
会　期：2022年６月18日（土），19日（日）

会　場：メルパルク京都

	 近畿産科婦人科学会　会長		 柏木　智博
	 	 学術集会長	 万代　昌紀

第146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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224  産婦の進歩第74巻2号 (2022年５月)

第146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：2022年６月18日（土）9：00～17：40
　　　　　　　　６月19日（日）8：50～16：10

会　　場：メルパルク京都
　　　　　〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13
 TEL：075-352-7444

受付時間：６月18日（土）8：30～17：00
　　　　　６月19日（日）8：30～15：30

参加受付：６階　第１会場「会議室C＋D」の前
ＰＣ受付：６階　会議室５

第１会場：会議室C＋D（６階）
　　　　　 （開会式，ランチョンセミナー１・４，教育セミナー１・２・３・４，専門

医共通講習（医療安全），指導医講習会，優秀演題賞候補１・２，学術奨励
賞受賞講演，総会，閉会式）

第２会場：スタジオ１（７階）
　　　　　 （POP-K，ハンズオンセミナー１・２，ランチョンセミナー５）
第３会場：会議室Ａ（５階）　（子宮鏡ハンズオンセミナー，ランチョンセミナー２，６）
第４会場：会議室Ｂ（５階）　（ランチョンセミナー３，評議員会）

＜評議員会＞

日　　時：６月19日（日）12：00～13：00
会　　場：第４会場：会議室Ｂ（５階）

＜総　　会＞

日　　時：６月19日（日）13：05～13：35
会　　場：第１会場：会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

＜学術奨励賞受賞講演＞

日　　時：６月19日（日）11：30～11：50
会　　場：第１会場：会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

＜優秀演題賞表彰式＞

日　　時：６月19日（日）16：00～16：10
会　　場：第１会場：会議室Ｃ＋Ｄ（６階）
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プログラム2022年5月  225

＜学会参加者へのご案内＞

・ 当日，会場での参加登録（参加費支払い）はできません．必ず事前に近畿産科婦人科学会HP
（https://www.kinsanpu.jp/conference/index.html）よりオンライン参加登録を完了のうえご
来場ください．

＜日本専門医機構認定講習会単位のご案内＞

単位対象セッションは現在申請中のため，確定情報は近畿産科婦人科学会HP（https://www.
kinsanpu.jp/conference/index.html）よりご覧ください．

＜一般講演者へのお願い＞

１．講演時間は以下のとおりです．
　　優秀演題賞候補演題；講演時間８分，討論時間３分
　　一般演題；講演時間６分，討論時間２分
　　（講演時間終了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．講演者はご発表セッション開始30分前までにPC受付：６階　会議室５にてご発表データの

試写受付をお済ませください．
　　PCを持参される方もセッション開始30分前までにPC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，学会終了後にいただきます．
　　会場に用意してあるPCでは，パワーポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．
　　スライドサイズは4：3，16：9，どちらでも結構です.
【発表データをお持ち込みの方へ】
　・ソフトはWindows版Power Point2013/2016/2019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．
　・発表データはUSBメモリ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USBメモリもご持参ください．
　・会場スピーカーに音声は流せません．
　・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HDMIもしくは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．
　　※特に薄型ノート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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第146回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会226  産婦の進歩第74巻2号

＜ 学 会 場 案 内 図 ＞

■会　場：メルパルク京都
　　　　　〒600-8216 京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13

 TEL：075-352-7444
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＜ 各 会 場 案 内 図 ＞
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第146回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会228  産婦の進歩第74巻2号

学会進行表

■2022年６月18日（土）　メルパルク京都
第１会場（６階）
会議室Ｃ＋Ｄ

第２会場（７階）
スタジオ１

第３会場（５階）
会議室Ａ

第４会場（５階）
会議室Ｂ

9:00

9：00－17：00
若手対象企画：

第 2回近畿産婦人科
実習セミナー
（POP-K）

9：00－11：00
子宮鏡ハンズオン

セミナー
（予約制）

10:00

11:00

11:50 開　会　式
12:00

12：00－13：00
ランチョンセミナー 1
座長：井箟　一彦
演者：牧　　尉太

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 2
座長：角　　俊幸
演者：小宮山慎一
共催：中外製薬㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 3
座長：大道　正英
演者：太田　郁子
共催：持田製薬㈱／
　　　持田製薬販売㈱

13:10
13：10－14：10
教育セミナー 1
座長：北　　正人
演者：島田　宗昭

共催：武田薬品工業㈱

13：10－14：10
周産期 1
（6-12）

座長：石井　桂介

13：10－14：10
腫瘍 1
（28-34）

座長：田中　智人

14:20
14：20－15：20
優秀演題賞候補１

（1-5）
座長：岡田　英孝

14：20－15：20
周産期 2
（13-19）

座長：出口　雅士

14：20－15：20
腫瘍 2
（35-41）

座長：村上　隆介

15:30
15：30－16：30
教育セミナー 2
座長：木村　文則
演者：福井　淳史
共催：科研製薬㈱

15：30－16：40
周産期 3
（20-27）

座長：橘　　大介

15：30－16：30
腫瘍 3
（42-48）

座長：上田　　豊

16:40
16：40－17：40
専門医共通講習
（医療安全）

座長：森　　泰輔
演者：松村　由美

17:40

Ⓟ Ⓟ Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ
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プログラム2022年5月  229

