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第21 回 日本女性骨盤底医学会
女性骨盤底障害〜機能と構造の統合的修復をめざして〜

１日目　７月20日（土）　第１会場（大ホール）

8:45-8:50	 開会挨拶

8:50-9:50	 一般演題1　「骨盤底基礎診断」
座長：嘉村　康邦（昭和大学横浜市北部病院　女性骨盤底センター）
	 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）

a90187	 O1−1	 産後一年以内の女性における尿失禁罹患率の実態調査
井上　倫恵（名古屋大学大学院　医学系研究科　リハビリテーション療法学専攻	
	 理学療法学講座）

a90160	 O1−2	 女性の骨盤底に見られる３つの筋束（スリング）についての解剖学的研究
秋田　恵一（東京医科歯科大学　臨床解剖学分野）

a90185	 O1−3	 MRI を用いた未産婦における骨盤底加齢性変化の検討
本郷　祥子（大阪警察病院　ウロギネセンター／大阪警察病院　泌尿器科）

a90188	 O1−4	 	腹腔鏡下仙骨腟固定術を安全に行うための造影CTを用いた前縦靭帯の付近の
血管走行についての検討
小谷　泰史（近畿大学医学部　産科婦人科）

a90110	 O1−5	 LSCにおける仙骨前面の3次元的評価:CT	fusion 画像を用いて
浦郷　康平（独立行政法人国立病院機構　小倉医療センター　産婦人科）

a90053	 O1−6	 骨盤臓器脱の診断におけるPOP-Qの検者間信頼性について
加藤　順子（中濃厚生病院　産婦人科）

9:50-10:50	 一般演題2　「LSC・ロボット」
座長：佐々木　ひと美（藤田医科大学　腎泌尿器外科）
	 市川　雅男（日本医科大学　産婦人科）

a90147	 O2−1	 当院での腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）の成績
加藤　稚佳子（第一東和会病院　ウロギネコロジーセンター）

a90148	 O2−2	 子宮全摘術を行う腹腔鏡下仙骨腟固定術の後方視的検討
河野　通晴（済生会長崎病院　産婦人科）

a90163	 O2−3	 当科における腹腔鏡下仙骨腟固定術1200例の経験
沢田　勇吾（亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター）

a90056	 O2−4	 当院におけるロボット支援腹腔鏡下仙骨腟固定術の経験
辻岡　卓也（高松赤十字病院　泌尿器科）

a90077	 O2−5	 ロボット支援仙骨腟固定術の初期経験
福本　哲也（愛媛大学医学部　泌尿器科）

a90039	 O2−6	 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術に対する麻酔管理
布目　雅博（名鉄病院　麻酔科）
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11:00-12:00	 教育講演　	「腹腔鏡で見えてきた骨盤の構造と機能	
-	Embryological	structure へ -」

座長：高橋　悟（日本大学医学部　泌尿器科）

a80002	 演者：谷村　悟（富山県立中央病院　産婦人科）

12:00-13:00	 ランチョンセミナー1　「女性の下部尿路症状にどう向き合うか？」
座長：加藤　久美子（名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科）

a80017	 1	 女性下部尿路症状と骨盤臓器脱に対する行動療法統合プログラム
三輪　好生（岐阜赤十字病院　泌尿器科・ウロギネセンター）

a80018	 2	 過活動膀胱治療薬－何を選択して、どうつかう、そのあとは？
影山　慎二（泌尿器科かげやま医院）

共催：杏林製薬株式会社 /キッセイ薬品工業株式会社

13:00-13:30	 	総会	
2019	IUGA	Invitation	
（野村　昌良：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）

13:30-14:30	 	招請講演	
「Surgical	Management	of	Pelvic	Organ	Prolapse	in	Women:		
Strategies	in	Era	of	the	Mesh	Complications	and	Minimally	
Invasive	Techniques」

座長：後藤　百万（名古屋大学大学院医学系研究科　泌尿器科学）
a80001	 演者：		Kyu-Sung	Lee	

（Samsung	Medical	Center,	Sungkyunkwan	University	School	of	Medicine,	
Seoul,	Korea）

