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特別講演

1 日目 12 月 22 日（火） 17:00 ～ 18:00 第 1 web サイト

特別講演 1　持続可能な社会保障

座長 緒方　　裕（ 久留米大学病院　腫瘍センター）

　

SL1	 持続可能な社会保障

横倉　義武（�日本医師会　名誉会長、第 19 代日本医師会会長）

2 日目 12 月 23 日（水） 10:10 ～ 11:10 第 1 web サイト

特別講演 2　がんゲノム医療の現状と今後の展望

座長 赤木　由人（ 久留米大学医学部　外科学講座）

　

SL2	 がんゲノム医療の現状と今後の展望

赤木　　究（�埼玉県立がんセンター　がんゲノム医療センター）
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教育講演

2 日目 12 月 23 日（水） 15:20 ～ 16:20 第 1 web サイト

教育講演 1　iPS 細胞由来心筋細胞シートの開発

座長 福島　亮治（ 帝京大学医学部　外科学講座）

　

EL1	 iPS 細胞由来心筋細胞シートの開発

澤　　芳樹（�大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 10:45 ～ 11:45 第 1 web サイト

教育講演 2　胃癌治療の変遷と展望

座長 前原　喜彦（ 公立学校共済組合九州中央病院）

　

EL2	 胃癌治療の変遷と展望

佐野　　武（�公益財団法人がん研究会有明病院）

3 日目 12 月 24 日（木） 13:10 ～ 14:10 第 1 web サイト

教育講演 3　3D 画像 XR 技術に支えられた手術支援の革命

座長 佐々木　章（ 岩手医科大学　外科学講座）

　

EL3	 外科手術のデジタル革新 :	空間認識を向上する XR （Extended	reality）

杉本　真樹（�帝京大学　冲永総合研究所　Innovation�Lab）
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特別企画座談会

2 日目 12 月 23 日（水） 13:40 ～ 15:10 第 1 web サイト

特別企画座談会　日本外科系連合学会に期待し求めるもの

座長 矢永　勝彦（ 日本外科系連合学会　理事長）

 緒方　　裕（ 第 45 回日本外科系連合学会学術集会　会長）

　

基調講演	 矢永　勝彦（�日本外科系連合学会　理事長）

ゲスト	 森　　正樹（�一般社団法人日本外科学会　理事長）

猪股　雅史（�一般社団法人日本消化器外科学会　理事）

佐野　　武（�一般社団法人日本胃癌学会　理事）

加藤　聖子（�公益社団法人日本産科婦人科学会　副理事長）

渡邊　昌彦（�一般社団法人日本内視鏡外科学会　理事長）

早川　哲史（�日本ヘルニア学会　理事長）

赤木　由人（�一般社団法人日本大腸肛門病学会　理事）
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教育ビデオセミナー

2 日目 12 月 23 日（水） 8:30 ～ 8:55 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 1　基本手技「鏡視下縫合・結紮（消化管吻合）」

座長 瀧口　修司（ 名古屋市立大学　消化器外科）

　

EVS1	 腹腔鏡下消化管吻合が楽しくなる！　腹腔鏡下に容易 ・迅速 ・安全に針糸で消化管縫合 ・吻

合を行う方法

稲嶺　　進（�医療法人おもと会大浜第一病院　外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 9:05 ～ 9:30 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 2　基本手技「エネルギーデバイスの安全な使い方（電気メス）」

座長 塩見　明生（ 静岡県立静岡がんセンター　大腸外科）

　

EVS2	 エネルギーデバイスの安全な使い方 （電気メス）　腹腔鏡下胃切除術

桜本　信一（�埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科　上部消

化管外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 9:40 ～ 10:05 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 3　基本手技「エネルギーデバイスの安全な使い方（シーリングデバイス）」

座長 坂本　一博（ 順天堂大学医学部　下部消化管外科）

　

EVS3	 シーリングシステムを安全で効果的に使うために

尾﨑　知博（�鳥取県立中央病院　消化器外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 10:15 ～ 10:40 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 4　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「膵臓（膵頭十二指腸切除術）（ロボット支援を含む）」

