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2015年６月５日　（金）　　９：05～９：41　　第１会場

一般演題 ①：産科出血－バルーン処置　
座長：　竹田　省　　順天堂大学医学部・大学院医学研究科　産婦人科学

1 奈良県立医科大学　産婦人科 重光　愛子 前置癒着胎盤における予防的な大動脈閉塞バルン
(IAB)留置効果の検討 S29-30

2 愛知医科大学　産婦人科 原田　龍介
前置癒着胎盤を疑った症例に総腸骨動脈balloon 
occlusion　(common iliac artery　balloon 
occlusion: CIABO)　を行った２症例

S31-32

3 浜松医療センター　産婦人科 岩永　優子 Bakriバルーンが著効した産後過多出血の５例 S33-34

4 聖路加国際病院　女性総合診療部 斉藤　理恵 分娩後の出血に対して子宮内バルーンタンポナーデ　
(Bakri balloon®)　が有効であった症例の検討 S35-36

2015年６月５日　（金）　　９：05～９：41　　第２会場　

一般演題 ②：サイトメガロウイルス感染，胎内診断・処置　
座長：　鮫島　浩　　宮崎大学医学部 生殖発達医学講座 産科婦人科学分野

5 三重大学医学部　産婦人科 鳥谷部邦明 三重県での妊婦サイトメガロウイルスIgG、IgMスクリー
ニングについて S37-38

6 九州大学医学部　婦人科学産科学教室 清木場　亮 一過性の汎血球減少を呈したサイトメガロウイルス感染
胎児の１例 S39-40

7 東京女子医科大学　産婦人科学講座 菅野　俊幸 血液型不適合と鑑別が困難であった胎内急性発症一過性
骨髄増殖症を呈した21トリソミー児の一例 S41-42

8 九州大学医学部　婦人科学産科学教室 嘉村　駿佑 双胎貧血多血症候群に対して胎児鏡下胎盤吻合血管レー
ザー凝固術を施行した１例 S43-44

2015年６月５日　（金）　　９：41～10：17　　第１会場　

一般演題 ③：大出血－塞栓術　
座長：　前田　眞　　三重中央医療センター・総合周産期母子医療センター

9 東京大学　産婦人科 藤井　達也 ハイブリッドアンギオ室で術中に子宮動脈塞栓術を施行
して止血し得た全前置胎盤の一例 S45-46

10 ○ 大阪市立大学　産婦人科 沖　　絵梨 子宮動脈塞栓術にて子宮温存可能であった癒着胎盤の一例 2-3

11 順天堂大学医学部　産婦人科 佐野　靖子 産後出血に子宮動脈塞栓術を施行した後、子宮筋層壊死
をおこした１例 S47-48

12 順天堂大学医学部　産婦人科 寺尾　泰久 子宮摘出時に止血困難となった後腹膜血腫に対し、
damage　control　surgeryを施行した１例 S49-50

2015年６月５日　（金）　　９：41～10：17　　第２会場　

一般演題 ④：新生児疾患　
座長：　長　和俊　　北海道大学病院 周産母子センター

13 山口県厚生連　周東総合病院　小児科 元山　　将 早期のステロイドパルスと抗ウイルス療法が奏功した全
身型単純ヘルペスウイルス感染症の新生児例 S51-52

14 国立循環器病研究センター　周産期・婦人科 三好　剛一 先天性心疾患児における胎児心不全と血液データ異常 S53-54

15 奈良県立医科大学　新生児集中治療部 中川　隆志 新生児・乳児の抗凝固能 S55-56

16 聖マリアンナ医科大学　小児科 伊東　祐順 当院 NICU における新鮮凍結血漿投与症例の検討 S57-58
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2015年６月５日　（金）　　15：40～16：16　　第１会場

