
会　期：平成27年６月27日（土），28日（日）

会　場：神戸国際会議場

	 近畿産科婦人科学会　会長	 大 橋 正 伸
	 	 学術集会長	 山 田 秀 人

（注意：当日は抄録集を発行いたしませんので，必ず本誌をご持参ください）

第132回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会

プログラム・講演抄録
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第132回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会
ご 案 内

会　　期：平成27年６月27日（土）12：50～17：30

　　　　　　　　　６月28日（日）９：00～16：40

会　　場：神戸国際会議場
　　　　　〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
　　　　　　　　　　　TEL：078-302-5200　FAX：078-302-6485

第１会場：メインホール　
第２会場：国際会議室301

第３会場：会議室501 　　
第４会場：会議室502 　　
第５会場：会議室401＋402

＜評議員会＞

日　　時：６月28日（日）12：00～13：00

会　　場：会議室504＋505（5階）

＜総　　会＞

日　　時：６月28日（日）13：10～13：40

会　　場：第１会場　メインホール

＜学会参加者へのご案内＞

・ 学会参加費5,000円を会場受付で申し受けます．その際，名札（領収書）をお受け取りください．
参加費はクレジットカードでのお支払いはできません．なお，初期研修医・医学生の学会参
加費は無料です．紹介者の方と一緒に受付をしてください．

・ 日産婦学会専門医シールおよび日本産婦人科医会参加証を受付にて配布しますので，忘れず
にお受け取りいただき，大切に保管をお願いします．

・ 託児室のご案内は後頁にあります．
・当日，抄録集は発行しませんので，本誌をご持参ください．
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＜懇 親 会＞

日　　時：６月27日（土）18：00～20：00

会　　場：ポートピアホテル　B1階　偕楽（神戸国際会議場２階から回廊をご利用ください）
参 加 費：無料　多数のご参加をお待ちしております．

＜一般講演者へのお願い＞

１．講演時間は６分，討論時間は３分です．（発表時間終了１分前に黄ランプ，終了時に赤ラン
プでお知らせします）

２． 講演者は各セッション開始30分前までに各会場内受付と演台下にありますPC受付にて試写
をお済ませください．

　　パソコンを持参される方もセッション開始30分前までに受付をお済ませください．
　　 データは専用のPCに保存させていただきますが，発表が終わりしだいデータは消去させて

いただきます．パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．
【発表データをお持ち込みの方へ】
　・ソフトはWindows版Power Point 2003/2007/2010をご使用ください．
　　※Macintoshをご使用の方は，PC本体をお持ち込みください．
　　※動画ファイルをご使用の方は，PC本体をお持ち込みください．
　・フォントはOS標準のもののみご使用ください．
　・会場スピーカーに音声は流せません．
　・画像の解像度は，XGA（1024×768）でお願いします．
　・CD-R（RW不可）への書き込みは，ISO9660方式をお使いください．
　　※パケット方式ですと会場PCで読み込めない恐れがあります．
　・発表データはUSBフラッシュメモリー/CD-Rに保存してお持ちください．
【ノートPC本体をお持ち込みの方へ】
　・バックアップとして，必ずメディアもご持参ください．
　・会場スピーカーに音声は流せません．
　・画像の解像度はXGA（1024×768）でお願いいたします．
　・PC受付の液晶モニターに接続し，映像の出力チェックを行ってください．
　　※PCの機種やOSによって出力設定方法が異なります．
　・プロジェクターとの接続ケーブルの端子はDsub-15ピンです．
　・PCによっては専用のコネクタが必要となりますので，必ずお持ちください．
　　※ とくにVAIO，MAC等小型PCは別途付属コネクタが必要なことがありますので，ご注意

ください．
　・スクリーンセーバー，省電力設定は事前に解除願います．
　・コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．
　　※内臓バッテリー駆動ですと，発表中に映像が切れる恐れがあります．
3．発表10分前には，各会場内前方の「次演者席」に着席し，待機してください．
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＜ 学 会 場 案 内 図 ＞

■会　場： 神戸国際会議場
　　　　　〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-9-1
　　　　　TEL：078-302-5200　FAX：078-302-6485

■交通のご案内
　＜公共の交通機関をご利用の場合＞
　・ JR「三ノ宮」　阪急電鉄「三宮」　阪神電鉄「三宮」　駅からポートライナー（市民広場駅下車）

で約10分
　＜お車をご利用の場合＞
　・阪神高速神戸線の生田川，京橋インターから約15分
　・阪神高速湾岸線住吉浜よりハーバーハイウェイへ入り，終点ポートアイランド内から約５分
　＊会場の駐車場は有料となります。

神戸国際
会 議 場
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＜ 各 会 場 案 内 図 ＞

第１会場：　メインホール 　　　　　
第２会場：　国際会議室301（３階）　
第３会場：　会議室501（５階）　　　
第４会場：　会議室502（５階）　　　
第５会場：　会議室401＋402（４階）　
評議員会：　会議室504＋505（５階）　

懇親会会場：神戸ポートピアホテル　本館　B１階　「偕楽の間」
神戸国際会議場２階から回廊をご利用ください．

※会場は変更になることもありますのでご了承ください．

神戸ポートピア
ホテルへ



164  産婦の進歩第67巻2号第132回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会

学会進行表

■平成27年６月27日（土）

●神戸国際会議場

第１会場
（メインホール）

第２会場
（国際会議室301）

第３会場
（会議室501）

第４会場
（会議室502）

第５会場
（会議室401+402）

12：50 開 会 式
13：00

13：00-13：40

産科１
(1-4)

座長：金川武司

13：00-14：00

腫瘍１
(16-21)

座長：鍔本浩志

13：00-14：10

婦人科１
(34-40)

座長：吉田昭三

13：00-14：00

産科9
(53-58)

座長：近藤英治 13：00-15：20

産婦人科
PLUS ONEセミナー

(1) 超音波
協賛： シーメンスジャパン㈱

13：40-14-40

産科２
(5-10)

座長：澤井英明

14：00-15：00               
腫瘍2
(22-27)

座長：市村友季

14：10-15：00               
婦人科2
(41-45)

座長：山口　聡

14：00-15：00                  
産科10
(59-64)

座長：船越　徹

14：40-15：30

産科３
(11-15)

座長：喜多伸幸

15：00-16：00

腫瘍3
(28-33)

座長：寺井義人

15：00-16：10

女性医学
(46-52)

座長：安井智代

15：00-16：00

産科１1
(65-70)

座長：佐道俊幸
16：30

17：30

イブニングセミナー1

「産婦人科医に役立
つ婦人科腫瘍病理
の見方」
座長：小西郁生
演者：伊藤智雄
共催：

ヤンセンファーマ㈱

イブニングセミナー2

「子宮内膜脱落膜化
とエピジェネティク
ス調節」
座長：北脇　城
演者：杉野法広
共催：

バイエル薬品㈱

●神戸ポートピアホテル

B1階　偕楽

18：00

20：00

懇親会
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■６月28日（日）

●神戸国際会議場

第１会場
（メインホール）

第２会場
（国際会議室301）

第３会場
（会議室501）

第４会場
（会議室502）

第５会場
（会議室401+402）

9：00 9：00-9：50
産科4
(71-75)

座長：八木重孝

9：00-9：50
腫瘍4
(95-99)

座長：吉野　潔

9：00-9：40
腫瘍9

(119-122)
座長：植木　健

9：00-9：40
内分泌
(142-145)

座長：岡田英孝

9：00-10：50
産婦人科

PLUS ONEセミナー
(2)腹腔鏡・手術手技

第1部
協賛：㈱ジョンソン・
エンド・ジョンソン

9：50-10：40
産科5
(76-80)

座長：田中宏幸

9：50-10：40
腫瘍5

(100-104)
座長：大井豪一

9：40-10：30
婦人科3
(123-127)

座長：岩破一博

9：40-10：20
産科12
(146-149)

