
■産婦人科 

 

1. 2018年度活動内容と実績、評価ならびに2019年度の目標 

亀田メディカルセンター産婦人科では、2002年度から周産期、婦人科腫瘍、不妊生殖補助医療、及びあら

ゆる世代の女性の健康を支援するウィメンズヘルスケア領域などの各専門領域の充実を目指し、総合周産期

母子医療センター、ARTセンター（不妊生殖センター)、骨盤臓器脱や尿失禁などの専門性を高めたウロギネ

センターを開設するとともに、がん診療連携拠点病院として婦人科腫瘍部門の強化を進め、各領域の専門

医・指導医のもと、質の高い医療の提供ならびに研修教育システムの充実を推進してまいりました。 

現在、専門性の高い不妊生殖補助医療領域、及びウロギネ領域はそれぞれ独立した診療科として運営して

おりますが、連携を取り合い一体感のある女性診療の提供を目指しております。 

幕張事業部（幕張MTGクリニック、幕張クリニック）や亀田京橋クリニックとも密に連携しており、紹介

患者数は増加傾向となっています。特に手術症例においては術前、術後管理を幕張、京橋の各クリニックで

行うことで遠方の患者様にもご満足いただける医療が提供可能になっております。また、新しく開設した幕

張IVFクリニックからの紹介患者も増加してきております。 

近年、産婦人科医師の減少、不足が社会問題になりつつあります。亀田メディカルセンター産婦人科は、

日本専門医機構の新しい専門医研修においては、産婦人科専門研修基幹施設に認定されております。産婦人

科診療のサブスペシャリティーとして重要な日本周産期・新生児医学会専門医・指導医、日本婦人科腫瘍学

会婦人科腫瘍専門医・指導医、日本産科婦人科学会内視鏡技術認定医、日本女性医学学会女性ヘルスケア専

門医・指導医、日本生殖医学会生殖医療専門医（ARTセンター）などの充実した指導医の下、産婦人科医療

の未来を担う若手医師の教育に力を入れてまいります。 

文責：古澤嘉明 

 

【総合周産期母子医療センター】 

当院は総合周産期母子医療センターとして認可されており、安房・夷隅・長生のみではなく、千葉県全域

から母体搬送を受け入れている。近年は全国的な分娩数の減少に伴い、当院でも分娩数の減少傾向を示して

いるが（図１）、近隣地域での一次医療施設の減少もあり極端な分娩数の減少には至っていない。 



 

 

周産期センターとして周辺医療機関からハイリスク妊婦・褥婦、新生児の搬送受け入れだけではなく、外

来への紹介に関しても断る事は無く受け入れ、患者の状態によっては紹介元医療機関に戻ってもらうという

形で、地域との連携を図っている。特に母体搬送は分娩数の減少に反比例して増加傾向にあり、当院での分

娩数に占める割合も高くなりつつある（図2）。房総半島南部では唯一の周産期センターであり、今後もこ

の機能を維持していく必要があると認識している。 

 

 

  

   2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
   分娩数 981 959 876 890 850 753 750 682 731 677
   ⺟体搬送受け⼊れ数 7 13 14 11 18 19 27 27 27 36
⺟体搬送数／分娩数（％） 0.7 1.4 1.6 1.2 2.1 2.5 3.6 4 3.7 5.3
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分娩数の減少と共に日本全体の傾向として妊婦の高齢化が指摘されており、当院でも40歳以上の妊婦の増

加、20歳台後半から30歳台の減少を認めている（図3）。妊婦の高齢化に伴って母体、胎児ともにハイリス

クと考えられ、様々な合併症に対する対応、無痛分娩や助産師外来、出生前診断などの妊婦からのニーズに

応えられる様に体制の整備を図っていく予定である。 

 

 

周産期センターの役割としてその他に、地域の医師、助産師との顔の見える関係を構築するために、「安

房夷隅長生産婦人科臨床研究会【CCOGWAIC】」を定期的に開催し、紹介された症例の振り返りや最近の知見

の講演を行っている。近年、遠隔配信が可能な超音波セミナーが増加しており、当院で開催することによ

り、近隣の産婦人科医の参加も可能となることから、積極的に遠隔配信での開催を行う様にしている。 

 

千葉県母体搬送ネットワーク(C-MATS)の基幹医療機関 

C-MATSの基幹医療機関としてコーディネーターを設置し、日中（8時から17時）の母体搬送の搬送先検索

のコーディネートを行っている。昨年度は千葉県全体で959件の搬送依頼が発生し、163件(17.0%)でコーデ

ィネーターが関与していた。そのうち107件(65.6%)が当院のコーディネーターが関与していた。 

 

シミュレーション教育プログラムの実施 

院内においてはNCPR（新生児蘇生法）の講習会を新生児科と協力し定期的に開催して、院内の医師、助産

師、看護師のスキルアップを図っている。その他、院外分娩や妊婦傷病者への対応など病院前産科救急対応

教育としてBLSO(basic life support in obstetrics)を定期的に開催し、安房・夷隅・長生・君津などの診
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療圏内の救急救命士、救急隊員、救急医、救急センター看護師などへの啓蒙活動を行っている。 

更にALSO(advanced life support in obstetrics)やJ-CIMELS(japan council for implementation of 

maternal emergency life support system)を当院で開催し、研修医や助産師、看護師の妊婦急変時対応の

教育を行っていく予定である。 

分娩数は減少しているが、今まで以上に様々なニーズが周産期センターに求められる様になっており、今

までの機能を維持しながら他職種連携を図りながら地域の周産期医療に貢献してきたいと考えている。 

文責：田嶋敦 

 

