第 19 回 東海産婦人科内視鏡手術研究会
日
場

時
所

平成 30 年 10 月 27 日（土） 14：00 ～ 19：10
名古屋コンベンションホール

（名古屋市中村区平池町

4-60-12

グローバルゲート 3F）

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）
/ テルモ
（株）

一般演題

会場：メインホール A（第 1 会場）
14：00～14：35

Session １

座長

高山赤十字病院

矢野竜一朗

1 . 多発子宮筋腫に対し子宮動脈塞栓術施行後に腹腔鏡下子宮全摘術を施行した 1 例
名古屋市立東部医療センター
○神谷将臣、犬塚早紀、倉兼さとみ、関宏一郎、村上

勇

2 . 瘢痕部妊娠に対して腹腔鏡下腟式子宮全的術を行った 1 例
中部労災病院
○渡部百合子、橋本茉莉、水谷栄介、関谷敦史、藤原多子

3 . TLH において尿管同定までに要した時間と総手術時間の比較検討
静岡厚生病院 産婦人科 1）、浜松医科大学医学部付属病院産婦人科 2）
○西原富次郎 1）、鈴木崇公 1）、石橋武蔵 1）、中山 毅 2）

4 . 当院における子宮頸部上皮内病変に対する腹腔鏡下子宮全摘出術の検討
豊橋市民病院 産婦人科、女性内視鏡外科 1）、総合生殖医療センター 2）
○嶋谷拓真、河合要介、鈴木邦昭、山田友梨花、尾瀬武志、窪川芽衣、植草良輔、國島温志、甲木
長尾有佳里、藤田 啓、矢吹淳司、永井智之、梅村康太 1）、岡田真由美、安藤寿夫 2）、河井通泰

聡、

5. 外
 科と産婦人科の腹腔鏡下同時手術の経験
～他科との連携による腹腔鏡下コラボレーション手術～
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）、鈴木邦昭 1）、山田友梨花 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 聡 1）、長尾有佳里 1）、藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、永井智之 1）、梅村康太 2）、岡田真由美 1）、
安藤寿夫 3）、河井通泰 1）

14：35～15：10

Session 2

座長

静岡県立静岡がんセンター

高橋

伸卓

6 . 当院におけるロボット支援手術導入後の課題
トヨタ記念病院 産婦人科
○鈴木徹平、柴田崇宏、上野琢史、竹田健彦、田野
小口秀紀

翔、宇野

枢、鵜飼真由、原田統子、岸上靖幸、

7 . ロボット支援下手術の現状と未来
豊橋市民病院 産婦人科 1）、総合生殖医療センター２）
○梅村康太１）、鈴木邦明１）、山田友梨花１）、嶋谷拓真１）、窪川芽衣１）、尾瀬武志１）、國島温志１）、
植草良輔１）、長尾有佳里１）、甲木 聡１）、矢吹淳司１）、藤田 啓１）、河合要介１）、永井智之１）、
岡田真由美１）、安藤寿夫２）、河井通泰１）

−2−

8 . 開腹広汎子宮全摘術と腹腔鏡下広汎子宮全摘の CK 変化について
愛知医科大学
○斉藤拓也、篠原康一、若槻明彦

9 . 卵巣癌の初回手術に腹腔鏡下傍大動脈生検を併用した 1 例
トヨタ記念病院 産婦人科
○上野琢史、竹田健彦、宇野

枢、田野

翔、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、岸上靖幸、小口秀紀

10. 当科で行ってい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）、三重大学産科婦人科 2）
○中野讓子 1）、田中浩彦 1）、脇坂太貴 1）、秋山 登 1）、小田日東美 1）、井澤美穂 1）、朝倉徹夫 1）、谷口晴記 1）、
近藤英司 2）

