
 

第 11回九州産婦人科内視鏡手術研究会 

～ プログラム・抄録集 ～ 

 

日 時： 平成 27 年 7 月 25 日（土曜日）12:30～ 

会 場： A.R.K.（アーク）ビル 

           福岡市博多区博多駅東 2-17-5   TEL:092-441-3468 

 

＊ 当日は暑くなることが予想されますので、クールビズでのご参加を歓迎します。 

＊ 研究会参加費は 1,000 円です。学生、初期研修医は無料です。 

＊ 発表時間は 6 分、質疑応答は 3 分です。 

＊ 発表形式は Power Point (2007 以降) によるプレゼンテーションです。Windows を原則とします。 

＊ 発表者は発表データを USB メモリーか SD カードに入れてご持参下さい。トラブル防止のため、

今回は本部の PC に発表データを登録して使用します。本部の PC は Windows のみですのでご協力

お願いいたします。なお、Macintosh で作成された発表者はご自身の PC での発表となりますので、

プロジェクターへの接続コネクターも必ずご持参下さい。 

＊ 動画のある演者の方は必ず各自の PC をご用意下さい。 

 

＊ 日本産科婦人科学会専門医研修出席証明には、e 医学会カード(UMIN カード)をご使用して頂

きますので、ご持参よろしくお願い申し上げます。なお、e 医学会カードをご持参されなかっ

た先生方へは従来の研修出席シール(10 単位)を発行いたします。 

＊ 日本産婦人科医会シールにつきましては、従来通りのシールでの発行となります。 

＊ 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定制度における取扱いは以下のようになります。 

1. 新規申請：学会発表のカウント対象になります（プログラム・抄録集の写しが必要）。 

2. 更新申請： 

学会参加（1 ポイント）に計上可能です（ネームカードなどの参加した証が必要）。 

学会発表（1 ポイント）に計上可能です（プログラム・抄録集の写しが必要）。 

 

参加証明書（名札の下面）とプログラム・抄録集を必ず保管ください。 

 

当番世話人 蜂須賀 徹 （産業医科大学産科婦人科学教室） 

TEL：093-603-1611(代表)   093-691-7449(ダイヤルイン)  

FAX：093-691-9337 

            E-mail：s-kagami@med.uoeh-u.ac.jp (担当：鏡 誠治) 

 

共 催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

mailto:s-kagami@med.uoeh-u.ac.jp
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プログラム   

  

Ⅰ群： 付属器疾患  12:30～13:15  

                                座長 福岡山王病院産婦人科 渡邊 良嗣 先生 

 

1. 妊娠反応が陰性で術前に卵巣出血と診断した異所性妊娠破裂の 1 例 

 熊本赤十字病院 産婦人科 

○松岡 智史、水田 薫、荒金 太、田中 義弘、三好 潤也、黒田 くみ子、吉松 かなえ 

         

2. 性腺芽腫の再発の否定に腹腔鏡下手術が有用だった 1 例 

 九州大学 産婦人科 

○日浅 佳奈、江頭 活子、河村 英彦、横田 奈津子、南 千尋、加藤 聖子 

 

3. 異所性妊娠に対する腹腔鏡下手術時に遭遇した子宮付属器欠損の 2 例 

済生会長崎病院 婦人科 

○河野 通晴、荒木 裕之、北島 百合子、妹尾 悠、吉武 朋子、藤下 晃 

 

4. 子宮筋腫で TLH 施行時に正常と考えられた卵巣から、術後 11 ヶ月で発症し TLSO を要した 

子宮内膜症嚢胞の一例 

  宮崎善仁会病院 婦人科 

 ○和田 俊朗、米田 由香里 

 

5. 多発筋腫のため診断に苦慮した右卵管間質部妊娠 

原三信病院 婦人科 

○片岡 惠子、田中 章子、津田 知輝 

                 

Ⅱ群： 悪性腫瘍    13:15～14:09  

座長 大分大学医学部産科婦人科学講座 河野 康志 先生  

 

6. 当院における腹腔鏡下子宮体癌手術の取り組みについて 

 大分大学 産科婦人科 

 ○西田 正和、竹林 兼利、河野 康志、奈須 家栄、楢原 久司 

 

7. 当科での早期子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の導入とその治療成績 

 琉球大学大学院 医学研究科 環境長寿医科学 女性・生殖医学講座 

○赤嶺 こずえ、銘苅 桂子、仲宗根 忠栄、宮城 真帆、若山 明彦、仲本 朋子、平敷 千晶、 

久高 亘、長井 祐、青木 陽一 

 



8. 当院における腹腔鏡下広汎子宮全摘術の経験 

済生会福岡総合病院 産婦人科 

○松浦 俊明、東島 弘明、吉田 優、貴島 雅子、三田尾 有美、西 大介、丸山 智義、坂井 邦裕 

 

9. 腹腔鏡下子宮全摘出術後の病理診断で vascular pseudo invasion が疑われた子宮頸癌ⅠA1 期の 1 例 

九州大学病院 産婦人科 

○兼城 英輔、八木 裕史、大神 達寛、安永 昌史、権丈 洋徳、河野 善明、一戸 晶元、奥川 馨、 

矢幡 秀昭、園田 顕三、加藤 聖子 

 

