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ワークショップ

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

ワークショップ 1　高難度手術チームの立ち上げ方

座長 小川　良雄（ 昭和大学　医学部　泌尿器科学講座）

 掛地　吉弘（ 神戸大学大学院　食道胃腸外科）

　

WS01-01	 当院における非開胸　縦隔鏡下食道切除術の導入

小川　雅子（�同愛記念病院　外科）

WS01-02	 肝胆膵外科学会高度技能専門医修練施設 B 認定への道程

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）

WS01-03	 肝移植周術期管理におけるチーム医療

小寺　由人（�東京女子医科大学　消化器外科）

WS01-04	 当科での肝移植の後継者の育成と肝胆膵領域内視鏡外科技術認定医獲得に向けた取り組み

大畠　慶直（�金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科学）

WS01-05	 ロボット支援下胃癌手術の導入と手技の定型化

吉村　文博（�福岡大学　医学部　消化器外科）

WS01-06	 当科における da	Vinci	胃がん手術の導入

石田　善敬（�兵庫医科大学　上部消化管外科）

WS01-07	 当科におけるロボット支援下手術の導入

岡澤　　裕（�順天堂大学　下部消化管外科）

WS01-08	 高難度手術チームの立ち上げ方～ロボット支援膀胱全摘除術， 体腔内尿路変向術の場合

古家　琢也（�岐阜大学　医学部　泌尿器科）

WS01-09	 横断的組織である低侵襲外科センターを基盤とした高難度手術のリスクマネージメント

本田　正史（�鳥取大学　医学部　器官制御外科学講座　�

腎泌尿器学分野）

2 日目 6月 20 日（木） 8:10 ～ 9:20 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

ワークショップ 2-1　骨転移癌の治療選択－多職種との連携－

座長 影近　謙治（ 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター）

 川口　真史（ 金沢医科大学　整形外科）

　

WS02-1-01	 がん時代の整形外科に求められる意識改革　―がんロコモを考える－

河野　博隆（�帝京大学　医学部）

WS02-1-02	 多職種連携による骨転移の治療

高橋　　満（�静岡県立静岡がんセンター　整形外科）

WS02-1-03	 転移性脊椎腫瘍リエゾン治療の確立と有用性

中西　一夫（�川崎医科大学　脊椎・災害整形外科）

WS02-1-04	 転移性脊椎腫瘍に対する局所根治的手術

村上　英樹（�名古屋市立大学　大学院医学研究科　整形外科）
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ワークショップ
WS02-1-05	 当院における骨転移患者さんに対するリハビリテーションの取り組みについて

太田　貴之（�金沢医科大学病院　医療技術部　心身機能回復技術部門　

リハビリテーションチーム）

WS02-1-06	 積極的な治療が困難な骨転移患者に、 何が出来るのかー作業療法士の立場からー

高田　尚美（�市立砺波総合病院　総合リハビリテーションセンター）

WS02-1-07	 骨転移診療における緩和ケアチームの役割

道渕　路子（�金沢医科大学病院　看護部）

2 日目 6月 20 日（木） 9:20 ～ 10:40 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

ワークショップ 2-2　骨転移癌の治療選択－キャンサーボードの運用について－

座長 川原　範夫（ 金沢医科大学　整形外科）

 髙木　辰哉（ 順天堂大学　整形外科・リハビリテーション科　緩和ケアセンター）

　

