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第50回北陸産科婦人科学会
理事会、総会ならびに学術講演会
第50回北陸産科婦人科学会
会

会

長

吉田

好雄

期：令和４年６月11日（土）、６月12日（日）

開 催 地：福井県福井市
講演会場：ザ・グランユアーズフクイ
福井県福井市大手3丁目12-20
TEL 0776-24-3200
令和4年6月11日（土）ザ・グランユアーズフクイ「天山」+ WEB開催
開

会

の

辞：

（12：50～13：00）

一 般 演 題【優秀演題候補群①】【優秀演題候補群②】【第１群】
：

（13：00～14：50）

アフタヌーンセミナー：

（15：00～16：00）

一 般 演 題【第２群】
：

（16：10～18：00）

令和4年6月12日（日）ザ・グランユアーズフクイ WEB開催
理

会：

（８：00～８：30）

辞：

（８：50～９：00）

モーニングセミナー：

（９：00～10：00）

指 導 医 講 習 会：

（10：10～11：10）

ランチョンセミナー①：

（11：20～12：20）

総

会：

（12：40～13：10）

ランチョンセミナー②：

（13：30～14：30）

医 療 安 全 講 習 会：

（14：40～15：40）

閉

（15：40～15：50）

開

事
会

会

の

の

辞：
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〈会場案内図〉

ザ・グランユアーズフクイ

電 車 の 場 合：ＪＲ福井駅西口より約８分
飛行機の場合：小松空港より約50分（ＪＲ福井駅東口から空港連絡バス発着）
車 の 場 合：福井インターより約15分
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第50回北陸産科婦人科学会
理事会、総会ならびに学術講演会日程

令和４年６月11日（土）
ザ・グランユアーズフクイ
時

間

12：50〜13：00
13：00～14：50

会

次

第

会

場

天

山

開会の辞
一般演題【優秀演題候補群①】
【優秀演題候補群②】
【第１群】

+

15：00～16：00

アフタヌーンセミナー

16：10～18：00

一般演題【第２群】

WEB開催

令和４年６月12日（日）
ザ・グランユアーズフクイ
時

間

会

８：00～８：30

理事会

８：50～９：00

開会の辞

９：00～10：00

モーニングセミナー

10：10～11：10

指導医講習会

11：20～12：20

ランチョンセミナー①

12：40～13：10

総会

13：30～14：30

ランチョンセミナー②

14：40～15：40

医療安全講習会

15：40～15：50

閉会の辞

次

第

会

場

WEB開催
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ご

案

内

１．参加者へのご注意
・当日受付はザ・グランユアーズフクイ３Ｆにて行っております。
２．座長へのご注意
・座長はセッション開始10分前に次座長席へご着席下さい。
・プログラムに定められた時刻に、その群の講演等が終了するように時間厳守に
ご協力下さい。
３．一般演者へのご注意
・一般演題は全て口演発表です。講演時間は５分で質疑応答時間は２分です。
・講演終了１分前、終了時にベルでお知らせします。講演時間をお守り下さい。
・発表形式はPCプレゼンテーション（発表時間５分・動画不可）のみです。
・会場ではWindows10 PCのみ使用します。Macintoshの方はPCをお持ち込み下
さい。
・動画形式はmp4形式推奨（動画使用の場合は、念の為ご自身のPCをお持ち込み下
さい）
。発表は、Microsoft Power Point2019で動作ができるようにお願い致しま
す。接続コネクターはHDMI。画面比率は16:9推奨。発表者ツールは使用できません。
MacintoshにHDMIポートが装備されていない場合、変換機はご自身でお持ち込み
下さい。事務局からの貸し出しはございません。PCをお持ち込みされる場合は、電
源ケーブルもご持参下さい。
・発表予定の先生は、来場確認をいたしますので、発表30分前までに発表データ
の試写と受付をお済ませください。
４．開演に対する意見者へのご注意
・質問は必ずマイクをご使用下さい。発表は座長の指示に従って行い、所属、氏
名を述べた後、要領よく簡潔にご発言願います。
第50回北陸産科婦人科学会
事務局：福井大学医学部産科婦人科学教室
〒910-1193

