、原因不明不育症とNK細胞産生サイトカイン異常との関連が指摘されている。一般に免疫細胞が産生す
るサイトカインを測定する際には PMA、イオノマイシンなどの薬物で細胞を刺激し、細胞内にサイトカインを蓄積
させ測定を行っているが、この刺激法は人為的であり生理的なサイトカイン産生を反映しているとは言い難い。妊娠
成立においては精液の暴露は必須で有り、精液が免疫制御因子となる可能性も示唆されている。精液を用いることで、
より生理的かつカップル特異的な刺激法を明らかにすることを目的に以下の検討を行った。
【方法】当院倫理委員会の承認後、患者の同意を得て子宮内膜を採取した（n=19）。これよりリンパ球浮遊液を作成し、
患者のパートナーの精液を用いて18時間刺激を行いNK細胞（CD56+細胞）におけるサイトカイン産生（IFNγ・TNF
α・IL-4・IL-10）をフローサイトメトリーにて測定した。対照として薬物で刺激したものと比較した。
【成績】精液刺激による IFNγまたはTNFα産生CD56bright細胞の割合は薬物刺激に比して有意に低かった（IFNγ:p＜
0.01;	TNFα:p＜0.01）。またNK1/NK2比、NK1/NKr1比は薬物刺激と比較し精液刺激の方が有意に低かった。さら
に同患者の子宮内膜（n=26）を複数のボランティアの精液（n=22）にてそれぞれ刺激した場合、使用する精液によっ
て IFNγおよびTNFα産生NK細胞の割合に差を認めた（IFNγ:	2 ～ 60％ ;	TNFα:	2 ～ 50％）。
【結論】精液による刺激でNK細胞のサイトカイン産生が誘起されることが示された。さらに子宮内膜と精液の組み合
わせによりサイトカイン産生に差が生じることから、子宮内膜と精液との間にカップル間の免疫学的特異性がある可
能性が示唆された。
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63. 腹腔鏡下手術中に S.A.N.D. バルーンカテーテルを破損し術中に回収し
えた１例

○菅原登、髙野恭平、前川絢子、荒井真衣子
岩手県立磐井病院

【緒言】　S．A．N．D．バルーンカテーテルの使用により卵巣腫瘍摘出時に腫瘍内容液を吸引・縮小することで術野
の確保と以後の操作を容易に行うことが出来るが、腫瘍内で拡張したバルーン（グリーンバルーン）が卵巣嚢腫内容
物の人歯など鋭利なものにより破裂した症例が報告されたため、現在では皮様嚢腫症例での使用は禁止されている。
今回我々は皮様嚢腫症例への使用が禁止される以前、穿刺吸引中に腫瘍外で拡張した透明バルーンを破損、術中に回
収した症例を経験したので報告する。
【症例】　37歳、5妊4経産、既往歴・家族歴に特記事項なし。集団検診時に骨盤内腫瘍が認められ当院受診。経腟超
音波断層法にて径100mm大の左卵巣嚢腫が認められる。採血検査で CA19-9、CA125、SCC は基準範囲内であった。
造影MRI検査で皮様嚢腫と診断、挙児希望もないため左付属器切除術の方針となる。手術を開始後、助手側からバルー
ンカテーテルで穿刺、一部吸引後にグリーンバルーンを拡張、その後透明バルーンを拡張、内針を抜去し吸引再開中
に透明バルーンが破裂した。体外にて破損部位を確認したが体内への遺残は不明であった。左付属器を切除後に腹腔
内を洗浄した際にシリコン製の破片が2個認められため回収した。術後、製造元でバルーン本体と破損部位の破片を
組み合わせて確認したところ欠損はないと結論された。
【考察】　バルーン破裂の原因は映像上不明であるが、助手側のトロッカー先端に接触したことによる破損の可能性が
高いと考えられた。S．A．N．D．バルーンカテーテル使用時は透明バルーンの接触にも十分注意する必要があると
考えられた。

