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 第 65 回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会を、平成 24 年 9 月 22 日（土）、

23 日（日）の２日間にわたり、島根県出雲市の「ビッグハート出雲」にて開催させて頂き

ます。 

 本学会は、年に１回、中国四国９県の持ち回りで開催され、中国四国の産婦人科医師が一

堂に会して日頃の臨床経験や研究成果を報告し、自由な討論を行い交流し親睦をはかる貴重

な機会です。本会学術講演会を担当させて頂くにあたり、本会の趣旨に沿って実り多い学会

とするため今回は多くの企画をさせて頂きました。 

 学術講演会には、お陰さまで一般演題として９４題もの申し込みを頂きました。学会１日

目は、特別講演として Ursula Kaiser 先生（Harvard Medical School 准教授、Brigham and 

Women’s Hospital）をお迎えし「Hypogonadotropic Hypogonadism」に関するご講演を頂く

他、学会賞受賞講演（鳥取大学板持広明先生）、中四公募臨床研究（岡山大学）「産科大量

出血に対する動脈塞栓術の有効性と次回妊娠に及ぼす影響に関する研究」、中四国若手医師

企画プログラム「産婦人科におけるワークライフバランス」、イブニングセミナー（神奈川

県立こども医療センター川滝元良先生）などを予定しております。また、一日目終了後は懇

親会を予定しており、山陰の新鮮な魚介類、島根和牛、出雲そば、島根の銘酒、ワインなど

をお楽しみいただきます。学会２日目には一般演題のほか、ランチョンセミナー（腹腔鏡手

術関連：近畿大学塩田充先生、マイクロ波子宮内膜アブレーション関連：島根大学中山健太

郎先生）、スポンサードレクチャー（婦人科癌関連：東海大学三上幹男先生）などを企画い

たしております。 

 会場は、出雲市駅に隣接しており、岡山、新山口などからＪＲをご利用いただきますと非

常に便利な場所に立地しております。９月下旬は気候もよく、出雲大社、松江城、足立美術

館などの観光にも最適です。多数の先生方のご発表ならびにご参加をお待ちしております。 

 

第 65 回中国四国産科婦人科学会 

会長  宮﨑康二 

（島根大学産科婦人科教授） 
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第 65 回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会 

 

会    長：島根大学医学部産科婦人科学 

       教授 宮﨑 康二 

 

開  催  日：平成 24 年 9 月 22 日（土）～23 日（日） 

 

会      場：ビッグハート出雲（JR 出雲市駅南口直結） 

      （出雲市駅南町 1丁目 5番地 電話：0853-20-2888） 

 

学術委員会：9月 22 日（土） 11：10～11：55 ２階 会議室 

 

理  事  会: 9 月 22 日（土） 11：55～13：10 ２階 会議室 

 

評議委員会：9月 23 日（日） 10：45～11：45 ２階 レセプション 

 

総      会：9月 23 日（日） 13：00～13：30 １階 第１会場 

 

懇  親  会：9月 22 日（土） 講演会終了後（19：30～） 

      ツインリーブスホテル出雲 １階 アトリウム（中庭） 

      （JR 出雲市駅北口直結） 

 

事  務  局：〒693-8501 出雲市塩冶町 89-1 

島根大学医学部産科婦人科 

第 65 回中国四国産科婦人科学会事務局 

TEL: 0853-20-2268  FAX: 0853-20-2264 

e-mail: obgyjimu@med.shimane-u.ac.jp 
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学会参加者へのお知らせ 

学会参加の方へ

1.受付は 1 階受付にて第 1日目は午前 11：00、第 2日目は午前 8：30 より行います。 

2.学会参加費 8,000 円を当日お支払いください。領収書兼用の参加章をお渡ししますので、

所属・氏名をご記入のうえ、参加章ホルダーに入れて携帯して下さい。※学生、初期研

修医は参加費無料です。受付で学生、初期研修医を証明できるものを提示して下さい。 

3.当日はクールビズを実施します。ネクタイは着用せず軽装でお越しください。 

 

演者の方へ 
1.講演時間は発表６分、質疑応答３分（計９分）です。時間厳守をお願いします。 
2.発表形式は PowerPoint による PC 発表です。スライドやビデオは使用できません。 
3.講演発表には、ご自身の PC（Windows・Macintosh）または 
 メディア（CD-R・USB フラッシュメモリー/Windows のみ）をご持参下さい。 
4.PC 受付時間帯 

（受付開始時間：第 1 日目 午前 11 時 30 分から、第 2 日目 午前 8 時 30 分から） 
  第 1 日目発表：発表セッション開始 60 分前までに PC センターへお越し下さい。 
  第 2 日目発表：午前 8 時 40 分開始のセッションと 9 時 20 分開始のセッション発表 

の演者は、前日（第 1 日目：9 月 22 日）の 19 時 00 分までに PC 
センターへお越し下さい。それ以外の演者はセッション開始 60 分 
前までに PC センターへお越し下さい。 

5.発表会場ではデータの修正は原則できません。 
6.メディア（CD-R・USB フラッシュメモリー/Windows のみ）を持参される方 

・メディアでの受付は Windows で作成されたデータのみとなります。 
・アプリケーションは下記のものをご用意致します。 

 Windows 版 PowerPoint 2003/2007/2010 
・動画や音声をご使用になる場合は PC センターにて必ず申し出下さい。 

7.ご自身の PC を持参される方 
・必ず PC センターにお立ち寄りいただき、ご自身の PC を試写用モニターに接続して、 
発表データの確認を行って下さい。 
その後、会場内のオペレーター席まで PC をお持ち下さい。 

・必ず電源ケーブルとディスプレイ接続コネクタ「D-SUB mini 15pin」をご持参下さい。 

 
・スクリーンセーバー、省電力設定、起動時のパスワード設定は事前に解除しておいて下
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さい。 
・発表会場ではデータの修正はできません。 
・万が一、会場で用意したプロジェクターと接続できない場合に備え、バックアップ（USB
または CD-R）もご持参下さい。 

 

座長の先生へ 

座長の先生は、セッション開始 10分前には次座長席にお着き下さい。 

 

ランチョンセミナー 

 お昼 12時からのランチョンセミナー（第 1・2会場）ではお弁当を用意しています。お食

事は十分な数を用意しておりますが、参加者多数により万が一不足が生じました際には、何

卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます。 

 

会員懇親会について 

 第 1 日目講演終了後、19 時 30 分からツインリーブスホテル出雲（Ｓ5 参照）1 階アトリ

ウム（中庭）にて会員懇親会を行います。参加費は無料です。多数のご参加をお待ちしてお

ります。 
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会場案内図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ≪交通のご案内≫  
      ● アクセス方法 ＪＲ出雲市駅南口より徒歩１分 
      ● 鉄道で 岡山からＪＲ伯備線、山陰本線を経由して約３時間 
      ● 自動車で 山陰自動車道 出雲ＩＣから国道９号を経由して約 15 分 
      ● 出雲空港から 連絡バスにより終点ＪＲ出雲市駅下車（約 25 分） 
 
   ≪駐車場ご案内≫（Ｓ6を参照下さい）  
      ※ ビッグハート専用駐車場 20 台、または市営駐車場をご利用ください。  
      ※ 駅南・駅北・高架下の各市営駐車場について、  
        ビッグハート利用者は、指定時間は無料となります。  
        駐車券を各催し物会場受付へご提示ください。  
 
   ご注意 ： 駅敷地内の「市営北口広場駐車場」は無料対象外です。 
          また、市営駐車場はビッグハート専用ではありません。 
          記載の台数が確保できるものではありませんので、ご了承ください。

－Ｓ 5－



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

－Ｓ 6－



 

 

 
 
 
 
 

－Ｓ 7－



 

第 65回中国四国産科婦人科学会総会ならびに学術講演会プログラム 

第１日目（９月２２日 土） 

11：10～11：55 学術委員会 ２階 会議室  

11：55～13：10  理事会 ２階 会議室  

 第１会場（白のホール） 第２会場（黒のスタジオ） 

13：20 開会の挨拶 宮﨑康二会長  

13：25 一般講演 

第１群(101～105) 周産期 1 

  座長：岩部富夫先生（鳥取大学） 

第３群(201～205) 腫瘍 1 

  座長：藤原久也先生（広島大学） 

14：10 一般講演 

第２群(106～110) 周産期２ 

  座長：佐世正勝先生（山口県立総合医療センター） 

第４群(206～210) 腫瘍 2 

座長：塩田敦子先生（香川大学） 

14：55 公募臨床研究「産科大出血に対する動脈塞栓術の有用性と次回妊

娠に及ぼす影響に関する研究」 

  座長 岡山大学 平松祐司教授 

  演者 岡山大学 井上誠司先生 

 

15：25   

15：30 中四国若手医師企画 

「産婦人科医療におけるワークライフバランス」 

島根大学 片桐浩先生、島根大学 石橋朋佳先生 

愛媛大学 安岡稔晃先生、済生会下関総合病院 丸山祥子先生 

鳥取大学 荒田和也先生、川崎医科大学 佐野力哉先生 

呉医療センター 山崎友美先生、高知大学 山田るりこ先生 

香川大学 請田絵美子先生、徳島大学 中澤浩志先生 

岡山大学 清水恵子先生 

 

16：40 学会賞受賞講演 

「 Inhibition the mTOR pathway synergistically enhance 

cytotoxicity in ovarian cancer cells induced by etoposide 

through upregulation of c-Jun」 

 座長 鳥取大学 原田省教授 

 演者 鳥取大学 板持広明先生 

 

17：00 特別講演 

「 The Genetic and Molecular Basis of Hypogonadotropic 

Hypogonadism: Insights into the Neuroendocrine Control of 

Reproduction and Fertility.」 

 座長 島根大学 宮﨑康二教授 

 演者 Harvard Medical School Ursula B. Kaiser 先生 

 

18：00   

18：10 イブニングセミナー（共催：GE ヘルスケアジャパン） 

「先天性心疾患の胎児診断の現状、インパクト、問題点」 

座長 広島大学 工藤美樹教授 

 演者 神奈川県立こども医療センター 川滝元良先生 

 

  

19：30 懇親会   ツインリーブスホテル出雲 １階 アトリウム（中庭） 
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第２日目（９月２３日 日） 

 第1会場（白のホール）  第2会場（黒のスタジオ） 第3会場（茶のスタジオ） 

8：00 開場     

8：40 第５群(111～115) 周産期３ 

座長：坂下知久先生（広島大学） 

 

 

 第10群(211～215) 腫瘍３ 

座長：松元隆先生 

（四国がんセンター） 

第15群(116～120)周産期４ 

座長：田中宏和先生 

（香川大学） 

 

9：25 第６群(121～125) 周産期５ 

座長：前田和寿先生（徳島大学） 

 

 

 第11群(216～220) 腫瘍４ 

座長：藤岡徹先生（愛媛大学） 

第16群(301～305)生殖1 

座長：田村博史先生 

（山口大学） 

 

10：10 第７群(126～130) 周産期６ 

座長：松原圭一先生（愛媛大学） 

 第12群(221～225) 腫瘍５ 

座長：本郷敦司先生（岡山大学） 

第17群(306～310) 生殖2 

座長：松崎利也先生 

（徳島大学） 

 

     10：45 

10：55 第８群(131～135)周産期７ 

座長：増山寿先生（岡山大学） 

 

 

 第13群(226～230) 腫瘍６ 

座長：縄田修吾先生（山口大学） 

第18群(311～315)生殖３ 

座長：中塚幹也先生 

（岡山大学） 

評議会 

２階 

レセプショ

ン 

11：40      

     11：45 

12：00 ランチョンセミナー１ 

（共催：ジョンソンエンドジョンソン） 

「日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医

取得のためにおさえておきたいポイン

ト」 

 座長 高知大学 深谷孝夫教授 

 演者 近畿大学 塩田充教授 

 ランチョンセミナー２ 

（共催：アルフレッサファーマ） 

「過多月経に対する最新治療～マイク

ロ波子宮内膜アブレーションの適応と

限界～」 

座長 徳島大学 苛原 稔教授 

演者 島根大学 中山健太郎先生 

  

13：00 総会      

13：30 スポンサードレクチャー 

（共催：日本イーライリリー） 

「婦人科癌における手術療法と化学療法

―傍大動脈リンパ節郭清と Gemcitabine

を中心に―」 

 座長 山口大学 杉野法広教授 

 演者 東海大学 三上幹男教授 

     

14：20 第９群(136～139)周産期８ 

座長：中井祐一郎先生（川崎医科大学） 

 

 

 第14群(231～235)腫瘍７ 

座長：島田宗昭先生（鳥取大学） 

第19群(316～320)内視鏡 

座長：前田長正先生（高知大学） 

 

 

15：05 閉会の挨拶     
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９月２２日（土） 第１日目 

 

【第１会場】 

開会の挨拶 （13：20-13：25）    宮﨑 康二 会長 

一般講演 第１群 周産期１ （13：25-14：10）  座長 鳥取大学 岩部富夫先生 

 

101. 母体年齢からみた当院の分娩症例の後方視的検討 

香川小児病院 産婦人科 

村上雅博、七條あつ子、高橋洋平、清川麻知子、森根幹生、檜尾健二 

 

102. 双胎妊娠と単胎妊娠の母体骨代謝の比較 

徳島大学産婦人科 1)、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生殖補助医療学 2) 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防医学 3) 

中山聡一朗 1)、安井敏之 2)、加地 剛 1)、上村浩一 3)、 

松井寿美佳 1)、前田和寿 1)、苛原 稔 1) 

 

103. 妊娠中体重増加および非妊時 BMI が妊娠に及ぼす影響について 

鳥取大学 医学部 女性診療科 

平川絵莉子、経遠孝子、木山智義、荒田和也、原田 崇、岩部富夫、原田 省 

 

104. 統合失調症合併妊娠の周産期管理とその問題点 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

乃美志保、井上誠司、延本悦子、沖本直輝、瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

 

105. 周産期脳血管障害合併例の分娩時期および分娩方法についての検討 

岡山赤十字病院 産婦人科 

長谷川 徹、大村 由紀子、小國 信嗣、林 裕治、江尻 孝平 

 

一般講演 第２群 周産期２ （14：10-14：55） 

座長 山口県立総合医療センター 佐世正勝先生 

 

106. 当科における妊娠初期の出生前診断と遺伝カウンセリングの現状 

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 産婦人科 

立石洋子、山下聡美、矢野友梨、片山典子、塚原紗耶、熊澤一真、中西美恵、多田克彦 
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107. 妊娠初期に胎児水腫を発症し自然経過にて改善した一例 

広島市立広島市民病院 産婦人科 

玉田祥子、斎藤雅子、浅野令子、関野和、香川幸子、中務日出輝、依光正枝、小坂由紀子、舛

本明生、石田理、児玉順一、野間純、吉田信隆 

 

108. 胎児発育不全症例 (fetal growth restriction: FGR) における Cerebroplacental ratio (CPR)カ

ットオフ値 1.1 と胎児予後の検討 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学 

前川亮、李理華、折田剛志、山縣芳明、田村博史、杉野法広 

 

109. 分娩監視装置モニターでの一過性徐脈の早見表の作成 

東広島医療センター 産婦人科 

田中教文、數佐淑恵、三好博史 

 

110. 静脈管無形成の 1例 

愛媛大学大学院 医学系研究科 生殖病態外科学分野 

井上 彩、高木香津子、松原裕子、萩山容子、安岡稔晃、内倉友香、森 美妃、田中寛希、橋

本 尚、鍋田基生、小泉幸司、濱田雄行、藤岡 徹、松原圭一、那波明宏、太田雅明(小児科) 

 

公募臨床研究（14：55-15：25）           座長 岡山大学 平松祐司教授 

 

「産科大出血に対する動脈塞栓術の有用性と次回妊娠に及ぼす影響に関する研究」 

演者 岡山大学 井上誠司先生 

中四国若手医師企画（15：30-16：40） 

「産婦人科医療におけるワークライフバランス」 

◆企画委員および演者 

片桐浩（島根大学）、石橋朋佳（島根大学）、安岡稔晃（愛媛大学）、丸山祥子（済生会下関

総合病院）、荒田和也（鳥取大学）、佐野力哉（川崎医科大学） 山崎友美（呉医療センター） 、 

山田るりこ（高知大学）、請田絵美子（香川大学）中澤浩志（徳島大学）、清水恵子（岡山

大学） 

 

学会賞受賞講演（16：40-17：00）          座長 鳥取大学 原田 省教授 

 

「Inhibition the mTOR pathway synergistically enhance cytotoxicity in ovarian cancer 

cells induced by etoposide through upregulation of c-Jun」 

演者 鳥取大学 板持広明先生 
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特別講演（17：00-18：00）           座長 島根大学 宮﨑康二教授 

 

「The Genetic and Molecular Basis of Hypogonadotropic Hypogonadism: Insights into the 

Neuroendocrine Control of Reproduction and Fertility.」 

演者 Harvard Medical School Ursula B. Kaiser 先生 

 

イブニングセミナー（18：10-19：00）           座長 広島大学 工藤美樹教授 

（共催：ＧＥヘルスケアジャパン） 

 

「先天性心疾患の胎児診断の現状、インパクト、問題点」 

演者 神奈川県立こども医療センター 川滝元良先生 

【第２会場】 

一般講演 第３群 腫瘍１ （13：25-14：10）     座長 広島大学 藤原久也先生 

 

201. 術後に小腸 GIST と診断された骨盤内腫瘍の 2例 

徳島市民病院 産婦人科 

東元あゆか、山本哲史、福井理仁、東敬次郎 

 

202. ―高知赤十字病院産婦人科での産婦人科医が行う乳癌検診― 

高知赤十字病院産婦人科 

平野浩紀、毛山薫、中山彩、甲斐由佳 

 

203. 子宮体部癌肉腫脳転移に対してガンマナイフ治療が著効した 1症例 

広島市立安佐市民病院 産婦人科 1 

たかの橋中央病院ガンマナイフセンター2 

横山貴紀 1 、谷本博利 1、本田裕 1、寺本三枝 1、寺本秀樹 1、秋光和英 2 

 

204. 膣壁筋腫との鑑別が困難であった、直腸膣中隔に発生した Gastrointestinal stromal tumor (GIST)

の一例 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

李理華、田村博史、田村功、浅田裕美、山縣芳明、田村博史、杉野法広 

 

205. 腹腔内膿瘍を反復した１症例 

独立医療法人福山医療センター産婦人科 

黒川晴菜、澤田麻里、永井あや、山本暖、多賀茂樹、早瀬良二 
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一般講演 第４群 腫瘍２ （14：10-14：55）     座長 香川大学 塩田敦子先生 

 

206. MRI を用いた子宮筋腫縮小率の検討 

愛媛大学大学院医学系研究科 生殖病態外科学 1 

松山赤十字病院 放射線科 2 

松山赤十字病院 産婦人科 3 

田中寛希 1)、吉岡真二 2)、横山幹文 3)、那波明宏 1) 

 

207. 外陰部に発生した aggressive angiomyxoma の一症例 

香川県立中央病院 産婦人科 

藤川麻衣、渋川昇平、早田裕、髙田雅代、露木佳子、齋藤央、川田清彌、米澤優 

 

208. Pyomyoma の 1例 

中電病院産婦人科 1) 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学 2) 

国立病院機構四国がんセンター3) 

山本弥寿子 1)、三春範夫 1)、皆川詩織 1)、正路貴代 1)、長谷川康貴 1)、江川美砂 2)、松岡直樹 3) 

 

209. 外陰部に潰瘍形成したｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽの 1 例 

山口県済生会下関総合病院産婦人科 

西本裕喜、水本久美子、丸山祥子、藪内恭子、坂口優子、嶋村勝典、高崎彰久、森岡均 

 

210. ポリープ状異型腺筋腫（atypical polipoid adenomyoma）の一例 

鳥取大学医学部女性診療科 1) 

鳥取大学医学部属病院がんセンター 2) 

浪花 潤 1)、工藤明子 1)、佐藤誠也 1)、佐藤慎也 1)、島田宗昭 1)、大石徹郎 1)、板持広明 1)、原

田省 1)、紀川純三 2) 
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９月２３日（日） 第２日目 

 

【第１会場】 

一般講演 第５群 周産期３ （8：40-9：25）     座長 広島大学 坂下知久先生 

 

111. 肺高血圧症合併妊娠の一例 

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 

産婦人科１）循環器科２） 

塚原紗耶１）、多田克彦１）、山下聡美１）、矢野友梨１）、片山典子１）、立石洋子１）、熊澤一真１）、中

西美恵１）、更科俊洋２）、松原広己２） 

 

112. 先天性低フィブリノゲン血症合併妊娠 

山口赤十字病院産婦人科 

高橋弘幸、深川怜史、丸田 英、月原 悟、申神正子、金森康展、辰村正人 

 

113. 救命しえた劇症型 A群レンサ球菌感染症（分娩型）の一例 

鳥取県立中央病院産婦人科 

上垣憲雅、野中道子、大畠順恵、岡田誠、皆川幸久 

 

114. 機械弁置換後妊娠の経過中血栓弁を発症した一症例 

川崎医科大学附属病院産婦人科 1)、循環器内科 2)、心臓血管外科 3) 

佐野力哉 1)、高崎宏靖 1)、張良実 1)、前田岳史 1)、福家信二 1)、中井祐一郎 1)、中村隆文 1)、河

村愛 2)、比嘉冨貴 2)、吉田清 2)、種本和雄 3)、下屋浩一郎 1) 

 

115. 羊水腔内に浮遊性高輝度エコー像を認め、児が異なる予後を示した 2症例 

島根大学医学部産科婦人科 

山上育子、青木昭和、石橋朋佳、片桐 浩、石原とも子、石川雅子、片桐 敦子、今村加代、

折出亜希、中山健太郎、金崎春彦、宮﨑康二 

 

一般講演 第６群 周産期５ （9：25-10：10）     座長 徳島大学 前田和寿先生 

 

121. 抗 SS-A 抗体陽性妊婦に合併した胎児完全房室ブロックの 1例 

鳥取大学 医学部 女性診療科 

原田崇、木山智義、荒田和也、経遠孝子、岩部富夫、原田省 
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122. 胎児頻脈性不整脈に対する胎児治療の臨床研究 

社会保険徳山中央病院 周産期母子医療センター1) 

国立成育医療研究センター周産期センター2) 

中田雅彦 1)、平田博子 1)、中川達史 1)、後 賢 1)、伊藤淳 1)、平林啓 1)、伊東武久 1)、沼文隆 1)、

住江正大 2)、左合治彦 2) 

 

123. 先天性心疾患スクリーニングのための超音波検査所見の検討 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科 

江口武志、沖本直輝、延本悦子、井上誠司、瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

 

124. 胎児期から類洞交通を確認できた純型肺動脈閉鎖の一例 

徳島大学産科婦人科 

門田友里、加地 剛、笠井可菜、中山聡一朗、前田和寿、苛原 稔 

 

125. 3D/4D inversion mode を用いた完全内臓逆位の 1例 

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 1) 

内海病院 産婦人科 2) 

請田絵美子 1)、石橋めぐみ 1)、田中圭紀 1)、天雲千晶 1)、真嶋允人 1)、伊藤恵 1)、佐藤美樹 1)、

森信博 1)、花岡有為子 1)、金西賢治 1)、田中宏和 1)、塩田敦子 1)、秦利之 1)、林敬二 2) 

 

一般講演 第７群 周産期６ （10：10-10：55）     座長 愛媛大学 松原圭一先生 

 

126. 帝王切開瘢痕部妊娠の診断に苦慮した 1症例 

広島市立安佐市民病院産婦人科 

本田裕、横山貴紀、谷本博利、寺本三枝、寺本秀樹 

 

127. 当科における前置胎盤 4症例についての検討 

高知大学産科婦人科 

氏原悠介、松島幸生、牛若昂志、渡邊理史、都築たまみ、國見祐輔、泉谷知明、池上信夫、前

田長正、深谷孝夫 

 

128. 癒着胎盤が疑われ子宮動脈塞栓術後に子宮鏡下手術で遺残胎盤を摘出した一例 

香川県立中央病院産婦人科 

渋川昇平、斎藤央、高田雅代、藤川麻衣、早田裕、露木佳子、川田清彌、米澤優 

 

129. 帝王切開術時に癒着胎盤と診断し保存的に経過観察を行った 1例 

県立広島病院産科.婦人科 

児玉美穂、上田克憲、浦山彩子、野坂豪、佐々木充、広岡由実子、占部智、熊谷正俊、内藤博之 
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130. 前置癒着胎盤の管理について 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

延本悦子、中野裕子、沖本直輝、井上誠司、瀬川友功、増山寿、平松祐司 

 

一般講演 第８群 周産期７ （10：55-11：40）   座長 岡山大学 増山寿先生 

 

131. 産後の膣壁裂傷に対して経カテーテル的動脈塞栓術（Transcatheter Arterial Embolization:TAE）

が有効だった１例 

広島市立広島市民病院産婦人科 

浅野令子、玉田祥子、斎藤雅子、関野和、香川幸子、小坂由紀子、中務日出輝、依光正枝、舛

本明生、石田理、野間純、児玉順一、吉田信隆 

 

132. 誘因なく発生し妊娠中に破裂した子宮仮性動脈瘤の一例 

岡山医療センター産婦人科 

矢野友梨、山下聡美、片山典子、塚原紗耶、立石洋子、熊澤一真、中西美恵、多田克彦 

 

133. 流産後の危機的出血に対し動脈塞栓術を施行した 1例 

松江赤十字病院産婦人科 

池野屋美智子、真鍋敦、藤脇律人、川上伸兒、澤田康治 

 

134. 子宮動脈塞栓術を必要とした流産２症例 

JA 尾道総合病院産婦人科 

藤本悦子、佐々木克、頼英美、川上洋介 

 

135. 子宮下部に位置する子宮筋腫合併妊娠の中絶方法について苦慮した症例 

香川大学医学部周産期学婦人科学 

田中圭紀、石橋めぐみ、天雲千晶、眞嶋允人、伊藤恵、請田絵美子、森信博、花岡有為子、金

西賢治、田中宏和、塩田敦子、秦利之 

 

ランチョンセミナー１ （12：00-13：00）     座長 高知大学 深谷孝夫教授 

（共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社） 

 

「日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医取得のためにおさえておきたいポイント」 

演者 近畿大学 塩田充教授 

総会（13：00-13：30） 
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スポンサードレクチャー （13：30-14：20）     座長 山口大学 杉野法広教授 

（共催：日本イーライリリー株式会社） 

 

「婦人科癌における手術療法と化学療法―傍大動脈リンパ節郭清と Gemcitabine を中心に―」 

演者 東海大学 三上幹男教授 

一般講演 第９群 周産期８ （14：20-15：05）   座長 川崎医科大学 中井祐一郎先生 

 

136. 早産予防のための妊婦セルフチェック表の作成 

倉敷中央病院産婦人科 

福原健、矢内晶太、大石さやか、伊尾紳吾、桐野智江、福永文緒、堀川林、村上幸祐、大塚由

有子、内田崇史、加計麻衣、中堀隆、高橋晃、長谷川雅明 

 

137. 妊娠 28～31 週時の子宮頸管長と早産率の検討 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学 

折田剛志、前川亮、李理華、山縣芳明、田村博史、杉野法広 

 

138. MRI で卵巣腫瘍合併妊娠が疑われたが、開腹術により子宮内外同時妊娠と判明した一例 

倉敷中央病院産婦人科 

桐野智江、大石さやか、矢内晶太、伊尾紳吾、福永文緒、堀川林、村上幸祐、大塚由有子、加

計麻衣、内田崇史、福原健、中堀隆、高橋晃、長谷川雅明 

 

139. 当院における入院診療再開後の救急搬送の現状 

福山市民病院産婦人科 

青江尚志、今福紀章、中山雅人 

 

閉会の挨拶    宮﨑 康二 会長 

 

【第２会場】 

一般講演 第 10 群 腫瘍３ （8：40-9：25）   座長 四国がんセンター 松元隆先生 

 

211. 腹腔鏡下腫瘍核出術後に診断された低悪性度子宮内膜間質肉腫の１例 

徳島県立中央病院産婦人科 1)、恵愛レディースクリニック 2) 

前川正彦 1)、三谷龍史 1)、甲斐由佳 1)、宮谷友香 1)、加川俊明 2)、 
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212. 子宮動脈塞栓術で出血コントロール後に治療を行った子宮悪性腫瘍症例の検討 

高知医療センター 産婦人科 1）、放射線療法科 2） 

山本寄人 1）、吉田しのぶ 1）、永井立平 1）、松本光弘 1）、小松淳子 1）、木下宏実 1）、南 晋 1）、林 

和俊 1）、野田能宏 2）、秦 康博 2）、森田荘二郎 2） 

 

213. 多発子宮筋腫にて診断が困難であり、脾臓転移をきたした子宮癌肉腫の一例 

香川労災病院 産婦人科 

光井崇、清水美幸、木下敏史、大倉磯冶、川田昭徳 

 

214. 当院で経験した子宮内膜間質肉腫の２症例 

綜合病院社会保険徳山中央病院産婦人科 

後 賢、沼 文隆、平田博子、中川達史、伊藤 淳、平林 啓、中田雅彦、伊東武久 

 

215. 正確な術前診断により低侵襲な手術が可能となった硬化性間質性腫瘍の一例 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

原賀順子、福島千加子、楠本知行、中村圭一郎、関典子、本郷淳司、平松祐司 

 

一般講演 第 11 群 腫瘍４ （9：25-10：10）   座長 愛媛大学 藤岡 徹先生 

 

216. 術後 5年目に全身リンパ節転移を来した子宮頸部上皮内癌の１例 

徳島大学産科婦人科 

祖川英至、吉田加奈子、西村正人、古本博孝、苛原稔 

 

