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　このたび、第29回日本産婦人科・新生児血液学会学術集会長を拝命いたしました。歴史
あるこの学術集会を開催する機会をいただき大変光栄に存じます。
　2019年 6 月 7 日（金）、  8 日（土）の 2 日間の日程で、名古屋駅に隣接した「JPタワー名
古屋」において開催いたします。この学会は凝固線溶系を中心とした血液疾患をテーマに、
生殖、周産期、腫瘍、新生児分野の研究者が基礎から臨床にわたる幅広い研究成果の発表
や意見交換を行う貴重な場として発展してきました。
　教育講演 1 では北海道大学免疫・代謝内科学渥美達也教授をお招きして「抗リン脂質抗
体症候群」をご講演いただきます。教育講演 2 では本学会でご活躍されている奈良県立医
科大学嶋緑倫教授がN Eng J Medに発表された「血友病Aの新たな治療」についてお話しい
ただきます。ワークショップ 1 では「不育症のトピックス」として、日本産科婦人科学会
特別臨床研究として行われたPreimplantation genetic testing for Aneuploidy（PGT-A）の
結果の一部を含めた最近の話題をお話しいたします。ワークショップ 2 は「新生児・乳児
貧血のトピックス」を企画していただきました。
　昨今、日本発の医学論文が減少傾向にあり、日本の医学・医療の将来が懸念されます。
本学術集会が研究の素晴らしさ、大切さ、本当の楽しさを若い世代に伝える機会になるよ
うに教室員一同誠心誠意、準備を進めております。「研究の真の楽しさを知る」を本学術集
会のテーマといたしました。
　名古屋での本学術集会の開催は初めてとなります。名古屋城、その城下の金シャチ横丁、
ひつまぶしをはじめとした名古屋めしなど魅力満載です。多くの会員の皆様のご参加を心
よりお待ちしております。
　令和元年 6 月の名古屋で多くの会員の皆さまにお目にかかれるのを楽しみにしています。

第29回日本産婦人科・新生児血液学会
学 術 集 会 会 長　 杉 浦 真 弓

ご 挨 拶
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第29回日本産婦人科・新生児血液学会
学術集会　ご案内

会期：2019年６月７日（金）・８日（土）
会場： 名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト
　　　〒450-6305  名古屋市中村区名駅1-1-1 
　　　　　　　　  JPタワー名古屋５F
　　　JPタワー名古屋ホール＆カンファレンス
　　　〒450-6303  名古屋市中村区名駅1-1-1
　　　　　　　　  KITTE名古屋3F

学術集会会長：杉浦　真弓
　　　　　　　名古屋市立大学大学院医学研究科
　　　　　　　産科婦人科学教授
HP ：http://www.jsognh.jp/scientific/

第29回日本産婦人科･新生児血液学会学術集会　事務局

　名古屋市立大学大学院医学研究科産科婦人科学
　〒467-8601 名古屋市瑞穂区瑞穂町字川澄1
　TEL：052-853-8241

運営事務局：株式会社 オフィス･テイクワン
　　　　　　〒451-0075　名古屋市西区康生通2-26
　　　　　　TEL：052-508-8510　FAX：052-508-8540 
　　　　　　E-mail： jsognh29@cs-oto.com
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会場へのアクセス
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会場のご案内
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参加者の皆様へ
【参加受付】

日にち 時　間 場　　　所

６月７日（金） 8：30 ～ 17：30 JPタワー名古屋ホール＆カンファレンス　ホワイエ
（JPタワー名古屋３F）

６月８日（土） 8：00 ～ 13：30 名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト　前室前通路
（JPタワー名古屋５F）

　

　
【PC受付】

日にち 時　間 場　　　所

６月７日（金） 8：30 ～ 17：30 JPタワー名古屋ホール＆カンファレンス　ホワイエ
（JPタワー名古屋３F）

６月８日（土） 8：00 ～ 13：30 名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト　第2会場内
（JPタワー名古屋５F）

　

【参加費】

会員・非会員 12,000円

初期研修医／医学部学生／
医療技術者（助産師、看護師、
臨床検査技師など）

無　料

【参加証】
　　 　所属・氏名をご記入の上、会場では必ずご着用下さい。（学生の方は、当日学生証をご提示下さい。）

【抄録集】
　　  　学会員の方は、本号「学会抄録集」を忘れずご持参下さい。（会員の方で未着の場合は、当日学会
デスクにお申し出下さい。）非学会員の方および学会員の方で抄録集を複数冊必要な場合は、当日受
付にて１冊3,000円で販売致します。

