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第42回日本産婦人科手術学会　第8回日本婦人科ロボット手術学会

会　期 2020年2月22日（土）～23日（日）

会　場 メルパルク京都
 〒600-8216　京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町676番13
 TEL：075-352-7444

会　長 万代　昌紀（京都大学大学院医学研究科器官外科学講座婦人科学産科学分野）

【日本産婦人科手術学会】
常務理事会 日時：2020年2月22日（土）8：20～9：00
 会場：第3会場（5F　会議室A）

理事会 日時：2020年2月22日（土）9：10～9：40
 会場：第2会場（7F　スタジオ1）

総　会 日時：2020年2月23日（日）13：20～13：40
 会場：第1会場（6F　会議室CD）

【日本婦人科ロボット手術学会】
理事会 日時：2020年2月23日（日）12：20～13：10
 会場：第6会場（6F　会議室5）

総　会 日時：2020年2月23日（日）13：40～13：55
 会場：第1会場（6F　会議室CD）

情報交換会（全員懇親会）
 日時：2020年2月22日（土）18：45～20：30
 会場：5F　会議室AB
 学会参加登録をされた方は無料でご参加いただけます。

運営事務局 株式会社コンベンションリンケージ
 〒604-8162　京都市中京区烏丸通六角下る七観音町634
 TEL：075-231-6357
 FAX：075-231-6354
 E-mail：jsgos42@c-linkage.co.jp
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メルパルク京都
　〒600-8216　京都府京都市下京区東洞院通七条下ル東塩小路町 676 番 13
　TEL：075-352-7444（代）
　URL：http://www.mielparque.jp/kyoto/

■新幹線・JRをご利用の場合
　〇JR京都駅まで
　　JR大阪駅より JR東海道本線新快速で約 30分
　　京阪中之島駅より京阪東福寺経由 JRみやこ路快速で約 1時間
　〇JR京都駅→メルパルク京都
　　JR京都駅（烏丸中央口）から東へ約 1分

■飛行機をご利用の場合
　大阪（伊丹）空港からリムジンバスで約 60分　※片道：1,340 円
　｢京都駅八条口｣下車徒歩 5分
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交通案内図／ Access Map
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会場案内図／ Floor Map
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2月22日（土）／ February 22 （Sat）
第1会場

6階　会議室CD
第2会場

7階　スタジオ1
第3会場

5階　会議室A
第4会場

5階　会議室B
第5会場

6階　会議室6
第6会場

6階　会議室5

10:00～12:05
シンポジウム1

9:10～9:40
産婦人科手術
理事会

8:20～9:00
産婦人科手術
常務理事会

開会式

座長：三上幹男、永瀬　智
基調講演（Keynote Lecture） 
Minimally invasive surgery 
and cervical cancer
演者：Henrik Falconer 
　　　新倉　仁、堀江昭史、
　　　関山健太郎、
　　　金尾祐之、井坂惠一

「Novel standard for radical 
hysterectomy in MIS era.
日本における広汎子宮全摘の今後を
考える－LACC trial その後」