WS02-2-01	 骨転移の包括的診療

髙木　辰哉（�順天堂大学　整形外科・リハビリテーション科・�

緩和ケアセンター）

WS02-2-02	 骨転移キャンサーボードの役割とリハビリテーションの実際

篠田　裕介（�東京大学医学部付属病院　リハビリテーション科）

WS02-2-03	 骨転移登録システムによる骨転移がんの包括的コントロール

杉原　進介（�国立病院機構　四国がんセンター　�

骨軟部腫瘍・整形外科）

WS02-2-04	 脊椎転移に対する集学的治療は予後を延長させる

角谷賢一朗（�神戸大学大学院　整形外科）

WS02-2-05	 骨転移の放射線治療の役割

西村　哲夫（�静岡県立静岡がんセンター　�

放射線・陽子線治療センター）

WS02-2-06	 骨転移治療戦略における放射線治療の位置づけ

中村　直樹（�国立がん研究センター東病院　放射線治療科）

WS02-2-07	 転移性脊椎腫瘍による脊髄圧迫症候群に対する放射線治療の検討

的場　宗孝（�金沢医科大学　放射線科）

WS02-2-08	 放射線科 ・整形外科との連携を有する肺癌の骨転移の評価DWIBS とコストについて

薄田　勝男（�金沢医科大学　呼吸器外科学）

2 日目 6月 20 日（木） 10:30 ～ 11:50 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

ワークショップ 3　高齢化社会と救急医療

座長 和藤　幸弘（ 金沢医科大学　救急医学）

 畑田　　剛（ JA 豊田厚生病院　救急科）

　

WS03-01	 金沢医科大学病院における高齢者救急搬送の現状と問題点

和藤　幸弘（�金沢医科大学　医学部　医学科）
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WS03-02	 超高齢者社会における地域救急医療の課題と対応～医師会 ・病院 ・行政による制度改革

是永　大輔（�中津市立中津市民病院）

WS03-03	 高齢化社会における救急現場の現状と課題

平松　秀庸（�内灘町消防本部　内灘町消防署　警防担当）

WS03-04	 緊急入院を繰り返す高齢認知症患者をかかえる家族への退院支援

虎本三佳恵（�金沢医科大学病院　看護部）

WS03-05	 当科の救急医療における高齢者の嚥下障害の現状について

上田　正射（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

WS03-06	 高齢 （75 歳以上） 急性腹症への対応 ：外科－内科の連携、 統合による解決

森脇　義弘（�雲南市立病院　外科）

WS03-07	 85 歳以上高齢者腹部緊急手術症例の現況と問題点

日高　英二（�相模原協同病院　外科）

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

ワークショップ 4　がんゲノム医療を外科に

座長 沖　　英次（ 九州大学大学院　消化器・総合外科（第二外科））

　

WS04-01	 肺癌におけるがんゲノム医療の展望と外科的処置の介入による組織量確保の重要性

本野　　望（�金沢医科大学　呼吸器外科）

WS04-02	 当院における切除不能進行再発大腸癌に対する conversion	surgery と長期生存例について

久保　信英（�福岡市民病院　外科）

WS04-03	 BRAF/MEK 阻害薬にて PR となり、 根治手術をしえた直腸肛門部悪性黒色腫の 1例

青木　希望（�福井大学　医学部　第一外科）

WS04-04	 MSI	high の再発子宮体癌に対して、 免疫チェックポイント阻害剤を使用した 1例

寺尾　泰久（�順天堂大学　産婦人科）

WS04-05	 CDK4/6 阻害薬、 トルバプタンが有効であった難治性腹水を伴う進行乳癌の 1例

横井　繁周（�福井大学　医学部　第 1外科）

WS04-06	 転移巣にて HER2 陽転化を認め、 抗 HER2 療法がくりかえし奏効した転移性乳癌の 1例

北澤　　舞（�岐阜大学　腫瘍外科）

2 日目 6月 20 日（木） 8:10 ～ 10:00 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

ワークショップ 5　周術期の栄養療法

座長 石井　　要（ 公立松任石川中央病院　外科）

 福島　亮治（ 帝京大学　医学部　外科学講座）

　

WS05-01	 胃癌周術期の栄養管理

吉川　貴己（�国立がん研究センター中央病院　胃外科）

WS05-02	 胃切除における周術期体組成変化と術後化学療法との関連

鈴木　和臣（�東京女子医科大学病院　消化器一般外科）

WS05-03	 胃切除後の体重減少に対する経口栄養剤の服薬率向上を目指した多職種による介入と効果

木村　　豊（�近畿大学　外科）
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WS05-04	 胃癌術後早期の栄養介入の意義に関するランダム化比較試験 （KSES-001 試験） の長期成績