【研修会シール・単位】
　 １）日本産科婦人科学会専門医　研修出席証明
　　 　　ｅ医学会カード（UMIN カード）を利用します。必ずご持参願います。
　　 　　ｅ医学会カードの専用の読み取り端末（バーコードリーダー）を設置します。
　　 　　裏面のバーコードを読み取ることで、参加履歴が自動的に収集されます。
　 ２）日本産婦人科医会研修参加証
　　 　　日本産婦人科医会研修参加証：1 日 1 枚配布
　　 　　シールを発行いたします。受付にてお申し出ください。
　 ３）日本専門医機構　単位付与講習
　　 　　 対象プログラム受講で専門医機構の共通講習・領域講習の単位が付与されます。入室時あるい

は退出時に受付いたします。
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　　産婦人科共通講習（臨床研究・臨床試験）・領域講習　各１単位
　　　・e 医学会カードで参加登録を行いますので必ずお持ちください。
　　　・ ご出席の先生はご自身の責任で e 医学会カードで参加登録を行ってください。講習会場で e 医

学会カードのバーコードを読み取ることで参加登録を行います。
　　　　対象プログラム：
　　　　　教育講演１（領）     ６月７日（金）   11 : 00 ～ 12 : 00
　　　　　ワークショップ１（領）  ６月７日（金）   16 : 40 ～ 18 : 10
　　　　　教育講演 2 （共）    ６月８日（土）   　9 : 25 ～ 10 : 25
　　　　　ワークショップ２（領）  ６月８日（土）   10 : 30 ～ 12 : 00
　　小児科領域講習　各１単位
　　　・対象プログラム受講で受講証の発行をいたします（各会場入口で配布）。
　　　　対象プログラム：
　　　　　教育講演１ 　　    ６月７日（金）   11 : 00 ～ 12 : 00
　　　　　教育講演２     ６月８日（土）   　9 : 25 ～ 10 : 25
　　　　　ワークショップ２    ６月８日（土）   10 : 30 ～ 12 : 00

【懇親会】※無料
　　 日時：６月７日（金）18 : 30 ～ 20 : 30
　　会場：東天紅（JPタワー名古屋3F 　JPタワー名古屋ホール＆カンファレンス　すぐ横）

【学会入会費】
　　 年会費10,000円の納入、新規入会手続きについても当日学会デスクにて受け付けます。

【学会内でのお呼び出し】
　　 各会場でのアナウンスおよびサイドスクリーンによるお呼び出しは行いません。
　　　
【ご注意】
　 　１． 会場内での携帯電話・スマートフォンなどはマナーモードに設定していただくか、電源をお切

りください。
　 　２．講演・発表中の会場での写真・ビデオ撮影は固くお断りいたします。
　 　３． 口演発表中などにおける質疑・討論は必ず座長の指示に従い、所属・氏名を告げてから　手短

に発言して下さい。

【クローク】
　 　設置予定はございません。
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発表要項
【座長の皆様へ】

　担当のセッション開始15分前までに、会場内前方の次座長席へお越しください。
　進行および時間管理は座長に一任致します。時間厳守の上、円滑な進行にご協力をお願いいたします。

【演者の皆様へ】

　講演開始30分前迄に PC 受付にて発表データの試写と受付を済ませてください。
　PC 持ち込みの方も、30分前迄に PC 受付へお越しください。
　ご発表開始の10分前までに、会場内左側前方の次演者席へご着席ください。

Ⅰ．発表方法
（1）発表形式はPC（パソコン）発表です。スライドやビデオは使用できませんので、ご注意ください。
（2）会場へは、USBメモリ、PC本体のうち、いずれかの形で発表データをお持ち込みください。
（3）対応アプリケーション
　　　　OS：Windows10
　　　　アプリケーション：Microsoft PowerPoint 2010/2013/2016
　　　　画面のサイズ：XGA（1024×768）
　　　　発表時のPC操作については、ご自身で行ってください。
（4）文字フォントは標準で装備されているものをご利用ください。特殊なフォントの場合、表示のずれ、
　　　　文字化けが生じることがありますのでご注意ください。
　　　　推奨フォント　　日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
　　　　　　　　　　　　英　語：Arial、Times New Roman
（5）動画は、Windows Media Playerで動作するファイル形式をご使用ください。
　　　動画を使用される場合は、PC本体のお持ち込みをお勧めいたします。
（6）音声出力はできません。
（7）Macでデータを作成される場合には、必ずPC本体をお持ちください。
（8） 発表時間は下記の通りです。スライドの枚数に制限はありませんが、スケジュールが非常にタイ

