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第143回近畿産科婦人科学会学術集会

プログラム・講演抄録
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430  産婦の進歩第72巻4号

第143回近畿産科婦人科学会学術集会
ご 案 内

開催方式：WEB配信（発表スライドをご自身のパソコン等で視聴していただく形式）
　　　　　※現地における開催はありません

＜講習会単位のご案内＞

単位取得には講演動画の視聴が必要です．視聴方法や単位獲得の条件など，詳細が決まりしだ
い近畿産科婦人科学会HPにてお知らせいたします．
産婦人科領域に関しては上限5単位まで，共通講習に関しては上限2単位まで取得可能です．

産婦人科領域講習 1単位 スポンサードセミナー①
「続発性不妊症 ―分娩様式と次子妊娠にむけての取り組み―」
「手術創を綺麗に治すコツ ―形成外科的見地から―」

産婦人科領域講習 1単位 スポンサードセミナー②
「婦人科特定疾患管理料の『正しい』とり方 
　　　　　　　　　―QOLを考慮した診療とは？―」

共通講習
（医療倫理）

1単位 医療倫理講習会
「ゲノム医療の役割 ～大阪市立大学での実践～」

共通講習
（医療安全）

1単位 医療安全講習会
「患者安全のトピックス ～“To err is human”から品質管理へ～」

産婦人科領域講習 1単位 日産婦医会委員会ワークショップ
「卵巣がんにおける化学療法を取り巻く状況」
「子宮癌に対する鏡視下手術 ～低侵襲手術はどこまで可能か～」

共通講習
（医療倫理）

1単位 日産婦医会委員会ワークショップ
「ARTと臍帯トラブル ～何が問題なのか～」
「PGT-Aをめぐる諸問題　その光と影」

産婦人科領域講習 1単位 指導医講習会
「指導医が知っておくべき産婦人科専門医制度のポイント」
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2020年10月  431プログラム

＜学会参加者へのご案内＞

参加登録について，詳細が決まりしだい近畿産科婦人科学会HPにてお知らせいたします．

＜学会参加登録費＞

学会参加費：5,000円（オンライン決済，クレジットカードのみ使用可）
　　　　　　※初期研修医・医学生の学会参加費は無料です．

＜各種研修証明について＞

通常学会と同様に例年どおり以下の単位取得が可能です．
（1）日本産科婦人科学会専門医研修出席証明
（2）日本産婦人科医会の研修参加証明書：シールを1枚発行いたします（後日郵送予定）
（3）日本専門医機構単位

＜演者へのお願い＞

発表形式については現在調整中です．詳細が決まりしだい近畿産科婦人科学会HPにてお知らせ
いたします．

＜視聴方法＞

発表スライド等をご自分のパソコン等で視聴していただく形式となります．視聴方法および配
信日時については現在調整中です．詳細が決まりしだい近畿産科婦人科学会HPにてお知らせい
たします．

※上記のQRコードより、近畿産科婦人科学会HPへ簡単にアクセスできます。
（http://www.kinsanpu.jp）
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432  産婦の進歩第72巻4号第143回近畿産科婦人科学会学術集会

スポンサードセミナー Ⓟ

１　座長：愛仁会千船病院産婦人科主任部長 岡　田　十　三　先生

　（1）「続発性不妊症 ―分娩様式と次子妊娠にむけての取り組み―」
　　演者：大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座産科学婦人科学助教

三　宅　達　也　先生

　（2）「手術創を綺麗に治すコツ　―形成外科的見地から―」
　　演者：大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座形成外科学准教授

冨　田　興　一　先生

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

２　「婦人科特定疾患管理料の『正しい』とり方　―QOLを考慮した診療とは？―」
　　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：東京大学大学院医学系研究科生殖・発達・加齢医学専攻産婦人科学講座准教授 

甲　賀　かをり　先生

共催：バイエル薬品株式会社
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専門医共通講習（医療倫理） Ⓟ

「ゲノム医療の役割　～大阪市立大学での実践～」

　　座長：大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学講師 田　原　三　枝　先生
　　演者：大阪市立大学大学院医学研究科臨床遺伝学准教授 瀬　戸　俊　之　先生