64. 腹腔鏡下手術中にモノポーラのシースを経由した組織への放電の経験
とセミウェット臓器を用いた検証

○菅原登、髙野恭平、前川絢子、荒井真衣子
岩手県立磐井病院

【緒言】　電気メスは適切に使用した場合、組織に触れる直前に放電し、交流電流によるジュール熱を発生させ組織を
破壊し切開・凝固する。今回我々は腹腔鏡下手術中に意図しない部位に放電、術後の画像再検中に組織破壊を確認し
た1例を経験した。
【症例】　46歳、2妊2経産、3歳時に右鼠経ヘルニアの手術歴あり。集団検診で指摘された子宮腫瘤の精査目的に当院
初診。多発性子宮筋腫の診断でTLHを施行した。硬性鏡は5mm直視鏡を用い、ウテリンマニュピレーターを子宮内
に留置、電気メスはエチコン製のプローブプラスⅡを使用した。マニュピレーターとともに電気メスのシースでも子
宮を下方に圧排し、凝固モードで膀胱子宮窩腹膜を切開した。この際にフック状の電気メスから絶縁素材のシース経
由して子宮漿膜へ放電し、ジュール熱にて漿膜を焼灼していた。漿膜に凝固変性は乏しく、突沸現象や組織破裂は起
こっていないと思われた。術後、特に合併症なく8日目に退院、現在まで特変なく経過している。
【検証】　術者の技量によっては適切に通電スイッチのボタンを押すとは限らず、またシースで組織を圧排することに
より術野を確保した際の使用時にも同様の現象が再現されることも考えられる。そこでセミウェット臓器を用いてプ
ローブプラスⅡの検証を行った。使用臓器は膀胱剥離面に近い感触のブタの胃の噴門側と腟断端に近い感触の胃の幽
門側を使用した。プローブプラスⅡと組織との距離、切開または凝固モード、組織抵抗値の相違による現象の再現を
検証した。またシースの側壁の吸引口からの放電の可能性についても併せて検証したので報告する。
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65. 腹腔鏡下子宮全摘手術中に単鈎鉗子で腸管を挟鉗した1例
○我妻理重、工藤理永、宮原周子、岩間憲之、松本大樹
大崎市民病院

　腹腔鏡下手術は、術野を拡大して見ることができるメリットがある反面、カメラに映らない死角が広いため注意が
必要である。エネルギーデバイス、針や、先端の鋭利な鉗子などはできる限り視野内で操作することが大切である。
今回我々は、腹腔鏡下子宮全摘術中に小腸を挟鉗した1例を経験したので報告する。
	　症例は40歳、0妊0産。約8㎝の漿膜化筋腫を認め腹腔鏡下子宮全摘術	を行った。子宮の右側壁から発生した漿膜下
筋腫は広間膜内に存在した。右の円靭帯、広間膜前葉を切開したのち、筋腫を単鈎鉗子にて挟鉗し頭側、腹側に牽引
し周囲の結合織から剥離を進めた。その間、筋腫を挟鉗	した単鈎鉗子が視界から消えることが度々あった。そして牽
引を緩めて単鈎鉗子が視野に現れた時に、単鈎の片方の鈎が筋腫からはずれて小腸壁を挟鉗	していることが判明した。
幸い小腸の損傷は単鈎の鈎穴だけであったため、損傷部位の近傍の腸間膜に糸でマーキングしたのち、予定手術を進
めた。最後に小腸挟鉗部位に問題のないことを確認し手術を終えた。術後経過に問題なく退院となった。
	　腹腔鏡下手術において、視野外における鉗子の操作には十分気を付ける必要があることを再認識させられた。

66. 臓器固定用シリコンデバイスを利用した妊娠中卵巣腫瘍の腹腔鏡下手術法
○竹原功、松尾幸城、西村杏子、松川淳、渡邉憲和、川越淳、堤誠司、永瀬智
山形大学

【緒言】妊娠初期において腹腔鏡下に卵巣腫瘍の手術を行う場合には、妊娠子宮が大きいこと、子宮支持装置を挿入で
きないこと、Douglas窩に卵巣腫瘍が落ち込んでいることがあることなどから視野や手術操作スペースの確保が難し
いことが多い。また、皮様囊腫に対してはバルーン付き穿刺針を使用することができないため、卵巣腫瘍の支持方法
に難渋することがしばしばある。今回我々は、妊娠初期の卵巣腫瘍に臓器固定用シリコンデバイスを用いて卵巣腫瘍
を固定・支持し、腹腔鏡手術を行った2例を経験したので報告する。【症例】症例1：33歳、5妊2産。近医より右卵巣
腫瘍の疑いで当科に紹介された。経腟超音波検査、MRI で5	cm大の右皮様囊腫がDouglas窩に落ち込んでいる初見を
認め、腹腔鏡手術の予定となった。手術予定日までの間に妊娠し、妊娠12週で腹腔鏡下右卵巣腫瘍核出術を行った。
臓器固定用シリコンデバイスで右卵巣腫瘍をDouglas窩から牽引し、体内法で卵巣腫瘍を核出した。術後妊娠経過に
とくに問題なく、妊娠40週に自然分娩した。症例2：31歳、1妊0産。妊娠9週に近医より右卵巣腫瘍の疑いで当院に
紹介された。経腟超音波検査・MRI で6	cm大の右皮様囊腫がDouglas窩に落ち込んでいる初見を認め、妊娠13週で
腹腔鏡補助下右卵巣腫瘍核出術を行った。臓器固定用シリコンデバイスで右卵巣腫瘍をDouglas窩から牽引し、破綻
することなく体外法で卵巣腫瘍を核出した。術後経過にとくに問題なく、妊娠16週で他院紹介した。【結語】妊娠初
期の卵巣腫瘍の腹腔鏡手術において臓器固定用シリコンデバイスは、卵巣腫瘍の穿刺・破綻をすることなく固定・移
動するのに有用であった。今後症例を積み重ねていきたい。
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67. 地区を越えたドライボックストレーニングセミナー開催による
若手医師へのトレーニング促進効果

