
学術講演会 日時：2018 年 1月 27日（土）～28日（日）
 会場：メルパルク京都
  〒600-8216　京都市下京区東洞院通七条下ル
  東塩小路町 676番 13
  TEL：075-352-7444

 会長：北脇　　城
  （京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 教授）

 講演会場：第 1会場 6F「会議室C・D」
  　　第 2会場 7F「スタジオ 1」
  　　第 3会場 5F「会議室A」
  　　第 4会場 5F「会議室B」

幹事会 日時：1月 27日（土）8：30～9：20
 会場：6F「会議室 5」

理事会 日時：1月 27日（土）12：00～12：50
 会場：第 4会場 5F「会議室B」

総会 日時：1月 28日（日）13：10～13：40
 会場：第 1会場 6F「会議室C・D」

情報交換会 日時：1月 27日（土）18：30～20：00
 会場：第 3・4会場 5F「会議室A・B」

第39回日本エンドメトリオーシス学会
学術講演会
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　この度、平成 30（2018）年 1月 27 日（土）午前より 2日間、第 39回日本
エンドメトリオーシス学会学術講演会を JR京都駅前のメルパルク京都で開
催させていただきます。伝統ある本会の学術講演会を担当させていただくこ
とに名誉と誇りを感じております。会員の皆様に深謝申し上げます。
　子宮内膜症は、性成熟期女性の10%に発生し、月経痛や慢性骨盤痛などの
疼痛、不妊、さらに子宮内膜症性卵巣囊胞という多彩な症状を呈し、女性の
各ライフステージにおいてquality of lifeを大きく損なう慢性疾患です。1927
年に Sampson が最初に記載して以来 90 年が経過しました。いまだに病因は
不明ですが、世界中の基礎研究者や臨床家がしのぎを削って最新の病因病態
研究を展開し、治療法を実践しています。その中で本学会が貢献してきた部分も大きいと思います。
　その意味からも、本学会は単一の疾患を扱う一見マニアックな学会ですが、子宮内膜症の多彩な症状
である疼痛、不妊、再発、癌化などの諸問題を、基礎研究、手術療法、薬物療法、不妊治療、保健指導
などのそれぞれの視点や立場から発表し議論し合うことは意義深いことです。私自身、あたかも「学問
のるつぼ」のような本学会の多様な学術的アプローチに大いに触発されてきました。
　今回の学術講演会では、基礎研究にも重点を置き、特別講演として台湾のShaw-Jenq Tsai 教授と上海
の Sun-Wei Guo 教授をお招きし、さらに病因病態に関するシンポジウムを設定しています。臨床では、
「深部子宮内膜症手術と他科との連携」と題して腹腔鏡下手術の進歩に伴って問題となる腸管や尿路系の
取り扱いに関して、消化器外科や泌尿器科のエキスパートをお招きしています。ホットなトピックスと
なってきている「子宮腺筋症と妊孕性」、「若年子宮内膜症の診断と取り扱い」、「女性医学からみた子宮
内膜症」、などに関するワークショップやパネルディスカッションを予定しています。ランチョンセミ
ナーや専門医共通講習・領域講習も予定しています。さらに、今回は「子宮内膜症治療と病診連携」に
ついても取り上げます。これらいずれのセッションでも演題を公募し、多数の演題応募がありました。
　開催は1年で最も底冷えのする時期ですが、京都の冬をご満喫いただけると思います。会場は JR駅前
ということもあって、観光地や、祇園、先斗町、木屋町などの夜の街へのアクセスも便利です。日頃ご
多忙の皆様におかれましては、古都の情緒を楽しみ、ストレスを解消していただけたら幸いです。最近
は観光客急増のために宿泊施設確保が困難になってきています。どうぞ早めに確保いただき、多くの皆
様のご来場を心よりお待ちしています。

平成 29 年 12 月吉日
第 39 回日本エンドメトリオーシス学会学術講演会　会長

京都府立医科大学大学院女性生涯医科学　教授
北脇 城

学会会長挨拶
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Ⅰ．受付・参加費
当日受付にて参加費と引き換えに領収書兼用の参加章（名札）をお渡しします。
参加章に所属・氏名をご記入の上、会場では必ずご着用ください。

受付時間：1月 27 日（土）8：30～18：30
　　　　：1月 28 日（日）8：15～15：30
受付場所：メルパルク京都　6Fロビー

参 加 費：学術講演会　一般（会員・非会員） ………15,000 円
 初期研修医 …………………… 4,000 円
 学部学生 ………………………無料（受付にて必ず学生証をご提示ください）
　　　　　情報交換会 ……………………………………無料

＊クレジットカードまたは現金にてお支払いください。

Ⅱ．プログラム抄録集
講演抄録集は会員の先生には事前に送付いたします。当日必ずご持参ください。
当日購入の場合は 1冊 2,000 円です。

Ⅲ．日本産科婦人科学会専門医制度研修出席証明・日本産婦人科医会研修参加証シール
各窓口にて受付を行います。
（1）日本産科婦人科学会会員の方は、研修出席証明の単位が付与されます。（e医学会カード受付）

　　
　　＊e医学会カード（UMINカード）を忘れずにお持ちください。
（2）日本産婦人科医会会員の方は、研修参加証（1日 1枚）が発行されます。

Ⅳ．日本専門医機構　単位付与講習
機構専門医の認定講習は、各講習会場で対象セッションの講習参加受付をおこないます。開始時間
10 分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、機構専門医単位付与はされません。ご了承ください。
・e医学会カード（日本産科婦人科学会発行）で参加登録を行います。
・  ご出席の先生はご自身の責任で e医学会カードで参加登録を行ってください。各講習会場で e医
学会カードのバーコードを読み取ることで参加登録を行います。

学会参加者へのお知らせ
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※日本産科婦人科学会会員で e医学会カードを紛失等でお持ちでない方
　運転免許証等でご本人確認の上、登録確認を行います。

日本専門医機構　単位付与講習一覧

1 月 27 日（土）

9：30～11：30 第１会場
（6F 会議室 C・D）

シンポジウム 1
深部子宮内膜症手術と他科との連携

産婦人科
領域講習

9：30～10：50 第２会場
（7F スタジオ１）

パネルディスカッション１
子宮内膜症合併不妊～次の一手は～

産婦人科
領域講習

16：10～17：40 第１会場
（6F 会議室 C・D）

イブニングセミナー
子宮内膜症薬物療法における LEP
連続投与製剤の役割

産婦人科
領域講習

1 月 28 日（日）

9：00～10：40 第１会場
（6F 会議室 C・D）

パネルディスカッション 3
子宮内膜症治療と病診連携

産婦人科
領域講習

9：00～10：40 第２会場
（7F スタジオ１）

ワークショップ 2
子宮腺筋症と不妊

産婦人科
領域講習

9：00～10：40 第３・４会場
（5F 会議室A・B）

シンポジウム 3
子宮内膜症手術の勘所

産婦人科
領域講習

10：50～11：50 第１会場
（6F 会議室 C・D）

安全講習
周術期のリスク回避

共通講習
（医療安全講習会）

13：40～15：00 第１会場
（6F 会議室 C・D）

ワークショップ 3
稀少部位子宮内膜症のガイドライン
作成に向けて

産婦人科
領域講習

15：00～16：20 第１会場
（6F 会議室 C・D）

ワークショップ 4
子宮内膜症と女性医学

産婦人科
領域講習

※  同時間帯の講習を重複して受付された場合、いずれか 1つの単位しか受講したことになりません
のでご注意ください。

Ⅴ．幹事会・理事会・総会・情報交換会のご案内
■幹事会
　日時：1月 27 日（土）8：30～9：20
　会場：6F「会議室 5」
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■理事会
　日時：1月 27 日（土）12：00～12：50
　会場：第 4会場 5F「会議室 B」

■総会
　日時：1月 28 日（日）13：10～13：40
　会場：第 1会場 6F「会議室 C・D」

■情報交換会
　日時：1月 27 日（土）18：30～20：00
　会場：第 3・4会場 5F「会議室A・B」

Ⅵ．撮影・録音について
講演会場内での撮影・録音は、学会側が認めた場合以外、禁止となります。ご協力いただきますよ
うお願いいたします。
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Ⅰ．発表方法
1．本学会での発表はすべて PC発表となります。
演者受付はありませんが、参加受付終了後、セッション開始 30分前までに、PC受付をお済ませ
ください。

2．パソコンを持参される方もセッション開始 30 分前までに PC受付をお済ませください。
PowerPoint の「発表者ツール」機能は使用できません。

3．  PC 受付のパソコンは台数が限られております。学会場ではレイアウト修正のみとし、データ修
正等は事前に済ませてから会場へお越しください。

4．  2 日目の最初のセッションの方は、円滑な運営のため前日のうちに試写をお済ませくださいます
ようご協力をお願いいたします。

5．ご発表 15 分前には各会場内前方の「次演者席」に着席し待機してください。

〈発表時間〉
・一般演題　発表 6分、討論 3分
・一般演題以外　発表 15 分、討論 5分
　時間が押しますので、発表時間は厳守ください。スムーズな進行にご協力お願いいたします。