座長 中村　雅史（ 九州大学大学院　臨床・腫瘍外科）

　

EVS4	 内視鏡外科のステップアップと技術の応用　膵臓（膵頭十二指腸切除術） （ロボット支援を含む）

永川　裕一（�東京医科大学　消化器小児外科学分野）
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2 日目 12 月 23 日（水） 10:50 ～ 11:15 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 5　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「食道（食道切除術）」

座長 能城　浩和（ 佐賀大学医学部　一般・消化器外科）

　

EVS5	 胸腔鏡下食道切除術における合理的上縦隔リンパ節郭清の工夫

竹内　裕也（�浜松医科大学　外科学　第二講座）

2 日目 12 月 23 日（水） 11:25 ～ 11:50 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 6　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「直腸（LAR, TME, 側方郭清）」

座長 佐藤　武郎（ 北里大学医学部　下部消化管外科）

　

EVS6	 腹腔鏡下 TMEおよび側方郭清の手術手技

秋吉　高志（�公益財団法人がん研究会有明病院　大腸外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 11:20 ～ 11:45 第 1 web サイト

教育ビデオセミナー 7　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「子宮（広範子宮全摘術）」

座長 安藤　正明（ 一般財団法人倉敷成人病センター）

　

EVS7	 腹腔鏡下広汎子宮全摘出術

寺井　義人（�神戸大学大学院医学研究科　産科婦人科分野　婦人科

先端医療学部門）

2 日目 12 月 23 日（水） 13:30 ～ 13:55 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 8　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「直腸（TaTME）」

座長 竹政伊知朗（ 札幌医科大学 　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）

　

EVS8	 TaTME における 「礎」， 「錬磨」 そして技術の 「応用」

盛　真一郎（�鹿児島大学　光学医療診療部）

2 日目 12 月 23 日（水） 14:05 ～ 14:30 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 9　基本手技「呼吸器外科におけるエネルギーデバイスの使い方」

座長 岩﨑　正之（ 東海大学医学部外科学系　呼吸器外科学）

　

EVS9	 呼吸器外科におけるエネルギーデバイスの安全使用

本間　崇浩（�富山大学附属病院　呼吸器一般外科）
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2 日目 12 月 23 日（水） 14:40 ～ 15:05 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 10　内視鏡外科の安全な手技「肺（肺切除）」

座長 佐藤　之俊（ 北里大学医学部　呼吸器外科学）

EVS10	 肺血管の安全な処理法と留意点

渡辺　俊一（�国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院　呼

吸器外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 15:15 ～ 15:40 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 11　内視鏡外科の安全な手技「直腸（AR/S 状結腸切除術）」

座長 大塚　幸喜（ 岩手医科大学　外科）

EVS11	 内視鏡外科の安全な手技～腹腔鏡下 S状結腸 ・直腸切除術の基礎

高橋　広城（�名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器外科学講座）

2 日目 12 月 23 日（水） 15:50 ～ 16:15 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 12　基本手技「エネルギーデバイスの安全な使い方（超音波凝固切開装置）」

座長 猪股　雅史（ 大分大学医学部　消化器・小児外科学講座）

EVS12	 超音波凝固切開装置の Best	Practice!

渡邊　祐介（�北海道大学　消化器外科 II）

2 日目 12 月 23 日（水） 16:25 ～ 16:50 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 13　内視鏡外科の安全な手技「鼠径ヘルニア（TAPP）」

座長 吉田　和彦（ 東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　外科）

EVS13	 膨潤手技を併用した安全 ・確実な腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術

進　　誠也（�特定医療法人光晴会病院　内視鏡外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 17:00 ～ 17:25 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 14　内視鏡外科の安全な手技「子宮（単純子宮摘出術）」

