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6月７日（金）　9:00	～	9:50　第１会場

一般演題①	

座長：中沢　洋三（信州大学小児医学教室）、北東　　功（聖マリアンナ医科大学小児科）

1 〇 産業医科大学　小児科学 市川　　俊 新生児DICに対する遺伝子組み換えトロンボモジュリン
製剤の投与状況　－DPCデータを用いた解析－ 1-2

2 信州大学医学部　小児医学教室 柳沢　俊光 免疫力低下を伴う無症状の母体から発症した新生児水痘
の一例 S19-20

3 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学
分野 江口　克秀 新生児発症の重症血友病Aにおけるインヒビター発生防

止を目的とした治療選択 S21-22

4 〇 飯塚病院　小児科 齊木　玲央 背面の皮下血腫により発症したビタミンK欠乏症を合併
した重症血友病Aの新生児症例 3-4

5 〇 聖マリアンナ医科大学　小児科 足利　朋子 予定帝王切開分娩に、帽状腱膜下出血を発症した重症血
友病A新生児 5-6

6月７日（金）　9:00	～	10:00　第２会場	

一般演題②

座長：小林　隆夫（浜松医療センター名誉院長）、小林　　浩（奈良県立医科大学産婦人科）

6 総合母子保健センター　愛育病院　産婦人
科 古屋　仁美 妊娠30週時に低置胎盤である症例の分娩様式、出血量

の検討 S23-24

7 〇 三重大学医学部附属病院　産科婦人科 小髙　紗季 子宮動脈塞栓術後の癒着胎盤の一例 7-8

8 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 藤浦　陽子 経腟分娩後癒着胎盤に対し胎盤残置・二期的子宮摘出と
していたところ緊急子宮全摘術を要した１例 9-10

9 〇 愛仁会千船病院　産婦人科 山本　貴子 Severe　FGRとHDPを発症した発作性夜間血色素尿症
合併妊娠の1例 11-12

10 ○ 近畿大学医学部奈良病院　産婦人科 西岡　和弘 リトドリン塩酸塩頓用内服による横紋筋融解症が診断の
契機となった筋強直性ジストロフィーの1例 13-14

11 浜松医療センター　産婦人科 小田木秋人 ミシシッピ・プロトコルにより妊娠期間を延長できた
HELLP症候群の１例 S25-26

6月７日（金）　10:00	～	10:50　第１会場

一般演題③

座長：金山　尚裕（浜松医科大学医学部　産婦人科）、尾崎　康彦（名古屋市立大学　医学研究科　産科婦人科学）

12 北海道大学大学院医学研究院　専門医学系
部門		生殖・発達医学分野 森川　　守 わが国における産科DICに関する全国調査 S27-28

13 浜松医科大学　産婦人科 小田　智昭 心肺虚脱型羊水塞栓症における心停止イベント後救命例
と死亡例の血液凝固障害の比較 S29-30

14 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 山本　萌子 子宮内胎児死亡後急速に重症化した産科DICの 1例 15-16

15 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 川野さりあ 常位胎盤早期剥離に対するクリオプレシピテートの有効
性 17-18

16 順天堂大学　産婦人科 平山　貴士 手術を契機に急速に消費性凝固障害をきたした卵巣粘液
性癌の一例 S31-32

■一般演題　６月７日㈮   9：00～16：30 第１会場、第２会場：演題番号１-30

６月８日㈯   8：30～9：20    13：20～15：30　 第１会場：演題番号31-48

⃝査読〇の演題は、本誌後半の学会誌に原著／症例報告として内容が掲載されています。
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6月７日（金）　10:00	～	10:50　第２会場

一般演題④

座長：中林　　靖（医療法人社団　中林病院）、金井　　誠（信州大学　保健学科）

17 順天堂大学医学部　産婦人科学講座 藤原　里紗 分娩時異常出血におけるフィブリノゲンpoint-of-care
のピットフォール S33-34

18 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 山下　　創 産褥期の抗凝固療法中の異常出血に対し，プロトロンビ
ン複合体製剤を使用した１例 19-20