Ⅱ．発表データをお持込の方へ
1．ソフトは以下のものをご使用ください。
Windows 版 PowerPoint2007/2010/2013/2016（Win7）
＊Mac をご使用の方は PCをお持込ください。
＊iPad 等、タブレット PCは使用できません。
＊動画ファイルをご使用の方は PCをお持込ください。

2．フォントはOS標準のもののみご使用ください。
3．画面の解像度は、XGA（1024×768）でお願いいたします。
4．CD-R（RW不可）への書き込みは ISO9660 方式をお使いください。
＊パケット方式ですと会場 PCで読み込めない恐れがあります。

Ⅲ．ノートPC本体をお持込の方へ
1．バックアップとして必ずメディアもご持参ください。
2．画面の解像度は、XGA（1024×768）でお願いいたします。
3．PC受付の液晶モニターに接続し、映像の出力チェックを行ってください。
＊PCの機種やOSによって出力設定方法が異なります。

4．プロジェクターとの接続ケーブルはDsub-15 ピンです。
5．PCによっては専用のコネクタが必要になりますので必ずお持ちください。
＊  特にVAIO、MacBook Air 等小型 PCは、別途附属コネクタが必要な場合がありますので、く
れぐれもご注意ください。

6．スクリーンセーバー、省電力設定は事前に解除願います。
7．コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください。
＊内蔵バッテリー駆動ですとご発表中に映像が切れる恐れがあります。

発表者へのお知らせ
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座長の方は、担当セッションの 15 分前に各会場内前方の「次座長席」にご着席ください。
発表時間、質疑応答時間を厳守し、円滑な運営にご協力をお願いいたします。

座長一覧

1月 27日（土）
〈指定演題〉
安藤　正明
國場　幸均 シンポジウム 1

杉野　法広
前田　長正 シンポジウム 2

北脇　　城 特別講演 1
北脇　　城 特別講演 2
寺川　直樹 指定発言
生水真紀夫
古谷　健一 パネルディスカッション 1

百枝　幹雄
明樂　重夫 パネルディスカッション 2

綾部　琢哉
西井　　修 ワークショップ 1

〈一般演題〉
平地　　修 子宮内膜症の多彩な臨床経過
藤原　寛行 子宮内膜症の新規治療法の開発
奈須　家栄 子宮内膜症の病因論
丸山　哲夫 子宮内膜の進展機序
岩瀬　　明 子宮内膜症と不妊 1
梶原　　健 子宮内膜症と不妊 2
河野　康志 子宮内膜症と不妊 ･その他
深谷　孝夫 子宮内膜症の内分泌療法
三上　幹男 子宮内膜症の悪性化 1
沖　　利通 子宮腺筋症の診断と分類
谷口　文紀 子宮内膜症の診断
工藤　正尊 深部子宮内膜症
大道　正英 希少部位子宮内膜症 1
甲賀かをり 希少部位子宮内膜症 2
甲賀かをり 子宮内膜症と感染

1月 28日（日）
〈指定演題〉
楢原　久司
西　　洋孝 パネルディスカッション 3

竹下　俊行 安全講習
村上　　節
北出　真理 ワークショップ 2

片渕　秀隆
大須賀　穣 ワークショップ 3

久保田俊郎
若槻　明彦 ワークショップ 4

増﨑　英明
万代　昌紀 シンポジウム 3

〈一般演題〉
吉野　　修 子宮腺筋症の薬物療法
北島　道夫 子宮腺筋症手術の工夫
森田　峰人 子宮内膜症手術の工夫
太田　郁子 子宮腺筋症 1
松村　謙臣 子宮腺筋症 2
小林　　浩 子宮内膜症の悪性化 2

座長へのお知らせ
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10

プログラム日程表

第1日目　1月27日（土）

P：日本専門医機構認定講習

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
6F　会議室C・D 7F　スタジオ1 5F　会議室A 5F　会議室B

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

9：25～9：30 開会の辞

　　　シンポジウム1
「深部子宮内膜症手術と 

他科との連携」
　　　　　座長：安藤正明　
　　　　　　　　國場幸均　
　　　　　演者：河内明宏　
　　　　　　　　安藤正明　
　　　　　　　　北出真理　
　　　　　　　　可世木華子
　　　　　　　　楠木　泉　
コメンテーター：國場幸均　
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）

ランチョンセミナー1
「子宮内膜症合併不妊の取り扱い」

座長：吉村𣳾典
演者：田中雄大

共催：あすか製薬（株）

シンポジウム2
「子宮内膜症の病態解明を目指して」

座長：杉野法広　
　　　前田長正　
演者：真壁友子　
　　　髙岡　宰　
　　　小川憲二　
　　　前川　亮　
　　　新谷由美子

　　　特別講演 1
「Endometriosis as wounds undergoing repeated tissue 
injury and repair: Evidence and clinical implications」
座長：北脇　城　　演者：Sun-Wei Guo

　　　特別講演 2
「Molecular clues of Endometriosis and 

the possible solution」
座長：北脇　城 演者：Shaw-Jenq Tsai

イブニングセミナー
「子宮内膜症薬物療法における
LEP連続投与製剤の役割」
座長：原田　省　
　　　百枝幹雄　
演者：甲賀かをり
　　　太田啓明　

共催：バイエル薬品（株）

　　　指定発言
座長：寺川直樹　　　　　　
演者：百枝幹雄　　谷口文紀

パネルディスカッション1
「子宮内膜症合併不妊 
～次の一手は～」

座長：生水真紀夫　古谷健一
演者：藤原敏博　　中川浩次
　　　福井淳史　　谷口文紀

ランチョンセミナー2
「最近話題のEndometriosis Related 
Ovarian Neoplasms （ERONs） 
および深部内膜症の遺伝子変異」

座長：木村　正
演者：京　　哲

共催：武田薬品工業（株）

パネルディスカッション2
「若年子宮内膜症の管理」
座長：百枝幹雄　　明樂重夫
演者：蓮尾　豊　　鎌田泰彦
　　　原田美由紀　宮川典子

子宮内膜症の多彩な臨床経過
（O-001～O-004）
座長：平池　修

ワークショップ1
「子宮腺筋症の妊孕性温存手術」

座長：綾部琢哉
　　　西井　修
演者：太田啓明
　　　長田尚夫
　　　板垣博也
　　　松坂　直
　　　小谷泰史
　　　伊藤文武

　　　　　子宮内膜症の新規 
治療法の開発（O-005～O-007）

座長：藤原寛行

子宮内膜症の病因論
（O-008～O-012）
座長：奈須家栄

子宮内膜症の進展機序
（O-013～O-017）
座長：丸山哲夫

子宮内膜症と不妊 1
（O-018～O-021）
座長：岩瀬　明

子宮内膜症と不妊 2
（O-022～O-024）
座長：梶原　健

子宮内膜症と不妊・その他
（O-025～O-028）
座長：河野康志

　　　　子宮内膜症の 
内分泌療法（O-029～O-031）

座長：深谷孝夫

情報交換会

子宮内膜症の悪性化 1
（O-032～O-036）
座長：三上幹男

子宮腺筋症の診断と分類
（O-037～O-040）
座長：沖　利道

子宮内膜症の診断
（O-041～O-044）
座長：谷口文紀

理事会

深部子宮内膜症
（O-045～O-048）
座長：工藤正尊

稀少部位子宮内膜症 1
（O-049～O-052）
座長：大道正英

稀少部位子宮内膜症 2
（O-053～O-056）
座長：甲賀かをり

　　　　　　子宮内膜症と感染
（O-057～O-059）
座長：甲賀かをり

P

P

P

9：30～11：30

12：00～13：00

13：10～14：50

15：00～15：30

15：30～16：00

16：10～17：40

17：45～18：15

9：30～10：50

12：00～13：00

13：10～14：30

14：40～15：20

15：30～17：30

9：30～10：00

10：00～10：50

10：50～11：40

13：10～13：50

13：50～14：20

14：20～15：00

15：00～15：30

18：30～20：00

9：30～10：20

10：20～11：00

11：00～11：40

12：00～12：50

13：10～13：50

13：50～14：30

14：30～15：10

15：10～15：40
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第2日目　1月28日（日）

P：日本専門医機構認定講習

第1会場 第2会場 第3会場 第4会場
6F　会議室C・D 7F　スタジオ1 5F　会議室A 5F　会議室B

 9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

17：00

18：00

19：00

パネルディスカッション3
「子宮内膜症治療と病診連携」

座長：楢原久司
　　　西　洋孝
演者：小石清子
　　　安藤寿夫
　　　佐伯　愛
　　　木戸健陽
　　　太田邦明

　　安全講習
「特定機能病院に求められる医療
安全：産婦人科手術との関わり」

座長：竹下俊行
演者：佐和貞治

　　　ランチョンセミナー3
「TLHと薬物療法の両面から 
考える子宮腺筋症管理」
座長：藤原　浩
演者：小堀宏之
共催：持田製薬（株）

総会

ワークショップ3
「稀少部位子宮内膜症の 
ガイドライン作成に向けて」

座長：片渕秀隆　　大須賀穣　
演者：本田律生　　楢原久司　
　　　栗原正利　　甲賀かをり

ワークショップ4
「子宮内膜症と女性医学」
座長：久保田俊郎　若槻明彦
演者：太田郁子　　尾崎理恵
　　　平野茉来　　篠原康一

ワークショップ2
「子宮腺筋症と不妊」
座長：村上　節　
　　　北出真理　
演者：沖　利通　
　　　木村文則　
　　　田中　温　
　　　北島道夫　
　　　松本玲央奈