座長：成瀬勝彦
10：50

11：50

特別講演
「婦人科疾患の画像
診断～過去から現
在まで」

座長：山田秀人
演者：杉村和朗

12：00

13：00

ランチョンセミナー1

「妊娠高血圧症候群
の発症病態：胎盤
と母体炎症反応の
関与」
座長：神崎秀陽
演者：工藤美樹
共催：
キッセイ薬品工業㈱

ランチョンセミナー2

「子宮内膜症の謎を
追う─免疫学的ア
プローチから治療
へ─」
座長：村上　節
演者：前田長正
共催：持田製薬㈱

ランチョンセミナー3

「広汎性子宮全摘術
─産婦人科手術の
基本としての視点
から考える─」
座長：井箟一彦
演者：藤原　潔
共催：科研製薬㈱

評議員会
会議室504+505 5階

13：10

13：55

総会
優秀論文賞受賞講演

14：00 14：00-14：50

産科6
(81-85)

座長：石井桂介

14：00-14：50

腫瘍6
(105-109)

座長：伊藤公彦

14：00-14：50

婦人科4
(128-132)

座長：吉岡信也

14：00-14：50

産科13
(150-154)

座長：亀谷英輝

14：00-15：50

産婦人科
PLUS ONEセミナー
(2)腹腔鏡・手術手技
第2部
協賛：㈱ジョンソン・
エンド・ジョンソン

14：50-15：30

産科7
(86-89)

座長：橘　大介

14：50-15：40

腫瘍7
(110-114)

座長：松村謙臣

14：50-15：40

婦人科5
(133-137)

座長：木村文則

14：50-15：40

産科14
(155-159)

座長：水谷靖司

15：30-16：20

産科8
(90-94)

座長：房　正規

15：40-16：20

腫瘍8
(115-118)

座長：吉田茂樹

15：40-16：20

婦人科6
(138-141)

座長：辻　　勲
16：30

16：40 閉会式
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特別講演

■６月28日（日）10：50～11：50　第１会場（メインホール）

「婦人科疾患の画像診断～過去から現在まで」

　　座長：神戸大学大学院医学研究科産科婦人科学分野教授 山　田　秀　人　先生
　　演者：神戸大学副学長 杉　村　和　朗　先生

優秀論文賞受賞講演

■６月28日（日）13：40～13：55　第１会場（メインホール）

「子宮筋腫により急性尿閉をきたした10例」

　　座長：近畿産科婦人科学会前会長 高　木　　　哲　先生
　　演者：大阪市立総合医療センター 西　沢　美奈子　先生

イブニングセミナー

■６月27日（土）16：30～17：30　第１会場（メインホール）

１「産婦人科医に役立つ婦人科腫瘍病理の見方」

　　座長：京都大学大学院医学研究科器官外科学講座婦人科学産科学教授
 小　西　郁　生　先生
　　演者：神戸大学大学院医学研究科病理診断学分野教授
 伊　藤　智　雄　先生
　　共催：ヤンセンファーマ㈱
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■６月27日（土）16：30～17：30　第２会場（国際会議室301）

２「子宮内膜脱落膜化とエピジェネティクス調節」

　　座長：京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学教授 北　脇　　　城　先生
　　演者：山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学分野教授 杉　野　法　広　先生
　　共催：バイエル薬品㈱

ランチョンセミナー

■６月28日（日）12：00～13：00　第２会場（国際会議室301）

１「妊娠高血圧症候群の発症病態：胎盤と母体炎症反応の関与」

　　座長：関西医科大学常務理事名誉教授 神　崎　秀　陽　先生
　　演者：広島大学大学院医歯薬保健学研究院産科婦人科学教授
 工　藤　美　樹　先生
　　共催：キッセイ薬品工業㈱

■６月28日（日）12：00～13：00　第３会場（会議室501）

２「子宮内膜症の謎を追う─免疫学的アプローチから治療へ─」

　　座長：滋賀医科大学産科学婦人科学講座教授 村　上　　　節　先生
　　演者：高知大学医学部産科婦人科学講座教授 前　田　長　正　先生
　　共催：持田製薬㈱

■６月28日（日）12：00～13：00　第４会場（会議室502）

３「広汎性子宮全摘術─産婦人科手術の基本としての視点から考える─」

　　座長：和歌山県立医科大学産科婦人科学講座教授 井　箟　一　彦　先生
　　演者：兵庫県立がんセンター 婦人科部長 藤　原　　　潔　先生
　　共催：科研製薬㈱
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　この度，6 月 27, 28 日両日に神戸国際会議場で開催されます第 132 回近畿産科婦人科学会学術
集会において『産婦人科 PLUS ONE セミナー』を企画しております．
　本企画は，医学生，若き医師たちが産婦人科診療手技をハンズオン形式で学ぶことにより，産
婦人科に興味をもってもらい，1 人でも多くの方に産婦人科を志望してもらうことを目的として
います．
　今回は，『超音波 PLUS ONE セミナー』 『腹腔鏡・手術手技 PLUS ONE セミナー』の２つのテ
ーマを取り上げております．産婦人科診療において不可欠な超音波診断や，不妊治療で用いられ
る採卵手技を最新のシミュレータを用いて実践さながらに体験していただきます．また，シミュ
レータなどを用いた腹腔鏡手術，ウエットラボで帝王切開子宮切開創の縫合，4 度会陰裂傷の修
復などを学習していただきます．
　産婦人科に興味のある初期研修医，医学部学生の方々に，奮って参加していただけますようお
願い申し上げます．また，産婦人科専攻医１・２年目で，本企画に興味をもたれる先生のご応募
も受け付けております．なお，定員を超えた場合には，当実行委員会で参加者を決めさせていた
だくことがありますので，どうかご了承くださいますようお願いいたします．

（１）超音波PLUS ONEセミナー
６月 27日（土）13：00～ 15：20　第５会場

●オーガナイザー：谷村憲司，森實真由美，鈴木嘉穂（神戸大学）
●参加費：無料（但し，第 132回近畿産科婦人科学会参加者に限る）
●定員：30名程度　
　※ 事前参加登録が必要です．参加ご希望の方は，下記の応募方法に従ってご応募くだ
さい．

●プログラム
　◇講義　13：00～ 13：20　
　　講師：平久進也先生（神戸大学　特命助教）
　◇実技講習　13：20～ 15：20　 
　　<予定実習内容>
　　　・ トレーニングシミュレータを用いた胎児超音波診断
　　　・ ファントムを用いた羊水穿刺 , 経皮的臍帯血サンプリング（PUBS）
　　　・ トレーニングシミュレータを用いた経腟超音波診断と採卵
　　　・ ファントムを用いた 4D胎児超音波診断
●協賛：シーメンスジャパン㈱

第132回近畿産科婦人科学会学術集会
若手対象企画：産婦人科PLUS ONEセミナー
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（２） 腹腔鏡・手術手技PLUS ONEセミナー
６月 28日（日）第１部　９：00～ 10：50　第５会場
　　　　　　　 第２部　14：00～ 15：50　第５会場

●オーガナイザー：谷村憲司，森實真由美，鈴木嘉穂（神戸大学）
●参加費：無料（但し，第 132回近畿産科婦人科学会参加者に限る）
●定員：30名程度
　※ 事前参加登録が必要です． 参加ご希望の方は，下記の応募方法に従ってご応募くだ

さい．
●プログラム
　◇講義
　　第１部　９：00～ ９：30

　　第２部　14：00～ 14：30（ビデオ視聴）
　　　講師：小辻文和先生（愛仁会高槻病院　総合周産期母子医療センター長）
　　　　　　松岡正造先生（順天堂大学 練馬病院　准教授）

　◇実技講習，総評
　　第１部　９：30～ 10：50 
　　第２部　14：30～ 15：50

　　<予定実習内容>
　　　・ドライラボによる腹腔鏡縫合
　　　・LAP Mentor® を用いた腹腔鏡下子宮外妊娠手術
　　　・ウェットラボによる帝王切開子宮縫合および真皮縫合
　　　・ウェットラボによる会陰４度裂傷修復術
●協賛：㈱ジョンソン・エンド・ジョンソン

<応募方法 >
①ご氏名　 ②ご所属　 ③初期研修医，医学部生，専攻医師１・２年目の別
④参加ご希望セミナー　⑤連絡先メールアドレスを記載のうえ，
taniken@med.kobe-u.ac.jp まで E-メールにて平成 27年５月 15日（金）までに
ご応募ください．
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＜託児室のご案内＞

　第132回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会では，期間中，学会参加者を対象に託児室
を開設します．ふるってお申し込みください．