19 〇 聖マリアンナ医科大学　産婦人科学 佐々木貴充 帝王切開直前に前置血管の破綻を来した1例 21-22

20 〇 信州大学　産婦人科学教室 常見　浩司 妊娠中に破裂し動脈塞栓術を行った腎血管筋脂肪腫の1
例 23-24

21 〇 福岡大学病院　産婦人科 倉員　正光 Bakri®︎ バルーンタンポナーデは、薬物療法抵抗性分娩時
異常出血に対し効果的である 25-26

6月７日（金）　13:20	～	13:50　第２会場

一般演題⑤

座長：池田　和彦（福島県立医科大学医学部輸血・移植免疫学講座）、川口　千晴（大和高田市立病院　小児科）

22 福島県立医科大学附属病院　輸血・移植免
疫部 力丸　峻也 新たな乾式装置を使用した新鮮凍結血漿融解時の凝固因

子活性の推移 S35-36

23 東大寺福祉療育病院　小児科 川口　千晴 Thrombelastographyを用いた低温下での止血機能解析 S37-38

24 〇 東京都立墨東病院　輸血科 藤田　　浩 合成血に対するカリウム吸着フィルターの効果 27-28

6月７日（金）　15:00	～	16:30　第１会場

優秀演題賞候補演題

座長：大賀　正一（九州大学大学院医学研究院成長発達医学）、板倉　敦夫（順天堂大学産婦人科）

25 信州大学　小児科 大澤　由寛 緊急的な臍帯血移植への切り替えにより，生着を得られ
たDiamond	Blackfan貧血の1例 S39-40

26 大阪市立大学　女性生涯医学 中井　建策 母児間輸血症候群を契機に診断した胎盤内絨毛癌の1例 S41-42

27 〇 福島県立医科大学　小児科 渡邉　涼介 胎児母体間輸血症候群を契機に胎盤内絨毛癌の診断に
至った１女児例 29-30

28 名古屋市立大学　産科婦人科 吉原　紘行 産科抗リン脂質抗体症候群に対するダナパロイドの有効
性の検討 S43-44

29 医療法人社団　中林病院　産婦人科 中林　　靖 硬膜外麻酔分娩における人工破膜と分娩時大量出血との
関連性についての検討 S45-46

30 三重大学医学部　産婦人科 真木晋太郎 子宮内胎児発育不全に対するタダラフィルの経母体投与
の有効性・安全性に関する研究　第Ⅱ相多施設共同試験 S47-48



⃝査読〇の演題は、本誌後半の学会誌に原著／症例報告として内容が掲載されています。
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6月８日（土）　8:30	～	9:20　第２会場

一般演題⑥

座長：長　　和俊（北海道大学病院周産母子センター）、橘　　大介（大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学）

31 三重大学　産婦人科 島田　京子 三重県における妊婦サイトメガロウイルス抗体スクリー
ニングに IgM抗体価を導入した検討 S49-50

32 埼玉医科大学　産科婦人科 市川　大介 劇症分娩型A群連鎖球菌感染症に経皮的心肺補助を含む
集学的治療を行い母体救命し得た1例 S51-52

33 三重大学医学部附属病院　産婦人科 二井　理文 抗NMDA受容体脳炎合併妊娠 S53-54

34
北海道大学大学院医学研究院　専門医学系
部門　生殖・発達医学分野　産婦人科学教
室　

森川　　守 先天性ならびに続発性第XI因子欠乏症合併妊娠 S55-56

35 〇 大阪市立大学　産婦人科 末包　智紀 当科で経験した再生不良性貧血合併妊娠の3症例 31-32

6月８日（土）　13:20	～	14:30　第２会場

一般演題⑦

座長：三浦　清徳（長崎大学産婦人科）、関　　博之（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）

36 名古屋市立大学大学院医学研究科　産科婦
人科 松本　洋介 静脈血栓塞栓症の新しい危険因子：子宮内膜症と習慣流

産 S57-58

37 三重大学　産婦人科 鳥谷部邦明 妊娠中に発症した深部静脈血栓症症例の遺伝的血栓性素
因について S59-60

38 〇 三重大学医学部　産科婦人科学教室 谷口　　僚 妊娠中の抗凝固療法を行った遺伝性血栓性素因合併妊婦
の転帰について 33-34

39 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科 品川　裕伯 妊娠中のDVTに対する未分画ヘパリンによる治療の臨
床経過に関する検討 S61-62

40 〇 聖マリアンナ医科大学　産婦人科学 岩端由里子 子宮体癌患者におけるsub-massive	PTEに対するリバー
ロキサバンの使用経験 35-36

41 〇 奈良県立医科大学附属病院　産婦人科 和田　拓也 深部静脈血栓症の加療中にヘパリン起因性血小板減少症
を発症した妊婦の1例 37-38

42 〇 長崎大学　産婦人科 渡邊　　灯 心肺停止し搬送された妊婦に死戦期帝王切開術を施行し
た一例 39-40

6月８日（土）　14:30	～	15:30　第２会場

一般演題⑧

座長：落合　正行（九州大学大学院医学研究院　周産期・小児医療学講座）、郷　　勇人（福島県立医科大学総合周産期母子医療センター）

43 太田綜合病院附属太田西ノ内病院　小児科 今村　　孝 生後早期における新生児網状赤血球数の意義 S63-64

44 榊原記念病院 桂木　真司 Jra抗体による新生児の溶血性貧血の機序 S65-66

45 〇 聖マリアンナ医科大学病院　新生児科 中野茉莉恵 少量シタラビン療法によって救命し得た腔水症を伴う一
過性骨髄増殖症の1例 41-42

46 〇 聖マリアンナ医科大学病院　総合周産期母
子医療センター 鈴木　真波 偽性高カリウム血症を呈した一過性骨髄異常増殖症の新

生児 43-44

47 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学
分野 園田　素史 新生児期の集学的治療によって救命し得た最重症型α0-

サラセミア症例に対する造血細胞移植 S67-68

48 宮崎大学　産婦人科 山田　直史 汎赤血球凝集反応を呈した極低出生体重児の一例 S69-70