【婦人科腫瘍部門】 

婦人科悪性腫瘍のうち、当院で治療を行った浸潤がん症例数はわずかに減少となった（図4）。一方で高

齢化の影響により、積極的な治療が難しい方が徐々に増える傾向にある。子宮頸部上皮内腫瘍は、近隣施

設で治療が行われるようになったこともあり、前年にくらべ減少した。 

 

 

 

1.  2019 年の目標 

1) 婦人科診療体制の維持 

 専門医制度の変更（他施設での研修の必修化）により当院での研修メリットが失われたこともあり、後期

研修医（専攻医）が２年続けて入らず、また亀田総合病院での診療を実際に担当する産婦人科医師数の減少

が続いていることもあり、婦人科手術の実施に影響が出始めている。2019 年は人員的に非常に厳しい状態が

続くが、この影響を最小限に抑えるように対応していきたい。また、積極的に産婦人科医の募集を行ってい



く。 

 

2) 治癒を目標とする婦人科がん手術の提供 

 婦人科でも悪性腫瘍症例に対する内視鏡手術が徐々に普及してきたが、大規模臨床試験の結果、子宮頸が

んでは「体に優しい」内視鏡手術は開腹手術にくらべ明らかに治療成績が悪化することが 2018 年に報告され

た。当科では「がんを治す」ことを最優先とし、同時に不要な術後治療を回避する手術治療をこれまでと同

様に行っていき、内視鏡手術も適応を十分に評価した上で継続的に行っていく。 

 

3) 研究の論文化 

 われわれが行っている臨床研究・症例報告をただ単に学会で発表するだけでなく、学問の発展に資するた

めに積極的に論文として発表していく。 

 

2. 2018 年の評価 

 2018 年は実働人員の減少（専攻医の他院研修による不在を含む）があったものの、各医師や関係各部門の

努力で最善と思われる治療を提供することが可能であった。学会発表は研修医を含めて積極的に行われ、英

文および和文での論文発表も継続的に行われた。 

 また、大塚が学会長となった第 10 回関東産婦人科乳腺医学会が 2018 年 8 月 4日に東京・京橋で開催され、

亀田メディカルセンターおよび京橋クリニック各部門の協力のもと成功裏に終了した。 

 

3. 年間活動内容と実績など 

  悪性腫瘍（浸潤癌 85 例）  

  子宮頸癌                  28 例 

  子宮体癌                  29 例 

  卵巣・卵管癌（悪性）      25 例 

  その他                     3 例 

 

 悪性腫瘍（非浸潤癌 113 例） 

  子宮頸部上皮内腫瘍        95 例 

  子宮内膜異型増殖症         6 例 

  卵巣境界悪性腫瘍          10 例 

  その他                     2 例 

 

4. 教育、勉強会関係など 

 研修医教育カリキュラム（婦人科腫瘍分野） 

 入院症例については毎週カンファレンスを開き、治療方針や現在の状態などにつき情報共有が行われている。腫

瘍症例カンファレンスは隔週で行われ、新規治療例だけでなく再発症例についてもその管理について evidence 面か

ら再検討され、また最新文献の抄読会なども会わせて行っている。また、２カ月に１回、病理科婦人科合同カンファレ

ンスを行い、病理所見を中心に症例についての検討を行っている。また、ゲノム医療の導入に伴い、Cancer Board も

各科・部門横断的に定期的に開催されている。 

 



 婦人科腫瘍専門医カリキュラム （産婦人科専門医取得後） 

1 年次 

 1）悪性腫瘍の診断・進行期分類（治療前・治療後）に習熟する 

 2）根拠に基づいた適切な治療法を、患者の状態（病状、合併症、社会的状態等）に応じて選択する 

 3）周術期管理、とくに高齢者や合併症を有する患者での、に必要な注意事項を理解する 

 4）手術では、婦人科悪性腫瘍手術（腫瘍減量手術、リンパ節郭清、広汎子宮全摘等）の助手および執刀を

行う。骨盤内の解剖を理解する 

 5）放射線療法では、その適応、方法、合併症等を理解する 

 6）化学療法では、症例に応じ適切な抗癌剤を選択し、また副作用管理の方法について理解する 

 7）患者および家族の社会的背景を理解し、個々への適切な対応について習熟する 

2 年次 

 1）病理診断、細胞診について実際の症例を元に理解する 

 2）腫瘍学の基礎的事項（発癌、浸潤と転移、遺伝子、腫瘍免疫等）について、抄読会・カンファレンスで

のレクチャーを行い理解する 

 3）手術については、実践を継続し、かつ術中・術後に起こりうる突発的事態への対応能力を高める 

 4）放射線療法、化学療法については、基礎的事項についての知識を深めながら、実践を継続する 

 5）終末期医療、緩和ケアの実際について理解を深める 

 6）国内学会での症例報告等の発表を行い、また和文の論文を作成する 

 7）臨床研究（データ収集、解析、コンピューターの活用等）、臨床試験について理解する 

3 年次 

 1）手術、放射線療法、化学療法に関して、自ら計画を立て、適切な診療を行う 

 2）他科（外科、泌尿器科）での研修を通じ、必要な能力（周術期合併症の管理や終末期における適切な管

理等）を身につける 

 3）臨床研究に関して国際学会で発表を行い、国際雑誌に論文発表を行う 

文責：大塚伊佐夫 

 

【婦人科内視鏡部門】 

1)2018年度活動内容と実績、評価 

近年、婦人科手術における内視鏡手術の割合が増加傾向である。特に子宮筋腫や卵巣嚢腫、子宮内膜症

など良性疾患においては開腹術より腹腔鏡下手術が多くなってきているが、特にここ3年はその差が顕著に

なってきている（図5）。2018年では良性婦人科疾患手術の73%が腹腔鏡で行われていた。 

2018年度も大きな手術合併症は認めず、全ての症例を安全に完遂した。 



 

 