217. 子宮頸部上皮内癌に対するレーザー蒸散術手技の改善および円錐切除術との再発率比較 

四国がんセンター 婦人科  

松岡直樹、大亀真一、小島淳美、白山裕子、松元隆、横山隆、野河孝充 

 

218. 子宮頸部円錐切除術症例における HPV 検査の意義 

鳥取大学医学部女性診療科 1) 

鳥取大学医学部附属病院がんセンター2) 

工藤明子 1)、佐藤誠也 1)、浪花潤 1)、佐藤慎也 1)、島田宗昭 1)、大石徹郎 1)、板持広明 1)、原田

省 1)、紀川純三 2) 

 

219. 進行・再発婦人科癌の消化管閉塞に対する緩和手術に関する検討 

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 産科婦人科学 

濵﨑晶、平田英司、藤原久也、工藤美樹 

 

 

－Ｓ 18 －



 

220. ヒト胎盤絨毛細胞における ROCK2 発現の検討 

広島大学産科婦人科 

坂手慎太郎、坂下知久、信実孝洋、工藤美樹 

 

一般講演 第 12 群 腫瘍５ （10：10-10：55）   座長 岡山大学 本郷敦司先生 

 

221. 原発性卵巣癌と転移性卵巣癌の重複癌の一例 

高知大学医学部産科婦人科 

牛若昂志、氏原悠介、渡邊理史、都築たまみ、國見祐輔、松島幸生、山田るりこ、泉谷知明、

池上信夫、前田長正、深谷孝夫 

 

222. 卵巣癌に対する TC療法中に SIADH をきたした一例 

山口県済生会下関総合病院産婦人科 

三原由実子、藪内恭子、高崎彰久、西本裕喜、水本久美子、丸山祥子、坂口優子、嶋村勝典、

森岡均 

 

223. 多発リンパ節転移を契機に診断された卵巣癌／卵管癌の１例 

津山中央病院産婦人科 

小古山 学、杉山和歌菜、赤堀洋一郎、河原義文 

 

224. BRCA１遺伝子異常をもつ卵巣癌の 1例 

国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター産婦人科 

中村紘子、竹原和宏、楠本真也、佐々木晃、山﨑友美、佐村修、水之江知哉 

 

225. 卵巣明細胞腺癌に合併した Trousseau 症候群の一例 

県立広島病院婦人科 

浦山彩子、占部智、野坂豪、佐々木充、広岡由実子、児玉美穂、熊谷正俊、上田克憲、内藤博

之 

 

一般講演 第 13 群 腫瘍６ （10：55-11：40）   座長 山口大学 縄田修吾先生 

 

226. 再発子宮体癌治療における放射線療法の有用性について 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

末岡幸太郎、村上明弘、矢壁和之、吉冨恵子、縄田修吾、杉野法広 

 

227. 子宮体癌における carbonyl reductase 1（CBR1）の機能解析と臨床的意義 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

村上明弘、矢壁和之、吉冨恵子、末岡幸太郎、縄田修吾、杉野法広 
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228. 胸椎転移により脊髄圧迫症状を呈した子宮体癌の 1症例 

独立行政法人 福山医療センター産婦人科 

多賀茂樹、黒川晴菜、澤田麻里、永井あや、山本 暖、早瀬良二 

 

229. 低リスク子宮体癌術後に鼠径リンパ節・傍大動脈リンパ節転移をきたした症例 

川崎医科大学 産婦人科１）  病理２２） 

田中夕紀子１）、佐野力哉１）、森谷卓也２）、鹿股直樹２）、石田剛１）、張良実１）、宋美玄１）、福家信

二１）、前田岳史１）、中井祐一郎１）、下屋浩一郎１）、中村隆文１） 

 

230.子宮体癌Ⅱ型の予後不良因子に関する検討 

岡山大学病院医歯薬総合研究科 産科・婦人科 

林千晶、中村圭一郎、春間朋子、福島千加子、楠本知行、関典子、本郷淳司、平松祐司 

 

ランチョンセミナー２ （12：00-13：00）     座長 徳島大学 苛原 稔教授 

（共催：アルフレッサファーマ株式会社） 

 

「過多月経に対する最新治療～マイクロ波子宮内膜アブレーションの適応と限界～」 

演者 島根大学 中山健太郎先生 

一般講演 第 14 群 腫瘍７ （14：20-15：05）   座長 鳥取大学 島田宗昭先生 

 

231. Pseudo Meigs 症候群を呈した粘液性境界悪性卵巣腫瘍の一例 

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 

石橋めぐみ、田中圭紀、天雲千晶、真嶋允人、伊藤恵、佐藤美樹、請田絵美子、森信博、花岡

有為子、金西賢治、田中宏和、塩田敦子、秦利之 

 

232. 当院で経験した成熟嚢胞性奇形腫悪性転化 3症例についての検討 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学 

尾嶋真由子、楠本知行、福島千加子、中村圭一郎、関典子、本郷淳司、平松祐司 

 

233. 当科で行っている上皮性卵巣癌Ⅲ、Ⅳ期の維持化学療法 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

吉冨恵子、村上明弘、矢壁和之、末岡幸太郎、縄田修吾、杉野法広 

 

234. 上皮性卵巣腫瘍における GLUT の免疫組織化学的検討 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学 

向井百合香、藤原久也、古宇家正、平田英司、工藤美樹 
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235. 子宮体癌を伴った卵巣性索間質類似子宮腫瘍の１例 

市立三次中央病院産婦人科 

松山聖、大下孝史、友野勝幸、赤木武文 

 

【第３会場】 

一般講演 第 15 群 周産期４ （8：40-9：25）    座長 香川大学 田中宏和先生 

 

116. 当院で診断管理した 18トリソミーの 3症例 

綜合病院山口赤十字病院 産婦人科 

月原 悟、高橋弘幸、深川怜史、丸田 英、申神正子、金森康典、辰村正人 

 

117. 染色体マイクロアレイ（SNP アレイ）で診断された 14ｑモノソミーの一症例 

徳島大学病院 周産母子センター 

祖川英至、前田和寿、中山聡一朗、田中優、加地剛、苛原稔 

 

118. 骨形成不全Ⅰ型合併妊娠の一家系、2症例 

独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター産婦人科 

村田 晋、塚尾麻由、平野開士、小林正幸 

 

119. Graciel bone dysplasia の一例 

広島大学産科婦人科 

山下通教、兵頭麻希、坂手慎太郎、信実孝洋、向井百合香、坂下知久、藤原久也、工藤美樹 

 

120. 出生前診断し得た campomelic dysplasia(屈曲肢異形成症)の一例 

倉敷中央病院産婦人科 

伊尾紳吾、矢内晶太、大石さやか、桐野智江、村上幸祐、福永文緒、堀川林、大塚由有子、加

計麻衣、内田崇史、福原健、中堀隆、髙橋晃、長谷川雅明 

 

一般講演 第 16 群 生殖１ （9：25-10：10）   座長 山口大学 田村博史先生 

 

301. 雌ラット視床下部における絶食時のキスペプチンおよび NKBmRNA の発現に関する検討 

徳島大学大学院産科婦人科学 

松崎利也、木内理世、中澤浩史、ガンバット・ゲレルチェチェグ、岩佐武、苛原稔 
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302. メラトニンは活性酸素による顆粒膜細胞の DNA 損傷を軽減する 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

田邊学、田村博史、李理華、田村功、前川亮、浅田裕美、竹谷俊明、山縣芳明、杉野法広 

 

303. ヒト末梢血におけるキスペプチン及び PACAP 濃度の検討 

島根大学医学部産科婦人科 

折出亜希、金崎春彦、ミジドルジ ツェルメグ、スクバッタル ウヌルジャルガル、石橋朋佳、

片桐 浩、石川雅子、片桐 敦子、今村加代、山上育子、中山健太郎、青木昭和、宮﨑康二 

 

304. 子宮内膜および子宮内膜症組織における IAP ファミリー発現の検討 

鳥取大学産科婦人科 

上垣崇、谷口文紀、高井絵理、木山智義、出浦伊万里、岩部富夫、寺川直樹、原田省 

 

305. 子宮内膜症における腹腔内貯留液中HLA-GとそのリガンドNKレセプターKIRおよびILTとの免疫応

答 

高知大学産科婦人科 

松島幸生、前田長正、都築たまみ、谷口佳代、泉谷知明、深谷孝夫 

 

一般講演 第 17 群 生殖２ （10：10-10：55）   座長 徳島大学 松崎利也先生 

 

306. 夜間労働時の血液および唾液中の cortisol、cortisone 濃度の変化と男女の性差 

独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院産婦人科  

宮内文久、平野真理、木村慶子、南條和也、大塚恭一 

 

307. 潜在性高プロラクチン血症に対するスクリーニング検査の意義に関する検討 

山口県立総合医療センター産婦人科 

安澤彩子、中村康彦、吉永しおり、坂本優香、鳥居麻由美、三輪一知郎、藤田麻美、讃井裕美、

佐世正勝、上田一之 

 

308. 子宮内膜掻爬術の子宮内膜厚および子宮内膜血流に与える影響について 

済生会下関総合病院産婦人科 

高崎彰久、三原由実子、西本裕樹、水本久美子、藪内恭子、丸山祥子、坂口優子、嶋村勝典、

森岡均 

 

309. 若年子宮内膜症患者は動脈硬化が進んでいる 

徳島大学大学院産科婦人科 

谷 杏奈、山本哲史、松井寿美佳、加藤剛志、國見幸太郎、上村浩一、安井敏之、苛原 稔 
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310. 重症心身障害者の巨大子宮筋腫による高度便秘に対して漢方薬が著効した一例 

岡山大学病院 産婦人科 1)、倉敷第一病院 女性漢方外来 2)、 

旭川荘療育センター児童院 小児科 3)  

関 典子 1)、福島千加子 1)、楠本知行 1)、中村圭一郎 1)、本郷淳司 1)、平松祐司 1)、奥田博之 2)、

竹内絵理子 3) 

 

一般講演 第 18 群 生殖３ （10：55-11：40）   座長 岡山大学 中塚幹也先生 

 

311. 術中に偶然発見された片側卵巣・卵管欠損の一例 

愛媛労災病院 産婦人科 

平野真理、木村慶子、南條和也、大塚恭一、宮内文久 

 

312. 当院で経験した Wunderlich 症候群の一例 

山口赤十字病院産婦人科 

丸田英、深川怜史、月原悟、申神正子、金森康展、高橋弘幸、辰村正人 

 

313. 人工真皮を用いた造腟術を 2回施行した重複子宮・腟欠損の１例 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学 1) 

香川労災病院産婦人科 2) 、岡山愛育クリニック 3)

岡山大学大学院保健学研究科 4) 

鎌田泰彦 1)、酒本あい 1)、清水美幸 2)、田淵和宏 1)、延本悦子 1)、松田美和 1)、清水恵子 1)、野

口聡一 3)、中塚幹也 4)、川田昭徳 2)、平松祐司 1) 

 

314. 不妊症患者における円錐切除治療症例の検討 

高知医療センター産婦人科 

南 晋、永井立平、山本寄人、松本光弘、小松淳子、木下宏実、林和俊 

 

315. 腹腔鏡下で治療した副角子宮の１例 

広島市立広島市民病院産科婦人科 

関野和、玉田祥子、浅野令子、貴島雅子、香川幸子、中務日出輝、依光正枝、舛本明生、小坂

由紀子、石田理、児玉順一、野間純、吉田信隆 

 

一般講演 第 19 群 内視鏡（14：20-15：05）   座長 高知大学 前田長正先生 

 

316. 当科における子宮鏡下手術の検討 

島根県立中央病院産婦人科 

西村淳一、吉野直樹、河崎あさひ、宮本純子、江川恵子、高橋也尚、奈良井曜子、上田敏子、

松岡さおり、栗岡裕子、森山政司、山本和彦、岩成治 
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317. TCR による子宮穿孔を防ぐための対策 

鳥取大学医学部女性診療科 

高井絵理、谷口文紀、上垣 崇、出浦伊万里、岩部富夫、原田 省 

 

318. 過多月経に対するマイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA)の治療成績 

島根大学医学部産科婦人科 

石橋朋佳、中山健太郎、石川雅子、片桐浩、片桐敦子、石原とも子、今村加代、山上育子、折

出亜希、金崎春彦、青木昭和、宮﨑康二 

 

319. VCARE マニピュレーターを使用したにもかかわらず尿管剥離に注意を要した腹腔鏡補助下膣式子宮

全摘術の一例 

岡山済生会総合病院産婦人科   

松田祐依、平野由紀夫、政廣聡子、小池浩文、坂口幸吉 

 

320. 腹腔内大量出血症例に対して回収式自己血輸血装置を用いた腹腔鏡下手術が可能であった 7症例 

社会保険 徳山中央病院産婦人科  

平田博子、中川達史、後 賢、伊藤淳、平林啓、中田雅彦、伊東武久、沼文隆 
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特別講演 
The Genetic and Molecular Basis of Hypogonadotropic Hypogonadism: Insights into the 
Neuroendocrine Control of Reproduction and Fertility. 

Ursula B. Kaiser, M.D. 
Brigham and Women’s Hospital and Harvard Medical School, Boston, MA. 

The neuroendocrine control of GnRH secretion to regulate the timing of puberty as well as reproductive function and 
fertility remains largely unknown. Recent insights into the genetic causes of hypogonadotropic hypogonadism have 
provided important advances in this field. Mutations in genes important for the development and function of 
hypothalamic-pituitary pathways controlling GnRH release and LH and FSH secretion have been identified in patients 
with hypogonadotropic hypogonadism and Kallmann syndrome.  These studies have led to the recognition of 
kisspeptins as among the most potent central stimulators of GnRH secretion, regulating key aspects of the maturation and 
function of the reproductive axis, including the sexual differentiation of the brain, the timing of puberty, sex steroid 
feedback, and the control of fertility by metabolic and environmental cues. Kisspeptins, however, are not the only 
contributors to these processes. Neurokinin B (NKB) and dynorphin co-localize with kisspeptin in neurons in the arcuate 
nucleus (the so-called KNDy neurons), and the identification of loss-of-function mutations in the genes encoding either 
NKB or its receptor in patients with hypogonadotropic hypogonadism highlight the importance of this pathway in GnRH 
regulation. It has been proposed that autosynaptic modulation of KNDy neurons by NKB and dynorphin may play a role 
in the regulation of kisspeptin and serve as important components of the neural circuitry contributing to GnRH pulse 
generation. 

Ursula B. Kaiser, MD 
Associate Professor of Medicine  
Harvard Medical School 
Chief, Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension 
Brigham and Women’s Hospital 

 
 
1986 University of New Brunswick, Canada, M.D 
 
Positions and Employment 
1986-1990 Resident in Internal Medicine, St. Michael's Hospital, Toronto, Canada 
1990-1993 Research Fellow in Medicine, Division of Genetics, Brigham and Women's Hospital and Harvard Medical School, 

Boston, MA 
1993-1996 Instructor in Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA 
1997-2003 Assistant Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA 
2003-  Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School, Boston, MA 
2007-  Chief, Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension, Brigham and Women’s Hospital 
 
Professional Memberships 
Advisory Board, Nature Clinical Practice Endocrinology & Metabolism 
Section Editor, ACP Medicine 
Associate Editor, Frontiers in Pituitary Endocrinology 
Council Member, Society for Experimental Biology and Medicine 
Vice-President (Basic Science), The Endocrine Society 
Editorial Board, Molecular Endocrinology 
 
Selected peer-reviewed publications 
Frequency-dependent regulation of FSHβ by pulsatile GnRH is mediated by functional antagonism of bZIP transcription factors. Mol 
Cell Biol 2010  
Mutations of the KISS1 gene in disorders of puberty. J Clin Endocrinol Metab 2010 
TAC3/TACR3 mutations reveal preferential activation of GnRH release by neurokinin B in neonatal life followed by reversal in 
adulthood. J Clin Endocrinol Metab 2010 
Reproductive hormone-dependent and -independent contributions to developmental changes in kisspeptin in GnRH-deficient 
hypogonadal mice. PLoS ONE 2010 
KISS1R intracellular trafficking and degradation: Effect of the Arg386Pro disease-associated mutation. Endocrinology 2011 
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学会賞受賞講演 
 

上皮性卵巣癌に対する mTOR 阻害剤を用いた至適併用化学療法の探索 
 

鳥取大学医学部産科婦人科学教室 板持広明 

 

 上皮性卵巣癌において，細胞の生存シグナル伝達経路である Akt/mTOR 経路の活性化がしばしば観察さ

れ，治療標的として注目されているとともにその抗がん剤抵抗性への関与が示唆されている．そこで本

研究では，上皮性卵巣癌に対する mTOR 阻害剤と抗がん剤との併用療法の有効性を明らかにすることを目

的とした． 
 卵巣漿液性腺癌由来細胞株 6株（KF，KOC-2S，SHIN-3，SK-OV-3，TU-OS-3，TU-OS-4）を用いた．シス

プラチン（CDDP），パクリタキセル（PTX），ゲムシタビン（GEM），ドキソルビシン（DXR），エトポシド（VP-16）

およびイリノテカンの活性体である SN-38 に対する感受性を WST-8 assay を用いて検討した．mTOR 阻害

剤であるラパマイシン（Rap）と抗がん剤との併用効果を Median effect 法にて検索した．薬剤添加後の

アポトーシスはAnnexin V染色で検討するとともに，Akt/mTORシグナル伝達経路であるAkt，mTOR，4E-BP1，

S6K1 およびアポトーシス関連蛋白である c-Jun，Bcl-2，Bcl-xL，Caspase9，PARP の蛋白発現を Western 

blot 法で検索した．次に，KF および SK-OV-3 をヌードマウス腹腔内に注入して卵巣癌癌性腹膜炎モデル

を作成した．薬剤を腹腔内投与し治療効果を比較検討した． 

 Rap と抗がん剤との併用効果の検討では，6 株中 VP-16 で 5 株に，DXR で 4 株に，SN-38 で 2 株に相乗

作用が得られたものの，CDDP で 5 株に，PTX で 4 株に，GEM で 3株に拮抗作用がみられた．また，Rap と

VP-16 との併用添加により，リン酸化 c-Jun 蛋白発現の増加と Bcl-xL 蛋白発現の抑制が観察されるとと

もに，著明なアポトーシスが誘導された．一方、Rap と VP-16 の相乗作用は JNK 阻害剤による c-Jun 経路

の抑制により減弱した．KF および SK-OV-3 を用いた両癌性腹膜炎モデルにおいて，Rap と VP-16 との併

用投与群の生存率は無投与対照群および単剤投与群に比して有意に高かった．  

 以上の成績から、上皮性卵巣癌に対するRapと VP-16 との併用療法の有効性が示唆されるととともに，

その作用機序にはRapによるc-Junを介したBcl-xL蛋白抑制が関与している可能性がはじめて示された． 

 
〈学歴〉 
1990 年 3 月 鳥取大学医学部医学科卒業 
1993 年 4 月–1997 年 3 月 鳥取大学大学院医学系研究科博士課程 
〈職歴〉 
1990 年 6 月–1990 年 7 月 鳥取大学医学部附属病院 医員 
1990 年 8 月–1991 年 11 月 国立米子病院産婦人科 医師 
1991 年 12 月–1993 年 3 月 鳥取大学医学部附属病院 医員 
1997 年 4 月–1999 年 3 月 三原赤十字病院産婦人科 副部長 
1999 年 4 月–2007 年 3 月 鳥取大学医学部附属病院 助手  
2002 年 4 月–2004 年 3 月 研究休職（M.D.ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ癌ｾﾝﾀｰ、米国） 
2007 年 4 月–現在 鳥取大学医学部 講師 
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公募臨床研究 

産科大量出血に対する動脈塞栓術の有用性と次回妊娠に及ぼす影響に関する研究 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

井上誠司 延本悦子 沖本直輝 瀬川友功 増山 寿 平松祐司 

 

産科出血は妊産婦・褥婦死亡の 3 大原因の１つである．産科大量出血の原因としては、弛緩出血が最

も多く、そのほかの原因としては軟産道損傷や血腫、前置胎盤や癒着胎盤、さらに胎盤遺残、子宮内反

症、凝固異常などが挙げられる．産科大量出血への対応としては、補液、輸血、子宮収縮薬を中心とす

る各種薬剤投与等の保存的治療とともに、子宮全摘術、両側内腸骨動脈結紮術、子宮圧迫縫合術などの

外科的治療が従来行われてきたが、近年新しい治療方法として、子宮動脈塞栓術 uterine artery 
embolization（UAE）をはじめとする Interventional Radiology（IVR）の有用性が認識され、治療法の

一つの選択肢として注目されている．  
UAE を含めた transcatheter arterial embolization (TAE)の産褥出血に対する効果は 90％以上と報告

され非常に有用な方法であり、本研究の現在集積中のデータでも「十分な効果が得られた」 「ある程

度の効果が得られた」症例がほとんどを占め、その有効性は周知のごとくである．しかし合併症も 5～9%
で発症するといわれ、次回妊娠時にも種々の合併症を発症する可能性があり、American College of 
Obstetrician and Gynecologists(ACOG)でも現在のところ妊孕性温存を希望する場合は原則禁忌とされ

ているため、十分インフォームドコンセントをとって行うべき治療法である．本研究の集積データにお

いても Ashermann 症候群、子宮内感染、月経異常といった術後合併症が散見された． 
産科大量出血に対する IVR は、その合併症発症のリスクがあるとしても、その効果・奏功率を考える

と、救命あるいは妊孕性を完全に奪う子宮全摘術を回避するという意味でも、保存的治療に抵抗性の産

科出血に対してまず考慮すべき治療方法の一つであると考えられる．今回、１）TAE がどのような症例

に対し有効あるいは無効であったか、２）TAE 既往例での次回妊娠および分娩に対する影響の 2 点を明

らかにすることを主目的に、中国四国地方で IVR を導入している 32 施設にご協力を頂き、多数例の分

析から、その適応・禁忌、留意すべき合併症などにつき提言する予定である．さらに今後の産科出血に

対する IVR の位置づけを含めた治療戦略について、一定の見解を示すことができればと考えている． 
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中国四国若手医師企画 

「産婦人科医療におけるワークライフバランス」 

近年、ワークライフバランスに関して医療分野でもさまざまな取り組みがなされてきている。中でも

妊娠、出産、更に職場復帰に関しての問題は現在、産婦人科医師にとって避けて通れないものとなって

いる。女性医師の離職の原因として育児、出産が最も多いと言われ、復職を希望している女性医師への

サポート体制は急務と考えられる。これらの対応策は、男性医師への負担軽減にもつながり、今後産婦

人科を志す研修医、学生にとって安心して産婦人科医療へ進むことができる環境整備にもつながる。そ

こで今回、事前にアンケート及び意見収集を行い、浮かび上がってきた問題点を中心に、現在行われて

いる各医療施設での取り組みと、それによる実際の効果などに関して報告して頂き、具体的な検討を行

う予定である。日常診療に忙殺され、一つの会場でお互い意見交換する機会が少ない若手医師からの意

見に耳を傾けながら、会場に参加された会員から広く意見を募って今後の改善点を探っていきたい。（勤

務時間の負担軽減法や、キャリア形成におけるサポートの方法などに関しても討論していきたい。） 
 
 
【司会】 

片桐 浩   平成 16 年卒（島根大学） 
石橋 朋佳  平成 21 年卒（島根大学） 

 
【企画委員および演者】 

安岡 稔晃  平成 21 年卒（愛媛大学） 
丸山 祥子  平成 16 年卒（済生会下関総合病院） 
荒田 和也  平成 15 年卒（鳥取大学） 
佐野 力哉  平成 21 年卒（川崎医科大学）  
山崎 友美  平成 19 年卒（呉医療センター）  
山田 るりこ 平成 13 年卒（高知大学） 
請田 絵美子 平成 16 年卒（香川大学） 
中澤 浩志  平成 22 年卒（徳島大学） 
清水 恵子  平成 10 年卒（岡山大学） 
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イブニングセミナー 

先天性心疾患の胎児診断の現状、インパクト、問題点 

神奈川県立こども医療センター 新生児科 医長 川瀧元良 
 
 先天性心疾患の胎児診断は近年急速に普及しつつある。神奈川県における重症心疾患の胎児診断率は

60％に到達した。四腔断面（4CV）で容易にスクリーニングできる重症心疾患に限ると、胎児診断率は

80％以上となった。胎児診断の普及は、周産期医療や小児医療に大きなインパクトを与えている。正確

な病名診断と重症度評価、適切な分娩時期様式の選択、病態に適した新生児循環呼吸管理、出生から手

術までの時間を可能な限り短縮した超緊急手術の導入により、重症心疾患の手術死亡率は 1％を切った。

治療困難とされてきた左心低形成症候群（HLHS)、重症エプスタイン病、肺静脈狭窄を伴う総肺静脈環

流異常(TAPVD)は胎児診断により救命できる疾患に変化した。また、術後退院までに日数が大幅に短縮

し、後遺症なき生存が可能になったことは我が国の医療経済に多大な利益をもたらしている。このよう

な劇的な変化が胎児スクリーニングの普及によりもたらされていることは特筆すべきことである。イブ

ニングセミナーでは胎児診断が先天性心疾患の治療にもたらした大きなインパクトの実際を伝えたい。  
 現在なお胎児診断率が最も低い心疾患は完全大血管転移（TGA)と TAPVD である。一方、新生児期に

開心術を行うもっとも頻度の高い心疾患が TGA と TAPVD でもある。現在の新生児医療のニーズに合わ

せた胎児スクリーニングが求められている。TGA のスクリーニングには流出路の系統的な観察が必要で

ある。TAPVD のスクリーニングには、カラードプラの活用が必須である。また、胎児スクリーニング率

に地域格差が大きいことが課題である。IT 技術を活用した遠隔診断支援システムの胎児診断分野への応

用による地域格差の克服が期待されている。また、すでに内科の超音波診断領域では広く普及した検査

技師によるスクリーニングの胎児への導入は、産婦人科への大きなサポートとなるとともに胎児スクリ

ーニングレベルの底上げにつながることが期待されている。イブニングセミナーでは TGA と TAPVD を

どのように見つけるかに絞って胎児スクリーニング法を解説したい。 
 

〈略歴〉 

川瀧 元良 かわたき もとよし 

神奈川県立こども医療センター 新生児科 医長  

1981年3月 秋田大学医学部卒  

1981年6月 医師免許取得  

1981～1986年 秋田中通病院にて初期研修  

1986～1990年 神奈川県立こども医療センター循環器科研修  

1990年 同センター新生児未熟児科医員  

1994年 同センター新生児未熟児科医長  

1998 年 カナダ、ノルウェー、フランスにて胎児心エコーを研修  

現在 神奈川県立こども医療センター 新生児科医長  

2004年1月 出版「胎児心エコー」 ―診断へのアプローチ― (メジカルビュー社)  
2008年4月 出版「動画で見る・胎児心エコー診断１」 (メジカルビュー社)  
2008年10月 出版「動画で見る・胎児心エコー診断２」 (メジカルビュー社)  
2009年11月 出版「動画で見る・胎児心エコー診断３」 (メジカルビュー社)  
〈所属学会〉 

日本小児循環器学会、日本小児科学会、日本小児科学会地方会、日本未熟児新生児学会、日本周産期新生児医学会、 
神奈川県産科婦人科医会、日本母体胎児医学会、日本超音波医学会、日本胎児心臓病研究会、日本胎児治療学会 
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ランチョンセミナー１ 

日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医取得のためにおさえておきたいポイント 

近畿大学医学部産科婦人科学教室 塩田 充 
 
腹腔鏡下手術の普及がさけばれて久しいが、わが国で現在どの程度の割合の症例が腹腔鏡下に手術さ

れているかを正確に知るのは困難を伴う。日本産婦人科手術学会では開腹手術、腹腔鏡下手術の割合に

関する全国調査が行われている。その結果、2008 年度では 183 の施設ないし診療科のうち、149 の施設

ないし診療科（81.4％）において腹腔鏡下手術が行われていた。総手術数は 54,039 件であり、その内訳

は開腹手術 29,549 件、54.7％、腹腔鏡下手術 14,936 件、27.6％、腟式手術 9,461 件、17.5％、その他

93 件であった。卵巣囊腫摘出術は総計 8,073 件のうち 5,723 件、70.1％が、付属器摘出術は総計 4,669

件のうち 1,633 件、35.0％が、筋腫核出術は総計 5,828 件のうち 2,968 件、50.9％が、単純子宮全摘術

は総計 12,371 件のうち 2,042 件、16.5％が腹腔鏡下もしくは腹腔鏡補助下に行われたことが判明した。 

また、2010 年 7月から 2011 年 3 月までの DPC/準備病院、1,648 施設の治療実績に基づく手技割合は卵

巣部分切除術の中で K8872 卵巣部分切除術（腹腔鏡）44.6%、子宮筋腫摘出術の中で K872-2 腹腔鏡下

子宮筋腫摘出術 41.5％、子宮全摘術の中で K877-2 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 14.1%となっている。 

