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プログラム

P：単位対象セッション

会長講演

My operation journey ～それぞれの手術から伝えたいこと～

小林 裕明
（鹿児島大学）

P 教育講演

婦人科手術に関わる最近の倫理的問題

EL�1 手術手技の臨床研究に対する規制について
高野 忠夫
（東北大学病院臨床研究監理センター）

EL�2 倫理問題を包含する手術療法―産婦人科関連―
三上 幹男
（東海大学）

P 会長企画シンポジウム

伝承の刃～次世代への継承～

PSY�1 3 つの刃=Mayo 剪刀→プロブプラス II→メリーランド鉗子―低侵襲手術の剥離を極める
安藤 正明、柳井しおり、羽田 智則、菅野 潔、坂手慎一郎、
澤田 まり
（倉敷成人病センター）

PSY�2 子宮筋腫核出術～こんな時どうする～
平松 祐司
（岡山市立総合医療センター）

PSY�3 座談会「次世代に何を伝えるか」（司会：小林裕明）
藤井 信吾1,2）、安藤 正明3）、平松 祐司4）

（京都岡本記念病院1）、京都大学名誉教授2）、倉敷成人病センター3）、岡山
市立総合医療センター4））
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話題提供 伝承の刃を持ち得ていない人間からの話
藤井 信吾1,2）

（京都岡本記念病院1）、京都大学名誉教授2））

P ワークショップ

ロボット手術を安全に行うために

WS�1 ロボット支援手術を始めよう
馬場 長
（岩手医科大学）

WS�2 婦人科におけるセッティング
神尾 真樹、德留 明夫、牛若 昂志、福田 美香、水野 美香、
簗詰伸太郎、戸上 真一、小林 裕明
（鹿児島大学）

WS�3 ロボット支援子宮悪性腫瘍手術の子宮全摘出術
安彦 郁
（独立行政法人国立病院機構京都医療センター）

WS�4 子宮体癌に対するロボット支援下骨盤リンパ節郭清の手技について
梅村 康太
（豊橋市民病院）

WS�5 ロボット支援子宮悪性腫瘍手術における合併症への対応
中山健太郎
（島根大学）

主題 1 妊娠・分娩 I

主題 1�1 帝王切開瘢痕部妊娠に対する一期的修復術の工夫
齋藤 晋平、玉手 雅人、西村 庸子、磯山 響子、幅田周太朗、
松浦 基樹、岩崎 雅宏、齋藤 豪
（札幌医科大学）

主題 1�2 失敗から学ぶ～嵌頓子宮
橘 大介1）、三杦 卓也1）、田原 三枝1）、羽室 明洋1）、栗原 康1）、
中野 朱美1）、古山 将康1,2）

（大阪市立大学1）、石切生喜病院2））
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主題 1�3 腹腔内の高度癒着を伴う妊婦に対して腹膜外帝王切開を行った 1例
渡邉 憲和、伊藤 友理、深瀬 実加、清野 学、山内 敬子、
松尾 幸城、太田 剛、永瀬 智
（山形大学）

主題 1�4 前置癒着胎盤に対する一期的子宮摘出術～症例を通して改善点を考える～
城 玲央奈、青木 稚人、村上 幸祐、髙矢 寿光、小谷 泰史、
松村 謙臣
（近畿大学）

主題 2 ロボット

主題 2�1 Robotic surgery における低侵襲のための改善―電気メスの設定変更と甘噛み（Sweet
bite）テクニック―

谷村 悟、碓井 愛、林 昂輝、八十島 巖、川上 翔子、
中垣 成子、本多 真澄、草開 友理、中島 雅子、草開 妙、
炭谷 崇義、吉越 信一、中島 正雄、南 里恵、飴谷 由佳
（富山県立中央病院）

主題 2�2 巨大子宮筋腫に対するロボット支援下子宮摘出術の一例：多関節ロボットアームと自重によ
る牽引の活用

濱口 史香、山ノ井康二、関山健太郎、堀江 昭史、砂田 真澄、
浮田真沙世、千草 義継、山口 建、濱西 潤三、万代 昌紀
（京都大学）

主題 2�3 腸管内膜症に対してロボット支援下に腸管切除を回避し得た 1例
大脇 晶子1）、西澤 春紀1）、高田 恭平1）、宮村 浩徳1）、安江 朗2）、
西尾 永司1）、藤井多久磨1）、花井 恒一3）