今村　博司（�市立豊中病院　外科）

WS05-05	 当院における StageIV 食道癌の栄養法に関する検討

鈴木　悠介（�帝京大学医学部付属病院　外科）

WS05-06	 大腸癌における術前アルブミン ・ グロブリン比の栄養評価指標としての意義

毛利　靖彦（�三重県立総合医療センター　外科）

WS05-07	 栄養状態不良の大腸癌患者への免疫経腸栄養剤による栄養介入

井原　啓佑（�獨協医科大学　第一外科）

WS05-08	 栄養提供量から NST 活動を評価する

金森　恵佑（�金沢医科大学病院　栄養部）

WS05-09	 周術期の重症患者に対する Beyond	Nutrition としてのグルタミン ・ BCAA 療法の有用性

宮下　知治（�金沢大学病院　消化器・腫瘍・再生外科）

3 日目 6月 21 日（金） 8:10 ～ 9:30 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

ワークショップ 6　医工連携－ AI・ICT を活用した医療・看護のパラダイムシフト－

座長 紺家千津子（ 石川県立看護大学　看護学部　成人看護学）

 林　　秀樹（ 千葉大学　フロンティア医工学センター）

　

WS06-01	 ICT を活用したストーマケアの遠隔支援看護の現状

紺家千津子（�石川県立看護大学　看護学部　成人看護学）

WS06-02	 ICT を利用した看護支援により訪問看護ステーションのストーマ管理力向上を図る

南部　清美（�福井県医療生活協同組合　光陽訪問看護ステーション）

WS06-03	 医療安全に関する AI 活用と新たなアラートシステム構築

池本　哲也（�徳島大学　消化器・移植外科）

WS06-04	 当院における遠隔術中迅速病理診断の経験

梅田　　豊（�総合東京病院　臨床検査科）

WS06-05	 3D モニターが手術操作にもたらす影響に関する術者技術レベルごとの検討

原田　　仁（�聖隷三方原病院　外科）

WS06-06	 手術室におけるパラダイムシフト ： IoT を用いた手技可視化の可能性

中島　清一（�大阪大学　次世代内視鏡治療学）

WS06-07	 医工連携による機器の開発　AI ・ ICT の活用による医療イノベーションを目指して

植木　　賢（�鳥取大学医学部附属病院　�

新規医療研究推進センター）

WS06-08	 機械学習を用いた胃癌のリンパ節転移予測 ・診断へ向けた検討

林　　秀樹（�千葉大学　フロンティア医工学センター）
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3 日目 6月 21 日（金） 9:30 ～ 10:40 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

ワークショップ 7　Comfortable な医療へとつなぐ、外科医と特定看護師の協働

座長 紺家千津子（ 石川県立看護大学　看護学部　成人看護学）

 瀬下　明良（ 東京医科大学　消化器・小児外科）

　

WS07-01	 特定行為研修を受講して

香谷　　泉（�金沢医科大学病院　看護部）

WS07-02	 急性期病院における外科医と特定看護師の協働

高嶋　吉浩（�福井県済生会病院　外科）

WS07-03	 患者に優しく親切な医療を提供する外科医と特定看護師の協働

山中　英治（�若草第一病院　外科）

WS07-04	 金沢医科大学病院における創傷治療の実際

岸邊　美幸（�金沢医科大学　形成外科）

WS07-05	 医師と訪問看護ステーション所属の特定看護師による創傷協働管理の始動

平岡　淳子（�済生会金沢訪問看護ステーション）

WS07-06	 特定看護師の活動と挑戦！

渡邊　朋子（�社会医療法人　岡本病院（財団）　京都岡本記念病院　

看護部）

WS07-07	 脳神経外科領域における診療看護師の役割～	栃木県北部における活動の現状報告	～

島田　知子（�国際医療福祉大学病院　診療看護師）

3 日目 6月 21 日（金） 15:30 ～ 16:30 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

ワークショップ 8　術後早期離床とリハビリテーションの効果

座長 影近　謙治（ 富山県リハビリテーション病院・こども支援センター）

　