 このように良性疾患においては腹腔鏡手術の割合が増加しており、とくに安全性に配慮した教育は医

育教育機関の使命の一つであると言える。そして技術認定医がますます必要とされることは間違いない。

われわれの施設では一定のプログラムに従い、すでに 12 名の技術認定医を輩出している。その基本はチ

ームへのローテーションと術前・術後検討さらには手術成績のデータベース化とその共有にある。 

 本講演では当科での教育の実際と技術認定医合格のための技術的なポイントについて述べる。 
 
塩田 充 しおた みつる 

〈略歴〉  

昭和56年3月 近畿大学医学部卒業 産科婦人科学教室入局  

昭和62年3月 近畿大学大学院外科学系産科婦人科学終了  

「子宮頚部混成癌の生物学的性格とその診断基準に関する研究」により学位取得  

昭和62年4月 近畿大学医学部助手  

昭和62年7月より2年間 医療法人生長会ベルランド総合病院産婦人科勤務  

平成3年8月 近畿大学医学部講師  

平成3年9月より1年間 米国ワシントン大学バイオメンブレン研究所に留学  

（Senior fellow） 「細胞接着」に関する研究に従事  

平成13年4月 近畿大学医学部助教授  

平成14年4月より３ヶ月間 Centre Oscar Lambret（北フランスがんセンター）にて婦人科悪性腫瘍に対する内視鏡手術を

研修  

平成19年4月 近畿大学医学部准教授（職制変更）  

平成19年7月 近畿大学医学部産科婦人科学講座（産科部門）教授  

近畿大学医学部附属病院分育部長  

平成20年6月 近畿大学医学部附属病院母子医療センター長(組織変更)  
専門領域 婦人科腫瘍学、婦人科手術学（とくに内視鏡手術）、周産期、医学教育  
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ランチョンセミナー２ 

過多月経に対する最新治療 
～マイクロ波子宮内膜アブレーションの適応と限界～ 

島根大学産婦人科 中山健太郎 
 
近年、婦人科領域における過多月経の治療法が多様化し、様々な女性のライフスタイルに応じて治療

法の選択肢が広がってきた。これらの選択肢の一つとして、子宮全摘に代わり、侵襲の少ないMicrowave 

Endometrial Ablation (以下MEA)が注目されている。Microwaveとは、組織へのマイクロ波照射によって

生じる組織誘電加熱を利用したタンパク凝固装置で、マイクロ波によって子宮内膜基底層も含めて破壊

し、その機能を低下させる治療法であり、その結果、月経血の減少もしくは無月経に移行することを目

的としている。MEAはレゼクトスコープによる子宮内膜焼灼術に比べて安全性、簡易性、効果の面で優れ

ている事から現在、海外では広く普及している。当科でも2007年8月より、院内IRBの承認を得て、過多

月経に対する治療としてMEAを導入した。2009年6月以降は、国内4番目の認可施設として先進医療として

MEAを施行してきた。さらに本年4月1日よりMEAは「K863-3 子宮鏡下子宮内膜焼灼術 17,810点」として、

保険収載された。当科では過去5年間で100例近いMEAの手術実績があり、手術の有効性、安全性を既存の

子宮全摘術と、MEAを比較検討した。その結果、MEAは高い安全性と低コストで短時間に治療できる新た

な過多月経の治療法であるとの結論に至った。今後、MEAは薬物療法抵抗性の過多月経に対する標準治療

として認知されるべき手術と考えられる。また、MEAは過多月経のみの治療ではなく、筋腫分娩や子宮内

膜ポリープ切除術に併用する事で、低侵襲、短時間で安全に止血可能である事を経験している。本ラン

チョンセミナーではMEAの安全性、有効性や弱点を示すだけでなく、MEA導入を予定している施設の参考

となるよう、適応症例、焼灼のポイント等についても解説する予定である。 

 
中山 健太郎 なかやま けんたろう 

〈略歴〉 

1996年5月  島根医科大学医学部附属病院医員（研修医）(産婦人科)採用 

1997年1月  同上辞職 

1997年2月  聖隷浜松病院麻酔科研修医採用 

1997年3月  同上退職 

1997年4月  済生会江津総合病院産婦人科医員採用 

1998年3月  同上退職 

2002年4月  島根医科大学医学部附属病院産科婦人科助手採用 

2004年2月～2004年4月 島根大学医学部附属病院産科婦人科病棟医長 

2006年11月   島根大学医学部産科婦人科学講座助手に配置転換 

2007年3月  島根大学医学部産科婦人科学講座講師（学内） 

2006年8月～2012年2月 島根大学医学部附属病院産科婦人科病棟医長 

2008年6月  島根大学医学部附属病院産科婦人科講師 現在に至る 

2012年3月～ 島根大学医学部産科婦人科学講座 医局長 

 

〈研究歴〉 

1998年4月から2002年3月  島根医科大学大学院医学研究科（卵巣癌発生機構の分子生物学的解明） 

1998年5月  東北大学加齢医学研究所病態臓器構築分野 国内留学（～2001年3月） 

2004年5月    ジョンズホプキンス大学（婦人科病理学）留学（～2006年6月） 
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スポンサードレクチャー 

婦人科癌における手術療法と化学療法 
―傍大動脈リンパ節郭清と Gemcitabine を中心に― 

東海大学医学部専門診療学系産婦人科 三上幹男 
 
本講演では、当科における手術療法と化学療法の取り組みについてお話し、ご意見を伺えれば幸いで

ある。 
○子宮頸癌根治術（RH）に傍大動脈リンパ節（PAN）郭清は追加すべきか？ 
RH 後の PAN 転移・再発例の中には局所療法にて治癒する例もあり、PAN 郭清追加により PAN 再発を

予防できる例は存在する。そこで「RH に PAN 郭清を追加する適応」について検討した。 
術前・術中に PAN 転移を推定しうるリスク因子検討 

pN1（骨盤リンパ節 PLN 転移陽性）例より pMA（PAN 転移陽性）例を抽出するリスク因子を分析し、

「PLN 転移数 4 個以上」が抽出された。「1, 総腸骨リンパ節転移陽性、2, PLN 転移 4 個以上のいずれか

を満たす」を PAN 郭清適応（扁平上皮癌例）とすると感度、特異度、陽性的中率、陰性的中率はそれぞ

れ 84.6%,75.0%,55.0％,93.1%であった。 
術後初回 PAN 再発を推定しうるリスク因子検討 

RH 後の pN1 例と初回 PAN 再発例を多施設より登録し検討した。pN1 113 例の中で 16 例の PAN 初回

再発例があり、pN1 で「PLN 転移数 3 個以上」及び「体部浸潤」がリスク因子として抽出された。 
以上の結果より、PAN 転移・再発の可能性の高い例を絞り込める可能性が示唆される。 
 

○プラチナ感受性再発卵巣癌に対する Gemcitabine（GEM）を用いた導入・維持療法

本邦のガイドラインでは、プラチナ感受性再発卵巣癌患者に対してプラチナ製剤を含む 2 剤併用療法

を推奨しており、GEM＋カルボプラチン（GC）療法もその中の１つである。しかし TC 療法を再施行す

る例が多く、末梢神経障害を高率に発生し治療完遂率が低下することが時に経験される。一方、進行非

小細胞肺癌患者を対象としたGEMとシスプラチン併用による導入療法後の維持療法としてGEM療法の

有用性を示す報告があり、再発卵巣癌でも同様な治療効果が期待される。そこで、プラチナ感受性再発

卵巣癌に対して GC 療法による導入療法・GEM 単剤維持療法の有効性と安全性を評価する第Ⅱ相試験

を計画した。 
 
三上 幹男 みかみ みきお 
〈略歴〉 
1984 年（昭和 59 年）3 月 慶應義塾大学医学部卒業 
1991 年（平成 3 年） 9 月 米国ラホヤ癌研究所（現バーナム研究所）研究員 
1998 年（平成 10 年）2 月 国立埼玉病院（現国立病院機構埼玉病院）産婦人科医長 
1998 年（平成 10 年）4 月 慶應義塾大学医学部客員講師 
2003 年（平成 15 年）4 月 慶應義塾大学医学部客員助教授 
2006 年（平成 18 年）1 月 東海大学医学部専門診療学系産婦人科教授 
〈役職〉 
日本産科婦人科学会代議員 
日本婦人科腫瘍学会理事、評議員、治療ガイドライン作成委員会副委員長 
日本産婦人科手術学会理事 
婦人科悪性腫瘍研究機構理事、子宮頸がん委員会委員長 
神奈川県産科婦人科医会理事 
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一 般 講 演 

101.母体年齢からみた当院の分娩症例の後方視的検討 

香川小児病院 産婦人科 

村上雅博 、七條あつ子、高橋洋平、清川麻知子、森根幹生、檜尾健二 

(目的)当院の分娩症例について加齢による妊娠出産への影響について検討した。(対象)2006 年 4 月から

2012 年 3月までに当院で妊娠管理し分娩結果が確認できた 2545 例を対象とした。(方法)母体年齢により

10 歳代、20-24 歳、25-29 歳、30-34 歳、35-39 歳、40 歳代と年齢階級別とし分娩数の経年変化や妊娠方

法（自然妊娠、一般不妊治療、高度生殖補助医療:ART）について確認した。単胎妊娠 2372 例について年

齢階級別に妊娠高血圧症候群(PIH)や妊娠糖尿病(GDM)の発生率、帝王切開率、在胎週数、出生時体重、

NICU 利用率について検討した。(結果)分娩取り扱い数は全体的に増加しており、35-39 歳と 40 歳代(高

齢群)で顕著であった。年齢が上がるほど不妊治療が利用され、高齢群では ART が不妊治療の過半数を占

めていた。ART 由来の多胎は 2009 年に減少し、以降は横ばいであった。PIH は高齢群で他のグループに

比して高率に発生していた。GDM は 40 歳代で高率であった。平均在胎週数は加齢に影響されなかった。

緊急帝王切開率と NICU 利用率は高齢群で 30%以上と高率であった。(結論)母体は高齢化しており、加齢

による周産期医療や新生児への影響が認められた。年齢が高くなると ART が高率になるが適切に実施さ

れていると思われた。さらに母体が高齢化しないような社会環境の整備が重要であると考えられた。 

 

102. 双胎妊娠と単胎妊娠の母体骨代謝の比較 

徳島大学産婦人科(1)、徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部生殖補助医療学(2) 

徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部予防医学(3) 

中山聡一朗 (1)、安井敏之(2)、加地剛(1)、上村浩一(3)、松井寿美佳(1)、前田和寿(1)、苛原稔(1) 

【目的】単胎妊娠では約 30g のカルシウム(Ca)が母体から胎児に供給される。双胎妊娠では胎児への供

給増加により、母体骨代謝に与える影響が大きくなると予想される。そこで双胎妊娠が骨代謝に与える

影響を知る目的で、双胎及び単胎妊婦の骨代謝マーカーとCa代謝関連物質の妊娠産褥の推移を比較した。

【対象と方法】双胎妊婦(T 群)と単胎妊婦（S群）を対象に妊娠 10、25、30、36 週、および産褥 4日と 1

ヵ月に BAP、血清・尿中 NTX、尿中 CTX、血中 Ca・リン、1,25-(OH)2vitamin D 、25-(OH) vitamin D を

測定し、研究(1)妊娠各週の推移（T 群 184 名、S 群 330 名）、研究(2)同一症例の推移（T 群 11 名、S 群

15 名）で両群を比較した。【結果】T 群では S 群に比較し、①尿中 NTX・CTX が有意に増加し、その変化

はより早期から起こっていた。②研究(1)では、BAP・血中 Ca・血中 Pが高く(P＜0.05)、1,25-(OH)2vitamin 

D と 25-(OH) vitamin D は低かった(P＜0.01)。③研究(2)では、25-(OH) vitamin D は妊娠 25・30 週で

低かった(P＜0.01、P＜0.05)。【結論】双胎妊婦の骨代謝マーカーは単胎妊婦同様に妊娠中増加するが、

その増加の程度が大きくかつ早期より現れる。また Ca代謝及びビタミン Dの動態も異なる。 

103. 妊娠中体重増加および非妊時 BMI が妊娠に及ぼす影響について 

鳥取大学 医学部 女性診療科 

平川絵莉子 、経遠孝子、木山智義、荒田和也、原田 崇、岩部富夫、原田 省 

【目的】妊娠中の至適体重増加量については明確な基準はない。一方、非妊時の BMI が高いほど PIH、GDM

など合併症のリスクが高いことが知られている。妊娠中の体重増加や非妊時 BMI が妊娠経過に与える影

響を知ることを目的とし、検討を行った。 

【方法】当院で 2010 年 1月から 2011 年 12 月までに正期産で出産した妊婦 416 人を対象とし、後方視的

に検討した。 

【結果】体重増加 12kg 以上では続発性微弱陣痛が 16.1%であり、12kg 未満の母体 9.3%に比して薬剤によ

る促進を必要とする例が多かった。入院を必要とした切迫早産は 12kg 未満で 10.7%と、12kg 以上の 3.2%

に比して多かった。PIH、GDM の発症に関しては両群間で差は認めなかった。非妊時 BMI 25 以上では分娩

時の出血量が 500ml 以上であった症例は 48.4%と約半数であった。また BMI 25 以上では PIH、GDM とも発

症が多かった。出生体重については、体重増加 12 ㎏以上の場合は児の出生体重が有意に重く、3500g 以
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上の割合は 12kg 以上で 14.5%であり、12kg 未満の 5.5%に比して多かった。また、非妊時 BMI が 18.5 未

満の母体では、BMI25 以上の母体より児の出生体重が軽い傾向が見られた。 

【結論】妊娠前に標準体重を維持し、妊娠中の体重増加を 12 ㎏未満にとどめることは、妊娠出産時の合

併症を減らすことが示唆された。 

 

104. 統合失調症合併妊娠の周産期管理とその問題点 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

乃美志保 、井上誠司、延本悦子、沖本直輝、瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

 

【目的】精神疾患の中でも、統合失調症は特に妊娠・産褥期に精神状態が不安定になることが多く、し

ばしばその管理に難渋する。今回、当院において妊娠分娩管理を行った統合失調症合併妊娠について臨

床的検討を行った。 

【方法】2002 年 1 月から 2012 年 6 月までに当院において妊娠分娩管理を行った統合失調症合併妊娠 31

例の周産期予後を後方視的に検討した。 

【成績】母体平均年齢は 32 歳（21～41 歳）、初産婦は 74.1％（23 例）経産婦は 25.8％（8例）であった。

平均分娩週数は 38 週（28～41 週）、早期産 2 例、正期産 29 例であり、分娩方法は経腟分娩 80.6％（25

例）、帝王切開 19.3％（6例）であった。帝王切開症例のうち 2例は精神科適応であった。妊娠中に抗精

神病薬などの投薬が必要であった症例は 93.5％（29 例）であり、妊娠経過中に精神科入院を要した悪化

症例は 22.5％（7例）であった。生後に薬物離断症状を認める新生児は認めなかった。 

【結論】統合失調症合併妊娠の多くは、特に大きなトラブルなく分娩に至るが、なかには妊娠中に精神

状態が悪化する症例も散見され、精神科、場合により麻酔科・小児科と連携し厳重に管理する必要があ

る。特に分娩期に精神科入院管理を要するような重症症例においては、病棟間のスタッフの綿密な連絡

体制を整える必要がある。 

 

105. 周産期脳血管障害合併例の分娩時期および分娩方法についての検討 

岡山赤十字病院 産婦人科 

長谷川 徹 、大村 由紀子、小國 信嗣、林 裕治、江尻 孝平 

 

【緒言】2003 年から現在まで周産期脳血管障害合併例を 8 例経験した。分娩後発症の 2 例を除き、6 症

例につき原疾患の症状、分娩時期・方法につき検討した。 

【症例】①妊娠前からのもやもや病合併例は、経過中も状態安定しており脊麻下に C/S 施行した。②妊

娠15週の脳幹部海綿状血管腫からの出血例は、構音障害が認められプレドニンで症状は徐々に改善した。

36 週全麻下に C/S を行った。③妊娠 12 週意識障害で搬送された Willis 動脈輪閉塞症による脳室内出血

症例は緊急脳室内ドレナージを施行し、脳外科にて厳重管理された。水頭症などの発症もなく 35週全麻

下に C/S 施行した。④妊娠 30週左片麻痺にて受診した例は AVM からの右脳内出血と判明し入院 6日目に

C/S 施行し、産褥約 1 ヶ月に右開頭 AVM 摘出術施行された。⑤妊娠 31 週、意識障害、左不全麻痺にて搬

送された右皮質下出血例は同日緊急 C/S 施行し、その後右開頭血腫除去術を施行した。⑥意識障害で搬

送された妊娠 37 週の RPLS 症例は受診時には意識障害や麻痺などは認めなかったが、再発の危険性を考

慮し緊急 C/S 施行した。原疾患の再発症例はなく、児も経過良好であった。 

【考察】周産期脳血管障害は脳外科、小児科、麻酔科と連携し、母体原疾患の的確な診断と処置、さら

には適切な分娩時期の選択により周産期管理が可能であった。 

 

106. 当科における妊娠初期の出生前診断と遺伝カウンセリングの現状 

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 産婦人科 

立石洋子 、山下聡美、矢野友梨、片山典子、塚原紗耶、熊澤一真、中西美恵、多田克彦 

 

目的：血液・唾液中の cortisol、cortisone 濃度を指標として、日内リズムおよび三交替勤務の前と後

での濃度変化を観察し、男女の性差を合わせ検討する。 

方法と対象：女性・男性看護師の休日に朝８時から翌日の朝８時まで２時間毎と 17時に血液と唾液を採

取した。また、昼間・準夜・深夜勤務の勤務前と後に血液と唾液を採取した。cortisol、cortisone 濃度

の測定は LS-MS/MS 法で行なった。 

－Ｓ 34 －



 

結果：(1)女性の血液・唾液中のホルモン濃度、男性の血液・唾液中のホルモン濃度はともに同様の日内

リズムを示した。 

(2)女性および男性の血液・唾液中の両ホルモン濃度は、昼間と準夜勤務では勤務前後で日内リズムの濃

度と同様であり、勤務による変化は観察できなかった。女性の深夜勤務において、深夜 2日目(N=6)の血

液・唾液中の両ホルモン濃度は、勤務前で日内リズムの同時刻の濃度より有意に高値を示した。一方、

男性においては深夜１日目(N=6)でも２日目(N=5)でも勤務前後の血液・唾液中の両ホルモン濃度は日内

リズムと同様であった。 

独創点：cortisol、cortisone 濃度は血液・唾液中で、同様の日内リズム示した。昼間と準夜勤務におい

ては cortisol、cortisone 濃度は血液・唾液中で日内リズムと同様であったが、深夜勤務において女性

では日内リズムが変化していたが、男性では認められなかった。 

 

107. 妊娠初期に胎児水腫を発症し自然経過にて改善した一例 

広島市立広島市民病院 産婦人科 

玉田祥子 、斎藤雅子、浅野令子、関野和、香川幸子、中務日出輝、依光正枝、小坂由紀子、舛本

明生、石田理、児玉順一、野間純、吉田信隆 

 

38歳経産婦.妊娠18週に前医にて胎児腹胸水貯留を認め,胎児水腫と診断,当院紹介となった.前医での超

音波検査では,CTAR44%と軽度心拡大が認められたが,その他の異常所見は認められなかった.妊娠 20 週 3

日に当院紹介受診され,腹水貯留と軽度心拡大（CTAR41%）を認めたが,前医で認められた胸水は消失して

おり,またMCA-PSV44.73cm/sと重症貧血を示唆する所見は認めなかった.当院での血液検査で抗パルボウ

イルス IgM 抗体上昇を認め,パルボウイルス感染による胎児水腫と考えられた.胎児水腫や貧血の悪化を

認めれば,胎児輸血を含めた体内治療を行う方針とし,週に 1-2 回外来にて経過観察としていた.妊娠 21

週時には腹水はほぼ消失し,CTAR および MCA-PSV も正常範囲内まで低下していた.その後の妊婦健診中も

胸腹水貯留を呈することなく順調に経過し,妊娠 38週 2日に既往帝王切開のため帝王切開分娩となった.

児は AS9/9 で出生し,現在に至るまで明らかな異常なく元気に過ごしている. 

妊婦がパルボウイルスに感染した場合,20%に胎内感染が起こり,そのうちの約半数が胎児水腫を発症す

る.今回の症例では妊娠 20 週時の検査で抗パルボウイルス IgM 抗体が上昇しており,妊娠 20 週以前のパ

ルボウイルス感染と考えられた.妊娠20週以前にパルボウイルスに感染し,胎児水腫を発症した場合予後

不良と言われているが,自然経過にて改善した症例を経験した. 

 

108. 胎児発育不全症例 (fetal growth restriction: FGR) における Cerebroplacental ratio (CPR)カ

ットオフ値 1.1 と胎児予後の検討 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学 

前川亮 、李理華、折田剛志、山縣芳明、田村博史、杉野法広 

 

目的：胎児発育不全 (fetal growth restriction: FGR)児 は胎児機能不全（NRFS）を高頻度に合併する。

我々は以前に cerebroplacental ratio(中大脳動脈／臍帯動脈血流 RI比：CPR)に着目して FGR と NRFS と

の関係について検討し、37 週以降で NRFS を発症する FGR 症例では CPR が有意に低値であることを明らか

にした。更に、CPR のカットオフ値を 1.1 とすることで、NRFS 発症の予測に有用であることを報告した。

今回、カットオフ値 1.1 が 37 週以降の NRFS 発症予測に有用であるかについて検証し、更にこれが 37週

以前でも有用であるかについて検討した。 

方法：平成 22 年 4 月－平成 24年 2月に、当院で 24 週から入院管理した単胎の FGR 症例 (10% tile 未満) 

33 例を対象とし、CPR の測定を分娩まで 1週毎に行った。(1)37 週以降に分娩に至った 26 例において、 分

娩前 1 週間以内の CPR 良好群（≧1.1）、不良群（＜1.1）における NRFS の有無を検討した。(2)CPR 良好

群、不良群において、37週未満の NRFS 及び発育停止の有無を検討した。 

結果：(1)26 症例中 22 例が CPR 良好群、4 例が不良群であった。良好群のうち 1 例と、不良群の 4 例全

例が NRFS に至った。 (2)CPR 良好群 24例のうち、2例が NRFS に至り、1例が発育停止に至った。CPR 不

良群 9例のうち、5例が 37 週未満に NRFS に至り、このうち 2例が発育停止を呈した。 

結論：CPR 1.1 未満は、正期産及び早産において NRFS の予測に有用であると考えられ、外来管理の可否

の指標となることが示された。 
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109. 分娩監視装置モニターでの一過性徐脈の早見表の作成 

東広島医療センター 産婦人科 

田中教文 、數佐淑恵、三好博史 

 

分娩の監視を行うにあたり、分娩監視装置（胎児心拍数モニタリング）モニターが利用される。そのモ

ニターの監視は主治医のみでなく、他の産科医、助産師や熟練の看護師が行うこともあり、各スタッフ

との連携がその後の適切な対応や処置を行うために重要である。当院では 2012年 3月に産科が新設され、

4月より分娩を開始した。そのため、助産師、看護師の中には産科での臨床経験が全くないもの、少ない

もの、しばらくなかったものも多く含まれており、このモニターについても教育や指導、トレーニング

を充分に行う必要があった。これまでに自己学習用の CD-ROM 付きの「胎児心拍数モニタリング集中トレ

ーニング」やポケットサイズの「分娩監視装置モニターの読み方と対応」が発刊され、学習や臨床現場

でのスタッフ間の連携を円滑に行うために利用されてきた。しかし、波形レベルの判定に必要な一過性

徐脈の鑑別には習熟を要し、その鑑別の際に一見して確認できる簡便な図表がなかったため、スタッフ

間の連携に支障をきたす可能性があった。よって、一過性徐脈の理解と迅速な判定を容易にするため、

判定に必要な評価項目と数値を記載した「一過性徐脈の鑑別・重症度の早見表」を作成した。この早見

表により一過性徐脈をより容易に把握でき、上記冊子などとともに携帯することでより円滑な分娩管理

が行うことができると考えられた。 

 

110. 静脈管無形成の 1例 

愛媛大学大学院 医学系研究科 生殖病態外科学分野 

井上 彩 、高木香津子、松原裕子、萩山容子、安岡稔晃、内倉友香、森 美妃、田中寛希、橋本 

尚、鍋田基生、小泉幸司、濱田雄行、藤岡 徹、松原圭一、那波明宏、太田雅明(小児科) 

 

静脈管無形成は稀な疾患である。今回、胎児超音波検査にて出生前に静脈管無形成と診断した 1 例を経

験した。 

【症例】38歳女性、1回経妊 1回経産。近医で胎児心拡大を指摘され、妊娠 24週 2日に当科紹介となっ

た。胎児超音波検査では 心胸郭面積比(CTAR)が 44%と心拡大を認め、臍帯静脈からの拡張した血管が直

接右房へ還流しており、静脈管無形成と診断した。心機能は保たれていた。羊水穿刺による染色体検査

では 46XY の正常核型であった。その後、心拡大が増悪したため、妊娠 35 週 0 日に帝王切開術を行い、

2320g の男児が Apgar Score:8/8 で出生した。精査のために NICU 入院となり、超音波検査で静脈管無形

成、先天性門脈欠損と診断された。 

【考察】原因不明の心拡大を認めた際は、原因として静脈管と臍帯静脈の走行異常も考慮すべきである。

静脈管無形成は染色体異常との関連性も指摘されており、心機能低下から心不全を起こす可能性もあり、

厳重な経過観察が必要である。 

 

111. 肺高血圧症合併妊娠の一例 

独立行政法人国立病院機構岡山医療センター 

産婦人科１）循環器科２） 

塚原紗耶 １）、多田克彦１）、山下聡美１）、矢野友梨１）、片山典子１）、立石洋子１）、熊澤一真１）、中西

美恵１）、更科俊洋２）、松原広己２） 

 

肺高血圧症では妊娠は原則禁忌となっている。今回我々は本人の希望により妊娠を継続し、循環器科や

麻酔科、新生児科の協力のもと生児を得た症例を経験したので報告する。症例は 33 歳、1 経妊 0 経産。

既往歴に強皮症、シェーグレン症候群、関節リウマチがあり PSL を内服していた。妊娠後膠原病に伴う

二次性肺高血圧症と診断され、周産期、循環管理目的に妊娠 18週 2日に当院へ紹介された。妊娠 20週 4

日より入院管理とした。自覚症状はなかったが、心臓カテーテル検査の結果から妊娠 24週 5日より酸素

投与開始、妊娠 25 週 3 日より PGI2 製剤の内服を開始した。妊娠週数と伴に肺動脈圧も上昇すると考え

られ、計画分娩に向けて妊娠 31 週 4 日より PGI2 製剤の持続静注へ変更した。新生児予後を考慮し妊娠

34 週以降での分娩を計画していたが、妊娠高血圧症候群を発症したため妊娠 32 週 2 日に全身麻酔下に選

択的帝王切開術を施行した（1646g、女児、Apgar スコア 1 分値 3 点、5 分値 7 点）。術後 PGI2 製剤使用

による血小板減少と弛緩出血が重なり、輸血を施行しても出血のコントロールができず循環動態が不安
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定となったため、止血目的に同日緊急子宮全摘術を施行した。術後経過は良好で、徐々に PGI2 製剤点滴

を減量し PDE−5 阻害剤、エンドセリン受容体拮抗薬、PGI2 製剤の内服へ移行後、退院となった。現在母

子ともに良好に経過中である。 

 

112. 先天性低フィブリノゲン血症合併妊娠 

山口赤十字病院産婦人科 

高橋弘幸 、深川怜史、丸田 英、月原 悟、申神正子、金森康展、辰村正人 

 

【緒言】先天性低フィブリノゲン血症（Congenital hypofibrinogenemia: CHF と略）は、無フィブリノ

ゲン血症に比し出血傾向が軽微で、診断されていない例がある。そのような 1 例を経験したので、以前

に報告した 1 例と報告する。【症例 1】31 歳。他院で 35 週に早剥で緊急帝切・輸血の既往がある。今回

34 週、fibrinogen(Fbg と略) 103mgldl で CHF と診断。帝切前日に Fbg 製剤 3g を点滴。Fbg144mg/dl を

確認、帝切で 2710ｇの男児を娩出。出血量 1515ｇ。術後 7 日 Fbg は 63mg/dl。本人の母と今回出生した

子も CHF と診断。【症例 2】以前に報告した症例、22 歳時に CHF と診断。1 回目(24 歳)は 40 週 3 日で破

水、Fbg69 mg/dl で Fbg 製剤 3g 点滴、2920ｇの女児を経腟分娩。出血量 800g、2 回目(26 歳)は 33 週 5

日で早剝、2100ｇの男児を経腟分娩。出血量 2800 g で新鮮血輸血と Fbg 製剤 5 g 投与。分娩 2日目 Fbg89 

mg/dl。33 歳(3 回目)は 31 週に子宮出血、Fbg58ｍg/dl、32 週 0日早剝で緊急帝切し 1440g の男児を死産。

術後、腹腔内出血で子宮摘出。総出血量は 3970g で新鮮血輸血。術後 5日目 Fbg43mg/dl。【結語】CHF は

陣痛発来時や分娩・帝切時には Fbg の必要量が増加するので、早剥や出血に厳重な注意が必要である。 

 

113. 救命しえた劇症型 A群レンサ球菌感染症（分娩型）の一例 

鳥取県立中央病院産婦人科 

上垣憲雅 、野中道子、大畠順恵、岡田誠、皆川幸久 

 

