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演題
番号 査読 所　属 氏　名 演　題　名 ページ

優秀演題賞（真木賞）選定セッション

６月４日（金）15：55～ 17：25

座長：細野　茂春　　自治医科大学附属さいたま医療センター　新生児科
　　　森川　　守　　関西医科大学　産科学・婦人科学講座

E1 信州大学医学部　小児医学教室 師川　紘一 臍帯血を用いた他家CAR免疫細胞療法の開発 S17-18

E2 大阪市立大学医学部附属病院　産婦人科 末包　智紀 当科で経験した慢性活動性EBウイルス感染合併双胎
妊娠の１症例 S19-20

E3 〇 三重中央医療センター　産婦人科 山口　恭平 双胎妊娠における産科異常出血リスクの検討 1-2

E4 三重大学医学部附属病院　産婦人科 真木晋太郎 胎児発育不全に対するタダラフィルの経母体投与に
おける胎児発育の検討 S21-22

E5 浜松医科大学　産婦人科 東堂　祐介 羊水は妊婦血漿において活性化プロテインC抗凝固
系を抑制する S23-24

E6 名古屋市立大学大学院医学系研究科　産科
婦人科 吉原　紘行 胎児染色体異数性による不育症の遺伝子関連解析 S25-26

演題
番号 査読 所　属 氏　名 演　題　名 ページ

一般演題①

オンデマンド

座長：杉浦　真弓　　名古屋市立大学　産科婦人科学教室
　　　郷　　勇人　　福島県立医科大学　総合周産期母子医療センター

1 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 柴川　未来 初回妊娠時に抗リン脂質抗体症候群が疑われた一例 3-4

2 〇 近畿大学奈良病院　産婦人科 西岡　和弘 von Hippel-Lindau病合併妊娠の一例 5-6

3 日本医科大学武蔵小杉病院　女性診療科産
科 市川　　剛 妊娠初期に発症した組織球性壊死性リンパ節炎（菊

池病）の１例 S37-38

4 福岡市立こども病院　循環器科 白水　優光 動脈管瘤に左肺動脈血栓を合併した遺伝性protein S
欠乏症（PS-Tokushima）の新生児例 S39-40

5 〇 聖マリアンナ医科大学病院　新生児科 鈴木　真波 末梢静脈挿入式中心静脈カテーテル抜去後に発症し
たカテーテル関連静脈血栓症の一例 7-8

■特別優秀候補演題 ⃝査読〇の演題は、本誌後半の学会誌に原著／症例報告として内容が掲載されています。

■一般演題 ⃝査読〇の演題は、本誌後半の学会誌に原著／症例報告として内容が掲載されています。
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演題
番号 査読 所　属 氏　名 演　題　名 ページ

