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パネルディスカッション

パネルディスカッション 1　各癌腫における腹膜播種治療の課題と展望

座長 太田惠一朗（ TKC 東京クリニック）

田畑　　務（ 東京女子医科大学　産婦人科）

PD1-01	 癌性腹水， 腹膜播種に対する KM-CART の導入と化学療法併用療法の経験

有留　邦明（�済生会川内病院　外科・消化器外科）

PD1-02	 胃癌腹膜播種に対するタキサン腹腔内反復化学療法の現状と課題

北山　丈二（�自治医科大学　消化器外科）

PD1-03	

PD1-04	

PD1-05	

PD1-06	

PD1-07	

PD1-08	

PD1-09	

演題取り下げ

腹膜偽粘液腫および大腸癌腹膜播種に対する外科的切除を中心とした治療戦略と展望

清松　知充（�国立国際医療研究センター病院　外科）

当院における大腸癌腹膜播種症例の検討

栗山　　翔（�日本医科大学　消化器外科）

大腸癌腹膜播種に対する治療戦略

田　　鍾寛（�藤沢市民病院　消化器外科）

卵巣癌腹膜播種に対する腹膜切除術と温熱化学療法の治療成績

水本　明良（�草津総合病院　消化器外科・腹膜播種センター）

癌治療の現状と課題

本橋　　卓（�東京女子医科大学　産婦人科）

卵巣がんにおける腹膜播種治療の課題と展望

荻島　大貴（�順天堂大学医学部附属練馬病院　産科・婦人科）

特別発言� � 大平　雅一（�大阪市立大学大学院医学研究科　消化器外科学 / 乳腺・

内分泌外科）

パネルディスカッション 2　各科における ERAS の現状と展望

座長 竹田　　省（ 順天堂大学　産婦人科）

窪田　敬一（ 獨協医科大学　第二外科）

PD2-01	 産科領域における ERAS

小野寺洋平（�秋田大学大学院医学系研究科　産婦人科学講座）

PD2-02	 婦人科腹腔鏡下手術後の PONV （Postoperative	Nausea	and	vomiting） への対策とその効果

地主　　誠（�国際親善総合病院　産婦人科）

PD2-03	 演題取り下げ

PD2-04	 胃癌手術患者に対する当院の ERAS の導入

古川健一朗（�静岡県立静岡がんセンター　胃外科）
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PD2-05	 当院における大腸切除術に対する ERAS プロトコルの適用と意義

真貝　竜史（�社会福祉法人恩賜財団済生会支部　大阪府済生会千里

病院　消化器外科）

PD2-06	 ERAS に基づいたクリニカルパスと周術期強化リハビリによる膵頭十二指腸術周術期管理

北畑　裕司（�和歌山県立医科大学　外科学第 2講座）

PD2-07	 肝胆膵外科領域手術における immunonutrtition を取り入れた ERAS

鈴木　大亮（�千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科学教室）

PD2-08	 膵頭十二指腸切除術における ERAS の概念を取り入れた周術期管理と Physical	Aging （PA）

score

小林慎二郎（�聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科）

特別発言� � 大村　健二（�医療法人社団愛友会上尾中央総合病院　外科・外科専

門研修センター）

パネルディスカッション 3　各科（外科、婦人科、泌尿器科）における側方リンパ節（骨盤リンパ節）郭清意義と実際

座長 五井　孝憲（ 福井大学　第一外科）

渡利　英道（ 北海道大学大学院医学研究院　生殖・発達医学分野産婦人科学教室）

PD3-01	 下部進行直腸癌に対する側方リンパ節郭清の意義、 予防的郭清から新たなステージへ

小倉　淳司（�名古屋大学医学部大学院　消化器外科）

PD3-02	 下部直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清の治療成績

谷田　　司（�市立豊中病院　外科）

PD3-03	 直腸癌に対する側方リンパ節郭清の実際とその意義

長嵜　寿矢（�がん研有明病院）

PD3-04	 進行下部直腸癌における側方リンパ節の転移部位と実際の手術手技

塚本　俊輔（�国立がん研究センター中央病院　大腸外科）

PD3-05	 下部直腸癌に対する側方リンパ節郭清の実際と治療成績

大城　泰平（�愛知県がんセンター　消化器外科部）

PD3-06	 下部直腸癌に対する治療方針とその予後

井上　悠介（�長崎大学大学院　移植・消化器外科）

PD3-07	 子宮頸癌の根治性向上を目指した骨盤内リンパ節郭清の工夫

武隈　宗孝（�静岡県立静岡がんセンター　婦人科）

PD3-08	 泌尿器癌に対する骨盤内リンパ節郭清の意義と実際

大庭康司郎（�長崎大学病院　泌尿器科・腎移植外科）

特別発言� � 大矢　雅敏（�獨協医科大学埼玉医療センター　外科）
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パネルディスカッション 4　周術期の静脈性血栓塞栓症対策

座長 畑　　泰司（ 独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院　下部消化器外科）

原　　将人（ 久留米大学医学部　麻酔学講座）

PD4-01	 周術期血栓症対策と癌関連血栓症対策

田中　善宏（�岐阜大学　腫瘍外科）

PD4-02	 教室における食道癌術後の静脈血栓症とカテーテル関連血栓症

茂木健太郎（�昭和大学　消化器・一般外科）

PD4-03	 当院における消化器悪性腫瘍患者に対する D ダイマー測定を用いた術前静脈血栓症評価

谷　　直樹（�市立柏原病院　外科）

PD4-04	 大腸癌術前の深部静脈血栓症スクリーニングにおける D ダイマー測定の意義

中川　和也（�横浜市立大学　消化器・腫瘍外科）

PD4-05	 整形外科における周術期 VTE 対策について

藤田　　悟（�宝塚第一病院　整形外科）

PD4-06	 婦人科腫瘍におけるがん関連血栓症とその周術期予防策について

川口　龍二（�奈良県立医科大学　産婦人科）

PD4-07	 当科における周術期肺血栓塞栓症予防対策

春田　祥治（�奈良県総合医療センター　産婦人科 / 奈良県西和医療

センター　産婦人科）

PD4-08	 婦人科悪性腫瘍における周術期の静脈血栓塞栓症対策

櫻井　　学（�植野産婦人科医院）

PD4-09	 泌尿器科における周術期静脈血栓塞栓症の予防と術前 D ダイマー測定の意義

島居　　徹（�茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター）

特別発言� � 平田　敬治（�産業医科大学医学部　第 1外科学教室）

パネルディスカッション 5　両葉多発肝転移に対する肝切除戦略

座長 奥田　康司（ 久留米大学医学部　外科学講座　肝胆膵外科部門）

田中　邦哉（ 昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科）

PD5-01	 両葉多発肝転移に対する ALPPS 手術の liver-first	approach への応用

若林　哲司（�昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科）

PD5-02	 当科における大腸癌両葉多発肝転移に対する治療戦略

吉岡　正人（�日本医科大学付属病院　消化器外科）

PD5-03	 両葉多発肝転移に対する熱凝固療法併用肝切除の是非

後藤　祐一（�久留米大学　外科学講座　肝胆膵外科部門）

PD5-04	 大腸癌両葉多発肝転移に対する我々の肝切除戦略

山下　洋市（�熊本大学大学院　消化器外科学）

特別発言� � 別府　　透（�山鹿市民医療センター）
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パネルディスカッション 6　各科における術前／術後補助療法の現状と課題

