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特別講演・話題提供

1 日目 6月 17 日（木） 17:00 ～ 18:00 講演会場 (学術総合センター　2F　中会議室3・4)

特別講演 1　

座長 矢永　勝彦（ 国際医療福祉大学　大学院）

　

SL1	 世界の術後食―世界では手術後に何を食べているのか？―

丸山　道生（�田無病院　院長）

1 日目 6月 17 日（木） 15:30 ～ 16:30 講演会場 (学術総合センター　2F　中会議室3・4)

特別講演 2　

座長 福島　亮治（ 帝京大学医学部外科学講座）

　

SL2	 女性医師のキャリア選択と医療現場の課題

臼井恵美子（�一橋大学経済研究所）

1 日目 6月 17 日（木） 16:30 ～ 17:00 講演会場 (学術総合センター　2F　中会議室3・4)

話題提供　

座長 深柄　和彦（ 東京大学医学部附属病院　手術部）

　

話題提供	 食品の美味しさの評価法と香りの網羅的解析技術

前田　竜郎（�帝京平成大学健康メディカル学部　健康栄養学科）
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教育講演

2 日目 6月 18 日（金） 13:45 ～ 14:45 第 1 会場

教育講演　

座長 佐々木　章（ 岩手医科大学　外科学講座）

　

EL	 COVID-19 ： 手術患者における対策と特徴的な病態

竹末　芳生（�常滑市民病院　感染対策室）
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ビデオシンポジウム

2 日目 6月 18 日（金） 9:10 ～ 10:50 第 1 会場

ビデオシンポジウム 1　外科系各科におけるロボット手術導入時の knack & pitfall

座長 絹笠　祐介（ 東京医科歯科大学大学院　消化管外科学分野）

 橋口陽二郎（ 帝京大学医学部附属病院　下部消化管外科）

　

VSY1-1	 泌尿器科における新規ロボット術式導入時の knack	&	pitfall

中川　　徹（�帝京大学医学部泌尿器科学講座）

VSY1-2	 婦人科におけるロボット手術導入時の knack ＆ pitfall

宮本雄一郎（�東京大学医学部附属病院　女性診療科・産科）

VSY1-3	 肺癌に対するロボット支援肺葉切除術の安全で確実な導入 ： Lessons	learned

小田　　誠（�新百合ヶ丘総合病院呼吸器外科）

VSY1-4	 当科におけるロボット支援下食道癌胃癌手術導入の経験

五藤　　哲（�昭和大学医学部外科学講座　消化器・一般外科学部門）

VSY1-5	 左側臥位ロボット支援胸腔鏡下食道癌手術の開発とその導入成績

李　　栄柱（�大阪市立大学医学部消化器外科）

VSY1-6	 ロボット直腸手術導入時の knack	and	pitfall

松田　　宙（�大阪国際がんセンター）

VSY1-7	 ロボット支援下直腸癌手術の導入と短期成績

北里憲司郎（�千葉徳洲会病院　外科）

2 日目 6月 18 日（金） 10:50 ～ 12:10 第 1 会場

ビデオシンポジウム 2-A　外科系各科におけるロボット支援下手術の現状と展望

座長 白木　良一（ 藤田医科大学　腎泌尿器外科）

 三澤　健之（ 帝京大学医学部附属病院　肝胆膵外科）

　

VSY2-A-1	 呼吸器外科領域におけるロボット支援下手術の現状と展望

山内　良兼（�帝京大学医学部外科学講座）

VSY2-A-2	 膵臓外科におけるロボット支援下手術の現状と展望

永川　裕一（�東京医科大学　消化器小児外科学分野）

VSY2-A-3	 胃癌に対するロボット支援下胃切除術 ：定型化と一般化への試み

寺島　雅典（�静岡県立静岡がんセンター）

VSY2-A-4	 ロボット支援腎部分切除 ：現状と今後の課題

近藤　恒徳（�東京女子医科大学東医療センター泌尿器科）

VSY2-A-5	 ロボット支援前立腺全摘除術－癌制御と機能温存の両立に向けた術式の工夫―

小島　祥敬（�福島県立医科大学医学部　泌尿器科学講座）

VSY2-A-6	 ロボット支援膀胱全摘 ・尿路変向術の現状と展望

古家　琢也（�岐阜大学大学院医学系研究科泌尿器科学講座）
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3 日目 6月 19 日（土） 15:10 ～ 16:45 第 2 会場

ビデオシンポジウム 2-B　外科系各科におけるロボット支援下手術の現状と展望

座長 佐野　圭二（ 帝京大学医学部附属病院　肝胆膵外科）

 比企　直樹（ 北里大学医学部　上部消化管外科学）

　

VSY2-B-1	 ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の位置づけ

新原　正大（�北里大学医学部　上部消化管外科学）

VSY2-B-2	 当院におけるロボット支援下幽門側胃切除術の短期治療成績と定型化に向けた取り組み

裏川　直樹（�神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学

分野）

VSY2-B-3	 ソフト凝固シザース法と Crow’s	beak 法によるロボット支援下胃切除術

山下　好人（�日本赤十字社和歌山医療センター消化管外科）

VSY2-B-4	 胆嚢摘出術における Senhance	Digital	Laparoscopy	System の導入

佐々木貴浩（�聖マリアンナ医科大学　東横病院　消化器病センター）

VSY2-B-5	 膵臓領域におけるロボット支援下手術の導入経験

三澤　健之（�帝京大学医学部外科学講座）

VSY2-B-6	 Abdominal	robotic	approach 併用による Hybrid	taTME の安全性

安藤　正恭（�神戸大学大学院外科学講座食道胃腸外科学分野）

VSY2-B-7	 鏡視下子宮全摘術の pure	robot	surgery 化に向けた工夫とその成績

太田　啓明（�川崎医科大学婦人科腫瘍学教室）

2 日目 6月 18 日（金） 14:45 ～ 16:15 第 1 会場

ビデオシンポジウム 3　肺癌手術におけるロボット支援手術：他アプローチを踏まえた導入と展開

座長 坂尾　幸則（ 帝京大学医学部外科学講座）

 吉野　一郎（ 千葉大学大学院医学研究院　呼吸器病態外科学）

　

VSY3-1	 垂直ポート配置と対面モニターを用いた 「開胸視野アプローチ」 法によるロボット肺切除

坂倉　範昭（�愛知県がんセンター呼吸器外科）

VSY3-2	 ロボット支援下胸腔鏡手術導入期の cool	conversion による安全性の維持

池田　直樹（�堺市立総合医療センター呼吸器外科）

VSY3-3	 対面式 VATS に準じた新たなるロボット支援下肺葉切除術のアプローチ

一瀬　淳二（�がん研究会有明病院呼吸器センター外科）

VSY3-4	 肺癌手術におけるロボット支援手術への移行

神崎　正人（�東京女子医科大学医学部呼吸器外科講座）
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2 日目 6月 18 日（金） 16:15 ～ 18:05 第 1 会場

ビデオシンポジウム 4　外科系各科における鏡視下手術の現状と展望

座長 細田　　桂（ 北里大学医学部　上部消化管外科学）

 布部　創也（ がん研有明病院　消化器センター　胃外科）

　

