
会　期：2021年6月19日（土），20日（日）

会　場：神戸国際会議場

	 近畿産科婦人科学会　会長		 山崎　峰夫
	 	 学術集会長	 柴原　浩章

　本邦における新型コロナウイルス（COVID-19）に関しま
しては，いまだ予断を許さない状況が続いております．
　「第144回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会」につ
きましては，開催形式に関して慎重な審議を重ねております．
　今後，本誌掲載内容から変更となる可能性もございますの
で，ホームページ（近畿産科婦人科学会）を随時ご確認いた
だきますようお願い申し上げます．

http://www.kinsanpu.jp

第144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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102  産婦の進歩第73巻2号 (2021年５月)

第144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：2021年６月19日（土）11：50～17：40
　　　　　　　　６月20日（日）  9：00～16：45

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

受付時間：６月19日（土）　11：00～17：30
　　　　　６月20日（日）　 8：00～16：30

参加受付：１Ｆ　第１会場「メインホール」の前
ＰＣ受付：３Ｆ　第２会場「国際会議室」の前

第１会場：メインホール（１Ｆ）
　　　　　 （開会式，ランチョンセミナー1・4，教育セミナー1・2・3，イブニングセ

ミナー，共通講習（感染対策・医療安全），指導医講習会，学術奨励賞受賞
講演，優秀演題賞候補1・2，総会，閉会式）

第２会場：国際会議室（３Ｆ）　（ランチョンセミナー2・5）
第３会場：401＋402（４Ｆ）　（ランチョンセミナー3，6）
第４会場：501（５Ｆ）　（評議員会）

＜評議員会＞

日　　時：６月20日（日）12：00～13：00
会　　場：第４会場：501（５Ｆ）

＜総　　会＞

日　　時：６月20日（日）13：05～13：35
会　　場：第１会場：メインホール（１Ｆ）

＜学術奨励賞受賞講演＞

日　　時：６月20日（日）11：20～11：35
会　　場：第１会場：メインホール（１Ｆ）
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プログラム2021年5月  103

＜優秀演題賞表彰式＞

日　　時：６月20日（日）16：40～16：45
会　　場：第１会場：メインホール（１Ｆ）

＜日本専門医機構認定講習会単位のご案内＞

「講習会単位のご案内」は，現在，単位申請中のため，確定情報は近畿産科婦人科学会HP（http://
www.kinsanpu.jp）よりご覧ください．

＜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（参加章兼領収書）をお受け取
りください．参加費のお支払いは現金のみです．なお，初期研修医・医学部学生の学会参加
費は無料です．紹介者の方と一緒に受付をしてください．

・ 日本産科婦人科学会専門医出席証明は，e医学会カードで受付を行いますので，会員の皆様は
e医学会カードを忘れずにご持参ください．日本産科婦人科学会員はe医学会カードを忘れず
にご持参ください．

・ 日本産婦人科医会の研修参加証明書は，会期中1枚を配布します．
・ 教育セミナー1・2・3，ランチョンセミナー1・2・3・4・5・6，イブニングセミナー，指導医
講習会には，日本専門医機構産婦人科領域講習の単位が付与される予定です（申請中）．共通
講習（感染対策・医療安全）には，日本専門医機構共通講習の単位が付与される予定です（申
請中）．入室時にe医学会カードで受講証明をします．また，専門医共通講習（感染対策講習会・
医療安全講習会）は，e医学会カードをお持ちの方はe医学会カードで受講証明をしますが，
日本産科婦人科学会員以外の医師など，e医学会カードをお持ちでない場合は受講証明書を発
行いたします．

＜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３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．講演者は各セッション開始30分前までに3Ｆ第2会場「国際会議室」前にてPC受付と試写を

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，発表が終わり次第消去させていただきます．
　　会場に用意してあるPCでは，パワ－ポイントの「発表者ツール」機能は使用できません．
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第144回近畿産科婦人科学会総会ならびに学術集会104  産婦の進歩第73巻2号

【発表データをお持ち込みの方へ】
・ソフトはWindows版Power Point2010/2013/2016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（1024×768，4：3）でお願いします．
・発表データはUSBフラッシュメモリー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（1024×768，4：3）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．
　※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．

P101-112_73-2_学術集会_プログラム.indd   104 21/04/13   14:37



プログラム2021年5月  105

＜ 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
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＜ 各 会 場 案 内 図 ＞
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プログラム2021年5月  107

学会進行表

■2021年6月19日（土）神戸国際会議場
第 1会場（1F）
メインホール

第 2会場（3F）
国際会議室 301

第 3会場（4F）
401＋ 402

第 4会場（5F）
501

11:50
開 会 式

12:00

12：00－13：00
ランチョンセミナー 1
座長：大道　正英
演者：小林　裕明
共催：中外製薬㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 2
座長：岡田　英孝
演者：前田　長正
共催：持田製薬㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 3
座長：柴原　浩章
演者：江川　美保
共催：㈱ツムラ　

13:10

13：10－14：10
教育セミナー 1
座長：寺井　義人
演者：鍔本　浩志

13：10－14：04
周産期 1
（1-6）

座長：船越　徹

13：10－14：13
婦人科 1
（19-25）

座長：角　玄一郎

14:10

14：10－15：04
周産期 2
(7-12)

