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邦論文 市立病院産婦人科統合運用による広域母子医療センター化に伴う地域の産婦人科救
急搬送の変化
　福井温、松岡哲也、荻田和秀、光田信明、長松正章、森重健一郎、木村正
　日本周産期・新生児医学会雑誌 48（4）：922-927, 2013.01

小腸原発転移性卵巣腫瘍の1例
　竹田満寿美、宮武崇、高岡幸、岡澤美佳、橋本洋之、横井猛、井阪茂之、
　長松正章
　日本婦人科腫瘍学会雑誌 31（3）：583-588,2013

脳転移に対し外科的治療が有効であった卵巣明細胞腺癌の1例
　高岡幸、橋本洋之、徳川睦美、竹田満寿美、宮武崇、横井猛、井阪茂之、
　長松正章
　日本婦人科腫瘍学会雑誌 31（3）：589-594,2013

当院における胎児期水頭症の診断と予後の検討
　松原尚子、山田成利、伊東裕子、伴健二、紺谷佳代、岡垣篤彦、山崎麻美、
　巽啓司
　日本周産期新生児医学会雑誌 49（3）：980-984,2013.09

早期診断に細胞診が有用であった微小浸潤子宮頸部明細胞腺癌の1例
　紺谷佳代、田中浩彦、鳥谷部邦明、岩見州一郎、谷口晴記
　日本臨床細胞学会雑誌 52（6）：557-561,2013.11
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2013/2/1 第2回大阪大学産婦人科関連病院内視鏡研究会　吹田
　・腹腔鏡下手術における合併症を防ぐための工夫
　　横井猛

2013/2/3 第13回近畿産婦人科内視鏡手術研究会　大阪
　・広間膜内筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術（ＴＬＨ）の1例
　　横井猛、智多昌哉、西川愛子、高岡幸、徳川睦美、竹田満寿美、宮武崇、
　　三村真由子、橋本洋之、井阪茂之、長松正章
　
　・腹腔鏡下子宮筋腫核出におけるダグラス窩を経由した筋腫回収の工夫
　　宮武崇、横井猛、智多昌哉、西川愛子、高岡幸、徳川睦美、竹田満寿美、
　　三村真由子、橋本洋之、井阪茂之、長松正章

2013/2/16 第7（泉州）ブロック　女性医師支援シンポジウム　泉大津
　・市立貝塚病院女性医師支援について
　　長松正章

2013/2/23 第27回大阪温知会総会  大阪
　・最近5年間の重複癌の臨床的検討
　　岩見州一郎、松原尚子、種田健司、紺谷佳代、伊東裕子、伴健二、山田成利、
　　岡垣篤彦、巽啓司

2013/3/23 第8回泉州広域母子医療センター症例検討会　泉佐野
　・産科出血と輸血療法～当院で経験した産科出血症例～
　　海野ひかり
　
　・陣痛発来にて救急搬送になった胞状奇胎の1例
　　山﨑瑠璃子

　・腹壁ヘルニアを伴った巨大卵巣腫瘍の1例
　　西川愛子

　・卵巣腫瘍の疑いで紹介となった筋腫核出後子宮動静脈瘻の1例
　　智多昌哉

2013/5/10
　　　～12

第65回日本産科婦人科学会学術講演会　2013年5月 札幌
　・緩和治療におけるIVR（Interventional radiology）の有用性について
　　竹田満寿美、橋本洋之、海野ひかり、山﨑瑠璃子、梶本恵津子、釣谷香揚子、
　　宮武崇、三村真由子、横井猛、井阪茂之、荻田和秀、長松正章

　・婦人科手術における傍大動脈リンパ節廓清術後のイレウスに関する検討
　　梶本恵美子、橋本洋之、海野ひかり、山﨑瑠璃子、竹田満寿美、宮武崇、
　　三村真由子、井阪茂之、横井猛、荻田和秀、長松正章

　・当院における腟式子宮全摘術と腹腔鏡下子宮全摘術・腹腔鏡補助下腟式
　　子宮全摘術での手術侵襲に対する比較検討
　　海野ひかり、橋本洋之、山﨑瑠璃子、梶本恵津子、竹田満寿美、釣谷香揚子、
　　宮武崇、三村真由子、横井猛、井阪茂之、荻田和秀、長松正章

