
登録番号 演題名 セッションカテゴリー セッションテーマ 演題番号

10000 重症貧⾎の治療後にPRES/RCVSを発症した⼀例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-63

10001 卵巣成熟奇形腫の茎捻転に伴い⾎清CA19-9が急上昇した1例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍2 P-71

10002 続発性無⽉経を契機に⼦宮結核の診断に⾄った⼀例 若⼿ポスター発表 感染症・その他 P-37

10003 当科におけるオラパリブの使⽤経験 ⼀般演題（⼝演） 分⼦標的治療 O-40

10004 ベバシズマブ投与中に急性壊死性⾷道炎と多発胃⼗⼆指腸潰瘍を発症した卵巣癌の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 卵巣癌 O-45

10005 便秘を伴う卵巣甲状腺腫性カルチノイドの1例 若⼿ポスター発表 卵巣癌 P-55

10006 X連鎖性遺伝性⽔頭症の可能性を考慮して妊娠管理を⾏った先天性⽔頭症の⼀例 若⼿ポスター発表 胎児異常ほか P-01

10007 ベンブロリズマブが奏功した再発⼦宮内膜癌の1例 ⼀般演題（⼝演） 分⼦標的治療 O-36

10008 胎児期に⼀過性に腹⽔を認め、出⽣後新⽣児脳梗塞を来した⼀例 ⼀般演題（⼝演） 胎児異常 O-12

10009 当院での若年妊娠16例の社会的背景の後⽅視的検討 若⼿ポスター発表 妊娠中の異常 P-13

10010 術後に悪性ブレンナー腫瘍と診断された2例 若⼿ポスター発表 卵巣癌 P-56

10011 保存的に管理した妊娠中期にIUFDを来たした前置癒着胎盤の1例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常2 P-26

10012 卵巣・卵管⽋損を認めた2症例 若⼿ポスター発表 感染症・その他 P-39

10013 ⼦宮体癌卵巣転移に合併したpseudo-Meigs症候群の1例 若⼿ポスター発表 ⼦宮体癌 P-48

10014 HELLP症候群に合併した下垂体卒中の1例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常1 P-19

10015 胎児期に頭蓋内嚢胞を指摘され出⽣後診断に⾄った硬膜動静脈瘻の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 胎児異常 O-13

