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9 月 11 日（土）―第 1会場（1F メインホール）―

9：00～11：00 第27回学術研修会
座長：森田　峰人 （東邦大学医療センター大森病院医学部産科婦人科学講座）

ATA-1 LMを攻略する　～ダイヤモンド法を中心に～
社団法人東京都教職員互助会三楽病院 中林　　稔

ATA-2 腹腔鏡下子宮筋腫核出術　～パラレル法によるLMとインバックモルセレーショ
ンを中心に～
メディカルトピア草加病院 小堀　宏之

ATA-3 子宮体癌に対する鏡視下手術（腹腔鏡、ロボット支援手術）の現状
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 林　　茂徳

ATA-4 骨盤臓器脱に対するロボット支援下仙骨腟固定術 
（Robot-assisted sacrocolpopexy; RSC）
昭和大学病院産婦人科 石川　哲也

ATA-5 子宮鏡下筋腫核出術 
―3層の解剖、3つの手技、3種の電気メス―
富山県立中央病院産婦人科 谷村　　悟

11：15～11：50   招請講演
 「Message from AAGL」

座長：明樂　重夫 （日本医科大学産婦人科）
AAGL President Ted Lee

12：00～12：50   ランチョンセミナー1

13：00～14：30 ワークショップ1 
「TLHにおける子宮動脈・尿管同定、腟管処理のポイント」

座長：太田　啓明 （川崎医科大学婦人科腫瘍学教室）
長阪　一憲 （帝京大学医学部産婦人科学講座）

WS1-1 基靭帯、膀胱子宮靭帯切離の際のポイント
国立がん研究センター東病院／昭和大学産婦人科学講座 竹中　　慎

WS1-2 TLHにおける前方アプローチによる尿管同定のポイント　 
―層を意識したアプローチ―
倉敷成人病センター産婦人科 吉野　育典

WS1-3 TLHにおける後方アプローチの利点とポイント
荒木記念東京リバーサイド病院産婦人科 田中　智子

WS1-4 TLH序盤での適切なアプローチ法 ～子宮動脈・尿管は探さずに同定される～
札幌白石産科婦人科病院 明石　祐史

学術講演会プログラム
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WS1-5 全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）における困難症例での尿管アプローチ法の使い
分け
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室 太田　啓明

WS1-6 TLHにおける腟壁切開法のコツ（大きい筋腫含む） ～先人から盗み，助手力を磨
け！～
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 長船　綾子

14：40～16：40   スポンサードシンポジウム1

共通17：00～18：00   医療倫理講習
 「臨床研究の実施ならびに学会発表・雑誌投稿時における倫理的問題の 

現状と今後の展望」
座長：明樂　重夫 （日本医科大学産婦人科）

帝京大学ちば総合医療センター産婦人科 梁　　善光
滋賀医科大学医学部産科学婦人科学講座 村上　　節
秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学 羽渕　友則
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9 月 11 日（土）―第 2会場（5F 501）―

12：00～12：50   ランチョンセミナー2

13：00～15：00   特別企画1
 「ロボット手術に技術認定制度は必要か」

座長：横山　良仁 （弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座）
馬場　　長 （岩手医科大学）　　　　　　　　　　　　　　

1．導入/プロローグ
京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学分野 万代　昌紀

2．ロボット手術の技術認定制度のあり方に関するWG報告
　1. WGの活動内容
弘前大学医学部産科婦人科 福原　理恵
　2. アンケート内容の解説
鳥取大学医学部附属病院女性診療科群 小松　宏彰

　3. 技術認定制度とは
東京大学 平池　　修
3．ロボット手術の技術評価に関するWG報告
　1. 手術評価に関する世界的な動向
国立がん研究センター東病院 竹中　　慎
　2. 本WG内での協議事項、手術評価スコアを用いた解析方法の説明
京都大学医学部附属病院 砂田　真澄
　3. 解析結果の統計的発表
自治医科大学附属さいたま医療センター 今井　　賢

4．総合討論
　1. 技術評価WGへのメッセージ
鹿児島大学産科婦人科 小林　裕明
　2. 認定制度WGへのメッセージ
京都大学 堀江　昭史

15：10～16：40 シンポジウム1 
「子宮内膜症手術アップデート」

座長：前田　長正 （高知大学）　　　　
岩瀬　　明 （群馬大学産婦人科）

SY1-1 深部子宮内膜症病巣切除術に必要な骨盤解剖
国立がん研究センター中央病院 加藤　友康

SY1-2 仙骨子宮靭帯・後腟円蓋の子宮内膜症様病巣切除
辻仲病院柏の葉婦人科、泌尿器 山田　清彦

SY1-3 腸管子宮内膜症治療：部位による検討
名古屋大学産婦人科 中村　智子

SY1-4 近年の深部子宮内膜症手術の進化
倉敷成人病センター産科婦人科 柳井しおり
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SY1-5 卵巣子宮内膜症性嚢胞に対する手術処置における卵巣機能温存のための 
ストラテジー
長崎大学産科婦人科 北島　道夫

SY1-6 アウトカムから見たチョコレート嚢胞摘出術
東京女子医科大学産婦人科 熊切　　順



― 27 ―

9 月 11 日（土）―第 3会場（5F 502）―

12：00～12：50   ランチョンセミナー3

9月11日（土）―第4会場（5F 503）―

12：00～12：50   ランチョンセミナー4

9月11日（土）―第5会場（3F 303）―

12：00～12：50   ランチョンセミナー5

9月11日（土）―第6会場（3F 304）―

12：00～12：50   ランチョンセミナー6
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9 月 11 日（土）―第 7会場（3F 311+312）―

13：00～14：00 一般口演1（ライブ） 
「骨盤臓器脱-1」

座長：古谷　健一 （防衛医科大学校名誉教授・大学医師会長）
羽室　明洋 （大阪市立大学）　　　　　　　　　　　　

LO-001 腹腔鏡下仙骨腟固定術を安全に導入するために
大浜第一病院 徳嶺　辰彦

LO-002 腹腔鏡下仙骨腟固定術において定型的手術を逸脱した難症例
新潟大学医歯学総合研究科産科婦人科 小林　暁子

LO-003 ロボット支援下仙骨腟固定術におけるB層剥離を意識した前縦靱帯穿刺 
～岬角が容易に同定できない症例へのアプローチ法～
府中病院産婦人科 西岡　嘉宏

LO-004 ロボット手術の利点を活かした新規術式の導入～ロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固
定術
秋田大学医学部産婦人科学講座 富樫嘉津恵

LO-005 骨腹腔鏡下仙骨腟固定術において後壁メッシュは排便機能を低下させるか？
亀田メディカルセンターウロギネ・女性排尿機能センター ケオ　ナリロス

LO-006 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術1858例における合併症の検討
亀田メディカルセンターウロギネ・女性排尿機能センター 野村　昌良

LO-007 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の最近3年間（930症例）における手術
成績
亀田メディカルセンターウロギネ・女性排尿機能センター 野村　昌良

14：00～15：00 一般口演2（ライブ） 
「骨盤臓器脱-2」

座長：竹村　昌彦 （大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科）
西岡　嘉宏 （府中病院婦人科）　　　　　　　　　　　　　

LO-008 メッシュ手術後のびらん・疼痛に対し腹腔鏡下メッシュ除去を施行した症例の検討
日本医科大学産婦人科 白井　有香

LO-009 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)の導入初期成績
済生会滋賀県病院産科婦人科 上村　真央

LO-010 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術と従来式手術の術後再発率の比較検討
和歌山県立医科大学産科婦人科学教室 八幡　　環

LO-011 腹腔鏡下仙骨腟固定術において子宮全摘術を行うことは悪なのか？～子宮腟上部
切断術 vs 子宮全摘術～
済生会長崎病院／諫早総合病院 河野　通晴

LO-012 岬角の視野不良な骨盤臓器脱に対し、Laparoscopic inguinal ligament 
suspension(LILS)を施行した症例の中期成績
小田原市立病院 平田　　豪

LO-013 直腸脱を合併する骨盤臓器脱に対して腹腔鏡下手術を施行した2例
広島大学産科婦人科 大森由里子
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LO-014 POPダグラス窩閉鎖症例に対するRobot-assisted Pectopexyの経験とその工夫
水戸赤十字病院 杉山　将樹

15：00～16：00 一般口演3（ライブ） 
「TLH（主題関連演題）」
座長：出浦伊万里 （聖マリアンナ医科大学産婦人科学／同東横病院婦人科）

山﨑　英樹 （鹿児島市医師会病院）　　　　　　　　　　　　　　　
LO-015 TLHにおける安全な膀胱脚の処理 

-Fasciaを操るMarionette法-
公益法人湯浅報恩会寿泉堂綜合病院 鈴木　博志

LO-016 前方アプローチにこだわる
鹿児島市医師会病院 山﨑　英樹

LO-017 頭側からの広い術野展開に基づく子宮動脈・尿管の同定
大阪労災病院 出口　朋実

LO-018 腹腔鏡下子宮全摘術における子宮動脈・尿管の同定、腟管切開のポイント
順天堂大学医学部附属練馬病院 松岡　正造

LO-019 再現性のある前方アプローチを目指して～視点を変えてみよう～
八戸市立市民病院産婦人科 葛西剛一郎

LO-020 尿管の同定と子宮動脈の処理（腹腔鏡 vs ロボット）
鳥取大学産科婦人科学分野 小松　宏彰

LO-021 尿管の同定方法と、腟管切開の工夫～低侵襲手術を目指して～
北見赤十字病院産婦人科／札幌医科大学産婦人科学講座 金　　美善

16：00～17：00 一般口演4（ライブ） 
「TLHにおける工夫」

座長：浅川　恭行 （浅川産婦人科）　　　　　　　　　　　　
高島　明子 （東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科）

LO-022 新しい血管シーリングシステムを用いた2段階式子宮全摘術
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

LO-023 当院におけるTLH-771件のTLHの振り返りと術式の定型化
東京ベイ・浦安市川医療センター 若山嘉佑子

LO-024 Ergonomicsを考慮したshort shaft total laparoscopic hysterectomy (TLH)
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室 佐野　力哉

LO-025 当院でのTLHにおける癒着防止剤の検討
JR札幌病院産婦人科 山中　郁仁

LO-026 フック型モノポーラー電極の使用方法の検討－TLHにおける子宮頸部静脈処理
を中心に－
新百合ヶ丘総合病院産婦人科 有馬　宏和

LO-027 巨大脾腫と左腎下垂がある症例でのTLHの工夫
千葉県がんセンター婦人科 草西多香子
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LO-028 当院での単孔式腹腔鏡下子宮摘出術（単孔TLH）における尿管狭窄予防と対処法
～腟管左右断端部の縫合結紮糸は意図的に長く残し最後に活用～
パークベルクリニック産婦人科 高橋　秀憲

LO-029 経腟的内視鏡補助下子宮全摘術の初期経験
新潟県厚生連長岡中央綜合病院 清水　圭太
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9 月 11 日（土）―第 8会場（3F 313+314）―

13：00～14：00 一般口演5（ライブ） 
「付属器腫瘍（良性）」

座長：伊藤　理廣 （JCHO群馬中央病院）
泉谷　知明 （高知大学産科婦人科）

LO-030 腹腔鏡補助下卵巣嚢腫切除術における卵巣下方上転法について
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科 根本　一成

LO-031 腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術におけるポートサイズによる術後侵襲の検討
三楽病院産婦人科 浅田　佳代

LO-032 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術を施行した巨大卵巣線維腫の1例
トヨタ記念病院 村井　　健

LO-033 腹腔鏡下に診断し得た、傍卵巣嚢腫による卵管捻転で卵管断裂を認めた一例
公立那賀病院産婦人科 實森　昇子

LO-034 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術におけるメトロイリンテルを用いた卵巣挙上法の検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室 森内　　芳

LO-035 GelPOINT®V-Pathを用いたvNOTES-BSO (bilateral salpingo-oophorectomy)の
導入
倉敷成人病センター産婦人科 島田　京子

LO-036 卵巣皮様嚢胞に対する希釈エピネフリンを用いた新しい剥離法の提案
東邦大学医学部産科婦人科学教室 太田　邦明

LO-037 妊娠中に施行した卵巣腫瘍手術についての検討　 
～腹腔鏡下手術と開腹手術との比較検討～
近畿大学病院 川﨑　　薫

14：00～15：00 一般口演6（ライブ） 
「不妊・不育」

座長：黒田　恵司 （杉山産婦人科新宿）
原田美由紀 （東京大学産婦人科）

LO-038 当院で行っている子宮鏡併用腹腔鏡下瘢痕部修復術の膀胱剥離法
昭和大学医学部産科婦人科学講座 脇坂　昌平

LO-039 子宮強屈曲による胚移殖困難例に対して腹腔鏡下癒着剥離術を施行し胚移殖可能
となった1例
メディカルパーク湘南 中野　瑛理

LO-040 腹腔鏡下卵巣開孔術後の卵胞発育の有無は、術前LH/FSH比と卵巣単位体積当た
り開孔数によって推測することができる
広島赤十字・原爆病院産婦人科 児玉　美穂

LO-041 帝王切開瘢痕症候群による反復着床不全に対し子宮鏡併用腹腔鏡下瘢痕修復術を
施行した1例
順天堂大学医学部附属順天堂医院産婦人科 伊熊慎一郎
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LO-042 帝王切開瘢痕症候群に対する腹腔鏡手術における運針の円滑化　co-axial配置の
利用
仙台医療センター産婦人科 田邉康次郎

LO-043 不妊症患者に対する卵巣腫瘍摘出術における、卵巣予備能保護を目的とした酸化
再生セルロースパウダーの使用経験
筑波学園病院 山口まどか

LO-044 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-
長崎大学病院産婦人科 原田亜由美

15：00～16：00 一般口演7（ライブ） 
「教育、トレーニング」

座長：松村　謙臣 （近畿大学）　　　　
井坂　惠一 （東京国際大堀病院）

LO-045 オンラインでの多地域合同ドライボックストレーニングセミナー開催の試み
大館市立総合病院産婦人科 田村　良介

LO-046 COVID-19感染下におけるオンラインラパロセミナーの導入
大阪中央病院 細川　有美

LO-047 若手医師の手術教育として当科で取り組んでいる腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の定
型化の工夫
広島大学医学部産科婦人科 中本　康介

LO-048 腟断端縫合と自身の学習曲線についての考察
倉敷成人病センター 安井みちる

LO-049 3要素で考える鋭的・鈍的剥離
倉敷成人病センター産婦人科 加藤　　慧

LO-050 婦人科内視鏡手術データベース構築：多施設共同研究による取り組み
国立がん研究センター東病院婦人科／昭和大学産婦人科学講座 竹中　　慎

16：00～17：00 一般口演8（ライブ） 
「縫合、トレーニングなど」

座長：吉木　尚之 （東京医科歯科大学）
永石　匡司 （日本大学病院）　　

LO-051 ロボット支援下手術での出血性合併症の経験とその対策
産業医科大学産婦人科 星野　　香

LO-052 ロボット手術における縫合結紮のポイント
倉敷成人病センター産科婦人科 澤田　麻里

LO-053 腟断端縫合におけるニードルホルダー鉗子の有用性の検討
東京都立多摩総合医療センター 中村　浩敬

LO-054 肥満症例に対する腹腔鏡下手術における工夫と今後の課題
帝京大学医学部産婦人科 髙橋ゆう子

LO-055 婦人科良性疾患に対する腹腔鏡下手術に向けての外来術前減量プログラム
メディカルトピア草加病院看護部 山口　聡美
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LO-056 電流密度・出力・電極スピード・Steam Envelopeで考えるモノポーラ切開モード
一般財団法人倉敷成人病センター産婦人科 戸枝　　満
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9 月 12 日（日）―第 1会場（1F メインホール）―

8：30～9：30 学会賞講演
座長：明樂　重夫 （日本医科大学産婦人科）

【論文部門】
PA-1 全腹腔鏡下子宮全摘出術後に診断確定した子宮平滑筋肉腫例の臨床像と治療成績

の検討
倉敷成人病センター産科婦人科 澤田　麻里

PA-2 IA1期の子宮頸癌患者に対する腹腔鏡下子宮全摘術の有用性：後方視的コホート
研究
北海道がんセンター婦人科 山田竜太郎

【動画部門】
V-1 腹腔鏡下広汎子宮全摘術時におけるneovaginaの形成～腟短縮による性機能障害

を予防するための工夫～
国家公務員共済組合連合会立川病院産婦人科 木須　伊織

V-2 陽圧下経腟内視鏡からみえる骨盤解剖：endopelvic fasciaと神経、血管を考える
関西医科大学産科学婦人科学講座 佛原　悠介

V-3 腹腔鏡下手術におけるDashed Line Incisionの有用性
SUBARU健康保険組合太田記念病院 北澤　晶子

V-4 オンライン腹腔鏡実技セミナーin長野 ～満足度100%の遠隔指導を目指して～
長野赤十字病院産婦人科学 有吉　　悠

V-5 ワンハンドスリップノットを再考する～初級者に、組織にやさしい方法～
群馬大学医学部附属病院産科婦人科 津久井優美子

V-6 Minimally invasive sacrocolpopexyで子宮全摘出術による合併症を減らす
O-mesh法
山梨大学医学部産婦人科 尾山　恵亮

9：30～10：00   杉本賞受賞講演
 「高みを目指すJSGOE－学会と関わった年月を振り返って」

座長：明樂　重夫 （日本医科大学産婦人科）
SAL-1 高みを目指すJSGOE－学会と関わった年月を振り返って

日本医科大学名誉教授 竹下　俊行

10：30～11：00   理事長講演
 「コロナ禍を乗り越えて発展する日本産科婦人科内視鏡学会」

座長：吉村　泰典 （吉村やすのり生命の環境研究所）
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学講座 大須賀　穣

11：00～11：40   会長講演
 「鏡視下手術のメリットを享受しよう。　―接近、単離、展開―」

座長：大須賀　穣 （東京大学大学院医学系研究科産婦人科学）
日本医科大学産婦人科 明樂　重夫



― 35 ―

領域11：50～12：50   特別講演1
 「ロボット支援手術の現状と今後の方向性―hinotori時代を迎えて―」

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）
神戸大学大学院腎泌尿器科学分野 藤澤　正人

12：50～13：40   ランチョンセミナー7

申請中13：50～14：50   教育講演
 「腹腔鏡手術後の臍トラブルの現状と対策」

座長：竹下　俊行 （日本医科大学産婦人科）
独立行政法人国立病院機構東京医療センター形成外科 落合　博子

共通14：50～16：20 パネルディスカッション1 
「若手への鏡視下手術修練と教育：安全、確実な手術をめざして」

座長：村上　　節 （滋賀医科大学）　　
藤原　　浩 （金沢大学産婦人科）

PD1-1 日本産科婦人科内視鏡学会の教育への取り組み
東邦大学医学部産科婦人科学講座 森田　峰人

PD1-2 当院における鏡視下手術を用いた手術教育
京都大学 堀江　昭史

PD1-3 若手医師の内視鏡手術研修体制の改善を目的とした当教室の取り組み
東北大学病院 渡邉　　善

PD1-4 施設間の垣根を超えて若手ラパロスコピストを育成するためのトレーニングシス
テムの工夫
広島大学大学院医系科学研究科 関根　仁樹

PD1-5 オンラインビデオクリニックの試み
大阪中央病院婦人科 松本　　貴

16：30～18：00   特別企画2
 「ビデオクリニック　―明日のために辛口コメントから学ぼう―」

座長：中林　　稔 （東京都教職員互助会三楽病院産婦人科）
山本　泰弘 （社会福祉法人康和会久我山病院）　　　

SP2-1 止血困難な膀胱子宮靭帯前層周囲からの静脈性出血に対するアプローチ
多摩北部医療センター婦人科 加藤　顕人

SP2-2 ダグラス窩癒着を伴う、子宮筋腫合併のCIN3に対するTLH
国際医療福祉大学病院産婦人科 鍵本　昌孝

SP2-3 術野展開に苦慮した広間角膜内筋腫の一例
岩手県立磐井病院 鈴木　一誠
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SP2-4 骨盤腹膜炎に既往があり膀胱子宮窩が激しく癒着した症例にて膀胱損傷をきたし
た一例
倉敷中央病院 西村　智樹