　・tracheletomy後、2回目の妊娠管理を要した1症例
　　吉田晋、智多昌哉、西川愛子、高岡幸、徳川睦美、後藤摩耶子、佐藤敦、
　　福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、横井猛

　・当センターにおける過去5年間の子宮腔内への止血バルーン使用症例22症例
　　の検討
　　智多昌哉、西川愛子、高岡幸、徳川睦美、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、
　　鹿戸佳代子、福井温、長松正章、荻田和秀

国内学会



2013年　実績
　・当センターにおける過去5年間の子宮内胎児死亡症例30例の検討
　　高岡幸、西川愛子、智多昌哉、徳川睦美、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、
　　鹿戸佳代子、福井温、長松正章、荻田和秀

　・当院における帝王切開時の止血縫合の検討
　　徳川睦美、佐藤敦、西川愛子、智多昌哉、高岡幸、吉田晋、福井温、
　　鹿戸佳代子、横井猛、長松正章、荻田和秀

　・当施設における分娩後の胎盤遺残28例を用いた予測因子の検討
　　直居裕和、荻田和秀、熊澤恵一、西川愛子、吉田晋、福井温、佐藤敦、
　　鹿戸佳代子、木村正

2013/5/15 市民公開講座　貝塚
　・みんなに知ってほしい「卵子の老化」
　　井阪茂之

2013/6/15
　　　～16

第128回近畿産科婦人科学会学術集会　滋賀
　・陣痛発来にて救急搬送された胞状奇胎の1例
　　山﨑瑠璃子、佐藤敦、海野ひかり、梶本恵津子、後藤摩耶子、吉田晋、
　　鹿戸佳代子、福井温、井阪茂之、横井猛、長松正章、荻田和秀

　・子宮筋腫核出術後の子宮動脈瘻の1例
　　智多昌哉、西川愛子、徳川睦美、高岡幸、竹田満寿美、宮武崇、三村真由子、
　　橋本洋之、井阪茂之、荻田和秀、横井猛、長松正章

　・ＩＶＦ後に内膜症性嚢胞への感染を来した重症骨盤腹膜炎の1例
　　西川愛子、智多昌哉、徳川睦美、高岡幸、竹田満寿美、宮武崇、三村真由子、
　　橋本洋之、井阪茂之、荻田和秀、横井猛、長松正章

　・帝王切開時に行った止血縫合後の予後
　　梶本恵津子、海野ひかり、山﨑瑠璃子、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、
　　福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、井阪茂之、横井猛、長松正章

　・妊娠中期に自然流産に至った慢性早剥の2例
　　高岡幸、西川愛子、智多昌哉、徳川睦美、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、
　　鹿戸佳代子、福井温、長松正章、荻田和秀

　・当センターでの2012年度の産婦人科症例における輸血の検討
　　海野ひかり、後藤摩耶子、山﨑瑠璃子、梶本恵津子、吉田晋、佐藤敦、
　　鹿戸佳代子、福井温、井阪茂之、横井猛、長松正章、荻田和秀

　・乳腺転移を認めた卵巣癌の1例
　　田中稔恵、伴健二、松原尚子、種田健司、伊東裕子、紺谷佳代、岩見州一郎、
　　山田成利、岡垣篤彦、巽啓司

2013/7/6 第3回泉州がん医療フォーラム　貝塚
　・子宮頸がんを予防するために
　　横井猛

2013/7/9 Endometriosisネットフォーラム　泉佐野
　・子宮内膜症の手術療法について
　　横井猛



2013年　実績
2013/7/14
　　　～16

第49回日本周産期・新生児医学会学術集会　横浜
　・当院における社会的リスク（Socio-Economicalrisk：SER）を伴った妊産
　　婦の状況：第2報
　　梶本恵津子、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀、
　　横井猛、長松正章

　・周産期センターにて分娩した患者を対象とした市立病院産婦人科統合運用
　　に関するアンケート調査
　　福井温、荻田和秀、光田信明、長松正章、森重健一郎、木村正

　・待機的管理を行った胎盤遺残に関する予後の検討
　　西川愛子、直居裕和、徳川睦美、高岡幸、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、
　　福井温、鹿戸佳代子、長松正章、荻田和秀

