
第40回⽇本エンドメトリオーシス学会学術講演会 演題採択結果

演題登録番号 ⽉⽇ 曜⽇ 時間 セッション（カテゴリー） セッションテーマ 演題名

jse40001 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-10:50 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症と⼿術療法 ⼦宮腺筋症に対するTLHとそのバリエーション−2段法と頚管部側⽅の対処と回収の⼯夫−

jse40002 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化２ Nuck管内発育した転移病変で発⾒された漿液性卵巣癌

jse40003 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:20 ワークショップ3 ⼦宮内膜症⼿術―困難症例への挑戦 直腸⼦宮靱帯が拘縮し⼀塊となりダグラス窩DIE結節と呼ばれる ―側⽅靱帯・神経の変位―

jse40004 1⽉19⽇ （⼟） 15:50-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法２ ダグラス窩閉鎖に対する⼿術戦略 〜誰もがダグラス窩開放術を⾏えるために〜

jse40005 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:20 ワークショップ3 ⼦宮内膜症⼿術―困難症例への挑戦 TME(Total Mesorectal Excision)の膜解剖理論に基づいた深部⼦宮内膜症の⼿術戦略

jse40006 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:20 ワークショップ3 ⼦宮内膜症⼿術―困難症例への挑戦 卵巣内膜症性嚢胞の内容漏出を少なくした⼿術は術後再発や癒着を低減する可能性がある

jse40007 1⽉19⽇ （⼟） 16:00-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因４ miR-132はAkt1を介して⼦宮内膜症の病態形成に関与する

jse40009 1⽉19⽇ （⼟） 15:50-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法２ 逆⾏性アプローチによるダグラス窩癒着症例のTLH

jse40010 1⽉19⽇ （⼟） 15:00-15:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法１ ⼦宮内膜症に対する当科での腹腔鏡⼿術後の疼痛の推移について

jse40011 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と鑑別診断 健康診断で⽔腎症を指摘された尿管⼦宮内膜症の1例

jse40012 1⽉19⽇ （⼟） 15:00-15:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法１ 腹腔NK細胞の⾛化性低下は、⼦宮内膜症の術後再発に関連する

jse40013 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-09:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症の多彩な臨床経過 若年期からの医原性早発卵巣不全におけるHRT中に発症した卵巣⼦宮内膜症性嚢胞の１例

jse40014 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因１ ⾻盤⼦宮内膜症に隣接した後腹膜腔の脂肪組織では炎症が亢進している

jse40015 1⽉19⽇ （⼟） 15:10-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因３ 卵胞液中に存在する⼦宮内膜症合併不妊症に特異的な免疫複合体抗原の網羅的解析

jse40016 1⽉20⽇ （⽇） 15:20-16:00 ⼀般演題 深部⼦宮内膜症 ⼦宮頸部腫瘍像を呈した深部⼦宮内膜症の後腟円蓋浸潤の1例

jse40017 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と鑑別診断 直腸⼦宮内膜症と鑑別を要した⼦宮内膜症合併直腸平滑筋腫の１例

jse40018 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化1 卵巣⼦宮内膜症性嚢胞の診断で腹腔鏡下⼿術を施⾏し境界悪性・悪性を認めた症例の検討

jse40019 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因１ 卵巣⼦宮内膜症におけるマクロファージの分布、形態と種類についての組織学的検討

jse40020 1⽉19⽇ （⼟） 15:20-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と新規治療 ⽐較的若年者⼦宮内膜症性嚢胞に対するジェノゲストとエタノール固定の併⽤療法の報告

jse40021 1⽉20⽇ （⽇） 14:30-15:20 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症２ ⽉経随伴性気胸における術前MRI診断の有⽤性

jse40022 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-10:00 ワークショップ2
⼦宮内膜症合併不妊管理ー私はこうしている⼿術とARTの
コンビネーションなど