福井県吉田郡永平寺町松岡下合月23-3

T E L：（0776）61-8392
F A X：（0776）61-8117
e-mail：obgyn@med.u-fukui.ac.jp
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第50回北陸産科婦人科学会
学術講演会プログラム
会

長

吉田

好雄

会

期

令和４年６月11日（土）、６月12日（日）

会

場

ザ・ユアーズホテルフクイ

――６月11日（土）――
開会の辞（12：50～13：50）

第50回 北陸産科婦人科学会 会長

一般演題【優秀演題候補群①】
（13：00～13：40）１〜３

座長 福井大学

川村

吉田

好雄

裕士先生

１．摘出に難渋した骨盤後腹膜発生巨大solitary fibrous tumorの一例
金沢大学
横田 貴子、松本多圭夫、松岡
歩、山本
恵、成之坊果代、
竹田 初美、中山みどり、岩垂 純平、水本 泰成、藤原
浩
２．当院にて行っているHPV感染における疫学研究の経過報告
金沢医科大学 産科婦人科学
佐伯 吉彦、髙田さくら子、山之内 僚、島田
菫、坂本 人一、
柴田 健雄、藤田 智子、高倉 正博、高木 弘明、笹川 寿之
３．遅発型妊娠高血圧腎症における尿蛋白/クレアチニン比と臨床経過の検討
黒部市民病院 産婦人科１）
富山大学附属病院 産婦人科２）
荒木 左諭１）、布村 晴香１）、才津 義亮１）、 結城 浩良１）、
八十島邦昭１）、日高 隆雄１）、中島 彰俊２）
一般演題【優秀演題候補群②】
（13：40～14：15）４〜６

座長 福井大学

髙橋

望先生

４．2nd trimesterより周産期管理を行った胎児骨形成不全症Ⅱ型の１例
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科１）
総合周産期母子医療センター２）
斎藤多佳子１）、山脇
芳１）、大桃 俊幸１）、菖野悠里子１）、
１）
菅井 駿也 、山本 寛人１）、宗岡 清香１）、須田 一暁１）、
島
英里１）、五日市美奈１）、生野 寿史１）、西島 浩二２）
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５．新型コロナウイルス流行下における面会制限が妊産婦のメンタルヘルスに
与える影響
福井大学医学部附属病院 産科婦人科１）
舞鶴共済病院 産科婦人科２）
工藤
渉２）、坂野 陽通２）、伊藤 太郎２）、川村 裕士１）、
井上 大輔１）、髙橋
望１）、折坂
誠１）、吉田 好雄１）
６．帝王切開瘢痕症候群の症例集積研究
恵寿総合病院 産婦人科
佐藤 友美、新井 隆成、宮田

康一、安田

一般演題【第１群】
（14：15～14：50）７〜９

座長

豊

新潟大学

生野

寿史先生

７．妊娠29週で新型コロナウイルスに罹患、自宅隔離中に前期破水した一例
福井県立病院 産婦人科
中森あかり、荒木 皓光、野村 学史、桝本 咲子、髙橋
仁、
小林 寛人、堀
芳秋、加藤じゅん、田中 政彰
８．COVID-19感染/疑似症妊婦の分娩経験
富山県立中央病院 産婦人科
松田美智子、炭谷 崇義
９．絨毛膜羊膜炎が原因と考えられた子宮内胎児死亡の１例
恵寿総合病院
加藤 彰悟、安田
豊、上田 善道、尾山 量子、宮田
新井 隆成

康一、

アフタヌーンセミナー（15：00～16：00）

座長 富山大学 産科婦人科学 教授 中島 彰俊先生
「月経前症候群の診断と治療」
公立丹南病院 産婦人科 科長 知野 陽子先生

共催：大塚製薬
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一般演題【第２群】
（16：10～16：50）10〜12

座長

富山大学

島

10．当科におけるジノプロストン腟用剤の使用効果の検討
福井大学医学部附属病院
山内 諒子、白藤
文、川村 裕士、平田 悠起、黒田
伊左治柚子、藤田 将行、清水可奈子、井上 大輔、髙橋
宮﨑有美子、玉村 千代、津吉 秀昭、品川 明子、折坂
黒川 哲司、吉田 好雄