（藤田医科大学1）、岡崎医療センター2）、藤田医科大学先端ロボット・内視
鏡手術学講座3））

主題 2�4 ロボット支援下骨盤リンパ節郭清術導入期における安全な手技の確立―確実な視野確保と
split＆roll technique

伊東 史学、上林 潤也、樋口 渚、村上 暉、福井 寛子、
杉浦 敦、谷口真紀子、佐道 俊幸、喜多 恒和
（奈良県総合医療センター）

主題 3 傍大動脈リンパ節郭清

主題 3�1 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術後に発生し、治療に難渋した乳糜腹水の 1例
竹中 基記1）、志賀 友美1）、安見 駿佑1）、川田 紘資2）、永田 翔馬2）、
森重健一郎1）

（岐阜大学産科婦人科1）、岐阜大学放射線科2））
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主題 3�2 傍大動脈リンパ節郭清時の乳糜ろう予防法
加藤 友康、小澤梨沙子、北村 翔一、夏目 貴史、藤井えりさ、
加藤 真弓、棚瀬 康仁、宇野 雅哉、石川 光也
（国立がん研究センター中央病院）

主題 3�3 後腹膜腔鏡による下大静脈背側リンパ節郭清の工夫
干場 勉、稲村 達生、東 恭子、田中 良明、桑原 陽祐、
黒岩 征洋、平吹 信弥、佐々木博正
（石川県立中央病院）

主題 3�4 肥満症例における傍大動脈リンパ節郭清を含めた鏡視下子宮体癌根治術
百瀬 浩晃、吉田 浩、矢坂 美和、飯田 哲士、池田 仁惠、
平澤 猛、三上 幹男
（東海大学）

主題 4 腹腔鏡工夫

主題 4�1 腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）における蛍光尿管カテーテルの有用性
富田 圭祐、平田 幸広、小島 大紀、蓮沼 綾子、松浦 美紀、
上井 美里、鈴木瑛太郎、黒田 高史、野口 大斗、川畑 絢子、
竹中 将貴、飯田 泰志、矢内原 臨、岡本 愛光
（東京慈恵会医科大学）

主題 4�2 ロボット支援内視鏡手術から開腹手術まで応用可能なテトロンテープを利用した子宮牽引法
の開発

成宮 由貴、山田芙由美、高橋龍之助、溝上 和加、水野 雄介、
尾崎 清香、高田 恭平、川原 莉奈、大脇 晶子、金尾世里加、
市川 亮子、三木 通保、野村 弘行、西澤 春紀、藤井多久磨
（藤田医科大学）

主題 4�3 当科で施行している気腹・吊り上げ併用単孔式腹腔鏡下子宮筋腫核出術
岩見州一郎、下地 彩、前田万里紗、水津 愛
（京都桂病院）

主題 4�4 パラレル法における左上腹部のトロカー配置について
小作 大賢1）、小松 宏彰1）、東 幸弘1）、谷口 文紀1）、卜部 諭2）、
原田 省1）

（鳥取大学1）、社会医療法人誠日会2））



12

主題 5 腹式頸管縫縮術

主題 5�1 妊娠前腹式子宮頸管縫縮術（TAC）の実際と展望
金 美善1）、石岡 伸一2）、倉 ありさ1）、山下真祐子1）、北 香1）、
根岸 秀明1）、水沼 正弘1）、齋藤 豪2）

（北見赤十字病院1）、札幌医科大学2））

主題 5�2 経腹的子宮頸管縫縮術―開腹から針を使わない腹腔鏡アプローチへ―
原田亜由美1）、重富 典子1）、梶村 慈1）、朝永 千春1）、永田 愛1）、
松本加奈子1）、長谷川ゆり1）、吉田 敦2）、北島 道夫1）、三浦 清徳1）