トであるため、時間厳守でお願いいたします。

　　教育講演・ワークショップ …… 事前にご案内いたしました発表時間でご発表ください。
　　一般演題 ………………………… 発表７分、質疑応答３分
　　優秀演題賞候補演題 …………… 発表７分、質疑応答８分

Ⅱ．発表データをお持ち込みの方へ
　　■　メディア持ち込みの場合
（1） 発表データはメディアに保存した後、事前に別のPCにコピーして、正常に動作することをご確認

ください。
（2） 会場にて受付されたデータは事務局で用意したPC内にコピーさせていただき、USBはその場で返

却いたします。PC内にコピーした発表データにつきましては、発表終了後、学会事務局で責任を
もって削除いたします。

（3） 発表用のファイル名は「セッション名_演題番号_氏名」としてください。
　　　　例：一般演題_01_日本花子.pptx

　　■　ノート PC をお持ち込みの場合
（1） バックアップとして、必ずメディアもご持参ください。
（2） お持ち込みいただくPCの機種、OS及びアプリケーションソフトの種類は問いません。動画も使用
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できます。
（3） 会場のプロジェクターへは、一般的な外部出力端子（D-Sub15pin）

での接続となります（右図参照）。Macintoshや一部のWindowsマシ
ンでは変換コネクターが必要となりますので、必ずご持参ください。

（4）ACアダプターを必ずご持参ください。
（5） 発表中にスクリーンセーバーや省電力設定により電源が切れないよ

う、あらかじめ設定の確認、変更をお願いいたします。
（6） 発表終了後は、オペレーター席でPCを返却いたしますので、お立ち

寄りください。

Ⅲ．演題発表時の利益相反状態開示方法について
　　■　 開示しなくてはならない筆頭演者 臨床研究に関するすべての発表において、利益相反状態の有無に
かかわらず、開示する必要があります。開示に関しては、投稿規定細則にあります日本産科婦人科学
会 ｢利益相反に関する指針｣ 運用細則によります。

　　■　発表における開示方法
　 発表では学会 HP（http://www.jsognh.jp/scientific/）掲載のひな型（ppt）、あるいは下図に準じた
スライドを呈した上で、利益相反状態の有無を述べてください。
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第1会場

