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9 月 8 日（木）―第 1 会場（1F メインホール）―

10：00～11：30	 第28回学術研修会
座長：大須賀　穣�（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）

内視鏡手術と診療報酬〜不正請求事件の反省〜
東京医科大学産科婦人科学分野	 西　　洋孝

腹腔鏡手術の学び方、教え方
新潟大学医歯学総合病院総合研修部・医師研修センター/	
産婦人科	 磯部　真倫

ロボット支援下子宮摘出術導入、そして継続するための工夫
山梨県立中央病院産婦人科	 坂本　育子

腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術（LAPPAN）のpast,	present	and	future
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科	 宮本雄一郎

13：00～14：00	 教育講演1
	 「患者安全の全体像と展望」

座長：原田　　省�（鳥取大学医学部附属病院）
名古屋大学医学部附属病院患者安全推進部	 長尾　能雅

14：10～14：45	 海外招請講演
	 「The	Feasibility	of	Transvaginal	NOTES	Hysterectomy」

座長：堤　　　治�（医療法人財団順和会山王病院）
Department	of	Obstetrics	and	Gynecology,	Chang	Gung	Memorial	Hospital,	
Linkou	Medical	Center	and	Chang	Gung	University,	Taoyuan,	Taiwan	
	 Chyi-Long	Lee

14：55～15：55	 特別講演1
	 「医師の働き方改革とロボット手術の保険適用について」

座長：西井　　修�（帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科）
厚生労働省保険局医療課保険医療企画調査室長	 荻原　和宏

16：05～17：05	 教育講演2
	 「個人情報保護法改正と診療情報の研究利用」

座長：万代　昌紀�（京都大学大学院医学研究科）
東北大学大学院文学研究科社会学専攻分野	 田代　志門

学術講演会プログラム



9 月 8 日（木）―第 2 会場（5F 503）―

13：00～14：30	 スポンサードシンポジウム1

14：40～16：40	 ワークショップ1
	 「高難度症例に対するTLHの工夫と限界点について」

座長：浅田　弘法�（新百合ヶ丘総合病院産婦人科）
　　　熊切　　順�（東京女子医科大学産婦人科）

WS1-1 大型子宮への挑戦　-倉敷style匠の技
倉敷成人病センター産科婦人科	 澤田　麻里

WS1-2 巨大子宮筋腫を含む72症例における等間隔4	Ports	RA-TLHの有用性の検討
東京国際大堀病院婦人科／	
東京慈恵会医科大学付属病院産婦人科学講座	 柳田　　聡

WS1-3 深部子宮内膜症のTLH〜患者の期待する手術とトラブルシューティングについ
て〜

新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 浅井　　哲
WS1-4 高度癒着症例のTLH

社会医療法人誠光淡海医療センター産婦人科	 卜部　　諭
WS1-5 帝王切開既往のTLHの攻略-膀胱剥離を解剖学的に定型化し膀胱損傷を減少させ

た実績から-
自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科	 近澤　研郎

WS1-6 高度癒着を伴う開腹既往症例に対する腹腔鏡下子宮全摘の手術戦略
メディカルトピア草加病院婦人科	 野路　千智

16：50～17：05	 悪性腫瘍委員会報告
座長：藤井多久磨�（藤田医科大学産婦人科）

大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学	 小林　栄仁



9 月 8 日（木）―第 3 会場（5F 501）―

11：45～12：35	 ランチョンセミナー1

13：00～14：30	 シンポジウム1
	 「SDGs、働き方改革をふまえた産婦人科内視鏡手術の現状と未来」

座長：銘苅　桂子�（琉球大学医学部附属病院周産母子センター）
　　　平池　春子�（帝京大学医学部附属病院産婦人科）

SY1-1 効率的な腹腔鏡手術を可能とした当院の取り組み
メディカルトピア草加病院	 熊切　優子

SY1-2 婦人科腫瘍専門医がチャレンジする内視鏡手術
東京大学医学部附属病院	 森　　繭代

SY1-3 帝京大学溝口病院産婦人科におけるSDGs・働き方改革と内視鏡手術の現状と課題
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 松山　玲子

SY1-4 地域医療連携型の大学病院における内視鏡手術の現状と展望
東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科	 高島　明子

SY1-5 SDGs、内視鏡手術における若手医師の育て方
秋田大学医学部附属病院	 熊澤由紀代

SY1-6 持続可能なキャリア形成―子宮鏡技術認定医取得とその先まで―
京都府立医科大学大学院女性生涯医科学	 小芝　明美

14：40～16：10	 特別企画1
	 「子宮体がんの子宮摘出法に関する議論」

座長：西　　洋孝�（東京医科大学産科婦人科学分野）
　　　藤井多久磨�（藤田医科大学産婦人科）

SP1-1 子宮体がんの子宮摘出法に関する議論〜世界の潮流について〜
日本医科大学産婦人科	 豊島　将文

SP1-2 ある婦人科医からみた早期子宮体癌での子宮摘出法について
市立函館病院産婦人科	 山下　　剛

SP1-3 子宮悪性腫瘍手術に対する腹腔鏡技術認定審査の課題
神戸大学大学院医学研究科産科婦人科	 寺井　義人

SP1-4 子宮悪性腫瘍症例に対する技術認定審査に関し、悪性腫瘍手術および技術認定制
度委員会での討議の紹介

順天堂大学医学部産婦人科	 寺尾　泰久
SP1-5 早期子宮体癌における鏡視下子宮全摘出術の実際

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室	 林　　茂徳
SP1-6 内膜癌の多彩性－病理学的視点から考える

熊本大学病院病理診断科／熊本大学病院	 三上　芳喜



16：20～17：16	 一般口演1
	 「子宮悪性腫瘍手術①-治療成績」

座長：有本　貴英�（国家公務員共済組合連合会虎の門病院産婦人科）
OP01-1 当院における早期子宮体癌に対する腹腔鏡手術の治療成績

帝京大学医学部産婦人科学講座	 高崎　和樹
OP01-2 当院での早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術についての検討

山口大学医学部産科婦人科	 米田　稔秀
OP01-3 当院における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下、ロボット支援下手術の治療成績

横浜労災病院	 山口　笑里
OP01-4 当院における初期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術およびロボット支援下手術の検討

日本生命病院産婦人科	 宮本真由子
OP01-5 当科における腹腔鏡下子宮体癌手術の後方視的検討

九州大学病院産婦人科	 小玉　敬亮
OP01-6 高用量黄体ホルモン療法にて完全寛解となった子宮体癌・子宮内膜異型増殖症症

例の子宮摘出についての後方視的検討
東京大学産婦人科	 田口　　歩

OP01-7 腹腔鏡下リンパ節郭清を施行した子宮体癌の検討
石川県立中央病院産婦人科	 干場　　勉



9 月 8 日（木）―第 4 会場（5F 502）―

11：45～12：35	 ランチョンセミナー2

13：00～14：30	 シンポジウム2
	 「妊孕性向上のための内視鏡下手術」

座長：藤本　晃久�（帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科）
　　　片桐由起子�（東邦大学医学部産科婦人科学講座）

SY2-1 妊孕性向上のための子宮内膜症性卵巣嚢胞に対する手術
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座	 甲賀かをり

SY2-2 不妊女性に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術の治療戦略変遷に伴う妊娠分娩予後の
変化

順天堂大学医学部附属順天堂医院	 村上　圭祐
SY2-3 卵管性不妊に対する内視鏡下手術の意義

杉山産婦人科丸の内	 栗林　　靖
SY2-4 不妊治療の保険適用下での卵管鏡下卵管形成術の有用性

医療法人三慧会IVF大阪クリニック	 福田　愛作
SY2-5 子宮内膜を温存する子宮鏡下子宮筋腫摘出術の手技　妊孕性向上を目指して

医療法人慈正会丸山記念総合病院	 丸山　正統
SY2-6 細径硬性鏡を用いた妊孕性向上のための外来子宮鏡手術

高木病院産婦人科	 野見山真理

14：40～16：10	 ワークショップ2
	 「特殊なLM症例に対する攻略法」

座長：子安　保喜�（四谷メディカルキューブ）
　　　中林　　稔�（東京都教職員互助会三楽病院）

WS2-1 横切開で行う巨大子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術
医療法人伯鳳会大阪中央病院婦人科	 松本　　貴

WS2-2 子宮頸部筋腫や広間膜内筋腫対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術
近畿大学医学部産科婦人科学教室	 小谷　泰史

WS2-3 大きな筋腫に対するLMを如何に安全に行うか
新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 田島　博人

WS2-4 反復LMの癒着について
手稲渓仁会病院産婦人科	 都築陽欧子

WS2-5 高難度LMの手術戦略　－安全性・応用力を高めるための秘策－
順天堂大学産婦人科学講座	 北出　真理

16：20～17：16	 一般口演2
	 「筋腫摘出術①-治療成績」

座長：大石　　元�（国立国際医療研究センター病院産婦人科）
OP02-1 当院での巨大子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術の検討

医療法人伯鳳会大阪中央病院婦人科	 楠元　理恵



OP02-2 当院における腹腔鏡下手術での癒着防止材の使用経験
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院産婦人科	 田中　絢香

OP02-3 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における一時的子宮動脈結紮による出血量の減少効果
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 平塚　大輝

OP02-4 当院における開腹筋腫核出術と腹腔鏡下筋腫核出術後における周産期合併症の検討
岩手医科大学医学部	 村上　一行

OP02-5 腹腔鏡下子宮筋腫核出術時の手術所見ならびに癒着防止剤が帝王切開時の癒着に
与える影響について

手稲渓仁会病院産婦人科	 延壽　桃子
OP02-6 40歳以上の子宮筋腫に対するLM後の経過の分析

手稲渓仁会病院産婦人科	 滝本可奈子
OP02-7 腹腔鏡下子宮筋腫核出術に対するGnRHアナログ製剤の術前投与は術中出血量を

減少させるのか
新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 神野　友里



9 月 8 日（木）―第 5 会場（4F 414 ＋ 415）―

11：45～12：35	 ランチョンセミナー3

13：00～13：56	 一般口演3
	 「教育・トレーニング①」

座長：大久保智治�（京都第一赤十字病院産婦人科）
OP03-1 国際学会の質疑応答で生き残る、医療英語学習プログラム　ゼロ期参加報告

自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科	 近澤　研郎
OP03-2 育児期間における腹腔鏡修錬　「イクドクセミナー」の効果

札幌医科大学附属病院産婦人科	 黒川　晶子
OP03-3 Surgery	probeを思い通りに動かすための3種のトレーニング

国際医療福祉大学病院産婦人科	 清水　綾乃
OP03-4 腹腔鏡手術における助手のテクニカルスキルとノンテクニカルスキル	

－－－－初心者に要求されるスキルと指導者に要求されるスキル
倉敷中央病院産婦人科	 楠本　知行

OP03-5 コマツモデルを用いたドライボックス・トレーニング：腹腔鏡初心者における有
用性の検証

中津市立中津市民病院産婦人科	 佐藤　新平
OP03-6 巨大子宮筋腫症例で術者から指名される助手とは〜名バイプレイヤーを目指して〜

新百合ヶ丘総合病院	 別宮　若菜
OP03-7 地方都市病院と腹腔鏡に特化した専門病院でのラーニングカーブの変化

札幌白石産科婦人科病院	 鈴木　利理

14：05～15：01	 一般口演4
	 「経腟的腹腔鏡手術①-症例報告・手術手技」

座長：上田　　和�（国際医療福祉大学三田病院女性腫瘍センター・婦人科）
OP04-1 当科における経腟的腹腔鏡下子宮全摘（VANH）の初期経験

行徳総合病院	 飯田　　玲
OP04-2 当院で導入した経腟的腹腔鏡手術（vNOTES）の初期経験

京都桂病院	 下地　　彩
OP04-3 経腟腹腔鏡手術による骨盤臓器脱の非メッシュ手術（V-NOTESによるPOPに対

するNTR術式）
大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科	 竹村　昌彦

OP04-4 気腟し鏡視下で腟円蓋部を開放した経腟的内視鏡手術（vNOTES）の初期経験
産業医科大学若松病院産婦人科	 松野真莉子

OP04-5 経腟的腹腔鏡手術（vNOTES）によるMcCall法の経験
京都桂病院	 家村　洋子

OP04-6 骨盤臓器脱に対するvNOTESの初期経験
第一東和会病院女性泌尿器科／第一東和会病院婦人科	 加藤稚佳子

OP04-7 当院における経腟的内視鏡下手術(vNOTES)の導入
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 遠藤　美波



15：10～16：06	 一般口演5
	 「筋腫摘出術②-症例報告・治療成績」

座長：高島　明子�（東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科）
OP05-1 腹腔鏡下手術において縫合針が破損し小開腹にて回収し得た一例

東邦大学医療センター大橋病院	 島田紗也葵
OP05-2 腹腔鏡下手術により切除した子宮円靱帯平滑筋腫の1例

高岡市民病院産婦人科	 西郡　高志
OP05-3 腹腔鏡下に治療した自然発生parasitic	myomaの一例

太田西ノ内病院産婦人科	 経塚　　標
OP05-4 5mmポートによる腹壁血管損傷により大量の腹腔内出血を来たした1例

国立国際医療研究センター病院産婦人科	 奈良　亮謙
OP05-5 子宮筋腫核出後に発生した子宮憩室に対し、子宮鏡・腹腔鏡併用で子宮修復術を

施行した一例
日本大学病院婦人科／日本大学医学部附属板橋病院産婦人科	 河竹　里奈

OP05-6 過多月経を主訴とする巨大子宮筋腫に対し腹腔鏡下子宮筋腫核出術とマイクロ波
子宮内膜アブレーションを併施した3症例

医誠会病院	 井本　広済
OP05-7 腹腔鏡を用いた子宮筋腫核出術既往妊婦の経腟分娩に関する検討

日本赤十字社医療センター	 神谷　美緒

16：15～17：11	 一般口演6
	 「子宮鏡①-症例報告」

座長：高井　　泰�（埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）
OP06-1 高度貧血を合併した粘膜下筋腫・筋腫分娩に対して子宮動脈塞栓と子宮鏡下切除

が有用であった1例
兵庫県立淡路医療センター産婦人科	 小畑　権大

OP06-2 経口FXa阻害剤使用中貧血をきたし、管理後に子宮鏡下手術を施行した下肢深部
静脈血栓症合併粘膜下筋腫の1例

医療法人財団荻窪病院産婦人科	 吉田　宏之
OP06-3 帝王切開瘢痕部妊娠に対して両側内腸骨動脈バルンカテーテル留置を併用し子宮

鏡手術を行った1例
山梨大学医学部産婦人科	 田中　孝太

OP06-4 子宮鏡下手術により妊娠が成立した反復着床不全を伴うT字型子宮の1例
エフ.クリニック	 藤井　俊策

OP06-5 血流を伴う遺残流産組織に対してレルゴリクス投与後、子宮鏡下摘出術を施行し
た1例

順和会山王病院女性医療センターリプロダクション・婦人科内視鏡治療部門	
	 黒澤　貴子

OP06-6 子宮鏡を併用した子宮瘻孔閉鎖術後に凍結融解胚移植により妊娠した2絨毛膜2羊
膜双胎の1例

済生会長崎病院産婦人科	 大橋　和明



OP06-7 エストロゲン・プロゲステロン療法後に発症した深部静脈血栓症合併の粘膜下子
宮筋腫に子宮鏡下経頸管的腫瘍切除術を施行した1例

東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科	 高島　明子



9 月 8 日（木）―第 6 会場（4F 416 ＋ 417）―

11：45～12：35	 ランチョンセミナー4

13：00～13：56	 一般口演7
	 「子宮全摘術（良性疾患）①-合併症」

座長：藤下　　晃�（済生会長崎病院産婦人科）
OP07-1 腟パイプ挿入時に直腸腟裂傷をきたした腹腔鏡下子宮全摘術の1例

順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科	 高水　　藍
OP07-2 全腹腔鏡下子宮全摘術後に腟断端離開した2例

富士市立中央病院産婦人科	 井上　結貴
OP07-3 腹腔鏡下子宮全摘術で広範囲な皮下気腫と換気障害が出現し開腹手術に移行した

一例
茅ヶ崎市立病院産婦人科／東京慈恵会医科大学産婦人科学講座	 窪谷祐太郎

OP07-4 TLH施行中、予期せぬタイミングで外腸骨静脈損傷を来した1例
千葉西総合病院産婦人科／総合母子保健センター愛育病院産婦人科	 清水　信義

OP07-5 当院におけるTLHの合併症報告：3回の帝王切開既往患者での膀胱損傷例の報告
と損傷回避への工夫

福島赤十字病院産婦人科	 矢澤　浩之
OP07-6 当院での良性疾患に対するTLHにおけるSSIの発生状況

広島市立広島市民病院	 玉田　祥子
OP07-7 腹腔鏡下子宮全摘術術後コンパートメント症候群を来した2例

東京都済生会中央病院	 塚田ひとみ

14：05～15：01	 一般口演8
	 「子宮全摘術（良性疾患）②-症例報告」

座長：近藤　春裕�（聖マリアンナ医科大学産婦人科学）
OP08-1 患側子宮と尿管の位置関係が予測困難だったWunderlich症候群亜型の一例

北里大学産婦人科	 遠藤奈緒美
OP08-2 OHVIRA症候群の治療経験

新潟大学医歯学総合病院産婦人科	 工藤　梨沙
OP08-3 閉塞型子宮奇形に対し腹腔鏡、レゼクトスコープ、上部消化管内視鏡を併用し治

療を行った一例
さぬき市民病院	 天雲　千晶

OP08-4 Wunderlich症候群に合併した左卵巣嚢胞に対する左付属器摘出術後、子宮留血
症が増悪し患側子宮摘出に至った一例

東京医科大学病院産科婦人科分野	 鷺坂　誠宏
OP08-5 Herlyn-Werner-Wunderlich	syndrome対して腹腔鏡下で子宮内膜症を診断した

1例
大阪医科薬科大学病院産婦人科	 西江　瑠璃

OP08-6 経腟分娩5年後に,子宮卵管留血腫を発症した非交通性副角子宮の一例
荒木記念東京リバーサイド病院産婦人科	 原　　　敬



OP08-7 月経困難症に対し全腹腔鏡下に患側子宮・付属器摘出術を施行したWunderlich
症候群の一例

広島市立広島市民病院産婦人科	 田中奈緒子

15：10～16：06	 一般口演9
	 「子宮全摘術（良性疾患）③-手術機器・手術手技」

座長：平木　宏一�（済生会長崎病院産婦人科）
OP09-1 既往帝王切開症例に対するTLHに関する検討

淡海医療センター産婦人科	 藤城　直宣
OP09-2 腹腔鏡下子宮全摘術3症例における蛍光尿管カテーテルと子宮トランスイルミ

ネーターの有用性の検討
浜松医科大学産婦人科	 伊賀崎麻里

OP09-3 子宮マニピュレーターホルダー　FlexArm	Plusの使用経験
神戸赤十字病院婦人科	 佐藤　朝臣

OP09-4 当院の全腹腔鏡下子宮全摘術における卵巣固定法
大曲厚生医療センター産婦人科	 和賀　正人

OP09-5 NIRC蛍光尿管カテーテルが有用であった子宮頚部腫瘤に対する腹腔鏡下子宮全
摘術の1例

群馬大学医学部附属病院産婦人科	 三井田美樹
OP09-6 蛍光尿管ステントを用いたTLH

独立行政法人国立病院機構北海道医療センター婦人科	 大隅　大介
OP09-7 子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術に蛍光尿管カテーテルを用いた1例

