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産婦人科

１．概要
　周産期部門では 2017 年 9 月より母体血を用いた出生前遺伝学的検査（NIPT）を開始した。この検査
実施には 2018 年 3 月現在、日本医学会の施設認定を受ける必要があり、三河地区では初の認定施設と
なる。
　婦人科悪性腫瘍については保険収載された子宮体がん、先進医療として認定された子宮頸がんの腹腔
鏡下手術に加えロボット手術も増加した。2018 年 4 月より保険適応が拡大するため今後さらに症例が
増加するものと期待される。化学療法については延べ施行回数が増加した。これは分子標的治療薬によ
り無増悪生存期間の延長が得られたためと考えられた。
　子宮筋腫、子宮内膜症をはじめとした良性疾患についてはかねてより患者の QOL を重視した治療を
心がけてきたが、生殖年齢の患者については、さらにファミリープランニングの概念を取り入れ治療選
択に患者の積極的関与を促す方法を取り入れた。
　産婦人科（生殖医療）、女性内視鏡外科を含め産婦人科医師は 2018 年 4 月現在 16 人、うち産婦人科
専攻医 5 人。当院では周産期、腫瘍、生殖、女性ヘルスケアと産婦人科 4 分野全て、さらに内視鏡につ
いても研修可能な指導体制を整備している。

（第二部長　岡田　真由美）
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２．新規登録疾患
　⑴　産科（分娩を除く）

総数：775件

偽陣痛 171件（22.1％）

妊娠早期の出血 108件（13.9％）

既知の母体骨盤臓器の異常又はその
疑いのための母体ケア 76件（9.8％）

明らかなたんぱく尿を伴う妊娠
高血圧（症） 33件（4.3％）
その他の既知の胎児側の問題又は
その疑いのための母体ケア
34件（4.4％）

自然流産 35件（4.5％）

受胎のその他の異常生
成物 23件（3.0％）

前期破水 27件（3.5％）

前置胎盤 35件（4.5％）
既知の胎位異常又はその疑いのための母体ケア 38件（4.9％）

その他 195件（25.2％）

疾　患　名 主となるICD－10病名 件数（件） ICD－10

偽陣痛 妊娠満37週未満の偽陣痛 171 O470

妊娠早期の出血 切迫流産 107 O200

既知の母体骨盤臓器の異常又はそ
の疑いのための母体ケア 既往手術による子宮瘢痕による母体ケア 73 O342

既知の胎位異常又はその疑いのた
めの母体ケア 骨盤位のための母体ケア 31 O321

自然流産 自然流産，完全流産又は詳細不明の流産，
合併症を伴わないもの 32 O039

前置胎盤 出血を伴う前置胎盤 35 O441

その他の既知の胎児側の問題又は
その疑いのための母体ケア

その他の同種免疫のための母体ケア 21 O361
子宮内胎児死亡のための母体ケア 10 O364

明らかなたんぱく尿を伴う妊娠高
血圧（症）

重症子かん前症 20 O141
子かん前症，詳細不明 13 O149

前期破水 前期破水，詳細不明 27 O429

受胎のその他の異常生成物 稽留流産 23 O021
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　⑵　婦人科
総数：811件

