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はじめに
2014年は「アナと雪の女王」が大ヒットした．「家
族の強さ」と「恐れに対する愛」がこの作品の大き

産婦人科業績2014年
（1）学会・研究会

座長・発表

1）渡邉零美，井上裕美，外山唯奈，鵜澤芳江，市

なテーマだった．時代はそのような心のあり方の大

田知之，門間美佳，福田貴則，日下剛，木幡豊：

事さを求めているかのようだった．

体外受精後の胎盤異常症例．第43回湘南地区病

人生や社会での様々な非情な出来事，まだまだ医
療が届かないところでの恐ろしい出来事，そして生

院産婦人科研究会，ホテル・ラファエル，2014，
3．

じてしまった悲しみや怒り．私達が選んだ産科医療

2）久保唯奈，井上裕美，渡邉零美，鵜澤芳江，市

者としての職業は正しかったのかどうか，自問自答

田知之，門間美佳，福田貴則，日下剛，木幡豊：

する日々．

腹 腔 鏡 下 筋 腫 核 出 後 の Leiomyomatosis

この映画はこのような私達にも大きな影響を与えて

peritonealis disseminata（LPD）の2症例．第43回

くれたのではないだろうか？

湘南地区病院産婦人科研究会，ホテル・ラファ
エル，2014，3．

2014年の分娩数は905件，そのうち帝王切開は164

3）福田貴則：当院での子宮内膜がんに対するロボッ

件（18%）だった．経腟分娩は731件（81%），前回

ト手術．がん症例検討会と医療連携についての症

帝王切開の経腟分娩トライは35件そのうち経膣分娩

例検討会，当院主催

会議室，2014，7．

成功は32件（91.4%）で，残念ながら3件は途中帝王

4）井上裕美（座長）：一般演題5，メッシュ手術．

切開に移行した．全体で子宮破裂等の合併症はなかっ

第16回日本女性骨盤底医学会学術集会，ベストウ

た．骨盤位分娩は4件，そして双胎の経腟分娩は3件

エスタンニューシティー弘前，青森，2014，7．

だった．そして陣痛開始から退院まで原則として助

5）福田貴則，日下剛，井上裕美，門間美佳：第V因

産師さんだけがお産のサポートする助産師のお産は

子Leiden変異合併妊娠の1例．第50回日本周産期・

144件（15.6%）だった．

新生児学会，舞浜，シェラトン・グランデ・トウ

手術件数は748件で婦人科は584件，腹腔鏡下子宮
全摘出術（TLH）18件，Robotec（ダビンチ）腹腔鏡

キョウベイ・ホテル，2014，7．
6）福田貴則，井上裕美，木幡豊，日下剛，門間美

下子宮全摘出術（TLH）3件，腹腔鏡下子宮膣上部切

佳，鵜澤芳江，市田知之，久保唯奈，渡邉零美：

断術（LSH）13件，腹腔鏡（補助）下子宮筋腫摘出

カルボプラチンの過敏性反応に対し，外来診療に

術（LM+LAM）94件，腹腔鏡（補助）下卵巣囊腫摘

て脱感作療法を施行した1例．第56回婦人科腫瘍

出術及び付属器摘出術（LC+LAAC+LA）113件，子

学会，栃木県総合文化センター，宇都宮，2014，

宮頸癌5例（広汎子宮全摘出術5例，子宮体癌26例，

7．

卵巣癌27例，円錐切除術（LEEPを含む）40件，経頸
管筋腫切除術（TCR）43例，骨盤底臓器脱TFS：骨盤
臓器脱のメッシュ手術（55例），SSLF―骨盤臓器脱

7）木幡豊：子宮内膜症，神奈川産婦人科医会2014，
9．
8）Hiromi Inoue1)，Yutaka Kohata1)，Tuyoshi Kusaka1)，

の非メッシュ手術（仙棘靭帯固定）（7例）そして

Takanori Fukuda1)，Mika Monnma1)，Miki Oobayashi1)，

MEA（マイクロ波内膜焼灼術）10例だった．

Tomoyuki Ichida1)，Yoshie Uzawa1) and Yuuna

Toyama1) ， and Yuki Sekiguchi2) ， 1)OB& GYN

院：Tomo Therapyによる子宮頸癌

Department and Urogynaecology Center，Shonan

線治療の初期経験，日本放射線腫瘍学会，横浜，

Kamakura General Hospital

2)