専門医共通講習（医療安全） Ⓟ

「患者安全のトピックス ～“To err is human”から品質管理へ～」

　　座長：大阪市立大学大学院医学研究科女性病態医学准教授 安　井　智　代　先生
　　演者：大阪市立大学大学院医学研究科医療安全管理学准教授 山　口　悦　子　先生

指導医講習会（産婦人科領域講習） Ⓟ

「指導医が知っておくべき産婦人科専門医制度のポイント」

　　座長：大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学教授 古　山　将　康　先生
　　演者：近畿大学医学部産科婦人科学教室教授 松　村　謙　臣　先生
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434  産婦の進歩第72巻4号 (2020年10月)

研究部会プログラム

■WEB開催

【第106回腫瘍研究部会】

開会のあいさつ 代表世話人：
大道　正英

 当番世話人：　　　　　

テーマ：「70歳以上の高齢子宮体がん患者に対する治療～治療法および副作用対策～」

セッションⅠ 座長：寺井　義人
1．化学療法後に椎体骨折をきたした子宮体癌の1例

長嶋　愛子，田中　和東，粟津　祐一朗，末光　千春，林　雅美，今井　健至，
中川　佳代子，西尾　順子，石河　修 （泉大津市立病院）

2．当科における高齢子宮体癌患者に対する姑息的放射線治療施行例の検討
平山　純也，馬淵　泰士，井箟　一彦 （和歌山県立医科大学）

3．高齢者の子宮体癌に対する当院でのロボット支援下手術
木村　麻衣，馬淵　誠士，山本　皇之祐，中谷　真豪，河原　直紀，長安　実加，
岩井　加奈，新納　恵美子，山田　有紀，川口　龍二 （奈良県立医科大学）

4．当院における70歳以上の高齢子宮体癌患者に対する治療の検討
加藤　聖子，藤田　宏行，谷　顕裕，栗原　甲妃，秋山　鹿子，衛藤　美穂
 （京都第二赤十字病院）

5．高齢者子宮体癌における治療法と予後に関する検討
上林　潤也，杉浦　敦，前花　知果，伊東　史学，谷口　真紀子，豊田　進司，
佐道　俊幸，喜多　恒和 （奈良県総合医療センター）

6．当院での高齢子宮体癌症例で手術と術後化学療法の個別化は適切であったか？
佛原　悠介，北　正人，角　玄一郎，久松　洋司，横江　巧也，村田　紘未，
木戸　健陽，橋本　佳子，溝上　友美，吉村　智雄，岡田　英孝 （関西医科大学）

セッションⅡ 座長：馬淵　誠士
7．当院における75歳以上の高齢子宮体がん患者に対する治療

菊池　太貴，橋口　裕紀，山内　真，笠井　真理，福田　武史，市村　友季，
安井　智代，角　俊幸 （大阪市立大学）

8．高齢子宮体癌患者の治療法選択における高齢者機能評価の有用性の後方視的検討
水野　友香子，大竹　紀子，田辺　優理子，今竹　ひかる，荻野　敦子，前田　振一郎，
奥立　みなみ，中村　充宏，小池　彩美，山添　紗恵子，崎山　明香，松林　彩，
川田　悦子，林　信孝，田邉　更衣子，小山　瑠梨子，青木　卓也，吉岡　信也
 （神戸市立医療センター中央市民病院）
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9．高齢子宮体癌に対する治療の縮小が予後に与える影響
中川　郁，浮田　真沙世，濱西　潤三，砂田　真澄，山ノ井　康二，千草　義継，
関山　健太郎，堀江　昭史，山口　建，近藤　英治，万代　昌紀
 （京都大学）

10．当院における高齢子宮体がんの臨床病理学的特徴と予後
遠藤　理恵，寄木　香織，片岡　恒，古株　哲也，森　泰輔，北脇　城
 （京都府立医科大学）

11．70歳以上の子宮体がん症例の検討
信田　侑里，天野　創，笠原　恭子，西村　宙起，樋口　明日香，出口　真理，
中村　暁子，村頭　温，木村　文則，村上　節 （滋賀医科大学）