子宮頚（部）の異形成 140件（17.3％）

女性不妊症 87件（10.7％）

子宮内膜症 98件（12.1％）

女性性器脱 90件（11.1％）

子宮及び腟のその他の
異常出血 51件（6.3％）

過多月経，頻発月経及び
月経不順 34件（4.2％）

女性生殖器及び月経周期に
関連する疼痛及びその他の
病態 28件（3.5％）

女性性器のポリープ
 39件（4.8％）

子宮頚（部）のびらん及び
外反（症） 44件（5.4％）

腟及び外陰のその他の
炎症 33件（4.1％）

その他 167件（20.6％）

疾　患　名 主となるICD－10病名 件数（件） ICD－10

子宮頚（部）の異形成 子宮頚（部）の異形成，詳細不明 94 N879
高度子宮頚（部）の異形成，他に分類されないもの 33 N872

子宮内膜症 子宮の子宮内膜症 41 N800
子宮内膜症，詳細不明 34 N809

女性性器脱 子宮腟脱，詳細不明 42 N814
完全子宮腟脱 17 N813

女性不妊症 女性不妊症，詳細不明 87 N979

子宮及び腟のその他の異常出血 子宮及び腟の異常出血，詳細不明 51 N939

子宮頚（部）のびらん及び外反（症） 子宮頚（部）のびらん及び外反（症） 44 N86

女性性器のポリープ 子宮頚（部）ポリープ 29 N841
子宮体（部）ポリープ 10 N840

過多月経，頻発月経及び月経不順 規則的周期を伴う過多月経及び頻発月経 14 N920
月経不順，詳細不明 12 N926

腟及び外陰のその他の炎症 急性腟炎 27 N760

女性生殖器及び月経周期に関連す
る疼痛及びその他の病態 月経困難症，詳細不明 25 N946
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　⑶　新生物
総数：808件

子宮平滑筋腫 399件（49.4％）

卵巣腫瘍 223件（27.6％）

子宮頚部の悪性新生物
 38件（4.7％）

卵巣の良性新生物
 48件（5.9％）

卵巣の悪性新生物
 41件（5.1％）

子宮体部の悪性新生物
 44件（5.4％）

その他 15件（1.9％）

疾　患　名 主となるICD－10病名 件数（件） ICD－10

子宮平滑筋腫 子宮平滑筋腫，部位不明 389 D259

卵巣腫瘍 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物，
卵巣 219 D391

卵巣の良性新生物 卵巣の良性新生物 48 D27

子宮体部の悪性新生物 子宮体部の悪性新生物，子宮体部，部位不
明 41 C549

卵巣の悪性新生物 卵巣の悪性新生物 41 C56

子宮頚部の悪性新生物 子宮頚部の悪性新生物，子宮頚（部），部位
不明 38 C539

３．活動報告
　⑴　患者状況
　　　　年間外来患者数 41,118人 年間外来新患者数 2,506人
　　　　年間入院患者数 20,335人 年間入院新患者数 2,459人
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正常………………………………………………415
バースセンター正常………………………………3
選択的帝王切開…………………………………206
緊急帝王切開……………………………………135
超緊急帝王切開……………………………………8
死産選択帝王切開…………………………………2
死産緊急帝王切開…………………………………1
鉗子分娩……………………………………………8
吸引分娩………………………………………… 33
死産…………………………………………………4
未受診正常…………………………………………1
未受診自宅分娩……………………………………1
双胎選択帝王切開……………………………… 33
双胎緊急帝王切開……………………………… 14
双胎超緊急帝王切開………………………………1
双胎正常－骨盤位経腟分娩………………………1
双胎一児死産超緊急帝王切開……………………1
双胎一児 IUFD・正常分娩 ………………………2
品胎超緊急帝王切開………………………………1
　　計……………………………………………870

中期中絶………………………………………… 12
中期流産……………………………………………8
中期中絶 D&C ……………………………………1
中期流産 D&C ……………………………………1
中期中絶帝王切開…………………………………2
双胎中期中絶………………………………………1
　　計…………………………………………… 25