腹腔鏡下卵巣チョコレート嚢胞摘出術の術前加療による⼿術成績と術後成績への影響

jse40023 1⽉20⽇ （⽇） 09:20-10:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と薬物療法 ⼦宮内⻩体ホルモン放出システムの経腟超⾳波検査による「⼦宮底までの距離」の重要性
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演題登録番号 ⽉⽇ 曜⽇ 時間 セッション（カテゴリー） セッションテーマ 演題名

jse40024 1⽉19⽇ （⼟） 15:00-15:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法１ 妊娠前の卵巣チョコレート嚢胞摘出術が周産期予後に与える影響に関する検討

jse40025 1⽉20⽇ （⽇） 15:20-16:00 ⼀般演題 深部⼦宮内膜症 腫瘤形成性⼦宮内膜症により尿管閉塞をきたし、腹腔鏡下⼿術にて治療した⼀例

jse40026 1⽉20⽇ （⽇） 14:30-15:20 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症２ 薬物抵抗性で⽉経随伴気胸を繰り返し両側附属器切除に⾄った1例

jse40027 1⽉20⽇ （⽇） 10:00-10:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症と不妊症 ⼦宮内膜症患者に対するEndometriosis fertility indexの有⽤性に関する検討

jse40028 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化２ ⼦宮腺筋症から発⽣したと考えられた⼦宮内膜異型増殖症の1例

jse40029 1⽉19⽇ （⼟） 15:00-15:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法１ ⽚側チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下付属器切除術後の再発とリスク因⼦について

jse40030 1⽉19⽇ （⼟） 15:20-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と新規治療 ⼦宮内膜症モデルマウスにおける当帰芍薬散（TJ-23）の疼痛および炎症抑制効果

jse40031 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-09:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症の多彩な臨床経過 ⼦宮内膜症を合併した、⾎性腹⽔を伴う広範な良性多嚢胞性腹膜中⽪腫の1例

jse40032 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-14:30 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症１ 肝臓内膜症の1例

jse40033 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 その他社会啓発活動など ⻩体期に⽉経痛と酷似する下腹痛を訴えた４症例

jse40034 1⽉19⽇ （⼟） 15:00-15:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法１ ⼿術操作の違いによる卵巣内膜症性嚢胞摘出術後の卵巣機能に関する前⽅視的検討

jse40035 1⽉19⽇ （⼟） 13:30-15:00 ワークショップ1
若年⼦宮内膜症の診断と管理閉経移⾏期・閉経後の⼦宮内
膜症の取り扱い

若年⼦宮内膜症および閉経期の⼦宮内膜症診療のポイントーQOL向上のためにー

jse40036 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症 ジエノゲストが⼦宮体積増加抑制効果を⽰す⼦宮腺筋症は？

jse40037 1⽉20⽇ （⽇） 15:20-16:00 ⼀般演題 深部⼦宮内膜症 当院での深部内膜症病変切除術後の経過の検討

jse40038 1⽉19⽇ （⼟） 15:50-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法２ 多発稀少部位⼦宮内膜症に対する腹腔鏡⼿術

jse40039 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-09:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症の多彩な臨床経過 多量の⾎性腹⽔を伴う⼦宮内膜症の2例：新たな⼦宮内膜症の病態の提唱

jse40040 1⽉19⽇ （⼟） 16:00-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因４ TCF21による⼦宮内膜症における線維化の制御

jse40041 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-09:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症の多彩な臨床経過 ⼦宮内膜症性卵巣嚢胞癒着剥離部に、LEP服⽤中に発症したS状結腸デスモイドの1例

jse40042 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-10:50 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症と⼿術療法 腺筋症核出術後の再発症例における、再発様式と⼦宮腺筋症の分類との関係

jse40043 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症 ⼦宮腺筋症に対するジェノゲストの安全性に関する検討

jse40044 1⽉20⽇ （⽇） 09:20-10:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と薬物療法 LEP延⻑投与法はどこまで受け⼊れられるか

