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2016年7月1日（金）　9：15～10：00　第１会場
一般演題①：不育症、凝固異常ほか
座長：　渡辺　尚　　自治医科大学産科婦人科学講座
1 名古屋市立大学　産科婦人科 松川　　泰 不育症におけるプロテインS欠乏症とプロテインS徳島 S23-24

2 北海道大学大学院医学研究科　産科・生殖医学
分野/北海道大学病院 産科・周産母子センター 森川　　守 妊婦における「抗リン脂質抗体症候群」と「抗リン脂質抗体陽

性」の周産期予後の違い S25-26

3 総合母子保健センター　愛育病院 竹内　沢子 健常妊婦における血中プロテインSの基礎的動態の検討 S27-28
4 ○ 浜松医療センター　産婦人科 岩永　優子 流産後に子宮血管異常を発症した3例 2-3

5 ○ 大和高田市立病院　産婦人科 西岡　和弘 分娩後のコルポスコピー下生検時に明らかになった出血性後天
性凝固第13因子欠乏症の1例 4-5

2016年7月1日（金）　10：00～10：54　第１会場
一般演題②：合併症妊娠
座長：　中林　靖　　中林病院

6 ○ 奈良県立医科大学　産婦人科 佐々木義和 産後に発作性夜間ヘモグロビン尿症（PNH）を診断しえた1
例 6-7

7 ○ 東京都立墨東病院　産婦人科 兵藤　博信 再生不良性貧血合併妊娠に重症妊娠高血圧腎症を発症した１
例 8-9

8 浜松医療センター産婦人科 小笠原千恵 骨髄異形成症候群10症例の報告 S29-30
9 ○ 奈良県立医科大学産科婦人科学教室 常見　泰平 病理解剖により診断し得た大動脈解離による母体死亡の1例 10-11

10 三重大学　産科婦人科 田中　博明 機械弁置換術後妊娠における抗凝固療法 -心疾患合併妊娠全
国調査より- S31-32

11 ○ 信州大学　産科婦人科 中島　雅子 抗凝固療法で管理したバッド・キアリ症候群合併妊娠の一例 12-13

2016年7月1日（金）　15：20～16：14　第１会場
一般演題③：産科出血、輸血
座長：　前田　眞　　三重中央医療センター産科
12 総合母子保健センター愛育病院　産婦人科 竹田　善治 分娩後出血に対する子宮内バルーン使用の有用性と留意点 S33-34

13 順天堂大学　産科婦人科 牧野真太郎 血液製剤に加えフィブリノゲン濃縮製剤とクリオプレシピテー
トを用いたハイブリッド輸血療法の有効性 S35-36

14 ○ 東京都立墨東病院　産婦人科 真壁　晶子 産科DICに対するクリオプレシピテートの有用性に関する検討 14-15
15 北海道大学病院　周産母子センター　産科 中川　絹子 産後出血の危険因子における後方視的検討 S37-38
16 ○ 医療法人社団　中林病院　産婦人科 中林　　靖 ラミナリア桿を用いた分娩誘発の分娩時出血量に関する検討 16-17
17 順天堂大学　産科婦人科 平井　千裕 帝王切開における自己血回収血使用の安全性についての検討 S39-40

2016年7月1日（金）　15：20～16：14　第２会場
一般演題④：新生児DIC、凝固異常
座長：　長　和俊　　北海道大学病院周産母子センター

18 ○ 聖マリアンナ医科大学病院　小児科 伊東　祐順 出生体重1500g以上における新生児DIC新基準の有用性の
検討 18-19

19 奈良県立医科大学附属病院　新生児集中治療
部門 高橋　幸博 新生児仮死 ,�低酸素血症と播種性血管内凝固（DIC）-リコン

ビナント・トロンボモジュリン療法 - S41-42

20 福島県立医科大学　総合周産期母子医療セン
ター 今村　　孝 発育不全を伴った超早産児における血液凝固値の検討 S43-44

21 取下
22 福田病院　新生児科 高橋大二郎 新たな視点で新生児の凝固系検査を評価する S45-46
23 ○ 産業医科大学　小児科 白山　理恵 生後7日以内に頭蓋内出血をきたした重症血友病Aの2例 20-21

