
第1会場

一般演題9　子宮内膜症：不妊	 1月22日（日）		9：30〜10：10
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

座長：北島　道夫（長崎大学産科婦人科学教室）

O9-1 	 子宮内膜症合併不妊における血中エクソソームを用いた妊娠予測バイオマーカーの探索
村上真由子1）、横井　　暁1）、吉田　康将1）、北川　雅美2）、
竹田　武彦1）、可世木　聡1）、関　　友望1）、田中　秀明1）、
矢吹　淳司1）、曽根原玲菜1）、三宅　菜月1）、村岡　彩子1）、
仲西　菜月1）、中村　智子1）、大須賀智子1）、梶山　広明1）

（名古屋大学医学部産婦人科1）、名古屋大学大学院医学研究科ベルリ
サーチセンター産婦人科産学協同研究講座2））

O9-2 	 不妊治療を契機に卵巣卵管膿瘍を発症した卵巣子宮内膜症性嚢胞合併不妊症例の検討
岡田由貴子、牧野　祐也、秋葉　純也、柳原　康穂、武内　詩織、
落合阿沙子、川崎　　優、村上　圭祐、河村　和弘、北出　真理、
板倉　敦夫
（順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科）

O9-3 	 採卵後に形成した卵巣内膜症性膿瘍に対して腹腔鏡下手術を要した1症例
松浦　佑宣、西田　晴香、高﨑　和樹、重川　和之、小阪　　俊、
一瀬　隆行、平野　茉来、長阪　一憲
（帝京大学医学部産婦人科）

O9-4 	 子宮内膜症性卵巣嚢胞に対する腹腔鏡下卵巣嚢胞摘出術後の累積再発率と妊娠率の検討
柳原　康穂1）、尾崎　理恵2）、瀬川　将史1）、秋葉　純也1）、
武内　詩織1）、落合阿沙子1）、川崎　　優1）、岡田由貴子1）、
村上　圭佑1）、河村　和弘1）、北出　真里1）、板倉　敦夫1）

（順天堂大学医学部付属産婦人科1）、東部地域病院2））



シンポジウム2　P 	 1月22日（日）		10：15〜12：15
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

子宮内膜症と子宮腺筋症の周産期予後

座長：田中　　守（慶應義塾大学医学部産婦人科）
　　　板倉　敦夫（順天堂大学医学部附属順天堂医院産科・婦人科）

SY2-1 	 子宮内膜症・子宮腺筋症と周産期予後
銘苅　桂子
（琉球大学病院周産母子センター）

SY2-2 	 婦人科良性疾患およびその手術は、妊娠経過にどのように影響するか？
和田真一郎1）、小野　洋輔1,3）、福士　義将1）、滝本可奈子1）、
太田　　創1）、山田　秀人2）

（手稲渓仁会病院産婦人科1）、手稲渓仁会病院不育症センター2）、山
梨大学産婦人科3））

SY2-3 	 子宮内膜症、子宮腺筋症合併妊娠における周産期合併症と周産期リスク
平田　哲也
（聖路加国際病院女性総合診療部）

SY2-4 	 子宮内膜症が前置胎盤・癒着胎盤に与える影響：系統的レビューおよびメタアナリシス
松崎　慎哉
（大阪国際がんセンター）

共催：あすか製薬株式会社

オンデマンド配信なし

オンデマンド配信なし

オンデマンド配信なし

オンデマンド配信なし



ランチョンセミナー3　P 	 1月22日（日）		12：15〜13：15
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

女性のライフプランと内膜症治療戦略 ～生殖外科医としてのBest Practice～

座長：原田　　省（鳥取大学医学部附属病院）

LS3-1 	 究極の妊孕性温存を目指して	～腹腔鏡下手術・帝王切開術を今あらためて考える～
小山瑠梨子
（神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科）

LS3-2 	 ライフステージを考慮したシームレスな子宮内膜症治療
福井　淳史
（兵庫医科大学医学部産科婦人科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