10016 副腎⽪質ホルモンの診断的治療が有効であったPembrolizumabによる副腎機能低下の1例 若⼿ポスター発表 ⼦宮体癌 P-49

10017 CA125とPETの偽陰性が持続した進⾏卵巣癌の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 卵巣癌 O-42

10018 VACTERL連合及び総排泄腔遺残を合併した⼀例 若⼿ポスター発表 胎児異常ほか P-02

10019 コンパニオン診断としてMSI検査を⾏った婦⼈科癌症例の臨床病理・遺伝学的検討 ⼀般演題（⼝演） 分⼦標的治療 O-37

10020
当院におけるTOLACと選択的帝王切開の背景因⼦・周産期転帰およびTOLACの成功に関
連する背景因⼦の検討

優秀演題候補 周産期 Y-03

10021
胎児中⼤脳動脈収縮期最⾼⾎流速度測定が胎児娩出時期決定に寄与した巨⼤胎盤⾎管腫
の⼀例

若⼿ポスター発表 胎児異常ほか P-05

10023 COVID-19による妊婦死亡の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 分娩・産褥の異常 O-23

10024 流産⼿術における傍頸管ブロックの併⽤下静脈⿇酔の影響 優秀演題候補 周産期 Y-01

10025 卵管捻転による卵管留⽔症をきたした1例 ⼀般演題（⼝演） その他 O-28

10026
再⽣不良性貧⾎の完解後にも関わらず⾻髄抑制が遷延し治療選択に難渋した⼦宮頸癌の
⼀例

若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-41

10027
再発を繰り返したが⼿術療法により延命しえた⼦宮腺⾁腫2例の考察とそのゲノム解析に
ついて

⼀般演題（⼝演） 悪性腫瘍その他 O-48

10028 ⼤網捻転を⽣じた寄⽣平滑筋腫の1例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-66

10029 腸閉塞を契機に発⾒された回腸⼦宮内膜症 若⼿ポスター発表 良性腫瘍2 P-73

10030 ホルモン治療中にDouglas窩⼦宮内膜症から⽣じた腺⾁腫の症例 ⼀般演題（⼝演） 悪性腫瘍その他 O-49

10031 ⼆度とも妊娠中に再発を認めた多発性硬化症合併妊娠の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠2 O-10

10032 ⼦宮頸癌術後同時化学放射線療法中に脳静脈洞⾎栓症を発症した⼀例 若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-40

10033 ⻑期化する妊娠悪阻に漢⽅治療が有効であった1症例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠1 O-01



登録番号 演題名 セッションカテゴリー セッションテーマ 演題番号

10034
先天性アンチトロンビン⽋乏症合併妊娠4症例7妊娠の周産期管理: アンチトロンビンクリ
アランスに注⽬して

優秀演題候補 周産期 Y-02

10035 ⾃然経膣分娩後に発⽣した⼦宮仮性動脈瘤に対して⼦宮動脈塞栓が奏功した症例 若⼿ポスター発表 産褥の異常 P-32

10036
術後に⼦宮体部原発Mesonephric-like carcinomaとの鑑別を要した⼦宮頚部
Mesonephric carcinomaの⼀例

⼀般演題（⼝演） 悪性腫瘍その他 O-52

10037 妊婦の難治性蕁⿇疹に漢⽅薬の頓服的使⽤が著効した1例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠1 O-02

10038 先天性副腎⽪質過形成の⼥性に発⽣した⼦宮平滑筋肥⼤の1例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-65

10039 当院で管理した⼦宮頸部胃型腺癌についての臨床学的検討 優秀演題候補 婦⼈科 Y-06

10040 妊娠後期に⼤腸癌による腸重積を発症し、緊急帝王切開時に腸管切除を⾏った１例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠1 O-05

10041 筋腫分娩との鑑別を要した腟壁発⽣Angiomyofibroblastomaの1例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-69

10042 分娩後⼼不全の原因であったたこつぼ⼼筋症―症例報告 若⼿ポスター発表 産褥の異常 P-33

10043 ⼦宮頸部円錐切除術施⾏後の頸管閉鎖に対し、開腹による頸管開通術を要した１例 若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-46

10044 妊娠中に診断した無症候性の先天性アンチトロンビン⽋乏症 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠2 O-06

10045 妊娠16週で発症し急速にDICを呈した常位胎盤早期剥離の1例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常2 P-25

10046 当院における妊婦の頭痛に対する五苓散の効果の検討 優秀演題候補 ⽣殖内分泌・⼀般 Y-11

10047 思春期バルトリン腺膿瘍の1例 若⼿ポスター発表 感染症・その他 P-35

10048 妊娠中における不規則抗体陽性化についての検討 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠2 O-07

10049
腟全摘出術後に免疫チェックポイント阻害薬での後療法を施⾏した腟原発悪性⿊⾊腫の
１例

⼀般演題（⼝演） 分⼦標的治療 O-39

10050
計画的な周産期管理により良好なコントロールが得られたメープルシロップ尿症合併妊
娠の1例

⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠2 O-09

10052 後腹膜原発のSolitary fibrous tumorに対して⼤動脈内バルーンによって⽌⾎し得た⼀例 ⼀般演題（⼝演） 悪性腫瘍その他 O-50

10053 TLHにて腸管損傷が疑われたものの保存的に治癒した１例 ⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-59

10054 当科で施⾏した第１回Cadaver Surgical Trainingの検討 ⼀般演題（⼝演） その他 O-32

10055 TOLAC中に⼦宮破裂を来たしたものの⺟児共に救命し得た⼀例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常2 P-29

10056 部位不明の異所性妊娠として⺟体搬送された⼤網妊娠の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 胎盤異常／異所性妊娠 O-18