　・当院で経験した慢性早剥・CAOSが疑われた6例の検討
　　高岡幸、西川愛子、徳川睦美、後藤摩耶子、吉田晋、佐藤敦、鹿戸佳代子、
　　福井温、長松正章、荻田和秀

2013/7/19
　　　～21

第54回婦人科腫瘍学会学術講演会　東京
　・当院における再発卵巣癌・進行卵巣癌の治療に関する奏効率の検討
　　西川愛子、智多昌哉、高岡幸、徳川睦美、竹田満寿美、宮武崇、橋本洋之、
　　井阪茂之、横井猛、長松正章

　・卵巣悪性腫瘍が疑われた卵巣硬化性間質性腫瘍の1症例
　　竹田満寿美、宮武崇、西川愛子、智多昌哉、高岡幸、徳川睦美、橋本洋之、
　　横井猛、井阪茂之、長松正章

　・当院における子宮体癌と卵巣癌との重複癌の後方視的検討
　　智多昌哉、西川愛子、高岡幸、徳川睦美、竹田満寿美、宮武崇、橋本洋之、
　　井阪茂之、横井猛、長松正章

　・卵巣癌との鑑別に苦慮した悪性腹膜中皮腫の1例
　　横井猛、高岡幸、西川愛子、智多昌哉、徳川睦美、竹田満寿美、宮武崇、
　　橋本洋之、井阪茂之、長松正章

　・当科における重複癌の臨床的検討
　　岩見州一郎、松原尚子、橋本佳奈、種田健司、伊東裕子、伴健二、頼裕佳子、
　　紺谷佳代、巽啓司、岡垣篤彦

2013/9/5
　　　～7

第53回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会　名古屋
　・Herlyn-werner症候群に対して腹腔鏡下患側子宮摘出術を施行した１症例
　　串本卓哉、橋村茉莉子、海野ひかり、山﨑瑠璃子、竹田満寿美、三好愛、
　　宮武崇、三村真由子、井阪茂之、荻田和秀、長松正章、横井猛

2013/9/7 泉州広域母子医療センター特別講演会　泉佐野
　・腹腔鏡下で治療し胃癌卵巣転移と診断された1例
　　橋村茉莉子

　・風邪症状から短時間に母体死亡に至った1例
　　甲村奈緒子

2013/9/14 第26回近畿内視鏡外科研究会　奈良
　・技術認定医取得のためのポイントと今後の適応拡大（教育講演）
　　横井猛

2013/9/28 第6回南大阪産婦人科臨床懇話会　堺
　・検診にて発見された術後子宮動静脈瘻の1例
　　智多昌哉



2013年　実績
2013/10/4
　　　～5

第34回日本妊娠高血圧学会　富山
　・妊娠高血圧症候群様の所見を呈した胞状奇胎の1例
　　山﨑瑠璃子、佐藤敦、海野ひかり、梶本恵津子、後藤摩耶子、吉田晋、
　　鹿戸佳代子、福井温、長松正章、荻田正秀

2013/10/24
　　　～26

第51回日本癌治療学会学術集会　京都
　・当院で経験した子宮癌肉腫症例についての後方視的検討
　　山﨑瑠璃子、橋村茉莉子、海野ひかり、串本卓哉、竹田満寿美、三好愛、
　　宮武崇、三村真由子、横井猛、長松正章

2013/11/9 第25回平地会臨床懇話会　大阪
　・大量出血を来たし、治療に難渋した外国人患者の1例
　　西川愛子、甲村奈緒子、澤田真明、智多昌哉、後藤摩耶子、張良実、吉田晋、
　　佐藤敦、福井温、鹿戸佳代子、荻田和秀

2013/11/10 第129回近畿産科婦人科学会学術集会　大阪
　・当院で経験した子宮頸癌合併妊娠の4例
　　橋村茉莉子、山﨑瑠璃子、海野ひかり、串本卓哉、竹田満寿美、三好愛、
　　宮武崇、三村真由子、荻田和秀、横井猛、長松正章

　・帝王切開時における子宮体部への予防的止血縫合に関する検討
　　澤田真明、佐藤敦、西川愛子、智多昌哉、甲村奈緒子、後藤摩耶子、張良実、
　　吉田晋、福井温、鹿戸佳代子、横井猛、荻田和秀

　・妊娠中期以降に急速に増悪した膠芽腫合併妊娠の1例
　　種田健司、田中稔恵、橋本佳奈、伴健二、頼裕佳子、紺谷佳代、岡垣篤彦、
　　巽啓司