コメンテーター：平池　　修 （東京大学）　　　　　　　　　
熊切　　順 （東京女子医科大学産婦人科）　
浅田　弘法 （新百合ヶ丘総合病院産婦人科）
金尾　祐之 （がん研有明病院）　　　　　　
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9 月 12 日（日）―第 2会場（5F 501）―

8：30～10：00 ワークショップ2 
「LSCを安全に行い、かつ再発させないために」

座長：市川　雅男 （日本医科大学産婦人科）　　　　
藤井　美穂 （カレスサッポロ時計台記念病院）

WS2-1 安全で再発のないLaparoscopic sacrocolpopexyを目指して 
～全国で行われている術式の現状把握とともに～
日本医科大学付属病院 可世木華子

WS2-2 安全で再発しないLSC
産業医科大学若松病院 吉村　和晃

WS2-3 再発させないLSCの工夫
亀田総合病院 沢田　勇吾

WS2-4 LSCの脊椎椎間板炎と'Central road'によるSUIを防ぐ
富山県立中央病院 谷村　　悟

WS2-5 LSC における安全な岬角剥離と運針：外科解剖の視点から
JA愛知厚生連豊田厚生病院外科 加藤　健宏

WS2-6 特別発言：ロボット支援下仙骨腟固定術（Robot-assisted sacrocolpopexy; RSC）
の可能性
昭和大学病院産婦人科 石川　哲也

10：10～11：40 シンポジウム2 
「子宮頸癌に対するMISの現況と将来展望」

座長：渡利　英道 （北海道大学大学院医学研究院産婦人科学教室）
京　　　哲 （島根大学医学部産科婦人科）　　　　　　　　

SY2-1 当科における腹腔鏡下広汎子宮全摘術の現状　～LACC, SUCCOR studyの結果
をふまえて～
島根大学医学部産婦人科 中山健太郎

SY2-2 当科における子宮頸癌に対するMISの現況と今後
九州大学医学部産科婦人科 矢幡　秀昭

SY2-3 当科における早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術の治療成績
がん研究会有明病院 野村　秀高

SY2-4 子宮頸癌に対するロボット支援手術の現状
国立病院機構仙台医療センター 新倉　　仁

SY2-5 当科における子宮頸癌に対するMISの現況と将来展望
静岡県立総合病院 小阪　謙三

12：50～13：40   ランチョンセミナー8

16：00～18：00   スポンサードシンポジウム2
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9 月 12 日（日）―第 3会場（5F 502）―

8：30～10：00 ワークショップ3 
「再発性腫瘍の鏡視下手術」

座長：三上　幹男 （東海大学）　　　
金尾　祐之 （がん研有明病院）

WS3-1 婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡下骨盤除臓術
大阪大学医学部産婦人科 小玉美智子

WS3-2 骨盤除臓術における鏡視下手術の利点
田附興風会医学研究所北野病院 関山健太郎

WS3-3 鏡視下手術の再発腫瘍切除への適応拡大
東海大学医学部専門診療学系産婦人科 吉田　　浩

WS3-4 照射野内再発子宮頸がんに対する鏡視下手術
がん研有明病院 金尾　祐之

10：10～11：40 ワークショップ4 
「LMにこだわる」

座長：和田真一郎 （手稲渓仁会病院）　　　　　　
浅田　弘法 （新百合ヶ丘総合病院産婦人科）

WS4-1 筋層縫合を考える～外科医ができる研究を目指して～
東邦大学医学部産科婦人科学講座 太田　邦明

WS4-2 高難度腹腔鏡下子宮筋腫核出術(LM)に対する手術戦略 
-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

WS4-3 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における子宮筋腫回収の工夫　 
－in bagによる電動モルセレータと小切開法について－
新百合ヶ丘総合病院 有馬　宏和

WS4-4 多種多様な筋腫に対応する　―ダイヤモンド配置―
川崎幸病院婦人科 黒田　　浩

WS4-5 LMの壁：　核出+縫合+回収の3つの難に対する戦略
倉敷成人病センター産科婦人科 澤田　麻里

WS4-6 LM後の長期的な合併症について
手稲渓仁会病院産婦人科 都築陽欧子

12：50～13：40   ランチョンセミナー9
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9 月 12 日（日）―第 4会場（5F 503）―

8：30～10：00   特別企画3
 「技術審査委員はここを診る　各採点項目のPros & Cons」

座長：北脇　　城 （市立大津市民病院）
西　　洋孝 （東京医科大学）　　

SP3-1 子宮鏡技術認定審査合格のために必要なこと
医療法人慈正会丸山記念総合病院 丸山　正統

SP3-2 腹腔鏡
京都府立医科大学大学院保健看護学研究科 楠木　　泉

10：10～11：40 シンポジウム3 
「日本における腹腔鏡手術の均てん化のための取り組み　 
～各施設の取り組みからオンライン勉強会まで～」

座長：磯部　真倫 （新潟大学医歯学総合病院産科婦人科）
馬場　　長 （岩手医科大学）　　　　　　　　　　

SY3-1 日本における婦人科腹腔鏡手術の地域間格差の現状
新潟大学医歯学総合病院産科婦人科 磯部　真倫

SY3-2 山形における腹腔鏡手術普及のための取り組み　～山形内視鏡の会発足から現在
までのあゆみ～
山形大学医学部産科婦人科学講座 松川　　淳

SY3-3 非認定施設から認定医をとった立場から
大曲厚生医療センター 長尾　大輔

SY3-4 若手医師によるオンラインでの技術向上の取り組み
中津市立中津市民病院 佐藤　新平

SY3-5 地域格差に挑むオンライン手術勉強会～Online Surgical Video Discussion～
長野赤十字病院 堀澤　　信

SY3-6 日本産科婦人科内視鏡学会における教育委員会の取り組みについて
メディカルトピア草加病院 小堀　宏之

12：50～13：40   ランチョンセミナー10

14：50～16：20 セミライブサージャリー1 
「TLH：こんな時どうする？　-技をみよう-」

座長：北出　真理 （順天堂大学医学部産婦人科学講座）
倉敷成人病センター 安藤　正明
新百合ヶ丘総合病院 浅井　　哲
国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科 棚瀬　康仁
京都大学医学部附属病院 砂田　真澄
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9 月 12 日（日）―第 5会場（3F 303）―

10：10～11：40 子宮鏡研究会ハンズオンセミナー（講義）
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）

平池　　修 （東京大学）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
オフィスヒステロスコープ総論
医療法人社団高邦会高木病院 野見山真理
やってみようLINスネア～外来で出来る子宮鏡下子宮内膜ポリープ切除術～
岐阜市民病院 谷垣　佳子
モルセレーション式子宮鏡のススメ
つばきウィメンズクリニック 須賀　真美
TCRを極める前にまずは基本から
東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科 高島　明子

子宮鏡認定医合格への道
京都府立大学産婦人科学教室 小芝　明美

12：50～13：40   ランチョンセミナー11

9月12日（日）―第6会場（3F 304）―

12：50～13：40   ランチョンセミナー12
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9 月 12 日（日）―第 7会場（3F 311+312）―

8：30～9：30 一般口演9（ライブ） 
「LM（主題演題）」

座長：子安　保喜 （四谷メディカルキューブウィメンズセンター）
菊地　　盤 （メディカルパーク横浜）　　　　　　　　　　

LO-057 LMにこだわる　―妊娠・分娩における子宮破裂を回避するために―
東北医科薬科大学若林病院産婦人科 黒澤　大樹

LO-058 腹腔鏡下子宮筋腫核出術での臍トロッカー創部を軽度延長のみで行ったモルセ
レーターを使用しない筋腫体外回収法の検討
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 王　　洪欣

LO-059 難症例子宮筋腫核出術における手術戦略
東京ベイ・浦安市川医療センター 本田　能久

LO-060 子宮筋腫の硬さは子宮筋腫核出術における難易度を変える要素となりうるか？
国立病院機構小倉医療センター産婦人科 清水　隆宏

LO-061 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における腹腔鏡用超音波検査を用いた再発予防の工夫と
検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室 小谷　泰史

LO-062 子宮粘膜に及ぶ子宮筋腫に対する粘膜面の損傷を回避する腹腔鏡下子宮筋腫核出術
久我山病院産婦人科／杏林大学産科婦人科学教室 山本　泰弘

LO-063 腹腔鏡超音波を用いた粘膜下子宮筋腫の核出 -子宮内膜の温存のために-
東京医科歯科大学大学院茨城県小児周産期地域医療学講座 齊藤　和毅

9：30～10：30 一般口演10（ライブ） 
「異所性妊娠-1」

座長：藤下　　晃 （済生会長崎病院）　　　　　　　　
卜部　　諭 （社会医療法人誠光会草津総合病院）

LO-064 腹腔鏡下卵巣部分切除術により妊娠継続を可能とした子宮内外同時妊娠の一例
日本赤十字社武蔵野赤十字病院産婦人科 鈴木　瑛梨

LO-065 腹腔鏡下手術により診断・治療した卵巣妊娠の2例
泉大津市立病院産婦人科 和田　卓磨

LO-066 腹腔鏡手術にて診断・治療した子宮漿膜妊娠の一例
泉大津市立病院産婦人科 野田　拓也

LO-067 子宮動脈塞栓術とメトトレキサート局所および全身投与後に子宮鏡下子宮内容除
去術を実施した頸管妊娠の1例
国家公務員共済組合連合会虎の門病院産婦人科 大村　美穂

LO-068 稀少部位異所性妊娠を診断するために
順天堂大学医学部附属練馬病院 笠原　華子

LO-069 凍結融解胚移植により卵巣妊娠となった1例
JA愛知厚生連豊田厚生病院産婦人科 安井　裕子
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10：30～11：30 一般口演11（ライブ） 
「異所性妊娠-2」

座長：中林　　章 （東京女子医科大学産婦人科学講座）　　　　　　　　　　　
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）

LO-070 帝王切開瘢痕部妊娠に対し、子宮動脈塞栓術後、腹腔鏡観察下に子宮鏡下手術を
施行した一例
昭和大学江東豊洲病院産婦人科 河野　春香

LO-071 腹腔鏡下に摘出した後腹膜腔妊娠の一例
昭和大学病院産婦人科 水谷あかね

LO-072 Non-tubal ectopic pregnancyに対する治療戦略
順天堂大学産婦人科学講座 川崎　　優

LO-073 将来の安全な妊娠を担保するための間質部妊娠の手術手技の検討
広島市立広島市民病院 森川　恵司

LO-074 腹腔鏡下に治療し得た非交通性副角妊娠の一例
札幌医科大学附属病院産婦人科 和田　　渚

LO-075 卵管間質部妊娠術後の帝王切開術中に子宮破裂を認めた一例
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 宇佐美拓哉

14：50～15：50 一般口演12（ライブ） 
「手技の工夫」

座長：梁　　善光 （帝京大学ちば総合医療センター）
梅本　雅彦 （吹田徳州会病院）　　　　　　　

LO-076 リユース可能な内視鏡用腟拡張器vagi-メタルの開発
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 松田　祐奈

LO-077 婦人科腹腔鏡下手術における経静脈的自己調節鎮痛法（IV-PCA）についての検討
東京ベイ浦安市川医療センター 佐野　祥子

LO-078 ロボット手術のコンパートメント症候群予防におけるパームQの有用性
三重大学医学部附属病院産科婦人科 金田　倫子

LO-079 ロボット支援下子宮全摘出術におけるリデューサースリーブ®を用いたセプラ
フィルム®挿入と貼付方法の工夫について
独立行政法人国立病院機構東京医療センター産婦人科 宋　　吉和

LO-080 10年以上留置された子宮内避妊器具の有効な抜去法
川崎市立川崎病院産婦人科 大谷　利光

LO-081 マイクロ波子宮内膜アブレーション後の子宮頸管狭窄予防因子
獨協医科大学埼玉医療センター産科婦人科／ 
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 濱田　佳伸

LO-082 vNOTES導入に向けたHybrid vNOTESの有用性
一般財団法人倉敷成人病センター産婦人科 戸枝　　満
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15：50～16：50 一般口演13（ライブ） 
「炎症その他」

座長：荒金　　太 （熊本赤十字病院）
LO-083 未治療重症糖尿病を合併した骨盤内炎症性疾患に対し、血糖コントロール後に腹

腔鏡下手術を行った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 宇佐美拓哉

LO-084 人工授精後に発症した重篤な付属器膿瘍に対して 
腹腔鏡下および経腹的ドレナージを要した一例
関東労災病院産婦人科 北村　周平

LO-085 診断及び治療に腹腔鏡手術が有用であった卵巣膿瘍破裂の一例
昭和大学医学部産婦人科学講座 本多　容子

LO-086 腹腔鏡下手術で治癒した骨盤内うっ血症候群の一例
国立病院機構九州医療センター産科婦人科 葉　　高杉

LO-087 腹腔鏡下に摘出した後腹膜嚢胞の1例
トヨタ記念病院産婦人科 金　　　明

LO-088 結核性腹膜炎の1例
鹿児島市医師会病院 山﨑　英樹

LO-089 完全重複尿管に対し、尿管損傷予防のためにNIRCTM蛍光尿管カテーテルを使用
した1例
小田原市立病院 丸山　康世

LO-090 閉鎖神経発生傍神経節腫の一例　～骨盤解剖に基づいた術式の検討～
製鉄記念室蘭病院産婦人科 長尾沙智子

16：50～17：50 一般口演14（ライブ） 
「子宮奇形」

座長：銘苅　桂子 （琉球大学病院）　　　　　　
金崎　春彦 （島根大学医学部産科婦人科）

LO-091 ロボット支援下手術の際に、重複子宮の両側体部の間をS状結腸が走行していた
一例
鳥取大学医学部附属病院 長田　広樹

LO-092 先天性子宮形態異常187例に対する子宮鏡下子宮形成術の治療成績
川崎市立川崎病院産婦人科 金　　善惠

LO-093 当院における子宮鏡下子宮中隔切断術の有効性の検討
兵庫医科大学病院産科婦人科学講座 佐伯信一朗

LO-094 非交通性副角側の卵管に妊娠し、腹腔鏡下手術で切除した一例
広島赤十字・原爆病院 甲斐　一華

LO-095 機能性内膜を有する非交通性副角子宮側の卵管切除を施行した結果、術後月経モ
リミナとなった1例
沖縄県立北部病院産婦人科 諸井　明仁

LO-096 OHVIRA症候群に対して、レゼクトスコープおよび腹腔鏡を併用して治療を
行った1例
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 三宅　温子
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LO-097 腹腔鏡用気腹装置を用いて経腟的に腟壁開窓術を施行したOHVIRA症候群の1例
名古屋大学附属病院産婦人科 鈴木　徹平

LO-098 非交通性副角子宮と術前診断されたaccessory cavitated uterine massの1例
三重中央医療センター 張　　凌雲
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9 月 12 日（日）―第 8会場（3F 313+314）―

8：30～9：30 一般口演15（ライブ） 
「TLH（症例報告）」

座長：飛梅　孝子 （大坂医療センター）
楠本　知行 （倉敷中央病院）　　

LO-099 帝王切開既往により高度な尿路偏位をきたしていた全腹腔鏡下単純子宮全摘出術
（TLH）の一例
府中病院 稲垣　聖子

LO-100 両側腎移植後に腹腔鏡下子宮全摘術を行った一例
群馬大学医学部附属病院産婦人科 小林　未央

LO-101 頸部筋腫に連続して発育する頸管内筋腫分娩に対してTLHを完遂できた一例
石切生喜病院 中平　理恵

LO-102 大量出血を来した子宮頸部筋腫に対して偽閉経療法後に腹腔鏡下子宮全摘出術を
施行した一例
東京山手メディカルセンター産婦人科 石沢　千尋

LO-103 腹腔鏡手術にて治療し得た成人頭大子宮筋腫によるpseudo-Meigs症候群の1例
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 横田めぐみ

LO-104 TLHを受ける患者の心理～術前の不安に焦点をあてて～
メディカルトピア草加病院看護部 賀川久美子

9：30～10：30 一般口演16（ライブ） 
「深部子宮内膜症」

座長：平田　哲也 （同愛記念病院産婦人科）　　　　　　　　　　
工藤　正尊 （北海道大学大学院医学研究院産婦人科学教室）

LO-105 後腹膜腔に発育した子宮内膜症性嚢胞の1症例
北里大学病院産婦人科／東京大学医学部附属病院産婦人科 平岡　毅大

LO-106 ロボット支援下手術におけるダグラス窩開放戦略の6つのステップ 
-Double Bipolar法を用いて-
倉敷成人病センター産婦人科 加藤　　慧

LO-107 重症子宮内膜症癒着に対する腹腔鏡下逆行性子宮全摘術
越谷市立病院産婦人科 石黒　共人

LO-108 深部子宮内膜症および直腸子宮内膜症症例における膜構造の認識―いかに安全に
剥離するか―
茶屋町レディースクリニック／千船病院産婦人科 佐伯　　愛
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10：30～11：30 一般口演17（ライブ） 
「子宮内膜症/子宮腺筋症」

座長：百枝　幹雄 （聖路加国際病院）　　　　　　　　　　　
森　　泰輔 （京都府立医科大学大学院女性生涯医科学）

LO-109 当院における腹腔鏡下子宮腺筋症核出術および深部子宮内膜症切除術施行症例の
術後妊娠に関する検討
大阪中央病院 岩井　夏実

LO-110 腹腔鏡下子宮内膜症病巣除去術および深部子宮内膜症切除術が術後妊娠成績に及
ぼす影響
京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 藤井　麻耶

LO-111 当科で施行した内膜症術後の妊娠予後に関する検討
倉敷成人病センター 安井みちる

LO-112 内膜症性嚢胞摘出術における異なる手術操作が術後の卵巣機能に及ぼす影響につ
いての前方視的検討
済生会長崎病院産婦人科 平木　宏一

LO-113 腹腔鏡下子宮全摘術の際に予防的卵管摘出を行い、左卵管采に稀な頸管内膜症を
認めた1例
社会医療法人愛仁会千船病院産婦人科 城　　道久

LO-114 4Kカメラで観察した卵管内膜症の腹膜病変形態
富山県立中央病院産婦人科 草開　　妙

LO-115 卵巣内膜症性嚢腫を伴った慢性骨盤腹膜炎に対する腹腔鏡手術後に横隔膜下膿瘍
および無気肺を来たした症例
武蔵野赤十字病院産婦人科 井浦　文香

14：50～15：50 一般口演18（ライブ） 
「子宮頸がん」

座長：小林　栄仁 （大阪大学医学部産婦人科）
矢幡　秀昭 （九州大学病院産科婦人科）

LO-116 骨盤内腫大リンパ節に対する高線量照射を可能とした腹腔鏡下スペーサー留置術
大阪大学産婦人科 來間　愛里

LO-117 当科におけるLACC study後の腹腔鏡下広汎子宮全摘術の現状
島根大学医学部産科婦人科学講座 槇原　　貫

LO-118 子宮頸部上皮内腫瘍に対する治療経験　開腹手術と腹腔鏡手術の手術治療成績の
比較検討
国立病院機構埼玉病院産婦人科 白根　照見

LO-119 LACC trial後の適応を超えてMISを施行した子宮頸がん症例の検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室 村上　幸祐

