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3 日目 6月 21 日（金） 12:00 ～ 12:50 第 1 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム B)

ランチョンセミナー 5　上部胃がん手術～郭清・再建～

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長 加治　正英（ 富山県立中央病院）

　

LS5-1	

角谷　慎一（�石川県立中央病院）

LS5-2	

山下　好人（�日本赤十字社和歌山医療センター）

3 日目 6月 21 日（金） 12:00 ～ 12:50 第 2 会場 ( ホテル金沢 2階　ダイヤモンドルーム C)

ランチョンセミナー 6　新たな検査法である MSI 検査の重要性　～ TFTD を絡めて～

共催：大鵬薬品工業株式会社

座長 五井　孝憲（ 福井大学医学部　第一外科　教授）

　

LS6	

辻　　国広（�石川県立中央病院　腫瘍内科　医長）
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一般口演

2 日目 6月 20 日（木） 10:40 ～ 11:15 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

一般口演 1　虫垂

座長 太田　　竜（ 日本医科大学　消化器外科）

　

O01-01	 虫垂粘液嚢腫に対して腹腔鏡下回盲部切除術を施行した 1例

谷　　公孝（�東京女子医科大学　消化器・一般外科）

O01-02	 腹腔鏡下虫垂切除術を施行した Low-grade	appendiceal	mucinous	neoplasm の 1	例

伊藤　慎吾（�川崎幸病院　外科）

O01-03	 腹腔鏡下虫垂切除術後に回結腸動脈仮性動脈瘤破裂をきたした 1例

高島　順平（�帝京大学医学部附属溝口病院　外科）

O01-04	 膿瘍形成性虫垂炎に対する interval	appendectomy 後に虫垂癌と診断された 1例

貝崎　亮二（�大阪市立十三市民病院　外科）

O01-05	 当科における急性虫垂炎の治療方針

中山　　啓（�富山市立富山市民病院　外科）

2 日目 6月 20 日（木） 11:15 ～ 12:00 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

一般口演 2　大腸１　良性・リスク

座長 河原秀次郎（ 国立病院機構　西崎玉中央病院　外科）

　

O02-01	 腸管壊死を伴い緊急手術を施行した盲腸捻転症の 1例

呉　　一眞（�越谷市立病院）

O02-02	 回盲部腸重積症に対し単孔式腹腔鏡下手術を施行した 5例の検討

東　　大輔（�順天堂大学医学部附属浦安病院　　消化器外科）

O02-03	 大腸憩室炎における待機的手術および腹腔鏡手術の有用性

大垣　吉平（�公立学校共済組合　九州中央病院　外科）

O02-04	 慢性関節リウマチ経過中に大腸穿孔をきたした 1例

小野　龍宣（�聖マリアンナ医科大学東横病院　消化器病センター）

O02-05	 大腸癌切除例における縫合不全危険因子

今岡　裕基（�三重県立総合医療センター　外科）

O02-06	 当科における Stage	II 大腸癌の再発ハイリスク因子の検討

隈元　謙介（�香川大学　医学部　消化器外科）
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2 日目 6月 20 日（木） 16:20 ～ 17:00 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

一般口演 3　泌尿器・生殖器

座長 本郷　淳司（ 川崎医科大学　産婦人科学 2）

　

O03-01	 腹腔鏡下ドナー腎採取術における完全腹腔鏡手術とハンドアシスト手術の比較

角田　洋一（�東京女子医科大学　泌尿器科）

O03-02	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術後早期造影CTの意義についての検証

池田　敬至（�東京女子医科大学　泌尿器科）

O03-03	 当院における腎腫瘍に対する経皮的腎凍結療法の治療成績

田中　晴郎（�東京慈恵会医科大学附属柏病院　泌尿器科）

O03-04	 当院における腹腔鏡下広汎子宮全摘術の手術成績について

川合　貴幸（�越谷市立病院　産婦人科）

O03-05	 画像診断にて仙骨前面嚢胞性腫瘤との鑑別が困難であった傍卵巣嚢腫の 1例

寺井　志郎（�金沢大学附属病院　消化器・腫瘍・再生外科学）

2 日目 6月 20 日（木） 17:20 ～ 18:05 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

一般口演 4　大腸２　結腸・その他

座長 河合　雅也（ 順天堂大学　下部消化管外科）

　