ランチョンセミナー4
「生殖における活性酸素の役割と破綻～
子宮内膜症、卵子と酸化ストレス～」

座長：堤　　治
演者：田村博史

共催：ノーベルファーマ（株）/ 
富士製薬工業（株）/日本新薬（株）

子宮腺筋症の薬物療法
（O-060～O-064）
座長：吉野　修

子宮腺筋症手術の工夫
（O-065～O-068）
座長：北島道夫

子宮内膜症手術の工夫
（O-069～O-073）
座長：森田峰人

シンポジウム3
「子宮内膜症手術の勘所」
座長：増﨑英明　
　　　万代昌紀　
演者：谷村　悟　
　　　山中章義　
　　　宇田智浩　
　　　竹内亜利砂
　　　干場　勉　

子宮腺筋症 1
（O-074～O-078）
座長：太田郁子

子宮腺筋症 2
（O-079～O-082）
座長：松村謙臣

子宮内膜症の悪性化 2
（O-083～O-087）
座長：小林　浩

16：20～16：25 閉会の辞

P P

P

P

P

P

9：00～10：40

10：50～11：50

12：00～13：00

13：10～13：40

13：40～15：00

15：00～16：20

9：00～10：40

12：00～13：00

13：40～14：30

14：30～15：10

15：10～16：00

9：00～10：40

13：40～14：30

14：30～15：10

15：10～16：00



交通案内図

　　　　　〒600-8216　京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13
　　　　　TEL：075-352-7444　FAX：075-352-7390
　　　　　

　＜公共の交通機関をご利用の場合＞
　・JR京都駅（烏丸中央口）から東へ約2分

■会　場：メルパルク京都

12



13



会場案内図

・

・

控室・幹事会
1/27（土）8：30～9：20

14



プログラム
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ランチョンセミナー
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プログラム

第 1会場

シンポジウム 1 � 1 月 27 日（土） 9：30～11：30
第 1会場 会議室C・D（6F）

深部子宮内膜症手術と他科との連携

座長：安藤 正明（倉敷成人病センター産科婦人科）
國場 幸均（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院消化器・一般外科）

SY1�1 膀胱・尿管子宮内膜症における婦人科・泌尿器科の連携
河内 明宏
（滋賀医科大学泌尿器科学講座）

SY1�2 当院における再建を要す深部子宮内膜症（DIE）手術
安藤 正明
（倉敷成人病センター産科婦人科）

SY1�3 関連科との連携による深部子宮内膜症・稀少部位子宮内膜症のマネージメント
北出 真理1）、地主 誠1）、黒田 恵司1）、村上 圭祐1）、
伊熊慎一郎1）、尾崎 理恵1）、増田 彩子1）、熊切 順2）、
板倉 敦夫1）

（順天堂大学産婦人科学講座1）、東京女子医科大学産婦人科学講座2））

SY1�4 深部子宮内膜症手術を安全に行うために―他科との連携を中心に―
可世木華子1）、明樂 重夫1）、渡邉建一郎1）、小野 修一1）、
峯 克也1）、市川 雅男1）、進士 誠一2）、竹下 俊行1）

（日本医科大学産婦人科学教室1）、日本医科大学消化器外科2））

SY1�5 深部子宮内膜症手術における消化器外科・泌尿器科との連携
楠木 泉、伊藤 文武、松島 洋、小芝 明美、森 泰輔、
北脇 城
（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学）

SY1�6 【コメンテーター】
直腸周囲の剥離操作における手技のポイント―消化器外科医の立場から―

國場 幸均
（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院消化器・一般外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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ランチョンセミナー 1 1月 27 日（土） 12：00～13：00
第 1会場 会議室C・D（6F）

座長：吉村 𣳾典（慶應義塾大学名誉教授/内閣官房参与）

LS1 子宮内膜症合併不妊の取り扱い
田中 雄大
（メディカルパーク湘南）

共催：あすか製薬株式会社

シンポジウム 2 1月 27 日（土） 13：10～14：50
第 1会場 会議室C・D（6F）

子宮内膜症の病態解明を目指して

座長：杉野 法広（山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学）
前田 長正（高知大学産科婦人科学講座）

SY2�1 CXCL12�CXCR4 発現は PGE2 により増強し子宮内膜症の進展に関わる
真壁 友子、甲賀かをり、佐竹絵里奈、竹内亜利砂、須江 英子、
田口 歩、宮下真理子、泉 玄太郎、高村 将司、原田美由紀、
平田 哲也、廣田 泰、平池 修、大須賀 穣、藤井 知行
（東京大学産婦人科学教室）

SY2�2 子宮内膜症に対するダイゼインリッチイソフラボンアグリコン（DRIAs）の治療効果
髙岡 宰、森 泰輔、垂水 洋輔、菅原 拓也、沖村 浩之、
前田 英子、片岡 恒、秋山 鹿子、田中佑輝子、伊藤 文武、
小芝 明美、楠木 泉、カーンカレク、北脇 城
（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学）

SY2�3 ヘムオキシゲナーゼ 1（HO�1）の抗酸化作用と子宮内膜症の癌化との関連
小川 憲二1）、山田 有紀1）、内山 智子2）、岩淵 拓也3）、
河原 直紀1）、吉元 千陽1）、川口 龍二1）、佐道 俊幸1）、
小林 浩1）

（奈良県立医科大学産科婦人科学教室1）、奈良県立医科大学病理診
断学講座2）、メタロジェニクス株式会社3））

SY2�4 HOXC8 の卵巣チョコレート嚢腫への発症・進展への関与の検討
前川 亮、三原由実子、品川 征大、岡田 真紀、田村 功、
白蓋雄一郎、浅田 裕美、竹谷 俊明、田村 博史、杉野 法広
（山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学）
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SY2�5 IL33 刺激でmacrophage（MΦ）が産生する PGE2 が、NK活性を低下させ子宮内膜
症発症に関わる

新谷由美子1）、松原 弘記1）、小野 洋輔1）、吉野 修1）、
小林 睦1）、伊東 雅美1）、大塲 麻生2）、奥野 利明2）、
横溝 岳彦2）、齋藤 滋1）

（富山大学産科婦人科学教室1）、順天堂大学生化学第一講座2））

特別講演 1 1月 27 日（土） 15：00～15：30
第 1会場 会議室C・D（6F）

座長：北脇 城（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学）

SL�1 Endometriosis as wounds undergoing repeated tissue injury and repair:
Evidence and clinical implications

Sun�Wei Guo
（Shanghai OB/GYN Hospital, Fudan University, China）

特別講演 2 1月 27 日（土） 15：30～16：00
第 1会場 会議室C・D（6F）

座長：北脇 城（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学）

SL�2 Molecular clues of Endometriosis and the possible solution
Shaw�Jenq Tsai1）, Meng�Hsing Wu2）, Shih�Chieh Lin1）,
Kuei�Yang Hsiao1）, Ning Chang1）

（Department of Physiology, College of Medicine, National Cheng
Kung University, Taiwan1）, Department of Obstetrics and
Gynecology, National Cheng Kung Hospital, Taiwan2））

イブニングセミナー � 1 月 27 日（土） 16：10～17：40
第 1会場 会議室C・D（6F）

子宮内膜症薬物療法における LEP連続投与製剤の役割

座長：原田 省（鳥取大学生殖機能医学分野（産科婦人科学））
百枝 幹雄（聖路加国際病院女性総合診療部）

ES�1 子宮内膜症疼痛管理における課題と LEP連続投与製剤の役割
甲賀かをり
（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）
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ES�2 子宮内膜症未産婦の手術適応と術後管理
太田 啓明1）、安藤 正明1）、市川 冬輝1）、二村 涼1）、
吉津 照見1）、濱崎洋一郎1）、尾山 恵亮1）、小島 龍司1）、
菅野 潔1）、白根 晃1）、柳井しおり1）、中島 紗織1）、
海老沢桂子1）、羽田 智則1）、太田 郁子2）

（倉敷成人病センター産科婦人科1）、倉敷平成病院婦人科2））

共催：バイエル薬品株式会社

指定発言 1月 27 日（土） 17：45～18：15
第 1会場 会議室C・D（6F）

座長：寺川 直樹（社会福祉法人石井記念愛染園附属愛染橋病院）

指定発言 1 NPO法人日本子宮内膜症啓発会議 2017 年度活動報告
百枝 幹雄
（聖路加国際病院女性総合診療部）

指定発言 2 「本邦における子宮内膜症の癌化の頻度と予防に関する疫学研究」JEMS中間報告
谷口 文紀
（鳥取大学産科婦人科学）
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第 2 会場