VSY4-1	 胸部食道癌における縦隔鏡および胸腔鏡を併用した上縦隔郭清の手術手技

三島　圭介（�日本医科大学武蔵小杉病院）

VSY4-2	 胃癌治療における鏡視下手術の現状と展望

幕内　梨恵（�がん研究会有明病院胃外科）

VSY4-3	 結腸運動機能不全に対する単孔式腹腔鏡下結腸全摘術の現状と展望

河原秀次郎（�国立病院機構西埼玉中央病院外科）

VSY4-4	 ロボット手術への移行を意識した腹腔鏡下直腸切除術

松橋　延壽（�岐阜大学医学部　消化器外科）

VSY4-5	 膵臓外科における鏡視下手術の現状と展望

永川　裕一（�東京医科大学　消化器小児外科学分野）

VSY4-6	 膵臓手術における後腹膜鏡手術の展望

内田雄一郎（�藤田医科大学　総合消化器外科）

VSY4-7	 腹腔鏡下再肝切除における手術手技の最適化

恩田　真二（�東京慈恵会医科大学外科学講座肝胆膵外科）

VSY4-8	 食道裂孔ヘルニアに対する低侵襲治療としての腹腔鏡下手術の現状と展望

竹村　雅至（�景岳会　南大阪病院　外科・内視鏡外科）

3 日目 6月 19 日（土） 13:40 ～ 15:10 第 1 会場

ビデオシンポジウム 5　伝えたい開腹手術、開胸手術の技

座長 深川　剛生（ 帝京大学医学部附属病院　上部消化管外科）

 渡邊　雅之（ がん研有明病院　消化器センター　食道外科）

　

VSY5-1	 食道切除後再建－胃管再建の適応を広げる延長胃管の有用性

金森　　淳（�がん研有明病院食道外科）

VSY5-2	 胃癌に対する拡大手術

森田　信司（�獨協医科大学　第一外科）

VSY5-3	 胃癌に対する大動脈周囲リンパ節郭清

寺島　雅典（�静岡県立静岡がんセンター）

VSY5-4	 腹膜切除のコンセプトと手術手技ー腹膜播種に対する完全減量切除術

清松　知充（�国立国際医療研究センター病院　外科）

VSY5-5	 下大静脈合併肝切除におけるグラフト置換の有用性

鈴木香緒里（�昭和大学藤が丘病院）

VSY5-6	 肝胆膵外科領域における開胸開腹手術手技とその適応

脊山　泰治（�がん・感染症センター都立駒込病院　肝胆膵外科）
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シンポジウム

2 日目 6月 18 日（金） 10:10 ～ 12:10 第 2 会場

シンポジウム 1　癌腹膜播種治療のガイドライン

座長 北山　丈二（ 自治医科大学消化器一般移植外科）

 島田　英昭（ 東邦大学大学院　消化器外科学講座／臨床腫瘍学講座）

　

SY1- 基調講演	 腹膜播種診療ガイドラインの作成に当たって

北山　丈二（�自治医科大学消化器一般移植外科）

SY1-1	 胃癌腹膜播種に対するガイドライン

藤原　義之（�鳥取大学医学部　消化器・小児外科）

SY1-2	 大腸癌腹膜播種治療の現状とガイドライン作成への取り組み

石原聡一郎（�東京大学腫瘍外科）

SY1-3	 膵癌腹膜播種診療ガイドライン

山口　博紀（�自治医科大学臨床腫瘍科）

SY1-4	 腹膜播種治療のガイドライン ： 腹膜偽粘液腫編

五井　孝憲（�福井大学　消化器外科）

SY1-5	 大量癌性腹水に対する治療戦略

松﨑　圭祐（�要町病院腹水治療センター）

SY1-6	 腹膜播種治療ガイドラインの卵巣癌領域における意義

藤原　恵一（�埼玉医科大学国際医療センター）

2 日目 6月 18 日（金） 10:40 ～ 12:10 第 4 会場

シンポジウム 2　術後合併症に対する IVR

座長 近藤　浩史（ 帝京大学医学部放射線科学講座）

 和田　慶太（ 帝京大学医学部附属病院　肝胆膵外科）

　

SY2-1	 食道癌術後難治性乳び胸および頚部リンパ漏に対する経皮的胸管塞栓術の有用性

齊藤　正昭（�自治医科大学附属さいたま医療センター一般・消化器

外科）

SY2-2	 術後性リンパ瘻に対する IVR

山本　真由（�帝京大学医学部放射線科学講座）

SY2-3	 膵切除後に生じた仮性動脈瘤に対する EMAS の有用性

白井　祥睦（�東京慈恵会医科大学外科学講座　肝胆膵外科）

SY2-4	 当科における膵頭十二指腸切除術後動脈出血に対する IVR 治療成績

田内　　潤（�大阪市立大学大学院肝胆膵外科）

SY2-5	 術後膿瘍に対する経皮的ドレナージ

佐藤　洋造（�がん研有明病院　超音波診断・IVR 部）

SY2-6	 術後出血に対するステントグラフト内挿術

近藤　浩史（�帝京大学医学部放射線科学講座）
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3 日目 6月 19 日（土） 15:10 ～ 16:30 第 1 会場

シンポジウム 3　外科周術期感染予防に関するガイドライン

座長 松永　直久（ 帝京大学医学部附属病院　感染制御部）

　

SY3-1	 日本外科感染症学会消化器外科 SSI 予防のための周術期管理ガイドライン	作成過程

真弓　俊彦（�日本外科感染症学会消化器外科 SSI 予防のための周術

期管理ガイドライン作成ワーキンググループ）

SY3-2	 JSSI2018 ガイドライン　術前処置

清水　潤三（�市立豊中病院　外科）

SY3-3	 予防抗菌薬

大毛　宏喜（�日本外科感染症学会消化器外科 SSI 予防のための周術

期管理ガイドライン作成委員会）

SY3-4	 SSI 予防の周術期管理ガイドライン発表から 2年経過して

水口　　徹（�札幌医科大学　看護学科　外科学）
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パネルディスカッション

2 日目 6月 18 日（金） 9:10 ～ 10:50 第 3 会場

パネルディスカッション 1　外科手術患者におけるロコモ・サルコペニア・フレイルの意義とその対策

座長 河野　博隆（ 帝京大学医学部附属病院　整形外科）

 深川　剛生（ 帝京大学医学部附属病院　上部消化管外科）

　

PD1-1	 がん患者におけるロコモティブシンドローム （がんロコモ）

緒方　直史（�帝京大学医学部附属病院　リハビリテーション科）

PD1-2	 周術期における運動療法の意義

篠田　裕介（�埼玉医科大学病院　リハビリテーション科）

PD1-3	 運動習慣が周術期サルコペニアに与える影響

八木　浩一（�東京大学消化管外科学）

PD1-4	 早期肺癌における 3次元画像解析を用いたサルコペニアの評価と術後成績に関する検討

山田　祐揮（�東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野）

PD1-5	 進行食道癌の予後に対する術前化学療法に伴う体組成変化の意義

矢後　彰一（�虎の門病院）

PD1-6	 術前体組成が pStageI-III 胃癌術後の短期 ・長期成績に及ぼす影響

内田　恒之（�昭和大学藤が丘病院　消化器一般外科）

PD1-7	 高齢者は周術期前後でフレイル関連因子の何が変化するのか？

金　　翔哲（�杏林大学　消化器一般外科）

PD1-8	 フレイル患者の大腸癌根治手術後の短期 ・長期成績の検討

藤井　正一（�駿甲会甲賀病院外科）

PD1-9	 大腸癌術前循環DNA が骨格筋量、 予後に与える影響

栗山　　翔（�日本医科大学　消化器外科）

PD1-10	 大腸癌における conversion	therapy	によるサルコペニア改善と予後への影響

野澤　宏彰（�東京大学医学部附属病院�大腸肛門外科）

2 日目 6月 18 日（金） 15:45 ～ 17:15 第 3 会場

パネルディスカッション 2　手術室の安全かつ効率的な運用のための工夫と問題点

座長 深柄　和彦（ 東京大学医学部附属病院　手術部）

　