母体搬送…………………………………………212

◎子宮頸部CIN2 …………………………… 計17
　　① 円錐切除 …………………………………7
　　② レーザー蒸散 ……………………………2
　　③ TLH ………………………………………8
◎子宮頸部CIN3 …………………………… 計71
　　① 円錐切除 ……………………………… 55
　　② レーザー蒸散 ……………………………1
　　③ TLH …………………………………… 15
◎子宮頸癌…………………………………… 計42
　　① 子宮頸癌初回手術 …………………… 14
　　　　ⅠA1期 …………………………………2
　　　　ⅠB1期 ……………………………… 12
　　② CCRT後手術 ……………………………6
　　　　ⅠB2期 …………………………………1
　　　　ⅡB期 ……………………………………5
　　③ CCRT（同時化学放射線療法　放射線科
　　　と共同治療）…………………………… 10
　　　　ⅡB期 ……………………………………7
　　　　ⅢA期 ……………………………………1
　　　　ⅣA期 ……………………………………1
　　　　ⅣB期 ……………………………………1
　　④ 放射線療法（主に放射線科で治療） ……5
　　　　1B1期 ……………………………………1
　　　　ⅡA期 ……………………………………1
　　　　ⅡB期- ……………………………………1
　　　　ⅣB期 ……………………………………2
　　⑤ 化学療法 …………………………………2
　　　　ⅣB期 ……………………………………2
　　⑥ 円錐切除 …………………………………5
　　　　ⅠA1 ……………………………………2
　　　　ⅠA亜分類不明 …………………………3

◎子宮体癌（癌肉腫含む）………………… 計50
　　① 子宮体癌初回手術 …………………… 48
　　　　1A期 ………………………………… 29
　　　　1B期 ……………………………………4
　　　　Ⅱ期………………………………………4
　　　　ⅢA期 ……………………………………1
　　　　ⅢC1期 …………………………………6

分娩統計（件） 産婦人科悪性腫瘍治療症例数（件）

　⑵　実績（2017.1－12）
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経腟分娩…………………………………………358
緊急帝王切開（超緊急帝王切開含む） ……… 94
その他手術……………………………………… 41

救急外来患者数再診
　　 8:30 ～ 17:00（休日のみ） ………………165
　　17:00 ～ 0:00 ………………………………216
　　 0:00 ～ 8:30 ……………………………… 78
　　　　計………………………………………459

救急外来患者数初診
　（カッコ内は本来他の施設で診察すべき患者数）
　　 8:30 ～ 17:00（休日のみ） ………… 73（6）
　　17:00 ～ 0:00 ……………………… 207（10）
　　 0:00 ～ 8:30 ……………………… 102（15）
　　　　計……………………………… 282（31）

救急外来患者総数………………………………741

産婦人科当直帯救急患者数（夜間休日）（件）

　　　　ⅣB期 ……………………………………4
　　② 化学療法後手術 …………………………1
　　　　ⅣB期 ……………………………………1
　　③ CCRT後手術 ……………………………1
　　　　ⅣB期 ……………………………………1

◎子宮内膜異型増殖症手術……………………計4

◎卵巣癌(悪性腫瘍) ………………………… 計37
　　① 手術 …………………………………… 34
　　　　ⅠA期 ………………………………… 10
　　　　ⅠC1期 ……………………………… 13
　　　　ⅠC3期 …………………………………1
　　　　ⅡB期 ……………………………………1
　　　　ⅢA期 ……………………………………1
　　　　ⅢB期 ……………………………………3
　　　　ⅢC期 ……………………………………4
　　　　ⅣA期 ……………………………………1
　　② 化学療法 …………………………………3
　　　　ⅢA期 ……………………………………1
　　　　ⅣA期 ……………………………………2

◎卵巣境界悪性腫瘍手術…………………… 計15
　　　　ⅠA期 ……………………………………6
　　　　ⅠC1期 …………………………………3
　　　　ⅠC2期 …………………………………2
　　　　ⅠC3期 …………………………………3
　　　　ⅢB期 ……………………………………1

◎卵管癌手術……………………………………計2
　　　　ⅢA期 ……………………………………1
　　　　ⅢB期 ……………………………………1

◎子宮肉腫(平滑筋肉腫)手術 …………………計2
　　　　ⅠB期 ……………………………………2
　　　　
◎STUMP ………………………………………計1

◎外陰癌…………………………………………計3
　　① CCRT ……………………………………2
　　　　Ⅱ期………………………………………1
　　　　Ⅲb期 ……………………………………1