■2022年６月19日（日）　メルパルク京都
第１会場（６階）
会議室Ｃ＋Ｄ

第２会場（７階）
スタジオ１

第３会場（５階）
会議室Ａ

第４会場（５階）
会議室Ｂ

8:50

8：50－10：10
周産期 4
（54-62）

座長：吉松　　淳
　　　遠藤　誠之

9:10
9：10－10：10
教育セミナー 3
座長：万代　昌紀
演者：髙松　　潔
共催：㈱ ツ ム ラ

9：10－10：10
ハンズオンセミナー１

吸引分娩
（予約制）

9：10－10：10
婦人科手術 1
（70-76）

座長：吉岡　信也

10:20
10：20－11：20
優秀演題賞候補 2
（49-53）

座長：木村　　正

10：20－11：20
ハンズオンセミナー２
骨盤位経腟分娩
（予約制）

10：20－11：20
周産期 5
（63-69）

座長：大久保智治

10：20－11：20
婦人科手術 2＋腫瘍 4

（77-83）
座長：鍔本　浩志

11:30
11：30－11：50

学術奨励賞受賞講演
座長：山崎　峰夫

12:00
12：00－13：00

ランチョンセミナー 4
座長：村上　　節

演者：堀江昭史／小林裕明
共催：テ ル モ ㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 5
座長：濱西　潤三
演者：武隈　宗孝

共催：アストラゼネカ㈱／MSD㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 6
座長：柴原　浩章
演者：武田　　卓

共催：大塚製薬㈱ニュートラ
　　　　　　シューティカルズ事業部

12：00－13：00
評議員会

13：05－13：35
総　会

13:05

13:40
13：40－14：40
教育セミナー 4
座長：松村　謙臣

演者：久　毅／山口　建
共催：コヴィディエンジャパン㈱

13：40－14：40
腫瘍 5
（84-90）

座長：天野　　創

13：40－14：40
生殖内分泌・女性ヘルスケア

（91-97）
座長：林　　正美

13：40－14：40
腫瘍 6

（98-104）
座長：黒星　晴夫

14:50
14：50－15：50
指導医講習会

座長：寺井　義人
演者：水沼　直樹

16:00 優秀演題賞表彰式，閉会式
16:10

Ⓟ

Ⓟ Ⓟ Ⓟ

Ⓟ

Ⓟ
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ランチョンセミナー１，２，３

■６月18日（土）12：00～13：00　第１会場　会議室C＋D（６階）

１．「子宮創部菲薄化低減を目指して―帝王切開における無結紮縫合子宮再建術―」

　　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：岡山大学病院産科婦人科学助教 牧　　尉太先生
　　共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

■６月18日（土）12：00～13：00　第３会場　会議室Ａ（５階）

２．「卵巣癌の薬物治療を再考する―バイオマーカーとクリニカル・ベネフィットを考慮した治療戦略の個別化―」

　　座長：大阪公立大学大学院医学研究科女性病態医学教授 角　　俊幸先生
　　演者：東邦大学医学部産科婦人科学講座・同医療センター大森病院産婦人科准教授
  小宮山慎一先生
　　共催：中外製薬株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

■６月18日（土）12：00～13：00　第４会場　会議室Ｂ（５階）

３．「子宮内膜症と子宮腺筋症の診断と治療」

　　座長：大阪医科薬科大学産婦人科学教室教授 大道　正英先生
　　演者：倉敷平成病院婦人科部長 太田　郁子先生
　　共催：持田製薬株式会社／持田製薬販売株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

Ⓟ
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教育セミナー１，２

■６月18日（土）13：10～14：10　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

１．「進行・再発卵巣がんに対する治療戦略」

　　座長：関西医科大学医学部産科学・婦人科学診療教授 北　　正人先生
　　演者：東北大学大学院医学系研究科婦人科学分野准教授 島田　宗昭先生
　　共催：武田薬品工業株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

■６月18日（土）15：30～16：30　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

２．「女性のライフステージを顧慮したシームレスな子宮内膜症治療戦略」

　　座長：奈良県立医科大学産科婦人科学教室教授 木村　文則先生
　　演者：兵庫医科大学医学部産科婦人科学講座准教授 福井　淳史先生
　　共催：科研製薬株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

専門医共通講習：医療安全講習会

■６月18日（土）16：40～17：40　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

「日本の産婦人科医療の取り組みから学ぶ医療安全」

　　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 森　　泰輔先生
　　演者：京都大学医学部附属病院医療安全管理部教授 松村　由美先生
　　共通講習（医療安全）１単位

子宮鏡ハンズオンセミナー（予約制）

■６月18日（土）9：00～11：00　第３会場　会議室Ａ（５階）
　　 日本子宮鏡研究会，オリンパスマーケティング株式会社，カールストルツ・エンドス
コピー・ジャパン株式会社，コヴィディエンジャパン株式会社，ホロジックジャパン
株式会社

Ⓟ

Ⓟ
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若手対象企画：第２回近畿産婦人科実習セミナー（Plus One Project-Kansai：POP-K）

■６月18日（土）9：00～17：00　第２会場　スタジオ１（７階）

教育セミナー３，４

■６月19日（日）9：10～10：10　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

３．「更年期障害への漢方療法～エビデンスと治療のコツ～」

　　座長：京都大学医学部婦人科学産科学教室教授 万代　昌紀先生
　　演者：東京歯科大学市川総合病院産婦人科教授 髙松　　潔先生
　　共催：株式会社ツムラ
　　産婦人科領域講習１単位

■６月19日（日）13：40～14：40　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

４．「卵巣がん手術における現状，根治手術への工夫」

　　座長：近畿大学医学部産科婦人科学教室主任教授 松村　謙臣先生

「卵巣癌に対する手術戦略」

　　演者：大阪国際がんセンター婦人科副部長 久　　　毅先生

「卵巣癌手術のクリニカルクエスチョンから見た根治手術の工夫」

　　演者：京都大学医学部婦人科学産科学教室講師 山口　　建先生
　　共催：コヴィディエンジャパン株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

学術奨励賞受賞講演

■６日19日（日）11：30～11：50　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

「広汎子宮頸部摘出後妊娠症例の予後の検討」

　　演者：公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院 大西　佑実先生
　　座長：2021年度近畿産科婦人科学会会長 山崎　峰夫先生