第1会場
第2会場長崎大学医学部 良順会館

第1会場
第2会場長崎大学医学部 良順会館

■一般演題　平成28年７月１日㈮　９：15～17：00　� ：演題番号１-32

� 平成28年７月２日㈯　13：05～13：59　� ：演題番号33-43



演題
番号 査読 所　属 氏　名 演 題 名 ページ

2016年7月1日（金）　16：15～16：51　第１会場

一般演題⑤：塞栓症、腫瘍

座長：　森川　守　　北海道大学大学院医学研究科�生殖・発達医学講座�産科・生殖医学分野

24 奈良県立医科大学　産科婦人科学教室 春田　祥治 婦人科悪性腫瘍患者に発症した静脈血栓塞栓症に対して
DOACを用いた治療経験 S47-48

25 諫早総合病院　産婦人科 平木　裕子 術前抗凝固療法中にHITを発症した卵巣癌によるTrousseau
症候群の1例 S49-50

26 ○ 近畿大学医学部奈良病院　産婦人科 大井　豪一 消化器症状を伴ったPeptide�YYホルモン産生の卵巣索状カル
チノイドの１例 22-23

27 ○ 三重大学　産科婦人科 武田真由子 前置癒着胎盤の帝王切開中に臨床的羊水塞栓症をきたし、C1
インヒビター製剤を使用した1例 24-25

2016年7月1日（金）　16：15～17：00　第２会場

一般演題⑥：血液疾患

座長：　北東　功　　聖マリアンナ医科大学病院新生児科

28 山口大学小児科 井上　裕文 Protein�C遺伝子両アレル変異保有者の遺伝子型と新生児の発
症様式 S51-52

29 武蔵野赤十字病院　新生児内科 髙橋　秀弘 臍帯血管血栓症を認めた新生児仮死の1例 S53-54

30 山口大学大学院医学系研究科　小児科学分野 江見　咲栄 汎血球減少が自然軽快したIkaros欠損症の新生児 S55-56

31 奈良県立医科大学附属病院　総合周産期母子
医療センター新生児集中治療部門 西本　瑛里 早発黄疸に対して交換輸血を行った赤血球膜異常症の新生児

例 S57-58

32 福島県立医科大学輸血移植免疫部 大戸　　斉 RhD陰性赤血球輸血後の抗D産生：A�review S59-60

2016年7月2日（土）　13：10～13：55　第１会場

一般演題⑦：感染症、出生前診断

座長：　金井　誠　　信州大学医学部保健学科

33 三重大学産婦人科 鳥谷部邦明 三重県での妊婦サイトメガロウイルス抗体スクリーニング S61-62

34 長崎大学病院　産婦人科 淵　　直樹 成人型T細胞白血病/リンパ腫を発症した妊婦の１例 S63-64

35 ○ 大阪市立大学　産婦人科 内田　啓子 風疹ワクチンの接種年齢の変遷と抗体保有率 26-27

36 ○ 奈良県立医科大学　産婦人科 佐道　俊幸 当院における非侵襲的出生前遺伝的検査（NIPT）の取り組み 28-29

37 クリフム夫律子マタニティクリニック臨床胎児
医学研究所 夫　　律子 PlGF,�PAPP-Aを導入した妊娠初期におけるPIH発症予測に

ついて S65-66

2016年7月2日（土）　13：05～13：59　第２会場

一般演題⑧：感染症ほか

座長：　白川　嘉継　　福岡新水巻病院�周産期センター

38 一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内
病院小児科 知識　美奈 急激な経過をとった遅発性GBS髄膜炎症例における交換輸血

前後のサイトカインの検討 S67-68

39 ○ 聖マリア病院　新生児科 田中祥一朗 頻回輸血後にサイトメガロウイルス肝炎を発症した低出生体重
児の1例 30-31

40 ○ 岐阜県立多治見病院　小児科 石田　敦士 エコーウイルス11型による血球貪食症候群の新生児例 32-33

41 ○ 産業医科大学病院　総合周産期母子医療セ
ンター 荒木　俊介 超低出生体重児における出生時の多核白血球数は組織学的絨

毛膜羊膜炎の重症度の指標となる 34-35

42 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　周
産期センター新生児部門 鈴木　真波 一絨毛膜二羊膜性双胎の一児にのみ母児間血液型不適合を認

めた双胎例 S69-70

43 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学 藤吉　順子 有核赤血球による自然免疫制御 S71-72

⃝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。




