
 

第 7 回日本母性内科学会総会・学術集会 
 

会  期：2022 年 7 月 17 日（日）9:55～17:55 

開催形式：ハイブリッド形式 

会  場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 

会  長：市原 淳弘（東京女子医科大学 内科学講座 教授・基幹分野長） 

 

  

プログラム 
   

9:55 ━ 10:00 

会長挨拶                            市原 淳弘 

 

10:00 ━ 11:00 

【一般演題 口演 I】   

座長 東京女子医科大学 脳神経内科学 

清水 優子 

1-1．妊娠性一過性甲状腺機能亢進症を認めた品胎妊娠の 1例 

東京女子医科大学病院 高血圧・内分泌内科 

武部 沙耶 他 

1-2．フェニルケトン尿症女性の妊娠期の管理 

東京都立墨東病院 産婦人科 

兵藤 博信 他 

1-3．プレドニゾロン内服妊婦における 50gブドウ糖負荷試験の検討 

大阪医科薬科大学 産婦人科教室 

福西 智美 他 

1-4．妊娠中に発症した人工肛門脱出・嵌頓に対して 

砂糖散布還納法が有効だったクローン病の一例 

横浜市立大学附属市民総合医療センター 炎症性腸疾患（IBD）センター 

松林 真央 他 

1-5．再発寛解型多発性硬化症合併妊娠患者の再発に関する検討 

東京女子医科大学 脳神経内科学 

小嶋 暖加 他 

1-6．迷走神経刺激（Vagus nerve stimulation）療法により管理した 

薬剤抵抗性てんかん合併妊娠の 1例 

信州大学医学部附属病院 産科婦人科学教室 

小野 元紀 他 

 

1-7．妊娠高血圧症候群フォローアップ外来の妊娠高血圧症候群再発に対する有用性の検討 

弘前大学医学部附属病院 周産母子センター 

大石 舞香 他 



11:00 ━ 11:45  

【特別講演 I】   

座長 国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター 

村島 温子 

歴史を変えた産婦人科疾患 

日本大学医学部 病態病理学系微生物学分野  

主任教授 早川  智 

 

11:45 ━ 12:20  

【ランチョンセミナー】   

座長 眞仁会 横須賀クリニック 

内田 啓子 

不妊症に対する分子栄養学的アプローチ 

新百合ヶ丘総合病院 予防医学センター消化器内科部門   

部長 袴田  拓 

 

12:20 ━ 12:30 

◆総会◆ 

 

12:40 ━ 13:10  

【教育講演 I】   

   座長 弘前大学医学部附属病院 周産母子センター 

田中 幹二 

妊娠と甲状腺疾患      

  慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科 

                特任講師 小林佐紀子 

 

13:10 ━ 13:40  

【教育講演 II】   

   座長 大阪医科薬科大学 産婦人科学教室 

藤田 太輔 

てんかんを持つ方への妊娠・出産の支援     

  むさしの国分寺クリニック 

                院長 加藤 昌明 

 

13:50 ━ 15:20 

【一般演題 口演 II 】  

    座長  大阪急性期・総合医療センター 免疫リウマチ科 

藤原 弘士 

国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター 

後藤美賀子 



2-1. トシリズマブ投与下で妊娠・出産をした 

アミロイドーシス・慢性腎臓病を伴う成人期若年性特発性関節炎の一例 

大阪急性期・総合医療センター 免疫リウマチ科  

審良 太郎 他 

2-2．血栓性微小血管症を発症した SLE 合併妊娠の一例 

藤田医科大学医学部 リウマチ・膠原病内科学 

橋本 貴子 他 

 

2-3．前児 23週で胎児死亡となりその後ベリムマブを妊娠中継続使用し生児二人を得た 

全身性エリテマトーデスの 1例 

筑波大学医学医療系 膠原病リウマチアレルギー内科学 

北田 彩子 他 

 