友子先生

裕子、
望、
誠、

11．臍帯卵膜付着に臍帯下垂を合併した２例
新潟市民病院 産婦人科
小川裕太郎、倉林
工、柳瀬
徹、田村 正毅、常木郁之輔、
森川 香子、上村 直美、小林 琢也、登内恵里子
12．片頭痛発作増悪を契機に閉塞性水頭症が発覚した１例
福井愛育病院 産婦人科
佐々木晴菜、加藤 正隆、波々伯部隆紀、岡
一般演題【第２群】
（16：50～17：25）13〜15

座長

秀明、鈴木

金沢医科大学

13．出生後に高位鎖肛を指摘されたVACTERL連合の１例
新潟大学医歯学総合病院 産婦人科１）
総合周産期母子医療センター２）
相田 桃奈１）、五日市美奈１）、斎藤多佳子１）、大桃
菖野悠里子１）、菅井 駿也１）、山本 寛人１）、宗岡
山脇
芳１）、島
英里１）、須田 一暁１）、生野
関根 正幸１）、西島 浩二２）

柴田

秀文

健雄先生

俊幸１）、
清香１）、
寿史１）、

14．トロンボモジュリンが子宮型羊水塞栓症によるDICに有効であったと思われ
た１例
富山大学 産科婦人科教室
松井
望、津田さやか、山﨑 優衣、伊藤 実香、谷
英理、
生水 貫人、新居 絵理、米田 徳子、塩﨑 有宏、中島 彰俊、
米田
哲
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15．既往婦人科手術により移植された卵巣組織由来腹壁悪性腫瘍の一例
国立病院機構 金沢医療センター 産婦人科
加戸 太陸、石丸 美保、野島 俊二
一般演題【第２群】
（17：25～18：00）16〜18

座長

金沢大学

水本

16．子宮頸部明細胞癌に組織内照射併用腔内照射を施行した１例
富山大学産科婦人科
椎名 咲衣、安田 一平、竹内麻優子、生水 貫人、森田
伊東 雅美、竹村 京子、島
友子、中島 彰俊

泰成先生

恵子、

17．子宮頸癌、CIN2/3および尖圭コンジローマ合併妊婦の管理法の検討
金沢医科大学病院 産科婦人科学
髙田さくら子、柴田 健雄、藤田 智子、髙田
笑、山之内
髙木 弘明、笹川 寿之

僚、

18．授乳期に乳腺炎を繰り返し断乳後に進行乳癌と診断された一例
坂井市立三国病院
塚尾 麻由、加藤 栄一、加藤 優里

――６月12日（日）――
理 事 会（８：00～８：30）
開会の辞（８：50～９：00）

第46回 北陸産科婦人科学会 会長

吉田

好雄

モーニングセミナー（９：00～10：00）

座長 金沢医科大学 産科婦人科学 教授 笹川 寿之先生
「進行・再発卵巣癌に対する維持化学療法の使い分けと使い合わせ」

川崎医科大学 産科婦人科学 教授 本郷 淳司先生

共催：中外製薬
指導医講習会（10：10～11：10）

座長 福井大学医学部 産科婦人科学 教授 吉田 好雄先生
「医療の質とチーム医療」

福井大学 感染症学 教授 酒巻 一平先生
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ランチョンセミナー①（11：20～12：20）

座長 新潟大学医歯学系 特任教授 榎本 隆之先生
「PARPi eraにおける卵巣癌治療のグレーゾーンを考える
～Guideline Surfingを用いて～」

福島県立医科大学 産科・婦人科学講座 教授 添田
周先生

共催：武田薬品
総

会（12：40～13：10）

ランチョンセミナー②（13：30～14：30）

座長 金沢大学 産科婦人科学 教授 藤原
浩先生
「PARP inhibitors～臨床現場の悩みと疑問に答える～」

島根大学 産科婦人科学 教授 京
哲先生

共催：アストラゼネカ・MSD
医療安全講習会（14：40～15：40）

座長 福井大学 産科婦人科学 講師 折坂
誠先生
「コロナ禍でも変わらぬ医療安全の取り組みと心理的安全性の高め方」

福井大学 医療安全管理部 教授 森岡 浩一先生
閉会の辞（15：40～15：50）

第46回 北陸産科婦人科学会 会長

吉田

好雄
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