jse40045 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:10 シンポジウム3 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症の病因・病態ー最新知⾒ ⼦宮腺筋症の病因と不妊症との関連
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jse40046 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症 ⼦宮の内外筋層に発⽣する⼦宮腺筋症 〜それぞれの線維化の特徴に焦点を当てる〜

jse40047 1⽉19⽇ （⼟） 16:00-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因４ 卵巣チョコレート嚢胞は深部⼦宮内膜症を原因とした卵巣上⽪の重積と化⽣で形成される

jse40048 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法３ 緊急⼦宮内膜症⼿術における感染の有無の後⽅視的検討 ー⼿術介⼊の最適化を⽬指してー

jse40049 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-10:50 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症と⼿術療法 不妊患者における⼦宮腺筋症核出術後の癒着についての検討

jse40050 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:20 ワークショップ3 ⼦宮内膜症⼿術―困難症例への挑戦 ⾼度Douglas窩閉鎖を開放するための⼀戦略

jse40051 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症 妊娠は⼦宮腺筋症の増⼤を抑制する

jse40052 1⽉19⽇ （⼟） 15:10-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因３ ⼦宮内膜症関連卵巣癌の病態解明を⽬的とした遺伝⼦発現解析

jse40053 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化1 ⼦宮内膜症より発⽣した卵巣明細胞腺癌におけるCD44v9の免疫組織学的検討

jse40054 1⽉20⽇ （⽇） 10:00-10:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症と不妊症 ⼦宮腺筋症における着床期の⼦宮内膜蠕動様運動についての検討

jse40055 1⽉20⽇ （⽇） 09:20-10:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と薬物療法 LEP製剤投与法の違いは⼦宮内膜症に伴う⽉経困難症にどのような影響を及ぼすか

jse40056 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 その他社会啓発活動など 美容業界⼤⼿企業とJECIEの協業による⽉経関連疾患の調査・啓発活動 第1報

jse40057 1⽉20⽇ （⽇） 09:20-10:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と薬物療法 Levonorgestrel⼦宮内システム抜去後の持続出⾎により腹腔鏡下⼦宮全摘術を要した1例

jse40058 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因２ ⼦宮内膜症発症に関連するSNPについて

jse40059 1⽉20⽇ （⽇） 10:00-10:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症と不妊症 腸管⼦宮内膜症を合併した⼦宮腺筋症性不妊症の⼀例

jse40060 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-11:40 シンポジウム2 ⼦宮内膜症⼦宮腺筋症と妊娠 The adverse effect of endometriosis on pregnancy

jse40061 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と鑑別診断 尿管⼦宮内膜症との鑑別に苦慮した先天性尿管膀胱移⾏部狭窄症の１例

jse40062 1⽉19⽇ （⼟） 13:30-15:00 ワークショップ1
若年⼦宮内膜症の診断と管理閉経移⾏期・閉経後の⼦宮内
膜症の取り扱い

⼦宮内膜症⼥性における周閉経期の腰椎・⼤腿⾻⾻密度

jse40063 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 その他社会啓発活動など ⼦宮内膜症⼥性の⾻粗鬆症対策を踏まえた閉経後マネージメント SERMとTSECの効果の⽐較

jse40064 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因２ 卵巣チョコレート嚢腫の発症・進展におけるHOXC8遺伝⼦の関与

jse40065 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化1 卵巣チョコレート嚢胞核出後に癌化した1例

jse40066 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:10 シンポジウム3 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症の病因・病態ー最新知⾒ ⼦宮内膜症患者の腸内細菌叢では制御性T細胞誘導に重要な酪酸産⽣菌が減弱している。

jse40068 1⽉20⽇ （⽇） 14:30-15:20 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症２ 腸管⼦宮内膜症（術中に偶発的に発⾒した症例も含めて）11例の検討
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jse40069 1⽉20⽇ （⽇） 15:20-16:00 ⼀般演題 深部⼦宮内膜症 ダグラス窩深部内膜症の術前診断に対する経腟超⾳波断層法所⾒の検討