14:30-16:00	 	スポンサード　シンポジウム	
「女性における難治性過活動膀胱の治療に挑む」
座長：武田　正之（山梨大学医学部　泌尿器科学講座）
	 水沼　英樹（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）

a80003	 1	 薬物併用療法
吉田　正貴（国立長寿医療研究センター　泌尿器科）

a80004	 2	 磁気刺激療法
山西　友典（獨協医科大学　排泄機能センター）

a80005	 3	 過活動膀胱、切迫性尿失禁に対するSNM（Sacral	Neuromodulation）
林　篤正（亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター）

a80006	 4	 ボツリヌス毒素膀胱壁内注入療法
横山　修（福井大学医学部　泌尿器科学）

共催：アステラス製薬株式会社
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女性骨盤底障害〜機能と構造の統合的修復をめざして〜

16:00-17:00	 一般演題3　「LSC」
座長：安倍　弘和（亀田総合病院　泌尿器科）
	 吉村　和晃（産業医科大学若松病院　産婦人科）

a90017	 O3−1	 当科における再発骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下手術症例について
佐藤　香月（岐阜市民病院　産婦人科）

a90044	 O3−2	 当院におけるLSC術後再発を予防する試み
亀岡　浩（星総合病院　泌尿器科）

a90058	 O3−3	 TVM後の再発症例に対するLSCの成績
林　篤正（亀田メディカルセンター　ウロギネ科）

a90132	 O3−4	 腹腔鏡下仙骨腟固定術後の再発症例の検討
岡田　義之（亀田総合病院　ウロギネ・女性排尿機能センター	
	 ／昭和大学横浜市北部病院　女性骨盤底センター）

a90122	 O3−5	 子宮摘除後の骨盤臓器脱における腹腔鏡下仙骨腟固定術の工夫と治療成績
高山　美郷（亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター）

a90033	 O3−6	 膀胱側腹膜不足症例に対する高位ダグラス閉鎖変法
成島　雅博（名鉄病院　泌尿器科）

17:00-18:00	 	イブニングセミナー1	
「女性の骨盤底機能障害を科学する	―基礎と臨床のbridge―」
座長：柿崎　秀宏（旭川医科大学　腎泌尿器外科学講座）

a80022	 演者：宮里　実（琉球大学大学院医学研究科　システム生理学）
共催：ファイザー株式会社
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１日目　７月20日（土）　第２会場（602-604）

8:50-9:50	 一般演題4　「その他の術式」
座長：下稲葉　美佐（四谷メディカルキューブ　泌尿器科）
	 岡垣　竜吾（埼玉医科大学病院　産婦人科・女性骨盤底医学センター）

a90023	 O4−1	 	腹腔鏡下 paravaginal	defect	repair と前腟壁形成術により修復し得た化
学繊維アレルギーを伴う膀胱瘤の1例
片岡　政雄（福島県立医科大学医学部　泌尿器科学講座）

a90016	 O4−2	 当科における骨盤臓器脱に対するTLH/USLS症例について
尹　麗梅（岐阜市民病院　産婦人科）

a90105	 O4−3	 Laparoscopic	pectopexyの初期成績 ;	腹腔鏡下仙骨腟固定術との比較検討
平田　豪（小田原市立病院　産婦人科）

a90010	 O4−4	 	骨盤臓器脱POPに対するNTRへの新たな試み	
－ CTZの作成・修復と腹腔鏡下円靱帯腟固定法LRCから－
伊熊　健一郎（淀川キリスト教病院　産婦人科）

a90156	 O4−5	 骨盤臓器脱手術における自家真皮移植片の観察と固定方法の検討
永尾　光一（東邦大学医学部　泌尿器科）

a90109	 O4−6	 当科におけるSacrospinous	Hysteropexy	(SSH) の臨床的検討
下稲葉　美佐（四谷メディカルキューブ　泌尿器科）

