
  

第８３回 

岡山大学医学部産科・婦人科学教室 

同門会総会ならびに学術講演会プログラム 

 

 

 

日時：平成 26 年 6 月 8 日（日曜）午前 9 時 30 分より 

場所：岡山コンベンションセンター1 階  

イベントホール（東） 

 〒700-0024 岡山市北区駅元町 14－1  

Tel．086-214-1000  Fax．086-214-3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

演者の先生へ 

☆ 一般講演の時間は 7 分、討論時間は 3 分です。 

☆ 同門会の発表は、Power Point による PC プレゼンテーションのみといたします。スムーズな進行のため、

演者は各自の PC で発表用ファイルを作成の上、OS が Windows XP、Windows 7 で Power Point 2003、2007、

2010 の標準設定での動作、図や文字の表示を十分ご確認下さい。USB メモリにてファイルをご持参頂き、

会場に設定したＰＣへコピーする形を基本といたします。動画等の使用あるいはその他特殊な設定を使用

される演者の先生は必ずご自身のＰＣをご持参下さい。その際、ご発表前にスクリーンセーバー、パスワ

ード設定の解除をお願いいたします。 

☆ 演者の方は発表時間の 1 時間前（最初のセッションのみ 30 分前）までに会場前の PC 受付にて試写・動作

確認をお願いします。プロジェクターへの接続は D-sub15 ピン・ケーブルを準備しております。接続等に

関して不明な点がございましたら、早めにご相談下さい。 



9:30 開会の辞 

 

 

9:35 一般講演Ｉ     座長：小橋勇二先生（岡山市立市民病院） 

1  卵巣癌の化学療法中に発症した Trousseau 症候群の 1 例 

岡山赤十字病院 依田尚之、佐々木佳子、大村由紀子、多賀茂樹、林 裕治 

2  子宮頸癌リンパ節転移における PET/CT・MRI 拡散強調画像の検討 

岡山大学病院 春間朋子、中村圭一郎、西田 傑、小川千加子、楠本知行、関 典子、平松祐司 

3 子宮内膜増殖症の経過観察中に子宮内膜由来の悪性腺腫を呈した 1 例 

岡山済生会総合病院 産婦人科 1)、同病理検査科 2) 

小池浩文 1)、浜家一雄 2)、岡真由子 1)、三枝資枝 1)、根津優子 1)、平野由紀夫 1)、坂口幸吉 1)、江尻孝平 1) 

4 同時化学放射線療法が奏効した術後再発子宮頸部大細胞神経内分泌癌の一例 

香川労災病院 大倉磯治、岡本和浩、清水美幸、木下敏史、川田昭徳 

 

10:15 一般講演Ⅱ     座長：水谷靖司先生（姫路赤十字病院） 

5  腸管穿孔を伴い SIRS を呈した成熟嚢胞奇形腫破裂の１例 

香川県立中央病院 大道千晶、本郷淳司、永坂久子、高田雅代、斎藤 央、米澤 優 

6 子宮鏡下子宮筋腫切除術・難易度と術式の検討 

香川県立中央病院 斎藤 央、大道千晶、永坂久子、高田雅代、本郷淳司、米澤 優 

7 当院で行っている腹腔鏡下子宮体癌根治術について  

広島市立広島市民病院 依光正枝、宮原友里、西條昌之、原賀順子、舛本佳代、関野 和、沖本直輝、洲脇尚子 

石田 理、野間 純、児玉順一 

8  当院で施行したロボット補助下子宮体がん手術の検討  

岡山大学病院 楠本知行、中村圭一郎、西田 傑、春間朋子、小川千加子、関 典子、増山 寿、平松祐司 

 

10:55 一般講演Ⅲ     座長：林 裕治先生（岡山赤十字病院） 

9 自然分娩後 53 日目に遺残胎盤が消失した 1 例 

広島市立広島市民病院 宮原友里、沖本直輝、西條昌之、原賀順子、舛本佳代、関野 和、依光正枝、洲脇尚子 

石田 理、野間 純、児玉順一  

10  妊娠中・分娩後にイレウスを発症した 4 症例 

姫路赤十字病院 江口武志、小髙晃嗣、柏原麻子、佐藤麻夕子、田中理恵、中務日出輝、水谷靖司 

11  強固な後屈子宮を伴う横位妊娠に対して、術前術中の画像検査により安全に帝王切開を施行した 1 例 

中国中央病院 松岡敬典、梶笑美子、徳毛敬三、山本昌彦 

12 当院における iv-PCA による和痛分娩 ―フェンタニルからレミフェンタニルへ― 

橋本産婦人科医院 橋本一郎、橋本威郎 

 

11:35 昼食   

11:40-12:40 同門会役員会：4 階 405 会議室 

12:40-13:40 関連病院会議：4 階 407 会議室 

13:40 総会 



 

 

14:00 一般講演 IV     座長：児玉順一先生（広島市立広島市民病院） 

13 母体血胎児染色体検査（NIPT 検査）の現状 

岡山大学病院 早田 桂、藤原晴菜、光井 崇、衛藤英理子、延本悦子、瀬川友功、増山 寿、平松祐司 

14 当院における絨毛染色体検査結果の検討 

岡山大学病院 久保光太郎、長谷川徹、酒本あい、松田美和、小谷早葉子、鎌田泰彦、中塚幹也、平松祐司 

15 双胎間輸血症候群(TTTS)に対して胎児鏡下胎盤吻合血管レーザー治療施行後に一児死亡、前期破水をきたした一例 

姫路赤十字病院 柏原麻子、水谷靖司、江口武志、佐藤麻夕子、田中理恵、中務日出輝、小髙晃嗣 

16 当院で管理を行った品胎妊娠の検討 

岡山医療センター 多田克彦、政廣聡子、立石洋子、熊澤一真  

17  当科における卵巣過剰刺激症候群症例の検討 

   鳥取市立病院 安藤まり、早田 裕、清水健治 

 

14:50 一般講演 V     座長：早瀬良二先生（福山医療センター） 

18 卵巣機能の重度低下症例の体外受精（IVF）の成績 

名越産婦人科 名越一介、名越 康 

19  多発肺転移、脳転移を来した絨毛癌の 1 例 

福山医療センター 田中梓菜、山本 暖、樫野千明、伊藤 綾、永井あや、中西美恵、早瀬良二 

広島市立広島市民病院 原賀順子 

20 当院で診断された OHVIRA 症候群と Wunderlich 症候群の 2 例 

屋島総合病院 乃美志保、河西邦浩 

21 当院における過去 5 年間の緊急手術の検討 

津山中央病院 谷 和祐、杉山和歌菜、河原義文  

22 産科・婦人科医療に関わる最近の地域行政施策について 

石川産婦人科医院（岡山県医師会長） 石川 紘 

 

15:40  教室の現況 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 平松祐司先生 

16:30  閉会の辞 

16:30  写真撮影： 1 階 イベントホール（西） 

17:00-19:00  同門会懇親会： 岡山全日空ホテル 19 階 スカイバンケット 宙 



会場案内 

 

受付   ：1 階 ロビー 

学術講演会、総会 ：1 階 イベントホール (東) 

役員会   ：4 階 405 会議室 

関連病院会議  ：4 階 407 会議室 

託児所   ：1 階 ミーティングルーム（9:00-17:00） 

写真撮影  ：1 階 イベントホール (西) 

控室          ：1 階 111 控室（9:00-17:00） 

懇親会   ：岡山全日空ホテル 19 階 スカイバンケット 宙 

 