パネルディスカッション 1 � 1 月 27 日（土） 9：30～10：50
第 2会場 スタジオ 1（7F）

子宮内膜症合併不妊～次の一手は～

座長：生水真紀夫（千葉大学大学院医学研究院生殖医学講座）
古谷 健一（防衛医科大学校産科婦人科学）

PD1�1 卵巣チョコレート嚢胞合併不妊に対するARTと OPEの二刀流戦略
藤原 敏博
（山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター）

PD1�2 子宮内膜症性嚢胞の存在は妊娠成立の妨げになるのか？
中川 浩次、杉山 力一
（杉山産婦人科新宿）

PD1�3 子宮内膜症性嚢胞合併不妊症に対する腹腔鏡補助下経腟的エタノール固定術は有効
か？

福井 淳史1）、船水 文乃2）、福原 理恵2）、柴原 浩章1）

（兵庫医科大学産科婦人科1）、弘前大学産科婦人科2））

PD1�4 卵巣チョコレート嚢胞患者の妊娠獲得への治療ストラテジー
谷口 文紀
（鳥取大学産科婦人科学）

ランチョンセミナー 2 1月 27 日（土） 12：00～13：00
第 2会場 スタジオ 1（7F）

座長：木村 正（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学講座）

LS2 最近話題のEndometriosis Related Ovarian Neoplasms（ERONs）および深部内膜症
の遺伝子変異

京 哲
（島根大学産科婦人科）

共催：武田薬品工業株式会社
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パネルディスカッション 2 1月 27 日（土） 13：10～14：30
第 2会場 スタジオ 1（7F）

若年子宮内膜症の管理

座長：百枝 幹雄（聖路加国際病院女性総合診療部）
明樂 重夫（日本医科大学産婦人科学教室）

PD2�1 若年子宮内膜症予防・治療のために果たす性教育の役割～OC・LEP普及のために
も～

蓮尾 豊
（あおもり女性ヘルスケア研究所）

PD2�2 機能性子宮を有する腟中隔・腟欠損症に合併した子宮内膜症の検討
鎌田 泰彦1）、松岡 敬典1）、藤田 志保1）、久保光太郎1）、
長谷川 徹1）、酒本 あい1）、小谷早葉子1）、中塚 幹也2）、
増山 寿1）

（岡山大学産科・婦人科学教室1）、岡山大学大学院保健学研究科2））

PD2�3 月経血流出障害に伴う子宮内膜症の特徴と管理を考える
原田美由紀
（東京大学産婦人科学教室）

PD2�4 皆様とともに歩みたい！
宮川 典子
（衆議院議員）

一般演題 子宮内膜症の多彩な臨床経過 1月 27 日（土） 14：40～15：20
第 2会場 スタジオ 1（7F）

座長：平池 修（東京大学附属病院女性診療科・産科）

O�001 帝王切開瘢痕症候群は骨盤腹膜内膜症を高率に合併する―発症原因の考察―
谷村 悟、神田 龍人、本多 真澄、草開 友理、竹村 京子、
西村 良平、舌野 靖、炭谷 崇義、中島 正雄、南 里恵、
飴谷 由佳、舟本 寛
（富山県立中央病院産婦人科）



23

O�002 異なる機序で急性腹症を呈したチョコレート嚢胞の 3症例
高木亜由美1）、石川 博士1,2）、小吉 伸治1）、曽根原弘樹1,2）、
佐藤明日香1,2）、森本 沙知1,2）、藤田 真紀1）、生水真紀夫1,2）

（千葉大学附属病院婦人科1）、千葉大学大学院医学研究院生殖医学
講座2））

O�003 卵巣チョコレート嚢胞の術後妊娠と花粉症と術後再発の関連性
五十嵐敏雄、草本 朱里、森岡 将来、鈴木 陽介、中村 寛江、
神尊 貴裕、中村 泰昭、冨尾 賢介、梁 善光
（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科）

O�004 子宮内膜症手術後に発症した卵巣妊娠の一例
山口 昌美、菊川 忠之、藪田 真紀、貴志 洋平、谷口 文章
（高の原中央病院産婦人科）

ワークショップ 1 1月 27 日（土） 15：30～17：30
第 2会場 スタジオ 1（7F）

子宮腺筋症の妊孕性温存手術

座長：綾部 琢哉（帝京大学産婦人科学講座）
西井 修（帝京大学附属溝口病院産婦人科）

WS1�1 Focal adenomyosis に対する腹腔鏡下子宮腺筋症摘出術とその妊娠予後
太田 啓明1）、安藤 正明1）、市川 冬輝1）、二村 涼1）、
吉津 照見1）、濱崎洋一郎1）、尾山 恵亮1）、小島 龍司1）、
菅野 潔1）、白根 晃1）、柳井しおり1）、中島 紗織1）、
海老沢桂子1）、羽田 智則1）、太田 郁子2）

（倉敷成人病センター産科婦人科1）、倉敷平成病院婦人科2））

WS1�2 Flap 法による子宮腺筋症摘出術の妊娠予後と子宮破裂予防効果の検討
長田 尚夫1）、永石 匡司2）、寺元 章吉1）

（Natural ART Clinic日本橋1）、日本大学病院産婦人科2））

WS1�3 子宮腺筋症と妊孕性
板垣 博也、西田 正人、坂中 都子、市川 良太、新井ゆう子
（霞ヶ浦医療センター産婦人科）

WS1�4 当院における広範囲子宮腺筋症に対する手術の適応と実際
松坂 直、堀江 昭史、村上 隆介、谷 洋彦、伊藤 美幸、
安彦 郁、馬場 長、万代 昌紀
（京都大学附属病院産科婦人科）
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WS1�5 腹腔鏡下子宮腺筋症切除術における術後妊娠率と再手術率～開腹手術との比較検討～
小谷 泰史、飛梅 孝子、山本 貴子、藤島 理沙、宮川 知保、
青木 稚人、葉 宜慧、高松 士郎、村上 幸祐、高矢 寿光、
島岡 昌生、中井 英勝、鈴木 彩子、辻 勲、松村 謙臣
（近畿大学産科婦人科学教室）

WS1�6 当科における子宮腺筋症核出術後妊娠の検討
伊藤 文武、楠木 泉、片岡 恒、髙岡 宰、小芝 明美、
辰巳 弘、北脇 城
（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学）
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第 3 会場

一般演題 子宮内膜症の新規治療法の開発 1月 27 日（土） 9：30～10：00
第 3会場 会議室A（5F）

座長：藤原 寛行（自治医科大学産科婦人科学講座）

O�005 新規子宮内膜症治療薬としてのWnt/β�catenin 経路阻害薬の効果
平川東望子1）、奈須 家栄1,2）、小路 弘行3）、上村 尚人4）、
楢原 久司1）

（大分大学産科婦人科学講座1）、大分大学地域医療支援システム・
産婦人科分野2）、大分大学全学研究推進機構3）、大分大学臨床薬理
学講座4））

O�006 ヒト血漿中miRNAプロファイリングを用いた子宮内膜症特異的マーカーの探索
川﨑 優1）、北出 真理1）、熊切 順2）、黒田 恵司1）、
地主 誠1）、氏平 由紀1）、尾﨑 理恵1）、増田 彩子1）、
竹田 省1）、廣川 亜紀3）、八尾 修平3）、森 郁生3）、
内山 秀文3）

（順天堂大学産婦人科学講座1）、東京女子医科大学産婦人科学講
座2）、武田製薬株式会社医薬研究本部、基盤技術研究所3））

O�007 子宮内膜症モデルマウスにおける新規 SERM（SR�16234）の効果
カイインモン、谷口 文紀、柳楽 慶、東 幸弘、原田 省
（鳥取大学産科婦人科）

一般演題 子宮内膜症の病因論 1月 27 日（土） 10：00～10：50
第 3会場 会議室A（5F）

座長：奈須 家栄（大分大学地域医療支援システム・産婦人科分野）

O�008 子宮内膜症におけるコラーゲンゲル三次元培養を用いた遺伝子発現の変化
朱 若菲、奈須 家栄、平川東望子、竹林 兼利、青柳 陽子、
楢原 久司
（大分大学産科婦人科学講座）

O�009 miR�132 は Akt1 を介して子宮内膜症の病態形成に関与する
青柳 陽子1）、奈須 家栄1）、甲斐健太郎2）、平川東望子1）、
竹林 兼利1）、朱 若菲1）

（大分大学産科婦人科学講座1）、中津市立中津市民病院2））
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O�010 子宮内膜症におけるFocal Adhesion Kinase（FAK）の役割
永井 孝、岩瀬 明、石田 千晴、邨瀬 智彦、中村 智子、
大須賀智子、後藤 真紀、吉川 史隆
（名古屋大学産婦人科学講座）

