
ポスター・展示会場　地下 1階　「イベントラボ」

一般演題（ポスター）「�思春期」
P-001．�若年期から妊娠，分娩をへて長期間骨量管理を行っているターナー症候群の一例

北海道大学病院婦人科
小林　範子

P-002．�Turner 症候群女性における骨密度
大阪大学　医学部　医学研究科　産科婦人科学講座
粕谷香南子

P-003．�一卵性双生児に発症した処女膜閉鎖症
大阪医療センター
小椋　恵利

P-004．�若年で陰唇・腟癒着症を繰り返しその後造腟術を施行した一例
大阪医科薬科大学
宮本　聖愛

P-005．�女性アスリート外来の現状
三楽病院　産婦人科
糟谷　美律

P-006．�無月経アスリートにおけるTA-EDQを用いた摂食障害のリスクの検討
東京大学　医学部附属病院　女性診療科
宇津野　　彩

P-007．�女性アスリートに対する連続投与可能な低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬投与による治療効果と副作
用の推移

順天堂大学　産婦人科
北村　絵里

P-008．�輸血を要した思春期異常子宮出血に対し，LEPで再発予防を行った 2症例
市立伊丹病院　産婦人科
福井　　薫

P-009．�3 歳女児の感染経路不明な性器クラミジア感染症
佐賀県医療センター好生館　産婦人科
八並　直子

P-010．�子宮鏡での観察が有効であった 5歳女児の腟内異物除去術の一例
市立豊中病院
高橋　良子

P-011．�産婦人科診療所である当院における 10 代女性患者の検討
久松マタニティークリニック　産婦人科
久松　武志

P-012．�大学入学者を対象とした月経に関するアンケート調査
長崎大学病院　産科婦人科
宮下　紀子

P-013．�急性門脈血栓症を合併した器質性過多月経に対し，レルゴリクスが有用であった 1例
岡山済生会総合病院　初期研修医
井口　京介
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一般演題（ポスター）「�性成熟期」
P-014．�血液疾患合併の過多月経に対してMEAが有効であった三例

大阪市立総合医療センター
長辻真樹子

P-015．�難治性の月経痛にコルヒチンが著効した 1症例
宮崎大学医学部附属病院　産婦人科／宮崎大学医学部附属病院　遺伝カウンセリング部
丸山るり子

P-016．�月経痛及び PMS症状に関連する生活習慣及び栄養摂取状況の検討
順天堂大学　医学研究科
奈良岡佑南

P-017．�器質性月経困難症の治療選択について
藤沢女性のクリニックもんま
門間　美佳

P-018．�月経前症候群に対して小建中湯（TJ-99）が奏功した症例の検討
土浦協同病院
松岡　竜也

P-019．�苓桂朮甘湯が奏功した月経前症候群の 1例
名寄市立総合病院　産婦人科
竹内　　肇

P-020．�当院における早発卵巣不全の骨粗鬆症 3例に対するDXAによる骨密度の評価と早期管理について
聖マリアンナ医科大学　産婦人科学
澤田　紫乃

P-021．�当科における月経困難症に対する LEP製剤連続投与の検討
長崎大学　産婦人科
梶村　　慈

P-022．�低用量エストロゲン・プロゲスチン配合薬の静脈血栓症リスクと年齢・体重・血圧の関連性
愛知医科大学　産婦人科
岡本　宜士

P-023．�胎盤ポリープに対して周期的エストロゲン・プロゲスチン配合薬（EP）投与による待機療法で自然排出に
至った症例の検討

鹿児島大学　医学部　産科婦人科
崎濱　ミカ

P-024．�周産期における骨盤底リハビリテーションが著効した 3症例
島根大学　産科婦人科学教室
皆本　敏子

P-025．�特定妊婦における産後うつ病のリスクについての検討
洛和会音羽病院
下園　寛子

P-026．�聴覚障害を有する中国人夫婦の妊娠・出産の 1例
箕面市立病院　産婦人科
山森　大地

P-027．�外陰部に限局した血管性浮腫の一例
ライフ・エクステンション研究所附属　永寿総合病院
小田　英之

P-028．�子宮全摘術後に発症した Lipschutz 潰瘍の 1例
武蔵野赤十字病院
佐藤友里恵
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P-029．�タモキシフェン内服により発症した子宮内膜病変の検討
杏林大学医学部産科婦人科
中野　紗弓