（長崎大学1）、佐世保総合病院2））

主題 5�3 運針が安全で抜糸が不要な腹式頸管縫縮術の試み
濵田 朋紀、瀧 つばき、永野 大河、濵島 雅代、 島 浩継、
新原有一朗、永井さより、市原 文野、林 久雄、太崎友紀子、
小林 裕明
（鹿児島大学）

主題 5�4 妊娠中の子宮頸部静脈瘤に対して経腹的頸管縫縮術を行い病変の退縮を認めた一例
莟 綾乃、佐藤 麻衣、嘉村 駿佑、坂井 淳彦、佐藤 由佳、
城戸 咲、藤田 恭之、矢幡 秀昭、加藤 聖子
（九州大学病院）

主題 6 腹腔鏡合併症回避

主題 6�1 帝王切開後TLHにおける膀胱剥離を解剖学的に定型化する―過去の膀胱損傷の経験を超え
て―

近澤 研郎、今井 賢、一井 直樹、柴田あずさ、三澤 将大、
桑田 知之、今野 良
（自治医科大学附属さいたま医療センター）

主題 6�2 同一日に同一術者が起こした 3つの合併症
山﨑 英樹
（鹿児島市医師会病院）

主題 6�3 腹腔鏡手術とトラブルシューティング―直腸損傷例から学んだ改善点とコツなどから―
伊熊健一郎1,2）、丸尾 伸之1）、岡田 隆幸2）、田中美喜歩1）、川北かおり1）、
三上 千尋1）、村上 暢子1）、柴田 綾子1）、石原あゆみ1）、西舘 野阿1）、
陌間 亮一1）、鈴木 嘉穂1）

（淀川キリスト教病院1）、Okada Medical Clinic, Brisbane, Australia2））
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主題 6�4 低侵襲襲子宮全摘術における直腸損傷における対処―人工肛門をさけるために―
安藤 正明、柳井しおり、羽田 智則、菅野 潔、坂手慎太郎、
澤田 まり、安井みちる、島田 京子、加藤 慧、吉野 育典
（倉敷成人病センター）

主題 7 子宮鏡

主題 7�1 水中毒を経験して創案したRoBEEM-TCRis
井上 滋夫
（佐野病院婦人科切らない筋腫治療センター）

主題 7�2 子宮頸部嚢胞性病変における子宮鏡下生検の有用性に関する検討
太田真見子、小谷 泰史、城 玲央奈、青木 稚人、村上 幸祐、
高矢 寿光、松村 謙臣
（近畿大学）

主題 7�3 長期間子宮内に残存したラミナリア桿に対して子宮鏡下で摘出し得た 1例
吉田 智弘1）、羽室 明洋1）、黒川 真侑1）、中井 建策1）、末包 智紀1）、
瀬尾 尚美1）、小西菜普子1）、福田恵梨子1）、栗原 康1）、田原 三枝1）、
三杦 卓也1）、橘 大介1）、角 俊幸1）、古山 将康2）

（大阪市立大学1）、石切生喜病院2））

主題 7�4 子宮鏡下手術中にループ型電極先端の離断破損が生じ安全に回収した 2例
村上 暉、谷口真紀子、上林 潤也、樋口 渚、福井 寛子、
伊東 史学、杉浦 敦、佐道 俊幸、喜多 恒和
（奈良県総合医療センター）

主題 8 性器脱

主題 8�1 POP 手術として行うHybrid 法と NTR―腟式で行う腟壁・会陰形成と腹腔鏡で行う LRLC
から―

伊熊健一郎1）、丸尾 伸之1）、岡田 隆幸2）、田中美喜歩1）、川北かおり1）、
三上 千尋1）、村上 暢子1）、柴田 綾子1）、石原あゆみ1）、西舘 野阿1）、
陌間 亮一1）、鈴木 嘉穂1）