jse40070 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 その他社会啓発活動など 富⼠市における企業健診時の⽉経関連疾患問診実施と受診推進活動 第1報

jse40071 1⽉19⽇ （⼟） 16:00-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因４ ⼦宮腺筋症と⼦宮内膜症におけるTCF21とペリオスチンの発現

jse40072 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化２ ⾍垂内膜症から発⽣した腹膜癌（漿液性癌）の1例

jse40073 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化２ 稀少部位⼦宮内膜症と関連した悪性腫瘍の4例

jse40074 1⽉19⽇ （⼟） 15:10-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因３ 稀少部位⼦宮内膜症におけるミュラー管由来上⽪マーカーPAX8の感度に関する検討

jse40075 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因１ ⼦宮内膜症におけるHSD17β6発現とその意義

jse40076 1⽉19⽇ （⼟） 15:10-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因３ CD10免疫染⾊によるカニクイザル⼦宮内膜と卵管組織の鑑別、⼦宮内膜症診断への応⽤

jse40077 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化1 Endometriosis-related ovarian neoplasmsの術前予測についての検討

jse40078 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-14:30 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症１ 会陰切開縫合部に発⽣した⼦宮内膜症の１例

jse40079 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と鑑別診断 悪性腫瘍との鑑別を要し所属リンパ節に⼦宮内膜組織を認めたS状結腸⼦宮内膜症の1例

jse40080 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-11:40 シンポジウム2 ⼦宮内膜症⼦宮腺筋症と妊娠 ⼦宮内膜症と周産期合併症に関する解析

jse40081 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法３ ⼦宮内膜症性卵巣嚢胞破裂症例の特性および腹腔鏡下⼿術成績に及ぼす影響

jse40084 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因１ M2 Macrophage (MΦ)は⼦宮内膜症の増悪因⼦であり、その是正は治療ターゲットになりうる

jse40085 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:10 シンポジウム3 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症の病因・病態ー最新知⾒ 正所性内膜と異なる異所性内膜の特徴

jse40086 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症 ⼦宮腺筋症における腺筋症重量とCA125の関係

jse40087 1⽉20⽇ （⽇） 10:00-10:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症と不妊症 ⼦宮内膜症性嚢胞合併不妊の⼿術療法有無によるART治療成績の検討

jse40088 1⽉20⽇ （⽇） 09:20-10:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と薬物療法 ジエノゲストによる⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症治療を約10年間継続中の⼀例

jse40089 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-11:40 シンポジウム2 ⼦宮内膜症⼦宮腺筋症と妊娠 ⼦宮腺筋症合併不妊患者に対する治療成績と周産期予後の検討

jse40090 1⽉20⽇ （⽇） 14:30-15:20 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症２ 膀胱三⾓部に発症した希少部位⼦宮内膜症の1例

jse40091 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-14:30 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症１ ⿏径部⼦宮内膜症に対する治療経験

jse40092 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化1 ⻑期の経過観察後に卵巣癌を続発した卵巣⼦宮内膜症性嚢胞の１例
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jse40093 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-14:30 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症１ ⿏径部⼦宮内膜症の6症例

jse40094 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-09:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症の多彩な臨床経過 腹腔鏡下⼿術によって症状改善を得た⼦宮内膜症合併家族性地中海熱の2例

jse40095 1⽉19⽇ （⼟） 15:50-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法２ ロボット⽀援下⼿術においてDouglas窩開放を必要とした1例

jse40096 1⽉19⽇ （⼟） 13:40-14:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因１ PGC-1αを介した系は⼦宮内膜症の有⼒な治療標的である

jse40097 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:20 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と悪性化２ ⼦宮腺筋症から発⽣した⼦宮癌⾁腫の⼀例

jse40098 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-11:40 シンポジウム2 ⼦宮内膜症⼦宮腺筋症と妊娠 Flap法による⼦宮腺筋症摘出術：再発例の病理組織学的検索と周産期リスクの考察