◦開設日時：6月27日（土）12：30～18：00

　　　　　　6月28日（日）8：30～16：30

　　　　　　何時間でも構いません．

◦料　　金：無料（完全予約制）

◦場　　所：学会会場（神戸国際会議場）内に設けます．

◦対象年齢：生後2カ月目(生後満1カ月が過ぎている)～就学前までの健康なお子様

◦託児担当NPO法人：NPO法人　子育ち家族サポートふるーる(HP：http：//fleurs.grupo.jp/)

◦申込方法：下記連絡先メールアドレスまで必要事項をご記入のうえお申し込みください．
　必要事項；1）学会参加者（保護者）氏名，ご所属，連絡先（含む携帯電話番号）
　　　　　　2）お子様の人数
　　　　　　3）お子様の全員のお名前，よみがな，性別，年齢
　　　　　　4）託児希望の曜日，時間
　　　　　　5）託児上の注意点（アレルギー等）があれば，お書きください．

◦申込締切： 平成27年6月5日（金）（但し人数，施設の都合上申し込み締め切り日前でも定
員となり次第締め切りとさせていただきます．ご了承ください）

◦そ の 他： 昼食は各自でご用意のうえ，基本的に保護者の方とお食事いただくようにお願
いされています．昼食時間はある程度ご希望に沿えます．

◦連 絡 先：E-mail：kinsanpu@med.kobe-u.ac.jp（担当：新谷，篠崎）
　　　　　　TEL：078-382-6000
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■６月27日（土）（13：00～16：10）

〔第１会場　メインホール〕

産科-1（13：00～13：40） 座長：金川　武司
１．「電撃性紫斑病（重症型先天性プロテインＣ欠損症）の出生前診断を行った2例」

野村　晃子1），平久　進也1），池田　真理子2），谷村　憲司1），出口　雅士1），
戸田　達史2），山田　秀人1） （神戸大学1），同・遺伝子診療部2））

２．「羊水染色体検査の結果が妊娠継続の選択を苦慮させた1症例」
上田　緑郎，國久　有香，上田　大介，上田　真太郎，上田　眞知子
 （母と子の上田病院）

３．「5番短腕monosomy，7番長腕 trisomyの1症例」
坪倉　弘晃，通　あゆみ，吉田　桃子，笠松　敦，椹木　晋，神崎　秀陽

 （関西医科大学）
４．「1st trimesterに胎児染色体疾患ハイリスクと評価された症例の二次検査」

太田　志代，林　周作，武藤　はる香，米谷　直人，岡本　陽子，石井　桂介，
光田　信明 （大阪府立母子保健総合医療センター）

産科-2　（13：40～14：40） 座長：澤井　英明
５．「胎児期に発症した腸捻転の1例」

沖　絵梨，北田　紘平，林　雅美，柳井　咲花，栗原　康，片山　浩子，羽室　明洋，
三杦　卓也，中野　朱美，尾崎　宏治，橘　大介，諸冨　嘉樹，古山　将康

 （大阪市立大学）
６．「胎内発症と考えられた胎児中枢神経障害の2例」

大熊　優子，小野　哲男，林　香里，辻　俊一郎，石河　顕子，喜多　伸幸，
髙橋　健太郎，村上　節 （滋賀医科大学）

７．「広範な前縦隔リンパ管腫の胎児期ならびに新生児期の画像診断」
中澤　浩志，金子　めぐみ，南谷　智之，牧志　綾，髙松　祐幸，喜吉　賢二，
佐本　崇，船越　徹 （兵庫県立こども病院周産期医療センター）

８．「胎児水腫が契機となり診断し得たタナトフォリック骨異形成症1型の1症例」
カロンゴス・ルケ・ジャンニーナ1），古形　舞1），衣田　隆俊1），澤井　英明2），
堀　理照1） （明和病院1），兵庫医科大学2））

９．「タナトフォリック骨異形成症の長期生存例の発育調査」
澤井　英明1）2），潮田　まり子1）2），上田　真子1），田中　宏幸1），柴原　浩章1）

（兵庫医科大学1），厚生労働科学研究　胎児・新生児骨系統疾患の診断と予後に関する研究班2））
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10．「当院における胎児骨系統疾患の出生前診断の精度」
笹原　淳，馬淵　亜希，田口　貴子，川口　晴菜，太田　志代，山本　亮，石井　桂介，
光田　信明 （大阪府立母子保健総合医療センター）

産科-3（14：40～15：30） 座長：喜多　伸幸
11．「妊娠中期に発症した疱疹状膿痂疹の1例」

宮川　知保，鈴木　彩子，辻　 勲，小谷　泰史，中井　英勝，飛梅　孝子，
島岡　昌生，浮田　真沙世，髙矢　寿光，村上　幸佑，青木　稚人，藤島　理沙，
万代　昌紀 （近畿大学）

12．「帝 王切開後膿瘍治療中に発症したカンジダ性中心静脈カテーテル感染症に敗血症性肺梗塞,カンジ
ダ眼内炎を併発した1例」

宮地　真帆，安田　立子，成田　萌，高橋　良輔，水野　祐紀子，伊東　優，江島　有香，
松岡　麻理，山下　公子，大木　規義，稲垣　美恵子，村越　誉，岡田　十三，
吉田　茂樹，本山　覚 （愛仁会千船病院）

13．「妊 娠末期に発症した重症感染症妊婦に対し早期よりA群溶連菌感染症を念頭に置き治療を行い救
命し得た1例」

海野　ひかり1），瀧内　剛1），柿ヶ野　藍子1），松崎　慎哉1），高田　友美1），熊澤　恵一1）

金川　武司1），遠藤　誠之1） ，神田　宏治2），木村　正1）

 （大阪大学1），神田マタニティクリニック2））
14． 「HBV高ウイルス量妊婦へのテノホビル投与による母子感染予防」

中江　瑠璃子1），瀧内　剛1），柿ヶ野　藍子1），松崎　慎哉1），高田　友美1），熊澤　恵一1），
金川　武司1），遠藤　誠之1），木村　正1），林　永修2） （大阪大学1），聖バルナバ病院2））

15． 「サイトメガロウイルス（CMV）IgM陽性妊婦における先天性感染発生の予測因子」
谷村　憲司，平久　進也，出口　雅士，森實　真由美，蝦名　康彦，山田　秀人
 （神戸大学）

〔第２会場　国際会議室301〕

腫瘍-1　（13：00～14：00）  座長：鍔本　浩志
16． 「当科における細胞診ASC-USで円錐切除術の適応となった症例についての検討」

西村　真唯1），中島　文香1），橋村　茉利子1），澤田　真明1），竹田　満寿美1），
玉田　将1），三好　愛1），三村　真由子1），宮武　崇1），長松　正章1），荻田　和秀2）

横井　猛1） （泉州広域母子医療センター市立貝塚病院1），りんくう総合医療センター2）） 
17． 「子宮頸癌放射線療法の検討～放射線単独療法と同時化学放射線療法の比較～」

今福　仁美，蝦名　康彦，鈴木　嘉穂，新谷　潔，宮原　義也，森田　宏紀，
山田　秀人 （神戸大学）

18． 「広汎子宮全摘術後にクリーゼをきたした重症筋無力症の1症例」
竹田　善紀，大西　俊介，棚瀬　康仁，岩井　加奈，山田　有紀，重富　洋志，
春田　祥治，川口　龍二，吉田　昭三，古川　直人，小林　浩 （奈良県立医科大学）
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19． 「子宮頸癌術後放射線治療後に外腸骨動脈尿管瘻を認めた1例」
矢口　愛弓，田中　稔恵，寺田　亜希子，赤木　佳奈，木田　尚子，伴　建二，
頼裕　佳子，松本　久宣，岡垣　篤彦，巽　啓司 （国立病院機構大阪医療センター）

20．「当科における初期子宮頸癌に対する腹腔鏡下手術および開腹手術との比較」
志岐　保彦，吉野　愛，奥野　幸一郎，直居　裕和，渡辺　正洋，尾崎　公章，
香山　晋輔 （大阪労災病院）

21．「初期子宮頸癌に対する腹腔鏡下根治術の導入」
小林　栄仁，角田　守，味村　和哉，橋本　香映，磯部　晶，馬淵　誠士，上田　豊，
澤田　健二郎，富松　拓治，吉野　潔，木村　正 （大阪大学）