座長：吉松　淳

14：15－14：51
腫瘍 1
（26-29）

座長：澤田健二郎

14:20

14：20－15：20
教育セミナー 2
座長：井箟　一彦
演者：杉山　　隆 14：55－15：31

腫瘍 2
（30-33）

座長：井上　佳代15：10－16：04
生殖

（13-18）
座長：木村　文則

15:20

15:30

15：30－16：30
イブニングセミナー
座長：角　　俊幸
演者：横山　良仁
共催：科研製薬㈱

15：35－16：29
婦人科 2
（34-39）

座長：佐々木　浩

16:40

16：40－17：40
共通講習（感染対策）
座長：田中　宏幸
演者：早川　　智

18:00
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■2021年6月20日（日）
第 1会場（1F）
メインホール

第 2会場（3F）
国際会議室 301

第 3会場（4F）
401＋ 402

第 4会場（5F）
501

9:00

9：00－10：00
指導医講習会

座長：万代　昌紀
演者：榎本　隆之

10:00
10：00－10：54
周産期 3
（50-55）

座長：廣瀬　雅哉

10：00－11：03
腫瘍 3
（74-80）

座長：山口　建

10:10

10：10－11：10
教育セミナー 3
座長：村上　節
演者：藤原　浩11:00

11：00－11：54
周産期 4
（56-61）

座長：石井　桂介

11：10－11：55
腫瘍 4
（81-85）

座長：恒遠　啓示

11:20
11：20－11：35

学術奨励賞受賞講演
12:00

12：00－13：00
ランチョンセミナー 4
座長：松村　謙臣
演者：寺内　公一

共催：バイエル薬品㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 5
座長：北脇　　城
演者：小野　政徳

共催：ゼリア新薬工業㈱

12：00－13：00
ランチョンセミナー 6
座長：後藤　　栄
演者：鍋田　基生
共催：㈱パートナーズ

12：00－13：00
評議員会

13:05
13：05－13：35

総会
13:40

13：40－14：35
優秀演題賞候補 1
（40-44）

座長：角　　俊幸
　　　川口　龍二

13：40－14：34
周産期 5
（62-67）

座長：荻田　和秀

13：40－14：34
婦人科 3
（86-91）

座長：森　泰輔

14:40
14：40－15：35
優秀演題賞候補 2
（45-49）

座長：村上　　節
　　　出口　雅士

14：40－15：34
周産期 6
（68-73）

座長：橘　大介

14：40－15：25
婦人科 4
（92-96）

座長：小谷　泰史

15:40

15：40－16：40
共通講習（医療安全）
座長：木村　　正
演者：池田　智明

16:40
16：40－16：45
閉 会 式

17:00
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プログラム2021年5月  109

ランチョンセミナー１，２，３

■６月19日（土）12：00～13：00　第１会場　メインホール（１Ｆ）

１．「卵巣がんに到来したPrecision Medicine時代におけるBevacizumabの位置づけ」

　　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：鹿児島大学医学部産科婦人科学教室教授 小林　裕明先生
　　共催：中外製薬株式会社

■６月19日（土）12：00～13：00　第２会場　国際会議室301（３Ｆ）

２．「子宮内膜症，腹腔免疫の向上を目指して―NK・マクロファージとDienogest―」

　　座長：関西医科大学産科学・婦人科学講座教授 岡田　英孝先生
　　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：持田製薬株式会社

■６月19日（土）12：00～13：00　第３会場　401+402（４Ｆ）

３．「PMS女性のみかた ～PMDDの診療を通して学んだこと～」

　　座長：兵庫医科大学産科婦人科学講座教授 柴原　浩章先生
　　演者：京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学助教 江川　美保先生
　　共催：株式会社ツムラ

教育セミナー１，２

■６月19日（土）13：10～14：10　第１会場　メインホール（１Ｆ）

１．「産婦人科診療における遺伝性腫瘍とゲノム医療の実際」

　　座長：神戸大学大学院医学研究科産科婦人科特命教授 寺井　義人先生
　　演者：兵庫医科大学産科婦人科学講座教授 鍔本　浩志先生
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■６月19日（土）14：20～15：20　第１会場　メインホール（１Ｆ）

２．「妊娠糖尿病Update」

　　座長：和歌山県立医科大学産科婦人科学教室教授 井箟　一彦先生
　　演者：愛媛大学大学院医学系研究科産科婦人科学教室教授 杉山　　隆先生

イブニングセミナー

■６月19日（土）15：30～16：30 　第１会場　メインホール（１Ｆ）

「婦人科癌サバイバーにおけるヘルスケア」

　　座長：大阪市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：弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座教授 横山　良仁先生
　　共催：科研製薬株式会社