Yokohama Luna

Ladys clinic：Tissue Fixation System（TFS）sling to
repair pelvic organ prolapse–A follow up for 5-years
after TFS surgery, ISPP

10th-14th Septvember

根治的放射

2014，12．
（2）論文、翻訳、教科書、エッセイ等発表
1）ミッシェル・オダン，大田康江訳，井上裕美監
訳．本当のお産とはどうあるべきか．メディカ
出版，2014，9．

2014，Munich，2014，9．
9）木幡豊：子宮内膜症について．神奈川県産婦人

2）井上裕美，久保唯奈，渡邉零美．子宮脱を伴う

科医会第5回初期研修医臨床医キャンプ モーニ

骨盤臓器脱

ングレクチャー，
箱根湯本

2014；Vol.68，No.10，776-783．

湯本富士屋ホテル，

2014，9．

TFS手術

臨床泌尿器．医学書院

3）井上裕美．湘南鎌倉総合病院での円錐切除術の

10）福田貴則，井上裕美，日下剛，木幡豊，門間美
佳，市田知之，鵜澤芳江，外山唯奈，渡邊零美，

変遷．Radiosurgery研究会ジャーナル，Vol.11，
No2，11-13，2014．

大林美貴＊，＊横浜元町女性医療クリニック・ル

4）Fukuda T，Inoue H，Toyama Y，Ichida T，Uzawa Y，

ナ：子宮外妊娠疑いで腹腔鏡下手術を施行し，

Monma M，Kusaka T，Kohata Y．Bilateral tubal and

診断が異なった2例．第54回日本産科婦人科内視

intrauterine pregnancies diagnosed at laparoscopy.J

鏡学会学術講演会，鹿児島，2014，9．

Obstet Gynaecol Res．2014 Oct；40(10)：2114-7．

11）久保唯奈，井上裕美，日下剛，木幡豊，福田貴

5）手島伸一1)，井上裕美1)，岸宏久2)，田丸淳一3)，湘

則，門間美佳，鵜澤芳江，市田知之，渡邉零美：

南鎌倉総合病院1)，同愛記念病院2)，埼玉医科大学

帝王切開時に判明し，二期的に手術した癒着胎

総合医療センター3)．連載第63回「マクロクイズ」

盤の1例．第407回神奈川県産科婦人科学会

病理と臨床．32(6)，663-667，2014．

学

術講演会，横浜，川崎日航ホテル，2014，9．
腹腔鏡

鵜澤芳江，市田知之，外山唯奈，渡邉零美，関口

最近の知見．第27回日本内視鏡

由 紀 ＊ ．骨 盤 臓器 脱に 対す る TFS sling 手 術 の

12）井上裕美（座長）：ワークショップ20
下骨盤底手術

6）井上裕美，木幡豊，日下剛，福田貴則，門間美佳，

外科学会総会，盛岡，2014，10．

evolution．日本女性骨盤底医学会誌11(1)，53-57，

13）福田貴則，井上裕美，日下剛，木幡豊，門間美

2014．

佳，鵜澤芳江，市田知之，久保唯奈，渡邉零美：

7）関口由紀，畦越陽子，金城真実，前田桂子，河路

子宮体がんへのロボット支援下手術を4例経験し

かおる，藤島淑子，井上裕美，窪田吉信．膣前壁

て．第35回神奈川産婦人科内視鏡研究会，2014，

のみの手術による修復で，どこまでの膀胱瘤が治

10．

癒できるのか？〜TFSTissue Fixation System)による

14）向井佑希1)，大村素子2)，松井謙吾2)，橋本晴満3)，
1)

1)

2)

2)

本郷秀幸 ，山下部亘 ，吉田美保 ，井上裕美 ，
1)

1)

1)