P-030．�年齢不相応の骨密度低下をきっかけに診断された多発性骨髄腫の一例
自治医科大学　産科婦人科
香川　景子

P-031．�TruClear システムとレゼクトスコープを使用した子宮鏡下内膜ポリープ摘出術後経過の比較検討－患者アン
ケート調査より－

順天堂大学医学部産婦人科／メディカルパーク横浜
陣内　理子

P-032．�子宮内腫瘤性病変に対しTCR術後にAPAM，類内膜腺癌と診断された 5症例についての検討
JR東京総合病院
松浦　宏美

P-033．�レルゴリクスの術前使用経験～効果・副作用から投与の適正期間を考える
函館五稜郭病院　産婦人科
福中　香織

P-034．�子宮筋腫術前にBRCA2 変異保持が判明し，腹式子宮全摘術（TAH）と卵管摘出術（RRS）で卵巣を温存し
た 1症例

帝京大学　医学部附属病院　産婦人科
紀平　　力

P-035．�当院での子宮筋腫に対するレルゴリクス錠の使用経験
東京慈恵会医科大学�産婦人科学講座
富田　圭祐

P-036．�子宮動脈塞栓術後に高度石灰化した子宮筋腫により腟瘻孔を生じた 1例
市立豊中病院
池田　佳代

P-037．�稀少部位子宮内膜症の 3例
岡山市立市民病院
徳毛　敬三

P-038．�月経痛・子宮内膜症専門外来を受診した患者の背景と画像検査結果
富山県立中央病院
草開　友理

P-039．�いつジェノゲストの内服を中止すれば閉経するか
東京大学医学部附属病院
上原　真里

P-040．�帝王切開術後に生じた腹壁子宮内膜症の一例
独立行政法人　国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター
木山　泰之

P-041．�ジエノゲスト投与患者における骨密度の変化について
青梅市立総合病院　産婦人科
小泉弥生子

P-042．�傍大動脈リンパ節に生じた希少部位子宮内膜症の一例
青梅市立総合病院
栗原　大地

P-043．�当院における稀少部位子宮内膜症の 5例
都立大塚病院
櫻井　香織
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P-044．�受診から診断，治療まで 6年半を要した腹壁子宮内膜症の 1例
東京衛生アドベンチスト病院　産婦人科
高野　恭平

P-045．�ホルモン療法で長期管理した月経随伴性気胸の 7例
長崎大学　産婦人科／長崎みなとメディカルセンター　産婦人科
佐藤　千明

P-046．�肝臓MRI での肝表面の出血性病変が診断の契機となった肝臓子宮内膜症
徳島赤十字病院　産婦人科
松井寿美佳

P-047．�子宮内膜症性嚢胞と卵巣悪性腫瘍の鑑別診断におけるHE4 の有用性について
市立豊中病院
横井恵理子

P-048．�ワクチン接種の意思決定時における「同調効果」：HPVワクチンと新型コロナウイルスワクチンの比較
大阪大学大学院　医学系研究科　産科学婦人科学
八木　麻未

P-049．�積極的勧奨差し控え下でもHPVワクチンの浸透は可能か
つばきウイメンズクリニック
鵜久森夏世

P-050．�癌診断時に子宮内避妊具を認め，治療方針に影響を及ぼした 1例
市立吹田市民病院　産婦人科
安井　悠里

P-051．�子宮体癌における受診契機となった臨床症状についての検討
宮崎大学　医学部　産婦人科
川越　靖之

P-052．�子宮内膜増殖症における内膜病理組織診の有用性について
府中市民病院
牧野　郁子

P-053．�卵巣嚢腫茎捻転の術前超音波検査で卵胞を認めた部位周辺を温存することで卵巣機能を保つことができた一例
奈良県総合医療センター
村上　　暉

P-054．�Ovarian�Remnant�Sydrome が疑われた両側付属器切除術後の不正性器出血の一例
東京大学　産婦人科／Family�Medical�Practice�HCMC
秋野　なな

P-055．�卵巣腫大を契機に，機能性FSH産生下垂体腫瘍の診断に至った一例
広島大学病院�産科婦人科
寺岡　有子

P-056．�卵巣成熟奇形腫を伴う抗NMDA受容体脳炎に対して腹腔鏡下手術を行い劇的に改善の見られた 1例
草津総合病院　産婦人科
藤城　直宣

P-057．�卵巣がん検診の有用性と限界の後方視的検討
山口県立総合医療センター
讃井　裕美

P-058．�LEP またはDNG内服中に発見された乳癌 5症例の後方視的検討
徳島大学　産科婦人科
河北　貴子

P-059．�当科における閉経前がん患者への術後診療の実際
越谷市立病院産婦人科
糸賀　知子
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P-060．�子宮頸がん治療に伴う外科的閉経がQOL（quality�of�life）および感情に及ぼす影響に関する検討
鹿児島大学　医学部　産科婦人科
唐木田智子