LO-120 演題取り下げ
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15：50～16：50 一般口演19（ライブ） 
「付属器腫瘍（悪性その他）」

座長：干場　　勉 （石川県立中央病院）　　　　　　　　　　
豊島　将文 （日本医科大学付属病院女性診療科・産科）

LO-121 腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術後に成人型顆粒膜細胞腫と診断された1例
杏林大学医学部産科婦人科学教室 春名　佑美

LO-122 進行卵巣癌患者における審査腹腔鏡のPIスコアとIDSの腫瘍残存に関する検討
がん研有明病院 西野　翔吾

LO-123 茎捻転を生じた卵巣腫瘍を腹腔鏡下に摘出し、後に悪性腫瘍と診断された卵巣高
異型度漿液性癌の1例
社会医療法人愛仁会千船病院産婦人科 城　　道久

LO-124 肺動脈塞栓症合併進行卵巣癌に対し直接経口抗血栓薬内服中、肺動脈血栓症増悪
および新規脳梗塞を認めた1例
越谷市立病院産婦人科 藤岡　　彩

LO-125 子宮頸癌の放射線治療後に中分化型セルトリ・ライディッヒ細胞腫が発生した一例
聖マリアンナ医科大学産婦人科学 石井　雅人

LO-126 水腎症を呈したリンパ節転移を疑う腹腔内腫瘤に対し腹腔鏡手術を施行し診断し
得た原発不明癌の1例
藤田医科大学産婦人科 高田　恭平

LO-127 Trousseau症候群を契機に判明した原発不明癌に対して腹腔鏡下腫瘍生検術を施
行した一例
神戸大学医学部附属病院産科婦人科 安積　麻帆

LO-128 腹膜癌および悪性リンパ腫疑いの症例において腹腔鏡下傍大動脈リンパ節生検に
て反応性リンパ節炎と診断し得た1例
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 家谷　佳那

16：50～17：50 一般口演20（ライブ） 
「RALHの導入と工夫」

座長：伊東　宏絵 （東京医科大学病院）　　　
宮本雄一郎 （東京大学医学部附属病院）

LO-129 新規開院施設におけるロボット支援下子宮全摘術の導入
藤田医科大学岡崎医療センター婦人科 安江　　朗

LO-130 当院におけるロボット支援下子宮全摘術の導入初期成績の検討
国際医療福祉大学医学部産婦人科学 片岡　史夫

LO-131 大きな子宮筋腫に対するTLHをロボット支援下で安全に行うために
日本生命病院産婦人科 橋本奈美子

LO-132 ロボット支援下子宮全摘術でのtips, tricks and traps -子宮マニピュレーション
を中心に-
倉敷成人病センター 坂手慎太郎

LO-133 ロボット支援下子宮全摘術における子宮マニピュレーター操作の定型化
富山県立中央病院産婦人科 中島　雅子
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LO-134 当院における良性疾患に対するロボット支援下子宮全摘術の導入経験
同愛記念病院産婦人科 平田　哲也

LO-135 ロボット支援下子宮全摘出術の導入時の手技の工夫及び手術成績
松山赤十字病院 高杉　篤志

LO-136 巨大子宮筋腫に対するロボット支援下子宮全摘出術
藤田医科大学産婦人科 宮村　浩徳
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9 月 13 日（月）―第 1会場（1F メインホール）―

8：00～9：20 第16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）

CS-1 委員長挨拶
東京医科大学産科婦人科学分野 西　　洋孝

CS-2 動画指針基準・採点表および審査指針第5版の改定
東京大学 平池　　修

CS-3 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

CS-4 腹腔鏡コンセンサスミーティング
京都府立医科大学産婦人科学教室 楠木　　泉

9：30～11：00 パネルディスカッション2 
「鏡視下悪性腫瘍を修練する若手へのメッセージ」

座長：大道　正英 （大阪医科薬科大学産婦人科学教室）
西澤　春紀 （藤田医科大学産婦人科）　　　　　

PD2-1 鏡視下悪性腫瘍手術における注意点　～子宮体がんを中心に～
順天堂大学医学部産婦人科学講座 藤野　一成

PD2-2 若手医師に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の教育の実践
近畿大学医学部産科婦人科 小谷　泰史

PD2-3 婦人科悪性腫瘍に対する鏡視下手術を安全に行うための術者心得
静岡県立静岡がんセンター 高橋　伸卓

PD2-4 婦人科悪性腫瘍におけるロボット手術の位置付け
山梨県立中央病院 坂本　育子

PD2-5 婦人科ロボット悪性腫瘍手術に若手医師が取り組む際の留意点
鹿児島大学病院 神尾　真樹

PD2-6 高難度手術への挑戦
大阪医科薬科大学 田中　智人

領域11：10～12：10   特別講演2
 「AIと内視鏡手術」

座長：原田　　省 （鳥取大学医学部附属病院）
福岡工業大学 徳安　達士

12：10～13：00   ランチョンセミナー13
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13：50～15：20 シンポジウム4 
「ロボット子宮体がん手術の進歩」

座長：寺井　義人 （神戸大学大学院医学研究科）　
小林　裕明 （鹿児島大学医学部産科婦人科）

SY4-1 定型化された腹腔鏡術式はロボット支援下子宮悪性腫瘍手術でも有用か
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 山崎　友維

SY4-2 子宮体癌に対するロボット手術“単純子宮全摘か準広汎子宮全摘術か？”
公益財団法人がん研究会有明病院婦人科 青木　洋一

SY4-3 高リスク体がん手術におけるデュアルドッキング手術の確立に向けて
鹿児島大学医学部産科婦人科学教室 簗詰伸太郎

SY4-4 ロボット子宮体癌手術の現状および課題 
-リモートシステム症例見学を用いた教育・均てん化-
三重大学産科婦人科 近藤　英司

SY4-5 ロボット支援下子宮体癌手術を安全に普及させるための課題
弘前大学医学部産婦人科 横山　良仁

15：30～17：00 シンポジウム5 
「これからロボット手術を始める人への提言」

座長：横山　良仁 （弘前大学大学院医学研究科産科婦人科学講座）
西　　洋孝 （東京医科大学）　　　　　　　　　　　　　　

SY5-1 ロボットを始めたばかりの5年前の私にタイムマシンで教えてあげたいこと
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

SY5-2 RSCを安全に導入するために何を考えるべきか
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

SY5-3 早期子宮体癌に対するロボット支援下子宮悪性腫瘍手術 
～導入時における安全な運用へ～
東京医科大学 山中　善太

SY5-4 子宮頸癌・子宮体癌に対するロボット支援下手術
豊橋市民病院産婦人科 梅村　康太

SY5-5 ロボット手術を遂行するためのTips -ロボットシステムを生かしたトレーニング
法-
三重大学医学部附属病院産婦人科 吉田　健太
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9 月 13 日（月）―第 2会場（5F 501）―

9：30～11：00 ワークショップ5 
「子宮鏡手術アップデート　―最適な機器と手技、適応を考える―」

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）
沖　　利通 （鹿児島大学医学部保健学科成育看護学講座）　　　　　　　　　　

WS5-1 安全な子宮鏡手術と適応の拡大のために必要なレゼクトスコープの特性および動
作機序の理解と最適なセッティング
大阪急性期・総合医療センター 竹村　昌彦

WS5-2 TCRisの短所を克服し長所を生かしTCR-Mの適応を拡大するSSCI-RoBEEM
佐野病院婦人科切らない筋腫治療センター 井上　滋夫

WS5-3 当院における個々の症例に応じた最適な子宮鏡下手術機器の選択と使用方法
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 逸見　博文

WS5-4 子宮鏡下子宮形成術の現状
Shinjuku ART Clinic／日本医科大学付属病院女性診療科産科 小野　修一

WS5-5 Mini- Hysteroscopic Resectionによる外来子宮鏡手術
医療法人社団高邦会高木病院産婦人科 野見山真理

12：10～13：00   ランチョンセミナー14

13：50～15：20   スポンサードワークショップ

15：30～17：00 セミライブサージャリー2 
「子宮内膜症：安全性と根治姓を追求する」

座長：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）
パート①チョコレート嚢胞摘出術

群馬大学産婦人科 岩瀬　　明
茶屋町レディースクリニック 佐伯　　愛

パート②DIE切除術
富山県立中央病院 谷村　　悟
Lucina Women & Children Hospital, Taiwan Chung-Hsien Sun
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9 月 13 日（月）―第 3会場（5F 502）―

9：30～11：00 ワークショップ6 
「困難な異所性妊娠への対応」

座長：三浦　清徳 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科）
柴原　浩章 （兵庫医科大学産科婦人科）　　　　　　　　　　

WS6-1 頸管妊娠、帝王切開瘢痕部妊娠に対するMTX全身投与を先行した子宮鏡治療
東北医科薬科大学若林病院産婦人科 渡辺　　正

WS6-2 帝王切開瘢痕部妊娠に対する腹腔鏡手術戦略
リプロダクションクリニック東京／手稲渓仁会病院産婦人科 大原　康弘

WS6-3 妊孕性温存を考慮した頸管妊娠に対する低侵襲手術
手稲渓仁会病院 小野　洋輔

WS6-4 卵管間質部妊娠に対する腹腔鏡下卵管間質部線状切開術
兵庫医科大学 山谷　文乃

WS6-5 卵管保存手術が実施困難であった症例の検討
済生会長崎病院産婦人科 大橋　和明

12：10～13：00   ランチョンセミナー15
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9 月 13 日（月）―第 4会場（5F 503）―

9：30～11：00 シンポジウム6 
「Fasciaと膜を理解し、MISを極める」

座長：谷村　　悟 （富山県立中央病院）
舟本　　寛 （東京女子医科大学）

SY6-1 Fascia（ファシア）の構造とその変化を知る
富山県立中央病院 谷村　　悟

SY6-2 “Fascia”で理解する解剖と、「膜」にとらわれない手術
国立病院機構九州医療センター産科婦人科／ 
国立病院機構九州医療センター臨床研究センター 瓦林　靖広

SY6-3 子宮内膜症手術において重要なダグラス窩の基本構造と 
その変異の特性を知る
日本医科大学産婦人科 市川　雅男

SY6-4 切離・剥離の違いを意識した低侵襲手術　～よりミクロに解剖を捉えて～
国立がん研究センター中央病院 棚瀬　康仁

SY6-5 尿管下腹神経筋膜と、骨盤神経叢からの膀胱枝 
-広汎子宮全摘術における排尿神経温存から-
自治医科大学附属さいたま医療センター／ 
東京医科歯科大学臨床解剖学分野 近澤　研郎

12：10～13：00   ランチョンセミナー16

9月13日（月）―第5会場（3F 303）―

12：10～13：00   ランチョンセミナー17
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9 月 13 日（月）―第 7会場（3F 311+312）―

9：30～10：30 一般口演21（ライブ） 
「子宮体がん（その他）」

座長：金内　優典 （小樽市立病院婦人科）
藤堂　幸治 （北海道がんセンター）

LO-137 異型子宮内膜増殖症12例に対して子宮マニピュレーターを使用しないで施行した
腹腔鏡下子宮全摘術の検討
川崎幸病院婦人科 黒田　　浩

LO-138 子宮体癌低侵襲手術導入期における術前評価の妥当性についての検討
国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科 宇野　雅哉

LO-139 腹腔内出血が診断契機となった進行若年性子宮体癌の1例
聖隷三方原病院 吉川小由里

LO-140 鏡視下手術における尿路損傷のリスク低減法
国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科 加藤　友康

LO-141 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮全摘術に子宮マニピュレーターの有無が与え
る影響
市立貝塚病院産婦人科 市川　冬輝

LO-142 子宮体癌に対する全腹腔鏡下子宮全摘・両側付属器切除後に発症した卵巣静脈血
栓症
自治医科大学産科婦人科学講座 高橋　詳史

LO-143 再発悪性腫瘍に対する適切であった鏡視下手術症例
新百合ヶ丘総合病院 浅井　　哲

LO-144 婦人科悪性腫瘍の骨盤内再発腫瘤に対する腹腔鏡下摘出術
石川県立中央病院産婦人科 干場　　勉

10：30～11：30 一般口演22（ライブ） 
「子宮体がん（ロボット手術）」

座長：竹島　信宏 （国際医療福祉大学病院）
田中　尚武 （千葉県がんセンター）　

LO-145 高度肥満症例へのロボット子宮悪性腫瘍手術の工夫
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室 森本裕美子

LO-146 ロボット手術による子宮体癌の克服
鳥取大学産科婦人科学分野 小松　宏彰

LO-147 演題取り下げ
LO-148 当院におけるロボット支援下手術の取り組み

兵庫県立がんセンター 北井　美穂
LO-149 ロボット支援子宮体癌手術におけるセンチネルリンパ節同定法：当院の試み

昭和大学医学部産婦人科学講座 三村　貴志
LO-150 早期子宮体がんに対するロボット支援下手術の変遷 ～標準化への道のり～

順天堂大学産婦人科学講座 藤野　一成
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13：50～14：50 一般口演23（ライブ） 
「骨盤臓器脱-3」

座長：石川　哲也 （昭和大学病院産婦人科）　
小林　暁子 （新潟大学医歯学総合病院）

LO-151 岬角前面に血管が走行した骨盤臓器脱に対してLLSを行った1例
トヨタ記念病院 竹田　健彦

LO-152 前および後メッシュを別々に岬角に固定する腹腔鏡下仙骨腟固定術の成績 
～前後メッシュのテンションを最適化するためのベストウェイ～
亀田メディカルセンターウロギネ・女性排尿機能センター スェ　ミャット

LO-153 子宮摘出が必要な骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下骨盤臓器脱手術
亀田メディカルセンターウロギネ・女性排尿機能センター オウラン　コルテス

LO-154 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は有用
である
広島大学病院産婦人科 関根　仁樹

LO-155 骨盤臓器脱における腹腔鏡下円靭帯固定術の有効性
国際医療福祉大学医学部産婦人科／国際医療福祉大学病院産婦人科 柿沼　敏行

LO-156 TVM術後晩期の前腟壁メッシュ露出に対し、腹腔鏡下にメッシュを除去し膀胱
尿道損傷を回避した1例
横浜市立大学附属病院産婦人科 石寺　由美

LO-157 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)の手術成績およびアンケート調
査によるQOLの検討
日本医科大学附属病院 坂田　明子

14：50～15：50 一般口演24（ライブ） 
「LM（筋腫核回収と合併症）」

座長：吉野　　修 （山梨大学）　　
石川　雅彦 （大和市立病院）

LO-158 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における筋腫の経腟回収～腟から切らない、クリスクロ
ス法～
倉敷成人病センター産婦人科 島田　京子

LO-159 パラレル配置での腹腔鏡下子宮筋腫摘出術（LM）における腹腔内メス細切につ
いての当科の工夫
岐阜市民病院産婦人科 桒原万友香

LO-160 腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるbidirectional barbed sutureの有効な活用法
県立宮崎病院産婦人科 愛甲　　碧

LO-161 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後8年で発生したdisseminated peritoneal 
leiomyomatosisの一例
佐賀県医療センター好生館 光　　貴子

LO-162 uncontained morcellationによる LM後に手術を施行した314例のおける寄生筋腫
の発生率と発生症例の検討
手稲渓仁会病院産婦人科 和田真一郎
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LO-163 腹腔鏡下筋腫核出術後に発生した医原性異所性平滑筋腫25例の検討
順天堂大学医学部産婦人科学講座 武内　詩織

15：50～16：50 一般口演25（ライブ） 
「LM（成績と工夫）」

座長：北　　正人 （関西医科大学産科学婦人科学講座）
佐野　力哉 （川崎医科大学婦人科腫瘍学教室）　

LO-164 腹腔鏡下子宮筋腫核出術(LM)における術中出血量の予測
東京都教職員互助会三楽病院 庄司　理乃

LO-165 当院における腹腔鏡下子宮筋腫核出後妊娠の妊娠・分娩に関する検討
草津総合病院産婦人科 藤城　直宣

LO-166 当院におけるレルゴクス術前投与症例の検討
倉敷成人病センター 安井みちる

LO-167 子宮筋腫に対する子宮動脈塞栓術後に手術療法を要した症例の検討　―治療選択
から手術のピットフォールまで―
倉敷成人病センター産婦人科 吉野　育典

LO-168 鏡視下子宮筋腫手術に対する術前GnRHアゴニストとGnRHアンタゴニスト投与
の比較検討
岐阜市民病院産婦人科 柴田万祐子

LO-169 子宮筋腫に対する腹腔鏡下手術の術前治療におけるレルゴリクスおよびリュープ
ロレリンの効果とその治療成績の比較検討
順天堂大学 北村　絵里

LO-170 LMにおける有棘糸付縫合針(STRATAFIX®)の有用性、安全性の検討
倉敷成人病センター産婦人科 加藤　　慧
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9 月 13 日（月）―第 8会場（3F 313+314）―

9：30～10：30 一般口演26（ライブ） 
「TLH/RALH一般」

座長：渡邉　　善 （東北大学病院）　　　　　　　
藤本　晃久 （帝京大学医学部附属溝口病院）

LO-171 腹腔鏡下子宮全摘術の経腟的検体回収による腟壁・会陰裂傷のリスク因子について
メディカルトピア草加病院婦人科 萩原　聖子

LO-172 巨大子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術の術式に寄与する因子の検討
四谷メディカルキューブウィメンズセンター婦人科 大井手志保

LO-173 当科で行っている子宮全摘術 ～開腹手術からMISまで～
国立がん研究センター中央病院 北村　翔一

LO-174 当院での子宮マニピュレータの使用～術野展開は自分の手で行う～
大阪中央病院婦人科 楠元　理恵

LO-175 婦人科良性疾患に対して導入されたロボット手術は、従来の腹腔鏡下手術を上回
ることが可能か
鳥取大学医学部産科婦人科学 飯田　祐基

LO-176 婦人科良性疾患におけるロボット手術と腹腔鏡手術の比較
島根大学医学部産科婦人科 石橋　朋佳

LO-177 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～
鳥取大学医学部産科婦人科学分野 大川　雅世

LO-178 腹腔鏡下子宮全摘術の子宮マニピュレーター操作を考える
川崎幸病院婦人科 黒田　　浩

10：30～11：30 一般口演27（ライブ） 
「TLH（合併症）」

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）
石川　博士 （千葉大学大学院医学研究院生殖医学）　　　　　　　　　　　

LO-179 全腹腔鏡下子宮全摘術中に尿管損傷が判明し腹腔鏡下に修復した6症例の検討
新百合ヶ丘総合病院 竹本　周二

LO-180 全腹腔鏡下子宮全摘術中に尿管損傷を起こした1例
横浜市立市民病院 石川　玲奈

LO-181 TLH術中膀胱鏡検査にて片側よりインジゴ尿が排出されず片側腎萎縮・機能廃
絶が判明した一例
東京ベイ・浦安市川医療センター 古川佳容子

LO-182 当科での腹腔鏡下尿管膀胱新吻合術の成績について
倉敷成人病センター産婦人科 島田　京子

LO-183 腟より挿入したVagi-パイプが腟壁損傷により直腸および直腸腟中隔に迷入した
腹腔鏡下子宮全摘出術の2例
国立病院機構東京医療センター産婦人科 島田　智子