12．70歳以上の子宮体癌患者での術前，術中診断と術後診断の不一致の頻度とその後の治療選択に
　　関する後方視的検討

前田　通秀，海野　ひかり，角田　紗保里，渡辺　正洋，久　毅，太田　行信，
上浦　祥司 （大阪国際がんセンター）

セッションⅢ 座長：北　正人
13．当院における70歳以上の子宮体がん患者の後方視的検討

清田　敦子，宮武　崇，小池　真琴音，神野　友里，大歳　愛由子，石田　享相，
福田　弥生，徳川　睦美，直居　裕和，塚原　雅香子，西尾　幸浩 （大阪警察病院）

14．当科における高齢子宮体癌患者に対する治療
駿河　まどか，川西　勝，安部　倫太郎，長辻　真樹子，村上　誠，徳山　治，
川村　直樹 （大阪市立総合医療センター）

15．70歳以上の高齢子宮体癌症例に対する当院での治療方針
松原　慕慶，山村　幸，高　一弘，平山　貴裕，冨田　裕之，松下　克子，藤原　潔，
小山　瑠梨子，青木　卓也，吉岡　信也 （天理よろづ相談所病院）

16．当院における過去5年間の子宮体部悪性腫瘍症例に関する検討
山下　優，渡邉　亜矢，青山　幸平，辻　哲朗，黒星　晴夫
 （京都府立医科大学附属北部医療センター）

17．70歳以上の高齢子宮体がん患者に対する治療について
西岡　和弘，松岡　基樹，鹿庭　寛子，岸本　佐知子，金山　清二，大井　豪一
 （近畿大学奈良病院）

18．70歳以上の子宮体癌患者における手術加療の安全性についての検討
髙橋　良輔，峯　凪り，栖田　園子，安積　麻帆，澤田　芙美子，富本　雅子，
鷲尾　佳一，清水　真帆，長又　哲史，村田　友香，鈴木　嘉穂，寺井　義人
 （神戸大学）

19．高齢者子宮体癌に対する腹腔鏡手術の有用性
田中　智人，太田　裕，西江　瑠璃，上田　尚子，宮本　瞬輔，寺田　信一，
古形　祐平，藤原　聡枝，田中　良道，恒遠　啓示，佐々木　浩，大道　正英
 （大阪医科大学）
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436  産婦の進歩第72巻4号 (2020年10月)

研究部会プログラム

■WEB開催

【周産期研究部会】

開会のあいさつ 代表世話人：吉松　淳
 当番世話人：村上　節

テーマ：「妊産婦とメンタルヘルス」

セッションⅠ 座長：藁谷　深洋子
1．帰省分娩先で切迫早産のため入院となった際に筋強直性ジストロフィーを指摘され， 
　 メンタルヘルスケアに難渋した双胎妊娠の1例

福井　陽介，中野　和俊，植田　陽子，三宅　龍太，山中　彰一郎，大西　俊介，
市川　麻祐子,　赤坂　珠理晃，丸山　祥代，成瀨　勝彦，川口　龍二
 （奈良県立医科大学）

2．母体心疾患，胎児心疾患の妊産婦メンタルヘルスに与える影響について
中西　篤史，月永　理恵，水野　祐紀子，塩野　入規，柿ヶ野　藍子，神谷　千津子，
岩永　直子，京本　萌，松尾　加奈，吉松　淳
 （国立循環器病研究センター）

3．当センターの精神科病棟に入院した妊婦症例の検討
加藤　恵一朗，脇本　哲，松谷　和奈，舟津　えり子，山本　佳奈，加藤　愛理，
澤田　真明，田中　博子，久保田　哲，笹野　恵，島津　由紀子，
田口　貴子，隅蔵　智子，岩宮　正，竹村　昌彦
 （大阪急性期・総合医療センター）

4．当院における精神科病棟開設後の精神疾患合併妊娠の検討
面川　渚，佐道　俊幸，村上　暉，渡辺　しおか，渡邊　恵，石橋　理子，
吉元　千陽，喜多　恒和 （奈良県総合医療センター）

