＜講演会・研究会・学会発表＞
演者名

演題

学会名

開催地

講演日

＜特別講演・教育講演＞
埼玉県産婦人科医会第29回
さいたま
周産期研究会

北脇

城

京都産婦人科救急診療研究会設立の経緯

北脇

城

子宮内膜症・子宮腺筋症～トータルヘルスケアを 倉敷子宮内膜症・腺筋症
見据えた治療戦略～
フォーラム

北脇

城

北脇

2017.4.22

倉敷

2017.6.10

子宮内膜症女性のトータルヘルスケア

第37回東京生殖医療懇談会 東京

2017.6.15

城

OC・LEPの近未来～今私たちができること～

第40回日本産婦人科医会性
京都
教育セミナー全国大会

2017.7.30

北脇

城

子宮内膜症治療のトピックス～卵巣予備能と
OC・LEP～

日本生殖医学会平成29年度
第1回生殖医療従事者講習 大阪
会

2017.8.27

楠木

泉

子宮内膜症·子宮筋腫·子宮腺筋症に対する内分
産婦人科診療Forum in
泌療法～酢酸リュープロレリンの特性を生かした Kyoto
投与法～

京都

2017.8.31

カーンカレク

Molecular detection of intrauteirne microbial
coloniztion in womrn with endometriosis (invited
lecture)

The 18th Royan International
Congress on Reproductive
Biomedicine

Tehra, Iran

2017. 8.30-9.1

楠木

泉

内視鏡下の骨盤内所見・卵管の診断・治療・成績

第2回不妊症・内視鏡研究
会

大阪

2017.9.2

北脇

城

子宮内膜症女性の生涯にわたるヘルスケア～新た 第2回FSDの会～内分泌を考
名古屋
なLEPレジメンの位置づけをふまえて～
える～

北脇

城

女性医学からみる子宮内膜症.学会賞受賞講演

第32回日本女性医学学会

大阪

2017.11.5

カーンカレク

Adenomyosis: current understanding from bench to
clinic

The 6th Asian Endometriosis
Congress (invited lecture)

Shiraz, Iran

2017.11.22-24

北脇

月経困難症～軽視できない思春期の子宮内膜症発 第27回臨床内分泌代謝
症リスク～
Update

神戸

2017.11.25

Cairo, Egypt

2017.11.30-12.1

城

2017.10.28

カーンカレク

Bacterial contamination hypothesis: a new concept in
endometriosis

The 3rd International
Conference of the Egyptian
Fertility and Sterility
Society (EFSS)

北脇

城

子宮内膜症治療の最前線

2017年度バイオ・ソサエ
ティ医学入門講座．ルイ・ 京都
パスツール医学研究セン
ター

2018.2.21

北脇

城

子宮内膜症女性の生涯にわたるヘルスケア

第31回秋田県排尿・生殖研
秋田
究会

2018.2.22

子宮がん検診ーちゃんと受けてますか？

平成29年度女性の健康週間
京都
府民公開講座

2018.3.4

森

泰輔

＜シンポジウム＞

Mori T, Kitawaki J

Peroxisome-Proliferator Activated receptor g
2nd Congress of the Society of
coactivator-1a enhances local estrogen biosynthesis by Endometriosis and Uterine
stimulating aromatase activity in endometriosis
Disorders (SEUD)

Singapore

2017 April 5

森

シンポジウム16 ホルモン依存性婦人科疾患研究
の最前線．エストロゲン生合成経路からみた子宮 第90回日本内分泌学会
内膜症の病態解明と新たな治療戦略

京都

2017.4.21

泰輔

Kitawaki J

Endometriosis in women’s health care

The 8th Globe Conference of
Chronic Pelvic Pain and
Endometriosis

Beijing, Republic
of China

楠木 泉、伊藤文武、松島 パネルディスカッション 安全性と根治性を目指
第57回日本産科婦人科内視
岡山
洋、小芝明美、辰巳 弘、森 した深部子宮内膜症に対する腹腔鏡下手術～腔の
鏡学会
泰輔、北脇 城
展開から始める系統的剥離～