座長 沖　　英次（ 九州大学大学院　消化器・総合外科）

冨田　尚裕（ 市立豊中病院　がん診療部）

PD6-01	 stage	IIA	T3N0 胃癌治癒切除症例の再発予後予測因子の検討

丸山　常彦（�水戸済生会総合病院　消化器一般外科）

PD6-02	 大腸癌術後補助化学療法の現状と展望－効果的で安全な術後補助療法を行うために－

安藤　幸滋（�九州大学大学院　消化器・総合外科）

PD6-03	 大腸癌化学療法による類洞障害

原　　敬介（�日本医科大学　消化器外科）

PD6-04	 R ・ BR 膵癌に対する術前 /術後治療の効果と課題

今村　将史（�札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

PD6-05	 当院における乳癌周術期化学療法の傾向と dose	dense 療法導入時の当院における工夫

田部井　功（�東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科）

PD6-06	 進行卵巣癌の初回治療における手術先行治療と化学療法先行治療について

西尾　　真（�久留米大学医学部　産科婦人科学教室）

PD6-07	 泌尿器癌における術前術後補助療法の現状と課題

亭島　　淳（�広島大学大学院医系科学研究科　腎泌尿器科学）

特別発言� � 池口　正英（�医療法人里仁会北岡病院）
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ワークショップ

ワークショップ 1　がん治療と妊孕性温存の現状と課題

座長 鈴木　　直（ 聖マリアンナ医科大学　産婦人科学）

 山口　美樹（ JCHO 久留米総合病院　乳腺外科）

　

WS1-01	 小児、 思春期 ・若年成人 （AYA） 世代のがん治療と生殖機能に関する現状と課題

古井　辰郎（�岐阜大学大学院医学系研究科　産科婦人科学分野）

WS1-02	 子宮体がんに対する妊孕性温存治療の現状

津田　尚武（�久留米大学医学部�産科婦人科学教室）

WS1-03	 がん治療 ・生殖医療の連携

湯村　　寧（�横浜市立大学附属市民総合医療センター　生殖医療セ

ンター　泌尿器科）

WS1-04	 男性がん患者 ・患児の妊孕性温存その先

岩端　威之（�獨協医科大学埼玉医療センター　泌尿器科）

WS1-05	 福岡県のがん患者への妊孕性温存に関する支援について

佐野　　正（�福岡県保険医療介護部�がん感染症疾病対策課）

ワークショップ 2　遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）の診療と遺伝カウンセリング

座長 加藤　聖子（ 九州大学大学院医学研究院　生殖病態生理学分野）

 岩熊　伸高（ 独立行政法人国立病院機構九州医療センター　乳腺外科）

　

WS2-01	 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 （HBOC） 診療の現状と展望

中井　麻木（�日本医科大学付属病院　遺伝診療科）

WS2-02	 遺伝性乳癌卵巣癌症候群 （HBOC） の遺伝カウンセリング

沼田　早苗（�久留米大学　遺伝外来）

WS2-03	 遺伝性乳がん卵巣がん症候群と遺伝カウンセリング−認定遺伝カウンセラーの立場から−

鹿田佐和子（�九州大学病院　臨床遺伝医療部）

WS2-04	 HBOC 診療における遺伝学的検査とサーベイランス

関根　正幸（�新潟大学医学部　産科婦人科学教室）

WS2-05	 当院および高知県における遺伝性乳がん卵巣がん （HBOC） の院内 ・ 地域連携体制

杉本　健樹（�高知大学医学部附属病院　乳腺センター）

WS2-06	 演題取り下げ
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ワークショップ 3　外科系診療科におけるタスクシフティングの現状と展望

座長 馬場　秀夫（ 熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学）

 頴川　　晋（ 東京慈恵会医科大学　泌尿器科学講座）

　

WS3-01	 救急患者の多い病院の外科 ・整形外科における診療看護師の活躍

山中　英治（�若草第一病院　外科）

WS3-02	 看護師特定行為研修による外科医のタスクシフトの課題と対策

遠藤　俊吾（�福島県立医科大学会津医療センター　大腸肛門外科）

WS3-03	 急性期病院における特定看護師によるタスクシフティングの現状と課題

宗本　義則（�福井県済生会病院　外科）

WS3-04	 外科系診療科におけるタスクシフティングの現状と展望

渡辺　光子（�日本医科大学千葉北総病院）

WS3-05	 外科のタスクシフトにむけた特定行為研修制度の改定と当院の取り組み

吉田　直矢（�熊本大学　消化器外科）

WS3-06	 当院における先進的なタスクシフティングの現況

西森　英史（�札幌道都病院　外科）

WS3-07	 外科医師の働き方改革における Physicians		Assistant としての臨床工学技士の貢献

荒木　康幸（�済生会熊本病院　臨床工学部）

ワークショップ 4　3D 臓器モデル・シミュレーション・ナビゲーションサージェリー

座長 調　　　憲（ 群馬大学大学院医学系研究科　総合外科学講座　肝胆膵外科）

 光岡　正浩（ 久留米大学医学部　外科学講座）

　

基調講演	 3D 画像診断と手術支援 ：仮想現実 VR/ 拡張現実 AR/ 複合現実 MR/3D 臓器立体造形

杉本　真樹（�帝京大学　冲永総合研究所　Innovation�Lab）

WS4-01	 肝胆膵外科領域におけるナビゲーション～臓器立体モデルからホログラムへ～

脊山　泰治（�がん・感染症センター東京都立駒込病院　肝胆膵外科）

WS4-02	 Hologram を用いた術中手術支援	-	術中 Real-time	3D 胆管造影を併用した胆道手術	-

齋藤　　裕（�徳島大学　外科学）

WS4-03	 肝切除ナビゲーション開発と臨床運用

大城　幸雄（�東京医科大学消化器外科分野・茨城医療センター　消

化器外科）

WS4-04	 3D 臓器モデルを応用した新規大腸癌シミュレーターモデルの開発

伊藤　雅昭（�国立がん研究センター東病院　大腸外科）

WS4-05	 呼吸器外科領域における 3D プリンターを用いた手術患者臓器モデルの応用

松本桂太郎（�長崎大学大学院医歯薬学総合研究科�腫瘍外科学分野）

WS4-06	 呼吸器外科における手術シミュレーションのための 3D 画像や 3D 臓器モデルの取り組み

芳川　豊史（�名古屋大学医学部　呼吸器外科）
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ワークショップ 5　がん患者における周術期リハビリテーションの現状

座長 松瀬　博夫（ 久留米大学病院　リハビリテーション部）

國崎　主税（ 横浜市立大学附属市民総合医療センター　消化器病センター）

基調講演	 当院におけるがん患者の周術期リハビリテーション治療の現状 -食道がん、 肺がんを中心に -

酒井　良忠（�神戸大学大学院医学研究科　リハビリテーション機能

回復学）

WS5-01	 周術期におけるリハビリテーション ・ 栄養によるサルコペニア対策

宮下　知治（�金沢赤十字病院　外科）

WS5-02	 当院におけるがん患者に対する周術期呼吸リハビリテーションの現状

木下　　隆（�久留米大学医学部　内科学講座　呼吸器神経膠原病内

科部門）

WS5-03	 胸腔鏡下食道癌根治術における周術期リハビリテーションの実際と成績

山下　剛史（�昭和大学　消化器・一般外科）

WS5-04	 周術期リハビリテーションを同時導入した胃癌術後 6日目退院パス

山本　和義（�大阪国際がんセンター　消化器外科）

WS5-05	 周術期リハビリテーションが大腸癌術後の短期成績に及ぼす効果

内藤　正規（�北里大学メディカルセンター　外科）

WS5-06	 大腸癌に対する周術期リハビリテーションの影響 ：地方病院の現状

藤井　正一（�駿甲会甲賀病院　外科）

WS5-07	 高齢者直腸癌に対する腹腔鏡下直腸手術の検討

梅本　岳宏（�昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科）

ワークショップ 6　周術期口腔管理の現状と問題点

座長 益田　宗孝（ 横浜市立大学　外科治療学）

池田　徳彦（ 東京医科大学　呼吸器外科・甲状腺外科学分野）

WS6-01	 医科歯科連携によって発展した周術期口腔機能管理の実際

中村　守厳（�久留米大学医学部　歯科口腔医療センター）

WS6-02	 当院における周術期口腔ケアーの現状について

椿　　昌裕（�友愛記念病院　外科）

WS6-03	 大腸切除術周術期における口腔ケアの有効性

山田衣里佳（�東京医科大学病院　消化器・小児外科学分野）

WS6-04	 食道癌術前の口腔内アセスメントが術後短期、 ならびに長期予後に及ぼす影響

玉川　　洋（�横浜市立大学医学部　外科治療学）
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ワークショップ 7　がんゲノム医療の現状と展望