JPタワー3F
ホール1・2

第2会場

JPタワー5F
セミナールーム

展示会場
JPタワー5F

セミナールーム 前室

第2会場

JPタワー5F
セミナールーム

展示会場
JPタワー5F

セミナールーム 前室

9:00～10:00

第1日目　2019年6月7日（金）

名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト／
JPタワー名古屋 ホール＆カンファレンス 時間

一般演題④「産科出血」
演題番号　17～21
座長：中林　　靖
　　　金井　　誠

時間

企業展示

一般演題⑤「検査」

優秀演題賞選考委員会

演題番号　22～24
座長：池田　和彦、川口　千晴

ランチョンセミナー2
共催：科研製薬株式会社

「帝王切開におけるVTE発症予防」

座長：池田　智明
演者：伊東　宏晃

評議員会・総会

基調講演・パネルディスカッション
企画：産科DICスコア改定検討委員会

「産科DICスコア改訂の是非を問う」

座長：板倉　敦夫
演者：小林　隆夫

「産科DICスコア改定について」

座長：板倉　敦夫
パネラー：竹田　善治、兵藤　博信

二井　理文、牧野真太郎
松永　茂剛、森川　　守

一般演題②

「胎盤異常＋HDP」
演題番号　6～11
座長：小林　隆夫

      小林　　浩

一般演題③「DIC」
演題番号　12～16
座長：金山　尚裕
　　　　尾崎　康彦

10:00～10:50

11:00～12:00
教育講演1（P：産（領）・小）
「抗リン脂質抗体症候群の

病態と臨床」

座長：杉浦　真弓
演者：渥美　達也

ランチョンセミナー1
共催：ノボ ノルディスク ファーマ

株式会社
「後天性血友病の臨床： 妊娠関連に

フォーカスを当てて」
座長：安達　知子
演者：酒井　道生

12:10～13:10

18:30～20:30

企業展示

  8:50～8:55

13:20～14:20

14:20～15:00

優秀演題賞候補演題
演題番号　25～30
座長：大賀　正一
　　　 板倉　敦夫

16:40～18:10

ワークショップ1（P：産（領））
「不育症のトピックス」
座長：山田　秀人

演者：佐藤　　剛
佐藤　　剛

谷村　憲司
　北折　珠央

15:00～16:30

一般演題① 「新生児血友病」
演題番号　1～5
座長：中沢　洋三
　　　北東　　功

  15:30

8:008:00

一般演題⑦「DVT 」
演題番号　36～42
座長：三浦　清徳
　　　関　　　博之

13:20～14:30

第2日目　2019年6月8日（土）

名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト

9:25～10:25

10:30～12:00 ワークショップ2（P：産（領）・小）
「新生児･乳児貧血のトピックス」

座長：細野　茂春
　　　 伊藤　悦朗
演者：伊藤　悦朗
　       細野　茂春

          小山　典久

12:10～13:10 ランチョンセミナー3
共催：キヤノンメディカルシステムズ

株式会社
「超音波Aplioの血流イメージングを

診断と治療に活かす」
座長：川鰭　市郎
演者：長谷川潤一

8:30～9:20 一般演題⑥

「血液疾患＋感染症」
演題番号　31～35
座長：長　　　和俊

               橘　　　大介

14:30～15:30 一般演題⑧

「新生児貧血」
演題番号　43～48
座長：落合　正行

      郷　　　勇人

教育講演2（P：産（共）・小）

「血友病Aの新たな治療」

座長：瀧　　正志
演者：嶋　　緑倫

18:30～
懇親会　東天紅（JPタワー3F）

閉会式・優秀演題賞（真木賞）

受賞者発表ならびに表彰

※ （Ｐ：産（領））：日本専門医機構 産婦人科領域

（Ｐ：産（共））：日本専門医機構 産婦人科共通

（Ｐ：小）：日本専門医機構 小児科領域

基調講演・パネルディスカッション

企画：産科DICスコア改定検討委員会

「産科DICスコア改訂の是非を問う」

座長：板倉 敦夫

演者：小林 隆夫

「産科DICスコア改定について」

座長：板倉 敦夫

パネラー：竹田 善治、兵藤 博信

二井 理文、牧野真太郎

松永 茂剛、森川 守

8:50～　開会式

第29回日本産婦人科・新生児血液学会　学術集会　タイムスケジュール
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「産科DICスコア改訂の是非を問う」