10057
ホルモン補充周期における凍結融解単⼀胚盤胞移植後に⼆絨⽑膜⼆⽺膜双胎となった症
例についての検討

⼀般演題（⼝演） ⽣殖・⼦宮奇形 O-33

10058 ⼦宮頸癌との鑑別を要した腟内尖圭コンジローマの1例 若⼿ポスター発表 感染症・その他 P-36

10059 全胞状奇胎の腹膜妊娠後に臨床的侵⼊奇胎を発症した⼀例 若⼿ポスター発表 産褥の異常 P-30

10060 起⽴性調節障害にLEPが著効した⼀例 ⼀般演題（⼝演） その他 O-27

10061
CIN3に対し腹腔鏡下⼦宮全摘出術（TLH）後に断端再発を来し、⾻盤内臓全摘術を施⾏
した1例

若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-44

10062
内臓錯位症候群に合併した洞不全症候群に対し妊娠29週にペースメーカー植込みを⾏い
経腟分娩に⾄った１例

若⼿ポスター発表 合併症妊娠 P-07

10063
臍帯潰瘍により新⽣児死亡となった先天性⾷道閉鎖症児で剖検により先天性⼗⼆指腸閉
鎖合併が判明した１症例

⼀般演題（⼝演） 胎児異常 O-16

10064
当院におけるロキタンスキー症候群に対する腹腔鏡補助下造腟術の改良術式〜索状⼦宮
切開法〜

⼀般演題（⼝演） ⽣殖・⼦宮奇形 O-35

10065 内膜症性嚢胞内腔より発⽣したendometrioid polypの1例 ⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-53

10066
当院の⼦宮体癌腹腔鏡⼿術の中期予後と再発リスク因⼦:Volumeindex≧36(術前診断IA期
の独⽴した予後因⼦)

優秀演題候補 婦⼈科 Y-07

10067 13歳の初経前の少⼥に発⽣した卵巣粘液性癌の⼀例 若⼿ポスター発表 卵巣癌 P-54



登録番号 演題名 セッションカテゴリー セッションテーマ 演題番号

10068
ロキタンスキー症候群13例に対する腹腔鏡補助下造腟術後のプロテーゼ留置期間と腟管
短縮の関連における検討

優秀演題候補 ⽣殖内分泌・⼀般 Y-12

10069 分娩後、危機的出⾎をきたし異型適合⾎輸⾎にて救命し得たRhD(−)妊娠の1例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常1 P-24

10070 胎盤位置異常と帝王切開時出⾎量の検討 ⼀般演題（⼝演） 胎盤異常／異所性妊娠 O-20

10071 妊娠12週で⼦宮破裂による出⾎性ショックを来した双⾓⼦宮の⼀例 若⼿ポスター発表 妊娠中の異常 P-15

10072 COVID-19関連で当科に紹介された妊婦8症例の経験 若⼿ポスター発表 合併症妊娠 P-12

10073 術中に他科との連携を要した良性疾患に対する腹腔鏡下⼿術症例の検討 優秀演題候補 婦⼈科 Y-08

10074 ⼦宮頸部癌⾁腫の1例 若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-43

10075 ⼦宮腺筋症から発⽣したと考えられる⼦宮体癌の3例 若⼿ポスター発表 ⼦宮体癌 P-50

10076 胎児腹腔内臍静脈瘤の1例 若⼿ポスター発表 胎児異常ほか P-04

10077
妊娠17週で破⽔し6週間程度⽺⽔が流出し続けたにも関わらず，正期産で⽣児を分娩した
症例

若⼿ポスター発表 妊娠中の異常 P-16

10078 妊娠26週で⼦宮破裂をきたした腹腔鏡下⼦宮筋腫核出術後の⼀例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常2 P-27

