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パネルディスカッション

2 日目 6月 20 日（木） 16:20 ～ 18:10 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

パネルディスカッション 1　IVR と外科との協働

座長 南　　哲弥（ 金沢医科大学　放射線医学）

 竹内　義人（ 市立福知山市民病院　放射線科）

　

PD01-01	 膵頭十二指腸切除後腹腔内膿瘍に対する CT ガイド下ドレナージ

杉浦　禎一（�静岡がんセンター　肝胆膵外科）

PD01-02	 肝胆膵手術治療における IVR 医との協働

安保　義恭（�医療法人渓仁会　手稲渓仁会病院　外科）

PD01-03	 外科医との協働～ IVR 医の立場より

児玉　芳尚（�手稲渓仁会病院　放射線診断科）

PD01-04	 術後に肝動脈にカバードステントを留置した 3例

青木　竜也（�金沢大学　消化器腫瘍再生外科）

PD01-05	 膵癌術後出血に対するカバードステント留置後の残存仮性瘤に対し塞栓術を施行した一例

塚田　実郎（�日本大学　医学部　放射線科）

PD01-06	 生体肝移植後の早期肝動脈狭窄に対して血管内治療が奏効した 2例

内野　馨博（�久留米大学　外科学講座　肝胆膵外科部門）

PD01-07	 術前 IVR と術中 ICG蛍光法により救命 ・良好なQOLを維持できた上腸間膜動脈血栓症の 1名

今井　健晴（�岐阜大学　腫瘍外科）

PD01-08	 術後に右結腸動脈からの出血を来した巨大鼠径ヘルニアの 1例

惟康　良平（�市立島田市民病院　外科）

座長発言	 	 南　　哲弥（�金沢医科大学　放射線医学）

2 日目 6月 20 日（木） 14:30 ～ 16:20 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

パネルディスカッション 2　骨盤臓器脱に対する臓器横断的チームアプローチ

座長 笹川　寿之（ 金沢医科大学　産科婦人科学）

 後藤　百万（ 名古屋大学　大学院医学系研究科　泌尿器科学）

　

PD02-01	 完全直腸脱に対する腹腔鏡下縫合直腸固定術 （reduced	port	surgery） の検討

岡本　欣也（�東京山手メディカルセンター　大腸肛門病センター）

PD02-02	 POP 合併直腸脱に対する一期手術の現状

田畑　　敏（�市立砺波総合病院　大腸・肛門外科）

PD02-03	 婦人科 ・泌尿器科 ・肛門科 ・外科が協力して行う骨盤臓器脱の治療

堀　　孝吏（�寺田病院　外科）

PD02-04	 当院における完全直腸脱を伴う骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下手術の工夫

相馬　大人（�大阪中央病院　外科）

PD02-05	 骨盤臓器脱診療におけるウロギネセンターの役割

三輪　好生（�岐阜赤十字病院　ウロギネセンター）
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パネルディスカッション
PD02-06	 骨盤臓器脱 POP に対する新たな試み－CTZ 修復法と子宮円靱帯膣固定法－

伊熊健一郎（�淀川キリスト教病院　産婦人科）

PD02-07	 腹圧性尿失禁改善のための骨盤臓器脱手術と中部尿道スリング手術

古山　将康（�大阪市立大学　大学院医学研究科　女性生涯医学）

PD02-08	 複数診療科が関わる骨盤臓器脱の治療

巴　ひかる（�東京女子医科大学東医療センター　泌尿器科　�

骨盤底機能再建診療部）

PD02-09	 複数診療科に関わる骨盤臓器脱診療の落とし穴

加藤久美子（�名古屋第一赤十字病院　女性泌尿器科）

2 日目 6月 20 日（木） 17:00 ～ 18:00 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

パネルディスカッション 3　大腸癌以外の転移性肝癌の手術治療

座長 吉田　　寛（ 日本医科大学　消化器外科）

　