　　② 照射 ………………………………………1
　　　　Ⅱ期………………………………………1

◎腟癌照射………………………………………計2
　　　　Ⅱ期………………………………………2

◎腹膜癌…………………………………………計3

◎Benign multicystic mesothelioma …………計1

◎侵入奇胎………………………………………計1

化学療法
　卵巣癌　　　　60人　　　延べ404コース
　子宮体癌　　　39人　　　延べ199コース
　子宮頸癌　　　56人　　　延べ261コース
　腹膜癌　　　 　5人　　　延べ 24コース
　卵管癌　　　 　2人　　　延べ 17コース
　子宮肉腫　　 　3人　　　延べ　6コース
　外陰癌　　　 　2人　　　延べ　4コース
　侵入奇胎　　 　1人　　　延べ　2コース
　　　計　168人に対して延べ917コース施行
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産科
　　帝王切開術…………………………………384
　　前置胎盤を伴う帝王切開術……………… 18
　　分娩後子宮全摘術……………………………4
　　会陰部裂傷縫合・腟壁血腫除去術…………7
　　子宮頸管縫縮術………………………………8
　　子宮内反整復術………………………………3
開腹術（良性）
　　単純子宮全摘出術（腟上部含む） ……… 63
　　筋腫核出術………………………………… 22
　　子宮付属器切除術………………………… 56
　　その他…………………………………………8
開腹術（悪性）
　　子宮悪性腫瘍手術………………………… 18
　　　うち広汎子宮全摘術………………………0
　　　うち拡大子宮全摘術………………………3
　　子宮付属器悪性腫瘍手術………………… 38
　　その他（試験開腹術含む） …………………3
経腟的・外陰部手術
　　腟式子宮全摘術（前後会陰形成術含む）… 24
　　子宮筋腫核出術………………………………1
　　円錐切除術（蒸散含む） ………………… 76
　　子宮内膜全面掻把術……………………… 14
　　子宮内容除去術（流産手術） …………… 13
　　子宮内容除去術（人工妊娠中絶術） …… 14
　　胞状奇胎娩出術………………………………7
　　その他……………………………………… 19
内視鏡手術
　　子宮鏡手術……………………………………8
　　腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術……………… 52
　　　うち子宮頸癌…………………………… 12
　　　うち子宮体癌…………………………… 39
　　　うち卵巣癌…………………………………1
　　　うち広汎子宮全摘術…………………… 12
　　　うち拡大子宮全摘術………………………6
　　腹腔鏡下子宮全摘術（良性） ……………137
　　腹腔鏡下子宮筋腫核出術………………… 24
　　腹腔鏡下子宮付属器手術…………………155
　　腹腔鏡下仙骨腟固定術…………………… 19
　　腹腔鏡下手術その他…………………………1

　　ロボット支援下手術…………………………1
　　　　計…………………………………… 1,197

手術総件数（件）



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 開催地 発表年月日 医師
区分

1
子宮摘出術後に後腹膜に発
生したＳＴＵＭＰ（Smooth 
muscle tumor of uncertain 
malignant potential）の1例

