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The 21st Annual Meeting of 
The Japanese Society of Female Pelvic Floor Medicine

２日目　７月21日（日）　第１会場（大ホール）

10:00-11:00	 	モーニングセミナー	
「排尿自立指導と下部尿路機能アセスメント:膀胱内情報の見える化によ
る新展開」
座長：中田　真木（社会福祉法人三井記念病院　産婦人科）

a80025	 1	 超音波式排尿日誌によるLUTSに対する有用性ならびに妥当性の検討
馬嶋　剛（名古屋大学大学院医学系研究科　泌尿器科学）

a80026	 2	 	見逃すな、残尿増加！－排尿自立指導料算定から見えてきた女性下部尿路機能
評価の課題－
吉川　羊子（小牧市民病院泌尿器科　排尿ケアセンター）

共催：株式会社リリアム大塚

11:00-12:00	 特別企画1　「ウロギネコロジーのニッチ」
座長：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）
	 武井　実根雄（原三信病院　泌尿器科）

a80013	 T1−1	 尿道脱
加藤　久美子（名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科）

a80014	 T1−2	 尿路腟瘻
嘉村　康邦（昭和大学横浜市北部病院　女性骨盤底センター）

a80015	 T1−3	 陰唇癒着症
吉村　和晃（産業医科大学若松病院　産婦人科）

a80016	 T1−4	 膀胱子宮内膜症
市川　雅男（日本医科大学　産婦人科）

12:00-13:00	 ランチョンセミナー3　「令和時代の新たな骨盤臓器脱治療」
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）

a80020	 1	 臓器脱治療を日本から ～国産メッシュORIHIMEを用いて～
成本　一隆（聖路加国際病院　女性泌尿器科）

a77777	 2	 PTFEメッシュ（ORIHIME®）の初期使用経験
羽室　明洋（大阪市立大学大学院医学研究科　女性生涯医学）

共催：株式会社クラウンジュン・コウノ

13:10-14:40	 シンポジウム　「POP手術のトラブルシューティング」
座長：草西　洋（明石市立市民病院　産婦人科）
	 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）

a80007	 1	 Native	Tissue	Repair
古山　将康（大阪市立大学大学院医学研究科　女性生涯医学）
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a80008	 2	 Native	tissue	repair:トラブルシューティングを必要としない手術を目指して
西　丈則（公立那賀病院　産婦人科）

a80009	 3	 腹腔鏡下仙骨腟固定術のトラブルシューティング
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）

a80010	 4	 LSCにおけるトラブルシューティングとその対策
三輪　好生（岐阜赤十字病院　泌尿器科・ウロギネセンター）

14:50-15:50	 Present	&	Future　「女性骨盤底手術におけるロボット支援下手術」
座長：明樂　重夫（日本医科大学　産婦人科）
	 成本　一隆（聖路加国際病院　女性泌尿器科）

a80011	 1	 ロボット支援下仙骨腟固定術（RSC）の現状と展望
西　洋孝（東京医科大学　産科婦人科学分野）

a80012	 2	 RASC（Robot-assisted	Sacrocolpopexy）導入と課題
新村　友季子（医療法人真栄会　にいむら病院）

15:50-16:50	 一般演題9　「看護・理学療法」
座長：大内　みふか（北海道医療大学　リハビリテーション科学部　理学療法学科）
	 三輪　幸（岐阜赤十字病院　ウロギネセンター）

a90027	 O9−1	 術後患者指導の為のパンフレットの有用性
馬場　智子（四谷メディカルキューブ　看護部外来）

a90078	 O9−2	 	腹圧性尿失禁に対する骨盤底筋トレーニングの効果	
―LSC施行歴の有無による検討―
渡邊　日香里（名鉄病院　女性泌尿器科・ウロギネセンター）

a90066	 O9−3	 山梨大学医学部附属病院泌尿器科を受診した骨盤臓器脱患者の治療状況
小久保　恵理（山梨大学医学部附属病院　看護部）

a90172	 O9−4	 当院におけるペッサリー自己着脱指導外来の成績
上原　理枝（岐阜赤十字病院　看護部）

a90179	 O9−5	 骨盤臓器脱に対するペッサリーの種類と大きさの選択方法についての検討
増田　洋子（女性医療クリニック LUNAグループ	LUNAネクストステージ）

a90186	 O9−6	 ペッサリーのサイズ合わせ方法の検討
平山　千登勢（杏林大学医学部付属病院	看護部　S-3 病棟／	
	 山梨大学大学院修士課程　高齢者・排泄学）