一般演題 ⑤：血小板減少　
座長：　齋藤　滋　　富山大学大学院 医学薬学研究部　医学系　 産科婦人科教室

17
九州大学病院 総合周産期母子医療センター
母性胎児部門 日高　庸博 特発性血小板減少性紫斑病合併妊娠における新生児血小

板減少症の発症予測 S59-60

18 新潟大学医歯学総合病院　産科婦人科 安達　聡介 反復帝王切開を施行した先天性血栓性血小板減少性紫斑
病の一例 S61-62

19 富山大学　産科婦人科 小野　洋輔 当院における血小板減少性紫斑病妊婦に対するピロリ菌
除去効果 S63-64

20 ○ 東京都立墨東病院　産婦人科 佐藤　亜美 HELLP症候群に合併したもやもや病に由来する脳出血の１例 4-5

2015年６月５日　（金）　　15：40～16：16　　第２会場

一般演題 ⑥：母体血液疾患　
座長：　森川　守　　 北海道大学大学院医学研究科 産科･生殖医学分野、北海道大学病院 産科･周産母子センター 

21 信州大学　産科婦人科学 小野　元紀 心タンポナーゼを呈した縦隔原発大細胞型Ｂ細胞リンパ
腫合併妊娠の一例 S65-66

22 ○ 大和高田市立病院　産婦人科 西岡　和弘 妊娠20週に急性胆嚢炎にて腹腔鏡下手術後に遺伝性球
状赤血球症(HS)が判明した一例 6-7

23 ○ 杏林大学医学部　産科婦人科 中島　千絵 CML合併妊娠にイマチニブを使用した一例 8-9

24 ○ 大阪暁明館病院　産婦人科 佐道　俊幸 血友病保因者の周産期管理についての検討 10-11

2015年６月５日　（金）　　16：16～16：52　　第１会場

一般演題 ⑦：血栓性微小血管障害症（TMA)，早剥　
座長：　川鰭　市郎　　国立病院機構 長良医療センター　産科　

25 ○ 東京女子医科大学　産婦人科学講座 鈴木　志帆 産褥期の子宮出血で発症した血栓性微小血管障害症
(TMA)の一例 12-13

26 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科 王　　良誠 常位胎盤早期剥離の重症度の予測に分娩前fibrinogen値
が有効 S67-68

27 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科 本田　倫子 抗DIC治療が奏功し経腟分娩が可能であった常位胎盤早
期剥離による子宮内胎児死亡の１例 S69-70

28 ○ 東京都立墨東病院　産婦人科 東上　加波 常位胎盤早期剥離による子宮内胎児死亡、DICに急性腎
不全を併発した一例 14-15

2015年６月５日　（金）　　16：16～16：52　　第２会場

一般演題 ⑧：新生児・乳児疾患　
座長：　細野　茂春　　日本大学医学部 小児科学系 小児科学分野

29 福島県立医科大学　小児科学講座 前田　　創 血中IL-8値が著明に上昇していた肝線維症を合併した一
過性骨髄異常増殖症の１例 S71-72

30 日本大学医学部 小児科学系小児科学分野 伊東　正剛 出生時臍帯血異性間FISH法が悪性黒色腫の母児間転移
の評価に有効であった新生児例 S73-74

31
福島県立医科大学総合周産期母子医療
センター　新生児部門小児科 小笠原　啓 プロプラノロールが奏功した多発性肝血管腫の１乳児例 S75-76

32 奈良県立医科大学　新生児集中治療部 箕浦　啓宣 DiegoaおよびRh E血液型不適合による新生児溶血性黄
疸の一例 S77-78
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2015年６月６日　（土）　　８：55～９：31　　第１会場

一般演題 ⑨：母体の静脈血栓塞栓症(VTE)
座長：　関　博之　埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科