座長 進　　伸幸（ 国際医療福祉大学医学部　産婦人科）

EVS14	 内視鏡外科の安全な手技　子宮 （全腹腔鏡下単純子宮全摘術）

佐野　力哉（�川崎医科大学　婦人科腫瘍学教室）
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2 日目 12 月 23 日（水） 17:35 ～ 18:00 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 15　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「肝臓（系統的切除）」

座長 江口　　晋（ 長崎大学大学院　移植・消化器外科）

EVS15	 正確な腹腔鏡下系統的肝切除術にむけて

大塚由一郎（�東邦大学医学部　外科学講座　一般・消化器外科学分野）

3 日目 12 月 24 日（木） 8:20 ～ 8:45 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 16　基本手技「鏡視下縫合・結紮（婦人科領域の体腔内縫合結紮）」

座長 熊切　　順（ 東京女子医科大学　産婦人科）

EVS16	 鏡視下縫合 ・結紮 （婦人科領域の体腔内縫合結紮）

太田　啓明（�川崎医科大学　婦人科腫瘍学教室）

3 日目 12 月 24 日（木） 8:55 ～ 9:20 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 17　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「結腸（LHC）」

座長 中西　正芳（ 松下記念病院　内視鏡外科）

EVS17	 結腸左半切除術のコツとピットフォール

上原　　圭（�名古屋大学医学部附属病院　消化器外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 9:30 ～ 9:55 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 18　内視鏡外科の安全な手技「胆道（胆嚢摘出術）」

座長 多賀谷信美（ 板橋中央総合病院　消化器病センター）

EVS18	 安全な腹腔鏡下胆嚢摘出術―基本手技と困難症例に対する回避手術―

渡邉　　学（�東邦大学医療センター大橋病院　外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 10:05 ～ 10:30 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 19　内視鏡外科の安全な手技「膵（体尾部切除術）」

座長 吉田　　寛（ 日本医科大学　消化器外科）

EVS19	 腹腔鏡下尾側膵切除術の安全な手技

大塚　隆生（�九州大学　臨床・腫瘍外科）
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3 日目 12 月 24 日（木） 10:10 ～ 10:35 第 1 web サイト

教育ビデオセミナー 20　内視鏡外科の安全な手技「鼠径ヘルニア（TEP）」

座長 早川　哲史（ 刈谷豊田総合病院　腹腔鏡ヘルニアセンター）

EVS20	 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 （TEP） の習得に向けて

当間　宏樹（�医療法人原三信病院　外科・消化器外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 10:40 ～ 11:05 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 21　基本手技「エネルギーデバイスの安全な使い方（コンバインドデバイス）」

座長 金谷誠一郎（ 大阪赤十字病院　消化器外科）

EVS21	 基本手技　エネルギーデバイスの安全な使い方 （コンバインドデバイス）

江原　一尚（�埼玉県立がんセンター　低侵襲手術センター）

3 日目 12 月 24 日（木） 11:15 ～ 11:40 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 22　内視鏡外科の安全な手技「食道（食道裂孔ヘルニア修復術、食道アカラシア手術）」

座長 丹黒　　章（ 徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科）

EVS22	 腹腔鏡下に行う食道裂孔ヘルニア修復術と食道アカラシア手術の基本

竹村　雅至（�社会医療法人景岳会南大阪病院　内視鏡外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 13:10 ～ 13:35 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 23　内視鏡外科の安全な手技「結腸（RHC）」

座長 山口　茂樹（ 埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科（下部消化管外科））

EVS23	 腹腔鏡下結腸右半切除術を安全に行うために必要な手術手技

渡邉　　純（�横浜市立大学附属市立総合医療センター　消化器病セ

ンター　外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 13:45 ～ 14:10 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 24　基本手技「肝臓外科におけるエネルギーデバイスの使い方」

座長 酒井　久宗（久留米大学医学部外科学講座　消化器外科）

EVS24	 基本手術手技　肝臓外科におけるエネルギーデバイスの使い方

合川　公康（�埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科）
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3 日目 12 月 24 日（木） 14:20 ～ 14:45 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 25　内視鏡外科の安全な手技「直腸脱」

