第 20 回 東海産婦人科内視鏡手術研究会
日
場

時
所

令和元年 10 月 26 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）/ オリンパス（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

豊田厚生病院

針山

由美

1 . 当院で腹腔鏡下手術を行った Accessory and cavitated uterine mass(ACUM) の２症例
三重県立総合医療センター 産婦人科
○中野讓子、田中浩彦、脇坂太貴、秋山

登、小田日東美、井澤美穂、朝倉徹夫、谷口晴記

2 . 術前に卵管留症を疑い術中に虫垂腫瘍捻転が判明した 1 例
名古屋記念病院産婦人科 1）、藤田医科大学病院婦人科 2）
○髙木春菜 1）、廣中昌恵 1）、尾瀬武志 1）、佐藤静香 1）、小田川寛子 1）、石川尚武 1）、神谷典男 1）、廣田

穰 2）

3 . 腹腔鏡下に治療し得た巨大後腹膜腫瘍の一例
高山赤十字病院 産婦人科
○上村小雪、齋竹健彰、相京晋輔、安見駿佑、矢野竜一朗

4 . 腹腔鏡手術後早期に認めた、卵巣類内膜腺癌の１例
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）、同外科 3）
○中山 毅 1,2）、伊藤敏谷 1）、向 麻利 1）、柴田俊章 1）、鈴木崇公 2）、水野伸一 3）、伊東宏晃 1）

5 . 当院での子宮体癌に対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術の検討
三重大学医学部附属病院 産婦人科
○金田倫子、近藤英司、榎本尚助、真木晋太郎、吉田健太、千田時弘、池田智明

会場：中会議室 302（第 2 会場）
14：00～14：35

Session 2

座長

名古屋市立大学

西川隆太郎

6 . 腹腔鏡手術により摘出した大網成熟嚢胞性奇形腫の 1 例
市立四日市病院
○牧野麻理恵、大里和広、長尾賢治、栗山萌子、竹内紗織、谷田耕治

7 . 小規模病院における手術支援ロボットの活用
蒲郡市民病院
○大久保大孝、柴野あゆみ、藤井裕子、石川賀子、田村栄男

8 . ロボット支援下子宮全摘術時の体位固定パッド（ピンクパッド）の有用性の検討
豊橋市民病院 産婦人科、同 総合生殖医療センター 1）
○山田友梨花、梅村康太、古井憲作、宮本絵美里、野崎雄揮、白石佳孝、服部 渉、植草良輔、
國島温志、長尾有佳里、矢吹淳司、河合要介、永井智之、岡田真由美、安藤寿夫 1）、河井通泰
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9 . 当院におけるロボット支援下子宮全摘の現状
名古屋市立大学 産科婦人科学教室
○小川紫野、西川隆太郎、水野克彦、後藤崇人、森

亮介、間瀬聖子、杉浦真弓

10. 当院における良性疾患に対するロボット支援下手術の現状と今後に向けて
豊橋市民病院 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）
○長尾有佳里 1）、梅村康太 1,2）、古井憲作 1）、宮本絵美里 1）、野崎雄揮 1）、山田友梨花 1）、白石佳孝 1）、
服部 渉 1）、植草良輔 1）、國島温志 1）、矢吹淳司 1）、河合要介 1）、永井智之 1）、岡田真由美 1）、安藤寿夫 3）、
河井通泰 1）

14：35～15：10

Session 3

座長

浜松医科大学

中山

毅

11. 腹腔鏡下腟式子宮全摘術を行った腟中隔の一例
中部労災病院 産婦人科
○渡部百合子、橋本茉莉、日比絵里菜、関谷敦史、藤原多子

12. T
 LH の膣断端縫合にて片側尿管を巻き込み閉塞を来したが終了時の膀胱鏡で発見し解除でき
た1例
岐阜市民病院 産婦人科
○平工由香、山本和重、溝口冬馬、尹麗梅、谷垣佳子、佐藤香月、加藤雄一郎、柴田万祐子、豊木

廣

13. 当院の婦人科良性疾患に対し腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した尿路系合併症に関する検討
藤田医科大学医学部 産婦人科
○川原莉奈、須田梨沙、尾崎清香、大脇晶子、伊藤真友子、宮村浩徳、西尾永司、西澤春紀、
藤井多久磨、廣田 穰