座長 藤　也寸志（ 国立病院機構九州がんセンター）

 唐　　宇飛（ 久留米大学　外科学）

　

WS7-01	 がんゲノム医療の現状と課題～九州がんセンターでの取り組み～

江崎　泰斗（�九州がんセンター　臨床研究センター）

WS7-02	 がんゲノム医療における病理組織検体の取り扱い

秋葉　　純（�久留米大学病院　病理診断科・病理部）

WS7-03	 がんゲノム医療実装に伴う乳腺外来での癌パネル検査導入に伴う変化と問題点

主藤　朝也（�久留米大学医学部　外科学）

WS7-04	 乳癌領域におけるゲノム医療の導入と現状について

長田　拓哉（�東邦大学医療センター大橋病院　外科）
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ビデオセッション

ビデオセッション 1　肥満手術

VS1-01	 当院における肥満 ・減量手術の導入と治療成績

竹村　雅至（�景岳会南大阪病院　外科・内視鏡外科）

VS1-02	 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術導入初期でのピットフォール

金高　賢悟（�長崎大学大学院　移植・消化器外科）

VS1-03	 当科における腹腔鏡下スリーブ状胃切除術の定型化と臨床成績

梅邑　　晃（�岩手医科大学　外科）

ビデオセッション 2　鼠径ヘルニア

VS2-01	 滑脱型 （de	novo） 外鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術 （TAPP） の検討

横山　隆秀（�独立行政法人国立病院機構信州上田医療センター　外

科）

VS2-02	 デノボ型外鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術 （TAPP） の要点

田中　　穣（�済生会松阪総合病院　外科）

VS2-03	 当科における TEP 法の導入 （鼡径ヘルニアから腹壁ヘルニアへの応用）

平川　俊基（�府中病院　外科センター）

ビデオセッション 3　胃全摘術後の再建

VS3-01	 腹腔下胃全摘術における overlap 法 ・ FETEA 法の有用性についての検討

大矢周一郎（�埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科）

VS3-02	 腹腔鏡下胃全摘後再建法－標準的 FEEA 法から腹臥位胸腔鏡下Overlap 法－

槇　　研二（�福岡大学医学部　消化器外科）

VS3-03	 当科の完全腹腔鏡下胃全摘術における再建手技

荒谷　憲一（�近江八幡市立総合医療センター）
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ビデオセッション 4　食道・胃疾患の鏡視下手術

VS4-01	 当院における特発性食道破裂に対する治療プロセス

長谷川弥子（�板橋中央総合病院）

VS4-02	 食道裂孔ヘルニアに対する胃固定術の手術手技

竹村　雅至（�景岳会南大阪病院　内視鏡外科）

VS4-03	 横隔膜上食道憩室に対し腹腔鏡下経裂孔的憩室切除を施行した 1例

大島　一真（�藤田医科大学　総合消化器外科学）

VS4-04	 食道浸潤を有する胃癌に対する経口アンビルを用いた腹腔鏡下食道空腸吻合の工夫

山崎　公靖（�昭和大学医学部　消化器・一般外科）
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要望演題

要望演題 1　がんの予後因子 1

　

RS01-01	 大腸癌における腹腔洗浄細胞診についての検討

尾崎　邦博（�大分県済生会日田病院　外科）

RS01-02	 大腸癌腹膜播種において免疫担当細胞は線維化により浸潤が阻害される

王　　　恩（�大阪市立大学大学院　消化器外科）

RS01-03	 切除可能進行結腸癌患者の controlling	nutritional	status （CONUT） score の検討

高野　祐樹（�東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

RS01-04	 fStage2/3 大腸癌予後因子としての modified	Glasgow	prognostic	score （mGPS） の有用性

大野　優紀（�東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

要望演題 2　がんの予後因子 2

　

RS02-01	 進行胃癌に対する術前GPS と予後の関係

下田　陽太（�神奈川県立がんセンター　消化器外科）

RS02-02	 胃癌の脈管侵襲についての臨床的検討

藤川　寛人（�神奈川県立がんセンター　消化器外科）

RS02-03	 胆道癌における再発予後因子としての線維性癌間質 （desmoplastic	reaction:	DR）

恒成　崇純（�防衛医科大学校病院　外科）

RS02-04	 Gastrointestinal	stromal	tumor	26 例の臨床病理学的特徴および予後についての検討

吉田　武史（�社会保険田川病院）

RS02-05	 FIB-4	index 高値はアルコール消費患者の肝細胞癌における独立した予後不良因子である

柳垣　　充（�東京慈恵会医科大学　外科学講座　消化器外科）

要望演題 3　閉塞性大腸癌の治療その他

　

RS03-01	 大腸癌イレウスに対するステント挿入の功罪

南村　圭亮（�三井記念病院　消化器外科）

RS03-02	 右側閉塞性大腸癌に対する治療成績の検討

織本　尚樹（�東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

RS03-03	 閉塞性大腸癌手術症例の臨床病理学的特徴と治療成績の検討

甲斐　　亘（�独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院　外科）

RS03-04	 膀胱浸潤を伴う大腸癌に対する機能温存を目指した治療成績

伊藤信一郎（�長崎大学大学院　移植・消化器外科）

RS03-05	 直腸癌に対する Difecography	による術後排便機能評価

岩本　一亜（�大腸肛門病センター高野病院　外科）

RS03-06	 演題取り下げ
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要望演題 4　救急医療

RS04-01	

RS04-02	

RS04-03	

RS04-04	

進行胃癌の腫瘍出血に対する緩和的照射療法の有用性の検討

遠藤　史隆（�岩手医科大学医学部　外科学講座）

肝胆膵疾患以外の悪性疾患加療中に発症した急性胆嚢炎に対して PTGBD 施行症例の検討

                 吉富　宗宏（�久留米大学医学部　外科学）

演題取り下げ

当施設で経験したダメージコントロールサージェリーが有効であった 2 例

竹村　信行（�NCGM 国立国際医療研究センター病院　肝胆膵外科）

要望演題 5　Stage IV 大腸癌の治療

RS05-01	

RS05-02	

RS05-03	

RS05-04	

RS05-05	

RS05-06	

当院における StageIV 大腸癌に対する腹腔鏡下手術の有用性

青松　直撥（�大阪市立総合医療センター　消化器外科）

StageIV 大腸癌に対する Liver	first	approach での集学的治療経験

一万田充洋（�中津市民病院　外科）

大腸癌切除可能同時性肝転移に対する肝切除周術期化学療法の有効性

木内　　純（�京都府立医科大学　消化器外科）

演題取り下げ

演題取り下げ

演題取り下げ

要望演題 6　高齢者の癌治療 1

RS06-01	 超高齢者 T1b 下部直腸癌に対する内視鏡併用鏡視下経肛門的腫瘍切除術

原田　芳邦（�昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科）

RS06-02	 高齢者大腸癌における腹腔鏡手術の意義

吉松　和彦（�埼玉県済生会栗橋病院　外科）

RS06-03	 超高齢右側結腸癌患者に対する reduced	port	surgery の短期成績

高木　　剛（�西陣病院　外科）

RS06-04	 高齢者大腸癌患者に対する手術療法介入の妥当性

江藤誠一郎（�独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院　外科）

RS06-05	 中規模市中病院における高齢者大腸癌外科治療の現状

丹羽浩一郎（�太田総合病院　外科）
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要望演題 7　高齢者の癌治療 2