専門医共通講習：感染対策講習会

■６月19日（土）16：40～17：40　第１会場　メインホール（１Ｆ）

「日常診療におけるCOVID-19対策 ーワクチンによるコントロールを目指して」

　　座長：兵庫医科大学産科婦人科学講座教授 田中　宏幸先生
　　演者：日本大学医学部病態病理学系微生物学分野教授 早川　　智先生

指導医講習会

■６月20日（日）9：00～10：00　第１会場　メインホール（１Ｆ）

「妊娠中の子宮頸部浸潤癌の取り扱い」

　　座長：京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教授 万代　昌紀先生
　　演者：新潟大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学教授 榎本　隆之先生
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教育セミナー３

■６月20（日）10：10～11：10　第１会場　メインホール（１Ｆ）

３．「女性生殖機能と時間生物学」

　　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：金沢大学医薬保健研究域医学系医学類生殖・発達医学領域産科婦人科学教授
 藤原　　浩先生

学術奨励賞受賞講演

■６月20（日）11：20～11：35　第１会場　メインホール（１Ｆ）

「遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対するリスク低減卵管卵巣摘出術の後方視的検討」

　　演者：京都大学医学部附属病院産科婦人科 山村　　幸先生
　　座長：2020年度近畿産科婦人科学会会長 志村研太郎先生

ランチョンセミナー４，５，６

■６月20日（日）12：00～13：00　第１会場　メインホール（１Ｆ）

４．「OC・LEPガイドライン2020年度版 ―連続投与のアドヴァンテージとは？―」

　　座長：近畿大学医学部産科婦人科学教室教授 松村　謙臣先生
　　演者：東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科茨城県地域産科婦人科学講座教授
 寺内　公一先生
　　共催：バイエル薬品株式会社
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■６月20日（日）12：00～13：00　第２会場　国際会議室301（３Ｆ）

５．「産婦人科疾患における貧血と治療の最新トピックス」

　　座長：市立大津市民病院理事長 北脇　　城先生
　　演者：金沢大学医薬保健学域医学類産科婦人科講師，
　　　　　同附属病院周産母子センター副センター長 小野　政徳先生
　　共催：ゼリア新薬工業株式会社

■６月20日（日）12：00～13：00　第３会場　401+402（４Ｆ）

６．「ラクトフェリンの可能性　～子宮内フローラの生殖医療への影響～」

　　座長：後藤レディースクリニック院長 後藤　　栄先生
　　演者：つばきウイメンズクリニック理事長・院長 鍋田　基生先生
　　共催：株式会社パートナーズ

専門医共通講習：医療安全講習会

■６月20日（日）15：40～16：40　第１会場　メインホール（１Ｆ）

「周産期医療と医療安全」

　　座長：大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座教授 木村　　正先生
　　演者：三重大学医学部産科婦人科学教室教授 池田　智明先生
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■６月19日（土）（13：10－16：29）

［第２会場　国際会議室301 ３F］

周産期１　（13：10－14：04） 座長：船越　徹
１． 妊娠26週未満にSelective intrauterine growth restriction（sIUGR）Type Iと
　　診断された一絨毛膜二羊膜双胎の周産期予後と臨床経過

黄　彩実，來間　愛里，和形　麻衣子，山本　瑠美子，川口　晴菜，山本　亮，
林　周作，石井　桂介 （大阪母子医療センター）

２．双胎1児死産後4日目にdelayed interval deliveryとなった1例
松本　培世，船越　徹，平久　進也，金子　めぐみ，窪田　詩乃，荻野　美智
 （兵庫県立こども病院）

３．胎児診断されたまれな軟部腫瘍の1例
小川　紋奈，笹原　淳，金川　武司，石井　桂介，光田　信明
 （大阪母子医療センター）

４．水頭症発症を契機に出生前に先天性脳腫瘍と診断された1例
北野　有紗，太田　菜美，中田　久実子，南條　佐輝子，溝口　美佳，八木　重孝，
南　佐和子，井箟　一彦 （和歌山県立医科大学）

５．胎児間輸血症候群によりabdominal compartment syndromeを発症した1症例
益子　尚久，谷村　憲司，小畑　権大，今福　仁美，出口　雅士，寺井　義人
 （神戸大学）

６．高度肥満を伴う二絨毛膜二羊膜双胎妊娠の周産期管理経験
中野　千春，三杦　卓也，中島　安紗海，柴田　悟，末包　智紀，中井　建策，
植村　遼，札場　恵，田原　三枝，羽室　明洋，中野　朱美，橘　大介，古山　将康
 （大阪市立大学）

周産期２　（14：10－15：04） 座長：吉松　淳
７．Klippel-Trenaunay-Weber症候群合併妊娠の妊娠分娩管理

坂元　優太，三宅　龍太，山中　彰一郎，竹田　善紀，大西　俊介，市川　麻祐子，
赤坂　珠理晃，成瀬　勝彦 （奈良県立医科大学）

８．癒着胎盤に対し，胎盤を一定期間子宮内に遺残した後子宮鏡手術で摘出し，子宮を温存できた2例
二木　ひとみ，吉田　茂樹，胡　脩平，大和　奈津子，荻本　圭介，北　采加，
城　道久，安田　立子，大木　規義，稲垣　美恵子，村越　誉，岡田　十三
 （千船病院）
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９．妊娠初期に発症した深部静脈血栓症およびアンチトロンビン欠乏症の1例 
牧野　琴音，神谷　亮雄，西端　修平，黒田　優美，吉田　彩，山田　崇弘，
岡田　英孝 （関西医科大学）