一般演題②

オンデマンド

座長：落合　正行　　九州大学附属病院　小児科
　　　中林　　靖　　医療法人社団　中林病院

6 〇 北九州市立八幡病院　小児科 白川　忠信 新生児DICを合併した間葉性異形成胎盤の１例 9-10

7 国立成育医療研究センター　神経内科 早川　　格 胆汁うっ滞性肝疾患のある乳児の遅発性ビタミンK
欠乏性頭蓋内出血の４例 S41-42

8 〇 東京都立大塚病院　産婦人科 松永　麻美 妊娠末期に先天性第Ⅻ因子欠損症と診断し経腟分娩
した1例 11-12

9 〇 奈良県総合医療センター　産婦人科 村上　　暉 周産期管理を行った選択的IgA欠損症合併妊娠の１例 13-14

10 〇 大阪市立総合医療センター　産婦人科 角谷　美咲 アンチトロンビン （AT） 欠乏症合併妊婦に対し、
AT製剤補充を行い正期産に至った一例 15-16

一般演題③

オンデマンド

座長：池田　智明　　三重大学　産婦人科学教室
　　　野上　恵嗣　　奈良県立医科大学　小児科学教室

11 川口市立医療センター　産婦人科 高島　絵里 新生児同種免疫性血小板減少症の 1 例 S43-44

12 医療法人社団 中林病院　産婦人科 中林　　靖 妊娠中の血小板数の変化と出生体重に関する検討 S45-46

13 〇 福岡大学病院　総合周産期母子医療セン
ター　産婦人科 井槌　大介 自己血貯血を計画する妊婦には、メンタルヘルスに

対処した周産期管理が必要である。 17-18

14 〇 広島大学病院　小児科 村上未希子 重症血友病Aの新生児頭蓋内出血に対する半減期延
長製剤持続輸注での管理 19-20

15 〇 聖マリアンナ医科大学　小児科 小林　茉保 軽症血友病Bと診断された健常乳児の１例 21-22

一般演題④

オンデマンド

座長：牧野真太郎　　順天堂大学　産婦人科学講座
　　　二井　理文　　三重大学　産婦人科学教室

16 順天堂大学医学部附属浦安病院　産婦人科 城戸　優花 子宮動脈塞栓術後の子宮内バルーンタンポナーデが
有用であった全前置胎盤の 1 例 S47-48

17 浜松医療センター　産婦人科 寺本麻友子 後期分娩後異常出血の原因が母体アレルギー反応と
推測した事例 S49-50

18 自衛隊札幌病院　産婦人科 髙田美乃莉 Fib値<150mg/dLの凝固障害を伴う分娩後異常出血
例に対する Fib 製剤の有用性 S51-52

19 〇 宮崎大学医学部附属病院　産婦人科 東　真理恵 当院での全前置胎盤に対する大動脈遮断バルーンカ
テーテルの使用経験 23-24

20 〇 総合母子保健センター愛育病院　産婦人科 竹田　善治 フィブリノゲン値からみたBakriバルーン®の有効性
について 25-26

21 順天堂大学医学部附属順天堂医院　産婦人
科 田中　元基 妊娠高血圧症候群における帝王切開術後の血腫形成

に関する後方視的解析 S53-54



14

⃝査読〇の演題は、本誌後半の学会誌に原著／症例報告として内容が掲載されています。

演題
番号 査読 所　属 氏　名 演　題　名 ページ

一般演題⑤

オンデマンド

座長：斉藤　理恵　　聖路加国際病院　産婦人科
　　　川口　千晴　　大和高田市立病院　小児科

22 三重中央医療センター　産婦人科 加藤　麻耶 血栓症予防に留意し管理したCOVID-19合併妊娠の
１例 S55-56

23 〇 三重大学医学部付属病院　産婦人科 若林慧美里 HIV合併妊娠の一例 27-28

24 浜松医療センター　産婦人科 趙　　　現 エグリズマブ導入により良好な妊娠経過をたどった
発作性夜間血色素尿症の 1 例 S57-58

25 〇 信州大学　産科婦人科 吉池　奏人 皮膚筋炎合併妊娠の経過中に悪性リンパ腫を発症し、
化学療法を行い、生児を得た１例 29-30

26 〇 神戸大学大学院医学研究科 内科系講座小
児科学分野 京野　由紀 バルガンシクロビル内服により著明な好中球減少を

きたした先天性サイトメガロウイルス感染症の一例 31-32

27 福島県立医科大学　小児科 小笠原　啓 NICU入院中の早産児における後天性サイトメガロ
ウイルス感染症発症率に関する検討 S59-60

一般演題⑥

オンデマンド

座長：西口　富三　　静岡県立こども病院　産婦人科
　　　北東　　功　　聖マリアンナ医科大学病院　新生児科

28 聖マリアンナ医科大学　産婦人科 本間　千夏 ジノプロストン膣錠による適切な頸管熟化法の検討 S61-62

29 三重大学　産科婦人科 高倉　　翔 妊娠中・産褥期の肺血栓塞栓症：生存例と死亡例の
比較 S63-64

30 三重大学　産科婦人科 榎本　尚助 妊産婦死亡ニアミス事例に関する全国悉皆調査（出
血性脳卒中） S65-66

31 独立行政法人国立病院機構岡山医療セン
ター　産婦人科 多田　克彦 新しいFDP基準値の適用による常位胎盤早期剥離に

おける既存のDIC 診断基準の診断能力の比較 S67-68

32 信州大学　小児医学教室 中村千鶴子 悪性腫瘍合併母体から出生した新生児例の検討 S69-70

33 〇 大和高田市立病院　小児科 川口　千晴 Thrombelastographyを用いた血小板数と血液凝固
機能の解析 33-34


