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千葉県産科婦人科医学会
平成 25 年度冬期学術講演会
プログラム・抄録集
日時：平成 26 年 2 月 1 日（土曜日）13 : 20～17 : 30
会場：千葉県医師会

大会議室

千葉市中央区千葉港 7―1

ホテルニューツカモト 2 階

（千葉県医師会内）
電話
参加費

043（239）5473

無料（日産婦学会研修シール（10 単位）及び日産婦医会研修シール
が交付されます）

＊駐車場の確保はございませんので，お車でのご来場はご遠慮ください
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ご挨拶
毎年，年が明けますと千葉県産科婦人科医学会の冬期学術講演会の時期となります．今年もその
時期がやってきました．
この度の平成 25 年度千葉県産科婦人科医学会冬期学術講演会は東邦大学医療センター佐倉病院
産婦人科が担当いたします．
講演会は今回も一般演題と特別講演の 2 部構成であります．
一般演題には数多くの申し込みを頂きありがとうございました．みなさまから診療や研究の成果
の発表を聞いて，勉強できることを楽しみにしています．座長の方々は若手の医師を中心にお願い
をいたしました．
特別講演には東邦大学医療センター佐倉病院内科（糖尿病内分泌代謝センター）教授の龍野一郎
先生をお招きしました．
「ライフステージを考えた日本人女性のための骨粗鬆症診療―千葉市骨粗鬆
症検診 7 万人のデータ解析から―」と題した講演をして頂きます．このような 7 万人もの膨大な対
象をもとにした臨床研究についてお話が伺えることはとても興味深いことと思い，この特別講演を
企画いたしました．
おなじみの千葉市で開催する講演会ですので，産科婦人科学会総会や秋の関東連合地方部会の時
のように観光やその地の名物を食する楽しみには欠けますが，学会後には懇親会を用意しました．
千葉県産科婦人科医学会本部の粋な計らいで懇親会費は無料です．寒い時期の学会からのお帰りの
前に，懇親会に出席して頂き少しでも温まってからお帰りください．
多くの会員の方に講演会にご出席いただきますことをお願い申し上げます．
千葉県産科婦人科医学会
平成 25 年度冬期学術講演会
当番世話人：東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科
木下

俊彦
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＜学術講演会参加の方へ＞
・参加費は無料です．
・日本産科婦人科学会研修シール（10 単位）ならびに日本産婦人科医会研修シールは，当日受付に
て交付いたします．
・プログラム/抄録集（本誌）は各自ご持参ください．
（初期研修医，学生の方には無料で差し上げます．身分証明書をご呈示ください）
・会場内では，携帯電話，PHS などの電源は OFF にするか，マナーモードでご使用ください．
・会場内サイドスライドでの呼び出しはいたしません．

＜演者の方へ＞
・発表方法について
1）発表形式はすべて PC 発表（Windows）です．
スライドやビデオは使用できませんのでご注意ください．
動画ファイルを使用する場合には 1 月 24 日（金）までに事務局へご連絡ください．
2）会場へは，USB メモリーあるいは CD-R いずれかの形で発表データをお持ち込みください．
（お預かりしたデータはご発表後，事務局が責任をもって消去いたします）
3）発表 30 分前までに PC 受付にて発表データの試写と受付を済ませてください．
4）PC 受付でのデータ修正は基本的にはできません．データ修正などは事前に済ませてから会場
へお越しください．
5）PowerPoint2007 の「発表者ツール」機能は使用できません．
6）発表時間は 5 分間，討論 2 分間です．時間厳守でお願いいたします．
・USB メモリーまたは CD-R（RW は不可）に関する注意事項
1）ソフトは以下のものをご使用ください
Microsoft 社 Windows 版 PowerPoint2007/2010（2013 には非対応です．上記の version 形式
にて保存し，動作を確認ください．
）
＊Macintosh には対応できません．ご了承ください．
2）フォントは OS 標準のもののみご使用ください．
3）会場スピーカーへは音声を流せません．
4）画面の解像度は，XGA（1024×768）でお願いいたします．
5）CD-R（RW は不可）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 で読み込めない可能性があります．
・ご発表の内容はぜひ千葉県産科婦人科医学会雑誌へご投稿いただきますようにお願いいたします．
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＜座長の先生へ＞
・学術講演会参加受付後，PC 受付にて座長受付をお願いします．
・担当されるセッションの開始 10 分前までに次座長席にお着きください．