会場：中会議室 302（第 2 会場）
14：00～14：35

Session 3

座長

鈴木病院

安江

朗

11. 良性転移性平滑筋腫の 2 例
刈谷豊田総合病院
○加川葉月、長船綾子、服部

恵、小林祐子、犬飼加奈、茂木一将、松井純子、梅津朋和、山本真一

12. 腫瘍の腹腔外への回収に MorSafe が有用であった卵巣腫瘍茎捻転の 1 例
トヨタ記念病院
○竹田健彦、柴田崇宏、上野琢史、田野
小口秀紀

翔、宇野

枢、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、岸上靖幸、

13. 二分脊椎による狭骨盤患者に対して腹腔鏡下子宮筋腫核出術を行った一例
静岡赤十字病院 産婦人科
○内田志穂、市川義一、江﨑正俊、江河由起子、栗原みずき、服部政博、根本泰子

14. In-bag morcellation を併用する腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術における腹腔内筋腫細胞の同定
岐阜県立多治見病院産婦人科
○北見和久、藤田和寿、柘植志織、柴田真由、篠根早苗、中村浩美、竹田明宏

15. 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における術前 MRI を用いた難易度予測
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）
○長尾有佳里 1）、河合要介 1）、鈴木邦昭 1）、山田友梨花 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 聡 1）、藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、永井智之 1）、梅村康太 1,2）、
岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、河井通泰 1）

14：35～15：17

Session 4

座長

済生会松阪総合病院

竹内

茂人

16. 一
 般開業医における重症子宮内膜症に対する対応
〜 MRI ゼリー法の有用性について〜
 慈会鈴木病院 産婦人科，豊田地域医療センター放射線科 1）、大阪中央病院 婦人科 2）
清
○久野 敦、安江 朗、齋藤佳実，岩崎慶大、鈴木崇浩、安江由起、藤井真紀、高本利奈、高橋正明、
新里康尚、鈴木清明、木造大夏 1）、松本 貴 2）、佐伯 愛 2）

17. 当院における腸管子宮内膜症症例の検討
藤田医科大学 産婦人科
○山田芙由美、宮崎 純、宮村浩徳、猿田莉奈、大脇晶子、野田佳照、坂部慶子、伊藤真友子、
西尾永司、西澤春紀、廣田 穰、藤井多久磨
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18. 腹腔鏡下子宮筋腫核出の際に、偶然認めた虫垂子宮内膜症の経験
浜松医科大学医学部附属病院 産婦人科 1）、JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 産婦人科 2）
○中山 毅 1,2）、伊藤敏谷 1）、鈴木崇公 2）、西原富次郎 2）、石橋武蔵 2）、向 麻利 1）、柴田俊章 1）、金山尚裕 1）

19. 子宮内膜症と卵管卵巣膿瘍（tubo-ovarian abscess :TOA）
三重県立総合医療センター産婦人科
○井澤美穂、田中浩彦、脇坂太貴、秋山

登、小田日東美、中野讓子、朝倉徹夫、谷口晴記

20. 腹腔鏡下子宮亜全摘術後に発症、急性増悪したホルモン非依存性深部子宮内膜症の 1 例
藤田医科大学 医学部 産婦人科
○大脇晶子、伊藤真友子、西澤春紀、尾崎清香、宮村浩徳、西尾永司、藤井多久磨、廣田

穰

21. 膀胱子宮内膜症に対して TUR を併用し腹腔鏡下膀胱部分切除を施行した 1 例
豊田厚生病院 産婦人科
○山本靖子、神谷知都世、正木希世、新城加奈子、針山由美

会場：中会議室 301（第 3 会場）
14：00～14：35

Session 5

座長

静岡赤十字病院

市川

義一

22. 当院における子宮鏡下経頸管的切除術 (TCR: Transcervical resection) 症例の後方視的検討
 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
○鈴木邦昭 1）、梅村康太 1,2）、山田友梨花 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 聡 1）、長尾有佳里 1）、藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、永井智之 1）、河合要介 1）、
岡田真由美 1）、安藤 寿夫 3）、河井 通泰 1）

23. 子宮腔内癒着症に対する TCR で子宮穿孔をきたしその後の妊娠で癒着胎盤となった一例
 田育成会成田病院 1）、セントソフィアクリニック 2）
成
○辰巳佳史 1）、大沢政巳 1）、浅野美幸 2）、佐藤真知子 1）、伊藤知華子 2）、都築知代 1）、成田