9:50-10:50	 一般演題5　「NTR」
座長：青木　志保（越谷市立病院　産婦人科）
	 木村　俊夫（市立芦屋病院　産婦人科）

a90006	 O5−1	 骨盤臓器脱に対して腟式子宮全摘出術＋全腟閉鎖術を施行した８例の検討
加勢　宏明（厚生連長岡中央綜合病院　産婦人科）

a90120	 O5−2	 当科での仙骨子宮靭帯挙上術Shull 法
飯高　満三芳（長野県立信州医療センター　産婦人科）

a90142	 O5−3	 骨盤臓器脱に対する腟壁形成術の中長期的な治療成績
一倉　祥子（原三信病院　泌尿器科）

a90184	 O5−4	 水圧式ナイフを用いた腟閉鎖術の経験
河野　亮介（大牟田市立病院　産婦人科）

a90055	 O5−5	 Simple	colpoclesis:腟粘膜剥離を行わない腟閉鎖術
木村　俊夫（市立芦屋病院　産婦人科）

a90169	 O5−6	 Native	Tissue	Repair( 腟式根治術 )の早期再発についての検討
青木　志保（越谷市立病院　産婦人科）
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11:00-12:00	 一般演題6　「OAB・SUI」
座長：西澤　理（北アルプス医療センター　あづみ病院	女性骨盤底医学センター）
	 荒木　英盛（名鉄病院　泌尿器科）

a90022	 O6−1	 メタボリック症候群は骨盤臓器脱修復術後のde	novo	OABのリスク因子となる
片岡　政雄（福島県立医科大学医学部　泌尿器科学講座）

a90183	 O6−2	 過活動膀胱と夜間頻尿の関係	-	住民健診受診者を対象とした横断的研究	-
青木　芳隆（福井大学　泌尿器科学）

a90037	 O6−3	 	仙骨神経刺激療法（SNM）における刺激装置植込み部位の術前マーキングの
有用性
炭山　彩華（KKR高松病院　看護部）

a90171	 O6−4	 過活動膀胱に対する行動療法統合プログラムの指導方法の見直し
三輪　幸（岐阜赤十字病院　看護部）

a90157	 O6−5	 尿失禁に対するTVT手術における術中エコーガイド下液性剥離の有用性の検討
常盤　紫野（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）

a90174	 O6−6	 中部尿道スリング術の精神症状への効果
金城　真実（杏林大学医学部　泌尿器科）

12:00-13:00	 	ランチョンセミナー2　	
「女性の難治性過活動膀胱の治療～仙骨神経刺激療法～」
座長：渡邉　豊彦（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　泌尿器病態学）

a80019	 演者：小田　瑞（北九州総合病院　泌尿器科）
共催：日本光電工業株式会社

15:00-16:00	 一般演題7　「SUI と POP」
座長：近藤　厚哉（刈谷豊田総合病院　泌尿器科）
	 岡添　誉（KKR高松病院　泌尿器科）

a90107	 O7−1	 経腟メッシュ手術前のMRI による術後腹圧性尿失禁の予測についての検討
川口　昌平（金沢大学附属病院　泌尿器科）

a90118	 O7−2	 骨盤臓器脱患者における腹圧性尿失禁の腹腔鏡下仙骨腟固定術前後の変化
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）

a90119	 O7−3	 	セントラルロードという膀胱鏡所見:腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）のテンション
過剰は尿失禁をもたらす
加藤　久美子（名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科）

a90034	 O7−4	 LSC子宮頸部過挙上が原因のTVT無効SUI に対する LSCアーム延長術
成島　雅博（名鉄病院　泌尿器科）

a90015	 O7−5	 無床診療所で行う尿失禁・性器脱治療はここまでできる
影山　慎二（（医）社団灯弘会　泌尿器科かげやま医院	／ベッケンボーデンの会）

a90065	 O7−6	 ＴＶＴ術前後10年以上、ICIQ-SF による評価しえた症例の報告
西野　好則（西野クリニック）
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16:00-17:00	 一般演題8　「TVM」
座長：藤崎　章子（四谷メディカルキューブ　泌尿器科）
	 柏原　宏美（第一東和会病院　婦人科）