（淀川キリスト教病院1）、Okada Medical Clinic, Brisbane, Australia2））

主題 8�2 骨盤臓器脱に対して Laparoscopic lateral suspension を行った 1例
森 将、村井 健、森部 真由、金 明、稲村 達生、
柴田 崇宏、上野 琢史、竹田 健彦、大野 真由、鈴木 徹平、
原田 統子、岸上 靖幸、小口 秀紀
（トヨタ記念病院）
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主題 8�3 腹腔鏡下仙骨腟固定術後に POP-Q3 度の再発を認めた 3症例に関する検討
鈴木 美保、小林 暁子、黒澤めぐみ、安達 聡介、磯部 真倫、
西野 幸治、西川 伸道、関根 正幸、榎本 隆之
（新潟大学）

主題 8�4 ロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固定術における時間短縮の工夫
橋本奈美子、新垣佑里香、藤吉惠津子、田村 聡、金光 萌衣、
志村 寛子、岡 藤博、宮本真由子、沈 嬌、邨田 裕子、
田中 絢香、矢野 悠子、八田 幸治、高山 敬範、潮田 至央
（日本生命病院）

主題 8�5 ロボット支援下仙骨腟固定術（RSC）の新規導入に対する検討
三木 通保、西澤 春紀、大脇 晶子、金尾世里加、伊藤真友子、
市川 亮子、宮村 浩徳、西尾 永司、野村 弘行、藤井多久磨
（藤田医科大学）

主題 8�6 骨盤臓器脱に対するAllograft を用いたロボット支援仙骨腟固定術の試み
牛若 昂志1）、徳留 明夫1）、泉 明延1）、小林 裕介2）、福田 美香1）、
水野 美香1）、簗詰伸太郎1）、戸上 真一1）、神尾 真樹1）、小林 裕明1,2）

（鹿児島大学医学部産科婦人科1）、婦人科がん先端医療学講座2））

主題 9 腹腔鏡・回収法

主題 9�1 成熟奇形腫に対する腹腔鏡下卵巣腫瘍核出術における腫瘍回収の工夫
榊原 洸太、安藤 正明、羽田 智則、柳井しおり、坂手慎太郎、
菅野 潔、澤田 麻里、吉野 育典、島田 京子、加藤 慧、
越智 良文、安井みちる、仙波 恵樹、戸枝 満、金城 国俊
（倉敷成人病センター）

主題 9�2 ダグラス窩からの切開を併用し腹腔鏡下手術を施行した巨大卵巣多房性嚢胞性腫瘍の 1例
岸上 靖幸、村井 健、金 明、森 将、稲村 達生、
柴田 崇宏、上野 琢史、竹田 健彦、大野 真由、鈴木 徹平、
原田 統子、小口 秀紀
（トヨタ記念病院）

主題 9�3 大型変性子宮筋腫に対し経腟カメラを用いて上腹部で袋回収した 1例
越智 良文、羽田 智則、金城 国俊、榊原 洸太、戸枝 満、
仙波 恵樹、安井みちる、加藤 慧、島田 京子、吉野 育典、
澤田 麻里、菅野 潔、坂手慎太郎、柳井しおり、安藤 正明
（倉敷成人病センター）

主題 9�4 腹腔鏡補助下子宮摘出術 Laparoscopically assisted hysterectomy：LAHにおける腹腔鏡手
術の適応拡大と治療成績

山田 昌代、大井手志保、西尾 元宏、山本 享子、子安 保喜
（四谷メディカルキューブウイメンズセンター）



15

主題 10 妊娠・分娩 II

主題 10�1 子宮内の異所性妊娠に対するMTX単回局注療法は安全かつ有用な治療法である
山口 宗影、大場 隆、近藤 英治
（熊本大学）

主題 10�2 Shirodkar 縫縮術手術手技に伴う合併症：術前評価の重要性
森川 恵司、上野 尚子、伊藤 佑奈、大石 恵一、坂井 裕樹、
岩間かれん、田中奈緒子、築澤 良亮、片山 陽介、植田麻衣子、
玉田 祥子、関野 和、依光 正枝、石田 理、児玉 順一
（広島市立広島市民病院）

主題 10�3 帝王切開創部菲薄化を回避する～子宮連続縫合に使用する“糸”を変えてみて～
牧 尉太、三苫 智裕、横畑 理美、三島 桜子、大平安希子、
谷 和祐、衛藤英理子、早田 桂、増山 寿
（岡山大学）