LO-184 全腹腔鏡下子宮全摘出術後3ヶ月目に性交渉をきっかけに腟断端離開を来した1例
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 宮﨑康太郎
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LO-185 子宮摘出術後の腟断端離開の発症時期を検討する
がん研有明病院婦人科 一木　　愛

13：50～14：50 一般口演28（ライブ） 
「子宮鏡」

座長：髙井　　泰 （埼玉医科大学総合医療センター産婦人科）
近藤　春裕 （聖マリアンナ医科大学）　　　　　　　　

LO-186 当科における子宮鏡下手術時の子宮穿孔症例の検討
千葉大学大学院医学研究院生殖医学 石川　博士

LO-187 ローラー電極とニードル電極を併用した子宮粘膜下筋腫摘出術(Enucleation in 
toto)の適応と限界～単一術者による74症例での検討～
大阪警察病院産婦人科 西尾　幸浩

LO-188 子宮内膜ポリープに対するTruClearTM tissue removal systemを用いたオフィス
サージェリーの確立と治療成績
フェニックスアートクリニック 藤原　敏博

LO-189 細径硬性子宮鏡が有用であった子宮中隔切除後のAsherman症候群の1例
市立貝塚病院産婦人科 増田　公美

LO-190 乳癌術後ホルモン療法中に発生した子宮体部腺線維腫に対して子宮鏡手術を施行
した2例
公立西知多総合病院産婦人科 永坂万友子

LO-191 子宮頸管狭窄症に対して細径子宮鏡を用いた頸管拡張アプローチが有用であった
2例
京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 谷　　顕裕

LO-192 子宮鏡下手術において安全・確実・容易・目視下にバゾプレッシンを局注するシ
ンプルな方法
桐生厚生総合病院産婦人科 小松　央憲

LO-193 当院での子宮鏡手術における適応と安全管理
東京ベイ浦安市川医療センター産婦人科 木暮　真理
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WEB開催

 一般口演1（オンデマンド） 
「子宮筋腫 TLH」

O-001 ループ型電極を用いてtwo-step total laparoscopic hysterectomyを施行した巨大
子宮筋腫の1例
京都府立医科大学大学院女性生涯医科学 垂水　洋輔

O-002 巨大子宮筋腫に対する腹腔鏡下腟式子宮全摘術（TLH）における安全な経腟回
収法の検討
愛仁会千船病院 荻本　圭祐

O-003 腹腔鏡初心者にこそ勧める広い術野展開 for TLH
大阪労災病院産婦人科医局 樋上　翔大

O-004 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

O-005 巨大子宮筋腫（摘出重量3000g以上）に対する腹腔鏡下子宮全摘出術の検討
徳島県立中央病院産婦人科 正木　理恵

O-006 腹式単純子宮全摘術を再現した単孔式腹腔鏡下単純子宮全摘術
京都桂病院産婦人科 岩見州一郎

O-007 経腟回収困難と予測された巨大子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術での検体回
収の工夫
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 河村　　佑

O-008 巨大子宮（摘出重量1000g以上）に対しロボット支援下手術を施行した6例の検討
一宮市立市民病院 田中　幸余

O-009 良性疾患におけるロボット支援下子宮全摘術・3rdアームの重要性について
豊橋市民病院産婦人科 嶋谷　拓真

O-010 ロボット支援下腹腔鏡下子宮全摘術における腟管切開の工夫（ストラップ法）
千船病院 荻本　圭祐

O-011 ロボット支援下子宮全摘出術におけるCOVID-19感染予防のための工夫
大阪市立総合医療センター婦人科 長辻真樹子

O-012 ロボット支援腹腔鏡下子宮全摘術における光るカップ付き子宮マニピュレーター
の有用性の検討
浜松医科大学医学部産婦人科学講座 伊藤　敏谷

O-013 TLHの基靭帯処理と腟切開時の出血量を最小限に抑える
札幌白石産科婦人科病院 恐神　博行

O-014 腹腔鏡下子宮全摘における尿管損傷2例から学ぶこと　-1800例の腹腔鏡下子宮全
摘術の経験より-
越谷市立病院産婦人科 中村　謙一

O-015 子宮動脈本幹結紮を行わない腹腔鏡子宮全摘出術の手術成績の検討
東邦大学医学部産婦人科学講座（大森） 中岡賢太郎

O-016 TLHで子宮動脈を結紮する？結紮しない？ 
―当院での術式―
川口市立医療センター産婦人科 芦田　　敬
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O-017 子宮体下部後壁の子宮筋腫に対し、蛍光尿管カテーテルを挿入し尿管同定を行っ
たTLHの一例
小田原レディスクリニック 西原富次郎

O-018 蛍光尿管カテーテルを用いたRALH
王子総合病院 中陳　哲也

O-019 TLHにおけるマイクロ波エネルギーデバイスAcrosurge®の使用経験
福井赤十字病院産婦人科 杉田　元気

 一般口演2（オンデマンド） 
「子宮筋腫 LM」

O-020 筋層の切開方向と縫合方法の違いが腹腔鏡下子宮筋腫核出術の手術成績に及ぼす
影響
公立学校共済組合四国中央病院 新垣　亮輔

O-021 当院で行っている腹腔鏡下子宮筋腫摘出術における工夫
総合病院厚生中央病院産婦人科 中村　　華

O-022 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における適応の限界と自己血輸血の必要性についての検討
近畿大学病院 加嶋　洋子

O-023 子宮筋腫核出術におけるバソプレシン使用の同意書に関する検討
虎の門病院産婦人科 東梅　久子

O-024 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後における周産期予後に対する検討
近畿大学産婦人科教室 笹井　奈穂

O-025 GnRHアンタゴニストの腹腔鏡下子宮筋腫核出術に対する術前投与の経験
日本医科大学産婦人科 白石　達典

O-026 当院の腹腔鏡下子宮筋腫核出術におけるMyoma pseudocapsule温存のための工夫
国立病院機構神戸医療センター 嘉納　　萌

O-027 腹腔鏡下筋腫核出術における筋腫剥離操作を再考する
倉敷成人病センター 坂手慎太郎

 一般口演3（オンデマンド） 
「子宮筋腫 症例報告」

O-028 全腹腔鏡下子宮全摘術の術中に発見された右重複腎盂尿管の1例
明石医療センター 林田　恭子

O-029 parasitic myomaと肺に多発する良性転移性平滑筋腫が併発した一例
横浜総合病院産婦人科 清水　拓哉

O-030 筋腫分娩による子宮内反症に対し腹腔鏡下腟式子宮全摘術を施行した一例
伊勢崎市民病院産婦人科 阿美　寛人

O-031 TLH後、腟断端離開の1症例
岐阜県総合医療センター 佐藤　香月

O-032 腹腔鏡下子宮全摘術を施行したCotyledonoid Dissecting Leiomyomaの一例
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

O-033 TLH後の切迫腟断端離開に対して腟式に再縫合した1例
湘南鎌倉総合病院産婦人科 福田　貴則
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O-034 妊娠中より認めたパラサイト化が疑われた有茎性筋腫の一例
社会医療法人誠光会草津総合病院産婦人科 小暮　　藍

O-035 子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮筋腫核出術中に子宮頸管内に穿破し対応に苦
慮した2例
山形大学医学部産科婦人科学講座 中村　文洋

O-036 多発性粘膜下筋腫に対して子宮動脈塞栓術後に腹腔鏡下子宮筋腫摘出術を施行し
た一例
札幌医科大学 野藤　五沙

O-037 腹腔鏡下手術で摘出した大網捻転を伴う異所性平滑筋腫と診断した大網腫瘍の一例
磐田市立総合病院産婦人科 杉村　　亮

O-038 有棘縫合糸により術後イレウスを発症した腹腔鏡下子宮筋腫摘出術(LM)の1症例
岐阜市民病院産婦人科 林　　佳奈

O-039 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後に発症した肺良性転移性平滑筋腫の一例
広島市立広島市民病院 坂井　裕樹

O-040 腹腔鏡下子宮全摘術における検体の硬度評価～モース硬度を測定した3例～
越谷市立病院 川合　貴幸

O-041 腹腔鏡下手術で摘出した子宮原発血管筋脂肪腫瘍の1例
国立病院機構別府医療センター 井ノ又裕介

O-042 妊娠中に疼痛を繰り返した漿膜下変性筋腫に対し腹腔鏡手術が有用であった一例
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院産婦人科 可世木　聡

O-043 子宮筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）において、腹腔内に子宮筋腫を
遺残した一例
済生会新潟病院 櫛谷　直寿

O-044 腹腔鏡下子宮全摘出術において低形成腎により尿管口から尿流出を認めず、手術
時間の著明な延長を生じた一例
越谷市立病院 瀬川　将史

O-045 子宮頸部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術の１例
名古屋第一赤十字病院産婦人科 鈴木　美帆

O-046 画像検査で卵巣腫瘍と鑑別困難であったparasitic myomaの1例
大阪はびきの医療センター 西川　恭平

O-047 子宮筋腫核出後に生じた子宮筋層内瘻孔を子宮鏡併用下に修復した一例
名古屋大学産婦人科 三宅　菜月

O-048 子宮筋腫による過多月経に対しマイクロ波子宮内膜アブレーション(MEA)と経頸
管的マイクロ波筋腫融解術(TCMM)を行った一例
医誠会病院婦人科 藤谷　真弓

O-049 腹腔鏡下手術6年後に後腹膜腔に発生した寄生筋腫の1例
国立病院機構高崎総合医療センター産婦人科 西村　俊夫

O-050 乳癌術後のタモキシフェン内服により増大した子宮筋腫に対しロボット支援下子
宮全摘術を行った一例
東京女子医科大学東医療センター産婦人科 田中利蓉子

O-051 腹腔鏡下に摘出し得た嚢胞性子宮筋腫の一例
日本赤十字社高山赤十字病院 神田明日香
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O-052 子宮筋腫を細切することなく5 mmポートから直接取り出したことによって生じ
たparasitic myomaの1例
東京医科歯科大学医学部産婦人科 大野　晴子

O-053 腹腔鏡手術時に判明した慢性化漿膜下子宮筋腫茎捻転の2例
東北医科薬科大学若林病院 佐藤　直人

O-054 反復腹腔鏡下子宮筋腫核出術後妊娠の2症例
国立国際医療研究センター病院産婦人科 川口　安珠

O-055 先天性子宮腟欠損症に骨盤内に両側性の充実性腫瘍を発症し腹腔鏡手術で子宮筋
腫の診断・治療に至った一例
聖隷浜松病院産婦人科 清水　陽彦

O-056 筋腫核出術7年後にトロッカー創に再発したparasitic myomaの1例
JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科 中山　　毅

O-057 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後10年で確認した腹膜播種性平滑筋腫症（DPL）の一例
佐々総合病院産婦人科 勢多真理子

O-058 腹腔鏡下手術結腸膨隆症例における大腸内視鏡カメラの有用性
国立病院機構千葉医療センター産婦人科 黒田　香織

O-059 腹腔鏡下筋腫凝固融解既往妊婦が子宮破裂をきたした1症例
和歌山県立医科大学医学部産科婦人科学講座 岩橋　尚幸

O-060 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

O-061 開腹創下に広範囲な腸管癒着を認めたがTLHを完遂できた一例
メディカルトピア草加病院婦人科 山本　憲子

O-062 子宮頸部筋腫に対して、全腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した一例
松山赤十字病院産婦人科 栗原　秀一

O-063 腹腔鏡下子宮全摘術後の腟断端部より大量出血をきたした一例
辻仲病院柏の葉婦人科 藤澤　夏行

O-064 TLH施行後に子宮動脈（基靱帯）からの術後出血を生じた一例
聖隷沼津病院 仲谷　傳生

O-065 子宮鏡下手術中に激しいスパークを生じてループ型電極が融解消失した1例
福井大学医学部産科婦人科 井上　大輔

O-066 全腹腔鏡下子宮全摘術後に臍部肥厚性瘢痕を合併した一例
国立病院機構仙台医療センター産婦人科 佐藤　壮樹

O-067 腹腔鏡下子宮筋腫核出時に子宮欠損をきたし修復術を行った一例
聖隷浜松病院産婦人科 合田真優子

O-068 腹腔鏡下子宮全摘術後の性交渉による感染を契機に、腟断端離開を来した一例
神戸市立医療センター西市民病院 森島　秀司

O-069 腹腔鏡下子宮筋腫核出術後に発生した医原性parasitic myomaの1例
国立国際医療研究センター病院産婦人科 川口　安珠

O-070 周術期血小板輸血にて腹腔鏡下子宮全摘出術を施行し得た血小板無力症の1例
市立旭川病院産婦人科 阿部　秀悦
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O-071 腹壁内に縫合針が迷入し探索に難渋した腹腔鏡下子宮全摘術の1例
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 須田　綾子

O-072 当科でのTLHの際に生じた腸管損傷の一例
三井記念病院産婦人科 小泉美奈子

O-073 腹腔鏡下単純子宮全摘出術後に腹水貯留で尿管損傷の診断に至った一例
東京医科大学産科婦人科学分野 秋津　憲佑

O-074 全腹腔鏡下子宮全摘術後、長期経過し水腎症、尿嚢胞により診断された尿管損傷
の1例
済生会横浜市南部病院 中村　朋美

O-075 腹腔鏡下子宮全摘術中に腟パイプの直腸誤挿入により直腸損傷を生じた1例
市立旭川病院 伊野　善彦

O-076 膀胱熱損傷に対して減張縫合を施行するも、遅延性膀胱損傷を防ぎ得なかった一例
静岡赤十字病院 荒木　　甫

O-077 腹腔鏡下子宮全摘術後に顕在化した肩腱板損傷の一例
市立函館病院産婦人科 伊藤　崇博

O-078 術後に乳び腹水を発症した腹腔鏡下腟式子宮全摘出術の1例
聖マリア病院産婦人科 吉満　輝行

 一般口演4（オンデマンド） 
「子宮筋腫 治療成績・統計」

O-079 20cm大の子宮頸部漿膜下筋腫に対する治療戦略
おもと会大浜第一病院女性腹腔鏡センター 上地　秀昭

O-080 レルゴリスク(レルミナ)を術前投与した子宮筋腫症例についての検討
東京衛生アドベンチスト病院産婦人科 原　　澄子

O-081 LMにおける術前GnRHアゴニスト療法とGnRHアンタゴニスト療法の比較検討
メディカルトピア草加病院婦人科 加藤　紀子

O-082 当院で子宮筋腫に対してレルゴリクスを使用した20例の検討
大阪赤十字病院産婦人科 徳重　　悠

O-083 腹腔鏡下子宮筋腫核出術が周産期予後に与える影響の検討
市立砺波総合病院産婦人科 古村　恭子

O-084 TCRとTLHにおける術前レルゴリクス内服の有効性の検討
市立砺波総合病院産婦人科 古村　恭子

O-085 40歳以上の子宮筋腫の症例に対するLM後の経過の分析とTLH症例との患者背景
の比較
手稲渓仁会病院産婦人科 滝本可奈子

O-086 腹腔鏡下に実施した子宮筋腫核出後妊娠の周産期予後についての検討
日本生命病院産婦人科 田中　絢香

O-087 Laparoscopically assisted hysterectomy: LAHにおける腹腔鏡手術の適応拡大と
治療成績
四谷メディカルキューブウイメンズセンター 山田　昌代

O-088 経腟回収困難な巨大子宮筋腫に対する下腹部小開腹ハイブリット手術の有用性
神戸大学大学院医学研究科産科婦人科学分野 鷲尾　佳一
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 一般口演5（オンデマンド） 
「子宮腺筋症」

O-089 腹腔鏡手術により良好な経過を得た嚢胞性子宮腺筋症の1例
東邦大学医療センター大森病院産婦人科学講座 向井　隆文

O-090 術中超音波検査によるマーキングを行い腹腔鏡下に摘出したAccessory and 
cavitated uterine masses (ACUM) の一例
香川大学医学部母子科学講座周産期学婦人科学 天雲　千晶

O-091 子宮腺筋症に対する腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）における尿管ステント留置の
適応について
独立行政法人国立病院機構東広島医療センター産婦人科 野村　奈南

O-092 腎移植後に腹腔鏡下子宮全摘術を施行した一例
大曲厚生医療センター産婦人科 和賀　正人

O-093 腹腔鏡手術時に診断された、子宮嚢胞性腺筋症の1例
ベルランド総合病院産婦人科 吉村　明彦

O-094 マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）後に月経モリミナ様の症状をきた
し、腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した子宮腺筋症の症例
北九州市立医療センター 泉　りりこ

O-095 子宮腟部の嚢胞性子宮腺筋症が破綻しTLHを施行した1例
福井赤十字病院産婦人科 福田　　真

 一般口演6（オンデマンド） 
「子宮内膜症 治療成績・統計」

O-096 子宮内膜症性嚢胞の周術期治療戦略を再考する
日本医科大学女性診療科・産科 中西　一歩

O-097 術前画像診断と異なる疾患であった急性腹症症例の検討
白河産婦人科 北浦　由紀

O-098 術後5年を転帰とした腹腔鏡下子宮内膜症性嚢胞摘出術後の再発予防療法の検討 
―LEPの投薬期間は再発予後に影響するか―
東邦大学医療センター佐倉病院産婦人科 高島　明子

O-099 子宮内膜症合併不妊症におけるendometriosis fertility index (EFI)の有用性に関
する検討
長崎大学病院産婦人科 梶村　　慈

O-100 卵巣子宮内膜症性嚢胞破裂に対する外科的介入決定因子に関する検討
東邦大学医療センター大森病院産婦人科 片倉　雅文

O-101 高度癒着の子宮内膜症手術における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

O-102 子宮内膜症患者におけるマイクロバイオーム解析
琉球大学大学院医学研究科女性生殖医学講座 大石　杉子
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 一般口演7（オンデマンド） 
「子宮内膜症 症例報告」

O-103 膀胱子宮内膜症に対して腹腔鏡下膀胱部分切除術を行った症例
一宮市立市民病院 浅井　大策

O-104 直腸壁全層に及ぶ腸管子宮内膜症に対し、TaTME（経肛門的全直腸間膜切除術）
を併用し腹腔鏡下に根治術を施行した一例
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科婦人科学教室 岡本　和浩