PD2-1	 手術室安全と効率的運用に関する当院の取り組みについて

江島　　豊（�東北大学病院手術部）

PD2-2	 手術医療の安全と効率的な手術医療の質の可視化

長瀬　　清（�岐阜大学医学部附属病院手術部）

PD2-3	 手術室の効率的運用と安全をめざして～手術部管理者の視点から～

村越　　智（�東京大学医学部附属病院手術部）

PD2-4	 腹腔鏡下手術における体位傾斜角度と術後合併症について

高橋　　玄（�順天堂大学　下部消化管外科）
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PD2-5	 手術室の効率的運用のための工夫―腹腔鏡下胆嚢摘出術―

渡邉　　学（�東邦大学　医療センター　大橋病院　外科）

PD2-6	 周術期情報共有のための外科系診療科合同M&M カンファランスの意義

遠山　信幸（�自治医科大学附属さいたま医療センター総合医学講座

Ⅱ）

3 日目 6月 19 日（土） 11:00 ～ 12:30 第 1 会場

パネルディスカッション 3　外科系各科におけるがん免疫療法

座長 掛地　吉弘（ 神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学分野）

 河野　浩二（ 福島県立医科大学　消化管外科）

　

PD3-1	 食道扁平上皮癌に対するがん免疫療法の現状

豊住　武司（�千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学）

PD3-2	 切除不能進行再発食道癌に対するニボルマブを用いた二次治療の予後因子について

尾形　高士（�神奈川県立がんセンター消化器外科）

PD3-3	 切除不能進行 ・再発食道癌に対する Nivolumab の使用経験から

山﨑　　誠（�関西医科大学　外科）

PD3-4	 転移性腎細胞癌に対する免疫療法

高木　敏男（�東京女子医科大学泌尿器科）

PD3-5	 メラノーマに対するがん免疫療法

並川健二郎（�国立がん研究センター中央病院皮膚腫瘍科）

3 日目 6月 19 日（土） 9:00 ～ 10:30 第 2 会場

パネルディスカッション 4　周術期感染対策の進歩

座長 谷合　信彦（ 日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科）

 渡邉　　学（ 東邦大学医療センター大橋病院　外科）

　

PD4-1	 肝胆膵外科領域における周術期抗菌薬戦略

上村健一郎（�広島大学医系科学研究科　外科学）

PD4-2	 当科における肝切除術後感染の現状と対策

宮崎　　徹（�大阪市立大学医学部肝胆膵外科）

PD4-3	 当科における肝切除術後感染対策としてのドレーン留置の意義についての検討

松井　康輔（�関西医科大学外科学講座）

PD4-4	 肝門部領域胆管癌術後の早期ドレーン抜去の適応と限界

藪下　泰宏（�横浜市立大学医学部　消化器・腫瘍外科学）

PD4-5	 SSI 対策としての腹腔鏡下大腸癌手術での術中内視鏡の有用性の検討

片岡　　功（�杏林大学医学部付属病院消化器一般外科）

PD4-6	 手術部位感染対策としての待機的大腸手術に対する術前経口抗菌薬追加の効果

吉松　和彦（�川崎医科大学　消化器外科学）

PD4-7	 消化器外科における周術期感染対策の進歩

丸山　　弘（�日本医科大学多摩永山病院外科）
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3 日目 6月 19 日（土） 13:40 ～ 15:10 第 2 会場

パネルディスカッション 5　がん腹膜播種に対する治療戦略

座長 石神　浩徳（ 東京大学医学部附属病院　外来化学療法部）

 今野　元博（ 近畿大学医学部　外科 上部消化管部門）

　

PD5-1	 胃癌腹膜播種に対する腹腔内化学療法を含めた集学的治療戦略

小林　大介（�小牧市民病院消化器外科）

PD5-2	 腹膜播種を伴う胃癌症例化学療法後 non-CR 症例に対する外科的治療介入の可能性

新海　政幸（�近畿大学医学部　外科）

PD5-3	 膵癌腹膜播種に対する治療戦略

渡辺　　徹（�富山大学　消化器・腫瘍・総合外科）

PD5-4	 大腸癌腹膜播種に対する治療戦略

合田　良政（�国立国際医療研究センター外科）

PD5-5	 腹膜播種を伴う大腸癌に対する腹腔内パクリタキセル併用療法

室野　浩司（�東京大学　腫瘍外科）

PD5-6	 大腸癌腹膜播種 ・腹膜偽粘液腫に対する腫瘍減量切除 +腹腔内温熱化学療法の治療成績

森川　充洋（�福井大学第一外科）

3 日目 6月 19 日（土） 11:00 ～ 12:30 第 3 会場

パネルディスカッション 6　ERAS、今後の展望

座長 海堀　昌樹（ 関西医科大学外科）

 眞次　康弘（ 県立広島病院栄養管理課）

　

PD6- 基調講演	 麻酔科医からみた ERAS の現状と課題

柴田　正幸（�前橋赤十字病院麻酔科）

PD6-1	 日本外科代謝栄養学会での ESSENSE 周術期管理の検討

海堀　昌樹（�関西医科大学外科）

PD6-2	 TCSA （医療チームのコラボ） 下に行う肺がん術前包括的呼吸リハビリテーションの効用

山下　芳典（�呉医療センター・中国がんセンター�呼吸器外科）

PD6-3	 血管外科領域における ERAS の今後

立石　　渉（�群馬大学医学部附属病院循環器外科）

PD6-4	 胸部食道癌手術における ERAS の現状と課題

佐藤　　弘（�埼玉医大国際医療センター上部消化管外科）

PD6-5	 大腸癌術後の腸管麻痺発症に関する単施設後ろ向き観察研究

松井　亮太（�順天堂大学医学部附属浦安病院）

PD6-6	 膵頭十二指腸切除術における ERAS プログラムの現状と展望

眞次　康弘（�県立広島病院栄養管理科）
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3 日目 6月 19 日（土） 13:40 ～ 15:10 第 3 会場

パネルディスカッション 7　ICU における栄養管理

座長 小谷　穣治（ 神戸大学大学院医学研究科　外科系講座　災害・救急医学分野）

 東別府直紀（ 神戸市立医療センター中央市民病院　麻酔科）

　

PD7-1	 Critical	Care	Nutrition	update	2021

中村　謙介（�日立総合病院�救急集中治療科）

PD7-2	 ICU における栄養管理 ：栄養療法のタイミング

矢田部智昭（�公立西知多総合病院）

PD7-3	 国内大規模データから学ぶ Critical	Care	Nutrition のあり方と研究手法について

大邉　寛幸（�東京大学大学院医学系研究科　臨床疫学・経済学教室）

PD7-4	 ICU における多職種チームによる栄養 ・理学療法

大島　　拓（�千葉大学大学院医学研究院　救急集中治療医学）
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ワークショップ

