
演題リスト第11回日本骨盤臓器脱手術学会20161222

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

V1-1 3月11日（土）9:10-9:20 LSCを術者1人で行う工夫 成島　雅博 名鉄病院　泌尿器科

V1-2 3月11日（土）9:20-9:30 LSC手術における尿管の走行 本郷　祥子 近畿大学医学部附属病院泌尿器科

V1-3 3月11日（土）9:30-9:40 モノポーラーを使用しないシンプルLSCの実際 野村　昌良 亀田メディカルセンター・ウロギネコロジーセンター

V1-4 3月11日（土）9:40-9:50 「フランス式剥離法」による腹腔鏡下仙骨膣固定術の実際 黄　鼎文 亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

V2-1 3月11日（土）9:50-10:00 LSCにおけるメッシュ関連合併症をなくすための工夫 三輪　好生 岐阜赤十字病院　ウロギネセンター

V2-2 3月11日（土）10:00-10:10 腹腔鏡下仙骨腟固定術における「左手運針」を科学する 森山　真吾 亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター

V2-3 3月11日（土）10:10-10:20 当院における子宮摘除後症例に対するLSCの工夫と変化 新井　隆司 北九州総合病院　ウロギネコロジーセンター

V2-4 3月11日（土）10:20-10:30 TVM術後再発症例の検討：　再発様式と治療手技（症例報告） 塩島  聡 聖隷浜松病院　産婦人科

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

V3-1 3月12日（日）13:10-13:20 膀胱全摘除術後の骨盤臓器脱。腹腔鏡下仙棘靱帯固定術を用いた治療 安倍　弘和 亀田総合病院　泌尿器科

V3-2 3月12日（日）13:20-13:30 膣断端脱に対するUphold型minimal mesh手術 藤崎　章子 四谷メディカルキューブ　泌尿器科

V3-3 3月12日（日）13:30-13:40 自家組織（真皮）を用いた骨盤臓器脱手術の試み 永尾　光一 東邦大学医学部泌尿器科学講座

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

V4-1 3月12日（日）13:40-13:50 直腸腟筋膜の外科解剖学的構造理解とLSCにおけるnon-mesh腹腔鏡下後壁形成術への応用 市川　雅男 日本医科大学　産婦人科

V4-2 3月12日（日）13:50-14:00 TVM手術を応用した新たな直腸脱手術 西村　和朗 産業医科大学若松病院　産婦人科

V4-3 3月12日（日）14:00-14:10 膀胱全摘除術後の膣脱に対する、腹腔鏡＋経膣手術による治療 小林　知子 社会医療法人鴻仁会岡山中央病院

V4-4 3月12日（日）14:10-14:20 鼠径ヘルニアを合併した巨大骨盤臓器脱に対し、膣式（TVM-AP）、腹式（LSC）手術を併施した一例 杉浦　崇浩 平塚市民病院　泌尿器科

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

V5-1 3月12日（日）14:30-14:40 LSCとTVMの術前後の排尿機能 加藤　稚佳子 第一東和会病院　女性泌尿器科・ウロギネコロジーセンター

V5-2 3月12日（日）14:40-14:50 腹腔鏡下仙骨膣固定術における術中合併症とその対策 Sheryl Ghia Gonocruz 亀田メディカルセンター・ウロギネコロジーセンター

V5-3 3月12日（日）14:50-15:00 大腸肛門科専門病院におけるTVM手術 赤木　一成 辻仲病院柏の葉

V5-4 3月12日（日）15:00-15:10 腹腔鏡補助下NTR 星野 香 産業医科大学若松病院　産婦人科

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

V6-1 3月12日（日）15:10-15:20 当院LSCの中期成績 成島　雅博 名鉄病院　泌尿器科

V6-2 3月12日（日）15:20-15:30 Uphold型TVM手術の中期治療成績 荒木　英盛 名鉄病院　泌尿器科

V6-3 3月12日（日）15:30-15:40 仙骨子宮靭帯固定とA-TVM術後の中長期結果の解析 羽室　明洋 大阪市立大学大学院医学研究科　産婦人科

V6-4 3月12日（日）15:40-15:50 Elevate型TVM手術　～術後３年の検討～ 森山　真吾 医療法人鉄蕉会　亀田総合病院　ウロギネ科

ビデオセッション5「各種POP手術の中長期予後/合併症①」（口演発表）3月12日（日）14:30-15:10

ビデオセッション6「各種POP手術の中長期予後/合併症②」（口演発表）3月12日（日）15:10-15:50

ビデオセッション1「手術の工夫とピットフォール①」（口演発表）3月11日（土）9:10-9:50

ビデオセッション2「手術の工夫とピットフォール②」（口演発表）3月11日（土）9:50-10:30

ビデオセッション3「POP手術の新しい試み/腹式および腟式の併用①」（口演発表）3月12日（日）13:10-13:40

ビデオセッション4「POP手術の新しい試み/腹式および腟式の併用②」（口演発表）3月12日（日）13:40-14:20



演題リスト第11回日本骨盤臓器脱手術学会20161222

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

Y1-1 3月11日（土）13:30-13:40 トータルリペア腹腔鏡下仙骨膣固定術の剥離とメッシュ展開の工夫 竹山　政美 第一東和会病院女性泌尿器科ウロギネコロジーセンター