【はじめに】 

劇症型A群レンサ球菌感染症は急激な転帰をたどり非常に致死率の高い疾患であるが、集中治療の結果、

救命しえた劇症分娩型 A群レンサ菌感染症の一例を経験した。 

【症例】 

35 歳の 2回経産婦、妊娠経過に明らかな異常はみられなかった。37 週 0 日に咽頭痛がみられたが改善し

た。37週 3日に 39℃の発熱および陣痛様子宮収縮がみられ入院となった。咽頭拭い液 A群溶連菌迅速診

断が陽性、胎児心拍数異常がみられたため緊急帝王切開術を施行した。術中出血量は 2800ml に達した。

児は一時的に NICU 入院となったが経過良好であった。静脈血培養で劇症型 A群連鎖球菌感染症と確定診

断した。術後の子宮創部および筋膜下出血のため、帝王切開術当日および術後 11 日目に再手術が必要と

なったが、子宮は温存可能であった。産科 DIC スコアが 14点であり抗 DIC 療法を行った。急性腎不全も

併発したため血液透析を要した。抗生剤は術前から CLDM を投与し、術後より ABPC を併用した。術後 28

日目に退院となり、現在まで母児ともに後遺症なく経過している。 

【まとめ】 

本疾患は早期診断および集中治療が必要である。妊婦に上気道炎症状を認めた場合は本疾患の存在も念

頭に置いた対応が必要である。 

 

114. 機械弁置換後妊娠の経過中血栓弁を発症した一症例 

川崎医科大学附属病院産婦人科 1)、循環器内科 2)、心臓血管外科 3) 

佐野力哉 1)、高崎宏靖 1)、張良実 1)、前田岳史 1)、福家信二 1)、中井祐一郎 1)、中村隆文 1)、河村

愛 2)、比嘉冨貴 2)、吉田清 2)、種本和雄 3)、下屋浩一郎 1) 

 

患者は心内膜欠損症で幼少期に機械弁による僧帽弁置換術を施行し、ワーファリンの内服により、日常

生活は問題なく過ごしていた。最終月経より 7 週時に、市販の妊娠検査薬で妊娠陽性を確認した。近医

で妊娠と診断され当科紹介となった。ワーファリンを中止し、低分子ヘパリンの皮下注射を開始したが

APTT コントロールが不良であったため、4日後からヘパリンの点滴持続投与に変更した。妊娠 9週の時、

呼吸状態が悪化したため、胸部レントゲン検査を実施した。肺うっ血を認めたが、心エコ-図検査では明

らかな異常は指摘されず、利尿薬の投与が開始となった。呼吸状態の改善を認めないためその 2 日後に
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心エコ-図検査を再施行したところ HIT に伴う僧帽弁血栓を指摘された。血栓溶解療法を施行したが、弁

血栓及び心不全兆候は改善を認めず、妊娠 10週の時点で僧帽弁置換術を施行した。手術直前の超音波検

査で胎児心拍の停止を確認していた。術後経過は特に問題なく経過したが、稽留流産の状態であったた

め、抗凝固薬を内服していること及び機械的な中絶処置による心内膜炎などのリスクがあることなどを

考慮し、倫理委員会の承認のもと術後23日目にミソプロストールの膣内投与による流産処置を施行した。

流産後の経過は順調で退院後、前医にて抗凝固療法を継続中である。本症例の問題点について文献的考

察も含めて報告する。 

 

115. 羊水腔内に浮遊性高輝度エコー像を認め、児が異なる予後を示した 2症例 

島根大学医学部産科婦人科 

山上育子 、青木昭和、石橋朋佳、片桐 浩、石原とも子、石川雅子、片桐 敦子、今村加代、折

出亜希、中山健太郎、金崎春彦、宮﨑康二 

 

羊水腔内に浮遊性高輝度エコー像を認める事は稀である。今回、児が異なる予後を示した 2 症例を経験

したので報告する。【症例１】32 歳、1 経産。妊娠 30 週 6 日、切迫早産にて近医から紹介後、当科入院

となる。超音波検査にて胎児の胃泡拡張と、十二指腸・空腸上部の拡張（径 23mm）を認め、空腸閉鎖と

診断した。31 週 4 日、胎児心拍聴取後 3 時間で急に胎動が減少し心拍停止を認めた。この時羊水腔内に

広範囲な浮遊性高輝度エコー像を認めた。誘発分娩を行い 1608g の女児を死産した。臍輪から 1cm の臍

帯に凝血塊の付着した著明な潰瘍を認め、同部位からの出血による失血死と診断された。【症例２】33歳、

1 経産。妊娠 34 週 6 日、切迫早産にて当科に母体搬送となった。超音波検査にて胎児の臍帯付着部周囲

の羊水腔内に浮遊性高輝度エコー像を認め、胎盤との連続性も一部確認した。児の中大脳動脈血流波形

に変化はなかったが胃泡内に沈殿物様エコー像を認めた。緊急帝王切開にて 2230g の女児を Apgar8/9、

臍帯動脈血 pH:7.264 で出生。羊水はチョコレート様に混濁し凝血塊と胎便が混在していた。臍帯は卵膜

付着で組織学的にこの付着部周辺からの出血が疑われた。赤血球は無核であり、母体側からの出血と診

断された。【結語】羊水腔内に浮遊性高輝度エコー像を認めた場合、凝血塊の可能性があるが、病態によ

って予後が異なるため検討が必要と思われた。 

 

116. 当院で診断管理した 18トリソミーの 3症例 

綜合病院山口赤十字病院 産婦人科 

月原 悟 、高橋弘幸、深川怜史、丸田 英、申神正子、金森康典、辰村正人 

 

18 トリソミーは重篤な合併症を有することが多く予後不良な疾患である。しかしながら今日では長期生

存例も散見され、出生後に積極的な治療を受ける症例も少なくはない。当院は NICU を 9床有する地域周

産期医療センターではあるが、小児循環器の手術などは不可能である。したがって的確な出生前診断と

家族のみならず医療従事者間の意思疎通が重要になる。このたび我々はほぼ同時期に三症例で 18トリソ

ミーを疑い、胎児超音波診断に基づいた説明により、それぞれで異なる周産期管理方針をたてたので報

告する。 

{症例 1} 30 歳代の初産婦。妊娠 25週に子宮内胎児発育不全(FGR)のために当院を紹介された。小脳虫部

の低形成、心室中隔欠損(VSD)と Gross 分類 C 型の食道閉鎖を疑った。羊水染色体検査にて 18 トリソミ

ーと診断された。出生児への積極的な治療を希望され転院した。 

{症例 2} 40 歳代の初産婦。妊娠 32 週に FGR、小脳の低形成、口唇裂と肺動脈閉鎖を伴う極型ファローを

疑った。羊水染色体検査にて 18 トリソミーと診断された。予後は極めて厳しいことを説明し、当院にて

管理した。 

{症例 3} 40 歳代の初産婦。妊娠 27週に FGR、羊水過多と手の異常のために当院を紹介された。VSD と耳

介低位も疑い、18 トリソミーの可能性を説明した。羊水染色体検査は施行せず、当院でできる範囲内の

管理を希望された。 

 

117. 染色体マイクロアレイ（SNP アレイ）で診断された 14ｑモノソミーの一症例 

徳島大学病院 周産母子センター 

祖川英至 、前田和寿、中山聡一朗、田中優、加地剛、苛原稔 
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染色体異常が疑われた場合、通染色体検査（G-band 法）を施行する。しかし正常な結果であることを時

に経験する。染色体マイクロアレイは染色体領域に生じる微細な構造異常 （重複、欠失） や LOH、片

親性ダイソミーを高解像度に検出できる。今回我々は染色体異常が疑われたが G-band 法では正常なため

マイクロアレイを用いて染色体異常を診断した一例を報告する。 

症例 

母親は、25 才の初妊婦。近医産婦人科で妊娠 29 週に IUGR のため精査目的で紹介された。超音波検査で

は、IUGR-3SD、単一臍動脈、LSVC、VSD、尿道下裂、また胃胞が小さく、羊水量も多めのため食道閉鎖も

疑がっていた。妊娠 37 週 5 日に、胎児発育停止のため分娩誘発を施行し、妊娠 38 週 3 日に経腟分娩で

出生した。出生体重は 1666g(-3.3SD)、身長は 48cm(-0.4SD)の男児でアプガースコアは 2/6 点であった。

顔貌は、眼間解離、耳介低位、小顎が認められ、短小陰茎、停留精巣、鎖肛、食道閉鎖が認められた。

出生後 1 日目に食道閉鎖と低位鎖肛の手術を行った。染色体異常が疑われたため臍帯血で染色体検査を

施行したが結果は 46,XY と正常男性核型であった。 

しかし、顔貌等より強く染色体異常を疑ったため染色体マイクロアレイを用いた解析をすることにした。

その結果、14 番染色体長腕の欠失が認められ 14ｑモノソミーと診断された。また父親が染色体均衡型転

座の可能性が示唆された。 

結論 

 染色体異常を強く疑い、G-band 法で正常な結果の場合は、染色体マイクロアレイを用いることは有用

である 

 

118. 骨形成不全Ⅰ型合併妊娠の一家系、2症例 

独立行政法人 国立病院機構 浜田医療センター産婦人科 

村田 晋 、塚尾麻由、平野開士、小林正幸 

 

【緒言】骨形成不全症（Osteogenesis imperfecta :以下 OI）は、I型コラーゲンの異常により発症する

疾患で、幼少時の易骨折性や青色強膜が特徴である。今回、同胞である母体 2例が OI Ⅰ型であり、計 4

回の分娩を経験したので報告する。 

【症例 1】姉であり、実父母はいとこ婚である。3回骨折の既往がある。当院にて 3回経膣分娩をされた

が、初回と 2 回目に膣壁血腫形成を認め、縫合止血術が行われた。出血は少量であり輸血は行っていな

い。3回目の経膣分娩は血腫形成を認めなかった。 

【症例 2】症例 1 の妹で初産婦。5 回骨折の既往がある。今回の妊娠前に OI Ⅰ型の遺伝子診断を受けて

いる。経膣分娩時に会陰から左膣壁に広汎な裂傷を形成し、膣円蓋部にまで及んだ。膣動静脈断裂によ

る大量出血（約 4000ml）を認め、全身麻酔下に縫合止血術を施行した。RCC、FFP8 単位ずつ投与した。 

【考察】本症例はⅠ型コラーゲン繊維遺伝子の異常による優性遺伝疾患である。OI Ⅰ型は他のⅡ～Ⅳ型

に比べ比較的軽症であることから、妊娠・出産も可能である。しかし、結果的に 2 症例とも分娩時産道

裂傷を発症し、さらに症例 2 は深部へ及ぶ裂傷のため大量の輸血を要した。これらは、皮膚にも存在す

るⅠ型コラーゲンの異常による組織進展不良が一因であると推測される。軽症とされる OI Ⅰ型であって

も、分娩には厳重な管理が必要である。 

 

119. Graciel bone dysplasia の一例 

広島大学産科婦人科 

山下通教 、兵頭麻希、坂手慎太郎、信実孝洋、向井百合香、坂下知久、藤原久也、工藤美樹 

 

【諸言】Graciel bone dysplasia は稀な骨系統疾患の一つで、細い骨幹・短指症・クローバーリーフ様

頭蓋・特徴的顔貌・脾臓低形成などの所見を特徴とし予後不良とされている。近年胎児 3D-CT の普及に

より骨系統疾患の出生前診断例が増加しているが、今回 Graciel bone dysplasia と出生前診断した 1例

を報告する。【症例】30 歳、2 経妊 2 経産、近親婚なし。家族歴、既往歴に特記事項なし。妊娠 25 週 3

日に胎児発育遅延、四肢短縮を認め近医より当科紹介受診した。超音波検査に加え、胎児 3D-CT にてク

ローバーリーフ様頭蓋、細い骨幹を認め Graciel bone dysplasia が疑われた。カウンセリングを行い病

態、予後を説明し自然経膣分娩を予定した。妊娠 35 週 3 日に陣痛発来し、骨盤位分娩にて 1412g の男児

を Apgar3/8 で娩出した。児は特徴的顔貌、頭蓋骨早期癒合、短指症、脾臓低形成、肺低形成、肺高血圧

症を認め NICU 入院となった。呼吸管理を行い、日齢 118 日以降は酸素投与のみで安定した。退院前の頭
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部 MRI で交通性水頭症を認め、日齢 162 日に V-P シャント術を施行した。退院後の遺伝カウンセリング

も継続予定である。【結語】Graciel bone dysplasia の 1例を経験した。出生前診断による早期の病態把

握ができたことで出生後の治療に有用であった。 

 

120. 出生前診断し得た campomelic dysplasia(屈曲肢異形成症)の一例 

倉敷中央病院産婦人科 

伊尾紳吾 、矢内晶太、大石さやか、桐野智江、村上幸祐、福永文緒、堀川林、大塚由有子、加計

麻衣、内田崇史、福原健、中堀隆、髙橋晃、長谷川雅明 

 

【緒言】骨系統疾患は 1万分娩に 2例の確率で認められる。campomelic dysplasia(以下 CD)は 20 万分娩

に 1 例と非常に稀な疾患で、下肢の彎曲を主徴とし、全身の骨軟骨形成障害を伴う骨系統疾患である。

特徴的な顔貌、肩甲骨低形成、11 対の胸椎、狭小な胸郭による肺低形成を認め、予後不良例が多い。最

近では骨系統疾患において、胎児 3-D CT 検査により、出生前診断の精度が向上している。今回は超音波、

CT 検査により出生前に CD と診断し得た一例を報告する。【症例】34 歳、2 経妊 2 経産。既往妊娠、家族

歴に特記すべき事項はなし。妊娠 16 週時、胎児の下肢の奇形を契機に、前医へ紹介受診となった。妊娠

18 週、22 週時の MRI では異常所見を認めなかったが、妊娠 22週より羊水過多、妊娠 31週より四肢短縮

を認め、妊娠 34週時の MRI にて胸郭低形成が疑われ、当院へ紹介となった。超音波検査にて狭小な胸郭、

肩甲骨低形成を認め、妊娠 34週時 CT にて大腿骨、脛骨に彎曲を認め、CDと診断した。妊娠 37週骨盤位、

破水、NRFS のため緊急帝王切開術を施行し、2166g、Apgar score 1/2/7(1 分/5 分/8 分)の女児を分娩し

た。児は出生直後より狭小な胸郭、肺低形成による呼吸不全を認め、生後 36 日気胸の合併もあり、呼吸

不全のため永眠された。【結語】先天性骨系統疾患の診断に胎児 3-D CT 検査は有用であった。 

 

121. 抗 SS-A 抗体陽性妊婦に合併した胎児完全房室ブロックの 1例 

鳥取大学 医学部 女性診療科 

原田崇 、木山智義、荒田和也、経遠孝子、岩部富夫、原田省 

 

【緒言】母体抗 SS-A 抗体は胎児房室結節を障害し、胎児房室ブロックを来すとされる。経母体デキサメ

サゾン（DEX）投与により、胎児心筋症の進展抑制がはかられるとする報告もある。抗 SS-A 抗体陽性妊

婦に合併した胎児房室ブロックの 1症例を報告する。 

【症例】36 歳、4経産婦。前医の妊健時に胎児徐脈性不整脈を指摘され、22週 6 日に当科紹介となった。

胎児心室拍数は 61bpm、心房拍数は 138bpm で房室ブロックと診断した。当科入院後にリトドリン持続点

滴を開始し、母体抗 SS-A 抗体は陽性と確認されたため DEX 4mg の内服とした。妊娠 26 週以降は、胎児

心室拍数は約 60bpm であり外来管理とした。胎児心室拍数が 54bpm と低下したため、34 週 1 日に再入院

としてリトドリン持続点滴により、心室拍数は約 60bpm となった。37 週 0 日に予定帝切を施行した。児

は出生後に 12 誘導 ECG で完全房室ブロックと診断され、日齢 6 に Cilostazol の内服を開始した。その

後心拍数は 50台後半で安定したためペースメーカーを留置せず日齢 29 に退院となった。 

【考察】胎児心室拍数 55bpm 以下の場合、児の予後は不良とされているが、経母体リトドリン投与によ

り胎児心室拍数を約 60bpm に維持することができた。診断後早期に DEX を投与することで、新生児早期

のペースメーカー挿入が不要となった可能性が示唆された。 

 

122. 胎児頻脈性不整脈に対する胎児治療の臨床研究 

社会保険徳山中央病院 周産期母子医療センター1) 

国立成育医療研究センター周産期センター2) 

中田雅彦 1)、平田博子 1)、中川達史 1)、後 賢 1)、伊藤淳 1)、平林啓 1)、伊東武久 1)、沼文隆 1)、住

江正大 2)、左合治彦 2) 

 

【目的】薬剤の適応外使用のため臨床応用が進まない胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈治療

の臨床試験を実施して、薬剤の有効性と母児に対する安全性を評価して治療法を臨床的に確立する。 

【方法】厚生労働科学研究費補助金（医療技術実用化総合研究事業）左合班において胎児不整脈に対す

る胎児治療の臨床研究が立ち上げられ、5 年間で 50 例の登録を目標に平成 22 年 10 月より症例登録を開

始した。より質の高いエビデンスを構築することを目的として、①統一したプロトコールで治療を実行
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し、②確実なデータ収集および児のフォローアップが可能な施設に限定し、③各施設の倫理委員会承認

のもとに胎児治療および臨床研究を行うことを前提としている。 

【結果】平成 24 年 2 月までに登録された症例は 8 例のみであり、予定登録数の 60%に過ぎない進行状況

である。 

【結語】胎児頻脈性不整脈に対する経胎盤的抗不整脈投与に関する臨床試験が本格的に開始された。現

在の登録数では臨床研究自体の存続が危ぶまれている。本臨床研究によりエビデンスを確立することは

非常に重要であり、症例の蓄積にご協力をお願いしたい。 

 

123. 先天性心疾患スクリーニングのための超音波検査所見の検討 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科 

江口武志 、沖本直輝、延本悦子、井上誠司、瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

 

先天性心疾患を出生前に診断することは、医学的介入が必要な病態を把握し早期治療に繋げることがで

きる。当院で経験した先天性心疾患を対象として、いかなる所見でスクリーニングされたかを検討した。 

2008年 4月から2012年 3月までに他院から先天性心疾患疑いで紹介もしくは当院の胎児精査で入院が必

要と判断された 144 例について検討した。 

前医の紹介状を参考として先天性心疾患を疑わせた所見の内訳は、心血管形態異常 108 例(78％)、FGR18

例(13％)、NT 肥厚 12 例(8％)、羊水異常 7 例(5％)、その他 11 例(他の要因との重複含む)であった。ま

た心血管形態異常の内訳は 4 chamber view の異常が 21例(19％)、3 vessel view の異常が 12 例(11％)、

何らかの心奇形疑いが 23 例(21％)また何らかの診断名を記載して紹介してきた例が 52 例(48％)であっ

た。 

当院で分娩後早期に確定診断された中で、特に出生後早期に医学的介入が必要な HLHS、TGA、CoA、IAA

の胎児スクリーニング所見に関して検討したが、心奇形の疑いと記載されているものを除いたところ

HLHS は 4chamber view 異常 (5 例/17 例；29.4％)、TGA は FGR(1 例/4 例；25％)、VSD(1 例/4例；25％)、

CoA は単一臍帯動脈(2 例/6 例；33.3％)、IAA は羊水過多(2 例/2 例；100％)であったが、いずれの疾患

も診断はできないが何らかの心奇形を疑う(10 例/29 例； 34％)と紹介された症例が多かった。 

 

124. 胎児期から類洞交通を確認できた純型肺動脈閉鎖の一例 

徳島大学産科婦人科 

門田友里 、加地 剛、笠井可菜、中山聡一朗、前田和寿、苛原 稔 

 

純型肺動脈閉鎖(PAIVS)は心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖で、比較的稀な先天性心疾患である。PAIVS

の治療方針の決定には右室の大きさと冠動脈が右室内腔と繋がる異常交通（類洞交通）の有無が重要と

される。今回胎児超音波にて類洞交通を確認できた PAIVS の一例を経験したので報告する。 

(症例)24 歳 G0P0 自然妊娠し近医産婦人科にて健診を受け順調であったが、22 週 4 日の超音波検査にて

右室が小さいことを指摘され 23 週 3 日紹介となった。初診時の超音波検査にて右室は高度低形成であっ

たが三尖弁の通過血流は認めた。一方右室流出路は閉鎖し肺動脈へは動脈管より逆行性に流れていた。

心室中隔欠損は認めなかった。以上から PAIVS と診断した。その後の超音波で左冠動脈前下降枝および

右冠動脈が類洞交通を形成していることを確認した。また両側上大静脈で左上大静脈は左房に直接流入

していた。右室が高度低形成であり類洞交通があることから単心室修復が必要となることが予想された。

40 週 1 日陣痛発来し分娩となった。児は 3072g の男児で類洞交通を伴った PAIVS、ASD、左上大静脈左房

還流が確認された。日齢 11 に B-T シャント、13ヵ月で Glenn 手術を行い現在 Fontan 手術待機中である。

胎児期から右室の低形成に加え類洞交通の有無がわかることで出生前から治療方針の検討ができ家族へ

の説明に有用であった。 

 

125. 3D/4D inversion mode を用いた完全内臓逆位の 1例 

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 1)

内海病院 産婦人科 2)

請田絵美子 1)、石橋めぐみ 1)、田中圭紀 1)、天雲千晶 1)、真嶋允人 1)、伊藤恵 1)、佐藤美樹 1)、森信

博 1)、花岡有為子 1)、金西賢治 1)、田中宏和 1)、塩田敦子 1)、秦利之 1)、林敬二 2) 
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【緒言】内臓逆位の発生頻度は 8,000～10,000 出生に 1 例で、先天性心疾患を合併する頻度は、内臓正

位の場合 1%未満に比して、右胸心を伴った内臓逆位の場合 3～5%と高い。位置異常を認めた場合、心奇

形を合併の有無が重要である。今まで出生前 2 次元超音波検査の報告はあるが、3D/4D inversion mode

を用いた報告はない。今回我々は、3D/4D inversion mode を用いて、位置関係の把握に有用であった症

例を経験したので報告する。 

【症例】患者は 29歳、1経妊 1経産。妊娠 21 週に 2次元超音波検査にて、心臓・胃胞を胎児躯幹右側に

認め、内臓逆位を疑われ妊娠 24 週 5 日に当院を紹介受診した。通常の 3次元超音波検査では、頭蓋内・

胸腔内・腹腔内の液体貯留のある構造物の描出は困難であるが、inversion mode を用いることで、心臓

内の腔・血管・胃・膀胱などのエコーフリースペースが、白黒反転し構造物として描出される。特に 3D 

inversion mode では位置関係や血管の走行の確認が容易であった。妊娠 40週 6 日、3554g、Apgar score 

1 分後 9点、5分後 9点の女児を経腟分娩した。出生後の超音波検査や X線写真で、右胸心を伴った完全

内臓逆位と診断した。 

【結論】完全内臓逆位の症例において、3D/4D inversion mode は心臓の構造や流出血管の位置関係の把

握に有用であった。 

 

126. 帝王切開瘢痕部妊娠の診断に苦慮した 1症例 

広島市立安佐市民病院産婦人科 

本田裕 、横山貴紀、谷本博利、寺本三枝、寺本秀樹 

 

【緒言】帝王切開瘢痕部妊娠は、既往帝王切開後妊娠の 0.15％に発生するといわれ、非常に稀な疾患で

ある。放置すれば子宮破裂などの重篤な合併症を引き起こすため、妊娠初期に診断・治療する必要があ

る。今回、我々は、通常の子宮内妊娠との鑑別が困難であった帝王切開瘢痕部妊娠の症例を経験したの

で、報告する。【症例】27歳、2経妊 1経産。既往歴：26 歳時、胎児機能不全のため、帝王切開。現病歴：

無月経を主訴として他院を受診、妊娠 8 週と診断された。同日、性器出血をきたし当科紹介となった。

超音波検査では、帝王切開瘢痕部は不明瞭であったが、心拍陽性の胎芽を伴う 27.1 ㎜の胎嚢を子宮内に

認めた。3日後、胎芽心拍が消失したため紹介医にて子宮内容除去術を行ったが、体部に絨毛成分なく頸

管付近から採取した検体に絨毛を認めた。帝王切開瘢痕部妊娠の疑いで再度、紹介となり、超音波検査

および MRI 検査を行ったところ、子宮前壁下部筋層内に血腫を伴う腫瘤を認め、帝王切開瘢痕部妊娠と

診断した。同日、腹式単純子宮全摘術を行い、病理検査にて診断が確定した。【結論】妊娠初期の帝王切

開瘢痕部妊娠の診断は通常の超音波検査のみでは困難なことがあり、経時的な観察で後日、診断される

こともある。超音波検査で、帝王切開瘢痕部が確認できない症例や帝王切開瘢痕部から血流を認める症

例は、帝王切開瘢痕部妊娠の可能性があり、慎重な対応が必要と思われた。 

 

127. 当科における前置胎盤 4症例についての検討 

高知大学産科婦人科 

氏原悠介 、松島幸生、牛若昂志、渡邊理史、都築たまみ、國見祐輔、泉谷知明、池上信夫、前田

長正、深谷孝夫 

 

【緒言】近年、前置胎盤の発生頻度は増加傾向にあり、頻度は 200 分娩に 1例 

といわれている。また、周術期の大量出血のリスクが高い産科疾患である。今回、当科で 2010 年から現

在までに経験した前置胎盤の 4症例について検討したので報告する。 

【症例】症例は 30～38 歳で、全例に子宮手術の既往（帝王切開術 3例、子宮腺筋症病巣除去術 1例）が

あった。2例が妊娠 36 週で予定帝王切開術を施行でしたが、1例は妊娠 26週で大量性器出血を認め、緊

急帝王切開術を施行した。また、1例は FGR のために妊娠 33 週で緊急帝王切開術を施行した。 

4 症例のうち術前に癒着胎盤が疑われたのは 3 例であった。緊急を除く 2 症例は術前に総腸骨動脈に

occlusion balloon を留置し、術中出血対策を講じた。楔入胎盤 1例、嵌入胎盤 1例、穿通胎盤 1例で残

る 1 例は癒着胎盤を認めず、胎盤剥離が可能であった。子宮摘出術を施行した 3 例の平均手術時間は 5

時間 2分であり、出血量は 1780ml～8090ml(平均 5423ml)であった。術中出血量が多かった 2症例では妊

娠 30週未満で警告出血があり、また、頚管長の短縮も認めた。 

【結語】既往帝王切開は癒着胎盤のリスクファクターと考えられた。また、警告出血の有無や頚管長短

縮などは帝切時の出血量と関連がある可能性が考えられた。 
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128. 癒着胎盤が疑われ子宮動脈塞栓術後に子宮鏡下手術で遺残胎盤を摘出した一例 

香川県立中央病院産婦人科 

渋川昇平 、斎藤央、高田雅代、藤川麻衣、早田裕、露木佳子、川田清彌、米澤優 

 

【緒言】癒着胎盤は産科危機的出血の原因の一つである。今回、我々は癒着胎盤が疑われたために子宮

動脈塞栓術（TAE）と子宮鏡下手術を併用して、大出血なく胎盤を摘出した一例を経験したので報告する。

【症例】16 歳。未経妊、未経産。前医で妊娠 21 週に中期中絶を施行された際、自然に胎盤が剥離せず、

機械的に胎盤娩出を試みるも出血が多く中止された。翌日にも再度胎盤娩出を試みるも出血が多く不可

能であった。自然剥離を期待し経過をみたが娩出せず、癒着胎盤が疑われ、中絶後 31日目で当科紹介と

なった。MRI では子宮底部の筋層が菲薄化しており癒着あるいは陥入胎盤が疑われた。子宮温存のため

TAE 後に子宮鏡下手術（TCR）が望ましいと判断し、術前治療として MTX 投与を行った。経腹超音波下に

TCR と胎盤鉗子を駆使して子宮腔内の組織を摘出した。術後出血もなく現在経過観察中である。【考察】

大量出血が予想される場合に TAE は有用であり多くの報告がみられる。TAE を施行することで、大量出血

を回避できた可能性が高く、安全に手技を施行し得た。また、TCR を経腹超音波でモニターすることは子

宮筋層とスコープの位置をガイドでき、子宮穿孔の危険を回避する一助となった。 

 

129. 帝王切開術時に癒着胎盤と診断し保存的に経過観察を行った 1例 

県立広島病院産科.婦人科 

児玉美穂 、上田克憲、浦山彩子、野坂豪、佐々木充、広岡由実子、占部智、熊谷正俊、内藤博之 

 

【緒言】癒着胎盤に対する標準治療は子宮摘出術であるが、妊孕性を温存したい場合には他の治療法を

優先して行うことになる。今回、帝王切開術時に強度な癒着胎盤を認め、保存的な経過観察に成功した 1

例を経験した。 

【症例】31 歳、1 経妊 1 経産。第 1 子を帝王切開で分娩したが、18 トリソミーのため新生児死亡。不妊

治療で妊娠成立し、妊娠 6週から当科で妊婦健診を施行。妊娠 20週から周郭胎盤を疑うような形態異常

を認めた。妊娠 31週 6 日に破水のため緊急帝王切開術を行い、1,574g の児を分娩。胎盤は一部剥離後に

強い抵抗のため約半分の部分が全く剥離できず、この部分を子宮内に残して閉腹した。術後は出血増加

や発熱なく経過し、本人が積極的介入を行わず経過観察することを選択されたため術後 11 日目に退院。

術後 21 日目に腹痛のため再入院となったが、保存的治療で症状軽快し術後 33 日目に退院。入院中の MRI

検査では、術直後に比べ遺残胎盤は縮小していたが血流豊富な部分を認め、超音波検査でも同様の所見

であった。その後外来で定期的フォローを行っていたところ、遺残胎盤への血流が急に消失し術直後

10,240 mIU/ml であった血中β-ｈCG も 0.1 mIU/ml となったため、術後 89 日目に胎盤鉗子で 35mm 大の

遺残胎盤を除去した。 

【考察】妊孕性温存希望のある癒着胎盤症例に対して、待機的に経過観察を行うことも一つの治療選択

肢と考えられた。 

 