14. 全腹腔鏡下単純子宮全摘術における腟断端離開の発症リスクを考える
聖隷浜松病院
○曽我江里、塩島

聡、小林浩治、加藤恵一朗、加藤愛理、小林光紗、寺田周平、中山

理、安達

博

15. 腹腔鏡下子宮全摘術の標準化と教育について
豊橋市民病院産婦人科 1）、同総合生殖医療センター 2）
○宮本絵美里 1）、梅村康太 1）、古井憲作 1）、野崎雄揮 1）、山田友梨花 1）、白石佳孝 1）、服部 渉 1）、
植草良輔 1）、國島温志 1）、長尾有佳里 1）、矢吹淳司 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）

15：10～15：52

Session 4

座長

名古屋大学

中村

16. 内視鏡手術の安全管理：52,440 手術症例からの IA レポート
 隷浜松病院婦人科
聖
○中山 理、塩島 聡、伊賀健太朗、加藤恵一朗、加藤愛理、曽我江里、小林光紗、小林浩治、
鈴木貴士、安達 博

17. 経腟分娩歴のない症例の全腹腔鏡下子宮全摘術 (TLH) における子宮回収についての検討
JA 愛知厚生連豊田厚生病院
○安井裕子、山中浩史、正木希世、新城加奈子、針山由美

18. Ｍ orSafe をストレスなく使用するための工夫
医療法人清慈会 鈴木病院
○藤井真紀、久野 敦、高本利奈、安江

朗、鈴木清明
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智子

19. 「5mm

トロッカーからのフィルム状癒着防止材挿入デバイス開発へのこだわり
～分解・洗浄可能な all re-usable device にこだわって～」
静岡赤十字病院産婦人科 1）、栃木精工株式会社設計開発部 2）
○市川義一 1）、芝山勝典 2）、荒井大輔 2）、飯塚 康 2）、平松真生子 1）、田中郁百 1）、上田真子 1）、加藤
小谷倫子 1）、江河由起子 1）、栗原みずき 1）、服部政博 1）、根本泰子 1）

恵 1）、

20. 当院の腹腔鏡手術における癒着防止剤の使用と工夫
藤田医科大学 ばんたね病院
○松川哲也、塚田和彦、酒向隆博、内海

史、小川千紗、南

洋佑、柴田清住

21. 子宮鏡外来における軟性子宮鏡検査の有用性の検討
中部ろうさい病院
○橋本茉莉、渡部百合子、日比絵里菜、関谷敦史、藤原多子

会場：中会議室 301（第 3 会場）
14：00～14：35

Session 5

座長

高山赤十字病院

矢野竜一朗

22. 当院における卵巣成熟奇形腫の腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術の体内法・体外法についての検討
 古屋市立東部医療センター
名
○犬塚早紀、村上 勇、神谷将臣、倉兼さとみ、関宏一郎

23. 腹腔鏡手術時に同定された ectopic

ovary の 1 例

 田医科大学 医学部 産婦人科
藤
○大脇晶子、西尾永司、高田恭平、野田佳照、宮村浩徳、西澤春紀、廣田

穰、藤井多久磨

24. Retained products of conception (RPOC)―多量出血のリスク因子
 古屋大学医学部産婦人科
名
○曽根原玲菜、中村智子、村上真由子、三宅菜月、吉田沙矢子、村岡彩子、林祥太郎、仲西菜月、
笠原幸代、邨瀬智彦、大須賀智子、後藤真紀、吉川史隆

25. 子
 宮動脈塞栓術と子宮鏡下手術を併用し治療した Retained products of conception(RPOC)5 例
の検討
 田医科大学 医学部 産婦人科学
藤
○野田佳照、山田芙由美、等々力彩、成宮由貴、三谷武司、宮村浩徳、西尾永司、西澤春紀、関谷隆夫、
藤井多久磨

26. 多
 嚢胞性卵巣症候群症例における腹腔鏡下卵巣多孔術後の内分泌学的変化と臨床転帰に関す
る検討
 生会松阪総合病院産婦人科・ART 生殖医療センター
済
○若林慧美里、竹内茂人、辻 尚也、小高紗季、小林奈津子、辻
菅谷 健、高倉哲司

14：35～15：10

Session 6

座長

誠、高倉

翔、徳山智和、南

藤田医科大学ばんたね病院

27. 子宮外妊娠の腹腔鏡下手術に伴い、ARDS と心筋虚血を併発した一症例
 郡市民病院
蒲
○大久保大孝、柴野あゆみ、藤井裕子、石川賀子、田村栄男
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塚田