Y1-2 3月11日（土）13:40-13:50 LSC導入期における造影３D-CTの有用性 坂本　愛子 順天堂医学部附属順天堂東京江東高齢者医療センター　婦人科

Y1-3 3月11日（土）13:50-14:00 TVM手術後の膀胱結石の1例 巴　ひかる 東京女子医科大学東医療センター　骨盤底機能再建診療部　泌尿器科

Y1-4 3月11日（土）14:00-14:10 リガシュアおよびValleylab FT10 エネルギープラットフォームを用いたクイックLSCの実際 野村　昌良 亀田メディカルセンター・ウロギネコロジーセンター

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

Y2-1 3月11日（土）14:10-14:20 電動デルマトームを用いた膣閉鎖術の経験 高澤　直子 順天堂大学医学部附属順天堂医院　泌尿器科

Y2-2 3月11日（土）14:20-14:30 Prolift型経腟メッシュ手術の進化型TVM-A2の成績 鍬田　知子 第一東和会病院　女性泌尿器科・ウロギネコロジーセンター

Y2-3 3月11日（土）14:30-14:40 円靭帯を利用したメッシュを使わない術式の試み 河野　亮介 大牟田市立病院産婦人科

Y2-4 3月11日（土）14:40-14:50 切開、剥離 を行わない超低侵襲　Semi-NTRの開発 辻　芳之 神戸アドベンチスト病院　産婦人科

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

Y3-1 3月11日（土）14:50-15:00 腹腔鏡下骨盤臓器脱手術における選択的卵管・卵巣切除の課題 谷村　悟 富山県立中央病院産婦人科

Y3-2 3月11日（土）15:00-15:10 骨盤臓器脱の術前検査で鼠径ヘルニアが疑われ同時手術を行った一例 飴谷　由佳 富山県立中央病院　産婦人科

Y3-3 3月11日（土）15:10-15:20 女性膀胱癌に対する腹腔鏡下子宮温存膀胱全摘除術 江川　雅之 市立砺波総合病院泌尿器科

Y3-4 3月11日（土）15:20-15:30 卵巣悪性腫瘍に合併した骨盤臓器脱に対する腹式Shull縫合による腟挙上手術を実施した2症例 竹村　昌彦 大阪府立急性期・総合医療センター　産婦人科

要望演題1「手術の工夫とピットフォール」（口演発表）3月11日（土）13:30-14:10

要望演題2「新しい術式の試み」（口演発表）3月11日（土）14:10-14:50

要望演題3「悪性腫瘍手術/その他の手術とＰＯＰ手術との複合」（口演発表）3月11日（土）14:50-15:30
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演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

P1-1 3月12日（日）11:30-12:10 LSC術後に後腹膜腫瘍が見つかった１例 板橋　詠子 時計台記念病院・クリニック　婦人科

P1-2 3月12日（日）11:30-12:10 腹腔鏡下膣仙骨固定術において安全に子宮を摘出するのに有用なMorSafeの使用経験について 福島　正人 福井大学　泌尿器科

P1-3 3月12日（日）11:30-12:10 TVM手術後の再発に対してLSCを行なった１症例 藤本　英典 北九州総合病院　ウロギネセンター

P1-4 3月12日（日）11:30-12:10 LSCメッシュ挿入時に留置バルーンを縫合した１例 藤井　美穂 カレスサッポロ時計台記念病院・女性総合診療センター

P1-5 3月12日（日）11:30-12:10 当院におけるASCとLSCの検討 佐久間　洋 医療法人 熊谷総合病院産婦人科

P1-6 3月12日（日）11:30-12:10 腹腔鏡下仙骨腟固定術と子宮全摘術の同時施行で本当にメッシュびらんは増加するか？ 冨田　純子 京都第一赤十字病院　産婦人科