130. 前置癒着胎盤の管理について 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

延本悦子 、中野裕子、沖本直輝、井上誠司、瀬川友功、増山寿、平松祐司 

 

【緒言】前置胎盤、癒着胎盤はともに、産科出血の原因の一つであり分娩管理に苦慮することが多い。

今回我々は前置癒着胎盤に対し、計画的に治療を行い、安全に手術が行えた症例を経験したので報告す

る。【症例】32歳、4G2P。2 回の帝王切開術後、稽留流産となり子宮内容除去術施行。その際、子宮穿孔

し血腫を形成、再縫合を行った。今回自然妊娠したが、妊娠 26 週に出血を認め、胎盤は前壁付着で、妊

娠分娩歴より前置癒着胎盤の可能性が高く、周産期管理目的に妊娠 27 週当院に搬送となった。安静、子

宮収縮抑制剤にて加療を行い、同時に前置癒着胎盤の評価を行った。USG 上 clear zone の消失および膀

胱と子宮の間に豊富な血流を認めた。MRI では癒着胎盤は疑われるが、明らかな所見はなく、また膀胱鏡

でも表面に圧迫所見は認めるが、明らかに穿通はしていなかった。妊娠 34 週、子宮収縮抑制困難となり、

両側総腸骨動脈に occlusion balloon および両側尿管ステント留置し、緊急帝王切開術施行、2323g 女

児を娩出した。出血量は約 300g、胎児娩出後、胎盤を子宮内に留置したまま閉腹し、同日子宮動脈塞栓
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術を施行、術後 2 日目に子宮全摘術を施行した。子宮体下部に怒張した血管を認め、一部膀胱と癒着す

る子宮表面に至る穿通胎盤を認めた。出血量 1250ml であり自己血輸血し、子宮全摘術後 8日目で退院し

た。【結語】前置胎盤、癒着胎盤の症例では事前に評価、術前準備を行うことで、安全かつ良好な経過を

たどることができると考えられた。 

 

131. 産後の膣壁裂傷に対して経カテーテル的動脈塞栓術（Transcatheter Arterial Embolization:TAE）

が有効だった１例 

広島市立広島市民病院産婦人科 

浅野令子 、玉田祥子、斎藤雅子、関野和、香川幸子、小坂由紀子、中務日出輝、依光正枝、舛本

明生、石田理、野間純、児玉順一、吉田信隆 

 

産科出血はいまだ妊産婦死亡の主要原因であるが、近年、経カテーテル的動脈塞栓術（TAE）がその有用

性から選択される機会が増加している。今回、我々は産後の膣壁裂傷に対して TAE が有効であった１例

を経験したので文献的考察を加えながら報告する。症例は 26歳。近医で吸引分娩を行なった直後より多

量性器出血を認め、膣壁血腫の診断で当院搬送となった。搬送時、血圧 97/63mmHg、脈拍 108 回/分、

Hb4.7mg/dl とプレショック状態であった。膣鏡診では 5 時方向に膣壁裂傷があり後膣円蓋のあたりまで

裂傷が続いていた。すぐに全身麻酔下で外科的止血処置を行ったが視野確保に苦慮し止血困難だったた

め TAE の方針とした。全身状態が不安定だったため、全麻下のまま造影 CTを施行、左内陰部動脈末梢枝

から血管外漏出像を認めたため、ゼラチンスポンジにてこれを選択的に塞栓した。出血量は合計 2300ml

で、TAE 施行後は性器出血も落ち着き、術後５日目に退院となった。一般的に TAE は、外科的処置で止血

不能な産後出血、とくに弛緩出血、頸菅裂傷、遺残胎盤に有効と言われている。軟産道裂傷、とくに外

陰部動脈の支配領域である膣壁裂傷は結紮止血が原則とされるが、挫滅が著しい膣壁裂傷では外腸骨動

脈系やその他の動脈系の側副血行路が存在するため TAE の場合複数回の止血操作が必要となることが多

いとされる。今回は内陰部動脈からの出血で、1回の TAE で止血可能であった。 

 

132. 誘因なく発生し妊娠中に破裂した子宮仮性動脈瘤の一例 

岡山医療センター産婦人科 

矢野友梨 、山下聡美、片山典子、塚原紗耶、立石洋子、熊澤一真、中西美恵、多田克彦 

 

子宮仮性動脈瘤は帝王切開術や子宮内容除去術などの手術操作後に発生することが多く、一旦破裂する

と大出血をきたす注意すべき疾患であるが、子宮手術既往の無い症例での発生は稀である。今回我々が

経験した症例を報告する。【症例】31 歳 0 経妊 0 経産、既往歴なし【現病歴】妊娠 16 週時少量性器出血

を認め、近医で切迫流産として加療。妊娠 19 週時、再出血した際に辺縁前置胎盤と診断され、前医に入

院。妊娠 26 週時、周産期管理目的に当院へ母体搬送された。【経過】入院時、辺縁前置胎盤と子宮頚管

左壁内に約 3cm の低エコー輝度嚢胞性腫瘤を認めた。カラードプラで、左子宮動脈分枝から腫瘤に流入

する動脈性血流を認め、仮性動脈瘤と診断した。瘤は一旦自然血栓形成により縮小したが、その近傍に

新たな瘤が形成された。妊娠 33 週 1 日、頻回の子宮収縮に強い腹痛を伴うようになった。腹部は板性硬

だが胎盤早期剥離の所見は無かった。経膣エコーでダグラス窩液体貯留と仮性動脈瘤消失が確認された

ことと、NRFS のため、緊急帝王切開術を施行した。児娩出後、子宮頚部左後壁に約 5cm の裂傷が確認で

き、直視下に縫合止血した。術中出血量約 2000ml、血液製剤投与にて全身状態は回復した。【考察】子宮

仮性動脈瘤は手術操作後の発生の報告がほとんどであり、破裂出血した際の治療法は選択的子宮動脈塞

栓法が一般的である。妊娠中の報告はきわめて稀で治療法も確立されていないため、今後さらなる報告

が待たれる。 

 

133. 流産後の危機的出血に対し動脈塞栓術を施行した 1例 

松江赤十字病院産婦人科 

池野屋美智子 、真鍋敦、藤脇律人、川上伸兒、澤田康治 

 

【はじめに】産科領域における危機的出血に対して、経カテーテル的動脈塞栓術 (TAE) が広く実施され

るようになり、有用な治療方法として確立しつつある。今回、妊娠 15 週の流産後に大量の性器出血をき

たし、TAE によって止血できた 1 例を経験したので文献的考察を加え報告する。【症例】32 歳、初妊婦。
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シェーグレン症候群と診断されている。不妊治療により妊娠成立し、妊娠 11 週 0 日に受診した。胎児水

腫と診断され、妊娠 15 週 6 日に人工流産となった。流産後 25 日目より性器出血が出現し、27 日目にさ

らに出血量が増加した。経腟超音波検査で子宮内に動脈性の血流が認められた。造影 CT 検査では子宮左

内腔に仮性動脈瘤様の所見が認められ、同部位からの出血と考えられた。妊孕性を考慮し、ジェルパー

トを使用し両側子宮動脈の塞栓を行った。翌日には充分な止血効果が認められたが、塞栓術後 2 日目の

夜より再出血があり、3 日目に再度 TAE を行った。その後出血を認めることなく、Hb:6.5g/dL まで低下

したが、輸血は行わず 11 日目に退院となった。外来で月経の再開が確認された。【おわりに】流産後の

危機的出血に対して、TAE が有効であった症例を報告した。TAE は放射線科での対応が可能であれば、迅

速に実施できる効果的な治療法であると考えられたが、卵巣機能の低下や内膜の菲薄化の指摘があり、

癒着胎盤や子宮破裂等の報告もあることから、今後の妊娠分娩経過には充分な注意が必要であると考え

られる。 

 

134. 子宮動脈塞栓術を必要とした流産２症例 

JA 尾道総合病院産婦人科 

藤本悦子 、佐々木克、頼英美、川上洋介 

 

大量子宮出血に対し、両側子宮動脈塞栓術を必要とした流産２症例を経験したのでその経緯ならびに文

献的考察を報告する。症例１は、稽留流産の診断にて流産手術を実施中に約 300g の異常出血を認めた。

急いで手術を終え外来管理としていたが、1 ヵ月後に大量出血（約 500g）にて緊急搬送された。症例２

も稽留流産の診断で入院管理中に大量出血（計 1150g）を認めた。いずれの症例も、超音波上は遺残流産

物と思われる陰影と、子宮内腔近傍に至る局所的に豊富な血流陰影が確認されたため、通常の子宮内容

除去術は危険と判断し、スポンゼルを用いた両側子宮動脈塞栓術を施行した。子宮腔内の異常血流は消

失し、その後安全に子宮内容除去術を実施することが可能であった。 

 

135. 子宮下部に位置する子宮筋腫合併妊娠の中絶方法について苦慮した症例 

香川大学医学部周産期学婦人科学 

田中圭紀 、石橋めぐみ、天雲千晶、眞嶋允人、伊藤恵、請田絵美子、森信博、花岡有為子、金西

賢治、田中宏和、塩田敦子、秦利之 

 

子宮筋腫合併妊娠は 0.5〜2％程度といわれているが，子宮下部に大きな子宮筋腫を有する症例に妊娠中

絶が必要な場合，定型的な流産手術が困難なことがある。今回，子宮下部筋腫合併妊娠に対する２例の

中絶症例を経験したので報告する。 

１例目は 40 歳，未経産，子宮下部の筋腫のため中絶手術困難にて妊娠６週に当院紹介。超音波検査にて

子宮下部に長径 15m の子宮筋腫を認めた。胎嚢は筋腫の上部に位置していたが，ゾンデ診により胎嚢ま

で胎盤鉗子で到達可能と判断し，経腹超音波で子宮内を確認しつつ流産手術を実施した。術中出血は少

量であった。術後 GnRH 療法により筋腫縮小を図り，本人希望にて腹式単純子宮全摘術（術中出血量は

300ml）を施行した。 

２例目は 31 歳，未経産，1例目と同様に妊娠 9週に当院紹介。初診時子宮下部に長径 21cm の筋腫を認め，

胎嚢は子宮口から 20cm 以上離れていた。一期的な流産手術は不可能と判断し，全身麻酔下に子宮下部の

筋腫核出術を行った後，流産手術を実施。子宮損傷がないことを確認後，閉腹した。術中出血量は 1097ml

で，術前より貧血（Hb-7.9g/dl）があったため MAP 輸血 4単位を要した。 

子宮下部に位置する子宮筋腫の妊娠中絶例では，子定型的な流産手術が困難な場合も多く，筋腫の大き

さ，胎嚢の位置，年齢，今後の妊娠希望の有無を考慮して個別に治療方法を選択することが必要である。 

 

136. 早産予防のための妊婦セルフチェック表の作成 

倉敷中央病院産婦人科 

福原健 、矢内晶太、大石さやか、伊尾紳吾、桐野智江、福永文緒、堀川林、村上幸祐、大塚由有

子、内田崇史、加計麻衣、中堀隆、高橋晃、長谷川雅明 

 

【目的】早産治療では介入が遅くなれば、その予防は極めて困難となる。そこで早期の介入をめざして、

早産につながるリスク因子および初期徴候の検討を行い、その有効活用を目的とした妊婦セルフチェッ
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ク表を作成したので紹介する。 

【方法】2008-10 年の 3年間の 15～26 週の単胎の自然流早産症例 90 例について、早産リスク因子として

早産歴、早産治療歴、中期流産歴、2回以上の D&C 歴、子宮頚部手術歴、若年妊娠（<18 歳）、BMI18.5 未

満のやせ、喫煙、体外受精妊娠、子宮筋腫や子宮奇形の 10項目、および頚管炎、頚管不全症の初期徴候

として妊娠中期以降の出血、帯下異常、頚管長短縮（<25mm）について検討した。またその結果を元に妊

婦セルフチェック表を作成し、本年 1 月より全妊婦に記入していただき、リスク妊婦の把握と診療を行

なった。 

【成績】流早産 90 例のリスク因子保有数は平均 1.2 個で、2個以上保有していたのは 54％だった。さら

に、受診以前より 1 つ以上の初期徴候を認めていたのは 60％に及んだ。また本年 5 月までで初期にセル

フチェック表を提出した単胎妊婦 152 例では 11％が 2 個以上のリスク因子を有していたが、抄録提出時

点において 15～26 週の自然流早産は 0例である。 

【考察】セルフチェックにより医師のみならず妊婦自身も早産リスクを意識することが早産予防につな

がると期待する。 

 

137. 妊娠 28～31 週時の子宮頸管長と早産率の検討 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学 

折田剛志 、前川亮、李理華、山縣芳明、田村博史、杉野法広 

 

【目的】妊娠 28 週～31週時の子宮頸管長が早産の予測因子となるかについて検討した。 

【方法】2009 年 11 月～2012 年 2 月の分娩症例中、多胎、頸管縫縮術施行、頸管長計測以前の破水等を

除いた 484 症例を対象とした。28～31 週時の頸管長が 20mm 以下を頸管短縮群、20mm 超を正常群として、

両群間での早産率の比較検討を行った（検討①）。484例中32例は計測時点で子宮収縮のため入院となり、

切迫早産点滴加療を行っていた。頸管長短縮単独所見の予後を検討するため、これら 32 例を除く 452 例

について、同様に比較検討を行った（検討②）。 

【結果】①短縮群 37 例中 2例（5.4%）、正常群 447 例中 13例（2.9%）が早産に至り、早産率に有意差は

無かった（p=0.32）。短縮群の早産例 2例は、いずれも計測時点で子宮収縮のため入院点滴加療が施行さ

れており、それぞれ 33 週、35週で分娩に至った。②短縮群 12 例に早産例は無く、正常群 440 例中 10例

（2.3%）が早産に至ったが両群間に有意差は無かった（p=1.00）。短縮群の 12 例は、その後に子宮収縮

等のための切迫早産加療を必要とすることなく正期産に至った。 

【結論】妊娠 28 週～31 週時の子宮頸管長の 20mm 以下の短縮は、早産の予測因子とはならない。同時期

に頸管短縮を認めても、入院および点滴加療が必要な子宮収縮を伴わなければ外来管理が可能であると

考えられた。 

 

138. MRI で卵巣腫瘍合併妊娠が疑われたが、開腹術により子宮内外同時妊娠と判明した一例 

倉敷中央病院産婦人科 

桐野智江 、大石さやか、矢内晶太、伊尾紳吾、福永文緒、堀川林、村上幸祐、大塚由有子、加計

麻衣、内田崇史、福原健、中堀隆、高橋晃、長谷川雅明 

 

【緒言】卵巣腫瘍合併妊娠は 0.2～2%、子宮内外同時妊娠は自然妊娠後で 0.003％と報告されている。今

回我々は、卵巣腫瘍合併妊娠を疑ったが、開腹術により子宮内外同時妊娠と診断した一例を経験した。 

【症例】28 歳、1 経妊 0 経産。自然妊娠成立し 5 週 0 日に、性器出血と下腹部の違和感を主訴に受診し

た。子宮腔内に胎嚢と周囲の絨毛膜下血腫を認め、子宮収縮抑制剤を開始した。8週には右付属器に 7cm

大の血腫を認めていた。13 週 2 日に強い右下腹部痛を生じ救急受診したところ、経腹エコーで右付属器

領域に不整形の充実性腫瘤を認めた。MRI で妊娠子宮と共に、右付属器領域に内部不均一で出血を伴う

10cm 大の腫瘤を認めた。腫瘍マーカーは陰性であり、Hb は初診時 13.7g/dl から 8.0g/dl まで低下して

いた。悪性腫瘍も危惧されたため開腹手術を施行した。大部分は血腫であり、右卵管から持続的な出血

を認めた。右付属器切除術を施行し、病理組織検査で右卵管妊娠からの卵管破裂と診断した。術後の経

過は良好であり、本抄録作成時には 28週まで順調に経過している。 

【結語】子宮内に胎嚢が確認されても、妊娠初期に急性腹症を発症した際には子宮内外同時妊娠の可能

性も考慮することが重要である。 
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139. 当院における入院診療再開後の救急搬送の現状 

福山市民病院産婦人科 

青江尚志 、今福紀章、中山雅人 

 

当院は広島県東部における唯一の救急救命センターを併設している総合病院である。平成 23 年 9 月まで

は一人の医師が主に婦人科外来診療を行っていたが、10 月から二人増員となり、同時に母体搬送以外の

救急搬送の受け入れを開始した。平成 24年 5月までの救急搬送（救急車での来院）22例の現状を報告す

る。 

救急搬送のうち卵巣出血の 1 例と子宮内膜症による腹痛の 1 例には、鎮痛剤処方での帰宅を指示してい

るが、その他の 20例は緊急入院になっていた。幸いなことに機能性月経困難症の症例は1例もなかった。

子宮外妊娠症例は 4例であり、全例に緊急手術、2例に輸血を施行した。卵巣腫瘍茎捻転症例は 2例であ

り、2 例ともに緊急手術を施行している。その他として婦人科手術後の出血 1 例、卵巣出血 1 例、PID1

例、母体搬送 1例であった。 

救急搬送 22 例のうち産後症例は 10例であり、そのうち 1例は帝切後に A群連鎖球菌感染が判明した DIC

に腎不全を併発した症例である。残りの 9 例は全て産後出血の症例であり、内訳は帝切後 5 例、経腟分

娩後 4例であった。産後症例には全例輸血を必要としており、6例に UAE を施行していた。産後出血 9例

のうち、搬送を決めた時点での出血量は 1000～4683（平均 2116）ml、来院時の SI も 0.51～1.46（平均

0.90）と幅があった。最も多くの血液を必要とした症例には RCC26 単位、FFP30 単位、PC20 単位を輸血

していた。 

 

201. 術後に小腸 GIST と診断された骨盤内腫瘍の 2例 

徳島市民病院 産婦人科 

東元あゆか 、山本哲史、福井理仁、東敬次郎 

 

GIST とは消化管間葉系腫瘍の総称であるが、しばしば卵巣腫瘍と診断され開腹手術となることがある。

我々は術前に卵巣腫瘍を疑い、手術時に小腸 GIST と診断された 2例を経験したので報告する。 

症例１：63 歳、3 回経産婦。前医で貧血を指摘され、CF を施行したが異常は認めず。下腹部痛で当院救

急外来受診、卵巣腫瘍によるイレウスを疑い CT を施行した。腫瘤の内部には石灰化と air bubble を認

め、腫瘍壊死または膿瘍形成が疑われ、緊急手術を施行した。術中所見で両側付属器に異常はなく、回

腸に手拳大の腫瘤を認めた。外科にて小腸部分切除術を施行、病理診断で GIST と診断された。 

症例２：59 歳、2 経産婦。発熱、下腹部痛で前医を受診、骨盤内腫瘍を指摘され紹介。経膣超音波で充

実性の骨盤内腫瘍を認め、卵巣嚢腫茎捻転または卵巣膿瘍を疑った。MRI では 8㎝大の境界明瞭、いびつ

な形状の骨盤内腫瘍を認め、内部には石灰化と出血が混在しており、卵巣腫瘍の破裂を疑い開腹手術を

施行した。術中所見では回腸に壁外突出性の腫瘤を認め、左付属器に癒着していた。卵巣腫瘍は認めず、

消化管由来のため外科にて小腸部分切除を施行した。小腸 GIST は画像診断で卵巣腫瘍との鑑別に難渋し

た報告が散見される。卵巣腫瘍として非典型的な画像所見がみられる骨盤内腫瘍においては、GIST を含

めた消化管腫瘍も念頭におき、外科と連携した手術を考慮すべきである。 

 

202. ―高知赤十字病院産婦人科での産婦人科医が行う乳癌検診― 

高知赤十字病院産婦人科 

平野浩紀 、毛山薫、中山彩、甲斐由佳 

 

当院産婦人科では、平成２１年より産婦人科外来において乳癌検診を開始し、３年が経過したため報告

する。 

乳癌の罹患率は１９９０年代後半より女性の悪性新生物の第１位である。死亡率も確実に上昇してきて

おり、欧米で１９９０年代後半から減少傾向に転じているのと対照的である。これは検診の普及により、

非浸潤癌で発見される割合が高くなってきているのも一因である。このため厚労省は検診受診率５０％

を目標にしている。また罹患のピークが他の癌に比べて若年に位置しているのが特徴で、子育て世代が

罹患すると社会的な影響は大である。 

現在の乳癌検診は外科医が行っているが、もし厚労省の方針に従って検診率が上昇すると検診を行う医

師不足が懸念される。検診の入り口としての産婦人科の存在は将来重要な位置を占めると思われる。で
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は具体的に何をどのようにしたらよいのか？ 

 現在検診効果が確実であるのがマンモグラフィ(MMG)である。この講習を受けて B以上の合格判定を得

ることが必要である。続いて検診効果が確実視されているのが超音波検査である。同様の講習会があり、

B以上の判定が必要である。それぞれ詳細は MMG 検診精度管理中央委員会(精中委)および日本乳腺甲状腺

超音波診断会議(JABTS)の HP を参照されたい。産婦人科医会と産婦人科乳癌学会が共催で両講習会を年 1

回ずつ開催している。本年 12 月 15～16 日の土日には東京にて MMG 講習会が開催されるのでぜひ皆さん

の参加をお勧めする。 

 

203. 子宮体部癌肉腫脳転移に対してガンマナイフ治療が著効した 1症例 

広島市立安佐市民病院 産婦人科 1 

たかの橋中央病院ガンマナイフセンター2 

横山貴紀 1 、谷本博利 1、本田裕 1、寺本三枝 1、寺本秀樹 1、秋光和英 2 

 

【諸言】子宮体部癌肉腫は稀な疾患であり、本腫瘍の脳転移に対する治療報告は極めて少ない。今回、

子宮体部癌肉腫の脳転移に対してガンマナイフ治療が著効した症例を経験したので報告する。【症例】57

歳。性器出血を主訴に近医を受診し子宮腫大を指摘され当院紹介初診、内診にて膣内に突出する鵞卵大

の易出血性腫瘤を認めた。腫瘍表面の擦過細胞診は扁平上皮癌を疑う所見であったが、組織検査では凝

固壊死組織のみで組織型は確定できなかった。多量出血のため緊急入院となり、開腹手術：単純子宮全

摘出術、両側附属器摘出術、骨盤リンパ節郭清、傍大動脈リンパ節生検、虫垂切除術を施行した。術後

病理では子宮体部同所性癌肉腫、臨床進行期ⅠB 期、pT1bN0M0（日産婦分類 2011）と診断した。術後化

学療法 TC：PTX175mg/m2+CBDCA AUC6.0 を 5 コース施行し外来で経過観察を行ったが、初回治療から 1年

後に多発肺転移が出現し、TC4 コースを追加、1年 8ヶ月後に左側不全麻痺、呂律困難が出現し、頭部 CT

にて右前頭葉に 15mm 大の脳転移巣が認められた。同日入院となり 3日後ガンマナイフ治療を施行し、15

日後には神経症状は著名に改善、腫瘍径 7mm と縮小した。90日後には神経症状は消失し、CT で造影効果

のある腫瘤は消失した。【結語】子宮体部癌肉腫脳転移に対するガンマナイフ治療は腫瘍の縮小、QOL 改

善に効果があると考えられた。 

 

204. 膣壁筋腫との鑑別が困難であった、直腸膣中隔に発生した Gastrointestinal stromal tumor (GIST)

の一例 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

李理華 、田村博史、田村功、浅田裕美、山縣芳明、田村博史、杉野法広 

 

消化管間質腫瘍Gastrointestinal stromal tumor (GIST)は、多くは胃や小腸に発生し大腸には稀である。

今回我々は、膣壁筋腫との鑑別が困難であった直腸膣中隔 GIST の１例を経験したので報告する。症例は

53 歳、女性。H16 に膣後壁に発生した４cm 大の腫瘤に対し、経膣的腫瘤摘出術を施行した。病理組織検

査は、cellular leiomyoma であり膣壁筋腫と診断した。H23 に帯下増加を主訴に近医を受診し、膣壁筋

腫の再発を疑われ当院に紹介となった。前回と同部位に 7cm 大の膣壁腫瘍を認め、筋腫再発の診断下、

GnRH 療法後に手術の方針とした。GnRH 療法中に腫瘍の増大と、腫瘍からの出血を認めた。経膣的に腫瘍

の組織生検を施行したところ、HE 染色では、紡錘形核を有し異型性のない紡錘形細胞が束状錯綜配列を

呈しており cellular leiomyoma が疑われたが、免疫染色で Kit、CD34 陽性で、平滑筋 actin、desmin、

s-100 は陰性であり、GIST と診断された。経腹及び経膣的に、膣後壁と直腸の一部を合併して腫瘍を摘

出した。悪性 GIST 高リスク群のため、イマチニブ療法を施行している。本症例では、初回発症で GIST

の診断に至ることができず、再発を来しその診断に苦慮した。膣腫瘍の鑑別には GIST も考慮すべきであ

り、またその際、平滑筋腫と非常に類似した組織像を呈する可能性があることを念頭に置くべきである。 

 

205. 腹腔内膿瘍を反復した１症例 

独立医療法人福山医療センター産婦人科 

黒川晴菜 、澤田麻里、永井あや、山本暖、多賀茂樹、早瀬良二 

 

性交経験がない女性で，腹腔内膿瘍を反復して発症した 1 症例を経験したので文献的考察を含め報告す

る。患者は 20歳，0経妊 0経産，性交経験なし。既往歴として 14歳時に腹腔内膿瘍（原因臓器不明）に

－Ｓ 48 －



 

て開腹ドレナージの手術癧がある。また合併症として糖尿病で内服加療中であった。発熱・めまいを主

訴に近医総合病院に救急搬送され，検査の結果右腹腔内膿瘍の疑いで当科紹介され入院となった。血液

検査にて WBC:18200/μl，CRP:18.84mg/dl と高値であり，MRI の画像所見などから右附属器膿瘍と診断し

た。ユナスピンを投与したが翌日 CRP:24.76mg/dl と上昇しており，緊急手術にて開腹ドレナージ，右附

属器切除術，癒着剥離術を施行した。腹腔内は腹膜と腸管の一部が強く癒着し，右附属器領域に一部穿

破し排膿している嚢胞様構造物を認めた。また腹腔内の至る所に白苔が付着しており，膿性腹水を認め

た。術中膿性腹水の培養にて Gemella morbillorum が検出された。術後経過は良好にて術後 13 日目に退

院し，その後は再発なく経過観察中である。 

 

206. MRI を用いた子宮筋腫縮小率の検討 

愛媛大学大学院医学系研究科 生殖病態外科学 1 

松山赤十字病院 放射線科 2 

松山赤十字病院 産婦人科 3 

田中寛希 1)、吉岡真二 2)、横山幹文 3)、那波明宏 1)

 

【目的】近年、腹腔鏡手術の普及に伴い、子宮筋腫に対して術前に子宮筋腫の縮小を目的としてしばし

ば GnRH agonist が投与されているが、GnRH agonist が著効する症例とそうでない症例がある。今回、我々

は子宮筋腫の縮小率と MRI から求めた ADC(apparent diffusion coefficient)値に相関関係があるかを前

方視的に検討した。 

【方法】2011 年 4 月から 2011 年 12 月の間に子宮筋腫(≧4cm)を有し GnRH agonist にて偽閉経療法を行

った患者うちこの調査について説明し同意を得られた患者 10 人、総筋腫核数 17個。MRI 撮影から 2ヶ月

以内に GnRH agonist を開始し、3回目の GnRH agonist 投与から１ヶ月後に再度 MRI を撮影、血液検査に

てエストラジオールを測定した。筋腫の大きさを GnRH agonist 投与前後で比較し縮小率を求めた。 

【結果】GnRH agonist 投与前の子宮筋腫の平均最大径は 72.6mm、平均 ADC 値は 1221.8(10-6mm2/sec)で

あった。子宮筋腫の平均縮小率は 27.9%であった。GnRH agonist 後のエストラジオールは 10pg/ml 以下

が 5 人、10～20pg/ml が 3 人、20～30pg/ml が 1 人、40pg/ml 以上が 1人であった。年齢と縮小率につい

て相関関係を見ると R=-0.0663、R2=0.0044 で有意な相関関係を認めなかった。筋腫最大径と縮小率につ

いて相関関係を見ると R=-0.0851、R2=0.0072 で有意な相関関係を認めなかった。エストラジオールと縮

小率について相関関係を見ると R=-0.3671、R2=0.1347 で弱い相関関係を認めた。ADC 値と縮小率につい

て相関関係を見ると R=-0.4464、R2=0.1993 で比較的強い相関関係を認めた。 

【考察】今回の検討により、MRIのADC値と子宮筋腫の縮小率に負の相関関係がある可能性が示唆された。 

 

207. 外陰部に発生した aggressive angiomyxoma の一症例 

香川県立中央病院 産婦人科 

藤川麻衣 、渋川昇平、早田裕、髙田雅代、露木佳子、齋藤央、川田清彌、米澤優 

 

aggressive angiomyxoma（侵襲性血管粘液腫、以下 AAM）は女性の骨盤腔、外陰、肛門周囲に発生する稀

な間葉系腫瘍である。今回我々は、外陰部に発生した AAM の 1 例を経験したので報告する。症例は 51 歳

女性。10 年程前に外陰部の腫瘤を自覚し、ここ数年で増大してきたため近医を受診し、精査・加療目的

に当院へ紹介となった。初診時、右大陰唇外側に超手拳大の皮下腫瘤を認め、MRI で AAM が疑われたため、

腫瘍摘出術を施行した。腫瘍の割面は白色から黄色調で光沢のある軟性の腫瘍であった。組織学的には

細い網状の血管と粘液腫状の広い間質を伴い、小型紡錘形の細胞が増生している病変で、AAM と診断した。

AAM の治療の基本は外科的切除であり、再発率が高いことから、十分な術後の経過観察が必要である。 

 