33 三重大学医学部　産科婦人科 田中　博明 日本における静脈血栓塞栓症(VTE)関連妊産婦死亡の後
方視的検討 S79-80

34 ○ 東京都立墨東病院　産婦人科 兵藤　博信 妊娠・産褥期に発症した血栓症とその後の管理について
の考察 16-17

35 ○ 洛和会 音羽病院
総合女性医学健康センター・産婦人科 野溝　万吏 骨盤内静脈血栓症を発症した胎児機能不全でIVCフィル

ター装着下に帝王切開術を行った症例　　 18-19

36 ○ 三重大学医学部　産科婦人科 真川　祥一 明らかな血栓素因を伴わないにも関わらず妊娠初期の
DVTを反復した１例 20-21

2015年６月６日　（土）　　８：55～９：31　　第２会場

一般演題 ⑩：産科出血－フィブリノゲン　
座長：　金井　誠　　信州大学医学部 保健学科 小児・母性看護学

37 ○ 済生会 山形済生病院　産婦人科 阪西　通夫 フィブリノゲン製剤の使用で良好な改善を得た産科危機
的出血の２症例 22-23

38
埼玉医科大学総合医療センター 総合周
産期母子医療センター　産婦人科 松永　茂剛 産科大量出血に対するFibrinogen製剤の有用性に関

する検討 S81-82

39 埼玉医科大学　産婦人科 新澤　　麗 分娩時大量出血にて心停止に至ったが救命し得た１症例 S83-84

40 JCHO北海道病院　産婦人科 山田　　俊 分娩前血漿フィブリノーゲン濃度と分娩時出血 S85-86

2015年６月６日　（土）　　９：31～10：07　　第１会場

一般演題 ⑪：母体先天性凝固異常　
座長：　小川　正樹　　東京女子医科大学　産科婦人科学講座　母子総合医療センター

41
京都大学大学院医学研究科　婦人科学産
科学教室 川﨑　　薫 フィブリノゲン補充療法により合併症を回避しえた先天

性異常フィブリノゲン血症の１例 S87-88

42
母子愛育会総合母子保健センター 愛育
病院　産婦人科 竹内　沢子 当院で管理を行った先天性II型アンチトロンビン欠乏症

の2例 S89-90

43 ○ 北海道大学大学院　医学研究科　産科・
生殖医学分野/産科・周産母子センター 森川　　守 陣痛発来入院時のアンチトロンビン(AT)活性値定期測

定で偶然発見されたAT欠損症 24-25

44 ○ 聖路加国際病院　女性総合診療部 秋山　瑞紀 妊娠中にアンチトロンビン欠乏症による血栓症と診断し
たが、その後活性値が改善した１例 26-27
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2015年６月６日　（土）　　９：31～10：07　　第２会場

一般演題 ⑫：流早産関連
座長：　杉浦　真弓　　名古屋市立大学大学院医学研究科　産科婦人科　

45
九州大学大学院　医学研究院
成長発達医学分野 井上　普介 自然免疫受容体Nod1のリガンドは母仔の血管病変を介

してIUGRおよびIUFDをおこす S91-92

46 名古屋市立大学　産科婦人科 大林　勇輝 反復流産病態におけるindoleamine 2,3-dioxygenaseお
よびtryptophan 2,3-dioxygenaseの存在と意義 S93-94

47 新潟大学医歯学総合病院　産婦人科 能仲　太郎 子宮内胎児発育制限を合併したPlacental lakeの３症例 S95-96

48 ○ 聖マリアンナ医科大学 横浜市西部病院
周産期センター　新生児部門 鈴木　真波 慢性早剥羊水過少症候群（CAOS）の母体から出生した

超早産児の２例 28-29

2015年６月６日　（土）　　13：00～13：45　　第２会場

一般演題 ⑬：D-dimer・その他
座長：　小林　浩　奈良県立医科大学　産婦人科学教室　

49
広島大学大学院医歯薬学総合研究科　
産科婦人科学 浦山　彩子 双胎におけるD-dimer値と胎盤重量との関連についての

検討 S97-98

50
広島大学大学院医歯薬学総合研究科　
産科婦人科学 田中　教文 胎児発育不全の妊娠症例におけるD-dimer値と胎盤重量

との関連についての検討 S99-100

51 ○ 飯田橋レディースクリニック　産婦人科 岡野　浩哉 OC/LEP製剤の違いによる投与初期のDダイマー陰性率
に関する検討 30-31

52 東京女子医科大学　産婦人科 金野　　潤 婦人科開腹手術の周術期におけるD-dimer値の推移と測
定意義について S101-102

53 ○ 聖路加国際病院　女性総合診療部 大垣　洋子 周期性好中球減少症合併患者に婦人科手術を施行した一
例 32-33

2015年６月６日　（土）　　13：45～14：30　　第２会場

一般演題 ⑭：産科出血・その他　
座長：　松田　義雄　　国際医療福祉大学病院　周産期医療センター　産婦人科
54 ○ 大阪市立大学　産婦人科 林　　雅美 IgA欠損症・Rh(D)陰性合併妊娠の１例 34-35

55 奈良県立医科大学　産婦人科 小池　奈月 分娩経過における母体血中羊水流入マーカーとしての
SCCの有用性 S103-104

56 ○ 東京都立墨東病院　産婦人科 池田真理子 当院での産褥出血の検討 36-37

57 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科 江良　澄子 産科大量出血における輸血開始基準と輸血量 S105-106

58 白子クリニック　産婦人科 菅谷　亜弓 産科危機的出血に対する当クリニックにおける取り組み S107-108


