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9 月 8 日（木）
ランチョンセミナー 1　11：45 ～ 12：35
会　場：第3会場（5F 501）
テーマ： 「極限の剥離、非熱の止血。－チョコレート嚢胞の卵巣機能温存－」
座　長：谷村　　悟（ 富山県立中央病院　産婦人科）
演　者：平木　宏一（ 済生会長崎病院　産婦人科）
共　催：株式会社メディコン

ランチョンセミナー 2　11：45 ～ 12：35
会　場：第4会場（5F 502）
テーマ： 「国産手術支援ロボットhinotoriTM　臨床に向けた取り組み」
座　長：万代　昌紀（ 京都大学大学院医学研究科　婦人科学産科学分野）
演　者：小林　裕明（ 鹿児島大学　医学部　産科婦人科学教室）
　　　　寺井　義人（ 神戸大学大学院医学研究科　外科系講座　産科婦人科学分野）
共　催：株式会社メディカロイド／シスメックス株式会社

ランチョンセミナー 3　11：45 ～ 12：35
会　場：第5会場（4F 414＋415）
テーマ： 「In-Bagモルセレーションの可能性　parasitic myomaの弊害と予防 

―核出・縫合、回収の極意から―」
座　長：塩田　　充（ 川崎医療福祉大学　保健看護学部）
演　者：北出　真理（ 順天堂大学　医学部　産婦人科学講座）
共　催：株式会社東機貿

ランチョンセミナー 4　11：45 ～ 12：35
会　場：第6会場（4F 416＋417）
テーマ： 「低侵襲手術の新たなアプローチ ～vNOTESの安全な導入と標準化に向けた取り組み～」
座　長：藤本　晃久（ 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科）
　　　　羽田　智則（ 倉敷成人病センター　産科婦人科）
演　者：藤本　晃久（ 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科）
　　　　 「TLHの経験を生かしたvNOTESの安全な導入」
　　　　羽田　智則（ 倉敷成人病センター　産科婦人科）
　　　　 「vNOTESを安全に行うためのコツと工夫」
共　催：Applied Medical Japan株式会社
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9 月 9 日（金）
ランチョンセミナー 5　12：30 ～ 13：20
会　場：第1会場（1F メインホール）
テーマ： 「TLHはまだもっと変えられる　～深堀りディスカッションの50分～」
座　長：西井　　修（ 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科）
演　者：羽田　智則（ 倉敷成人病センター　産科婦人科）
　　　　林　　茂徳（ 慶應義塾大学　産婦人科学教室）
共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 6　12：30 ～ 13：20
会　場：第2会場（5F 503）
テーマ： 「子宮内膜症、子宮腺筋症合併妊娠について　～妊娠前の管理を考える～」
座　長：村上　　節（ 滋賀医科大学　産科学婦人科学講座）
演　者：平田　哲也（ 聖路加国際病院　女性総合診療部）
共　催：あすか製薬株式会社

ランチョンセミナー 7　12：30 ～ 13：20
会　場：第3会場（5F 501）
テーマ： 「日米のエキスパートに学ぶモルセレーションシステムを用いた子宮鏡下手術 

～ポリープ、そして筋腫へ～」
座　長：平池　　修（ 東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座）
　　　　土谷　　聡（ 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科）
演　者：土谷　　聡（ 帝京大学医学部附属溝口病院　産婦人科）
　　　　Teresa Tam（ All for Woman Healthcare, Chicago, Illinois）
共　催：コヴィディエンジャパン株式会社

ランチョンセミナー 8　12：30 ～ 13：20
会　場：第4会場（5F 502）
テーマ： 「ダビンチ手術時代の子宮全摘攻略法－腹腔鏡下手術の次に進むために－」
座　長：荒金　　太（ 熊本赤十字病院　第一産婦人科／総合鏡視下手術センター）
演　者：大木　規義（ 愛仁会千船病院　婦人科）
共　催：インテュイティブサージカル合同会社

