
 

第 87回 

岡山大学医学部産科婦人科学教室 

同門会総会・学術講演会ならびに 

開講 130周年記念講演 

プログラム 

 

 

 

日時：平成 30年 6月 10日（日曜）午前 9時 30分より 

場所：岡山コンベンションセンター3階  

  コンベンションホール（西） 

 〒700-0024 岡山市北区駅元町 14－1  

Tel．086-214-1000  Fax．086-214-3600 

 

 

 

 

 

 

 

 

演者の先生へ 

☆ 一般講演の時間は 7分，討論時間は 3分です． 

☆ 同門会の発表は，全て PC発表となっております． 

 演者の方は，セッション開始 1 時間前（最初のセッションのみ 30分前）までに，PC 受付(会場前)にて試写をお済ませ

ください．USBメモリにてファイルをご持参頂き，会場の PCにコピーする形を基本といたします． 

☆  ソフトは Windows 版 PowerPoint 2003，2007，2010，2013，2016 をご使用ください．フォントは OS 標準のもののみご

使用ください． 

☆ Mac 版 PowerPoint をご使用の方，動画ファイルをご使用の方は必ずご自身の PC をご持参ください．スクリーンセーバ

ー，省電力設定は事前に解除をお願いします．コンセント用電源アダプタを必ずご持参ください．バックアップとして

USBメモリでもファイルはご持参ください．プロジェクターへの接続には D-Sub15ピン・ケーブルを準備しております．

PCによっては専用のコネクタが必要となりますので必ずお持ちください．接続等に関して不明な点がございましたら， 

お早めにご相談ください． 



 

9:30 開会の辞 

 

 

9:35 一般講演Ｉ                     座長：多田 克彦先生（岡山医療センター） 

11  妊娠初期の黄体出血と考えられた 1例 

   岡山市立市民病院 新家 朱理，小橋 勇二，根津 優子，桐野 智江，徳毛 敬三，平松 祐司 

12 母児の短期予後からみた警告出血のない前置胎盤症例の分娩時期の検討 

   岡山医療センター 吉田 瑞穂，多田 克彦，政廣 聡子，沖本 直輝，立石 洋子，熊澤 一真 

13 母体血胎児染色体検査（NIPT）の現状 

   岡山大学病院 早田 桂，大平 安希子，牧 尉太，谷 和祐，江口 武志，玉田 祥子，光井 崇，衛藤 英理子， 

増山 寿 

14  交通外傷により母体のみ救命できた Rh（D）陰性妊婦の一症例 

   福山市民病院 平野 友美加，青江 尚志，今福 紀章，春間 朋子 

 

 

10:20 一般講演Ⅱ                     座長：平野 由紀夫先生（岡山済生会総合病院） 

15 不育症女性に対するヘパリンカルシウム自己注射療法と肝機能異常についての検討 

   岡山大学病院 長谷川 徹，藤田 志保，久保 光太郎，酒本 あい，小谷 早葉子，鎌田 泰彦，中塚 幹也，増山 寿 

16 腹腔鏡下手術と抗菌薬の３剤併用療法を行った卵巣卵管膿瘍の１例 

   岡山済生会総合病院 秋定 幸，角南 華子，小池 浩文，関 典子，平野 由紀夫，坂口 幸吉，江尻 孝平 

17 当院で経験した，抗 NMDA受容体脳炎と成熟嚢胞性奇形腫を合併した３例 

   岡山赤十字病院 楠元 理恵，樫野 千明，渋川 昇平，片山 典子，佐々木 佳子，大村 由紀子，林 裕治 

18 当院における腹腔鏡下子宮全摘術(TLH)  

   岡山大学病院 久保 光太郎，松岡 敬典，依田 尚之，長谷川 徹，小川 千加子，酒本 あい，鎌田 泰彦， 

中村 圭一郎，増山 寿 

 

 

