
 

第 86 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 29年 6月 11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３階  

  コンベンションホール（西） 

 〒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，全て PC発表となっております． 

 演者の方は，セッション開始 1 時間前（最初のセッションのみ 30 分前）までに，PC 受付(会場前)にて試写をお済

ませください．USB メモリにてファイルをご持参頂き，会場の PC にコピーする形を基本といたします． 

☆  ソフトは Windows 版 PowerPoint 2003，2007，2010，2013，2016 をご使用ください．フォントは OS 標準のものの

みご使用ください． 

☆ Mac 版 PowerPoint をご使用の方，動画ファイルをご使用の方は必ずご自身の PC をご持参ください．スクリーンセ

ーバー，省電力設定は事前に解除をお願いします．コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．バックアッ

プとして USBメモリでもファイルはご持参ください．プロジェクターへの接続には D-Sub15ピン・ケーブルを準備

しております．PCによっては専用のコネクタが必要となりますので必ずお持ちください．接続等に関して不明な点

がございましたら，早めにご相談ください． 



9:30 開会の辞 

 

9:35 一般講演Ｉ                     座長：林 裕治先生（岡山赤十字病院） 

1  水腫様変性筋腫の診断にて子宮全摘術を施行し異なる病理学的診断となった 2 例 

   香川県立中央病院 三島 桜子，梶 笑美子，永坂 久子，高田 雅代，米澤 優 

2 子宮頚部に発生した Uterine tumor resembling ovarian sex cord tumor(UTROSCT)の一例 

   姫路赤十字病院 楠元 理恵，中務 日出輝，河合 清日，小髙 晃嗣，水谷 靖司 

3 成熟嚢胞性奇形腫を合併した卵巣原発腹膜偽粘液腫の 1例 

   中国中央病院 松原 侑子，徳毛 敬三，大塚 由有子，山本 昌彦 

4  卵巣腫瘍発見に超音波検査が効果的だった一例 

   津山中央病院 鈴井 泉，岡 真由子，佐藤 麻夕子，河原 義文 

 

 

10:15 一般講演Ⅱ                     座長：小橋 勇二先生（岡山市立市民病院） 

5 当院での悪性腫瘍手術における希釈式自己血輸血の現状 

   岡山大学病院 大平 安希子，原賀 順子，依田 尚之，西條 昌之，大道 千晶，西田 傑，小川 千加子， 

          楠本 知行，中村 圭一郎，増山 寿 

    岡山済生会総合病院 関 典子 

6 陰唇癒着症に合併した基底細胞癌の 1 例 

   しな子レディースクリニック 荒木 詞奈子 

7 当院における，子宮頚癌に対する外来通院治療の試み 

   福山医療センター 田中 梓菜，甲斐 憲治，樫野 千明，早瀬 良二，山本 暖 

8 若年血液腫瘍患者の妊孕性温存に対する取り組み 

   岡山大学病院 宮原 友里，酒本 あい，松岡 敬典，藤田 志保，久保 光太郎，小谷 早葉子，鎌田 泰彦， 

          中塚 幹也，増山 寿 

 

 

10:55 一般講演Ⅲ                   座長：野田 清史先生（岩国医療センター） 

9 治療に難渋した Elsberg 症候群の 1 例 

   広島市立広島市民病院 杉井 裕和，大平 安希子，関野 和，小松 玲奈，依光 正枝，上野 尚子， 

              中西 美恵，石田 理，野間 純，児玉 順一 

10 当院での胎児超音波スクリーニング ～target screeningの実践～  

   岡山医療センター 沖本 直輝，矢野 肇子，吉田 瑞穂，政廣 聡子，立石 洋子，熊澤 一真，多田 克彦 

11 抗 SS-A 抗体陽性妊婦における房室伝導時間測定について 

   岡山医療センター 矢野 肇子，多田 克彦，吉田 瑞穂，政廣 聡子，沖本 直輝，立石 洋子，熊澤 一真 

12 胎児の正常肛門エコー像 'target' サインを描出する ―高位鎖肛の出生前診断にむけて― 

   1)赤堀病院 2)橋本産婦人科医院 3)オークスマタニティクリニック 4)井上医院 5)丹羽病院 

   6)岡山医療センター 赤堀 洋一郎
1)
，橋本 一郎

2)
，楠目 智章

3)
，井上 誠司

4)
，丹羽 家泰

5)
，多田 克彦

6)
 

 



11:35 昼食   

11:40-12:40 同門会役員会：3 階 302会議室 

12:40-13:40 関連病院会議：3 階 301会議室 

 

14:10 総会 

 

 

14:30 一般講演Ⅳ                      座長：平野 由紀夫先生（岡山済生会総合病院） 

13 体外受精－胚移植で妊娠に至った原発性無月経の 2 症例 

   名越産婦人科 名越 一介 

    玉野市立玉野市民病院 松田 美和 

14 当院で経験した稀少部位子宮内膜症の 4例 

   香川労災病院 清水 美幸，木下 敏史，大倉 磯治，川田 昭徳 

15 診断に苦慮し術後再発した嚢胞性子宮腺筋症の 1例 

   岡山済生会総合病院 角南 華子，長谷川 徹，小池 浩文，関 典子，平野 由紀夫，坂口 幸吉，江尻 孝平 

16 子宮内膜症によるダグラス窩閉塞例に対する腹腔鏡下逆行性子宮全摘術 

   健保連大阪中央病院 松本 貴，岡本 和浩 

 

 

15:10 一般講演 V                     座長：山本 暖先生（福山医療センター） 

17 術後に深部静脈血栓症，肺血栓症を認めた３症例 

   岡山市立市民病院 根津 優子，小橋 勇二，桐野 智江，新家 朱理，平松 祐司 

18 産後出血に対して子宮動脈塞栓術により止血を得た２症例 

   岡山赤十字病院 片山 典子，秋定 幸，渋川 昇平，三枝 資枝，佐々木 佳子，大村 由紀子，林 裕治 

19  当院における産後救急搬送症例の検討 

   福山市民病院 春間 朋子，平野 友美加，今福 紀章，青江 尚志 

20 母体搬送・産後出血チェックシート”OKAYAMA Picss”運用から 1年 振り返りと今後に向けて 

    ～県内母体搬送システムの構築に向けた活動～ 

   岡山大学病院 牧 尉太，早田 桂，谷 和祐，江口 武志，玉田 祥子，光井 崇，衛藤 英理子，増山 寿 

 

 

15:50  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 増山 寿先生 

16:25  閉会の辞 

16:30  写真撮影： 3 階 コンベンションホール（東） 

 

17:00-19:00  同門会懇親会： ANAクラウンプラザホテル岡山 19階 スカイバンケット 宙 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場案内＞ 

受付   ：3階 コンベンションホール 前 ホワイエ 

学術講演会・総会 ：3階 コンベンションホール (西) 

役員会   ：3階 302会議室 

関連病院会議  ：3階 301会議室 

託児所   ：4階 406会議室（9:00-17:00） 

写真撮影  ：3階 コンベンションホール (東) 

懇親会   ：ANA クラウンプラザホテル岡山 19 階 スカイバンケット 宙 


