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教育講演

3 日目 6月 21 日（金） 13:00 ～ 13:50 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

教育講演　外科治療におけるサルコペニア・フレイルの意義を考える

座長 堀口　明彦（ 藤田医科大学　医学部　消化器外科学、藤田医科大学ばんたね病院　外科）

　

EL	 外科治療におけるサルコペニア ・ フレイルの意義を考える

荒井　秀典（�国立研究開発法人国立長寿医療研究センター�

老年学・社会科学センター）
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シンポジウム

2 日目 6月 20 日（木） 8:10 ～ 10:00 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

シンポジウム 1　女性医師の活躍

座長 上坊　敏子（ JCHO 相模野病院　婦人科）

 中原さおり（ 日本赤十字社医療センター　小児外科）

　

S1-01	 外科医の 「マミートラック」 当事者から

中山　祥未（�順天堂大学　医学部　肝胆膵外科）

S1-02	 育児中の外科医の立場から見えたこと

野原　京子（�国立研究開発法人　国立国際医療研究センター）

S1-03	 女性小児外科医の働き方 ： これまでとこれから

新開　統子（�筑波大学　医学医療系　小児外科）

S1-04	 血管外科医としてキャリアアップするためには？

近藤　ゆか（�藤田医科大学ばんたね病院　外科）

S1-05	 女性外科医の活躍の場として 「日帰り手術」 の提案

川崎　篤史（�東京ヘルニア・日帰り手術センター　�

神楽坂 D.S. マイクリニック）

S1-06	 ワークライフバランス、 医局長としての目線

北折　珠央（�名古屋市立大学　医学部　産科婦人科学教室）

S1-07	 産婦人科女性医師の活躍のために～現状と課題～

宮城　悦子（�横浜市立大学附属病院）

S1-08	 女性外科医から始める働き方改革

石田　苑子（�神戸大学　食道胃腸外科）

S1-09	 久留米大学病院における女性医師支援の試み

守屋普久子（�久留米大学　医学部　病理学講座）

2 日目 6月 20 日（木） 10:00 ～ 11:50 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

シンポジウム 2　新専門医制度と修練

座長 吉崎　智一（ 金沢大学　医学系　耳鼻咽喉科・頭頸部外科）

 北川　雄光（ 慶應義塾大学　医学部　外科）

　

S2-01	 日本外科学会における新専門医制度への対応と運用上の問題点

平野　　聡（�北海道大学　大学院医学研究院　消化器外科学教室 II）

S2-02	 当院の外科領域における新専門医制度と修練に関して

小島　　豊（�順天堂大学　下部消化管外科）

S2-03	 地方にある大学の新外科専攻医増加の取り組み

調　　　憲（�群馬大学　総合外科学講座）

S2-04	 新専門医制度における形成外科専門研修プログラムの現状と課題

朝戸　裕貴（�獨協医科大学　医学部　形成外科学）
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S2-05	 新専門医制度と修練	耳鼻咽喉科

奥野　妙子（�三井記念病院　耳鼻咽喉科）

2 日目 6月 20 日（木） 14:30 ～ 16:20 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

シンポジウム 3　最新の画像技術と手術

座長 浦本　秀隆（ 金沢医科大学　呼吸器外科）

 大城　幸雄（ 東京医科大学茨城医療センター　消化器外科）

　

S3-01	 乳癌症例における術前 FDG-PET 検査による腋窩リンパ節転移の評価についての検討

福井　里佳（�医療法人豊和会　新札幌豊和会病院）

S3-02	 Radiomics を用いた大腸癌MRI， PET における腫瘍内 heterogeneity の解析と、 臨床的意義

工藤　道弘（�京都府立医科大学　外科学教室　消化器外科学部門）

S3-03	 3D-CT シミュレーションから超音波 3D 画像を用いたナビゲーションシステムの構築

下田　　貢（�東京医科大学茨城医療センター、消化器外科）

S3-04	 消化管がん手術における画像処理技術を用いた手術支援システムの開発と臨床応用

三澤　一成（�愛知県がんセンター　消化器外科）

S3-05	 3D 画像を利用した転移性肝癌に対する下大静脈、 肝静脈切除 ・再建を伴う肝切除の妥当性

矢澤　慶一（�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）

S3-06	 4K 映像伝送による遠隔チーム医療システムの開発 ：鏡視鏡下手術への応用可能性も含めて

南　　哲弥（�金沢医科大学　放射線医学）

S3-07	 3D 内視鏡システムを使用した胸部外科手術に関する検討

三村　剛史（�国立病院機構　呉医療センター・中国がんセンター　

呼吸器外科）

S3-08	 X 線動画像による低侵襲呼吸機能評価法の肺切除術への臨床応用

田村　昌也（�金沢大学　先進総合外科）

S3-09	 胸腔鏡手術術前の胸膜癒着や周囲臓器浸潤に関する 4D-CT による評価

中西　良一（�名古屋市立大学大学院医学研究科　病態外科学講座　

腫瘍・免疫外科学分野）

2 日目 6月 20 日（木） 8:10 ～ 10:30 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