16:50-17:00	 次期会長挨拶・閉会挨拶

17:00-17:30	 特別報告「日本における経腟メッシュ手術の方向性について」
泌尿器科から
	 高橋　悟（日本大学医学部　泌尿器科）
産婦人科から
	 古山　将康（大阪市立大学大学院医学研究科　女性生涯医学）
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２日目　７月21日（日）　第２会場（602-604）

10:00-11:00	 一般演題10　「外科との関わり」
座長：赤木　一成（辻仲病院柏の葉　大腸肛門外科）
	 清水　幸子（亀田メディカルセンター　産婦人科／亀田京橋クリニック）

a90019	 O10−1	 	多臓器排便造影（デフェコグラフィ）をもとに選択するPOPを合併した直腸
脱鏡視下手術
大橋　勝久（大橋胃腸肛門科外科医院）

a90101	 O10−2	 	Persistent	Descending	Mesocolon	を伴う直腸脱合併骨盤臓器脱に対し
て腹腔鏡下仙骨腟固定術+腹側直腸固定術を施行した	1	例
加藤　健宏（JA	岐阜厚生連久美愛厚生病院　外科）

a90029	 O10−3	 	腹腔鏡下直腸腹側固定術（LVR）術後の骨盤臓器脱に対して腹腔鏡下仙骨腟固
定術（LSC）を施行した1例
岡添　誉（KKR高松病院　泌尿器科）

a90176	 O10−4	 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術と直腸固定術の同時施行例の中期的手術成績
藤本　英典（北九州総合病院　ウロギネセンター）

a90069	 O10−5	 	LSC術後にも排便症状が継続し、排便造影検査にて直腸瘤、小腸瘤と診断さ
れた１例
高橋　知子（亀田総合病院　消化器外科）

a90087	 O10−6	 	直腸脱と骨盤臓器脱併存例:骨盤臓器脱に（インテグラル理論から生まれた）
TFS手術を行い、その後直腸脱が改善した２例の考察
小川　真沙里（湘南鎌倉総合病院　産婦人科）

11:00-12:00	 一般演題11　「術式選択」
座長：成本　一隆（聖路加国際病院　女性泌尿器科）
	 竹村　昌彦（大阪急性期・総合医療センター　産科・婦人科）

a90129	 O11−1	 経腟メッシュ手術および腹腔鏡下仙骨腟固定術の類似点を検討する
越智　良文（亀田メディカルセンター　ウロギネコロジーセンター）

a90145	 O11−2	 LSCと TVM　どちらが前壁メッシュで修復できるか？	短期での成績を比べて
成本　一隆（聖路加国際病院　泌尿器科）

a90024	 O11−3	 骨盤臓器脱術式決定の理由 -患者アンケートから -
平間　裕美（KKR高松病院　泌尿器科）

a90092	 O11−4	 婦人科腹腔鏡施設における骨盤臓器脱手術について
西村　和朗（産業医科大学医学部　産婦人科／小倉医療センター　産婦人科）

a90166	 O11−5	 当院のNTRについて～骨盤臓器脱手術における術式選択と工夫～
可世木　華子（日本医科大学　女性診療科）

a90146	 O11−6	 当科における80歳以上の高齢者に対するPOP手術の検討
幸本　康雄（東京都保健医療公社荏原病院　産婦人科）
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12:00-13:00	 ランチョンセミナー4　「女性下部尿路症状の保存的治療」
座長：古谷　健一（防衛医科大学校　名誉教授）

a80021	 演者：皆川　倫範（信州大学医学部　泌尿器科学教室）
共催：大鵬薬品工業株式会社

13:10-14:40	 特別企画2　「骨盤底リハビリテーションの理論と実践」
ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ：吉川　羊子（小牧市民病院泌尿器科　排尿ケアセンター）
	 	 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）

