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一般演題１（血栓症関連）：第１会場

金井　誠

信州大学医学部

保健学科

渡辺　尚

芳賀赤十字病院

産婦人科

1
渡辺　尚 芳賀赤十字病院　産婦人科 S59-60

当科における開腹術後の静脈血栓塞栓症予防

2
○ 波多野美穂 聖マリアンナ医科大学　産婦人科 2-3

産科領域における深部静脈血栓症の治療に対する抗凝固療法の使用経験

3
○ 兵藤　博信 東京都立墨東病院　産婦人科 4-5

妊娠中に発症する脳静脈洞血栓症

4
三好　剛一 国立循環器病研究センター　周産期・婦人科 S61-62

深部静脈血栓症合併妊娠における分娩時の一時下大静脈フィルターの再評価

5
○ 大岡　尚実 信州大学医学部　産婦人科 6-7

ヘパリンアレルギーのためフォンダパリヌクスで妊娠管理した静脈血栓症既往妊娠の一例

6
○ 春田　祥治 奈良県立医科大学　産科婦人科 8-9

卵巣腫瘍手術退院後に静脈血栓塞栓症を発症した一例

7
市山　卓彦 順天堂大学　産婦人科 S63-64

分娩前後に血栓性血小板性紫斑病を発症し異なる症状を呈した１例

8
島　友子 富山大学　産科婦人科 S65-66

多発脳梗塞を契機に診断された腹膜原発漿液性腺癌によると考えられる Trousseau 症候群の一例

9
北折　珠央 名古屋市立大学大学院医学研究科 産科婦人科 S67-68

産科抗リン脂質抗体測定標準化に関する検討

一般演題２（貧血関連）：第２会場

水上尚典

北海道大学

大学院医学研究

科産科・生殖医

学分野

沢田　健

東邦大学

医療センター

佐倉病院小児科

10
與田　緑 日本大学医学部　小児科学系小児科学分野 S69-70

母体輸血後に抗 E、抗 c 抗体を産生し、Rh 不適合による溶血性黄疸を発症した 1 例

11
鈴木　琢真 日本大学医学部　小児科学系小児科学分野 S71-72

遷延性汎血球減少を認めた先天性風疹症候群の超低出生体重児の 1 例

12
○ 柏原　祥曜 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院　小児科 10-11

皮疹、肝脾腫及び早発黄疸を契機に家族性血球貪食症候群と診断した１新生児例

13
○ 鈴木　真波 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 周産期センター 12-13

当院における超低出生体重児に対する濃厚赤血球輸血使用の現状

14
髙橋大二郎 福田病院　新生児科 S73-74

カリウム吸着除去用血液フィルター使用時の赤血球濃厚液の性状変化

15

千葉　仁美 弘前大学医学部　産科婦人科 S75-76

前回28週での抗 D 免疫グロブリン投与にも関わらず感作され、今回抗体価が8192倍に及ぶも MCA-
PSV 測定により健児を得られた一症例

16
白橋　淨彦 宗像水光会総合病院　産婦人科 S77-78

βサラセミア合併日本人妊婦の一例

17
○ 川口　龍二 奈良県立医科大学　産科婦人科 14-15

産科領域における貯血式自己血輸血の現状とその問題点

18
森川　守 北海道大学大学院医学研究科　産科・生殖医学分野 S79-80

周産期における「回収式自己血輸血に関する後方視的検討」（全国アンケート調査）

＊敬称略、査読ありの論文は演者前に○を記載　＊施設名簡略化

第1会場ワークピア横浜　2F
第2会場ワークピア横浜　3F

第1会場ワークピア横浜　2F
第2会場ワークピア横浜　3F



座長
演
題
番
号

査　読 演　者 所　属 ページ

演　題　名　　　

一般演題３（産科的疾患）：第１会場

前田　眞

三重中央

医療センター

総合周産期母子

医療センター

森川　守

北海道大学

大学院医学研究

科産科・生殖医

学分野

19
森川　守 北海道大学大学院医学研究科　産科・生殖医学分野 S81-82

子宮温存困難な癒着胎盤における子宮摘出術は1期的と2期的のどちらが適当か？

20
柳井　咲花 大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学 S83-84

子宮動脈塞栓術における有効性予測因子の検討

21
○ 西嶌　優子 総合母子保健センター愛育病院　産婦人科 16-17

当院における子宮内反症の後方視的検討

22
仲神　宏子 埼玉医科大学医学部　産科婦人科 S85-86

子宮筋層中の血管に胎児・羊水成分は羊水塞栓症に特異的であるか？

23
鳥谷部邦明 三重大学医学部附属病院　産婦人科 S87-88

三重県の妊婦1,820人の妊娠初期サイトメガロウイルス IgG、IgM スクリーニング結果について

24
○ 宮﨑　恭子 長崎大学病院　産婦人科 18-19

切迫早産治療中に無顆粒球症を発症した 1 例

25
髙木亜由美 千葉市立青葉病院　産婦人科 S89-90

TIA をきたした第 XII 因子低下症妊婦の一例

26

瀬戸さち恵 埼玉医科大学病院　産科婦人科 S91-92

当院で作成した、産科 DIC に対する輸血プロトコールの有効性　
　ー PT% と血漿フィブリノゲン値に基づいた乾燥ヒトフィブリノゲンおよび FFP 投与法ー

一般演題４（止血血栓関連）：第２会場　　

白川嘉継

福岡新水巻病院

小児科

西久保敏也

奈良県立医科

大学附属病院

総合周産期母子

医療センター

27
市山　正子 九州大学大学院医学研究院成長発達医学 S93-94

胎児水頭症から診断された先天性プロテイン C ヘテロ接合体欠損症の新生児例

28
中川　隆志 奈良県立医科大学附属病院　新生児集中治療部 S95-96

ThromboPath での新生児・小児の PC/PS 凝固抑制系の特性

29
島　庸介 信州大学医学部　小児科 S97-98

敗血症性 DIC に対しトロンボモジュリンα製剤を使用した超低出生体重児の 1 例

30
松岡　若利 九州大学病院　小児科 S99-100

発作性上室性頻拍による心原性ショックの後に発見された新生児脳静脈洞血栓症の 1 例

31
○ 伊東　祐順 聖マリアンナ医科大学　小児科 20-21

新生児同種性血小板減少症の一例

32
○ 増山　郁 福島県立医科大学　小児科 22-23

胎児水腫を伴った重症一過性骨髄異常増殖症の Down 症候群例

33
○ 竹内　淳 聖マリアンナ医科大学　産婦人科 24-25

von Willebrand 病を合併した妊婦の 1 例

34
○ 鶴賀　香弥

社会福祉法人恩賜財団 母子愛育病院総合母子保健
センター 産婦人科

26-27

第一子分娩後に先天性ヘテロ第Ⅶ因子欠乏症が判明した反復帝王切開の一症例