10．妊娠高血圧腎症にVogt-小柳-原田病を合併した1例 
苔原　つばさ1），房　正規1），三木　玲奈1），中筋　由紀子1），荒井　貴子1），宮本　岳雄1），
太田　岳人1），豊国　秀昭2），原　ルミ子2），松本　安代3）

 （加古川中央市民病院1），同眼科2），大森産婦人科3））
11．除細動器植え込み後良好な周産期予後を得た，肥大型心筋症合併妊娠の1例

石川　渚，柿ヶ野　藍子，笹ケ迫　奈々代，塩野入　規，中西　篤史，神谷　千津子，
岩永　直子，吉松　淳 （国立循環器病研究センター）

12．帝王切開時の後腹膜血腫の存在から診断し得た腎動脈瘤破裂の1例
大西　拓人，桂　大輔，星山　貴子，辻　俊一郎，林　香里，所　伸介，全　梨花，
木村　文則，村上　節 （滋賀医科大学）

生殖　（15：10－16：04） 座長：木村　文則
13．子宮ポリープ状異型腺筋腫に対する妊孕性および不妊治療についての検討

秋田　絵理1），大澤　政彦2），根来　英典1），富山　俊彦1），鈴木　史明1），谷口　武1）

 （定生会谷口病院1），大阪市立大学2））
14．反復囊胞穿刺吸引術とジェノゲスト併用療法が著効したと考えられる
　　両側卵巣チョコレート囊胞を合併した反復ART不成功例

辻　勲1），重田　護1），高矢　千夏1），江原　千晶1），菊川　忠之1），河邊　麗美1），
藤岡　聡子1），福田　愛作1），森本　義晴2）

 （IVF大阪クリニック1），HORACグランフロント大阪クリニック2））
15．PIDを繰り返していたEdwardsiella tarda感染症に抗菌薬とプロバイオティクスにて加療し，
　　IVF妊娠成立した1症例

浅井　淑子，森下　みどり，寺脇　奈緒子，小宮　慎之介，姫野　隆雄，井上　朋子，
森本　義晴 （HORACグランフロント大阪クリニック）

16．当院におけるProgestin-primed ovarian stimulation（PPOS）法の検討と今後の課題
林　奈央，江夏　国宏，山田　弘次，田中　雄介，江夏　徳寿，山田　愛，
江夏　宜シェン，安　昌恵，十倉　陽子，片山　和明，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）

17．セントロメア型抗核抗体陽性で体外受精により妊娠した2症例
寺脇　奈緒子，井上　朋子，森本　義晴 （HORACグランフロント大阪クリニック）

18．妊孕性温存目的に術中採卵を行った1例
牧野　博朗，辻　祥子，神谷　亮雄，木田　尚子，中尾　朋子，小野　淑子，
岡田　園子，北　正人，岡田　英孝 （関西医科大学）
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［第３会場　401＋402 ４F］

婦人科１　（13：10－14：13） 座長：角　玄一郎
19．腹式単純子宮全摘術の術後合併症における発症予測因子の検討

赤坂　往倫範，馬淵　誠士，福井　陽介，河原　直紀，長安　実加，木村　麻衣，
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）

20．抗菌薬抵抗性で治療に難渋しMycoplasma hominis感染症を疑った2例
渡邉　亜矢，山下　優，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）

21．巨大子宮筋腫を伴う子宮が捻転した高齢者急性腹症の1例
北島　佑佳，瀧内　剛，中川　慧，木瀬　康人，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）

22．A群溶連菌感染症により子宮筋腫の破裂をきたした1例
小倉　直子1），森田　宏紀1），田中　宇多留2），鈴木　加代2），高橋　卓也3），
河谷　春那1），黒島　瑞穂1），黄　豊羽1），小嶋　伸恵1）

 （甲南医療センター1），同放射線科2），同病理部3））
23．診断に苦慮した結核性腹膜炎の1例

山本　皇之祐1），橋口　康弘1），岸本　佐知子1），西岡　和弘1），若狹　明子2），
大井　豪一1） （近畿大学奈良病院1），同病理診断部2））

24．胎囊周囲エタノール注入療法が奏功した子宮頸管妊娠の1例
居出上　大起，桂　大輔，小川　智恵美，星山　貴子，所　伸介，辻　俊一郎，
林　香里，全　梨花，山田　一貴，木村　文則，村上　節 （滋賀医科大学）

25．子宮頸癌との鑑別に難渋した外陰ヘルペス感染症の1例
井淵　誠吾，上田　尚子，田中　良道，西江　瑠璃，橋田　宗祐，寺田　信一，
古形　祐平，藤原　聡枝，田中　智人，恒遠　啓示，佐々木　浩，大道　正英
 （大阪医科薬科大学）