座長 船橋　公彦（ 東邦大学医療センター大森病院　消化器センター　外科）

EVS25	 完全直腸脱に対する術式の選択と腹腔鏡下直腸固定術のコツと工夫

花井　恒一（�藤田医科大学　総合消化器外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 14:55 ～ 15:20 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 26　内視鏡外科の安全な手技「胃（DG, D1+α）」

座長 永井　英司（ 日本赤十字社福岡赤十字病院　外科）

EVS26	 腹腔鏡下幽門側胃切除D1+郭清のコンセプトと基本手技

篠原　　尚（�兵庫医科大学　上部消化管外科学）

3 日目 12 月 24 日（木） 15:10 ～ 15:35 第 3 web サイト

教育ビデオセミナー 27　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「肺葉切除術」

座長 今西　直子（ 姫路医療センター）

EVS27	 VATS	Lobectomy 〜独りよがりの外科医にならないために

宮本　好博（�独立行政法人国立病院機構姫路医療センター）

3 日目 12 月 24 日（木） 15:30 ～ 15:55 第 2 web サイト

教育ビデオセミナー 28　内視鏡外科のステップアップと技術の応用「胃（TG, D2）」

座長 宇山　一朗（ 藤田医科大学病院　総合消化器外科）

EVS28	 進行上部胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘， D2 リンパ節郭清

稲木　紀幸（�順天堂大学医学部附属浦安病院　消化器・一般外科）
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シンポジウム