JCHO中京病院	 則竹　夕真

16：15～17：03	 一般口演10
	 「腹腔鏡手術（その他）①-治療成績・手術手技」

座長：福田　貴則�（湘南鎌倉総合病院）
OP10-1 TLHにおける4K3D内視鏡システムのメリット

寿泉堂綜合病院	 野村　真司
OP10-2 当院における腹腔鏡下手術において開腹移行となった症例の後方視的検討

山口県立総合医療センター産婦人科	 西本　裕喜
OP10-3 卵巣腫瘍における腹腔鏡下手術の意義と2nd	Lookと癒着についての検討

淡海医療センター産婦人科	 十河　進仁
OP10-4 子宮内膜症の疼痛コントロールが困難症例への腹腔鏡手術後の経過をイメージし

たレルゴリクスチャレンジテストの有用性
医療法人伯鳳会大阪中央病院	 細川　有美

OP10-5 腹腔鏡手術用小径開創器の有用性の検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院産婦人科	 田村みどり

OP10-6 多嚢胞性卵巣症候群に対するlaparoscopic	ovarian	drillingの治療成績の検討
順天堂大学医学部順天堂医院	 柳原　康穂



9 月 8 日（木）―第 7 会場（3F 311 ＋ 312）―

13：00～13：56	 一般口演11
	 「付属器手術（良性疾患）①-症例報告」

座長：百枝　幹雄�（総合母子保健センター愛育病院）
OP11-1 腹腔鏡下両側卵巣嚢腫アルコール固定術、嚢腫壁レーザー蒸散術が有用であった

両側卵巣子宮内膜症性嚢胞の1例
トヨタ記念病院産婦人科	 森　　　将

OP11-2 遅発性尿管熱損傷の一例
独立行政法人国立病院機構埼玉病院	 三浦瑠衣子

OP11-3 子宮内膜症性嚢胞にサルモネラ菌感染を伴った1例
苫小牧市立病院産婦人科	 宮城　正太

OP11-4 ジエノゲスト抵抗性の臍部子宮内膜症を腹腔鏡併用下に切除し、臍形成した1例
同愛記念病院産婦人科	 鮫島　大輝

OP11-5 茎捻転を起こし腹腔鏡下茎捻転解除・嚢胞摘出術を施行した若年卵巣子宮内膜症
性嚢胞の1例

帝京大学ちば総合医療センター	 大嶋幸太郎
OP11-6 演題取り下げ
OP11-7 臍部と卵巣の子宮内膜症併存例に対し気腹法による付属器切除と臍形成術を施行

した1例
横浜市立大学附属病院産婦人科	 岩見　毬衣

14：05～15：01	 一般口演12
	 「付属器手術（良性疾患）②-症例報告」

座長：福井　淳史�（兵庫医科大学医学部産科婦人科）
OP12-1 ダグラス窩に嵌頓した卵巣腫瘍を腹腔鏡下手術で腫瘍破綻なく治療し得た右卵巣

腫瘍合併妊娠の1例
手稲渓仁会病院産婦人科	 太田　　創

OP12-2 妊娠中の腹腔鏡下卵巣腫瘍手術のアプローチ法の工夫　ラッププロテクターを用
いた臍部単孔式手術

神戸市立医療センター西市民病院産婦人科	 森島　秀司
OP12-3 妊娠26週に卵巣腫瘍茎捻転を疑い、腹腔鏡下手術を行った1例

富士市立中央病院	 古川　琢麻
OP12-4 小児の卵管捻転における腹腔鏡手術の一例

高知医療センター	 塩田さあや
OP12-5 4歳児のyolk	sac	tumorを疑った症例に対して、腹腔鏡手術を行った1症例

大阪医科薬科大学病院	 土橋　裕允
OP12-6 ダグラス窩に嵌頓した妊娠中の卵巣腫瘍に対して、スネークリトラクターを用い

て腹腔鏡下卵巣嚢胞摘出術を施行した1例
昭和大学藤が丘病院産婦人科	 堀　　祥子

OP12-7 二期的腹腔鏡下手術を要した漿液粘液性境界悪性腫瘍合併妊娠の1例
神戸市立西神戸医療センター	 夏山　貴博



15：10～16：06	 一般口演13
	 「付属器手術（良性疾患）③-手術手技・合併症」

座長：泉谷　知明�（高知大学産科婦人科）
OP13-1 卵巣腫瘍の診断で手術をしたところ、腫瘍が骨盤内に脱落し生着していた3症例

国際医療福祉大学成田病院	 渋井　亮介
OP13-2 腹腔鏡下卵巣位置移動術の6年後に繰り返す右下腹部痛に対して卵巣固定の解除

を行った一例
琉球大学産婦人科	 下地　裕子

OP13-3 卵巣腫瘍に対する腹腔鏡手術と下部尿路損傷：尿管損傷ヒヤリハットの一例と膀
胱損傷を来した一例

神戸市立医療センター中央市民病院	 前田振一郎
OP13-4 妊娠中期および後期に腹腔鏡補助下付属器手術を行った3例

長野赤十字病院産婦人科	 今西　俊明
OP13-5 卵巣下方上転にて腹壁直下まで挙上させた卵巣嚢腫をペアンで把持固定するコツ

-腹腔鏡補助下卵巣嚢腫切除術における工夫-
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科	 山口　広平

OP13-6 腹腔鏡下卵巣成熟嚢胞性奇形腫核出術（体内法）に関する若手医師対象のアン
ケート結果

東北大学病院産婦人科	 平賀　裕章
OP13-7 子宮内膜症手術における直腸剥離　－効果的なレクタルプローブの活用－

東京ベイ・浦安市川医療センター	 本田　能久

16：15～17：11	 一般口演14
	 「腹腔鏡手術（その他）②-症例報告」

座長：五十嵐敏雄�（帝京大学ちば総合医療センター産婦人科）
OP14-1 腹腔内に迷入したレボノルゲストレル放出子宮内システムを腹腔鏡下に摘出した

1例
独立行政法人労働者健康安全機構横浜労災病院	 山口　紗彩

OP14-2 腹腔鏡下単純子宮全摘術後に発生した付属器腫大を認めない付属器捻転の1例
浜松医科大学産婦人科	 加藤　貴史

OP14-3 帝王切開瘢痕部から膀胱子宮窩腹膜にLNG-IUSが迷入した1例
小牧市民病院産婦人科	 秋田　寛佳

OP14-4 子宮筋層内に迷入したIUDの抜去に腹腔鏡手術を要した1症例
秋田大学産婦人科	 岩澤　卓也

OP14-5 アンドロゲン不応症に対して腹腔鏡下性腺摘出術を施行した1例
大阪市立総合医療センター婦人科	 駿河まどか

OP14-6 子宮全摘術後の膀胱腟瘻に対し腹腔鏡下に修復術を行った1例
千葉西総合病院産婦人科	 永井　　崇

OP14-7 術中に発見されたmulticystic	peritoneal	mesotheliomaの1例
東京女子医科大学病院産婦人科	 堀部　　悠



9 月 8 日（木）―第 8 会場（3F 313 ＋ 314）―

13：00～13：56	 一般口演15
	 「腹腔鏡手術（その他）③手術手技・合併症」

座長：小谷　泰史�（近畿大学医学部産科婦人科）
OP15-1 子宮全摘出術後に生じた腟断端膿瘍に対して腹腔鏡下ドレナージ術が有効であっ

た2例
済生会滋賀県病院産婦人科	 小川智恵美

OP15-2 臍ポートを美しく縫合するための道具と方法について検討
フクイ産婦人科クリニック	 田村　正明

OP15-3 当院におけるポートサイトヘルニアの予防策~Endo	CloseTMの使用経験~
千葉県がんセンター	 井尻　美輪

OP15-4 妊孕性温存療法として4歳女児に卵巣組織凍結を施行した1例	；小児に腹腔鏡手
術を行う際の留意点

琉球大学病院産婦人科	 赤嶺こずえ
OP15-5 VAIN3に対する腹腔鏡下上部腟壁腫瘍切除術を安全に行うための工夫

川崎医科大学婦人科腫瘍学会	 河村　省吾
OP15-6 当院において子宮マニピュレーターによる子宮穿孔をきたした腹腔鏡手術の4例

埼玉医科大学病院産婦人科	 霞澤　　亘
OP15-7 腹腔鏡第一穿刺時の合併症を予防する手技の工夫

熊本医療センター	 山本　　直

14：05～15：01	 一般口演16
	 「腹腔鏡手術（その他）④-症例報告」

座長：杉本　公平�（獨協医科大学埼玉医療センターリプロダクションセンター）
OP16-1 異所性妊娠破裂と鑑別を要した妊娠初期の黄体出血の1例

上尾中央総合病院産婦人科	 片倉　雅文
OP16-2 切迫流産の診断で1週間経過観察されたのちに診断された子宮内外同時妊娠の1例

箕面市立病院	 熊坂　諒大
OP16-3 妊娠8週の黄体嚢胞茎捻転を起こした1例

日鋼記念病院産婦人科	 杉山　　芽
OP16-4 腹腔鏡を併用し、子宮鏡にて子宮内容除去術を施行した子宮卵管角部妊娠の1例

昭和大学藤が丘病院産婦人科	 宮村　知弥
OP16-5 子宮筋層内妊娠に対して腹腔鏡下子宮筋層楔状切除術を施行した一例

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室	 藤川　　淳
OP16-6 感染を伴った産後後腹膜血腫に対し腹腔鏡下アプローチを行った3症例

関西医科大学附属病院産婦人科	 横江　巧也
OP16-7 当院で経験した分娩後の骨盤内膿瘍についての検討

大阪公立大学医学部産婦人科	 小西菜普子



15：10～16：06	 一般口演17
	 「子宮悪性腫瘍手術②-症例報告」

座長：竹村　昌彦�（大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科）
OP17-1 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術後の難治性リンパ漏に対してリンパ管塞栓術を

反復して施行した一例
国立病院機構高崎総合医療センター産婦人科	 東　　杏莉

OP17-2 全腹腔鏡下子宮全摘出術で診断し得た、漿液性子宮内膜上皮内癌の症例
飯塚病院産婦人科	 西山　　哲

OP17-3 腹壁瘢痕ヘルニアでメッシュ修復術後の子宮体癌IA期に対して腹腔鏡下手術を
施行した1例

川崎幸病院	 舩田瑛太郎
OP17-4 子宮体癌の晩期リンパ節再発が疑われ、腹腔鏡下リンパ節生検にて濾胞性リンパ

腫Grade1と診断された1例
京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教室	 西川　晶子

OP17-5 子宮体癌と上結腸癌を重複発症したリンチ症候群に対して腹腔鏡手術を行った一例
兵庫医科大学病院産婦人科	 瀧本　裕美

OP17-6 全腹腔鏡下子宮全摘術の術中に偶発的に膀胱癌が発見された子宮体癌の一例
杏林大学病院産科婦人科学教室	 春名　佑美

OP17-7 腹腔鏡下子宮全摘術後に低ナトリウム血症による痙攣発作をきたした1例
武蔵野赤十字病院	 飯田理央子

16：15～17：11	 一般口演18
	 「子宮全摘術（良性疾患）④-合併症」

座長：中林　　章�（東京女子医科大学病院産婦人科）
OP18-1 腹腔鏡下子宮全摘術における摘出検体回収時に意図せず卵巣摘出に至った1例

東京大学医学部附属病院女性診療科	 真壁　友子
OP18-2 腫分娩に対する腹腔鏡下単純子宮全摘術において閉鎖神経損傷が疑われた一例

埼玉医科大学病院産婦人科	 丸茂　雄太
OP18-3 当院での腹腔鏡下子宮全摘出術における膀胱尿管損傷についての検討

市立伊丹病院産婦人科	 金　　美娘
OP18-4 腹腔鏡下子宮全摘術の予防的尿管ステント留置により腎後性急性腎障害をきたし

た1例
市立福知山市民病院産婦人科	 酒井　紫帆

OP18-5 腹腔鏡下子宮全摘術後，左下腿に横紋筋融解症をきたし保存的加療にて軽快した
一例

国立病院機構埼玉病院	 河村　　佑
OP18-6 子宮筋腫に対し腹腔鏡下子宮全摘術を施行し、術後3年後に尿管吻合術を施行し

た一例
愛媛大学医学部産婦人科	 内倉　友香

OP18-7 上腹部に留置した摘出子宮により尿管圧排を生じた1例
松山赤十字病院産婦人科	 駒水　達哉



9 月 9 日（金）―第 1 会場（1F メインホール）―

9：00～11：00	 シンポジウム3
	 「ラパロ	vs	ロボット　LH良性、LH体癌、LSCにおけるロボットとの比

較討論」
座長：安藤　正明�（一般財団法人倉敷成人病センター）
　　　宮城　悦子�（横浜市立大学附属病院）

SY3-1 RALHかTLHか？良性子宮疾患に対する子宮全摘術式選択
東京女子医科大学産婦人科	 熊切　　順

SY3-2 ロボット支援下子宮全摘出術の利点と欠点
藤田医科大学医学部産婦人科	 西澤　春紀

SY3-3 開腹術あるいはロボット支援手術と比較した場合の腹腔鏡下早期子宮体癌手術の
信頼性および妥当性

市立函館病院	 山下　　剛
SY3-4 伝えたい！ロボット支援子宮体癌手術の魅力

昭和大学医学部産婦人科学講座	 三村　貴志
SY3-5 RSC導入経験から気づくLSCの優位性

日本医科大学産婦人科	 市川　雅男
SY3-6 ロボット支援下仙骨膣固定術のメリットを考える

東京大学医学部附属病院	 平池　　修

11：10～11：40	 理事長講演
	 「多元的展開による日本産科婦人科内視鏡学会の新時代」

座長：竹下　俊行�（竹下レディスクリニック（日本医科大学名誉教授））
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学	 大須賀　穣

11：45～12：15	 会長講演
	 「内視鏡手術の適切な評価―持続可能な未来への挑戦―」

座長：大須賀　穣�（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 西井　　修

12：30～13：20	 ランチョンセミナー5

14：00～15：00	 教育講演3
	 「AIと医療の過去・現在・未来」

座長：藤本　晃久�（帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科）
国際医療福祉大学成田病院放射線科	 吉岡　直紀

15：10～16：10	 特別講演2
	 「ロボット工学と医療」

座長：吉村　泰典�（吉村やすのり生命の環境研究所）
帝京大学先端総合研究機構	 光石　　衛



16：20～17：50	 ワークショップ3
	 「少ない症例でのTLH上達を目指す、地方の施設やhigh	volume	center

の医師のワークショップ」
座長：北島　道夫�（長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科）
　　　平池　　修�（東京大学）

WS3-1 手術は暗記！台本作成で目指せTLHの定型化と最速のLearning	Curve
明石医療センター産婦人科	 山崎　　亮

WS3-2 毎日のドライボックストレーニングが手術を変える-離島沖縄で内視鏡技術認定
医を目指した立場から-

おもと会大浜第一病院女性腹腔鏡センター	 高橋美奈子
WS3-3 効率よくTLH上達を目指すための当科での取り組み

徳島大学産科婦人科	 吉田加奈子
WS3-4 少ない症例でのTLH上達を目指す、私の「7RULES」

春日井市民病院産婦人科	 大塚かおり
WS3-5 TLH上達を目指す〜地方大学とhigh	volume	centerでの経験から〜

山形大学医学部医学科	 松川　　淳
WS3-6 限られたTLH症例で技術認定を目指すために〜手を磨き・頭を伝え・心を整え

る〜
昭和大学横浜市北部病院産婦人科／	
昭和大学横浜市北部病院女性骨盤底センター	 岡田　義之



9 月 9 日（金）―第 2 会場（5F 503）―

9：00～10：00	 学会賞講演
座長：明樂　重夫�（明理会東京大和病院）

【論文部門】
PA-1 腹腔鏡手術における第1トロカー挿入法に関する検討

東京慈恵会医科大学産婦人科	 鈴木瑛太郎
PA-2 診断および治療に難渋したGartner管嚢胞の一例

福井大学医学部附属病院産科婦人科	 八代　憲司
【動画部門】
V-1 AIによる尿管ナビゲーションシステムの構築	-尿管損傷ゼロを目指して-

国立がん研究センター東病院婦人科	 竹中　　慎
V-2 演題取り下げ
V-3 術中超音波/エラストグラフィを用いた直腸表面子宮内膜症病変のShaving

倉敷成人病センター産科婦人科	 柳井しおり
V-4 ロボット支援下手術によって定型化した拡大子宮全摘術における子宮動脈処理法

浜松医科大学医学部産婦人科	 伊藤　敏谷
V-5 鏡視下子宮全摘術の手術工程に対するAI認識モデルの構築

昭和大学産婦人科学講座	 廣瀬　佑輔
V-6 経腟腹腔鏡視野を有効活用した大型子宮に対する腹腔鏡下子宮全摘術

倉敷成人病センター産科婦人科	 島田　京子

10：00～10：30	 杉本賞受賞講演
座長：明樂　重夫�（明理会東京大和病院）

SAL-1 腹腔鏡手術の基本とは何か？
川崎医療福祉大学保健看護学部	 塩田　　充

10：45～12：15	 スポンサードシンポジウム2

12：30～13：20	 ランチョンセミナー6

13：35～15：05	 セミライブサージェリー1
	 「良性編：TLH、TRH」

座長：明樂　重夫�（明理会東京大和病院）
　　　北出　真理�（順天堂大学医学部産婦人科学講座）

SLS1-1 腹腔鏡・ロボット子宮全摘術における子宮頸部筋腫攻略法
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室	 太田　啓明

SLS1-2 深部子宮内膜症症例に対するTLH　〜深部内膜症病変切除より臓器損傷リスク
マネジメントを考慮する手法〜

川崎幸病院婦人科	 黒田　　浩
SLS1-3 巨大子宮のTLHを完遂するための戦略

手稲渓仁会病院産婦人科	 和田真一郎



SLS1-4 巨大子宮のTLHを安全に行うためのアプローチ法
札幌白石産科婦人科病院	 明石　祐史

15：15～16：45	 ワークショップ4
	 「ロボット支援下・腹腔鏡下広汎子宮全摘術の現況と未来」

座長：永瀬　　智�（山形大学医学部産科婦人科学講座）
　　　松本　光司�（昭和大学医学部産婦人科学講座）

WS4-1 ロボット支援広汎子宮全摘術の未来像を考察する
島根大学医学部産科婦人科	 京　　　哲

WS4-2 ロボット支援下広汎子宮全摘術の有用性
京都大学婦人科学産科学教室	 堀江　昭史

WS4-3 腫瘍学的安全性を担保した腹腔鏡下広汎子宮全摘術
がん研有明病院婦人科	 金尾　祐之

WS4-4 小開腹による腟壁切開を用いた鏡視下広汎子宮全摘術
近畿大学医学部産科婦人科学	 松村　謙臣

WS4-5 都心の大学病院における子宮頸癌に対する低侵襲手術の現況と未来
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科	 宮本雄一郎

WS4-6 後方ダイレクトアプローチによる腹腔鏡下広汎子宮全摘出術
独立行政法人国立病院機構京都医療センター産科婦人科	 安彦　　郁

16：55～17：51	 一般口演19
	 「仙骨腟固定術①-臨床試験・治療成績」

座長：野村由紀子�（昭和大学横浜市北部病院女性骨盤底センター）
OP19-1 腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)後にメッシュ感染を来し3例