13:40～15:40
シンポジウム2

座長：松村謙臣、舟本　寛
演者：楯　真一、田部　宏、
　　　平嶋泰之、加藤一喜、
　　　恩田貴志

「卵巣がん手術‐適正な手術の
タイミングと切除範囲」

15:50～17:20
ワークショップ1

座長：竹島信宏、馬場　長
演者：神尾真樹、小阪謙三、
　　　近藤英司、梅村康太、
　　　横山　良仁

「子宮体癌に対する低侵襲手術
－現状と展望」

13:40～15:40
主題2

座長：廣田　穣、宮城悦子
演者：坂本育子、吉岡信也、
　　　田中尚武、中山健太郎、
　　　伊東宏絵

「ロボット手術を始めよう
－良性手術と悪性手術 
どのように始めるか？」

13:40～15:40
主題3

座長：池田智明、田中　守
演者：植田彰彦、内田季之、
　　　竹田　純、松永茂剛、
　　　近藤英治

「産科出血への対応」

13:40～15:40
特別企画3

座長：藤井信吾
コメンテーター：
櫻木範明、三上幹男、
藤井多久磨、加藤友康

「藤井信吾塾
～未編集ビデオの閲覧を
通して手術の様々な問題点
を忌憚なく語り合う会～」

10:00～11:15 
主題1

座長：増山　寿、竹田　省 
演者：大原佑介、橋本京三、
　　　小辻文和、橋口幹夫、
　　　青木　茂

「産科手術の真髄」

11:30～12:30
特別企画2

座長：西　洋孝 
演者：丸山正統、市川雅男

「手術のレシピ
ー LSC、TCR」

10:00～11:00
特別企画1

座長：塩田　充 
演者：子安保喜、熊切　順

「手術のレシピ
－子宮筋腫核出術」

11:30～12:30
一般演題6

座長：中西　透
「卵巣がん手術」

11:30～12:30
一般演題7

座長：中村圭一郎
「膣・外陰部・その他」

13:40～14:30
一般演題11

座長：北　正人
「筋腫ロボット手術3」

12:40～13:30
ランチョンセミナー4

座長：三上幹男　演者：楯　真一
共催：中外製薬株式会社

「完全切除への挑戦　～ Aggressive Surgery
と Bevacizumab の役割」

12:40～13:30
ランチョンセミナー3

座長：万代昌紀　演者：Henrik Falconer
共催：インテュイティブサージカル合同会社

「True Benefit of Robotic Surgery 
－past 10years practice」

12:40～13:30
ランチョンセミナー2

座長：横山良仁　演者：寺井義人
共催：科研製薬株式会社

「婦人科腫瘍における鏡視下手術
－腹腔鏡手術からロボット手術へ－」

12:40～13:30
ランチョンセミナー1

座長：工藤美樹　
演者：高江正道、近藤英治
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

「若年がん患者に対する
妊娠への取り組み」

17:30～18:30
イブニングセミナー1

座長：平松祐司　
演者：出浦伊万里、堀江昭史
共催：コンメッド・ジャパン株式会社

「空間コントロール～婦人科腹腔鏡手術・
ロボット手術における送気・排煙の重要性～」

17:30～18:30
イブニングセミナー2

18:45～20:30
情報交換会

座長：八重樫伸生　
演者：松村謙臣
共催：武田薬品工業株式会社

「子宮筋腫と子宮肉腫の
鑑別診断 up to date」

13:40～14:40
一般演題10

座長：堀川直城
「体がん　MIS」

16:35～17:25
一般演題18

座長：古谷健一
「体がん合併症・PAN」

15:50～16:40
一般演題15

座長：北島道夫
「手技工夫・教育1」

15:50～16:40
一般演題13

座長：福井淳史
「性器奇形」

14:30～15:30
一般演題12

座長：松本　貴
「筋腫TLH1」

15:50～16:50
一般演題14

座長：西澤春紀
「胎盤・臍帯」

15:50～16:35
一般演題16

座長：甲賀かをり
「良性疾患」

16:40～17:25
一般演題17

座長：楠木　泉
「手技工夫・教育2」

16:00～17:30
婦人科ラパロ
Hands On セミナー

共催：
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

「実臨床を意識した
Wet Lab Training コース」

11:40～12:30
一般演題8

座長：干場　勉
「体がんロボット手術1」

10:00～10:50
一般演題3

座長：北出真理
「筋腫 LM1」

10:50～11:40
一般演題5

座長：石川博士
「筋腫ロボット手術1」

11:40～12:30
一般演題9

座長：村上隆介
「筋腫ロボット手術2」

10:00～10:45
一般演題1

座長：近藤春裕
「産科合併症」

10:00～10:35
一般演題2

座長：谷村　悟
「骨盤臓器脱1」

10:35～11:10
一般演題4

座長：野村昌良
「骨盤臓器脱2」