RS07-01	 StageIV 胃癌に対する conversion	surgery の適応とタイミング

菊池　寛利（�浜松医科大学　外科学第二講座）

RS07-02	 演題取り下げ

RS07-03	 当院における高齢者 stageIII 大腸癌に対する術後補助化学療法の現状

日高　英二（�東京医科大学八王子医療センター　消化器外科・移植

外科）

RS07-04	 超高齢者の BRAF 変異陽性上行結腸癌術後再発に対し FOLFOXIRI+BEV 療法が有効であっ

た 1例

橋本　和晃（�筑後市立病院）

RS07-05	 当院での 75 歳以上乳癌の特徴と治療選択

緒方奈々恵（�JCHO 久留米総合病院　外科　乳腺外科）

RS07-06	 当院の 80 歳以上の高齢者膵癌に対する膵頭十二指腸切除術の検討

桂　　宜輝（�関西労災病院　消化器外科）

要望演題 8　非治癒因子を有する進行胃癌の治療

RS08-01	 壁外発育型の進行胃癌に対して腹腔鏡補助下多臓器合併切除を施行した 1例

平野　陽介（�福岡大学病院　消化器外科）

RS08-02	 StageIV 胃癌に対する conversion 手術におけるロボット支援下手術の導入

信岡　隆幸（�札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

RS08-03	 当院における高度進行胃癌に対する再審査腹腔鏡の臨床的意義

鶴　　安浩（�藤田医科大学　総合消化器外科学）

RS08-04	 噴門部胃癌術後に心タンポナーデで発症した癌性心嚢炎の治療経験

長田　俊一（�大船中央病院　消化器・一般外科）

要望演題 9　合併症軽減のための術式工夫

RS09-01	 Double	stapling	technique	における pitfall

甲田　祐介（�新東京病院　消化器外科）

RS09-02	 直腸前方切除時に留置する経肛門ドレーンから得られる情報の意義

岡崎　由季（�大阪市立大学大学院医学研究科　消化器外科学）

RS09-03	 ICG による口側腸管の血流評価で縫合不全は予防可能か？

石山　泰寛（�川崎幸病院　一般外科）

RS09-04	 肝 S7 ／ 8 領域の肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除の工夫

児玉　泰一（�滋賀医科大学　外科学講座　消化器・乳腺・一般外科）

RS09-05	 術創ドレッシング材による術後 Adverse	event に関するランダム化比較試験

下田　　貢（�東京医大茨城医療センター　消化器外科）
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要望演題 10　炎症性腸疾患・虫垂炎

　

RS10-01	 クローン病に対する Kono-S 吻合施行例の検討

斎藤健一郎（�福井県済生会病院　外科）

RS10-02	 術後門脈塞栓症を呈した潰瘍性大腸炎の 3例

板橋　道朗（�東京女子医科大学　消化器・一般外科）

RS10-03	 教室における急性虫垂炎に対する治療方針

小山　英之（�昭和大学藤が丘病院　消化器一般外科）

RS10-04	 当院における膿瘍形成性急性虫垂炎の手術治療成績

立田　協太（�静岡県立総合病院　消化器外科）

RS10-05	 当院での Complicated	Appendicitis に対する Interval	Appendectomy の治療成績の検討

古賀　大靖（�済生会横浜市南部病院　外科）
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一般口演

一般口演 1　十二指腸

O01-01	 von	Recklinghausen 病に伴う出血性十二指腸GIST の 1 例

船水　尚武（�上尾中央総合病院　外科）

O01-02	 術後早期に多発肝転移をきたした微小な十二指腸球部原発神経内分泌腫瘍の 1例

加来　秀彰（�久留米大学医学部　外科学講座）

O01-03	 十二指腸原発の AFP 産生腫瘍の 1切除例

塚本　哲平（�産業医科大学医学部　第一外科）

O01-04	 十二指腸憩室穿孔 3症例の経験

澤井　利次（�福井大学　第一外科）

O01-05	 十二指腸水平脚病変に対する腹腔鏡下十二指腸分節切除術の経験

山内　晧介（�福岡大学医学部　消化器外科）

O01-06	 十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術 （D-LECS） 9 例の検討

田代　恵太（�戸畑共立病院　外科）

一般口演 2　イレウス 1

O02-01	 演題取り下げ

O02-02	 前立腺癌ロボット支援手術後の右外腸骨動脈への内ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1例

中川　将視（�大分三愛メディカルセンター��外科）

O02-03	 高齢者に発症し絞扼性イレウスを呈した小腸間膜裂孔による内ヘルニア

福井　康裕（�大阪市立総合医療センター　消化器外科）

O02-04	 絞扼性腸閉塞術後に発生した胃大網動脈瘤に対する血管内治療の一例

五十嵐優人（�湘南鎌倉総合病院　外科）

一般口演 3　イレウス 2

O03-01	 腰椎腹腔シャント留置下に腹腔鏡補助下イレウス解除術を施行した癒着性イレウスの 1例

横川　英之（�埼玉県済生会栗橋病院　外科）

O03-02	 胆石イレウスに対して腹腔鏡下イレウス解除術を行った一例

田邉　美恵（�上白根病院　外科）

O03-03	 胃石性イレウスの一例

山城　直嗣（�浦添総合病院　消化器センター　外科）

O03-04	 手術 ・腸管切除が必要となる腸閉塞の予測因子についての検討

佐々木　滋（�さいたま赤十字病院　外科）

一般口演 4　大腸 1

O04-01	 潰瘍性大腸炎に対して腹腔鏡下大腸全摘術を施行した症例の検討

皆川　知洋（�兵庫医科大学　炎症性腸疾患外科）
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O04-02	 間質性肺炎合併潰瘍性大腸炎に対し硬膜外麻酔併用脊椎麻酔で大腸全摘術を施行した 1例

高橋　智子（�岩手医科大学　外科学講座）

O04-03	 術前 CT にて診断可能であった爪楊枝による S状結腸穿孔の 1例

正見　勇太（�松阪市民病院　外科）

O04-04	 狭窄をきたし、 外科的切除を行った S状結腸憩室炎の 2例

藤村　　侑（�松阪中央総合病院　外科）

O04-05	 局所進行 S状結腸癌術後の播種性転移との鑑別が困難であった回盲部炎症性腫瘤

東島　亘宏（�佐賀大学医学部　一般消化器外科）

O04-06	 盲腸捻転症に対して鏡視下体腔外結紮で結腸固定術を施行した 1例

庄野　孝仁（�京都市立病院　総合外科）

一般口演 5　大腸 2

O05-01	 横行結腸腸間膜に生じた類表皮嚢胞の 1例

十朱　美幸（�順天堂大学医学部　下部消化管外科）

O05-02	 傍腸管リンパ節病変を伴う S 状結腸子宮内膜症の一例

野間口侑基（�湘南鎌倉総合病院　外科）

O05-03	 大腸内視鏡検査施行後に発生した上行結腸漿膜下血腫の一例

蝶野　喜彦（�厚木市立病院　外科）

O05-04	 検診の下部消化管内視鏡で粘膜下腫瘍として指摘された横行結腸アニサキス症の一切除例

河越　　環（�自衛隊福岡病院　外科）

O05-05	 消化管穿孔を契機に発見された筋層置換型横行結腸GIST の一例

知念　良直（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

O05-06	 下部消化管に発生した Schwannoma に対して腹腔鏡下手術を施行した 2例

久恒　靖人（�聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　消化器・一般

外科）

一般口演 6　大腸 3

O06-01	 当科における大腸神経内分泌腫瘍のリンパ節径とリンパ節転移についての検討

藤川　　馨（�市立豊中病院　外科）

O06-02	 膀胱浸潤を伴う閉塞性直腸癌に対する術前化学療法を前提とした 3期分割手術

小山　　基（�柏厚生総合病院　消化器外科）

O06-03	 2	チームによる taTME を併用した Hybrid	robotic	rectal	cancer	surgery

盛　真一郎（�鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科）

O06-04	 腹腔鏡下側方郭清の短期成績

佐村　博範（�浦添総合病院）

O06-05	 腹腔鏡下前方切除術における術中 ICG蛍光法を用いた血流評価の有用性

栗山　直剛（�九州大学大学院　消化器・総合外科）

O06-06	 直腸癌症例における術前化学放射線療法の抗癌剤レジメンによる臨床転帰の比較

神藤　英二（�防衛医科大学校　外科）
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一般口演 7　肝臓