産業医科大学若松病院産婦人科	 齋藤　研祐
OP19-2 子宮全摘術後腟脱に対する鏡視下仙骨腟固定術の治療成績

倉敷成人病センター	 坂手慎太郎
OP19-3 子宮全摘併用の腹腔鏡下仙骨膣メッシュ固定術におけるPOP-QシステムとQOL

スコアによる評価
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室	 鈴木聡一郎

OP19-4 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術の手術成績
市立函館病院	 伊藤　崇博

OP19-5 シングルメッシュ法による腹腔鏡下仙骨腟固定術の検討
小田原市立病院産婦人科	 櫻井　　静

OP19-6 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術2180例の手術成績
亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 野村　昌良

OP19-7 腹腔鏡下仙骨腟固定術におけるPP製メッシュとPTFE製メッシュの比較検討
第一東和会病院婦人科／第一東和会病院ウロギネコロジーセンター	 柏原　宏美



9 月 9 日（金）―第 3 会場（5F 501）―

9：00～11：00	 子宮鏡ハンズオンセミナー（講習会）
	 「子宮鏡　officeからORまで」

座長：齊藤寿一郎�（順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター）
　　　長阪　一憲�（帝京大学）

LH-1 子宮や筋腫の解剖とレゼクトスコープ手技
鹿児島大学医学部保健学科成育看護学講座	 沖　　利通

LH-2 子宮鏡下粘膜下筋腫摘出術の新たな標準化
大阪警察病院	 西尾　幸浩

LH-3 レゼクト外筒による筋腫剥離
大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科	 竹村　昌彦

LH-4 子宮鏡下子宮中隔切除術の手技と臨床的意義
兵庫医科大学	 福井　淳史

LH-5 当科における子宮鏡モルセレーターシステムを用いた外来無麻酔手術への挑戦
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 土谷　　聡

LH-6 オフィスヒステロスコピー
HMレディースクリニック銀座	 升田　博隆

LH-7 子宮鏡をめぐるこれからの展望
京都府立医科大学	 楠木　　泉

11：10～12：06	 一般口演20
	 「子宮鏡②-粘膜下筋腫切除」

座長：野見山真理�（医療法人社団高邦会高木病院産婦人科）
OP20-1 レルゴリクス治療後の子宮鏡手術で強出血により部分切除で手術を中断し、子宮

動脈塞栓術後の2回目の子宮鏡で切除し得た粘膜下筋腫の1例
日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科	 新村　裕樹

OP20-2 突出度の低い粘膜下筋腫に対して子宮鏡手術を併用した子宮内膜焼灼術の有用性
虎の門病院産婦人科	 東梅　久子

OP20-3 当科の子宮鏡下手術の現状とTCRis導入経験について
岐阜市民病院産婦人科	 柴田万祐子

OP20-4 子宮鏡下子宮筋腫摘出術中に広間膜後葉の子宮内膜症病変癒着部より動脈性の腹
腔内出血を呈し、腹腔鏡下にて止血し得た1例

帝京大学ちば総合医療センター産婦人科	 前田加奈子
OP20-5 子宮鏡手術中にレゼクトスコープの先端部（ビーク）が子宮腔内で脱落した一例

弘前大学医学部産科婦人科	 赤石　麻美
OP20-6 TCRis-RoBEEMは腹腔鏡手術の代替に有用である

佐野病院	 井上　滋夫
OP20-7 子宮や筋腫の解剖とレゼクトスコープ手技

鹿児島大学医学部保健学科成育看護学講座／	
鹿児島大学病院女性診療センター	 沖　　利通



12：30～13：20	 ランチョンセミナー7

13：35～15：05	 セミライブサージェリー2
	 「悪性編：腹腔鏡下子宮体癌手術、腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術、	

腹腔鏡下広汎子宮摘出術等」
座長：馬場　　長�（岩手医科大学）
　　　寺井　義人�（神戸大学大学院医学研究科産科婦人科）

SLS2-1 我々が行う子宮体癌に対するロボット下子宮全摘術
札幌医科大学産婦人科	 松浦　基樹

SLS2-2 子宮体癌における腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清術
公益財団法人がん研究会有明病院婦人科	 野村　秀高

SLS2-3 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術-安全なアプローチについて-
京都大学婦人科学産科学教室	 堀江　昭史

SLS2-4 new-LRHに基づく、再現性・完成度の高い腹腔鏡下神経温存広汎子宮全摘出術
大阪労災病院産婦人科	 志岐　保彦

15：15～16：45	 シンポジウム4
	 「内視鏡下手術における組織回収を極める」

座長：三上　幹男�（東海大学）
　　　梁　　善光�（帝京大学ちば総合医療センター）

SY4-1 腹腔鏡下子宮全摘術における組織回収を経腟で極める
済生会長崎病院産婦人科	 河野　通晴

SY4-2 安全で効率的なTLHの検体回収を考える
メディカルトピア草加病院婦人科	 萩原　聖子

SY4-3 TLHにおける組織回収用バッグ、リトラクターを用いた簡単で安全な経腟摘出
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 藤本　晃久

SY4-4 安全な経膣回収法のコツと注意点
倉敷成人病センター	 安藤　正明

SY4-5 良性疾患を対象とする一般病院の組織回収法
荒木記念東京リバーサイド病院	 田中　智子

SY4-6 TLH,LM/LAM,LACにおける組織回収の工夫
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科	 五十嵐敏雄

16：55～17：51	 一般口演21
	 「ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術①-治療成績・手術手技」

座長：竹本　周二�（新百合ヶ丘総合病院産婦人科）
OP21-1 ロボット支援下手術にて単発骨盤内播種が疑われる所見を確認した子宮体癌の一例

国家公務員共済組合連合会斗南病院	 田中　綾一
OP21-2 当院における子宮体癌ロボット支援下手術導入経験と今後の展望

順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科	 氏平　崇文
OP21-3 低リスク子宮体癌の肥満症例に対するロボット手術の安全性についての検討

国立病院機構仙台医療センター	 大山　喜子



OP21-4 直腸癌に対する側方郭清を学び、婦人科領域の骨盤リンパ節郭清を再考する
国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科	 小澤梨紗子

OP21-5 当科でのロボット支援子宮体癌手術の工夫と他術式との治療成績の比較
島根大学医学部産科婦人科	 石川　雅子

OP21-6 早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術(TLRH)vsロボット支援下広汎子
宮全摘術(RARH)の長期腫瘍学的予後に関する検討

倉敷成人病センター産科婦人科	 菅野　　潔
OP21-7 ロボット支援腹腔鏡下子宮体癌手術における肥満と周術期アウトカムの関連性　

－BMIは最適な指標か？－
倉敷成人病センター産婦人科	 吉野　育典



9 月 9 日（金）―第 4 会場（5F 502）―

9：00～11：00	 ワークショップ5
	 「傍大動脈リンパ節郭清の低侵襲化	～保険収載に向けて～」

座長：渡部　　洋�（東北医科薬科大学）
　　　小林　裕明�（鹿児島大学医学部産科婦人科）

WS5-1 ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清の有用性について
豊橋市民病院産婦人科女性内視鏡外科	 梅村　康太

WS5-2 ロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術〜当院での導入と現状〜
山梨県立中央病院婦人科	 坂本　育子

WS5-3 早期卵巣癌・卵管癌に対する腹腔鏡下骨盤・傍大動脈リンパ節郭清術の検討
三重大学産科婦人科	 近藤　英司

WS5-4 婦人科悪性疾患に対する鏡視下傍大動脈領域の評価
埼玉医科大学国際医療センター婦人科腫瘍科	 藪野　　彰

WS5-5 鏡視下傍大動脈リンパ節郭清の保険収載に関わる問題点
静岡県立静岡がんセンター	 高橋　伸卓

WS5-6 腹腔鏡下傍大動脈郭清を行った婦人科悪性腫瘍の検討
石川県立中央病院産婦人科	 干場　　勉

WS5-7 腹膜外アプローチ〜腹腔鏡、そしてロボットへ〜
倉敷成人病センター産科婦人科	 柳井しおり

11：10～12：06	 一般口演22
	 「教育・トレーニング②」

座長：堀江　昭史�（京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学講座）
OP22-1 「助手力」とは何か〜カメラワークと補助鉗子の役割において鍛えるべき技術に

ついて再考する〜
札幌医科大学産婦人科学講座	 梅本　美菜

OP22-2 コロナ禍における腹腔鏡シミュレーターを用いた医学教育への取り組み
徳島大学産科婦人科	 河北　貴子

OP22-3 当院でのLM縫合についての考察、非利き手での縫合トレーニング
倉敷成人病センター	 安井みちる

OP22-4 執刀医も助手も女性の場合における、定型化操作のマイナーチェンジの有効性
横浜労災病院	 大井　由佳

OP22-5 物体を鉗子で圧排・転がす操作を養うためのトレーニング方法の考案
自治医科大学附属さいたま医療センター	 一井　直樹

OP22-6 千葉大学及び連携施設における腹腔鏡技術認定医未取得者に対する意識調査
千葉大学医学部附属病院婦人科	 大塚　聡代

OP22-7 百見は一考にしかず	〜多視点的な子宮全摘の理解がTLHを変える〜
製鉄記念室蘭病院産婦人科	 長尾沙智子

12：30～13：20	 ランチョンセミナー8



13：30～14：26	 一般口演23
	 「子宮悪性腫瘍手術③-治療成績・手術手技」

座長：山下　　剛�（市立函館病院）
OP23-1 当院における子宮内膜異型増殖症に対する鏡視下手術44症例の後方視的検討

倉敷成人病センター産科婦人科	 越智　良文
OP23-2 肥満を伴う子宮体癌患者に対して腹腔鏡下手術を施行した2症例

岡山大学病院	 久保光太郎
OP23-3 当院での子宮体癌における腹腔鏡下骨盤内リンパ節郭清術の検討

群馬県立がんセンター婦人科	 西村　俊夫
OP23-4 当院の腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の現状と課題

岐阜県総合医療センター	 佐藤　香月
OP23-5 当施設における腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清導入時の術者教育について

日本赤十字社和歌山医療センター産婦人科	 山西優紀夫
OP23-6 広範な腹腔内癒着のある子宮体癌への腹腔鏡下子宮全摘出術の試み

湘南鎌倉総合病院産婦人科	 福田　貴則
OP23-7 腹腔鏡下子宮体癌手術で広範なpsudovascular	invasionを認めた1例―子宮

manipulator未使用での発生
湘南鎌倉総合病院	 青柳　　遼

14：35～15：31	 一般口演24
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑤-治療成績・手術手技」

座長：小松　宏彰�（鳥取大学医学部附属病院女性診療科群）
OP24-1 技術認定取得後、オペレーションリーダーとして地方非認定研修施設でTLHを

行った試み
旭川医科大学産婦人科	 寳田　健平

OP24-2 地方在住の中堅医師が月1回ハイボリュームセンターの研修で得た経験
鳥取大学医学部産科婦人科	 東　　幸弘

OP24-3 当院における婦人科良性腫瘍に対するMISの導入と短期治療成績
安城更生病院産婦人科	 中尾　優里

OP24-4 当院での腹腔鏡下子宮全摘術の導入経験〜本州最北端でTLH始めました〜
むつ総合病院	 武田　愛紗

OP24-5 良性子宮疾患に対する腹腔鏡下子宮腟上部切断術
横浜市立大学付属市民総合医療センター	 川野　藍子

OP24-6 当院での腹腔鏡手術に対して肥満が与える影響について
中部労災病院産婦人科	 佐野友里子

OP24-7 1年間TLHのトレーニングを行ったへき地勤務医師の習熟度
佐賀県医療センター好生館産婦人科	 八並　直子



15：40～16：36	 一般口演25
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑥-手術手技」

座長：吉野　　修�（山梨大学医学部附属病院産婦人科）
OP25-1 巨大子宮やダグラス窩閉鎖症例のTLHの工夫	

〜子宮膣部2段階切除法	(TTLH;	Two-steps	TLH)〜
四谷メディカルキューブウイメンズセンター	 山田　昌代

OP25-2 腹腔鏡下子宮全摘術において安全かつ確実な傍組織処理を可能にする蛍光トラン
スイルミネーターを最大限に活用する

浜松医科大学医学部医学科	 伊藤　敏谷
OP25-3 TLHでの腟断端縫合において、ドライボックストレーニングは有効か？

大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科	 久保田　哲
OP25-4 頸部筋腫に対するTLHの定型化アプローチの試み

広島市立広島市民病院	 森川　恵司
OP25-5 In	Bag	Morcellationの術前可否判定と吊り上げ開口法による大きな検体回収

大浜第一病院	 徳嶺　辰彦
OP25-6 本当は誰にでもできる出血させないTLH

札幌白石産科婦人科病院	 杉尾　明香
OP25-7 臓器吊り上げかつ腔展開からアプローチしたTLHを意識する

大阪労災病院産婦人科	 白石真理子

16：45～17：41	 一般口演26
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑦-手術手技」

座長：持丸　佳之�（けいゆう病院）
OP26-1 腹腔下子宮全摘出術における子宮重量と検体回収方法の検討

東邦大学医学部産科婦人科学講座	 片桐由起子
OP26-2 ウンドリトラクターとスパイラルカットで大きい子宮を安全に経腟回収

福島県立医科大学産科婦人科学講座	 加藤　麻美
OP26-3 安全性向上を目指したTLH〜術中膀胱鏡検査での重複尿管の偶発的発見から考

える〜
東京ベイ・浦安市川医療センター	 佐野　祥子

OP26-4 子宮頸部筋腫や子宮内膜症症例で尿管損傷を回避するために必要な剥離操作
札幌白石産科婦人科病院	 恐神　博行

OP26-5 腹腔鏡下子宮全摘出術施行時の検体回収に際し、Alexis	CESを用いた経腟回収
の有用性の検討

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室	 松井　友哉
OP26-6 当院におけるウーンドリトラクターとVagiパイプを用いた経腟的子宮回収方法

の工夫
岩手県立大船渡病院	 城内南奈子

OP26-7 子宮トランスイルミネーターと蛍光尿管カテーテルを併用した光ナビTLH
石川県立中央病院産婦人科	 平吹　信弥



9 月 9 日（金）―第 5 会場（4F 414 ＋ 415）―

9：00～9：56	 一般口演27
	 「子宮悪性腫瘍手術④-症例報告」

座長：中山健太郎�（島根大学医学部附属病院産婦人科）
OP27-1 リンチ症候群サーベイランスにて発見された初期子宮体癌に対しロボット支援腹

腔鏡下単純子宮全摘術を施行した一例
静岡県立総合病院産婦人科／兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科	
	 梅宮　槙樹

OP27-2 子宮頸部円錐切除術で診断に至らず、全腹腔鏡下子宮全摘出術(TLH)を行った子
宮頸部胃型粘液性腺癌の1例

横浜南共済病院	 萩原　有子
OP27-3 子宮頸部中等度異形成の再発に対し全腹腔鏡下子宮全摘術を施行し、子宮頸部腺

癌と診断された一例
国保旭中央病院	 三浦　貴大

OP27-4 子宮頚管ポリープ摘出術を機に発見された子宮頚部上皮内腺癌の一例
岐阜赤十字病院	 山口　昌美

OP27-5 子宮頚癌IA1期の診断で骨盤内再発をきたした一例
市立函館病院	 推名　浅香

OP27-6 子宮頸癌に対する広汎子宮全摘術及び術後補助放射線療法後に腟壁の孤立再発を
来し、腹腔鏡補助下に全腟壁切除術を行った1例

小田原市立病院産婦人科	 平田　　豪
OP27-7 大腸全摘回腸パウチ肛門吻合術後の子宮体癌IA期患者に対して腹腔鏡下拡大子

宮全摘術を施行した一例
浜松医科大学付属病院産婦人科	 寺本麻友子

10：05～11：01	 一般口演28
	 「子宮悪性腫瘍手術⑤-治療成績・手術手技」

座長：長谷川明俊�（川崎幸病院婦人科）
OP28-1 潰瘍性大腸炎を合併した初期子宮体癌の2症例

京都大学産婦人科／大津赤十字病院	 北村　幸子
OP28-2 泌尿器科の骨盤リンパ節郭清を学び、婦人科領域の骨盤リンパ節郭清を再考する

国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科	 夏目　貴史
OP28-3 子宮頸癌T1a1N0M0症例に対し腹腔鏡下子宮全摘術を行った45例の検討

慶應義塾大学医学部産婦人科	 松田　理沙
OP28-4 経腟的検体回収により直腸損傷を来した腹腔鏡手術の1例

静岡県立静岡がんセンター婦人科	 松木翔太郎
OP28-5 傍大動脈リンパ節郭清：開腹術から腹腔鏡手術への移行〜婦人科腫瘍専門医修練

医の立場から〜
日本赤十字社和歌山医療センター	 平山　貴裕

OP28-6 内視鏡下骨盤リンパ節郭清時に注意すべき閉鎖動静脈の偏位について
石川県立中央病院母子医療センター産婦人科	 佐々木博正



OP28-7 腹腔鏡下広汎子宮全摘術時の内側総腸骨・仙骨・内腸骨リンパ節摘出における直
腸授動の有用性について

がん研有明病院婦人科	 松本　剛史

11：10～12：06	 一般口演29
	 「ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術②-症例報告・手術手技」

座長：京　　　哲�（島根大学医学部附属病院産科婦人科）
OP29-1 早期子宮体癌における低侵襲手術の合併症についての検討

長崎大学病院産科婦人科学教室	 阿部　修平
OP29-2 ロボット支援下子宮悪性腫瘍手術で腹膜播種を疑った陳旧性子宮内膜症の一例

鳥取大学産科婦人科	 細川　雅代
OP29-3 高度肥満(BMI53)と巨大臍ヘルニアを伴う子宮体癌患者に対してロボット支援下

手術を施行した1例
東京都立多摩総合医療センター	 齋藤茉祐子

OP29-4 ロボット支援下センチネルリンパ節生検で微小リンパ節転移を認めたMELF型浸
潤を伴う子宮体部類内膜癌G1の一例

京都桂病院産婦人科	 水津　　愛
OP29-5 子宮体癌に対するロボット支援下手術と腹腔鏡手術の合併症の比較

滋賀県立総合病院産婦人科	 川口　雄亮
OP29-6 子宮体癌に対するロボット支援下子宮体癌悪性腫瘍手術(骨盤、傍大動脈リンパ

節郭清を含む)の安全性の検討
三重大学医学部附属病院産科婦人科	 金田　倫子

OP29-7 デュアルコンソールを用いたロボット支援下子宮体がん手術の教育効果について
豊橋市民病院産婦人科	 諸井條太郎

12：30～13：20	 ランチョンセミナー9

13：30～14：26	 一般口演30
	 「ロボット支援下仙骨腟固定術①-治療成績」

座長：梅村　康太�（豊橋市民病院産婦人科）
OP30-1 盤臓器脱に対するロボット支援下仙骨腟固定術の導入

日本赤十字社医療センター産婦人科	 渡邊　理子
OP30-2 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）とロボット支援下仙骨腟固定術

(RSC)導入初期の手術成績の比較
独立行政法人国立病院機構東京医療センター	 渡邉　沙耶

OP30-3 ロボット支援下仙骨腟固定術（RSC）の手術工程別の難易度の検討
さいたま赤十字病院産婦人科	 岡本　修平

OP30-4 ロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固定術による治療効果の検討
雄勝中央病院産婦人科／秋田大学産婦人科	 藤島　綾香