O-105 高度癒着を認めた子宮内膜症に対し、安全に全腹腔鏡下子宮全摘術を施行しえた
一例
横浜労災病院 佐藤　理穂

O-106 腹腔鏡併用下で切除した鼠径部子宮内膜症の一例
同愛記念病院産婦人科 井上　知子

O-107 術前検査でMRIゼリー法を施行したことにより腸管子宮内膜症を診断できた一例
千船病院産婦人科 北　　采加

O-108 両側卵巣子宮内膜症性嚢胞、膀胱子宮内膜症に対して、腹腔鏡下手術を施行した
1例
仙台市立病院 太田真理子

O-109 手術歴のない腹壁子宮内膜症性嚢胞に対し腹腔鏡下手術を行った一症例
佐々総合病院産婦人科 上原　一朗

O-110 膀胱子宮窩の異所性子宮内膜症を疑い腹腔鏡下核出術を行なった漿膜下子宮腺筋
腫の一例
市立四日市病院 栗山　萌子

O-111 妊娠を希望し、S状結腸・直腸子宮内膜症に対し腹腔鏡下高位前方切除術を施行
した1例
筑波大学産婦人科 秋山　　梓

O-112 子宮円索に生じた子宮内膜症の一例
神戸赤十字病院婦人科 佐藤　朝臣

O-113 腹腔鏡手術で判明した卵管子宮内膜症の2症例
日本医科大学千葉北総病院女性診療科・産科 前岡　悠里

O-114 MRI検査で子宮内膜症病巣が認められなかった骨盤痛に対して腹腔鏡下仙骨子宮
靭帯切除を行った1例
TMGあさか医療センター 春日　晃子

O-115 後腹膜内に発育したPolypoid endometriosisの一例
広島市立広島市民病院産婦人科 玉田　祥子

O-116 子宮内膜症及び不妊症に対する再再手術として、腹腔鏡下両側卵巣嚢胞切除術　
両側卵管切除術　低位前方切除術を行った1例
市立岸和田市民病院産婦人科 松本　佳也

O-117 尿管子宮内膜症を腹腔鏡下手術で診断・治療した1例
大阪医科薬科大学医学部産婦人科学講座 西江　瑠璃

O-118 骨盤内腫瘤性病変・子宮頸部腫瘤性病変を呈した子宮内膜症に対して審査腹腔鏡
が有用であった一例
大和市立病院 末吉寿実鼓
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O-119 捻転を契機に発見された傍卵管嚢腫の子宮内膜症性病変の1例
日本医科大学千葉北総病院女性診療科・産科 前岡　悠里

O-120 漿膜下筋腫に発生した嚢胞性子宮内膜症の2例
東京都済生会中央病院産婦人科 片倉　慧美

O-121 臍部子宮内膜症、左内膜症性のう胞に対し手術療法を行った1例
アルテミスウィメンズホスピタル産婦人科 今井　瑞葉

O-122 肝臓MRIでの出血性病変で疑い、腹腔鏡下手術により診断した肝臓子宮内膜症
徳島赤十字病院 武田明日香

O-123 卵巣嚢腫との鑑別が困難であった後腹膜発生内膜症性嚢胞の1例
順天堂大学医学部附属静岡病院産科婦人科／ 
上山レディースクリニック 上山佐智子

O-124 腸管子宮内膜症による腸管狭窄で腸閉塞を繰り返し、腹腔鏡下S状結腸切除を施
行し改善した1例
日本医科大学産婦人科 角田　陽平

O-125 深部子宮内膜症に対する腹腔鏡下神経温存手術
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 加藤さや子

 一般口演8（オンデマンド） 
「卵巣/卵管腫瘍（良性） 治療成績・統計」

O-126 術後診断が悪性または境界悪性腫瘍であった、腹腔鏡下卵巣腫瘍手術の検討
JA愛知厚生連海南病院産婦人科 猪飼　　恵

O-127 当科における子宮全摘後の卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下手術の検討
高山赤十字病院産婦人科 東松　明恵

O-128 成熟嚢胞性奇形腫における腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術の術中破綻が与える影響
神戸市立医療センター中央市民病院 小池　彩美

O-129 妊娠初期卵巣嚢腫茎捻転に対する腹腔鏡手術の検討
稲城市立病院産婦人科 地阪　光代

O-130 当院における卵巣境界悪性、悪性度不明あるいは低悪性度腫瘍に対する腹腔鏡下
手術症例の後方視的検討
旭川医科大学産科婦人科学講座 早坂　美紗

O-131 当院で手術を行い病理学的に卵巣甲状腺腫と診断された１８例の術前画像所見の検
討
順天堂大学医学部産婦人科講座 田村　奈見

O-132 当科における付属器捻転症例に関する検討
八尾市立病院産婦人科 重光　愛子

O-133 閉経後患者における両側卵巣摘出後の冠攣縮性狭心症疑いの発症について
箕面市立病院産婦人科 中村　千栄

O-134 術中に診断された傍卵管嚢胞に関する後方視的検討
総合病院厚生中央病院産婦人科 坂本絵璃子
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 一般口演9（オンデマンド） 
「卵巣/卵管腫瘍（良性） 症例報告」

O-135 若年女性の卵巣茎捻転に対して腹腔鏡下に捻転解除を行い卵巣温存した1例
伊那中央病院産婦人科 鷲見　悠美

O-136 卵巣成熟奇形腫の自然破裂後に化学性腹膜炎を発症し腹腔鏡下手術を行うも術後
治療に難渋した2例
奈良県総合医療センター産婦人科 村上　　暉

O-137 小児の正常卵巣捻転の2例
京都中部総合医療センター産婦人科 山本　拓郎

O-138 第1トロッカー挿入時に胃を損傷し、腹腔鏡下に修復した2例
岩手県立磐井病院 安藤　宏輔

O-139 腹部を蹴られたことで発症した3歳の卵巣茎捻転に対し腹腔鏡手術を施行した1例
一宮市立市民病院 田中　幸余

O-140 腹腔鏡下に診断した傍卵巣嚢腫の茎捻転にともなう広汎性卵巣浮腫の1例
大阪市立大学医学部産婦人科 福田　武史

O-141 微小な成熟嚢胞性奇形腫を伴った抗NMDAR抗体陰性辺縁系脳炎の一例
魚沼基幹病院産婦人科 甲田有嘉子

O-142 術前画像検査により卵巣甲状腺腫を疑い、腹腔鏡下に治療し得た2例
永寿総合病院産婦人科 渡辺　紗奈

O-143 正常卵巣とは別にダグラス窩に成熟嚢胞性奇形腫を認めた1例
社会医療法人愛仁会明石医療センター 下川　　航

O-144 巨大卵巣腫瘍に対し腹腔鏡下手術を行った3症例
箕面市立病院 佐藤　紀子

O-145 術前に卵巣成熟奇形腫が疑われたが、卵管采閉鎖による造影剤残留であったため
腹腔鏡下卵巣開孔術と両側卵管摘出術を施行した1症例
市立豊中病院 池田　佳代

O-146 妊娠12週にチョコレート嚢胞破裂を認めた1例
日本生命病院 宮本真由子

O-147 診断に苦慮した急性腹症に対し、吊り上げ法の審査腹腔鏡下に診断、治療し得た
卵管捻転の一例
田川市立病院 田中　桜子

O-148 卵巣門以外で捻転を起こした卵巣腫瘍の1例
横浜労災病院 宇都宮真理子

O-149 巨大卵巣粘液性腫瘍に対してダグラス窩からの切開を併用した腹腔鏡下手術の1例
トヨタ記念病院産婦人科 柴田　崇宏

O-150 腹腔鏡下手術を施行した境界悪性傍卵巣腫瘍の一例
磐田市立総合病院産婦人科 勝又　佳菜

O-151 placental site trophoblastic tumorに対して腹腔鏡下手術行った一例
広島市民病院産婦人科 大石　恵一

O-152 腹腔鏡下手術を施行した卵巣腫瘍合併妊娠4症例の検討
医療法人財団荻窪病院産婦人科 吉田　宏之
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O-153 右卵管留水腫、右卵管炎を疑い腹腔鏡下に右卵管捻転と診断した一例
独立行政法人国立病院機構産婦人科 新貝　妙子

O-154 直腸後腔からアプローチすることによりPeritoneal inclusion cystを根治すること
が出来た1例
刈谷豊田総合病院 服部　　惠

O-155 腹腔鏡下手術後に境界悪性腫瘍の診断となった傍卵管嚢腫の1例
公立那賀病院 實森　昇子

O-156 小児の正常卵巣捻転に対して腹腔鏡下卵巣捻転解除術を施行した1例
独立行政法人国立病院機構埼玉病院産婦人科 渡邊　文乃

O-157 腹腔鏡手術で偶然みつかった無症候性の遊離卵巣腫瘍の1例
国立病院機構霞ヶ浦医療センター産婦人科 堀部　太希

O-158 反復する下腹部痛を伴う傍卵巣嚢胞に卵管捻転を認めた2例
荒木記念東京リバーサイド病院 雨田　　恵

O-159 腹腔鏡下手術中に判明した卵管成熟嚢胞性奇形腫の1例
済生会千里病院産婦人科 下村　将央

O-160 12歳女児の広間膜下に発生した傍卵巣嚢腫が茎捻転した1例
小牧市民病院産婦人科 池田沙矢子

O-161 術前に卵巣腫瘍と診断したS状結腸間膜脂肪腫の1例
聖隷浜松病院産婦人科／神戸市立医療センター西市民病院 田邉　昌平

O-162 腹腔鏡下手術で温存しえた広汎性卵巣浮腫の一例
山陽小野田市民病院産婦人科 村上　明弘

O-163 経直腸的超音波検査によって胎児心拍を監視しながら腹腔鏡卵巣嚢腫核出術を実
施した妊娠合併奇形腫の一例
山陽小野田市民病院産婦人科 村上　明弘

O-164 開通および閉塞している脳室-腹腔シャントが同時に確認できた卵巣嚢腫の腹腔
鏡手術：症例報告
群馬大学医学部産科婦人科学講座 平石　　光

O-165 附属器茎捻転に対し腹腔鏡下手術を施行した小児3症例の検討
高崎総合医療センター産婦人科 青木　　宏

O-166 妊娠中に生じた正常卵巣茎捻転に対し腹腔鏡下捻転解除術を施行し卵巣を温存し
えた1例
社会医療法人愛仁会明石医療センター産婦人科 江島　有香

O-167 ペースメーカー装着のため術前にMRI検査が施行できなかった卵巣腫瘍茎捻転疑
いの一例
市立砺波総合病院 稲田貢三子

O-168 卵巣硬化性間質性腫瘍を疑い，腹腔鏡下腫瘍核出術を行った1例
けいゆう病院産婦人科 白石　哲郎

O-169 妊娠16週に11cm大の卵巣腫瘍合併妊娠に対し、気腹・吊り上げ法併用での腹腔
鏡下卵巣腫瘍摘出術を施行した1症例
大津赤十字病院産婦人科 星本　泰文
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O-170 試験腹腔鏡手術で未熟奇形腫と診断された若年発症の抗NMDA受容体抗体脳炎
の一例
仙台市立病院産婦人科 高橋　友梨

O-171 サルモネラ菌感染による卵巣膿瘍破裂の一例
藤枝市立総合病院産婦人科 戎野　志織

O-172 腹腔鏡手術にて診断した莢膜細胞腫が原発性無月経の原因と考えられた1例
伊那中央病院 宮下　昭太

O-173 発症3日後に捻転解除・腫瘍摘出術を行った小児卵巣腫瘍茎捻転の1例
大分大学医学部産科婦人科学講座 甲斐健太郎

O-174 埋め込み型左室補助人工心臓（LVAD）装着にて抗凝固療法中、ジェノゲスト内
服下に左卵巣出血をきたし腹腔鏡手術を行った一例
大阪大学大学院医学系研究科産科学婦人科学 木瀨　康人

O-175 再発を繰り返して1年毎に3回腹腔鏡下手術を施行した卵巣粘液性嚢胞腺腫の1例
福岡赤十字病院 和田　智子

O-176 術前診断が困難であった卵管内膜症性嚢胞茎捻転の1例
東京都保健医療公社多摩北部医療センター婦人科 加藤　顕人

O-177 子宮摘出後の遺伝性乳癌卵巣癌症候群患者に対しリスク低減卵管卵巣摘出術を施
行した1例
鳥取大学医学部 山根恵美子

O-178 妊娠中の腹腔鏡下卵巣腫瘍摘出術後に対側の卵巣腫大を認めた一例
富士市立中央病院産婦人科 井上　結貴

O-179 妊娠35週の卵巣嚢腫茎捻転に対して単孔式腹腔鏡手術を施行し得た1例
立正佼成会附属佼成病院産婦人科 長内喜代乃

O-180 卵巣滑脱に茎捻転を伴った鼠径ヘルニアの一例
鳥取県立中央病院産婦人科 圓井　孝志

O-181 抗NMDA受容体脳炎治療中に卵巣成熟奇形腫が顕在化した1例
筑波大学医学部産婦人科学講座 築比地彩香

O-182 発光式尿管カテーテルを用いて腹腔内癒着を伴う腹腔鏡下手術において尿管損傷
を予防した卵巣腫瘍の1例
トヨタ記念病院産婦人科 大野　真由

O-183 後腹膜リンパ管嚢胞と診断された骨盤内嚢胞の一例
宮崎善仁会病院 米田由香里

O-184 右卵巣腫瘍茎捻転と鑑別が問題となった回腸線維脂肪腫によるイレウスの1例
近畿大学奈良病院産婦人科 西岡　和弘

O-185 卵巣茎捻転に対し捻転解除後に再発予防のため腹腔鏡下卵巣固有靭帯縫縮術を施
行した3例
神戸市立医療センター中央市民病院 中村　充宏

O-186 腹腔内に大量出血をきたした巨大出血性黄体嚢胞の1例
市立吹田市民病院産婦人科 西沢美奈子

O-187 腹腔鏡下手術で摘出された顕微鏡的内膜症性病変を伴う副卵巣の1症例
公立那賀病院産婦人科 岩橋　尚幸
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O-188 右卵巣腫瘍の診断で腹腔鏡下手術を施行した低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例
長野市民病院婦人科 村元　　勤

O-189 虚血性変化を認めるも卵巣温存し得た小児広汎性卵巣浮腫の茎捻転の1例
国立病院機構横浜医療センター産婦人科 内山　亜弥

O-190 術中破綻を来した成熟嚢胞性奇形種の内容液をガーゼ法を用いて高率良く吸着さ
せた症例
関西ろうさい病院 吉岡　恵美

 一般口演10（オンデマンド） 
「卵巣/卵管腫瘍（良性） 手術機器・手技」

O-191 腹腔鏡手術における酸化再生セルロースパウダーの有用性の検討
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

O-192 小児の右卵巣腫瘍茎捻転に対する腹腔鏡手術時のE・Zアクセスキットの使用経験
宮崎県立宮崎病院産婦人科 髙村　一紘

O-193 RPSにおける子宮マニピュレータ装着困難症例に対しての一工夫～ダグラス窩受
け皿法～
大阪府済生会千里病院産婦人科 大上　健太

O-194 骨用電動式のこぎり装置を用いて回収できた、高度な石灰化を伴う巨大右卵巣線
維腫の一例
三菱京都病院 村山　有美

 一般口演11（オンデマンド） 
「不妊症・不育症 」

O-195 深部子宮内膜症切除の有無による術後妊娠率の検討
新百合ヶ丘総合病院産婦人科 中筋　貴史

O-196 卵巣位置異常による採卵困難症例に対し腹腔鏡下卵巣移動術後に妊娠が成立した
一例
大和市立病院産婦人科 仲真（廣岡）潤子

O-197 慢性子宮内膜炎の診断における子宮鏡検査の意義について
東邦大学医学部産科婦人科学講座 古守真由子

O-198 当院で子宮鏡下手術を施行した不妊症症例の慢性子宮内膜炎罹患率の後方視的研究
順天堂大学医学部産婦人科学講座 落合阿沙子

O-199 当院で施行した不妊女性に対する鏡視下手術の検討
高松赤十字病院産婦人科 山内　綱大

O-200 採卵後に両側卵巣膿瘍、癒着性イレウスを来し、腹腔鏡下に治療した一例
医療法人原三信病院婦人科 吉田　紘子

O-201 腹腔鏡併用卵管鏡下卵管形成術を施行し、自然妊娠に至った双頸双角子宮の1例
JA静岡厚生連静岡厚生病院産婦人科 向　　亜紀

O-202 我々の行う帝王切開瘢痕症候群（CSS）に対する術式について
北海道大学病院婦人科 藤井タケル
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O-203 陳旧性子宮穿孔創に対し、腹腔鏡下に修復術を行ったが術後子宮筋層の菲薄化を
生じた一例
昭和大学江東豊洲病院／遠武産婦人科 近藤　哲郎

 一般口演12（オンデマンド） 
「異所性妊娠 治療成績・統計」

O-204 当院における異所性妊娠に対する腹腔鏡手術の検討
江南厚生病院 松川　　泰

O-205 当院における異所性妊娠の診断・治療転帰について
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 白石絵莉子

O-206 卵管間質部妊娠に対する卵管角切除術の腹腔鏡手術と開腹手術の治療成績
独立行政法人国立病院機構埼玉病院産婦人科 松田　亜季

O-207 異所性妊娠における腹水中HCG値と腹腔鏡下手術治療の有用性
セント・ルカ産婦人科 伊東　裕子

O-208 当院における異所性妊娠に対する治療法の選択について
千葉メディカルセンター 馬場　七織

O-209 異所性妊娠におけるメソトレキサート(MTX)投与での治療完遂予測因子と、手術
を要した症例の検討
仙台市立病院産婦人科 佐々木　恵

O-210 当院における異所性妊娠の手術成績と管理の現状―19年間、251症例での検討と
考察―
福島赤十字病院産婦人科 矢澤　浩之

O-211 生殖補助医療過疎地域では、卵管妊娠に対し卵管を温存すべきか
市立釧路総合病院 岡村　直樹

 一般口演13（オンデマンド） 
「異所性妊娠 症例報告」

O-212 卵管切除後に同側卵管間質部妊娠を生じた一例
豊橋市民病院産婦人科 諸井條太郎

O-213 外方発育型の卵巣妊娠に対して腹腔鏡手術を行い, 卵巣を温存し得た1例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 堀川　真吾

O-214 異所性妊娠破裂による出血性ショックに対して、REBOAを施行し、安全に腹腔
鏡下手術をなしえた1例
札幌医科大学医学部産婦人科学講座 岩﨑　雅宏

O-215 卵巣妊娠の1例
大阪南医療センター産婦人科 金村　昌徳

O-216 卵管妊娠の待機療法後に多発するperitoneal inclusion cystを認めた1例
奈良県総合医療センター 谷口真紀子

O-217 卵管妊娠による卵管切除後に同側残存卵管に異所性妊娠となった一例
宮城厚生協会坂総合病院産婦人科 佐藤　孝洋
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O-218 腹腔鏡下手術による診断と治療により良好な妊娠経過を得た，卵巣出血との鑑別
に難渋した子宮内外同時妊娠の1例
独立行政法人国立病院機構東京医療センター 渡邉　沙耶

O-219 当院において経験した卵巣妊娠の5例
京都第二赤十字病院産婦人科 加藤　聖子

O-220 卵管結紮後の異所性妊娠に対し腹腔鏡下手術を施行した1症例
山口県立総合医療センター産婦人科 大谷　恵子

O-221 帝王切開瘢痕部妊娠に対して腹腔鏡下子宮全摘術を施行した一例
大阪医科薬科大学 森田奈津子

O-222 腹腔鏡下手術による診断と治療により良好な妊娠経過を得た，卵巣出血との鑑別
に難渋した子宮内外同時妊娠の1例
独立行政法人国立病院機構東京医療センター産婦人科 渡邉　沙耶

O-223 Two-step子宮鏡下手術によって子宮温存が可能であった頸管妊娠の1例
聖マリアンナ医科大学産婦人科学 岩端　秀之

O-224 腹腔鏡観察下子宮内容除去術を施行した子宮卵管角部妊娠の1例
防衛医科大学校病院産科婦人科学講座 石橋　弘樹

O-225 腹腔鏡下片側付属器摘出術後の同側卵管間質部に妊娠した一例
東北医科薬科大学若林病院 佐藤　直人

O-226 頸管妊娠に妊孕性温存治療を行ったが3年後に再発した1例
岡山済生会総合病院産婦人科／愛媛県立中央病院産婦人科 秋定　　幸

O-227 妊娠反応検査が陰性だった異所性妊娠の症例
麻生飯塚病院産婦人科 西山　　哲

O-228 卵管妊娠に対し異所性妊娠手術を施行後に、同側卵管に間質部妊娠を再発した2
例：卵管妊娠に対する術式が及ぼす術後妊娠への影響
JA静岡厚生連遠州病院産婦人科 向　　麻利