腫瘍-2　（14：00～15：00）  座長：市村　友季
22．「子宮腺筋症が合併していた子宮体癌症例と子宮頸癌症例の検討」

辻野　太郎，山下　詩乃，吉田　愛，杉本　誠，武内　享介
 （国立病院機構神戸医療センター）

23．「子宮体癌におけるHedgehog発現とイトラコナゾールの抗腫瘍効果」
井上　佳代，鍔本　浩志，阪田　和子，杉山　由希子，カロンゴス・ジャンジーナ，
本多　釈人，坂根　理矢，細田　容子，伊藤　善啓，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

24．「診断に苦慮した卵巣腫瘍合併子宮体癌の1例」
門上　大祐，瀬尾　晃司，花田　哲郎，出口　真理，山本　瑠美子，佛原　悠介，
宮田　明未，小薗　祐喜，自見　倫敦，隅野　朋子，辻　なつき，岩見　州一郎，
寺川　耕市，永野　忠義 （田附興風会 医学研究所北野病院）

25．「長期生存を認めた遠隔転移を伴う子宮体部原発小細胞癌の1例」
澤田　真明1），松崎　慎哉2），𠮷田　晋1），小宮　慎之介1），甲村　奈緒子1），串本　卓哉1），
後藤　摩耶子1），張良　実1），佐藤　敦1），福井　温1），鹿戸　佳代子1），横井　猛3），
荻田　和秀1）

 （泉州広域母子医療センター りんくう総合医療センター1），市立貝塚病院3），大阪大学医学部附属病院2））
26．「悪 性腫瘍に伴う高カルシウム血症（malignancy associated hypercalcemia：MAH）を呈した子宮

体部明細胞腺癌の1例」
武内　享介，山下　詩乃，吉田　愛，杉本　誠，辻野　太郎
 （国立病院機構神戸医療センター）

27．「子宮内膜癌に対し偶発的に行われたMEA症例」
野坂　舞子，伊藤　宏一，久保田　陽子，加藤　浩志，伊田　昌功，辻　芳之
 （神戸アドベンチスト病院）

腫瘍-3　（15：00～16：00） 座長：寺井　義人
28． 「子宮体癌術後補助化学療法後に，肝門部結核性リンパ節炎を発症し消化管内視鏡下に診断し得た1例」

秦　さおり，下園　寛子，平田　侑里子，中木　絢子，川村　洋介，奥田　亜紀子，
住友　理浩，高尾　由美，江川　晴人，北岡　有喜，山本　紳一，高倉　賢二
 （国立病院機構京都医療センター）
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29．「当科での高齢者子宮体癌患者に対する手術療法」
奥野　幸一郎，志岐　保彦，吉野　愛，直居　裕和，渡辺　正洋，尾崎　公章，
香山　晋輔 （大阪労災病院）

30．「高度肥満の子宮体癌患者に対する手術療法：開腹手術と腹腔鏡下手術の比較」
志岐　保彦，吉野　愛，奥野　幸一郎，直居　裕和，渡辺　正洋，尾崎　公章，
香山　晋輔 （大阪労災病院）

31．「初期子宮体癌に対する腹腔鏡手術の治療経験」
澤田　健二郎，小林　栄仁，角田　守，佐藤　紀子，海野　ひかり，金尾　世里加，
梶本　恵津子，田中　博子，田中　佑典，小笹　勝巳，吉村　明彦，山下　美智子，
味村　和哉，橋本　香映，馬淵　誠士，上田　豊，富松　拓治，吉野　潔，木村　正
 （大阪大学）

32．「早期子宮体癌に対する腹腔鏡手術の治療成績」
岩宮　正，増田　達郎，川西　陽子，山田　光泰，田中　あすか，前中　隆秀，
田中　江里子，大山　拓真，宇垣　弘美，古元　淑子，竹村　昌彦

 （大阪府立急性期・総合医療センター）
33．「当院における腹腔鏡下子宮体癌根治術を行った77例の予後の検討」

角田　守1），小林　栄仁1），横井　猛2），澤田　健二郎1），吉野　潔1），木村　正1）

 （大阪大学1），市立貝塚病院2））

〔第３会場　501〕

婦人科-1　（13：00～14：10） 座長：吉田　昭三
34．「大量の腹腔内出血を呈した子宮漿膜内膜症の1例」

青木　稚人，飛梅　孝子，浮田　真沙世，中井　英勝，村上　幸祐，高矢　寿光，
小谷　泰史，島岡　昌生，辻　　勲，鈴木　彩子，万代　昌紀 （近畿大学）

35．「帝王切開創部に発生した腹壁瘢痕部子宮内膜症の1例」
中村　春樹，永井　景，安田　実加，安川　久吉，赤田　忍

 （大阪府立病院機構 大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター）
36．「子宮筋腫術後に出血性ショックをきたした横隔膜子宮内膜症の1例」

小谷　知紘，大久保　理恵子，宮城　香乃子，塩見　真由，村上　淳子，浦上　希吏，
中川　美生，吉岡　恵美，鶴田　智彦，田島　里奈，堀　謙輔，伊藤　公彦
 （関西ろうさい病院）

37．「卵巣腫瘍との鑑別が困難であった39.1kgの巨大子宮筋腫の1例」
中島　文香1），三村　真由子1），西村　真唯1），橋村　茉利子1），澤田　真明1），
竹田　満寿美1），玉田　将1），三好　愛1），宮武　崇1），長松　正章1），荻田　和秀2），
横井　猛1） （泉州広域母子医療センター　市立貝塚病院1），りんくう総合医療センター2））
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38．「子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術（UAE）後にＳ状結腸子宮瘻を発症した1例」
上田　萩子1），房　正規1），障子　章大1），藤井　雄太1），川口　徹也1），奥　幸樹1），
森本　規之1），山田　愛1），山田　隆1），太田　岳人1），布施　知佐香2），金田　邦彦2）

 （加古川西市民病院1），同・外科2））
39．「子宮腫瘤を呈し，術後に静脈内平滑筋腫症と診断された1例」

松本　典子，清時　毅典，依田　尚之，西田　友美，佐藤　麻夕子，中山　朋子，
中務　日出輝，小髙　晃嗣，水谷　靖司 （姫路赤十字病院）

40．「閉経後に増大した子宮筋腫症例の臨床病理学的検討」
吉田　愛，山下　詩乃，杉本　誠，辻野　太郎，武内　享介
 （国立病院機構神戸医療センター）

婦人科-2（14：10～15：00） 座長：山口　聡
41．「自然破裂にて腹腔内出血をきたした卵巣富細胞性線維腫の1例」

牧原　夏子，笹川　勇樹，西本　昌司，船田　菜津子，富山　陽子，藤田　一郎，
左右田　裕生 （済生会兵庫県病院）

42．「慢性的な経過を呈する付属器腫瘍茎捻転症例の検討」
山下　詩乃，辻野　太郎，吉田　愛，杉本　誠，武内　享介
 （国立病院機構神戸医療センター）

43．「当院で経験した巨大卵巣腫瘍の28症例」
矢舩　順也，藤城　亜貴子，立山　彩子，石田　美知，浜崎　新，森　龍雄，
木下　弾，三橋　玉枝，山﨑　則行，中川　昌子 （府中病院）

44．「卵巣腫瘍と診断して手術を行い大網に成熟囊胞性奇形種を認めた1例」
橋村　茉利子1），西村　真唯1），中島　文香1），澤田　真明1），竹田　満寿美1），三好　愛1），
玉田　将1），宮武　崇1），三村　真由子1），長松　正章1），荻田　和秀2），横井　猛1）