2 日目 6月 18 日（金） 9:10 ～ 10:10 第 2 会場

ワークショップ 1　外科系診療科における緩和ケアの現状と課題

座長 太田惠一朗（ のぞみクリニック学芸大）

 森　　直治（ 愛知医科大学医学部大学院医学研究科　緩和・支持医療学／愛知医科大学病

院 緩和ケアセンター）

　

WS1-1	 当院の ACP を含めた終末期医療に関するアンケート調査より見えてきた課題

黒川　哲司（�福井大学医学部附属病院　医療安全管理部）

WS1-2	 緩和ケアチームチェアマンの消化器外科医から見た当院の緩和ケアの現状と課題

廣野　靖夫（�福井大学　医学部附属病院　がん診療推進センター）

WS1-3	 外科医による 「専門的緩和ケア」 の実践を通した経験からの考察

木村　祐輔（�岩手医科大学緩和医療学科）

WS1-4	 術後 1週間の死亡率 12.6 倍の手術を医療と呼べますか

儀賀　理暁（�埼玉医科大学総合医療センター緩和医療科）

2 日目 6月 18 日（金） 14:45 ～ 15:45 第 2 会場

ワークショップ 2　周術期管理チームの役割と課題

座長 伊豫田　明（ 東邦大学医学部　外科学講座呼吸器外科学分野）

 安田　篤史（ 帝京大学医学部麻酔科学講座）

　

WS2-1	 周術期センターにおける手術周術期口腔機能管理～明確になったこと、 あと少しのこと～

関谷　秀樹（�東邦大学医学部口腔外科学教室）

WS2-2	 函館五稜郭病院における周術期管理チームの結成と今後の課題

上原　浩文（�函館五稜郭病院　肺がん・呼吸器病センター　呼吸器

外科）

WS2-3	 当院における多職種連携のチーム医療

塚田　　暁（�近森病院　消化器外科）

WS2-4	 周術期管理チームにおける薬剤師の役割と課題

宮田　祐一（�湘南鎌倉総合病院　薬剤部）

WS2-5	 看護の立場から考える周術期管理チームの成果と今後

山本　千恵（�公益財団法人　倉敷中央病院）
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2 日目 6月 18 日（金） 15:45 ～ 17:15 第 2 会場

ワークショップ 3　高齢者に対する手術―QOL と長期予後を見据えて

座長 並川　　努（ 高知大学医学部　外科学講座）

 藤崎　宗春（ 東京慈恵会医科大学　外科学講座　上部消化管外科）

　

WS3-1	 一般急性期病院における高齢者手術の特徴

矢口　義久（�佐々総合病院　外科）

WS3-2	 百寿者に対する全身麻酔下手術症例の検討

西森　英史（�札幌道都病院外科）

WS3-3	 75 歳以上の胃癌術後補助化学療法における腸瘻栄養の有用性

松山　　仁（�市立東大阪医療センター消化器外科）

WS3-4	 高齢者の QOL改善を可能とする手術としての腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術

竹村　雅至（�景岳会南大阪病院消化器外科）

WS3-5	 高齢者食道癌に対する食道切除再建手術の後方視的検討

藤原　有史（�恵佑会札幌病院消化器外科）

WS3-6	 80 歳以上の進行胃癌に D2 郭清は必要か

遠藤　俊治（�川崎医科大学消化器外科学）

WS3-7	 高齢者に対する胃癌手術はQoL を悪化させるか？

木南　伸一（�金沢医科大学一般・消化器外科学）

WS3-8	 高齢者大腸癌手術の術後合併症発症予測因子

上田　康二（�日本医科大学付属病院消化器外科）

2 日目 6月 18 日（金） 17:15 ～ 18:15 第 2 会場

ワークショップ 4　癌の集学的治療

座長 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）

 堀口　明彦（ 藤田医科大学ばんたね病院　外科）

　

WS4-1	 乳癌病期 3における再発症例の検討

前田　浩幸（�福井大学第 1外科）

WS4-2	 cT4 食道癌に対する集学的治療

河口　賀彦（�山梨大学医学部第一外科）

WS4-3	 当科における食道癌サルベージ手術の実際

村上健太郎（�千葉大学大学院医学研究院�先端応用外科）

WS4-4	 浸潤性膵管癌における集学的治療

加藤　宏之（�藤田医科大学　ばんたね病院　消化器外科）

WS4-5	 直腸癌に対する術前化学療法の有用性と効果、 再発予測における liquid	biopsy の可能性

園田　寛道（�日本医科大学消化器外科）

WS4-6	 当センターにおける局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療法の成績

賀川　義規（�大阪急性期・総合医療センター　消化器外科）
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2 日目 6月 18 日（金） 13:45 ～ 14:45 第 3 会場

ワークショップ 5　多職種連携のチーム医療

座長 小嶋幸一郎（ 杏林大学医学部付属病院　外科）

 鷲澤　尚宏（ 東邦大学医療センター大森病院　栄養治療センター）

　

WS5-1	 外科－内科で QOL維持と低侵襲をめざした LECS 各手技の検討

松野　邦彦（�日本医科大学付属病院�消化器外科）

WS5-2	 病的肥満症に対する手術治療と多科連携の重要性

松本　泰典（�千葉大学大学院先端応用外科学）

WS5-3	 術前から栄養管理を行ったアルコール依存症を伴う進行食道癌の一例

成瀬　貴之（�福井大学医学部附属病院　消化器外科）

WS5-4	 病棟常駐型チーム医療の実際と未来

宮澤　　靖（�東京医科大学病院栄養管理科）

2 日目 6月 18 日（金） 14:45 ～ 15:45 第 3 会場

ワークショップ 6　COVID19 時代の医療安全、リスクマネジメント

座長 石田　文生（ 昭和大学横浜市北部病院　消化器センター）

 河内　正治（ 帝京大学医学部附属病院　安全管理部）

　

WS6-1	 気管支鏡検査時の COVID-19 院内感染予防のための患者用検査マスクの開発

田中　裕紀（�東京医科大学　呼吸器・甲状腺外科学）

WS6-2	 COVID-19 影響下での発生インシデントに対する考察	～高齢患者の外来転倒に着目して～

養田　絢子（�順天堂大学医学部附属順天堂医院　医療安全機能管理

室）

WS6-3	 コロナ禍におけるベテラン医師のうっかりミス

安心院康彦（�帝京大学医学部附属病院　安全管理部）

WS6-4	 コロナ禍の医療安全活動 （入院前検査センター） の紹介

瀧浪　將典（�東京慈恵会医科大学附属病院�医療安全管理部門）

2 日目 6月 18 日（金） 17:15 ～ 18:15 第 3 会場

ワークショップ 7　乳がん治療の最前線

座長 神野　浩光（ 帝京大学医学部外科学講座）

 武井　寛幸（ 日本医科大学大学院　乳腺外科学分野）

　

WS7-1	 乳房切除術後放射線治療の適応症例に対する乳房再建の現状

麻賀　創太（�杏林大学医学部　乳腺外科）

WS7-2	 乳がん放射線治療の最前線

白石憲史郎（�帝京大学医学部放射線科学講座）
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WS7-3	 乳癌薬物療法の最前線	- 周術期を中心に -