O-229 卵管妊娠に対して卵管切除術を施行後、同側卵管間質部妊娠をきたした2例
四国こどもとおとなの医療センター産婦人科 林　　亜紀

O-230 ノボノルゲストレル服用後に発症した卵管妊娠に対し腹腔鏡下手術を行った一例
産科・婦人科藤東クリニック 藤東　淳也

O-231 術前メソトレキセート全身投与後に腹腔鏡下卵管角切除術を行った卵管間質部妊
娠の1例
福井大学医学部産婦人科 宮﨑有美子

O-232 子宮内外同時妊娠に対して腹腔鏡下手術を施行し妊娠継続し得た2例
広島市民病院 築澤　良亮

O-233 卵管間質部妊娠に対して腹腔鏡下卵管間質部線状切開術を工夫して行った1例
湘南鎌倉総合病院／湘南藤沢徳洲会病院 青栁　　遼

O-234 腹腔鏡下に診断・治療をし得た卵管間質部妊娠の2症例
磐田市立総合病院産婦人科 近藤　有紀

O-235 腹壁瘢痕ヘルニアメッシュ修復術後の腹膜妊娠に対して腹腔鏡手術を施行した1例
国立病院機構京都医療センター 市川　尚寛

O-236 妊娠反応陰性化後に腹腔内出血を来した左卵管妊娠の一例
群馬大学医学部附属病院産科婦人科 津久井優美子
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O-237 異所性妊娠（右卵管妊娠の疑い）に対して腹腔鏡下手術を施行し、術中に右卵管
間質部妊娠と判明した1例
大阪警察病院産婦人科 祝　小百合

O-238 COVID-19濃厚接触者のためCOVID-19陽性者と同じ対応で緊急腹腔鏡下単純子
宮全摘術を必要とした頸管妊娠の一例
大阪急性期・総合医療センター産科・婦人科 松谷　和奈

O-239 着床部位の同定に難渋した異所性妊娠の2例
琉球大学病院産科婦人科 仲村　理恵

O-240 自然流産と診断され子宮内容除去術を施行し、4週後に卵管間質部妊娠破裂のた
め緊急手術を施行した1例
埼玉医科大学総合医療センター周産期母子医療センター 佐藤はづき

O-241 ロクロニウムによるアナフィラキシーショック後に重度のDICを来した異所性妊
娠の1例
国立病院機構相模原病院産婦人科 島岡　享生

 一般口演14（オンデマンド） 
「骨盤臓器脱　ロボット支援下手術 治療成績・統計」

O-242 LSC経験後に、RSCを開始した単一術者における手術時間の検討
公益財団法人日本生命済生会日本生命病院 八田　幸治

O-243 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）の比較検討
豊橋市民病院産婦人科 河合　要介

O-244 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
鹿児島大学医学部産科婦人科学教室 牛若　昂志

O-245 当院におけるRSC(ロボット支援下仙骨腟固定術)とLSC(腹腔鏡下仙骨腟固定術)の
比較
奈良県立医科大学附属病院産婦人科 植田　陽子

O-246 骨盤臓器脱に対するロボット支援下仙骨腟固定術の利点について
豊橋市民病院産婦人科 尾瀬　武志

 一般口演15（オンデマンド） 
「骨盤臓器脱 治療成績・統計」

O-247 腹腔鏡下仙骨腟固定術(LSC)の初期導入経験について
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座／康心会汐見台病院産婦人科 富田　圭祐

O-248 VT（腟式子宮全摘）併用Laparoscopic sacral colpopexy （LSC）の工夫とその成績
川崎医科大学婦人科腫瘍学教室 鈴木聡一郎

O-249 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術の導入
富士市立中央病院 小田　彩子

O-250 子宮全摘後の腟断端脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術と従来法の治療成績の比較
社会医療法人社団カレスサッポロ時計台記念病院女性診療科 板橋　詠子

O-251 当院における仙骨腟固定術に関する腹腔鏡手術とロボット手術の比較検討
独立行政法人国立病院機構京都医療センター 江本　郁子
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O-252 当院における骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術の治療成績
新百合ヶ丘総合病院 益子　尚子

O-253 ロックアームを用いた腹腔鏡下仙骨腟固定術における術野展開の工夫
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 平田　幸広

 一般口演16（オンデマンド） 
「骨盤臓器脱 症例報告」

O-254 直腸脱を合併した子宮脱に対して腹腔鏡下仙骨腟固定術、腹腔鏡下直腸固定術を
一期的に施行した2例
TMGあさか医療センター 春日　晃子

O-255 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下腟断端仙骨固定術後の乳糜腹水により、膀胱瘤及び
直腸脱を来たした1症例
蒲郡市民病院 大久保大孝

O-256 直腸脱を合併した骨盤臓器脱に対して腹腔鏡下仙骨腟固定術と腹腔鏡下Wells変
法直腸固定術を同時におこなった2例
東部地域病院婦人科 宮国　泰香

O-257 腹腔鏡下子宮腟上部切断術・仙骨腟固定術後に判明した子宮体癌の1例
横浜市立市民病院 堀内　順子

O-258 仙骨腟固定術時にメッシュ位置の変更が必要であったPersistent Descending 
Mesocolonの2例
国立病院機構京都医療センター 宇治田麻里

O-259 腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）後に子宮体癌が判明し、残存子宮頸部の摘出に難
渋した1例
木沢記念病院 西村　俊哉

O-576 骨盤臓器脱に対する経腟的内視鏡下子宮全摘術および腟断端仙骨子宮靭帯固定術
産業医科大学若松病院産婦人科 石塚　貴紀

 一般口演17（オンデマンド） 
「子宮頸がん 治療成績・統計」

O-260 腹腔鏡下準広汎子宮全摘出術におけるcancer spillage防止目的のために使用した
ガットクランパー®の安全性について
琉球大学病院女性生殖医学講座 新垣　精久

 一般口演18（オンデマンド） 
「子宮頸がん 症例報告」

O-261 子宮頸部上皮内腫瘍3に連続した腟高度扁平上皮内病変に対して腹腔鏡下子宮全
摘腟壁合併切除術を施行した一例
栃木県立がんセンター 山本　夏倫

O-262 子宮頸癌ⅠA1期患者に対する当院での腹腔鏡下子宮全摘術の後方視的検討
北海道がんセンター婦人科 山田竜太郎
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O-263 子宮頸部高度異形成に対して腹腔鏡下子宮全摘施行後1年で腟癌を発症した症例
の腹腔鏡による影響についての検討
山王病院女性医療センター女性腫瘍治療・婦人科部門 三浦　紫保

O-264 腹腔鏡下広汎子宮全摘術における三角窩の試掘
国立病院機構小倉医療センター産婦人科 小野結美佳

O-265 婦人科悪性腫瘍に対する腹腔鏡下骨盤内リンパ節廓清後の絞扼性イレウスの後方
視的検討
がん研究会有明病院婦人科 清水　裕介

O-266 子宮頸癌ⅠB1に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術後の補助療法中に骨盤深部に再
発を認めた一例
がん研有明病院婦人科 尾松　公平

O-267 子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術の導入と今後の課題
倉敷中央病院 伊藤　拓馬

O-268 腹腔鏡下広汎子宮全摘術後に骨盤内に再発した子宮頸癌1A1期(日産婦2020)の一例
九州大学病院産婦人科 安永　昌史

O-269 腹腔鏡下広汎子宮全摘出術時に偶発的に不完全型重複尿管が判明した一例
箕面市立病院産婦人科 中島　文香

O-270 CIS円錐切除後断端陽性に対し腟カフ形成後腹腔鏡下準広汎子宮全摘出術を施行
しstageIB1と判明した1症例
岐阜市民病院 谷垣　佳子

O-271 演題取り下げ
O-272 子宮頸癌術後の腟断端再発に対して鏡視下腫瘍摘出術を行なった1例

宮崎大学医学部産科婦人科学講座 大西　淳仁
O-273 子宮頸部分葉状腺過形成の診断で子宮頸部円錐切除術を施行後、腹腔鏡下腟式子

宮全摘術を施行し子宮頸部筋層深部に胃型粘液性癌（GAS）を認めた1例
日本大学板橋病院産婦人科 中島　隆広

O-274 後腹膜アプローチによる腹腔鏡下傍大動脈リンパ節生検にて子宮頸癌の放射線化
学療法後再発を診断し得た1例
大阪大学医学部産科婦人科学講座 八木　太郎

 一般口演19（オンデマンド） 
「子宮体がん 治療成績・統計」

O-275 当院における早期子宮体がんに対する腹腔鏡下手術についての後方視的検討
群馬県立ガンセンター婦人科 山下　宗一

O-276 当院での子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術における開腹移行症例の検
討
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室／ 
恩賜財団済生会横浜市東部病院産婦人科／独立行政法人国立病院機構東京医療セン
ター産婦人科 椎名　美季

O-277 当院での高齢子宮体癌症例における腹腔鏡下子宮全摘術の現状
釧路赤十字病院 米原　利栄
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O-278 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術導入時における術式の比較
聖隷浜松病院婦人科 小林　浩治

O-279 高齢者における腹腔鏡下悪性腫瘍手術の安全性についての検討
越谷市立病院産婦人科 山口　舞子

O-280 腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術導入における蛍光尿管カテーテルの有用性
奈良県総合医療センター 福井　寛子

O-281 初期子宮体癌における腹腔鏡手術後再発例の検討
北海道がんセンター 見延進一郎

O-282 腹腔鏡手術を行った早期子宮体癌における術中迅速病理診断の有用性についての
検討
独立行政法人国立病院機構埼玉病院 和田美智子

O-283 肥満子宮体癌患者に対するロボット支援下手術麻酔時の呼吸状態の解析
獨協医科大学病院／千葉大学大学院医学研究院生殖医学 三橋　　暁

O-284 地方拠点病院で子宮体癌手術からはじめたロボット支援手術の導入経験
富山県立中央病院 飴谷　由佳

O-285 当院における早期子宮体癌に対するロボット支援下子宮全摘術の周術期成績
福岡大学医学部産婦人科 四元　房典

O-286 当院におけるロボット支援下子宮体癌手術の導入と今後の課題
大阪国際がんセンター 久　　　毅

O-287 子宮体癌に対するロボット支援下傍大動脈リンパ節郭清術の初期経験
奈良県立医科大学産婦人科学教室 岩井　加奈

O-288 当院における早期子宮体癌に対するロボット支援下子宮悪性腫瘍手術の導入
千葉県がんセンター 海老沢桂子

O-289 当科における子宮体癌に対する後腹膜鏡下傍大動脈リンパ節郭清の治療成績
静岡県立総合病院産婦人科 堀川　直城

O-290 当院における早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績
越谷市立病院産婦人科 関根　花栄

O-291 腹腔鏡下子宮全摘術後に子宮内膜癌の診断に至った症例における当院の管理方針
と今後の課題について
岐阜市民病院産婦人科 桑山　太郎

O-292 当院における初期子宮体癌に対するロボット手術と腹腔鏡手術の導入後短期成績
の比較
国立病院機構京都医療センター産婦人科 鈴木　直宏

O-293 良性子宮疾患の術前診断でTLHを施行し、術後に子宮悪性腫瘍が判明した症例
の検討
市立貝塚病院産婦人科 小笹　勝巳

O-294 当院における子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の再発症例の検討
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 福岡　美桜

O-295 術前ⅠA期子宮体がん腹腔鏡手術における再発例の検討
埼玉県立がんセンター婦人科 堀江　弘二
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O-296 早期子宮体癌に対する腹腔鏡下手術vsロボット支援下手術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

O-297 当施設における腹腔鏡下子宮体癌手術の手術時間と安全性、有効性について
地域医療機能推進機構九州病院産婦人科 河野　善明

O-298 Laparoscopic surgery including para-aortic lymphadenectomy for endometrial 
cancer with obesity
東海大学医学部専門診療学系産婦人科 百瀬　浩晃

O-299 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術でのsecufix子宮マニピュレーターの使用経験
石川県立中央病院産婦人科 平吹　信弥

O-300 腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清術における閉鎖神経障害4症例の検討
横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科 最上　多恵

O-301 当院で子宮体癌に対する腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清を含む手術療法の安全性の検討
慶應大学医学部産科婦人科学教室 木村　寛子

O-302 ロボット支援下手術におけるNIRCTM蛍光尿管カテーテルによる術中尿管損傷予
防と合併症について
岐阜大学医学部産婦人科講座 安見　駿佑

 一般口演20（オンデマンド） 
「子宮体がん 症例報告」

O-303 高度な肥満を合併した子宮体癌患者に対して術前減量指導を行い,　腹腔鏡下手
術を施行した3例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 渡邉こころ

O-304 初回治療後15年で発症した癌性腹膜炎を腹腔鏡下生検で診断した一例
国家公務員共済組合連合会立川病院 山口　恵吾

O-305 子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術後に、早期再発した2症例の検討
群馬大学医学部附属病院産科婦人科 東　　杏莉

O-306 ロボット支援子宮悪性腫瘍手術を施行した高度肥満症合併早期子宮体がんの1例
東京医科大学産科婦人科学分野 佐々木　徹

O-307 子宮鏡下手術にて子宮体癌と診断された3例
聖ヨハネ会桜町病院 由島　道郎

O-308 細径硬性子宮鏡下生検により診断しえた子宮内膜癌の1例
堺市立総合医療センター産婦人科／ 
堺市立総合医療センター病理診断科 兪　　史夏

O-309 腹腔鏡手術で診断された子宮腺筋症から発生した子宮体部扁平上皮癌の一例
大同病院産婦人科 木村　晶子

O-310 子宮鏡下手術でポリープ様隆起を呈した若年子宮内膜癌を診断し得た1例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 鈴木　二郎

O-311 高度肥満(BMI 45)と気管を圧排する巨大甲状腺腫瘍を合併した子宮体癌に対して
腹腔鏡下単純子宮全摘術を施行した1例
群馬大学医学部附属病院産科婦人科 小林　　梓
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O-312 鼠径部の転移性腫瘤を契機に診断された子宮体癌の一例
鳥取大学医学部産科婦人科 森山真亜子

O-313 臍ヘルニア合併子宮体癌に対し、腹腔鏡下手術を行った1例
大和市立病院産婦人科 牧野　睦子

O-314 Fontan術後の骨盤内静脈奇形を伴う子宮体癌患者に対し腹腔鏡下子宮全摘出術
を施行した1例
京都大学医学部附属病院産科婦人科 千草　義継

O-315 子宮体癌腟断端再発腫瘍を腹腔鏡下に摘出した一例
大阪警察病院産婦人科 塩見　真由

O-316 Trousseau症候群を合併した絨毛癌の一例
一宮市立市民病院産婦人科 林　　　萌

O-317 腎移植後の腹腔鏡下子宮全摘術症例の経験
豊橋市民病院産婦人科 窪川　芽衣

O-318 ロボット支援下手術後に診断した子宮体癌誘因の後天性フォンヴィレブランド病
の一例
大阪市立総合医療センター 徳山　　治

O-319 腹腔鏡下に子宮全摘術を行った侵入奇胎の1例
大阪赤十字病院産婦人科 清川　　晶

O-320 腹膜外アプローチによる鏡視下悪性腫瘍手術の導入
群馬大学医学部産科婦人科 中尾光資郎

O-321 腹腔鏡下準広汎子宮全摘術、骨盤リンパ節郭清を行い、下腹部小切開で体外へ搬
出した1400gの子宮体癌の一例
横浜労災病院産婦人科 相原　隆充

O-322 腹腔鏡下子宮全摘出術における膀胱損傷の1例
東京慈恵会医科大学産婦人科 鈴木瑛太郎

O-323 ロボット支援下手術後に二度の減張切開を要した両側下腿コンパートメント症候
群の1例
横浜市立大学附属市民総合医療センター 中川沙綾子

 一般口演21（オンデマンド） 
「卵巣がん・卵管癌・腹膜癌 治療成績・統計」

O-324 当院での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
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室 久保光太郎

O-325 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に関する後方視
的検討
東京女子医科大学産婦人科 秋澤　叔香

O-326 進行卵巣癌・卵管癌・腹膜癌が疑われた症例に対する診断的腹腔鏡手術の有用性
の検討および当院における工夫について
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 吉浜　智子

O-327 進行卵巣がんにおける審査腹腔鏡症例と試験開腹術症例の検討
JA愛知厚生連海南病院産婦人科 山田　里佳
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O-328 Port site recurrenceと考えざるを得なかった、AYA世代成熟嚢胞性奇形腫悪性
転化疑症例
市立福知山市民病院産婦人科 奥田　知宏

O-329 当院における卵巣境界悪性腫瘍に対する腹腔鏡下手術と開腹手術の比較
市立貝塚病院 甲村奈緒子

O-330 当院の診断的腹腔鏡下手術の現状
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科産科・婦人科学教室 依田　尚之

O-331 当院における腹腔鏡下リスク低減卵管卵巣摘出術の現状と課題
高知大学医学部産科婦人科 松浦　拓也

O-332 過去10年間の当院における術前診断が良性卵巣腫瘍であったが腹腔鏡下手術後に
境界悪性または悪性腫瘍の診断となった症例の検討
順天堂大学医学部附属浦安病院産婦人科 奥村　俊之

O-333 遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対するリスク低減卵管卵巣摘出術8例の検討
信州大学医学部産科婦人科学教室 井田　耕一

O-334 進行卵巣癌における審査腹腔鏡を用いた治療方針決定に関する検討
近畿大学医学部産科婦人科学教室 太田真見子

O-335 遺伝性乳がん卵巣がん症候群に対する当院での腹腔鏡下リスク低減卵管卵巣摘出
術について
岐阜大学医学部附属病院産婦人科 齋竹　健彰

O-336 追加卵管切除で卵巣癌は減少するか？ 
～追加卵管切除1130件にて診断された漿液性卵管上皮内癌の1例から考える
日本生命病院産婦人科 新垣佑里香

O-337 HBOC乳癌患者において、乳房切除及び乳房再建術とRRSOを同一症例に施行す
る際に注意すべきこと
名古屋大学産婦人科 西野　公博

O-338 当院での腹腔鏡下リスク低減卵管卵巣摘出術に関する検討
大阪国際がんセンター婦人科 前田　通秀

 一般口演22（オンデマンド） 
「卵巣がん・卵管癌・腹膜癌 症例報告」

O-339 子宮体癌術後14年目に発見され、腹腔鏡手術にて診断・治療された原発不明癌の
1例
高岡市民病院産科婦人科 小川　奈緒

O-340 皮膚筋炎を契機に審査腹腔鏡で診断した腹膜癌の一例
富士市立中央病院産婦人科 中野　史織

O-341 子宮内膜症性嚢胞との鑑別に苦慮した妊娠合併漿液粘液性境界悪性腫瘍の1例
横須賀共済病院産婦人科 萩原　有子

O-342 細胞診異常のみの症例に対して腹腔鏡下手術を実施し卵管癌およびserous 
endometrial intraepithelial carcinoma(SEIC)と診断された一例
市立貝塚病院 田中あすか
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O-343 術前診断で両側卵巣嚢腫に対して腹腔鏡下両側付属器切除術を施行し、術後病理
組織診で偶発的に卵管癌と診断された症例
大阪警察病院産婦人科 寺田美希子