2月23日（日）／ February 23 （Sun）
第1会場

6階　会議室CD
第2会場

7階　スタジオ1
第3会場

5階　会議室A
第4会場

5階　会議室B
第5会場

6階　会議室6
第6会場

6階　会議室5

8:30～10:30
教育講演

座長：八重樫伸生、苛原　稔
演者：猪股雅史、岡本　淳、
　　　小島史嗣、杉本真樹、
　　　伊藤雅昭

「AI 技術の導入による
内視鏡手術の変革」

8:30～10:30
特別企画4

座長：京　哲、藤井多久磨
演者：池田正孝、長谷川傑、
　　　安藤正明、小林　恭

「達人の手術に学ぶ」

8:30～10:30
シンポジウム3

座長：竹下俊行、藤原　浩
演者：鎌田泰彦、貴志洋平、
　　　西田正人、廣田　泰、
　　　牧野真太郎

講義・統括：竹田　省
「子宮腺筋症に対する
温存手術を考える」

8:30～10:30
ハンズオンセミナー
「鉗子技術習得研修」

8:30～9:30
特別企画5

座長：児玉順一、松本光司
演者：竹中　慎、林　茂徳

「手術のレシピ
－TLH/LRH」

10:40～11:40
特別講演

座長：菅沼信彦
演者：Mats Börje Brännström

「Robotic surgery for 
uterus transplantation」

11:40～12:10
会長講演

11:40～12:10
（中継）

座長：齋藤　豪　演者：万代昌紀
「LACC study から我々が学ぶべきもの」

10:40～11:40
（中継）

9:30～10:30
特別企画6

座長：小林裕明、大道正英
演者：高橋伸卓、松浦基樹

「手術のレシピ－腹腔鏡下・
ロボット下骨盤内リンパ節郭清」

13:20～13:40

13:40～13:55

シンポジウム4

総会（産婦人科手術）

総会（婦人科ロボット手術）

座長：片渕秀隆、牛嶋公生
演者：野村秀高、磯部真倫、
　　　堀澤　信、小谷泰史、
　　　砂田真澄

「鏡視下時代の手術教育
－どのように教えるか？」

14:00～15:3014:00～15:30

専門医共通講習：
感染対策

閉会式

座長：古山将康
演者：長尾美紀

「周術期感染対策と感染症治療」

15:40～16:40
専門医共通講習：
感染対策
（中継）

15:40～16:40

ワークショップ2

座長：原田　省、大須賀穣
演者：田中京子、甲賀かをり、
　　　干場　勉、河合要介、
　　　太田啓明、松本　貴

「ロボット手術における
子宮内膜症・高度骨盤内癒着」

12:20～13:10
ランチョンセミナー5

座長：馬場　長　演者：田畑　務
共催：アストラゼネカ株式会社・
　　　MSD株式会社

「卵巣癌集学的治療 
～手術療法ならびに薬物療法～」

12:20～13:10
ランチョンセミナー6

座長：村上　節　
演者：光部兼六郎、梅村康太
共催：テルモ株式会社

「どう変わる？婦人科悪性腫瘍
手術の今後の展望」

12:20～13:10
ランチョンセミナー7

座長：小西郁生　演者：坂井義治
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

「婦人科手術に役立つ匠の見識と技」

12:20～13:10
ランチョンセミナー8

座長：北脇　城　演者：明樂重夫
共催：持田製薬株式会社

「子宮腺筋症 up date
～妊孕能と疼痛コントロールの向上を目指して～」

12:20～13:10
婦人科ロボット手術
理事会

8:30～9:20
一般演題19

座長：斎藤俊章

「頸がんロボット手術
・開腹手術」

9:30～10:15
一般演題20

座長：浅田弘法
「頸がん腹腔鏡手術」

14:00～14:45
一般演題22

座長：谷口文紀
「筋腫 LM2」

14:00～15:40
婦人科悪性腫瘍に対する
ロボット手術手技セミナー
「セッティングから実践まで」

14:45～15:30
一般演題24

座長：寺尾泰久
「筋腫TLH2」

14:00～14:45
一般演題21

座長：上浦祥司
「体がんロボット手術2」

14:00～15:00
特別企画7

座長：竹田　省、平松祐司
演者：東　裕福、早田　桂 座長：寺井義人、万代昌紀

「手術のレシピ－外回転術・
子宮経管縫縮術」

14:45～15:30
一般演題23

座長：正岡直樹
「帝王切開」

各階
ロビー

各階
ロビー

企
業
展
示
・
書
籍
販
売

10:00～
　18:00

企
業
展
示
・
書
籍
販
売

9:00～
　16:00

P：日本専門医機構単位対象セッション
：お弁当あり

P：日本専門医機構単位対象セッション
：お弁当あり

P

P

プログラム日程表／ Program at a Glance

　　メルパルク京都 / Mielparque Kyoto
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2月22日（土）／ February 22 （Sat）
第1会場