5．当院における精神疾患合併妊娠の検討
藤野　めぐみ，八木　重孝，岩橋　尚幸，中田　久実子，南條　佐輝子，溝口　美佳，
小林　彩，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）

6．精神科介入を伴った当院分娩症例の検討
藤田　浩平1），森内　芳1），上田　匡1），鈴木　紀子2），林　晶子3）

 （大津赤十字病院1），同公認心理師2），同神経精神科3））
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7．精神疾患合併妊娠223症例の後方視検討
郡山　直子，上東　真理子，澤井　英明，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

セッションⅡ 座長：辻　俊一郎
8．妊産婦のメンタルヘルスにおける当院の取り組み―妊娠中に予測されなかった産後うつ病の1例

山田　一貴，松田　淑恵，小林　昌 （公立甲賀病院）
9．産褥精神障害リスク因子についての検討

岩田　秋香，藁谷　深洋子，田中　佑輝子，馬淵　亜希，北脇　城
 （京都府立医科大学）

10．産後うつ病に対する取り組み
小池　真琴音，徳川　睦美，清田　敦子，神野　友里，大歳　愛由子，石田　享相，
福田　弥生，直居　裕和，塚原　稚香子，宮武　崇，西尾　幸浩
 （大阪警察病院）

11．お産に対する自己満足度とエジンバラ産後うつ自己評価との相関性についての検討
林　真麻子，中島　正敬，大月　美輝，宗　万紀子，石田　憲太郎，奈倉　道和
 （長浜赤十字病院）

12．当院にて産後精神科に紹介した症例についての検討
中島　安紗海，田原　三枝，柴田　悟，末包　智紀，中井　建策，植村　遼，
札場　恵，羽室　明洋，三杦　卓也，中野　朱美，橘　大介，古山　将康
 （大阪市立大学）

13．精神疾患合併妊娠の妊娠中・産後増悪誘因ならびに児への影響に関する検討
谷村　憲司，施　裕徳，内田　明子，笹川　勇樹，白川　得朗，今福　仁美，
出口雅士，山田　秀人 （神戸大学）

14．当院における社会的ハイリスク妊娠とそのメンタルヘルスの課題
粟津　祐一朗，今井　健至，末光　千春，林　雅美，長嶋　愛子，中川　佳代子，
田中　和東，西尾　順子，石河　修 （泉大津市立病院）

セッションⅢ 座長：谷村　憲司
15． 産褥精神病様の症状から昏睡に陥り診断された成人発症Ⅱ型シトルリン血症の1例

田辺　優理子1），川田　悦子1），今竹　ひかる1），水野　友香子1），荻野　敦子1），
前田　振一郎1），奥立　みなみ1），中村　充宏1），小池　彩美1），山添　紗恵子1），
崎山　明香1），松林　彩1），林　信孝1），田邉　更衣子1），小山　瑠梨子1），
大竹　紀子1），青木　卓哉1），藤田　将平2），吉岡　信也1）

 （神戸市立医療センター中央市民病院1），同総合内科2））
16．COVID 19感染症流行下における当院での妊産婦への対応と産後EPDSの検討

竹中　由夏1），重根　光1），久米川　綾1），矢本　希夫2），谷本　敏1）

 （和歌山労災病院1），同女性診療科2））
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17．当院における新生児薬物離脱症候群の臨床背景についての検討
山中　彰一郎，山本　皇之祐，福井　陽介，植田　陽子，三宅　龍太，竹田　善紀，
大西　俊介，中野　和俊，市川　麻祐子，赤坂　珠理晃，
丸山　祥代，成瀬　勝彦 （奈良県立医科大学）

18．リエゾン精神科チーム導入前後における精神疾患合併妊娠の周産期予後の検討
大西　拓人，辻　俊一郎，桂　大輔，星山　貴子，全　梨花，林　香里，所　伸介，
喜多　伸幸，木村　文則，村上　節 （滋賀医科大学）