術式別では、子宮全摘術における腹腔鏡下手術が急増している（図6）。要因としては術式の標準化によ

り手技が安定し従来、開腹術の適応としていたやや難易度の高い症例にも適応の拡大が図れていることが

考えられる。 

今後の傾向であるが、頂点が臍高を超えるような巨大筋腫、悪性が否定できない充実性、あるいは多房

性卵巣腫瘍など、腹腔鏡の適応としにくい症例は一定数認められるため当面は概ね2018年と同程度で推移

すると予測される。 

 

 



当科は日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設となっており、若手産婦人科医師に対する内視鏡手術教

育においても重要な役割を担っている。2018年度は産科婦人科内視鏡学会技術認定審査に1名が応募するこ

とができた。また、後期研修医、若手産婦人科専門医にも腹腔鏡下子宮筋腫核出術、腹腔鏡下子宮全摘術

を執刀させることができ、それぞれ安全に手術を完遂することができた。 

 

2)2019年度の目標および方針 

現在、産婦人科医員が減少傾向にあるが、2018年同様、無理のない、かつ効率的なスケジュールで手術

件数を維持していく。 

「ERAS」の考え方に基づいた、効率的な術前術後管理を導入し、安定した術前後の患者管理を行う。 

悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術は、現在の所、まだ開腹術に対する明らかな優位性を示しているとは言い

難いが、症例を厳密に選択することで安全に施行可能と考える。婦人腫瘍部門とも協議の上、適応症例を

増やしていく。 

例年に引き続き、大きな合併症「0」を目標として安全な手術完遂を目指す。そのために、トラブルシュ

ーティングとしての開腹術の手技も併行して教育していく。 

学会や研修会への参加、CSSセンターの活用、ビデオを用いた教育などの手技トレーニングを推奨し、

個々の技術水準を高めることで、若手医師が、従来難易度が高いとされていた術式により早い時期から触

れられる環境を整える。 

文責：古澤嘉明 

 

3)産婦人科手術統計 （2018年1月～2018年12月） 

①産婦人科手術件数（術式重複あり） 

         術式              件数 

悪性疾患手術（重複あり） 

  広汎性子宮全摘術                       8 

  準広汎性子宮全摘術                     2 

  単純子宮全摘術                        53 

  付属器切除術                          60 

 大網摘出術     25 

  骨盤内リンパ節郭清                    44 

  大動脈リンパ節郭清                    17 

  腹腔鏡下子宮体癌根治術                 2 

  試験開腹（含debulking等）              2 

 妊孕性温存手術（卵巣癌）               1 



  円錐切除術                           110 

 胞状奇胎除去術             1 

 子宮内膜全面掻爬術          20 

良性疾患手術 

  腹式単純子宮全摘術                    53 

  腟式単純子宮全摘術                     6 

  筋腫核出術                            10 

  付属器切除術                          24 

  嚢腫摘出術                             3 

  その他の開腹手術                       4 

  その他の腟式手術（除子宮鏡手術）      14 

腹腔鏡下良性疾患手術 

  腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）             75 

  腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術（LAVTH）    1 

  腹腔鏡下筋腫核出術（LM）              59 

  腹腔鏡補助下筋腫核出術（LAM）          1 

  腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術（LC）          58 

  腹腔鏡補助下卵巣嚢腫摘出術（LAC）     11 

  腹腔鏡下付属器切除術                  43 

  腹腔鏡下異所性妊娠手術                 5 

  診断的腹腔鏡検査（含不妊精査目的）     0 

  その他の腹腔鏡手術（含不妊手術）       3 

子宮鏡下手術（TCR&レゼクトスコープ） 

  粘膜下筋腫                            23 

  子宮内膜ポリープ                      39 

 その他の子宮鏡下手術                   4 

帝王切開術                            159 

頸管縫縮術                               9 

流産手術（含人工妊娠中絶）              59 

                            手術総数  740件  

 