6階　会議室CD
第2会場

7階　スタジオ1
第3会場

5階　会議室A
第4会場

5階　会議室B
第5会場

6階　会議室6
第6会場

6階　会議室5

10:00～12:05
シンポジウム1

9:10～9:40
産婦人科手術
理事会

8:20～9:00
産婦人科手術
常務理事会

開会式

座長：三上幹男、永瀬　智
基調講演（Keynote Lecture） 
Minimally invasive surgery 
and cervical cancer
演者：Henrik Falconer 
　　　新倉　仁、堀江昭史、
　　　関山健太郎、
　　　金尾祐之、井坂惠一

「Novel standard for radical 
hysterectomy in MIS era.
日本における広汎子宮全摘の今後を
考える－LACC trial その後」

13:40～15:40
シンポジウム2

座長：松村謙臣、舟本　寛
演者：楯　真一、田部　宏、
　　　平嶋泰之、加藤一喜、
　　　恩田貴志

「卵巣がん手術‐適正な手術の
タイミングと切除範囲」

15:50～17:20
ワークショップ1

座長：竹島信宏、馬場　長
演者：神尾真樹、小阪謙三、
　　　近藤英司、梅村康太、
　　　横山　良仁

「子宮体癌に対する低侵襲手術
－現状と展望」

13:40～15:40
主題2

座長：廣田　穣、宮城悦子
演者：坂本育子、吉岡信也、
　　　田中尚武、中山健太郎、
　　　伊東宏絵

「ロボット手術を始めよう
－良性手術と悪性手術 
どのように始めるか？」

13:40～15:40
主題3

座長：池田智明、田中　守
演者：植田彰彦、内田季之、
　　　竹田　純、松永茂剛、
　　　近藤英治

「産科出血への対応」

13:40～15:40
特別企画3

座長：藤井信吾
コメンテーター：
櫻木範明、三上幹男、
藤井多久磨、加藤友康

「藤井信吾塾
～未編集ビデオの閲覧を
通して手術の様々な問題点
を忌憚なく語り合う会～」

10:00～11:15 
主題1

座長：増山　寿、竹田　省 
演者：大原佑介、橋本京三、
　　　小辻文和、橋口幹夫、
　　　青木　茂

「産科手術の真髄」

11:30～12:30
特別企画2

座長：西　洋孝 
演者：丸山正統、市川雅男

「手術のレシピ
ー LSC、TCR」

10:00～11:00
特別企画1

座長：塩田　充 
演者：子安保喜、熊切　順

「手術のレシピ
－子宮筋腫核出術」

11:30～12:30
一般演題6

座長：中西　透
「卵巣がん手術」

11:30～12:30
一般演題7

座長：中村圭一郎
「膣・外陰部・その他」

13:40～14:30
一般演題11

座長：北　正人
「筋腫ロボット手術3」

12:40～13:30
ランチョンセミナー4

座長：三上幹男　演者：楯　真一
共催：中外製薬株式会社

「完全切除への挑戦　～ Aggressive Surgery
と Bevacizumab の役割」

12:40～13:30
ランチョンセミナー3

座長：万代昌紀　演者：Henrik Falconer
共催：インテュイティブサージカル合同会社

「True Benefit of Robotic Surgery 
－past 10years practice」

12:40～13:30
ランチョンセミナー2

座長：横山良仁　演者：寺井義人
共催：科研製薬株式会社

「婦人科腫瘍における鏡視下手術
－腹腔鏡手術からロボット手術へ－」

12:40～13:30
ランチョンセミナー1

座長：工藤美樹　
演者：高江正道、近藤英治
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

「若年がん患者に対する
妊娠への取り組み」

17:30～18:30
イブニングセミナー1

座長：平松祐司　
演者：出浦伊万里、堀江昭史
共催：コンメッド・ジャパン株式会社

「空間コントロール～婦人科腹腔鏡手術・
ロボット手術における送気・排煙の重要性～」

17:30～18:30
イブニングセミナー2

18:45～20:30
情報交換会

座長：八重樫伸生　
演者：松村謙臣
共催：武田薬品工業株式会社

「子宮筋腫と子宮肉腫の
鑑別診断 up to date」

13:40～14:40
一般演題10

座長：堀川直城
「体がん　MIS」

16:35～17:25
一般演題18

座長：古谷健一
「体がん合併症・PAN」

15:50～16:40
一般演題15

座長：北島道夫
「手技工夫・教育1」

15:50～16:40
一般演題13

座長：福井淳史