OP30-5 女性骨盤底困窮度質問表を用いたロボット支援下仙骨腟固定術の有効性に関する
検討

倉敷中央病院産婦人科／静岡県立総合病院	 堀川　直城



OP30-6 仙骨腟固定術における腹腔鏡下とロボット支援下手術の術後疼痛の比較
広島大学病院産科婦人科	 野村　有沙

OP30-7 骨盤臓器脱に対するロボット支援下仙骨腟固定術(RSC)の手術成績の後方視的検討
独立行政法人国立病院機構京都医療センター	 露木　大地

14：35～15：31	 一般口演31
	 「ロボット支援下子宮全摘術（良性疾患）①-治療成績・手術手技」

座長：田中　尚武�（千葉県がんセンター婦人科）
OP31-1 トロッカー配置から考えるロボット子宮全摘〜後方アプローチの有用性〜

明石医療センター産婦人科	 山崎　　亮
OP31-2 膀胱子宮内膜症合併子宮腺筋症に対しロボット支援腹腔鏡下子宮全摘術および膀

胱部分切除術を施行した2症例の報告
手稲渓仁会病院	 福士　義将

OP31-3 子宮良性腫瘍に対するロボット手術導入から現在に至る手術手技の工夫
日本赤十字社医療センター産婦人科	 石川久美子

OP31-4 Pure	Robot	Simple	Hysterectomy	PRSH導入後の手術成績
川崎医科大学附属病院婦人科腫瘍学教室1	 田坂佳太郎

OP31-5 当院におけるロボット手術2人目の術者の導入と問題点
さいたま赤十字病院	 土屋　　雅

OP31-6 当院婦人科ロボット支援下手術	導入後3年間の治療成績検討
武蔵野赤十字病院	 高野ミズキ

OP31-7 子宮良性疾患97例に対する等間隔4	Ports	RA-TLHの有用性の検討
東京国際大堀病院婦人科／東京慈恵会医科大学産婦人科	 下舞和貴子

15：40～16：36	 一般口演32
	 「ロボット支援下仙骨腟固定術②-治療成績・手術手技」

座長：石川　哲也�（昭和大学病院産婦人科）
OP32-1 LSC経験無しからのRSC導入経験

一宮西病院	 北川　雅章
OP32-2 ロボット支援下仙骨腟固定術における膀胱剥離範囲を視覚化するインジコカルミ

ン局注法の有効性の検討
広島大学病院産婦人科	 関根　仁樹

OP32-3 ロボット支援下仙骨腟固定術によるQOL変化についての検討
広島大学病院産科婦人科	 宇山　拓澄

OP32-4 ロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固定手術において有効な運針、結紮を行うためのコツ
亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 大岩　一平

OP32-5 ロボット支援下仙骨腟固定術における助手ポート削減の工夫
富山県立中央病院産婦人科	 吉越　信一

OP32-6 安全でスムーズなロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固定術を行うためのトレーニング法
亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 野村　昌良

OP32-7 腟式アプローチとロボット技術を用いたHybrid-POP	surgery
倉敷成人病センター	 澤田　麻里



16：55～17：45	 イブニングセミナー1



9 月 9 日（金）―第 6 会場（4F 416 ＋ 417）―

9：00～9：56	 一般口演33
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑧-症例報告」

座長：秋葉　靖雄�（済生会横浜市東部病院産婦人科）
OP33-1 全腹腔鏡下腟式子宮全摘術後に左上腹部にParasitic	myomaを認めた1例

医療法人財団アドベンチスト会東京衛生アドベンチスト病院	 原　　澄子
OP33-2 多発子宮筋腫に対して経膣的にin-bag-molcerationを行った1例

かしわざき産婦人科	 太田　絵美
OP33-3 小さな創からドリルとのみを用いて巨大石灰化筋腫を回収した経験

横浜市立市民病院産婦人科	 佐野真奈美
OP33-4 腹腔鏡下子宮全摘術後に腎盂外溢流を来し、尿管ステントを留置した一例

新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 冨倉　彩加
OP33-5 全腹腔鏡下子宮全摘術の術後25日目に腟断端出血をきたし集中治療を要した一例

藤枝市立総合病院産婦人科	 平林　　慧
OP33-6 術後腟断端出血処置時の腟展開困難症例に対する工夫

大和市立病院産婦人科	 牧野　睦子
OP33-7 腹腔鏡下子宮全摘術を施行した粘膜下筋腫合併双頸双角子宮の一例

甲南医療センター産婦人科	 村田　友香

10：05～11：01	 一般口演34
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑨-治療成績」

座長：卜部　　諭�（社会医療法人誠光会淡海医療センター産婦人科）
OP34-1 当院でTLHを施行した38例の検討

伊勢崎市民病院産婦人科	 小暮佳代子
OP34-2 TLH実施時の膣断端1層縫合と2層縫合の比較検討

箕面市立病院	 小川　美祈
OP34-3 当科の腹腔鏡下子宮全摘出術における手術部位感染症に関する検討

埼玉医大総合医療センター産婦人科	 重松　幸佑
OP34-4 良性子宮疾患に対する腹腔鏡下腟式子宮全摘術と全腹腔鏡下子宮全摘術における

比較検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室	 和田　知春

OP34-5 当科におけるTLHの現状
徳島県立中央病院産婦人科	 正木　理恵

OP34-6 当院における腹腔鏡下子宮全摘術時に発症した尿路損傷の頻度、危険因子、治療
法の考察

倉敷成人病センター産婦人科	 仙波　恵樹
OP34-7 閉経後の子宮頸部上皮内腫瘍（CIN）に対し全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）を施

行した症例の術後病理検査結果の検討
広島市立北部医療センター安佐市民病院産婦人科	 本田　　裕



11：10～11：58	 一般口演35
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑩-手術手技・症例報告」

座長：和田真一郎�（手稲渓仁会病院産婦人科）
OP35-1 全腹腔鏡下子宮全摘術を施行した血管型エーラスダンロス症候群の症例報告

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科	 黄　　海鵬
OP35-2 離開をさせない！腟断端2層縫合の工夫

医療法人伯鳳会大阪中央病院	 岩井　夏実
OP35-3 腹腔鏡下子宮全摘出時の腟断端離開の予防

北九州市立医療センター	 泉　りりこ
OP35-4 直腸子宮内膜症に対する腹腔鏡下低位前方切除術　-縫合不全のリスクと管理

倉敷成人病センター産科婦人科	 澤田　麻里
OP35-5 当院における単孔式腹腔鏡下子宮摘出術（単孔TLH）の変遷と術者育成につい

て〜最短62分になるまで〜
パークベルクリニック	 高橋　秀憲

OP35-6 TLH後に診断された血管内平滑筋腫症（Intravenous	leiomyomatosis	:	IVL）の
二症例

日本生命病院	 邨田　裕子

12：30～13：20	 ランチョンセミナー10

13：30～14：26	 一般口演36
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑪-症例報告」

座長：石川　雅彦�（大和市立病院産婦人科）
OP36-1 全腹腔鏡下子宮全摘出術を施行しえた筋腫分娩の1症例

JA徳島厚生連吉野川医療センター	 三谷　龍史
OP36-2 生体腎移植後に腹腔鏡下子宮全摘出術を行った1例

愛媛県立中央病院産婦人科	 市川瑠里子
OP36-3 子宮体下部後壁筋腫に対して術前尿管ステントを挿入したTLHの1例

社会保険田川病院産婦人科	 田崎　慎吾
OP36-4 全腹腔鏡下子宮全摘において尿管損傷をきたしたが腹腔鏡下に修復した1例

市立福知山市民病院産婦人科	 奥田　知宏
OP36-5 婦人科腹腔鏡下手術において多関節鉗子を用いて感じたメリットデメリット　

TLHにおいてリブズメッド社多関節鉗子を使用した症例の経験
藤田医科大学産婦人科学講座	 等々力　彩

OP36-6 全腹腔鏡下子宮全摘出術中に腟パイプを誤挿入し直腸損傷を合併したが、大腸内
視鏡下に治療した1例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター	 田中　昌哉
OP36-7 腹腔鏡下子宮全摘出術後に生じた子宮仮性動脈瘤の1例

国際医療福祉大学三田病院	 富田　圭祐



14：35～15：23	 一般口演37
	 「ビデオセッション①」

座長：吉田　　浩�（東海大学医学部産婦人科）
OP37-1 子宮筋腫による過多月経に対する新たな治療法の試み〜超音波ガイド下マイクロ

波子宮筋腫焼灼術が奏功した2症例〜
国際医療福祉大学病院産婦人科	 柿沼　敏行

OP37-2 回盲部内膜症に対する腹腔鏡下手術
倉敷成人病センター産婦人科	 坂手慎太郎

OP37-3 腹腔鏡下腟式子宮全摘術中、経腟回収時に膀胱損傷を来したが、術後2日目に膀
胱鏡を併用し腹腔鏡下に修復し得た1例

埼玉医科大学総合医療センター産婦人科	 黒瀬　喜子
OP37-4 vNOTES（経腟的腹腔鏡下子宮全摘）の難所を乗り越えるための2つの工夫

自治医科大学附属さいたま医療センター	 今井　　賢
OP37-5 Lateral	pelvic	endometriosis(LPE)に対する神経温存手術は“not	feasible”なのか？

倉敷成人病センター産科婦人科	 菅野　　潔
OP37-6 高度の腹腔内癒着が予想されvNOTESアプローチが有効であった1例

倉敷成人病センター	 安井みちる

15：40～16：28	 一般口演38
	 「ビデオセッション②」

座長：井上　裕美�（湘南鎌倉総合病院産婦人科）
OP38-1 腹腔鏡下手術の上達を目指したプレバト式縫合結紮トレーニング

市立貝塚病院産婦人科	 市川　冬輝
OP38-2 LSCに特化した練習用素材の考案

独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院産婦人科／	
桐生厚生総合病院産婦人科	 小松　央憲

OP38-3 腹腔鏡下尿管剥離術が有用であった尿管子宮内膜症の1例
日本生命済生会日本生命病院産婦人科	 八田　幸治

OP38-4 深部子宮内膜症手術をシンプルに
新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 浅井　　哲

OP38-5 Multiphase	3DCT	Angiographyを用いた鏡視下骨盤リンパ節郭清術における術
前シミュレーションの有用性

倉敷成人病センター産科婦人科	 越智　良文
OP38-6 腹腔鏡下仙骨腟固定術におけるインドシアニングリーンの有用性

小田原市立病院産婦人科	 平田　　豪

16：55～17：45	 イブニングセミナー2



9 月 9 日（金）―第 7 会場（3F 311 ＋ 312）―

9：00～9：56	 一般口演39
	 「腹腔鏡手術（その他）⑤-治療成績・教育・トレーニング」

座長：松村　謙臣�（近畿大学産婦人科）
OP39-1 当院におけるサージカルスモークへの取り組み

兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科	 安堂有希子
OP39-2 症例難度と術者の技量に応じた段階的な腹腔鏡下子宮全摘術導入法

多摩北部医療センター婦人科	 加藤　顕人
OP39-3 当院における腹腔鏡下手術後の腹腔内癒着についての検討

大阪医科薬科大学医学部産婦人科	 橋田　宗祐
OP39-4 婦人科疾患に対する腹腔鏡下手術がもたらす癒着に関する検討

新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 竹本　周二
OP39-5 ドライボックストレーニングで腟断端の縫合結紮時間は短縮するか？〜GETSに

参加して〜
佐賀県医療センター好生館産婦人科	 神下　　優

OP39-6 空手の「三戦立ち」を応用した身体操作でoptical法での5mm	1stトロッカ-を垂
直に挿入する

日本医科大学医学部産婦人科	 市川　　剛
OP39-7 腹腔鏡下手術における助手の役割〜カメラと補助鉗子で術野を作る〜

市立芦屋病院産婦人科	 宮田　明未

10：05～11：01	 一般口演40
	 「付属器手術（良性疾患）④-症例報告」

座長：平田　哲也�（聖路加国際病院産婦人科）
OP40-1 当院における妊娠中の卵巣腫瘍手術

箕面市立病院産婦人科	 中村　千栄
OP40-2 腹腔鏡手術時にダグラス窩に腫瘤を認め、異所性成熟嚢胞性奇形腫と診断された

2例
大崎市民病院産科婦人科／石巻赤十字病院	 橋本　亮平

OP40-3 腹腔鏡下に行った妊娠中の卵巣腫瘍6例に関する検討
国立病院機構都城医療センター産婦人科	 古田　　賢

OP40-4 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術後の残存卵巣壁の止血における粉末状吸収性局所止血剤
の使用経験

市立豊中病院産婦人科	 伊東　　優
OP40-5 S状結腸間膜内に発育した左卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下手術を施行した2例〜骨盤

内膜解剖に基づく術式検討〜
製鉄記念室蘭病院産婦人科	 小川　　栞

OP40-6 当院での過去5年間における小児卵巣腫瘍茎捻転に対する腹腔鏡下手術症例7例
岡崎市民病院	 白崎　茉莉



OP40-7 若年者の急性腹症に対する緊急腹腔鏡手術後に診断した卵巣悪性・境界悪性腫瘍
の2例

パナソニック健康保険組合松下記念病院産婦人科	 遠藤　理恵

11：10～12：06	 一般口演41
	 「付属器手術（良性疾患）⑤-治療成績」

座長：豊島　将文�（日本医科大学付属病院女性診療科・産科）
OP41-1 女性アスリートにおける腹腔鏡手術後の競技復帰時期の検討

東京大学医学部附属病院女性診療科・産科	 能瀬さやか
OP41-2 当科で経験した附属器捻転65例の後方視的検討

兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科	 梅宮　槙樹
OP41-3 卵巣腫瘍茎捻転に対し保存的手術を施行した若年女性症例の臨床的検討

仙台市立病院	 小針　諄也
OP41-4 当院における卵管捻転8例の臨床的特徴の検討

聖路加国際病院女性総合診療部	 舘　恵美里
OP41-5 成熟奇形腫の診断で腹腔鏡手術を施行した症例について　術前SCC抗原値が悪性

転化を伴う成熟奇形腫を推定しうるか後方視的検討
東京女子医科大学産婦人科医学部産婦人科	 秋澤　叔香

OP41-6 卵巣出血の傾向と対策―当院で管理した32例の治療成績より―
順天堂大学医学部産婦人科	 加藤　雅也

OP41-7 腹腔鏡下手術後に境界悪性または悪性卵巣腫瘍と診断された症例の検討
徳島大学産科婦人科	 白河　　綾

12：30～13：20	 ランチョンセミナー11

13：30～14：26	 一般口演42
	 「腹腔鏡手術（その他）⑥-合併症」

座長：小林　暁子�（新潟大学医歯学総合研究科産科婦人科）
OP42-1 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術後に両側下腿コンパートメント症候群を発症した1例

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院	 正橋　佳樹
OP42-2 臓器収納袋が臍部の12mmカメラポートから腹腔内に挿入時、腹膜と腹直筋鞘後

葉の間に誤挿入された一例
国立病院機構東京医療センター産婦人科	 小林　朋代

OP42-3 腹腔鏡手術術後に意識障害をきたした2症例
岐阜大学医学部附属病院産婦人科	 齋竹　健彰

OP42-4 腹腔鏡下付属器切除術後に発症した左上肢麻痺の一例
JCHO中京病院	 齊藤　調子

OP42-5 子宮鏡併用下子宮内膜全面掻把術での子宮穿孔、直腸損傷の一例
高知医療センター	 川瀬　史愛

OP42-6 当院で経験した婦人科腹腔鏡手術後ポートサイトヘルニアの3例
越谷市立病院	 川合　貴幸



OP42-7 晩期腟断端離開への対応
山梨大学医学部産科婦人科	 中島　啓輔

14：35～15：31	 一般口演43
	 「腹腔鏡手術（その他）⑦-手術手技・教育トレーニング」

座長：平田　　豪�（小田原市立病院）
OP43-1 手術コストも考慮した腹腔鏡手術へ、当院の工夫

共立習志野台病院産婦人科	 松野　孝幸
OP43-2 GETS（Gain	the	Expert’s	Technique	Seminar）修了後にもドライボックスト

レーニングの習慣化を継続するコツの検討
沖縄県立北部病院産婦人科	 諸井　明仁

OP43-3 SDGsの時代を見据えた腹腔鏡手術における医療廃棄物削減の試み　第二弾
横浜労災病院	 志村　茉衣

OP43-4 サージセルパウダーとアドスプレーの組み合わせについて
高山赤十字病院産婦人科	 加藤雄一郎

OP43-5 腹腔鏡下子宮全摘出術における内視鏡手術用腟拡張器Vagi-メタルの使用経験
東京慈恵会医科大学産婦人科講座	 福島　蒼太

OP43-6 他臓器合併切除を含めた悪性腫瘍手術から学ぶTLH〜最低年次でのダブルライ
センス取得を目指して〜

がん研有明病院婦人科	 村頭　　温
OP43-7 東北地方でのTLH経験から、地方でのTLH習得を考察する

むつ総合病院産婦人科	 田村　良介

15：40～16：36	 一般口演44
	 「仙骨腟固定術②-手術手技・合併症」

座長：羽室　明洋�（大阪公立大学産婦人科）
OP44-1 LSC後の再発例に対して再度腹腔鏡下に修復術を施行した2症例

イムス富士見総合病院産婦人科	 大久保貴司
OP44-2 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術―再発させない当院での工夫―

亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 大渕　朝日
OP44-3 腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）後椎体炎の1例

熊谷総合病院産婦人科	 佐久間　洋
OP44-4 細径鉗子を用いた腹腔鏡下仙骨腟固定術のススメ

公益財団法人東京都医療保健協会練馬総合病院産婦人科	 白根　　晃
OP44-5 新しいデバイス「アクロサージ」の使用経験

宮崎善仁会病院	 米田由香里
OP44-6 子宮全摘を伴う腹腔鏡下仙骨膣固定術の工夫

新潟大学医歯学総合病院産科婦人科	 小林　暁子
OP44-7 直腸脱と骨盤臓器脱併発例に対し、腹腔鏡下仙骨腟固定術を施行するも、自在鉤

の誤挿入により直腸損傷した1例
市立貝塚病院婦人科	 増田　公美



16：45～17：41	 一般口演45
	 「ビデオセッション③」

座長：長谷川哲哉�（大和市立病院産婦人科）
OP45-1 子育てをしながら内視鏡技術認定医になるために―イクドクセミナー報告―

栃木県立がんセンター婦人科	 鴨澤　千尋
OP45-2 経膣内視鏡治療　vNOTESが秘めた可能性

札幌医科大学附属病院産婦人科学講座	 足立　岳貴
OP45-3 子宮腺筋症に対する適切な経腟回収方法の考察

倉敷成人病センター産婦人科	 仙波　恵樹
OP45-4 ロボット手術におけるNon-Technical	Skills	for	Patient	Side	Surgeon

倉敷成人病センター産婦人科	 加藤　　慧
OP45-5 オープンウィンドウ64（OW64）を用いた婦人科内視鏡手術トレーニング

川崎幸病院婦人科	 黒田　　浩
OP45-6 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術における子宮鏡併用5step病変切除法　	