収 1）

24. 当院の卵管鏡下卵管形成術後の妊娠群と非妊娠群の比較検討
 岡厚生病院
静
○鈴木崇公、中山

毅、西原富次郎、鈴木京子、石橋武蔵、俵

史子、金山尚裕

25. 術後の膀胱瘤再発に腹腔鏡下仙骨腟固定術が有用であった 2 例
 ヨタ記念病院産婦人科
ト
○柴田崇宏、上野琢史、竹田健彦、田野
小口秀紀

翔、宇野

枢、鵜飼真由、鈴木徹平、原田統子、岸上靖幸、

26. 婦人科腹腔鏡下手術における第 2 助手の役割－研修医 vs. 器械
J A 愛知厚生連豊田厚生病院
○針山由美、神谷知都世、正木希世、山本靖子、新城加奈子

14：35～15：17

Session 6

座長

成田病院

大沢

政巳

27. 異
 なる経過をたどった抗 NMDA 受容体脳炎を合併する卵巣奇形腫に対して腹腔鏡下手術を行
った 3 例
 橋市民病院 産婦人科、同 女性内視鏡外科 1）、同 総合生殖医療センター 2）
豊
○山田友梨花、河合要介、鈴木邦昭、尾瀬武志、窪川芽衣、嶋谷拓真、植草良輔、國島温志、甲木
長尾有佳里、藤田 啓、矢吹淳司、永井智之、梅村康太 1）、岡田真由美、安藤寿夫 2）、河井通泰
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聡、

28. 当院で経験した腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術 257 例の検討
 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
○國島温志 1）、河合要介 1）、鈴木邦昭 1）、山田友梨花 1）、尾瀬武志 1）、窪川芽衣 1）、嶋谷拓真 1）、植草良輔 1）、
甲木 聡 1）、長尾有佳里 1）、藤田 啓 1）、矢吹淳司 1）、永井智之 1）、梅村康太 1,2）、岡田真由美 1）、
安藤寿夫 3）、河井通泰 1）

29. 有用と思われた卵巣上体嚢胞 ( 傍卵巣嚢胞 ) における卵管間膜小切開反転核出法について
 阜市民病院 産婦人科
岐
○柴田万祐子、山本和重、平工由香、加藤雄一郎、佐藤香月、谷垣佳子、尹
豊木 廣

麗梅、齋竹健彰、

30. 単
 孔式腹腔鏡下手術により診断治療を行った著明な血管新生を伴う血清 β-hCG 陰性慢性卵管
妊娠の一例
 阜県立多治見病院
岐
○藤田和寿、伊吉祥平、渡邉和子、竹田明宏

31. 臍部処置孔を活用し妊娠合併卵巣腫瘍を横切開で治療しえた一例
 古屋大学 産婦人科
名
○三宅菜月、中村智子、村上真由子、鵜飼真由、林祥太郎、永井
大須賀智子，後藤真紀、吉川史隆

孝、池田芳紀、邨瀬智彦、

32. 単孔式腹腔鏡下手術は、卵巣嚢腫合併妊娠に有用である
 木病院 産婦人科
鈴
○高本利奈、安江 朗、水野雄大、岩﨑慶大、齋藤佳実、鈴木崇浩、月城沙美、藤井真紀、安江由起、
久野 敦、新里康尚、高橋正明、鈴木清明
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会場：メインホール A（第 1 会場）
15：20～16：20

