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第 121 回九州医師会医学会 第 4 分科会 産科婦人科学会 
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日   時 ： 令和 3 年 11 月 14 日（日）11：40 ～ 

会   場 ： 沖縄県小児保健センター 

〒901-1105 沖縄県南風原町新川 218-11  

TEL 098-963-8462 

開催方法： Hybrid 開催 

 

 

沖縄産科婦人科学会 

 



Ⅰ 会長挨拶（11：40～11：45） 

 

Ⅱ 一般演題 

 

第Ⅰ群 婦人科・腫瘍Ⅰ（11：45～12：30） 

座長： 中澤 毅（沖縄県立中部病院） 

 

1.  卵巣腫瘍に起因したと思われる抗 NMDA 受容体抗体脳炎の一例 

那覇市立病院 産婦人科 1） 脳神経内科 2） 

〇池村 晶子 1）、渡嘉敷 みどり 1）、當間 敬 1）、池宮城 梢 1）、宮城 美幸 1）、知念 柊子 1）、 

宮城 哲哉 2） 

 

2.  骨盤リンパ節腫大を伴う子宮頸部腺癌(T1, T2 症例)における治療戦略の検討 

琉球大学病院 産科婦人科 

〇渡部 俊陽、平良 祐介、高江洲 朋子、大木 悠司、下地 祐子、仲宗根 忠栄、新垣 精久、 

仲本 朋子、久高 亘、青木 陽一 

 

3.  PET/CT によるリンパ節転移の診断精度と影響因子についての検討 

琉球大学病院 産科婦人科 

○仲本 朋子、渡部 俊陽、高江洲 朋子、大木 悠司、下地 祐子、仲宗根 忠栄、新垣 精久、 

平良 祐介、久高 亘、青木 陽一 

 

4.  臨床的侵入奇胎に対する化学療法後に臨床的絨毛癌に至った 1 例 

友愛医療センター 産婦人科 

〇山田 真司、大城 大介、池端 舞子、延壽 桃子、渡名喜 望海、西村 拓也、吉川 和泉、 

野坂 舞子、比嘉 健、前濱 俊之 

 

5.  妊娠中に先行化学療法を行った子宮頸癌の 1 例 ～過去の症例と比較して～ 

   琉球大学病院 産科婦人科 

   〇友寄 江梨佳、仲本 朋子、金城 淑乃、渡部 俊陽、高江洲 朋子、大木 悠司、下地 祐子、 

仲宗根 忠栄、新垣 精久、平良 祐介、久高 亘、金城 忠嗣、銘苅 桂子、青木 陽一 

 

 

 

 

 

 

 

 



第Ⅱ群 婦人科・腫瘍Ⅱ（12：30～13：06） 

座長： 平良 祐介（琉球大学病院） 

 

6.  術後に診断された漿液性子宮内膜上皮内癌の一例 

   友愛医療センター 産婦人科 

〇延壽 桃子、比嘉 健, 池端 舞子、渡名喜 望海、吉川 和泉、西村 拓也、山田 真司、 

大城 大介、野坂 舞子、前濱 俊之 

 

7.  肺転移を有した低異型度子宮内膜間質肉腫の一例 

ハートライフ病院 産婦人科 1) 病理診断科 2) 

〇宮崎 優樹 1)、武田 理 1)、比嘉 博香 1)、堀本 直幹 1)、大西 勉 1)、青山 肇 2) 

 

8.   子宮体癌の妊孕性温存療法症例の検討 

沖縄県立中部病院 婦人科 

〇渡部 咲陽子、中澤 毅、三浦 耕子、高橋 慶行、橋口 幹夫 

 

9.  外科的治療を要した骨盤内放線菌症の 1 例 

友愛医療センター 産婦人科 

〇西村 拓也、大城 大介、池端 舞子、延壽 桃子、渡名喜 望海、吉川 和泉、山田 真司、 

野坂 舞子、比嘉 健、前濱 俊之 

 

 

休 憩（13：06～13：14） 

 

 

第Ⅲ群 産科・周産期Ⅰ（13：14～13：50） 

座長：山下 薫（沖縄県立南部医療センター・こども医療センター） 

 

10.  当科におけるⅠ型糖尿病合併妊娠の検討 

琉球大学病院 産科婦人科 

〇上原 園美、金城 淑乃、小﨑 三鶴、屋良 奈七、金城 忠嗣、銘苅 桂子、青木 陽一 

 

11.   ICU 入院管理を要した COVID-19 罹患妊婦の一例 

沖縄県立中部病院 総合周産期センター産科 

〇藤本 拓也、青木 大芽、田所 宏樹、林 伯宣、小松 泰生、大畑 尚子、金城 国仁、 

橋口 幹夫 

 

12.   当院における COVID-19 感染症罹患妊婦、濃厚接触者妊婦の分娩症例の検討 

沖縄県立中部病院 総合周産期センター産科 

〇小松 泰生、大畑 尚子、田所 宏樹、林 伯宣、青木 大芽、金城 国仁、橋口 幹夫 

 



13.   当院における Down 症候群に一過性骨髄異常増殖症(TAM)を合併した 4 例について 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 産婦人科 

〇屋比久 彩、山下 薫、喜舎場 千裕、濱川 和音、柱本 真、金嶺 ちひろ、土井 生子、 

中野 裕子、泉 有紀、大山 拓真、平敷 千晶、砂川 空広、長井 裕、佐久本 薫 

 

 