O04-01	 右側結腸癌に対する頭側アプローチを用いた単孔式腹腔鏡下手術手技の工夫

平崎　憲範（�福井赤十字病院　外科）

O04-02	 治癒切除不可な大腸癌同時性腹膜播種症例に対する原発巣切除の臨床的意義

佐藤　美信（�藤田医科大学病院　総合消化器外科）

O04-03	 閉塞性大腸炎を合併し術前化学療法後に根治切除を施行した直腸癌の 1例

辻尾　　元（�社会医療法人生長会　府中病院　外科センター）

O04-04	 閉塞性大腸癌に対するステント治療の有効性の検討

鶴間　哲弘（�JR 札幌病院　外科）

O04-05	 当科における閉塞性大腸癌症例の検討

井上　博之（�京都府立医科大学　消化器外科）

O04-06	 S 状結腸癌術後にポートサイトに発症した Schloffer 腫瘤の 1例

古市　ゆみ（�香川大学　消化器外科）

2 日目 6月 20 日（木） 17:20 ～ 17:55 第 5 会場 ( ホテル金沢 4階　藤 )

一般口演 5　胸部・縦郭

座長 境　　雄大（ 弘前大学　大学院医学研究科　胸部心臓血管外科学講座）

　

O05-01	 原発性肺癌手術時に発見された心膜欠損症の 1例

境　　雄大（�弘前大学　大学院医学研究科　胸部心臓血管外科学講座）
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O05-02	 胸膜癒着剤としてのタルクの作用機序に関する検討

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）

O05-03	 Y グラフト脚閉塞に対するハイブリッド血行再建の経験

松元　　崇（�飯塚病院　心臓血管外科）

O05-04	 右心系に伸展した婦人科腫瘍によって失神を生じた 1例

森下　寛之（�群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科）

O05-05	 当院における Micronodular	thymoma	with	lymphoid	stroma の切除例の検討

大岩　加奈（�東海大学　医学部　外科学系　呼吸器外科学）

2 日目 6月 20 日（木） 17:00 ～ 18:00 第 6 会場 ( ホテル金沢 4階　エメラルド B)

一般口演 6　小腸

座長 松田　圭二（ 帝京大学　医学部　外科）

　

O06-01	 術中偶発的に発見された小腸真性憩室に対し， 小腸部分切除術を施行した一例

鈴木　幹人（�日本医科大学多摩永山病院　消化器・乳腺・一般外科）

O06-02	 腹腔鏡補助下に切除した経口避妊薬に起因した上腸間膜静脈血栓症による回腸壊死の 1例

松井田　元（�福島赤十字病院　外科）

O06-03	 小腸間膜から発生した巨大GIST の 1 例

江口　祐輝（�名古屋市立東部医療センター）

O06-04	 ペムブロリズマブ治療中に肺癌の小腸転移が被覆穿孔した 1例

土谷　祐樹（�順天堂大学　下部消化管外科）

O06-05	 穿孔性腹膜炎を機に診断された腎細胞癌小腸転移の一例

伊藤　浩平（�函館五稜郭病院　外科）

O06-06	 腎癌術後小腸転移による腸重積症に対し単孔式腹腔鏡下小腸部分切除術を施行した 1例

小林　敏樹（�静岡市立静岡病院　外科・消化器外科）

O06-07	 診断に難渋した慢性骨髄性白血病を背景とする小腸髄外増殖性腫瘍の一例

崎村　祐介（�石川県立中央病院　消化器外科）

O06-08	 化学療法が奏功した後腹膜脂肪肉腫の 1例

宮平　　工（�社会医療法人かりゆし会　ハートライフ病院　外科）

3 日目 6月 21 日（金） 14:00 ～ 14:50 第 3 会場 ( ホテル金沢 2階　扇 )

一般口演 7　乳腺

座長 岡本　高宏（ 東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

　

O07-01	 アラフィフ乳腺外科医のワークライフバランス。 おっさん外科医を活かすには。

粉川　庸三（�白浜はまゆう病院　乳腺外科）

O07-02	 StageIV 男性乳癌の 1例

野口　美樹（�金沢医科大学　乳腺・内分泌外科）

O07-03	 当院における人工物による乳房再建症例の合併症の検討について

江副　京理（�札幌道都病院　形成外科）
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O07-04	 乳房再建を行った乳腺境界悪性葉状腫瘍の 1例

森岡　絵美（�金沢医科大学病院　乳腺・内分泌外科）

O07-05	 乳癌化学療法における Pegfilgrastim 使用例の後方視的検討

飯田優理香（�高岡市民病院　外科）

O07-06	 多発骨転移を伴う閉経前乳癌に対しタモキシフェン単独投与が奏効している一例

小川　雅彰（�かづの厚生病院　外科）

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

一般口演 8　食道・胃１　診断・病態

座長 小川　雅子（ 同愛記念病院　外科）

　