元人、

和彦

28. 腹膜播種性平滑筋腫症の 2 例
 重県立総合医療センター
三
○脇坂太貴、田中浩彦、秋山

登、小田日東美、井澤美穂、朝倉徹夫、谷口晴記

29. 腹腔鏡下に修復し得た膀胱損傷の 3 症例
 阜大学医学部附属病院 産科婦人科
岐
○細江美和、竹中基記、菊野享子、森重健一郎

30. 腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）後に卵管留膿症を発症し腹腔鏡下で卵管摘出術を施行した 1 例
 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、尹麗梅、溝口冬馬、豊木

31. 腹腔鏡下子宮全摘術後に ARDS を発症した一例
 古屋記念病院産婦人科
名
○佐藤静香、廣中昌恵、尾瀬武志、髙木春菜、小田川寛子、石川尚武、神谷典男
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廣

会場：メインホール A（第 1 会場）
14：40～16：40

ワークショップ

『ロボット支援下手術の現況と展望（良性・悪性を含めて）』


座長

三重大学

近藤

英司

1. ロボット支援下子宮全摘術の導入と手術の工夫
聖隷浜松病院
○小林光紗、小林浩治、塩島

聡、安達

博、中山

理

2. 婦人科良性疾患に対するロボット支援下子宮全摘術の適応拡大について
藤田医科大学産婦人科 1）、医療法人清慈会 鈴木病院 2）
○宮村浩徳 1）、西澤春紀 1）、安江 朗 2）、伊藤真友子 1）、鳥居

裕 1）、西尾永司 1）、廣田

穰 1）、藤井多久磨 1）

3. 肥満患者とロボット手術
三重大学産婦人科
○吉田健太、近藤英司、松本剛史、真木晋太郎、二井理文、金田倫子、千田時弘、平田

徹、池田智明

4. 子宮体癌に対するロボット支援下手術における骨盤リンパ節郭清時の注意点
静岡県立静岡がんセンター 婦人科
○高橋伸卓、杉山将樹、望月亜矢子、笠松由佳、角

暢浩、安部正和、武隈宗孝、平嶋泰之

5. 婦人科 MIS 戦国時代 ～ 5 年後、10 年後のロボット支援下手術を展望する ～
豊橋市民病院 産婦人科、同 総合生殖医療センター ※
○河合要介、梅村康太、古井憲作、宮本絵美里、野崎雄揮、山田友梨花、白石佳孝、服部 渉、
植草良輔、國島温志、長尾有佳里、矢吹淳司、永井智之、岡田真由美、安藤寿夫 ※、河井通泰

6. 指
 定教育講演
ロボット支援下手術の導入とその運用について
東京医科大学
○伊東宏絵

産科婦人科学分野

16：40～16：55

総

会

16：55～17：25

記念講演

座長

名古屋東部医療センター

村上

勇

東海産婦人科内視鏡手術研究会 20 周年記念講演
「わたしと腹腔鏡手術」
東海産婦人科内視鏡手術研究会 代表世話人
藤田医科大学 廣田 穰
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17：25～17：45

イブニングセミナーA

座長

鈴木病院

安江

朗

進行卵巣癌に対する手術療法の考え方と内視鏡手術

17：45～18：05

イブニングセミナーB

座長

藤田医科大学

野村

弘行

豊橋市民病院

梅村

康太

当院でのアドスプレー使用経験
名古屋大学 池田 芳紀
名古屋市立大学 西川隆太郎
18：10～19：10

特別講演

座長

藤田医科大学

西澤

春紀

金尾

祐之

婦人科悪性疾患に対する治療戦略
がん研有明病院
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婦人科

日程表 10月26日（土）
14:00

名古屋コンベンションホール

第1会場［メインホールA］

14:00-14:35

14:00-15:52

Session1

座長：針山 由美
当院で腹腔鏡下手術を行ったAccerssory and caviated uterine mass(ACUM)の2症例
1．
中野 讓子
２．
術前に卵管留症を疑い術中に虫垂腫瘍捻転が判明した1例
3．
腹腔鏡下に治療し得た巨大後腹膜腫瘍の一例

第2会場［中会議室302］

７．
小規模病院における手術支援ロボットの活用

９．
当院におけるロボット支援下子宮全摘の現状

中山 毅

5．
当院での子宮体癌に対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術の検討

金田 倫子

14．
全腹腔鏡下単純子宮全摘術における膣断端離開の発症リスクを考える 曽我 江里
15．
腹腔鏡下子宮全摘術の標準化と教育について 宮本絵美里

Session4

座長：近藤 英司

17．
経腟分娩歴のない症例の全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH)における
子宮回収についての検討 安井 裕子