主題 10�4 当院で術後管理した帝王切開術中膀胱損傷症例の検討
坂井 淳彦、嘉村 駿佑、蜂須賀信孝、杉谷麻衣子、原 枝美子、
城戸 咲、藤田 恭之、加藤 聖子
（九州大学）

一般演題 1

集学的治療

O�1�1 後方全摘、恥骨下肢骨膜剥離術を行うことで完全切除を成しえた会陰部平滑筋肉腫の 1例
野村 秀高、一木 愛、伏木 淳、尾身 牧子、青木 洋一、
根津 幸穂、谷川 輝美、的田 眞紀、岡本三四郎、尾松 公平、
金尾 祐之
（がん研有明病院）

O�1�2 横隔膜切除時に、心嚢腔開放が病変完全切除に必要だった進行卵巣癌
伏木 淳、野村 秀高、松本 剛史、水崎 恵、尾身 牧子、
根津 幸穂、青木 洋一、谷川 輝美、的田 眞紀、岡本三四郎、
温泉川真由、尾松 公平、金尾 祐之
（がん研有明病院）

O�1�3 子宮頸癌の尿道転移を術直前に診断し腫瘍生検術を施行した一例
溝口 景子、前之原章司、安武 伸子、小玉 敬亮、八木 裕史、
安永 昌史、大神 達寛、小野山一郎、奥川 馨、浅野間和夫、
矢幡 秀昭、加藤 聖子
（九州大学）
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O�1�4 腹壁子宮内膜症から発生したと考えられる明細胞癌の一例―皮弁血流うっ滞をきたした症
例―

坊本 佳優、村瀬 紗姫、菊野 享子、森 美奈子、竹中 基記、
早崎 容、森重健一郎
（岐阜大学）

一般演題 2

ロボット

O�2�1 当院におけるMIS の現状～ロボット手術と腹腔鏡手術の比較～
大川 雅世、小松 宏彰、飯田 祐基、中曽 崇也、小作 大賢、
東 幸弘、工藤 明子、千酌 潤、佐藤 慎也、大石 徹郎、
谷口 文紀、原田 省
（鳥取大学）

O�2�2 ロボット支援下手術を継続して見えてきたもの
坂本 育子、高橋いくみ、野﨑 敬博、加々美桂子、峰 俊輔
（山梨県立中央病院）

O�2�3 サードアームを有効活用した後方アプローチによるロボット支援下子宮全摘術
松浦 基樹、西村 庸子、玉手 雅人、磯山 響子、秋元 太志、
齋藤 豪
（札幌医科大学）

O�2�4 ロボット支援下手術のコンソール時間と摘出子宮重量の関連性
野﨑 敬博、高橋いくみ、峰 俊輔、加々美桂子、坂本 育子
（山梨県立中央病院）

O�2�5 ロボット手術による子宮体癌の克服
小松 宏彰、大川 雅世、飯田 祐基、中曾 崇也、小作 大賢、
東 幸弘、佐藤 慎也、大石 徹郎、谷口 文紀、原田 省
（鳥取大学）

O�2�6 ロボット支援下手術における第一助手の心得
中曽 崇也、小松 宏彰、小作 大賢、東 幸弘、佐藤 慎也、
大石 徹郎、谷口 文紀、原田 省
（鳥取大学）
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一般演題 3

性器脱

O�3�1 LSC から RSCへの術式移行～各手術時間の比較～
八田 幸治、新垣佑里香、田村 聡、藤吉恵津子、金光 麻衣、
志村 寛子、岡 藤博、宮本真由子、沈 嬌、邨田 裕子、
田中 絢香、矢野 悠子、高山 敬範、潮田 至央、橋本奈美子
（日本生命病院）

O�3�2 当科における腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）からロボット支援下手術（RSC）への移行に
ついて