a90095	 O8−1	 後壁メッシュを用いたTVM手術の治療成績
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）

a90177	 O8−2	 経腟メッシュ手術（TVM）の術式改良による術後成績の変化
藤﨑　章子（四谷メディカルキューブ　泌尿器科）

a90123	 O8−3	 Uphold 型 TVMにおける日本製PTFEメッシュ「ORIHIME」の使用経験
荒木　英盛（名鉄病院　泌尿器科）

a90140	 O8−4	 TVM手術における穿刺をマスターするための教育方法
永榮　美香（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）

a90191	 O8−5	 TVMでどれだけ重度の子宮脱でも再発なく治せる
赤木　一成（辻仲病院柏の葉　大腸肛門外科）

a90130	 O8−6	 TVM術後のメッシュ切除に関する検討
柏原　宏美（第一東和会病院　婦人科）

17:00-18:00	 	イブニングセミナー2	
「国内POP治療の動向と今後の展望」
座長：成島　雅博（名鉄病院　女性泌尿器科・ウロギネセンター）

a80023	 1	 Mesh,	or	no	mesh	:	that’s	the	question.
嘉村　康邦（昭和大学横浜市北部病院　女性骨盤底センター）

a80024	 2	 今こそ、メッシュに頼らない骨盤臓器脱手術を学ぼう！
野村　昌良（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）

共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
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第21 回 日本女性骨盤底医学会
女性骨盤底障害〜機能と構造の統合的修復をめざして〜

１日目　７月20日（土）　第３会場（605）

16:00-17:00	 ポスター1　「LSC」
座長：可世木　華子（日本医科大学付属病院　産婦人科）

a90007	 P-01	 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導入早期の経験
青山　聖美（小樽市立病院　婦人科）

a90003	 P-02	 当院での LSCの導入と施行に際してのいくつかの工夫
西田　純一（社会医療法人大分中村病院　産婦人科）

a90175	 P-03	 当科における腹腔鏡下仙骨腟固定術
勘野　真紀（医療法人王子総合病院　産婦人科）

a90072	 P-04	 腹腔鏡下腟仙骨固定術に使用する各種メッシュの使用経験について
福島　正人（福井大学　泌尿器科）

a90154	 P-05	 	腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）における体内固定用組織ステープル	
（BARD®CAPSURE®）の使用経験	
～ LSC導入初期施設の立場から～
大坪　亜紗斗（長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科）

a90009	 P-06	 腹腔鏡下仙骨腟固定術における術前尿培養の検討
河野　眞範（福井赤十字病院　	腎臓泌尿器科）

16:00-17:00	 ポスター2　「LSCなど」
座長：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）

a90138	 P-07	 骨盤臓器脱に対するLaparoscopic	lateral	suspension	(LSS) の１年経過
アチェ　インドラ（亀田メディカルセンター　ウロギネ科）

a90005	 P-08	 腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）より円靭帯経由腹壁メッシュ固定へ変更した１症例
北村　晋逸（名寄市立総合病院　産婦人科）

a90032	 P-09	 	子宮温存を希望した骨盤臓器脱の患者さんに対して腹腔鏡下仙骨腟固定術を施
行した2症例
石川　哲也（昭和大学病院　産婦人科）

a90051	 P-10	 皮膚トラブルと神経障害予防に着目したLSCの体位固定方法
尾之内　優里（名鉄病院　中央手術部）

a90121	 P-11	 当院における骨盤臓器脱手術前後の排尿症状の変化　ーTVMとLSCの比較ー
芦刈　明日香（琉球大学医学部　腎泌尿器外科）

a90170	 P-12	 開腹仙骨腟固定術後に水腎尿管症を指摘された症例
朝倉　堯（埼玉医科大学病院　女性ヘルスセンター）
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16:00-17:00	 ポスター3　「OAB・腫瘍」
座長：青木　芳隆（福井大学　泌尿器科学）