2. スタッフ構成・紹介 

2018年度は、清水産婦人科顧問、鈴木産婦人科部長（総合周産期母子医療センター顧問）、大塚産婦



人科部長（婦人科腫瘍担当）、田嶋産婦人科部長（総合周産期母子医療センター長）、古澤産婦人科部

長（腹腔鏡視下手術担当）、亀田省吾亀田クリニック院長以下に、三谷直弘医師が加わり、また、夏に

行われた産婦人科専門医試験に越智良文医師が合格、産婦人科専門医13名、後期研修医4名にて構成さ

れた。年間を通じて医師卒後初期研修におけるローテーションのみならず家庭医後期研修医研修が行わ

れた。 

清水幸子（産婦人科顧問、ウロギネ科顧問、亀田京橋クリニック院長）：1982年昭和大学医学部卒。博士

（医学）、産婦人科専門医・指導医、昭和大学医学部産婦人科兼任講師。母体保護法指定医、日本産科

婦人科学会卒後研修指導責任医、日本内分泌学会代議員、日本女性医学会女性ヘルスケア暫定指導医 

亀田省吾（亀田クリニック院長）：1982年岩手医科大学医学部卒。博士（医学）、産婦人科専門医・指導

医、母体保護法指定医 

鈴木真（産婦人科部長、総合周産期母子医療センター顧問、医療安全室長）：1988年昭和大学医学部卒。

産婦人科専門医・指導医、昭和大学医学部産婦人科兼任講師、超音波専門医、日本周産期・新生児医学

会周産期専門医・指導医（母胎・胎児）、母体保護法指定医、ALSO／BLSOインストラクター、新生児蘇

生法講習インストラクター、Team STEPPSマスタートレーナー、J-CIMELSベーシックコースインストラ

クター、日本産婦人科医会千葉支部理事、日本医療機能評価機構産科医療補償制度原因分析委員会部会

委員、千葉県地域災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン 

大塚伊佐夫（産婦人科部長：婦人科腫瘍担当）：1988年東京医科歯科大学医学部卒。博士（医学）、産婦

人科専門医・指導医、東京医科歯科大学臨床教授・非常勤講師、日本婦人科腫瘍学会専門医・指導医・

指導責任者・評議員、がん治療認定医、日本女性医学会女性ヘルスケア専門医・指導医、母体保護法指

定医、関東産婦人科乳腺医学会役員 

田嶋敦（産婦人科部長、総合周産期母子医療センター長）1994年信州大学医学部卒。博士（医学）、産婦

人科専門医・指導医、順天堂大学医学部産婦人科講座非常勤講師、臨床遺伝専門医、超音波専門医、日

本周産期・新生児医学会周産期専門医（母胎・胎児）、母体保護法指定医、ALSOインストラクター、新

生児蘇生法講習インストラクター、J-CIMELSベーシックコースインストラクター、日本医療機能評価機

構産科医療補償制度原因分析委員会部会委員、Fetal Medicine Foundation NT計測資格 

古澤嘉明（産婦人科部長：腹腔鏡下手術担当）：1996年昭和大学医学部卒。博士（医学）、産婦人科専門

医・指導医、日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医、日本内視鏡外科学会技術認定医、母体保護法指定

医 

松浦拓人（医長）：2008年鳥取大学医学部卒。産婦人科専門医、婦人科腫瘍専門医、がん治療認定医、母

体保護法指定医 

末光徳匡（医長）：2010年日本大学医学部卒。産婦人科専門医、新生児蘇生法講習インストラクター、

Fetal Medicine Foundation NT計測資格、母体保護法指定医 

門岡みずほ（医員）：2007年札幌医科大学医学部卒。産婦人科専門医、日本周産期・新生児医学会周産期



専門医（母胎・胎児）、新生児蘇生法講習インストラクター、母体保護法指定医 

笹澤智聡（医員）：2007年信州大学医学部卒。産婦人科専門医、母体保護法指定医 

森向日留（医員）：2009年福島県立医科大学医学部卒。産婦人科専門医 

三谷尚弘（医員）：2011年近畿大学医学部卒。産婦人科専門医、母体保護法指定医、J-CIMELSベーシック

コースインストラクター 

越智良文（医員）：2013年愛媛大学医学部卒。産婦人科専門医 

江夏悠介（後期研修医）：2014年熊本大学医学部卒。 

白勢悠記（後期研修医）：2014年新潟大学医学部卒。 

金本嘉久（後期研修医）：2015年埼玉医科大学医学部卒。 

小池由実（後期研修医）：2015年昭和大学医学部卒。 

 

3. 教育・勉強会 

  亀田メディカルセンター産婦人科は、医師卒後初期研修（スーパーローテート）における初期研修医教

育のほか、日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設・産婦人科専門研修基幹施設として指定を受け

産婦人科専門医を目指す後期研修教育を行い、さらにサブスペシャリティーを目指す産婦人科医師に対し

ては日本周産期・新生児医学会周産期専門医機関研修施設や日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医指定修