光部兼六郎、小田切哲二、野﨑 綾子、中嶋えりか、杉山 沙織、
大島 琴美、今田 冴紀、山田 和佳
（JA北海道厚生連旭川厚生病院）

O�3�3 画像で見たロボット支援下仙骨腟固定術の利点
吉越 信一、碓井 愛、中島 雅子、草開 妙、南 里恵、
飴谷 由佳、谷村 悟
（富山県立中央病院）

O�3�4 当院における骨盤臓器脱手術の治療成績
田村 聡、橋本奈美子、潮田 至央、高山 敬範、八田 幸治、
岡 藤博、矢野 悠子、田中 絢香、邨田 裕子、沈 嬌、
宮本真由子、志村 寛子、金光 麻衣、藤吉惠津子、新垣佑里香
（日本生命病院）

一般演題 4

その他

O�4�1 切離・剥離の違いを意識した手術操作～よりミクロに解剖を捉えて～
棚瀬 康仁、夏目 貴史、北村 翔一、藤井えりさ、小澤梨紗子、
加藤 真弓、宇野 雅哉、石川 光也、加藤 友康
（国立がん研究センター中央病院）

O�4�2 手術操作における鈍的剥離と鋭的剥離について
松本 剛史、野村 秀高、水崎 恵、伏木 淳、尾身 牧子、
谷川 輝美、青木 洋一、根津 幸穂、温泉川真由、的田 眞紀、
岡本三四郎、尾松 公平、金尾 祐之
（がん研有明病院）
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O�4�3 子宮頸部円錐切除術中の surgical smoke への対策～排煙装置、排煙付き桜井式腟鏡の導入～
小田嶋 俊、富田 圭祐、加藤さや子、正古 悠一、上井 美里、
鈴木瑛太郎、野口 大斗、黒田 高史、平田 幸広、川畑 絢子、
鈴木 二郎、竹中 将貴、飯田 泰志、矢内原 臨、岡本 愛光
（東京慈恵会医科大学）

O�4�4 パンヌス牽引と Pfannenstiel 横切開を用いた子宮全摘出術：病的肥満子宮体癌症例への工夫
郡 悠介、伊田 勉、立花 由理、野間友梨子、吉原 聡子、
竹内 里沙、栗原 大地、斎藤 緑、小泉弥生子、陶守敬二郎
（青梅市立総合病院）

O�4�5 腹腔鏡下に摘出した後腹膜嚢腫の 1例
村井 健、金 明、森部 真由、森 将、稲村 達生、
柴田 崇宏、上野 琢史、竹田 健彦、大野 真由、鈴木 徹平、
原田 統子、岸上 靖幸、小口 秀紀
（トヨタ記念病院）

O�4�6 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術を完遂した巨大卵巣線維腫の 1例
金 明、村井 健、森部 真由、森 将、稲村 達生、
柴田 崇宏、上野 琢史、竹田 健彦、鈴木 徹平、原田 統子、
岸上 靖幸、小口 秀紀
（トヨタ記念病院）

一般演題 5

手術合併症

O�5�1 腹腔鏡下卵管摘出後に子宮縫合部から出血し、再手術した 1例
山口理紗子、松川 淳、瀧田 徳勇、中村 文洋、中井奈々子、
高橋 杏子、竹原 功、松尾 幸城、永瀬 智
（山形大学）

O�5�2 膀胱損傷の 2例
山下 優、渡邉 亜矢、菅原 拓也、黒星 晴夫
（京都府立医科大学附属北部医療センター）

O�5�3 門脈圧亢進症既往に対し、子宮全摘術を行った一例
西田 友美、水谷 靖司、大前 彩乃、相本 法慧、平田 智子、
西條 昌之、河合 清日、中山 朋子、小高 晃嗣、関 典子
（姫路赤十字病院）

O�5�4 腹式傍大動脈リンパ節郭清を含む婦人科癌根治術後に生じた腹壁瘢痕ヘルニアの臨床像
伊田 勉、竹内 里沙、吉原 聡子、野間友梨子、栗原 大地、
斎藤 緑、小泉弥生子、郡 悠介、鈴木 晃子、立花 由理、
小野 一郎、陶守敬二郎
（青梅市立総合病院）
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O�5�5 子宮頸癌術後に下腿コンパートメント症候群を発症した 1例
森 美奈子、坊本 佳優、村瀬 紗姫、菊野 享子、竹中 基記、
早崎 容、古井 辰郎、森重健一郎
（岐阜大学）

