第 18 回 東海産婦人科内視鏡手術研究会
日
場

時
所

平成 29 年 10 月 14 日（土） 14：00 ～ 19：05
ミッドランドホール（ミッドランドスクエア 5 階）

（名古屋市中村区名駅

4 丁目 7 番 1 号）

共催メーカーより製品紹介
科研製薬（株）/ ジョンソン・エンド・ジョンソン
（株）
/ コヴィディエンジャパン
（株）
/ 持田製薬
（株）

一般演題

会場：ミッドランドホール（第 1 会場）
14：00～14：35 Session １
座長 豊橋市民病院
1 . 子宮鏡下手術 (TCR) −モノポーラとバイポーラの使い分けは可能か？−
常滑市民病院
○黒土升蔵

梅村

康太

婦人科

2 . 子宮頚癌に対する腹腔鏡手術−手術の標準化と安全性について−
常滑市民病院
○黒土升蔵

婦人科

3 . 神経温存腹腔鏡下広汎子宮全摘出術の導入
トヨタ記念病院 産婦人科
○鵜飼真由、吉田英司、上野琢史、山田拓馬、竹田健彦、宇野
岸上靖幸、小口秀紀

枢、田野

翔、鈴木徹平、原田統子、

4 . 子宮悪性腫瘍手術に対するロボット支援手術
豊橋市民病院
○窪川芽衣、梅村康太、尾瀬武志、嶋谷拓真、植草良輔、國島温志、甲木
矢吹淳司、北見和久、高野みずき、河合要介、河井通泰

聡、長尾有佳里、藤田

啓、

5. 当
 院における da Vinci 支援手術の導入
三重大学産婦人科
○真木晋太郎、近藤英司、久保倫子、二井理文、吉田健太、小林良幸、平田

14：36～15：11 Session 2
6 . 当院における後腹膜鏡下傍大動脈リンパ節切除術の導入
トヨタ記念病院 産婦人科
○鈴木徹平、吉田英司、上野琢史、山田拓馬、竹田健彦、宇野
岸上靖幸、小口秀紀

座長

徹、田畑

務、池田智明

市立四日市病院

枢、田野

本橋

卓

翔、鵜飼真由、原田統子、

7 . 卵巣腫瘍手術における腹腔鏡下大網切除術の導入
トヨタ記念病院 産婦人科
○上野琢史、吉田英司、山田拓馬、竹田健彦、田野
岸上靖幸、小口秀紀

翔、宇野

枢、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、

8 . 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術における卵巣動静脈摘出について
独立行政法人 三重県立総合医療センター
○脇坂太貴、田中浩彦、秋山 登、小田日東美、中野讓子、井澤美穂、朝倉徹夫、谷口晴記、近藤英司
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9 . 重複下大静脈を伴う症例に対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術
三重県立総合医療センター 産婦人科 1）、三重大学医学部産科婦人科学教室 2）
○小田日東美 1）、田中浩彦 1）、脇坂太貴 1）、秋山 登 1）、中野讓子 1）、井澤美穂 1）、朝倉徹夫 1）、谷口晴記 1）、
近藤英司 2）

10. 高度肥満（BMI ≧ 35）の子宮体癌に対して腹腔鏡手術を施行した４症例のまとめ
三重県立総合医療センター、三重大学 1）
○井澤美穂、田中浩彦、脇坂太貴、秋山

登、小田日東美、中野譲子、朝倉徹夫、谷口晴記、近藤英司 1）

15：12～15：55 Session 3
11. 子宮体がんに対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の検討

座長

三重大学

近藤

豊橋市民病院 産婦人科
○國島温志、梅村康太、尾瀬武志、窪川芽衣、嶋谷拓真、植草良輔、甲木 聡、長尾有佳里、藤田
矢吹淳司、北見和久、河合要介、高野みずき、岡田真由美、安藤寿夫、河井通泰

英司

啓、

12. 子宮体癌における腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術について
豊橋市民病院 女性内視鏡外科 1）、産婦人科 2）、総合生殖医療センター 3）
○梅村康太 1）、高野みずき 2）、尾瀬武志 2）、窪川芽衣 2）、嶋谷拓真 2）、國島温志 2）、植草良輔 2）、矢吹淳司 2）、
藤田 啓 2）、長尾有佳里 2）、甲木 聡 2）、北見和久 2）、河合要介 2）、岡田真由美 2）、安藤寿夫 3）、河井泰通 2）

13. 子宮頸癌 CCRT 中に口腔内細菌による卵管膿瘍を発症し、腹腔鏡下に切除した一例
医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院
○小林祐子、長船綾子、山本真一、梅津朋和、松井純子、青木智英子、茂木一将、犬飼加奈