尾崎由記範（�がん研究会有明病院�乳腺センター�乳腺内科）

WS7-4	 磁性体と磁気プローブを用いたピンポイント乳がん手術

栗田　智子（�日本医科大学�医学部乳腺外科学講座）

2 日目 6月 18 日（金） 9:10 ～ 10:40 第 4 会場

ワークショップ 8　術後の合併症・炎症はがんの転移再発に影響を与えるのか

座長 小野　　聡（ 新久喜総合病院　消化器センター）

 吉田　　寛（ 日本医科大学付属病院　消化器外科）

コメンテーター 緒方　　裕（ 朝倉健生病院　外科）

　

WS8-1	 大腸癌手術における術後合併症別で見た予後への影響

松田　明久（�日本医科大学付属病院消化器外科）

WS8-2	 食道癌における術後感染性合併症の長期予後への影響

田村　達郎（�大阪市立大学大学院　消化器外科）

WS8-3	 鏡視下食道癌手術における周術期の合併症 ・炎症が長期予後に与える影響

岡本　浩一（�金沢大学　胃腸外科）

WS8-4	 食道癌術後患者において comprehensive	complication	index が予後に及ぼす影響

工藤　拓也（�神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学

分野）

WS8-5	 術前化学療法は胃癌術後合併症の再発に対する悪影響を修飾するか？

細田　　桂（�北里大学医学部上部消化管外科学）

WS8-6	 炎症性マーカーは、 術前より術前術後の経時的推移が Stage	III 大腸癌の予後を反映する

安井　講平（�国立がん研究センター中央病院�大腸外科）

WS8-7	 大腸癌術後の縫合不全の重症度は長期成績に影響を与えるのか？

石山　泰寛（�社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院　外科）

2 日目 6月 18 日（金） 13:45 ～ 15:15 第 4 会場

ワークショップ 9　ナース・プラクティショナーの現状と展望

座長 竹田　　省（ 順天堂大学医学部　産婦人科学講座）

 山西　文子（ 東京医療保健大学　東が丘・立川看護学部）

　

WS9-1	 藤田医科大学大学院における Physician	Assistant ： PA の教育と役割

酒井　博崇（�藤田医科大学保健衛生学部）

WS9-2	 チーム医療を担う周麻酔期看護師とともに

長坂　安子（�東京女子医科大学麻酔科学講座）

WS9-3	 東京医療センターにおける診療看護師の活動と展望

忠　　雅之（�東京医療保健大学）

WS9-4	 特定行為研修制度によって外科医の負担は軽減されるのか？

石井　　要（�公立松任石川中央病院　看護部）
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WS9-5	 当院における診療看護師の勤務実態と PICC 挿入について

伊藤　慎吾（�川崎幸病院　外科）

3 日目 6月 19 日（土） 9:00 ～ 10:00 第 1 会場

ワークショップ 10　外科系女性医師の活躍のために

座長 神尾　孝子（ 東京女子医科大学医学部　乳腺・内分泌外科）

 木下　貴之（ 東京医療センター　がん治療センター）

コメンテーター 古谷　健一（防衛医科大学校　名誉教授・大学医師会長）

　

WS10-1	 ご縁と Passion に導かれて ・ ・ ・ 自分ならではのキャリアパス

萬谷　京子（�川崎市立川崎病院）

WS10-2	 自信をもって活躍できるために

瀧井麻美子（�景岳会　南大阪病院　消化器外科）

WS10-3	 外科系女性医師の活躍のために必要なこと

長谷川芙美（�土浦協同病院　外科）

WS10-4	 女性外科医の活躍のために	ーアンコンシャスバイアスを乗り越えてー

明石　定子（�昭和大学医学部外科学講座乳腺外科学部門）

3 日目 6月 19 日（土） 11:00 ～ 12:30 第 2 会場

ワークショップ 11　複数科による連携手術

座長 頴川　　晋（ 東京慈恵会医科大学　泌尿器科）

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

コメンテーター 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）

　

WS11-1	 当院における BRCA 陽性者に対する乳癌術式選択、 予防的手術に対する検討と課題

小松　奈々（�昭和大学乳腺外科）

WS11-2	 複数診療科による食道癌手術

星野　　敢（�千葉県がんセンター　食道・胃腸外科）

WS11-3	 膵機能の保持を目的とし外科的介入を行った若年性外傷性膵損傷の 2例

杉本　智樹（�大阪大学大学院　消化器外科学）

WS11-4	 2 科連携による大腸癌肝転移に対する一期的切除のアプローチ別成績

野澤　宏彰（�東京大学医学部附属病院�大腸肛門外科）

WS11-5	 T4 直腸癌に対するロボット支援下骨盤内臓全摘術	～多科との連携の必要性～

谷田　　司（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

WS11-6	 当院における消化器外科 ・泌尿器科による合同手術と蛍光尿管ナビゲーション

柳　　舜仁（�川口市立医療センター　消化器外科）

WS11-7	 骨盤内腫瘍に対する複数診療科連携手術

牛込　充則（�東邦大学医療センター大森病院消化器外科）

WS11-8	 当院下部消化管外科が関与した複数科連携手術の検討

隈本　智卓（�東京慈恵会医科大学附属病院�外科）
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3 日目 6月 19 日（土） 9:00 ～ 10:00 第 3 会場

ワークショップ 12　ヘルニア手術：最近の進歩

座長 稲葉　　毅（ 東都文京病院外科）

 吉田　和彦（ 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター　外科）

コメンテーター 長谷川和住（ 北仙台はせがわクリニック　院長）

　

WS12-1	 非観血的整復と腹腔鏡手術を中心としたヘルニアの治療戦略

田中　　穣（�済生会松阪総合病院外科）

WS12-2	 鼠径部ヘルニアに関して ：将来の泌尿器科手術を踏まえた術前検査と治療方針の確立

長浜　雄志（�国家公務員共済組合連合会　九段坂病院　外科）

WS12-3	 ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術　－現状と課題－

松原　猛人（�聖路加国際病院　ヘルニアセンター）

WS12-4	 当科におけるロボット支援下鼠径ヘルニア修復術の現状

齊藤　卓也（�愛知医科大学医学部外科学講座（消化器外科））

WS12-5	 腹壁瘢痕ヘルニア手術は、 形態学的発想から機能的発想へ　腹壁機能の視点から

伊藤　　契（�三楽病院　外科）
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要望演題

2 日目 6月 18 日（金） 11:10 ～ 12:00 第 3 会場

要望演題 1　大腸

座長 赤木　由人（ 久留米大学医学部　外科学講座　消化器外科（下部消化管））

 須並　英二（ 杏林大学医学部　下部消化管外科）

コメンテーター 坂本　一博（ 順天堂医院　下部消化管外科）

　

RS1-1	 結腸直腸癌における Fusobacterium nucleatum の発現と予後との関係

宮坂　俊光（�日本医科大学付属病院消化器外科）

RS1-2	 骨盤底筋解剖に基づいた TpAPE の標準化

浜部　敦史（�札幌医科大学�消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）

RS1-3	 大腸切除術の体外操作における ICG蛍光法の有用性の検討

西沢佑次郎（�大阪急性期・総合医療センター）

RS1-4	 腹腔鏡下大腸癌切除術術後創部感染に対する術前リスク因子の検討

立田　協太（�浜松医科大学外科学第二講座）

RS1-5	 腹腔鏡下超低位前方切除術後に発症した左結腸動脈仮性動脈瘤に対して IVR で止血した 1例

石原　　舞（�昭和大学藤が丘病院）

2 日目 6月 18 日（金） 15:30 ～ 16:10 第 4 会場

要望演題 2　手術手技、私の工夫

座長 市ノ川義美（ 帝京大学医学部附属病院　歯科口腔外科）

 西川　和宏（ 堺市立総合医療センター）

コメンテーター 大平　雅一（ 馬場記念病院外科）

　