練施設、母体保護法研修施設認定の認定を受けている。 

1)スタッフ   

・産婦人科術前カンファレンス 

  毎週火曜 17:00～ 

・産婦人科カンファレンス 

  毎朝 8:00～ 

・NICU/産科周産期カンファレンス 

  毎週月曜 7:30～ 

・婦人科腫瘍カンファレンス 

 第2・4水曜 7:30～ 

・抄読会 

  第1・3水曜 7:30～ 

・婦人科癌カルテラウンド 

  隔週木曜 16:00～ 

・分娩検討会 

  第1月曜 17:30～ 

・病理科婦人科合同カンファレンス 



  隔月1回水曜 18:00～ 

・病棟運営会議 

  2ヵ月に1回17：30～ 

・勉強会、学会予行等 

 適時 

2)初期臨床研修プログラムおよび到達目標 

  初期臨床研修では、ウィメンズヘルスケアという概念を基本として、女性の様々な年代における特徴

を理解して診断が行えるようになることを目標とする。 

研修内容としては 

1.ライフステージ、思春期、成人期、更年期、老年期におけるホルモン変化を理解し、それぞれに

特徴的な疾患を理解する 

2.妊娠、分娩、産褥の妊婦および新生児の正常経過を理解し、同時期に起こる母児に影響する疾患

を理解する 

3.妊娠を希望する女性や妊娠中・母乳育児中における薬物療法の注意点を理解する 

4.女性生殖器に発生する良性・悪性疾患を知り、それらに対するアプローチ手法（産婦人科的診断

法）と介入方法（手術療法、薬物療法）を理解する 

5.生殖補助医療を中心とした不妊症治療について知る 

6.日常遭遇する頻度の高い腹部疾患において婦人科疾患との鑑別について理解する 

7.緩和ケアや在宅診療との連携について理解する 

  これらを通して初期診療に必要な基礎的知識・技能・態度を修得し、他職種チームで医療が行われて

いることを理解しそれに参加する 

3)専攻医(シニアレジデント)プログラムおよび到達目標 

  亀田総合病院産婦人科専門医研修プログラムでは三年間の研修において産婦人科全般の研修を通じて

産婦人科診療の基礎を理解、習得し、実践できる産婦人科専門医となることを目標としている。 

研修内容の詳細はプログラムを参考にしていただきたいが、以下に概要を示す。 

研修1年目： 

1. 妊娠、分娩、産褥の妊婦および新生児の正常経過を理解し管理できるようになるとともに、異常

を早期に認知し、初期対応をしつつ上級医へ報告し、上級医とともに診療することができる。合

併症のない吸引分娩および帝王切開が実施できる 

2. 女性生殖器に発生する良性・悪性疾患を知り、診断を行い、介入方法（手術療法、薬物療法）の

提案ができ、上級医とともに治療に当たることができる。卵巣のう種摘出術、子宮付属器摘出

術、異所性妊娠手術、円錐切除術などを執刀できる 

3. 救急外来および初診患者の問診、診察を行い、診断することができる 



研修2年目：徐々に独り立ちをしていく。 

1. 妊娠、分娩、産褥の異常について診断し、管理できる 

2. 新生児の異常については認識でき、小児科、新生児科医師へ報告し、指導のもとに管理できる。

さらに3ヶ月間のNICU研修がある 

3. 女性生殖器に発生する良性・悪性疾患を知り、診断を行い、介入方法（手術療法、薬物療法）の

提案ができ、上級医とともに治療に当たることができるは同様であるが。単純子宮全摘、腹腔鏡

下手術などの執刀に加えて、悪性腫瘍手術の助手ができるが加わる 

4. 連携医療機関において6ヶ月間の研修を行う。 

研修3年目： 

1.2年目の内容と同様であるが、いっそう複雑な症例への対応ができるようになる 

2.不妊生殖センターにおいて３ヶ月の研修を行う 

3.連携医療機関において６ヶ月間の研修（地域研修を含む）を行う 

他に三年間の状態に合わせて、日本産科婦人科学会および関連学会、地方部会での発表、論文作成を行う。

さらに国際学会での発表を行うことも視野に入れる。 

これらを通して専門医取得が可能になるものと思っている。ただし、当プログラムは前述目標の達成度

をCREOGの資料を参考にして評価している。到達していない場合には当然三年間では修了とならず、研修延

長することもあるが、一方で、早い時点で到達した場合にはさらに上級の症例や手技を行うことは可能で

ある。このような客観的評価を行なっているプログラムは本邦においては皆無であり、自己の研鑽のモチ

ベーションに繋がると考えている。 

 

4. 2018年学術関係（2018年1月～2018年12月） 

1) 原著論文 

大塚伊佐夫 松浦拓人 

巨大卵巣腫瘍（34.8kg）の1例 

 千葉産科婦人科学会雑誌 11(2):120-125, 2018 

越智良文 古澤嘉明 瀨尾百合子 遠見才希子  末光徳匡  鈴木陽介  森向日留 笹澤智聡 

松浦拓人  門岡みずほ 寺岡香里 大塚伊佐夫 鈴木真 清水幸子  亀田省吾 

尿妊娠反応が陰性であった異所性妊娠卵管破裂の一例 

千葉産科婦人科学会雑誌 11(2):100-103, 2018 

 瀬山理恵 田嶋敦 石田ゆり 大塚彩 笠原華子 小泉朱里 都築陽欧子 氏平崇文  

宮国泰香 鈴木千賀子 菊地盤 野島美知夫 吉田幸洋 

無痛分娩後子宮内反症を発症した１例 

千葉産科婦人科学会雑誌 11(2):100-103, 2018 

大塚伊佐夫 松浦拓人 

FDG PET-CTにより検出された乳癌の子宮筋層転移の一例 



 関東連合産科婦人科学会雑誌 55(1):79-84, 2018 

 川井清考 石川智則 田嶋敦 松浦拓人 寺岡晃 主原翠 

  BRCA遺伝子異常をもつ女性に対するがん・生殖医療の情報提供 

  日本がん・生殖医療学会誌Vol.1 No.1:17-22, 2018 

 森山真吾 松浦拓人 沢田勇吾 林篤正 黄鼎文 常盤紫野 野村昌良 清水幸子 

  腹腔鏡下仙骨腟固定術における組織間腔を意識した後腟壁剥離法 

  日本産科婦人科内視鏡学会雑誌 Vol.34 No.2:305-311, 2018.12 

 Otsuka I. 

  Development and rapid growth of retroperitoneal leiomyoma during 

 carboplatin/paclitaxel chemotherapy in an ovarian cancer patient 

  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 231:282-283, 2018 

 Hasegawa J, Wada S, Kasamatsu A, Nakamura M, Hamanoue H, Iwata E, Murotsuki J,  

Nagai R, Tateishi Y, Sunami R, Tajima A, Murata S, Matsubara K, Nakata M,  

Kondo A, Nishiyama M, Sasaki A, Sekizawa A, Sago H, Kamei Y; Study group for 

first trimester Combined Test 

Distribution of PAPP-A and total hCG between 11 and 13 weeks of gestation in  

Japanese pregnant women. 

  J Matern Fetal Neonatal Med. 28(11):1-6, 2018 

 Nagai R, Miyashita S, Murata S, Takahashi Y, Tajima A, Nagasaki S, Takano M,  

Nakata M. 

Reproducibility of automated fetal heart rate measurement using a novel technique  

with two-dimensional tracking. 

J Med Ultrason 2018 

 

2)総説・レビュー等 

田嶋敦 

  【切迫早産と早産のTHEマネジメント 薬剤治療、入院管理にエビデンスは?】 

 『産婦人科診療ガイドライン：産科編2017』をどう読む？ 

 特集01総論：切迫早産・早産の国内の現状 

 ペリネイタルケア vol.37 no.2:12-16(108-112), 2018.2 

 宮越浩一 高橋静子 村永真吾 鈴木真 夏目隆史 

  特集：多職種協働による転倒予防 私たちの取り組み 

  Ⅰ.急性期 急性期病院での転倒予防対策チーム：医師として 

  Monthly Book MEDICAL REHABILITATION No.221:1-7, 2018.4 

 松浦拓人 田嶋敦 

  【お母さんを守ろう 家庭医は産前家族の応援団】 家族計画 出生前診断 

 治療 100(4):430-435, 2018.4 

田嶋敦 

 超音波検査のギモン CG-203 絨網膜下血腫 早剥とどう違う？ 

 『はせじゅん先生のおもしろセレクション：助産師が今さら聞けない臨床のギモン』 



ペリネイタルケア2018年夏季増刊:92-94, 2018.7 

 鈴木真 

  妊娠・産褥期のメンタルヘルスとそのケア 

  Hormone Frontier in Gynecology 25(3):31-35, 2018 

 