10079 DIC下に右下腹壁動脈塞栓術を施⾏し，感染制御に難渋した1例 若⼿ポスター発表 感染症・その他 P-38

10080 ⼦宮頸癌により⾮産褥性⼦宮内反症を来した1例 若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-47

10081
当院における精神疾患合併妊婦の⺟体および出⽣児の妊娠・分娩・産褥予後に関する検
討

⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠2 O-11

10082
経腟分娩後、腹腔内出⾎と産褥DICで⼼停⽌を来し⼤量輸⾎と開腹⼦宮動静脈結紮により
救命し得た⼀例

⼀般演題（⼝演） 分娩・産褥の異常 O-24

10083 当院を受診したロキタンスキー症候群患者30例における臨床的特徴 ⼀般演題（⼝演） ⽣殖・⼦宮奇形 O-34

10084 残存腫瘍が再増⼤し腸管合併切除を要した卵巣粘液性嚢胞腺腫の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-55

10085 婦⼈科悪性腫瘍に対する傍⼤動脈リンパ節郭清後に⽣じる乳糜腹⽔についての検討 若⼿ポスター発表 悪性腫瘍その他 P-57

10086 腹腔鏡下に卵巣腫瘤を切除し診断に⾄ったMassive ovarian edemaの1例 ⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-58

10087 ⽪様嚢腫の⼿術時に偶発的にみつかった⾮医原性parasitic myomaの1例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-67

10088 当科で経験した⼦宮および付属器に同時進展する癌⾁腫2症例についての検討 若⼿ポスター発表 悪性腫瘍その他 P-58

10089 合併症なく周産期管理をしえた⼤動脈基部置換術後のLoeys-Dietz症候群合併妊娠の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠1 O-04

10090 ⽪膚筋炎を契機に発⾒された⼦宮体癌の⼀例 若⼿ポスター発表 ⼦宮体癌 P-51

10091 ⼤動脈バルーン閉塞を併⽤し帝王切開同時⼦宮摘出術を施⾏した2例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常1 P-21

10092 術後病理検査において卵巣癌と⼦宮体癌の重複癌と診断された1例 ⼀般演題（⼝演） 卵巣癌 O-47

10093 正常分娩後1か⽉健診で胎盤遺残が判明した1例 若⼿ポスター発表 産褥の異常 P-31

10094 帝王切開術後に脳脊髄液減少症および硬膜下⾎腫を認めた1例 ⼀般演題（⼝演） 分娩・産褥の異常 O-25

10095
放射線治療科との治療戦略として⼦宮頸癌術後または再発に対しスペーサーを留置した5
症例の検討

優秀演題候補 婦⼈科 Y-10

10096 開腹⼿術後に発症した腹壁⼦宮内膜症の2症例 ⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-54

10097 ⼈⿂体シークエンス（Sirenomelia）〜⽺⽔過少を主訴に紹介され分娩後判明した⼀例〜 ⼀般演題（⼝演） 胎児異常 O-14

10098 腹膜貯留嚢胞に対するジエノゲストの⻑期投与の経験 若⼿ポスター発表 良性腫瘍2 P-74

10099 産科的出⾎に対するIVRが次回妊娠に与える影響の検討 若⼿ポスター発表 分娩時の異常1 P-22

10100 多嚢胞性卵巣症候群に類する病態を推定した初経前卵巣茎捻転の１例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍2 P-72