	 T2−1	 谷口　珠実（山梨大学大学院総合研究部　医学域看護学系	
	 健康・生活支援看護学講座）

	 T2−2	 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）

14:50-15:50	 一般演題12　「性機能・GSM・他」
座長：金城　真実（杏林大学医学部　泌尿器科）
	 井上　裕美（湘南鎌倉総合病院　産婦人科）

a90135	 O12−1	 LSC手術後患者におけるPFDI － 20の術後3年の経時的変化
牟田　奈央（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）

a90021	 O12−2	 	ガラパゴス FSFI（The	Female	Sexual	Function	Index）	
～ 7年を経たインターネットによる1000人調査～
奥村　敬子（公立陶生病院　泌尿器科）

a90042	 O12−3	 GSM(Genitourinary	Syndrome	of	Menopause) の外陰所見と治療の実際
関口　由紀（女性医療クリニック LUNA	ネクストステージ	女性泌尿器科／	
	 横浜市立大学大学院医学部　泌尿器病態学講座）

a90061	 O12−4	 	ウロギネコロジーのニッチ		
－ GSM（Genitourinary	syndrome	of	menopause）の観点から－
佐藤　嘉一（三樹会病院　泌尿器科）

a90161	 O12−5	 	Genitourinary	Syndrome	of	Menopause に対する腟・外陰部CO２フ
ラクショナルレーザー療法の経験
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）

a90071	 O12−6	 	Genitourinary	syndrome	of	menopause における外陰部変化と症状と
の関連についての調査
二宮　典子（女性医療クリニック LUNA心斎橋／	
	 大阪市立大学大学院医学研究科　泌尿器病態学）
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15:50-16:50	 一般演題13　「憩室・腫瘍など」
座長：松下　千枝（大阪暁明館病院　泌尿器科）
	 橘　大介（大阪市立大学大学院医学研究科　女性生涯医学）

a90190	 O13−1	 膀胱瘤に尿道脱を合併した3例の排尿管理の検討
松下　千枝（大阪暁明館病院　泌尿器科）

a90167	 O13−2	 	女性の尿道憩室と skene腺嚢胞の発生および病態に関する検討	～経験症例よ
り考察～
相島　真奈美（原三信病院　泌尿器科）

a90031	 O13−3	 当科における女性尿道憩室の治療経験
市野　学（藤田医科大学医学部　腎泌尿器外科）

a90030	 O13−4	 腹腔鏡下手術による膀胱腟瘻の修復:2例経験を踏まえて
小林　博仁（海老名総合病院　泌尿器科）

a90064	 O13−5	 子宮頸がんに対する神経温存広汎子宮全摘術後の排尿障害に関して
松尾　朋博（長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科）

a90068	 O13−6	 当科における婦人科悪性腫瘍術後の排尿管理についての検討
東郷　未緒（北海道大学大学院医学院　腎泌尿器外科学教室）
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２日目　７月21日（日）　第３会場（605）

14:00-15:00	 ポスター6　「TVM」
座長：加藤　稚佳子（第一東和会病院　ウロギネコロジーセンター）

a90127	 P-31	 TVM(Transvaginal	mesh) 術後５年以上経過し、子宮摘出を必要とした２例
西岡　暢子（越谷市立病院　産婦人科）

a90054	 P-32	 	経腟メッシュ手術後再発症例に対する経腟ミニマルメッシュ（Uphold 型）手
術の検討	
金野　紅（東邦大学医療センター大橋病院　泌尿器科／	
	 四谷メディカルキューブ　泌尿器科）

a90014	 P-33	 TVM手術の長期成績－術後5年以上経過した症例の質問票による調査－
千葉　博基（北海道大学大学院医学研究院　腎泌尿器外科／	
	 苫小牧市立病院　泌尿器科）

a90043	 P-34	 当院におけるTension	free	vaginal	mesh	(TVM) の長期成績
船越　大吾（日本大学医学部　泌尿器科）

a90139	 P-35	 TVM手術の穿刺に対する教育システムの開発
アティラ　ボブ（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）

a90131	 P-36	 PTFEメッシュ (ORIHIME) の初期使用症例についての検討
中川　朋美（金沢大学大学院医薬保健学総合研究科　	
	 泌尿器集学的治療学　泌尿器集学的治療学）