 （泉州広域母子医療センター　市立貝塚病院1），りんくう総合医療センター2））
45．「婦人科腫瘍と鑑別が困難であった後腹膜神経鞘腫の1例」

谷川　真奈美1），河合　清日1），瓦家　裕美1），片山　隆章1），平松　祐司2）

 （姫路聖マリア病院1），岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室2））

女性医学　（15：00～16：10） 座長：安井　智代
46．「リ ングペッサリーが直腸腟瘻を形成した骨盤臓器脱の修復経験～骨盤臓器脱の後腟壁形成を

応用する手技～」
加藤　大樹，大石　哲也，小辻　文和 （愛仁会高槻病院）

47．「骨盤臓器脱の後腟壁形成に関する一考察」
大石　哲也，加藤　大樹，柴田　貴司，小寺　知揮，小辻　文和 （愛仁会高槻病院）

48．「当院におけるTVM手術の治療成績と合併症」
田中　雄介，舩渡　孝郎，藤田　昌巳，佐伯　典厚，橋本　奈美子，大塚　博文，
吉見　佳奈，高山　敬範，矢野　悠子，尾上　昌世，増田　久美 （日生病院）
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49．「Obstructed hemivagina and ipsilateral renal anomaly（OHVIRA）症候群の1例」
鷲尾　佳一，野村　晃子，蝦名　康彦，鈴木　嘉穂，宮原　義也，森田　宏紀，
山田　秀人 （神戸大学）

50．「尿道口・腟前庭部の外側での外陰閉鎖の1例～診断に至ったプロセス～」
浅野　正太，徳田　妃里，大石　哲也，小辻　文和 （愛仁会高槻病院）

51．「若年女性における稀発月経と睡眠，骨密度との関連」
細川　麻耶，岩佐　弘一，伊藤　文武，辰巳　弘，北脇　城 （京都府立医科大学）

52．「婦人科受診を契機に診断された家族性地中海熱の1例」
増田　公美，田中　雄介，尾上　昌世，矢野　悠子，高山　敬範，吉見　佳奈，大塚　博文，
橋本　奈美子，佐伯　典厚，藤田　征巳，舩渡　孝郎 （日生病院）

〔第４会場　502〕

産科-9　（13：00～14：00） 座長：近藤　英治
53．「子宮卵管角部に発生したためPSTTとの鑑別に苦慮した遺残胎盤の1例」

石田　美知，藤城　亜貴子，立山　彩子，矢舩　順也，三橋　玉枝 （府中病院）
54．「妊娠15週子宮破裂既往妊婦の癒着胎盤合併妊娠の1例」

田中　博子，瀧内　剛，海野　ひかり，柿ヶ野　藍子，松崎　慎哉，高田　友美，
熊澤　恵一，金川　武司，遠藤　誠之，木村　正 （大阪大学）

55．「当院において癒着胎盤に対し子宮摘出を行った症例について」
岡島　京子，福岡　正晃，栗原　甲妃，福山　真理，土屋　佳子，南川　麻里，
山本　彩，加藤　聖子，衛藤　美穂，藤田　宏行 （京都第二赤十字病院）

56．「穿通胎盤症例に対する保存的療法と経過観察中に経験した合併症について」
小和　貴雄，松崎　慎哉，瀧内　剛，柿ヶ野　藍子，高田　友美，熊澤　恵一，
金川　武司，遠藤　誠之，木村　正 （大阪大学）

57．「大動脈閉塞バルン（IAB）の積極的留置による前置癒着胎盤の安全な取り扱いへの試み」
上島　小百合，岩井　加奈，山田　有紀，重光　愛子，赤坂　珠理晃，常見　泰平，
成瀬　勝彦，小林　浩 （奈良県立医科大学）

58．「癒着胎盤症例における術前診断から手術までの工夫」
西川　愛子，松崎　慎哉，瀧内　剛，柿ヶ野　藍子，髙田　友美，熊澤　惠一，金川　武司，
遠藤　誠之，木村　正 （大阪大学）

産科-10（14：00～15：00） 座長：船越　徹
59．「腹腔鏡下子宮筋腫核出術（LAM）後，妊娠初期子宮破裂の1症例」

福岡　実1），呉　佳恵1），内藤　子来1），松田　孝之1），子安　保喜2）

 （医療法人恵生会　恵生会病院1），医療法人社団あんしん会　四谷メディカルキューブ2））
60．「診断に苦慮した妊娠32週子宮筋腫核出後子宮破裂の1例」

南谷　智之，金子　めぐみ，中澤　浩志，牧志　綾，高松　祐幸，喜吉　賢二，
佐本　崇，船越　徹 （兵庫県立こども病院周産期医療センター）
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61．「娩出時期に苦慮した，子宮筋腫核出術後妊娠での子宮穿孔既往妊娠の1症例」
香林　正樹，八木　一暢，祝　小百合，大門　映美子，釣谷　香揚子，正木　秀武，
奥野　健太郎，佐々木　記久子，今井　史郎，早田　憲司 （愛染橋病院）

62．「分娩後9日目に診断され修復された子宮後壁破裂の1症例」
西川　茂樹，小寺　知揮，徳田　妃里，中後　聡，大石　哲也，小辻　文和

 （愛仁会高槻病院）
63．「低突出筋層内筋腫の1期的TCR後に妊娠した5例」

井上　滋夫 （佐野病院　切らない筋腫治療センター）
64．「超音波検査で子宮筋層菲薄化が疑われる既往帝王切開妊娠の周産期予後に関する検討」

山本　亮，中嶋　えりか，石井　桂介，林　周作，岡本　陽子，光田　信明
 （大阪府立母子保健総合医療センター）

産科-11（15：00～16：00） 座長：佐道　俊幸
65．「子宮動脈塞栓術により良好な経過を得た人工流産術後の子宮動静脈瘻の1例」

山添　紗恵子，臼木　彩，日野　麻世，松本　有紀，林　信孝，宮本　泰斗，小山　瑠梨子，
大竹　紀子，冨田　裕之，上松　和彦，宮本　和尚，池田　裕美枝，青木　卓也，
今村　裕子，星野　達二，吉岡　信也 （神戸市立医療センター中央市民病院）

66．「子宮穿孔を契機に診断された産褥期腹腔内膿瘍の1例」
実森　万里子，金森　玲，梅田　杏奈，細井　文子，宮西　加寿也，朴　康誠，
山本　敏也 （市立堺病院）

67．「帝切後に子宮創部の離開および骨盤内膿瘍を発症し，再開腹・子宮創部の修復を要した1例」
柴田　貴司，中後　聡，福岡　泰教，浅野　正太，松木　理薫子，大石　哲也，
小辻　文和 （愛仁会高槻病院）

68．「子宮筋腫の周囲血管破綻による産後出血をきたした子宮筋腫合併妊娠の2例」
祝　小百合，八木　一暢，香林　正樹，大門　映美子，釣谷　香揚子，正木　秀武，
奥野　健太郎，佐々木　記久子，今井　史郎，早田　憲司 （愛染橋病院）

69．「当院における産科動脈塞栓（TAE）症例の検討」
山本　浩之1），坪内　万祐子1），舟木　紗綾佳1），森崎　秋乃1），大井　仁美1），
山田　義治1），藤原　葉一郎1），谷掛　雅人2） （京都市立病院1），同・放射線科2））

70．「過去1年間の当院における産褥晩期出血の症例の検討」
桑鶴　知一郎， 佐藤　浩， 澤田　雅美， 永易　洋子，井出　哲弥， 舟田　里奈，  
堀内　縁， 三好　剛一， 釣谷　充弘， 吉田　昌史，神谷　千津子，岩永　直子， 
吉松　淳 （国立循環器病研究センター）
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■６月28日（日）（９：00～16：20）

〔第１会場　メインホール〕

産科-4（9：00～9：50） 座長：八木　重孝
71．「帝王切開中のアナフィラキシーショックで救急搬送となった1例」

角田　紗保里，山本　実咲，永瀬　慶和，清水　亜麻，中江　彩，山下　紗弥，
橘　陽介，谷口　友基子，磯部　晶，渡邊　慶子，中辻　友希，増原　完治，
信永　敏克 （兵庫県立西宮病院）

72．「当院における無痛分娩の取り組み」
増田　達郎，宇垣　弘美，川西　陽子，田中　あすか，山田　光泰，前中　隆秀，
田中　江里子，岩宮　正，大山　拓真，古元　淑子，竹村　昌彦
 （大阪府立急性期・総合医療センター）

73．「当院における脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔法による無痛分娩症例の後方視的検討」
城　道久1），中畑　克俊2），太田　菜美1），八木　重孝1），南　佐和子1），川股　知之2），
井箟　一彦1） （和歌山県立医科大学1），同・麻酔科学教室2））