＜非還流子宮鏡の有用性＞
聖路加国際病院女性総合診療部	 佐古　悠輔

OP45-7 ロボット支援下子宮全摘術における新しい子宮牽引方法
順天堂大学医学部産婦人科学講座	 藤野　一成



9 月 9 日（金）―第 8 会場（3F 313 ＋ 314）―

9：00～9：56	 一般口演46
	 「腹腔鏡手術（その他）⑧-治療成績・手術手技」

座長：柿沼　敏行�（国際医療福祉大学病院産婦人科）
OP46-1 当科初診時に片側腎機能の廃絶を認めた尿管子宮内膜症3例の検討

倉敷成人病センター産科婦人科	 越智　良文
OP46-2 膀胱子宮内膜症に対する腹腔鏡下膀胱部分切除術の有用性

新百合ヶ丘総合病院	 安藤　まり
OP46-3 鏡視下子宮全摘術における尿管損傷予防目的術中尿管ステント留置の経験

日本赤十字社医療センター産婦人科	 関　　章秀
OP46-4 腹腔鏡下子宮腺筋症切除術における手術成績と術後成績においての開腹手術との

比較検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室	 二木ひとみ

OP46-5 LM後の癒着とその防止方法に対する検討
社会医療法人誠光会淡海医療センター	 鳥井　裕子

OP46-6 MRI非典型的画像所見を示す子宮腫瘍に対し経子宮頸的針生検後に低侵襲手術を
施行した症例の検討

大阪市立総合医療センター婦人科	 村上　　誠
OP46-7 GnRHアンタゴニスト術前投与症例における術後のエストラジオール回復に関す

る検討
社会福祉法人同愛記念病院産婦人科	 青墳　愛理

10：05～11：01	 一般口演47
	 「腹腔鏡手術（その他）⑨-不妊症・異所性妊娠」

座長：黒田　恵司�（杉山産婦人科新宿）
OP47-1 単角子宮・卵巣位置異常が原因と考えられる不妊症に対する腹腔鏡下手術

日本赤十字社高松赤十字病院	 櫻井　　梓
OP47-2 腹腔内に迷入したレボノルゲストレル放出子宮内システムを腹腔鏡下手術で摘出

し妊娠が成立した不妊症の一例
慶應義塾大学医学部産科婦人科学教室	 木村　寛子

OP47-3 当科で腹腔鏡下に手動真空吸引法(MVA)で治療し得た稀な異所性妊娠2例
長崎大学病院産婦人科	 宮村　　侃

OP47-4 10年間に手術療法で加療した異所性妊娠症例の後方視的検討
山口赤十字病院産婦人科	 高石　清美

OP47-5 不妊治療における骨盤内感染を考える〜不妊治療後に骨盤内感染をきたし腹腔鏡
手術を施行した7症例を検討して〜

日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院	 上田　真子
OP47-6 帝王切開瘢痕部妊娠の5例

越谷市立病院産婦人科	 石黒　共人



OP47-7 Very	low	ovarian	responder患者の卵胞発育誘導のための卵胞活性化療法の改良
に関する検討

セントマザー産婦人科医院	 田中　　温

11：10～12：06	 一般口演48
	 「腹腔鏡手術（その他）⑩-骨盤臓器脱」

座長：蜂須賀　徹�（社会保険田川病院）
OP48-1 腹腔鏡下手術と経腟手術を組み合わせた骨盤臓器脱に対する術式の工夫

山梨赤十字病院産婦人科	 池田　頌子
OP48-2 腹腔鏡下仙骨腟固定術後の腹圧性尿失禁に対してメッシュアーム延長術を行った

一例
徳山中央病院産婦人科	 中川　達史

OP48-3 腹腔鏡下仙骨腟固定術後に腹腔内メッシュ切断があり腹腔鏡下に再固定術を施行
した1例

九州労災病院産婦人科	 浦川　瑠香
OP48-4 重症子宮脱に対しGelPOINTTRV-Pathを用いた経膣的内視鏡手術(vNOTES)下の

LAVHおよびShull法による仙骨子宮靭帯膣断端固定術が有用であった一例
独立行政法人国立病院機構千葉医療センター	 岡嶋　祐子

OP48-5 TVM術後にメッシュびらんを生じた骨盤臓器脱に対し、腹腔鏡下仙骨子宮靭帯
挙上術が有用であった1例

公立那賀病院産婦人科	 實森　昇子
OP48-6 子宮全摘術を必要とする骨盤臓器脱患者に対する腹腔鏡下側方固定術

（laparoscopic	lateral	suspension:	LLS）の有用性について
亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 大岩　一平

OP48-7 腹腔鏡下手術と腟式手術の組み合わせによる腟断端仙骨子宮靱帯固定術(USLS)
熊谷総合病院産婦人科	 篠崎　　悠

12：30～13：20	 ランチョンセミナー12

13：30～14：18	 一般口演49
	 「教育・トレーニング③」

座長：市川　雅男�（日本医科大学産婦人科）
OP49-1 心理学からアプローチしたトレーニング習慣化の実践

社会医療法人愛仁会明石医療センター	 嶋村　卓人
OP49-2 当院における腹腔鏡手術のカメラワークと補助鉗子について〜ロボット手術・

vNOTESの経験を腹腔鏡手術の助手操作に活かす〜
倉敷成人病センター産婦人科	 加藤　　慧

OP49-3 スポーツ科学を活用した腹腔鏡トレーニングについて
九州労災病院産婦人科	 西村　和朗

OP49-4 若手医師に対する腹腔鏡下手術の遠隔教育の試み
むつ総合病院産婦人科	 田村　良介



OP49-5 蛇腹型内視鏡固定器の有効性と使用経験―より少人数で腹腔鏡下手術を安全に行
う戦略―

順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科	 落合阿沙子
OP49-6 1日1針法で腹腔鏡手術手技は上達する！

越谷市立病院	 前原　真里

14：35～15：31	 一般口演50
	 「筋腫摘出術③-治療成績」

座長：廣田　　泰�（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）
OP50-1 当院での腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるin-bag	morcellationの検討

愛媛県立中央病院産婦人科	 丹下　景子
OP50-2 MPC	accurately	conserved	LM（Mac-LM）後に妊娠・出産にいたった3症例

南長野医療センター篠ノ井総合病院	 西村　良平
OP50-3 腹腔鏡下筋腫核出術時のMyoma	pseudocapsuleを温存するための工夫

岡山済生会総合病院産婦人科	 秋定　　幸
OP50-4 同一術者によるRPS下LMについて

済生会千里病院婦人科	 下村　将央
OP50-5 腹腔鏡用超音波検査を用いた腹腔鏡下子宮筋腫核出術における再発予防の試みと

術後再発率の検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室	 坂本　敬哉

OP50-6 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における、修練年数を考慮した手術適応に関する検討
聖路加国際病院女性総合診療部	 吉田　　司

OP50-7 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊孕性についての検討
新百合ヶ丘総合病院産婦人科	 深瀬　実加

15：40～16：36	 一般口演51
	 「腹腔鏡手術（その他）⑪-治療成績」

座長：河野　康志�（大分大学医学部産科婦人科）
OP51-1 TLHにおける腟断端癒合不全に対する考察_第3報

岡山済生会総合病院産婦人科	 平野由紀夫
OP51-2 アセトアミノフェンを含む非麻薬性鎮痛管理を行った良性鏡視下手術における術

後嘔気嘔吐（PONV）の発症頻度とリスク因子の検討
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室	 佐野　力哉

OP51-3 当院における腹腔鏡下および開腹骨盤内除臓術の比較検討
大阪大学医学部産婦人科	 八木　太郎

OP51-4 全腹腔鏡下子宮全摘術の術後感染減少を目指した周術期抗菌薬の取り組み
磐田市立総合病院産婦人科	 勝又　佳菜

OP51-5 腹腔鏡下手術における術後腰痛の発生と検討
佐賀県医療センター好生館産婦人科	 神下　　優

OP51-6 子宮筋腫に対する腹腔鏡下手術術前偽閉経療法の比較検討
メディカルトピア草加病院診療部婦人科	 加藤　紀子



OP51-7 75歳以上の高齢者における鏡視下手術の検討
神戸大学医学部産婦人科	 岡野　史奈

16：45～17：41	 一般口演52
	 「腹腔鏡手術（その他）⑫-異所性妊娠」

座長：原田美由紀�（東京大学産婦人科）
OP52-1 腹腔鏡下に治療し得た帝王切開後の骨盤内癒着による腹膜妊娠の一例

市立稚内病院産婦人科	 石川　雄大
OP52-2 腹膜妊娠で内視鏡下に手術を行ったが、大出血により開腹移行となった一例

関西ろうさい病院産婦人科	 大久保理恵子
OP52-3 卵管膨大部妊娠に対する卵管切除後に、同側の卵管間質部妊娠破裂を引き起こし

た自然妊娠の一例
JCHO大阪病院	 赤田　　将

OP52-4 非交通性副角子宮における副角妊娠後、同側の異所性妊娠を再発した一例
聖隷浜松病院リプロダクションセンター	 清水　由実

OP52-5 児娩出の4年後、胎盤を腹腔鏡下に摘出した腹腔妊娠の一例
八戸市立市民病院産婦人科	 吉田　瑶子

OP52-6 膀胱子宮窩腹膜妊娠の一例
東北医科薬科大学若林病院	 佐藤　綾香

OP52-7 子宮頸管妊娠に対して腹腔鏡下子宮動脈クリッピング併用子宮鏡下子宮内容除去
術にて治療し、術後1.1年後に無事挙児を得た1例

帝京大学ちば総合医療センター産婦人科医局	 牧　　綾音



9 月 10 日（土）―第 1 会場（1F メインホール）―

8：00～9：00	 第17回技術認定審査コンセンサスミーティング
司会：西　　洋孝�（東京医科大学産科婦人科学分野）

腹腔鏡コンセンサスミーティング
昭和大学病院産婦人科	 石川　哲也

子宮鏡コンセンサスミーティング
富山県立中央病院産婦人科	 谷村　　悟

9：10～10：40	 シンポジウム5
	 「婦人科領域におけるロボット手術技術認定医とは」

座長：横山　良仁�（弘前大学大学院医学研究科）
　　　馬場　　長�（岩手医科大学）

SY5-1 ロボット手術の技術認定制度に関するアンケート結果
鳥取大学医学部産科婦人科学分野	 小松　宏彰

SY5-2 内視鏡技術認定医の意義と要件
富山県立中央病院産婦人科	 谷村　　悟

SY5-3 ロボット認定医制度設計のあり方
東京大学	 平池　　修

SY5-4 腹腔鏡技術認定医はそのままロボット技術認定医としていいか？
静岡県立静岡がんセンター	 高橋　伸卓

SY5-5 ロボット手術動画の採点を通じてわかったこと
自治医科大学附属さいたま医療センター	 今井　　賢

SY5-6 私たちの考える理想のロボット技術評価ツールとは
京都大学医学部附属病院産婦人科	 砂田　真澄

10：50～12：20	 ワークショップ6
	 「安全性向上を目指したTLH　私のこだわり」

座長：谷口　文紀�（鳥取大学医学部産科婦人科学分野）
　　　楠木　　泉�（京都府立医科大学）

WS6-1 TLH手技における「利かない手」へのこだわり
北海道社会保険事業協会帯広病院産婦人科	 和田　　渚

WS6-2 細血管と脂肪で形成されるsurgical	layerを意識したTLH尿管アプローチ
倉敷成人病センター	 吉野　育典

WS6-3 安全にTLHを完遂するための手技を理論的に考える〜各手技における私のこだ
わり〜

東京都教職員互助会三楽病院	 中林　　稔
WS6-4 TLH、どう攻め、どう守る!?

メディカルトピア草加病院	 小堀　宏之
WS6-5 二度と尿管損傷を起こさないために

鹿児島市医師会病院婦人科	 山崎　英樹



WS6-6 ダグラス窩閉鎖症例に対する腹腔鏡下子宮全摘（TLH）とピュアロボット子宮
全摘（PRSH）の比較

川崎医科大学婦人科腫瘍学教室	 太田　啓明

12：35～13：25	 ランチョンセミナー13

14：30～16：20	 特別企画2
	 「ビデオクリニック　新しい審査指針からみた技術認定のポイント」

　　　　　座長：西　　洋孝�（東京医科大学産科婦人科学）
　　　　　　　　谷村　　悟�（富山県立中央病院産婦人科）
コメンテーター：羽田　智則�（倉敷成人病センター産婦人科）
　　　　　　　　林　　茂徳�（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室）
　　　　　　　　平池　　修�（東京大学大学院医学系研究科）
　　　　　　　　小堀　宏之�（メディカルトピア草加病院婦人科）



9 月 10 日（土）―第 2 会場（5F 503）―

9：10～10：40	 ワークショップ7
	 「助手の技術を磨く！～適切なカメラワークと補助鉗子の役割を考える～」

座長：太田　啓明�（川崎医科大学婦人科腫瘍学教室）
　　　小堀　宏之�（メディカルトピア草加病院）

WS7-1 助手の技術：術野展開と腹腔鏡手術の俯瞰的な理解
川崎幸病院婦人科	 黒田　　浩

WS7-2 理想の助手を目指して
東京ベイ・浦安市川医療センター	 若山嘉佑子

WS7-3 執刀医の自由度を最大化させる
東北大学病院周産母子センター	 渡邉　　善

WS7-4 助手歴10年で腹腔鏡手術へのアシストはどう変化したか
白河産婦人科	 奥村みどり

WS7-5 腹腔鏡下子宮全摘術(TLH:	Total	Laparoscopic	Hysterectomy)	における助手の極意
順天堂大学産婦人科	 武内　詩織

WS7-6 腹腔鏡手術におけるカメラ操作の重要性と子宮マニピュレーターの代わりに用い
る補助鉗子の工夫

がん研究会有明病院婦人科	 菅野　素子

10：50～12：20	 シンポジウム6
	 「深部子宮内膜症手術を安全に行うために」

座長：工藤　正尊�（北海道大学大学院医学研究院産婦人科学教室）
　　　甲賀かをり�（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

SY6-6 内視鏡手術修練医の立場からみた深部子宮内膜症手術
東京女子医科大学産婦人科学講座	 村田　周子

SY6-2 子宮・膀胱・直腸のコンパートメントと機能温存を学ぶ
札幌医科大学産婦人科学講座	 玉手　雅人

SY6-3 安全性と根治性を考慮した深部子宮内膜症手術
済生会長崎病院産婦人科	 平木　宏一

SY6-4 Sustainable	Management	of	DIEの観点から手術療法の立ち位置を再考する	
〜適切な引き際を見誤らないために〜

国立病院機構九州医療センター産科婦人科・臨床研究センター	 瓦林　靖広
SY6-5 骨盤痛を伴う深部子宮内膜症に対するTLH

医療法人伯鳳会大阪中央病院婦人科	 松本　　貴
SY6-1 ICGナビゲーションを用いたロボット支援下自律神経温存深部子宮内膜症切除術

〜より安全で確実なDE	surgeryを目指して〜
倉敷成人病センター産科婦人科	 菅野　　潔

12：35～13：25	 ランチョンセミナー14



14：30～14：45	 編集委員会報告
座長：塩田　　充�（川崎医療福祉大学）

滋賀医科大学産科学婦人科学講座	 村上　　節

14：50～15：05	 調査普及委員会報告
座長：原田　　省�（鳥取大学医学部附属病院）

鳥取大学医学部産科婦人科学分野	 谷口　文紀

15：10～16：10	 婦人科悪性腫瘍総合入力システム[Japan	Entry	System	of	
Gynecologic	Oncology	(JESGO)]について

座長：藤井多久磨�（藤田医科大学産婦人科）
　　　梶山　広明�（名古屋大学大学院医学系研究科）

JESGO概要、経緯
慶應義塾大学医学部産婦人科	 山上　　亘

実際の登録内容
京都大学大学医学部婦人科学産科学教室	 植田　彰彦

具体的な運用・導入について
久我山病院産婦人科	 山本　泰弘

協力の御願い
東海大学医学部産婦人科	 三上　幹男



9 月 10 日（土）―第 3 会場（5F 501）―

9：10～10：40	 シンポジウム7
	 「AI技術を取り入れた近未来の内視鏡診断・手術」
座長：藤原　　浩�（金沢大学医薬保健研究域医学系医学類生殖・発達医学領域産科婦人科学）
　　　岩瀬　　明�（群馬大学産婦人科）

SY7-1 内視鏡診断に利用できる近未来のAI関連技術
サイオステクノロジー株式会社	 野田　勝彦

SY7-2 深層学習を利用した子宮鏡による子宮体癌自動診断システムの開発について
東京大学医学部産婦人科	 曾根　献文

SY7-3 手術支援AIシステム「Surgical	Vision	Eureka」
アナウト株式会社	 小林　　直

SY7-4 内視鏡手術AI自動評価と婦人科手術ナビゲーションシステムの構築
国立がん研究センター東病院婦人科／国立がん研究センター東病院	
手術機器開発室／昭和大学産婦人科学講座	 竹中　　慎

SY7-5 AI	surgeryを実現するためのスマート治療室SCOT
東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学	 村垣　善浩

10：50～12：20	 ワークショップ8
	 「腹腔鏡下卵巣がん手術の保険収載に向けての取り組み」

座長：青木　大輔�（慶應義塾大学医学部産婦人科学教室）
　　　万代　昌紀�（京都大学大学院医学研究科）

WS8-1 日本婦人科腫瘍学会の取り組みと初期卵巣癌に対する鏡視下手術
山形大学医学部産婦人科	 永瀬　　智

WS8-2 進行卵巣癌に対する鏡視下手術の可能性
神戸大学大学院医学研究科産科婦人科	 寺井　義人

WS8-3 再発卵巣癌に対する鏡視下手術
岩手医科大学産婦人科	 馬場　　長

WS8-4 早期卵巣癌・卵管癌に対するMinimally	Invasive	Surgeryの自験例の検討
東海大学医学部専門診療学系産婦人科	 吉田　　浩

WS8-5 当施設で臨床研究として行なった腹腔鏡下卵巣癌手術の検討
大阪大学医学部産婦人科	 小林　栄仁

12：35～13：25	 ランチョンセミナー15

14：50～16：05	 特別企画3
	 「新たに保険収載された術式」

座長：北脇　　城�（京都府立医科大学名誉教授）
　　　甲賀かをり�（東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座）

SP3-1 帝王切開瘢痕症候群(CSS)に対する腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の導入経験
安城更生病院産婦人科	 藤田　　啓



SP3-2 当院における腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
滋賀医科大学産科婦人科	 辻　俊一郎

SP3-3 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下腟断端挙上術を実施する際の当院での工夫
聖隷浜松病院産婦人科	 清水　陽彦

SP3-4 骨盤臓器脱手術の術式選択について-新たに保険収載された腹腔鏡下骨盤臓器脱
手術を運用するための適応基準-

九州労災病院産婦人科／産業医科大学医学部産婦人科	 西村　和朗
SP3-5 腹腔鏡下腟断端挙上術の適応と実際

産業医科大学若松病院産婦人科	 吉村　和晃



9 月 10 日（土）―第 4 会場（5F 502）―

9：10～9：58	 一般口演53
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑫-治療成績」

座長：木林潤一郎�（横浜総合病院婦人科内視鏡手術センター）
OP53-1 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した良性転移性平滑筋腫－当院で経験した2症例の

検討－
倉敷成人病センター産婦人科	 吉野　育典

OP53-2 子宮動脈塞栓術(UAE)の既往は手術成績に影響を与えるか？－UAE後に腹腔鏡
下子宮全摘術(TLH)を施行した4例の手術成績に関する検討－

順天堂大学医学部付属順天堂医院	 牧野　祐也
OP53-3 当科におけるTLHの安全のための工夫と注意点

岐阜市民病院産婦人科	 平工　由香
OP53-4 術前GnRHアンタゴニスト投与による腹腔鏡下子宮全摘術後の腟壁癒着症例の検討

医療法人社団慈恵会新須磨病院婦人科	 谷　　杏奈
OP53-5 巨大子宮頚部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘出術の工夫と成績