Ⓟ
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ランチョンセミナー４，５，６

■６月19日（日）12：00～13：00　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

４．「ロボット悪性腫瘍について」

　　座長：滋賀医科大学産科学婦人科学講座教授 村上　　節先生

「ロボット子宮体がん手術におけるコツとピットフォール」

　　演者：京都大学医学部婦人科学産科学教室講師 堀江　昭史先生

「ロボット支援傍大動脈リンパ節郭清―knack	&	pitfall ―」

　　演者：鹿児島大学医学部産科婦人科教授 小林　裕明先生
　　共催：テルモ株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

■６月19日（日）12：00～13：00　第２会場　スタジオ１（７階）

５．「卵巣がん攻略のための治療戦略の現状と展望」

　　座長：京都大学医学部婦人科学産科学教室准教授 濱西　潤三先生
　　演者：静岡県立静岡がんセンター婦人科医長 　武隈　宗孝先生
　　共催：アストラゼネカ株式会社／MSD株式会社
　　産婦人科領域講習１単位

■６月19日（日）12：00～13：00　第３会場　会議室Ａ（５階）

６．「PMS・PMDD―代替医療の可能性―」

　　座長：兵庫医科大学医学部産科婦人科学講座教授 柴原　浩章先生
　　演者：近畿大学東洋医学研究所所長・教授 武田　　卓先生
　　共催：大塚製薬株式会社ニュートラシューティカルズ事業部
　　産婦人科領域講習１単位

Ⓟ
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指導医講習会

■６月19日（日）14：50～15：50　第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）

「産婦人科医療と医療者の安全」

　　座長：神戸大学大学院医学研究科外科系講座産科婦人科学分野特命教授
  寺井　義人先生
　　演者：東京神楽坂法律事務所，
　　　　　東邦大学医学部・埼玉医科大学国際医療センター非常勤講師
  水沼　直樹先生

ハンズオンセミナー（予約制）

■６月19日（日）9：10～11：20　第２会場　スタジオ１（７階）
　 9：10～10：10　ハンズオンセミナー１　吸引分娩
　10：20～11：20　ハンズオンセミナー２　骨盤位経腟分娩

Ⓟ
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■６月18日（土）（14：20－16：40）

［第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）］

優秀演題賞候補１　（14：20－15：20） 座長：岡田　英孝
１．円錐切除既往妊婦における妊娠中期の子宮頸管長と自然早産の関連

山田　拓馬，林　　周作，新谷万智子，山本瑠美子，山本　　亮，石井　桂介
 （大阪母子医療センター）

２．中隔子宮を伴う不妊不育症に対する子宮鏡下子宮中隔切除術後の妊娠転帰について
福西　智美，劉　　昌恵，橋田　宗祐，中村真由美，多賀紗也香，林　　正美，
大道　正英 （大阪医科薬科大学）

３．巨大な子宮動静脈奇形に対して，子宮腟上部切断術を施行した１例
濱口　史香，寒河江悠介，山ノ井康二，奥宮明日香，浮田真沙世，砂田　真澄，
滝　　真奈，山口　　建，堀江　昭史，濵西　潤三，万代　昌紀 （京都大学）

４．当院における術後サーベイランスにおける腟断端細胞診の意義について
渡邊　佑子，小林　栄仁，冨松　拓治，澤田健二郎，橋本　香映，小玉美智子，
三好　　愛，瀧内　　剛，木瀬　康人，中川　　慧，木村　　正 （大阪大学）

５．当院における開腹手術後の腸閉塞予防に対する大建中湯の効果についての検討
荻本　宏美，中川　　慧，木瀬　康人，瀧内　　剛，三好　　愛，小玉美智子，
小林　栄仁，橋本　香映，上田　　豊，澤田健二郎，冨松　拓治，木村　　正
 （大阪大学）

［第３会場　会議室Ａ（５階）］

周産期１　（13：10－14：10） 座長：石井　桂介
６．無心体双胎に対し，ラジオ波焼灼術を施行し生児を得た１例

福田　桃子，吉田　　彩，神谷　亮雄，鈴木健太郎，武田　恵美，牧野　琴音，
牧野　博朗，高野　苗江，福田　久人，服部　　葵，西端　修平，安原　由貴，
森川　　守，岡田　英孝 （関西医科大学）

７．強度の腰椎後弯のため閉鎖時に椎体切除を要した脊髄髄膜瘤の１例
重根　　光，八木　重孝，南條佐輝子，中田久実子，八幡　　環，溝口　美佳，
太田　菜美，南　佐和子，井箟　一彦 （和歌山県立医科大学）

８．21トリソミー児の超音波ソフトマーカーである大腿骨長短縮に関連する因子
上東真理子，上東真理子，金川　武司，和形麻衣子，山本　　亮，石井　桂介
 （大阪母子医療センター）
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９．早期に胎内診断でき健児を得た双胎隔膜を走行する前置血管の１例
山下　　優，北村　圭広，渡邉　亜矢，菅原　拓也，黒星　晴夫
 （京都府立医科大学附属北部医療センター）

10．子宮底部から子宮口近くまで臍帯卵膜走行を認めたが外回転し経腟分娩に至った１例
後藤　　剛，味村　和哉，角田　　守，戸田有朱香，中村　幸司，平松　宏祐，
三宅　達也，木村　敏啓，遠藤　誠之，木村　　正 （大阪大学）

