
第１５回 東海産婦人科内視鏡手術研究会 

日 時  平成 26 年 10 月 25 日（土）  14 : 00 ～ 18 : 45  

場 所  ミッドランドホール （ミッドランドスクエア 5 階） 
         （名古屋市中村区名駅 4 丁目 7 番 1 号） 

 

 

共催メーカーよりの製品紹介 
   科研製薬（株）/ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)/コヴィディエンジャパン（株）/持田製薬(株) 

 

 

一般演題                          （ 14：00 ～ 15:20 ） 

会場 ： ミッドランドホール （第 1 会場） 

Session １                    座長  成田病院  大沢 政巳 先生 
1. 処置用硬性子宮鏡が有用であった子宮内膜ポリープの一例 

名古屋市立東部医療センター 産婦人科 

○村上 勇，林 裕子，橘 理香，西川隆太郎，鈴木規敬 

  

2. 当院で行っている全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH） 

一宮西病院 産婦人科内視鏡センター1），一宮西病院 産婦人科 2) 

○垰村朝子 1），上野有生 1），水川 淳 2)，福岡浩一郎 2) 

 

3. 最近になって開腹手術からの大規模な転換を図った当院における腹腔鏡下子宮全摘術の臨床成績 

豊橋市民病院 産婦人科・女性内視鏡科 

○小林浩治，松尾聖子，甲木 聡，矢吹淳司，北見和久，池田芳紀，伴野千尋，山口恭平，吉田光紗，廣渡芙紀，松川 哲，

矢野有貴，梅村康太，岡田真由美，安藤寿夫，河井通泰 

 

4. 術前診断し、卵巣を温存しえた Massive ovarian edema による付属器茎捻転の一例 

豊川市民病院 産婦人科 

○完山紘平，竹内清剛，清水孝郎，保條説彦 

 

5. TRY セミナー受講後に導入した縫合結紮トレーニング 

トヨタ記念病院 産婦人科 1），倉敷成人病センター 婦人科 2) 

○吉原雅人 1），真山学徳 1），鵜飼真由 1），近藤真哉 1），古株哲也 1），宮﨑のどか 1），原田統子 1），岸上靖幸 1），小口秀紀 1），

金尾祐之 2) 

 

6. 腹腔鏡下手術を施行した卵巣硬化性間質性腫瘍の 1 例 

三重県立総合医療センター 産婦人科 

○大内由貴，田中浩彦，高倉 翔，秋山 登，徳山智和，南 結，中野譲子，小林良成，井澤美穂，朝倉徹夫，谷口晴記 

 

Session 2                    座長  愛知医科大学  篠原 康一 先生   
7. 術後に悪性または境界悪性卵巣腫瘍と判明した腹腔鏡下手術症例の検討 

名古屋第一赤十字病院 産婦人科 

○坂堂美央子，猪飼 恵，平山慶子，夫馬和也，鈴木一弘，三宅菜月，山田有佳里，伴真由子，柵木善旭，池田沙矢子，

大西貴香，岡﨑敦子，新保暁子，廣村勝彦，宮﨑 顕，紀平加奈，安藤智子，水野公雄，古橋 円 

 

8. 子宮体がんに対する腹腔鏡下手術の導入について 

豊橋市民病院 産婦人科・女性内視鏡科 

○梅村康太，松尾聖子，矢吹淳司，甲木 聡，北見和久，山口恭平，伴野千尋，吉田光紗，池田芳紀，廣渡芙紀，松川 哲，

矢野有貴，小林浩治，岡田真由美，安藤寿夫，河井通泰 

 

9. 当科で行う腹腔鏡下子宮体癌手術 

三重県立総合医療センター 産婦人科 1），三重大学 産科婦人科 2） 

○秋山 登 1），田中浩彦 1），高倉 翔 1），徳山智和 1），大内由貴 1），南 結 1），中野譲子 1），小林良成 1）， 

井澤美穂 1），朝倉徹夫 1），谷口晴記 1），本橋 卓 2） 

 

10. レゼクトスコープ使用が功を奏した大腸癌術後早期子宮体癌の 1 例 

三重県立総合医療センター 産婦人科 

○小林良成，田中浩彦，高倉 翔，秋山 登，徳山智和，大内由貴，南 結，中野譲子，井澤美穂，朝倉徹夫，谷口晴記 

 