筆頭演者 嶋谷　拓真 第137回東海産科婦人
科学会 名古屋市 2017/3/11 S

2
2人で施行する傍大動脈リ
ンパ節郭清における術野展
開の工夫－リトラクターの
有効活用－

筆頭演者 河合　要介 第137回東海産科婦人
科学会 名古屋市 2017/3/12

3 当院で施行した超緊急帝王
切開63例の経験 筆頭演者 國島　温志 第69回日本産科婦人科

学会学術講演会 広島市 2017/4/14 S

4
Solitary adrenal metastasis 
derived from small cell 
carcinoma of the uterine 
cervix

筆頭演者 Yosuke
Kawai

第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/15

5 当院における悪性腫瘍合併
妊娠12例の検討 筆頭演者 松尾　聖子 第69回日本産科婦人科

学会学術講演会 広島市 2017/4/15

6
子宮頸癌におけるICGを用
いた腹腔鏡下センチネルリ
ンパ節マッピング

筆頭演者 梅村　康太 第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/16

7
当院における子宮悪性腫瘍
に対するロボット支援下手
術

筆頭演者 高野みずき 第69回日本産科婦人科
学会学術講演会 広島市 2017/4/16

8
子宮内膜細胞診が診断の契
機となった子宮体部小細胞
癌の１例

筆頭演者 河合　要介 第58回日本臨床細胞学
会総会春期大会 大阪市 2017/5/28

9 当院産婦人科における漢方
薬の処方状況に関する調査 筆頭演者 河合　要介 第68回日本東洋医学会

学術総会 名古屋市 2017/6/4

10
母児のファロー四徴候症よ
り22q11.2欠失症候群が疑
われた症例

筆頭演者 松尾　聖子 第41回日本遺伝カウン
セリング学会 東大阪市 2017/6/24

11 遺伝性と考えられた胎児徐
脈の周産期管理経験 筆頭演者 岡田真由美 第41回日本遺伝カウン

セリング学会 東大阪市 2017/6/24

12 当院における超緊急帝王切
開術の検討 筆頭演者 國島　温志 第105回愛知産科婦人

科学会学術講演会 名古屋市 2017/7/1 S

13
口唇口蓋裂の出生前診断に
おける胎児超音波スクリー
ニングの有用性と染色体異
常率についての検討

筆頭演者 河合　要介 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

14
CTGのレベル別持続時間と
臍帯動脈血ガスpHとの関
連についての検討

筆頭演者 植草　良輔 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16 S

15 2児ともにRestrictive 
dermopathyを呈した一例 筆頭演者 矢吹　淳司 第53回日本周産期・新

生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

16 妊娠中の不規則抗体と胎児
への影響に関する検討 筆頭演者 甲木　　聡 第53回日本周産期・新

生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/16

17
妊娠中期に常位胎盤早期剥
離を繰り返した原発性アル
ドステロン症の1例

筆頭演者 松尾　聖子 第53回日本周産期・新
生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/17

18 妊娠28週まで無治療で経過
した無心体双胎の一例 筆頭演者 藤田　　啓 第53回日本周産期・新

生児医学会学術集会 横浜市 2017/7/18

19 当院における卵巣の癌肉腫
12例の臨床的検討 筆頭演者 高野みずき 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/27

20 小腸悪性リンパ腫を術前診
断し得た子宮体癌の一例 筆頭演者 長尾有佳里 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/27



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 開催地 発表年月日 医師
区分

21
子宮頸部原発びまん性大細
胞型 B 細胞リンパ腫

（DLBCL）の1例
筆頭演者 河合　要介 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/27

22 当院における子宮頸癌に対
する腹腔鏡下手術の実際 筆頭演者 梅村　康太 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/29

23 病期や治療経過の異なる子
宮腺肉腫3例 筆頭演者 國島　温志 第59回日本婦人科腫瘍

学会学術講演会 熊本市 2017/7/29 S

24
子宮頸癌に対する動注化学
療法併用放射線治療後16年
目に発症した子宮血管肉腫
の1例

筆頭演者 池田　芳紀 第59回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 熊本市 2017/7/29

25
初期卵巣癌に対する妊孕性
温存手術～拡大VS温存:傾
向スコアから用いた長期生
存解析の結果～

共同演者 河井　通泰 第59回日本婦人科腫瘍
学会学術講演会 熊本市 2017/7/29

26 保存的治療により救命でき
た臨床的羊水塞栓症の1例 筆頭演者 國島　温志 第40回日本母体胎児医

学会学術集会 高松市 2017/8/25 S

27 当院における中期人工妊娠
中絶の現状 筆頭演者 岡田真由美 第40回日本母体胎児医

学会学術集会 高松市 2017/8/26

28 当院における非妊娠時BMI
と周産期予後の考察 筆頭演者 藤田　　啓 第40回日本母体胎児医

学会学術集会 高松市 2017/8/26

29
子宮体癌に対する腹腔鏡下
手術～当院の手術成績と若
手医師教育～

筆頭演者 長尾有佳里 第57回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/7

30
Laparoscopic sentinel node 
mapping using indocyanine 
green for cervical cancer 

筆頭演者 Kota
Umemura

18th Annual congress 
of the Asia Pacific 
association for 
gynecologic endoscopy 
and minimally invasive 
therapy 