19．当院における妊産婦メンタルヘルス管理に対する多職種連携について
中塚　聡恵2），川﨑　薫1），森内　芳1），大須賀　拓真1），最上　晴太1），近藤　英治1），
万代　昌紀1） （京都大学1），同医学部附属病院臨床心理室2））

20．治癒困難な胎児疾患を告知された妊産婦への心理的支援の実践報告
白神　美智恵1），味村　和哉2），木村　敏啓2），遠藤　誠之2），木村　正2）

 （大阪大学医学部附属病院保健医療福祉ネットワーク部1），大阪大学2））
21．妊産婦とメンタルヘルスケアのアンケート調査報告

辻　俊一郎，桂　大輔，所　伸介，林　香里，全　梨花，星山　貴子，木村　文則，
喜多　伸幸，村上　節 （滋賀医科大学）

22．大阪府妊産婦こころの相談センターの歩み
五十川　智司，金川　武司，川口　晴菜，石井　桂介，光田　信明
 （大阪母子医療センター）

23．当院における社会的ハイリスク妊産婦の管理について
小西　莉奈，大門　篤史，布出　実紗，澤田　雅美，永昜　洋子，佐野　匠，  
藤田　太輔，大道　正英 （大阪医科大学）
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■WEB開催

【生殖内分泌・女性ヘルスケア研究部会】

開会のあいさつ 代表世話人：岡田　英孝
 当番世話人：松村　謙臣

テーマ：「チョコレート囊胞と妊孕性」

特別講演 座長：松村　謙臣
「卵巣チョコレート囊胞に対する腹腔鏡手術 ―妊孕能の観点から―」
 演者：日本医科大学産婦人科学　明樂　重夫

グループスタディ 座長：辻　　　勲
「近畿圏内の性分化に関する異常を呈する女性の調査報告」
 演者：村田　友香，清水　真帆，今福　仁美，寺井　義人，山田　秀人（神戸大学）

一般演題 座長：辻　　　勲
1．卵巣チョコレート囊胞摘出術前後の抗ミュラー管ホルモン（AMH）値の検討

末包　智紀，羽室　明洋，中井　建策，植村　遼，札場　恵，田原　三枝，三杦　卓也，
橘　大介，古山　将康 （大阪市立大学）

2．チョコレート囊胞合併不妊に対する手術の意義
山本　貴子1），辻　勲2），藤浪　菜穂子1），藤島　理沙1），松村　謙臣1）

  （近畿大学1），IVF大阪クリニック2））
3．当院における妊孕性温存子宮内膜症手術後の妊娠成績について

藤井　麻耶，小芝　明美，楠木　泉，森　泰輔，伊藤　文武，高岡　宰，沖村　浩之，
北脇　城 （京都府立医科大学）

4．当科における子宮内膜症合併不妊に対するARTの手術介入有無を含めた臨床成績
劉　昌恵，林　正美，穀内　香奈，中村　奈津穂，多賀　紗也香，大道　正英
 （大阪医科大学）

5．当院における卵巣内膜症性囊胞合併不妊の治療とART成績の検討
中尾　朋子，神谷　亮雄，木田　尚子，辻　祥子，小野　淑子，岡田　園子，
岡田　英孝 （関西医科大学）

6．卵巣チョコレート囊胞の体外受精治療成績に与える影響の解析
花田　哲郎，木村　文則，伊津野　美香，北澤　純，森宗　愛菜，天野　創，
辻　俊一郎，笠原　恭子，村上　節 （滋賀医科大学）

7．当院でのチョコレート囊胞の治療戦略
山谷　文乃，福井　淳史，佐伯　信一朗，杉山　由希子，竹山　龍，脇本　裕，
加藤　徹，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

8．  2年半の薬物療法中に悪性転化を認め卵巣癌根治手術を施行した両側卵巣チョコレート囊胞の1例
黒田　実紗子，直居　裕和，甲村　奈緒子，倉橋　寛樹，林田　はるえ，金光　麻衣，
市川　冬輝，田中　あすか，小笹　勝巳，増田　公美，大塚　博文，横井　猛
 （市立貝塚病院）
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