74．「妊娠高血圧症候群合併妊婦における硬膜外麻酔併用無痛分娩の有用性」
魚川　礼子1），志水　香保里2），鈴木　弘美2），龍見　信哉2），山崎　峰夫2）

 （パルモア病院麻酔科1），同・産婦人科2））
75．「重症妊娠高血圧症妊婦における脊椎麻酔下帝王切開の周術期血圧変動」

角張　玲沙，山本　亮，高岡　幸，武藤　はる香，馬淵　亜希，石井　桂介，
光田　信明 （大阪府立母子保健総合医療センター）

産科-5（9：50～10：40） 座長：田中　宏幸
76．「着床部位不明異所性妊娠の2症例」

横井　恵理子，福田　綾，坪内　弘明，福岡　寛子，宮本　真由子，大八木　知史，
筒井　建紀 （地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院）

77．「子宮外妊娠の診断におけるMRIの有用性について」
丸岡　寛，寺田　信一，岩井　恵美，神田　隆善 （国立病院機構大阪南医療センター）

78．「異所性妊娠に対する待機療法の検討」
八田　幸治，林　篤史，中村　真由美，岡本　敦子，劉　昌恵，小野賀　大，　林　正美，
寺井　義人，大道　正英 （大阪医科大学）

79．「当科で経験した卵子提供を受け健児を得た高齢妊娠の6例」
日野　麻世，山添　紗恵子，　臼木　彩，松本　有紀，林　信孝，宮本　泰斗，
小山　瑠梨子，大竹　紀子，冨田　裕之，池田　裕美枝，上松　和彦，宮本　和尚，
青木　卓哉，星野　達二，吉岡　信也 （神戸市立医療センター中央市民病院）
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80．「卵子提供患者の当院での周産期管理とその問題点」
和田　龍，カロンゴス・ジャンニーナ，森本　篤，竹内　摩耶，上東　真理子，
藤城　亜貴子，小熊　朋子，森本　真晴，脇本　裕，加藤　徹，池田　ゆうき，
荻野　舞，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

産科-6（14：00～14：50） 座長：石井　桂介
81．「片側性心原性肺水腫を発症したDD双胎妊娠の1例」

陌間　亮一，石原　あゆみ，中野　瑛理，柴田　綾子，宮﨑　悠起子，三上　千尋，
武居　智信，川又　靖貴，田中　達也，丸尾　伸之 （淀川キリスト教病院）

82．「当院における双胎経腟分娩についての検討」
清水　亜麻，永瀬　慶和，山本　実咲，角田　紗保里，中江　彩，山下　紗弥，橘　陽介，
渡邊　慶子，谷口　友基子，磯部　晶，中辻　友希，増原　完治，信永　敏克
 （兵庫県立西宮病院）

83．「双胎の分娩様式を考える」
垂水　洋輔，藁谷　深洋子，安尾　忠浩，藤澤　秀年，岩佐　弘一，岩破　一博，
北脇　城 （京都府立医科大学）

84．「当院におけるselective FGRの管理の現状」
山田　弘次，松浦　美幸，山口　永子，佐々木　高綱，吉澤　順子，水田　裕久，
山田　嘉彦 （八尾市立病院）

85．「早産期重症胎児発育不全児の予後と予後因子」
笹原　淳，石井　桂介，馬淵　亜希，田口　貴子，川口　晴菜，太田　志代，山本　亮，
光田　信明 （大阪府立母子保健総合医療センター）

産科-7（14：50～15：30） 座長：橘　大介
86．「胎児心拍数細変動の本質+α」

赤岩　明，山口　博文 （小阪産病院）
87．「切迫早産におけるβ刺激薬短期投与について」

西本　幸代，辻本　麻美，北山　利江，松木　厚，札場　恵，松木　貴子，西沢　美奈子，
三田　育子，梶谷　耕二，田中　和東，中村　博昭，中本　收　
 （大阪市立総合医療センター周産期センター）

88．「当院における在胎22～28週の早産児の予後」
柴田　綾子，中野　瑛理，石原　あゆみ，宮﨑　悠起子，三上　千尋，陌間　亮一，
武居　智信，田中　達也，川又　靖貴，丸尾　伸之　 （淀川キリスト教病院）

89．「過去10年間に当科で管理した妊娠22週以降の死産の検討」
船越　徹 （兵庫県立こども病院周産期医療センター）
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産科-8（15：30～16：20） 座長：房　正規
90．「当院における周産期救急医療センター開設について」

永瀬　慶和，山本　実咲，角田　紗保里，清水　亜麻，中江　彩，山下　紗弥，
橘　陽介，渡邊　慶子, 谷口　友基子，中辻　友希，磯部　晶，増原　完治，
信永　敏克 （兵庫県立西宮病院）

91．「大阪におけるBFH（baby friendly hospital）の活動について」
谷口　武1），神田　隆善2），平林　円3），中後　聡4），大島　利夫5），笠松　堅實6）

 （谷口病院1），国立病院機構大阪南医療センター2），大阪市立十三市民病院小児科3）

 愛仁会高槻病院4），ベルランド総合病院小児科5），笠松産婦人科小児科6））
92．「一般医療機関である当院における40歳以上の妊婦の調査（2014年）」

上田　大介，國久　有香，上田　真太郎，上田　眞知子，上田　緑郎
 （母と子の上田病院）

93．「当院で出産を行った外国出身妊婦に関する検討」
鈴木　敦子，笹瀬　亜弥，高橋　佳世，大武　慧子，佐々本　尚子，三好　ゆかり，
塩路　光徳，山本　善光，雨宮　京夏，足立　和繁 （箕面市立病院）

94．「奈良県外周産期母体搬送に関わる18年間の変遷について」
成瀬　勝彦1），常見　泰平1），赤坂　珠理晃1），吉元　千陽1），重光　愛子1），佐道　俊幸2），
小林　浩1） （奈良県立医科大学1），大阪暁明館病院2））

〔第２会場　国際会議室301〕

腫瘍-4（9：00～9：50） 座長：吉野　潔
95．「子宮頸部癌肉腫の1例」

高瀬　亜紀，福田　武史，笠井　真理，橋口　裕紀，市村　友季，安井　智代，
角　俊幸 （大阪市立大学）

96．「遺残子宮内膜症から発生したと考えられる癌肉腫の1例」
中村　路彦，田中　良道，古形　祐平，前田　和也，芦原　敬允，兪　史夏，藤原　聡枝，
田中　智人，恒遠　啓示，佐々木　浩，金村　昌徳，寺井　義人，大道　正英

 （大阪医科大学）
97．「診断・治療方針決定に迷った超高齢子宮体部癌肉腫の1例」

黄　豊羽，中島　由貴，鈴木　拓也，丸尾　原義 （兵庫県立柏原病院）
98．「まれな乳腺転移を示した子宮平滑筋肉腫の1例」

岩橋　尚幸，城　道久，馬淵　泰士，八木　重孝，南　佐和子，井箟　一彦
 （和歌山県立医科大学）
99．「パゾパニブにより長期間病勢コントロールが可能であった子宮平滑筋肉腫の1例」

長又　哲史1）2），蝦名　康彦1），山野　由美子1）2），宮本　岳雄2），西島　光浩2），
山田　秀人1） （神戸大学1），兵庫県立淡路医療センター2））
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腫瘍-5（9：50～10：40） 座長：大井　豪一
100．「子 宮筋腫の術前診断でモルセレーター併用腹腔鏡下核出術後に再発し，悪性の子宮内膜間質・平

滑筋混合腫瘍と診断された1例」
平山　貴裕，安彦　郁，吉岡　弓子，山口　建，近藤　英治，馬場　長，松村　謙臣，
小西　郁生 （京都大学）

101．「筋腫核出術後に診断された低悪性度子宮内膜間質肉腫の1例」
清時　毅典，依田　尚之，西田　友美，佐藤　麻夕子，松本　典子，中山　朋子，
中務　日出輝，小髙　晃嗣，水谷　靖司 （姫路赤十字病院）

102．「腹腔鏡下生検にて診断した原発不明血管肉腫の1例」
古形　祐平，佐々木　浩，芦原　敬允，前田　和也，藤原　聡枝，兪　史夏，
田中　智人，田中　良道，恒遠　啓示，金村　昌徳，寺井　義人，大道　正英
 （大阪医科大学）