11．胎盤病理所見で典型的な所見が得られた先天梅毒による子宮内胎児死亡の１例
家村　洋子，下地　　彩，宗万　紀子，水津　　愛，岩見州一郎 （京都桂病院）

12．妊娠20週の前期破水後流産症例の胎盤病理からウレアプラズマが絨毛膜羊膜炎の起因菌と同定した
１例

小川　範子1），大門　篤史1），布出　実紗1），永昜　洋子1），丸岡　　寛1），
杉本　敦子1），佐野　　匠1），藤田　太輔1），藤田　富雄2），大道　正英1）

 （大阪医科薬科大学1），ふじたクリニック2））

周産期２　（14：20－15：20） 座長：出口　雅士
13．Pompe病合併妊娠の１例

清瀬ますみ，夏山　貴博，小菊　　愛，登村　信之，森上　聡子，近田　恵里，
佐原裕美子 （神戸市立西神戸医療センター）

14．中等度大動脈弁狭窄症（AS）・高度大動脈弁逆流（AR）合併妊娠の１例
沼田　朋子，田中佑輝子，長澤　友紀，志村　光揮，沖村　浩之，馬淵　亜希，
藁谷深洋子，森　　泰輔 （京都府立医科大学）

15．脊髄性筋萎縮症２型合併妊娠の１例
岡　愛実子，中村　幸司，角田　　守，戸田有朱香，三宅　達也，平松　宏祐，
味村　和哉，木村　敏啓，遠藤　誠之，木村　　正 （大阪大学）

16．脊髄小脳変性症（Machado-Joseph病）合併妊娠の１例
中村　昌平，望月　愼介，辻麻　亜子，武田　晃子，中島　由貴，丸尾　原義
 （兵庫県立丹波医療センター）

17．エクリズマブ投与が奏効した発作性夜間ヘモグロビン尿症合併妊娠の１例
辻　　沙織，平松　宏祐，角田　　守，戸田有朱香，中村　幸司，三宅　達也，
味村　和哉，木村　敏啓，遠藤　誠之，木村　　正 （大阪大学）

18．硬膜外麻酔分娩を行った完全対麻痺患者の１例
畑山　裕生，小山瑠梨子，奥立みなみ，松林　　彩，谷村　昌哉，田辺優理子，
佐藤　晋平，前田振一朗，荻野　敦子，中村　充宏，小池　彩美，山添紗恵子，
崎山　明香，川田　悦子，林　　信孝，大竹　紀子，青木　卓哉，吉岡　信也
 （神戸市立医療センター中央市民病院）

19．当院の１型糖尿病合併妊娠９例の検討
北野　　照，江本　郁子，天野　泰彰，宇治田麻里，上田　　匡，岸本　尚也，
田村　紗也，市川　尚寛，住永　優里，安彦　　郁 （京都医療センター）
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周産期３　（15：30－16：40） 座長：橘　　大介
20．穿孔部位から子宮筋層内妊娠破裂の可能性が考えられた１例

鷲尾　佳一，加地　崇裕，久保田いろは，吉本梓希子，山中啓太郎，冨本　雅子，
清水　真帆，笹川　勇樹，西本　昌司，長又　哲史，山崎　友維，寺井　義人
 （神戸大学）

21．当院における異所性妊娠に対するメトトレキサート療法の検討
植田　真帆，八田　幸治，新垣佑里香，田村　　聡，藤吉恵津子，金光　麻衣，
志村　寛子，岡藤　　博，宮本真由子，邨田　祐子，田中　絢香，矢野　悠子，
高山　敬範，潮田　至央，橋本奈美子 （日本生命病院）

22．卵管摘出後に生じたpersistent ectopic pregnancyの１例
藤東　温子，羽室　明洋，吉田　智弘，瀬尾　尚美，末光　千春，小西菜普子，
福田恵梨子，栗原　　康，田原　三枝，三杦　卓也，橘　　大介 （大阪市立大学）

23．当院における経腟分娩に起因する外陰・腟壁血腫の検討
中本　江美，羽室　明洋，吉田　智弘，瀬尾　尚美，末光　千春，小西菜普子，
福田恵梨子，栗原　　康，田原　三枝，三杦　卓也，橘　　大介 （大阪市立大学）

24．産後出血に対し大動脈閉塞バルーンを使用中に高カリウム血症による心停止を来した症例
北田　紘平，中本　　收，長辻真樹子，井上　　基，松木　　厚，柳井　咲花，
小松　摩耶，三田　育子，片山　浩子，西本　幸代，中村　博昭
 （大阪市立総合医療センター）

25．初期対応から他科と連携することで救命し得た子宮型羊水塞栓症の１例
小嶋　　哲，西　　　茜，長澤　友紀，藪本　和也，赤澤　美保，山田　惇之，
川俣　まり，松本真理子，安尾　忠浩，大久保智治 （京都第一赤十字病院）

26．妊娠32週で切迫早産入院中に子宮破裂を発症した１症例
川島　皓雄，三杦　卓也，吉田　智弘，柴田　　悟，福田恵梨子，末光　千春，
小西奈普子，瀬尾　尚美，栗原　　康，田原　三枝，羽室　明洋，中野　朱美，
橘　　大介 （大阪市立大学）

27．経腟超音波で一絨毛膜一羊膜双胎の二児共に無頭蓋症と診断した１例
藤井　健太，三宅　龍太，山本皇之祐，前花　知果，脇　　啓太，市川麻祐子，
赤坂珠理晃，木村　文則 （奈良県立医科大学）

［第４会場　会議室Ｂ（５階）］

腫瘍１　（13：10－14：10） 座長：田中　智人
28．ICGによる腸管血流評価が有用であった５㎜ポートサイトヘルニアの１例

林田はるえ，小林　栄仁，中川　　慧，木瀬　康人，瀧内　　剛，三好　　愛，
小玉美智子，橋本　香映，澤田健二郎，上田　　豊，冨松　拓治，木村　　正
 （大阪大学）
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29．再発性卵巣顆粒膜細胞腫に対して腹腔鏡下摘出術を施行した１例
齋藤　駿介，田中　良道，西江　瑠璃，上田　尚子，橋田　宗佑，宮本　瞬輔，
寺田　信一，古形　祐平，藤原　聡枝，田中　智人，恒遠　啓示，大道　正英
 （大阪医科薬科大学）