208. Pyomyoma の 1例 

中電病院産婦人科 1) 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学 2) 

国立病院機構四国がんセンター3) 

山本弥寿子 1)、三春範夫 1)、皆川詩織 1)、正路貴代 1)、長谷川康貴 1)、江川美砂 2)、松岡直樹 3) 

 

【緒言】子宮筋腫への感染(Pyomyoma)は抗生物質の普及や子宮筋腫に対する外科的治療の増加により減
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少しており稀な疾患とされる。今回我々は、子宮腔内に穿孔した Pyomyoma の１例を経験したので報告す

る。 

【症例】50歳、4経妊 4経産（帝王切開術 4回）、月経不順で最終月経は不明。既往歴および基礎疾患は

特記なし。下腹部痛、発熱を主訴に近医内科を受診し抗生剤内服で経過観察されていた。1週間経過する

も症状改善なく、さらに不正性器出血を認めたため、当科紹介初診した。初診時骨盤内に小児頭大の腫

瘤を触知、膿様の血性帯下を認め、血液検査所見では白血球増多および CRP 上昇を確認した。CT では子

宮右側に内部に液状変性を伴った腫瘤を認め、さらに子宮内腔にも液体貯留を認めた。変性筋腫への感

染を疑い、開腹手術を施行したところ腹腔内には双手拳大の漿膜下筋腫を認め、筋腫内腔から悪臭を伴

う膿が流出した。単純子宮全摘術を施行、摘出標本にて pyomyoma と診断、さらに腫瘤内腔は子宮頸部を

交通していたことが判明した。術後の経過は順調であり速やかに解熱、炎症所見も陰性化したため術後

10 日目に退院した。【考察】pyomyoma は稀な疾患であるが、子宮筋腫は婦人科腫瘍疾患の中で最も頻度

の高い疾患である。子宮筋腫をもつ女性の不明熱においては本疾患を念頭においた診断、治療が重要と

考えられた。 

 

209. 外陰部に潰瘍形成したｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽの 1 例 

山口県済生会下関総合病院産婦人科 

西本裕喜 、水本久美子、丸山祥子、藪内恭子、坂口優子、嶋村勝典、高崎彰久、森岡均 

 

ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽは難病特定疾患にも認定されており、その頻度は人口 10 万人あたり 0.01〜0.04 人と報告され

ており、婦人科領域におけるｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽに関連した症例報告は非常に稀である．今回我々は外陰部に潰瘍

形成を来した外陰部ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽの 1 例を経験したので報告する． 

症例：66歳、0経妊 0経産．約 30年間に及ぶ透析治療歴あり． 

現病歴：平成 24年 2月外陰部潰瘍を主訴に近医受診．細胞診及び生検施行されるも診断つかず．肉眼的

に外陰癌を疑われ、精査加療目的に当科紹介となった． 

検査所見：腫瘍ﾏｰｶｰ（CA125、CA19-9、SCC、CEA）は正常範囲内で、肉眼的には右大小陰唇にφ25×30mm

大の潰瘍性病変を認め、表面は膿汁で覆われていた．MRI 検査では、患部の腫瘤形成や浸潤所見なく、CT

検査では明らかなリンパ節の腫大や遠隔転移像は認めなかった．最終的に病理組織結果にて、間質や血

管周囲にｱﾐﾛｲﾄﾞの沈着を認め、透析ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽとの診断に至った．本来ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽは皮下腫瘤を形成する

ことはあるが、今回のような潰瘍は形成しない．今回は皮下腫瘤に感染を併発しそれによって潰瘍を形

成したものと考えられた．ｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽにおける根本的な治療法は確立されておらず、対症療法が中心とな

り、本症例も感染を併発していたため抗生剤塗布を添付したのみで潰瘍は改善した．外陰部に潰瘍形成

したｱﾐﾛｲﾄﾞｰｼｽの報告は極めて稀であり、文献的考察も踏まえて報告する． 

 

210. ポリープ状異型腺筋腫（atypical polipoid adenomyoma）の一例 

鳥取大学医学部女性診療科 1) 

鳥取大学医学部属病院がんセンター 2) 

浪花 潤 1)、工藤明子 1)、佐藤誠也 1)、佐藤慎也 1)、島田宗昭 1)、大石徹郎 1)、板持広明 1)、原田

省 1)、紀川純三 2) 

 

【はじめに】ポリープ状異型腺筋腫（atypical polipoid adenomyoma，以下 APA）は 1981 年に初めて報

告され，比較的若年者に多く発症する良性疾患であるが，内膜上皮に異型を伴うことから高分化型類内

膜腺癌との鑑別が必要となる．今回，類内膜腺癌との鑑別に苦慮した APA の一例を報告する． 

【症例】27 歳女性，未経妊．過長月経を主訴に前医を受診し，子宮頚管ポリープ様腫瘍および子宮内腫

瘍を認めた．前医での病理組織検査で高分化型類内膜腺癌と診断され，当院を紹介初診した．内膜細胞

診は細胞採取不十分で判定不能であった．MRIでは子宮底部に外向発育型の径15mmの結節性病変を認め，

子宮内膜全面掻爬を行った．腫瘍の肉眼所見は筋腫に類似した表面平滑な弾性硬の白色充実性病変で悪

性所見を認めず，病理学的に異型上皮を伴う腺成分と一部に平滑筋成分を認め APA と診断された．前医

で採取された病理標本の再評価で APA となった．現在慎重な経過観察を行っている． 

【まとめ】APA の一例を報告した．APA は近年悪性との共存あるいは続発の可能性も指摘されていること

から，その診断には慎重を期すべきである． 
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211. 腹腔鏡下腫瘍核出術後に診断された低悪性度子宮内膜間質肉腫の１例 

徳徳島県立中央病院産婦人科 1)、恵愛レディースクリニック 2) 

前川正彦 1)、三谷龍史 1)、甲斐由佳 1)、宮谷友香 1)、加川俊明 2) 

 

【緒言】子宮内膜間質肉腫は子宮肉腫の約 10%とまれな疾患であり、特に低悪性度子宮内膜間質肉腫は子

宮筋腫との術前の鑑別が困難であることが多い。今回我々は腹腔鏡下筋腫核出術後の病理検査で低悪性

度子宮内膜間質肉腫と診断されたため追加手術を施行した症例を経験したので報告する。 

【症例】症例は 45歳、未妊婦、挙児希望を主訴に前医受診。超音波検査で粘膜下に 51x45mm の嚢胞性腫

瘤を認めたため、加療目的で紹介された。MRI で腫瘤の境界は比較的明瞭であり T1 強調像にて低信号、

T2 強調像にて高信号を呈していたため変性を伴った粘膜下筋腫と判断した。腹腔鏡下子宮腫瘍核出術を

施行したところ、腫瘤と子宮筋層との境界はほぼ明瞭であったが、子宮内膜との境界は不明瞭であり剥

離に時間を要した。病理所見は内膜間質細胞様の短紡錘形細胞のびまん性増殖を認め、筋層内での浸潤

性増殖およびリンパ管侵襲を示していた。細胞分裂像は乏しい。免疫染色で CD10 陽性、smooth-muscle 

actin 陰性、desmin 陰性であり低悪性度子宮内膜間質肉腫と診断された。術後 26 日目に単純子宮全摘出

術、両側付属器切除術、骨盤リンパ節郭清術を追加した。摘出子宮に子宮内膜間質肉腫の遺残はなく、

転移も認めなかった。 

【結論】低悪性度子宮内膜間質肉腫はまれな疾患であるが、画像上子宮筋腫として典型的でない症例に

おいては念頭におくべき疾患である。 

212. 子宮動脈塞栓術で出血コントロール後に治療を行った子宮悪性腫瘍症例の検討 

高知医療センター 産婦人科 1、放射線療法科 2 

山本寄人 1、吉田しのぶ 1、永井立平 1、松本光弘 1、小松淳子 1、木下宏実 1、南 晋 1、林 和俊 1、

野田能宏 2、秦 康博 2、森田荘二郎 2 

 

【目的】子宮動脈塞栓術(UAE)は，interventional radiology の技術を応用して子宮動脈に塞栓物質を注

入し，その血流をコントロールする方法である。産科疾患の緊急大量出血，子宮筋腫などの良性疾患，

外傷や子宮悪性腫瘍などの止血困難症例に対して用いられている。今回，大量出血のため治療前に UAE

を施行した子宮悪性腫瘍症例の治療成績について検討した。 

【対象】2009 年から当院で UAE を施行し治療を行った子宮頚癌 4例，子宮体癌 1例を対象とした。 

【成績】平均年齢は 47.2 歳(31-64 歳)で，UAE までに赤血球濃厚液を平均 8単位（2-12 単位）使用した。

臨床進行期は子宮頚癌 Ib期 1 例，Ⅱb期 1例，Ⅲb期 2例，子宮体癌Ⅳ期 1例で，組織型は扁平上皮癌 3

例，粘液性腺癌 1 例，類内膜腺癌 1 例であった。治療方法は、広汎性子宮全摘術＋傍大動脈・骨盤リン

パ節郭清＋術後化学療法 1例，化学療法同時併用放射線療法(CCRT)3 例，準広汎性子宮全摘術＋傍大動脈・

骨盤リンパ節郭清＋術後化学療法 1 例であった。CCRT 症例を検討すると，1 例に子宮残存病変を認めた

ため単純子宮全摘術を追加した。2例に放射線照射野外（傍大動脈リンパ節，肺野）に再発を認め 1例が

死亡した。1例は，2年間無病生存している。局所再発例は認めていない。 

【結語】UAE で出血をコントロールすることにより治療開始前に十分に診断・評価を行うことができ、初

回治療を完遂することができた。また、UAE 後でも CCRT の効果が期待できる可能性が示唆された。 

 

213. 多発子宮筋腫にて診断が困難であり、脾臓転移をきたした子宮癌肉腫の一例 

香川労災病院 産婦人科 

光井崇 、清水美幸、木下敏史、大倉磯冶、川田昭徳 

 

緒言：子宮癌肉腫は上皮性成分、間質性成分がともに悪性を示す極めて予後不良な悪性腫瘍であり、子

宮内腔に突出するポリープ状の腫瘤形成を肉眼的特徴とする。今回、多発子宮筋腫にて診断が困難であ

った子宮癌肉腫の一例を経験したため報告する。 

症例：60 歳台 2 経妊 2 経産。200X 年 4 月不正性器出血あり、近医を受診。子宮内膜細胞診にて class

Ⅲを指摘され、子宮内膜掻爬術を施行されたが、明らかな悪性所見は指摘されなかった。不正性器出血

が持続するため、8月に MRI を施行され、子宮体部筋層、粘膜下及び頚部に多発する子宮筋腫を認められ

たが、悪性腫瘍を疑わせる明らかな所見は認められなかった。その後も子宮内膜細胞診にて classⅢが持

続するため、翌年 1 月当科紹介となった。経腹超音波にて子宮筋層に多発する子宮筋腫を認め、著明な
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内膜肥厚も認められたため、子宮内膜細胞診、内膜掻爬術を施行し、adenocarcinoma が認められた。骨

盤 MRI では子宮体部筋層、粘膜下及び、頚部に多発する子宮筋腫を認め、子宮内腔に腫瘤性病変を認め

た。また、ダグラス窩に多発する播種性病変を認めた。PET-CT では明らかなリンパ節転移は指摘されな

かったが、脾臓に高集積を認める腫瘤性病変を認めた。同月当科にて TAH+BSO+PLN+PAN+OMT+Douglas’

pouch tumor resection+splenoectomy を施行した。術後病理検査にて carcinosarcoma, pT3a, pN0, pM1

と診断された。 

考察：本症例は子宮体部筋層、粘膜下及び、子宮頸部に子宮筋腫が多発し、著明な子宮腫大を認めたた

め、子宮内腔病変の評価が困難な一例であった。 

 

214. 当院で経験した子宮内膜間質肉腫の２症例 

綜合病院社会保険徳山中央病院産婦人科 

後 賢 、沼 文隆、平田博子、中川達史、伊藤 淳、平林 啓、中田雅彦、伊東武久 

 

子宮内膜間質肉腫(以下 ESS)は子宮悪性腫瘍の１％に満たない稀な腫瘍である。術前診断の困難さが指摘

され、また若年例での妊孕性温存や早期例での卵巣摘出の可否に対する問題も多い疾患である。最近５

年間に当院で経験した２症例について報告する。 

【症例１】50 歳、USG で子宮筋腫、MRI で子宮体部腫瘍(通常の筋腫は考えにくい、腺筋症や癌・肉腫を

疑う)・左卵巣腫瘍の診断、腹式単純子宮全摘出術(以下 AT)・両側付属器摘出術(以下 BSO)施行し ESSⅡA

期(右卵巣に転移、左卵巣は内膜症性嚢胞、腹水細胞診は陰性)と診断。術後 PET-CT でリンパ節転移を疑

われ TC 療法 6コース施行、初回治療より３年２ヶ月生存中である。【症例２】47 歳、USG・MRI で子宮体

部腫瘍(通常の筋腫とは異なる、高度に嚢胞化した筋腫や平滑筋肉腫、ESS などを疑う)の診断、AT 施行

し ESSⅠB期(腹腔洗浄液細胞診は陰性)と診断。術後 PET-CT で転移や再発の所見なし、MPA600mg/日内服

を開始、５カ月生存中である。２例とも主訴は閉経前の不正性器出血であったが、術前に行われた内膜

細胞診は陰性であった。腫瘍マーカー(CA125、LDH)は症例１、２とも正常値であったが、いずれの症例

も画像で悪性病変の可能性を疑うことは可能であった。“通常の筋腫ではない可能性がある”症例を確実

に抽出することが大切である。 

 

215. 正確な術前診断により低侵襲な手術が可能となった硬化性間質性腫瘍の一例 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 

原賀順子 、福島千加子、楠本知行、中村圭一郎、関典子、本郷淳司、平松祐司 

 

【緒言】硬化性間質性腫瘍（Sclerosing stromal tumor；以下 SST）は稀な卵巣腫瘍であり、画像所見

で嚢胞を伴う充実腫瘍を示し、腹水を伴うこともあることから、術前に悪性腫瘍と鑑別することは難し

い。しかし近年では MRI の特徴的所見により術前診断が可能になってきている。今回我々は、術前精査

により SST を強く疑い、低侵襲な手術を施行できた一例を経験したので報告する。【症例】36歳、2経妊

2 経産。頻発月経を主訴に前医を受診し 8cm 大の卵巣腫瘍を指摘された。増大傾向なく経過観察となって

いた。転居に伴い当院での加療を希望されたため当科紹介となった。可動性良好な腫瘍で、MRI では辺縁

平滑で、腫瘍内部は不整形の充実部分と多数の嚢胞部分が混在していた。充実部分は早期より強く造影

され、SST を示唆する所見であった。腫瘍周囲には怒脹した卵巣動静脈を認め、動静脈奇形も疑われた。

腫瘍マーカーの高値は認めなかった。十分な説明の下、腹腔鏡下で右卵巣摘出術を施行した。腫瘍や内

容液を腹腔内に散らさないように工夫し、単孔式での手術を行うことができた。病理診断は SST であっ

た。【考察】SST はその画像的特徴を十分理解することにより鑑別診断としてあげることが可能である。

術式を工夫することでより低侵襲な手術が可能であることが示された。 

 

216. 術後 5年目に全身リンパ節転移を来した子宮頸部上皮内癌の１例 

徳島大学産科婦人科 

祖川英至 、吉田加奈子、西村正人、古本博孝、苛原稔 

 

CIS で円錐切除術後５年目に全身リンパ節転移を来した症例を経験したので報告する。症例は 36 歳、2

経妊 0経産。不正性器出血で前医を受診、頸部細胞診Ⅲbを指摘され当院へ紹介された。当院の頸部細胞

診はⅤ(adenosquamous carcinoma を推定)、コルポスコピーでは子宮腟部に隆起性の白色上皮を認め、CIS
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以上の病変が疑われた。10 時の生検と頸管掻爬では CIS、MRI では子宮頸部に明らかな腫瘤形成を認めな

かった。診断的円錐切除を行い、標本を 10 切片で検討したところ、2 切片で CIS を認めた。切除断端は

陰性であり、術後経過観察の方針としたが、細胞診では異常を認めず、4年 10ヶ月後の子宮頸部の high 

risk HPV DNA は陰性であった。術後 5年後に左鼡径部の腫脹を主訴に受診、CTでは全身リンパ節腫大を

認め、左鼡径リンパ節の生検では SCC を認めた。上下部消化管内視鏡では異常所見を認めず、PET-CT で

も原発巣となる病変を認めなかった。既往歴からCISの遠隔転移を考えTC(DC)を6コース行ったところ、

リンパ節はやや縮小し、残存病変に対して放射線療法を行った。その後 DCを 2 コース追加したが、リン

パ節の増大を認め術後 6年 5ヶ月後に死亡した。左鼡径リンパ節の生検組織からは HPV16型が検出され、

原発巣として CIS が考えられた。非常に稀な症例を経験したので報告する。 

 

217. 子宮頸部上皮内癌に対するレーザー蒸散術手技の改善および円錐切除術との再発率比較 

四国がんセンター 婦人科  

松岡直樹 、大亀真一、小島淳美、白山裕子、松元隆、横山隆、野河孝充 

 

近年未産の若年者などに増加している子宮頸部上皮内癌（CIS）に対し、ガイドラインで推奨されている

円錐切除術は早産等のリスクが少なからずある。当院では若年患者の CIS に対してはレーザー蒸散術を

推奨しているが、再発率の高さや術後病理検査ができないなどの問題もある。当院では 2007 年より 3～

5mm の深さまで蒸散する手技を統一して施行した。今回、手技の統一による再発率と手術の安全性を同時

期に施行した円錐切除術例と比較し検討した。 

【方法】2003 年 1月から 2010 年 4 月まで当院にてレーザー蒸散術を初期治療として施行した 142 例にて

解析を行った。CIN3（高度異形性）以上が、術後 6 ヶ月以上経過して認められた例を「再発」、6 ヶ月以

内に認められた例を「遺残」と定義した。手技を統一した 2007 年 1 月以前の症例群を A 群（55 例）、以

後を B群（87 例）として両群の再発率等を比較した。また円錐切除術例（全 199 例：A群 87 例、B群 112

例）とも再発率を比較した。 

【成績】レーザー蒸散術後の再発は A群 26 例(30%)に対し、B群 12 例（7%）であり、遺残は A群 3例（3%）、

B群 0例（0%）であった。遺残率に差はなく、再発率に有意差を認めた。円錐切除術例の再発率（A’群：

1 例 1%、B’群：3 例 3%）と比較するとレーザー蒸散術は再発率が依然高いが、当院で統一した手技

は再発率低減に有効であると言える。 

 

218. 子宮頸部円錐切除術症例における HPV 検査の意義 

鳥取大学医学部女性診療科 1) 

鳥取大学医学部附属病院がんセンター2) 

工藤明子 1)、佐藤誠也 1)、浪花潤 1)、佐藤慎也 1)、島田宗昭 1)、大石徹郎 1)、板持広明 1)、原田省
1)、紀川純三 2) 

 

目的：子宮頸部円錐切除術症例における HPV 検査の意義を明らかにすること 

方法：2009 年 4 月から 2012 年 1 月の間に当科にて子宮頸部円錐切除術を施行し、同意が得られた 81 例

を対象とした。術前および術後 3 ヵ月の時点で HPV タイピング検査を行い、術前後の細胞診および HPV

タイピングの結果を比較検討した。 

結果：対象の平均年齢は 36.8 歳（19-74 歳）であった。術前の細胞診では ASC-US が 5 例（4.8％）、ASC-H

が 8 例（7.7％）、LSIL が 11 例（10.6％）、HSIL が 61 例（58.7％）、AGC が 5 例（4.8％）、SCC が 6例（5.8％）、

AIS が 1 例（1.0％）であった。術後組織診は、CIN1 6 例（5.8％）、CIN2 15 例（14.4％）、CIN3 80 例（76.9％）、

Ia1 期、コンジローマ、慢性頸管炎 各 1 例（1.0％）であった。術前では 99 例（95.2％）が HPV 陽性で

あり、16 型が 39例、52型が 23 例と高頻度にみられた。術前に HPV 陰性であった 5例の術後組織診はい

ずれも CIN3 であった。術後の HPV 検査では 22 例（22.2％）が陽性であり、その内訳は術前と同じ型が 9

例（9.1％）、異なる型が 6例（6.1％）、型不明が 7例（7.1％）であった。術後に HPV が陰性となった例

では細胞診異常はみられなかったが、術後 HPV 陽性例のうち 4例に細胞診異常を認めた。 

結論：子宮頸部円錐切除術後に 76.5％の症例では HPV が消失したが、一方で HPV 陽性例では再度細胞診

異常を認めることもあり、慎重な管理が必要と考えられた。 

 

219. 進行・再発婦人科癌の消化管閉塞に対する緩和手術に関する検討 
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広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 産科婦人科学 

濵﨑晶 、平田英司、藤原久也、工藤美樹 

 

【緒言】進行・再発婦人科癌患者に対し、症状の緩和と QOL 改善を目的とした緩和手術として腫瘍切除

術、消化管バイパス術、ストーマ造設術などが施行されている。当科では当院消化器外科と相談し、QOL

の改善と予後 3 カ月以上が見込める患者を適応としている。今回緩和手術を施行した症例を経験し、そ

の効果や予後を検討した。 

【症例】症例 1：子宮頸部扁平上皮癌 IIb 期、広汎子宮全摘出術後に腹腔内再発し同時化学放射線療法

（CCRT）、全身化学療法、強度変調放射線治療（IMRT）を行い PS は 3 であった。腸閉塞、放射線性直腸

出血に対し小腸ストーマ造設し、経口摂取可能となり一時退院した。術後予後は 3ヶ月であった。症例 2：

子宮頸部腺癌 IIIb 期、CCRT 中局所再燃し組織内照射、IMRT、全身化学療法施行し PS は 2 であった。腸

閉塞に対し小腸ストーマ造設、バイパス術施行し、消化器症状は著明に改善し一時退院した。術後予後

は 5ヶ月であった。症例 3：卵巣明細胞腺癌 Ic(2)期、Staging laparotomy、初回化学療法後に腹腔内再

発し 2次化学療法施行し PS は 2 であった。腸閉塞と再発腫瘍の腸管穿通に対し小腸ストーマ造設し、経

口摂取可能となり退院した。術後 8ヶ月坦癌生存している。 

【考察】何れの症例も QOL が改善し一時退院、経口摂取可能となった。今後も進行・再発婦人科癌には

症例を選択した上での緩和手術の効果が期待できる。 

 

220. ヒト胎盤絨毛細胞における ROCK2 発現の検討 

広島大学産科婦人科 

坂手慎太郎 、坂下知久、信実孝洋、工藤美樹 

 

【目的】Rho kinase（ROCK）は多彩な生理機能を有する酵素であり、細胞の分化、アポトーシス、遊走、

浸潤等に関与することが知られている。マウスにおいて胎盤に強く発現し、妊娠の成立、維持に強く関

わることが報告されている。また、絨毛外栄養細胞（EVT）株 HTR-8／SVneo 細胞において、prostaglandin 

E2 を介した遊走を ROCK inhibitor が抑制することが報告され、ROCK は EVT の遊走に必要な因子である

可能性がある。ヒト胎盤での ROCK２の発現と局在を確認し、その妊娠週数に伴う変化を検討したので報

告する。【方法】中絶（8 週から 18 週）、分娩（29 週から 40 週）症例から同意を得て胎盤組織を採取し

た。免疫染色法を用いて ROCK2 のヒト胎盤絨毛組織での発現を検討した。さらに、絨毛組織での ROCK2

の発現量を Western blot 法を用いて検討した。【結果】免疫染色にて ROCK2 はいずれの妊娠期間でも細

胞性栄養膜細胞（CT）、EVT、脱落膜細胞に発現を認めた。合胞体栄養膜細胞（ST）では ROCK2 の発現を

認めなかった。Western blot では、妊娠週数に伴って ROCK2 の発現は増加する傾向を認めた。【結論】ROCK2

は妊娠初期より絨毛組織において CT、EVT に発現しており、CT のシンシチウム化や EVT の遊走に関与し

ている可能性がある。 

 

221. 原発性卵巣癌と転移性卵巣癌の重複癌の一例 

高知大学医学部産科婦人科 

牛若昂志 、氏原悠介、渡邊理史、都築たまみ、國見祐輔、松島幸生、山田るりこ、泉谷知明、池

上信夫、前田長正、深谷孝夫 

 

原発性卵巣癌と転移性卵巣癌を重複して経験する事は非常に稀である．今回，原発性卵巣癌の対側に乳

癌の転移性卵巣癌を認めた症例を経験したので報告する． 

症例は 67歳で，60 歳時に乳癌の既往があった．検診目的に当科で行なった経腟超音波検査で左卵巣に充

実部を伴うφ4cm 大の嚢胞性腫瘍を認めた．MRI では嚢胞内容は T1high，T2low を示し,血液成分が疑わ

れた．FDG-PET で充実部に淡い集積を認めた．腫瘍マーカーは CA19-9 のみ軽度上昇していた．以上より，

左卵巣癌の疑いで手術となった。なお，術前評価では右卵巣の腫大は認めなかった．開腹所見で播種や

転移を疑わせる所見はなく，右卵巣は萎縮しており，肉眼的に悪性を疑う所見は認めなかった．左卵巣

の術中迅速病理検査結果は endometorioid adenocarcinoma であっため，卵巣癌の定型的手術を行なった．

その後判明した永久標本の病理診断結果は，左卵巣が endometorioid adenocarcinoma、卵巣原発であっ

たが，右卵巣は全く別の組織型を示し，乳癌からの転移と診断された．卵巣癌としての進行期はⅠc（b）

期であった．術後治療に関して，外科主治医と相談した結果，卵巣癌に対しては TC療法 6コース，乳癌

－Ｓ 54 －



 

再発に対してはホルモン療法としてアロマターゼ阻害剤を施行することとした．現在，TC 療法 6 コース

終了し，再発なく経過している． 

 

222. 卵巣癌に対する TC療法中に SIADH をきたした一例 

山口県済生会下関総合病院産婦人科 

三原由実子 、藪内恭子、高崎彰久、西本裕喜、水本久美子、丸山祥子、坂口優子、嶋村勝典、森

岡均 

 

ADH 不適合分泌症候群(以下 SIADH とする)は ADH の不適切な分泌により希釈性低 Na 血症に至る症候群で

ある.悪性腫瘍を含む様々な疾患や薬剤との関連が知られており,稀ではあるが抗腫瘍薬投与に続発する

ことがある.特にシスプラチンによる SIADH の症例報告は散見されるが,カルボプラチンやパクリタキセ

ルを原因薬剤とする報告例は非常に少ない. 

今回,卵巣癌に対するパクリタキセル・カルボプラチン（以下 TC とする）療法中に SIADH を来たした一

例を経験した.症例は 77 歳,5 経妊 1 経産.左頚部腫瘤を主訴に当院を受診し諸検査で卵巣癌 stageⅣ

(adenocarcinoma,組織型不明)と診断された.術前化学療法(NAC)を行う方針とし,dose-dense TC療法を開

始した.治療 5 日目頃より頭痛・食欲不振・悪心・見当識障害を認め,治療 6 日目に著明な低 Na 血症(血

清 Na 濃度 113meq/L)を認めた.精査したところ血清 ADH 1.5pg/ml と ADH の分泌を認め脱水症状・腎機能

障害を認めず,尿浸透圧＞血漿浸透圧であり,尿中 Na 排泄が持続していることから SIADH と診断した.水

制限及び NaCl 補充を行ったところ緩徐に血清 Na 濃度の上昇と血清 ADH 値の減少及び症状の改善を認め

た.以上から化学療法に続発して発症したSIADHと考えられた.今回の症例につき,若干の文献的考察を踏

まえ報告したい. 