O07-01	 当科における肝嚢胞開窓術の術後経過

二川　康郎（�東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科）

O07-02	 肝細胞癌切除患者における術後急性腎不全の予測因子

播本　憲史（�群馬大学大学院　肝胆膵外科学）

O07-03	 根治的肝切除後の再発肝細胞癌に対するマイクロ波凝固壊死療法の有用性

龍　　知記（�国立病院機構九州医療センター　肝胆膵外科）

O07-04	 肺扁平上皮癌の孤立性単発肝転移の 1切除例

河野　鉄平（�埼玉県済生会栗橋病院　外科）

O07-05	 術前肝生検でも診断のつかなかった肝 RHA の一例

水流慎一郎（�湘南鎌倉総合病院　一般外科）

O07-06	 肝原発MALT	lymphoma の 1 例

尾崎　貴洋（�上尾中央総合病院　外科）

一般口演 8　胆道

O08-01	 急性胆嚢炎における胆嚢ドレナージ後の待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

柵山　尚紀（�東京都保健医療公社東部地域病院　外科）

O08-02	 初期臨床研修医による腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験と治療成績

南　　裕太（�藤沢市民病院　外科）

O08-03	 演題取り下げ

O08-04	 十二指腸乳頭部癌に対する膵頭十二指腸切除及び術後補助化学療法の治療成績の検討

嬉野　浩樹（�九州医療センター　肝胆膵外科）

一般口演 9　乳腺・甲状腺

O09-01	 甲状腺手術 ・腹部手術の同時手術 13 例の検討

川村　紘三（�岐阜赤十字病院　外科）

O09-02	 甲状腺分化癌の骨転移治療の変遷とその成績

岩崎　博幸（�神奈川県立がんセンター　乳腺・内分泌外科）

O09-03	 高リスク乳頭癌の予後

岡本　高宏（�東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

O09-04	 単孔式乳腺内視鏡手術 （腋窩小切開） の有用性と長期成績

山下　浩二（�国際医療福祉大学医学部　乳腺外科）

O09-05	 G-CSF 製剤使用中に化学療法に伴う好中球減少症をきたした乳がん症例

杉原　利枝（�福岡県済生会大牟田病院　外科）

O09-06	 当施設におけるアベマシクリブ併用ホルモン療法の臨床経験

高橋　龍司（�社会保険田川病院��外科）
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一般口演 10　鼠径ヘルニア

O10-01	 当院における鼠径部ヘルニア陥頓症例の検討

中野　昌彦（�筑後市立病院　外科）

O10-02	 演題取り下げ

O10-03	 鼠径部ヘルニアに対する ONSTEP 法導入とその短期成績

渡海　大隆（�長崎みなとメディカルセンター　外科）

O10-04	 Non-fixation	TEP 法の有用性に関する検討

永田　茂行（�中津市民病院　外科）

O10-05	 メッシュプラグ感染が保存的に軽快した 1例

藤竹　信一（�西尾市民病院　外科）

一般口演 11　チーム医療 1

O11-01	 腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術術後に、 灌注排便法を用いて QOL改善が得られた 1例

甲田　貴丸（�東邦大学医療センター大森病院　消化器外科）

O11-02	 演題取り下げ

O11-03	 精神疾患を合併する大腸癌患者への外科治療経験

田辺　　寛（�今村総合病院　消化器外科）

O11-04	 胆膵外科周術期管理における勤務効率化の取り組み

山本　智久（�関西医科大学　外科）

一般口演 12　チーム医療 2

O12-01	 手術前後に 3度の急性心筋梗塞を発症も救命しえた進行胃癌の 1例

伊東　竜哉（�札幌医科大学医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

O12-02	 地域医療、 チーム医療における形成外科医の役割

池田佳奈枝（�札幌道都病院　形成外科）

O12-03	 当院の呼吸器外科手術における多職種共同周術期リハビリテーションの取組み

森元　理恵（�社会医療法人駿甲会コミュニティーホスピタル甲賀病

院　リハビリテーション科）

一般口演 13　泌尿器・副腎

O13-01	 演題取り下げ

O13-02	 皮下に尿膜管遺残膿瘍を発症し腹腔鏡下尿膜管摘出術を行った一例

松本　旭生（�静岡県立総合病院　消化器外科）

O13-03	 腹腔鏡下前立腺全摘術後に生じた膀胱直腸瘻の 1例

澁谷　忠正（�大分大学医学部　腎泌尿器外科）
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一般口演 14　婦人科

O14-01	 当院におけるロボット支援下手術の導入と適応症例拡大の経験

吉村　拓馬（�慶應義塾大学医学部　産婦人科学教室）

O14-02	 腹腔鏡下広汎子宮全摘術 （TLRH） の腟式検体回収法について

須賀　　新（�越谷市立病院　産婦人科）

O14-03	 演題取り下げ

O14-04	 腹腔鏡下に切除した異所性卵巣の 1例

藤嶋誠一郎（�防衛医科大学校�外科学講座）

一般口演 15　膵臓

O15-01	 当院での Mesh-Reinforced	Stapler を用いた膵体尾部切除術の定型化とその短期成績

佐々木　晋（�国立病院機構九州医療センター　肝胆膵外科、臨床研

究センター）

O15-02	 膵切除後の遅発性出血 （DPPH） に対する血管用ステントグラフト有効性の検討

渡邉　幸博（�埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科）

O15-03	 膵切除後膵液瘻に対して Hot	AXIOSTM	System を用いてドレナージを施行した 3例

安田　淳吾（�東京慈恵会医科大学　外科学講座　肝胆膵外科）

O15-04	 膵頭十二指腸切除後の残膵萎縮の解析と、 膵消化管吻合法による脂肪肝発症のリスク分析

山村　謙介（�熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学）

O15-05	 膵癌 ・胆道癌患者における抗癌剤と倦怠感

永生　高広（�防衛医科大学校　外科学講座）

O15-06	 膵管内乳頭粘液性腫瘍の悪性度における臨床生理学的因子と形態学的因子の関連性の検討

鈴木　修司（�東京医科大学茨城医療センター　消化器外科）

一般口演 16　心臓血管

O16-01	 保存的に治療し得た孤立性腹腔動脈解離に伴う後腹膜血腫の 1例

大津　智尚（�小牧市民病院）

O16-02	 Peripheral	Arterial	Disease （PAD） 患者の下肢壊死の治療経験をとおして

江副　京理（�札幌道都病院　形成外科）

O16-03	 当院にて経験した上腸間膜動脈閉塞症 7例の検討

杉下　敏哉（�東京女子医大八千代医療センター）

O16-04	 当院における MICS	MVP 導入の初期成績

金澤　祐太（�群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科）

一般口演 17　虫垂

O17-01	 黄色肉芽腫性虫垂炎の 1例

村瀬　秀明（�新渡戸記念中野総合病院�外科）

O17-02	 上行結腸 ・ S 状結腸に直接浸潤していた虫垂粘液癌の 1症例

中田　　博（�独立行政法人国立病院機構東京病院��消化器外科）
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O17-03	 腹腔鏡下に切除した Low-grade	appendiceal	mucinous	neoplasm の 2 例