「性器奇形」

14:30～15:30
一般演題12

座長：松本　貴
「筋腫TLH1」

15:50～16:50
一般演題14

座長：西澤春紀
「胎盤・臍帯」

15:50～16:35
一般演題16

座長：甲賀かをり
「良性疾患」

16:40～17:25
一般演題17

座長：楠木　泉
「手技工夫・教育2」

16:00～17:30
婦人科ラパロ
Hands On セミナー

共催：
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

「実臨床を意識した
Wet Lab Training コース」

11:40～12:30
一般演題8

座長：干場　勉
「体がんロボット手術1」

10:00～10:50
一般演題3

座長：北出真理
「筋腫 LM1」

10:50～11:40
一般演題5

座長：石川博士
「筋腫ロボット手術1」

11:40～12:30
一般演題9

座長：村上隆介
「筋腫ロボット手術2」

10:00～10:45
一般演題1

座長：近藤春裕
「産科合併症」

10:00～10:35
一般演題2

座長：谷村　悟
「骨盤臓器脱1」

10:35～11:10
一般演題4

座長：野村昌良
「骨盤臓器脱2」

2月23日（日）／ February 23 （Sun）
第1会場

6階　会議室CD
第2会場

7階　スタジオ1
第3会場

5階　会議室A
第4会場

5階　会議室B
第5会場

6階　会議室6
第6会場

6階　会議室5

8:30～10:30
教育講演

座長：八重樫伸生、苛原　稔
演者：猪股雅史、岡本　淳、
　　　小島史嗣、杉本真樹、
　　　伊藤雅昭

「AI 技術の導入による
内視鏡手術の変革」

8:30～10:30
特別企画4

座長：京　哲、藤井多久磨
演者：池田正孝、長谷川傑、
　　　安藤正明、小林　恭

「達人の手術に学ぶ」

8:30～10:30
シンポジウム3

座長：竹下俊行、藤原　浩
演者：鎌田泰彦、貴志洋平、
　　　西田正人、廣田　泰、
　　　牧野真太郎

講義・統括：竹田　省
「子宮腺筋症に対する
温存手術を考える」

8:30～10:30
ハンズオンセミナー
「鉗子技術習得研修」

8:30～9:30
特別企画5

座長：児玉順一、松本光司
演者：竹中　慎、林　茂徳

「手術のレシピ
－TLH/LRH」

10:40～11:40
特別講演

座長：菅沼信彦
演者：Mats Börje Brännström

「Robotic surgery for 
uterus transplantation」

11:40～12:10
会長講演

11:40～12:10
（中継）

座長：齋藤　豪　演者：万代昌紀
「LACC study から我々が学ぶべきもの」

10:40～11:40
（中継）

9:30～10:30
特別企画6

座長：小林裕明、大道正英
演者：高橋伸卓、松浦基樹

「手術のレシピ－腹腔鏡下・
ロボット下骨盤内リンパ節郭清」

13:20～13:40

13:40～13:55

シンポジウム4

総会（産婦人科手術）

総会（婦人科ロボット手術）

座長：片渕秀隆、牛嶋公生
演者：野村秀高、磯部真倫、
　　　堀澤　信、小谷泰史、
　　　砂田真澄

「鏡視下時代の手術教育
－どのように教えるか？」

14:00～15:3014:00～15:30

専門医共通講習：
感染対策

閉会式

座長：古山将康
演者：長尾美紀

「周術期感染対策と感染症治療」

15:40～16:40
専門医共通講習：
感染対策
（中継）

15:40～16:40

ワークショップ2

座長：原田　省、大須賀穣
演者：田中京子、甲賀かをり、
　　　干場　勉、河合要介、
　　　太田啓明、松本　貴

「ロボット手術における
子宮内膜症・高度骨盤内癒着」

12:20～13:10
ランチョンセミナー5

座長：馬場　長　演者：田畑　務
共催：アストラゼネカ株式会社・
　　　MSD株式会社

「卵巣癌集学的治療 
～手術療法ならびに薬物療法～」

12:20～13:10
ランチョンセミナー6

座長：村上　節　
演者：光部兼六郎、梅村康太
共催：テルモ株式会社

「どう変わる？婦人科悪性腫瘍
手術の今後の展望」

12:20～13:10
ランチョンセミナー7

座長：小西郁生　演者：坂井義治
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

「婦人科手術に役立つ匠の見識と技」

12:20～13:10
ランチョンセミナー8

座長：北脇　城　演者：明樂重夫
共催：持田製薬株式会社