3)学会・研究会発表 

 堀洋暢 末光徳匡 金本嘉久 小池由実 江夏悠介 白勢悠記 越智良文 田嶋敦 

 古澤嘉明 鈴木真 清水幸子 亀田省吾 

 活動性結核合併妊娠で他職種連携をして経腟分娩管理を行った一例 

 千葉県産科婦人科医学会 平成29年度冬期学術講演会 2018.2.18 千葉 

江夏悠介 末光徳匡 金本嘉久 小池由実 白勢悠記 越智良文 森向日留 笹澤智聡 

 松浦拓人 田嶋敦 古澤嘉明 鈴木真 清水幸子 亀田省吾 

 妊娠中期に子宮破裂に至った子宮手術既往のある双胎妊娠の一例 

 千葉県産科婦人科医学会 平成29年度冬期学術講演会 2018.2.18 千葉 

林篤正 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 沢田勇吾 清水幸子 

 Ca活性化SK３チャネルを発現する膀胱PDGFRα間質細胞の組織内分布とP２Y１受容体制刺激 

によるCa応答 

第106回泌尿器科学会総会 2018.4.19-22 京都 

 沢田勇吾 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  仙骨神経刺激療法（SNM：Sacral Neuromodulation）の初期経験 

第106回泌尿器科学会総会 2018.4.19-22 京都 

 森向日留 鈴木真 金本嘉久 小池由実 白勢悠記 江夏悠介 越智良文 末光徳匡 

 松浦拓人 笹澤智聡 田嶋敦 亀田省吾 

 妊娠中期に敗血症を契機とした糖尿病性ケトアシドーシスを発症し高用量のインスリンを 

要した一例 

    第70回 日本産科婦人科学会学術講演会  2018.5.10-13 宮城 

大塚伊佐夫 松浦拓人 末光徳匡 笹澤智聡 

 リンパ節郭清を含む手術を受けた子宮外病変のない子宮体部類内膜癌での術後療法省略 

    第70回 日本産科婦人科学会学術講演会  2018.5.10-13 宮城 

末光徳匡 鈴木真 金本嘉久 小池由実 江夏悠介 白勢悠記 笹澤智聡 松浦拓人 

 古澤嘉明 田嶋敦 

 産婦人科専修医における会陰裂傷縫合術に対する定量的評価の検討 

    第70回 日本産科婦人科学会学術講演会  2018.5.10-13 宮城 

 沢田勇吾 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  過活動膀胱炎、切迫性尿失禁に対するＳＮＭ 

  第31回日本老年泌尿器学会 2018.5.11-12 福井 

寺岡晃 主原翠 松浦拓人 田嶋敦 四元淳子 梨本実花 玄安理 春山優理恵 中川梨恵 

角田ゆう子 坂本尚美 淺野裕子 越田佳朋 福間英祐 

当院における遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)に対する拾い上げ体制及び BRCA 遺伝子変異陽 

性患者の検討 



第 26 回日本乳癌学会学術集会 2018.5.16-18 京都 

松浦拓人 大塚伊佐夫 主原翠 四元淳子 吉村志帆 依田暁 寺岡晃 坂本正明 

 福間英祐 清水幸子 

 遺伝性乳癌卵巣癌症候群および卵巣癌ハイリスク患者に対する卵巣癌サーベイランスの 

取り組み 

第 24 回日本家族性腫瘍学会学術集会 2018.6.8-9 兵庫 

 田嶋敦 鈴木真 

  「卵巣腫瘤のエコーパターン分類 2000」を用いた教育効果についての考察 

  日本超音波医学会第 91 回学術集会 2018.6.8-10 兵庫 

 中村靖 藤田聡子 宋美玄 田嶋敦 松本順子 山田研二 紀平力 倉田淑恵 新川裕美 

田村智英子 

希少染色体異常の発見の端緒となる、妊娠第 1三半期における超音波検査所見 

  日本超音波医学会第 91 回学術集会 2018.6.8-10 兵庫 

中村靖 藤田聡子 宋美玄 田嶋敦 松本順子 山田研二 紀平力 倉田淑恵 新川裕美 

田村智英子 

  超音波検査を中心とした、妊娠第 1三半期における 13 トリソミーの検出 

  日本超音波医学会第 91 回学術集会 2018.6.8-10 兵庫 

 門岡みずほ 古澤嘉明 田嶋敦 鈴木真 

  妊産褥婦の呼吸苦 -周産期心筋症の 3例- 

  第 23 回安房産婦人科臨床研究会 2018.6.27 鴨川 

野村昌良 林篤正 常盤紫野 沢田勇吾 清水幸子 

 Outcome of deep dissection laparoscopic sacrocolpopexy with anterior and posterior  