2 日目 12 月 23 日（水） 8:30 ～ 9:50 第 1 web サイト

【web 講習会】シンポジウム 1　外科治療に求められる医療安全

座長 田中　芳明（ 久留米大学病院　医療安全管理部）

岡本　高宏（ 東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

SY1-01	 外科治療の求められる医療安全

後 信（�九州大学病院　医療安全管理部）

SY1-02	 ノンテクニカルスキルとしてのリーダーシップ

相馬　孝博（�千葉大学医学部附属病院　医療安全管理部）

SY1-03	 麻酔科医の立場から望む外科医のための医療安全 10 か条

古賀　和徳（�産業医科大学病院　医療安全管理部）

SY1-04	 患者 ・多職種連携で取り組む外科手術の医療安全

内門　泰斗（�鹿児島大学病院　医療安全管理部）

2 日目 12 月 23 日（水） 16:30 ～ 18:20 第 1 web サイト

【web 講習会】シンポジウム 2　術式別周術期感染対策の現状と問題点

座長 竹末　芳生（ 兵庫医科大学　感染制御学）

梅下　浩司（ 大阪大学大学院医学系研究科　周手術期管理学）

SY2-01	 胃癌手術における周術期感染対策の現状と問題点　－多施設 RCT のデータを用いた検討―

遠藤　俊治（�八尾市立病院　外科）

SY2-02	 腹腔鏡下大腸切除における Oral	antibiotics の有用性 :propensity	score	matching	study

工藤　道弘（�京都府立医科大学　消化器外科）

SY2-03	 腹腔鏡下大腸切除術の普及と SSI 発生率の関連について　-	9655 例の検討	-

賀川　義規（�関西労災病院）

SY2-04	 大腸手術における周術期感染対策の現状と問題点

畑　　啓昭（�国立病院機構京都医療センター　外科・感染制御部）

SY2-05	 肝胆膵外科手術における SSI の現状と問題点

清水　潤三（�市立豊中病院　消化器外科・肝胆膵外科）

SY2-06	 肝移植周術期感染対策バンドルの確立とその有用性

海道　利実（�聖路加国際病院　消化器・一般外科）

SY2-07	 SSI 予防の周術期管理ガイドラインの発刊前調査～現状の問題点～

水口　　徹（�消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン

作成員会）

SY2-08	 術式別周術期感染対策の現状と問題点 （日本専門医機構共通講習）

宮崎　博章（�小倉記念病院　感染管理部）



― 425 ―

2 日目 12 月 23 日（水） 10:30 ～ 11:40 第 3 web サイト

シンポジウム 3　災害医療における外科系診療科の役割（現状と展望）

座長 山下　典雄（ 久留米大学病院　高度救命救急センター）

村尾　佳則（ 近畿大学医学部　救急医学 /国立病院機構大阪南医療センター）

SY3-01	 災害医療における整形外科医の役割

入澤　太郎（�大阪大学医学部附属病院　高度救命センター）

SY3-02	 災害医療は Acute	Care	Surgery の一領域である

下条　芳秀（�島根大学医学部附属病院　高度外傷センター）

SY3-03	 災害医療に対する外科系医師としての取り組みと展望

寺師　貴啓（�大分県立病院　救命救急センター）

SY3-04	 災害時における脳神経外科医の役割

越後　　整（�済生会滋賀県病院　救命救急センター・救急集中治療科）

SY3-05	 産婦人科における災害医療への取り組み

津田　尚武（�久留米大学医学部　産科婦人科学教室）

2 日目 12 月 23 日（水） 15:40 ～ 16:50 第 3 web サイト

シンポジウム 4-A　内視鏡手術を安全かつ円滑に行うための工夫（日本小切開・鏡視外科学会との合同シンポジウム）

座長 古谷　健一（ 防衛医科大学校　NPO 法人日本小切開・鏡視外科学会）

村上　雅彦（ 昭和大学病院　消化器・一般外科）

SY4-A-01	 演題取り下げ

SY4-A-02	 当科における安全性を目指した胸腔鏡下手術の定型化と普及

樫原　正樹（�久留米大学医学部　外科学講座）

SY4-A-03	 鏡視下手術センターのチーム医療による運営

荒金　　太（�熊本赤十字病院　総合鏡視下手術センター）

SY4-A-04	 妊娠中に内視鏡手術を安全かつ円滑に行うための工夫

田中　智子（�荒木記念東京リバーサイド病院）

SY4-A-05	 小切開、 つり上げ法を用いた妊娠中の腹腔鏡下手術～我々の行う方法と工夫～

