影

ウロギネ研修プロジェクト

KamedaMedた alCenter

〜 骨盤底機能外科 レベ ルアップを目指 して〜

は じめ に
近年 、超高齢化社会 において子宮脱 、膀肌瘤など骨盤臓器脱 、尿失禁 、過活動膀肌などのウロギネ疾患の重要性 が 増加 して
おります。これらは産婦人科と泌尿器科の中間に属するために、これ らを専 門 として診療している医療機関はそれ ほど多くあり
ません。さらにウロギネ疾患の診察、検査および手術を系統 だつて教 育す る医療機関はありませんでした。亀 田総合病院 は
2007年 よリウロギネセンターを開設し、日本有 数 のウロギネ専門治療機関として発展してきました。さらに2013年 8月 より東京駅
近くに亀 田京橋クリニックが開設され 、当院のウロギネ診療 はますます発展することが 期待されます。我 々は 、2010年 よリウ ロ
ギネをサブスペシャリティーとする医師を養 成するためにウロギネ研修プログラムを行つています 。2014年 4月 より腹腔鏡治療
を加え、さらに充実したウロギネ研修 プログラムを実施する予定 です 。是非、当院のプログラムで骨盤底再建外科 のレベ ルアッ
プを行 つてみませんか。
対象
泌尿器 医および産婦人科 で骨盤底再建外科 に興味がある医師。基本的に専門医習得の有無 は問いません。
研修 期 間
1〜 3年 (選 択可能 )。 ウロギネと泌尿器両方の研修を希望する場合は原則 として2年 以上 。

習得 できる内容

1.手 術
・

2

骨盤臓器脱 に対する手術
― TVM手 術 (PrOlift型 、Elevate型

)

― 腹腔鏡下腟仙骨固定術 (LaparOs∞ ●c saCrOcdopopexy(LSC))
・ 尿失禁に対する手術 (TVT手 術、TOT手 術、腹腔鏡下 Burch手 術 )
・ 間質性膀肌 炎 に対する膀眺水圧拡張術
・ 難治性頻尿 に対するボトックス膀眺壁内注入
検査
・ 骨盤臓器脱患者 の内診所見の取 り方
・ 超音波検査 (経 腟超音波、2D経 会陰超音波、3D経 会陰超音波 )
・ 膀眺鏡 (軟 性 、硬性 )
・ ウロダイナミックスタディー (尿 流動態検査 )
・ マノメトリー (排 便機能検査 )
。 排便造影検査

WMの 穿刺シミュレーター

最新のTVM手 術 CSSセ ンターでは腹腔鏡
のドライボックスでトレー
で穿刺の練習が可能です。 ElevatettTVM
ニングできます

腹腔鏡 による骨
盤臓器脱治療

LSCを 執刀中
LSCを

LSC

研修の概要
担当医となり手術および外来を担当します。手術に関しては、骨盤臓器脱および尿失禁などの手術を指導医の指導のもとで執
刀できます。外来では超音波検査、ウロダイナミックスタディー 、膀眺鏡などの検査の研修を行います。充実したCSSセ ンターで
ドライボックスを用いて腹腔鏡手術や骨盤模型を用いて経腟手術 の手技のトレーニングが可能です。さらに当院で行つたウロ
ギネに関するデータを集め学会発表や論文作成を行 います。泌尿器医または産婦人科医としてウロギネ以外 の一般泌尿器科
および産婦人科の研修も可能です。

当院のウロギネ研修プログラムのメリット
1 豊富な症例

４
５

当院はウロギネ疾患において日本トップクラスの症例 数で、年間で骨盤臓器脱手術約 300例 、尿失禁手術約 100例 です。
経腟 メッシュ(丁 VM)手 術研修の充実
TVM手 術もPrdit型 とElevate型 などの種類があります。当院では症例 にあわせたテーラーメイドのTVM手 術が研修で
きます。
腹腔鏡 による骨盤臓器脱手術の研修
最近、欧米を中心に普及しており、これ から日本でもスタンダードな手術となりうる腹腔鏡下腟仙骨固定術の手法も学
べ ます。同時に腹腔鏡手術の技術を習得できます。
検査手技の研修
経腟 、経会陰などのウロギネに役立 つ超音波検査 、排尿機能を評価するウロダイナミックスタディーの研修 が 行えます
アカデミックな研修
学会発表や論文作成なども指導します。年間4‑6報 の論文をパ ブリッシュしています。
産婦人科と泌尿器科両方の研修
産婦人科医には泌尿器科的なこと、泌尿器科には産婦人科的なことが研修できるために、診療 の幅 が広がります。ま
た希望者にはウロギネだけでなく一 般泌尿器または産婦人科の研修も可能です。

ウロギネコロジーセンターの 指導 医
産 婦 人科 、泌 尿器 科 、直腸 肛 門外 科 の エ
キスパー トにより骨盤 底再 建 外科 の広 い
部 分をカバー します。
野村 昌良センター長
婦 人科催 式手術と泌尿
器経尿道手術に精通

三輪 好生
泌尿器科 専 門医腹腔
鏡技 術認定

清水幸子
産婦人科
主任部長

神 山剛 一
副センター長
直腸 肛 門外科

ウロギネコロジーセンター長野村医師からのコメント
ウロギネ診療には泌尿器科と産婦人科の両方の知識やテクニックが必要です。亀田ウロギネコロジーセン
ターのメリットは泌尿器医には婦人科的なこと、婦人科医には泌尿器科 のことを勉強できることです。豊富な
症例を通じて骨盤底再建外科 のグ術を上 げ、将来のためにキャリアアップしていきましょう。
亀田総合病院亀田省吾院長からのコメント
亀田総合病院は温暖な南房総の鴨川に位置する総合病院です。亀田の使命は、やる気のある医師に活躍の
場を与え、医師の成長をサポートすることだと思います。亀田のめぐまれた環境の中で、ウロギネ研修プロジェ
クトを通してますます医師として成長 してもらいたいと思います。
ウロギネ研修プログラム修了者 :寺 本咲子医師のコメント
亀田総合病院に在籍した約3年 間で680例 の手術に関わることができました。手術の手技もそれなりに上達した
と思います。手術の上達のためには一定期間に集中して、手術の研修を行うことだと思います。みなさんも亀田
のウロギネ研修プログラムを通じて、骨盤底再建外科 の世界 にふれてみてください。世界観が広がると思 います。
条件
給与および休 日は亀田総合病院の医師規定 に準じます。
お問 い合わせ・ご連絡先
〒296‑0041千 葉県鴨川市東町929番 亀田総合病院ウロギネコロジーセンター
E― maili

nomusan0531@gmail com

まずはメールをいただければと思います。
関連ホーム ページ
・
亀田総合病院ホームページ www kameda.com/
・
野村医師のホームページ (ウ ロギネット)http:〃 urOgynenet.com/