川本　祐輔（�社会保険田川病院　外科）

O17-04	 膿瘍形成性虫垂炎と診断し interval	appendectomy を行った虫垂癌の 1例

時任　史聡（�東京都保健医療公社豊島病院　外科）

O17-05	 当院における虫垂炎手術に対する待機的期間の検討

佐藤　　剛（�東京都保健医療公社東部地域病院　外科）

O17-06	 膿瘍形成性虫垂炎に対する Intervel	laparoscopic	appendectomy の開腹移行リスク因子

関根　悠貴（�順天堂大学医学部附属練馬病院）

一般口演 18　大腸 4

O18-01	 大腸癌待機手術周術期でのプレセプシン （PSEP） 測定経験

木山　　茂（�岐阜大学医学部　高度先進外科）

O18-02	 当院の腹腔鏡下右半結腸切除術の変遷

新垣　淳也（�浦添総合病院　消化器病センター　外科）

O18-03	 早期 S状結腸癌に対する選択的血管処理でのリンパ節郭清手技

鏡　　　哲（�新東京病院　外科）

O18-04	 下部直腸癌における PET-MRI 検査の有用性の検討

瀬戸　　瞬（�福井大学医学部　第一外科）

O18-05	 3 次元 MRI 検査よる深部痔瘻の分析と手術

辻　　順行（�大腸肛門病センター高野病院）

O18-06	 Stage	IV 大腸癌における原発巣 budding の化学療法抵抗性予測因子としての意義

永田　　健（�防衛医科大学校　外科学講座）

一般口演 19　大腸 5

O19-01	 大動脈周囲リンパ節に S状結腸癌と前立腺癌の転移を認めた同時性重複癌の 1例

神野　孝徳（�名古屋大学医学部附属病院　消化器外科）

O19-02	 術前 CT	colonography で診断しえた大腸多発癌の 1例

西村　潤也（�大阪市立総合医療センター　消化器外科）

O19-03	 貝殻による腸管内異物を契機に発見された S状結腸癌の 1例

志村　正博（�藤田医科大学医学部　消化器外科学講座　ばんたね病

院　外科）

O19-04	 虫垂炎を契機に指摘された 14 歳男児 S状結腸癌の 1例

長友　謙三（�宮崎大学　外科学講座）

O19-05	 巨大な粘液分泌を伴う直腸 LST に対し腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した一例

小針　　文（�順天堂大学　下部消化管外科）

O19-06	 演題取り下げ

一般口演 20　大腸 6

O20-01	 演題取り下げ

O20-02	 当院における Fournier 壊疽 8症例の検討

入村　雄也（�富士市立中央病院　外科）
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O20-03	 大腸憩室症術後に生じた implantation	cyst の一例

野田　恵佑（�国立病院機構長崎医療センター）

O20-04	 肛門裂傷を認めない分娩時直腸膣穿孔の一例

岡田　和丈（�東海大学医学部付属病院　消化器外科）

O20-05	 演題取り下げ

O20-06	 多発肝膿瘍を契機に発見された直腸 SM癌の 1例

池永　雅一（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

一般口演 21　胃 1

O21-01	 当院におけるロボット支援手術による上川法 （観音開き法） 再建の導入

島岡　秀樹（�福岡大学医学部　消化器外科）

O21-02	 当科におけるロボット支援下胃切除の導入短期成績

磯辺　太郎（�久留米大学医学部　外科学講座）

O21-03	 ロボット支援下胃全摘術後に食道裂孔ヘルニア嵌頓による絞扼性腸閉塞をきたした一例

山田　雄太（�富士市立中央病院　外科）

O21-04	 ロボット支援下胃切除術後に発生した背側膵動脈分枝の仮性動脈瘤の一例

藤田　正博（�藤田医科大学病院　総合消化器外科）

一般口演 22　胃 2

O22-01	 腹腔鏡手術により救命し得た右胃大網動脈仮性動脈瘤破裂の一例

木戸上真也（�八尾市立病院　外科）

O22-02	 鏡視下噴門側胃切除術後再建				観音開き法とダブルトラクト法の比較

田中　敬太（�福岡大学病院　消化器外科）

O22-03	 当科における胃 GIST に対する腹腔鏡 ・内視鏡合同手術 （LECS） の検討

出崎　良輔（�松阪中央総合病院　外科）

O22-04	 当院での胃GIST に対する LECS の導入と治療成績

久保賢太郎（�社会福祉法人三井記念病院　消化器外科）

O22-05	 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術 （LECS） の有用性の検討

折田　博之（�中津市民病院　外科）

O22-06	 成人の特発性胃軸捻転症に対し腹腔鏡下胃壁固定術を施行した１症例

原田世衣子（�佐賀中部病院　外科）

一般口演 23　胃 3

O23-01	 演題取り下げ

O23-02	 Nivolumab によって ACTH欠損症を発症した胃癌術後再発の 1例

小倉　道一（�春日部市立医療センター　外科）

O23-03	 胃癌術後横行結腸転移により腸閉塞を来した 1例

渡邊　勇人（�神奈川県立がんセンター　消化器外科）

O23-04	 食道胃接合部癌術後の異時性肝転移に対して 2度の切除を施行した 1例

田根雄一郎（�安城更生病院　外科）
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O23-05	 腹部コンパートメント症候群を併発した胃軸捻転症の 1例

高見　一徳（�岐阜県立多治見病院　消化器外科）

一般口演 24　感染・医療安全

O24-01	 終末期担癌患者の深層 SSI に対し間欠的灌流併用陰圧療法が有効であった 1例

平松宗一郎（�寺元記念病院　外科）

O24-02	 陰圧閉鎖療法の有効的治療法の検討

鶴間　哲弘（�JR 札幌病院　外科）

O24-03	 当センターにおける手術終了後退室前タイムアウト導入の取組み

山田　晃正（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

O24-04	 手術室で使われる電源タップ点検 ・管理の取組み

小川　　隆（�国立研究開発法人国立がん研究センター東病院　臨床

工学室）

O24-05	 緩和ストーマ造設術におけるリスク評価方法の検討

長嶋　康雄（�東邦大学医療センター大森病院　消化器センター　外

科）

一般口演 25　高齢者

O25-01	 高齢者に対する腹腔鏡下胃全摘術の治療成績

末松　秀明（�横浜市立大学附属市民総合医療センター　消化器病セ

ンター　外科）

O25-02	 StageII/III 高齢者胃癌における予後解析からみた治療方針の検討

石井　　智（�上尾中央総合病院　外科）

O25-03	 80 歳以上高齢者の大腸手術患者における周術期リハビリテーションの取り組み

荒川　　敏（�藤田医科大学ばんたね病院　消化器外科）

O25-04	 超高齢者 （80 歳以上） の StageIII 大腸癌に対する術後補助化学療法の現状

河野　眞吾（�順天堂東京江東高齢者医療センター　外科・消化器外科）

O25-05	 当科における 80 歳以上高齢者の腹部緊急手術症例の検討

兼定　　航（�山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学）

O25-06	 当院の高齢者胆道癌に対する膵頭十二指腸切除術の検討

橋本　雅弘（�関西労災病院　外科）

一般口演 26　食道 1

O26-01	 食道ステントが心嚢へ穿破し心嚢気腫をきたした 1例

長谷川　毅（�馬場記念病院　外科）

O26-02	 炎症性偽腫瘤による食道狭窄症の一例

東園　和哉（�静岡県立総合病院　消化管外科）

O26-03	 食道多発扁平上皮癌に合併した原発性食道 adenoid	cystic	carcinoma の 1 例

藤澤　良介（�岩手医科大学医学部　外科学講座）
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O26-04	 無名静脈血栓閉塞を伴う食道癌術後リンパ漏に対し無名静脈バルーン拡張術を行った一例