P-061．�子宮体がんサバイバーの内臓脂肪量変化の検討
浜松医科大学産婦人科学講座
成味　　恵

P-062．�婦人科がん治療後骨量管理の現状
宮城県立がんセンター　婦人科
大友　圭子

P-063．�婦人科がん患者に対する化学療法中の疲労感評価におけるライフログの有用性
京都大学大学院　医学研究科　婦人科産科学
東山　希実

P-064．�当院におけるAYA世代の妊孕性温存に苦慮した婦人科症例
武蔵野赤十字病院
高野みずき

P-065．�高用量黄体ホルモン療法によって長期生存をなしえている子宮体癌 4B期の 1例
兵庫県立がんセンター
中澤　浩志

P-066．�子宮頸癌術後患者における PHQ-9 と更年期症状の関連について
慶應義塾大学　医学部　産婦人科
大野あゆみ

P-067．�MEA後に難治性の PIDを発症した 2症例
鳥取大学
佐藤　絵理

P-068．�市中症例の生殖器分泌物より分離された薬剤耐性菌の動向調査
愛知医科大学　医学部　産婦人科学講座
野口　靖之

P-069．�子宮内避妊具長期留置とESBL 産生大腸菌による骨盤腹膜炎の 1例
中部ろうさい病院　産婦人科
関谷　敦史

P-070．�バルトリン腺膿瘍穿刺後に敗血症性ショックを発症した 1例
湘南鎌倉総合病院　産婦人科
福田　貴則

P-071．�CTガイド下ドレナージが奏功した子宮内避妊器具装着歴のない放線菌感染による骨盤内膿瘍の 1例
神戸市立　西神戸医療センター　産婦人科
夏山　貴博

P-072．�基礎疾患なく発症した子宮留嚢腫穿孔による汎発性腹膜炎の 1例
山口県立総合医療センター
讃井　裕美

P-073．�非邦人における帝王切開術後Mycoplasma.�hominis 感染症の 3症例
東京ベイ　浦安市川医療センター　産婦人科
小倉　慎司

P-074．�1 年半後の検診でレボノルゲストレル放出子宮内システムの筋層内迷入を認めた 1例
霞ヶ浦医療センター　産婦人科
坂中　都子
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P-075．�ジエノゲストによる治療例の出血対策として子宮内黄体ホルモン放出システム（LNG-IUS）併用が有効で
あった 2例

総合病院　厚生中央病院　産婦人科
中島　怜美

P-076．�当院での子宮内黄体ホルモン放出システム 42 例の使用経験
東邦大学医療センター　大橋病院　産婦人科
高橋　怜奈

P-077．�当科で経験したOC/LEP 関連血栓症の 6例
NTT東日本札幌病院
寺本　瑞絵

P-078．�外傷性外陰部血腫に対する粘膜面開窓ドレナージ法による治療を行った一例
大阪急性期・総合医療センター　産婦人科
栗谷　佳宏

P-079．�頭部挙上運動における腹直筋間距離の変化と腰部骨盤帯痛との関連性
医療法人社団　大和会　多摩川病院
藤井　信濃

P-080．�慢性外陰痛および難治性有痛性GSMに対する五積散の有用性
獨協医科大学　産婦人科
鈴木　紫穂

P-081．�当院における人工妊娠中絶の背景と術後避妊の検討
久我山病院　産婦人科／杏林大学医学部　産科婦人科学教室
伊藤　路奈

P-082．�当院における産褥うつ病の発症とCOVID-19 拡大の関連について
香川大学　医学部　母子科学講座周産期学婦人科学
新田絵美子

P-083．�腹腔鏡下子宮全摘術における経腹回収時の切開創の部位について
広島市立広島市民病院
植田麻衣子

P-084．�当院におけるエジンバラ産後うつ病質問票の有効性の要因の検討
町田市民病院　産婦人科
山下　由佳

P-085．�2 回自然妊娠し 2回帝王切開にて生児を得た obstructed�hemivagina�and�ipsilateral�real�anomaly（OHVIRA）
症候群の一例