30．卵巣腫瘍合併妊娠に対して上腹部ダイヤモンド配置で腹腔鏡手術を施行した３例
市川　尚寛，住永　優里，北野　　照，田村　紗也，岸本　尚也，上田　　匡，
江本　郁子，天野　泰彰，宇治田麻里，安彦　　郁 （京都医療センター）

31．腹腔鏡下両側付属器摘出術後に生じた臍輪の皮下膿瘍に対し，外科的切除を要した１例
小和　貴雄，清水　優作，安井　友紀，仲尾　有美，藤田　　葵，清水　亜麻，
松山佳奈子，松木　貴子，吉村　明彦，濱田　真一，宮武　　崇，山嵜　正人，
村田　雄二 （ベルランド総合病院）

32．SDGsを考慮した脊椎麻酔下吊り上げ単孔式腹腔鏡手術
岩見州一郎，下地　　彩，宗　万紀子，家村　洋子，水津　　愛 （京都桂病院）

33．腹腔鏡下手術後の腹部X線撮影で持針器破損を同定した１例
廣瀬　陸人1），増田　公美1），小松　直人1），田中　良知1），谷口　　翠1），
黒田実紗子1），市川　冬輝1），甲村奈緒子1），田中あすか1），小笹　勝巳1），
横井　　猛1），荻田　和秀2） （市立貝塚病院1），りんくう総合医療センター2））

34．子宮筋腫に対しロボット支援下単純子宮全摘術を行い血管筋脂肪腫と診断された１例
吉本梓希子，笹川　勇樹，鷲尾　佳一，清水　真帆，長又　哲史，西本　昌司，
山崎　友維，寺井　義人 （神戸大学）

腫瘍２　（14：20－15：20） 座長：村上　隆介
35．びまん性大細胞型Ｂ細胞リンパ腫の子宮筋腫・小腸病巣に対し外科的介入を行った１例

田辺優理子，松林　　彩，谷村　昌哉，畑山　裕生，佐藤　晋平，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，﨑山　明香，
川田　悦子，林　　信孝，田邉更衣子，小山瑠梨子，大竹　紀子，青木　卓哉，
吉岡　信也 （神戸市立医療センター中央市民病院）

36．術前に診断し得なかった後腹膜腔に広く発育した巨大子宮筋腫の１例
北村　圭広，貴志　洋平，澤田　重成，北岡　由衣 （京都山城総合医療センター）

37．MRI検査で子宮体部悪性腫瘍と診断された変性子宮筋腫の１例
清水　優作，吉村　明彦，安井　友紀，仲尾　有美，藤田　　葵，清水　亜麻，
松山佳奈子，小和　貴雄，松木　貴子，濱田　真一，宮武　　崇，山嵜　正人，
村田　雄二 （ベルランド総合病院）

38．閉経期に著名な増大傾向を示し診断に苦慮した水腫状変性子宮筋腫の１例
小畑　権大，金山　智子，森内　航生，李　　侑香，伏見　萩子，西野由香里，
西島　光浩 （県立淡路医療センター）

39．子宮筋腫核出術後の病理診断でUterine tumor resembling ovarian sex cord tumorと診断された１

症例
中川　　郁，仲井　千裕，左古　寛知，大谷　遼子，中村しほり，鈴木　直宏，
奈倉　道和，中島　正敬 （長浜赤十字病院）
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40．肺良性転移性平滑筋腫から左上肺静脈に静脈内平滑筋腫症を来した１例
駿河まどか1），村上　　誠1），安倍倫太郎1），水津　充理1），神農　円香1），
川西　　勝1），徳山　　治1），川村　直樹1），高濱　　誠2），井上　　健3），
保本　　卓4） （大阪市立総合医療センター1），同呼吸器外科2），同病理診断科3），
 都島放射線科クリニックIVRセンター4））

41．GnRHアンタゴニスト療法で縮小した卵巣原発平滑筋腫の１例
山村　　幸，冨田　裕之，高　　一弘，田中　梓菜，松原　慕慶，松下　克子，
藤原　　潔 （天理よろづ相談所病院）

腫瘍３　（15：30－16：30） 座長：上田　　豊
42．MSI-High進行子宮体癌に対してペムブロリズマブが奏効した１例

　千菊　智紀，山内　　真，今井　健至，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）

43．子宮体がんに対するLenvatinib/Pembrolizumab併用療法の副作用と有効なスクリーニング方法の
検討

小林まりや，中川　　慧，木瀬　康人，瀧内　　剛，三好　　愛，小玉美智子，
橋本　香映，小林　栄仁，上田　　豊，澤田健二郎，冨松　拓治，木村　　正
 （大阪大学）

44．術前に卵巣転移が疑われた子宮癌肉腫の１例
安井　友紀，宮武　　崇，清水　優作，仲尾　有美，藤田　　葵，清水　亜麻，
松山佳奈子，小和　貴雄，松木　貴子，吉村　明彦，濱田　真一，山嵜　正人，
村田　雄二 （ベルランド総合病院）

45．当院における子宮体癌に対するPembrolizumab＋Lenvatinibの使用経験
神農　円香，村上　　誠，水津　充理，駿河まどか，安部倫太郎，川西　　勝，
徳山　　治，川村　直樹 （大阪市立総合医療センター）

46．当院における進行上皮性卵巣癌の初回治療についての臨床病理学的検討
高尾　由美，安藝　　惠，川口　雄亮，澤山　咲輝，村上　隆介 （滋賀県立総合病院）

47．子宮頸癌に対する同時化学放射線治療後に発症した小腸腟瘻を修復しえた１例
小川　　萌，小玉美智子，中川　　慧，木瀬　康人，瀧内　　剛，三好　　愛，
橋本　香映，小林　栄仁，上田　　豊，澤田健二郎，冨松　拓治，木村　　正
 （大阪大学）