第Ⅳ群 産科・周産期Ⅱ（13：50～14：26） 

座長：金城 淑乃（琉球大学病院）  

 

14.   羊水塞栓症で心肺停止し、救急搬送された妊婦に帝王切開術を施行した一例 

琉球大学病院 産科婦人科 

〇金城 忠嗣、銘苅 桂子、仲村和歌子、井坂 亮司、小﨑 三鶴、屋良 奈七、金城 淑乃、 

青木 陽一 

 

15.   前期破水後、ESBL 産生大腸菌による敗血症をきたし新生児死亡となった一例 

沖縄赤十字病院 産婦人科 1） 小児科 2） 

〇玉城 夏季 1）、宮城 美紀 1）、宮崎 尚子 1）、大城 美哉 1）、吉秋 研 1）、正本 仁 1）、 

稲嶺 盛彦 1）、上里 忠和 1）、仲宗根 一彦 2） 

 

16.   胎児心臓腫瘍・胸腔内腫瘍を疑われ紹介となるも、正常胸腺と考えられた 7 例 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 産婦人科 

〇山下 薫、屋比久 彩、喜舎場 千裕、柱本 真、濱川 和音、金嶺 ちひろ、土井 生子、 

中野 裕子、泉 有紀、大山 拓真、平敷 千晶、砂川 空広、長井 裕、佐久本 薫 

 

17.   当院における 18 トリソミーの臨床像 

沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 産婦人科 

〇喜舎場 千裕、山下 薫、屋比久 彩、柱本 真、濱川 和音、金嶺 ちひろ、土井 生子、 

中野 裕子、泉 有紀、大山 拓真、平敷 千晶、砂川 空広、長井 裕、佐久本 薫 

 

 

休 憩（14：26～14：34） 

 

 

第Ⅴ群 不妊内分泌・内視鏡手術（14：34～15：19） 

座長： 赤嶺 こずえ（琉球大学病院） 

 

18.   当科における POI 症例の現状と課題 

琉球大学病院 産科婦人科 

〇宮里 寛奈、宮城 真帆、宜保 敬也、長田 千夏、仲村 理恵、大石 杉子、赤嶺 こずえ、 

銘苅 桂子、青木 陽一 

 



19.   腹腔鏡下子宮全摘術における尿管確認の重要性 

大浜第一病院 女性腹腔鏡センター 

〇上地秀昭、高橋美奈子、徳嶺辰彦 

 

20.   Gartner 嚢胞を合併したアンドロゲン不応症の一例 

琉球大学病院 産科婦人科 

〇仲村 理恵、山田 久子、大石 杉子、宮城 真帆、赤嶺 こずえ、銘苅 桂子、青木 陽一 

 

21.   子宮内膜症病巣の広がりと当センターにおける手術戦略 

大浜第一病院 女性腹腔鏡センター 

〇徳嶺 辰彦、高橋 美奈子、上地 秀昭 

 

22.   腹腔鏡下子宮体癌手術における合併症の検討 

琉球大学病院 産科婦人科 

〇下地 裕子、銘苅 桂子、高江洲 朋子、渡部 俊陽、大木 悠司、仲宗根 忠栄、新垣 精久、 

平良 祐介、仲村 理恵、大石 杉子、宮城 真帆、仲本 朋子、赤嶺 こずえ、久高 亘、 

青木 陽一 

 

 

休 憩（15：19～15：26） 

 

 

Ⅲ 研究協力依頼 ～琉大小児科から～（15：26～15：51） 

司会：銘苅 桂子（琉球大学病院 周産母子センター 教授） 

1.  IRAK4 欠損症の早期診断体制の構築に関する研究について 

                           琉球大学病院 小児科 助教  浜田  聡 先生 

 

2.  新生児マススクリーニング対象疾患拡充に向けて 

                           琉球大学病院 小児科 准教授 知念 安紹 先生 

 

 

 

休 憩（15：51～16：00） 

 

 

 

 

 



Ⅲ 特別講演（16：00～17：00） 

司会：青木 陽一（琉球大学大学院医学研究科 女性・生殖医学講座 教授） 

「婦人科がんの個別化医療 ～激動の時代を乗り越える！～」 

防衛医科大学校 産科婦人科学 

教授 高野 政志 先生 

 

 

 

 

 

 

 

【演題発表時の利益相反状態開示について】 

 1．開示しなくてはならなお筆頭演者 

   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して下さい。 

2. 発表における開示方法 

  開示する利益相反状態は演題申込み 1 年前から発表時までのものとします。 

  利益相反状態の開示に関してはすべての日本産科婦人科学会「利益相反に関する指針および同運用 

細則」に拠ります。 

 

 

【確認事項】 

 

● 講演時間は 6 分、質疑応答は 3 分です。 

  スライド枚数に制限はありませんが、時間厳守でお願い致します。 

 

● 日本産科婦人科学会専門医研修単位および日本専門医機構専門医研修参加単位、 

機構専門医単位（領域講習単位）を付与します。 

  ※機構専門単位（領域講習単位）につきましては、講演（質疑応答を含む）を全て聴講する必要が 

ありますが、講演開始 10 分までは入室を認めます。10 分過ぎて入室した場合、単位は付与できま 

せん。また、講演終了前 10 分以前に退出された場合も単位は付与できません。 

（単位付与には 50 分以上の視聴が必要です。） 

 

● 日本医師会生涯教育制度認定講座 1 単位を付与します。 

 

● 日本産婦人科医会研修参加証を終了後に送付致します。 