2-4．妊娠早期にベリムマブ暴露のあった 2例の妊娠転帰の報告及び既報との比較 

聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center 

中井 健宏 他 

2-5．挙児希望から妊娠許可まで時間を要したが、 

出産に至った全身性エリテマトーデス（SLE）の一例 

昭和大学医学部 内科学講座リウマチ膠原病内科学部門 

徳永 剛広 他 

2-6．妊娠中に病状悪化した重症筋無力症合併妊娠の 1例 

東京都立墨東病院 産婦人科 

彦坂 慈子 他 

2-7．高安動脈炎を背景とした胸部大動脈瘤の合併妊娠の 1例 

東京都立墨東病院 産婦人科 

髙野 理紗 他 

2-8．生物学的製剤で治療された関節リウマチ女性患者の周産期臨床経過 

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター母性内科／妊娠と薬情報センター 

髙井 千夏 他 

2-9．副腎皮質ステロイド（PSL）内服中の全身性エリテマトーデス（SLE）女性における 

妊娠前から産後の骨密度（BMD）の変移についての調査 

大阪医科薬科大学 内科学（Ⅳ）教室 

平松 ゆり 他 

2-10．膠原病領域における妊孕性温存療法の実態 

東京大学医学部附属病院 アレルギー・リウマチ内科 

土田 優美 他 

2-11．筋炎合併妊娠 10例の妊娠中の疾患活動性と妊娠転移の検討 

香川大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科 

島田 裕美 他 

 

 



15:20 ━ 16:05 

【特別講演 II 】  

座長 東京女子医科大学 内科学講座  

市原 淳弘 

妊娠高血圧腎症の基礎と臨床 

東京大学 産婦人科学教室 

講師 熊澤 惠一 

 

16:15 ━ 17:45 

【一般演題 口演 III 】  

  座長 国立病院機構相模原病院 リウマチ科 

松井 利浩 

東京都立大塚病院 リウマチ膠原病科 

木村万希子 

3-1．当院で妊娠した抗 SS-A抗体陽性 130例の検討 

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター母性内科 

宮川 英子 他 

3-2．出産直後に高安動脈炎と診断された一例 

昭和大学医学部 内科学講座リウマチ膠原病内科学部門 

三浦 瑶子 他 

3-3．JCR 会員アンケート研究：SLE 患者の妊娠許容に対する免疫血清学的指標の影響 

昭和大学医学部 内科学講座リウマチ膠原病内科学部門 

磯島 咲子 他 

3-4．Glucocorticoid は羊膜での ITGA8発現を誘導し、前期破水に寄与しうる 

国立成育医療研究センター 周産期・母性診療センター母性内科 

岡﨑 有香 他 

3-5．総合診療科で管理した複数の基礎疾患を抱えた痛風性関節炎合併妊娠の一例 

東京都立多摩総合医療センター 救急・総合診療部母性内科 

三島 就子 他 

3-6．授乳に関する医療用医薬品の添付文書記載要項変更の現状と 

授乳指導における課題についての検討 

国立成育医療研究センター 妊娠と薬情報センター 

肥沼  幸 他 

3-7．母体への向精神薬多剤投与が新生児蘇生に与える影響 

日本医科大学 産婦人科学教室 

加藤 暢子 他 

3-8．骨髄異形成症候群合併妊娠の１例 

東京医科歯科大学病院 周産・女性診療科 

牛木 詠子 他 

3-9．妊娠高血圧症候群と僧帽弁疾患合併妊娠予後の検討 

大阪大学医学部附属病院 産科婦人科 



田伏 真理 他 

3-10．当院における COVID-19妊婦の対応 

東京都立墨東病院 産婦人科 

新田  慧 他 

3-11．第 5波までの COVID-19罹患妊婦の診療実態と産科・内科の連携について 

東京都立多摩総合医療センター 救急・総合診療センター 

河原加奈枝 他 

 

17:45 ━ 17:55 

閉会の辞                                  

神奈川県立こども医療センター 母性内科 

萩原 聡子   

 

 