103．「卵巣成熟囊胞性奇形腫から発生した肉腫の1例」
宮城　香乃子，大久保　理恵子，塩見　真由，村上　淳子，浦上　希吏，中川　美生，
吉岡　恵美，鶴田　智彦，田島　里奈，堀　謙輔，伊藤　公彦 （関西ろうさい病院）

104．「卵巣由来奇形腫と鑑別が困難であった後腹膜脂肪肉腫の1例」
久野　育美，笠井　真理，福田　武史，橋口　裕紀，市村　友季，安井　智代，
角　俊孝 （大阪市立大学）

腫瘍-6（14：00～14：50） 座長：伊藤　公彦
105．「初回手術後10年目に再発した卵巣顆粒膜細胞腫の1例」

髙尾　佑子，三武　普，髙木　力，内田　学，坂本　能基（耳原総合病院）
106．「悪性経過を示した卵巣顆粒膜細胞腫の1例」

園山　綾子，小島　洋二郎，神田　雅俊，小原　範之 （三田市民病院）
107．「invasive implantを伴う境界悪性漿液性卵巣癌の1例」

瀬尾　晃司，門上　大祐，花田　哲郎，出口　真理，山本　瑠美子，隅野　朋子，
宮田　明未，佛原　悠介，小薗　祐喜，自見　倫敦，辻　なつき，岩見　州一郎，
寺川　耕市，永野　忠義 （田附興風会医学研究所北野病院）

108．「FDG-PETで術前診断したGCSF産生子宮体部・卵巣重複癌の1例」
水野　林，山西　優紀夫，宇田　さと子，樋口　壽宏 （滋賀県立成人病センター）

109．「FDP-PETで腹膜播種を疑われた卵巣未熟奇形腫の1例」
松木　貴子，深山　雅人，辻本　麻美，北山　利江，和田　夏子，徳山　治，
川村　直樹 （大阪市立総合医療センター）

腫瘍-7（14：50～15：40） 座長：松村　謙臣
110．「成熟囊胞性奇形腫に明細胞腺癌を合併した1例」

志村　光揮，松本　真理子，菅原　拓也，秋山　鹿子，小木曽　望，冨田　純子，
大久保　智治 （京都第一赤十字病院）
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111．「Trousseau症候群をきたした卵巣癌の1例」
川田　悦子，松村　直子，藤井　温子，関山　健太郎，金本　巨万，三木　通保，
林　道治 （天理よろづ相談所病院）

112．「卵巣悪性ブレンナー腫瘍の1例」
張　波，金山　清二，生駒　直子，椎名　昌美，若狭　朋子，大井　豪一

 （近畿大学医学部奈良病院）
113．「イリノテカンにて長期無増悪期間を得られた卵巣癌再発の1症例」

金森　玲，実森　万里子，梅田　杏奈，細井　文子，宮西　加寿也，朴　康誠，
山本　敏也 （市立堺病院）

114．「再発卵巣癌に対する化学療法中に骨髄異形成症候群を発症した1例」
寺田　信一，丸岡　寛，岩井　恵美，神田　隆善 （国立病院機構大阪南医療センター）

腫瘍-8（15：40～16：20） 座長：吉田　茂樹
115．「遺伝性乳癌・卵巣癌が疑われた1例」

坊木　香寿美，八木　重孝，小林　彩，谷崎　優子，城　道久，太田　菜美，
馬淵　泰士，南　佐和子，井箟　一彦 （和歌山県立医科大学）

116．「卵巣癌との鑑別を要した腸管由来悪性腫瘍の1例」
室谷　毅，竹井　裕美子，山部　エリ，細見　麻衣，白石　真理子，南　李沙，
三宅　麻子，土田　充，濱田　真一，峯川　亮子，山嵜　正人，村田　雄二
 （ベルランド総合病院）

117．「外陰部アポクリン腺癌の1例」
青山　幸平，澤田　守男，森　泰輔，松島　洋，山本　拓郎，黒星　晴夫，辰巳　弘，
岩破　一博，北脇　城 （京都府立医科大学）

118．「当院で経験した外陰癌29症例の臨床的検討」
小菊　愛1），鈴木　陽介1），山本　香澄1），三輪　真唯子1），森本　明美1），若橋　宣1）

市田　耕太郎1），須藤　保2），長尾　昌二1），山口　聡1），藤原　潔1）

 （兵庫県立がんセンター1） ，同・研究部2））

〔第３会場　501〕

腫瘍-9（9：00～9：40） 座長：植木　健
119．「Cowden症候群患者の経過観察中に異型内膜増殖症を認めた1例」

上田　真子，覚道　真理子1），佐藤　智佳1），鹿嶋　見奈1），神谷　美里，竹山　龍，
浮田　祐司，井上　佳代，潮田　まり子，伊藤　善啓，鍔本　浩志，澤井　英明，
柴原　浩章，渡　二郎2），三好　康雄3），玉置　知子1）

 （兵庫医科大学，同・臨床遺伝部1），同・消化管内科2），同　乳腺・内分泌外科3））
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120．「腹腔鏡下子宮全摘術に至ったMPA療法が奏効しなかった子宮内膜異型増殖症の1例」
若橋　宣1），鈴木　陽介1），小菊　愛1），山本　香澄1），三輪　真唯子1），森本　明美1），
市田　耕太郎1），須藤　保2），長尾　昌二1），山口　聡1），佐久間　淑子3），藤原　潔1）

 （兵庫県立がんセンター1），同・研究部2），同・病理診断科3））
121．「性器出血症状に対して姑息的放射線照射を行った11症例」

丸尾　伸之，川又　靖貴，中野　瑛理，柴田　綾子，石原　あゆみ，宮﨑　悠起子，
三上　千尋，武居　智信，陌間　亮一，田中　達也 （淀川キリスト教病院）

122．「婦人科悪性腫瘍の縦隔リンパ節転移による気管狭窄に対して気管内ステントを留置した2症例」
中村　暁子，脇ノ上　史朗，天野　創，中川　哲也，髙橋　健太郎，村上　節
 （滋賀医科大学）

婦人科-3（9：40～10：30） 座長：岩破　一博
123．「術後16年で発症した帝王切開瘢痕部膿瘍の1例」

所　伸介，竹川　哲史，木下　由之，初田　和勝 （近江八幡市立総合医療センター）
124．「子宮内膜細胞診を契機に骨盤内膿瘍を発症し汎発性腹膜炎に至った1例」

山﨑　亮，村上　法子，成冨　祥子，太田　沙緒里，安田　美樹，南　真実子，
多賀　紗也香，佐藤　奈菜香，伊藤　雅之，津戸　寿幸，亀谷　英輝 （済生会吹田病院）

125．「メトトレキサート服用歴を有し，炎症性腟閉鎖から子宮留膿症をきたし子宮摘出に至った1例」
内田　明子，山中　良彦，佐藤　朝臣 （神戸赤十字病院）

126．「若年期結核罹患より40年以上経過して子宮腟部に再発した性器結核の1例」
武木田　茂樹，楊　培世，生橋　義之 （製鉄記念広畑病院）

127．「油性造影剤の長期遺残により腹腔内異物が疑われた1例」
村山　結美，船内　祐樹，加藤　俊 （神戸掖済会病院）

婦人科-4（14：00～14：50） 座長：吉岡　信也
128．「子宮頸部筋腫に対して腹腔鏡下で子宮摘出を行った1例」

志岐　保彦，吉野　愛，奥野　幸一郎，直居　裕和，渡辺　正洋，尾崎　公章，
香山　晋輔 （大阪労災病院）

129．「卵管近傍から発生した平滑筋腫の捻転を腹腔鏡下に手術した1例」
笹瀬　亜弥，塩路　光徳，鈴木　敦子，高橋　佳世，大武　慧子，佐々本　尚子，
三好　ゆかり，山本　善光，雨宮　京夏，足立　和繁 （箕面市立病院）

130．「付属器茎捻転を生じたmassive ovarian edemaに対し腹腔鏡下手術にて卵巣温存を試みた1例」
松浦　美幸，佐々木　高綱，山田　弘次，山口　永子，吉澤　順子，水田　裕久，
山田　嘉彦 （八尾市立病院）