48．子宮筋腫にて子宮および卵管摘出後の８年後に発生した原発性腟扁平上皮癌の１例
向田　直人，石田　享相，元山　貴仁，西森　早苗，高木江利華，尹　　純奈，
山部　エリ，増原　完治，信永　敏克 （兵庫県立西宮病院）
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■６月19日（日）（10：20－14：40）

［第１会場　会議室Ｃ＋Ｄ（６階）］

優秀演題賞候補２　（10：20－11：20） 座長：木村　　正
49．妊婦における新型コロナウイルス抗体陽性率に関する多施設共同調査研究

太田真見子1），川﨑　　薫1），笹井　菜穂1），森内　　芳1），貫戸　明子1），
葉　　宜慧1），島岡　昌生1），城　玲央奈2），山本瑠美子2），石井　桂介2），
中野　和俊3），赤田　　忍3），堂　國日子4），前田　和也5），松村　謙臣1）

（近畿大学病院1），大阪母子医療センター2），大阪はびきの医療センター3），PL病院4），
　大阪南医療センター5））

50．当院で経験した前置胎盤139症例における緊急帝王切開のリスク因子の検討
菊池　香織，中村　幸司，角田　　守，戸田有朱香，三宅　達也，平松　宏祐，
味村　和哉，遠藤　誠之，木村　　正 （大阪大学）

51．婦人科がんにおける包括的がんゲノムプロファイリング（CGP）の有効性
上田　友子，中川　公平，瀧本　裕美，谷口　路善，脇本　　裕，井上　佳代，
鍔本　浩志，澤井　英明，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

52．新規卵巣癌マーカーTFPI2の有用性の検討
前花　知果，三宅　龍太，山中彰一郎，河原　直紀，岩井　加奈，山田　有紀，
川口　龍二，木村　文則 （奈良県立医科大学）

53．ART，特に凍結胚ホルモン補充療法（HRT）下移植は産科合併症発症のリスク因子か
山田　弘次，片山　和明，犬伏　美喜，江夏　国宏，江夏　徳寿，山田　　愛，
林　　奈央，江夏宜シェン，十倉　陽子，山田　　聡，水澤　友利，岡本　恵理，
苔口　昭次，塩谷　雅英 （英ウィメンズクリニック）

［第３会場　会議室Ａ（５階）］

周産期４　（8：50－10：10） 座長：吉松　　淳，遠藤　誠之
54．低出生体重児のための「リトルベビーハンドブック」普及を目指す活動の紹介

髙岡　　幸1,2），澁谷　珠名2），草野　可南2），板東あけみ2,3）

 （済生会中津病院1），キラリベビーサークル2），国際母子手帳委員会3））
55．胎児心拍数陣痛図による胎児アシデミアの予測法の活用について

森内　　芳，川﨑　　薫，松村　謙臣 （近畿大学）
56．早発型加重型妊娠高血圧腎症を発症した腎移植後妊娠の症例と抗血管新生因子の考察

長辻真樹子，中本　　収，井上　　基，松木　　厚，柳井　咲花，小松　摩耶，
北田　紘平，三田　育子，片山　浩子，西本　幸代，中村　博昭
 （大阪市立総合医療センター）

P235-245_74-2_学術集会_一般プログラム.indd   240 22/04/14   16:19



2022年5月  241一般講演プログラム

57．分娩中の胎児機能不全に対する羊水注入後の経過に関する検討
田島史保子，山本　　亮，林　　周作，石井　桂介 （大阪母子医療センター）

58．前置癒着胎盤に対する子宮動脈塞栓併用帝王切開・子宮摘出術後の遅発性膀胱腟瘻２例
栖田　園子，谷村　憲司，施　　裕徳，内田　明子，白川　得朗，今福　仁美，
出口　雅士，寺井　義人 （神戸大学）

59．産褥期子宮留膿腫に対し真空手動吸引が有効であった１例
伊尾　紳吾，竹村　真紀，大阪　康宏，上松　和彦，平岡　宏康，布留川浩之，
竹村　礼子，竹村　秀雄 （小阪産病院）

60．仙骨表面電気刺激の妊娠期腰痛に対する効果の検討
鯉川　彩絵，桂　　大輔，辻　俊一郎，星山　貴子，全　　梨花，山田　一貴，
所　　伸介，林　　香里，喜多　伸幸，村上　　節 （滋賀医科大学）

61．帝王切開時の「肩甲難産」に経腟分娩時のSchwartz法を応用し児を娩出した１例
小倉　直子，城　　道久，小川　史子，安田　立子，岡田　十三，吉田　茂樹
 （千船病院）

62．胎胞膨隆時の頸管縫縮術の工夫
長澤　佳穂，小西　莉奈，飯藤　宰士，成冨　祥子，丸岡　　寛，村上　法子，
津戸　寿幸，伊藤　雅之，加藤　　俊，亀谷　英輝 （大阪府済生会吹田病院）

周産期５　（10：20－11：20） 座長：大久保智治
63．新型コロナウイルス（COVID-19）感染妊婦の分娩に対する当院での取り組み

宗　万紀子，岩見州一郎，下地　　彩，家村　洋子，水津　　愛 （京都桂病院）
64．当院で管理したCOVID-19感染妊婦の周産期転帰の検討

和田　　悠，永昜　洋子，大門　篤史，布出　実紗，澤田　雅美，杉本　敦子，
佐野　　匠，藤田　太輔，大道　正英 （大阪医科薬科大学）

65．周産期管理を行った結核合併妊娠の１例
向井　文香，長辻真樹子，井上　　基，松木　　厚，柳井　咲花，小松　摩耶，
北田　紘平，三田　育子，片山　浩子，西本　幸代，中村　博昭，中本　　収
 （大阪市立総合医療センター）

66．妊娠中に放射線診断を行った肺原発ホジキンリンパ腫の１例
石井　沙季，平松　宏祐，角田　　守，戸田有朱香，中村　幸司，三宅　達也，
味村　和哉，木村　敏啓，遠藤　誠之，木村　　正 （大阪大学）

