
千葉県産科婦⼈科医学会 令和４年度冬季学術講演会 
 
プログラム 
 
開会挨拶 13:30 
国際医療福祉⼤学成⽥病院 産婦⼈科 永松 健 
 
⼀般演題 
I. 周産期１ 13:35-14:15  
座⻑ 永松 健 （国際医療福祉⼤学成⽥病院 産婦⼈科） 
 
1. 早産予防⽬的での⼦宮頸管ペッサリー使⽤経験 
リリーベルクリニック  
有⽥⽩峰, 太⽥寛 
 
2. 多発肝転移を伴う直腸癌合併妊娠の⼀例 
順天堂⼤学医学部附属浦安病院 産婦⼈科 
秋葉純也, 植⽊典和, ⼤塚早織, 瀬川将史, 伊藤早紀, 加藤雅也, ⼤野基晴, 奥村俊之, ⾼⽔
藍, ⼩泉朱⾥, 伊熊慎⼀郎, 菅直⼦, ⽒平崇⽂, 吉⽥幸洋, 牧野真太郎  
 
3. 先天性 ATⅢ⽋乏症を合併し, 妊娠 24 週台に緊急帝王切開となった全前置胎盤の 1 例 
松⼾市⽴総合医療センター 産婦⼈科 
⽯川翔太 藤村尚代 平敷好⼀郎 森本沙知 井⼿⾹甫 廣岡千草 中嶋太郎 伊藤孝輔 
轡⽥早弥⾹  
 
4. リステリア菌⾎症から絨⽑膜⽺膜炎に⾄った妊娠 25 週妊婦の⼀例  
松⼾市⽴総合医療センター 産婦⼈科  
轡⽥早弥⾹，森本沙知，後藤菜⾹乃，⽯川翔太，伊藤孝輔，中嶋太郎，廣岡千草，平敷好⼀
郎，藤村尚代 
 
5. 出⽣前診断し幸帽児で安全に娩出した前置⾎管の⼀例  
成⽥⾚⼗字病院 産婦⼈科 
向⼭⽂貴, ⼩幡新太郎, 河内健⼆, 佐藤史朗, ⻄⽅紀⼦, 真⽥道夫, ⼭ノ内美紀, 塙真輔, 海
野洋⼀ 
 
 



II. 周産期２ 14:15-14:55  
座⻑ ⽚岡史夫 （国際医療福祉⼤学成⽥病院 産婦⼈科） 
 
6. ⼆絨⽑膜⼆⽺膜双胎の胎児発育曲線に関する検討  
帝京⼤学ちば総合医療センター 産婦⼈科 
⼤嶋幸太郎, ⾺場聡, 牧綾⾳, ⽟井佳奈, 賀博美, ⽩取優⼀, 森岡将来, ⾜⽴克之, 五⼗嵐敏
雄 
 
7. 診断に苦慮した妊娠中の原因不明の両膝関節痛の⼀例  
国際医療福祉⼤学成⽥病院 産婦⼈科 
森井瑶, ⼤⾕知廣，渋井亮介，三村暢⼦，⽚岡史夫，岡⽥智志，進伸幸，永松健 
 
8. 出⽣児の診断を契機に判明した⺟体筋強直性ジストロフィーの 1 例  
千葉⼤学医学部附属病院 周産期⺟性科 
⼩牟禮あゆみ, 佐藤美⾹, 秦利⾐, 廣澤聡⼦ ⻑澤亜希⼦, 鈴⽊義也, 岡⼭潤, 中⽥恵美⾥, 
尾本暁⼦, 碓井宏和 
 
9. 当院における COVID-19 感染妊婦の分娩管理  
JCHO 船橋中央病院 周産期科 
鈴⽊美奈⼦, 後藤俊⼆, ⽯川真, 栗本ちえ⼦, 淀川祐紀, 栗林ももこ, ⼭下亜由⼦, 後藤瑞穂, 
佐々⽊禎仁, 加藤英⼆ 
 
10. IT 技術を活⽤した Shared maternal care 拡充の取り組み  
⻲⽥ファミリークリニック館⼭ 家庭医診療科１） ⻲⽥総合病院 産婦⼈科２） 
栗原史帆 1)  安⽥幸⽮ 2) 岡⽥唯男 1) 末光徳匡 2) 

 
 