polypropylene mesh in multicompartment pelvic organ prolase 

 IUGA 43rd Annual Meeting 2018.6.27-30 Vienna, Austria 

林篤正 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 沢田勇吾 清水幸子 

 Hysterectomy adversely affects micturition function in the future 

 IUGA 43rd Annual Meeting 2018.6.27-30 Vienna, Austria 

沢田勇吾 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

 Laparoscopic sacral colpopexy: A retrospective analysis of the subjective and  

objective outcome in 898 cases 

 IUGA 43rd Annual Meeting 2018.6.27-30 Vienna, Austria 

門岡みずほ 鈴木真 

  スイスと日本の周産期医療の比較 

  第 54 回周産期・新生児医学会学術集会 2018.7.8-10 東京 

 末光徳匡 鈴木真 松浦拓人 門岡みずほ 田嶋敦 

  前期破水（妊娠 28 週未満）に対する当院管理の検討 

  第 54 回周産期・新生児医学会学術集会 2018.7.8-10 東京 

 白勢悠記 佐藤弘之 近藤敦 水谷佳世 鈴木真 

  哺乳不良をきっかけに中咽頭の有毛性ポリープの診断に至った一例 

  第 54 回周産期・新生児医学会学術集会 2018.7.8-10 東京 



野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

 骨盤臓器脱に対する経腟メッシュ手術の適応と中期成績 

 第 20 回女性骨盤底医学学会 2018.7.21-22 東京 

林篤正 野村昌良 常盤紫野 沢田勇吾 黄鼎文 清水幸子 

 子宮摘除による排尿機能への影響 

 第 20 回女性骨盤底医学学会 2018.7.21-22 東京 

沢田勇吾 野村昌良 常盤紫野 林篤正 黄鼎文 清水幸子 

 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の中期成績 

 第 20 回女性骨盤底医学学会 2018.7.21-22 東京 

 古澤嘉明 松浦拓人 林正路 

  腹腔鏡下手術創における皮膚用接着剤（リキバンドエクシード）の使用について 

  第 58 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2018.8.2-4 松江 

 松浦拓人 森山真吾 黄鼎文 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 野村昌良 古澤嘉明 

 大塚伊佐夫 林正路 清水幸子 

 膀胱吊り上げ居上法を使用し、腹腔鏡下に摘出しえた肪弱な腟平滑筋腫の 1例 

  第 58 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2018.8.2-4 松江 

 野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術の運針におけるビギナーとエキスパ－トの違い 

の検討 

  第 58 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2018.8.2-4 松江 

 岡田義之 野村昌良 常盤紫野 沢田勇吾 林篤正 清水幸子 

  骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術の剥離におけるビギナーとエキスパートの違い 

の検討～ビギナーの壁を越えるためのポイント～ 

骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の手術成績 

  第 58 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 2018.8.2-4 松江 

 鈴木真 

  ALSO；Advanced Life Support in Obstetrics の紹介 

  第 41 回日本母体胎児医学会学術集会 2018.8.24-25 東京 

野村昌良 岡田義之 沢田勇吾 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

 Overview of minimally invasivesurgery and how it can be fun! 

 Jakarta Laparoscopy2018  2018.9.3-6  Jakarta, Indonesia 

Matsuura T, Otsuka I. 

  The prognostic role of 18F-FDG uptake on PET/CT in ovarian mucinous tumors 

  The 17th Biennial meeting of the International Gynecologic Cancer Society 

2018.9.14-16 Kyoto 

I.Otsuka, T.Matsuura, T.Suemitsu, C.Sasazawa, Y.Ochi 

Lymphadenopathy detected with imaging studies after primary treatment in patients  