総会	 1月22日（日）		13：20〜13：50
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

JECIE	2021年度活動報告	 1月22日（日）		13：50〜14：00
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

座長：原田　　省（鳥取大学医学部附属病院）

JECIE 	 日本子宮内膜症啓発会議の活動報告2022
百枝　幹雄
（総合母子保健センター愛育病院）

教育講演3	 1月22日（日）		14：05〜14：45
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

座長：奈須　家栄（大分大学医学部地域医療支援システム・産婦人科分野）

EL3 	 胸腔内子宮内膜症における最近の話題（月経随伴性気胸の特殊性と胸腔内子宮内膜組織
の動態）

栗原　正利、越智　敬大、大橋　康太、坪島　顕司
（公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター）

オンデマンド配信なし



ワークショップ2	 1月22日（日）		14：45〜16：15
第1会場　高知県立県民文化ホール	1F	グリーンホール

子宮内膜症の手術

座長：安藤　正明（倉敷成人病センター産婦人科）
　　　北出　真理（順天堂大学医学部産婦人科学講座）

WS2-1 	 子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術を段階的に習熟していくための手術難易度予測
村上　圭祐、北出　真理、岡田由貴子、川崎　　優、落合阿沙子、
武内　詩織、柳原　康穂、河村　和弘、板倉　敦夫
（順天堂大学医学部産婦人科）

WS2-2 	 直腸・尿管合併切除・再建を要す子宮内膜症低侵襲手術−ロボット支援下手術の利点は？
安藤　正明、樋口　尚史、下村優莉奈、加藤　　慧、戸枝　　満、
仙波　恵樹、澤田　麻里、坂手慎太郎、菅野　　潔、羽田　智則、
柳井しおり
（倉敷成人病センター産婦人科）

WS2-3 	 安全に、かつ、QOLを上げるための子宮内膜症手術への工夫
可世木華子1）、市川　雅男1,2）、田中　孝和1）、市川　直樹1）、
吉川　千晶1）、門屋　悠里1）、大石由加里1）、白石　達典2）、
深川　知明1）、白井　有香1）、中尾　仁彦2）、中西　一歩1）、
市川　　剛1）

（日本医科大学千葉北総病院1）、日本医科大学付属病院2））

WS2-4 	 膀胱子宮内膜症に対して膀胱鏡併用腹腔鏡下膀胱部分切除術を施行した6症例の検討
川崎　　優、柳原　康穂、武内　詩織、落合阿沙子、岡田由貴子、
村上　圭祐、北出　真理、板倉　敦夫
（順天堂大学医学部産婦人科学講座）

WS2-5 	 AAGL分類を用いた子宮内膜症手術における難易度評価についての検討
青山　幸平、小芝　明美、垂水　洋輔、片山　晃久、伊藤　文武、
楠木　　泉、森　　泰輔
（京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学）



第2会場

一般演題10　子宮腺筋症・子宮筋腫	 1月22日（日）		9：30〜10：35
第2会場　高知県立県民文化ホール	4F	第6多目的室

座長：沖　　利通（鹿児島大学医学部保健学科成育看護学講座）

O10-1 	 1型子宮腺筋症は2型に比し、過多月経の頻度が高い
築比地彩香、西田　正人、星野沙也加、坂中　都子、永井　優子、
市川　良太、新井ゆう子
（霞ヶ浦医療センター産婦人科）

O10-2 	 腹腔鏡下に摘出した大型かつ多房性の嚢胞性子宮腺筋症の一例
下村優莉奈、越智　良文、樋口　尚史、桝田沙也加、戸枝　　満、
仙波　恵樹、安井みちる、加藤　　慧、島田　京子、吉野　育典、
澤田　麻里、菅野　　潔、坂手慎太郎、柳井しおり、羽田　智則、
安藤　正明
（倉敷成人病センター産科婦人科）