RS2-1	 唾液腺癌で上唇と頬粘膜の合併切除により生じた組織欠損を局所皮弁で再建した際の工夫

松永　和秀（�大阪大学大学院　歯学研究科　口腔外科学第二教室）

RS2-2	 食道癌手術における再建胃管の血流に影響を与える因子

山本　瑛介（�埼玉医科大学総合医療センター消化管一般外科）

RS2-3	 肛門温存大腸全摘術において摘出直前まで中結腸動脈を温存する方法

松田　圭二（�帝京大学医学部外科学講座）

RS2-4	 腹腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆嚢穿孔回避の工夫

川島　万平（�日本医科大学付属病院消化器外科）
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2 日目 6月 18 日（金） 16:15 ～ 17:35 第 4 会場

要望演題 3　多科、多職種連携、チーム医療

座長 千葉　正博（ 昭和大学医学部　臨床栄養代謝学部門／外科学講座小児外科学部門）

 山田　岳史（ 日本医科大学　消化器外科）

コメンテーター 大坪　毅人（ 聖マリアンナ医科大学病院　消化器・一般外科）

　

RS3-1	 長期に渡り多職種連携を要する総排泄孔遺残症

大澤　俊亮（�昭和大学医学部外科学講座小児外科学部門）

RS3-2	 手術終了後の 「退室前タイムアウト」 から見えてきたもの

山田　晃正（�市立東大阪医療センター　外科）

RS3-3	 術前化学療法時からの専門的口腔機能管理が食道癌術後の長期予後を改善する

西野　豪志（�徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科）

RS3-4	 周術期リハビリテーションを行った 80 歳以上高齢者の大腸手術の短期成績

荒川　　敏（�藤田医科大学ばんたね病院消化器外科）

RS3-5	 高齢者における腹部手術後の嚥下機能低下について

上田　正射（�市立東大阪医療センター　消化器外科）

RS3-6	 安全な腹腔鏡下スリーブ状胃切除術実施を目指した周術期の多職種連携

高橋　眞人（�岩手医科大学外科学講座）

RS3-7	 急性大動脈解離術後に胆嚢破裂を合併した超高齢者 1例

岡田　修一（�群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科）

RS3-8	 下腸間膜動脈からの側副血行を受ける両下肢閉塞性動脈硬化症を合併した S状結腸癌の 1例

木原　恭一（�鳥取大学医学部器官制御外科学講座消化器・小児外科

学分野）

3 日目 6月 19 日（土） 10:00 ～ 11:00 第 3 会場

要望演題 4　ヘルニア

座長 太田　智之（ 千葉徳洲会病院　外科）

 小杉　千弘（ 帝京大学ちば総合医療センター　外科）

コメンテーター 川崎　篤史（ 医療法人社団　涼友会　神楽坂 D.S. マイクリニック）

　

RS4-1	 鼠径ヘルニアを合併した鼠径部子宮内膜症への腹腔鏡併用アプローチ

山口　　祥（�高知大学　外科）

RS4-2	 2 度の再発を来した右閉鎖孔ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した一例。

宮地　　孟（�海老名総合病院外科）

RS4-3	 腹腔鏡下に腹腔内アプローチで修復した特発性上腰三角ヘルニアの 1例

森　　貴志（�JMA 海老名総合病院）

RS4-4	 Direct	Kugel 法後の閉鎖孔ヘルニア再発に対し腹腔鏡下で Mesh	plug の留置を行った 1例

森　　貴志（�JMA 海老名総合病院）

RS4-5	 腹腔鏡下に修復した半月状線ヘルニアの 1例

岩本　隼輔（�東京女子医科大学東医療センター外科）
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RS4-6	 臍ヘルニア嵌頓に対して緊急手術を要したアルコール性肝硬変患者の 1例

入村　雄也（�富士市立中央病院　外科）

3 日目 6月 19 日（土） 15:40 ～ 16:40 第 3 会場

要望演題 5　治療に難渋した症例

座長 中郡　聡夫（ 東海大学医学部　外科学系消化器外科）

 松原　久裕（ 千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科）

コメンテーター 塩澤　俊一（ 東京女子医科大学東医療センター　外科）

　

RS5-1	 裂孔補強用メッシュを用いた食道裂孔ヘルニア手術の外科的治療成績と再発に対する手術

竹村　雅至（�景岳会　南大阪病院　外科・内視鏡外科）

RS5-2	 食道亜全摘後の後縦隔経路再建胃管に壊死を生じ治療に難渋した一例

菊池　寛利（�浜松医科大学外科学第二講座）

RS5-3	 胃空腸バイパス術後の吻合部浮腫状狭窄に対し、 ステロイドの投与が有効であった 3例

江原　　玄（�埼玉医科大学国際医療センター上部消化器外科）

RS5-4	 GIST に対するイマチニブ治療中に腫瘍壊死及び感染のため緊急手術を要した 3例

池永　直樹（�大阪大学医学部附属病院）

RS5-5	 治療に難渋した ERCP 後重症膵炎による後腹膜膿瘍の 1例

久原浩太郎（�東京女子医大東医療センター外科）

RS5-6	 慢性膵炎の増悪に対して保存的加療で難渋し 2度の膵切除術を施行した症例

桂　　宜輝（�関西労災病院　外科）
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一般口演

2 日目 6月 18 日（金） 9:10 ～ 10:13 第 5 会場

一般口演 1　炎症性腸疾患、小腸、軟部腫瘍

座長 五嶋　孝博（ 東京都立墨東病院　整形外科）

 斉田　芳久（ 東邦大学医療センター大橋病院　外科）

　

O1-1	 当科で外科治療を施行した IBD 症例

関根　悠貴（�順天堂大学医学部附属練馬病院総合外科）

O1-2	 潰瘍性大腸炎術後 38 年で発症した直腸癌の 1例

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）

O1-3	 開腹手術歴のない小腸間膜原発デスモイド腫瘍の 1切除例

平松宗一郎（�青松記念病院　外科）

O1-4	 粘膜下腫瘍との鑑別を要した小腸間膜原発デスモイド腫瘍の一例

佐久間　崇（�社会医療法人ペガサス　馬場記念病院　外科）

O1-5	 多臓器合併切除により切除しえたデスモイド腫瘍の 1例

宮北　寛士（�東海大学�医学部�消化器外科）

O1-6	 腹腔鏡下に切除した腹壁内 pleomorphic	lipoma の 1 例

塚本　亮一（�順天堂大学医学部下部消化管外科）

O1-7	 腸間膜神経鞘腫に対して外科的切除を施行した一例

橋本　明史（�金沢医科大学　一般・消化器外科学）

2 日目 6月 18 日（金） 10:13 ～ 11:07 第 5 会場

一般口演 2　小腸

座長 佐藤　美信（ 藤田医科大学　総合消化器外科）

 松田　圭二（ 帝京大学医学部外科学講座）

　