PD03-01	 乳癌術後長期経過後の孤立性肝転移に対して腹腔鏡下肝部分切除術を施行した一例

木村　　拓（�岩手医科大学　医学部　外科学講座）

PD03-02	 当科における転移性肝腫瘍を有する根治切除不能胃癌に対する治療成績

伊藤　徹哉（�埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科）

PD03-03	 当科における胃癌肝転移切除症例の検討

太田　徹哉（�国立病院機構　岡山医療センター　外科）

PD03-04	 大腸癌以外を原発巣に持つ転移性肝腫瘍切除症例の検討

林　　泰寛（�富山県立中央病院　外科）

PD03-05	 非大腸癌非内分泌腫瘍肝転移切除後の予後と Adam のリスクスコアの検証

竹村　信行（�国立国際医療研究センター　肝胆膵外科）

2 日目 6月 20 日（木） 14:30 ～ 16:20 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

パネルディスカッション 4　希少がん診療の現状

座長 元雄　良治（ 金沢医科大学　腫瘍内科学）

 川井　　章（ 国立がん研究センター中央病院　骨軟部腫瘍・リハビリテーション科　 

希少がんセンター）

　

PD04-01	 希少がんの課題と始まった希少がん対策

川井　　章（�国立がん研究センター中央病院　�

骨軟部腫瘍・リハビリテーション科　希少がんセンター）

PD04-02	 腫瘍内科から見た希少がん

高橋　俊二（�がん研有明病院　総合腫瘍科）

PD04-03	 小腸癌 （空 ・回腸癌） におけるマイクロサテライト不安定性の検討

鈴木　興秀（�埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科）

PD04-04	 原発性小腸癌の臨床病理学的検討

吉岡　康多（�近畿大学　医学部　外科）
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PD04-05	 直腸 NETs に対する内視鏡治療 “ESD	with	myectomy”

本庄　薫平（�順天堂大学　下部消化管外科）

PD04-06	 後腹膜脂肪肉腫の手術成績と再発リスクの検討

所　　忠男（�近畿大学病院　外科）

PD04-07	 当院で経験した退形成性膵管癌の 4例

岩間　英明（�兵庫医科大学　外科学講座　肝胆膵外科）

2 日目 6月 20 日（木） 10:00 ～ 11:50 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

パネルディスカッション 5　外科と腫瘍循環器学　－静脈性血栓塞栓症（VTE）ー

座長 佐藤　豊実（ 筑波大学　医学医療系　産科婦人科学）

 太田　哲生（ 金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科）

　

PD05-01	 婦人科悪性腫瘍周術期の症候性 VTE 予防の試み

佐藤　豊実（�筑波大学　医学医療系　産科婦人科学）

PD05-02	 消化器外科領域における VTE 一次予防と二次予防

池田　正孝（�兵庫医科大学　外科学講座　下部消化管外科）

PD05-03	 消化器がん患者における血栓塞栓症発症の現状

吉田陽一郎（�福岡大学　医学部　消化器外科）

PD05-04	 がん患者における静脈血栓塞栓症 （VTE）

畑　　泰司（�関西労災病院　外科）

PD05-05	 がん患者における静脈性血栓塞栓症の管理

内田　尚孝（�松江市立病院　乳腺・内分泌・血管・胸部外科）

PD05-06	 術前精査で見つかった無症候性小静脈血栓塞栓症に対する対応と治療期間

長谷川祐三（�千葉県がんセンター　脳神経外科）

PD05-07	 CAT 症例の検討と今後の課題及び提案

町田雄一郎（�金沢医科大学氷見市民病院　胸部心臓血管外科）

PD05-08	 がん関連血栓症に対する DOAC の可能性とその限界

小板橋紀通（�群馬大学医学部附属病院　循環器内科）

2 日目 6月 20 日（木） 14:30 ～ 16:20 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

パネルディスカッション 6　AYA 世代の外科

座長 田口　智章（ 九州大学　大学院医学研究院　小児外科学分野）

 古谷　健一（ 防衛医科大学校　名誉教授、同　産婦人科学講座）

　

PD06-01	 大学病院小児外科における 15 歳以上の手術症例の検討

古橋　七海（�東京女子医科大学　小児外科）

PD06-02	 AYA 世代の外鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア根治術 ； LPEC 法の工夫

浦尾　正彦（�順天堂大学附属練馬病院　小児外科）

PD06-03	 AYA 世代の外鼠径ヘルニアに対する LPEC 法の適応および妥当性

石橋　広樹（�徳島大学病院　小児外科・小児内視鏡外科）
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PD06-04	 AYA 世代の鼠径ヘルニア手術	―	単純高位結紮で治るのか？