 

223. 多発リンパ節転移を契機に診断された卵巣癌／卵管癌の１例 

津山中央病院産婦人科 

小古山 学 、杉山和歌菜、赤堀洋一郎、河原義文 

 

【諸言】多発リンパ節転移を契機に診断された、腹腔内播種のない卵巣癌／卵管癌の症例を経験したの

で報告する。 

【症例】62 歳、1 経産。左下肢痛の精査で行った MRI で傍大動脈リンパ節腫大があり、CT を追加で行っ

たところ右頸部リンパ節腫大、左付属器腫瘤を認めたため精査目的に当科紹介となった。右頸部腫張は

１ヶ月ほど前から自覚していたとのことであった。MRI では左付属器領域に 5cm 大の造影効果のある充実

性腫瘤を認め、PET/CT では同部と両側頚部、縦隔、後腹膜のリンパ節領域に高度の集積を認めた。子宮

に集積はなかった。子宮内膜細胞診は陽性、組織診では漿液腺癌であった。右頸部リンパ節は生検で子

宮内膜細胞診と同様の腺癌を認めた。左付属器悪性腫瘍の遠隔リンパ節転移を疑い、病理学的評価と原

発巣減量を目的に開腹手術を行った。腹水は少量で細胞診は陰性、腹腔内に肉眼的な播種はなかった。

左卵巣及び卵管は腫大していた。単純子宮全摘＋両側付属器切除＋大網部分切除術を行った。病理組織

検査で、卵管癌または卵管癌（漿液性腺癌 G3 pT2aN1pM1 Ⅳ期）と診断した。卵巣と卵管どちらが原発か

は同定困難であった。現在術後化学療法として TC療法を行なっている。 

【考察】卵巣癌は進行すると腹膜播種や腹水貯留をきたすことが多いが、卵管癌ではそれらが目立たず、

遠隔リンパ節腫大を契機に発見された症例が散見される。女性の全身のリンパ節腫張の原因検索として、

子宮付属器の精査は重要と考えた。 

 

224. BRCA１遺伝子異常をもつ卵巣癌の 1例 

国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター産婦人科 

中村紘子 、竹原和宏、楠本真也、佐々木晃、山﨑友美、佐村修、水之江知哉 

 

遺伝性乳癌卵巣癌（Hereditary Breast and Ovarian Cancer:HBOC）は遺伝性婦人科腫瘍の一つで、BRCA1/2

遺伝子の変異によって引き起こされることが知られている。今回我々は BRCA1 遺伝子異常をもつ卵巣癌

症例を経験したので報告する。症例は 50 歳、既往歴として 33 歳で右乳癌Ⅱ期に対し手術等の治療を施

行され、47 歳で子宮筋腫に対し膣式子宮全摘術を施行されている。家族歴としては母が乳癌、咽頭癌、

父が前立腺癌、伯母が乳癌、大腸癌、大叔母が乳癌を罹患していた。乳癌術後の経過観察中に左乳房痛
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を訴え受診し、精査の結果左乳癌が判明したが、同時に腹部 CTで両側卵巣腫大を認め、卵巣癌を疑う所

見であった。右卵巣腫瘍摘出手術を施行し、病理組織診断で右卵巣原発の移行上皮癌、Ⅱc期と診断した。

術後化学療法 2コース後 Interval Debulking Surgery を施行、同時に乳癌に対し左乳房切除、左腋窩リ

ンパ節郭清を施行した。左卵巣腫瘍は漿液性腺癌であり、左乳癌は硬癌、ⅡA期と診断し、その後化学療

法を施行した。最終投与から 1 ヶ月後の CT 検査で腹膜播種や鎖骨上窩リンパ節などへの転移が出現し、

現在も化学療法中である。30 歳代で乳癌を発症しており、異時性乳癌を発症したことや家族歴より BRCA

遺伝子異常を疑った。本人の希望のもと遺伝子検査を行ったところ、BRCA1 の C47Y ミスセンス変異を認

めた。HBOC に対してはリスク低減のための卵巣卵管摘出も考慮されており、婦人科疾患を診療する場合

には HBOC を念頭に置いた既往歴、家族歴の聴取が重要と思われた。 

 

225. 卵巣明細胞腺癌に合併した Trousseau 症候群の一例 

県立広島病院婦人科 

浦山彩子 、占部智、野坂豪、佐々木充、広岡由実子、児玉美穂、熊谷正俊、上田克憲、内藤博之 

 

悪性腫瘍に伴う血液凝固異常により脳梗塞などの血栓症を生じる病態は Trousseau 症候群として知られ

ている。今回我々は，多発性脳梗塞による精神神経症状を契機に，卵巣癌が診断された一例を経験した

ので報告する。 

症例は 47 歳，2 経妊 2 経産。既往症・合併症は特記なし。意思疎通不良，健忘，妄想，失語などを主訴

に当院精神神経科を受診。D-dimer 40.8 µg/ml，FDP 89.6μg/dl と上昇を認め, 頭部 MRI を施行したと

ころ多発性脳梗塞を認めた。原因検索の CTで腹水と骨盤内腫瘤を認め，当科紹介となった。画像上，卵

巣癌が疑われ，腫瘍マーカーは CA125 261 U/ml，CA19-9 76 U/ml と上昇していた。抗凝固療法後，開腹

手術を施行。腹腔内には約 3500ml の癌性腹水の貯留を認めた。左卵巣は超手拳大，多房性腫瘤で，子宮

や腸管と広範囲に癒着していた。直腸，S状結腸を中心に播腫病変を多数認めた。癌性癒着が強く，左付

属器切除および大網切除のみ施行。最終診断は明細胞腺癌（pT3c pNx pM0, stageⅢc）であった。術後

は抗凝固療法を再開し，D-dimer は正常範囲まで低下，精神神経症状は改善を認めた。術後 14 日目より

Paclitaxel，Carboplatin による化学療法を開始した。現在抗凝固療法は行っていないが，脳梗塞の再発

なく経過している。 

本症例のように，血栓性素因のない脳梗塞患者では，Trousseau 症候群の可能性を念頭におき，悪性腫瘍

の検索を行う必要があると考える。 

 

226. 再発子宮体癌治療における放射線療法の有用性について 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

末岡幸太郎 、村上明弘、矢壁和之、吉冨恵子、縄田修吾、杉野法広 

 

【目的】再発子宮体癌治療における放射線療法(RT)の有用性について明らかにすること。 

【方法】2001～2011年までの完全摘出となった子宮体癌I～III期症例154例のうち、再発した13例(8.4%)

を対象とし、再発後の RTの効果について検討した。 

【成績】13例の再発までの期間の中央値は 10 ヶ月(2～40 ヶ月)で、単発 6例、多発 7例であった。初発

時の進行期は I期 3例、II 期 4 例、III 期 6 例、組織型は類内膜腺癌 G1/G2 が 3 例、G3 が 3 例、癌肉腫

が 5例、その他が 2例であった。 

RT を行った単発例は 5例で、部位は腟壁 2 例、鼠径リンパ節、脳、腰椎が 1 例ずつで、効果は CR4 例、

PD1 例であった。CR4 例のうち 3 例で照射野外に再々発を認めたが、再度放射線治療を行い 2 例が CR、1

例が PR であった。 

多発例でも化学療法に引き続いた RT を 3 例で行っており、2 例は PR で、その後も再燃を認めておらず、

残りの 1例は RT により一旦は CR となった。 

再発後に RT を施行した 8 例のうち 6 例は照射野内の病巣の制御ができており、8 例の再発後の生存期間

の中央値は、31 ヶ月(17～57 ヶ月)と長期生存が得られていた。 

【結論】再発子宮体癌に対する RTは、高い局所制御を示し、単発再発に対して有用であり、多発再発の

場合でも化学療法後の残存部位に対する RTで病巣の制御ができる可能性があり、有用な治療選択肢とな

りうることが示唆された。 
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227. 子宮体癌における carbonyl reductase 1（CBR1）の機能解析と臨床的意義 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

村上明弘 、矢壁和之、吉冨恵子、末岡幸太郎、縄田修吾、杉野法広 

 

【目的】子宮体癌の浸潤・転移機構における CBR1 の役割と臨床的意義を検討した。【方法】子宮体癌細

胞 SNG-Mに CBR1 のセンス(CBR1-S)およびアンチセンス(CBR1-AS)cDNA を遺伝子導入し、癌細胞の 1)浸潤・

転移能 2)E-cadherin とその転写因子の発現 3)上皮、間葉マーカーの発現を検討した。また、4)患者の

同意が得られた子宮体癌109症例に対し免疫組織染色を行い、原発巣の CBR1の発現態度を染色強度(high 

+3, moderate +2, weak +1, negative +0)と染色陽性細胞の割合(50%以上 +2, 0～50%未満 +1, 0% +0)

の合計をスコア化し、スコアが 0,1 点を CBR1 陰性群、2,3 点を CBR1 弱陽性群、4,5 点を CBR1 強陽性群

とし、予後との関係を統計学的に解析した。【成績】1)CBR1-AS では細胞浸潤能と移動能が有意に亢進し

た。2,3)上皮マーカーである E-cadherin と cytokeratin 18 の発現は CBR1-S で増加し、CBR1-AS では低

下した。E-cadherin の転写抑制因子である Snail、ZEB の発現は CBR1-S で低下し、CBR1-AS では増加し

た。一方、間葉マーカーである fibronectin および SMA の発現は CBR1-AS で増加した。4)原発巣で CBR1

のスコアが低い症例では、無進行生存率および全生存率は有意に低下し、CBR1 の低発現は独立予後不良

因子であった。【結論】CBR1 の発現低下は上皮間葉転換を誘導し、癌細胞の運動・浸潤能を亢進させ、予

後不良となることが分かった。 

 

228. 胸椎転移により脊髄圧迫症状を呈した子宮体癌の 1症例 

独立行政法人 福山医療センター産婦人科 

多賀茂樹 、黒川晴菜、澤田麻里、永井あや、山本 暖、早瀬良二 

 

胸椎転移により脊髄圧迫症状を呈した子宮体癌の 1 症例を経験したので報告する。患者は 65 歳，3 妊 3

産。血性帯下と下腹部腫瘤感あり近医を受診。超音波検査で下腹部腫瘤を認め精査・加療目的に当科に

紹介となった。骨盤 MRI にて子宮肉腫か卵巣癌と考えられた。胸部 CTで多発性肺転移を認め，悪性腫瘍

の肺転移と判断した。腫瘍マーカーの値は，LDH が 1519U/l と高値であったが，その他のマーカーの値

はいずれも正常であった。子宮肉腫の疑いで開腹手術を行った。開腹時，子宮は小児頭大で腹水はなく，

ダグラス窩腹膜および広間膜の前葉に播種巣を認めた。腹式単純子宮全摘術および両側附属器摘出術を

行った。病理組織検査の結果は Mixed carcinoma (small cell carcinoma and 

 endometrioid adenocarcinoma)で腹腔洗浄細胞診が陽性であった。術後４日に上腹部痛，左肋骨部と背

部痛がみられ，さらに術後９日目には両下肢の運動麻痺が出現した。胸椎 MRI で第 8胸椎に転移を認め，

それによる脊髄圧迫症状と診断し，緊急放射線外照射を行い，デキサメサゾン投与を開始した。しかし

麻痺の進行を認めたため，整形外科で脊椎後方固定および椎弓切除術を行い，その後胸椎への外照射を

続けた。また術後化学療法として，weeklyTC 療法を 2 コース行った。しかし新たに肺転移が出現し，相

談の結果，在宅での緩和医療を選択され退院。その後治療開始 4ヵ月後に死去した。 

 

229. 低リスク子宮体癌術後に鼠径リンパ節・傍大動脈リンパ節転移をきたした症例 

川崎医科大学 産婦人科１  病理２２ 

田中夕紀子 １、佐野力哉１、森谷卓也２、鹿股直樹２、石田剛１、張良実１、宋美玄１、福家信二１、

前田岳史１、中井祐一郎１、下屋浩一郎１、中村隆文１ 

 

子宮体癌の低リスク群はリンパ節転移のリスクが低いと報告されていて、単純子宮全摘出と両側付属器

摘出術を施行するがリンパ節郭清は診断的意義のみであり、術後化学療法も追加せずに経過観察する方

針の施設が多い。 今回、pT1bN0M0 類内膜腺癌 G1の患者で術後 2年目に鼡径部リンパ節腫大で再発が診

断された一例を経験したので報告する。症例は 62 歳、1 経妊 1 経産。不正出血で近医を受診して内膜生

検で類内膜腺癌と診断され、単純子宮全摘出術と両側付属器摘出術を施行された。前医の方針で骨盤内

リンパ節郭清術と腹腔内シスプラチン投与もされていた。外来経過観察 2 年で両側鼡径部リンパ節腫大

が認められた。針生検で腺癌と診断され当科紹介となった。両側鼡径部に３～５ｃｍの腫瘤を触知した。

PET/CT 検査で傍大動脈・総腸骨・鼡径部リンパ節に集積があるも他臓器には転移集積がなかった。腫瘍

減量目的で総腸骨～傍大動脈・鼡径部リンパ節郭清術と大網切除術を施行した。開腹所見では腹水細胞

診陰性、肉眼的に他臓器・腹膜播種転移はなかった。術後病理組織診断では、乳頭状で核異型高度の腺
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癌のリンパ節転移と診断された。現在パクリタキセル・カルボプラチンの化学療法中である。前医の摘

出子宮を再度当院で病理診断すると類内膜腺癌G2で明らかな筋層浸潤なしであったが、極小範囲にType2

（漿液性腺癌・明細胞腺癌）の部分があった。つまりほとんどが類内膜腺癌 G1～G2 でも部分的に Type2

の腺癌がある場合の治療方針決定には注意が必要であることが示唆された。 

 

230.子宮体癌Ⅱ型の予後不良因子に関する検討 

岡山大学病院医歯薬総合研究科 産科・婦人科 

林千晶 、中村圭一郎、春間朋子、福島千加子、楠本知行、関典子、本郷淳司、平松祐司 

 

【目的】この 10年で本邦の子宮体癌は 2倍以上に増加している。特にⅡ型子宮体癌の増加は著しく、Ⅱ

型体癌の予後因子等を明らかにすることを目的とした。 

【方法】平成 19 年から平成 23 年、当院で根治治療を行った子宮体癌 199 例のうちⅠ型体癌（G1、G2 類

内膜腺癌）150 例、Ⅱ型体癌（G3類内膜腺癌、漿液性腺癌、癌肉腫）49 例を対象に、Mann-Whitney 検定、

Kaplan-Meier 法を用いて検討を行った。 

【結果】Ⅱ型はⅠ型に比較して無病生存期間、全生存期間共に有意に（p<0.001、p<0.001）予後不良で

あった。進行期、筋層浸潤、リンパ節転移、脈管侵襲、卵巣転移、頸管浸潤、腹水細胞診陽性は、いず

れもⅠ型体癌と比較してⅡ型体癌で有意に多く認められた。Ⅱ型体癌の検討においては特に進行癌

（Stage3,4）は早期癌（Stage1,2）よりも有意に（p=0.0076）予後不良であり、癌肉腫・漿液性腺癌は

G3 類内膜腺癌よりも有意に（p=0.0153）予後不良であった。 

【考察】Ⅱ型子宮体癌における予後不良因子としては組織型と進行期が有意に相関しており、厳重な管

理が必要であると示唆された。 

 

231. Pseudo Meigs 症候群を呈した粘液性境界悪性卵巣腫瘍の一例 

香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 

石橋めぐみ 、田中圭紀、天雲千晶、真嶋允人、伊藤恵、佐藤美樹、請田絵美子、森信博、花岡有

為子、金西賢治、田中宏和、塩田敦子、秦利之 

 

卵巣の線維腫、線維腫様腫瘍などの良性腫瘍に胸腹水を伴うものを Meigs 症候群と定義されているが、

卵巣以外の骨盤内腫瘍や悪性卵巣腫瘍において同様の所見を呈するものを pseudo Meigs 症候群と診断す

る場合もある。今回、我々は大量の胸水を伴った卵巣癌で、術後胸水は自然に軽快した pseudo Meigs 症

候群と考えられる症例を経験したので報告する。 

症例は 56歳女性。動作時呼吸困難、下腹部膨満感を主訴に近医を受診し、婦人科悪性腫瘍を疑われ当院

紹介となった。腹部超音波では多房性の腹腔内腫瘤、腹水を認め、胸部 X 線写真で右肺全体に胸水貯留

を認めた。腫瘍マーカーは CA-125、CA19-9 が高値であり、CT、MRI、FDG-PET 等画像検査でも卵巣癌を疑

い、開腹下に子宮全摘出術、両側付属器切除術、骨盤リンパ節廓清および大網部分切除施行した。大量

の腹水が吸引されたが、腹水迅速細胞診は陰性であった。左卵巣も小児頭大に腫大していたが、術中迅

速で悪性所見なかった。 

病理組織は Mucinous borderline tumor of the ovary with 

intraepithelial carcinoma であった。一部上皮内癌に相当する部分があったが間質破壊浸潤像は認めな

かった。進行期はⅠa 期、pT1aN0M0 であった。現在も外来で経過観察中であるが、約 1 年半の間、再発

なく経過している。 

 

232. 当院で経験した成熟嚢胞性奇形腫悪性転化 3症例についての検討 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学 

尾嶋真由子 、楠本知行、福島千加子、中村圭一郎、関典子、本郷淳司、平松祐司 

 

成熟嚢胞性奇形腫は稀に悪性転化することが知られている。当院で経験した成熟嚢胞性奇形腫の悪性転

化の 3症例について検討した。 

症例 1：53 歳、下腹痛にて近医受診、卵巣嚢腫の破裂の疑いで左付属摘出、術後成熟嚢胞性奇形腫悪性

転化の診断にて当科紹介。staging laparotomy 施行にて、stageⅠc（a）、T1cN0M0、と診断、術後化学療

法（TC）を追加、5年以上再発を認めていない。症例 2：43歳、性器出血にて近医受診、右卵巣癌疑われ

－Ｓ 58 －



 

当科紹介。debulking surgery 施行、 stageⅢc、T3bN1M0。TC 療法にて、一度寛解を認めるも 2年後再

発転移を認め再度 TC 療法施行、腫瘍縮小を認め引き続き経過観察中である。症例 3：66 歳、腹部膨満、

性器出血にて近医受診。巨大腹部腫瘤認め CT にて成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化を疑い当科紹介。精査に

て肝転移、リンパ節転移、腹膜播種、直腸浸潤認めた。左付属器切除及び直腸切除術施行、stageⅣ

(T3cN1M1)と診断。術後 TC 療法開始、治療効果 NC～PR にて 12 コース行うもその後 PD となりレジメン変

更し治療継続している。症例 1，3の組織型は扁平上皮癌であったが、症例 2は気管成分から発生した腺

癌と診断された。 

 成熟嚢胞性奇形腫悪性転化は扁平上皮癌以外の組織型を示すこともあり、その治療法は確立していな

い。今後さらなる症例の検討が必要と思われる。 

 

233. 当科で行っている上皮性卵巣癌Ⅲ、Ⅳ期の維持化学療法 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

吉冨恵子 、村上明弘、矢壁和之、末岡幸太郎、縄田修吾、杉野法広 

 

【目的】上皮性卵巣癌は初回化学療法が奏功するが半数以上の症例は再発し、再発の時期は治療後 2 年

以内が多い。当科での維持化学療法の有効性と副作用について検討した。 

【対象と方法】平成 18年 1 月から平成 22年 12 月、当科で治療した進行期Ⅲ、Ⅳ期の卵巣癌および腹膜

癌で、初回手術あるいは化学療法後の interval debulking surgery (IDS)で肉眼的残存病変を認めない

症例を対象とし、タキサンおよびプラチナ製剤併用の化学療法を原則として 3ヶ月毎、2年間継続した。  

【成績】対象症例は 17 例であった。維持化学療法は 6 例で実施し、初回手術での完全摘出症例は 1 例、

IDS での完全摘出症例は 5 例であった。また維持化学療法を実施しなかった症例は 11 例で、初回手術で

の完全摘出症例は 5例、IDS での完全摘出症例は 6例であった。維持化学療法実施の有無での無増悪生存

には有意差は認められなかった。次に、IDS 実施症例において維持化学療法実施の有無により無増悪生存

を検討したところ、維持化学療法実施症例において無増悪生存率がより高い傾向にあった。骨髄抑制や

薬剤過敏性で治療中止となった症例はなく、dose limiting toxicity は神経障害の 1例のみであった。 

【結語】IDS 実施症例のうち維持化学療法を実施した症例では無増悪生存率がより高い傾向にあったが、

維持化学療法による QOL の低下や医療費を考慮すると治療薬剤や治療期間には検討の余地があると考え

られた。 

 

234. 上皮性卵巣腫瘍における GLUT の免疫組織化学的検討 

広島大学大学院医歯薬学総合研究科 産科婦人科学 

向井百合香 、藤原久也、古宇家正、平田英司、工藤美樹 

 

【目的】Glucose transporter（GLUT）は糖輸送に関する膜貫通型蛋白で、腫瘍の悪性化に伴い高率に発

現することが知られているが、GLUT サブタイプとの関連性は不明である。上皮性卵巣腫瘍における GLUT

サブタイプの発現を免疫組織化学的に検討した。 

【方法】上皮性卵巣腫瘍 29 例（良性 8 例、境界悪性 5 例、悪性 16 例）のパラフィン切片を用い免疫組

織化学的に GLUT 1、3の発現率を検討した。免疫染色の結果を陰性（0）、弱陽性（1）、陽性（2）とスコ

ア化し、GLUT スコアの平均値を解析した。 

【成績】良性腫瘍 8 例は GLUT1、3 スコアは両者とも 0.375 で、境界悪性 5 例は GLUT1、3 スコアはとも

に 1.4 であった。悪性腫瘍 16例では GLUT1 は全症例で陽性で GLUT1 スコアは 1.81 であった。GLUT3 スコ

アは0.94であった。腫瘍を組織型別に検討すると、粘液性腫瘍は12例でGLUT1スコアは良性6例は0.33、

境界悪性 3例は 1、悪性 3 例は 1.68 であった。GLUT3 スコアは良性では 0.5、境界悪性 3 例は 1、悪性 3

例は 1.33 であった。漿液性腫瘍の 7例は GLUT1、3は粘液性腫瘍より強い染色性を示し、スコアは良性 2

例では 0.5、境界悪性 2例、悪性 3例ではともに 2であった。 

【結論】上皮性卵巣腫瘍は、悪性化に伴い GLUT1 は高率に発現し、また、粘液性腫瘍より漿液性腫瘍の

方が GLUT は高率に発現することが示唆された。 

 

235. 子宮体癌を伴った卵巣性索間質類似子宮腫瘍の１例 

市立三次中央病院産婦人科 

松山聖 、大下孝史、友野勝幸、赤木武文 
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性索間質類似腫瘍 (UTROSCT: uterine tumor resembling ovarian sex-cord stromal tumor ) は子宮に

発生し、子宮内膜間質由来でありながら卵巣性索間質腫瘍に類似したきわめてまれな腫瘍である。卵巣

性索腫瘍類似部分を一部に認めるtypeⅠと、卵巣性索腫瘍類似部分が主体をなすtypeⅡに分類され、type

Ⅱは基本的に良性の経過をとる。今回、術前に UTROSCT typeⅡを疑い、術後の病理組織診断で子宮体癌

を合併していた一例を報告する。症例は 66 歳、未経妊、閉経 54 歳、前医での癌検診で CA19-9 234.5U/ml、

腹部造影 CT 検査で膵尾部腫瘍を認め、当院内科へ紹介された。腹部造影 MRI 検査、経腹超音波検査、膵

内分泌検査で異常なく、FDG-PET 検査で膵臓に集積は認めず、直腸 (SUV max 4.3） と子宮 (SUV max 5.1） 

に集積を認めた。下部消化管内視鏡検査で特記所見なく、婦人科疾患の精査目的に当科へ紹介された。

子宮は新生児頭大で、経腟超音波検査で子宮内を占める充実性腫瘤を認めた。CA125 は 332.7U/ml と上昇

しており、内分泌検査は E2 6.8 pg/ml, LH 17.2 mIU/ml, FSH 35.6 mIU/ml で閉経後として矛盾しなか

った。子宮内膜組織診では上皮性マーカーである EMA, CK7, CA19-9 は陰性で、内膜間質マーカーである

CD10陰性、性索間質腫瘍マーカーであるInhibinα, CD99, WT1 は陽性、Calretinin は陰性だった。UTROSCT 

typeⅡの術前診断で子宮全摘術、両側付属器摘出術を施行した。腫瘍は有茎性ポリープ状で子宮内腔を

充満しており、一部に grade1 の類内膜腺癌を認め、UTROSCT typeⅡを合併した子宮体癌Ⅰa 期と診断し

た。術後 1ヶ月目に CA19-9, CA125 ともに正常化し、2ヶ月経過した現在、再発徴候は認めていない。 

 

301. 雌ラット視床下部における絶食時のキスペプチンおよび NKBmRNA の発現に関する検討 

徳島大学大学院産科婦人科学 

松崎利也 、木内理世、中澤浩史、ガンバット・ゲレルチェチェグ、岩佐武、苛原稔 

 

【目的】弓状核(ARC)の KNDy ニューロンは kisspeptin と NKB を産生し、GnRH パルス状分泌に関与する。

一方、前腹側室周囲核(AVPV)の kisspeptin ニューロンは GnRH サージに関与する。今回、絶食時の Kiss-1

と NKB mRNA 発現について検討した。 

【方法】Wistar 系成熟雌ラットを自由摂食群と絶食群(72 時間絶食)に分け検討した。実験１では体重変

化、性周期長（各群 n=10）、実験２では絶食終了時(絶食群,n=10)または発情間期(自由摂食群,n=8)の血

中 LHおよびレプチン濃度、視床下部 Kiss-1、Kiss-1r、NKB、GnRH  mRNA の発現を real-timePCR にて検

討した。視床下部は視交叉後縁で前方(AVPV 含む)と後方(ARC 含む)ブロックに分けた。 

【成績】絶食群は自由摂食群に比べ性周期が長く、血中LH濃度および血中レプチン濃度が低く(P＜0.01)、

また、後方ブロックのKiSS-1mRNA発現が有意に低かった(0.68±0.21 vs 1.15±0.27, mean±SD, P＜0.01)。

一方、前方ブロックの Kiss-1 ,GnRH mRNA 発現、後方ブロックの NKB mRNA の発現は両群間に差を認めな

かった。 

【結論】絶食時の性周期抑制に、KNDy ニューロンにおける kisspeptin の発現低下が関与している可能性

が示唆された。 

 

302. メラトニンは活性酸素による顆粒膜細胞の DNA 損傷を軽減する 

山口大学大学院医学系研究科産科婦人科 

田邊学 、田村博史、李理華、田村功、前川亮、浅田裕美、竹谷俊明、山縣芳明、杉野法広 

 

【目的】活性酸素による染色体の損傷は、グアニン塩基の酸化損傷から DNA の断裂など種々あるが、DNA

の２本鎖断裂（Double-strand break:DSB）が最も強い損傷である。今回は、活性酸素が顆粒膜細胞の DNA

にどのような損傷を与えるか、またメラトニンがその損傷を防ぐことができるかどうかを検討した。 

【方法】３週齢雌 ICR マウスに PMSG 10 IU を投与し、卵胞を puncture し顆粒膜細胞を分離採取した。

control、H2O2 100μM、H2O2 100μM＋メラトニン 100μg/ml、メラトニン 100μg/ml の４群で顆粒膜細

胞培養を施行し、4%パラホルムアルデヒドで固定した。抗 8-hydroxy-2-deoxyguanosine(8-OHdG)抗体（グ

アニン塩基の酸化損傷マーカー）、抗γH2AX 抗体（DSB のマーカー）を用いて蛍光免疫染色を施行し共焦

点レーザー顕微鏡にて観察した。また、核の断片化によりアポトーシス細胞の頻度を検討した。 

【成績】H2O2 添加では、顆粒膜細胞核内の 8-OHdG およびγH2AX の蛍光強度は有意に増加し、アポトー

シス細胞が増加したが、メラトニンを同時添加するとこれらは有意に低下した。 

【結論】活性酸素は顆粒膜細胞 DNA のグアニン塩基の酸化損傷、DSB を引き起こす。メラトニンはこれら

の損傷を減少させることでアポトーシスを抑制している。 
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303. ヒト末梢血におけるキスペプチン及び PACAP 濃度の検討 

島根大学医学部産科婦人科 

折出亜希 、金崎春彦、ミジドルジ ツェルメグ、スクバッタル ウヌルジャルガル、石橋朋佳、

片桐 浩、石川雅子、片桐 敦子、今村加代、山上育子、中山健太郎、青木昭和、宮﨑康二 

 

【目的】下垂体ゴナドトロピンは視床下部 GnRH により制御されているが、GnRH 分泌を制御するキスペプ

チンの存在が明らかとなった。Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide (PACAP)も視床

下部あるいは下垂体前葉局所で産生され、ゴナドトロピン産生を促進する。ヒト末梢血中のゴナドトロ

ピン濃度とキスペプチン、PACAP 濃度との関係について検討した。 

【方法】正常月経周期を持つ女性をコントロール群とした。妊娠女性、閉経後女性、早発卵巣不全患者、

低ゴナドトロピン性性腺機能低下症患者の末梢血キスペプチン、PACAP 濃度を ELISA で測定した。 

【結果】ゴナドトロピン値は閉経後女性、早発卵巣不全患者で高く、低ゴナドトロピン性性腺機能低下

症患者で低かった。末梢血キスペプチン濃度は閉経後女性、早発卵巣不全患者、低ゴナドトロピン性性

腺機能低下症患者においてはいずれもコントロール群と差は認めなかったが、妊娠女性においては有意

に高値であった。血中 PACAP 濃度は閉経後女性ではコントロール群と差が無かったが、妊娠女性、早発

卵巣不全患者、低ゴナドトロピン性性腺機能低下症患者において有意に低かった。 

【結語】血中ゴナドトロピン値とキスペプチン、PACAP 濃度は相関しておらず、これらのペプタイドは脳

視床下部・下垂体局所においてのみ作用していると考えられた。 

 

304. 子宮内膜および子宮内膜症組織における IAP ファミリー発現の検討 

鳥取大学産科婦人科 

上垣崇 、谷口文紀、高井絵理、木山智義、出浦伊万里、岩部富夫、寺川直樹、原田省 

 

【目的】アポトーシス調節機構の破綻が子宮内膜症組織の異所性生存の一因と考えられる。子宮内膜症

間質細胞では、アポトーシスに関する IAP(Inhibitor of apoptosis protein)ファミリーの遺伝子発現が

高いことを報告した。本研究では、正所性子宮内膜と子宮内膜症組織における IAP ファミリー発現に関

して検討した。 

【方法】患者の同意を得て手術時に採取した正常子宮内膜組織、子宮筋腫を有する患者の正所性内膜、

卵巣チョコレート嚢胞を有する患者の正所性内膜、および卵巣チョコレート嚢胞組織を対象とした。IAP

ファミリー(cIAP-1、cIAP-2、XIAP および Survivin)遺伝子発現を Real time RT-PCR で、蛋白発現を免

疫組織化学染色法で解析した。 

【結果】cIAP-1、cIAP-2 および XIAP 遺伝子発現は、正所性内膜組織よりも卵巣チョコレート嚢胞におい

て高かった。正所性子宮内膜組織においては、全ての IAP 遺伝子発現に差はみられなかった。チョコレ

ート嚢胞においては、cIAP-1 と XIAP 蛋白発現は正所性内膜に比して上皮および間質組織ともに強い発現

を認めた。 

【結論】子宮内膜症組織における IAP の発現亢進が抗アポトーシス作用を介して異所性生存に促進的な

役割を果たす可能性が示された。 

 