座長：板倉　敦夫
演者：小林　隆夫

「産科DICスコア改定について」

座長：板倉　敦夫
パネラー：竹田　善治、兵藤　博信

二井　理文、牧野真太郎
松永　茂剛、森川　　守

一般演題②

「胎盤異常＋HDP」
演題番号　6～11
座長：小林　隆夫

      小林　　浩

一般演題③「DIC」
演題番号　12～16
座長：金山　尚裕
　　　　尾崎　康彦

10:00～10:50

11:00～12:00
教育講演1（P：産（領）・小）
「抗リン脂質抗体症候群の

病態と臨床」

座長：杉浦　真弓
演者：渥美　達也

ランチョンセミナー1
共催：ノボ ノルディスク ファーマ

株式会社
「後天性血友病の臨床： 妊娠関連に

フォーカスを当てて」
座長：安達　知子
演者：酒井　道生

12:10～13:10

18:30～20:30

企業展示

  8:50～8:55

13:20～14:20

14:20～15:00

優秀演題賞候補演題
演題番号　25～30
座長：大賀　正一
　　　 板倉　敦夫

16:40～18:10

ワークショップ1（P：産（領））
「不育症のトピックス」
座長：山田　秀人

演者：佐藤　　剛
佐藤　　剛

谷村　憲司
　北折　珠央

15:00～16:30

一般演題① 「新生児血友病」
演題番号　1～5
座長：中沢　洋三
　　　北東　　功

  15:30

8:008:00

一般演題⑦「DVT 」
演題番号　36～42
座長：三浦　清徳
　　　関　　　博之

13:20～14:30

第2日目　2019年6月8日（土）

名古屋市立大学ミッドタウン名駅サテライト

9:25～10:25

10:30～12:00 ワークショップ2（P：産（領）・小）
「新生児･乳児貧血のトピックス」

座長：細野　茂春
　　　 伊藤　悦朗
演者：伊藤　悦朗
　       細野　茂春

          小山　典久

12:10～13:10 ランチョンセミナー3
共催：キヤノンメディカルシステムズ

株式会社
「超音波Aplioの血流イメージングを

診断と治療に活かす」
座長：川鰭　市郎
演者：長谷川潤一

8:30～9:20 一般演題⑥

「血液疾患＋感染症」
演題番号　31～35
座長：長　　　和俊

               橘　　　大介

14:30～15:30 一般演題⑧

「新生児貧血」
演題番号　43～48
座長：落合　正行

      郷　　　勇人

教育講演2（P：産（共）・小）

「血友病Aの新たな治療」

座長：瀧　　正志
演者：嶋　　緑倫

18:30～
懇親会　東天紅（JPタワー3F）

閉会式・優秀演題賞（真木賞）

受賞者発表ならびに表彰

※ （Ｐ：産（領））：日本専門医機構 産婦人科領域

（Ｐ：産（共））：日本専門医機構 産婦人科共通

（Ｐ：小）：日本専門医機構 小児科領域

基調講演・パネルディスカッション

企画：産科DICスコア改定検討委員会

「産科DICスコア改訂の是非を問う」

座長：板倉 敦夫

演者：小林 隆夫

「産科DICスコア改定について」

座長：板倉 敦夫

パネラー：竹田 善治、兵藤 博信

二井 理文、牧野真太郎

松永 茂剛、森川 守

8:50～　開会式

■教育講演	

	 教育講演１　第１日目　６月７日（金）11：00～12：00　（P:産（領）・小）
	 「抗リン脂質抗体症候群の病態と臨床」	 S１－２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　名古屋市立大学　産科婦人科� 教授　　　杉浦　真弓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　北海道大学　免疫・代謝内科� 教授　　　渥美　達也

	 教育講演２　第２日目　６月８日（土）９：25～10：25　（P：産（共）・小）
	 「血友病Aの新たな治療」	 S３－４
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　聖マリアンナ医科大学　小児科学� 特任教授　　瀧　　正志
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　奈良県立医科大学　小児科� 教授　　　嶋　　緑倫

■ワークショップ

				ワークショップ1　（P：産（領））
	 第１日目　６月７日（金）16：40～18：10　

	 テーマ：「不育症のトピックス」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　神戸大学　産婦人科� 教授　　　山田　秀人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋市立大学　産科婦人科� 准教授　　佐藤　　剛

	 「不育症におけるPGT-SR、PGT-Aの有用性」	 S５－６
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　名古屋市立大学　産科婦人科� 准教授　　佐藤　　剛

	 「β2	glycoprotein	I/HLA	class	II複合体に対する
	 　　　　　ネオ・セルフ抗体は不育症の新たなリスク因子である」	 S７－８
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　神戸大学医学部附属病院　総合周産期母子医療センター
� 准教授　　谷村　憲司

	 「ループスアンチコアグラントと血栓性素因」	 S９－10
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　名古屋市立大学　産科婦人科� 講師　　　北折　珠央
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				ワークショップ2　（P：産（領）・小）	
	 第２日目　６月８日（土）10：30～12：00

	 テーマ：「新生児･乳児貧血のトピックス」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　自治医科大学附属さいたま医療センター　周産期科　新生児部門

� 教授　　　細野　茂春
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前大学　小児科学� 教授　　　伊藤　悦朗

	 「Diamond-Blackfan貧血の最近の知見」	 S11－12
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　弘前大学　小児科学� 教授　　　伊藤　悦朗

	 「未熟児貧血予防と新生児蘇生としての胎盤血輸血」	 S13－14
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　自治医科大学附属さいたま医療センター　周産期科　新生児部門

� 教授　　　細野　茂春

	 「血液製剤の使用指針改訂にともなう新生児・小児輸血」	 S15－16
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　豊橋市民病院　小児科� 部長　　　小山　典久