67．HELLP症候群との鑑別を要した稀な胆石性膵炎合併妊娠の１例
日野友紀子，永井　　景，松浦　美幸，重光　愛子，佐々木高綱，山田　嘉彦
 （八尾市立病院）

68．妊娠初期の深部静脈血栓症を加療後に慢性早剥羊水過少症候群に至った１例
吉村佳与子，川村　洋介，岡本葉留子，滝　　真奈，千草　義継，最上　晴太，
万代　昌紀 （京都大学）
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69．後期流産の対応に苦慮した子宮体下部筋腫合併妊娠の１例
山本美紗子，大西　佑実，春日　摩耶，平山　貴裕，日野　麻世，山西　　恵，
山西優紀夫，横山　玲子，山村　省吾，坂田　晴美，豊福　　彩，吉田　隆昭
 （日本赤十字社和歌山医療センター）

［第４会場　会議室Ｂ（５階）］

婦人科手術１　（9：10－10：10） 座長：吉岡　信也
70．腹腔鏡下左卵巣腫瘍茎捻転手術時に，左卵巣の壊死が疑われたが左卵巣を温存した１例

加藤　愛理，竹村　昌彦，大柳　　亮，岡木　　啓，中谷沙也佳，松谷和奈栗，
谷　　佳宏，加藤恵一朗，澤田　真明，海野ひかり，松崎　聖子，久保田　啓，
笹野　　恵，島津由紀子，田口　貴子，隅蔵　智子，岩宮　　正
 （大阪急性期・総合医療センター）

71．膀胱子宮内膜症に対して腹腔鏡下膀胱部分切除術後11年目に生じた膀胱破裂の１例
吉田   尚平，小芝　 明美，　 垂水　洋輔，山内　彩子，楠木　　泉，森　　泰輔
 （京都府立医科大学）

72．レボノルゲストレル放出子宮内システムが短時間で腹腔内へ迷入し腹腔鏡で回収した１例
河谷　春那，城　　道久，稲垣美恵子，北井　沙和，北口　智美，北　　采加，
大木　規義，吉田　茂樹 （千船病院）

73．全腹腔鏡下子宮全摘術を見据えた腹腔鏡下付属器摘出術における後腹膜腔の展開法
八幡　　環，寺本　綾女，南野　有紗，重根　　光，平山　純也，中田久美子，
南條佐輝子，溝口　美佳，太田　菜美，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）

74．早発卵巣機能不全および緑膿菌感染による陰唇・腟癒着症に対して造腟術を施行した１例
矢野　恵子，佐々木　浩，宮本　聖愛，丸岡　　寛，広田　千賀，大道　正英
 （大阪医科薬科大学）

75．当院で導入した通常の腹腔鏡手術物品を用いた経腟的腹腔鏡手術（vNOTES）の初期経験
下地　　彩，宗　万紀子，家村　洋子，水津　　愛，岩見州一郎 （京都桂病院）

76．帝王切開瘢痕部症候群に対して子宮鏡併用腹腔鏡下瘢痕部修復術を施行した１例
西松　謙一，山西優紀夫，山本美紗子，大西　佑実，春日　摩耶，平山　貴裕，
日野　麻世，山西　　恵，横山　玲子，山村　省吾，坂田　晴美，豊福　　彩，
𠮷田　隆昭 （日本赤十字社和歌山医療センター）

婦人科手術２＋腫瘍４　（10：20－11：20） 座長：鍔本　浩志
77．仙骨腟固定術に対する後方視的検討；腹腔鏡手術とロボット手術の比較

上田　　匡，市川　尚寛，北野　　照，田村　紗也，岸本　尚也，江本　郁子，
天野　泰彰，宇治田麻里，安彦　　郁 （京都医療センター）
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78．Port設置部位・順番の違いが設置時間に与える影響についての検討
仲井　千裕1），山ノ井康二2），寒河江悠介2），奥宮明日香2），砂田　真澄2），
浮田真沙代2），千草　義継2），山口　　建2），堀江　昭文2），濱西　潤三2），
万代　昌紀2） （長浜赤十字病院1），京都大学2））

79．腹腔内に内膜症病変を確認し得たWunderlich 症候群の１例
塩見まちこ，恒遠　啓示，西江　瑠璃，佐々木　浩，大道　正英 （大阪医科薬科大学）

80．子宮頸癌との鑑別を要した子宮頸部悪性リンパ腫の１例
川道　彩夏，伴　　建二，藤上　友輔，小椋　恵利，赤木　佳奈，松本　久宣，
飛梅　孝子，岡垣　篤彦，巽　　啓司 （大阪医療センター）

81．水尿管・無機能腎を伴う孤立性繊維性腫瘍を腹腔鏡・後腹膜鏡下に摘出した１例
折出　唯志，小玉美智子，冨松　拓治，澤田健二郎，上田　　豊，橋本　香映，
小林　栄仁，瀧内　　剛，木瀬　康人，中川　　慧，三好　　愛，木村　正 （大阪大学）

82．鼠径部子宮内膜症に由来する類内膜癌の１例
橋口　康弘1），山本皇之祐1），岸本佐知子1），西岡　和弘1），若狭　朋子2），
大井　豪一1） （近畿大学奈良病院1），同病理診断科2））

83．帝王切開瘢痕部妊娠との鑑別を要した侵入全胞状奇胎の１例
山本　絢可，吉水　美嶺，隅野　朋子，古田　　希，辻　なつき，寺川　耕市，
永野　忠義 （関西電力病院）