Ⅲ 不妊・内分泌/婦⼈科⼀般 14:55-15:43   
座⻑ 岡⽥智志 （国際医療福祉⼤学成⽥病院 産婦⼈科） 
 
11. 診断に苦慮した臍部⼦宮内膜症の⼀例  
東京⻭科⼤学市川総合病院 産婦⼈科 
⽩橋真由, ⼩川真⾥⼦, ⾦⼦優花, ⼭⽥育⼦, ⾦村彰⾹, 柏崎奏絵, 樋⼝敦彦, 橋本志歩, 杉
⼭重⾥, 髙松潔 
 
12. ⾮典型的な画像所⾒で卵巣腫瘍の⼿術適応決定に苦慮した抗 NMDA 受容体脳炎の 1



例  
東京⻭科⼤学市川総合病院 産婦⼈科 
⼭⽥育⼦, 樋⼝敦彦, ⼩川真⾥⼦, ⾦⼦優花, ⾦村彰⾹, 崎奏絵, ⽩橋真由, 橋本志歩, 杉⼭
重⾥, 髙松潔 
 
13．専攻医のための腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術−技術認定医を⽬指して  
国際医療福祉⼤学 産婦⼈科 
渋井亮介, 森井瑶, ⼤⾕知廣, 三村暢⼦, 岡⽥智志, ⽚岡史夫, 永松健, 進伸幸  
 
14. 良性卵巣腫瘍の術前診断で腹腔鏡⼿術を施⾏し術後診断が悪性卵巣腫瘍であった 2 例
船橋市⽴医療センター 産婦⼈科  
佐々⽊ 直樹、横須賀 愛恵、⼭中 善太、⾼⾒澤 重篤、⿑藤 俊雄 
 
15. 腟開窓術後も遺残尿管の感染により腹痛を繰り返した OHVIRA 症候群の⼀例 
1)千葉⼤学医学部附属病院 婦⼈科・周産期⺟性科 1） 
2)千葉⼤学⼤学院医学研究院 ⽣殖医学 2) 
3)千葉⼤学真菌医学研究センター 進化⽣殖学 3)  
⾦⼦尭興 1)，⾦⼦明夏 1)，⽚⼭恵⾥ 1)，奥⾕理恵 1)，⿑藤佳⼦ 1)，佐藤明⽇⾹ 1)，中村名律⼦
1)，⽯川博⼠ 1)2)，⽣⽔真紀夫 2)3), 碓井宏和 1)2) 

 
16. 当科でのロボット⽀援下⼿術の導⼊及び治療成績について  
船橋市⽴医療センター 産婦⼈科  
⼭中善太, 横須賀愛恵, ⾼⾒澤重篤, 佐々⽊直樹, ⿑藤俊雄 
 
 
（休憩 10 分） 
 
Ⅳ. 腫瘍１ 15:53-16:41 
座⻑ 進伸幸 （国際医療福祉⼤学成⽥病院産婦⼈科） 
 
17. 卵巣腫瘍と鑑別困難であった後腹膜下に発⽣した粘液性癌の⼀例  
順天堂⼤学医学部附属浦安病院 産婦⼈科 
⼤塚 早織, 奥村 俊之, 瀬川 将史, 符 莉, 秋葉 純也, 加藤 雅也, 伊藤 早紀, ⼤野 基晴, 
植⽊ 典和, ⾼⽔ 藍, ⼩泉 朱⾥, 伊熊 慎⼀郎, 菅 直⼦, ⽒平 崇⽂, 牧野 真太郎 
 
18. ⽔腎症を合併した進⾏⼦宮頸癌が疑われるも⼦宮原発びまん性⼤細胞型 B 細胞リンパ



腫と診断された２例  
千葉県がんセンター 婦⼈科 1)、腫瘍⾎液内科 2)  
松⽥優⼈ 1)2), 真⼦千華 2), 辻村秀樹 2), 武内正博 2), 草⻄多⾹⼦ 1), ⽥中尚武 1), 鈴⿅清美 1) 
 
19. 胚細胞腫瘍様に分化傾向を⽰した⼦宮体部漿液性癌の⼀例  
帝京⼤学ちば総合医療センター 産婦⼈科 
牧綾⾳, ⾺場聡, ⼭⼝広平, ⼤嶋幸太郎, ⽟井佳奈, 賀博美, ⽩取優⼀, 森岡将来, ⾜⽴克之, 
五⼗嵐敏雄 
 
20. ⻑期⽣存中の⼦宮体癌脳転移の 1 例  
帝京⼤学ちば総合医療センター 産婦⼈科 
⾺場聡, 牧綾⾳, ⼤嶋幸太郎, ⽟井佳奈, 賀博美, ⽩取優⼀, 森岡将来, ⾜⽴克之, 五⼗嵐敏
雄 
 