高の原中央病院産婦人科	 谷口　文章
OP53-6 腹腔鏡下子宮全摘術におけるメトロニダゾール腟内投与による腟内細菌に関連し

た合併症の予防効果
帝京大学医学部附属溝口病院	 磯野　　渉

10：15～11：11	 一般口演54
	 「審査腹腔鏡①-治療成績・症例報告」

座長：矢幡　秀昭�（九州大学病院産科婦人科）
OP54-1 大量腹水を伴った進行卵巣癌・腹膜癌の診断的腹腔鏡手術時における腹水濾過濃

縮再静注法(CART)の有用性
奈良県総合医療センター	 谷口真紀子

OP54-2 PSC疑い症例に対し審査腹腔鏡下手術にて採取した生検組織を用いたHRD検査
の現況

熊本市民病院産婦人科	 前田　菜々
OP54-3 進行卵巣/卵管/腹膜癌に対する審査腹腔鏡の現状

姫路赤十字病院産婦人科	 中山　朋子
OP54-4 進行卵巣癌に対する審査腹腔鏡の有用性についての検討

埼玉県立がんセンター	 青田　沙紀
OP54-5 進行卵巣癌腹膜癌に対する審査腹腔鏡の問題点について-自験例での検討

長野市民病院婦人科	 佐野めぐみ
OP54-6 当院における進行癌に対する診断的腹腔鏡下手術の取り組み

岐阜市民病院産婦人科	 桑山　太郎
OP54-7 進行卵巣癌/原発性腹膜癌におけるCART併用審査腹腔鏡の意義

昭和大学横浜市北部病院産婦人科	 宮本　真豪



11：20～12：16	 一般口演55
	 「ロボット支援下子宮全摘術（良性疾患）②-治療成績」

座長：伊東　宏絵�（東京医科大学産科婦人科）
OP55-1 巨大子宮に対するロボット支援下子宮摘出術の有用性

山梨県立中央病院婦人科	 野崎　敬博
OP55-2 当院における婦人科良性疾患に対するロボット支援下子宮全摘術の初期経験

東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科	 小島　大紀
OP55-3 当院におけるロボット支援腹腔鏡下腟式子宮全摘出術の導入経験と術式定型化へ

の道
順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科	 奥村　俊之

OP55-4 当院におけるロボット支援下子宮全摘術導入経験と初期成績の評価
福井大学医学部附属病院産科婦人科	 井上　大輔

OP55-5 摘出子宮重量が1000g以上であったロボット支援下手術の検討
大阪市立総合医療センター婦人科	 徳山　　治

OP55-6 ロボット支援下手術は腹腔鏡手術より時間がかかるのか
昭和大学藤が丘病院産婦人科	 中山　　健

OP55-7 婦人科良性疾患における腹腔鏡手術とロボット手術の有用性
島根大学医学部産科婦人科	 石橋　朋佳

12：35～13：25	 ランチョンセミナー16

14：20～15：16	 一般口演56
	 「付属器手術（良性疾患）⑥-治療成績」

座長：松島　　隆�（日本医科大学武蔵小杉病院女性診療科・産科）
OP56-1 当院におけるAAGL分類を用いた子宮内膜症手術の難易度評価の妥当性について

の検討
京都府立医科大学大学院医学研究科女性生涯医科学	 青山　幸平

OP56-2 当院における卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡手術後の再発と術式について
の検討

京都府立医科大学大学院女性生涯医科学	 志村　光揮
OP56-3 内膜症性嚢胞を摘出する際に電気メスで隣接する小腸を熱損傷した一例

公立学校共済組合中国中央病院	 大塚由有子
OP56-4 子宮内膜症手術の新たな術前予測法

日本医科大学千葉北総病院女性診療科・産科	 可世木華子
OP56-5 卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡下片側卵巣切除術/両側卵管切除術（UO/

BS）：5mm4孔法での腹腔外と腹腔内細切搬出法の比較
岐阜市民病院産婦人科	 桑原万友香

OP56-6 片側あるいは両側卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する腹腔鏡手術後の血中AMH値の
変化に関する検討

長崎大学産婦人科	 梶村　　慈



OP56-7 子宮内膜症に対する腹腔鏡手術がジエノゲスト投与中の血中エストラジオール値
に与える影響について

高知大学医学部産科婦人科学教室	 山本　槙平

15：25～16：13	 一般口演57
	 「付属器手術（悪性疾患）①-治療成績」

座長：片山　佳代�（藤沢市民病院産婦人科）
OP57-1 腹腔鏡下手術後に境界悪性または悪性卵巣腫瘍と診断された症例の検討

岡山済生会総合病院産婦人科	 春間　朋子
OP57-2 内膜症性嚢胞と内膜症関連卵巣癌鑑別における予測インデックスの比較とその特性

奈良県立医科大学産婦人科学教室	 河原　直紀
OP57-3 当科で施行しているリスク低減卵管卵巣摘出術（risk	reducing	salpingo-

oophorectomy	RRSO）について
長崎大学病院	 原田亜由美

OP57-4 当院におけるRRSOに関する現状と展望
東京大学医学部附属病院女性診療科・産科	 宮本雄一郎

OP57-5 当院における腹腔鏡下リスク低減卵管卵巣摘出術に対する検討
岩手医科大学産婦人科	 海道　善隆

OP57-6 当院における遺伝性乳癌卵巣癌症候群(HBOC)に対するリスク低減卵管卵巣摘出
術(RRSO)の現状

虎の門病院	 竹内　　真



9 月 10 日（土）―第 5 会場（4F 414 ＋ 415）―

9：10～10：06	 一般口演58
	 「子宮鏡③-症例報告」

座長：齊藤寿一郎�（順天堂大学医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター婦人科）
OP58-1 子宮鏡下手術により切除したポリープ状異型腺筋腫の5症例

淡海医療センター産婦人科	 卜部　優子
OP58-2 子宮頸管妊娠にバソプレシンを局注療法が有用であった4症例

仙台医療センター	 安藤　宏輔
OP58-3 子宮頸管妊娠に対する治療法の選択について

琉球大学産婦人科	 吉田　晃大
OP58-4 当院で子宮鏡下手術により診断された子宮体癌症例の後方視的検討

国家公務員共済組合連合会浜の町病院	 前原　　都
OP58-5 流産術後のRPOC	(Retained	Products	of	Conception)を子宮鏡手術で除去した2症例

日本赤十字社医療センター産婦人科	 有馬　香織
OP58-6 子宮頚管妊娠による大量出血に対して子宮鏡下止血術を施行した2例

聖路加国際病院女性総合診療部	 横田　祐子
OP58-7 閉経後のターナー女性に発症した多発子宮内膜ポリープ

高山赤十字病院産婦人科	 林　　佳奈

10：15～11：11	 一般口演59
	 「子宮鏡④-ポリープ切除」

座長：丸山　正統�（医療法人慈正会丸山記念総合病院）
OP59-1 子宮内膜ポリープの術前診断で子宮鏡手術を行い子宮内膜異型増殖症と診断され

た8症例の検討
聖マリアンナ医科大学東横病院婦人科	 中村健太郎

OP59-2 当院で経験した異型ポリープ状腺筋腫3例の臨床背景と経過、転帰について
市立秋田総合病院産婦人科	 軽部　裕子

OP59-3 軟性子宮鏡検査におけるNBIの臨床的有用性に関する検討
立正佼成会附属佼成病院	 對馬　可菜

OP59-4 当院における子宮鏡下手術の有用性についての検討
産科婦人科舘出張佐藤病院	 高橋　伸子

OP59-5 不妊症における子宮内膜ポリープを合併した慢性子宮内膜炎に関する検討
虎の門病院産婦人科	 矢野　倫子

OP59-6 Retained	Products	of	Conception(RPOC)に対する迅速かつ安全な治療―腹腔鏡
下子宮動脈一時結紮を併用した子宮鏡下摘出術―

帝京大学医学部附属溝口病院	 岡村明日香
OP59-7 日帰り細径硬性子宮鏡手術症例の有用性に対する後方視的検討

帝京大学医学部産婦人科	 西田　晴香



11：20～12：16	 一般口演60
	 「子宮鏡⑤-シェーバーシステム」

座長：升田　博隆�（医療法人清和会HMレディースクリニック銀座）
OP60-1 流死産後のretained	products	of	conception(RPOC)に対するTruClearTMティッ

シュリムーバルシステムの使用経験
順和会山王病院女性医療センター/リプロダクション・婦人科内視鏡治療部門	
	 久須美真紀

OP60-2 Integrated	Bigatti	Shaverで切除し得た子宮内異物性肉芽の一例
日本医科大学	 深川　知明

OP60-3 手動シェーバーの使用経験
高木病院産婦人科	 清水　彩理

OP60-4 手動式、電動式いずれも使用可能なモルセレーション式子宮鏡下手術システム
（MyoSure）の使用経験

医療法人あかね会土谷総合病院	 鍵元　淳子
OP60-5 OmniヒステロスコープとMyoSureMANUALを用いた外来での子宮鏡下子宮内

膜ポリープ切除術の使用経験および当院での従来法との比較
岐阜市民病院	 谷垣　佳子

OP60-6 子宮内膜ポリープと子宮粘膜下筋腫にたいしてMyosureティッシューリムーバブ
ルシステムRを使用して行った子宮鏡手術

順天堂大学医学部付属順天堂東京江東高齢者医療センター婦人科	 手島　　薫
OP60-7 シェーバー型子宮鏡を用いた不妊症例に対する子宮内膜ポリープ切除術後の妊娠

成績について
医療法人社団鳳凰会フェニックスアートクリニック	 藤原　敏博

12：35～13：25	 ランチョンセミナー17

14：20～15：16	 一般口演61
	 「経腟的腹腔鏡手術②-症例報告・治療成績」

座長：藤本　晃久�（帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科）
OP61-1 当院におけるvNOTESの導入

越谷市立病院産婦人科	 青木　志保
OP61-2 当院におけるGelPOINTRV-Pathを用いたvNOTES付属器手術の初期経験

倉敷成人病センター産科婦人科	 島田　京子
OP61-3 医療過疎地中規模病院におけるvNOTEs導入の意義

東近江総合医療センター産婦人科	 高橋　顕雅
OP61-4 当院におけるVANH	(vaginally	assisted	NOTES	hysterectomy)の短期成績

倉敷成人病センター産婦人科	 桝田沙也加
OP61-5 当院でのvaginally	assisted	NOTES	hysterectomyの検討

長岡中央綜合病院産婦人科	 春谷　千智
OP61-6 vaginal	Natural	Orifice	Transluminal	Endoscopic	Surgery(vNOTES)の導入と治

療成績
国際医療福祉大学三田病院	 永吉　陽子



OP61-7 当院におけるvNOTES	Hysterectomyの導入と成績
仙台市立病院産婦人科	 宇賀神智久

15：25～16：13	 一般口演62
	 「付属器手術（良性疾患）⑦-妊娠関連」

座長：小泉美奈子�（同愛記念病院産婦人科）
OP62-1 卵巣腫瘍合併妊娠に対する腹腔鏡下手術　上腹部ダイヤモンド配置を用いて施行

した3例
国立病院機構京都医療センター	 住永　優里

OP62-2 当院で腹腔鏡下に診断、治療した卵巣妊娠4例の検討
浜の町病院産婦人科	 中山　紗千

OP62-3 当院における妊娠中の腹腔鏡補助下良性卵巣嚢腫切除術27例について
東京リバーサイド病院産婦人科	 小迫　優子

OP62-4 当科で腹腔鏡下手術を施行した卵巣腫瘍合併妊娠23症例の検討と、術中の工夫点
東京ベイ・浦安市川医療センター	 出嶋　弥広

OP62-5 多嚢胞性卵巣症候群に対する腹腔鏡下卵巣開孔術の治療効果に関する後方視的検討
岩手医科大学医学部産婦人科	 尾上　洋樹

OP62-6 外科的治療を要した胎児共存部分胞状奇胎流産後に合併したHyperreactio	
Luteinalisの1症例

高知赤十字病院産婦人科	 瀬戸さち恵



9 月 10 日（土）―第 6 会場（4F 416 ＋ 417）―

9：10～10：06	 一般口演63
	 「教育・トレーニング④」

座長：石川　博士�（千葉大学大学院医学研究院生殖医学）
OP63-1 家庭用3Dプリンターを用いた子宮モデルの作製と術前シミュレーションへの応用

倉敷成人病センター産婦人科	 仙波　恵樹
OP63-2 熊本県における婦人科内視鏡手術の普及に向けた取組みと課題

熊本市民病院産婦人科	 直居　裕和
OP63-3 他施設医師とチームで目指す内視鏡技術認定医取得への試み-イクドクセミナー

に参加して-
JCHO久留米総合病院	 三嶋すみれ

OP63-4 医学生に対する腹腔鏡ドライボックス手技体験を通して得られた知見
富山大学附属病院産科婦人科	 山田　清貴

OP63-5 エラストマーを用いたドライボックス練習方法について〜腹膜連続縫合モデル、
子宮漿膜縫合モデル、腟断端縫合モデルへの応用〜

仙台市立病院	 村川　　東
OP63-6 腹腔鏡認定研修施設となった当院の修練医の研修報告＜地方病院の現状＞

大曲厚生医療センター産婦人科	 長尾　大輔
OP63-7 美文字アプリを用いた左手トレーニングが腹腔鏡下結紮時間に与える影響

聖路加国際病院女性総合診療部	 古明地康平

10：15～11：11	 一般口演64
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑬-治療成績・症例報告」

座長：北　　正人�（関西医科大学医学部産科学婦人科学講座）
OP64-1 当院の全腹腔鏡下子宮全摘出術における尿管損傷症例についての検討

国保旭中央病院	 三浦　貴大
OP64-2 当院で経験した腹腔鏡下子宮全摘術後付属器茎捻転の二例

旭川医科大学産科婦人科学講座	 早坂　美紗
OP64-3 完全分離した重複子宮に対して腹腔鏡下単純子宮全摘術を施行した1例

神戸大学大学院医学研究科産科婦人科学分野	 冨本　雅子
OP64-4 腹腔鏡下子宮全摘出術における尿管損傷時の尿管口からの尿流出の比較

越谷市立病院産婦人科	 中村　謙一
OP64-5 全腹腔鏡下子宮全摘出術における膀胱損傷の一例と予防および早期発見の取り組み

越谷市立病院産婦人科	 藤岡　　彩
OP64-6 術前に子宮筋腫と診断され、全腹腔鏡下子宮全摘術後に子宮肉腫の診断となった

症例についての検討
名古屋市立大学附属病院東部医療センター産婦人科	 近藤　好美

OP64-7 重症子宮内膜症の有無による腹腔鏡下子宮全摘術成績の比較検討
高の原中央病院産婦人科	 曽山　浩明



11：20～12：16	 一般口演65
	 「付属器手術（良性疾患）⑧-異所性妊娠」

座長：伊藤　理廣�（JCHO群馬中央病院リプロダクションセンター）
OP65-1 異所性妊娠の診断でMTX療法を試みたが，治療不成功の結果腹腔鏡下卵管切除

術を施行した症例の検討
大和市立病院	 鈴木　　絢

OP65-2 卵管膨大部妊娠に対する腹腔鏡卵管切開術後の自然妊娠に関する検討
東北医科薬科大学若林病院産婦人科	 渡辺　　正

OP65-3 当院で経験した卵管間質部妊娠の症例
安城更生病院	 花谷　茉也

OP65-4 当院で過去2年間に経験した卵巣妊娠と卵管妊娠の臨床所見の比較
東京ベイ・浦安市川医療センター産婦人科	 黒瀬　大地

OP65-5 卵管間質部妊娠に対する手術手技に関する臨床解剖学的考察
広島市立広島市民病院産科婦人科	 森川　恵司

OP65-6 異所性妊娠手術症例における希少部位妊娠と大量出血症例の成績　―20年間、
259件の異所性妊娠手術症例からの検討―

福島赤十字病院産婦人科	 矢澤　里穂
OP65-7 専攻医が執刀する腹腔鏡下卵管妊娠手術における3孔式並びに4孔式の手術成績に

関する検討
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科	 玉井　佳奈

12：35～13：25	 ランチョンセミナー18

14：20～15：16	 一般口演66
	 「腹腔鏡手術（その他）⑬-治療成績・手術手技」

座長：梅本　雅彦�（吹田徳州会病院）
OP66-1 子宮筋腫術前のレルゴリクス投与による副作用の検討

三楽病院	 上原　真里
OP66-2 婦人科内視鏡手術におけるNIRCTM蛍光尿管カテーテルの有用性について

岐阜市民病院	 尹　　麗梅
OP66-3 輸血拒否患者に対する鏡視下手術の後方視的検討

京都医療センター	 岸本　尚也
OP66-4 腹腔鏡補助下筋腫核出術中にGel	POINT・アクセスプラットフォームのスリー

ブ破損を来した1例
東京都立大塚病院	 櫻井　香織

OP66-5 当院で診断された異型ポリープ状腺筋腫(APAM)の後方視的検討
一般財団法人倉敷成人病センター産婦人科	 戸枝　　満

OP66-6 月経困難症を有する子宮頸部円錐切除術後の頸管閉塞に対して、腹腔鏡併用のも
と子宮頸管開口術と癒着剥離術をした1症例

藤田医科大学医学部先端ロボット・内視鏡手術学講座	 仲村　　勝
OP66-7 帝王切開瘢痕部症候群に対する子宮瘢痕部修復術後に妊娠に至った4症例

仙台医療センター／東北大学病院	 小丸扶紗子



15：25～16：13	 一般口演67
	 「付属器手術（良性疾患）⑨-手術手技・症例報告」

座長：渡辺　　正�（東北医科薬科大学若林病院産婦人科）
OP67-1 腹腔鏡下手術により診断した卵管捻転の2例

名古屋市立大学産科婦人科	 小川　紫野
OP67-2 保存的加療が奏効しない卵管卵巣膿瘍に対する腹腔鏡による早期外科的介入

津山中央病院	 片山　沙希
OP67-3 繰り返す捻転によって卵管切除に至った小児の卵管水腫の一例

琉球大学病院産婦人科	 知念　柊子
OP67-4 当科で経験した卵管捻転の2症例

沖縄赤十字病院	 上里　忠和
OP67-5 卵管留水腫に対する、卵巣機能に配慮した腹腔鏡下卵管切除術―たかが卵管切

除、されど卵管切除その1―
千船病院	 北口　智美

OP67-6 高度癒着症例での腹腔鏡下卵管切除術－たかが卵管切除、されど卵管切除	その2－
女性クリニックWEおおさか／愛仁会千船病院産婦人科	 佐伯　　愛



9 月 10 日（土）―第 7 会場（3F 311 ＋ 312）―

9：10～10：06	 一般口演68
	 「審査腹腔鏡②-手術手技・症例報告」

座長：小林　栄仁�（大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学）
OP68-1 当科で診断的腹腔鏡手術を行った4人の進行卵巣癌患者について

国際医療福祉大学医学部産婦人科	 岡田　智志
OP68-2 審査腹腔鏡で腹水濾過濃縮再静注法を安全に施行した多量腹水の進行卵巣癌

昭和大学横浜市北部病院	 牧野　吉朗
OP68-3 がん性腹膜炎を伴う進行卵巣癌・卵管癌・腹膜癌に対する当院での腹腔鏡下腫瘍

生検の取り組み
春日井市民病院産婦人科	 佐藤麻美子

OP68-4 当科における進行卵巣癌に対する審査腹腔鏡の短期的な現状
東京女子医科大学産婦人科学講座	 菅野　俊幸

OP68-5 進行卵巣癌の審査腹腔鏡におけるファーストトロッカーの位置を考える
JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター	 中島　雅子

OP68-6 当科における進行卵巣癌に対する審査腹腔鏡
信州大学医学部産科婦人科	 井田　耕一

OP68-7 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節生検が診断確定に有用であった婦人科悪性腫瘍症例の
検討

