日程表

１日目

第12回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会
第1会場
（CSTホール）

8：00

9：00

9：00〜9：10
9：10〜10：40

第2会場
（会議室121）

ビデオワークショップ1「LSC」

9：30〜10：30

1. LSC に必要な腟壁剥離
2. LSC メッシュ固定のコツ
3. LSC におけるアンカリングの重要性

Meet the Expert 1
世界的逆風の中にありながら、着実
に根付いている和製ガラパゴスTVM

座長：江川 雅之、藤井 美穂
演者：1. 持田 淳一、2. 成島 雅博、3. 三輪 好生
10：40〜11：10

11：00

オーガナイザー：嘉村 康邦

ポスター掲示

基調講演：我が国における骨盤臓器脱手術：DPCデータからみる術式選択の変遷と特徴
座長：加藤 久美子

11：10〜11：50

演者：髙橋 悟

教育講演1：骨盤腹腔鏡手術から学ぶ解剖とテクニック
パート1「泌尿器科 女性膀胱全摘術」
座長：竹山 政美

ランチョンセミナー 1「LSC の安全な普及を目指して
〜 LSC ハイボリュームセンターでの取り組み〜」
共催：コヴィディエンジャパン株式会社
座長：古山 将康 演者：加藤 稚佳子、野村 昌良

13：00

14：00

パート2「婦人科 広汎子宮摘除術」

Meet the Expert 2
ゲキロン NTR

オーガナイザー：岡垣 竜吾

座長：竹村 昌彦、藤原 敦子

15：00

ポスター閲覧

15：10〜16：00

15：10〜16：10

Meet the Expert 3
LSCをマスターするため
のコツを伝授します！

一般口演2「NTR・TVM」
座長：谷村 悟、高澤 直子

16：00〜16：40 教育講演3：骨盤腹腔鏡手術から学ぶ解剖とテクニック

パート3「外科 女性直腸切除術」
座長：古山 将康

オーガナイザー：野村 昌良
16：10〜17：50

演者：山名 哲郎

16：50〜17：50

イブニングセミナー「骨盤臓器脱治療の新しい提案」
共催：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
座長：明樂 重夫 演者：竹山 政美、永尾 光一

20：00

※教育講演とビデオワー
クショップの演者の手
術動画を上映します。

14：00〜15：00

演者：金尾 祐之

一般口演 1「LSC」

18：00

12：00〜18：00

13：40〜14：20 教育講演2：骨盤腹腔鏡手術から学ぶ解剖とテクニック

14：20〜15：10

17：00

ビデオ上映

会員総会

座長：明樂 重夫

16：00

11：10〜13：00

演者：槙山 和秀

12：00〜13：00

13：10〜13：30

ポスター会場
（CSTギャラリー）

9：00〜12：00

開会式

10：00

12：00

2月17日（土）

18：00〜20：00
会場：日本大学理工学部

懇親会

駿河台校舎

― 12

―

1号館

ビデオ上映
※教育講演とビデオワー
クショップの演者の手
術動画を上映します。

2階「カフェテリア」

日程表

２日目

第12回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会
8：00

第1会場
（CSTホール）

2月18日（日）
第2会場
（会議室121）

8：00〜11：30

8：00〜10：00

1.
2.
3.
4.

9：00

ポスター会場
（CSTギャラリー）

第8回経膣メッシュ手術講習会
総論
：古谷
手術手技材料
：竹山
合併症
：岡垣
全例登録 合併症報告：成本

健一
政美
竜吾
一隆

ポスター閲覧
10：00

10：00〜11：00

Meet the Expert 4
トラブル症例から学ぶミニマムメッ
シュLSCの未来像 -Q and A-

10：15〜11：05

一般口演 3「その他」

座長：𠮷澤  剛、金城  真実

11：00

12：00

11：05〜12：35

オーガナイザー：市川 雅男

ビデオワークショップ2「究めようNTR」

1. 腟式子宮摘除術
2. NTR を究める
3. 仙棘靭帯腟固定術
4. 高度脱出症例の全腟切除 / 全腟閉鎖術、腟式子宮摘出術併施について
座長：武井 実根雄、嘉村 康邦
演者：1. 永田 一郎、2. 長塚 正晃、3. 岡垣 竜吾、4. 草西 洋

13：00

ランチョンセミナー 2
「過活動膀胱の行動療法・薬物療法 Tips and Traps」

15：00

14：00〜15：20

座長：吉村 和晃、清水 幸子
演者：1. 谷村 悟、2. 安倍 弘和、3. 市川 雅男

15：45〜16：10

ディベートセッション1 「Mesh removal crossfire」
演者：松下千枝、成本 一隆

ディベートセッション2 「Recurrence after LSC」

座長：古谷 健一
16：10〜16：30

12：20〜13：30

12：10〜15：00

演者：加藤 稚佳子、野村 昌良

次期会長挨拶、閉会の挨拶

17：00

18：00
20：00
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※教育講演とビデオワー
クショップの演者の手
術動画を上映します。

ポスター閲覧

Meet the Expert 6

ビデオワークショップ3
「トラブル回避と対応」

座長：巴 ひかる

16：00

オーガナイザー：北川 育秀

13：40〜14：40

1. 腹腔鏡下仙骨腟固定術は婦人科腹腔鏡手術で最も合併症が多い
2.「LSC の合併症対策：術中、術後のトラブル回避術」
3. LSC における血管損傷を避けるための岬角運針のコツ

15：20〜15：45

Meet the Expert 5
11：30〜12：10
学会発表を必ず論文にするため
に！ ―論文作成のコツ教えます― ポスター発表

ビデオ上映

12：50〜13：50

共催：ファイザー株式会社
座長：朝倉 博孝 演者：加藤 久美子

14：00

11：10〜12：10

―

LSC 無編集動画による
tips 解 説：典 型 症 例と
泡々が出ない前後壁症例
オーガナイザー：成島 雅博
14：40〜15：50

ビデオ上映
※教育講演とビデオワー
クショップの演者の手
術動画を上映します。

15：00〜16：00

ポスター撤去