305. 子宮内膜症における腹腔内貯留液中HLA-GとそのリガンドNKレセプターKIRおよびILTとの免疫応

答 

高知大学産科婦人科 

松島幸生 、前田長正、都築たまみ、谷口佳代、泉谷知明、深谷孝夫 

 

【目的】子宮内膜症における NK 活性低下には，内膜組織の HLA-G とそのリガンドである NK レセプター

との免疫応答が関与すると報告してきた．今回，正所性子宮内膜および腹水中の内膜細胞における HLA-G

発現と腹腔 NK 細胞の KIR(killer immunoguloblin-like receptor）と ILT(immunoglobulin-loke 

taranscript)発現について検討した．【方法】対象は腹腔鏡を行なった内膜症 25 例(E 群)，非内膜症 32

例(C 群)で，同意を得て採取した正所性内膜および腹水を研究に供した．免疫組織染色法と RT-PCR 法で

HLA-G を検出し，flowcytometry で腹腔 NK 細胞の ILT と KIR2DL4 発現を検討した．【成績】HLA-G は，両

群ともに月経期内膜が最も強く発現していた．腹水中の HLA-G 陽性細胞は両群とも月経期に高率に存在
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したが，C 群では月経後急速に消退するのに対し，E 群では排卵期以降も遺残していた． NK レセプター

では，抑制型 ILT-2，-4 陽性細胞がＥ群で有意に増加しており，活性型 KIR2DL4 陽性細胞は両群で有意

差を認めなかった．【結論】HLA-G は，月経期内膜に発現し逆流経血に伴い腹腔内に流入しリガンドと免

疫応答する．子宮内膜症の腹腔内は抑制型 ILT 優位であり，これに起因する NK活性低下により内膜の遺

残が生じる可能性が示された． 

 

306. 夜間労働時の血液および唾液中の cortisol、cortisone 濃度の変化と男女の性差 

独立行政法人労働者健康福祉機構愛媛労災病院産婦人科  

宮内文久 、平野真理、木村慶子、南條和也、大塚恭一 

 

目的：血液・唾液中の cortisol、cortisone 濃度を指標として、日内リズムおよび三交替勤務の前と後

での濃度変化を観察し、男女の性差を合わせ検討する。 

方法と対象：女性・男性看護師の休日に朝８時から翌日の朝８時まで２時間毎と 17時に血液と唾液を採

取した。また、昼間・準夜・深夜勤務の勤務前と後に血液と唾液を採取した。cortisol、cortisone 濃度

の測定は LS-MS/MS 法で行なった。 

結果：(1)女性の血液・唾液中のホルモン濃度、男性の血液・唾液中のホルモン濃度はともに同様の日内

リズムを示した。 

(2)女性および男性の血液・唾液中の両ホルモン濃度は、昼間と準夜勤務では勤務前後で日内リズムの濃

度と同様であり、勤務による変化は観察できなかった。女性の深夜勤務において、深夜 2日目(N=6)の血

液・唾液中の両ホルモン濃度は、勤務前で日内リズムの同時刻の濃度より有意に高値を示した。一方、

男性においては深夜１日目(N=6)でも２日目(N=5)でも勤務前後の血液・唾液中の両ホルモン濃度は日内

リズムと同様であった。 

独創点：cortisol、cortisone 濃度は血液・唾液中で、同様の日内リズム示した。昼間と準夜勤務におい

ては cortisol、cortisone 濃度は血液・唾液中で日内リズムと同様であったが、深夜勤務において女性

では日内リズムが変化していたが、男性では認められなかった。 

 

307. 潜在性高プロラクチン血症に対するスクリーニング検査の意義に関する検討 

山口県立総合医療センター産婦人科 

安澤彩子 、中村康彦、吉永しおり、坂本優香、鳥居麻由美、三輪一知郎、藤田麻美、讃井裕美、

佐世正勝、上田一之 

 

【目的】当院では、不妊症患者すべてに対して潜在性高プロラクチン（PRL）血症のスクリーング検査を

一律で行っているが、今回その臨床的意義について再検討することを目的とした。【方法】スクリーニン

グにあたっては、月経開始 3～5 日目にメトクロプラミド 10 mg を静注し、負荷前、15、30、60 分後に

採血を行い、前値が 30 ng/ml を超えれば高 PRL 血症、負荷後のいずれかの値が 400 ng/ml を超えたも

のを潜在性高 PRL 血症としている。2004,4～2011,12 までの不妊症患者 695 名のうち、高 PRL 血症およ

び潜在性高 PRL 血症と診断された者は 12 名（1.7%） と 56 名（8.1％）であり、これらについてその治

療成績を検討した。【結果】妊娠率は、潜在性高 PRL 血症群が 37名（66.1％）で、高 PRL 血症群 4名（33.3％）

およびそれ以外の不妊群 360 名（57.4％）よりも高かった。妊娠に至った治療方法を見てみると、カバ

サール（C）単独 14 名（37.8％）、カバサール＋クロミフェン 3 名（8.1％）とドパミン受容体刺激剤を

用いた妊娠例が約半数を占めていた。【結論】潜在性 PRL 血症患者を約８％に認めた。これら症例は、ド

パミン受容体刺激剤で妊娠に至るものも多く、メトクロプラミド負荷試験は治療方法の選択に際して、

有益なスクリーニング検査と思われた。 

 

308. 子宮内膜掻爬術の子宮内膜厚および子宮内膜血流に与える影響について 

済生会下関総合病院産婦人科 

高崎彰久 、三原由実子、西本裕樹、水本久美子、藪内恭子、丸山祥子、坂口優子、嶋村勝典、森

岡均 

 

子宮内膜掻爬術（D＆C）が子宮内膜の発育に影響を与えていることが報告されている。D＆C が子宮内膜

に与える影響について特に子宮内膜血流に着目して検討を行った。 
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対象は当院不妊外来受診中で D＆Cの既往がある群（D＆C群）と無い群（対照群）に分類し、子宮内膜厚

および子宮放射状動脈血管抵抗値（RA-RI 値）を測定した。薄い子宮内膜は子宮内膜厚＜8mm とし、子宮

内膜血流不全は RA-RI 値＞0.81 とした。症例数は D＆C群 26 例、対照群 96例であった。薄い子宮内膜症

例は D＆C 群では 26.9％（7/26）、対照群では 8.3％（8/96）に認められ、D＆C 群で有意に高率であった

（p＜0.05）。また、子宮内膜血流不全症例は D＆C群では 7.7％（2/26）、対照群では 7.3％（7/96）と差

は認められなかった。RA-RI 値と子宮内膜厚との関係を検討すると、対照群、D＆C 群共に有意な負の相

関関係を認めたが、対照群の方が相関係数(r)は高かった（r=0.53 vs 0.69）。薄い子宮内膜症例につい

て検討すると対照群では子宮内膜血流不全を呈する症例が 87.5％（7/8）に認められたのに対し、D＆C

群では 28.6％（2/7）と有意に低値を示した（p＜0.05）。以上より D＆C により子宮内膜が薄くなる頻度

が増すことが明らかとなった。また、その機序は子宮内膜血流以外の因子も強く関わっていることが示

唆された。 

 

309. 若年子宮内膜症患者は動脈硬化が進んでいる 

徳島大学大学院産科婦人科 

谷 杏奈 、山本哲史、松井寿美佳、加藤剛志、國見幸太郎、上村浩一、安井敏之、苛原 稔 

 

【諸言】動脈硬化は幼児期から起こり始めるが、環境要因が加わることにより中高年で発症する慢性炎

症性疾患である。一方、子宮内膜症は若年女性に好発する疾患で、その発症・進行には酸化ストレスや

慢性炎症が関係するといわれている。腹水中で増加する炎症性サイトカインは末梢血中でも増加してい

るとの報告もある。今回我々は、子宮内膜症患者の脈波伝播速度を測定し子宮内膜症が動脈硬化に与え

る影響について検討した。【方法】平成 22 年 8 月～平成 24 年 5 月に当科外来を受診し、同意を得られた

子宮内膜症患者（内膜症群：stage III-IV）32 人、および卵巣嚢腫・子宮筋腫患者（対照群）18人を対

象とした。脈波伝播速度 Pulse Wave Velocity（PWV）を用いて動脈の硬化度を測定した。【結果】内膜症

群の PWV(1183.6±123.8cm/sec)は対照群の PWV(1103.3±154.8cm/sec)に比し有意に高値であった

(p<0.05)。40 歳未満の内膜症群(n=17)の PWV(1156.5±111.7cm/sec)は対照群(n=11)の PWV(1032.5±

121.4cm/sec)に比し有意に高値であったが(p<0.05)、40 歳以上では両群に有意差を認めなかった。【結論】

子宮内膜症は若年女性において動脈硬化を促進している可能性があり、疼痛管理や生殖医療だけでなく

ヘルスケアの管理も必要と思われた。 

 

310. 重症心身障害者の巨大子宮筋腫による高度便秘に対して漢方薬が著効した一例 

岡山大学病院 産婦人科 1)、倉敷第一病院 女性漢方外来 2)、 

旭川荘療育センター児童院 小児科 3)  

関 典子 1)、福島千加子 1)、楠本知行 1)、中村圭一郎 1)、本郷淳司 1)、平松祐司 1)、奥田博之 2)、竹

内絵理子 3) 

 

今回、重症心身障害者の巨大子宮筋腫合併による高度便秘状態に漢方薬が著効した一例を経験したので

報告する。症例は 43 歳。脳性麻痺にて 10 歳より児童院に入所中、39 歳で子宮筋腫を指摘された。その

後徐々に増大し、42歳春から腹部膨満感と月経困難が増悪し、ほぼ毎日不機嫌な状態であった。42歳秋

にイレウスを発症し、保存療法で軽快したが、その後も高度便秘が持続した。下剤は腸蠕動亢進により

使用困難で、毎日浣腸とペースト食を少量ずつしか摂取できない QOL の低下した状態が 1 年間続いてい

た。43 歳秋に当科紹介。初診時、身長 153cm、体重 33kg。子宮は臍上 3 横指に達し、常に半座位の状態

である。MRI では子宮は 24×8cm、最大径 14cm の広間膜発育の頸部筋腫を始めとした多発筋腫を認め、

筋腫の圧排による右高度水腎を認めた。手術療法は術中出血、術後イレウス、術後血栓症など合併症の

risk が高いと考えられ、まずは保存療法開始することとなった。QOL 低下の主因である高度便秘状態に

対しては、和漢診療学的に実証、お血、水帯であることより桃核蒸気湯を開始したところ、2週間目より

毎日自然排便が認められるようになり、食事もアップされ、腹痛も消失して、本人も笑顔となった。現

在 GnRH を併用しながら経過観察中である。西洋医学的治療に限界のある重症心身障害者にとって、漢方

薬は QOL 改善のために重要な役割を果たすと考えられた。 

 

311. 術中に偶然発見された片側卵巣・卵管欠損の一例 

愛媛労災病院 産婦人科 
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平野真理 、木村慶子、南條和也、大塚恭一、宮内文久 

 

【諸言】片側性卵巣卵管欠損は非常に稀である。今回、子宮筋腫及び右卵巣腫瘍にて子宮筋腫核出術及

び右卵巣摘出術を行った際、偶然に右の卵巣・卵管欠損の一例を経験したので報告する。【症例】29歳女

性、既婚、0経妊 0経産。初経 11 歳、周期 28日、整、持続 5日間、量中等量、月経痛軽度。既往歴なし。

検診にて子宮筋腫を指摘され、近医でのエコーにて子宮筋腫及び右卵巣嚢腫を指摘され、当院へ紹介。

GnRH を 5 回投与後、筋腫核出術及び右卵巣焼灼術を施行した。術中、内性器の観察を行った際に、左卵

巣・卵管・卵巣固有靱帯、骨盤漏斗靱帯は欠損していた。染色体検査では、46XX で異常を認めなかった。

【考察】本症例では、子宮奇形はなく、子宮円靱帯、仙骨子宮靱帯、膣、尿路系及び染色体は正常であ

った。片側の卵巣・卵管欠損は、中腎傍管(ミュラー管)の発育過程での発育異常、欠損などが考えられ

るが、これまでの病歴に特記すべき所見はなく、その原因を特定することはできなかった。今後は、手

術を行う際にはまず両側の付属器の確認を行うこと、卵管造影で片側の卵管が造影されない場合は、片

側の卵巣・卵管が欠損している可能性にも留意する必要があると考える。 

 

312. 当院で経験した Wunderlich 症候群の一例 

山口赤十字病院産婦人科 

丸田英 、深川怜史、月原悟、申神正子、金森康展、高橋弘幸、辰村正人 

 

<諸言> Wunderlich 症候群は重複子宮、片側腟閉鎖およびそれに伴う傍頸部嚢胞、閉鎖側腎形成不全を

合併する疾患である。今回我々は月経困難症を主訴に来院した Wunderlich 症候群を経験したので報告す

る。 

<症例> 17 歳未経妊、月経周期整。家族歴、既往歴特記事項なし。月経困難症、月経時腹部膨満感を主

訴に来院した。内診肉眼所見では腟盲端部が嚢胞状に隆起しており健側外子宮口は確認できなかった。

経腟超音波検査、MRI 検査では健側子宮と 2 段の嚢胞状に腫大した長径 20cm の患側子宮とそれに連続す

る盲端腟を確認した。腫瘍マーカーは CA125 が 57U/ml、CA19-9 は 1093U/ml と上昇していた。また DIP

検査では患側子宮側の腎無形成を確認した。以上より Wunderlich 症候群と診断した。手術は子宮鏡で健

側子宮口を確認し患側閉鎖部を観察した。嚢胞隆起部に電気メスで直径 10mm 程度にサークル状にマーキ

ングしバイポーラシザーズと電気メスで開窓した。粘調度の高い暗褐色の内容物を吸引し洗浄した。そ

の後、子宮鏡を挿入し内部を観察した。開窓部は 12 か所を 2-0 バイクリルラピッドで単結節縫合し癒着

防止剤を留置した。現在外来経過観察中である。当院で経験した Wunderlich 症候群を文献的考察を加え

て報告する。 

 

313. 人工真皮を用いた造腟術を 2回施行した重複子宮・腟欠損の１例 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学 1) 

香川労災病院産婦人科 2) 

岡山愛育クリニック 3)

岡山大学大学院保健学研究科 4) 

鎌田泰彦 1)、酒本あい 1)、清水美幸 2)、田淵和宏 1)、延本悦子 1)、松田美和 1)、清水恵子 1)、野口

聡一 3)、中塚幹也 4)、川田昭徳 2)、平松祐司 1) 

 

機能性子宮を有する腟欠損の症例では月経モリミナを呈するため，若年での造腟術を余儀なくされる場

合がある．しかし若年ゆえに術後の新生腟の管理には往々にして困難を伴う．今回，人工真皮（アテロ

コラーゲン）を用いた造腟術を施行後に新生腟の狭小・瘢痕化を来したため，4年後に再度，人工真皮を

用いた造腟術を施行した症例を経験したので報告する．症例は 20歳女性．16 歳の時に無月経および下腹

部痛を主訴に前医を受診した際に，重複子宮および腟欠損，卵巣チョコレート嚢胞を指摘された．その

ため造腟術を含めた手術療法を目的に当科紹介された．手術は下腹部横切開にて卵巣チョコレート嚢胞

摘出術および子宮左角摘出術を施行．そして人工真皮を用いた造腟術（McIndoe 改良術式）を行い，子宮

右角の頸部と一期的に吻合した．術後経過は良好であり，退院後は前医にて外来管理された．しかし新

生腟は狭小・瘢痕化を来し，7号のヘガール挿入すら疼痛を伴う状態となった． 20 歳になり，新生腟の

再拡張の適応につき当科に再紹介された．術式を検討した結果，人工真皮を用いた造腟術を再度希望さ

れた．腟にゾンデを挿入し，子宮との位置関係を確認しながら新たに腟トンネルを作成した．そして瘢
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痕化した組織を可及的に切除した上で，人工真皮を巻きつけたプロテーゼを挿入し手術を終了した．退

院までに，入念な自己拡張法の指導を行い，現在は前医外来にて管理中である． 

 

314. 不妊症患者における円錐切除治療症例の検討 

高知医療センター産婦人科 

南 晋 、永井立平、山本寄人、松本光弘、小松淳子、木下宏実、林和俊 

 

近年 子宮頚部円錐切除は、妊孕能を温存しなければならない若年層での手術適応症例が増加している。

円錐切除は、手術による妊娠・分娩に対しする影響のみならず、頸管の狭窄・粘液分泌の低下を誘因し

て不妊因子となることが示唆されている。今回、当院で不妊治療を目的とした症例のうち子宮頚部円錐

切除治療の既往のあるもの、及び不妊治療中円錐切除をうけた症例に関し検討した。【対象 及び方法】

2005/03～2012/03 までの７年間に当院で扱った不妊治療症例 461 症例を対象に検討した。【結果】Ⅰ）当

院で円錐切除を行なった症例の、手術時年齢は 34.9±6.6 歳となっている。Ⅱ）不妊治療症例中、子宮

頚部円錐切除症例は 20症例あった。内訳は不妊治療前に円錐切除を施行し、不妊を主訴に来院した症例

７症例、不妊治療中細胞診異常等で円錐切除を要した症例 10 症例、不妊治療断念後円錐切除となった症

例２症例、妊娠成立後円錐切除となった症例１症例であった。Ⅲ）頸管狭窄により、不妊が誘発された

症例で２例頸管拡張術を施行した。【考察】子宮頚部円錐切除により、不妊が誘因される可能性もあり、

未婚婦に対して円錐切除を行なう場合手術前にその説明の必要性があると考える。また、不妊治療中に

異形成の進行もみとめられることがあり、ハイリスク症例を抽出管理し、不妊治療中においても定期的

な 

 

315. 腹腔鏡下で治療した副角子宮の１例 

広島市立広島市民病院産科婦人科 

関野和 、玉田祥子、浅野令子、貴島雅子、香川幸子、中務日出輝、依光正枝、舛本明生、小坂由

紀子、石田理、児玉順一、野間純、吉田信隆 

 

非交通性副角子宮を伴う単角子宮は子宮奇形の中でも比較的まれな疾患である。今回我々は、下腹部痛

で受診し、副角子宮の診断で腹腔鏡下に切除した症例を経験したので報告する。 

症例は 13 歳、初経は 11 歳。初経から数ヶ月後より月経終了時に増強する左鼠径部を中心とした下腹部

痛を認めた。次第に増悪するため他院初診。MRI にて赤色変性を伴う平滑筋腫の診断で対症療法で経過観

察されていた。症状改善ないため８ヶ月後当院に紹介受診。子宮左側に４０mm の腫瘤をみとめ壁は厚く

内部に血腫を認めた。 

MRI では子宮体部左側壁に隣接して長径 4.7cm の辺縁平滑な腫瘤像を認めた。内部は T1，T2 強調画像と

もに高信号で脂肪抑制で抑制されず血腫と考えられた。左副角子宮奇形の診断で腹腔鏡下切除術を行っ

た。腹腔内に癒着はなく、小さな正常子宮の左側に固い副角子宮を認めた。左附属器は左副角よりでて

いたため切り離した。副角子宮に糸をかけ腹腔外より牽引し、副角を切開すると内腔に達したところで

中から古い血液が噴出した。その部位を開放し、鉗子で非交通性であることを確認し副角を切除した。

筋層を縫合し、切除した副角部分をモルセレーターで回収し終了した。術後の経過は良好であり術後５

日目に退院となった。月経時の痛みは改善し現在外来観察中である。 

若年者での子宮奇形では腹腔鏡下手術も有効な場合があると思われた。 

 

316. 当科における子宮鏡下手術の検討 

島根県立中央病院産婦人科 

西村淳一 、吉野直樹、河崎あさひ、宮本純子、江川恵子、高橋也尚、奈良井曜子、上田敏子、松

岡さおり、栗岡裕子、森山政司、山本和彦、岩成治 

 

[目的]子宮鏡下手術は低侵襲で近年、その施行は増加している。今回、当科における子宮鏡下手術にお

ける適応疾患、主訴、年齢、手術時間、Hb値、術後白血球数について検討した。 

[対象]2000年１月～2011年12月までに当科で施行した子宮鏡下手術55例に対して後方視的に検討した。

統計学的検討はｔ検定を用いて p＜0.05 を有意差ありとした。 

 [結果]当科における子宮鏡下手術は年々、増加していた。適応疾患は子宮筋腫 45.5％、子宮内膜ポリー
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プ 25.0％、胎盤ポリープ 7.3％、中隔子宮 3.5％、増殖期内膜 9.1％、その他 9.1％(ポリープ状異型腺筋

腫 1 例、腺線維腫 1 例、子宮腺筋症 1 例、子宮内腔癒着 1 例、無排卵内膜 1 例)であった。 初診時の主

訴は過多・過長月経 27.3％、挙児希望 23.6％、症状なし 16.4％、不正性器出血 14.5％、月経痛 7.2％、

産後出血 5.5％、その他 5.5％(月経不順 1 例、続発性無月経 1 例、貧血 1 例)であった。胎盤ポリープ、

増殖期内膜に比し子宮内膜ポリープは平均年齢が有意に高かった。平均手術時間は胎盤ポリープで長く、

増殖期内膜は有意に短かった。術後 Hgb 値の減少は内膜ポリープでは術後の減少量は有意に低かった。

術後白血球数は今回の検討では著明な変化は認めなかった。 

 [まとめ]当科における子宮鏡下手術は増加していた。多種の子宮疾患に適応され術後 Hgb 値、白血球数

の変化も少なく低侵襲で有用な手術と考えられた。 

 

 

317. TCR による子宮穿孔を防ぐための対策 

鳥取大学医学部女性診療科 

高井絵理 、谷口文紀、上垣 崇、出浦伊万里、岩部富夫、原田 省 

 

【緒言】子宮鏡下手術(TCR)は患者への侵襲が少なく、有用な手術法であるが、最大の合併症は子宮穿孔

に伴う周辺臓器の損傷である。当院では、腸管などの熱損傷を防ぐために、粘膜下筋腫の切除に対し、

筋腫と子宮筋層の境界面を放電せずに前進剥離する方法を用いている。今回、多発筋腫に対して行った

TCR で子宮穿孔を生じた症例と、子宮穿孔を避けるための工夫を行った症例について示す。【症例 1】44

歳・未経妊。9年前に当科で腹腔鏡下筋腫核出術を施行された。その後、過多月経を主訴に当科紹介とな

り、多発筋腫を認めた。2 ヶ月間の GnRH agonist 療法の後に、2.5 ㎝径の粘膜下筋腫 2 個に対して TCR

を行った。子宮底部側の突出度 50％、漿膜筋腫間距離(SMT) 5mm の筋腫を切除する際に子宮穿孔を生じ

た。【症例 2】34歳・未経妊。過多月経による貧血を指摘されて当科紹介となり、突出度 80％、2.5 ㎝径、

SMT 8mm の粘膜下筋腫を認めた。3 ヶ月間 GnRH agonist 療法を施行したが、子宮出血のコントロールが

できず、ジエノゲスト(2mg/日)を 3 週間投与した後に、TCR を行った。膀胱充満下の経腹エコーを併用し、

安全に切除した。【結論】多発筋腫や手術既往のある症例では、特に子宮穿孔に注意する必要がある。経

腹エコー監視下に TCR を行うことで、安全な手術が可能となると考えられた。 

 

318. 過多月経に対するマイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA)の治療成績 

島根大学医学部産科婦人科 

石橋朋佳 、中山健太郎、石川雅子、片桐浩、片桐敦子、石原とも子、今村加代、山上育子、折出

亜希、金崎春彦、青木昭和、宮﨑康二 

 

目的 近年、婦人科領域においても過多月経の治療法として子宮全摘に変わり、侵襲の少ない Microwave 

Endometrial Ablation (以下 MEA)が注目されている。Microwave とは、組織へのマイクロ波照射によっ

て生じる組織誘電加熱を利用したタンパク凝固装置で、マイクロ波によって子宮内膜基底層も含めて破

壊し、その機能を低下させる治療法であり、その結果、月経血の減少もしくは無月経に移行することを

目的としている。MEA はレゼクトスコープによる子宮内膜焼灼術に比べて安全性、簡易性、効果の面で優

れている事から現在、海外では広く普及している。当科でも 2007 年 8 月より、院内 IRB の承認を得て、

過多月経に対する治療として MEA を導入した。 

方法 2007 年 8 月から 2011 年 12 月までに過多月経に対して MEA を 72 例に行った。MEA は腰椎麻酔下に

経腹、経直腸超音波ガイドを行いながらアプリケーターを挿入し施行した。術前、術後に子宮鏡下に子

宮内膜の凝固状態を確認した。過多月経、月経痛の症状に関しては術前、術後のVAS (Visual Analog Scale)

を用いて評価した。また再発、合併症の発症についての検討を行った。 

成績 術前、術後の過多月経の VAS は統計学的に有意に改善した。予想外に月経痛の VAS も有意に改善

した。MEA に対する治療の満足度の VAS は 9.0（最高点 10点と設定）であった。再発は 6例、合併症は 8

例に認められたが、症例によって発症の有意差はなかった。 

結論 MEA は低侵襲の上、短時間で安全に子宮内膜を凝固させ、過多月経、月経痛に対して十分な治療効

果が得られる事が明らかとなった。また、症例によって合併症、再発の発生には有意差はなく、どんな

症例にも MEA の適応があると考えられた。 
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319. VCARE マニピュレーターを使用したにもかかわらず尿管剥離に注意を要した腹腔鏡補助下膣式子宮

全摘術の一例 

岡山済生会総合病院産婦人科   

松田祐依 、平野由紀夫、政廣聡子、小池浩文、坂口幸吉 

 

【緒言】VCARE 子宮マニピュレーターは子宮頸部の Vカップにより膣管開放ラインを可視化、尿管損傷の

リスクを軽減する。今回我々は CINIII の症例に使用したが、尿管剥離に注意を要した例を経験した。【症

例】症例は 46 歳、4 経妊 3 経産。健診で異常を指摘されて当科初診。当科での子宮頸部細胞診：HSIL、

HPV：ハイリスク型陽性、組織診：CINIII であった。腹腔鏡下手術は砕石位で VCARE 子宮マニピュレータ

ーを使用。ダイヤモンド型に 4 ポートを挿入した。子宮体部靭帯は通常通りリガシュア切除した。左側

の頸部靭帯は順調に切除可能であった。右側の頸部靭帯処理時、数回の頸部靭帯切除後再度通電直前に

近接した右尿管を蠕動運動により視認した。再度確認したが尿管であった為、同部の切除はバイポーラ

剪刀及び希釈ピトレッシン局注を使用した。尿管を徐々に遊離、尿管が骨盤外側に移動したのを確認し、

膣式手術に移行した。手術時間は 168 分、出血量は 50ml であった。【考案】尿管は子宮全摘時に最も注

意が必要で、慎重な対応を怠ると後から合併症が問題になる。今回は右膀胱子宮靭帯内に尿管が存在し、

出血に注意しながら頸部前面より尿管を剥離する必要が生じた。リガシュアでの凝固では、発生する熱

による損傷が憂慮された。【結語】VCARE マニピュレーターを使用しても尿管がより子宮に近接している

事が有る為、３−DCT による尿路確認は重要と思われた。また、尿管ステント挿入により合併症の軽減が

可能と考えられる。 

 

320. 腹腔内大量出血症例に対して回収式自己血輸血装置を用いた腹腔鏡下手術が可能であった 7症例 

社会保険 徳山中央病院産婦人科  

平田博子 、中川達史、後 賢、伊藤淳、平林啓、中田雅彦、伊東武久、沼文隆 

 

【目的】腹腔鏡手術の普及により、急性腹症に対する腹腔鏡手術の適応が拡大している．出血性ショッ

ク状態の症例を含む，腹腔内大量出血を伴った子宮外妊娠と卵巣出血症例に対し，回収式自己血輸血装

置を用いて緊急腹腔鏡手術を施行し，同種血輸血を回避した 7症例を経験したので報告する．【対象】2011

年 7 月から 2012 年 5 月に，腹腔内出血を伴い，緊急腹腔鏡下手術を施行した 7症例．【結果】7症例の内

訳は子宮外妊娠 6 例，卵巣出血 1 例であった．また，S.I.>1 の症例は 3 症例あった．ショック症例は，

補液のみで循環動態改善したため，7症例すべてにおいて，術中回収式自己血輸血装置を用いた緊急腹腔

鏡手術を施行した．すべての症例で重大な合併症なく手術を施行することが可能であった．また，すべ

ての症例で貧血の改善を認め（Hb値が 1.1-2.6 g/dl 上昇），同種血輸血を回避することができた．【考察】

腹腔内出血ですでに貧血状態があり，緊急手術を要する場合には，術中回収式自己血輸血が同種血輸血

を回避する唯一の手法となる．術中回収式自己血輸血は，腹腔内出血による緊急腹腔鏡手術において，

同種血輸血を回避するのに有用であり，出血性ショック状態となっている症例でも，術前に循環動態を

安定させることにより，腹腔鏡下手術が可能であると考えられる．今後，使用拡大と効果，使用する症

例の選択についての検証が必要である． 
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