腫瘍１　（14：15－14：51） 座長：澤田　健二郎
26．当院での悪性軟部腫瘍4例に対するパゾパニブの治療経験

谷　顕裕，片岡　恒，垂水　洋輔，古株　哲也，寄木　香織，森　泰輔，北脇　城
 （京都府立医科大学）

27．傍大動脈リンパ節腫大を伴う子宮体癌症例において腫大リンパ節は悪性リンパ腫であった1症例
鈴木　健太郎，佛原　悠介，横江　巧也，久松　洋司，角　玄一郎，北　正人，
岡田　英孝 （関西医科大学）

28．分葉状頸管腺過形成の長期経過観察中に胃型粘液性腺癌を発症した1例
山本　幸代，小玉　美智子，小林　まりや，中川　慧，木瀬　康人，瀧内　剛，三好　愛，
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）
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29．癌性髄膜炎を発症した卵巣癌の1例
内倉　慧二郎，福田　武史，今井　健至，山内　真，笠井　真理，市村　友季，
安井　智代，角　俊幸 （大阪市立大学）

腫瘍２　（14：55－15：31） 座長：井上　佳代
30．閉経後卵巣卵黄囊腫瘍の1例

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

31．婦人科悪性腫瘍にTrousseau症候群を合併した3例
喜多　ともみ，山崎　友維，小畑　権大，澤田　茉美子，冨本　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）

32．子宮頸癌再発に肺高血圧を合併し，PTTMと診断した1例
小松　伶奈，小玉　美智子，田伏　真理，中川　慧，木瀬　康人，瀧内　剛，三好　愛，
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）

33．Olaparib維持療法後のプラチナ製剤再投与の奏効率
中澤　浩志，長尾　昌二，成田　萌，鈴木　一弘，澁谷　剛志，自見　倫敦，
矢野　紘子，北井　美穂，塩崎　隆也，山口　聡
 （兵庫県立がんセンター）

婦人科２　（15：35－16：29） 座長：佐々木　浩
34．Z形成術とY-V形成術を用いた陰唇癒着症に対する新しい術式

前田　倫子，出口　真理，村頭　温，中村　暁子，信田　侑里，樋口　明日香，
西村　宙起，天野　創，辻　俊一郎，笠原　恭子，木村　文則，村上　節
 （滋賀医科大学）

35．臀部痛を主訴としたOHVIRA症候群の1例
北村　圭広，北岡　由衣，川俣　まり，澤田　重成 （京都山城総合医療センター）

36．大量不正出血により緊急子宮全摘術を要した子宮憩室の1例
石井　沙季，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）

37．高齢者の陰唇癒着症に対し，異なるアプローチで再癒着防止を図った2例
田村　祐子，清水　美代，渡邊　愛，加藤　淑子，福岡　正晃 （済生会京都府病院）

38．排尿障害をきたした腟内異物の1例
西川　恭平，脇　啓太，小川　憲二，安川　久吉，赤田　忍
 （大阪はびきの医療センター）

39．ペッサリーリング挿入による子宮留膿腫の穿孔の1例
李　侑香，金山　智子，辻　麻亜子，森内　航生，伏見　萩子，西野　由香里，
西島　光浩 （兵庫県立淡路医療センター）
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■６月20日（日）（10：00－15：35）

［第１会場　メインホール 1F］

優秀演題賞候補１　（13：40－14：35） 座長：角　俊幸，川口　龍二
40．当院における子宮鏡下子宮中隔切除術の有効性の検討

佐伯　信一朗，福井　淳史，浮田　祐司，加藤　徹，脇本　裕，柴原　浩章
 （兵庫医科大学）

41．婦人科悪性腫瘍におけるマイクロサテライト不安定性の頻度調査
青木　稚人，中井　英勝，望月　亜矢子，平嶋　泰之，勝田　隆博，西尾　真，
吉岡　恵美，竹中　基記，奈須　家栄，藤原　聡枝，寄木　香織，森　泰輔，金田　倫子，
近藤　英司，荒川　敦志，長野　浩明，松村　謙臣，伊藤　公彦
 （関西臨床腫瘍研究会）

42．早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術後の再発についての検討
成田　萌，北井　美穂，鈴木　一弘，中澤　浩志，澁谷　剛志，山本　香澄，
自見　倫敦，矢野　紘子，塩崎　隆也，松岡　和子，長尾　昌二，山口　聡
 （兵庫県立がんセンター）

43．腹腔鏡下後方骨盤除臓術を施行した腟癌の1例
梅澤　奈穂，小玉　美智子，中川　慧，木瀬　康人，瀧内　剛，三好　愛，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）

44．当院でのプラチナ製剤感受性再発卵巣癌に対するオラパリブ投与症例の後方視的研究
笹井　奈穂，青木　稚人，中井　英勝，松村　謙臣 （近畿大学）

優秀演題賞候補２　（14：40－15：35） 座長：村上　節，出口　雅士
45．当院でのCOVID-19陽性妊婦の検討

沖　絵梨，中田　真一，本久　智香，英久　仁子，康　文豪 （大阪市立十三市民病院）
46．当院における周産期メンタルヘルスケアの取り組み

今橋　敦子1），原田　奈津江1），田中　あゆみ2），河崎　あさひ2），池野　慎治2），
三村　治2），野原　当2），藤原　卓夫2）

 （あさぎり病院看護部1），同産婦人科2））
47．子宮型羊水塞栓症の臨床経過についての検討

佐道　俊幸1,2），赤坂　珠理晃1），吉元　千陽1,2），常見　泰平1），小林　浩1）

 （奈良県立医科大学1），奈良県総合医療センター2））
48．ERA（子宮内膜着床能検査）の臨床効果に関する国際共同臨床研究（ランダム化比較試験）

田口　早桐，船曳　美也子，中村　嘉孝 （医療法人オーク会オーク住吉産婦人科）
49．GnRHアンタゴニストとしてRelugolixを用いた採卵周期の最終成熟誘導法の検討