O�011 子宮内膜症における制御性T細胞の役割
田中佑輝子1）、森 泰輔1）、垂水 洋輔1）、菅原 拓也1）、
沖村 浩之1）、前田 英子1）、秋山 鹿子1）、片岡 恒1）、
高岡 宰1）、小芝 明美1）、伊藤 文武1）、楠木 泉1）、
森 崇英2）、北脇 城1）

（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学1）、京都生殖再生アカデ
ミア2））

O�012 子宮内膜症患者における子宮内腔および卵巣嚢胞内の細菌叢とGnRHa 投与による影
響

沖村 浩之1）、カーンカレク1）、小芝 明美1）、森 泰輔1）、
楠木 泉1）、藤下 晃2）、北脇 城1）

（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学1）、済生会長崎病院産婦
人科2））

一般演題 子宮内膜症の進展機序 1月 27 日（土） 10：50～11：40
第 3会場 会議室A（5F）

座長：丸山 哲夫（慶應義塾大学産婦人科学教室）

O�013 子宮内膜症におけるHAND2 発現と機能解析の検討
加藤 奈緒、岩瀬 明、村岡 彩子、林 祥太郎、永井 孝、
石田 千晴、後藤 真紀、吉川 史隆
（名古屋大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

O�014 卵巣チョコレート嚢胞術後再発の病態には花粉症が関与する
草本 朱里、五十嵐敏雄、森岡 将来、鈴木 陽介、中村 寛江、
神尊 貴裕、冨尾 賢介、中村 泰昭、梁 善光
（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科）

O�015 Dienogest の子宮内膜症腹腔NK細胞の走化性に関する基礎的検討
山本 槙平1）、都築たまみ2）、橋元 粧子2）、牛若 昂志2）、
谷口 佳代2）、泉谷 知明2）、中久木正則3）、前田 長正2）

（高知県立あき総合病院産婦人科1）、高知大学産科婦人科学講座2）、
持田製薬株式会社総合研究所3））
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O�016 子宮腺筋症患者における子宮内膜機能層と基底層の免疫組織化学的検討
垂水 洋輔1）、カーンカレク1）、沖村 浩之1）、小芝 明美1）、
森 泰輔1）、楠木 泉1）、藤下 晃2）、北脇 城1）

（京都府立医科大学大学院女性生涯医科学1）、済生会長崎病院産婦
人科2））

O�017 子宮内膜症における不安は交感神経活性化を通して炎症を惹起する
小林 睦、吉野 修、伊藤 雅美、小野 洋輔、齋藤 滋
（富山大学産科婦人科学教室）

一般演題 子宮内膜症と不妊 1 1月 27 日（土） 13：10～13：50
第 3会場 会議室A（5F）

座長：岩瀬 明（名古屋大学総合周産期母子医療センター）

O�018 子宮内膜症性嚢胞合併の不妊患者に対する手術療法は妊孕性低下につながるか
田川 実紀1,2）、藤原 敏博1）、田中 佑佳1）、野間 桃1）、
田畑 知沙1）、松村 史子1）、久須美真紀1）、渡邊 倫子1）、
黒澤 貴子1）、堤 治1）、両角 和人3）

（山王病院リプロダクション・婦人科内視鏡治療センター1）、国際
医療福祉大学病院産婦人科2）、両角レディースクリニック3））

O�019 卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術後の卵巣予備能に対するホルモン療法が及ぼす影響の検
討

村岡 彩子、岩瀬 明、永井 孝、清水 顕、石田 千晴、
加藤 奈緒、邨瀬 智彦、大須賀智子、中村 智子、滝川 幸子、
後藤 真紀、吉川 史隆
（名古屋大学産婦人科学講座）

O�020 腹腔鏡下深部子宮内膜症切除術は、その後の妊娠に影響を与えるか？
和田真一郎、福士 義将、西村 真唯、松本沙知子、大原 康弘、
竹下 亮輔、滝本可奈子、簔輪 郁、常松 梨紗、今井 一章、
都築陽欧子、太田 創、中島亜矢子、松田 琢磨、藤野 敬史
（手稲渓仁会病院産婦人科）

O�021 反復手術前に採卵を行い生殖補助医療（ART）により妊娠に至った再発ダグラス窩
閉鎖の 1例

山下 智也、太田 啓明、市川 冬輝、二村 涼、吉津 照見、
小島 龍司、尾山 恵亮、濱崎洋一郎、菅野 潔、白根 晃、
柳井しおり、中島 紗織、海老沢桂子、羽田 智則、安藤 正明
（倉敷成人病センター産科婦人科）
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一般演題 子宮内膜症と不妊 2 1月 27 日（土） 13：50～14：20
第 3会場 会議室A（5F）

座長：梶原 健（埼玉医科大学産科婦人科学）

O�022 子宮内膜症合併不妊および月経痛を伴う不妊症例の不妊治療の成績
都築たまみ、泉谷 知明、山本 槙平、橋元 粧子、谷口 佳代、
前田 長正
（高知大学産科婦人科学講座）

O�023 Endometriosis Fertility Index を用いた子宮内膜症性卵巣嚢胞切除術後の妊娠予後評
価

金谷真由子、泉 玄太郎、宮下真理子、平野 茉来、原口 広史、
森嶋かほる、山本 直子、高村 将司、原田美由紀、平田 哲也、
廣田 泰、甲賀かをり、平池 修、藤井 知行、大須賀 穣
（東京大学附属病院女性診療科・産科）

O�024 当院における子宮内膜症を有する不妊治療患者への治療アルゴリズム化を目指して
下仲 慎平、伊藤 美幸、古武 陽子、北脇 佳美、寒河江悠介、
上田 匡、谷 洋彦、堀江 昭史、万代 昌紀
（京都大学附属病院産科婦人科）

一般演題 子宮内膜症と不妊・その他 1月 27 日（土） 14：20～15：00
第 3会場 会議室A（5F）

座長：河野 康志（大分大学産科婦人科学講座）

O�025 子宮内膜症の卵巣機能低下は PI3K�Akt�Foxo3 経路を介した原始卵胞異常活性化が
関与する

竹内亜利砂、甲賀かをり、佐竹絵里奈、真壁 友子、田口 歩、
宮下真理子、泉 玄太郎、高村 将司、原田美由紀、平田 哲也、
廣田 泰、平池 修、大須賀 穣、藤井 知行
（東京大学大学院産婦人科学教室）

O�026 子宮内膜症性嚢胞患者における炎症および血小板マーカーの微細変動
庄司果野子、千島 史尚、中島 隆弘、仲尾 岳大、加藤恵利奈、
東 裕福、林 忠佑、市川 剛、小松 篤史、宮川 康司、
髙田 眞一、川名 敬
（日本大学板橋病院産科・婦人科）
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O�027 正所性子宮内膜におけるAMHR2 の発現動態に関する検討
村上 直子、北島 道夫、谷口 憲、塚本 大空、北島百合子、
三浦 清徳、増﨑 英明
（長崎大学産婦人科）

O�028 ジエノゲストの原始卵胞活性化に与える影響
Luyi Zheng、木村 文則、森宗 愛菜、丹羽 陽子、花田 哲郎、
竹林 明枝、髙島 明子、髙橋健太郎、村上 節
（滋賀医科大学産科学婦人科学講座）

一般演題 子宮内膜症の内分泌療法 1月 27 日（土） 15：00～15：30
第 3会場 会議室A（5F）

座長：深谷 孝夫（東北医科薬科大学産婦人科）

O�029 連続投与型 LEP製剤内服中の不正出血の発生とその予防
合阪 幸三1）、土屋富士子1）、末田 雅美1）、板橋 香奈1）、
竹原 也惠1）、長谷川亜希子1）、小畑清一郎1）、平池 春子2）

（御茶ノ水・浜田病院産婦人科1）、帝京大学産婦人科学講座2））

O�030 鼠径部子宮内膜症に対するジエノゲストの治療経験
松島 隆、米山 剛一、明樂 重夫、竹下 俊行
（日本医科大学産婦人科学教室）

O�031 子宮内膜症保存手術後の疼痛再発抑制に関するジェノゲストとGnRHアゴニストの比
較検討

木谷由希絵1）、山本弥寿子2）、兵頭 麻希1）、平田 英司1）、
工藤 美樹1）

（広島大学病院産科婦人科1）、東広島医療センター産婦人科2））
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第 4 会場

一般演題 子宮内膜症の悪性化 1 1月 27 日（土） 9：30～10：20
第 4会場 会議室B（5F）

座長：三上 幹男（東海大学専門診療学系産婦人科）

O�032 異型内膜腺を伴う重症子宮内膜症に繰り返し発生した卵巣境界悪性腫瘍の 1例
森脇 征史1）、秋江 惟能1）、鈴木裕太郎1）、良川 大晃1）、
山田竜太郎1）、吉井 一樹1）、遠藤 大介1）、菊地 慶介2）、
服部 理史1）