一般演題 6

付属器

O�6�1 捻転解除により卵巣温存が可能であった小児付属器捻転の一例
丸山 友美、徳留 明夫、中林 舞、永野 大河、萬浮 帆波、
田代 英史、神尾 真樹、沖 利通、小林 裕明
（鹿児島大学）

O�6�2 右下腹部痛を契機に発見された成熟奇形腫悪性転化の一例
藤吉惠津子、新垣佑里香、田村 聡、金光 麻衣、志村 寛子、
宮本真由子、沈 嬌、邨田 裕子、田中 絢香、岡 藤博、
八田 幸治、高山 敬範、潮田 至央、橋本奈美子
（日本生命病院）

O�6�3 卵管卵巣膿瘍の診断にて手術を要した症例に関する検討
勢多真理子、上原 一朗、嘉治 真彦、鈴木 理恵、上原 彩子、
井澤 朋子
（佐々総合病院）

O�6�4 抗NMDA受容体脳炎に合併した卵巣成熟嚢胞奇形腫切除後 3年目に同側の腫瘍再発を認め
た一例

菊野 享子、齋竹 健彰、村瀬 紗姫、上田 陽子、古井 辰郎、
森重健一郎
（岐阜大学）

一般演題 7

腹腔鏡その他

O�7�1 連続縫合に際する糸手繰りと持針方法の検討～巻尺-風見鶏法～
仙波 恵樹、金城 国俊、榊原 洸太、戸枝 満、安井みちる、
越智 良文、加藤 慧、島田 京子、吉野 育典、澤田 麻里、
菅野 潔、坂手慎太郎、柳井しおり、羽田 智則、安藤 正明
（倉敷成人病センター）
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O�7�2 腹腔鏡下手術において当院で実践しているセプラフィルムⓇの挿入、貼付方法（のの字法と
Endo ロール法）

加嶋 洋子、小谷 泰史、葉 宜慧、村上 幸祐、貫戸 明子、
高矢 寿光、川崎 薫、中井 英勝、松村 謙臣
（近畿大学）

O�7�3 子宮内膜症合併時の腹腔鏡下子宮全摘術における手術難易度に影響を及ぼす因子の検討
村上 圭祐、北出 真理、武内 詩織、北村 絵里、落合阿沙子、
川﨑 優、伊熊慎一郎、岡田由貴子、板倉 敦夫
（順天堂大学）

O�7�4 腹腔鏡手術におけるモノポーラデバイスの先端形状による相違点の検討
水崎 恵、野村 秀高、松本 剛史、伏木 淳、尾身 牧子、
青木 洋一、根津 幸穂、谷川 輝美、的田 眞紀、岡本三四郎、
金尾 祐之
（がん研有明病院）

O�7�5 鏡視下手術における 3D-CTの有用性についての検討
卜部 諭、西原 裕子、堀川 陽平、中川 渥裕、小暮 藍、
十河 進仁、藤城 直宜、鳥井 裕子、卜部 優子
（社会医療法人誠光草津総合病院）

一般演題 8

妊娠・分娩

O�8�1 hCG 低値であったにも関わらず腹腔鏡手術が必要となった異所性妊娠の 2症例
細谷 俊光、林田 恭子、江島 有香、山崎 亮、下川 航、
嶋村 卓人、瀧川 若、苔原つばさ、宮原 義也
（明石医療センター）

O�8�2 当院における子宮頸管縫縮術を施行した症例の検討
三國 史嵩、山田 恭子、宮城 正太、島畑 顕治、佐藤 修、
藤本 俊郎
（苫小牧市立病院）

O�8�3 胎胞視認例に対する治療的頸管縫縮術の成否に関わる因子
城戸 咲、嘉村 駿佑、蜂須賀信孝、坂井 淳彦、杉谷麻伊子、
原 枝美子、藤田 恭之、加藤 聖子
（九州大学病院）