14. 腹腔鏡下手術で結核性腹膜炎の診断を行った 1 例
トヨタ記念病院 産婦人科
○田野 翔、吉田英司、上野琢史、山田拓馬、竹田健彦、宇野
岸上靖幸、小口秀紀

枢、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、

15. 腹腔鏡下手術で診断、治療した、付属器膿瘍を伴う子宮筋腫感染の一例
トヨタ記念病院 産婦人科
○山田拓馬、吉田英司、上野琢史、竹田健彦、宇野
小口秀紀

枢、田野

翔、鵜飼真由、鈴木徹平、岸上靖幸、

16. 腹腔鏡下手術が診断、治療に有用であった卵管膿瘍の 1 例
 ヨタ記念病院 産婦人科
ト
○吉田英司、上野琢史、山田拓馬、竹田健彦、宇野
岸上靖幸、小口秀紀

枢、田野

翔、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、

会場：会議室 C（第 2 会場）
14：00～14：35

Session 4
17. 当
 院における腹腔鏡下子宮全摘術の術式の検討
名古屋市立東部医療センター
○倉兼さとみ、神谷将臣、関

産婦人科
宏一郎、村上

座長

愛知医科大学

篠原

康一

勇

18. 当院における腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）について
豊橋市民病院 産婦人科 1）、同女性内視鏡外科 2）、同総合生殖医療センター 3）
○嶋谷拓真 1）、梅村康太 2）、尾瀬武志 1）、窪川芽衣 1）、植草良輔 1）、國島温志 1）、甲木 聡 1）、長尾有佳里 1）、
藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、北見和久 1）、河合要介 1）、高野みずき 1）、岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、河井通泰 1）
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19. 当院における子宮頸部上皮内病変に対する TLH の検討
岐阜市民病院産婦人科
○加藤雄一郎、山本和重、平工由香、柴田万裕子、佐藤香月、谷垣佳子、桑山太郎、豊木

廣

20. 3D システムによる大きな子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院 産婦人科、藤田保健衛生大学 産婦人科 1）
○小川千紗、塚田和彦、関谷龍一郎、酒向隆博、柴田清住、廣田 穰 1）、藤井多久磨 1）

21. 高
 度ダグラス窩癒着症例に対する 3 ステップ全腹腔鏡下子宮全摘出術 -Three-step total
laparoscopic hysterectomy- の手術成績
藤田保健衛生大学 医学部 産婦人科 1）、藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 産婦人科 2）
○野田佳照 1）、伊藤真友子 1）、秋田絵理 1）、大脇晶子 1）、宮崎 純 1）、河合智之 1）、坂部慶子 1）、大谷清香 1）、
西尾永司 1）、西澤春紀 1）、廣田 穰 1）、藤井多久磨 1）、小川千紗 2）、酒向隆博 2）、塚田和彦 2）

14：36～15：11

Session 5

座長

静岡厚生病院

中山

毅

22. 巨大子宮筋腫に対する腹腔鏡下手術戦略
 ャッスルベルクリニック葵鐘会名古屋内視鏡センター
キ
○上野有生、安本晃司、東 鉄兵、垰村朝子

23. 組
 織回収コンテナシステム － Alexis Ⓡ
Contained Extraction System の当院での使用経験
 田保健衛生大学 産婦人科
藤
○宮﨑 純、西澤春紀、廣田

穰、藤井多久磨

24. 単回使用開創器を用いた TLH における子宮回収の工夫
 田厚生病院
豊
○村上真由子、南

洋祐、溝口真以、山本靖子、新城加奈子、針山由美

25. 腹腔鏡下子宮筋腫核出術において腹腔外への搬出に MorSafeTM が有用であった 1 例
 ヨタ記念病院 産婦人科
ト
○宇野 枢、吉田英司、山田拓馬、竹田健彦、田野
小口秀紀

翔、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、岸上靖幸、

26. 腹腔鏡下子宮筋腫核出術の治療成績と周産期予後
 橋市民病院 産婦人科 1）、豊橋市民病院 女性内視鏡外科 2）、豊橋市民病院 総合生殖医療センター 3）
豊
○長尾有佳里 1）、梅村康太 2）、尾瀬武志 1）、窪川芽衣 1）、嶋谷拓真 1）、植草良輔 1）、國島温志 1）、甲木 聡 1）、
藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、北見和久 1）、河合要介 1）、高野みずき 1）、岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、河井通泰 1）

15：12～15：55

Session 6

座長

岐阜市民病院

山本

27. 自作エンドループの有用性について
 阜市民病院 産婦人科
岐
○佐藤香月、山本和重、平工由香、柴田万祐子、加藤雄一郎、谷垣佳子、桑山太郎、豊木

廣

28. V-Loc をスムーズに使用する－自己固定ループに針を 1 回で通す－
J A 静岡厚生連 静岡厚生病院 1）、浜松医科大学 2）
○中山 毅 1）、西原富次郎 1）、石橋武蔵 1）、中野史織 2）

29. 妊娠 10 週未満に緊急腹腔鏡下手術を施行した子宮内妊娠 13 症例での妊娠予後の検討
 阜県立多治見病院産婦人科
岐
○伊吉祥平、柘植志織、柴田真由、寺西佳枝、篠根早苗、中村浩美、竹田明宏