2017 June 30

2017.9.8

18th Annual Congress of the
Asia Pacific Association for
Gynecologic Endoscopy and
Minimally Invasive Therapy
(APAGE 2017)

Okayama

2017 September 7

The 3rd International
Conference of the Egyptian
Fertility and Sterility
Society (EFSS)

Cairo, Egypt

2017.11.30-12.1

楠木 泉、伊藤文武、松島 シンポジウム１ 深部子宮内膜症手術と他科との
第39回日本エンドメトリ
洋、小芝明美、森 泰輔、北 連携 深部子宮内膜症手術における消化器外科・
オーシス学会
脇 城
泌尿器科との連携

京都

2018.1.27

髙岡 宰、森 泰輔、垂水洋
輔、菅原拓也、沖村浩之、前 シンポジウム２ 子宮内膜症の病態解明を目指し
田英子、片岡 恒、秋山鹿 て 子宮内膜症に対するダイゼインリッチイソフ 第39回日本エンドメトリ
子、田中佑輝子、伊藤文武、
オーシス学会
ラボンアグリコン(DRIAs)の治療効果
小芝明美、楠木 泉、カーン
カレク、北脇 城

京都

2018.1.27

伊藤文武、楠木 泉、片岡
ワークショップ１ 子宮腺筋症の妊孕性温存手術 第39回日本エンドメトリ
恒、髙岡 宰、小芝明美、辰
当科における子宮腺筋症核出術後妊娠の検討
オーシス学会
巳 弘、北脇 城

京都

2018.1.27

Kusuki I, Ito F, Matsushima H, Invited Session: Safe and radical laparoscopic surgery
Koshiba A, Tatsumi H, Taisuke for deep infiltrating endometriosis (DIE): Systematic
Mori, Kitawaki J
adhesiolysis beginning with retroperitoneal separation

Khan Khaleque, Kitawaki Jo

Khan Khaleque, Kitawaki Jo

＜一般講演＞
Tetsuya Kokabu, Taisuke
Mori, Hiroshi Matsushima,
Hisashi Kataoka, Kaori
Yoriki, Kyoko Akashi,
Haruo Kuroboshi, Hiroshi
Tatsumi, Jo Kitawaki
Osamu Takaoka, Taisuke Mori,
Fumitake Ito, Akemi Koshiba,
Yukiko Tanaka, Hisashi
Kataoka,
Izumi Kusuki, Jo Kitawaki

Adolescent endometriosis: current status and its
problems in Asia (Symposium)

Adenomyosis: its pathogenesis and association with
reproductive outcome (Symposium)

The 4th Congress of the
Society of Endometriosis and
Uterine Disorders (4th SEUD)

Florence, Italy 2018.4.26-28

Efficacy of combination chemotherapy with
topotecan plus bevacizumab for patients with 第69回日本産科婦人科学会
広島
platinum-resistant first recurrent ovarian 学術講演会
cancer

2017.4.15

Daidzein-rich isoflavone aglycones inhibit proliferation
of human endometriotic stromal cells and in
a mouse endometriosis model

Kaori Yoriki, Taisuke Mori,
Hiroshi Matsushima, Tetsuya
Prognostic factors in patients with platinumKokabu, Kyoko Akashi, Shiori
resistant/refractory ovarian cancer
Umemura, Hiroshi Tatsumi, Haruo
Kuroboshi, Jo Kitawaki

第59回日本産婦人科学会

広島

2017.4.16

第59回日本産婦人科学会

広島

2017.4.16

京都

2017.4.21

伊藤文武、森 泰輔、辰巳
弘、岩佐弘一、北脇 城

CEEに含まれるequilinはERβ発現低下を介して動
脈硬化リスクとなる

第90回日本内分泌学会

Koshiba A, Kusuki I,
Kitawaki J

Enlarged uterine corpus volume in women with
endometriosis: Assessment using three-dimensional
reconstruction of pelvic magnetic resonance images