諸冨　嘉樹（�北野病院　小児外科）

PD06-05	 AYA 世代の消化器外科手術症例の検討

池永　雅一（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

PD06-06	 家族性大腸腺腫症の AYA世代女性患者における結婚 ・出産に関する検討

近谷　賢一（�埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科）

PD06-07	 AYA 世代のがん―医療 ・支援の課題と展望―

清水千佳子（�国立研究開発法人　国立国際医療研究センター　�

乳腺腫瘍内科）

2 日目 6月 20 日（木） 16:20 ～ 17:20 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

パネルディスカッション 7　働く世代の外科

座長 龍澤　泰彦（ 石川県済生会金沢病院　外科）

　

PD07-01	 炎症性腸疾患に合併する発癌症例の現状とサポート

池内　浩基（�兵庫医科大学　炎症性腸疾患外科）

PD07-02	 働く世代のがん治療と仕事の両立支援　～多職種で支援する研究と実践～

橋本久美子（�聖路加国際病院　相談支援センター）

PD07-03	 東海地区でのがん就労を考える会の活動～考えよう、 広げよう、 繋げよう、 がん就労～

赤羽　和久（�赤羽乳腺クリニック）

PD07-04	 働く世代へのがん対策　～院内連携と院外連携～

池永　雅一（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

PD07-05	 当院におけるがん患者への就労支援

宗本　義則（�福井県済生会病院）

2 日目 6月 20 日（木） 10:00 ～ 11:50 第 6 会場 ( ホテル金沢 4階　エメラルド B)

パネルディスカッション 8　手術と NPWT（陰圧閉鎖療法）

座長 島田　賢一（ 金沢医科大学　形成外科学）

 池内　浩基（ 兵庫医科大学　炎症性腸疾患学講座外科）

　

PD08-01	 炎症性腸疾患に対し、 直腸切断後に会陰創陰圧閉鎖療法を施行した症例の検討

桑原　隆一（�兵庫医科大学　炎症性腸疾患外科）

PD08-02	 NPWT を消化器外科と産婦人科の連携に活かす

柏﨑　正樹（�国家公務員共済組合連合会��大手前病院��消化器外科）

PD08-03	 演題取り下げ

PD08-04	 当科における心臓血管外科領域での NPWT の使用経験

丸山　隆史（�手稲渓仁会病院　心臓血管外科）

PD08-05	 当科における non-SSI	NPWT の功績と課題

板倉　弘明（�市立東大阪医療センター　消化器外科）
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PD08-06	 NPWT の適用とその応用―形成外科から―

榊原　俊介（�兵庫県立がんセンター　形成外科）

PD08-07	 整形外科領域の NPWT使用と NPWT-id の可能性

村上　啓司（�京都岡本記念病院）

PD08-08	 NPWT行為への特定看護師の関わり－チーム医療の必要性－

島田　賢一（�金沢医科大学　形成外科学）

3 日目 6月 21 日（金） 14:00 ～ 15:40 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

パネルディスカッション 9　外科とサルコペニア・フレイル

座長 海堀　昌樹（ 関西医科大学　外科学講座）

 田中　肖吾（ 大阪市立大学　肝胆膵外科学）

　

PD09-01	 術前骨格筋脂肪化の肝癌術後生存へ及ぼす影響　～筋肉量を増やすべきか質の改善か～

海堀　昌樹（�関西医科大学　外科学講座）

PD09-02	 胃癌手術におけるサルコペニアの意義と対策

山本　和義（�大阪国際がんセンター　消化器外科）

PD09-03	 膵癌 ・胆道癌切除症例におけるサルコペニアの意義

奥村　晋也（�市立長浜病院　外科）

PD09-04	 食道癌の治療成績向上に向けた有害事象 ・サルコペニア対策

岡本　浩一（�金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科）

PD09-05	 大腸癌とサルコペニア

野口　忠昭（�大腸肛門病センター　高野病院　外科）

PD09-06	 高齢者の胃癌切除における CONUT	score によるフレイル判定の有用性

杉田　　裕（�神戸大学大学院　食道胃腸外科）

PD09-07	 胃癌患者のサルコペニアに関与する血漿microRNA の同定とその分子動態の解析

木内　　純（�京都府立医科大学　消化器外科）

PD09-08	 胃癌手術患者における予後と大腰筋断面積術後変化との相関

金沢　義一（�日本医科大学付属病院　消化器外科）

3 日目 6月 21 日（金） 10:40 ～ 11:50 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