畑瀬　哲郎（�独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院　

産婦人科）

SY4-A-06	 皮下鋼線吊り上げ法による腹腔鏡補助下子宮筋腫摘出術 （LAM） の有用性

小野　理貴（�東京医科大学病院　産科・婦人科）



― 426 ―

2 日目 12 月 23 日（水） 17:00 ～ 18:20 第 3 web サイト

シンポジウム 4-B　内視鏡手術を安全かつ円滑に行うための工夫

座長 森　　俊幸（ 杏林大学医学部　消化器・一般外科学教室）

藤田　文彦（ 久留米大学医学部　外科学講座）

SY4-B-01	 幅広い連携 ・協力による安全な鏡視下手術実施を目指して　　－手術部の視点から－

臼杵　尚志（�香川大学医学部附属病院　手術部）

SY4-B-02	 腹腔鏡下手術における術中体位傾斜角度と合併症について

高橋　　玄（�順天堂大学　下部消化管外科）

SY4-B-03	 腹腔鏡下胆嚢摘出術における効率的な手術室運営

森山　穂高（�東邦大学医療センター大橋病院　外科）

SY4-B-04	 減量手術を円滑かつ安全に行うために～トータルマネージメントと連携～

瀧井麻美子（�景岳会南大阪病院　消化器外科）

SY4-B-05	 内視鏡手術における術者の視野範囲を意識した直接介助看護師の立ち位置の決定と実際

藤岡　秀一（�東京慈恵会医科大学附属柏病院　外科）

SY4-B-06	 内視鏡外科手術における臨床工学技士の役割

市之瀬　透（�神戸大学医学部附属病院　国際がん医療研究センター）

3 日目 12 月 24 日（木） 8:20 ～ 10:00 第 1 web サイト

シンポジウム 5　各領域における合同手術 (連係手術 )の現状とピットフォール

座長 夏越　祥次（ 玉昌会加治木温泉病院）

清川　兼輔（ 久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科学講座）

SY5-01	 頭頚部外科と内視鏡医による表在性咽頭癌に対する合同手術＜ ELPS ＞について

尾形　高士（�神奈川県立がんセンター　消化器外科）

SY5-02	 食道癌手術における他診療科との合同手術の課題

谷島　　聡（�東邦大学　外科学講座一般・消化器外科分野（大森））

SY5-03	 当院における他科との合同手術の現状

黨　　和夫（�国立病院機構嬉野医療センター　消化器外科）

SY5-04	 直腸膣瘻に対する腹腔鏡操作併用薄筋弁充填による根治術の検討

諏訪　宏和（�横須賀共済病院　外科）

SY5-05	 重要臓器の露出を伴う感染創に対する新しい治療戦略

守永　圭吾（�久留米大学医学部　形成外科・顎顔面外科学講座）

SY5-06	 呼吸器外科領域における複数診療科と協同した手術の現状

田川　哲三（�九州大学大学院　消化器・総合外科）

SY5-07	 多職種が関わる乳腺連携手術の現状

福間　英祐（�亀田総合病院　乳腺科）
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3 日目 12 月 24 日（木） 14:20 ～ 15:40 第 1 web サイト

シンポジウム 6　分子標的剤で変ったがん集学的治療

座長 中村　清吾（ 昭和大学医学部　外科学講座　乳腺外科学部門）

掛地　吉弘（ 神戸大学大学院　外科学講座　食道胃腸外科学分野）

SY6-01	 分子標的剤でかわったがん集学的治療 （乳癌）

徳永えり子（�独立行政法人国立病院機構九州がんセンター　乳腺科）

SY6-02	 婦人科癌における分子標的薬の躍進

濱西　潤三（�京都大学医学部附属病院　産科婦人科）

SY6-03	 分子標的治療剤で劇的に変化した進行腎がんに対するがん集学的治療

末金　茂高（�久留米大学医学部　泌尿器科学教室）

SY6-04	 当院における切除不能進行 ・再発胃癌に対する Nivolumab 療法と今後の展望

山田　哲平（�福岡大学医学部　消化器外科）

SY6-05	 切除不能大腸癌に対する分子標的薬を用いた Conversion	surgery

高橋　孝夫（�岐阜大学医学部附属病院　消化器外科）

SY6-06	 局所進行下部直腸癌に対する分子標的薬併用術前化学療法の成績

小杉　千弘（�帝京大学ちば総合医療センター　外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 8:20 ～ 10:00 第 3 web サイト