 

 

 



 
11. 当科における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術の現状 

岐阜大学医学部附属病院 成育医療・女性科 

○矢野竜一朗，竹中基記，宮居奈央，森重健一郎 

 
12. がん性腹膜炎に対する診断的腹腔鏡手術の有用性について 

静岡県立静岡がんセンター 婦人科 

○角 暢浩，高橋伸卓，笠松由佳，大井隆照，久慈志保，田中 晶，安部正和，武隈宗孝，平嶋泰之 

 

 

会場 ： 会議室 C （第 2 会場）                      （ 14：00 ～ 15:20 ） 

Session 3                    座長  名古屋大学  岩瀬 明 先生   
13. 卵巣茎捻転に対し腹腔鏡下で二期的に手術を施行し卵巣を温存できた二症例 

刈谷豊田総合病院 産婦人科 

○山田千恵，長船綾子，茂木一将，青木智英子，永井 孝，松井純子，梅津朊和，山本真一 

 

14. 腹腔鏡下卵管吻合術の有用性 

一宮西病院 産婦人科内視鏡センター1），一宮西病院 産婦人科 2)，三菱京都病院 産婦人科 3) 

洛和会音羽病院 産婦人科 4)，京都府立医科大学附属北部医療センター 産婦人科 5) 

○上野有生 1），垰村朝子 1），水川 淳 2)，福岡浩一郎 2)，砂田真澄 3)，野溝万吏 4)，片岡 恒 5)，沖村浩之 5) 

 

15. 子宮筋腫表在血管の破綻が原因と考えられた急性腹症の一例 

岐阜市民病院 産婦人科 

○菊野享子，山本和重，安見駿佑，村瀬紗姫，柴田万祐子，波多野香代子，平工由香 

 

16. 診断に難渋した卵管捻転の二例 

三重県立総合医療センター 産婦人科 

○徳山智和，田中浩彦，秋山 登，高倉 翔，大内由貴，南 結，中野譲子，小林良成，井澤美穂，朝倉徹夫，谷口晴記 

 

17. 腹腔鏡下子宮全摘術の更なる細径化を目指して －細径鉗子 Endo Relief の使用経験－ 

岐阜大学医学部附属病院 成育医療・女性科 

○矢野竜一朗，寺澤恵子，高橋麗奈，森重健一郎 

 

18. 腹腔鏡下手術におけるセプラフィルム®の貼付法の工夫 

鈴木病院 産婦人科 1），藤田保健衛生大学 産婦人科 2)，JA 静岡厚生連静岡厚生病院 産婦人科 3) 

○安江 朗 1），安江由起 1），宮﨑泰人 1），鈴木崇浩 1），藤井真紀 1），久野 敦 1），新里康尚 1），高橋正明 1），廣田 穰 2)，

藤井多久磨 2) ，中山 毅 3)，鈴木清明 1） 

 

Session 4                    座長  岐阜市民病院  山本 和重 先生 

19. 腹腔鏡下子宮筋腫核出術中に超音波メスが破損し透視下に回収した一例 

名古屋大学医学部 産婦人科 

○中村智子，岩瀬 明，清水 顕，邨瀬智彦，石田千晴，加藤奈緒，齋藤 愛，森 正彦，大須賀智子，近藤美佳， 

中原辰夫，後藤真紀，吉川史隆 

 

20. リトリーバルシステムによる組織回収の際に、組織の脱落に気付かず再手術となった 1 例 

聖隷三方原病院 産婦人科 

○加藤雄一郎，仲西菜月，若山 彩，竹原 啓，望月 修 

 

21. 腹腔鏡監視下に子宮鏡下摘出術が可能であった卵管間質部妊娠の 1 例 

岐阜県立多治見病院 産婦人科・放射線科 

○竹田明宏，古池 亘，林祥太郎，中村謙一，井本早苗，中村浩美 

 

22．異所性妊娠に対する腹腔鏡手術の手術時間に関する検討 

焼津市立総合病院 産婦人科 

○大木慎也，町野英徳，河田 啓，西島 明，福井志保，山本泰廣，黒田健二，成高和稔 

 