O08-01	 食道癌手術例における重複癌の現状

稲津　大輝（�大阪市立大学大学院　消化器外科）

O08-02	 食道神経内分泌癌の 1例

吉岡裕一郎（�名古屋第一赤十字病院）

O08-03	 高齢者食道神経内分泌癌の一例

太田　喜洋（�東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

O08-04	 胃神経内分泌腫瘍の 2切除例

小林　基之（�松阪中央総合病院　外科）

O08-05	 急激な低蛋白血症をきたした蛋白漏出性胃癌の一例

塚本　芳嗣（�聖マリアンナ医科大学病院���消化器一般外科）

O08-06	 韓国 Seoul	St.	Mary’ s	Hospital の胃癌 Nomogram の external	validation

坂東　悦郎（�静岡がんセンター　胃外科）

O08-07	 透析患者でニボルマブ投与中に大腸炎 ・下痢を発症した 1例

棚橋　利行（�岐阜大学　腫瘍外科）

O08-08	 胃潰瘍穿孔により脾動脈破裂を来したと考えられた 1例

門屋　一貴（�社会保険　田川病院　外科）

3 日目 6月 21 日（金） 9:10 ～ 9:50 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

一般口演 9　食道・胃２　手術

座長 佐々木　章（ 岩手医科大学　外科学講座）

　

O09-01	 当科における上部消化管異物に対する診療の現状

松尾　　海（�昭和大学江東豊洲病院　消化器センター）

O09-02	 二期的分割手術で切除 ・再建した冠動脈バイパス術後ハイリスク胸部食道癌の 1例

長嶺　嘉通（�日本医科大学付属病院　消化器外科）

O09-03	 食道癌術後の皮膚瘻に対して大胸筋皮弁で再建した 2例

池田佳奈枝（�札幌道都病院　形成外科）

O09-04	 腹腔鏡下に胃腹壁固定を行った成人胃軸捻転症の 1例

甲斐　正徳（�麻生飯塚病院　外科）
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一般口演 9　食道・胃２　手術

座長 佐々木　章（ 岩手医科大学　外科学講座）

　

O09-01	 当科における上部消化管異物に対する診療の現状

松尾　　海（�昭和大学江東豊洲病院　消化器センター）

O09-02	 二期的分割手術で切除 ・再建した冠動脈バイパス術後ハイリスク胸部食道癌の 1例

長嶺　嘉通（�日本医科大学付属病院　消化器外科）

O09-03	 食道癌術後の皮膚瘻に対して大胸筋皮弁で再建した 2例

池田佳奈枝（�札幌道都病院　形成外科）

O09-04	 腹腔鏡下に胃腹壁固定を行った成人胃軸捻転症の 1例

甲斐　正徳（�麻生飯塚病院　外科）
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O09-05	 腹腔鏡下上部消化管手術における肝挙上法 （W 法） の工夫

小峯　　修（�さいたま市民医療センター　外科）

3 日目 6月 21 日（金） 9:50 ～ 10:50 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

一般口演 10　肝臓・胆道

座長 田端　正己（ 松坂中央総合病院　外科）

　

O10-01	 肝 3 区域切除術の検討～合併症の軽減対策に着目して～

中沼　伸一（�金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科）

O10-02	 肝細胞癌の眼球転移による疼痛に対して放射線照射が著効した一例

春名　孝洋（�日本医科大学多摩永山病院　外科）

O10-03	 セフトリアキソン投与による偽胆石症の一成人例

藤田　正博（�帝京大学医学部附属溝口病院　外科）

O10-04	 胆道ジスキネジアに対する胆道シンチグラフィによる胆汁排泄能力評価の有用性

二川　康郎（�東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科）

O10-05	 定型化した視野展開を意識して行う完全単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術

小泉　範明（�明石市立市民病院　外科）

O10-06	 胆管走行異常を伴った胆石症に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した 2症例

吉田　武史（�社会保険田川病院　外科）

O10-07	 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した陶器様胆嚢の 1例

前田　健一（�岐阜県総合医療センター　外科）

O10-08	 C 型肝硬変に対して脳死肝移植後、 複合的な感染症を発症し、 治療に難渋した 1例

加藤　孝章（�東京女子医科大学　消化器外科）

3 日目 6月 21 日（金） 10:50 ～ 11:40 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

一般口演 11　膵臓

座長 永川　裕一（ 東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

　