O-344 原発不明癌に対し診断的腹腔鏡手術を施行したが急速な転帰をたどった一例
済生会横浜市東部病院産婦人科 田口　圭祐

O-345 腹腔鏡下手術が診断に有用であったウォルフ管腫瘍の1例
東海大学医学部付属八王子病院 大岩　一平

O-346 乳癌治療後の予防的卵巣卵管切除で発見されたオカルト卵管癌の一例
聖マリアンナ医科大学産婦人科学 久慈　志保

O-347 原発性腹膜癌の孤立性再発に対する二次腫瘍減量術として腹腔鏡下高位前方切除
術を行った1例
倉敷成人病センター 坂手慎太郎

O-348 腹腔鏡下に妊孕性温存手術を実施した境界悪性傍卵巣腫瘍の一例
徳島県立中央病院産婦人科 米谷　直人

O-349 卵巣線維腫の疑いで腹腔鏡手術後、腺線維腫を背景とした明細胞癌と診断された
1例
高岡市民病院／伏木医院 廣兼　綾華

O-350 緊急腹腔鏡手術の実施が、その後の迅速な治療遂行に寄与した特殊組織型進行卵
巣癌の一例
国民健康保険小松市民病院産婦人科 中出　恭平

O-351 腹腔鏡下手術施行後に判明した卵巣甲状腺腫性カルチノイドの1症例
JA徳島厚生連吉野川医療センター産婦人科／ 
徳島県立中央病院産婦人科 三谷　龍史

O-352 審査腹腔鏡を行い術後ガス壊疽産生菌疑いによる蜂窩織炎を発症した1例
埼玉県立がんセンター婦人科 神田　蘭香

O-353 卵管から発生した漿液粘液性境界悪性腫瘍の一例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 竹中　将貴

O-354 腹腔鏡補助下核出術後に両側傍卵巣境界悪性腫瘍の病理診断に至った一例
甲南医療センター産婦人科 井関茉美子

O-355 進行卵巣癌(腹膜癌)に対して審査腹腔鏡手術を施行した2例
杏林大学医学部産科婦人科学教室 渡邉　百恵

O-356 腹水細胞診陽性にて審査腹腔鏡手術を施行し卵管癌と診断した1例
立正佼成会附属佼成病院産婦人科 長内喜代乃

O-357 腹腔鏡下手術を契機に乳癌と腹膜癌を診断した1例
広島市立安佐市民病院産婦人科 熊谷　正俊

O-358 原発性腹膜癌の孤立性再発に対する二次腫瘍減量術として腹腔鏡下高位前方切除
術を行った1例
倉敷成人病センター 坂手慎太郎

O-359 腹腔鏡下子宮全摘術により偶然診断された両側卵管癌の一例
済生会福岡総合病院婦人科 米田　智子

O-360 診断確定までに時間を要した付属器・腹膜悪性腫瘍の3症例
大津赤十字病院 北村　幸子
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O-361 卵巣悪性腫瘍の臨床像を呈し、腹腔鏡手術で確定診断し得た卵巣原発悪性リンパ
腫の1例
立正佼成会附属佼成病院産婦人科／ 
杏林大学医学部付属病院産科婦人科学教室 大坪　　翔

O-362 成熟嚢胞性奇形腫の診断で腹腔鏡下卵巣嚢腫切除術を行い卵巣成熟嚢胞性奇形腫
に伴う上皮内癌と診断した1症例
新百合ヶ丘総合病院 安藤　まり

O-363 腹腔鏡下手術後に悪性卵巣甲状腺腫と診断された1例
三井記念病院産婦人科 荷見よう子

O-364 腹腔鏡手術後に卵巣癌が判明した1症例
横浜総合病院産婦人科 大谷　清香

O-365 ファーストトロッカー挿入時に横行結腸損傷を来した診断的腹腔鏡手術の1例
静岡県立静岡がんセンター婦人科 松木翔太郎

 一般口演23（オンデマンド） 
「子宮肉腫」

O-366 ロボット支援下腹腔鏡下子宮全摘術の創部を使用し，腹腔鏡下に追加手術を施行
した低悪性度子宮内膜間質肉腫の1例
埼玉医科大学総合医療センター 木崎雄一朗

O-367 子宮内膜ポリープの診断にて切除後に子宮腺肉腫と診断された1例
稲城市立病院産婦人科／慶應義塾大学病院産婦人科 黒田　由香

O-368 子宮筋腫と診断し、全腹腔鏡下子宮全摘出術後に判明した低異型度子宮内膜間質
肉腫の一例
山陽小野田市民病院産婦人科 村上　明弘

O-369 子宮腫瘍に対して行った腹腔鏡手術後の縫合糸肉芽の一例
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科 足立　克之

O-370 腹腔鏡補助下腟式子宮全摘術後に低異型度子宮内膜間質肉腫と診断された一例
甲南医療センター産婦人科 黒島　瑞穂

O-371 子宮内膜間質結節の経頸管的切除術後に発生した低悪性度子宮内膜間質肉腫の一例
亀田総合病院産婦人科 古澤　嘉明

 一般口演24（オンデマンド） 
「子宮粘膜下筋腫」

O-372 粘膜下子宮筋腫を疑い子宮鏡手術施行、APAMと診断、複雑型子宮内膜異型増
殖症と診断した一例
市立福知山市民病院産婦人科 奥田　知宏

O-373 子宮内腫瘤の鑑別と術前評価に難渋した一例
藤沢市民病院 鈴木　琴音

O-374 子宮鏡下子宮筋腫核出術における電極による手術成績の違いについて
東京大学医学部産婦人科学教室 佐竹絵里奈
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O-375 大量出血を来した巨大な粘膜下筋腫の筋腫分娩に対し、UAEとTCRを組み合わ
せ、子宮を温存し得た1例
宮崎善仁会病院産婦人科 原　　亜紀

O-376 子宮鏡下子宮筋腫切除術　-周術期・周産期管理の実態調査-
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 池本　裕子

 一般口演25（オンデマンド） 
「子宮内膜ポリープ」

O-377 TruclearTMシステムの導入と使用経験
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 逸見　博文

O-378 子宮鏡下手術にて診断に至ったAPAMの2症例
社会福祉法人三井記念病院産婦人科 荒川　知子

O-379 当院でのモルセレーション式子宮鏡の導入と使用経験について
つばきウイメンズクリニック 須賀　真美

O-380 乳がん術後のタモキシフェン投与患者に生じた子宮内膜ポリープに対し、子宮鏡
下内膜ポリープ切除術を行った8例
東京腎泌尿器センター大和病院婦人科 芦澤　直浩

O-381 不妊症に対する子宮鏡下手術により偶発的に判明した子宮体癌の2症例
大阪市立大学医学部産婦人科講座 中井　建策

O-382 当院で初めて子宮鏡モルセレーターを使用した症例
富山県立中央病院 本多　真澄

O-383 Adenomyomatous polypの3症例
警友会けいゆう病院産婦人科 末永香緒里

 一般口演26（オンデマンド） 
「腟・子宮奇形」

O-384 原発性無月経に対して卵巣形成不全が疑われ腹腔鏡検査を行った1例
社会医療法人愛仁会明石医療センター 下川　　航

O-385 子宮憩室に対し腹腔鏡下子宮全摘術を施行した一例
武蔵野赤十字産婦人科 小林　織恵

O-386 腹腔鏡下右子宮摘出術を施行したOHVIRA症候群の一例
原三信病院 茗荷　　舞

O-387 非交通性副角子宮と同側卵巣内膜症性嚢胞に対し腹腔鏡下手術を施行した一例
弘前大学医学部産科婦人科講座 赤石　麻美

O-388 処女膜閉鎖症に対する処女膜切開時に腹腔鏡検査を併施した1例
砂川市立病院産婦人科 櫻井　愛美

O-389 双角子宮における内膜症の1症例
社会医療法人誠光草津総合病院産婦人科 堀川　陽平

O-390 不妊・不育症例に対する子宮鏡下中隔子宮切除術後の妊娠の検討
杉山産婦人科丸の内 栗林　　靖

O-391 軟性子宮鏡およびレゼクトスコープにて治療したOHVIRA症候群の一例
京都山城総合医療センター 北岡　由衣
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O-392 経腟的内視鏡が治療に有用であったOHVIRA症候群の2例
NTT東日本札幌病院 寺本　瑞絵

O-393 腹腔鏡下手術が有用であったOHVIRA症候群の1例
公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院産婦人科 露木　大地

O-394 腹腔鏡および子宮鏡が病態把握の一助になったWunderlich症候群の一例
市立豊中病院 高橋　良子

O-395 OHVIRA症候群の診断にvaginoscopy及びhysteroscopyが有用であった1例
和歌山県立医科大学医学部産科婦人科学講座 平山　純也

O-396 機能性子宮を有する腟欠損に対し、小腸を用いた腹腔鏡下造腟術を施行した1例
名古屋大学医学部産婦人科 田中　秀明

O-397 診断に苦慮したOHVIRA症候群の1例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 小池　勇輝

O-398 完全中隔子宮、腟中隔に対する腹腔鏡下子宮全摘出術の経験
愛媛県立中央病院産婦人科 行元　志門

O-399 中隔発生の粘膜下筋腫を合併する完全中隔子宮に対して子宮鏡下手術を行った一例
荻窪病院産婦人科 宇都　博文

O-400 瘻孔を伴う処女膜閉鎖に対し腹腔鏡併用下に処女膜切除術を行った2例
長崎大学病院産科婦人科 松村　麻子

O-401 腹腔鏡下に摘出した子宮頸部Muller管嚢胞の一例
九州大学病院 磯邉　明子

O-402 腹腔鏡手技を併用し子宮鏡下に中隔切除と胎盤ポリープ切除をおこなった一症例
日本生命病院産婦人科 潮田　至央

O-403 重複腟・重複子宮に対する腹腔鏡下単純子宮全摘術：腟切開の工夫
昭和大学産科婦人科学講座 岩橋　雅之

O-404 子宮筋腫に対する腹腔鏡下手術の際、偶発的に見つかった片側卵巣・卵管欠損の
1例
辻仲病院柏の葉婦人科 西澤　知佳

 一般口演27（オンデマンド） 
「子宮腔癒着症」

O-405 子宮鏡下手術後、子宮内腔癒着防止法としてのシリコンプレート子宮内一時留置
の有効性について
琉球大学大学院医学研究科女性生殖医学講座 宮城　真帆

O-406 EBウイルス関連非外傷性脾破裂による出血性ショック後に発症した高度子宮腔
癒着症の1例
兵庫県立尼崎総合医療センター産婦人科 尾崎　孝宏

O-407 MVAシステムによる流産手術後に子宮腔癒着となり、2度にわたる子宮鏡下癒着
剥離術後に妊娠成立した1例
JA愛知厚生連豊田厚生病院産婦人科 安井　裕子
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 一般口演28（オンデマンド） 
「産科・周産期関連疾患 治療成績・統計」

O-408 卵巣嚢腫合併妊娠での単孔式腹腔鏡下卵巣嚢腫摘出術の手術安全性、周産期予後
の検討
日本赤十字社高知赤十字病院産婦人科 高橋　洋平

O-409 当院で子宮鏡下経頸管摘除術を施行したRetained products of conception 21例の
検討
新百合ヶ丘総合病院産婦人科 仙道可菜子

 一般口演29（オンデマンド） 
「産科・周産期関連疾患 症例報告」

O-410 子宮鏡での診断に難渋した帝王切開瘢痕部憩室に対し腹腔鏡下に憩室摘出術を
行った1例
箕面市立病院 熊坂　諒大

O-411 遺残胎盤による多量出血に対し子宮温存を試みるも最終的に腹腔鏡下子宮全摘術
に至った3例の検討
名古屋大学医学部産婦人科 曽根原玲菜

O-412 癒着胎盤に対して子宮動脈塞栓術後に腹腔鏡下子宮全摘術を施行した1例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 渡邉こころ

O-413 妊娠33週の卵管捻転～特異な症状・経過の発症要因解明と治療完遂に試験腹腔鏡
が有用であった症例～
高槻病院産婦人科 菅田　佳奈

O-414 子宮動静脈瘻を合併したRPOC（retained products of conception）に対し全腹
腔鏡下子宮全摘術を施行した一例
横浜市立大学附属市民総合医療センター婦人科 岩泉しず葉

O-415 妊娠16週中期中絶後に生じた危機的出血に対して腹腔鏡を用いて子宮温存できた
1症例
社会医療法人誠光会草津総合病院 中川　渥裕

O-416 異所性妊娠との鑑別に苦慮した妊娠黄体破裂の1例
市立岸和田市民病院産婦人科 田坂　玲子

O-417 遺残胎盤に対してロボット支援下子宮全摘出術を行った一例
国立国際医療研究センター病院産婦人科 金　　蒼美

O-418 脊椎麻酔下に吊り上げ法で臍部単孔式腹腔鏡手術を施行した卵巣腫瘍合併妊娠の
3症例
京都桂病院 水津　　愛

O-419 Retained products of conceptionに対し総腸骨動脈バルーン閉塞術と子宮動脈塞
栓術を併用し子宮鏡下に摘出し治療しえた1例
日本医科大学女性診療科・産科 滝澤　彩子

O-420 妊娠初期に子宮鏡補助下にミレーナ（レボノルゲストレル放出子宮内システム）
を抜去し妊娠を継続した一例
国際親善総合病院産婦人科 高橋奈々子
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O-421 妊娠38週に急性腹症をきたし、産褥2日目に腹腔鏡下手術を施行した右傍卵管嚢
胞茎捻転の一例
JCHO諫早総合病院産婦人科 宮下　紀子

O-422 腹腔鏡下に直接子宮を観察しながら徒手整復を行った子宮内反症の1例：確実に
子宮整復を成功させる可能性
富士市立中央病院 矢田　大輔

O-423 流産後胎盤遺残に対して流産後86日目に腹腔鏡下胎盤摘出術を施行した一症例
成田赤十字病院産婦人科 佐藤　史朗

O-424 胎児心拍数モニタリングにより脳機能を評価した腹腔鏡下子宮内外同時妊娠の1例
太田西ノ内病院産婦人科 経塚　　標

O-425 流産後3か月のRetained Products of Conception (RPOC)に対して両側内腸骨バル
ンカテーテル留置を併用し子宮鏡手術を行った1例
手稲渓仁会病院 小野　洋輔

O-426 交通外傷による常位胎盤早期剥離に合併した脾損傷をHALSで診断治療した1例
手稲渓仁会病院産婦人科 太田　　創

O-427 帝王切開後からの月経困難症に対し腹腔鏡下癒着剥離が有用であった2症例
宮崎善仁会病院 神尊　貴裕

 一般口演30（オンデマンド） 
「教育・トレーニング」

O-428 鏡視下手術の経験に乏しい婦人科腫瘍医が執刀した全腹腔鏡下子宮全摘術の手術
成績に関する検討
千葉県がんセンター婦人科 井尻　美輪

O-429 Thiel法固定cadaverを用いたトレーニングにおける骨盤内大血管虚脱に対する工夫
愛媛県立今治病院／愛媛大学産科婦人科学 中橋　一嘉

O-430 Google Classroomを用いた学習支援システムの有用性
広島大学病院産科婦人科 野村　有沙

O-431 医学生に対するオンライン腹腔鏡指導
北海道大学病院婦人科 井平　　圭

O-432 腹腔鏡下結紮手技上達に関する因子の検討
愛媛県立中央病院産婦人科 田中　寛希

O-433 腹腔鏡下子宮筋腫核出術に向けた運針トレーニングとポイント
聖路加国際病院女性総合診療部 佐古　悠輔

O-434 地域病院における緊急腹腔鏡下手術の検討―体外法の活用―
JAとりで総合医療センター産婦人科 嶋田　未知

O-435 自作の腹腔鏡トレーナーの制作・配布とWeb会議システムを利用した学生への
遠隔指導の試み
北海道大学病院産婦人科学講座 藤井タケル

O-436 指導医不足・コロナ禍でも可能なWeb会議システムを用いた腹腔鏡手術の学び方　
～On line 東北大学式 ラパロ塾を開催して～
東北大学病院産婦人科 遠藤　　俊
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O-437 子宮鏡手術経験症例数および術前筋腫径を踏まえた、段階的な経験症例選択に対
する検討
秋田大学医学部産婦人科学講座 白澤　弘光

O-438 深層学習を用いた婦人科内視鏡手術ナビゲーションシステム開発計画について
東京大学医学部附属病院産婦人科 曾根　献文

O-439 当院の腹腔鏡手術における膀胱・尿管損傷3症例の検討
名寄市立総合病院産婦人科 竹内　　肇

O-440 腹腔鏡修練医に対する「両手を用いた術野展開」の指導
鳥取大学産科婦人科 東　　幸弘

O-441 視野展開における直時の手順定型化の試み
八尾市立病院産婦人科 永井　　景

O-442 地方の非認定研修施設で専攻医が全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）を遂行するた
めに必要な準備について
気仙沼市立病院産婦人科 佐藤　壮樹

O-443 Endoロールを用いたS字法による癒着防止吸収性バリア（セプラフィルム）の使
用経験
日本医科大学女性診療科・産科 海渡　由貴

O-444 可動域制限下での片手結紮の再評価(β 縫合について)
フクイ産婦人科クリニック 田村　正明

O-445 オンライン縫合結紮トレーニング「地方結紮バトル」の開催報告
筑波大学産婦人科 志鎌あゆみ

O-446 子宮全摘出術におけるロボット支援下手術と腹腔鏡下手術の術後疼痛の比較
広島大学病院産科婦人科 八幡　美穂

 一般口演31（オンデマンド） 
「教育・トレーニング 治療成績・統計」

O-447 クリニックで追及する腹腔鏡手術-開院16年目の軌跡-　 
～コロナ禍での手術実績と当院の働き方改革～
四谷メディカルキューブウイメンズセンター 山田　昌代

 一般口演32（オンデマンド） 
「教育・トレーニング ロボット支援下手術」

O-448 いきなりダビンチ～当院におけるロボット支援下子宮全摘術導入への工夫～
公立陶生病院産婦人科 丹羽　優莉

O-449 当科における初学者に対するロボット支援下手術教育
王子総合病院 秋江　惟能

O-450 ロボット支援下子宮全摘出術の再導入時における当科での工夫
広島大学医学部産科婦人科学講座 古宇　家正

O-451 当院におけるロボット支援下子宮摘出術の導入と初期成績
順天堂大学医学部産婦人科順天堂練馬病院 伊藤　陽介
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 一般口演33（オンデマンド） 
「治療成績・統計」