特別講演

座長

豊橋市民病院

梅村

康太

亀田総合病院 ウロギネ科部長・
ウロギネコロジーセンター センター長

野村

昌良

愛知医科大学

篠原

康一

三重大学

近藤

英司

IRCAD から学ぶ腹腔鏡手術の剥離・運針テクニック
〜 Bimanual technique をマスターしよう！〜

16：20～16：30

総

16：30～16：50

イブニングセミナーA

誰でもできる TLH

16：50～17：10

会
座長

- みんな目指そう認定医 -

イブニングセミナーB

座長

桑名市総合医療センター

本橋

卓

腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術におけるデバイスの果たす役割

17：10～19：10

豊橋市民病院

梅村

康太

岐阜県立多治見病院

竹田

明宏

座長

西尾

永司

ワークショップ

『妊婦に対する腹腔鏡手術』


座長兼指定講師



藤田医科大学

1. 腹腔鏡下子宮頸管縫縮術の適応と工夫
三重大学 産婦人科
○真川祥一、近藤英司、松本剛史、森下みどり、古橋芙美、吉田健太、平田
田畑 務、池田智明

徹、竹内沙織、神元有紀、

2. 妊娠合併卵巣腫瘍における腹腔鏡下手術の当院における工夫
三重県立総合医療センター
○小田日東美、田中浩彦、脇坂太貴、秋山

登、中野讓子、井澤美穂、朝倉徹夫、谷口晴記

3. 妊娠中の卵巣腫瘍手術
名古屋市立東部医療センター 産婦人科
○関宏一郎、神谷正臣、犬塚早紀、倉兼さとみ、村上
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勇

4. 当院における妊婦に対する腹腔鏡下手術について
岐阜市民病院
○谷垣佳子、山本和重、齋竹健彰、尹

麗梅、佐藤香月、加藤雄一郎、柴田万祐子、平工由香、豊木

5. 妊娠合併付属器腫瘤に対する吊り上げ臍部単孔式腹腔鏡下手術の治療成績
岐阜県立多治見病院産婦人科
○竹田明宏、藤田和寿、柘植志織、柴田真由、北見和久、篠根早苗、中村浩美
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廣

日程表 10月27日（土）
14:00

第1会場［メインホールA］

14:00-15:10

２．
痕部妊娠に対して腹腔鏡下腟式子宮全摘術を行った1例

5．
外科と産婦人科の腹腔鏡下同時手術の経験

嶋谷 拓真

河合 要介

9．
卵巣癌の初回手術に腹腔鏡下傍大動脈生検を併用した1例

上野 琢史

中野 譲子

IRCADから学ぶ腹腔鏡手術の剥離・運針テクニック
〜Bimanual techniqueをマスターしよう！〜
座長：梅村 康太

演者：野村 昌良

16:20-16:30

総 会

16:30-16:50

イブニングセミナーA

座長：篠原 康一
誰でもできるTLH -みんな目指そう認定医 -

演者：近藤 英司

イブニングセミナーB

座長：本橋 卓
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術におけるデバイスの果たす役割

演者：梅村 康太

17:10-19:10

ワークショップ
座長：竹田 明宏
西尾 永司

18:00

『妊婦に対する腹腔鏡手術』
1．
腹腔鏡下子宮頸管縫縮術の適応と工夫

真川 祥一

2．
妊娠合併卵巣腫瘍における腹腔鏡下手術の当院における工夫
3．
妊娠中の卵巣腫瘍手術

長尾 有佳里

座長：竹内 茂人

山田 芙由美
中山 毅

19．
子宮内膜症と卵管卵巣膿瘍（tubo-ovarian abscess :TOA） 井澤 美穂
20．
腹腔鏡下子宮亜全摘術後に発症、急性増悪したホルモン非依存性
深部子宮内膜症の1例 大脇 晶子
膀胱子宮内膜症に対してTURを併用し腹腔鏡下膀胱部分切除を施行した一例
21．
山本 靖子