■ランチョンセミナー

	 ランチョンセミナー１
	 　第１日目　６月７日（金）12：10～13：10
	 「後天性血友病の臨床：妊娠関連にフォーカスを当てて」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　総合母子保健センター愛育病院� 院長　　　安達　知子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　宗像水光会総合病院　小児科� 部長　　　酒井　道生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：　ノボ�ノルディスク�ファーマ株式会社

	 ランチョンセミナー２
	 　第１日目　６月７日（金）12：10～13：10
	 「帝王切開におけるVTE発症予防」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　三重大学　産科婦人科� 教授　　　池田　智明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　浜松医科大学　産科婦人科� 教授　　　伊東　宏晃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：　科研製薬株式会社
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	 ランチョンセミナー３
	 　第２日目　６月８日（土）12：10～13：10
	 「超音波Aplioの血流イメージングを診断と治療に活かす」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　松波総合病院　産婦人科周産期医療対策� 室長　　　川鰭　市郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　聖マリアンナ医科大学　産婦人科� 准教授　　長谷川潤一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　共催：　キヤノンメディカルシステムズ株式会社

■基調講演・パネルディスカッション
				企画：産科DICスコア改定検討委員会

	 基調講演
	 　第１日目　６月７日（金）13：20～13：40
	 「産科DICスコア改訂の是非を問う」	 S17－18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　順天堂大学　産婦人科� 教授　　　板倉　敦夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　演者：　浜松医療センター� 名誉院長　　小林　隆夫

	 パネルディスカッション
	 　第１日目　６月７日（金）13：40～14：20
	 「産科DICスコア改定について」	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座長：　順天堂大学　産婦人科� 教授　　　板倉　敦夫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パネラー：　総合母子保健センター愛育病院　産婦人科� 部長　　　竹田　善治
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都立墨東病院� 部長　　　兵藤　博信
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三重大学　産科婦人科� 助教　　　二井　理文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順天堂大学　産婦人科� 准教授　　牧野真太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　埼玉医大総合医療センター　産婦人科� 講師　　　松永　茂剛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北海道大学　産婦人科� 准教授　　森川　　守
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　本学術集会にあたり、下記各位よりご支援、ご協力をいただきました。
　ここに記して、厚く御礼申し上げます。

〈共　催〉　　　　　　　　　　　　　　　　
  科研製薬株式会社
  キヤノンメディカルシステムズ株式会社
  ノボ ノルディスク ファーマ株式会社
 
 
〈展　示〉
  シスメックスTMC株式会社

  （50音順、2019年５月17日現在）

学術集会賛助リスト



15

演題
番号 査読 所　属 氏　名 演題名 ページ

6月７日（金）　9:00	～	9:50　第１会場

一般演題①	

座長：中沢　洋三（信州大学小児医学教室）、北東　　功（聖マリアンナ医科大学小児科）

1 〇 産業医科大学　小児科学 市川　　俊 新生児DICに対する遺伝子組み換えトロンボモジュリン
製剤の投与状況　－DPCデータを用いた解析－ 1-2

2 信州大学医学部　小児医学教室 柳沢　俊光 免疫力低下を伴う無症状の母体から発症した新生児水痘
の一例 S19-20

3 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学
分野 江口　克秀 新生児発症の重症血友病Aにおけるインヒビター発生防

止を目的とした治療選択 S21-22

4 〇 飯塚病院　小児科 齊木　玲央 背面の皮下血腫により発症したビタミンK欠乏症を合併
した重症血友病Aの新生児症例 3-4

5 〇 聖マリアンナ医科大学　小児科 足利　朋子 予定帝王切開分娩に、帽状腱膜下出血を発症した重症血
友病A新生児 5-6

6月７日（金）　9:00	～	10:00　第２会場	 	 	 	 	

一般演題②

座長：小林　隆夫（浜松医療センター名誉院長）、小林　　浩（奈良県立医科大学産婦人科）

6 総合母子保健センター　愛育病院　産婦人
科 古屋　仁美 妊娠30週時に低置胎盤である症例の分娩様式、出血量

の検討 S23-24

7 〇 三重大学医学部附属病院　産科婦人科 小髙　紗季 子宮動脈塞栓術後の癒着胎盤の一例 7-8

8 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 藤浦　陽子 経腟分娩後癒着胎盤に対し胎盤残置・二期的子宮摘出と
していたところ緊急子宮全摘術を要した１例 9-10