131．「卵巣奇形腫を腹腔鏡下腫瘍核出し，術後2カ月に正常卵巣捻転を起こした若年症例」
中野　瑛理，川又　靖貴，石原　あゆみ，柴田　綾子，宮﨑　悠起子，三上　千尋，
武居　智信，陌間　亮一，田中　達也，丸尾　伸之 （淀川キリスト教病院）

132．「卵巣腫瘍合併妊娠における単孔式腹腔鏡下手術の有用性」
杉本　誠，吉田　愛，山下　詩乃，辻野　太郎，武内　享介
 （国立病院機構神戸医療センター）
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婦人科-5（14：50～15：40） 座長：木村　文則
133．「腹腔鏡手術における助手の役割」

木村　俊夫，錢　鴻武，天満　久美子，宮本　愛子，佐治　文隆 （市立芦屋病院）
134．「レジデントがTLHに挑戦するにあたって苦労した点と工夫について」

吉野　愛，奥野　幸一郎，直居　裕和，渡辺　正洋，尾崎　公章，香山　晋輔，
志岐　保彦 （大阪労災病院）

135．「全 腹腔鏡下子宮全摘術中，検体の経腟的回収時に膀胱損傷をきたしたが，腹腔鏡下に修復しえた
1例」

佐々木　高綱，松浦　美幸，山田　弘次，山口　永子，吉澤　順子，水田　裕久，
山田　義彦 （八尾市立病院）

136．「腹腔鏡下子宮全摘出術術後に肛門周囲膿瘍の再燃をきたした1例」
松本　佳也，西村　貞子，村上　誠，川西　勝，出口　昌昭 （市立岸和田市民病院）

137．「侵入奇胎の診断で腹腔鏡下子宮全摘術を施行した1例」
生駒　洋平，溝上　友美，坪倉　弘晃，村田　紘未，吉村　智雄，生田　明子，
岡田　英孝，北　正人，神崎　秀陽 （関西医科大学）

婦人科-6（15：40～16：20） 座長：辻　　勲
138．「当科で施行した婦人科緊急手術症例の検討」

渡辺　正洋，吉野　愛，奥野　幸一郎，直居　裕和，尾崎　公章，香山　晋輔，
志岐　保彦 （大阪労災病院）

139．「突出不良の粘膜下筋腫に対する子宮鏡下手術　支持鈎つきレゼクトスコープの使用経験」
尾上　昌世，田中　雄介，増田　公美，矢野　悠子，高山　敬範，吉見　佳奈，
大塚　博文，橋本　奈美子，佐伯　典厚，舩渡　孝郎，藤田　征巳

 （日本生命済生会付属日生病院）
140．「子宮筋腫の経頸管的切除術中に発生した気体が爆発したと考えられる1例」

奥野　幸一郎，志岐　保彦，吉野　愛，直居　裕和，渡辺　正洋，尾崎　公章，
香山　晋輔 （大阪労災病院）

141．「子宮鏡手術の際に子宮腔内の気泡を排除するための工夫」
竹村　昌彦，岩宮　正，増田　達郎，川西　陽子，山田　光泰，田中　あすか，
前中　隆秀，田中　江里子，大山　拓真，宇垣　弘美 
 （大阪府立急性期・総合医療センター）

〔第４会場　502〕

内分泌（9：00～9：40） 座長：岡田　英孝
142．「排卵誘発ならびに妊娠に成功したPOI（primary ovarian insufficiency）の1例」

藤島　理沙，辻　勲，藤浪　菜穂子，青木　稚人，村上　幸祐，高矢　寿光，
浮田　真沙世，小谷　泰史，島岡　昌生，飛梅　孝子，中井　英勝，鈴木　彩子，
万代　昌紀 （近畿大学）
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143．「排卵誘発が困難であった多囊胞性卵巣症候群に対するアロマターゼ阻害薬の効果」
北澤　純，木村　文則，平田貴美子，竹林　明枝，高島　明子，喜多　伸幸，
高橋　健太郎，村上　節 （滋賀医科大学）

144．「採卵回数と累積妊娠率を指標にしたART治療の終結基準」
繁田　実，半田　雅文，大濱　尚子，早川　ひとみ，岩橋　和裕
 （府中のぞみクリニック）

145．「腹腔鏡下性腺摘除術を施行したアンドロゲン不応症の1例」
白川　得朗，蝦名　康彦，豊永　絢香，宮原　義也，森田　宏紀，山田　秀人
 （神戸大学）

産科-12（9：40～10：20） 座長：成瀬　勝彦
146．「妊娠中に診断された両側褐色細胞腫の1例」

林　雅美，柳井　咲花，栗原　康，片山　浩子，羽室　明洋，中野　朱美，尾崎　宏治，
橘　大介，古山　将康 （大阪市立大学）

147．「超早期発症の子癇発作・常位胎盤早期剝離・胎児死亡の1例」
中野　和俊，成瀬　勝彦，上島　小百合，常見　泰平，赤坂　珠理晃，吉元　千陽，
重光　愛子，小林　浩 （奈良県立医科大学）

148．「卵 子提供妊娠で，妊娠17週にHELLP症候群を発症し，ネフローゼ症候群・高度FGRを併発した
1症例」

三田　育子，中本　收，札場　恵，松木　厚，西沢　美奈子，梶谷　耕二，西本　幸代，
田中　和東，中村　博昭 （大阪市立総合医療センター）

149．「出血傾向のコントロールに苦慮した急性妊娠脂肪肝の1例」
山下　暢子，近田　恵里，西坂　美咲，荻野　美智，登村　信之，酒井　理恵，
奥杉　ひとみ，佐原　裕美子，川北　かおり，竹内　康人 （西神戸医療センター）

産科-13（14：00～14：50） 座長：亀谷　英輝
150．「妊娠38週に急性肺障害を発症した柴苓湯による薬剤性肺炎の1例」

笹川　勇樹，牧原　夏子，西本　昌司，船田　菜津子，富山　陽子，藤田　一郎，
左右田　裕生 （済生会兵庫県病院）

151．「フィブリノゲン補充により生児を得た先天性フィブリノゲン異常症の1例」
伊藤　拓馬，最上　晴太，杉並　興，佐藤　麻衣，馬場　長，川﨑　薫，近藤　英治，
小西　郁生 （京都大学）

152．「肺塞栓既往のある抗リン脂質抗体症候群・全身性エリテマトーデス合併妊娠の管理経験」
豊永　絢香，上中　美月，出口　雅士，今福　仁美，平久　進也，谷村　憲司，
山田　秀人 （神戸大学）

153．「フォンタン手術後母体の周産期管理経験」
金子　めぐみ，喜吉　賢二，中澤　浩志，南谷　智之，牧志　綾，高松　祐幸，
佐本　崇，船越　徹 （兵庫県立こども病院）
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154．「当科における精神疾患合併妊娠の現状」
坂本　美友，上田　友子，亀井　秀剛，村上　優美，上田　真子，和田　龍，
原田　佳世子，田中　宏幸，澤井　英明，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

産科-14（14：50～15：40） 座長：水谷　靖司
155．「Meckel憩室軸捻転合併妊娠の1例」

大西　俊介1），藤本　佳克1），丸山　祥代1），山下　健1），今中　聖悟2）

 （大和郡山病院1），奈良県総合医療センター2））
156．「妊娠41週で分娩第1期に卵管捻転をきたした1例」

宮本　真由子，福田　綾，福岡　寛子，横井　恵理子，大八木　知史，坪内　弘明，
筒井　建紀 （地域医療機能推進機構大阪病院）

157．「メッシュ感染を来した腹壁瘢痕ヘルニア術後妊娠の1例」
出口　可奈，谷村　憲司，鷲尾　佳一，施　裕徳，出口　雅士，山田　秀人 （神戸大学）

158．「妊娠33週に子宮脱を発症した1例」
小林　史昌，李　泰文，横山　信喜，稲田　収俊，横山　玲子，坂田　晴美，豊福　彩，
吉田　隆昭，中村　光作 （和歌山医療センター）

159．「妊娠産褥期の脳卒中で発見されたもやもや病の2例」
永昜　洋子，吉田　昌史，澤田　雅美，桑鶴　知一郎，舟田　里奈，佐藤　浩，
井出　哲弥，堀内　縁，三好　剛一，釣谷　充弘，神谷　千鶴子，岩永　直子，
吉松　淳 （国立循環器病研究センター）