ランチョンセミナー 9　12：30 ～ 13：20
会　場：第5会場（4F 414＋415）
テーマ： 「電気メス・エナジーデバイスの選択と活用～症例別に見る基本と応用～」
座　長：小堀　宏之（ メディカルトピア草加病院　婦人科）
演　者：小林　光紗（ 聖隷浜松病院　産婦人科）
　　　　 「TLH/RATLH武器を知る～原理から考える「私」の高周波設定～」
　　　　柳井しおり（ 倉敷成人病センター　婦人科）
　　　　 「バイポーラデバイスの的確な止血操作が術野を作る～腹腔鏡からロボットまで～」
共　催：株式会社アムコ
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ランチョンセミナー 10　12：30 ～ 13：20
会　場：第6会場（4F 416＋417）
テーマ： 「手術教育と機能温存のGLOBAL GOALSを目指して」
座　長：西　　洋孝（ 東京医科大学　産婦人科学）
演　者：平石　　光（ 群馬大学　産科婦人科学）
　　　　 「術者環境の多様性とサステイナブル・トレーニング」
　　　　谷村　　悟（ 富山県立中央病院　産婦人科）
　　　　 「機能温存のSurgical Development Goals」
共　催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 11　12：30 ～ 13：20
会　場：第7会場（3F 311＋312）
テーマ： 「QOL向上に繋がる手術・手技－腹腔鏡と子宮鏡それぞれの観点より－」
座　長：北出　真理（ 順天堂大学　医学部　産婦人科学講座）
演　者：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）
　　　　 「子宮内膜症との戦い－腹腔鏡という武器をどのように使うか－」
　　　　長阪　一憲（ 帝京大学　医学部　産婦人科学講座）
　　　　 「子宮鏡最前線－私が日帰り処置を始めた理由－」
共　催：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社／エム・シー・メディカル株式会社

ランチョンセミナー 12　12：30 ～ 13：20
会　場：第8会場（3F 313＋314）
テーマ： 「TLHにおける合併症・術中トラブルへの対処法」
座　長：寺井　義人（ 神戸大学　医学部　外科系講座　産科婦人科学分野　婦人科先端医療学部門）
演　者：松浦　基樹（ 札幌医科大学　産婦人科学講座）
共　催：科研製薬株式会社

9 月 10 日（土）
ランチョンセミナー 13　12：35 ～ 13：25
会　場：第1会場（1F メインホール）
テーマ： 「これからの腹腔鏡下子宮全摘出術を考える－for better outcomes－」
座　長：志岐　保彦（ 大阪労災病院　産婦人科）
演　者：小林　栄仁（ 大阪大学　医学部　産婦人科）
　　　　 「子宮悪性疾患に対する子宮摘出時の留意点（過去10年間における術式の変遷）」
　　　　磯部　真倫（ 新潟大学　医学部　産科婦人科学教室）
　　　　 「良性疾患に対するTLHを習得するために」
共　催：オリンパスマーケティング株式会社
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ランチョンセミナー 14　12：35 ～ 13：25
会　場：第2会場（5F 503）
テーマ： 「トップランナーの子宮内膜症手術戦略　～機能温存手術と根治手術～」
座　長：大須賀　穣（ 東京大学大学院　医学系研究科　産婦人科学講座）
演　者：田島　博人（ 新百合ヶ丘総合病院　産婦人科）
　　　　 「内膜症を安全に攻略すべし！」
　　　　松本　　貴（ 医療法人伯鳳会大阪中央病院　婦人科）
　　　　 「劈開面を探せ！　～深部子宮内膜症に対するTLH～」
共　催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ランチョンセミナー 15　12：35 ～ 13：25
会　場：第3会場（5F 501）
テーマ： 「不妊症・不育症診療における卵管鏡、子宮鏡の意義」
座　長：平池　　修（ 東京大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座）
演　者：福井　淳史（ 兵庫医科大学　産科婦人科）
共　催：テルモ株式会社

ランチョンセミナー 16　12：35 ～ 13：25
会　場：第4会場（5F 502）
テーマ： 「鏡視下手術における術野展開の工夫～困難症例を打破するテクニック～」
座　長：浅田　弘法（ 新百合ヶ丘総合病院　産婦人科／低侵襲婦人科手術センター）
演　者：北　　正人（ 関西医科大学附属病院　産婦人科）
　　　　 「術野確保で困ったときの あの手・この手」
　　　　齊藤寿一郎（ 順天堂大学　医学部　産婦人科講座／順天堂東京江東高齢者医療センター　婦人