磐田市立総合病院
勝又　佳菜

P-086．�風疹ワクチン接種歴と風疹抗体価の検討
白子ウィメンズホスピタル
二井　章太

P-087．�多職種連携により症状が改善した妊娠・授乳関連骨粗鬆症の 1例
横浜市立大学附属市民総合医療センター　婦人科
古賀　絵理

P-088．�産後 2か月にMRI で診断した，キアリ奇形 1型による頭痛
明石医療センター　産婦人科
山崎　　亮

P-089．�手動真空吸引法を使用し完全手術しえた胞状奇胎の 2例
立正佼成会附属佼成病院　産婦人科
三沢　昭彦
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P-090．�不妊治療終了後における婦人科疾患の定期フォローは重要である～ポストコンセプション・ケアの必要性につ
いて

杏林大学　医学部　産科婦人科学教室
片山　紗弥

P-091．�薬剤師を対象とした“女性医学”教育の課題と展望
NPO法人HAP（HealthyAgingProjectsForWomen）
若林由香子

P-092．�妊婦を対象とした桑の葉青汁の長期継続摂取による腸内環境への影響
株式会社ナチュラルサイエンス
藤浪　未沙

P-093．�当院における無症候妊婦へのCOVID-19�PCR スクリーニング検査に関する意識調査
東京北医療センター
宮川理華子

P-094．�母子の健康向上に寄与する情報発信手法の開発
大阪大学大学院　医学系研究科　社会医学講座　環境医学
池田さやか

P-095．�新型コロナウイルス感染症対策下における女性の受診行動とヘルスケアの課題
奈良大学　社会学部　総合社会学科／奈良県立医科大学　産婦人科
島本太香子

P-096．�OHSS 様の卵巣腫大を繰り返しFSH産生下垂体腫瘍が疑われた 1例
岐阜大学医学部附属病院　産婦人科
森　　美奈子

P-097．�妊娠後期に性器出血を契機に診断されたOHVIRA症候群の 1例
東京女子医科大学東医療センター　産婦人科
河野　智穂

P-098．�当院の妊婦における新型コロナウィルス抗体検査に関する検討
総合病院　厚生中央病院　産婦人科
松田　美保

P-099．�新型コロナウィルス感染症の流行が妊産婦に与える精神的ストレスの影響について－当院での調査を中心に―
立正佼成会附属佼成病院
宮崎　典子

P-100．�手動真空吸引法を使用し管理した胞状奇胎の 3例
伊勢原協同病院　産婦人科
大沢　草宣

P-101．�ジエノゲストの長期投与例に対する骨量管理についての検討
徳島大学　産科婦人科
門田　友里

P-102．�新型コロナウイルス禍における妊婦の感情気分の実態調査
医療法人　定生会　谷口病院
鈴木　史明

P-103．�産婦人科外来における日本語を母国語としない外国人受診者に対する対応
獨協医科大学
添田わかな

P-104．�妊娠 25 週で重症化したCOVID-19 に対し集学的母児管理により救命しえた 1例
京都府立医科大学大学院　女性生涯医科学
青山　幸平
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P-105．�妊娠 21 週に高トリグリセライド血症で発症したと思われる急性膵炎の一例
さいたま赤十字病院　産婦人科
石田　博美

P-106．�新環境下での働き方と女性の健康に関する調査
一般社団法人女性の健康とメノポーズ協会
三羽　良枝

P-107．�骨粗鬆症を伴う体重減少性無月経で生児を得ることができた 1例
長崎大学病院産婦人科
久本　菜美

P-108．�外来子宮鏡検査の有用性
大分医療センター　婦人科
岡田さおり

P-109．�当院婦人科で手術を行った外国人患者の説明に関する状況
国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　産婦人科
高本　真弥

一般演題（ポスター）「�更年期」
P-110．�日本人女性の大豆食品摂取習慣と更年期に見られるほてりとの関連

群馬パース大学　大学院
小林亜由美

P-111．�更年期女性不眠症患者における不眠症治療薬レンボレキサントの有効性と安全性：第 3相試験部分集団解析
Eisai�Inc.,�USA
Margaret�Moline

P-112．�女性および男性不眠症患者における不眠症治療薬レンボレキサントの有効性と安全性：第 3相試験統合解析
Eisai�Inc.,�USA
Margaret�Moline