「子宮腺筋症 up date
～妊孕能と疼痛コントロールの向上を目指して～」

12:20～13:10
婦人科ロボット手術
理事会

8:30～9:20
一般演題19

座長：斎藤俊章

「頸がんロボット手術
・開腹手術」

9:30～10:15
一般演題20

座長：浅田弘法
「頸がん腹腔鏡手術」

14:00～14:45
一般演題22

座長：谷口文紀
「筋腫 LM2」

14:00～15:40
婦人科悪性腫瘍に対する
ロボット手術手技セミナー
「セッティングから実践まで」

14:45～15:30
一般演題24

座長：寺尾泰久
「筋腫TLH2」

14:00～14:45
一般演題21

座長：上浦祥司
「体がんロボット手術2」

14:00～15:00
特別企画7

座長：竹田　省、平松祐司
演者：東　裕福、早田　桂 座長：寺井義人、万代昌紀

「手術のレシピ－外回転術・
子宮経管縫縮術」

14:45～15:30
一般演題23

座長：正岡直樹
「帝王切開」

各階
ロビー

各階
ロビー

企
業
展
示
・
書
籍
販
売

10:00～
　18:00

企
業
展
示
・
書
籍
販
売

9:00～
　16:00

P：日本専門医機構単位対象セッション
：お弁当あり

P：日本専門医機構単位対象セッション
：お弁当あり

P

P
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学会参加者へのお知らせ

Ⅰ．受付・参加費
1 ．参加受付（メルパルク京都6F・ロビー）
　　　　　　　2月22日（土）9：30～17：30
　　　　　　　2月23日（日）8：10～15：30

2 ．参加費と引き換えに参加証兼領収証をお渡しします。参加証に所属・氏名をご記入のうえ、会場内では
必ず着用をお願いいたします。

3 ．会員以外の方も参加が可能です。

4 ．会場内では必ず参加証を着用してください。

5 ．参加費
事前参加 当日参加

会員 15,000円 17,000円
非会員（医師）・企業関係者（賛助会員含む） 17,000円 20,000円
メディカルスタッフ 5,000円 7,000円
医学部学生・初期研修医 無料 無料

医学部学生・初期研修医：受付にて学生証、身分証明書などをご提示ください。
プログラム・抄録集：2,000円（数に限りがあります。）
情報交換会：無料
※当日の参加費お支払いは現金のみの取扱いとなります。（クレジットカードはご利用いただけません。）

6 ．日本産婦人科手術学会会員ならびに、事前参加登録をされた皆様は、送付いたしましたプログラム・抄
録集をご持参ください。

7 ．日本産科婦人科学会／専門医研修出席証明、日本産婦人科医会／研修参加証
　　各窓口にてe医学会カードで受付を行います。
　　（1）日本産科婦人科学会会員の方は、専門医研修出席証明の単位が付与されます。（会期中1回）
　　（2）  日本産婦人科医会会員の方は、研修参加証が発行されます。（1日1枚）  

※再発行はできません。必ず会場でお受け取りいただき大切に保管してください。
　　●  e医学会カード（UMINカード）を忘れずにお持ちください。

　　●e医学会カードを紛失等でお持ちでない方は運転免許証等でご本人確認の上、登録を行います。



9

8 ．日本専門医機構の単位を付与いたします。
　　各会場前で開始10分前からe医学会カードにて受付を開始いたします。
　　開始後10分を過ぎた場合、聴講は可能ですが、単位付与はされません。

日程 時間 会場 セッション名 領域等

2月23日（日） 10：40～11：40 第1会場
特別講演 

『Robotic surgery for uterus 
transplantation』

産婦人科領域講習

2月23日（日） 15：40～16：40 第1会場
専門医共通講習：感染対策 

『周術期感染対策と感染症治療』
専門医共通講習 
（感染対策）

9 ．  抄録集の演者の所属表記は、演題登録者本人のデータを基本とし掲載しておりますのでご了承ください。

10．学会、会長に許可を得ていない写真撮影・録画・録音は固くお断りいたします。
　　また、会場内では携帯電話（スマートフォン）をマナーモードに設定してください。

11．クローク
　　場所：6F会議室3
　　　2月22日（土）9：30～20：30
　　　2月23日（日）8：10～17：00

Ⅱ．口演座長の方へ
※座長受付はありません。
・ご担当のセッション開始予定時刻の15分前までに、会場内次座長席に、必ずご着席ください。
・プログラム時間厳守での進行にご協力ください。