岡山市 2017/9/7

31 当院における腹腔鏡下仙骨
膣固定術の成績とその工夫 筆頭演者 植草　良輔 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/7 S

32 腹腔鏡下蛍光ICG法の役
割、PAN郭清導入への道 筆頭演者 梅村　康太 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/8

33
Is the da Vinci system 
feasible for the uterine 
carcinoma?

筆頭演者 Mizuki
Takano

18th Annual congress 
of the Asia Pacific  
association for 
gynecologic endoscopy 
and minimally invasive 
therapy 

岡山市 2017/9/8

34
当院における緊急腹腔鏡下
手術の現状から見た今後の
課題～4年間165例の経験よ
り～

筆頭演者 河合　要介 第57回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/8

35
腹腔鏡下骨盤内リンパ節郭
清の進化～直腸癌側方郭清
から学ぶ～

筆頭演者 北見　和久 第57回日本産科婦人科
内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

36 術前MRIを用いた全腹腔鏡
下子宮全摘術の難易度予測 筆頭演者 河合　要介 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

37
豊橋式安全性と教育を両立
させる腹腔鏡下子宮全摘術

（TLH）
筆頭演者 高野みずき 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9

38 子宮体癌における腹腔鏡下
傍大動脈リンパ節郭清術 筆頭演者 梅村　康太 第57回日本産科婦人科

内視鏡学会学術講演会 岡山市 2017/9/9



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 開催地 発表年月日 医師
区分

39
妊娠高血圧症候群として搬
送されBasedow病合併妊娠
と診断した一例

筆頭演者 嶋谷　拓真
第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/22 S

40
当院40歳以上の超高年妊婦
におけるBMI別妊娠高血圧
発症頻度の検討

筆頭演者 岡田真由美
第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/22

41
当科におけるPosterior 
reversible encephalopathy 
syndrome（PRES）13例の
検討

筆頭演者 窪川　芽衣
第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/22 S

42 当院で経験した子癇発作23
例の検討 筆頭演者 甲木　　聡

第38回日本妊娠高血圧
学会 総会・学術講演
会

熊本市 2017/9/23

43
進行・再発子宮頸癌に対す
るBevacizumab併用療法の
検討～当院における奏効例
の経験～

筆頭演者 河合　要介 第55回日本癌治療学会
学術集会 横浜市 2017/10/22

44 当院におけるLEPおよびジ
ェノゲストの処方動向 筆頭演者 岡田真由美 第32回日本女性医学学

会学術集会 大阪市 2017/11/4・
11/5

45 思春期女性に発生した巨大
子宮頸管ポリープの1例 筆頭演者 河合　要介 第32回日本女性医学学

会学術集会 大阪市 2017/11/4・
11/5

46
癌性腹膜炎との鑑別に腹腔
鏡が有用であった大量腹水
を伴ったクラミジア腹膜炎
の1例

筆頭演者 河合　要介 日本性感染症学会第30
回学術大会 札幌市 2017/12/3

47 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡
下仙骨膣固定術の臨床成績 筆頭演者 國島　温志 第30回日本内視鏡外科