WS08-01	 安全な周術期管理を目指して～専任リハビリテーション専門職による早期離床の取り組み

藤吉　健史（�市立砺波総合病院　総合リハビリテーションセンター　

呼吸療法係）

WS08-02	 当院における周術期リハビリテーションの取り組み

前田　勝也（�金沢医科大学病院　医療技術部　心身機能回復技術部門　

リハビリチーム）

WS08-03	 当院における各術後疾患の離床の試みとリハビリテーションの効果

北出　一平（�福井大学医学部附属病院　リハビリテーション部）

WS08-04	 術後の早期離床への取り組み　～離床プロトコルの見直しを通して～

宮本　朋子（�社会福祉法人恩賜財団　済生会熊本病院　6東病棟）
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3 日目 6月 21 日（金） 9:10 ～ 10:30 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

ワークショップ 9　開腹手術をいかす

座長 佐野　　武（ 公益財団法人がん研究会有明病院）

　

WS09-01	 開腹手術だからこそできることを継承するために

落合　秀人（�磐田市立総合病院　消化器外科）

WS09-02	 泌尿器科における術者トレーニング

北村　　寛（�富山大学大学院　医学薬学研究部　腎泌尿器科学講座）

WS09-03	 腹膜播種， 腹膜偽粘液腫に対する開腹法High-temperature	HIPEC

片山　寛次（�福井大学　医学部　がん専門医育成推進講座）

WS09-04	 腹膜播種陽性胃癌に対する腹腔内化学療法奏効後胃切除

石神　浩徳（�東京大学　外来化学療法部）

WS09-05	 胃がん開腹手術をいかす

福永　　哲（�順天堂大学　消化器・低侵襲外科）

WS09-06	 後期研修医による開腹手術修練―小開腹手術と腹腔鏡補助下切除

椿　　昌裕（�友愛記念病院　外科）

WS09-07	 腹腔鏡下から教えられた stay	suture 法と rTP による開腹肝切除

片桐　　聡（�東京女子医科大学附属八千代医療センター　消化器外科）

WS09-08	 直腸癌手術におけるモダリティーの選択～開腹 ・腹腔鏡 ・ ロボット～

山口　智弘（�がん研究会有明病院　消化器センター　大腸外科）

3 日目 6月 21 日（金） 15:00 ～ 16:40 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

ワークショップ 10　術前化学療法の意義

座長 辻　　裕之（ 金沢医科大学　頭頸部外科学）

 藤谷　和正（ 大阪急性期・総合医療センター　消化器外科）

　

WS10-01	 進行下咽頭癌に対する導入化学療法の意義

小野　剛治（�久留米大学　医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学講座）

WS10-02	 Stage	IV 胃癌に対する外科的治療戦略

山口　和也（�岐阜大学　腫瘍外科）

WS10-03	 局所進行胃癌患者における術前 Docetaxel ＋ S-1 併用化学療法の有用性

小坂　隆司（�横浜市立大学　医学部　消化器・腫瘍外科）

WS10-04	 当科における切除可能胃癌に対する胃癌術前化学療法の検討

廣野　靖夫（�福井大学　医学部　第一外科）

WS10-05	 岐阜大学における肝転移を伴う胃癌に対する conversion	therapy の治療成績

安福　　至（�岐阜大学　腫瘍外科）

WS10-06	 局所進行下部直腸癌に対する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）

WS10-07	 局所進行下部直腸癌に対する術前化学療法症例の予後予測因子について

田中　　綾（�名古屋大学　大学院医学系研究科　腫瘍外科）
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WS10-08	 局所進行下部直腸癌に対する化学療法併用、 術前短期放射線療法の前向き 2相試験

別府　直仁（�兵庫医科大学　下部消化管外科）

WS10-09	 大腸癌肝転移に対する術前化学療法の組織学的評価について

久下　　亨（�久留米大学　医学部　外科）

WS10-10	 局所進行肝細胞癌に対する New	FP 療法を用いた術前化学療法

後藤　祐一（�久留米大学　外科学講座　肝胆膵外科部門）

WS10-11	 切除可能膵癌に対する術前化学療法の意義と早期再発因子の検討

田島　秀浩（�金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科学）


