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女性内視鏡外科

１．概要
　産婦人科の中で、主に腹腔鏡下手術と子宮鏡下手術全般に関わる手術を担当している。
 東三河においては、婦人科手術に関してこれまで開腹術が中心であったが、良性疾患のほとんどで腹
腔鏡下手術が可能のため今後置き換わっていく予定である。この手術は傷も小さく、早期退院、社会復
帰可能な手術で患者さんに負担が少ない手術である。2013年に着任して以来、順調に手術件数を伸ばし、
2015年度は腹腔鏡下手術と子宮鏡下手術合わせて400件となり、愛知県内でも有数の鏡視下手術件数を
誇るまでになった。入院期間は腹腔鏡下手術で５日間前後、子宮鏡手術では３日間である。退院後特に
制限なく活動が可能となるので、とても有効な治療法である。現在、子宮体がんは腹腔鏡下手術が保険
適用となり、子宮頸がんに対しては東海地方で初めての先進医療施設に認定され治療を行っている。ま
た高齢化に伴い、子宮脱や膀胱脱といった骨盤臓器脱の患者さんが増えている。臓器脱に伴い社会活動
の低下や膀胱機能障害が出現するために、その治療法として腹腔鏡による最新式のメッシュ手術を導入
した。ロボット手術も合わせて導入しており、今後ますます低侵襲化手術に向けて展開していく。

（部長　梅村　康太）
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学会発表（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 子宮全摘術に対するロボット支援
下腹腔鏡下手術 筆頭演者 梅村　康太 第７回日本ロボット外科学会 2015/2/7

2 当院における超緊急帝王切開の統
計 筆頭演者 國島　温志 第135回東海産科婦人科学会 2015/2/21

3 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定
術の導入 筆頭演者 甲木　　聡 第135回東海産科婦人科学会 2015/2/21