jse40099 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-15:20 ワークショップ3 ⼦宮内膜症⼿術―困難症例への挑戦 尿管、膀胱へ浸潤する深部⼦宮内膜症病変に対する腹腔鏡下⼿術の検討

jse40100 1⽉20⽇ （⽇） 10:50-11:40 ⼀般演題 その他社会啓発活動など 経腟超⾳波検査による⼦宮後屈診断の有⽤性：後屈を惹起する要因と⾝体所⾒との関連性

jse40101 1⽉20⽇ （⽇） 08:30-10:00 ワークショップ2
⼦宮内膜症合併不妊管理ー私はこうしている⼿術とARTの
コンビネーションなど

⼦宮内膜症の癒着診断法：Adhesion scoreは⾻盤内癒着と不妊治療への指針となるか？

jse40102 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と鑑別診断 臍部⼦宮内膜症の診断、治療についての全国調査

jse40103 1⽉19⽇ （⼟） 15:10-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因３ 網羅的⾎清糖ペプチドスペクトラを⽤いた内膜症性嚢胞と初期卵巣明細胞癌の鑑別

jse40104 1⽉19⽇ （⼟） 15:50-16:40 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法２ ⾼度癒着を有する卵巣チョコレート嚢胞に対する腹腔鏡下付属器摘出術

jse40105 1⽉20⽇ （⽇） 14:30-15:20 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症２ 当院で腸管⼦宮内膜症に対して治療を⾏った59例の後⽅視的検討

jse40106 1⽉19⽇ （⼟） 13:30-15:00 ワークショップ1
若年⼦宮内膜症の診断と管理閉経移⾏期・閉経後の⼦宮内
膜症の取り扱い

当科における若年⼥性の⽉経困難症と⼦宮内膜症の検討

jse40107 1⽉19⽇ （⼟） 15:20-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と新規治療 当帰芍薬散の⼦宮内膜症における抗炎症効果の検討

jse40108 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法３ チョコレート嚢胞の診断で腹腔鏡⼿術を施⾏し、⼦宮広間膜内の卵管内膜症であった⼀例

jse40109 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法３ 仙⾻⼦宮靭帯にのみ病変を有する⼦宮内膜症症例における仙⾻⼦宮靭帯切除術の有⽤性

jse40110 1⽉20⽇ （⽇） 10:00-10:50 ⼀般演題 ⼦宮内膜症・⼦宮腺筋症と不妊症 腹腔鏡下両側卵管部分摘出術と凍結融解胚盤胞移植で妊娠した重症⼦宮内膜症の1例

jse40111 1⽉19⽇ （⼟） 13:30-15:00 ワークショップ1
若年⼦宮内膜症の診断と管理閉経移⾏期・閉経後の⼦宮内
膜症の取り扱い

卵巣⼦宮内膜症性嚢胞における管理の標準化と⻑期薬物療法の有効性とその課題

jse40112 1⽉20⽇ （⽇） 13:40-14:30 ⼀般演題 稀少部位⼦宮内膜症１ ジエノゲストが奏功した帝王切開瘢痕部症候群の1例

jse40113 1⽉19⽇ （⼟） 16:40-17:30 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と⼿術療法３ ⼦宮内膜症に対するTLH後の慢性⾻盤痛に対し腟断端摘除術を施⾏し疼痛が改善した1例

jse40114 1⽉19⽇ （⼟） 15:20-16:00 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と新規治療 当科における卵巣チョコレート嚢胞に対するエタノール固定術
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jse40115 1⽉20⽇ （⽇） 10:10-10:50 ⼀般演題 ⼦宮腺筋症と⼿術療法 こんなときどうする？ ⼦宮腺筋症核出術における縫合について

jse40116 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因２ ALDH1A isotypes expression in endometrium and ovarian endometriosis.

jse40201 1⽉19⽇ （⼟） 14:30-15:10 ⼀般演題 ⼦宮内膜症と病因２ ⽇本⼈⽉経困難症に関するゲノムワイド関連解析