Ⅲ．口演演者の方へ
※演者受付はありません。参加受付終了後、講演開始30分前までにPCデータ受付を行ってください。

　　■発表時間
・一般演題：以下の表をご確認ください。

発表形式 セッション名 日程 時間 演題番号 発表
（分）

質疑
（分）

合計
（分）

一般演題 1 産科合併症 2 月 22 日（土） 10：00 ～ 10：45 O1-1 ～ 5 6 2 8
一般演題 2 骨盤臓器脱 1 2 月 22 日（土） 10：00 ～ 10：35 O2-1 ～ 4 6 2 8
一般演題 3 筋腫 LM1 2 月 22 日（土） 10：00 ～ 10：50 O3-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 4 骨盤臓器脱 2 2 月 22 日（土） 10：35 ～ 11：10 O4-1 ～ 4 6 2 8
一般演題 5 筋腫ロボット手術 1 2 月 22 日（土） 10：50 ～ 11：40 O5-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 6 卵巣がん手術 2 月 22 日（土） 11：30 ～ 12：30 O6-1 ～ 7 6 2 8
一般演題 7 膣・外陰部・その他 2 月 22 日（土） 11：30 ～ 12：30 O7-1 ～ 7 6 2 8
一般演題 8 体がんロボット手術 1 2 月 22 日（土） 11：40 ～ 12：30 O8-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 9 筋腫ロボット手術 2 2 月 22 日（土） 11：40 ～ 12：30 O9-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 10 体がん　MIS 2 月 22 日（土） 13：40 ～ 14：40 O10-1 ～ 7 6 2 8
一般演題 11 筋腫ロボット手術 3 2 月 22 日（土） 13：40 ～ 14：30 O11-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 12 筋腫 TLH1 2 月 22 日（土） 14：30 ～ 15：30 O12-1 ～ 7 6 2 8
一般演題 13 性器奇形 2 月 22 日（土） 15：50 ～ 16：40 O13-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 14 胎盤・臍帯 2 月 22 日（土） 15：50 ～ 16：50 O14-1 ～ 7 6 2 8
一般演題 15 手技工夫・教育 1 2 月 22 日（土） 15：50 ～ 16：40 O15-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 16 良性疾患 2 月 22 日（土） 15：50 ～ 16：35 O16-1 ～ 5 6 2 8
一般演題 17 手技工夫・教育 2 2 月 22 日（土） 16：40 ～ 17：25 O17-1 ～ 5 6 2 8
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発表形式 セッション名 日程 時間 演題番号 発表
（分）

質疑
（分）

合計
（分）

一般演題 18 体がん合併症・PAN 2 月 22 日（土） 16：35 ～ 17：25 O18-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 19 頸がんロボット手術・開腹手術 2 月 23 日（日） 08：30 ～ 09：20 O19-1 ～ 6 6 2 8
一般演題 20 頸がん腹腔鏡手術 2 月 23 日（日） 09：30 ～ 10：15 O20-1 ～ 5 6 2 8
一般演題 21 体がんロボット手術 2 2 月 23 日（日） 14：00 ～ 14：45 O21-1 ～ 5 6 2 8
一般演題 22 筋腫 LM2 2 月 23 日（日） 14：00 ～ 14：45 O22-1 ～ 5 6 2 8
一般演題 23 帝王切開 2 月 23 日（日） 14：45 ～ 15：30 O23-1 ～ 5 6 2 8
一般演題 24 筋腫 TLH2 2 月 23 日（日） 14：45 ～ 15：30 O24-1 ～ 4 6 2 8

・その他：各座長の指示に従ってください。

　■ PC 発表に際してのお願い
1 ．発表方法に関しまして
　　（1）  発表形式はPC発表です。枚数の制限はありません。  

スライドやビデオは使用できませんのでご注意ください。
　　（2）会場へは、USBメモリ、PC本体、CD-R、いずれかの形で発表データをお持ち込みください。
　　　　※Macご使用の方は、PCをご持参ください。
　　　　※動画ご使用の方は、PCをご持参ください。
　　　　※タブレットはご使用できません。
　　　　※会場スピーカーに音声は流せません。
　　（3）  講演開始30分前までにPCデータ受付（6F 会議室4）にて発表データの試写と受付を済ませてくだ