学会総会 京都市 2017/12/8 S

48 癒着症例における安全な尿
管･腸管確認､癒着剥離術 筆頭演者 梅村　康太 第30回日本内視鏡外科

学会総会 京都市 2017/12/9

49
子宮体癌における腹腔鏡下
傍大動脈リンパ節郭清術に
ついて

筆頭演者 梅村　康太 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

50
腹腔鏡下骨盤内リンパ節郭
清の進化－膜構造を意識し
て行うen bloc郭清－

筆頭演者 北見　和久 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

51
早期子宮頚癌、体癌におけ
る腹腔鏡下センチネルリン
パ節同定・生検

筆頭演者 長尾有佳里 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

52
腹腔鏡下広汎子宮全摘術　

ら
後層血管操作までのコツ

筆頭演者 高野みずき 第30回日本内視鏡外科
学会総会 京都市 2017/12/9

53 NIPT未導入の当院におけ
る羊水検査の動向 筆頭演者 岡田真由美

第3回日本産科婦人科
遺伝診療学会学術講演
会

淡路市 2017/12/16



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 開催地 発表年月日 医師
区分

1 子宮頸癌に対するロボット
支援手術 筆頭演者 梅村　康太 第5回日本婦人科ロボ

ット手術研究会 東京都 2017/2/18

2 pH<7.1の胎児心拍モニタリ
ングを振り返る 筆頭演者 國島　温志 平成29年度周産期医療

従事者研修会 豊橋市 2017/3/2 S

3
婦人科悪性腫瘍に対する腹
腔鏡下手術～骨盤リンパ節
郭清を中心として～

筆頭演者 梅村　康太 第27回骨盤外科機能温
存研究会 東京都 2017/6/10

4 サルコーマカンファレンス
症例提示 筆頭演者 國島　温志 サルコーマカンファレ

ンスin愛知 名古屋市 2017/9/1 S

5 当院における腹腔鏡下子宮
体癌根治術の検討 筆頭演者 北見　和久 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

6
早期子宮頸癌に対する腹腔
鏡下広汎子宮全摘術の治療
成績　開腹手術との比較検
討

筆頭演者 高野みずき 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

7 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡
下仙骨膣固定術について 筆頭演者 尾瀬　武志 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14 S

8 子宮悪性腫瘍手術に対する
ロボット支援手術 筆頭演者 窪川　芽衣 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14 S

9 子宮体がんに対する腹腔鏡
下悪性腫瘍手術の検討 筆頭演者 國島　温志 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14 S

10 腹腔鏡下子宮筋腫核出術の
治療成績と周産期予後 筆頭演者 長尾有佳里 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

11 腹腔鏡下にて診断・治療し
た希少部位妊娠の検討 筆頭演者 甲木　　聡 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

12
異所性妊娠の診断における
pitfall～異所性妊娠を誤診
しないために～

筆頭演者 河合　要介 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

13 当院における腹腔鏡下子宮
全摘術（TLH）について 筆頭演者 嶋谷　拓真 第18回東海産婦人科内

視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

14
子宮体癌における腹腔鏡下
傍大動脈リンパ節摘出につ
いて

筆頭演者 梅村　康太 第18回東海産婦人科内
視鏡手術研究会 名古屋市 2017/10/14

15
子宮頸癌､子宮体癌におけ
る術後下肢リンパ浮腫につ
いて

筆頭演者 北見　和久 第11回がんのリンパ浮
腫研究会 豊橋市 2017/11/25

16
子宮頸癌、子宮体癌術後の
下肢リンパ浮腫における治
療後1年時点でのCT評価

筆頭演者 窪川　芽衣 第11回がんのリンパ浮
腫研究会 豊橋市 2017/11/25 S

17
当科から大学病院へリンパ
管吻合術を依頼した婦人科
術後下肢リンパ浮腫症例に
ついて

筆頭演者 長尾由佳里 第11回がんのリンパ浮
腫研究会 豊橋市 2017/11/25



座長・司会（医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 座長・司会 演題名 座長名 学会・研究会名 開催地 発表年月日 医師
区分