特別講演

17:00

Session4

18．
腹腔鏡下子宮筋腫核出の際に、偶然認めた虫垂子宮内膜症の経験

8．
開腹広汎子宮全摘術と腹腔鏡下広汎子宮全摘術のCK変化について 斉藤 拓也

16:50-17:10

15．
腹腔鏡下子宮筋腫核出術における術前MRIを用いた難易度予測

17．
当院における腸管子宮内膜症症例の検討

梅村 康太

15:20-16:20

16:00

12．
腫瘍の腹腔外への回収にMorSafeが有用であった卵巣腫瘍茎捻転の1例 竹田 健彦

16．
一般開業医における重症子宮内膜症に対する対応
〜MRIゼリー法の有用性について〜 久野 敦

Session2 座長：高橋 伸卓
6．
当院におけるロボット支援手術導入後の課題 鈴木 徹平

10．
当科で行っている腹腔鏡下傍大動脈リンパ節摘出術

座長：安江 朗

加川 葉月

14．
In-bag morcellationを併用する腹腔鏡補助下子宮筋腫核出術における
腹腔内筋腫細胞の同定 北見 和久

西原 富次郎

４．
当院における子宮頸部上皮内病変に対する腹腔鏡下子宮全摘術の検討

Session3

11．
良性転移性平滑筋腫の2例

13．
二分脊椎による狭骨盤患者に対して腹腔鏡下筋腫核出術を行った一例 内田 志穂

渡部 百合子

3．
TLHにおいて尿管同定までに要した時間と手術時間の比較検討

7．
ロボット支援下手術の現状と未来

第2会場［中会議室302］

14:00-15:17

Session1

座長：矢野 竜一朗
1．
多発子宮筋腫に対し子宮動脈塞栓術施行後に腹腔鏡下子宮全摘術を施行した1例
神谷 将臣

15:00

名古屋コンベンションホール

小田 日東美

関 宏一郎

4．
当院における妊婦に対する腹腔鏡下手術について 谷垣 佳子
５．
妊娠合併付属器腫瘤に対する吊り上げ臍部単孔式腹腔鏡下手術の治療成績
竹田 明宏

総合討論

19:00
−8−

14:00

第3会場［中会議室301］
14:00-15:17

Session5

座長：市川 義一

22．
当院における子宮鏡下経頸管的切除術（TCR:Transcervical resection）
症例の後方視的検討 鈴木 邦昭
23．
子宮腔内癒着症に対するTCRで子宮穿孔をきたしその後の妊娠で
癒着胎盤となった一例 辰巳 佳史
24．
当院の卵管鏡下卵管形成術後の妊娠群と非妊娠群の比較検討 鈴木 崇公
25．
術後膀胱瘤再発に腹腔鏡下仙骨腟固定術が有用であった２例

柴田 崇宏

26．
婦人科腹腔鏡下手術における第２助手の役割−研修医 vs. 器機

Session6

針山 由美

座長：大沢 政巳

27．
異なる経過をたどった抗NMDA受容体脳炎を合併する卵巣奇形腫に対して
腹腔鏡下手術を行った3例 山田 友梨花
28．
当院で経験した腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術２５７例の検討

15:00

國島 温志

29．
有用と思われた卵巣上体嚢胞（傍卵巣嚢胞）における
卵管間膜小切開反転核出法について 柴田 万祐子
30．
単孔式腹腔鏡下手術により診断治療を行った著明な血管新生を伴う
血清β-hCG陰性慢性卵管妊娠の一例 藤田 和寿
31．
臍部処置孔を活用し妊娠合併卵巣腫瘍を横切開で治療しえた一例

三宅 菜月

32．
単孔式腹腔鏡下手術は、卵巣嚢腫合併妊娠に有用である 高本 利奈

16:00

17:00

18:00

19:00
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名古屋コンベンションホール 3F
第一会場 メインホールA
第二会場 中会議室302
第三会場 中会議室301

総合受付
ＰＣ受付

愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート2F-4F
あおなみ線
「ささしまライブ駅」
から歩行者デッキにて
2Fエントランスに直結

第一会場

第三会場 第二会場

名古屋コンベンションホール

〒453-6102 愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート
TEL：052-433-1488 FAX：052-433-1489
E-mail：info@nagoya.conventionhall.jp

名古屋コンベンションホールへのアクセス
あおなみ線利用
JR
「名古屋」
駅から3分
「ささしまライブ駅」
下車
JR
「名古屋」
駅

広小路口から徒歩12分

【参加者の方へ】
＊参加費として、当日 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。
＊プログラム・東海産婦人科内視鏡手術研究会雑誌（Vol. 6）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 15 分（質疑応答 2 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
下さい。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致します。
＊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産婦人科領域講習（受講 3 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。産婦人科領域講習の単位受付は、
各特別講演およびワークショップ会場への入場時に「e 医学会カード」を提示して下さい。開始時間 10 分を
過ぎての入場や途中退場は、単位付与できませんのでご注意下さい。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下さい。
＊本研究会は、日本産科婦人科内視鏡学会の認定を受けています。内容の詳細は技術認定制度規則をご参照
下さい。
共催：東海産婦人科内視鏡手術研究会
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）
／テルモ
（株）
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