幡多政治 ，井上登美夫 ， 横浜市立大学付属病
院，2)，湘南鎌倉総合病院，3)湘南藤沢徳洲会病

Cervical TFS sling（基靭帯修復）とTFS-Usling（膀
胱膣筋膜補強）を行なった症例の検討〜．日本女
性骨盤底医学会誌 11(1)，58-59，2014．

（3）性教育講演

5）木幡豊：子宮内膜症治療の現況と展望．横浜市
生命の尊重・

1）長谷川充子，井上裕美：性教育
男女の共生，鎌倉市岩瀬中学講演

多目的教室

月例会講演，横浜市，2014，7．

6）木幡豊，久保唯奈：月経困難症・子宮内膜症の
病態と治療．神奈川県産婦人科医会

2014，2．
2）長谷川充子，井上裕美：性教育
倉市腰越中学講演

倉市大船中学講演

生命の尊重

鎌

中学構内マリーナ，2014，2．

3）長谷川充子，井上裕美：性教育

命の大切さ

鎌

体育館，2014，3．

4）長谷川充子，井上裕美：性教育
男女の共生．鎌倉市玉縄中学講演

5）長谷川充子，井上裕美：性教育
男女の共生．鎌倉市第一中学講演

生命の尊重・
大船玉縄体

臨床研修医サマーキャンプ，箱根湯本，湯本富
士屋ホテル，2014，9．
7）元WHO周産期59か条を作った方～マースデン・

9．
8）井上裕美：母性を導くオキシトシンホルモン

お

産の現場から オキシトシンとはなにか？基礎編．
生命の尊重・
第一中学校

教室，2014，7．

長野県看護協会

助産師職能研究会，2014，9．

9）長谷川充子，井上裕美：慶応大学医療看護学部
（28単位），2014，3／21，3／28．

（4）講義・講演・研修会出席

10）井上裕美：神奈川県保健福祉大学

1）大山牧子先生（神奈川県立こども医療センター
新生児科）：NICU開設1周年記念講演～NICUに
おける母乳栄養管理～小児科部長

第5回初期

ワーグナー博士をしのぶ会～．
津田塾大学，2014，

育館，2014，3．

婦人科部長

産婦人科医会

山本剛と産

井上裕美からお世話になった人々

へのお礼の挨拶．湘南鎌倉総合病院

別棟3階

講堂．

助産科（24

単位），2014，4／25，5／1，5／9．
11）井上裕美：神奈川衛生看護学校

第1看護学科（6

単位），2014，6／6，6／20
12）井上裕美：神奈川衛生看護学校

第2看護学科（4

単位），2014，10／9，10／16
13）長谷川充子（湘南厚木病院），井上裕美：「母

2）湘南鎌倉総合病院産婦人科主催．第43回湘南地

子保健（フランス語圏アフリカ，セネガル）研

区病院産婦人科研究会，ホテル・ラファエル，

修」JICA依託．湘南厚木病院

2014，3．

院，2014，10．

3）井上裕美：胎児心拍数モニタリングからお産を
見る（話題提供とレクチャー）．KUHSリプロダ

湘南鎌倉総合病

14）井上裕美：東京医療保健大学（12単位）2014，
10／24～11／22．

クティブ・ヘルスケア／助産学領域「助産の技

産婦人科紹介

再考パート」定例研究会，神奈川県立保健福祉

その他講演等

大学

1）院内助産師会陰縫合認定制度治験に向けての第1

看護共同研究室（教育研究棟3階）2014，

5．

回勉強会（2014／2／25）

4）大村素子（放射線科），門谷靖裕・下山ライ（オ

2）第34回神奈川産婦人科内視鏡研究会，懇親会担当，

ンコロジーセンター），福田貴則・井上裕美・

横浜市大付属市民総合医療センター（2014／3／5）

木幡豊・日下剛（産婦人科）：がん症例検討会
と医療連携についての症例検討会，2014，7．

3）福田貴則：第35回神奈川産婦人科内視鏡研究会（新
世話人），第37回神奈川産婦人科内視鏡研究会（当

番世話人），けいゆう病院（横浜）（2014/10/9）

院外講師を招いての湘南鎌倉レクチャー
菊池公義先生
婦人科腫瘍カンファランス2014／2（以降2～3ヶ月毎）