小宮　慎之介1,2），浅井　淑子1），井上　朋子1），岡田　英孝2），森本　義晴1）

 （HORACグランフロント大阪クリニック1），関西医科大学2））
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［第２会場　国際会議室301 3F］

周産期３　（10：00－10：54） 座長：廣瀬　雅哉
50．COVID-19陽性の抗リン脂質抗体症候群合併妊娠の1例

夏山　幸一郎，吉田　篤史，永昜　洋子，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）

51．症候性先天性サイトメガロウイルス感染症に対する胎児治療と新生児治療の有効性の検討
谷村　憲司1），施　裕徳1），内田　明子1），上中　美月1），今福　仁美1），藤岡　一路2），
森岡　一朗3），出口　雅士1），寺井　義人1），山田　秀人4）

 （神戸大学1），同小児科2），日本大学小児科3），手稲渓仁会病院不育症センター4））
52．臨床症状からは診断困難だった周産期リステリア症の2例

山野　和紀，大須賀　拓真，川﨑　薫，森内　芳，松坂　優，滝　真奈，山口　綾香，
最上　晴太，近藤　英治，万代　昌紀 （京都大学）

53．EBウイルス関連非外傷性脾破裂による出血性ショック後に発症した高度子宮腔癒着症の1例
尾崎　孝宏，三好　さゆり，松井　克憲，高石　侑，増田　望穂，池田　真規子，
安田　美樹，安堂　有希子，佐藤　浩，田口　奈緒，廣瀬　雅哉
 （兵庫県立尼崎総合医療センター）

54．妊娠糖尿病初期スクリーニングにおけるカットオフ値に関する検討
藤吉　惠津子，田村　聡，菊池　香織，岡藤　博，宮本　真由子，沈　嬌，邨田　裕子，
田中　彩香，矢野　悠子，八田　幸治，高山　敬範，潮田　至央，佐伯　典厚，
橋本　奈美子 （日本生命病院）

55．妊娠糖尿病における母体インスリン抵抗性・分泌能から見た在胎不当過体重児の関連因子
北　采加，金川　武司，五十川　智司，川口　晴菜，山本　亮，笹原　淳，岡本　陽子，
光田　信明，石井　桂介 （大阪母子医療センター）

周産期４　（11：00－11：54） 座長：石井　桂介
56．当院における分娩誘発における検討

岡　愛実子，中西　篤史，徳永　詩音，石川　渚，田伏　真理，亀井　裕史，
笹ケ迫　奈々代，月村　英利子，柿ヶ野　藍子，塩野入　規，神谷　千津子，
岩永　直子，吉松　淳 （国立循環器病研究センター）

57．当院で陣痛誘発を行った頸管熟化不全症例の検討
　　プロウペス（ジノプロストン腟内留置用製剤）の使用経験を含めて

安藝　惠，杉並　興，村山　有美，小林　弘尚，中妻　杏子，佐々木　聖子，
堀江　克行 （三菱京都病院）

58．膀胱浸潤を疑う前置癒着胎盤に対する緊急帝王切開術の出血コントロールにREBOAが著効した1例
金光　麻衣，中村　幸司，川西　陽子，前中　隆秀，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）
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59．帝王切開に工夫を要した脊髄損傷合併妊娠の1例
小嶋　哲，田中　佑輝子，沖村　浩之，前田　英子，馬淵　亜希，藁谷　深洋子，
森　泰輔，北脇　城 （京都府立医科大学）

60．広汎子宮頸部摘出術後妊娠の周産期予後不良因子についての単一施設後方視的検討
岡本　葉留子，滝　真奈，森内　芳，大須賀　拓真，松坂　優，山口　綾香，川﨑　薫，
最上　晴太，近藤　英治，万代　昌紀 （京都大学）

61．当院で経腹的子宮頸管縫縮術を行った4症例の検討
上東　真理子，岡村　直哉，味村　志穂，田島　千裕，山口　桃李，郡山　直子，加藤　徹，
柴原　浩章 （兵庫医科大学）

周産期５　（13：40－14：34） 座長：荻田　和秀
62．妊娠後期に妊娠性肝内胆汁うっ滞症を発症した1例

齋藤　庸太，松原　侑子，小川　萌，岩田　隆一，瀧口　義弘，髙木　力，松岡　智史，
内田　学，坂本　能基 （耳原総合病院）

63．妊娠中に胆囊捻転と診断し良好な経過をたどった1症例
小川　智恵美，桂　大輔，星山　貴子，所　伸介，林　香里，全　梨花，辻　俊一郎，
山田　一貴，木村　文則，村上　節 （滋賀医科大学）