O2-1	 Peutz-Jeghers 症候群を背景に腸重積を発症した 1例

棚橋　洋太（�盛岡市立病院）

O2-2	 術後偽性腎不全を来した回腸導管造設後の小腸穿孔の 1例

増田　哲之（�聖マリアンナ医科大学病院　消化器・一般外科）

O2-3	 妊娠初期に発症した回盲部悪性リンパ腫による腸重積の一例

三ヶ尻裕美（�湘南鎌倉総合病院　外科）

O2-4	 腹腔鏡補助下回盲部切除術を施行した非特異的小腸潰瘍の 1例

河合　陽介（�公益財団法人�東京都保健医療公社�多摩北部医療セン

ター�消化器外科）

O2-5	 腸重積を来した回腸悪性リンパ種の一例

垣本紗代子（�聖マリアンナ医科大学病院　消化器一般外科）

O2-6	 消化管間質腫瘍 （GIST） の破裂により腹腔内膿瘍を合併した 1例

雨宮　浩太（�順天堂大学附属順天堂練馬病院　総合外科）
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2 日目 6月 18 日（金） 14:50 ～ 15:35 第 5 会場

一般口演 3　心臓、大血管、末梢血管、救急

座長 下川　智樹（ 榊原記念病院／帝京大学医学部附属病院　心臓血管外科）

 山本　真由（ 帝京大学医学部放射線科学講座）

　

O3-1	 EVAR 後に Rifampicin 浸漬人工血管置換術と大網充填を行った感染性腹部大動脈瘤の 1例

岡田　修一（�群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科）

O3-2	 私が経験したリンパ管静脈吻合 36 症例 -市中病院における治療戦略と工夫について

蔡　　顯真（�南大阪病院�形成外科）

O3-3	 虫垂炎術後の Segmental	arterial	mediolysis による腹腔内出血を TAE により治療した一例

金城　信哉（�帝京大学医学部外科学講座）

O3-4	 腹部大動脈瘤手術後の広範直腸壊死に対して腹会陰式直腸切断術を施行し救命し得た 1例

山口　　洸（�川崎幸病院　臨床研修医）

O3-5	 一施設における Raped	Response	Team （RRT） 要請に関する実態調査

大川　玲子（�新潟大学大学院保健学研究科）

2 日目 6月 18 日（金） 15:40 ～ 16:43 第 5 会場

一般口演 4　大腸 -1

座長 板橋　道朗（ 東京女子医科大学　消化器外科）

 太田　　竜（ 日本医科大学付属病院　消化器外科）

　

O4-1	 中規模市中病院における大腸癌に対する腹腔鏡下手術の現状

丹羽浩一郎（�太田総合病院　外科）

O4-2	 当院における直腸癌に対するロボット支援下手術の導入

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）

O4-3	 市中病院での若手外科医の教育への取り組み

賀川　義規（�大阪急性期・総合医療センター�消化器外科）

O4-4	 人工肛門閉鎖術後の閉鎖陰圧療法の有用性の検討

禰寝　重史（�順天堂大学医学部付属練馬病院総合外科）

O4-5	 腹腔鏡下高位前方切除後の経肛門ドレーン留置により腸管穿孔をきたした 1例

西田耕太郎（�日立総合病院外科）

O4-6	 当科で切除した直腸神経内分泌腫瘍の検討

出崎　良輔（�松阪中央総合病院　外科）

O4-7	 急性虫垂炎に対する保存治療中に虚血性腸炎を発症した 1例

石岡　秀基（�岩手県立千厩病院　総合診療外科）
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2 日目 6月 18 日（金） 16:43 ～ 17:37 第 5 会場

一般口演 5　大腸 -2

座長 花井　恒一（ 藤田医科大学病院　総合消化器外科）

 八岡　利昌（ イムス三芳総合病院　内視鏡外科）

　

O5-1	 高齢者 （80 歳以上） における大腸癌の転帰に与える BMI の影響

河野　眞吾（�順天堂大学　下部消化管外科）

O5-2	 大腸癌治癒切除後の Systemic	inflammation	response	index を用いた再発予測の検討

端山　　軍（�帝京大学医学部外科学講座）

O5-3	 側方リンパ節に跳躍転移した下部直腸癌の検討

佐藤　美信（�藤田医科大学総合消化器外科）

O5-4	 根治術を行った原発性大腸癌 T4b の検討

柴田　栞里（�昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科教室）

O5-5	 腸管ステント留置後薬物療法後に原発巣切除を行った S状結腸癌 3例の経験

深澤　貴子（�磐田市立総合病院　消化器外科）

O5-6	 ISR 術後の腸管脱に対して腹腔鏡下固定術を施行した 1例

小泉　範明（�明石市立市民病院外科）

3 日目 6月 19 日（土） 9:00 ～ 9:54 第 4 会場

一般口演 6　肺

座長 矢野篤次郎（ 国立病院機構別府医療センター　外科）

　

O6-1	 意識下、 自発呼吸下に単孔式胸腔鏡下肺部分切除を施行した超高齢者肺癌の 1例

濱中瑠利香（�新百合ヶ丘総合病院　呼吸器外科）

O6-2	 1 泊 2 日で小開胸併用胸腔鏡補助下肺葉切除術を施行した高齢者肺癌の 1例

濱中瑠利香（�新百合ヶ丘総合病院　呼吸器外科）

O6-3	 上行結腸腸間膜転移を認めた肺原発多型癌の 1例

小寺　啓太（�東京慈恵会医科大学付属葛飾医療センター外科）

O6-4	 胆管癌の肺転移を切除した 4例

濱中瑠利香（�東海大学医学部外科学系呼吸器外科学）

O6-5	 前立腺癌精査中に胸部異常陰影で発見された右下葉神経内分泌腫瘍を切除した症例

加藤　暢介（�静岡市立清水病院　呼吸器外科）

O6-6	 横隔膜交通症再発でインドシアニングリーン腹腔注入と赤外光観察で瘻孔同定できた 1例

濱中瑠利香（�新百合ヶ丘総合病院　呼吸器外科）
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3 日目 6月 19 日（土） 11:00 ～ 11:45 第 4 会場

一般口演 7　乳腺、甲状腺

座長 岡本　高宏（ 東京女子医科大学　内分泌外科学）

 丹黒　　章（ 徳島大学大学院　胸部・内分泌・腫瘍外科）

　

O7-1	 巨大甲状腺腫による圧迫で生じた気管静脈瘤から大量出血を呈した一例

青木　花奈（�北里大学病院　乳腺甲状腺外科）

O7-2	 右腋窩に発生した副乳癌の一例

三瀬　　農（�獨協医科大学日光医療センター外科）

O7-3	 多腺副甲状腺腫大を呈し、 血縁者の血液検査で診断を確定した多発性内分泌腫瘍症の 1例

柳田　充郎（�東京女子医科大学病院　乳腺・内分泌外科）

O7-4	 20 以上の右多発乳癌の 1症例

佐藤耕一郎（�岩手県立磐井病院外科）

O7-5	 乳癌術後の胃転移の 1例

渡辺　伸和（�青森厚生病院外科）

3 日目 6月 19 日（土） 13:40 ～ 14:52 第 4 会場

一般口演 8　肝、胆、膵、脾

座長 池上　　徹（ 東京慈恵会医科大学　外科学講座　消化器・肝胆膵外科）

 田中　邦哉（ 昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科）

　