（帯広厚生病院産婦人科1）、帯広厚生病院病理診断科2））

O�033 卵巣子宮内膜症性嚢胞に合併した seromucinous borderline tumor の一例
冨田 純子、塚﨑菜奈美、片山 晃久、小木曽 望、山口菜津子、
松本真理子、東 弥生、安尾 忠浩、大久保智治
（京都第一赤十字病院産婦人科）

O�034 子宮内膜症性卵巣嚢胞に対しホルモン治療施行中に発生した卵巣癌の 2例
吉野 修1）、小野 洋輔1）、南坂 尚2）、小林 睦1）、
伊東 雅美1）、島 友子1）、中島 彰俊1）、齋藤 滋1）

（富山大学産科婦人科学教室1）、富山大学病理学教室2））

O�035 卵管子宮内膜症を背景に明細胞境界悪性腫瘍を認めた一例
牧瀬 裕恵、濱地 勝弘、山崎 英樹、大塚 博文
（鹿児島市医師会病院婦人科）

O�036 長期経過観察中に悪性転化した若年卵巣子宮内膜症性嚢胞の 1例
長島 克、谷口 智子、力武 崇之、土屋 雄彦、片桐由起子、
森田 峰人
（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）

一般演題 子宮腺筋症の診断と分類 1月 27 日（土） 10：20～11：00
第 4会場 会議室B（5F）

座長：沖 利道（鹿児島大学保健学科）

O�037 子宮腺筋症のMRI 分類による LNG�IUS と dienogest の奏効率の比較
太田 郁子
（倉敷平成病院婦人科）
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O�038 MRI 画像の分類による adenomyosis の cine mode MRI による uterine contractility の
比較

太田 郁子
（倉敷平成病院婦人科）

O�039 MRI 画像診断による子宮腺筋症の発生機序の検討
福井 大和、百枝 幹雄
（聖路加国際病院女性総合診療部）

O�040 子宮腺筋症合併不妊症におけるサブタイプに基づいたAMH値の臨床的検討
中山 毅1）、俵 史子2）

（JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科1）、俵IVFクリニック2））

一般演題 子宮内膜症の診断 1月 27 日（土） 11：00～11：40
第 4会場 会議室B（5F）

座長：谷口 文紀（鳥取大学産科婦人科）

O�041 術前に腫瘍マーカーの異常高値を示し、診断に苦慮した子宮内膜症性嚢胞の一例
黒島 瑞穂、鈴木 嘉穂、蝦名 康彦、山田 秀人
（神戸大学附属病院産科婦人科）

O�042 MRスペクトロスコピーを用いた卵巣チョコレート嚢胞の癌化の新たな鑑別法
河原 直紀、小川 憲二、山田 有紀、吉元 千陽、川口 龍二、
佐道 俊幸、小林 浩
（奈良県立医科大学産科婦人科学教室）

O�043 近赤外線を用いたチョコレート嚢胞癌化の新規診断法
山田 有紀1）、吉元 千陽1）、北條 渉2）、岩渕 拓也2）、
小川 憲二1）、河原 直紀1）、棚瀬 康仁1）、川口 龍二1）、
佐道 俊幸1）、小林 浩1）

（奈良県立医科大学産科婦人科学教室1）、セルスペクト株式会社2））

O�044 一般開業医におけるMRI ゼリー法の有用性について
久野 敦1）、安江 朗1）、齋藤 佳実1）、鈴木 崇浩1）、
宮﨑 泰人1）、安江 由起1）、高本 利奈1）、高橋 正明1）、
新里 康尚1）、鈴木 清明1）、木造 大夏2）

（清慈会鈴木病院産婦人科1）、豊田地域医療センター放射線科2））
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一般演題 深部子宮内膜症 1月 27 日（土） 13：10～13：50
第 4会場 会議室B（5F）

座長：工藤 正尊（北海道大学大学院医学研究科生殖・発達医学分野産婦
人科学教室）

O�045 腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した後腟壁に露出した深部内膜症の一症例
松口 一道
（市立大村市民病院産婦人科）

O�046 尿管狭窄を契機に診断に至り、悪性腫瘍との鑑別を要した深部子宮内膜症の 1例
山本 香澄、北井 美穂、武田 和哉、鈴木 一弘、小菊 愛、
矢野 紘子、塩崎 隆也、松岡 和子、長尾 昌二、山口 聡
（兵庫県立がんセンター婦人科）

O�047 当院における深部子宮内膜症術後の妊娠に関する検討
林 広典、林 優理、大神 靖也、久保 絢美、梶原 涼子、
東條 伸平、島本 久美、本田 直利、横山 幹文
（松山赤十字病院産婦人科）

O�048 子宮内膜症による水腎症が自然軽快したが、手術で尿管狭窄を認めた 1例
市川 冬輝、安藤 正明、二村 涼、吉津 照見、小島 龍司、
尾山 恵亮、濱崎洋一郎、菅野 潔、白根 晃、柳井しおり、
中島 紗織、海老沢桂子、羽田 智則、太田 啓明
（倉敷成人病センター産科婦人科）

一般演題 稀少部位子宮内膜症 1 1月 27 日（土） 13：50～14：30
第 4会場 会議室B（5F）

座長：大道 正英（大阪医科大学産婦人科学教室）

O�049 膀胱子宮内膜症に対して膀胱鏡を併用した腹腔鏡下膀胱部分切除術の一例
北村 絵里、小熊 響子、山下 聡子、尾崎 理恵、増田 彩子、
村上 圭祐、伊熊慎一郎、地主 誠、黒田 恵司、北出 真理
（順天堂大学産婦人科学講座）

O�050 直腸子宮内膜症に対する薬物療法の効果の検討
岡本 和浩、佐伯 愛、橋本 佳子、松本 貴
（健保連大阪中央病院婦人科子宮内膜症センター）
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O�051 直腸および回腸に同時に発生した腸管子宮内膜症の 1例
久保光太郎1）、鎌田 泰彦1）、松岡 敬典1）、藤田 志保1）、
長谷川 徹1）、酒本 あい1）、小谷早葉子1）、中塚 幹也2）、
増山 寿1）

（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室1）、岡山
大学大学院保健学研究科2））

O�052 当施設で加療を行った腸管子宮内膜症 12 例の検討
坪木 純子、伊藤 史子、今村 裕子、高石 清美、齋藤 文誉、
宮原 陽、本田 律生、片渕 秀隆
（熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野）

一般演題 稀少部位子宮内膜症 2 1月 27 日（土） 14：30～15：10
第 4会場 会議室B（5F）

座長：甲賀かをり（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

O�053 胸腔内子宮内膜症・関連気胸に対する胸水環流を考慮した手術成績
溝渕 輝明、栗原 正利
（日産厚生会玉川病院気胸研究センター）

O�054 トラニラストが有用であった月経随伴性気胸の一例
神尾美沙紀、本田 律生、坪木 純子、伊藤 史子、本田 智子、
片渕 秀隆
（熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野）

O�055 鼠径部、臍部の希少部位子宮内膜症の 4例
菊川 忠之、山口 昌美、藪田 真紀、谷口 文章
（高の原中央病院産婦人科）

O�056 当院で経験した稀少部位子宮内膜症の 2例
新田絵美子、山本 健太、石橋めぐみ、田中 圭紀、天雲 千晶、
真嶋 允人、伊藤 恵、森 信博、花岡有為子、金西 賢治、
田中 宏和、秦 利之
（香川大学附属病院周産期科女性診療科）
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一般演題 子宮内膜症と感染 1月 27 日（土） 15：10～15：40
第 4会場 会議室B（5F）

座長：甲賀かをり（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

O�057 癒着のため虫垂合併切除を要し術後骨盤内膿瘍をきたした子宮内膜症の一例
二村 涼、太田 啓明、市川 冬輝、吉津 照見、澤田 麻里、
濵﨑洋一郎、尾山 恵亮、小島 龍司、菅野 潔、白根 晃、
柳井しおり、中島 紗織、海老沢桂子、羽田 智則、安藤 正明
（倉敷成人病センター産科婦人科）

O�058 子宮頸部に嚢胞性病変を呈した子宮内膜症に対し腹腔鏡下手術を施行した 1例
林 祥太郎、大須賀智子、吉田沙矢子、村岡 彩子、清水 顕、
永井 孝、石田 千晴、邨瀬 智彦、後藤 真紀、岩瀬 明、
吉川 史隆
（名古屋大学附属病院産婦人科）

O�059 再発とともに膿瘍形成を繰り返し治療に難渋した卵巣チョコレート嚢胞の 1例
前濱 俊之、野原 理
（豊見城中央病院産婦人科）
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第 1 会場