（良性・悪性を含めて）』
1．
ロボット支援下子宮全摘術の導入と手術の工夫

18．
Morsafeをストレスなく使用するための工夫

小林 光紗

吉田 健太

4．
子宮体癌に対するロボット支援下手術における骨盤リンパ節郭清時の注意点
高橋 伸卓
5．
婦人科MIS戦国時代 〜 5年後、10年後のロボット支援下手術を展望する 〜
河合 要介

指定教育講演
６．
ロボット支援下手術の導入とその運用について 伊東 宏絵

総 会
表 彰 式

16:55-17:25

記念講演

座長：村上 勇
わたしと腹腔鏡手術

演者：廣田 穰

イブニングセミナーA

座長：安江 朗
進行卵巣癌に対する手術療法の考え方と内視鏡手術

演者：野村 弘行

イブニングセミナーB

座長：梅村 康太
当院でのアドスプレー使用経験

18:00

藤井 真紀

19．
5㎜トロッカーからのフィルム状癒着防止材挿入デバイス開発へのこだわり〜分解
洗浄可能なall re-usable deviceにこだわって〜 市川 義一

婦人科良性疾患に対するロボット支援下子宮全摘術の適応拡大について 宮村 浩徳
2．
3．
肥満患者とロボット手術

座長：中村 智子

16．
内視鏡手術の安全管理：52,440手術症例からのⅠAレポート 中山 理

『ロボット支援下手術の現況と展望

17:45-18:05

渡部百合子

13．
当院の婦人科良性疾患に対し腹腔鏡下子宮全摘術を施行した尿路系合併症に
関する検討 川原 莉奈

ワークショップ

17:25-17:45

座長：中山 毅

12．
TLHの膣断端縫合にて片側尿管を巻き込み閉塞を来したが終了時の膀胱鏡で
発見し解除できた1例 平工 由香

15:00

17:00

小川 紫野

10．
当院における良性疾患に対するロボット支援下手術の現状と今後に向けて
長尾有佳里

Session3

16:40-16:55

牧野麻理恵

大久保大孝

11．
腹腔鏡下膣式子宮全摘術を行った腟中隔の一例

14:40-16:40

16:00

座長：西川隆太郎

８．
ロボット支援下子宮全摘術の体位固定パッド（ピンクパッド）の有用性の検討
山田友梨花

高木 春菜

上村 小雪

４．
腹腔鏡手術後早期に認めた、卵巣類内膜腺癌の1例

Session2

６．
腹腔鏡手術により摘出した大網成熟嚢胞性奇形腫の1例

演者：池田 芳紀／西川隆太郎
18:10-19:10

特別講演
婦人科悪性疾患に対する治療戦略
座長：西澤 春紀

演者：金尾 祐之

19:00
−8−

20．
当院の腹腔鏡手術における癒着防止剤の使用と工夫

松川 哲也

21．
子宮鏡外来における軟性子宮鏡検査の有用性の検討

橋本 茉莉

14:00

第3会場［中会議室301］
14:00-15:10

Session5

座長：矢野竜一朗

22．
当院における卵巣成熟奇形腫の腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術の体内法・体外法に
ついての検討 犬塚 早紀
23．
腹腔鏡手術時に同定されたectopic ovaryの1例

大脇 晶子

24．
Retained products of conception(RPOC) −多量出血のリスク因子
曽根原玲菜
25．
子宮動脈塞栓術と子宮鏡下手術を併用し治療したRetained products of
conception(RPOC）5例の検討 野田 佳照
26．
多嚢胞性卵巣症候群症例における腹腔鏡下卵巣多孔術後の内分泌的変化と
臨床転帰に関する検討済生会 若林慧美里

Session6

座長：塚田 和彦

27．
子宮外妊娠の腹腔鏡下手術に伴い、ARDSと心筋虚血を併発した一症例
28．
腹膜播種性平滑筋腫症の2例

15:00

大久保大孝

脇坂 太貴

29．
腹腔鏡下に修復し得た膀胱損傷の3例

細江 美和

30．
腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）後に卵管留膿症を発症し腹腔鏡下で卵管摘出術を
施行した1例 柴田万祐子
31．
腹腔鏡下子宮全摘術後にARDSを発症した一例

佐藤 静香

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. 7）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（総合討論なし）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）
／
オリンパス
（株）
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