シンポジウム 4　高齢者の手術

座長 滝口　伸浩（ 千葉県がんセンター　食道・胃腸外科）

 五嶋　孝博（ がん・感染症センター都立駒込病院　骨軟部腫瘍科）

　

S4-01	 当院における 85 歳以上の高齢者に対する A 型大動脈解離症例の検討

金澤　祐太（�群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科）

S4-02	 高齢者肺癌に対する肺切除術施行例の検討

西　　達矢（�久留米大学　医学部　外科学講座）

S4-03	 高齢者肺癌手術における免疫栄養指数の意義 -多施設共同研究結果と介入試験への展開 -

庄司　文裕（�九州医療センター　呼吸器外科）
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庄司　文裕（�九州医療センター　呼吸器外科）
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S4-04	 高齢者食道癌に対する手術成績からみた治療戦略

田中　優作（�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）

S4-05	 80 歳以上高齢者胃癌手術における周術期管理

岩崎　善毅（�イムス東京葛飾総合病院　外科）

S4-06	 Activity	of	daily	living	in	elderly	patients	undergoing	gastric	cancer	surgery.

鈴木　琴江（�静岡県立大学　看護学部）

S4-07	 高齢者における大腸癌治療選択の現状について

山野　智基（�兵庫医科大学　下部消化管外科）

S4-08	 高齢者大腸がんの治療成績および短期 ・長期成績から見たリスク ・ 予後規定因子の検索

長田　俊一（�大船中央病院　一般外科・消化器外科）

S4-09	 後期高齢者の炎症性腸疾患手術症例の検討

池内　浩基（�兵庫医科大学　炎症性腸疾患外科）

S4-10	 膵癌における高齢者手術の検討

鈴木　修司（�東京医科大学茨城医療センター　消化器外科）

S4-11	 高齢者の胆道癌に対する膵頭十二指腸切除の検討

高原　武志（�岩手医科大学　外科）

3 日目 6月 21 日（金） 8:10 ～ 10:00 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

シンポジウム 5　多科での協働と連携

座長 三輪　高喜（ 金沢医科大学　耳鼻咽喉科）

 関本　貢嗣（ 関西医科大学　外科学講座）

　

S5-01	 進行再発直腸癌に対する診療科連携手術

池田　正孝（�兵庫医科大学　外科学講座　下部消化管外科）

S5-02	 耳鼻咽喉科と脳神経外科が協働する内視鏡下経鼻的頭蓋底手術

小林　正佳（�三重大学　大学院医学系研究科　耳鼻咽喉・頭頸部外科）

S5-03	 他診療科とのチーム医療連携～鏡視下手術の工夫 ・マネジメント

上吉原光宏（�前橋赤十字病院　呼吸器病センター　呼吸器外科）

S5-04	 外科と産婦人科の腹腔鏡下同時手術の経験～他科との連携によるコラボレーション手術～

河合　要介（�豊橋市民病院　産婦人科）

S5-05	 当院における胃粘膜下腫瘍に対する多科での協働と連携

榎本　武治（�聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科）

S5-06	 腸官子宮内膜症手術 ：他科との連携

進士　誠一（�日本医科大学　消化器外科）

S5-07	 診療科横断的な十二指腸腫瘍性病変に対する低侵襲治療

柄田　智也（�富山県立中央病院　外科）

S5-08	 垂直方向優位に進展し、 腟壁浸潤を認めた直腸癌 3例に対する複数科連携診断治療の実践

濱村　憲佑（�順天堂大学練馬病院　産科・婦人科）

S5-09	 直腸切断術における下部消化管外科と形成外科との連携

茂木　陽子（�群馬大学医学部附属病院　外科診療センター　�

消化管外科）
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3 日目 6月 21 日（金） 10:00 ～ 11:50 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

シンポジウム 6　周術期の多職種連携

座長 中川　敬夫（ 金沢医科大学　リハビリテーション科学領域）

 太田惠一朗（ TKC 東京クリニック）

　

S6-01	 当院における周術期の多職種連携

塚田　　暁（�社会医療法人近森会　近森病院　外科）

S6-02	 劇症型溶連菌感染症に対する多職種連携

宮澤　　徹（�金沢医科大学　耳鼻咽喉科学）

S6-03	 口腔癌切除遊離皮弁再建症例の多職種連携による周術期管理

松永　和秀（�近畿大学奈良病院　歯科口腔外科）

S6-04	 後期高齢者に対する食道癌手術成績における多職種チーム介入の効果

遠藤　史隆（�岩手医科大学　医学部　外科学講座）

S6-05	 周術期におけるチーム医療 （上部消化管）

山田　和彦（�国立国際医療研究センター　外科）

S6-06	 周手術期における早期離床と社会復帰に向けた病棟看護師の役割

森　　公子（�金沢医科大学病院　看護部）

S6-07	 他職種連携によるニューロリハビリテーションの実践

石黒　幸治（�富山大学附属病院　リハビリテーション部）

S6-08	 周術期のリハビリテーションと多職種連携

宮越　浩一（�亀田総合病院　リハビリテーション科）