O10-3 	 腹腔鏡下手術が著効した若年型嚢胞性子宮腺筋症の1例
秋葉　純也、武内　詩織、柳原　康穂、落合阿沙子、川崎　　優、
長井　咲樹、村上　圭祐、岡田由貴子、河村　和弘、北出　真理、
板倉　敦夫
（順天堂大学医学部所属順天堂医院産婦人科）

O10-4 	 不妊治療中の月経を契機に脳梗塞を繰り返した子宮腺筋症の一例
都倉　裕り、小川　達之、吉野　　修、吉原　達哉、小野　洋輔、
多賀谷　光、大木　麻喜、平田　修司
（山梨大学医学部産婦人科）

O10-5 	 当院で施行した子宮腺筋症摘出術の検討
佐藤　優季1）、関根　仁樹2）、宮原　　新2）、伊勢田侑鼓2）、
藤田真理子2）、野村　有沙2）、宇山　拓澄2）、榎園　優香2）、
中本　康介2）、森岡　裕彦2）、大森由里子2）、寺岡　有子2）、
野坂　　豪2）、友野　勝幸2）、山﨑　友美2）、古宇家　正2）、
向井百合香2）、工藤　美樹2）

（広島大学病院広島中央地域・小児周産期医療支援講座1）、広島大学
病院産科婦人科2））



O10-6 	 MRIによる子宮筋腫のサブタイプおよび組織構成の非侵襲的な予測法の確立
爲久　哲郎1）、佐藤　　俊1）、坂井　宜裕1）、前川　　亮1）、
田辺　昌寛2）、伊東　克能2）、杉野　法広1）

（山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座1）、山口大学大学院
医学系研究科放射線医学講座2））

O10-7 	 子宮筋腫に対してDienogestは縮小効果をもつか？18例の後方視的検討
田邉康次郎、鬼怒川博孝、星野　恭平、成重さつき、後藤なつみ、
佐藤　直人、大山　喜子、畠山　佑子、大塩　清佳、柏舘　直子、
松浦　　類、石垣　展子、武山　陽一、新倉　　仁
（国立病院機構仙台医療センター）

オンデマンド配信なし



第3会場

特別企画　P 	 1月22日（日）		9：00〜10：00
第3会場　ザ	クラウンパレス新阪急高知	3F	花の間①

器質性月経困難症に対する管理料

座長：北脇　　城（京都府立医科大学産婦人科）

SE-1 	 薬物療法update
泉　玄太郎
（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）

SE-2 	 器質性月経困難症に対する管理料
宮﨑亮一郎
（キッコーマン総合病院産婦人科）

漢方教育セミナー（ランチョンセミナー4）　P 	 1月22日（日）		12：15〜13：15
第3会場　ザ	クラウンパレス新阪急高知	3F	花の間①

座長：村上　　節（滋賀医科大学産科婦人科学講座）

LS4 	 子宮内膜症治療における漢方療法の効果
谷口　文紀
（鳥取大学医学部産科婦人科学）

共催：株式会社ツムラ

一般演題13　子宮内膜症：周産期1	 1月22日（日）		14：05〜14：50
第3会場　ザ	クラウンパレス新阪急高知	3F	花の間①

座長：銘苅　桂子（琉球大学病院周産母子センター）

O13-1 	 子宮内膜症と周産期合併症の関連をさまざまな角度から考える
日下田大輔1）、北原　慈和1）、小林　未央1）、森田　晶人1）、
曽田　雅之2）、岩瀬　　明1）

（群馬大学医学部附属病院産科婦人科1）、前橋赤十字病院産婦人科2））

オンデマンド配信なし



O13-2 	 子宮内膜症合併妊娠に対する腹腔鏡下アルコール固定術の周産期予後に関する検討
津野　晃寿、甲斐由布子、伊東　裕子、宇津宮隆史
（セント・ルカ産婦人科）