9 〇 愛仁会千船病院　産婦人科 山本　貴子 Severe　FGRとHDPを発症した発作性夜間血色素尿症
合併妊娠の1例 11-12

10 ○ 近畿大学医学部奈良病院　産婦人科 西岡　和弘 リトドリン塩酸塩頓用内服による横紋筋融解症が診断の
契機となった筋強直性ジストロフィーの1例 13-14

11 浜松医療センター　産婦人科 小田木秋人 ミシシッピ・プロトコルにより妊娠期間を延長できた
HELLP症候群の１例 S25-26

6月７日（金）　10:00	～	10:50　第１会場

一般演題③

座長：金山　尚裕（浜松医科大学医学部　産婦人科）、尾崎　康彦（名古屋市立大学　医学研究科　産科婦人科学）

12 北海道大学大学院医学研究院　専門医学系
部門		生殖・発達医学分野 森川　　守 わが国における産科DICに関する全国調査 S27-28

13 浜松医科大学　産婦人科 小田　智昭 心肺虚脱型羊水塞栓症における心停止イベント後救命例
と死亡例の血液凝固障害の比較 S29-30

14 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 山本　萌子 子宮内胎児死亡後急速に重症化した産科DICの 1例 15-16

15 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 川野さりあ 常位胎盤早期剥離に対するクリオプレシピテートの有効
性 17-18

16 順天堂大学　産婦人科 平山　貴士 手術を契機に急速に消費性凝固障害をきたした卵巣粘液
性癌の一例 S31-32

■一般演題　６月７日㈮   9：00～16：30　 第１会場、第２会場：演題番号１-30

 ６月８日㈯   8：30～9：20    13：20～15：30　 第２会場：演題番号31-48

⃝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

6月７日（金）　10:00	～	10:50　第２会場

一般演題④

座長：中林　　靖（医療法人社団　中林病院）、金井　　誠（信州大学　保健学科）

17 順天堂大学医学部　産婦人科学講座 藤原　里紗 分娩時異常出血におけるフィブリノゲンpoint-of-care
のピットフォール S33-34

18 〇 東京都立墨東病院　産婦人科 山下　　創 産褥期の抗凝固療法中の異常出血に対し，プロトロンビ
ン複合体製剤を使用した１例 19-20

19 〇 聖マリアンナ医科大学　産婦人科学 佐々木貴充 帝王切開直前に前置血管の破綻を来した1例 21-22

20 〇 信州大学　産婦人科学教室 常見　浩司 妊娠中に破裂し動脈塞栓術を行った腎血管筋脂肪腫の1
例 23-24

21 〇 福岡大学病院　産婦人科 倉員　正光 Bakri®︎ バルーンタンポナーデは、薬物療法抵抗性分娩時
異常出血に対し効果的である 25-26

6月７日（金）　13:20	～	13:50　第２会場

一般演題⑤

座長：池田　和彦（福島県立医科大学医学部輸血・移植免疫学講座）、川口　千晴（大和高田市立病院　小児科）

22 福島県立医科大学附属病院　輸血・移植免
疫部 力丸　峻也 新たな乾式装置を使用した新鮮凍結血漿融解時の凝固因

子活性の推移 S35-36

23 東大寺福祉療育病院　小児科 川口　千晴 Thrombelastographyを用いた低温下での止血機能解析 S37-38

24 〇 東京都立墨東病院　輸血科 藤田　　浩 合成血に対するカリウム吸着フィルターの効果 27-28

6月７日（金）　15:00	～	16:30　第１会場

優秀演題賞候補演題

座長：大賀　正一（九州大学大学院医学研究院成長発達医学）、板倉　敦夫（順天堂大学産婦人科）

25 信州大学　小児科 大澤　由寛 緊急的な臍帯血移植への切り替えにより，生着を得られ
たDiamond	Blackfan貧血の1例 S39-40

26 大阪市立大学　女性生涯医学 中井　建策 母児間輸血症候群を契機に診断した胎盤内絨毛癌の1例 S41-42

27 〇 福島県立医科大学　小児科 渡邉　涼介 胎児母体間輸血症候群を契機に胎盤内絨毛癌の診断に
至った１女児例 29-30

28 名古屋市立大学　産科婦人科 吉原　紘行 産科抗リン脂質抗体症候群に対するダナパロイドの有効
性の検討 S43-44

29 医療法人社団　中林病院　産婦人科 中林　　靖 硬膜外麻酔分娩における人工破膜と分娩時大量出血との
関連性についての検討 S45-46

30 三重大学医学部　産婦人科 真木晋太郎 子宮内胎児発育不全に対するタダラフィルの経母体投与
の有効性・安全性に関する研究　第Ⅱ相多施設共同試験 S47-48
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⃝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