科）
　　　　 「良くみえる・良くとまる 産婦人科鏡視下手術」
共　催：株式会社アムコ

ランチョンセミナー 17　12：35 ～ 13：25
会　場：第5会場（4F 414＋415）
テーマ： 「子宮悪性腫瘍との闘い　～ロボット手術の最先端に迫る～」
座　長：小林　裕明（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　生殖病態生理学（産科婦人科学教室）／婦人

科がん先端医療学講座）
演　者：近藤　英司（ 三重大学大学院医学系研究科　産科婦人科学）
　　　　梅村　康太（ 豊橋市民病院　産婦人科／女性内視鏡外科）
共　催：コンメッド・ジャパン株式会社

ランチョンセミナー 18　12：35 ～ 13：25
会　場：第6会場（4F 416＋417）
テーマ： 「明日から使える子宮内膜症・子宮腺筋症に対する腹腔鏡・ロボット手術と薬物療法の実際」
座　長：百枝　幹雄（ 総合母子保健センター愛育病院）
演　者：太田　啓明（ 川崎医科大学　婦人科腫瘍学教室）
共　催：持田製薬株式会社／持田製薬販売株式会社
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ランチョンセミナー 19　12：35 ～ 13：25
会　場：第7会場（3F 311＋312）
テーマ： 「若手医師のための子宮内膜症セミナー　～診断から手術・薬物療法まで～」
座　長：熊切　　順（ 東京女子医科大学　産婦人科学講座）
演　者：小堀　宏之（ メディカルトピア草加病院　婦人科）
共　催：バイエル薬品株式会社

ランチョンセミナー 20　12：35 ～ 13：25
会　場：第8会場（3F 313＋314）
テーマ： 「知っておきたい鉄欠乏性貧血の病態生理　-妊娠・月経関連疾患におけるポイント-」
座　長：宮城　悦子（ 横浜市立大学　医学部　産婦人科学教室）
演　者：石川　博士（ 千葉大学医学部附属病院　婦人科・周産期母性科）
共　催：ゼリア新薬工業株式会社
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9 月 9 日（金）
イブニングセミナー 1　16：55 ～ 17：45
会　場：第5会場（4F 414＋415）
テーマ： 「子宮頸がんの予防と治療　～最近の話題～」
座　長：渡部　　洋（ 東北医科薬科大学　医学部　産婦人科学／東北医科薬科大学病院　産婦人科　臨床

研究推進センター）
演　者：戸澤　晃子（ 聖マリアンナ医科大学東横病院　婦人科）
共　催：中外製薬株式会社

イブニングセミナー 2　16：55 ～ 17：45
会　場：第6会場（4F 416＋417）
テーマ： 「腹腔鏡スキルアップのための秘策～こだわりポイントと三種の神器～」
座　長：安藤　正明（ 倉敷成人病センター　ロボット先端手術センター）
演　者：北出　真理（ 順天堂大学医学部附属順天堂医院　産科・婦人科）
共　催：日本メディカルネクスト株式会社
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9 月 8 日（木）
スポンサードシンポジウム 1　13：00 ～ 14：30
会　場：第2会場（5F 503）
テーマ： 「TLH/TLRH　差を知り、差を埋める　～エキスパートと何が違うのか～」
座　長：金尾　祐之（ がん研有明病院　婦人科）
講　師：松浦　基樹（ 札幌医科大学　産婦人科）
　　　　竹中　　慎（ 国立がん研究センター東病院　NEXT医療機器開発センター）
演　者：今井　　賢（ 自治医科大学附属さいたま医療センター　産婦人科）
　　　　北井　美穂（ 兵庫県立がんセンター　婦人科）
共　催：コヴィディエンジャパン株式会社