［第２会場　スタジオ１（７階）］

腫瘍５　（13：40－14：40） 座長：天野　　創
84．ステロイドパルス療法を行ったオラパリブによる間質性肺炎を発症した１症例

入江　惇太，藤原　聡枝，西江　瑠璃，上田　尚子，寺田　信一，古形　祐平，
田中　智人，田中　良道，大道　正英 （大阪医科薬科大学）

85．当院でのニラパリブ使用経験
田中　良知，増田　公美，小松　直人，竹本　祐基，谷口　　翠，市川　冬輝，
黒田実紗子，甲村奈緒子，田中あすか，小笹　勝巳，横井　　猛 （市立貝塚病院）

86．SETパターンを認めたHRDの卵巣癌の１例
坂元　優太，中野　和俊，小川　憲二，安川　久吉，赤田　　忍
 （大阪はびきの医療センター）

87．α-fetoprotein産生を示した卵巣癌肉腫の１例
細田　尚哉，寄木　香織，青山　幸平，垂水　洋輔，片岡　　恒，古株　哲也，
森　　泰輔 （京都府立医科大学）

88．ITP合併卵巣癌の化学療法に伴う血小板低下に対してTPO受容体作動薬を使用した１例
舟津えり子，木瀬　康人，中川　　慧，瀧内　　剛，三好　　愛，小玉美智子，
橋本　香映，上田　　豊，澤田健二郎，木村　　正 （大阪大学）

89．ゲムシタビン，ベバシズマブが奏効した卵巣低異型度漿液性癌の文献的考察を交えた症例報告
佐藤　華子，小谷　泰史，松村　謙臣 （近畿大学）
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90．推定ⅠA期子宮体癌の術前MRI検査での筋層浸潤に関する検討
南野　有紗，八幡　　環，平山　純也，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）

［第３会場　会議室Ａ（５階）］

生殖内分泌・女性ヘルスケア　（13：40－14：40） 座長：林　　正美
91．大学病院における女性アスリート外来開設についてとその実際

中村真季子1），辻　　 祥子1），小宮慎之介1），服部　　 葵1），中尾　 朋子1），
村田　紘未1），木村　　穰2），岡田　英孝1） （関西医科大学1），同健康科学2））

92．ピル内服による，血色素量（Hb），血清フェリチン値（Fer）及び血小板数（Pl）への影響
荒木　常男 （荒木肛門科）

93．先天性フィブリノゲン異常症に対しフィブリノゲン製剤補充を行い妊娠継続に至った症例
山本　幸代，三宅　達也，後藤　　剛，辻　　沙織，本多　秀峰，伊藤　風太，
伴田　美佳，瀧内　　剛，木村　　正 （大阪大学）

94．腹腔鏡下Strassmann手術を行い妊娠に至った双角子宮の１症例
曽山　浩明，奥口　聡美，山口　昌美，吉田　剛祥，谷口　文章 （高の原中央病院）

95．中隔子宮を伴う不妊不育症に対する子宮鏡下子宮中隔切除術後の妊娠転帰について
福西　智美，劉　　昌恵，橋田　宗祐，中村真由美，多賀　紗也，香林　正美，
大道　正英 （大阪医科薬科大学）

96．子宮鏡下手術で妊娠せず腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術で妊娠した帝王切開瘢痕症候群の１例
谷口健太郎，辻　俊一郎，信田　侑里，伊藤　祐弥，花田　哲郎，天野　　創，
笠原　恭子，村上　　節 （滋賀医科大学）

97．子宮内膜症における腹水中NK細胞受容体の発現強度の解析
佐伯信一朗，福井　淳史，麦　　楚嫻，竹山　　龍，加藤　　徹，山谷　文乃，
柴原　浩章 （兵庫医科大学）

［第４会場　会議室Ｂ（５階）］

腫瘍６　（13：40－14：40） 座長：黒星　晴夫
98．RRSO施行後に診断された卵管癌ⅠA期に対してTC療法を施行したHBOCの１例

小松　直人，田中あすか，田中　良知，竹本　祐基，谷口　　翠，黒田実紗子，
市川　冬輝，甲村奈緒子，小笹　勝巳，増田　公美，横井　　猛 （市立貝塚病院）

99．妊娠中に判明した，非常に稀な悪性卵巣甲状腺腫（低分化癌）の１例
久保田いろは，長又　哲史，栖田　園子，笹川　勇樹，今福　仁美，山崎　友維，
寺井　義人 （神戸大学）
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100．急激な転機をたどった再発粘液性境界悪性腫瘍の１例
久保のぞみ，浅井　麻由，水田　結花，竹内祐美子，三枝　　遥，池田愛紗美，
高折　　彩，河合　恵里，児嶋真千子，森部　絢子，山本　　彩，小薗　祐喜，
奥田亜紀子，関山健太郎，吉岡　弓子，樋口　壽宏
 （公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院）

101．妊孕性温存手術が行われた８年８カ月後に晩期再発した卵巣癌ⅠA期の１例
中野　千晴，今井　健至，内倉慧二郎，野田　拓也，粟津祐一朗，南野　成則，
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）

102．院内心肺停止の蘇生後に卵巣癌手術を行ったTrousseau症候群の１例
出口　智基，木瀬　康人，中川　　慧，瀧内　　剛，三好　　愛，小玉美智子，
小林　栄仁，橋本　香映，上田　　豊，澤田健二郎，冨松　拓治，木村　　正
 （大阪大学）

103．卵巣明細胞癌の術後11年で腟に類内膜癌が発生した症例
森岡　咲耶，久松　洋司，中村真季子，福田　桃子，鈴木健太郎，武田　恵美，
牧野　琴音，牧野　博朗，高野　苗江，福田　久人，服部　　葵，西端　修平，
安原　由貴，横江　巧也，佛原　悠介，村田　紘未，北　　正人，岡田　英孝
 （関西医科大学）

104．後腹膜腔に発生したチョコレート囊胞の悪性転化が疑われた卵巣類内膜癌の１例
佐藤　孝憲，坂本　能基，斎藤　庸太，松原　侑子，瀧口　義弘，松岡　智史，
内田　　学，髙木　　力 （耳原総合病院）
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