パネルディスカッション 10　患者ファーストのストーマ作成と管理

座長 髙橋　孝夫（ 岐阜大学　腫瘍外科）

 紺家千津子（ 石川県立看護大学　看護学部　成人看護学）

　

PD10-01	 ABCD-Stoma® ケアによるストーマ周囲皮膚障害におけるスキンケアの質保証

小西　千枝（�神戸市立西神戸医療センター）

PD10-02	 当科における直腸癌に対する diverting	stoma 造設後の術後イレウスの検討

緒方　　傑（�久留米大学病院　外科学講座）

PD10-03	 当院におけるストマ造設 ・管理の取り組み

野間　淳之（�日本赤十字社和歌山医療センター）
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金沢　義一（�日本医科大学付属病院　消化器外科）
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座長 髙橋　孝夫（ 岐阜大学　腫瘍外科）
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PD10-01	 ABCD-Stoma® ケアによるストーマ周囲皮膚障害におけるスキンケアの質保証

小西　千枝（�神戸市立西神戸医療センター）
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PD10-04	 当科におけるストーマ造設と管理について

廣　純一郎（�三重大学　医学部　消化管小児外科）

PD10-05	 直腸癌手術における Diverting	Stoma としての回腸 stoma と結腸 stoma の比較

藤田　秀人（�金沢医科大学　一般・消化器外科）

PD10-06	 ストーマ合併症予防を念頭においたストーマ造設術とストーマ閉鎖術

髙橋　孝夫（�岐阜大学　腫瘍外科）

3 日目 6月 21 日（金） 14:50 ～ 16:40 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

パネルディスカッション 11　Oncoplastic surgery

座長 島田　賢一（ 金沢医科大学　形成外科学）

 野口　昌邦（ 金沢医科大学　乳腺・内分泌外科）

　

PD11-01	 Oncoplastic	breast	surgery	における形成外科の関わり

淺野　裕子（�亀田総合病院　乳腺センター）

PD11-02	 自家組織を用いた温存術後と全摘後の乳房再建

佐武　利彦（�横浜市立大学附属市民総合医療センター　形成外科）

PD11-03	 Oncoplastic	surgery を前提とした乳房部分切除術と乳房切除術の選択基準について

冨田　興一（�大阪大学　医学部　形成外科）

PD11-04	 腋窩小切開のみによる乳腺内視鏡手術での標準的乳房形成術

山下　浩二（�国際医療福祉大学　医学部　乳腺外科）

PD11-05	 整容性を考慮した乳房温存手術＜Oncoplastic	breast	surgery ＞の経験

喜島　祐子（�藤田医科大学　一般外科・乳腺外科）

PD11-06	 患者の QOL を考えた乳癌手術

小川　朋子（�三重大学　医学部　乳腺外科）

3 日目 6月 21 日（金） 8:10 ～ 9:10 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

パネルディスカッション 12　静脈内留置カテーテル感染防止対策

座長 井上　善文（ 大阪大学国際医工情報センター　栄養ディバイス未来医工学共同研究部門）

 飯沼　由嗣（ 金沢医科大学　臨床感染症学）

　

PD12-01	 静脈内留置カテーテル感染の診断と治療

長尾　美紀（�京都大学医学部附属病院　検査部・感染制御部）

PD12-02	 静脈内留置カテーテル関連感染防止対策　挿入するなら徹底した衛生管理を！

野田　洋子（�金沢医科大学病院　医療安全部　感染制御室）

PD12-03	 末梢静脈栄養と感染管理

名徳　倫明（�大阪大谷大学　薬学部　実践医療薬学講座）

PD12-04	 当院における末梢挿入型中心静脈カテーテル （PICC） の現状

目黒　英二（�函館五稜郭病院　臨床検査科）

PD12-05	 中心静脈カテーテル留置 ・管理におけるカテーテル関連血流感染の検討

野呂　浩史（�独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）　�

大阪病院　外科）