10. 卵巣腫瘍に対する腹腔鏡手術後に悪性の診断であった症例の検討 

熊本赤十字病院 産婦人科 

○荒金 太、田中 義弘、三好 潤也、黒田 くみ子、前田 宗久、吉松 かなえ 

 

11. 腹腔鏡で化学療法を回避出来た子宮頸がん再発疑いの１例 

九州医療センター 産婦人科 

○蓮尾 泰之、小川 昌宣、宗 邦夫、堀岡 敬子、槝之浦 佳奈、濱崎 洋一郎、富田 友衣、松本 恵、

久保 紀夫 

  

Ⅲ群：子宮鏡・卵管鏡     14:09～14:54     

座長 琉球大学大学院医学研究科環境長寿医科学 女性・生殖医学講座 銘苅 桂子 先生 

 

12. 当科における胎盤ポリープの管理 

浜の町病院 産婦人科 

 ○中原 一成 

 

13. 内腸骨バルーン閉塞術を併用して子宮鏡下に摘出した胎盤ポリープの一例 

産業医科大学 産科婦人科  

○植田 多恵子、荒牧 聡、卜部 理恵、栗田 智子、鏡 誠治、川越 俊典、松浦 祐介、蜂須賀 徹 

 

14. MEA の適応と限界 ～ 再発例と著効例を経験して～ 

独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）久留米総合病院 産婦人科 

 ○畑瀬 哲郎、吉満 輝行 

 

15. 当科における中隔子宮に対する子宮鏡下手術の工夫 

済生会長崎病院 産婦人科 

○荒木 裕之、河野 通晴、妹尾 悠、北島 百合子、吉武 朋子、平木 宏一、藤下 晃 

 

16. 卵管鏡の導入 

セント・ルカ産婦人科 

○宇津宮 隆史 越光 直子 後藤 裕子 河邉 史子 

 



 

14:54～15:10   休 憩    

          

 

Ⅳ群： 手技   15:10～16:04  

座長 熊本赤十字病院産婦人科 荒金 太 先生  

 

17. 婦人科腹腔鏡下手術における尿管損傷 

鹿児島市医師会病院 婦人科 1)、鹿児島大学 産婦人科 2)
 

○山﨑 英樹 1)、牧瀬 裕恵 1)、松口 一道 1)、大塚 博文 1)、沖 利通 2)、堂地 勉 2)
 

 

18. 当院における腹腔鏡を用いた子宮全摘術の現状 TLH の合併症を中心に 

聖マリア病院産婦人科 

○寺田 貴武、立花 崇、西尾 薫理、吉賀 由佳、横峰 正人、黒田 亜紀、下村 卓也、村上 文洋 

 

19. 腹腔鏡下付属器摘出術での摘出物回収の工夫 ～LM での筋腫回収の工夫を応用して～  

空の森クリニック 

○髙山 尚子、神山 茂、瑞慶覧 美穂、中島 章、石垣 敬子、寺田 陽子、佐久本 哲郎、德永 義光 

 

20. 腹腔鏡下子宮筋腫核出術における回収法について 

高木病院 産婦人科 

○有馬 薫 野見山 真理、大淵 紫、尾崎 麻理、佐護 中、小島 加代子 

 

21. 婦人科腹腔鏡下手術におけるエアシールの有用性と最適なポート配置 

社会医療法人 敬愛会 中頭病院 

○徳嶺 辰彦、尾身 牧子、下地 裕子、高橋 美奈子、大久保 鋭子、島袋 美奈子、諸見里 秀彦、 

城間 肇 

 

22. 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）の工夫 

産業医科大学若松病院 産婦人科 1)、産業医科大学 産婦人科 2) 

○星野 香 1)、西村 和朗 1)、吉村 和晃 1)、蜂須賀 徹 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ⅴ群： その他  16:04～16:40  

座長 済生会長崎病院 産婦人科 藤下 晃 先生 

 

23. 当院で経験した傍卵巣嚢腫 170 例の臨床的検討 

福岡山王病院 産婦人科 

○中山 幸彦、福原 正生、小金丸 泰子、坂田 暁子、木原 祥子、新谷 可伸、岡 智、宮原 明子、 

江上 りか、渡邊 良嗣、中村 元一 

 

24. 当科における後期高齢者に対する腹腔鏡下付属器切除術の臨床的検討 

鹿児島市医師会病院 婦人科 1)、鹿児島大学 産婦人科 2) 

○牧瀬 裕恵 1)、山崎 英樹 1)、松口 一道 1)、大塚 博文 1)、沖 利通 2)、堂地 勉 2) 

 

25. 4 年間に３回の腹腔鏡手術を行った症例 

 宮崎善仁会病院 婦人科  

○米田 由香里、和田 俊朗 

 

26. 腹式単純子宮全摘出術後に再発した Parasitic Myoma の一例 

熊本赤十字病院 産婦人科 

○田中 義弘、荒金 太、岩越 裕、中村 佐知子、前田 宗久、桑原 知仁、三好 潤也、福松 之敦 
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