さい。PC持ち込みの方も、30分前までにPCデータ受付にお越しください。
　　（4）PowerPointの「発表者ツール」機能は使用できません。
　　（5）PCデータ受付のPCは台数が限られております。
　　　　PCデータ受付用のPCを独占しての長時間データ修正はご遠慮ください。
　　　　学会場ではレイアウト修正のみとし、データ修正等は事前に済ませてから学会場へお越しください。

2 ．USBメモリにてデータをお持ち込みの方への注意事項
　　【発表データ作成】
　　OS：Windowsのみ。
　　ソフト：PowerPoint2010/2013/2016
　　メディア：USB メモリ、CD-R によるデータ持込みが可能です。
　　・データはWindowsにおけるPowerPoint2010/2013/2016で作成してください。
　　　 また、特殊なフォントのご使用は避けてください。（画面レイアウトの乱れを防ぐため、下記フォン

トの使用をお奨めします。）
　　　　　日本語：MSゴシック、MSPゴシック、MS明朝、MSP明朝
　　　　　英語：  Times New Roman, Arial, Arial Black, Arial Narrow, Century, Century Gothic, Courier, 

New Georgia
　　・画面のサイズはXGA（1024×768）です。
　　・  データを入れたフォルダのファイル名は「演題番号_演者名」とし、このフォルダには発表に使用す

るデータ以外は入れないでください。
　　・PCデータ受付ではデータのみをダウンロードし、USBメモリはその場でご返却いたします。
　　・発表のためにダウンロードしたデータは、会期終了後、事務局ですべて消去します。
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3 ．PCを持込まれる方へ
　　・外部出力できるPCをご持参ください。
　　・会場に用意するケーブルコネクタの形状はD-sub15ピンです。
　　・変換が必要な場合は、付属アダプターも各自でご用意ください。
　　・  必ずACアダプター（電源コード）をご持参ください。ACアダプターがない場合、受付いたしかね

る場合もありますのでご了承ください。
　　・  PCデータ受付にて、試写、動画・音声の有無を確認後、各ご自身のノートPCを持って講演会場に

移動してください。講演会場では、セッション開始時刻15分前までに会場内下手前方のオペレータ
席にノートPCをお持ちください。

　　・発表終了後ただちにオペレータ席で、ご自身のPCを引き取ってください。

4 ．PCデータ受付時間（6F 会議室4）
　　2月22日（土）9：30～17：30
　　2月23日（日）8：10～15：30

　■利益相反（COI）状態の開示方法について
学会における演題発表時の利益相反状態開示方法は以下のとおりです。
　 1 ．開示しなくてはならない筆頭演者
　　　臨床研究に関するすべての発表において、利益相反状態の有無に関わらず開示しなくてはならない。

　 2 ．発表における開示方法
　　　  演題名・演者名・所属スライドの次のスライド（第2スライド）に以下に示すサンプルに準じたスラ

イドを提示した上で、利益相反状態の有無を述べる。
　　　演題名・演者名・所属記載のスライドが無い場合は、このスライドを第1スライドとする。

　　　　＜利益相反状態がある場合＞　　　　　　　　＜利益相反状態がない場合＞

Ⅳ．ランチョンセミナー・イブニングセミナーについて
ランチョンセミナー（両日）では、お弁当をご用意しております。
イブニングセミナー1（2月22日（土））は茶菓子をご用意しております。
チケット制ではございません。直接会場へお越しください。
　※お弁当、茶菓子は先着順となります。

Ⅴ．託児所について
 会期中、会場内に託児所を開設予定です。ただし事前のお申し込みが必要です。
詳細はHPをご確認ください。
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Ⅵ．新入会の方、年会費未納の方へ
会期中の新入会の手続き、年会費未納の方の受付は『学会事務局受付』にて行います。
受付場所：6F　ロビー
　
日本産婦人科手術学会事務局
〒700-8558　岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学医学部　産科・婦人科学教室内
TEL ：086-235-7320　FAX： 086-225-9570
E-mail：obgyn-ope@jsgos.gr.jp

日本婦人科ロボット手術学会事務局
〒160-0023　東京都新宿区西新宿6-7-1
東京医科大学　産科婦人科学分野
TEL：03-3342-6111（病院代表）5869（医局内線）
E-mail：obgy@tokyo-med.ac.jp