O-452 腹腔鏡下子宮全摘術におけるドレーン挿入の有無における後方視的検討
横浜労災病院 道佛美帆子

O-453 第1トロッカー挿入における臍部切開と臍上部切開の所要時間に関する検討
青梅市立総合病院 野間友梨子

O-454 腹腔鏡下子宮付属器手術における術中局所浸潤麻酔と腹横筋膜面ブロックの術後
鎮痛効果の比較検討
箕面市立病院産婦人科 大武　慧子

O-455 外科と産婦人科が合同で施行した腹腔鏡下同時手術の検討
JA静岡厚生連遠州病院産婦人科 向　　麻利

O-456 当院における術前画像評価と腹腔鏡検査による腹腔内癒着所見との整合性の検討
成田赤十字病院産婦人科 真田　道夫

O-457 2020年における当科のRPS
済生会千里病院産婦人科 武曽　　博

O-458 婦人科鏡視下手術における経静脈的自己調節鎮痛法、硬膜外自己調節鎮痛法及び
腹横筋膜面ブロックの術後鎮痛効果の比較
福岡大学医学部産婦人科 吉川　賢一

O-459 75歳以上の高齢者に対する鏡視下手術の検討
神戸大学医学部附属病院産科婦人科学講座 西本　昌司

O-460 当院における良性子宮疾患に対する子宮全摘術の検討～全腹腔鏡下子宮全摘術
(TLH)の導入と医療経済的現状～
済生会山形済生病院 杉山　晶子

O-461 腹腔鏡下子宮全摘術または、腹腔鏡補助下子宮全摘術における術後感染について
の後方視的検討
那須赤十字病院産婦人科 泉　　顕治

O-462 当院におけるTLH症例の後方視的検討
JCHO群馬中央病院産婦人科 田村　美樹

O-463 骨盤内感染に対して腹腔鏡下手術の後方視的検討
名古屋第一赤十字病院産婦人科 福原　伸彦

 一般口演34（オンデマンド） 
「治療 症例報告」

O-464 腹腔鏡検査により確定診断した結核性腹膜炎の一例
新宮市立医療センター産婦人科 出口　蓉子

O-465 子宮穿孔により腹腔内に迷入した子宮内避妊具を腹腔鏡下に摘出した1例
富士市立中央病院 飯田瀬里香

O-466 術前処置で子宮穿孔を起こし、腹腔鏡下手術で修復しえた二例
社会医療法人愛仁会明石医療センター 嶋村　卓人

O-467 術前診断が困難であり子宮全摘後に判明したVAINの1症例
沖縄赤十字病院産婦人科 上里　忠和
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O-468 腹腔鏡で診断した結核性腹膜炎の1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

O-469 完全型アンドロゲン不応症に対して腹腔鏡下性腺摘除術を施行した1例
神戸大学医学部産科婦人科 笹川　勇樹

O-470 パラレル法にて完遂できなかった腹腔鏡下子宮全摘術の2例
メディカルトピア草加病院婦人科 野路　千智

O-471 卵巣腫瘍の術前診断で腹腔鏡下手術を行った尿膜管嚢胞の一例
岡山済生会総合病院産婦人科 春間　朋子

O-472 腹壁と骨盤内臓器の癒着に苦慮した2症例
白河産婦人科 奥村みどり

O-473 分葉状子宮頸管腺過形成(LEGH)に対する腹腔鏡下子宮全摘時に傍子宮結合織の
追加切除を要した一例
国立病院機構千葉医療センター産婦人科 片山　恵里

O-474 腹腔鏡下手術が診断に有用であった結核性腹膜炎の一例
国家公務員共済組合連合会立川病院産婦人科 田中　邦生

O-475 子宮魚鱗癬の1例
愛媛大学医学部産婦人科学講座 山内　雄策

O-476 腹腔鏡検査で先天性両側卵管欠損と考えられた1例
信州大学医学部産科婦人科学教室 品川真奈花

O-477 全腹腔鏡下子宮全摘術の際に偶発的に診断された重複尿管の1例
大阪暁明館病院 大野木　輝

O-478 腹腔鏡下子宮全摘術後に完全重複腎盂尿管が確認された一症例
日本生命病院産婦人科 邨田　裕子

O-479 腹腔内異物肉芽腫に対する腹腔鏡下手術経験
姫路赤十字病院産婦人科 中山　朋子

O-480 右卵巣腫瘍の茎捻転との鑑別のために腹腔鏡下手術を施行した慢性虫垂炎の一例
日本大学病院産婦人科 林　　伸樹

O-481 腹腔鏡下手術により診断し得た子宮嚢腫の一例
大浜第一病院女性腹腔鏡センター 高橋美奈子

O-482 右側重複腎盂尿管を術前に診断し, 全腹腔鏡下子宮全摘出術を施行した1例
大曲厚生医療センター／秋田赤十字病院 山本　博毅

O-483 後腟円蓋より突出する腟腫瘍に対し腹腔鏡下手術を行い、表在性筋線維芽細胞腫
と判明した1例
帯広協会病院産婦人科 鹿内　智史

O-484 異物肉芽種との鑑別を要した腹腔内遊離体を腹腔鏡下に摘出した1例
永寿総合病院産婦人科 鈴木まり子

O-485 残存子宮頸部を腹腔鏡補助下に摘出した1例
福井県立病院産婦人科 小林　寛人

O-486 審査腹腔鏡により確定診断ができた結核性腹膜炎の1例
高知大学医学部産科婦人科学講座 樋口やよい
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O-487 若年婦人科悪性腫瘍が疑われ腹腔鏡下生検術を施行したところクラミジア感染症
であることが判明した1例
帝京大学医学部産婦人科 西田　晴香

O-488 診断に苦慮した腹膜黒色色素沈着の一例
徳島大学大学院産科婦人科学分野 白河　　綾

O-489 小児の腟壁裂傷の出血部位の同定に子宮鏡が有用であった一例
JCHO九州病院 進本かれん

O-490 当院において異所性妊娠加療時に偶発的に発見された尿膜管腫瘍の一例
武蔵野赤十字病院産婦人科 鷲田　貴一

O-491 有茎腹直筋皮弁による乳房再建術後で腹壁全面がメッシュ固定された腹腔鏡下子
宮全摘術の一例
群馬大学医学部附属病院産科婦人科 長谷川祐子

O-492 術前診断しえた遺残ガーゼによる異物肉芽腫（ガーゼオーマ）に対して腹腔鏡下
に切除した1例
国際医療福祉大学医学部産婦人科 岡田　智志

 一般口演35（オンデマンド） 
「手術機器・手技」

O-493 腹腔鏡下手術創部の治癒過程におけるシアノアクリレート含有皮膚表面接着剤の
有用性
順天堂大学医学部産婦人科学講座 尾﨑　理恵

O-494 モノディオックス付き超鈍針®を用いたcompression suture後2ヶ月での子宮内腔
の評価
富山県立中央病院産婦人科 吉越　信一

O-495 卵巣癌術後の難治性リンパ嚢胞に対し腹腔鏡下ICG蛍光リンパ管造影にてリンパ
管閉鎖術を施行し治療した一例
富山県立中央病院 南　　里恵

O-496 TLHにおける自作腟delineatorの有用性
高山赤十字病院産婦人科 加藤雄一郎

O-497 腹腔鏡下単純子宮全摘術におけるインジゴカルミンを使用した尿管損傷の評価法
の検討
公立豊岡病院産婦人科 山田　　香

O-498 腹腔鏡下手術における腸管吊り上げによる術野展開の工夫と検討
大阪中央病院 浅野　正太

O-499 帝王切開瘢痕症候群に対する子宮縫合方法の検討
新百合ヶ丘総合病院産婦人科 佐伯　直彦

O-500 腹腔鏡手術におけるEndoロール®を用いたセプラフィルム搬入法の工夫
行徳総合病院婦人科 坂本　愛子

O-501 Endoロールを用いたセプラフィルムクオーターパック貼付法
鳥取大学医学部産婦 山本　康嗣

O-502 大きな子宮に対するTLH戦略
三菱京都病院 村山　有美
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O-503 小腸が落ちない視野の作り方～スカートめくり法のすすめ～
鳥取大学医学部女性診療科／千船病院産婦人科 細川　雅代

O-504 当院での腹腔鏡下手術における癒着防止剤アドスプレー®とセプラフィルム®の
比較と検討
日本医科大学千葉北総病院産科・女性診療科 深川　知明

O-505 Y字に切り込みを加えた覆布テープを用いた気腹式腹腔鏡手術における気腹ガス
漏れ防止法
国立病院機構霞ヶ浦医療センター産婦人科 坂中　都子

O-506 婦人科腹腔鏡手術におけるLOCK ARM F-Xの有用性に関する検討
国際医療福祉大学三田病院 正古　悠一

O-507 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
横浜労災病院 大井　由佳

O-508 腹腔鏡下手術における組織回収の工夫―組織回収コンテナの使用
東部地域病院婦人科 松田　祐子

O-509 腹腔鏡下子宮全摘出術におけるモノポーラデバイスの形状による相違点の検討
がん研究会有明病院婦人科 水崎　　恵

O-510 腹腔鏡下手術において明瞭な術中視野を確保するために
四谷メディカルキューブウィメンズセンター 西尾　元宏

O-511 婦人科腹腔鏡下手術における静電気式集塵装置UltraVisionTMのCO2削減効果につ
いて
宮崎善仁会病院 和田　俊朗

O-512 マイクロ波凝固切開装置を用いたTLHおよび骨盤リンパ節郭清
島根大学医学部産科婦人科学講座 菅野　晃輔

O-513 骨盤高位ポジショニングパッドの導入
日本医科大学医学部産婦人科 市川　　剛

O-514 骨盤外科における内視鏡手術時の患者固定用アクセサリー X-ガウンの開発
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 下舞和貴子

O-515 腹腔鏡手術における癒着防止材アドスプレー®の癒着防止効果に関する検討
済生会下関総合病院 田邊　　学

O-516 BMI43の高度肥満患者にLHを行った1例
大阪府済生会吹田病院産婦人科 津戸　寿幸

O-517 腹腔鏡下子宮全摘術における術中体位のずれに対する取り組み
聖路加国際病院看護部 古屋里奈恵

O-518 パウダー状酸化セルロース吸収性局所止血剤（SURGICEL®Powder）の使用経
験
小牧市民病院産婦人科 藤井　詩子

O-575 子宮マニピュレーター挿入困難例に対するオクトパスを用いた子宮牽引の工夫
国際医療福祉大学病院産婦人科 鍵本　昌孝
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 一般口演36（オンデマンド） 
「ロボット支援下手術導入」

O-519 良性疾患に対するロボット支援下手術導入成績～後方視的検討～
兵庫医科大学病院産科婦人科学講座 磯野　路善

O-520 ロボット支援下手術に適した剥離手技の検討 
―疎な結合織を形成する繊維組織を1本ずつ視認し処理するー
社会医療法人愛仁会千船病院 荻本　圭祐

O-521 当院における良性疾患に対するロボット支援下子宮全摘術の導入と周術期成績
福岡大学病院 清島　千尋

O-522 大学病院でのロボット支援下手術の工夫 
～当科で1日に3症例実施したロボット支援下単純子宮全摘術の実際～
広島大学病院 友野　勝幸

O-523 ロボット支援下子宮摘出術の難易度に関わる因子の検討
山梨県立中央病院婦人科 野﨑　敬博

O-524 TVM手術既往患者に対して腹腔鏡下ならびにロボット支援下に子宮全摘出術を
行った3例
大阪医科薬科大学産科婦人科学教室 上田　尚子

 一般口演37（オンデマンド） 
「子宮鏡」

O-525 TruclearTMティッシュリムーバルシステムによる子宮頸管・内膜ポリープ切除後
に大量出血を来した一例
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／ 
自衛隊札幌病院産婦人科 髙﨑　和樹

O-526 過多月経に対するMEA治療とLNG-IUS治療の比較
慈恵会新須磨病院婦人科 舟木　　馨

O-527 子宮鏡下生検術で分葉状子宮頸部頸管過形成(lobular endocervical glandular 
hyperplasia: LEGH)を診断し得た2症例
獨協医科大学埼玉医療センター産科婦人科 市川　鉄平

O-528 診断に苦慮した血流著明なRetained products of conception (RPOC)の一例
東京慈恵会医科大学産婦人科学講座 森　　祐介

O-529 胎盤ポリープの出血に対し、子宮動脈塞栓術後に再出血を来たし、子宮内バルー
ンタンポナーデ後に腹腔鏡併用下で子宮鏡下ポリープ切除術を施行した1例
那須赤十字病院産婦人科 明石　一浩

O-574 様々な疾患へのIntrauterine Bigatti Shaverの使用経験
日本医科大学産婦人科 中尾　仁彦

 一般口演38（オンデマンド） 
「合併症」

O-530 レボノルゲストレル子宮内放出システム（LNG-IUS）による子宮穿孔・部分子
宮穿孔に対して腹腔鏡下に対応し得た2症例
帝京大学ちば総合医療センター産婦人科 染谷　拓郎
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O-531 トロッカー操作と長時間の手術が誘因となり腹腔鏡下子宮全摘術中に広範な皮下
気腫をきたしたと考えられた一例
市立秋田総合病院産婦人科 軽部　裕子

O-532 腹腔鏡下子宮全摘術後の腟断端および腹腔内膿瘍に関する検討
新百合ヶ丘総合病院産婦人科 高松　　愛

O-533 TLHにおける腟断端癒合不全に対する考察
岡山済生会総合病院産婦人科 平野由紀夫

O-534 腹腔鏡下手術時の子宮マニピュレーター挿入に起因する子宮動脈損傷の1例
佐々木研究所附属杏雲堂病院婦人科 鳴井　千景

O-535 腹腔内に迷入したLNG-IUSをX線透視補助による腹腔鏡下に摘除した一例
山陽小野田市民病院産婦人科 村上　明弘

O-536 腹腔鏡下子宮全摘術後に臍部粉瘤を来した1例
順天堂大学医学部附属練馬病院 瀬尾　瑛美

O-537 子宮マニピュレーターによって生じた子宮仮性動脈瘤に対して子宮動脈塞栓術を
実施した1例
メディカルパーク湘南 中川　　亮

O-538 執刀医及び助手の技量と腹腔鏡下子宮全摘出術における臓器損傷との関係につい
ての検討
手稲渓仁会病院 都築陽欧子

O-539 術後レントゲン画像で肉眼的に確認できなかった腹腔鏡下手術中の外科器具の破
損による腹腔内遺残を確認し得た一例
東部地域病院婦人科 村田佳菜子

O-540 腹腔鏡下単純子宮全摘術中に生じた広範囲な皮下気腫により術後人工呼吸器管理
を要した2例
福井大学医学部産科婦人科学講座 津吉　秀昭

O-541 腹腔鏡下仙骨腟固定術後5か月に発症した遅発型腹壁瘢痕ヘルニアの1例
北信総合病院 今井　　宗

O-542 当科における過去5年間の腹腔鏡下手術の合併症の検討
東京大学医学部附属病院女性診療科・女性外科 眞田　裕子

O-543 良性疾患の全腹腔鏡下手術後に卵巣静脈血栓と肺塞栓を認めた一例
静岡済生会総合病院産婦人科 小野田　亮

O-544 TLH後の腟断端離開を発症し手術施行した2症例について
津山中央病院 片山　沙希

O-545 既往帝王切開術症例に対する腹腔鏡下子宮全摘術において膀胱損傷を来した一例
武蔵野赤十字病院産婦人科 増永　　彩

O-546 当院における腹腔鏡下腟式子宮全摘術（TLH）後の腟断端合併症についての検討 
－腟側縫合・体腔側縫合に着目して－
藤田医科大学ばんたね病院産婦人科 松井　真実

O-547 術中に破損・紛失した縫合針の先端を、腹腔鏡下に磁石を用いて回収し得た一例
龍ヶ崎済生会病院 大橋　加奈

O-548 5mmトロッカー刺入部からの術後腹腔内大量出血の一例
武蔵野赤十字病院 菊池　友美
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O-549 当院での婦人科腹腔鏡下手術923例における合併症の検討
長野赤十字病院 今西　俊明

O-550 腹腔鏡下手術における膀胱損傷2例
長野赤十字病院 今西　俊明

O-551 腹腔鏡下子宮全摘術後に発症したMycoplasma hominis腹膜炎の一例
飯塚病院産婦人科 李　　理華

O-552 全腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）後、腟断端離開を呈した2症例
東海大学付属八王子病院 間邊　貴俊

O-553 腹腔鏡下子宮全摘中にEtCO2上昇を伴う皮下気腫に対し、トロッカーを変更する
ことで手術を継続できた1例
明石医療センター産婦人科 山崎　　亮

O-554 腹腔鏡下子宮全摘術における術後骨盤内腹膜炎の原因の検討
水戸赤十字病院 豊澤　秀康

O-555 子宮内膜症性嚢胞摘出術後に腸管穿孔による腹膜炎と鑑別を要した癒着防止剤を
中心とした腹腔内膿瘍の一例
福島県立医科大学 加茂　矩士

O-556 がん性腹膜炎を疑い、審査腹腔鏡を施行した際に第1トロッカー挿入時に横行結
腸損傷をきたした1例
富士宮市立病院産婦人科 土井　貴之

O-557 横軸型腹直筋皮弁(TRAM flap)による乳房再建後、腹壁ヘルニアを発症した症例
に対して、腹腔鏡下付属器摘出術を施行した1例
筑波大学医学医療系産科婦人科学 板垣　博也

O-558 術中に破損した器具の一部が腹腔内に残存した一例
中部ろうさい病院 日比絵里菜

O-559 椎骨動脈解離既往患者の腹腔鏡手術後、健側椎骨動脈解離を発症した1例
公立西知多総合病院産婦人科 齋藤　　理

 一般口演39（オンデマンド） 
「合併症　症例報告」

O-560 トロッカー挿入時に膀胱損傷を生じた一例
国立病院機構埼玉病院産婦人科 藤岡　陽子

 一般口演40（オンデマンド） 
「悪性疾患　治療成績・統計」

O-561 鏡視下手術にて診断された転移性乳癌症例の検討
東北大学医学部婦人科 永井　智之

O-562 当院における遺伝性乳癌卵巣癌症候群に対する腹腔鏡下リスク低減両側卵管卵巣
摘出術 (RRSO)の術式の模索と確立
国立病院機構東京医療センター産婦人科／ 
国立病院機構東京医療センター臨床遺伝センター 安達　将隆
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 一般口演41（オンデマンド） 
「悪性疾患 症例報告」

O-563 乳腺浸潤性小葉癌の子宮転移に対し腹腔鏡下準広汎子宮全摘術を施行した1例
静岡県立総合病院産婦人科 辻　　　満

O-564 腹腔鏡手術により診断した原発不明漿液癌の一例
山陽小野田市民病院産婦人科 村上　明弘

O-565 審査腹腔鏡にて診断しカルボプラチン、ペメトレキセト、ベバシズマブ療法が有
用であった悪性腹膜中皮腫の1例
信州大学医学部産科婦人科学教室 山田　　靖

O-566 演題取り下げ
O-567 卵管水腫または傍卵巣腫瘍を疑ったNUCK管水腫の一例

函館中央病院産婦人科 古田　　祐
O-568 術中に腹膜播種として偶発的に発見された進行上行結腸癌の一例

鳥取大学医学部産婦人科 池淵　　愛
O-569 傍卵巣腫瘍を疑い腹腔鏡手術施行した虫垂粘液性癌の一例

東京山手メディカルセンター 橋本　耕一
O-570 悪性黒色腫による骨盤内多発リンパ節転移に対し腹腔鏡下摘出を行った1例

広島市立広島市民病院 依光　正枝
O-571 術前に右卵巣腫瘍との鑑別が困難であった低異型度虫垂粘液性腫瘍の1例

東京北医療センター産婦人科 松本佳余子
O-572 腹腔鏡下手術後に卵巣明細胞境界悪性腫瘍と診断された1例

東邦大学医療センター大橋病院産婦人科 村上　　功
O-573 幼児の小脳髄芽腫に対する妊孕性温存の経験

兵庫医科大学産科婦人科学講座 脇本　　裕