21. 審査腹腔鏡術後にポート部転移を認めた進⾏卵巣癌の 2 例 
東京慈恵会医科⼤学柏病院 産婦⼈科 
井上こころ, 横須幸太, 寺内博⽂, 薬師寺寛, 藤井望, 藤原有沙, 岡井智瑛, 草壁広⼤, 福島
蒼太, 堀川真吾, 泉明延, ⾈⽊哲, 駒崎裕美, 關壽之, 堀⾕まどか, ⼩曽根浩⼀, 髙野浩邦 
 
22. 卵巣癌に対して審査腹腔鏡⼿術を施⾏した 13 例における腫瘍⽣検⽅法の検討 
東京慈恵会医科⼤学柏病院 産婦⼈科 
草壁広⼤, 泉明延, 寺内博⽂, 藤井望, 薬師寺寛, 藤原有沙, 岡井智瑛, 井上こころ, 福島蒼
太, 堀川真吾, 横須幸太, ⾈⽊哲, 駒崎裕美, 關壽之, 堀⾕まどか, ⼩曽根浩⼀, 髙野浩邦 
 
 
Ⅴ. 腫瘍 2/⼥性医学 16:41-17:29  
座⻑ ⾜⽴克之 （帝京⼤学ちば総合医療センター産婦⼈科） 
 
23. 陰核腫⼤により判明した⼦宮頸部胃型腺癌陰核転移の１例 
東邦⼤学医療センター佐倉病院 産婦⼈科 1),  病理科 2)  
⼸⽴ ⼤ 1), ⽯⽥ 洋昭 1), 萬来 めぐみ 1), ⽥杭 千穂 1), 野中 みづき 1), 江頭⼤樹 1), ⿇野 徳
仁 1), 井上 ⼤幹 1), 後藤 彩 1), 蛭⽥ 啓之 2), 杉浦 善弥 2), ⾼島 明⼦ 1) 
 
24. 術後に診断された卵巣悪性ブレンナー腫瘍の 1 例  
船橋市⽴医療センター 産婦⼈科 
横須賀愛恵, 髙⾒澤重篤, ⼭中善太, 佐々⽊直樹, ⿑藤俊雄 



 
25. 治療 23 年後に膀胱・直腸腟瘻発症を契機として診断された⼦宮頸癌再発の１例帝京
⼤学ちば総合医療センター 産婦⼈科 
⽟井佳奈, ⾺場聡, 牧綾⾳, ⼤嶋幸太郎, 賀博美, ⽩取優⼀, 森岡将来, ⾜⽴克之, 五⼗嵐敏
雄 
 
26. ⾻盤内うっ⾎症候群に対して⾎管内治療が有効であった⼀例  
地⽅独⽴⾏政法⼈ 総合病院国保旭中央病院 産婦⼈科 
⻫藤梨紗，古賀千悠，河野智考，⼩川美咲，森脇隆太，三浦貴⼤，髙橋健太，⼤藏憲慶，鈴
⽊真，⼩林康祐 
 
27. 経腟的鏡視下⼦宮全摘+仙⾻⼦宮靭帯固定+前腟形成＋肛⾨挙筋縫合術で対応した全
⼦宮脱の⼀例  
帝京⼤学ちば総合医療センター 産婦⼈科 
賀博美, 牧綾⾳, ⼤嶋幸太郎, ⽟井佳奈, ⽩⿃優⼀, 森岡将来, ⾺場聡, ⾜⽴克之, 五⼗嵐敏
雄 
 
28. 10 歳代時に装着したレボノルゲストレル放出⼦宮内システムが抜去困難となった 1 例
東京⻭科⼤学市川総合病院 産婦⼈科 
⾦村彰⾹, ⼩川真⾥⼦, ⾦⼦優花, ⼭⽥育⼦, 柏崎奏絵, ⽩橋真由, 樋⼝敦彦, 橋本志歩, 杉
⼭重⾥, 髙松潔 
 
 
（休憩 11 分） 
 
特別講演 17:40-18:40 
座⻑ 永松 健  
 
演者 早川 智 （⽇本⼤学医学部病態病理学系微⽣物学分野） 
演題名 歴史を変えた産婦⼈科疾患 

 
閉会挨拶 18:40-18:45 
永松 健 （国際医療福祉⼤学成⽥病院産婦⼈科） 