a90153	 P-13	 新しいβ3作動薬の初期治療の印象
影山　慎二（（医）社団灯弘会　かげやま医院　泌尿器科）

a90106	 P-14	 	排尿自立指導対象女性患者におけるカテーテル抜去後の下部尿路機能障害と介
入後の排尿自立との関係についての検討
西井　久枝（国立長寿医療研究センター　泌尿器外科）

a90181	 P-15	 広汎子宮全摘出術および放射線治療後に膀胱腟瘻をきたした症例
山口　茜（水戸済生会総合病院　泌尿器科）

a90052	 P-16	 	尿道癌のため尿道全摘、前腟合併切除、放射線治療後に発症した完全子宮脱症
例に対し経腟メッシュ手術が有効であった１例
牧志　綾（明石市立市民病院　産婦人科　ウロギネセンター）

a90050	 P-17	 骨盤臓器脱手術後に子宮体癌と判明し無症候性の肺塞栓症を発症した1症例
辻　隆博（福井赤十字病院　産婦人科）

a90104	 P-18	 	巨大卵巣境界悪性腫瘍を合併した完全子宮脱に対して、子宮全摘術と両側付属
器摘出術に加えて腟断端挙上術を同時施行した１例
松尾　精記（京都第一赤十字病院　産婦人科）

16:00-17:00	 ポスター4　「理学療法」
座長：井上　雅（みやびウロギネクリニック）

a90086	 P-19	 	骨盤底筋体操指導において必要かもしれない骨盤底筋の代償トレーニングにつ
いて考える
保科　章子（第一東和会病院　リハビリテーション科）

a90108	 P-20	 骨盤底筋トレーニング指導の効果に関する追跡調査と指導期間の検討
森　明子（兵庫医療大学　リハビリテーション学部）

a90165	 P-21	 クッションを用いた座位姿勢の違いが骨盤底筋に及ぼす影響
辻野　和美（株式会社ホリスティックヘルス研究会・奈良女子大学）

a90038	 P-22	 直腸脱にガスケアプローチが奏効した１症例
藤島　淑子（川崎協同病院　婦人科）

a90020	 P-23	 	マイオトラックを用いた骨盤底筋トレーニングの効果:腟圧計（MizCure:
ミズキュア）を用いた検討
井上　雅（みやびウロギネクリニック）

a90063	 P-24	 健常女性におけるMizCure を用いた腟圧測定に対する検者間信頼性
高橋　由依（北海道大学大学院医学院　	腎泌尿器外科学分野）

16:00-17:00	 ポスター5　「SUI」
座長：辻　芳之（神戸アドベンチスト病院　産婦人科）

a90046	 P-25	 骨盤骨折の既往がある腹圧性尿失禁患者に対して透視下にてTVTを施行した1例
田口　真（大阪府済生会泉尾病院　泌尿器科）



20

第21 回 日本女性骨盤底医学会
女性骨盤底障害〜機能と構造の統合的修復をめざして〜

a90098	 P-26	 	Hoshidome-Suture が Non-Mesh の腹圧性尿失禁	(SUI) 手術としても応
用可能か？
辻　芳之（神戸アドベンチスト病院　産婦人科）

a90151	 P-27	 腹腔鏡下仙骨腟固定術後に生じた “central	road” を伴う腹圧性尿失禁の一例
矢部　通弘（寿泉堂綜合病院　泌尿器科）

a90070	 P-28	 腹腔鏡下仙骨腟固定術後の腹圧性尿失禁に関与する予測因子の検討
吉尾　裕子（三重大学医学部　腎泌尿器外科／亀田メディカルセンター　ウロ
ギネコロジーセンター）

a90082	 P-29	 腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）後腹圧性尿失禁の発生因子の検討
佐藤　広高（北水会記念病院　泌尿器科）

a90133	 P-30	 	腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）後の二期的中部尿道スリング手術症例に関する
後方視的検討
永井　崇（総合東京病院　婦人科）