小野寺　篤（�横浜市立大学附属病院　外科治療学教室　消化器・一

般外科）

O26-05	 縦隔鏡下食道切除術の頸部操作における AirSeal の導入

井上　博之（�京都府立医科大学医学部　消化器外科）

一般口演 27　食道 2

O27-01	 難治性胃切除後逆流性食道炎に対する腹腔鏡下手術の経験と治療成績

竹村　雅至（�景岳会南大阪病院　外科・内視鏡外科）

O27-02	 遊離空腸再建におけるモニター空腸を用いた腸管の組織酸素飽和度測定

東堂　暢子（�浜松医科大学医学部付属病院　形成外科）

O27-03	 食道癌の横断面における腫瘍局在性の長期成績への影響

長澤　伸介（�横浜市立大学附属市民総合医療センター　消化器病セ

ンター　外科）

O27-04	 食道癌の周在が転移 ・再発形式および予後に及ぼす影響に関する検討

野村　信介（�防衛医科大学校　外科）

一般口演 28　肺・縦隔

O28-01	 肺腺癌による虫垂転移の 1例

上田　正射（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

O28-02	 肺癌手術時の二腔 tube 気管挿管に起因した架橋状肉芽形成により声門下狭窄を来した 1例

村上　大悟（�公立八女総合病院　外科）

O28-03	 転移性肺癌の外科治療　～再発副甲状腺癌の肺転移～

吉田　有策（�東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

O28-04	 当院における転移性肺癌に対する肺切除例の検討

加地　政秀（�淀川キリスト教病院　呼吸器外科）
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一般ポスター

一般ポスター 1　胃

P01-01	 術前診断し得た胃 glomus 腫瘍に対し腹腔鏡下胃部分切除術を施行した 1例

浜畑　圭佑（�福岡大学医学部　消化器外科）

P01-02	 術前に超音波穿刺吸引細胞診で診断された胃グロムス腫瘍の一切除例

蓮田　博文（�九州大学大学院　消化器・総合外科）

P01-03	 演題取り下げ

P01-04	 進行胃癌と術前診断した UL-IV 潰瘍上に生じた粘膜内癌の 1例

榎木　佑弥（�日本赤十字社和歌山医療センター　消化管外科）

P01-05	 演題取り下げ

一般ポスター 2　小腸 1

P02-01	 いわゆる特発性小腸穿孔の 1例

佐藤　　豪（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

P02-02	 脳室腹腔シャントチューブによる小腸穿通の 1例

宮本　裕成（�生長会府中病院　外科センター）

P02-03	 経過中に嚢胞壁肥厚と内部性状変化を示した仮性腸管膜嚢胞の 1例

酒井　　勁（�静岡県立総合病院　消化器外科）

P02-04	 小腸軸捻転症を誘発した小腸間膜嚢胞状リンパ管腫を待機的に腹腔鏡手術で切除した 1例

杉山　敦彦（�川崎幸病院　外科）

P02-05	 イマチニブの術後長期投与が有効と考えられた腹膜播種を伴う小腸 GIST の 1 例

木村　俊久（�国立病院機構敦賀医療センター　外科）

一般ポスター 3　小腸 2

P03-01	 保存的加療で改善した広範な腸管気腫症の一例

緑川　裕紀（�帝京大学　外科）

P03-02	 術前に診断がつき、 腹腔鏡補助下で切除を行った臍腸管遺残の 1例

鈴木　浩之（�社会医療法人同心会古賀総合病院　外科）

P03-03	 虫垂穿孔と鑑別が困難であった回腸憩室穿孔の 1例

關口奈緒子（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

P03-04	 10 代で十二指腸穿孔をきたした 1例

關口奈緒子（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

P03-05	 外傷歴のない腹膜炎患者の開腹時に十二指腸が断裂していた 1例

片桐　光浩（�朝倉医師会病院　外科）

P03-06	 演題取り下げ
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一般ポスター 4　胆道

P04-01	 好酸球性胆嚢炎の 1例

野田　顕義（�聖マリアンナ医科大学東横病院　消化器病センター）

P04-02	 EUSFNA が有効であった黄色肉芽腫性胆嚢炎の 1例

伊勢　憲人（�市立横手病院　外科）

P04-03	 急性胆嚢炎手術時に発見された副肝の 1例

辻尾　　元（�社会医療法人生長会府中病院　外科センター）

P04-04	 右側肝円索に伴う左側胆嚢結石症に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した 1例

岡田　拓真（�府中病院　外科センター）

一般ポスター 5　ヘルニア

P05-01	 再発巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対する IPOM	Plus 法の工夫

中嶋　俊介（�新百合ヶ丘総合病院　消化器外科）

P05-02	 de	Garengeot	hernia の 1 例

石原　健作（�上尾中央総合病院）

P05-03	 子宮円靭帯静脈瘤の 2例

安田　　洋（�ベルランド総合病院）

P05-04	 若年成人 Nuck 管水腫に対し、 単孔式腹腔鏡下経皮的腹膜外ヘルニア閉鎖術を施行した 1

例

甲村　　稔（�総合大雄会病院　Acute�Care�Surgery 科）

P05-05	 2 種類の細径鉗子を併用した， 単孔式腹腔鏡下左鼠径ヘルニア修復術＋胆嚢摘出術の 1例

小林　敏樹（�静岡市立静岡病院　外科・消化器外科）

一般ポスター 6　頭頸部・食道

P06-01	 胃癌術後 14 年を経て左側頚部リンパ節腫大を主訴に診断された濾胞性リンパ腫の 1例

石川　智義（�筑波学園病院　乳腺内分泌外科）

P06-02	 多診療科で摘出し得た魚骨による食道穿通の 1例

堺　　貴彬（�市立東大阪医療センター　外科）

P06-03	 StageIV 食道癌の手術症例の検討

鈴木　悠介（�帝京大学医学部付属病院　外科）

P06-04	 食道癌における血球分布幅の予後予測因子としての意義に関する検討

石橋　勇輔（�防衛医科大学校　第一外科学講座）

P06-05	 当科における腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術の検討

櫻谷　卓司（�岐阜市民病院　外科）

一般ポスター 7　大腸 1

P07-01	 出産直後に腸重積で発見された盲腸悪性リンパ腫の 1例

岡本　　陸（�大和市立病院　外科）
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P07-02	 副腎転移との鑑別が困難であったメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1例

緒方　　傑（�久留米大学病院　外科学講座）

P07-03	 演題取り下げ

P07-04	 OTSC	system で治癒を得た結腸憩室穿通による回盲部膿瘍の一例

佐伯　昌一（�金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科）

P07-05	 下腸間膜静脈内に膿栓を伴った S状結腸癌腸間膜穿通の 1例

中山　剛一（�社会保険田川病院　外科）

一般ポスター 8　大腸 2

P08-01	 直腸腺扁平上皮癌の 1例

磐井　佑輔（�医療法人伯鳳会東京曳舟病院　消化器外科）

P08-02	 潰瘍性大腸炎に併発した直腸神経内分泌細胞癌の 1例

山田起三子（�福井大学医学部附属病院　第一外科）

P08-03	 クローン病に伴う痔瘻癌との鑑別に苦慮した重複大腸に発生した腺癌の 1例

東　　友理（�金沢大学　消化器腫瘍再生外科）

P08-04	 上行結腸癌に対する FOLFOXIRI+bev 療法施行例、 及び当院化学療法推進研究会の取り組

み

高嶋　吉浩（�福井県済生会病院　外科）

P08-05	 大腸癌における根治度 B 手術後フォローアップ法の検討

佐藤　美信（�藤田医科大学　総合消化器外科）

一般ポスター 9　大腸 3

P09-01	 肛門機能温存が可能であった座骨直腸窩膿瘍の一例

腰野　蔵人（�東京女子医科大学　消化器外科）

P09-02	 経肛門的直腸異物に対し経口腸管洗浄剤内服にて自然排出し得た 1例

四手井博章（�済生会栗橋病院　外科）

P09-03	 潰瘍性大腸炎に合併した局所進行直腸癌に対し、 術前化学放射線療法を施行した一例

谷口　寛子（�公立八女総合病院　外科）

P09-04	 大腸癌肝転移切除症例における CRP/ アルブミン比の予後予測因子としての有用性

坂本　悠樹（�熊本大学大学院　消化器外科学）

一般ポスター 10　後腹膜その他

P10-01	 当院での後期研修医に対する腹腔鏡手術教育システムについて

齊藤　靖裕（�日本赤十字社和歌山医療センター　消化管外科）

P10-02	 若年女性に発症した脾嚢胞の 2症例

久保　寛仁（�三沢市立三沢病院　外科）

P10-03	 血流豊富な骨盤内孤立性線維性腫瘍に対する術前動脈塞栓の有用性

上田　容子（�京都市立病院）

P10-04	 Tailgut	cyst 由来の神経内分泌腺腫瘍を腹腔鏡下に切除し得た 1例

小寺　啓太（�独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院　外科）
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P10-05	 巨大後腹膜腫瘍に対して左上腹部全摘術を施行し完全切除した一例