P1-7 3月12日（日）11:30-12:10 狭隅角・正常圧緑内障患者にLSCがおよぼす術中眼圧変化 守山　洋司 岐阜赤十字病院　ウロギネセンター

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

P2-1 3月12日（日）11:30-12:10 過挙上が原因と思われたTVM手術後膀胱内メッシュ露出の1例 亀岡　浩 星総合病院　泌尿器科

P2-2 3月12日（日）11:30-12:10 ＴＶＭ術後に直腸腫瘍に対して外科的手術を施行した２例 一倉　祥子 原三信病院 泌尿器科

P2-3 3月12日（日）11:30-12:10 膀胱瘤手術の際に偶然見つかった膣壁の血管平滑筋腫の1例 山下　かおり ときわ会　常磐病院　泌尿器科

P2-4 3月12日（日）11:30-12:10 A-TVM術後の膀胱膣瘻の1例 福井　彩子 京都府立医科大学　泌尿器科

P2-5 3月12日（日）11:30-12:10 TVM手術の術後メッシュ露出に関する検討 下稲葉　美佐 四谷メディカルキューブ 泌尿器科

P2-6 3月12日（日）11:30-12:10 メッシュ感染が疑われた1例 井川　洋 明石市立市民病院　産婦人科

P2-7 3月12日（日）11:30-12:10 A-TVMに前脚は必要か？ 松岡　庸洋 健保連大阪中央病院泌尿器科

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

P3-1 3月12日（日）11:30-12:10 当院における女性泌尿器科手術に関する検討 金城　真実 杏林大学医学部付属病院　泌尿器科

P3-2 3月12日（日）11:30-12:10 Capio SLIMを用いたParavaginal cystocele repairの経験 本田　周子 四谷メディカルキューブ　泌尿器科

P3-3 3月12日（日）11:30-12:10 TVM手術にTOTを併用した症例の長期成績 桜井　文紀 日本大学医学部泌尿器科学系泌尿器科学分野

P3-4 3月12日（日）11:30-12:10 LSC術後中部尿道スリング手術施行症例の検討 白井　有香 日本医科大学

P3-5 3月12日（日）11:30-12:10 本院における中部尿道スリング手術成績 林　泰樹 埼玉医科大学病院  泌尿器科

P3-6 3月12日（日）11:30-12:10 非定型的な術式で対応した骨盤臓器脱4症例の検討 加藤　順子 中濃厚生病院　産婦人科

P3-7 3月12日（日）11:30-12:10 直腸脱を合併した経膣骨盤臓器脱の3例 水流　輝彦 滋賀医科大学　泌尿器科

P3-8 3月12日（日）11:30-12:10 当院の女性骨盤底ケア外来に通院する患者の特徴から考えるケア外来の必要性 小島　由希菜 埼玉医科大学病院　看護部

P3-9 3月12日（日）11:30-12:10 インドネシアおよびマレーシアにおけるウロギネ専門医制度とウロギネ診療の現状 Azami Denas Azinar 亀田メディカルセンター・ウロギネコロジーセンター

P3-10 3月12日（日）11:30-12:10 性器脱手術における腹式McCall法およびMoschcowitz法の有用性 加藤　顕人 防衛医科大学校産科婦人科

演題番号 発表時間 演題名 氏名 所属

P4-1 3月12日（日）11:30-12:10 当科での骨盤臓器脱手術の合併症と再発についての検討 清水　美代 済生会京都府病院　産婦人科

P4-2 3月12日（日）11:30-12:10 当院におけるElevate型TVM手術の短期～中期手術成績についての検討 浦田　聡子 金沢大学付属病院　泌尿器科

P4-3 3月12日（日）11:30-12:10 クリニックでのTFS(Tissue Fixation System)による 日帰り骨盤臓器脱手術　-３年目の成績とQOLの変化- 関口　由紀 女性医療クリニックLUNAグループ　LUNA骨盤底トータルサポートクリニック

P4-4 3月12日（日）11:30-12:10 骨盤臓器脱症例に対し前腟壁メッシュと後腟壁縫縮・会陰形成術を行った症例の術後成績 木村　俊夫 市立芦屋病院　産婦人科

P4-5 3月12日（日）11:30-12:10 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨膣固定術の手術成績 常盤　紫野 亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター

P4-6 3月12日（日）11:30-12:10 愛媛大学における腹腔鏡下仙骨膣固定術の初期成果 福本　哲也 愛媛大学医学部泌尿器科

P4-7 3月12日（日）11:30-12:10 当院ＬＳＣの定型化と手術成績 北村　晋逸 北海道名寄市名寄市立総合病院・産婦人科

一般演題3「NTR　その他」（ポスター発表）3月12日（日）11:30-12:10

一般演題4「手術成績」（ポスター発表）3月12日（日）11:30-12:10

一般演題1「LSC」（ポスター発表）3月12日（日）11:30-12:10

一般演題2「TVM」（ポスター発表）3月12日（日）11:30-12:10