○田村良介1、高尾航2、玉手雅人3、松浦基樹3

1 大館市立総合病院、2 茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター、3 札幌医科大学

【緒言】腹腔鏡下手術の技術向上のためにはドライボックストレーニングが必要不可欠である。今回、演者らは各地区
合同でのドライボックストレーニングセミナーを開催した。その経験から、地区を越えたセミナーの開催が持つ意義
について報告する。
【方法】演者らは平成30年2月に青森市にてドライボックストレーニングセミナーを開催した。このセミナーには卒後
2年目から卒後5年目までの若手医師が、北海道5人、青森県3人、秋田県4人の計12人参加した。参加者を地区混同
で3グループに分け、グループ毎にドライボックストレーニング等を半日かけて行った。セミナー終了後、各参加者
に対してアンケート調査を行った。
【結果】セミナー開催前の参加者のドライボックストレーニング時間は平均で週1.1時間であり、週0時間が3人（25%）
であった。ドライボックスを個人所有しているのは4人（33%）のみであった。セミナー終了後の考えに対する設問で
は、『ドライボックストレーニングを開始／継続しようと思った。』という項目を12人全員が選択していた。自由記載
の設問では、他地区の同世代との交流が良い刺激になったとの主旨の記載がみられた。
【考察】今回のセミナーは、参加者のドライボックストレーニングに対するモチベーションを上昇させるきっかけとし
て有用であった。他地区の同世代と合同でトレーニングを行うことで、よりモチベーションの上昇に寄与したものと
思われた。
【結語】参加者のトレーニングへのモチベーション上昇をより促す意義で、地区を越えたドライボックストレーニング
セミナーの開催は有用であったと思われた。





協賛企業・団体一覧
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共催セミナー　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　モーニングセミナー：あすか製薬株式会社
　ランチョンセミナー 1：中外製薬株式会社
　ランチョンセミナー 2：株式会社ツムラ
　ランチョンセミナー 3：富士製薬工業株式会社
　ランチョンセミナー 4：科研製薬株式会社
　イブニングセミナー 1：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　イブニングセミナー 2：持田製薬株式会社
　会 長 特 別 企 画：バイエル薬品株式会社
　　（スポンサードセミナー）

展示　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

広告　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

ドリンク提供　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　アイクレオ株式会社

ネームケース・ネームストラップ提供　―――――――――――――――――――――――――――――

　インテュイティブサージカル合同会社

寄附　――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　東北医薬品協議会	 弘前観光コンベンション協会
　青森県医師会	 弘前大学医学部鵬桜会
　弘前市医師会	 弘前大学医学部産科婦人科学教室同窓会
　青森県臨床産婦人科医会

アステラス製薬株式会社
アストラゼネカ株式会社
エーザイ株式会社
株式会社角弘
キッセイ薬品工業株式会社
共立医科器械株式会社
協和発酵キリン株式会社
株式会社シバタ医理科
第一三共株式会社

武田薬品工業株式会社
日本化薬株式会社
一般社団法人	日本家族計画協会
株式会社ビー・エム・エル
久光製薬株式会社
フェリング・ファーマ株式会社
メルクセローノ株式会社
森永乳業株式会社
雪印ビーンスターク株式会社

（五十音順）

アトムメディカル株式会社
大塚製薬株式会社
株式会社	紀伊國屋書店
コヴィディエンジャパン株式会社
コニカミノルタジャパン株式会社

GEヘルスケア・ジャパン株式会社
タカラベルモント株式会社
トーイツ株式会社
株式会社ナカメディカル
株式会社フジメディカル

（五十音順）