4 子宮頸癌における広汎子宮全摘術
の臨床的検討 筆頭演者 河井　通泰 第135回東海産科婦人科学会 2015/2/21

5 典型的な慢性早剥羊水過少症候群
の１例 筆頭演者 松尾　聖子 第135回東海産科婦人科学会 2015/2/22

6 当院における特発性血小板減少性
紫斑病合併妊娠の４症例 筆頭演者 廣渡　芙紀 第135回東海産科婦人科学会 2015/2/22

7
子宮体癌に対する安全な腹腔鏡下
手術を目指して～エンシールG2を
使いこなす～

筆頭演者 梅村　康太 第135回東海産科婦人科学会 2015/2/22

8
当科における骨盤臓器脱に対する
腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）につ
いて

筆頭演者 梅村　康太 第９回日本骨盤臓器脱手術学
会 2015/3/7

9
骨盤臓器脱に対する治療法～当院
における LSC 手術の現状と工夫
～ランチョンセミナー

筆頭演者 梅村　康太 第９回日本骨盤臓器脱手術学
会 2015/3/7

10 子宮頸癌治療に対する腹腔鏡下手術とセンチネルナビゲーション 筆頭演者 梅村　康太 第67回日本産科婦人科学会学
術講演会 2015/4/10

11
新規指標を用いたGnRH（LH－
RH）テストの調節卵巣刺激への応
用

筆頭演者 甲木　　聡 第67回日本産科婦人科学会学
術講演会 2015/4/11

12 2014年に経験した原因の異なる子宮破裂の４例 筆頭演者 松尾　聖子 第67回日本産科婦人科学会学
術講演会 2015/4/12

13 標準治療としての子宮体癌腹腔鏡下手術：当院の成績と術式の検討 筆頭演者 吉田　光紗 第67回日本産科婦人科学会学
術講演会 2015/4/12

14
導入期が重要 !! ガイドラインと院
内コンセンサス～腹腔鏡下子宮悪
性腫瘍手術（子宮体がん）～ランチ
ョンセミナー

筆頭演者 梅村　康太 第67回日本産科婦人科学会学
術講演会 2015/4/12

15 常染色体劣性多嚢胞腎の出生前診断：同胞内再発の１例 筆頭演者 松尾　聖子 日本超音波医学会第88回学術
集会 2015/5/22

16 当院における臍帯動脈pHが7.1未満であった症例の検討 筆頭演者 植草　良輔 第101回愛知産科婦人科学会
学術講演会 2015/7/4

17 当科における帝王切開術後の静脈血栓塞栓症予防プロトコール 筆頭演者 北見　和久 第51回日本周産期・新生児医
学会総会および学術集会 2015/7/11

18 34週で子宮破裂に至った子宮筋腫核出術後妊婦の１例 筆頭演者 甲木　　聡 第51回日本周産期・新生児医
学会総会および学術集会 2015/7/11

19 頸管裂傷後、子宮型羊水塞栓症を生じたと考えられた２例 筆頭演者 松川　　哲 第51回日本周産期・新生児医
学会総会および学術集会 2015/7/11

20 子宮体部悪性腫瘍における大網転移症例の臨床病理学的検討 筆頭演者 河合　要介 第57回日本産婦人科腫瘍学会
学術講演会 2015/8/7

21 放射線単独療法にて初回治療を行った子宮体癌８例の検討 筆頭演者 北見　和久 第57回日本産婦人科腫瘍学会
学術講演会 2015/8/8

22 当科で経験したBenign Multicystic Mesotheliomaの３例 筆頭演者 藤田　　啓 第57回日本産婦人科腫瘍学会
学術講演会 2015/8/9

23
子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子
宮全摘術の導入について　ミニワ
ークショップ

筆頭演者 梅村　康太 第57回日本産婦人科腫瘍学会
学術講演会 2015/8/9



学会発表（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

24 る腹腔鏡下センチネルリンパ節同
定法

筆頭演者 梅村　康太 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/10

25 当院における子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子宮全摘術の経験 筆頭演者 國島　温志 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/10

26 安全な操作で解剖の理解にも役立つTLH手術 筆頭演者 松尾　聖子 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/10

27
月経時に腸閉塞を繰り返し腹腔鏡
下で卵巣子宮内膜症性嚢胞ととも
に一期的に切除しえた回腸子宮内
膜症の一例

筆頭演者 池田　芳紀 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/11

子宮頚癌に対する蛍光ＩＣＧによ

28 腹腔鏡下骨盤内リンパ節郭清のコツ 筆頭演者 北見　和久 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/11

29 当院で経験した子宮型羊水塞栓症６例の症例検討 筆頭演者 矢吹　淳司 第36回日本妊娠高血圧学会学
術集会 2015/9/12

30 当院におけるクリオプレシピテートの使用状況 筆頭演者 岡田真由美 第36回日本妊娠高血圧学会学
術集会 2015/9/12

31 当院における子宮体癌手術－若手医師への教育について－ 筆頭演者 高野みずき 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/12

32 エアシールの有用性についての検討 筆頭演者 北見　和久 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/12