−4−

和重

30. 腹腔鏡下にて診断・治療した希少部位妊娠の検討
 橋市民病院産婦人科 1）、同女性内視鏡外科 2）、同総合生殖医療センター 3）
豊
○甲木 聡 1）、梅村康太 2）、尾瀬武志 1）、窪川芽衣 1）、嶋谷拓真 1）、植草良輔 1）、國島温志 1）、長尾有佳里 1）、
藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、北見和久 1）、河合要介 1）、高野みずき 1）、岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、河井通泰 1）

31. 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術における戦略と鉗子操作
 ャッスルベルクリニック 葵鐘会名古屋内視鏡センター
キ
○東 鉄兵、安本晃司、垰村朝子、上野有生

32. 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術について
 橋市民病院 産婦人科 1）、女性内視鏡外科 2）、総合生殖医療センター 3）
豊
○尾瀬武志 1）、梅村康太 2）、窪川芽衣 1）、嶋谷拓真 1）、植草良輔 1）、國島温志 1）、甲木 聡 1）、長尾有佳里 1）、
藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、北見和久 1）、河合要介 1）、高野みずき 1）、岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、河井通泰 1）
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15：55～16：00

休

憩

会場：ミッドランドホール
16：00～17：00

特別講演

座長

藤田保健衛生大学

藤井多久磨

『技術認定医と施設認定を得るために』
日本産科婦人科内視鏡学会 理事長
日本医科大学産婦人科学教室 主任教授
17：00～17：15

総

17：15～17：45

イブニングセミナー

竹下

俊行先生

会
座長

藤田保健衛生大学

西澤

春紀

『腹腔鏡手術における癒着防止吸収性バリア - アドスプレー ® の使用経験』
藤田保健衛生大学

産婦人科

大脇

晶子先生

豊橋市民病院

梅村

康太先生

『婦人科悪性腫瘍手術におけるアドスプレーの使用経験』

17：45～19：05

ワークショップ

座長

岐阜県立多治見病院

竹田

明宏

若手教育としての「やっちゃいけない集」


特別コメンテータ

順天堂大学医学部附属浦安病院

1. 腹腔鏡手術における若手教育
藤田保健衛生大学
○宮村浩徳、廣田
藤井多久磨

産婦人科

先任准教授

盤先生

～技術認定医申請で注意すべきポイント～

穰、秋田絵理、大脇晶子、野田住照、河合智之、伊藤真友子、西尾永司、西澤春紀、

2. 異所性妊娠の診断における pitfall ～異所性妊娠を誤診しないために～
豊橋市民病院産婦人科 1）、同女性内視鏡外科 2）、同総合生殖医療センター 3）
○河合要介 1）、尾瀬武志 1）、窪川芽衣 1）、嶋谷拓真 1）、植草良輔 1）、國島温志 1）、甲木
長尾有佳里 1）、藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、北見和久 1）、高野みずき 1）、梅村康太 2）、
岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、河井通泰 1）

3. やっちゃいけない膀胱・尿管損傷の経験
豊田厚生病院
○新城加奈子、南

菊地

洋佑、溝口真以、山本靖子、村上真由子、針山由美

4. どう思いますか？こんな手技 - 誰が見ても安心できる手術を目指して 順天堂大学医学部附属浦安病院
○菊地 盤

産婦人科
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聡 1）、

【参加者の方へ】
＊参加費として、3,000 円をお支払い下さい。研修医、学生、コメディカルは無料です。
＊抄録集／東海産婦人科内視鏡手術研究会雑誌（Vol.5）およびメディカルオンライン学会誌無料閲覧サービス
のパスワードを会場受付でお受け取り下さい。
【演者の方へ】
◎一般演題は口演時間 5 分，質疑応答 2 分です。
◎ワークショップは口演時間 12 分（質疑応答 3 分および総合討論を予定）です。
◎臨床研究に関する全ての発表において、利益相反状態の開示が必要となります。開示方法につきましては、
下記 URL より指針・運用規則をご参照いただき、開示スライド様 式をダウンロードしてご使用下さい。
http://www.jsgoe.jp/member/index.html
【研修証明について】
＊日本産科婦人科学会専門医出席証明・専門機構単位の登録は「e 医学会カード」で行いますので当日ご持参
ください。日本産婦人科医会の研修参加証明は従来通りシールを発行いたします．
（受
＊本研究会は日本産科婦人科学会専門医（10 単位），機構認定受講単位として専門医共通講習「医療安全」
講 1 単位）
，産婦人科領域講習（受講 1 単位），学術業績・診療以外の活動実績（参加 2 単位）の認定を受
けております。単位の取得状況につきましては，e 医学会の会員専用ページにてご確認ください。
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日程表 10月14日（土）
14:00