東北大学病院婦人科	 永井　智之

10：15～11：11	 一般口演69
	 「腹腔鏡手術（その他）⑭-異所性妊娠」

座長：藤原　敏博�（医療法人社団鳳凰会フェニックスアートクリニック）
OP69-1 腹腔鏡で子宮漿膜及び大網妊娠と診断し得た異所性妊娠の一例

けいゆう病院	 荒瀬　　透
OP69-2 当科で最近経験したダグラス窩腹膜妊娠の2例

八尾市立病院産婦人科	 永井　　景
OP69-3 当院で経験した子宮内外同時妊娠の2例

社会医療法人愛仁会明石医療センター	 嶋村　卓人
OP69-4 腹腔鏡下卵管間質部妊娠手術におけるBiSectの使用経験

飯塚病院産婦人科	 李　　理華
OP69-5 当院における稀少部位異所性妊娠治療の後方視的検討

泉大津市立病院産婦人科	 和田　卓磨
OP69-6 異所性妊娠は、もはや内科疾患か：無水エタノールによるCV標的療法260例の治

療効果から検証する
Natural	ART	Clinic日本橋	 長田　尚夫

OP69-7 卵管切除後の同側発生の反復卵管妊娠例の解析とその予防に対する検討
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科	 玉井　佳奈



11：20～12：16	 一般口演70
	 「審査腹腔鏡③-症例報告」

座長：久布白兼行�（公益財団法人東京都予防医学協会保健会館クリニック婦人科）
OP70-1 進行卵巣癌の臨床像を呈し、審査腹腔鏡を行い、組織診病理結果では大腸がんの

診断となった1例
三重中央医療センター産婦人科	 張　　凌雲

OP70-2 審査腹腔鏡により卵管癌と病理診断された二例
武蔵野赤十字病院産婦人科	 井浦　文香

OP70-3 腹腔鏡下生検で診断された悪性腹膜中皮腫の病変形態
富山県立中央病院産婦人科	 草開　　妙

OP70-4 審査腹腔鏡にて進行卵管癌と診断し腫瘍減量術を施行した1例
千葉大学医学部附属病院婦人科	 松岡　　歩

OP70-5 審査腹腔鏡にて診断に至ったBurkitt	lymphomaの1例
NTT東日本札幌病院産婦人科	 寺本　瑞絵

OP70-6 進行卵巣癌の審査腹腔鏡における検体量に関しての検討
国立病院機構埼玉病院産婦人科	 福田　崇晃

OP70-7 遺伝性乳癌卵巣癌症候群を背景とした乳癌、卵巣癌同時発症例に対して審査腹腔
鏡に続き乳房切除術とprimary	debulking	surgeryを行った1例

愛知県がんセンター婦人科	 小高　紗季

12：35～13：25	 ランチョンセミナー19

14：20～15：16	 一般口演71
	 「付属器手術（悪性疾患）②-症例報告」

座長：関根　正幸�（新潟大学大学院医歯学総合研究科産婦人科）
OP71-1 腹腔鏡手術で診断された異所性卵巣明細胞癌の1例

群馬中央病院	 星澤　早紀
OP71-2 進行大腸癌に合併する充実部分を伴う卵巣腫瘍を認め、その診断に腹腔鏡が有用

であった1例
伊那中央病院	 宮下　昭太

OP71-3 腹腔鏡下子宮全摘術時に行った予防的卵管摘出より偶然発見された高分化型乳頭
状中皮腫の一例

キッコーマン総合病院	 秋津　憲佑
OP71-4 卵巣チョコレート嚢腫に対する腹腔鏡手術後に卵巣類内膜境界悪性腫瘍と診断さ

れた1例
東京女子医科大学附属足立医療センター産婦人科	 春日みさき

OP71-5 腹腔鏡下手術後に診断された悪性転化を伴う卵巣成熟奇形腫の1例
東京慈恵会医科大学葛飾医療センター	 山内貴志人

OP71-6 卵巣癌IIIB期においてより低侵襲でのcomplete	surgeryを目指し腹腔鏡を併用し
た1例

兵庫県立がんセンター婦人科	 矢野　紘子



OP71-7 肝門部リンパ節への孤発性再発に対して腹腔鏡下に完全切除し得た卵巣癌の1例
近江八幡市立総合医療センター産婦人科	 竹川　哲史

15：25～16：13	 一般口演72
	 「筋腫摘出術④-手術手技」

座長：渡邉　　善�（東北大学病院周産母子センター）
OP72-1 腹腔鏡下子宮粘膜下筋腫核出術において、インジゴカルミン使用により内膜穿破

を避けることが可能であった2例
東海大学八王子病院	 間邊　貴俊

OP72-2 単孔式腹腔鏡下子宮筋腫核出術における吊り上げ法の有用性
京都桂病院産婦人科	 岩見州一郎

OP72-3 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における適切な筋層縫合の習得－手技のポイント－
愛仁会千船病院	 北　　采加

OP72-4 腹腔鏡下子宮筋腫核出術(LM)における経腟回収－難易度を下げる工夫－
倉敷成人病センター産科婦人科	 島田　京子

OP72-5 Temporary	UALを用いたLMについて
宮崎善仁会病院婦人科	 和田　俊朗

OP72-6 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における組織回収バッグの使用経験
昭和大学江東豊洲病院産婦人科	 芳川　愛美



9 月 10 日（土）―第 8 会場（3F 313 ＋ 314）―

9：10～9：58	 一般口演73
	 「ロボット支援下子宮全摘術（良性疾患）③-手術手技」

座長：福原　理恵�（弘前大学医学部附属病院産科婦人科）
OP73-1 2本のインストルメントのみを用いて行うロボット支援下子宮全摘術(RASH)

一般財団法人倉敷成人病センター産婦人科	 戸枝　　満
OP73-2 当院における肥満症例に対してdirect法での第一トロッカー穿刺に対する工夫

岐阜市民病院	 桑山　太郎
OP73-3 ロボット支援腹腔鏡下子宮全摘術における子宮マニピュレーターを用いない頸部

周囲操作
帯広厚生病院	 森脇　征史

OP73-4 当院におけるロボット支援下子宮全摘術のコスト削減に向けての工夫
市立池田病院産婦人科	 芦原　敬允

OP73-5 当科におけるロボット支援下子宮全摘術（RALH）の費用削減と工夫
岐阜市民病院産婦人科	 上村　小雪

OP73-6 内視鏡技術認定医によるロボット支援下子宮全摘術スタートアップと腹腔鏡下子
宮全摘術の手術成績比較

明石医療センター	 松岡　正造

10：15～11：11	 一般口演74
	 「ロボット支援下手術-その他」

座長：西澤　春紀�（藤田医科大学医学部産婦人科）
OP74-1 心臓ペースメーカー使用者に対して、ダブルバイポーラー法を用いたロボット支

援下子宮全摘出術の有用性
京都大学医学部産婦人科	 若園　依未

OP74-2 当院でのロボット手術の導入とその成績
成田赤十字病院	 塙　　真輔

OP74-3 ロボット支援下手術時の膀胱鏡検査にて判明した泌尿器疾患
大阪市立総合医療センター婦人科	 安部倫太郎

OP74-4 ロボット支援下仙骨腟固定術直後に小児期の虫垂炎術後創部の腹壁瘢痕ヘルニア
を発症した一例

帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科	 平塚　大輝
OP74-5 本学ダビンチトレーニングセンターにて術者の姿勢に注意してダビンチのコント

ローラー操作をした経験
藤田医科大学医学部産婦人科学講座	 大脇　晶子

OP74-6 オンラインリアルタイムロボット支援下手術指導導入へむけた取り組み
公立陶生病院	 丹羽　優莉

OP74-7 ロボット支援下手術の導入と今後の課題
徳島大学産科婦人科学分野	 加藤　剛志



11：20～12：16	 一般口演75
	 「ロボット支援下仙骨腟固定術③-手術手技ほか」

座長：吉木　尚之�（東京医科歯科大学）
OP75-1 腹腔鏡下仙骨膣固定術後に再発し、ロボット支援腹腔鏡下仙骨膣固定術を施行し

た1例
日本生命病院	 新垣佑里香

OP75-2 Robot-assisted	laparoscopic	sacrocolpopexyを経験して、laparoscopic	
sacrocolpopexyのアドバンテージを明確化する

亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 野村　昌良
OP75-3 Solo	surgeryとしてのロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固定術の意義：よりロボット

らしい手術を目指して
亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 野村　昌良

OP75-4 腎移植後の骨盤臓器脱にたいしてロボット支援下非メッシュ手術をおこなった一例
富山県立中央病院産婦人科	 飴谷　由佳

OP75-5 岬角へのメッシュ固定困難症例への対応　―ロボット支援下pectopexy―
昭和大学病院産婦人科	 石川　哲也

OP75-6 ロボット支援手術において鉗子の可動域を向上させるための指抜き動作のすすめ
亀田総合病院ウロギネ・女性排尿機能センター	 大渕　朝日

OP75-7 難症例、再発症例に対するロボット支援下仙骨腟固定術（RSC）の適応と工夫
大阪警察病院ウロギネセンター／大阪警察病院産婦人科	 塚原稚香子

12：35～13：25	 ランチョンセミナー20

14：20～15：16	 一般口演76
	 「子宮全摘術（良性疾患）⑭-症例報告」

座長：菊地　　盤�（メディカルパーク横浜）
OP76-1 化学療法施行に先立ち全腹腔鏡下子宮全摘術が奏功した侵入奇胎の1例

横浜市立大学附属病院産婦人科	 長　たまき
OP76-2 TLH施行後にA群溶連菌による感染性心内膜炎を発症し内因性細菌性眼内炎から

失明に至った一例
広島市立広島市民病院	 坂井　裕樹

OP76-3 腹腔鏡下子宮全摘術後に腟断端離開を来した一例
中部ろうさい病院	 日比絵里菜

OP76-4 全腹腔鏡下子宮全摘術後の尿管腟瘻の一例
九州大学病院産科婦人科	 安永　昌史

OP76-5 腹腔鏡下手術において術後腹部X線撮影は必要か	－	手術機器遺残が疑われた2例
による検討

市立貝塚病院	 永瀬　慶和
OP76-6 骨盤内に脱出したレボノルゲストレル放出子宮内システムを腹腔鏡手術で回収し

た1例
三重県立総合医療センター	 大里　和広



OP76-7 性成熟期に腹腔鏡下非交通性機能性子宮摘出術ならびに腟再建術を施行した総排
泄腔遺残症（persistent	cloaca）の1例

岡山大学病院産科婦人科	 鎌田　泰彦

15：25～16：13	 一般口演77
	 「腹腔鏡手術（その他）⑮-肥満症例・合併症」

座長：飛梅　孝子�（大阪医療センター産婦人科）
OP77-1 当院の肥満症例に対する腹腔鏡下手術の検討

帝京大学医学部附属病院産婦人科	 高橋ゆう子
OP77-2 高度肥満合併症例に対して単孔式手術を実施した2症例

大阪府済生会千里病院婦人科	 岡嶋　晋加
OP77-3 腹腔鏡下手術を予定し術前肥満外来で治療を受けた4症例の検討

日本大学病院婦人科／日本大学医学部産婦人科	 下河　早織
OP77-4 当院の鏡視下手術における周術期合併症の検討

松山赤十字病院	 高杉　篤志
OP77-5 婦人科良性疾患の腹腔鏡手術と開腹手術における隠れ出血量の検討

済生会山形済生病院産婦人科	 杉山　晶子
OP77-6 トロカール刺入時合併症となりうる腸管臍部癒着症例の後方視的検討

順天堂大学産婦人科	 川崎　　優



デジタル発表

	 デジタル発表1
	 「腹腔鏡手術①（子宮全摘術[良性疾患]）」
DP01-1 蛍光尿管カテーテルの使用によって安全に腹腔鏡下子宮全摘術を実施しえた深部

子宮内膜症を合併した多発子宮筋腫の一例
市立貝塚病院産婦人科	 永瀬　慶和

DP01-2 Chron病に起因したS状結腸子宮瘻の1例
淀川キリスト教病院	 村上　暢子

DP01-3 腹腔鏡下子宮全摘出術における有害事象発生因子の検討〜腟断端縫合時間および
子宮回収時間は影響するか〜

聖路加国際病院女性総合診療部	 金城　国俊
DP01-4 ロボット支援腹腔鏡下子宮全摘術後に腹腔内寄生筋腫が生じた1例

東京医科歯科大学病院周産・女性診療科	 間野ちひろ
DP01-5 腹腔鏡下手術にて切除し得た傍尿道平滑筋腫の一例

北里大学北里研究所病院婦人科	 杉本　　到
DP01-6 既往開腹術による臍部の癒着が疑われた症例に対してオプティカル法による

Lee-Huang	pointからの第一穿刺で安全にTLHを施行しえた1例
徳島県立中央病院産婦人科	 正木　理恵

DP01-7 腹腔鏡下子宮筋腫核出後に発症した多嚢胞性筋腫の1例
藤田医科大学病院産婦人科学	 高田　恭平

DP01-8 子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術後合併症のため腹腔鏡下子宮全摘術を施行した
1例

富士市立中央病院	 古川　琢麻
DP01-9 腹腔鏡下手術を施行した漿膜下子宮筋腫茎捻転の1例

トヨタ記念病院産婦人科	 柴田　莉奈
DP01-10 腹腔鏡下子宮全摘術後の腹腔内筋腫遺残の1例

京都第一赤十字病院産婦人科	 大久保智治
DP01-11 巨大子宮頸部憩室に対し腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した一例

鳥取大学医学部附属病院産科婦人科	 和田　郁美
DP01-12 子宮・腟留血症による繰り返す腹痛に対して、腹腔鏡下に患側子宮全摘を施行し

たOHVIRA症候群の1例
横浜市立大学附属市民総合医療センター	 齊藤　　真

DP01-13 帝王切開瘢痕症候群との関連が疑われた子宮腺筋腫の一例
けいゆう病院産婦人科	 徳岡　　旭

DP01-14 子宮内容除去術後に帝王切開痕部に血腫形成を認め腹腔鏡下子宮全摘出術を施行
した1例

JCHO中京病院	 竹内　智子
DP01-15 直径6cmのチョコレート嚢胞様腫瘤を形成した帝王切開瘢痕症候群の一例

北信総合病院産婦人科	 長田　亮介
DP01-16 子宮頸部異形成（CIN）に対する全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）の妥当性について

徳島大学産科婦人科	 峯田あゆか



DP01-17 非典型的な画像所見を呈した分葉状頸管腺過形成（LEGH）に対して腹腔鏡下単
純子宮全摘出術を施行し、腟断端膿瘍を発症した1例

TMGあさか医療センター婦人科腹腔鏡手術センター	 春成　淳平

	 デジタル発表2
	 「腹腔鏡手術②（筋腫摘出術）」
DP02-1 子宮頚部筋腫に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術の手術戦略-妊孕能向上と周産期

合併症軽減を目指した安全な術式の検討-
順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科	 岡田由貴子

DP02-2 子宮筋腫核出術後に発生した嚢胞性子宮腺筋症に対して腹腔鏡下嚢胞摘出術を施
行した1例

産業医科大学産婦人科学	 柴原　真美
DP02-3 子宮動脈塞栓術後に子宮筋腫と子宮内腔の瘻孔を生じ、修復術後に挙児を得た1例

弘前大学医学部産科婦人科	 福原　理恵

	 デジタル発表3
	 「腹腔鏡手術③（卵巣手術[良性疾患]）」
DP03-1 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症した右卵巣茎捻転の一例

山口県済生会豊浦病院／	
山口大学大学院医学系研究科産科婦人科学講座	 藤村　大志

DP03-2 急性腹症に対する腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術術後に血球貪食症候群となった伝染性
単核症の1例

京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学	 濱西　潤三
DP03-3 画像診断に至らなかったが腹腔鏡下両側付属器摘出術で回復を認めた抗NMDA

受容体脳炎の一例
市立函館病院	 推名　浅香

DP03-4 子宮頚癌術後の難治性骨盤内嚢胞が卵巣由来と判明した一例
手稲渓仁会病院産婦人科	 都築陽欧子

DP03-5 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術により重症貧血の改善を認めた自己免疫性溶血性貧血の
1例

東海大学医学部付属器八王子病院産婦人科	 泉　　顕治
DP03-6 初回粘液性良性卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下腫瘍核出術を行い、4か月後に境界悪性

腫瘍にて開腹手術、1年半後に悪性腫瘍開腹手術を行った1症例
京都市立病院産婦人科	 藤原葉一郎

DP03-7 多嚢胞卵巣による子宮付属器茎捻転を繰り返した一例
京都第一赤十字病院	 川俣　まり

DP03-8 発症から時間の経過した卵巣腫瘍茎捻転に対して腹腔鏡下手術を施行した1例
トヨタ記念病院産婦人科	 村井　　健

DP03-9 対側卵巣に再発した卵巣甲状腺腫の一例
空の森クリニック	 高山　尚子

DP03-10 妊娠中の卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術のトロッカー挿入位置の工夫
徳島大学病院産科婦人科	 今泉　絢貴



DP03-11 腹腔鏡下手術で診断されたダグラス窩成熟奇形腫の一例
横浜南共済病院産婦人科	 佐藤　理穂

DP03-12 腹腔鏡下に診断・治療した未破裂卵巣妊娠の2例
大分大学医学部産科婦人科	 青柳　陽子

DP03-13 腹腔鏡下に卵巣妊娠を診断し卵巣卵管を温存し得た1例
埼玉医科大学総合医療センター総合周産期母子医療センター	
母体・胎児部門	 宮下　大輔

DP03-14 腹腔鏡下卵巣腫瘍術後に炎症所見が持続し疾患の同定に苦慮した一例〜2度の腹
腔鏡手術から得られた大網脂肪織炎の診断〜

佐々総合病院産婦人科	 勢多真理子
DP03-15 腹腔内癒着の術前評価後に、腹腔鏡下付属器切除術を行った長期腹膜透析患者の

一例
亀田総合病院産婦人科	 三谷　尚弘

DP03-16 産褥10ヶ月、右卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下摘出手術の際に、マニュピレーターに
て子宮穿孔を来たした1例

京都市立病院産婦人科	 藤原葉一郎
DP03-17 高齢者の巨大卵巣腫瘍に対して腹腔鏡下手術施行後、嚢胞性顆粒膜細胞腫の診断

に至った一例
市立豊中病院	 田中　博子

DP03-18 腹腔鏡手術にて診断に至った小腸に穿通した卵巣成熟嚢胞性奇形腫の1例
飯塚病院産婦人科	 林　宗太郎

DP03-19 副卵巣から発生した卵巣線維腫の一例
宮崎善仁会病院	 神尊　貴裕

DP03-20 緊急腹腔鏡下手術後に判明したSCC異常高値を示した成熟嚢胞性奇形腫の1例
神戸医療センター	 白國あかり

DP03-21 化学療法施行予定の若年女性に対し、妊孕性温存を目的とした卵巣摘出を行なっ
た3例

JCHO大阪病院産婦人科	 森　　禎人
DP03-22 茎捻転をおこしてから時間が経過した卵巣皮様嚢腫の一例

医誠会病院婦人科	 藤谷　真弓
DP03-23 腹壁全層吊り上げ式腹腔鏡補助下の卵巣皮様嚢胞腫摘出術

荒木記念東京リバーサイド病院産婦人科	 田中　智子

	 デジタル発表4
	 「腹腔鏡手術④（卵管手術[良性疾患]）」
DP04-1 傍卵管嚢胞を伴う卵管捻転の一例

社会保険田川病院産婦人科	 藤井　　毅
DP04-2 腹腔鏡下手術中に直腸漿膜筋層損傷を生じ、腹腔鏡下に修復し得た一例

岩手県立中央病院産婦人科	 押切　実波
DP04-3 術前診断が困難であり腹腔鏡手術で診断に至った傍卵巣嚢腫を伴う卵管捻転の一例

国立病院機構横浜医療センター産婦人科	 萩原真由美



DP04-4 右卵巣嚢腫茎捻転を疑って腹腔鏡下手術を施行するに卵管捻転と判明した1例
大阪警察病院	 祝　小百合

DP04-5 Hirschsprung病術後の卵管性不妊に対して腹腔鏡下卵管切除術を施行した一例
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院／	
日本赤十字社高松赤十字病院	 山内　綱大