64．計画分娩中に急激な凝固異常を合併するHELLP症候群を発症した1例
折出　唯志，川西　陽子，平松　宏裕，前中　隆秀，戸田　有朱香，三宅　達也，
中村　幸司，味村　和哉，木村　敏啓，木村　正 （大阪大学）

65．妊娠高血圧症候群の指摘なく子癇発作を発症した1例 
西森　早苗，信永　敏克，増原　完治，山部　エリ （兵庫県立西宮病院）

66．妊娠32週に脳梗塞を発症した1症例
宮森　美花，田原　三枝，千菊　智紀，中野　千春，奥村　真侑，小西　菜普子，
末包　智紀，末光　千春，瀬尾　尚美，中井　建策，福田　恵梨子，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）

67．当院における子宮頸管縫縮術の手術関連有害事象についての検討
來間　愛里，林　周作，黄　彩実，山本　亮，光田　信明，石井　桂介
 （大阪母子医療センター）

周産期６　（14：40－15：34） 座長：橘　大介
68．妊産婦の骨密度と妊娠授乳関連骨粗鬆症との関連についての検討

豊永　絢香1），牧原　夏子1），市橋　さなえ1），中奥　大地1），坂本　綾子1），
船田　菜津子1），藤田　一郎1），左右田　裕生1），佐野　翔平2），井口　哲弘2）

 （済生会兵庫県病院1），同整形外科2））
69．薬物内服のある妊婦の授乳状況についての後方視的検討

橋口　康弘1），山本　皇之祐1），中谷　真豪1），三宅　龍太1），山中　彰一郎1），竹田　善紀1），
大西　俊介1），中野　和俊1），市川　麻祐子1），赤坂　珠理晃1），成瀬　勝彦1），
前田　雅之2），宮原　芽久美2） （奈良県立医科大学1），同薬剤部2））
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70．妊娠中に血小板輸血を要する高度な血小板低下を認めその鑑別に苦慮した1例
白川　潤一，松木　厚，井上　基，小松　摩耶，柳井　咲花，三田　育子，西本　幸代，
中村　博明，中本　收 （大阪市立総合医療センター）

71．静脈確保が困難であった異所性妊娠に対し術後に覚せい剤中毒が判明した1症例
千菊　智紀，羽室　明洋，末包　智紀，中井　建策，植村　遼，札場　恵，北田　紘平，
田原　三枝，三杦　卓也，橘　大介，古山　将康 （大阪市立大学）

72．家庭内暴力（DV）による常位胎盤早期剥離で帝王切開となった1例
畑山　裕生，西森　早苗，山本　岳，尹　純奈，山部　エリ，北井　俊大，増原　完治，
信永　敏克 （兵庫県立西宮病院）

73．急性白血病合併妊娠の1例
吉田　篤史，澤田　雅美，夏山　幸一郎，布出　実紗，永易　洋子，杉本　敦子，
藤田　太輔，大道　正英 （大阪医科薬科大学）

［第３会場　401＋402 4F］

腫瘍３　（10：00－11：03） 座長：山口　建
74．再発卵巣癌に対する化学療法中に気腫性膀胱炎を発症した1例

武田　恵美，横江　巧也，安原　由貴，久松　洋司，角　玄一郎，北　正人，
岡田　英孝 （関西医科大学）

75．著明な変性をきたした卵巣線維腫によるMeigs症候群の1例
青木　淑恵，仲尾　有美，藤田　葵，宮澤　彩，松山　佳奈子，小和　貴雄，松木　貴子，
吉村　明彦，濵田　真一，大西　洋子，山嵜　正人，村田　雄二
 （ベルランド総合病院）

76．再発卵管癌に対するTC療法中に発症した虚血性腸炎の1例
竹本　祐基，市川　冬樹，藤原　奨，後藤　剛，黒田　実紗子，甲村　奈緒子，
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）

77．顆粒球刺激因子（G-CSF）産生腫瘍であった外陰癌の1例
福井　陽介，馬淵　誠士，木村　麻衣，長安　実加，河原　直紀，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）

78．子宮体癌再発に対するAP療法中に低Na血症をきたした1例
松村　有起，筒井　建紀，田中　稔恵，中尾　恵津子，繁田　直哉，清原　裕美子，
大八木　知史 （JCHO大阪病院）

79．術前診断に苦慮した異所性平滑筋腫の4例
樋口　渚，杉浦　敦，前花　知果，村上　暉，伊東　史学，谷口　真紀子，佐道　俊幸，
喜多　恒和 （奈良県総合医療センター）

80．診断と方針に苦慮した子宮体部原発扁平上皮癌の1例
仲尾　有美1），松山　佳奈子1），上田　豊2），藤田　葵1），宮澤　彩1），小和　貴雄1），
松木　貴子1），吉村　明彦1），濱田　真一1），大西　洋子1），山嵜　正人1），村田　雄二1）