パネルディスカッション 3 � 1 月 28 日（日） 9：00～10：40
第 1会場 会議室C・D（6F）

子宮内膜症治療と病診連携

座長：楢原 久司（大分大学産科婦人科学講座）
西 洋孝（東京医科大学産科婦人科学分野）

PD3�1 開業医の立場から子宮内膜症で病診連携した症例の現状と課題について
小石 清子
（清子クリニック産婦人科・内科・心療内科）

PD3�2 妊孕性温存手術予定患者に対して当院で実践する病診連携とファミリープラニング
安藤 寿夫1）、梅村 康太2）、岡田真由美3）、河井 通泰3）

（豊橋市民病院総合生殖医療センター1）、豊橋市民病院女性内視鏡
外科2）、豊橋市民病院産婦人科・周産期母子医療センター3））

PD3�3 一般クリニック・不妊治療クリニックと連携した子宮内膜症専門病院としての取り組
み

佐伯 愛1）、奥 久人2）、岡本 和浩1）、橋本 佳子1）、
井岡亜希子2）、浅原 彩子2）、川又 靖貴2）、網 和美3）、
松本 貴1）、山田 成利3）、越田 光伸3）

（健保連大阪中央病院婦人科子宮内膜症センター1）、茶屋町レ
ディースクリニック2）、越田クリニック3））

PD3�4 地域連携で診る子宮内膜症
木戸 健陽、溝上 友美、北 正人、岡田 英孝
（関西医科大学附属病院産婦人科）

PD3�5 非・中核市における診療所�基幹病院ハイブリッド病診連携による子宮内膜症治療の
実践

太田 邦明、白石 悟
（那須赤十字病院産婦人科）
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安全講習 � 1 月 28 日（日） 10：50～11：50
第 1会場 会議室C・D（6F）

周術期のリスク回避

座長：竹下 俊行（日本医科大学産婦人科学教室）

安全講習 特定機能病院に求められる医療安全：産婦人科手術との関わり
佐和 貞治1,2）

（京都府立医科大学附属病院医療安全管理部1）、同大学麻酔科学教
室2））

ランチョンセミナー 3 1月 28 日（日） 12：00～13：00
第 1会場 会議室C・D（6F）

座長：藤原 浩（金沢大学産科婦人科学教室）

LS3 TLHと薬物療法の両面から考える子宮腺筋症管理
小堀 宏之
（メディカルトピア草加病院婦人科）

共催：持田製薬株式会社

ワークショップ 3 � 1 月 28 日（日） 13：40～15：00
第 1会場 会議室C・D（6F）

稀少部位子宮内膜症のガイドライン作成に向けて

座長：片渕 秀隆（熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野）
大須賀 穣（東京大学大学院医学研究科産婦人科学講座）

WS3�1 腸管子宮内膜症
本田 律生、片渕 秀隆
（熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野）

WS3�2 膀胱・尿管子宮内膜症
楢原 久司
（大分大学産科婦人科学講座）

WS3�3 月経随伴性気胸の胸腔内伸展形式と術後再発の検討
栗原 正利、溝渕 輝明
（公益財団法人日産厚生会玉川病院気胸研究センター）
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WS3�4 稀少部位子宮内膜症のガイドライン作成に向けて―臍部子宮内膜症
甲賀かをり
（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

ワークショップ 4 � 1 月 28 日（日） 15：00～16：20
第 1会場 会議室C・D（6F）

子宮内膜症と女性医学

座長：久保田俊郎（国家公務員共済組合連合会東京共済病院）
若槻 明彦（愛知医科大学産婦人科学講座）

WS4�1 LNG�IUS およびバゼドキシフェンを用いた子宮内膜症患者の周閉経期管理
太田 郁子
（倉敷平成病院婦人科）

WS4�2 子宮内膜症を有する女性の疼痛と精神的症状の関連、外科的治療の有効性
尾崎 理恵1）、熊切 順2）、北出 真理1）

（順天堂大学産婦人科学講座1）、東京女子医科大学産婦人科学講
座2））

WS4�3 周閉経期卵巣子宮内膜症術後患者の脂質異常症に関する疫学的検討
平野 茉来、平池 修、秋野 なな、松浦 宏美、本城 晴紀、
宮本雄一郎、谷川 道洋、原田美由紀、平田 哲也、廣田 泰、
藤井 知行、大須賀 穣
（東京大学附属病院女性診療科・産科）

WS4�4 低用量エストロゲン・プロゲスチン製剤が LDL代謝と脂質合成/吸収マーカーに及ぼ
す影響

篠原 康一、二井 章太、若槻 明彦
（愛知医科大学産婦人科学講座）
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第 2 会場

ワークショップ 2 � 1 月 28 日（日） 9：00～10：40
第 2会場 スタジオ 1（7F）

子宮腺筋症と不妊

座長：村上 節（滋賀医科大学産科学婦人科学講座）
北出 真理（順天堂大学産婦人科学講座）

WS2�1 子宮鏡所見からみた子宮腺筋症不妊患者の臨床像と妊孕性
沖 利通1,2,3,4）、沖 知恵2）、内田那津子2）、樋渡小百合2）、
中條有紀子2）、崎濱 ミカ2）、山﨑 英樹5）、小林 裕明2）

（鹿児島大学保健学科1）、鹿児島大学病院女性診療センター2）、鹿児
島大学病院漢方診療センター3）、鹿児島大学病院下垂体疾患セン
ター4）、鹿児島市医師会病院婦人科5））

WS2�2 ホルモン補充周期の凍結融解胚盤胞移植における子宮腺筋症および慢性子宮内膜炎の
妊娠率に及ぼす影響

木村 文則、山中 章義、花田 哲郎、森宗 愛菜、竹林 明枝、
髙島 明子、髙橋健太郎、村上 節
（滋賀医科大学産科学婦人科学講座）

WS2�3 子宮腺筋症のART
田中 温
（セントマザー産婦人科医院）

WS2�4 子宮腺筋症合併不妊症に対する外科処置の有無とARTの治療成績の検討
北島 道夫、谷口 憲、原田亜由美、村上 直子、北島百合子、
塚本 大空、三浦 清徳、増﨑 英明
（長崎大学産婦人科）

WS2�5 子宮腺筋症合併不妊に対する子宮腺筋症病巣除去術と周産期リスクに配慮した術後対
応

松本玲央奈、廣田 泰、大須賀 穣、藤井 知行
（東京大学産婦人科学教室）
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ランチョンセミナー 4 1月 28 日（日） 12：00～13：00
第 2会場 スタジオ 1（7F）

座長：堤 治（国際医療福祉大学大学院/山王病院）

LS4 生殖における活性酸素の役割と破綻～子宮内膜症、卵子と酸化ストレス～
田村 博史
（山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学）

共催：ノーベルファーマ株式会社/富士製薬工業株式会社/日本新薬株式会社

一般演題 子宮腺筋症の薬物療法 1月 28 日（日） 13：40～14：30
第 2会場 スタジオ 1（7F）

座長：吉野 修（富山大学産婦人科教室）

O�060 子宮腺筋症に対するジエノゲストの副作用に関する検討
谷口 佳代1）、泉谷 知明1）、都築たまみ1）、橋元 粧子1）、
山本 槙平2）、前田 長正1）

（高知大学産科婦人科学講座1）、高知県立あき総合病院産婦人科2））

O�061 子宮腺筋症の諸症状に対するレボノルゲストレル放出子宮内システムの有用性の検討
増田 彩子、北出 真理、山下 聡子、村上 圭祐、尾崎 理恵、
伊熊慎一郎、地主 誠、黒田 恵司、板倉 敦夫
（順天堂大学産婦人科学講座）

O�062 有症状の子宮腺筋症患者に対するジェノゲスト長期投与に関する検討
錬石 和明、平田 哲也、福田 晋也、泉 玄太郎、中澤 明里、
山本 直子、原田美由紀、廣田 泰、甲賀かをり、平池 修、
藤井 知行、大須賀 穣
（東京大学附属病院女性診療科・産科）

O�063 LEP 療法が著効した嚢胞性子宮腺筋症の一例
今井 悠、近藤 春裕、津田 千春、鈴木 直
（聖マリアンナ医科大学産婦人科）

O�064 子宮腺筋症に対する Sequential 療法の検討
古形 祐平、寺井 義人、中村奈津穂、大道 正英
（大阪医科大学附属病院産婦人科）
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一般演題 子宮腺筋症手術の工夫 1月 28 日（日） 14：30～15：10
第 2会場 スタジオ 1（7F）

座長：北島 道夫（長崎大学産婦人科）

O�065 全周性子宮腺筋症に対する新しい保存術式の試み
西田 正人、板垣 博也、市川 良太、坂中 都子、新井ゆう子
（霞ヶ浦医療センター産婦人科）

O�066 子宮腺筋症病巣除去術 39 症例の後方視的検討
月村英利子1,2）、廣田 泰1）、大村恵理香1）、田中 智基1）、
赤枝 俊1）、平岡 毅大1）、松尾 光徳1）、松本玲央奈1）、
原口 広史1）、原田美由紀1）、平田 哲也1）、甲賀かをり1）、
平池 修1）、大須賀 穣1）、藤井 知行1）

（東京大学産婦人科学教室1）、焼津市立総合病院産婦人科2））

O�067 当院における腹腔鏡下子宮腺筋症摘出術について
北浦 由紀、奥村みどり、安藤 正明
（白河産婦人科）

O�068 子宮腺筋症合併不妊症患者に対する下平式高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術の
効果