O11-01	 非典型的な画像所見を呈した膵癌の 1例

向山　美々（�東京女子医科大学　消化器外科）

O11-02	 膵頭十二指腸切除を施行する症例における、 腹腔動脈の狭窄 ・閉塞を合併する割合の検討

徳田　智史（�順天堂大学医学部附属静岡病院　一般外科）

O11-03	 膵頭十二指腸切除術前の内視鏡的胆道ステント不全に関する検討

古川　賢英（�東京慈恵会医科大学　外科学講座）

O11-04	 膵切除術後の腹腔内出血に対する治療経験

木下　颯花（�横浜市立大学　医学部　消化器・腫瘍外科学）

O11-05	 膵管癌根治切除後の再発に対する再発巣切除の効果と課題

宮本　敦史（�国立大阪医療センター　外科）

O11-06	 膵頭十二指腸切除および膵体尾部切除後に残膵全摘を行った IPMN の 2 例

藤村　　侑（�松阪中央総合病院　外科）



― 392 ―

3 日目 6月 21 日（金） 14:00 ～ 14:50 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

一般口演 12　大腸３　直腸・骨盤腔

座長 小杉　千弘（ 帝京大学ちば総合医療センター　外科）

　

O12-01	 孤立性仙骨転移をきたした直腸癌の 1例

山田　正樹（�済生会川口総合病院　外科）

O12-02	 仙骨合併骨盤内臓全摘術を施行した側方浸潤型直腸癌局所再発の 1例

林　　憲吾（�石川県立中央病院　消化器外科）

O12-03	 骨盤内腹膜中皮腫の 1例

大草　幹大（�日本医科大学多摩永山病院　外科）

O12-04	 用手補助腹腔鏡下手術にて切除した骨盤内後腹膜平滑筋腫の 1例

深野　敬之（�埼玉医科大学　消化器・一般外科）

O12-05	 会陰部腫瘍 2例に対する手術経験

河南　晴久（�名古屋大学医学部附属病院　消化器外科 1）

O12-06	 当科での肛門管扁平上皮癌に対する治療

雨宮　浩太（�順天堂大学　下部消化管外科）

3 日目 6月 21 日（金） 14:50 ～ 15:30 第 4 会場 ( ホテル金沢 4階　風＋月 )

一般口演 13　周術期・その他

座長 藤井　秀則（ 福井赤十字病院　外科）

　

O13-01	 当院の AST （Antimicrobial	Stewardship	Team） の活動報告

桂　　宜輝（�関西労災病院　消化器外科）

O13-02	 本当にあります！医療機器のアタリ ・ ハズレ　～輸液ポンプの場合～

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）

O13-03	 当院での周術期がんリハビリテーションの取り組み

古賀　睦人（�大阪労災病院　外科）

O13-04	 1000 例の経験から橈側皮静脈カットダウン法による CV ポート留置の有用性を検討する

西森　英史（�札幌道都病院　外科）

O13-05	 学生の腹腔鏡模擬手術実習における局所解剖理解に対する VR+AR の有用性について

岩田　　貴（�徳島大学　教養教育院　医療基盤教育分野）

3 日目 6月 21 日（金） 15:20 ～ 16:00 第 6 会場 ( ホテル金沢 4階　エメラルド B)

一般口演 14　ヘルニア１　そけい・臍・閉鎖孔

座長 森　　和弘（ もりクリニック）

　

O14-01	 TAPP 術後の生体内でのメッシュ収縮に関する考察

渡野邉郁雄（�順天堂大学練馬病院　総合外科）
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O14-02	 腹膜透析中の鼠経ヘルニアに対し、 術後早期に透析を再開し良好な経過を得られた 1例

加納　俊輔（�国立病院機構金沢医療センター　外科）

O14-03	 臍ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術 （腹腔鏡下 Rives-Stoppa 法） を施行した 1例

石多　猛志（�東京女子医科大学八千代医療センター　消化器外科）

O14-04	 閉鎖孔ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術 （TAPP 法） を施行した 1例

水越　幸輔（�順天堂大学　下部消化管外科）

O14-05	 鼠径ヘルニア嵌頓により発症した続発性大網捻転症の 1例

辻　　未来（�越谷市立病院）

3 日目 6月 21 日（金） 16:00 ～ 16:40 第 6 会場 ( ホテル金沢 4階　エメラルド B)

一般口演 15　ヘルニア２　その他

座長 石橋敬一郎（ 埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科）

　

O15-01	 腹腔鏡にて修復し得た半月状線ヘルニアの 3	例

大島　隆一（�聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　�

消化器・一般外科）

O15-02	 子宮広間膜裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡手術にて治療しえた 1例

桃原　侑利（�聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院）

O15-03	 内膀胱上窩ヘルニア嵌頓による絞扼性イレウスの 1例

山本　　陸（�順天堂大学医学部附属静岡病院　外科）

O15-04	 術前診断し腹腔鏡下手術により修復し得た膀胱ヘルニアの一例

川上　義行（�福井赤十字病院　外科）

O15-05	 胃全摘後 7年目に Petersen’ s	hernia により回腸が断裂した 1例

菅野　優貴（�埼玉医科大学病院　消化器・一般外科）