登録番号 演題名 セッションカテゴリー セッションテーマ 演題番号

10101
反復帝王切開術時に診断した癒着胎盤に対して単純⼦宮全摘出術を⾏い、術後に⼦宮平
滑筋⾁腫と診断した1例

⼀般演題（⼝演） 悪性腫瘍その他 O-51

10102 ホルモン療法が著効した⼦宮内膜間質⾁腫の1例 若⼿ポスター発表 悪性腫瘍その他 P-60

10103
偶発的に発⾒された処⼥膜不全閉鎖症に対し、Granjon⼿術を応⽤し外科的治療介⼊を
⾏った⼀例

⼀般演題（⼝演） その他 O-29

10104 妊娠⾼⾎圧症候群として管理中、周産期⼼筋症を発症した⼀例 若⼿ポスター発表 妊娠中の異常 P-18

10105
経⼝GnRHアンタゴニスト：レルゴリクス（レルミナ）による粘膜下⼦宮筋腫の過多⽉経
の管理：症例報告

若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-64

10106 ERBB2遺伝⼦変異を有する再発外陰癌に対してアファチニブが奏功した⼀例 ⼀般演題（⼝演） 分⼦標的治療 O-41

10107 ⼤量⼼嚢液貯留を来した滲出性⼼膜炎合併妊婦に対して周産期管理を施⾏した⼀例 若⼿ポスター発表 合併症妊娠 P-08

10108 ⾃然⾎気胸合併妊娠の⼀例 若⼿ポスター発表 合併症妊娠 P-09

10109 交通外傷を契機に破裂し、出⾎性ショックの原因となった⼦宮内膜症性嚢胞の1例 ⼀般演題（⼝演） その他 O-31

10110 胎児貧⾎を契機に診断された胎盤内絨⽑癌の⼀例 若⼿ポスター発表 悪性腫瘍その他 P-62

10111 当院におけるCOVID-19の対応 優秀演題候補 ⽣殖内分泌・⼀般 Y-14

10112
絨⽑膜下⾎腫によるdiffuse chorioamniotic hemosiderosisと関連し、緊急帝王切開術を
要した品胎妊娠の⼀例

⼀般演題（⼝演） 胎盤異常／異所性妊娠 O-21

10113 当院で妊娠分娩管理を⾏った⾎友病保因者の5例 若⼿ポスター発表 合併症妊娠 P-11

10114
⼤きな⼦宮内膜損傷を伴う腹腔鏡下⼦宮筋腫核出術後、妊娠34週に⽣じた⼦宮破裂の⼀
例

若⼿ポスター発表 分娩時の異常2 P-28

10115 分葉状頸管腺過形成を疑う⼦宮頸部嚢胞性病変合併妊娠の1例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠1 O-03

10116 ⼦宮体癌に対する妊孕性温存治療後の妊娠で⼦宮内反症をきたした⼀例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常1 P-23

10117 ⼦宮平滑筋腫の腹式⼦宮全摘術後に後腹膜にSTUMPを発⽣した1例 若⼿ポスター発表 悪性腫瘍その他 P-61

10118 破裂を契機に診断された若年卵巣悪性腫瘍の2症例 ⼀般演題（⼝演） 卵巣癌 O-43

10119 ベバシズマブ投与中に⼼不全を発症した卵管癌の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 卵巣癌 O-46