O13-3 	 体外受精よりも子宮内膜症既往または合併が後壁主体前置胎盤と関連性が強い
五十嵐敏雄、大嶋幸太郎、牧　　綾音、玉井　佳奈、北荘紗恵子、
白取　優一、山口　広平、森岡　将来、馬場　　聡、中村　泰昭、
足立　克之
（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科）

O13-4 	 子宮内膜症合併前置胎盤・低置胎盤の妊娠初期子宮は後屈であることが多い
針金　永佳、松島　　隆、杉原可那子、桑原ひかり、加藤　暢子、
大野　　礼、施　　紅蓮、佐川　　慧、長島　麻子、滝澤　彩子、
渡邉　朝子、角田　陽平、新村　裕樹、倉品　隆平、鈴木　俊治
（日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科）

O13-5 	 子宮内膜症に対する腹腔鏡手術が周産期予後に与える影響について
小野　洋輔1）、太田　　創2）、都倉　裕り1）、大和田　荘1）、
小川　達之1）、大木　麻喜1）、小笠原英理子1）、多賀谷　光1）、
吉野　　修1）、和田真一郎2）、平田　修司1）

（山梨大学医学部産婦人科1）、手稲渓仁会病院2））

一般演題14　子宮内膜症：周産期2	 1月22日（日）		14：50〜15：35
第3会場　ザ	クラウンパレス新阪急高知	3F	花の間①

座長：五十嵐敏雄（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科）

O14-1 	 妊娠中に子宮内膜症性卵巣嚢胞の破裂・妊娠高血圧腎症を発症した1例
新田絵美子、木村　華捺、國友　紀子、合田　亮人、宮井　瑛子、
鎌田　恭輔、香西亜優美、山本　健太、石橋めぐみ、田中　圭紀、
天雲　千晶、森　　信博、花岡有為子、鶴田　智彦、田中　宏和、
金西　賢治
（香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学）

O14-2 	 卵巣子宮内膜症性嚢胞破裂と急性虫垂炎の鑑別が困難であった妊娠35週の1例
玉井　佳奈1）、馬場　　聡1）、大嶋幸太郎1）、牧　　綾音1）、
永井紗恵子1）、白取　優一1）、山口　広平1）、森岡　将来1）、
中村　泰昭1）、足立　克之1）、五十嵐敏雄1）、山崎　一人2）

（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科1）、帝京大学ちば総合医療
センター病理部2））



O14-3 	 子宮内膜症合併妊娠における特発性腹腔内出血（SHiP）の一例
五條実生子、長阪　一憲、千村文太朗、渡邉　さや、八木　慶太、
西澤　美紀、中川　一平、紀平　　力、木戸浩一郎、笹森　幸文、
梁　　栄治
（帝京大学医学部附属病院産婦人科）

O14-4 	 子宮腺筋症核出術後の妊娠管理中に前期破水し緊急帝王切開術となった症例
太田　早希、髙岡　　宰、細田　尚哉、小嶋　　哲、山田　惇之、
赤澤　美保、川俣　まり、明石　京子、松本真理子、大久保智治
（京都第一赤十字病院産婦人科）

O14-5 	 子宮内膜症腹膜病変が背景にあると考えられた腹膜妊娠の1例
小野　稔晃、北島百合子、松村　麻子、野口　将司、梶村　　慈、
北島　道夫、三浦　清徳
（長崎大学産婦人科）



第4会場

一般演題11　子宮内膜症：稀少部位1	 1月22日（日）		9：00〜9：45
第4会場　ザ	クラウンパレス新阪急高知	3F	花の間②

座長：福井　淳史（兵庫医科大学医学部産科婦人科）

O11-1 	 保存的治療を行っている腸管子宮内膜症6例の検討
和田真一郎、福士　義将、松本沙知子、西村　真唯、滝本可奈子、
都築陽欧子、中谷真紀子、太田　　創、中島亜矢子、藤野　敬史
（手稲渓仁会病院産婦人科）