33 TLHにおける視野展開と手術操作のポイント 筆頭演者 梅村　康太 第55回日本産科婦人科内視鏡
学会学術講演会 2015/9/12

34
全腹腔鏡下子宮全摘術を施行した
Epithelioid trophoblastic tumor
（ETT）の１例

筆頭演者 河合　要介 第102回愛知産科婦人科学会
学術講演会 2015/10/3

35
新規癌関連抗原KIF20Aの卵巣癌
における発現とペプチドカクテル
ワクチン療法への応用

筆頭演者 河合　要介 第53回日本癌治療学会学術集
会 2015/10/29

36
経時的に変化する超音波画像所見
により胎児診断し得た総排泄腔遺
残症の一例

筆頭演者 池田　芳紀 第38回日本母体胎児医学会学
術集会 2015/10/29

37 慢性早剥による重症肺障害が疑われる２例 筆頭演者 松尾　聖子 第38回日本母体胎児医学会学
術集会 2015/10/30

38 当院における産褥搬送症例の現状 筆頭演者 岡田真由美 第38回日本母体胎児医学会学
術集会 2015/10/30

39
４回の再発に対し同時化学放射線
治療により寛解を得た子宮頸癌の
１例

筆頭演者 植草　良輔 第53回日本癌治療学会学術集
会 2015/10/30

40 子宮温存が可能であった子宮破裂の５例 筆頭演者 松尾　聖子 第38回日本産婦人科手術学会 2015/11/28

41 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術に関する短中期成績の報告 筆頭演者 甲木　　聡 第38回日本産婦人科手術学会 2015/11/28

42
子宮頸癌に対する腹腔鏡下手術の
導入とICGによる蛍光色素を利用
したSLN同定法について

筆頭演者 梅村　康太 第38回日本産婦人科手術学会 2015/11/29

43 腹腔鏡下子宮全摘術（TLH）におけるパワーデバイスの活用 筆頭演者 藤田　　啓 第38回日本産婦人科手術学会 2015/11/29

44
全腹腔鏡下子宮摘出術における手
術時間短縮の工夫（手術時間はど
こまで短縮可能か？）

筆頭演者 河合　要介 第38回日本産婦人科手術学会 2015/11/29

45 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）の治療成績 筆頭演者 植草　良輔 第28回日本内視鏡外科学会総
会 2015/12/10



学会発表（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

46
腹腔鏡下単純子宮全摘術におけ
る、Vessel Sealing Systemを用い
た子宮傍組織処理の安全性と有用
性の検討

筆頭演者 甲木　　聡 第28回日本内視鏡外科学会総
会 2015/12/10

47 当院における骨盤リンパ節郭清の工夫 筆頭演者 高野みずき 第28回日本内視鏡外科学会総
会 2015/12/11

48
子宮頸癌治療における腹腔鏡下蛍
光センチネルリンパ節ナビゲーシ
ョンについて

筆頭演者 梅村　康太 第28回日本内視鏡外科学会総
会 2015/12/11

49
当院における全腹腔鏡下子宮全摘
術での尿管に対する各アプローチ
の検討

筆頭演者 矢吹　淳司 第28回日本内視鏡外科学会総
会 2015/12/12



研究会発表（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 区分 氏名 学会・研究会名 発表年月日

1 始めよう腹腔鏡下手術～第一歩か
らTLHまで 筆頭演者 梅村　康太 第３回東京低侵襲婦人科手術

研究会 2015/2/21

2 尿管の同定方法　３方向からのア
プローチ術 筆頭演者 高野みずき 第16回東海産婦人科内視鏡手

術研究会 2015/10/10

3 婦人科悪性腫瘍手術に対する腹腔
鏡下手術 筆頭演者 梅村　康太 第16回東海産婦人科内視鏡手

術研究会 2015/10/10

4 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定
術の臨床成績の検討 筆頭演者 甲木　　聡 第16回東海産婦人科内視鏡手

術研究会 2015/10/10

5
全腹腔鏡下子宮摘出術における手
術時間短縮のために必要なポイン
ト～手術時間はどこまで短縮可能
できるか？～ワークショップ

筆頭演者 河合　要介 第16回東海産婦人科内視鏡手
術研究会 2015/10/10

6
インドシアニングリーンを用いた
子宮悪性腫瘍に対する腹腔鏡下セ
ンチネルナビゲーション

筆頭演者 梅村　康太 第17回SNNS研究会学術集会 2015/11/14



座長・司会（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 座長名 学会・研究会名 発表年月日

1 再発卵巣癌に対するアバスチンの治療
効果と安全性 河井　通泰 三遠地区Ovarian Cancer 

Conference 2015/1/23

2
遺伝する婦人科がん～婦人科における
遺伝性腫瘍リスク評価およびその実践
のポイントを考える～

河井　通泰 第三回東三河産婦人科フォーラム 2015/6/27

3 一般演題（ポスター）：Group24-4 岡田真由美 第51回日本周産期・新生児医学会
学術集会 2015/7/12

4 卵巣癌治療における分子標的薬の役割 河井　通泰 第２回Chugai Ovarian Cancer 
Seminar in MIKAWA 2015/7/17



講　　演（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 演　　題　　名 演者名 学会・研究会名 発表年月日