シンポジウム 7　外科系診療科における男女共同参画の現状と展望

座長 牛嶋　公生（ 久留米大学　産科婦人科）

守屋普久子（ 久留米大学医学部　病理学講座）

SY7-01	 女性外科医のライフワークバランス～外科医継続のために必要な支援とは～

倉光絵梨奈（�中津市立中津市民病院�　呼吸器外科）

SY7-02	 女性外科医のキャリア ・ アップを目指した一歩踏み込んだサポート体制

石田　苑子（�神戸大学　食道胃腸外科）

SY7-03	 外科系診療科における男女共同参画の現状と展望

堀内喜代美（�東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

SY7-04	 医師のアンコンシャスバイアス （無意識の偏見） に関する実態調査

川村　綾香（�久留米大学医学部　医学科）

SY7-05	 長期の育児休業取得でママになりきったワーキングファザーの主張

小岩井和樹（�防衛医科大学校医学科　免疫微生物学講座）

SY7-06	 心臓血管外科における 「育児休業 （育休）」 取得への取り組みと 「その効果」

三浦　　崇（�長崎大学病院　心臓血管外科）

SY7-07	 外科医夫婦がキャリア ・ アップを目指すために

石田　　潤（�神戸大学　肝胆膵外科）



― 428 ―

ビデオシンポジウム

2 日目 12 月 23 日（水） 8:30 ～ 10:20 第 3 web サイト

ビデオシンポジウム 1　各領域におけるロボット支援手術

座長 寺島　雅典（ 静岡県立静岡がんセンター　胃外科）

松田　　宙（ 大阪大学　消化器外科）

VSY1-01	 ロボット支援下消化管手術の本邦における普及と安全性評価

錦織　達人（�京都大学　消化管外科）

VSY1-02	 各領域におけるロボット支援手術　～ロボット支援腎部分切除術～

松尾　光哲（�久留米大学医学部　泌尿器科学講座）

VSY1-03	 当院でのダヴィンチシステムを用いた食道手術の現状

宮田　一志（�名古屋大学大学院医学系研究科　腫瘍外科学）

VSY1-04	 上部消化管領域に対するロボット支援下手術の現状と展望

吉村　文博（�福岡大学医学部　消化器外科）

VSY1-05	 進行胃癌に対するソフト凝固シザーズ法を用いたロボット支援手術の有用性

辰林　太一（�日本赤十字社和歌山医療センター　消化管外科）

VSY1-06	 胃癌に対するロボット支援手術

細田　　桂（�北里大学医学部　上部消化管外科）

VSY1-07	 胃癌ロボット手術導入から定型化まで

玉森　　豊（�大阪市立総合医療センター　消化器外科）

VSY1-08	 ロボット支援下直腸手術の導入期の問題点と短期成績

宮本　裕士（�熊本大学大学院　消化器外科学）

VSY1-09	 ロボット支援下直腸切除術後の縫合不全減少を目的とした再ロールイン下での吻合法

松本　　寛（�新東京病院　消化器外科）

2 日目 12 月 23 日（水） 13:30 ～ 15:30 第 3 web サイト

ビデオシンポジウム 2　骨盤臓器脱（直腸脱を含む）の手術療法

座長 前田耕太郎（ 藤田医科大学病院　国際医療センター）

荒木　靖三（ 社会医療法人社団高野会くるめ病院）

VSY2-01	 当科における直腸脱に対する手術

秋山　泰樹（�産業医科大学　第一外科）

VSY2-02	 直腸脱に対する治療

大地　貴史（�久留米大学　外科）

VSY2-03	 低侵襲性を重視した腹腔鏡下直腸固定術

小泉　範明（�明石市立市民病院　外科）

VSY2-04	 直腸脱に対する Laparoscopic	Ventral	Rectopexy （LVR） の治療成績

野明　俊裕（�高野会くるめ病院）

VSY2-05	 直腸脱に対する腹腔鏡下直腸後方固定術 （Wells 変法） の治療成績

白下　英史（�大分大学医学部　消化器・小児外科学講座）
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VSY2-06	 直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の手技と成績