11:05 一般講演Ⅲ       座長：児玉 順一先生（広島市立広島市民病院） 

19 腹膜妊娠の疑いで腹腔鏡下腫瘤切除を施行したところ絨毛癌と判明した一例 

   広島市立広島市民病院 片山 陽介，三島 桜子，植田 麻衣子，原賀 順子，関野 和，依光 正枝，上野 尚子， 

    中西 美恵，石田 理，児玉 順一 

10 導入化学療法にて救命しえた心不全を伴う臨床的 PTTMと考えた進行子宮頸癌の一例 

   香川労災病院 木下 敏史，清水 美幸，大倉 磯治，川田 昭徳 

11 腹腔内出血を来した漿膜下子宮平滑筋肉腫の一例 

   福山医療センター 山本 梨沙，田中 梓菜，矢野 肇子，甲斐 憲治，早瀬 良二，山本 暖 

12 当院での遺伝性乳癌卵巣癌症候群診療への取り組み 

   岡山大学病院 小川 千加子，松原 侑子，依田 尚之，西條 昌之，松岡 敬典，西田 傑，中村 圭一郎，増山 寿 

 

 



 

11:45 昼食   

11:45-12:45 同門会役員会：3階 302会議室 

12:50-13:50 関連病院会議：3階 301会議室 

 

 

14:10 総会 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14:30 一般講演 IV     座長：山本 暖先生（福山医療センター） 

13 当院におけるメンタルヘルスケア，育児支援を目的とした多職種連携システムの試み（周産期トータルサポート） 

   広島市立広島市民病院 植田 麻衣子，上野 尚子，石田 理，三島 桜子，片山 陽介，原賀 順子，関野 和， 

 依光 正枝，中西 美恵，児玉 順一 

14 単独の総肺静脈還流異常症スクリーニングの試み 

   1) 赤堀病院，2) 橋本産婦人科医院，3) オークスマタニティクリニック，4) 井上医院，5) 丹羽病院， 

   6) 岡山医療センター 

   赤堀 洋一郎 1) ，橋本 一郎 2) ，楠目 智章 3) ，井上 誠司 4) ，丹羽 家泰 5) ，沖本 直輝 6) ，多田 克彦 6) 

15  緊急搬送を要する妊婦の県内施設内・間の情報共有に対する効果的・効率的なシステムの構築（OKAYAMA-Picss） 

  および検証について 

   1) 岡山大学病院，2) 岡山県医師会 医事紛争委員会 理事，3) 岡山県産婦人科医会 会長， 

   4) 岡山産科婦人科学会 会長 

   牧 尉太 1) ，早田 桂 1) ，大平 安希子 1) ，谷 和祐 1) ，玉田 祥子 1) ，江口 武志 1) ，光井 崇 1) ，衛藤 英理子 1) ， 

   田淵 和久 2) ，山崎 善久 3) ，平松 祐司 4) ，増山 寿 1) 

16 人工知能によるクラスタ分類を用いた産後大量出血時の血液凝固障害の特徴 

  1) 岡山医療センター，2）三宅おおふくクリニック 

  多田 克彦 1），宮木 康成 2），吉田 瑞穂 1），沖本 直輝 1），政廣 聡子 1），立石 洋子 1），熊澤 一真 1） 

 

15:15  教室の現況 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 産科・婦人科学教室 増山 寿先生 

 

15:50  岡山大学医学部産科婦人科学教室 開講 130周年記念講演  

        座長：増山 寿先生（岡山大学） 

   「IT技術と婦人科診療の未来」 

   京都大学医学研究科婦人科学産科学分野 教授 万代 昌紀先生 

 

16:50  閉会の辞 

 

16:55  写真撮影： 3階 コンベンションホール（東） 

 

17:30-19:30  同門会懇親会： ANAクラウンプラザホテル岡山 19階 スカイバンケット 宙 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会場案内＞ 

受付   ：3階 コンベンションホール 前 ホワイエ 

学術講演会・総会  ：3階 コンベンションホール (西) 

役員会   ：3階 302会議室 

関連病院会議  ：3階 301会議室 

託児所   ：4階 406会議室（9:00-17:00） 

写真撮影   ：3階 コンベンションホール (東) 

懇親会    ：ANAクラウンプラザホテル岡山 19階 スカイバンケット 宙 