13th World Congress on
Vancouver
Endometriosis (WCE 2017)

黒星

当院における再発子宮頸癌に対するベバシズマブ 中外e-セミナー on
の使用経験
Gynecologic Cancer

晴夫

京都

2017 May 17-20

2017.5.24

古株哲也、森 泰輔、磯島善
孝、西村綾子、安川 覚、明 子宮頸部上皮内癌と上皮内腺癌が共存し衝突癌と
第58回日本臨床細胞学会
石京子、寄木香織、辰巳
考えられた1例
弘、黒星晴夫、北脇 城

大阪

2017.5.27

明石京子、森 泰輔、片岡
恒、古株哲也、寄木香織、松 当院における子宮頸部病変要精査症例の受診行動 第58回日本臨床細胞学会
島 洋、辰巳 弘、黒星晴 についての検討
夫、北脇 城

大阪

2017.5.28

森 泰輔、寄木香織、古株哲
也、明石京子、片岡 恒、松 胃癌術後10年目に子宮頸部孤立性再発を来した1
第58回日本臨床細胞学会
島 洋、黒星晴夫、辰巳
例
弘、北脇 城

大阪

2017.5.28

アグリコン型イソフラボンによる子宮内膜症の増 第25回鴨和腫瘍カンファレ
京都
殖抑制
ンス

2017.6.11

子宮内膜症女性における子宮体積の増大‐3D再構
成法を用いた骨盤MRIの評価‐

2017.6.11

髙岡

宰

小芝明美

第26回鴨和腫瘍カンファレ
京都
ンス

田村祐子、辰巳 弘、川俣ま 成熟嚢胞性奇形腫に合併した卵巣カルチノイド腫
第136回近畿産科婦人科学
り、森 泰輔、寄木香織、松
瘍の1例
会
島 洋、黒星晴夫、北脇 城

大阪

2017.6.17

第136回近畿産科婦人科学
会

大阪

2017.6.18

山下 優、藁谷深洋子、川俣
Fontan術後妊娠の1例
まり、馬淵亜希、北脇 城

田中佑輝子

子宮内膜症における制御性T細胞の役割

京都子宮内膜症・腺筋症セ
京都
ミナー

馬淵亜希、藁谷深洋子、安尾 妊娠初期一過性甲状腺機能亢進症と周産期予後に 第53回日本周産期・新生児
横浜
忠浩、北脇 城
ついての検討
医学会

藁谷深洋子、馬淵亜希、安尾
当院における胎児3D-CTを用いた出生前診断
忠浩、北脇 城

第53回日本周産期・新生児
横浜
医学会

2017.7.8

2017.7.16

2017.7.17

第53回日本周産期・新生児
近藤美保、藁谷深洋子、馬淵
横浜
常位胎盤早期剥離発症におけるリスク因子の検討
亜希、安尾忠浩、北脇 城
医学会

2017.7.17

寄木香織、森 泰輔、松島
洋、古株哲也、明石京子、楳 子宮体部類内膜腺癌再発中リスク群の転帰につい
第59回日本婦人科腫瘍学会 熊本
村史織、辰巳 弘、黒星晴 ての検討
夫、北脇 城

2017.7.28

山下 優、黒星晴夫、辰巳 Nogitecan+Bevacizumab療法が有効であった卵巣癌
第59回日本婦人科腫瘍学会 熊本
弘、森 泰輔、松島 洋、古
株哲也、片岡 恒、北脇 城 3B期の1例

2017.7.28

第46回日本女性心身症医学
東京
会

2017.7.30

楳村史織、岩佐弘一、北脇
城

女子アスリートにおける月経関連諸問題の認識と実態との
相違

小芝明美、楠木 泉、垂水洋
輔、菅原拓也、沖村浩之、前 深部子宮内膜症切除を同時施行した子宮内膜症性
第28回近畿エンドメトリ
田英 子、 秋山 鹿子、片岡 嚢胞摘出術と再発後早期のジエノゲスト(DNG)投
オーシス研究会
恒、高岡 宰、伊藤文武、北 与の有用性
脇 城
Koshiba A, Kusuki I,
Okimura H, Kataoka H ,
Takaoka O, Kokabu T, Ito
F, Matsushima H, Kitawaki
J