＜懇親会のご案内＞
・学術講演会終了後に懇親会を予定しております．
ホテル

ポートプラザちば

3階

ポートルーム

千葉市中央区千葉港 8―5
TEL

043―247―7211

（学会場（ホテルニューツカモト）の向かいになります）
・懇親会参加費

無料

＊皆様お誘い合わせの上，ふるってご参加ください．

お問い合わせ先
千葉県産科婦人科医学会
担当

平成 25 年度冬期学術講演会

事務局

竹下直樹（ntakesit@med.toho-u.ac.jp）

東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科
〒285―8741

佐倉市下志津 564―1

TEL

043―462―8811（代）

FAX

043―462―8820
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プログラム
開会あいさつ（13：20～13：30）
東邦大学医療センター佐倉病院

Ⅰ．産科

1

産婦人科

木下俊彦

（13：30～13：54）
座長

鈴木千賀子

（順天堂大学医学部附属浦安病院

産婦人科）

1．妊娠 25 週で発症し，CT 検査で診断した特発性腎破裂の 1 例
帝京大学ちば総合医療センター

産婦人科

鮫島大輝，佐川義英，古村絢子，寺田光二郎，中村泰昭，落合尚美，中川圭介，中江華子，
五十嵐敏雄，梁

善光

2．子宮手術後に妊娠 27 週で子宮破裂に至った一例
帝京大学ちば総合医療センター

産婦人科

佐川義英，蛭田健夫，古村絢子，鮫島大輝，寺田光二郎，中村泰昭，落合尚美，中川圭介，
中江華子，五十嵐敏雄，梁

善光

3．低 hCG 値にも関わらず強い下腹部痛を呈した腹膜妊娠の 1 例
東邦大学医療センター佐倉病院

産婦人科

一瀬俊一郎，竹下直樹，安達知弘，佐々木泉，横川

桂，萬来めぐみ，安田

豊，高島明子，

木下俊彦

Ⅱ．産科

2

（13：54～14：18）
座長

吉丸真澄

（東京歯科大学市川総合病院

産婦人科）

4．自宅で心肺停止をきたし，家族により心マッサージが行われた羊水塞栓症の一例
千葉大学附属病院
木村

周産期母性科

薫，尾本暁子，岡山

潤，真田道夫，森本沙知，井上万里子，田中宏一，生水真紀夫

5．妊娠後期に発症した劇症 1 型糖尿病の一例
東京慈恵会医科大学附属柏病院

産婦人科

村嶋麻帆，飯田泰志，大和田彬子，田畑潤哉，黒田高史，山村倫啓，宇田川治彦，松井仁志，
鈴木二郎，鈴木美智子，森本恵爾，小曽根浩一，田部

宏，高野浩邦，佐々木寛

6．妊娠高血圧症候群による緊急帝王切開術後に周産期心筋症を発症した一例
東京歯科大学市川総合病院
栗原朋子，宮崎
高松

潔

産婦人科

薫，布施由紀子，宮田あかね，吉丸真澄，仲村

勝，小川真里子，吉田丈児，

2014 年 1 月 15 日

Ⅲ．腫瘍

77

1

（14：18～14：50）
座長

碓井宏和

（千葉大学大学院医学研究院

生殖機能病態学）

7．侵入奇胎治療中腟転移巣より大量出血を来たし，化学療法にて肝機能障害を来した一例
帝京大学ちば総合医療センター

産婦人科

寺田光二郎，佐川義英，古村絢子，鮫島大輝，落合尚美，中村泰昭，中川圭介，中江華子，
五十嵐敏雄，梁

善光

8．甲状腺機能亢進のため周術期管理を要した臍上 6cm に達する全胞状奇胎の 1 例
初期研修医1），同産婦人科2），熊切産婦人科3）

国保直営総合病院君津中央病院
山本

愛1），木村博昭2），秋山文秀2），亀井未央2），羽生裕二2），平敷好一郎2），神山正明2），熊切

芳3）

9．成熟奇形腫部分切除術 9 年後に卵黄嚢腫瘍を発症した一例
船橋市立医療センター