DP04-6 卵管切除後に生じた同側遺残卵管妊娠の1例
鹿児島大学医学部産科婦人科学教室	 東　友梨子

DP04-7 腹腔内に類上皮肉芽腫の播種病変を認め、クラミジアトラコマティス感染の関与
が疑われた1症例

泉大津市立病院	 中井　建策
DP04-8 術前に診断しえた卵管捻転の一例

伊勢赤十字病院産婦人科	 若林慧美里
DP04-9 右卵管妊娠と虫垂炎を疑い腹腔鏡手術を施行した一症例

成田赤十字病院産婦人科	 佐藤　史朗
DP04-10 左卵管の外鼠径ヘルニア嵌頓に対し腹腔鏡下左卵管切除術を施行した1例

名寄市立総合病院産婦人科	 今田　冴紀
DP04-11 卵巣腫瘍茎捻転と月経モリミナを合併し腹腔鏡手術を施行した一例

高岡市民病院産婦人科	 荒木　左諭

	 デジタル発表5
	 「腹腔鏡手術⑤（仙骨腟固定術）」
DP05-1 腹腔鏡下仙骨腟固定術後に子宮頚部のみの下垂を認め、腹腔鏡補助下腟式子宮頚

部摘出術を行った1例
東京都済生会中央病院産婦人科	 片倉　慧美

DP05-2 マンチェスター手術の既往がある骨盤臓器脱に対して腹腔鏡下仙骨腟固定術を施
行した後に子宮体癌が判明した1例

トヨタ記念病院	 岸上　靖幸
DP05-3 リングペッサリーでコントロール不良な腟断端脱に対して、腹腔鏡下腟断端挙上

術(Shull法)を施行した1例
北信総合病院産婦人科	 山本さやか

	 デジタル発表6
	 「腹腔鏡手術⑥（子宮悪性腫瘍手術）」
DP06-1 富細胞性平滑筋腫の術前診断で腹腔鏡下子宮全摘出術を行い子宮腺肉腫と判明し

た1例
東京慈恵会医科大学附属病院産婦人科	 松田　祐奈

DP06-2 腹腔鏡手術後に卵巣漿液性境界悪性腫瘍と診断された一例
高岡市民病院産婦人科	 小川　奈緒

DP06-3 子宮内膜間質結節の術前診断で腹腔鏡下子宮全摘術を施行したが、病理組織学検
査で子宮線筋症から発生した低異型度子宮内膜間質肉腫と診断された一例

亀田メディカルセンター産婦人科	 大塚　康二



DP06-4 腹腔鏡下子宮全摘術を施行した類上皮性トロホブラスト腫瘍の1例
済生会福岡総合病院婦人科	 米田　智子

DP06-5 S状結腸癌の子宮体部浸潤例に対する腹腔鏡下子宮合併切除術の経験
中部徳洲会病院	 上地　秀昭

DP06-6 腹腔鏡下子宮全摘術2年後にポート部再発した類内膜腺がんG1の1例
武蔵野赤十字病院産婦人科	 小林　織恵

DP06-7 子宮魚鱗癬を伴った子宮体部類内膜腺癌の1例
横浜総合病院産婦人科	 雨田　　恵

DP06-8 腹腔鏡下子宮体癌根治術後1年で腟壁再発を認めた1例
高崎総合医療センター	 青木　　宏

DP06-9 腹腔鏡下子宮体癌手術の予後についての検討
越谷市立病院	 山口　舞子

DP06-10 腎臓摘出の既往がある患者に対し、腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清を行った1例
横浜労災病院産婦人科	 宇都宮真理子

DP06-11 腹腔鏡下前方骨盤除臓術を施行した腟原発Perivascular	epithelioid	cell	tumorの
一例

九州大学病院産科婦人科	 安永　昌史
DP06-12 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の比較検討

長野市民病院婦人科	 上條　恭佑

	 デジタル発表7
	 「腹腔鏡手術⑦（審査腹腔鏡）」
DP07-1 尿中妊娠反応陰性であったにも関わらず大網妊娠破裂をきたした1例

兵庫県立丹波医療センター産婦人科	 森内　航生
DP07-2 腹腔鏡下に診断し得た採卵後卵巣出血の1例

旭川医科大学産婦人科生殖内分泌科	 水無瀬　萌
DP07-3 既往帝王切開術後のintramural	pregnancyの一例

松山赤十字病院	 池田　隆史
DP07-4 肝硬変による腹水貯留であると審査腹腔鏡によって診断した1例

兵庫県立がんセンター婦人科	 中澤　浩志
DP07-5 腹腔鏡下に診断した膵癌卵巣転移の1例

横浜市立大学附属病院産婦人科	 薗部　　武
DP07-6 審査腹腔鏡により臨床的侵入奇胎と診断した一例

聖マリアンナ医科大学産婦人科学／川崎市立多摩病院産婦人科	 石井　雅人
DP07-7 診断的腹腔鏡が有効であった結核性腹膜炎の一例

蒲郡市民病院産婦人科	 大久保大孝
DP07-8 イカの卵様の外観を呈した良性多嚢胞性腹膜中皮腫の1例

高山赤十字病院	 手塚　慶吾
DP07-9 再発が疑われるBRCA陽性卵巣癌に審査腹腔鏡を施行し、その後の治療方針決定

の一助とした一例
神戸市立医療センター西市民病院産婦人科	 森島　秀司



DP07-10 子宮肉腫術後17年後に腹膜播種、癌性腹膜炎にて発症した低異型度内膜間質肉腫
の一例

大阪警察病院産婦人科	 塩見　真由
DP07-11 異所性妊娠を疑い試験腹腔鏡下に腹膜妊娠を疑った一例

京都第一赤十字病院	 山田　惇之
DP07-12 難治性クラミジア感染に対する審査腹腔鏡の1例

大阪医科薬科大学医学部産婦人科	 橋田　宗祐
DP07-13 子宮筋腫手術歴を有さないDisseminated	peritoneal	leiomyomatosisの一例

大阪大学産婦人科	 來間　愛里

	 デジタル発表8
	 「腹腔鏡手術⑧（その他）-良性子宮腫瘍」
DP08-1 骨盤内に発育するAggressive	Angiomyxomaに対して腹腔鏡手術を行った一例

近畿大学病院	 加嶋　洋子
DP08-2 腹腔鏡補助下筋腫核出術後STUMPと診断、術後経過観察中に妊娠に至った一例

市立岸和田市民病院産婦人科	 松本　佳也
DP08-3 腹腔鏡下手術時に判明した腹膜播種性平滑筋腫症の1例

杏林大学医学部産科婦人科	 渡邉　百恵
DP08-4 演題取り下げ

	 デジタル発表9
	 「腹腔鏡手術⑨（その他）-子宮内膜症」
DP09-1 高気圧酸素療法にて治癒し得た術後腸管・膀胱縫合不全の1例

琉球大学大学院医学研究科女性・生殖医学講座	 大石　杉子
DP09-2 消化器外科と腹腔鏡下に根治術を行った直腸内膜症由来癌の1例

八尾市立病院産婦人科	 重光　愛子
DP09-3 膀胱子宮内膜症に対する膀胱鏡併用腹腔鏡下膀胱部分切除術を行った一例

伊勢赤十字病院産婦人科	 辻　　尚也
DP09-4 腹腔鏡下腫瘤摘出術を施行後に妊娠出産した若年型嚢胞性子宮腺筋症の1例

綜合病院山口赤十字病院産婦人科	 申神　正子
DP09-5 腹腔鏡補助下病巣減量術後にARTおよび内分泌療法により生児を得た重症子宮

腺筋症合併不妊症の1例
長崎大学産科婦人科	 松本加奈子

DP09-6 レボノルゲストレル徐放型子宮内システムの腹腔内迷入に対し腹腔鏡下に摘出し
た1例

札幌医科大学医学部産婦人科学講座	 野藤　五沙
DP09-7 タモキシフェン内服中に肝臓子宮内膜症が増悪し、腹腔鏡手術で診断・治療し得

た1例
浜の町病院産婦人科	 田中　章子

DP09-8 Nuck管水腫に対し腹腔鏡下手術を施行した1例
大阪市立総合医療センター	 水津　充理



DP09-9 高度のダグラス窩癒着を伴ったS状結腸子宮内膜症の一例
明石市立市民病院産婦人科	 井川　　洋

DP09-10 右Nuck管に発生した稀少部位子宮内膜症に対して腹腔鏡下手術を併用し切除し
得た1例

横浜市立大学付属病院産婦人科	 小河原由貴
DP09-11 腹腔鏡下に膀胱子宮内膜症を切除した1例

横浜市立大学附属病院産婦人科	 星野亜紗子

	 デジタル発表10
	 「腹腔鏡手術⑩（その他）-卵巣/卵管腫瘍」
DP10-1 vNOTEインナーリングが子宮を超え状況判断に難渋した症例

倉敷成人病センター	 安井みちる
DP10-2 閉塞性腎盂腎炎を来した後腹膜卵巣腫瘍の1例

トヨタ記念病院	 鵜飼　真由
DP10-3 分娩を契機に発見され、腹腔鏡下に摘出した腹腔内遊離体の一例

香川県立中央病院産婦人科	 堀口　育代

	 デジタル発表11
	 「腹腔鏡手術⑪（その他）-異所性妊娠」
DP11-1 子宮内膜症腹膜病変からのSHiP様の出血を伴う異所性妊娠の1例

聖路加国際病院女性総合診療部	 高木　　駿
DP11-2 腹膜妊娠に対して腹腔鏡下妊娠部位除去術、腹膜切除を行った1例

公益財団法人日本生命済生会日本生命病院	 金光　麻衣
DP11-3 卵管間質部妊娠に対して腹腔鏡下卵管角部切開術を行い、管腔外妊娠と判明した

1例
東北医科薬科大学若林病院産婦人科	 黒澤　大樹

DP11-4 腹腔鏡下手術で診断し治療を行った原発性腹膜妊娠の一例
高知赤十字病院産婦人科	 瀬戸さち恵

DP11-5 腹腔鏡下卵管間質部妊娠部切除に子宮体下部縫縮術（ターニケット法）を用いた
当院の工夫

宮崎大学医学部附属病院	 桂木　真司

	 デジタル発表12
	 「腹腔鏡手術⑫（その他）-悪性腫瘍」
DP12-1 円錐切除術後・子宮留膿症の術前診断で腹腔鏡下子宮全摘出術を行い子宮扁平上

皮癌と診断された1例
兵庫医科大学産婦人科	 井上　佳代

DP12-2 直腸癌の子宮体部直接浸潤に対して、腹腔鏡下に子宮と直腸を一括摘出した2例
宮崎大学医学部附属病院産婦人科	 藤崎　　碧

DP12-3 46,XY/45Xの核型を有するTurner症候群に対し予防的性腺摘出術を施行し、術
後にdysgerminomaと診断された一例

日本生命病院	 志村　寛子



DP12-4 当院婦人科におけるRRSO症例の検討
武蔵野赤十字病院産婦人科	 鷲田　貴一

DP12-5 診断的治療および再発巣の摘出をそれぞれ腹腔鏡下に施行した卵巣原発の希少な
悪性腫瘍の一例

岡崎市民病院産婦人科	 河井啓一郎
DP12-6 右卵巣腫瘍茎捻転に対する腹腔鏡下右付属器切除後に膵臓癌の卵巣転移と判明し、

その後左卵巣に再発した1例
神戸市立医療センター西市民病院産婦人科	 杉野　祥代

DP12-7 付属器腫瘍に対する腹腔鏡手術後に卵管癌と診断された1例
市立砺波総合病院産婦人科	 稲田貢三子

	 デジタル発表13
	 「腹腔鏡手術⑬（その他）-その他」
DP13-1 原因不明の汎発性腹膜炎の診断にBTB試験紙が有効であった1例

医療法人刈谷豊田総合病院産婦人科	 浅井美香子
DP13-2 腹腔鏡下に摘出したS状結腸浸潤をきたした腹壁デスモイド腫瘍の一例

京都第一赤十字病院産婦人科	 松本真理子
DP13-3 続発性不妊症に対して子宮鏡併用腹腔鏡下帝王切開瘢痕部修復術を施行し、自然

妊娠にて生児を得た1例
独立行政法人国立病院機構神戸医療センター	 浅見　里紗

DP13-4 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術における多関節腹腔鏡持針器の使用経験
滋賀医科大学産科学婦人科学講座	 信田　侑里

DP13-5 腹腔鏡下広汎子宮頸部摘出術後の付属器膿瘍に対し、腹腔鏡下手術にて治療しえ
た一例

高知医療センター産婦人科	 高橋　成彦
DP13-6 尿管浸潤、委縮腎を伴う後腹膜発生のSolitary	fibrous	tumorを腹腔鏡下・後腹膜

鏡下に摘出した1例
大阪大学医学部産婦人科	 戸田有朱香

DP13-7 保存的治療で軽快せず、腹腔鏡下ドレナージ術を実施した海外渡航歴のある
ESBL産生大腸菌による卵管卵巣膿瘍患者の一例

国立病院機構大阪医療センター	 小椋　恵利
DP13-8 診断に苦慮した原発性子宮頸部絨毛癌の一例

東京山手メディカルセンター産婦人科	 橋本　耕一
DP13-9 妊娠関連乳癌を契機に遺伝性乳癌卵巣癌症候群と診断され、リスク低減卵巣卵管

摘出術を施行した1例
筑波大学産婦人科	 岩田　成志

DP13-10 産後に急激増大した骨盤内腫瘍に対して腹腔鏡下手術を行い、良性多嚢胞性腹膜
中皮腫と診断した1例

砂川市立病院産婦人科	 五十嵐冬華
DP13-11 腹腔鏡下に摘出しえた後腹膜神経鞘腫の1例

京都府立医科大学大学院女性生涯医科学	 藤岡　悠介



DP13-12 経腟分娩後の子宮峡部菲薄化に伴う過長月経に対し、腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
を施行した1例

社会医療法人愛仁会千船病院	 三浦穂乃果
DP13-13 STUMPのリンパ節転移との鑑別を要し、腹腔鏡下摘出術を施行した後腹膜神経

鞘腫の1例
豊橋市民病院産婦人科	 河合　要介

DP13-14 術前診断では卵巣奇形腫だったが実際は膀胱脂肪腫であった骨盤内腫瘍の一例
伊勢崎市民病院産婦人科	 阿美　寛人

DP13-15 妊娠中の卵巣腫瘍摘出術後に発症した腹壁卵巣陥頓を腹腔鏡下に整復した1例
総合病院聖隷浜松病院	 長島　　克

DP13-16 漿膜下子宮筋腫および右卵巣嚢腫との術前診断も術中に右卵巣繊維腫および右傍
卵管嚢腫であることが判明した1症例

社会福祉法人北海道社会事業協会小樽病院小樽協会病院	 長澤　邦彦
DP13-17 卵巣嚢腫茎捻転と術前診断した虫垂粘液性腫瘍茎捻転の一例

日本赤十字社高松赤十字病院産婦人科	 細部　由佳
DP13-18 採卵手術後に膿瘍形成をきたした卵巣チョコレート嚢胞の一例

琉球大学大学院医学研究科女性・生殖医学講座	 宮城　真帆
DP13-19 不妊治療中に短期間に異所性妊娠を繰り返し術後に慢性子宮内膜炎をみとめた症例

医療法人財団荻窪病院	 片岡　典子
DP13-20 腹部手術既往の術後癒着の程度は術前画像評価でどの程度予想できていたか

成田赤十字病院	 真田　道夫
DP13-21 術前に付属器腫瘍を疑った低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例

公立那賀病院	 吉村　康平
DP13-22 腹腔鏡下手術の腹腔内観察で指摘した脾腫を契機に診断された遺伝性球状赤血球症

山形県立中央病院産婦人科	 福長　健史

	 デジタル発表14
	 「経腟的腹腔鏡手術」
DP14-1 S状結腸吊り上げ法が術野展開に有効であったVANH(vaginally	assisted	NOTES	

hysterectomy)の1例
倉敷成人病センター産婦人科	 桝田沙也加

DP14-2 vNOTES補助下に切除した臍部子宮内膜症の1例
倉敷成人病センター産婦人科	 加藤　　慧

DP14-3 トランスジェンダー男性に対する経腟的腹腔鏡下子宮・両側附属器切除術
（V-NOTES）の導入

行徳総合病院婦人科	 坂本　愛子

	 デジタル発表15
	 「ロボット支援下手術」
DP15-1 高度肥満症例に対するロボット支援下手術の経験

神戸大学産婦人科	 中村　昌平



DP15-2 子宮筋腫を合併した膀胱癌に対して泌尿器科と合同でロボット支援下手術を施行
した1例

土浦協同病院産婦人科／東京医科歯科大学産婦人科	 東出　　凌
DP15-3 当院における子宮体癌に対するロボット支援下子宮全摘術についての検討

新百合ヶ丘総合病院	 仙道可菜子
DP15-4 ロボット支援下仙骨腟固定術後に子宮体癌合併が判明し、腹式子宮悪性腫瘍手術

を施行した一例
東京大学医学部産婦人科	 前田加奈子

DP15-5 巨大子宮筋腫に対して術中の一時的な子宮体下部切断が有効であったロボット支
援下子宮全摘術の1例

東京女子医科大学附属足立医療センター産婦人科	 赤澤　宗俊

	 デジタル発表16
	 「単孔式手術」
DP16-1 子宮脱に対して腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術・両側付属器切除術を施行した際に、

偶発的に卵管癌が見つかった一例
京都桂病院産婦人科	 宗　万紀子

DP16-2 単孔式腹腔鏡下手術で切除した漿液性境界悪性傍卵巣腫瘍の1例
大阪赤十字病院産婦人科	 前田万里紗

	 デジタル発表17
	 「子宮鏡手術」
DP17-1 子宮頸管内より膣内に脱出した有茎性腫瘤を子宮鏡下に切除し、分葉状頸管腺過

形成（LEGH）を発生母地とする子宮頸部胃型腺癌と診断した一例
大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学	 木瀬　康人

DP17-2 術前診断筋腫分娩で子宮鏡下切除後、低異型度子宮内膜間質肉腫と診断された一例
大阪鉄道病院	 坂井　昌弘

DP17-3 子宮鏡補助下に摘出し得た巨大子宮頸部筋腫分娩の1例
九州労災病院産婦人科	 飯尾　一陽

DP17-4 子宮鏡手術で診断、治療し得た子宮内膜癌の一例
市立福知山市民病院産婦人科	 奥田　知宏

DP17-5 子宮筋腫と低VWF血症に伴う過多月経に対して、子宮鏡下筋腫摘出術とLNG-
IUSを併用して治療した一例

荻窪病院産婦人科	 宇都　博文
DP17-6 子宮鏡下子宮内腔癒着切除術後に妊娠・出産に至ったAsherman症候群の一例

順天堂大学医学部付属順天堂東京江東高齢者医療センター婦人科	 手島　　薫
DP17-7 長期にわたり子宮内に留置されていた2つの子宮内避妊用具を子宮鏡を用いて抜

去した一例
湘南藤沢徳洲会病院産婦人科	 高瀬瑠璃子