Cystectomy of endometrioma, resection of
DIE, and dienogest medication immediately
after recurrence reduce repeat surgeries of
endometrioma

Osamu Takaoka, Fumitake Isolated fallopian tube torsion diagnosed
Ito, Hiroshi Tatsumi,
and treated with laparoscopic surgery: A
Izumi Kusuki, Jo Kitawaki case report

18th Annual Congress of
the Asia Pacific
Association for
Gynecologic Endoscopy
and Minimally Invasive
Therapy (APAGE 2017)
18th Annual Congress of
the Asia Pacific
Association for
Gynecologic Endoscopy
and Minimally Invasive
Therapy (APAGE 2017)

大阪

2017.8.19

Okayama

2017 September 7

Okayama

2017 September 7

第57回日本産科婦人科内視
岡山
鏡学会

2017.9.9

小芝明美、楠木 泉、沖村浩
深部子宮内膜症の除去を組み合わせた子宮内膜症
第57回日本産科婦人科内視
之、片岡 恒、高岡 宰、古
岡山
性嚢胞摘出術と再発後早期のジエノゲストの投与
株哲 也、 伊藤 文武、松島
鏡学会
は子宮内膜症に対する再手術を減少させる
洋、北脇 城

2017.9.9

沖村浩之、辰巳 弘、山下 腹腔鏡下手術で診断しえた横隔膜子宮内膜症に類 第57回日本産科婦人科内視
岡山
優、古株哲也、伊藤文武、松
内膜腺癌を合併した1例
鏡学会
島 洋、楠木 泉、北脇 城

2017.9.9

ダイゼインリッチイソフラボンアグリコン
髙岡 宰、森 泰輔、沖村浩 （DRIAs）の子宮内膜症間質細胞に対する増殖抑
之、田中佑輝子、小芝明美、 制効果および子宮内膜症マウスモデルにおける嚢
第22回日本生殖内分泌学会 宜野湾
伊藤文武、楠木 泉、北脇
胞形成の抑制効果 −イソフラボングリコシドと比
城
較して−

2017.9.30

藁谷深洋子、馬淵亜希、田中 当院で経験した胎児骨系統疾患13例の出生前診断
佑輝子、北脇 城

第58回日本母性衛生学会

神戸

2017.10.6

高橋 裕司、藁谷深洋子、松
島 洋、馬淵亜希、田中佑輝 完全子宮内反症の1例
子、北脇 城

第10回京都産婦人科救急診
京都
療研究会

2017.10.8

髙岡 宰、伊藤文武、辰巳
弘、楠木 泉、北脇 城

腹腔鏡下に診断, 治療した孤立性卵管捻転の１例

田村祐子、辰巳 弘、川俣ま 成熟嚢胞性奇形腫に合併した卵巣カルチノイド腫
京都産科婦人科学会平成29
京都
り、森 泰輔、寄木香織、松
瘍の1例
年度学術集会
島 洋、黒星晴夫、北脇 城

2017.10.21

髙岡 宰、森 泰輔、垂水洋
輔、菅原拓也、沖村浩之、前
田英 子 、片 岡 恒 、秋 山鹿
子、田中佑輝子、小芝明美、
伊藤文武、楠木 泉、カーン
カレク、北脇 城

ダイゼインリッチイソフラボンアグリコンは子宮
内膜症間質細胞の増殖を抑制し、子宮内膜症マウ 第5回日本サプリメント学
スモデルの嚢胞形成を抑制する −イソフラボンサ 会学術集会
プリメントの子宮内膜症抑制効果−