岩澤 卓也、高須賀 緑、白澤 弘光、佐藤 亘、熊澤由紀代、
寺田 幸弘
（秋田大学附属病院産婦人科）

一般演題 子宮内膜症手術の工夫 1月 28 日（日） 15：10～16：00
第 2会場 スタジオ 1（7F）

座長：森田 峰人（東邦大学産科婦人科学講座）

O�069 子宮全摘術にはTLHだけでいけるか？、HLHも必要？
伊熊健一郎、丸尾 伸之、篠崎奈々絵、中野 瑛理、三上 千尋、
杉本 麻帆、藤田 由布、石原あゆみ、柴田 綾子、陌間 亮一、
田中 達也
（淀川キリスト教病院産婦人科）
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O�070 子宮内膜症性嚢胞に発生した卵管卵巣膿瘍に対する腹腔鏡下手術の有効性と安全性
濱崎洋一郎、安藤 正明、市川 冬輝、二村 涼、吉津 照見、
小島 龍司、尾山 恵亮、菅野 潔、柳井しおり、澤田 麻里、
白根 晃、中島 紗緒、海老沢桂子、羽田 智則、太田 啓明
（倉敷成人病センター産科婦人科）

O�071 卵巣子宮内膜症性嚢胞摘出術―より卵巣に愛護的な手技への進化―
佐伯 愛1）、竹内亜利砂1,2）、岡本 和浩1）、橋本 佳子1）、
松本 貴1）

（健保連大阪中央病院婦人科子宮内膜症センター1）、東京大学産科
婦人科学教室2））

O�072 片側子宮内膜症性卵巣嚢胞に対し腹腔鏡下片側付属器切除術を行った症例の後方視的
検討

左 時江、平田 哲也、福田 晋也、錬石 和明、中澤 明里、
荒川 知子、原田美由紀、廣田 泰、甲賀かをり、平池 修、
大須賀 穣、藤井 知行
（東京大学附属病院女性診療科・産科）

O�073 子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術におけるアドスプレー™の使用経験
山崎 英樹、牧瀬 裕恵、濵地 勝弘、大塚 博文
（鹿児島市医師会病院婦人科）



42

第 3・4会場

シンポジウム 3 � 1 月 28 日（日） 9：00～10：40
第 3・4会場 会議室A・B（5F）

子宮内膜症手術の勘所

座長：増﨑 英明（長崎大学病院）
万代 昌紀（京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教室）

SY3�1 腹腔鏡下手術解剖から仙骨子宮靱帯を再考する―直腸側方靱帯、神経との位置関係―
谷村 悟
（富山県立中央病院産婦人科）

SY3�2 術中および術後の他臓器損傷予防に留意した腹腔鏡下重症子宮内膜症手術
山中 章義、花田 哲郎、樋口明日香、竹林 明枝、天野 創、
脇ノ上史朗、木村 文則、村上 節
（滋賀医科大学産科学婦人科学講座）

SY3�3 子宮内膜症に対するダグラス窩開放術の際の合併症と予防対策
宇田 智浩、工藤 正尊、石塚 泰也、能代 究、加藤 達矢、
渡利 英道
（北海道大学病院婦人科）

SY3�4 EMcyst に対する LC施行時のバソプレシン注入法の病理学的観点からの考察
竹内亜利砂1）、佐伯 愛2）、岡本 和浩2）、橋本 佳子2）、
松本 貴2）

（東京大学大学院産婦人科学教室1）、健保連大阪中央病院婦人科子
宮内膜症センター2））

SY3�5 子宮内膜症手術におけるソフト凝固の有用性
干場 勉、佐々木博正、平吹 信弥、近藤 壯、中尾光資郎、
松山 純、坂野 陽通、桑原 陽祐、別宮 若菜
（石川県立中央病院産婦人科）
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一般演題 子宮腺筋症 1 1月 28 日（日） 13：40～14：30
第 3・4会場 会議室A・B（5F）

座長：太田 郁子（倉敷平成病院婦人科）

O�074 ターナー症候群に合併した子宮腺筋症の一例
本石 翔、北島百合子、塚本 大空、北島 道夫、三浦 清徳、
増﨑 雅子、増﨑 英明
（長崎大学産婦人科）

O�075 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後に発生した嚢胞性腺筋腫と思われる一例
黒澤 大樹1）、渡辺 正1）、虎谷 惇平1）、宇賀神智久2）、
設楽 明宏3）、長尾 大輔3）、喜多川 亮4）、中西 透4）、
深谷 孝夫4）、渡部 洋4）

（東北医科薬科大学若林病院産婦人科1）、仙台市立病院産婦人科2）、
大曲厚生医療センター産婦人科3）、東北医科薬科大学病院産婦人
科4））

O�076 子宮内膜破壊術が発症の誘引と考えられた子宮腺筋症、両側卵巣子宮内膜症の 1例
渡辺 正1）、黒澤 大樹1）、虎谷 惇平1）、長尾 大輔2）、
設楽 明宏2）、喜多川 亮3）、中西 透3）、深谷 孝夫3）、
渡部 洋3）

（東北医科薬科大学若林病院産婦人科1）、大曲厚生医療センター産
婦人科2）、東北医科薬科大学病院産婦人科3））

O�077 不全中隔を合併した子宮腺筋症に腺筋症摘出および中隔切除術を行い妊娠成立した一
例

梶村 慈1）、松本加奈子1）、荒木 裕之1）、吉武 朋子1）、
平木 宏一1）、中山 大介1）、藤下 晃1）、山口 貴史2）、
田中 温2）

（済生会長崎病院産婦人科1）、セントマザー産婦人科医院2））

O�078 当科で経験した 6例の嚢胞性子宮腺筋症
石塚 泰也、工藤 正尊、宇田 智浩、能代 究、加藤 達矢、
渡利 英道
（北海道大学病院婦人科）
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一般演題 子宮腺筋症 2 1月 28 日（日） 14：30～15：10
第 3・4会場 会議室A・B（5F）

座長：松村 謙臣（近畿大学産科婦人科学教室）

O�079 当院で経験した嚢胞性子宮腺筋症 8例についての検討
佐竹絵里奈、甲賀かをり、竹内亜利砂、真壁 友子、宮下真理子、
泉 玄太郎、高村 将司、原田美由紀、平田 哲也、廣田 泰、
平池 修、大須賀 穣、藤井 知行
（東京大学産婦人科学教室）

O�080 腹式子宮腺筋症病巣除去術後の子宮鏡所見
廣田 泰、原口 広史、松本玲央奈、松尾 光徳、平岡 毅大、
赤枝 俊、田中 智基、大村恵理香、福井 大和、月村英利子、
大須賀 穣、藤井 知行
（東京大学産婦人科学教室）

O�081 深部静脈血栓症を合併した子宮腺筋症の臨床的特徴についての検討
大村恵理香、廣田 泰、田中 智基、赤枝 俊、平岡 毅大、
福井 大和、松尾 光徳、松本玲央奈、原口 広史、大須賀 穣、
藤井 知行
（東京大学産婦人科学教室）

O�082 子宮腺筋症における子宮全摘術を決定する因子に関する検討
宮川 知保、飛梅 孝子、小谷 泰史、松村 謙臣
（近畿大学附属病院産婦人科）

一般演題 子宮内膜症の悪性化 2 1月 28 日（日） 15：10～16：00
第 3・4会場 会議室A・B（5F）

座長：小林 浩（奈良県立医科大学産科婦人科学教室）

O�083 腹腔鏡下手術を施行し境界悪性・悪性と診断された子宮内膜症性嚢胞 11 例の検討
村上 圭祐、北出 真理、尾崎 理恵、増田 彩子、伊熊慎一郎、
地主 誠、黒田 恵司
（順天堂大学産婦人科学講座）
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O�084 卵巣子宮内膜症から発生した癌肉腫の一例
藤田 智之1）、深川 知明1）、吉満 輝行1）、河野 亮介1）、
島松 一秀2）

（地方独立行政法人大牟田市立病院産婦人科1）、地方独立行政法人
大牟田市立病院病理診断科2））

O�085 嚢胞性子宮腺筋症から発生した明細胞癌の一例
楠木 槙、井手上隆史、吉松かなえ、村上 望美、田中 義弘、
三好 潤也、荒金 太、福松 之敦
（熊本赤十字病院産婦人科）

O�086 Endometriosis は卵巣癌における長期予後と相関する
棚瀬 康仁、山尾 佳穂、佐々木義和、小川 憲二、河原 直紀、
長安 実加、岩井 加奈、新納恵美子、森岡佐知子、山田 有紀、
川口 龍二、佐道 俊幸、小林 浩
（奈良県立医科大学産科婦人科学教室）

O�087 子宮内膜症性嚢胞から発生しうる初期卵巣癌の鑑別～新規糖鎖マーカーの開発～
林 優、宮澤麻里子、宮澤 昌樹、町田 弘子、飯田 哲士、
池田 仁惠、信田 政子、平澤 猛、三上 幹男
（東海大学専門診療学系産婦人科）
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