 （ベルランド総合病院1），大阪大学2））
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腫瘍４　（11：10－11：55） 座長：恒遠　啓示
81．早期子宮体癌に対する当院での腹腔鏡手術の治療成績の検討

上林　翔大，濱田　航平，山田　香，門元　辰樹，住友　理浩 （公立豊岡病院）
82．腹腔鏡下広汎性子宮全摘術での腟カフ作成の利点

山本　絢可，吉水　美嶺，古田　希，隅野　朋子，辻　なつき，寺川　耕市，
永野　忠義 （関西電力病院）

83．当院におけるロボット支援下腹腔鏡下子宮体癌根治術の視野・手技の工夫
角田　守，大塚　文湖，加藤　真由子，李　紘一郎，竹田　満寿美，兪　史夏，
横山　拓平，福井　温，宮西　加寿也，山本　敏也 （堺市立総合医療センター）

84．鏡視下の特性を活かした骨盤除臓術により完全切除できた外陰部腺様囊胞癌の1例
北野　照，山ノ井　康二，奥宮　明日香，砂田　真澄，浮田　真沙世，千草　義継，
関山　健太郎，山口　建，堀江　昭史，濱西　潤三，近藤　英治，万代　昌紀
 （京都大学）

85．後腹膜鏡下傍大動脈リンパ節生検により確定診断された子宮頸癌再発の1例
城戸　絵里奈，小玉　美智子，田伏　真理，中川　慧，木瀬　康人，瀧内　剛，
三好　愛，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）

婦人科３　（13：40－14：34） 座長：森　泰輔
86．腹腔鏡下子宮全摘術における術後感染性合併症の発症予測

松岡　基樹，馬淵　誠士，福井　陽介，河原　直紀，長安　実加，岩井　加奈，
木村　麻衣，新納　恵美子，山田　有紀，川口　龍二 （奈良県立医科大学）

87．良性疾患に対するロボット支援下手術導入成績―後方視的検討―
磯野　路善，井上　佳代，上田　友子，瀧本　裕美，佐伯　信一朗，本田　晴香，
福井　淳史，鍔本　浩志，柴原　浩章 （兵庫医科大学）

88．予防処置を施行するもロボット支援下子宮全摘によりコンパートメント症候群を発症した1例
小畑　権大，清水　真帆，喜多　ともみ，澤田　茉美子，冨本　雅子，鷲尾　佳一，
長又　哲史，山崎　友維，村田　友香，鈴木　嘉穂，寺井　義人 （神戸大学）

89．卵巣腫瘍茎捻転における卵巣機能温存を目指した腹腔鏡下手術
山本　貴子，小谷　泰史，笹井　奈穂，太田　真見子，城　玲央奈，宮川　知保，
青木　稚人，八幡　環，葉　宜慧，村上　幸祐，貫戸　明子，高矢　寿光，中井　英勝，
松村　謙臣 （近畿大学）

90．腹腔鏡下子宮全摘術後に腟断端に発生した仮性動脈瘤の1例
中川　倫子，小西　菜普子，田坂　玲子，松本　佳也，出口　昌昭
 （岸和田市民病院）

91．嚥性肺炎，十二指腸潰瘍，消化管出血を合併した巨大卵巣腫瘍に手術を行った1例
竹井　智彦，安堂　有希子，尾崎　孝宏，三好　さゆり，松井　克憲，辻　沙織，
高石　侑，増田　望穂，池田　真規子，安田　美樹，森下　紀，佐藤　浩，田口　奈緒，
廣瀬　雅哉 （兵庫県立尼崎総合医療センター）
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婦人科４　（14：40－15：25） 座長：小谷　泰史
92．腹腔鏡下に行った子宮筋腫核出術後妊娠についての検討

安井　友紀，田中　絢香，藤吉　惠津子，田村　聡，菊池　香織，岡藤　博，
宮本　真由子，沈　嬌，邨田　祐子，矢野　悠子，八田　幸治，高山　敬範，
潮田　至央，佐伯　典厚，橋本　奈美子
 （公益財団法人日本生命済生会日本生命病院）

93．SSCIとRoBEEMでTCRはここまで進化する
井上　滋夫 （神戸切らない筋腫治療センター［佐野病院婦人科］）

94．日帰り子宮鏡下癒着剥離の安全性と妊娠成績
江夏　徳寿，岡本　恵理，伊藤　宏一，江夏　国宏，山田　弘二，山田　愛，林　奈央，
江夏　宜シェン，十倉　陽子，片山　和明，山田　聡，水澤　友利，苔口　昭次，
塩谷　雅英 （英ウィメンズクリニック）

95．レゼクトスコープを用いて腟横隔膜切除を行った先天性腟横隔膜症の1例
増田　ゆうき，森田　奈津子，佐々木　浩，平林　知子，永昜　洋子，藤田　太輔，
林　正美，猪木　千春，大道　正英 （大阪医科薬科大学）

96．卵管鏡下卵管形成術の成功率を高めるための我々の工夫
本田　晴香，福井　淳史，味村　史穂，荻野　奈々，佐伯　信一朗，亀井　秀剛，
山谷　文乃，加藤　徹，脇本　裕，柴原　浩章 （兵庫医科大学）
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