1 初発または再発卵巣癌におけるアバス
チン投与対象について 池田　芳紀 三遠地区Ovarian Cancer 

Conference 2015/1/23

2 子宮体がん・子宮がんにおける腹腔鏡
下手術 梅村　康太 静岡産婦人科腹腔鏡セミナー 2015/4/25

3
子宮悪性腫瘍手術における蛍光センチ
ネルナビゲーションの未来～子宮体が
ん手術手技と共に～

梅村　康太 2015産婦人科手術手技勉強会～腹
腔鏡の達人に学ぶ～ 2015/8/29

4 Video　Conference 梅村　康太 2015産婦人科手術手技勉強会～腹
腔鏡の達人に学ぶ～ 2015/8/29

太康　村梅科外鏡視内盤骨5 第２回東海骨盤内視鏡外科を学ぶ
会 2015/10/17

6 周産期センターの現況及び病診連携　
周産期センターの稼働状況 岡田真由美 平成27年度公的病院長ならびに産

婦人科部長と本会役員との懇談会 2015/11/28



論文・著書 ( 医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 著　　　書　　　名

1
Prognostic value of histological type 
in stage IV ovarian carcinoma: a 
retrospective analysis of 223 patients

共同著者 Kawai
Michiyasu Br. J. Cancer. 2015; 112: 1376-1383.

2 子宮頸癌IIB期に対する同時化学放射線
療法の治療成績 筆頭著者 池田　芳紀 産と婦. 2015; 97: 563-568.

3 当院における自然妊娠および不妊治療に
よる双胎妊娠の比較検討 筆頭著者 吉田　光紗 産婦の実際. 2015; 64: 717-721. 

4 当院における転移性卵巣がん27例の臨床
的検討 筆頭著者 伴野　千尋 産と婦. 2015; 85: 923-929.

5
「きらきら光るギネ女、ギネメン」ギネ
ナビ～ワ－ク・ライフ・バランスを応援
します～

共同著者 梅村　康太 日産婦会誌. 2015; 67: 2192-2198.

6
自己判断での水分摂取自己制限後に卵巣
過剰刺激症候群が増悪して入院となった
１例－文献的考察を加えて－

筆頭著者 矢吹　淳司 日不妊カウンセリング会誌. 2015; 
14: 185-189. 

7
子宮頸癌手術におけるインドシアニング
リーンを用いた蛍光色素による腹腔鏡下
センチネルリンパ節同定法

筆頭著者 梅村　康太 日産婦内視鏡会誌. 2015; 31: 155-
160.

8 細径鉗子を使用した腹腔鏡下子宮全摘術 筆頭著者 吉田　光紗 東海産婦人科内視鏡手術研究会雑
誌. 2015; 3: 51-55.

9 当院における腹腔鏡下仙骨腟固定術の導
入と短期成績の検討 筆頭著者 甲木　　聡 東海産婦人科内視鏡手術研究会雑

誌. 2015; 3: 79-83.

10 Mayo criteriaを用いて低リスク子宮体癌を鑑別することの有用性の検討 筆頭著者 矢吹　淳司 日本婦人科腫瘍学会雑誌. 2015; 33: 
36-41.

11 子宮頸癌における広汎子宮全摘術の臨床的検討 筆頭著者 河井　通泰 東海産婦会誌. 2015; 52: 165-169.