O11-2 	 サブイレウスを契機に発見された多発希少部位子宮内膜症の一例
田路　明彦1）、寺田　信一1）、西江　瑠璃1）、土橋　裕充1）、
森田奈津子1）、橋田　宗祐1）、中村真由美1）、中井　　豪2）、
恒遠　啓示1）、大道　正英1）

（大阪医科薬科大学産婦人科1）、大阪医科薬科大学放射線科2））

O11-3 	 子宮内膜症を背景に卵巣と腸管の間に交通を認めた3例
深谷小百合1）、甲賀かをり1）、中島真理恵1）、眞田　裕子1）、
泉　玄太郎1）、原田美由紀1）、廣田　　泰1）、横山雄一郎2）、
野澤　宏彰2）、石原聡一郎2）、大須賀　穣1）

（東京大学医学部附属病院女性診療科・産科1）、東京大学医学部附属
病院大腸肛門外科2））

O11-4 	 腹腔鏡下に治療し得た回盲部子宮内膜症4例の検討
武内　詩織、北出　真理、秋葉　純也、柳原　康穂、落合阿沙子、
川崎　　優、村上　圭祐、岡田由貴子、河村　和弘、板倉　敦夫
（順天堂大学産婦人科）

O11-5 	 当院における腹腔鏡下膀胱子宮内膜症切除を行なった20症例の治療成績
安藤　まり1）、菊地まほみ1）、別宮　若菜1）、神野　友里1）、
中摩　佑子1）、高松　　愛1）、深瀬　実加1）、仙道可菜子1）、
大久保はる奈1）、有馬　宏和1）、佐藤　美和1）、奥野さつき1）、
原　周一郎1）、浅井　　哲1）、樋口　隆幸1）、竹本　周二1）、
田島　博人1）、木挽　貢慈2）、浅田　弘法1）、吉村　泰典1）

（新百合ヶ丘総合病院1）、新川崎こびきウィメンズクリニック2））



一般演題12　子宮内膜症：稀少部位2	 1月22日（日）		9：45〜10：30
第4会場　ザ	クラウンパレス新阪急高知	3F	花の間②

座長：加藤　剛志（徳島大学病院地域産婦人科診療部）

O12-1 	 若年者気胸との比較で見た胸腔子宮内膜症性気胸の肺嚢胞性病変の特徴
坪島　顕司、栗原　正利、大橋　康太
（公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター）

O12-2 	 胸腔子宮内膜症性気胸の術後気胸再発に骨盤子宮内膜症が与える影響の検討
奥村　　学、栗原　正利、大橋　康太、坪島　顕司
（公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター）

O12-3 	 骨盤子宮内膜組織の横隔膜への侵入経路の臨床的検討
大橋　康太、栗原　正利、奥村　　学、丸山　広生、坪島　顕司
（公益財団法人日産厚生会日産玉川病院気胸研究センター）

O12-4 	 卵巣腫瘍、巨大子宮腺筋症を合併した臍部子宮内膜症例に対し根治手術を行なった1例
白石　達典1）、豊島　将文1）、名川　歩美1）、松本　志穂1）、
奧田　直史1）、中尾　仁彦1）、市川　雅男1）、桑原　慶充1）、
鈴木　俊治1）、秋山　　豪2）、土佐眞美子2）

（日本医科大学産婦人科1）、日本医科大学付属病院形成外科2））

O12-5 	 子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡下手術後に発症した腹壁子宮内膜症の1例
樋口　尚史、越智　良文、下村優莉奈、桝田沙也加、戸枝　　満、
仙波　恵樹、安井みちる、加藤　　慧、島田　京子、吉野　育典、
澤田　麻里、菅野　　潔、坂手慎太郎、柳井しおり、羽田　智則、
安藤　正明
（倉敷成人病センター婦人科）