P-113．�健診機関を受診した健常女性の中の腹圧性尿失禁患者の実態調査と出産回数，閉経との関係
にしくまもと病院／熊本健康管理センター
石井　雅子

P-114．�非アルコール性脂肪性肝疾患（nonalcoholic�fatty�liver�disease；NAFLD）と閉経の関連性
弘前大学医学部附属病院
飯野　香理

P-115．�閉経後に卵子提供で妊娠成立し，妊娠 25 週で臍帯脱出に至った一例
大阪市立総合医療センター　総合周産期母子医療センター　産科
小松　摩耶

P-116．�逃げ込み療法終了後の大量出血を契機に発症した急性期脳梗塞の 1例
箕面市立病院　産婦人科
中島　文香

一般演題（ポスター）「�老年期」
P-117．�当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術の導入および検討

富士市立中央病院　産婦人科
矢田　大輔

P-118．�鎖肛術後に骨盤臓器脱に対してTLHを施行した 1例
稲城市立病院
黒田　由香
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P-119．�閉経前女性に生じた骨盤臓器脱に対する手術方法　腹腔鏡下仙骨子宮靭帯固定術について
越谷市立病院　産婦人科
西岡　暢子

P-120．�腟閉鎖術により水尿管症が改善した完全子宮脱の一例
稲城市立病院　産婦人科
南木　佳子

P-121．�骨盤臓器脱に対して腟式両側仙棘靱帯固定術でCapio�Sutures を用いた一例
東京医科大学　産科婦人科学分野
味村　嵩之

P-122．�Milex ペッサリー使用の検討
越谷市立病院
青木　志保

P-123．�骨盤臓器脱と腹圧性尿失禁に対し，ロボット支援下仙骨腟固定術とTOT手術を同時に施行した症例
独立行政法人国立病院機構　京都医療センター　産科婦人科
安彦　　郁

P-124．�骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の治療成績
徳島大学　医学部　産科婦人科
吉田加奈子

P-125．�帝王切開瘢痕部の瘻孔により生じた膀胱子宮窩腹膜下の月経血貯留による難治性頻尿の一例
亀田総合病院　産婦人科
大塚伊佐夫

P-126．�更年期女性の尿漏れ対処用パッド内環境と主観評価
倉敷第一病院
赤井美智代

P-127．�陰唇癒着症の再発に対して再癒着防止目的に植皮を行った 1例
福岡県済生会福岡総合病院　婦人科
山道　力子

P-128．�腟前庭部全面を覆う陰唇癒着症に対し Z形成術を連続で用いる事により再発予防効果を認めた一例
愛仁会千船病院　産婦人科
田島史保子

P-129．�骨盤臓器脱に対する腟式子宮全摘および前後腟壁形成術後に病理検査で子宮体癌と診断された一例
磐田市立総合病院　産婦人科
近藤　有紀

P-130．�腹腔鏡下仙骨腟固定術後 4×2cm大の左卵巣が茎捻転を繰り返した 1例
箕面市立病院
大武　慧子

P-131．�診断と治療に苦慮した高齢婦人の子宮内膜増殖症と卵巣顆粒膜細胞腫の一例
中通総合病院　産婦人科
利部　徳子

一般演題（ポスター）「�研究」
P-132．�子宮内膜の老化マーカーとなる遺伝子群の同定

国家公務員共済組合連合会　浜の町病院
河村　英彦

P-133．�食品由来イソフラボンサプリメントは血管内皮接着分子発現および単球接着を抑制する
京都府立医科大学　大学院医学研究科
大谷　真弘
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P-134．�子宮内膜症発症過程における抗炎症物質の効果―モデルマウス系での解析―
愛知医科大学　産婦人科学教室
石川　綾華

P-135．�エストロゲンレベル低下が更年期女性と産褥女性の愁訴に与える影響の比較
東京歯科大学市川総合病院　産婦人科／慈誠会病院
田島　　恵

P-136．�閉経後のエストロゲン欠乏下における腟断端細胞診の精度向上に関する検討
山梨大学　医学部　産婦人科
中込　彰子

P-137．�やせ妊婦の妊娠前BMI は周産期予後に影響する
浜松医科大学　産婦人科
松本　雅子

P-138．�指定成分含有食品（プエラリア・ミリフィカ等）の商品レビューを用いた健康被害発生率推定の試み
国立保健医療科学院国際協力研究部
川島　知子

P-139．�成人女性の行動変容ステージモデルに基づく運動実施状況の把握と健康問題との関連
山口大学国際総合科学部
上田真寿美
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