斉藤　庸博（�総合高津中央病院　外科）

一般ポスター 11　その他

P11-01	 高精度体成分分析装置を用いた消化器外科手術での筋力量低下の評価法

岩永　直紀（�順天堂大学医学部付属練馬病院）

P11-02	 検診を契機に偶発的に発見された後腹膜リンパ管嚢腫の 1例

土屋　　博（�大垣徳洲会病院　外科）

P11-03	 デスモイド腫瘍切除 10 年後に再発病変を切除したところ隆起性皮膚線維肉腫であった 1例

下村　　晋（�福岡県済生会大牟田病院　外科）

P11-04	 脾臓悪性リンパ腫に対して腹腔鏡下脾臓摘出術を行い R-CHOP 療法導入して救命しえた一例

向後　英樹（�日本医科大学多摩永山病院　外科）

P11-05	 非外傷性脾破裂の 1例

關口奈緒子（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

一般ポスター 12　胆膵

P12-01	 術者数削減のための 3 ポートによる腹腔鏡下胆嚢摘出術の試み

山本　隆嗣（�南多摩病院　外科）

P12-02	 胆嚢癌肉腫の 1例

桑田　亜希（�呉共済病院　外科）

P12-03	 胆嚢摘出術における術中高度出血に対し、 鏡視下ガーゼパッキング止血で対応した一例

内堀健一郎（�東京警察病院　外科）

P12-04	 腹腔鏡下脾温存尾側膵切除術を施行した膵インスリノーマの 1例

藤永　淳郎（�大分大学医学部　消化器・小児外科学講座）

P12-05	 膵癌、 直腸癌の同時性重複癌に対して 2期的手術を施行した 1切除例

浅野　之夫（�藤田医科大学医学部　消化器外科学講座　ばんたね病

院　消化器外科）

P12-06	 腎細胞癌術後 13 年目に膵転移をきたした 1例

關口奈緒子（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

一般ポスター 13　肺・縦隔

P13-01	 経過中に食道瘻， 気管支瘻を併発した降下性壊死性縦隔炎の一例

濱田　悠輔（�りんくう総合医療センター　呼吸器外科）

P13-02	 胸腔鏡下に切除した孤立性肺動静脈瘻の症例

加藤　暢介（�静岡市立清水病院　呼吸器外科）

P13-03	 中下葉間に発生した中葉原発の硬化性肺胞上皮腫を切除した症例

加藤　暢介（�静岡市立清水病院　呼吸器外科）

P13-04	 完全切除施行も確定診断に至らなかった縦隔リンパ節腫大の 1手術例

宮内　善広（�国立病院機構災害医療センター　呼吸器外科）
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一般ポスター 14　乳腺・甲状腺

P14-01	 超高齢者乳癌症例の経験

永松　敏子（�中津市立中津市民病院　外科）

P14-02	 ビスホスホネート製剤抵抗性の Aromatase	inhibitor	associated	bone	loss 症例の検討

浮池　　梓（�東京慈恵会医科大学付属第三病院　外科）

P14-03	 非浸潤性乳管癌の画像診断

平松　秀子（�平松レディースクリニック）

P14-04	 結腸直腸転移による症状を契機に診断された浸潤性小葉癌の一例

山下　貴晃（�大町病院　外科）

P14-05	 CDK4/6 阻害薬により胃転移が治癒した男性乳癌の一例

高橋　潤次（�国際医療福祉大学病院　外科）
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研修医口演

研修医口演 1　救急・その他

研O1-01	 食道癌手術時に併設した空腸瘻に起因する術後イレウスの 1例

藤原　宏太（�大阪府済生会泉尾病院　外科・消化器外科）

研O1-02	 内翻したメッケル憩室による腸重積の 1例

原　慎太郎（�済生会福岡総合病院　臨床研修医）

研O1-03	 自然気腹を併発した特発性細菌性腹膜炎の 1例

前久保公雄（�大阪府済生会泉尾病院　外科・消化器外科）

研O1-04	 減圧症に起因した腸間膜静脈血栓症に対する一手術症例

香野　草太（�中津市民病院�外科）

研O1-05	 非外傷性腹直筋血腫の 3例

田口　大輔（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

研O1-06	 保存的治療で軽快した非外傷性腹腔内血腫の 2例

田口　大輔（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

研修医口演 2　大腸

研O2-01	 腸管切開を要した直腸異物の 1例

澤田　　啓（�社会医療法人生長会府中病院　医師研修センター）

研O2-02	

研 O2-03	

研 O2-04	

演題取り下げ

化学療法が著効した無症状の StageIV 直腸癌に対して原発巣切除を行った 1 例

中務　　亮（�紀南病院　外科）

研修医口演 3　小腸・虫垂

研O3-01	 空腸憩室穿通により限局性腹膜炎を来した 1例

鎌倉　悠宇（�市立吹田市民病院　外科）

研O3-02	 回腸脂肪腫による成人腸重積の 1例

柴田　純季（�社会医療法人近森会近森病院　臨床研修部）

研O3-03	 小腸間膜原発線維腫症の一例

安田健太朗（�地方独立行政法人市立吹田市民病院　外科）

研O3-04	 待機的虫垂切除術の手術成績に関する検討

野村　知礼（�紀南病院　外科）

研O3-05	 穿孔性虫垂炎に対する待機的虫垂切除後に発見された低異型度虫垂粘液性腫瘍の 1例

中村　俊太（�松阪中央総合病院　外科）

演題取り下げ
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研修医口演 4　上部消化管

研O4-01	 横隔膜上憩室を伴った食道アカラシアの一例

坂本　裕生（�福井大学医学部附属病院　第一外科）

研O4-02	 肝浸潤を認めた胃原発腺扁平上皮癌の 1 例

上村　泰子（�順天堂大学医学部附属練馬病院　総合外科）

研O4-03	 保存的治療後に根治切除を行った穿孔性胃癌の 1例

近藤　絢香（�厚木市立病院　研修医）

研O4-04	 術後 9年で再発し ,	上行結腸憩室炎と鑑別困難であった胃癌原発転移性大腸癌の 1例

池谷　桃子（�東京慈恵会医科大学　葛飾医療センター　外科）

研O4-05	 ニボルマブによる 3 次治療後に腹膜播種が消失し、 conversion 手術を行った進行胃癌

元吉　沙貴（�中津市民病院�外科）

研O4-06	 胃癌根治切除後に孤立性肺転移を来した 4例

斉藤　　匠（�市立吹田市民病院　研修医）

研O4-07	 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡 ・内視鏡合同手術施行症例の検討

吉岡　舞香（�地方独立行政法人市立吹田市民病院　外科）

研修医口演 5　胆嚢・その他

研O5-01	 血清 CA19-9 が高値であった胆石性胆嚢炎の一例

菰田あすか（�社会医療法人生長会府中病院　外科センター）

研O5-02	 肝 ・ 膵 ・ 結腸同時切除にて切除しえた胆嚢腺扁平上皮癌の一例

田村　　幸（�厚木市立病院　研修医）

研O5-03	 血管肉腫の肺転移による血気胸が疑われた 1例

松田　　優（�市立東大阪医療センター　呼吸器外科）

研O5-04	 乳癌術後 23 年目の局所再発の 1例

西川菜穂子（�久留米大学　外科学）

研O5-05	 無再発生存の得られている下大静脈原発平滑筋肉腫の 1例

西脇　大貴（�静岡県立総合病院　外科）