O�8�4 前置胎盤の術中処置により子宮頸部静脈瘤が破裂に至った 1例
小西菜普子、栗原 康、中野 千晴、黒川 真侑、瀬尾 尚美、
中井 建策、福田恵梨子、田原 三枝、羽室 明洋、三杦 卓也、
橘 大介、角 俊幸
（大阪市立大学）
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O�8�5 心肺虚脱型羊水塞栓症に対する救命処置について
金城 忠嗣、銘苅 桂子、小﨑 三鶴、屋良 奈七、金城 淑乃、
知念 行子、青木 陽一
（琉球大学）

一般演題 9

性器奇形

O�9�1 完全中隔子宮・腟中隔の術後妊娠で分娩後大出血をきたした一例
鎌田 泰彦、楠元 理恵、三島 桜子、樫野 千明、牧 尉太、
久保光太郎、長谷川 徹、光井 崇、衛藤英理子、早田 桂、
増山 寿
（岡山大学病院）

O�9�2 30 歳代の腟横中隔に対しGranjon 手術を施行した 1例
西ヶ谷順子、中野 紗弓、小林 陽一
（杏林大学）

O�9�3 腹腔鏡用気腹装置を用いた経腟的腟壁開窓術が有用であったOHVIRA症候群の 1例
柴田 崇宏、村井 健、金 明、森 将、稲村 達生、
上野 琢史、竹田 健彦、大野 真由、鈴木 徹平、原田 統子、
岸上 靖幸、小口 秀紀
（トヨタ記念病院）

スポンサードセミナー 1（ライブ配信） 9月 25 日（土） 12：10～13：00

次世代に TSUNAGU腹腔鏡下良性疾患手術

座長：平松 祐司（岡山市立総合医療センター顧問、岡山大学名誉教授）

SS1�1 「術後癒着防止戦略―妊孕性を温存した腹腔鏡下手術―」
山﨑 英樹
（鹿児島市医師会病院）

SS1�2 「高難易度症例に対する腹腔鏡補助下手術―手技の実際と術後癒着防止の工夫―」
子安 保喜
（四谷メディカルキューブ・ウィメンズセンター）

共催：テルモ株式会社
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スポンサードセミナー 2（ライブ配信） 9月 25 日（土） 12：10～13：00

卵巣癌治療の現状と今後の課題―手術療法の話題を中心に―

渡利 英道
（北海道大学）

座長：三上 幹男（東海大学）

共催：中外製薬株式会社

スポンサードセミナー 3（ライブ配信） 9月 25 日（土） 17：00～18：00

完全切除への挑戦

金尾 祐之
（がん研有明病院）

座長：岡本 愛光（東京慈恵会医科大学）

共催：科研製薬株式会社

スポンサードセミナー 4（ライブ配信） 9月 25 日（土） 17：00～18：00

婦人科腫瘍診療の最前線―ロボット遠隔手術の展望と進行卵巣癌の初回治療戦略

横山 良仁
（弘前大学大学院）

座長：万代 昌紀（京都大学大学院）

共催：武田薬品工業株式会社

スポンサードセミナー 5（ライブ配信） 9月 26 日（日） 12：10～13：00

Science of Tissue Management～産婦人科手術における戦略と予防～

座長：増山 寿（岡山大学）

SS5�1 SoTMから考える、鏡視下リンパ節郭清術のデバイス選択
砂田 真澄
（京都大学）
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SS5�2 ケロイド・肥厚性瘢痕のメカニズムを知って効果的に予防する！
小川 令
（日本医科大学形成外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

スポンサードセミナー 6（ライブ配信） 9月 26 日（日） 12：10～13：00

進行卵巣がん初回治療における治療戦略
～デュアルメンテナンスPAOLAレジメンが臨床にもたらした影響～

近藤 英司
（三重大学）

座長：青木 大輔（慶應義塾大学）

共催：アストラゼネカ株式会社/MSD株式会社

スポンサードセミナー 7

手動真空吸引法（MVA）における 痛管理～傍頸管/頸管内ブロックの実際と有用性～

SS7�1 産婦人科小手術における局所麻酔について
～patient-centered treatment～

竹田 省
（順天堂大学/母子愛育会愛育研究所）

SS7�2 傍頸管/頸管内ブロックを用いた手動真空吸引法（MVA）の実際と有用性
上塘 正人
（鹿児島市立病院）

共催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社