14:00-15:00	 ポスター7　「術式選択・骨盤底障害」
座長：安井　智代（大阪市立大学大学院医学研究科　女性病態医学）

a90125	 P-37	 骨盤臓器脱に対する手術治療における術式選択
加藤　俊（大阪府済生会吹田病院　産婦人科）

a90144	 P-38	 当院における骨盤臓器脱治療選択のアルゴリズム
永井　富裕子（東部地域病院　婦人科）

a90178	 P-39	 骨盤臓器脱と筋肉量減少
知野　陽子（福井大学医学部附属病院　産科婦人科）

a90164	 P-40	 閉経前年齢層の骨盤臓器脱の形態的な傾向について
中田　真木（三井記念病院　産婦人科）

a90067	 P-41	 大分県での妊娠、産褥期における尿失禁に関するアンケート調査
河室　奈々（大分中村病院　ウロギネセンター）

a90036	 P-42	 就労が骨盤臓器脱の重症度に与える影響についての調査研究
金城　泰幸（産業医科大学医学部　産科婦人科学）
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14:00-15:00	 ポスター8　「外来・症例」
座長：小松　和人（福井赤十字病院　泌尿器科）

a90094	 P-43	 刈谷豊田総合病院における女性泌尿器科外来導入の試み
近藤　厚哉（刈谷豊田総合病院　泌尿器科）

a90114	 P-44	 	当院ウロギネセンターにおけるPOP治療への取り組み	
～ウロギネを専門とする医師の育成も見据えたシステム作りを目指して
塚原　稚香子（大阪警察病院　ウロギネセンター）

a90026	 P-45	 骨盤臓器脱と膀胱憩室を同時に治療した1例
山本　恭代（徳島大学医学部　泌尿器科）

a90137	 P-46	 	Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser	syndrome に対する腟形成後に発
生した骨盤臓器脱に対してLSCを施行した1例
ヌチャトテ　パティヤ（亀田メディカルセンター　ウロギネ科）

a90028	 P-47	 完全膀胱内反症の1例
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）

a90013	 P-48	 不妊治療中に発見された膀胱子宮内膜症の１例
上村　吉穂（市立砺波総合病院　泌尿器科）

14:00-15:00	 ポスター9　「合併症①」
座長：小玉　美智子（大阪大学医学部　産婦人科）

a90189	 P-49	 ＴＦＳ（Tissue　Fixation　System）手術の合併症例のまとめ
中村　綾子（女性医療クリニックＬＵＮＡネクストステージ）

a90060	 P-50	 	TVM+TOT術後晩期にメッシュ露出をきたし、経腟メッシュ除去術を施行し
た一例
入江　有紀（日本大学医学部附属板橋病院　泌尿器科）

a90018	 P-51	 AP-TVM術後膀胱内メッシュ露出に対して治療に難渋した一症例
神野　友里（大阪警察病院　ウロギネセンター）

a90152	 P-52	 TOT術後の遷延性疼痛に対してSSRI が著効した一例
北島　佑佳（大阪急性期・総合医療センター　産科・婦人科）

a90173	 P-53	 	腰椎間版ヘルニア、子宮内膜症をベースに発症し、診断・治療に難渋した下肢
疼痛の1例
小玉　美智子（大阪大学医学部　産婦人科）

a90075	 P-54	 術前にEvisceration が生じた骨盤臓器脱の1症例
本田　謙一（市立柏原病院　産婦人科）

14:00-15:00	 ポスター10　「合併症②」
座長：北川　育秀（小松市民病院　泌尿器科）

a90084	 P-55	 骨盤臓器脱に併発する泌尿器科的合併症
上島　千春（三井記念病院　産婦人科）
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a90025	 P-56	 水腎症を伴う骨盤臓器脱に対して術中尿管ステント留置を要した2症例の検討
江川　雅之（市立砺波総合病院　泌尿器科）

a90149	 P-57	 再手術を要した腟閉鎖術の2症例
植村　遼（大阪市立大学医学部　産婦人科）

a90124	 P-58	 肥満患者に対するminimal	mesh経腟手術の成績
平本　有希子（四谷メディカルキューブ　泌尿器科）

a90113	 P-59	 腹圧性尿失禁Stamey手術から長期経過後に発症した膀胱結石の2例
川西　秀治（名古屋第一赤十字病院　泌尿器科）

a90136	 P-60	 	腹腔鏡手術運針時、尿道カテーテルに誤穿通するもホルミウムレーザーと剪刀
で切除した２例
安東　栄一（倉敷成人病センター　泌尿器科）