1 座長
特別講演
子宮頸癌の治療～安全に治
療するために～

河井　通泰
第五回三河地区産婦人
科フォーラム 愛知県
産婦人科医会第1回学
術研修会（三河地区）

豊橋市 2017/5/20

2 座長
基調講演
アバスチンを用いた卵巣癌
に対する新たな治療戦略

河井　通泰 三河アバスチン適正使
用カンファレンス 安城市 2017/6/7

3 座長
一般講演
エクオール投与による更年
期症状の改善例について

岡田真由美
愛知県産婦人科医会第
7回学術研修会（三河
地区）

豊橋市 2017/12/2



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 開催地 発表年月日 医師
区分

1 子宮頸癌検診について 河井　通泰 平成29年医療機関子宮頸がん/
子宮体がん検診講習会 豊橋市 2017/2/14

2 2016年の産科統計「当院の分
娩、母体搬送の報告」 岡田真由美 平成29年度周産期医療従事者

研修会 豊橋市 2017/3/2

3 婦人科がんセミナーOpening 
Remarks 河井　通泰 婦人科がんセミナー in 

Nagoya 名古屋市 2017/5/12

4 アバスチン適正使用について 河合　要介 三河アバスチン適正使用カン
ファレンス 安城市 2017/6/7

5
子宮体癌に対する腹腔鏡手術
の普及に向けて～婦人科腫瘍
医のためのTips～

梅村　康太 第59回日本婦人科腫瘍学会 内
視鏡ハンズオンセミナー 熊本市 2017/7/29

6 タイムトライアル　トレーニ
ング 高野みずき 第3回豊橋市民病院外科系腹腔

鏡スキルアップセミナー 豊橋市 2017/8/5

7

産婦人科診療ガイドライン　
婦人科外来編2017　伝達講習
会
感染症および内分泌･不妊領域
について

河井　通泰
平成29年度日本医師会生涯教
育講座第5回学術研修会
第2回平成29年度母体保護法指
定医師講習会

名古屋市 2017/8/19

8

パネルディスカッション　こ
んな時どうする?～オープンデ
ィスカッション～
卵巣癌と子宮頸癌に対するク
リニカルクエスチョンから

河合　要介 Nagoya Gynecologic Cancer 
Forum 名古屋市 2017/10/13

9
婦人科悪性腫瘍手術における
癒着防止吸収性バリア・アドス
プレー®の使用経験

梅村　康太
第18回東海産婦人科内視鏡手
術研究会　イブニングセミナ
ー

名古屋市 2017/10/14

10
当院における当直明け勤務に
ついて　処置の休日加算1、時
間外加算1及び深夜加算1

岡田真由美
平成29年度公的病院院長なら
びに産婦人科部長と本会役員
との懇談会

名古屋市 2017/11/18

11 下肢リンパ浮腫を予防可能な
最新婦人科手術療法 梅村　康太 第11回がんのリンパ浮腫研究

会 豊橋市 2017/11/25



論文・著書 ( 医局）
＜産婦人科・女性内視鏡外科＞

№ 題　　　　名 区分 氏名 雑　　　誌　　　名 医師
区分

1 広汎子宮全摘術後に孤立性副腎転移を
きたした子宮頸部小細胞癌の1例 筆頭著者 河合　要介 産と婦. 2017; 115: 363-368.

2 子宮頸癌検診について 筆頭著者 河井　通泰 豊橋市医師会会報. 2017; 771: 29-
30.

3 産科出血に対して子宮動脈塞栓術を施
行した26例の臨床的検討 筆頭著者 河合　要介 日周産期･新生児会誌. 2017; 53: 

775-782.

4 当院で経験した顆粒膜細胞腫21例の臨
床的検討 筆頭著者 松尾　聖子 産と婦. 2017; 84: 1234-1239.

5 子宮内膜細胞診が診断の契機となった
子宮体部小細胞癌の1例 筆頭著者 河合　要介 日婦腫瘍会誌. 2017; 35: 43-49.

6
早期子宮頸癌に対する腹腔鏡下広汎子
宮全摘術の治療成績　開腹手術との比
較

筆頭著者 高野みずき 東海産婦人科内視鏡手術研究会
雑誌. 2017; 5: 47-52.

7 当院における腹腔鏡下子宮体癌根治術
の検討 筆頭著者 北見　和久 東海産婦人科内視鏡手術研究会

雑誌. 2017; 5: 40-46.