23. 頚管妊娠に対し子宮鏡下にメソトレキサート局注を行った 1 例 

JA 静岡厚生連 静岡厚生病院 産婦人科 1），俵 IVF クリニック 2) 

○中山 毅 1），宮野奈緒美 1），石橋武蔵 1），田中一範 1），俵 史子 2) 

 

24. 当院における妊娠中の腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術の導入 

焼津市立総合病院 産婦人科 

○河田 啓，町野英徳，西島 明，福井志保，大木慎也，山本泰廣，黒田健二，成高和稔 

 

 

 



 

 

会場 ： ミッドランドホール 

 

特別講演                                    （ 15：20 ～ 16：20 ） 

座長  名古屋市立東部医療センター  村上 勇 先生 

 

『子宮腺筋症の病因とその保存手術』 
 

独立行政法人国立病院機構  霞ヶ浦医療センター 

特別診療役・名誉院長   西田  正人  先生  
 

 

総   会                                    （ 16：20 ～ 16：25 ） 

 

休   憩                                    （ 16：25 ～ 16：35 ） 
 

 

イブニングセミナー                              （ 16：35 ～ 17：25 ） 

座長  藤田保健衛生大学  廣田 穰 先生 

 

『３D 内視鏡による精緻な腹腔鏡手術』 
 

藤田保健衛生大学  産婦人科  講師  西尾  永司  先生  

 

 

ワークショップ                               （ 17：25 ～ 18：45 ）

『 Minimally access surgery 』 

        

座長  浜松医科大学  宮部 勇樹 先生 
1. 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における細径化への取り組み 〜臍部からのモルセレーションの試み〜 

清慈会鈴木病院 産婦人科 

○久野 敦，安江 朗，鈴木崇浩，宮崎泰人，安江由起，高橋正明，新里康尚，鈴木清明 

 

2. 細径鉗子を使用した腹腔鏡下子宮全摘手術 

豊橋市民病院 産婦人科・女性内視鏡科 

○吉田光紗，松尾聖子，甲木 聡，矢吹淳司，北見和久，池田芳紀，伴野千尋，山口恭平，廣渡芙紀，松川 哲， 

矢野有貴，小林浩治，梅村康太，岡田真由美，安藤寿夫，河井通泰 

 

3. 単孔を中心とした減孔式 TLH と LM についての検討 

〜クリニックで単孔式腹腔鏡下手術を安全に行うために〜 

キャッスルベルクリニック 産婦人科 1），パークベルクリニック 産婦人科 2），名古屋大学 産婦人科 3） 

○高橋秀憲 1），木下明美 1），刈谷方俊 2），松本一彦 2），山口万紀子 2），原 真 2），中原辰夫 3），森 正彦 3），

関谷龍一郎 3），岩瀬 明 3），吉川史隆 3） 

 

4. 単孔式腹腔鏡手術の適応と限界 

藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院 産婦人科 1），藤田保健衛生大学 産婦人科 2） 

○塚田和彦 1），多田 伸 1），廣田 穰 2），藤井多久磨 2） 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共催  東海産婦人科内視鏡手術研究会 

      科研製薬（株）/ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)/コヴィディエンジャパン（株）/持田製薬(株) 

【発表形式】 

◎一般演題は口演時間 5 分，質疑応答 1 分です． 

◎ワークショップは口演時間 15 分,質疑応答 5 分です．  

◎プロジェクターは 1 台です． 

 

演題発表時の利益相反状態開示について（全ての演者の方へ） 

1．開示しなくてはならない筆頭演者 

臨床研究に関する全ての発表において、利益相反状態の有無に関わらず開示する必要があります。 

2．利益相反状況の開示方法につきましては、下記 URL より指針・運用規則をご参照いただき、 

開示スライド様式をダウンロードしてご使用ください。 

http://www.jsgoe.jp/member/index.html 

 

＊尚，当日は日産婦学会専門医シール・日産婦医会研修参加証（シール）を発行いたします．  

＊抄録集は、会場受付でお受け取りください． 

＊参加費として、1,000 円を当日いただきます． 

http://www.jsgoe.jp/member/index.html