9 月 9 日（金）
スポンサードシンポジウム 2　10：45 ～ 12：15　　 同時通訳

会　場：第2会場（5F 503）
テーマ： 「婦人科領域におけるMVAの利活用 ～子宮内膜組織採取の有用性と内膜掻爬への応用可能性～」
座　長：髙橋　俊文（ 福島県立医科大学　ふくしま子ども・女性医療支援センター）
　　　　逸見　博文（ 国家公務員共済組合連合会斗南病院　婦人科・生殖内分泌科）
イントロダクション：逸見　博文（ 国家公務員共済組合連合会斗南病院　婦人科・生殖内分泌科）
　　　　 「MVA（Women’s  MVA システム）を使用した流産手術後の子宮腔癒着率、内膜菲薄化率につ

いての検討 ～術後second look子宮鏡検査の重要性～」
演　者：Yi-Liang Eric Lee（ 三軍総医院 産婦人科，台湾：Department of Obstetrics and Gynecology, 

Tri-Service General Hospital, National Defense Medical Center, Taipei, 
Taiwan (R.O.C.)）

　　　　 「Endometrial biopsy with manual vacuum aspiration (Women’s  MVA System) under 
Vaginoscopic-hysteroscopic guide in virgin population」

　　　　松本　陽子（ 関東労災病院　産婦人科）
　　　　 「Endometrial biopsy with manual vacuum aspiration (Women’s  MVA System) for patients 

suspicious of endometrial malignancy」
　　　　鈴木　　淳（ 立正佼成会附属佼成病院　産婦人科）
　　　　 「Diagnostic feasibility on the use of manual vacuum aspiration combined with hysteroscopic-

guided curettage biopsy for endometrial biopsy」
共　催：ウィメンズヘルス・ジャパン株式会社
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腹腔鏡ハンズオンセミナー 1，2
日　時：1. 2022年9月8日（木）13：00～15：30
　　　　2. 2022年9月9日（金）14：00～16：30
会　場：パシフィコ横浜 会議センター　4F　418【ハンズオン会場1】
参加費：5,000円
定　員：各回12名（先着順）
　　　　　※定員になり次第、事前登録を締め切らせていただきます。
後　援：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

子宮鏡ハンズオンセミナー 1，2
日　時：1. 2022年9月8日（木）13：00～15：30
　　　　2. 2022年9月9日（金）14：00～16：30
会　場：パシフィコ横浜 会議センター　4F　419【ハンズオン会場2】
参加費：2,000円
定　員：各回16名（先着順）
　　　　　※定員になり次第、事前登録を締め切らせていただきます。
後　援：カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
　　　　オリンパスマーケティング株式会社
　　　　コヴィディエンジャパン株式会社
　　　　ホロジックジャパン株式会社
　　　　株式会社アムコ

※ 子宮鏡ハンズオン（実技）参加者の方は、9月9日（金）午前に開催される、子宮鏡ハンズオンセミナー
（講習会）を御聴講いただきますようお願いします。

※ 子宮鏡ハンズオン（実技）および、子宮鏡ハンズオンセミナー（講習会）を聴講された参加者皆様には
受講証が発行されます。この受講証は日本産科婦人科内視鏡学会認定技術認定新規申請時、学会発表 
または 論文の1つに代替できます。

明日から実践！FUSEから学ぶ電気メスの基礎と安全使用のためのハンズオン
日　時：2022年9月8日（木）15：00～16：30
会　場：パシフィコ横浜 会議センター　4F　413【ハンズオン会場3】
参加費：無料
定　員：24名（先着順）
　　　　　※定員になり次第、事前登録を締め切らせていただきます。
座　長：羽田　智則（ 倉敷成人病センター　婦人科）
演　者：玉手　雅人（ 札幌医科大学　医学部　産婦人科学講座）
インストラクター：安堂有希子（ 兵庫県尼崎総合医療センター　産婦人科）
　　　　　　　　　小澤梨紗子（ 国立がん研究センター中央病院　婦人腫瘍科）
　　　　　　　　　早坂　美紗（ 旭川医科大学　産婦人科学講座）
　　　　　　　　　小島　龍司（ 愛知県がんセンター　婦人科部）
　　　　　　　　　村上　圭祐（ 順天堂大学　医学部／大学院医学研究科　産婦人科学講座）
　　　　　　　　　瓦林　靖広（ 独立行政法人国立病院機構九州医療センター　産科婦人科）
共　催：株式会社アムコ
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ハンズオンセミナーのご案内