with epithelial ovarian carcinoma 

  The 17th Biennial meeting of the International Gynecologic Cancer Society 

2018.9.14-16 Kyoto 



江夏悠介 白勢悠記 三谷尚弘 末光徳匡 門岡みずほ 田嶋敦 

  患者背景により診断に苦慮した粘膜下筋腫の一例 

  第 24 回安房産婦人科臨床研究会 2018.9.20 鴨川 

 白勢悠記 佐藤弘之 水谷佳世 近藤敦 中島隼也 富田彩香 田嶋敦 

  哺乳不良をきっかけに中咽頭の有毛性ポリープの診断に至った一例 

  第 24 回安房産婦人科臨床研究会 2018.9.20 鴨川 

 末光徳匡 門岡みずほ 田嶋敦 鈴木真 近藤敦 

胎児頻脈に対し，胎児心臓超音波基本断面の異常を契機に動脈管早期収縮を出生前診断し得た 

一例 

  第 24 回安房産婦人科臨床研究会 2018.9.20 鴨川 

 塘内優子 

  院外分娩の発生を防ぐための取り組み 

  第 24 回安房産婦人科臨床研究会 2018.9.20 鴨川 

 中村靖 藤田聡子 田嶋敦 松本順子 山田研二 紀平力 宋美玄 倉田淑恵 新川裕美 

田村智英子 

  高度な NT 肥厚を呈しながら染色体核型正常であったケースの転帰 

  日本人類遺伝学会第 63 回大会 2018.10.10-13 横浜 

 新川裕美 田村智英子 倉田淑恵 宋美玄 紀平力 山田研二 松本順子 田嶋敦 藤田聡子  

中村靖 

  他院で NT 肥厚を指摘された後に精査目的で来院する妊婦・家族に対する遺伝カウンセリングに 

関する考察 

  日本人類遺伝学会第 63 回大会 2018.10.10-13 横浜 

 末光徳匡 田嶋敦 門岡みずほ 鈴木真 近藤敦 

  胎児頻脈に対し、胎児心臓超音波基本断面の異常を契機に動脈管早期収縮を出生前診断し 

得た一例 

  日本超音波医学会第 30 回関東甲信越地方会学術集会 2018.10.27-28 東京 

 森向日留 大塚伊佐夫 笹澤智聡 松浦拓人 清水幸子 

  外陰部腫瘍と子宮頚部潰瘍を契機に腸管型ベーチェット病と診断された一例 

  第 33 回日本女性医学会学術集会 2018.11.3-4 岐阜 

 大塚伊佐夫 松浦拓人 森向日留 笹澤智聡 清水幸子 

  手術治療を要した閉経後子宮筋腫症例の検討 

  第 33 回日本女性医学会学術集会 2018.11.3-4 岐阜 

 野村昌良 林篤正 常盤紫野 沢田勇吾 清水幸子 

  Surgical Outcomes of Laparoscopic Sacrocolpopexy forPelvic Organ Prolapse 

  The 19th Asia-Pacific Association for Gynecologic Endoscopy and Minimal Invasive  

TherapyAnnual Congress  2018.11.8-11  East Java, Indonesia 

 門岡みずほ 

  妊娠糖尿病再発リスクに関する検討 

  第 34 回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会 2018.11.23-24 神奈川 

 竹沢亜美 江夏悠介 末光徳匡 金本嘉久 小池由実 白勢悠記 越智良文 三谷尚弘 



 田嶋敦 古澤嘉明 鈴木真 清水幸子 

 背景の不明確な出血性ショックの妊娠女性に対し、救急部との診療前ブリーフィングを 

行った一例 

  第 136 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会 2018.11.24-25 東京 

 金本嘉久 瀧田寛子 大場智洋 徳中真由美 後藤未奈子 仲村将光 松岡隆 鈴木真 

 関沢明彦 

 妊娠初期に一児無頭蓋症と診断し正期産まで管理した二絨毛膜二羊膜性双胎の一例 

  第 136 回関東連合産科婦人科学会総会・学術集会 2018.11.24-25 東京 

 鈴木真 

  チーム STEPPS 導入前後の組織における患者安全に関する意識変化について 

  第 13 回医療の質・安全学会学術集会 2018.11.24-25 名古屋 

 林篤正 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 沢田勇吾 清水幸子 

  骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術の手術成績 

  第 32 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2018.11.27-29 宮城 

 沢田勇吾 野村昌良 岡田義之 常盤紫野 林篤正 清水幸子 

  骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の中期成績 

  第 32 回日本泌尿器内視鏡学会総会 2018.11.27-29 宮城 

 田嶋敦 主原翠 白勢悠記 

  認定外施設で行われた NIPT 陽性妊婦の 2例 

  第 4回日本産科婦人科遺伝診療学会学術講演会 2018.12.14-15 東京 

 鈴木真 

  災害時の周産期医療 緊急提言 

  第 29 回千葉県周産期・新生児研究会 2018.12.22 松戸 

 

4)講演 

門岡みずほ 

 イキイキ過ごすための産婦人科医からのヒント 

 Japan Club Zurich講演会 2018.2.15 Zurich, Switzerland 

田嶋敦 

 ALSOを実際の現場ではどのように活かしているか 

 第33回東京母性衛生学会学術セミナー 実践講座Ⅱ 2018.3.11 東京 

鈴木真 

千葉県における災害時周産期医療提供体制について 

埼玉県産婦人科医会第30回周産期研究会 2018.4.21 埼玉 

 鈴木真 

  医療安全に役立つチームのあり方 

  平成30年度第1回患者安全推進地域フォーラムin北里 2018.5.19 神奈川 

 鈴木真 

  母子保健と地域包括ケア 

  平成30年度安房保健所研修会 2018.5.24 館山 



 鈴木真 

  チームSTEPPS®に基づいたチーム医療の基本を知る 

  第9回日本プライマリ・ケア連合学会学術大会 2018.6.16 三重 

 鈴木真 

  周産期診療におけるチーム志向での医療の質向上と患者安全 

  第35回山形県周産期・新生児医療研究会 2018.6.30 山形 

 鈴木真 

  チームSTEPPSの実践 

  平成30年度千葉県看護協会医療安全担当者地区交流会利根地区部会 2018.7.20 旭 

 鈴木真 

  医療におけるチームワーク 

  「医学生の会」サマーキャンプ 2018.8.8 鴨川 

 鈴木真 

  ALSOプロバイダーコースの紹介 

  第41回日本母胎胎児医学会学術集会 2018.8.24 東京 

 鈴木真 

  災害時母子医療について 

  新潟県魚沼基幹病院研修会 2018.9.8 新潟 

 鈴木真 

  チームSTEPPSの基礎 

  平成30年度千葉県看護協会医療安全担当者地区交流会市川地区部会 2018.9.11 市川 

 鈴木真 

  災害時の母子保健 

  平成30年度夷隅保健所母子保健従事者研修会 2018.9.13 夷隅 

清水幸子 

LEP製剤の使用経験とその印象 ～月経困難症と女性のQOL～ 

 バイエル製薬株式会社 社内講演会 2018.10.10 東京 

 鈴木真 

 チームSTEPPS®に基づいたチーム医療 

 砂川市立病院医療安全研修会 2019.10.12 北海道 

 鈴木真 

    突然の心拍異常に対する対応 

  第 34 回日本分娩研究会 ワークショップⅠ「分娩介助 先を読むポイントとその対応」 

2018.10.18 新潟 

 鈴木真 

  チーム STEPPS®に基づいたチーム医療 

  千葉市立青葉病院医療安全研修会 2018.10.31 千葉 

 鈴木真 

  患者に優しい帝王切開 

  高知県周産期研究会 2018.11.2 高知 



 鈴木真 

  チーム STEPPS®に基づいたチーム医療 

  亀田森の里病院医療安全研修会 2018.11.4 神奈川 

 鈴木真 

  チーム STEPPS の実践 

  平成30年度千葉県看護協会医療安全担当者地区交流会市原地区部会 2018.11.16 市原 

 鈴木真 

  チームSTEPPSの基礎 

  平成30年度千葉県看護協会医療安全担当者地区交流会松戸地区部会 2018.11.21 松戸 

 鈴木真 

  災害時の母子医療 

  船橋産婦人科医会 2018.11.22 船橋 

 門岡みずほ 

  女性の健康づくり 〜いつまでも健康で若々しく過ごすために〜 

  南房総市「女性の健康づくり教室」 2018.11.26 南房総 

 鈴木真 

  チームSTEPPS®に基づいたチーム医療 

  タムス市川リハビリテーション病院 2018.12.12 市川 

文責：古澤嘉明 