産婦人科

川原麻美，齊藤俊雄，小暮健二郎，森

麻子，長嶋武雄，鈴木康伸

10．卵管発生と考えられた成熟嚢胞性奇形腫の一例
女性診療科・産科1），同病理部2）

日本医科大学千葉北総病院
角田陽平1），山田

隆1），池田真利子1），尾崎景子1），森

瑛子1），中田真理世1），村川裕子1），

山本晃人 ，永野玲子 ，石川温子 ，渡辺美千明 ，羽鳥
1）

1）

1）

1）

努2），鴨井青龍1）

―休憩 10 分間―

Ⅳ．腫瘍

2

（15：00～15：40）
座長

山田

隆

（日本医科大学千葉北総病院

女性診療科・産科）

11．臨床病期第 1 期に Trousseau 症候群を呈した卵巣類内膜腺癌症例
千葉大学医学部附属病院
糸井瑞恵 ，楯
1）

真一 ，林
1）

婦人科1） 千葉大学大学院医学研究院
伸彦 ，塙
1）

病態病理学2）

真輔 ，山本憲子 ，錦見恭子1），碓井宏和1），三橋
1）

1）

暁1），

清川貴子2），生水真紀夫1）
12．当科における子宮内膜間質肉腫に対する MPA 治療の検討
千葉県がんセンター

婦人科

草西多香子，鈴鹿清美，井尻美和，大崎達也，田中尚武
13．卵巣嚢腫の術前 MRI で偶発的に発見された悪性腺腫の一例
東京女子医科大学八千代医療センター
高田優子，林

母体胎児科・婦人科

若希，丸田佳奈，和田真沙美，田代英史，諸岡雅子，草西多香子，井出早苗，

渡邉悠久美，中島義之，坂井昌人，正岡直樹
14．子宮全摘術時に偶然認められた良性多嚢胞性中皮腫の一例
船橋市立医療センター

産科婦人科

小暮健二郎，齊藤俊雄，川原麻美，森

麻子，長嶋武雄，鈴木康伸
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15．頸管ポリープが発見の契機となった子宮頸部大細胞神経内分泌癌（LCNEC）の一例
東京歯科大学市川総合病院
布施由紀子，仲村
高松

産婦人科

勝，栗原朋子，宮田あかね，吉丸真澄，宮崎

薫，小川真里子，吉田丈児，

潔

Ⅴ．その他

（15：40～15：54）
座長

中江華子

（帝京大学ちば総合医療センター

産婦人科）

16．診断が困難であった子宮筋腫に伴う子宮捻転の 1 例
谷津保健病院1），帝京大学市原総合病院2），東京慈恵科会医科大学3）
松丸佳世1），寺田光二郎2），西井

寛3），横山哲也1），佐藤

寛1）

17．単孔式用ドライボックスを用いた縫合操作の習熟曲線
東京慈恵会医科大学附属柏病院

産婦人科

高野浩邦，飯田泰志，大和田彬子，田畑潤哉，村嶋麻帆，黒田高史，山村倫啓，宇田川治彦，
松井仁志，鈴木二郎，森本恵爾，鈴木美智子，小曽根浩一，田部

宏，佐々木寛

18．搬送後の診療で苦労した輸血拒否の 2 症例
亀田総合病院

産婦人科

遠見才希子，鈴木

真，田中亜由子，末光徳匡，鈴木陽介，高橋健太，松浦拓人，寺岡香里，

高矢寿光，古澤嘉明，亀田省吾，清水幸子

―休憩 6 分間―

トピックス

（16：00～16：15）

「NIPT（Non Invasive Prenatal Testing）の今後」
講

師

東邦大学医療センター佐倉病院

座

長

千葉大学大学院医学研究院

産婦人科

准教授

生殖機能病態学

竹下直樹先生

長田久夫先生

特別講演

（16：15～17：15）

「ライフステージを考えた日本人女性のための骨粗鬆症診療
―千葉市骨粗鬆症検診 7 万人のデータ解析から―」
講

師

東邦大学医療センター佐倉病院

糖尿病内分泌代謝センター教授

座

長

東邦大学医療センター佐倉病院

産婦人科教授

龍野一郎先生

木下俊彦先生

閉会挨拶（17：15）
東邦大学医療センター佐倉病院

竹下直樹