14:00-15:55

14:00-15:55

Session1 座長：梅村 康太
1．
子宮鏡下手術（TCR）
モノポーラーとバイポーラーの使い分けは可能か 黒土 升蔵

Session4 座長：篠原 康一
17．
当院における腹腔鏡下子宮全摘術の術式の検討 倉兼 さとみ
18．
当院における腹腔鏡下子宮全摘術（TLH)について 嶋谷 拓真

２．
子宮頸癌に対する腹腔鏡手術−手術の標準化と安全性について− 黒土 升蔵
3．
神経温存腹腔鏡下広汎子宮全摘術の導入

４．
子宮悪性腫瘍手術に対するロボット支援手術
5．
当院におけるda Vinci支援手術の導入

Session2

19．
当院における子宮頸部上皮内病変に対するTLHの検討

鵜飼 真由
窪川 芽衣

15:00

真木 晋太郎

Session5 座長：中山 毅
22．
巨大子宮筋腫に対する腹腔鏡下治療戦略 上野 有生

上野 琢史

8．
腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術における卵巣動静脈摘出について 脇坂 太貴
9．
重複下大静脈を伴う症例に対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術

小田 日東美

10．
高度肥満（BMI≧35）の子宮体癌に対して腹腔鏡手術を施行した4症例のまとめ
井澤 美穂

Session3

座長：近藤 英司

11．
子宮体がんに対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の検討

田野 翔

16．
腹腔鏡鏡下手術が診断、治療に有用であった卵管膿瘍の1例

16:00

15:55-16:00
16:00-17:00

山田 拓馬

吉田 英司

休 憩

技術認定医と施設認定を得るために

座長：藤井 多久磨
演者：竹下 俊行

17:00

17:15-17:45

総 会
イブニングセミナー

座長：西澤 春紀
腹腔鏡手術における癒着防止吸収性バリア-アドスプレー®の使用経験

演者：大脇 晶子

婦人科悪性腫瘍手術におけるアドスプレーの使用経験
演者：梅村 康太
17:45-19:05

18:00

ワークショップ
若手教育としての「やっちゃいけない集」
座長：竹田 明宏
特別コメンテータ：菊地 盤

1．
腹腔鏡手術における若手教育
〜技術認定医申請で注意すべきポイント〜 宮村 浩徳
2．
異所性妊娠の診断におけるpitfall
〜異所性妊娠を誤診しないために〜 河合 要介

19:00

3．
やっちゃいけない膀胱・尿管損傷の経験

新城 加奈子

4．
どう思いますか？こんな手技
-誰が見ても安心できる手術を目指して-

菊地 盤

宮崎 純

村上 真由子

腹腔鏡下子宮筋腫核出術において腹腔外への搬出にMorSafeTMが有用であった
25．
1例 宇野 枢
腹腔鏡下筋腫核出術の治療成績と周産期予後
26．

長尾 有佳里

28．
V-Locをスムーズに使用する−自己固定ループに針を1回で通す− 中山 毅
妊娠10週未満に緊急腹腔鏡下手術を施行した子宮内妊娠13症例での妊娠予後の
29．
検討 伊吉 祥平
腹腔鏡下にて診断・治療した希少部位妊娠の検討
30．
腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術における戦略と鉗子操作
31．

甲木 聡
東 鉄兵

32．
骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術について 尾瀬 武志

特別講演

17:00-17:15

24．
単回使用開創器を用いたTLHにおける子宮回収の工夫

座長：山本 和重
27．
自作エンドループの有用性について 佐藤 香月

13．
子宮頸癌CCRTに口腔内細菌による卵管膿瘍を発症し、腹腔鏡下に切除した一例
小林 祐子

腹腔鏡下手術で診断、治療した、付属器膿瘍を伴う子宮筋腫感染の一例
15．

23．
組織回収コンテナシステム−Alexis®
Contained Extraction Systemの当院での使用経験

Session6

國島 温志

12．
子宮体癌における腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術について 梅村 康太

14．
腹腔鏡下手術で結核性腹膜炎の診断を行った1例

小川 千紗

21．
高度ダグラス窩癒着症例に対する3ステップ全腹腔鏡下子宮全摘術
−Three step total laparoscopic hysterectomy−の手術成績 野田 佳照

座長：本橋 卓
6．
当院における後腹膜鏡下傍大動脈リンパ節切除術の導入 鈴木 徹平
7．
卵巣腫瘍手術における腹腔鏡下大網切除術の導入

加藤 雄一郎

3Dシステムによる大きな子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術
20．

総合討論
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