6月８日（土）　8:30	～	9:20　第２会場

一般演題⑥

座長：長　　和俊（北海道大学病院周産母子センター）、橘　　大介（大阪市立大学大学院医学研究科女性生涯医学）

31 三重大学　産婦人科 島田　京子 三重県における妊婦サイトメガロウイルス抗体スクリー
ニングに IgM抗体価を導入した検討 S49-50

32 埼玉医科大学　産科婦人科 市川　大介 劇症分娩型A群連鎖球菌感染症に経皮的心肺補助を含む
集学的治療を行い母体救命し得た1例 S51-52

33 三重大学医学部附属病院　産婦人科 二井　理文 抗NMDA受容体脳炎合併妊娠 S53-54

34
北海道大学大学院医学研究院　専門医学系
部門　生殖・発達医学分野　産婦人科学教
室　

森川　　守 先天性ならびに続発性第XI因子欠乏症合併妊娠 S55-56

35 〇 大阪市立大学　産婦人科 末包　智紀 当科で経験した再生不良性貧血合併妊娠の3症例 31-32

6月８日（土）　13:20	～	14:30　第２会場

一般演題⑦

座長：三浦　清徳（長崎大学産婦人科）、関　　博之（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）

36 名古屋市立大学大学院医学研究科　産科婦
人科 松本　洋介 静脈血栓塞栓症の新しい危険因子：子宮内膜症と習慣流

産 S57-58

37 三重大学　産婦人科 鳥谷部邦明 妊娠中に発症した深部静脈血栓症症例の遺伝的血栓性素
因について S59-60

38 〇 三重大学医学部　産科婦人科学教室 谷口　　僚 妊娠中の抗凝固療法を行った遺伝性血栓性素因合併妊婦
の転帰について 33-34

39 埼玉医科大学総合医療センター　産婦人科 品川　裕伯 妊娠中のDVTに対する未分画ヘパリンによる治療の臨
床経過に関する検討 S61-62

40 〇 聖マリアンナ医科大学　産婦人科学 岩端由里子 子宮体癌患者におけるsub-massive	PTEに対するリバー
ロキサバンの使用経験 35-36

41 〇 奈良県立医科大学附属病院　産婦人科 和田　拓也 深部静脈血栓症の加療中にヘパリン起因性血小板減少症
を発症した妊婦の1例 37-38

42 〇 長崎大学　産婦人科 渡邊　　灯 心肺停止し搬送された妊婦に死戦期帝王切開術を施行し
た一例 39-40

6月８日（土）　14:30	～	15:30　第２会場

一般演題⑧

座長：落合　正行（九州大学大学院医学研究院　周産期・小児医療学講座）、郷　　勇人（福島県立医科大学総合周産期母子医療センター）

43 太田綜合病院附属太田西ノ内病院　小児科 今村　　孝 生後早期における新生児網状赤血球数の意義 S63-64

44 榊原記念病院 桂木　真司 Jra抗体による新生児の溶血性貧血の機序 S65-66

45 〇 聖マリアンナ医科大学病院　新生児科 中野茉莉恵 少量シタラビン療法によって救命し得た腔水症を伴う一
過性骨髄増殖症の1例 41-42

46 〇 聖マリアンナ医科大学病院　総合周産期母
子医療センター 鈴木　真波 偽性高カリウム血症を呈した一過性骨髄異常増殖症の新

生児 43-44

47 九州大学大学院医学研究院　成長発達医学
分野 園田　素史 新生児期の集学的治療によって救命し得た最重症型α0-

サラセミア症例に対する造血細胞移植 S67-68

48 宮崎大学　産婦人科 山田　直史 汎赤血球凝集反応を呈した極低出生体重児の一例 S69-70