鈴木　伸明（�山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学）

VSY2-07	 子宮脱に対する NTR の工夫と展開－腹腔鏡下に行う CTZ 修復と LRLC （円靱帯膣固定術）

伊熊健一郎（�淀川キリスト教病院　産婦人科）

VSY2-08	 直腸脱 +他の POP （直腸瘤 ・子宮脱 ・膀胱瘤 ・小腸瘤） 併存例に対する手術の工夫

西田十紀人（�市立加西病院　外科）

VSY2-09	 有症状の直腸瘤に対する transvaginal	anterior	levatorplasty

前田耕太郎（�藤田医科大学病院　国際医療センター）

3 日目 12 月 24 日（木） 10:10 ～ 11:50 第 3 web サイト

ビデオシンポジウム 3　TaTME のコツとピットフォール

座長 長谷川　傑（ 福岡大学医学部　消化器外科学）

伊藤　雅昭（ 国立研究開発法人国立がん研究センター 東病院　大腸外科）

VSY3-01	 腹部操作先行	single	surgeon	taTME の導入時における意義

外岡　　亨（�千葉県がんセンター　食道・胃腸外科）

VSY3-02	 逆行性解剖からみたランドマークに沿った安全な taTME

富永　哲郎（�長崎大学病院　腫瘍外科）

VSY3-03	 TaTME を安全に行うために～術中尿道造影の有用性～

良元　俊昭（�徳島大学　消化器移植外科）

VSY3-04	 直腸癌手術に対する taTME のコツとピットフォール

中村　慶史（�金沢大学附属病院　胃腸外科）

VSY3-05	 ロボット術者から考える TaTME のコツとピットフォール

園田　寛道（�日本医科大学　消化器外科）

VSY3-06	 TaTME による partial	ISR における肛門直腸移行部剥離のコツとピットフォール

盛　真一郎（�鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科）

VSY3-07	 直腸癌に対する taTME の治療成績

仕垣　隆浩（�国立がん研究センター東病院　大腸外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 13:10 ～ 15:00 第 3 web サイト

ビデオシンポジウム 4　内視鏡手術手技のトレーニングと伝承

座長 福永　正氣（ 順天堂東京江東高齢者医療センター　外科・消化器外科）

寺井　義人（ 神戸大学　産科婦人科）

VSY4-01	 当院における内視鏡外科技術トレーニングの現状

笠原　健大（�東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

VSY4-02	 消化器外科領域のカダバートレーニングの実践と今後の課題

七戸　俊明（�北海道大学医学研究院　消化器外科学教室 II）

VSY4-03	 基本手技を習得するための腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術 TAPP 法のトレーニングとその伝承

星野　明弘（�東京医科歯科大学　消化管外科学）
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VSY4-04	 診療の質を担保した腹腔鏡下胆嚢摘出術の	on	the	job	training

本田　五郎（�東京女子医科大学病院　消化器病センター）

VSY4-05	 当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術での修練

石毛　孔明（�国立病院機構千葉医療センター　外科）

VSY4-06	 鏡視下胃癌手術のトレーニングプログラムの構築 -	Stepwise	training	program の有用性 -

西　　正暁（�徳島大学　消化器・移植外科）

VSY4-07	 当科における腹腔鏡下大腸切除術の教育方法	

松橋　延壽（�岐阜大学医学部　消化器外科）

VSY4-08	 AC 肺モデルの開発と胸腔鏡手術トレーニング

大渕　俊朗（�聖マリア病院　呼吸器センター）
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スポンサードセミナー

2 日目 12 月 23 日（水） 12:00 ～ 13:00 第 2 web サイト

スポンサードセミナー 1

座長 

SS1	

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

瀧口　修司（名古屋市立大学大学院医学研究科　消化器外科学）

上部消化管領域におけるロボット手術と鏡視下手術との融合～より良い手術の質を求めて～

北上　英彦（恵佑会札幌病院　ロボット・内視鏡外科センター）

村上　直孝（�久留米大学病院　外科学講座）

2 日目 12 月 23 日（水） 12:00 ～ 13:00 第 3 web サイト

スポンサードセミナー 2

共催：大鵬薬品工業株式会社

座長 赤木　由人（ 久留米大学医学部　外科学講座）

SS2	 胃癌治療戦略Up	to	Date －新たな選択肢の登場－

藤谷　和正（�大阪急性期・総合医療センター　消化器外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 12:00 ～ 13:00 第 2 web サイト

スポンサードセミナー 3

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長 長谷川　傑（ 福岡大学　消化器外科）

SS3	 「安全な手術手技のために」 肝管学々、、、

酒井　久宗（�久留米大学医学部　外科学講座）

真鍋　達也（�佐賀大学医学部　一般・消化器外科）

3 日目 12 月 24 日（木） 12:00 ～ 13:00 第 3 web サイト

スポンサードセミナー 4

共催：中外製薬株式会社

座長 田中　眞紀（ 独立行政法人地域医療機能推進機構久留米総合病院）

SS4	 トリプルネガティブ乳癌に対する新たなる治療戦略　- 免疫チェックポイント阻害薬の臨床応用 -

山本　　豊（�熊本大学大学院生命科学研究部　乳腺・内分泌外科学

講座）