東京

2017.10.28

伊藤文武、小芝明美、辰巳
弘、北脇 城

Drospirenoneによる血管内皮接着分子発現への影
第32回日本女性医学学会
響

大阪

2017.11.4-5

第32回日本女性医学学会

大阪

2017.11.4-5

小芝明美、楠木 泉、沖村浩 子宮内膜症と子宮筋腫を合併した骨盤臓器脱に対
之、片岡 恒、寄木香織、伊 して腹腔鏡下子宮膣上部切断術を併用した腹腔鏡 第32回日本女性医学学会
藤文武、北脇 城
下仙骨膣固定術を施行した１例

大阪

2017.11.4-5

田中佑輝子、森 泰輔、沖村
浩之、前田英子、小芝明美、
子宮内膜症における制御性T細胞の役割
伊藤文武、楠木 泉、北脇
城

黒星晴夫、森 泰輔、澤田守
当院における再発子宮頸癌に対するベバシズマブ Gynecologic Expert Meeting
男
の使用経験
2017
辰巳 弘、松島 洋、北脇 城

京都

2017.11.10

髙岡 宰、森 泰輔、沖村浩 ダイゼインリッチイソフラボンアグリコンは子宮
之、田中佑輝子、小芝明美、
内膜症間質細胞の増殖を抑制し,子宮内膜症マウス 第62回日本生殖医学会
伊藤文武、楠木 泉、北脇
モデルの嚢胞形成を抑制する
城

下関

2017.11.15

Kyoto Fetal Ultrasonographic
京都
Telediagnosis System Meeting

2017.11.18

近藤美保、馬淵亜希、田中佑 Ⅰ型糖尿病合併妊娠に対してSAP療法で血糖管理を 第７回京都周産期カンファ
京都
輝子、藁谷深洋子、北脇 城 行った一絨毛膜二羊膜双胎妊娠の1例
レンス

2017.11.18

山下 優、辰巳 弘、沖村浩
之、古株哲也、松島 洋、黒 横隔膜子宮内膜症を墓地として発生した類内膜癌 第9回関西婦人科腫瘍・病
星晴夫、澤田守男、森 泰 の1例
理懇話会
輔、北脇 城

京都

2017.11.23

松島 洋、伊藤文武、小芝明 子宮内膜症と子宮筋腫を合併した骨盤臓 器脱に対 第40回日本産婦人科手術学
大阪
美、楠木 泉、北脇 城
し腹腔鏡下仙骨腟固定術を施行した1例
会

2017.11.26

楠木 泉、伊藤文武、沖村浩
之、古株哲也、片岡 恒、高 腹腔鏡下手術で機能温存手術を完遂し得た若年性 第40回日本産科婦人科手術
大阪
岡 宰、松島 洋、小芝明 直腸・腟・卵巣子宮内膜症の1例
学会
美、森 泰輔、北脇 城

2017.11.26

松島 洋、楠木 泉、伊藤文 当院における腹腔鏡下子宮全摘除述の後方アプ
第9回京都婦人科鏡視下手
武、小芝明美、辰巳 弘、森 ローチによる定型化およびほかのアプローチとの
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Increased ipsilateral uterine artery vascular resistance in
Tanaka Y, Koshiba A, Takahata
J Obstet Gynaecol Res
women with ovarian endometrioma
A, Kitawaki J

43(4):736-743

2017

Ito F, Tatsumi H, Takahata A, Isolated fallopian tube torsion diagnosed and treated
Yamada S, Kusuki I, Kitawaki J with laparoscopic surgery: a case report

6(2):89-91

2017

622:47-58

2017

PLoS One

12(5):e0177439

2017

Takimoto T, Maegawa S,
Tatsumi H, Nagoshi H, Chinen
Extranodal marginal zone lymphoma of the uterine
Y, Shimura Y, Kobayashi T,
cervix with concomitant copy number gains of the
Horiike S, Nakamura S,
MALT1 and BCL2 genes: A case report
Kitawaki J, Kuroda J, Taniwaki
M

Oncol Lett

13(5):3641-3645

2017

Tanaka Y, Mori T, Ito F,
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