10120 新型コロナウィルス感染症の流⾏が妊産婦に与える精神的ストレスについての検討 優秀演題候補 ⽣殖内分泌・⼀般 Y-13

10121 2回の帝王切開術後に急性膵炎を繰り返した妊婦の1例 ⼀般演題（⼝演） 分娩・産褥の異常 O-26

10122 胎児⼼拍陣痛図の所⾒より緊急帝王切開術を施⾏し、臍帯動脈⾎栓が疑われた⼀例 若⼿ポスター発表 胎児異常ほか P-06

10123 常位胎盤早期剥離（早剥）既往妊婦の反復早剥の実態調査 臨床研究助成対象演題 R-01

10124 CIN3の⼦宮全摘術後に腟下部に発⽣した腟癌の⼀例 若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-45

10125 分娩後異常出⾎に対する動脈塞栓術施⾏後の⼦宮内膜炎発症に関与する因⼦の検討 優秀演題候補 周産期 Y-04

10126 出⽣前に診断され⽣児を得た前置⾎管の1例 ⼀般演題（⼝演） 胎盤異常／異所性妊娠 O-19

10127 当院で経験した成熟嚢胞性奇形腫の悪性転化6例の検討 若⼿ポスター発表 卵巣癌 P-53

10128
帝王切開術を契機に⼦宮筋腫変性痛が出現し、⼆次的な摘出術を要した巨⼤⼦宮筋腫の
１例

⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-57

10129 腹部膨満感を契機に診断され、外科的切除し得た⼦宮外発⽣⼦宮動静脈瘻の1例 ⼀般演題（⼝演） その他 O-30

10130 帝王切開術後の発熱を契機に発⾒されたS状結腸癌の1例 若⼿ポスター発表 産褥の異常 P-34

10131 仙尾部脊髄嚢胞瘤が疑われた腰仙部腫瘤の1症例 ⼀般演題（⼝演） 胎児異常 O-15

10132 妊娠末期に発症した⼀過性尿崩症の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 合併症妊娠2 O-08

10133 腹腔鏡下に摘出できた、後腹膜発育の性腺外成熟嚢胞性奇形腫の⼀例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍2 P-70



登録番号 演題名 セッションカテゴリー セッションテーマ 演題番号

10134 分娩進⾏中に⽣じた可逆性後頭葉⽩質脳症の⼀例 若⼿ポスター発表 分娩時の異常1 P-20

10135 妊娠初期に絨⽑膜⽺膜炎を契機とした⼦宮内胎児死亡から重症敗⾎症に⾄った1例 若⼿ポスター発表 妊娠中の異常 P-14

10136 ⼦宮体癌に対する化学療法中に好中球減少性腸炎を契機とした多臓器不全となった⼀例 若⼿ポスター発表 ⼦宮体癌 P-52

10137 ⽺⽔過多を契機に出⽣前診断した胎児先天性間葉芽腎腫の⼀例 若⼿ポスター発表 胎児異常ほか P-03

10138 当院における22週未満破⽔症例の予後に関する検討 若⼿ポスター発表 妊娠中の異常 P-17

10139 プロラクチノーマ合併妊娠中に発症した結節性紅斑を伴う⾁芽腫性乳腺炎の1例 若⼿ポスター発表 合併症妊娠 P-10

10140 3度肺⾎栓塞栓症(PE)を発症した⼦宮体癌・卵巣癌（重複癌）の⼀例 若⼿ポスター発表 悪性腫瘍その他 P-59

10141 感染により腹腔内に膿瘍漏出を認めた⼦宮腺筋症の⼀例 若⼿ポスター発表 良性腫瘍1 P-68

10142
再発卵巣癌のセカンドライン化学療法におけるリポソーマルドキソルビシン＋カルボプ
ラチン療法（PLD-C）の有効性および安全性の検討

優秀演題候補 婦⼈科 Y-09

10143 ⼦宮内膜症の⼦宮後壁癒着が前置胎盤をもたらす 優秀演題候補 周産期 Y-05

10145 MSI検査でMSI-highでありPembrolizumabを投与した3症例 ⼀般演題（⼝演） 分⼦標的治療 O-38

10146 男性化徴候を⽰したステロイド細胞腫瘍の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 良性腫瘍 O-56

10147 ⼼嚢液または胸⽔からのセルブロック法により卵巣癌の診断に⾄った2例 ⼀般演題（⼝演） 卵巣癌 O-44

10148 両側卵管摘出後のARTにて左卵管間質部妊娠の破裂を来たした1例 ⼀般演題（⼝演） 胎盤異常／異所性妊娠 O-17

10149 新型コロナウイルス感染拡⼤状況下の産婦⼈科における臨床実習 優秀演題候補 ⽣殖内分泌・⼀般 Y-15

10150 院外発⽣した⼼肺停⽌妊婦の⼀例 ⼀般演題（⼝演） 分娩・産褥の異常 O-22

10151 Wunderlich症候群の頸部のう胞に発⽣したと考えられた明細胞癌の⼀例 若⼿ポスター発表 ⼦宮頸癌 P-42