O8-1	 肝原発Mixed	Neuroendocrine	carcinoma の一例

中野　　明（�東海大学医学部付属病院）

O8-2	 肝動脈吻合再建を伴う肝左葉切除術に対して ICG蛍光法を施行した 1例

谷岡　信寿（�高知大学医学部外科学講座外科）

O8-3	 演題取り下げ

O8-4	 経過観察中に自然脱落した遺残胆嚢管結石の 1例

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）

O8-5	 当院における急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術時期による検討

林　　沙貴（�市立砺波総合病院　外科）

O8-6	 IPMN における 18FDG-PET の悪性度診断能の検討

保坂　優斗（�鹿児島大学大学院消化器乳腺甲状腺外科学）

O8-7	 膵頭十二指腸切除後の門脈瘤に対して門脈ステントにより有効に止血し得た一例

井上　　栞（�横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科学）

O8-8	 脾悪性リンパ腫との鑑別が困難であった脾サルコイドーシスの 1例

浦岡　未央（�愛媛大学医学部　肝胆膵・乳腺外科学）
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3 日目 6月 19 日（土） 14:52 ～ 15:46 第 4 会場

一般口演 9　泌尿器、婦人科疾患

座長 塩田　　充（ 川崎医科大学　婦人科腫瘍学教室）

 田邉　一成（ 東京女子医科大学病院　泌尿器科）

　

O9-1	 Hand	assisted	laparoscopic	surgery （HALS） を施行した巨大褐色細胞腫の 2例

吉田　有策（�東京女子医科大学　乳腺・内分泌外科）

O9-2	 尿路上皮悪性腫瘍に続発した乳房外パジェット病の一例

山本修太郎（�東京慈恵会医科大学附属第三病院）

O9-3	 後腹膜高分化型脂肪肉腫に対して後腹膜鏡下後腹膜腫瘍摘出術を施行した 1例

川野　将太（�東京慈恵会医科大学附属病院泌尿器科）

O9-4	 子宮動脈塞栓術後に子宮筋腫と小腸および膀胱に瘻孔を来した 1例

川田　美里（�順天堂大学産婦人科学講座）

O9-5	 腹腔鏡手術とトラブルシューティング－直腸剥離面の止血で起きた壊死性穿孔例から－

伊熊健一郎（�淀川キリスト教病院産婦人科）

O9-6	 異所性内膜症により敗血症性ショックを来した 1例

藤原　里紗（�順天堂大学産婦人科学講座）

3 日目 6月 19 日（土） 15:46 ～ 16:40 第 4 会場

一般口演 10　婦人科疾患

座長 寺尾　泰久（ 順天堂大学医学部　産婦人科）

　

O10-1	 ロボット支援単純子宮全摘と腹腔鏡子宮全摘の手術成績から考察する手術適応

鈴木聡一郎（�川崎医科大学　婦人科腫瘍学教室）

O10-2 POP に対する NTR と Hybrid 法－経式腟壁 ・会陰形成と腹腔鏡下円靱帯膣固定 （LRLC） から－

伊熊健一郎（�淀川キリスト教病院　産婦人科）

O10-3	 筋腫分娩に対する腹腔鏡下子宮全摘術 （TLH） における工夫

森本裕美子（�川崎医科大学　婦人科腫瘍学教室）

O10-4	 子宮体癌の横隔膜下再発に対して腹腔鏡下切除を行った一例

中原万里子（�（公財）東京都保健医療公社東部地域病院　婦人科）

O10-5	 卵巣粘液癌の腹水貯留に対する腹水濾過濃縮再静注法の工夫

濱村　憲佑（�順天堂大学医学部附属練馬病院産科婦人科）

O10-6	 演題取り下げ
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3 日目 6月 19 日（土） 9:00 ～ 9:54 第 5 会場

一般口演 11　食道・胃 -1

座長 清川　貴志（ 帝京大学医学部附属病院　上部消化管外科）

 瀬下　明良（ 牛久愛和総合病院　院長）

　

O11-1	 保存的治療にて治癒し得た胸腔内穿破型特発性食道破裂の 2例

中村　俊太（�松阪中央総合病院　外科）

O11-2	 進行食道癌の化学放射線療法 （CRT） 後に発生した吐血に対して IVR が有効であった 1例

中川　将視（�久留米大学医学部　外科学講座）

O11-3	 内視鏡的穿孔部閉鎖及び胸腔鏡下胸腔 ・縦隔ドレナージを施行した外傷性食道穿孔の 1例

赤座　　賢（�岐阜県立多治見病院　外科）

O11-4	 内視鏡治療にて軽快した胃切除後 Roux-en-Y 吻合部通過障害

小川祐太郎（�日本医科大学付属病院消化器外科）

O11-5	 胃癌術後膵液瘻に対して超音波内視鏡下経胃ドレナージが奏効した 1例

福島　尚子（�総合高津中央病院外科）

O11-6	 空腸瘻を減圧ルートとして利用し、 保存的に加療し得た胃切除後輸入脚症候群の 2例

瀬木　祐樹（�松阪中央総合病院　外科）

3 日目 6月 19 日（土） 10:50 ～ 11:44 第 5 会場

一般口演 12　食道・胃 -2

座長 勝部　隆男（ 東京女子医科大学東医療センター　外科）

 木南　伸一（ 金沢医科大学　一般・消化器外科学）

　

O12-1	 Clinical	influence	of	anastomosis	leakage	on	the	esophageal	cancer	survival

青山　　徹（�横浜市立大学外科治療学）

O12-2	 胃癌術後合併症の予測因子について

西口　遼平（�東京女子医科大学東医療センター外科）

O12-3	 胃癌における Lymph	node	ratio が予後に与える影響

下田　陽太（�東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

O12-4	 当院における胃切除術後の体重 ・体組成変化

足立　真一（�西宮市立中央病院　外科）

O12-5	 胃全摘後の体重減少の要因に関する検討

水藤　　広（�千葉大学先端応用外科）

O12-6	 一般病院での内視鏡外科学会技術認定取得を目指したチームビルディング

浜川　卓也（�国立病院機構大阪医療センター　外科）
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3 日目 6月 19 日（土） 11:44 ～ 12:29 第 5 会場

一般口演 13　胃

座長 岩崎　義毅（ イムス東京葛飾総合病院　外科）

 福永　　哲（ 順天堂大学医学部附属順天堂医院　消化器・低侵襲外科）

　

O13-1	 胃瘻交換の安全性向上のための工夫

清水　朋宏（�豊田地域医療センター）

O13-2	 胃内分泌細胞腫瘍に対し外科的切除を行った 16 例の検討

田村　裕子（�横浜市立大学消化器・腫瘍外科学）

O13-3	 胃原発胎児消化管類似癌の 1例

添田　成美（�帝京大学医学部外科学講座　上部消化管外科）

O13-4	 大細胞型胃内分泌細胞癌の 1例

谷口　竜太（�九州労災病院門司メディカルセンター外科）

O13-5	 オキサリプラチンによる末梢神経障害に対するプレガバリン投与後意識障害の 1例

榎木　佑弥（�日本赤十字社和歌山医療センター　第一消化管外科）
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研修医口演

3 日目 6月 19 日（土） 13:40 ～ 14:34 第 5 会場

研修医口演 1　食道、胃

座長 市川　大輔（ 山梨大学医学部 外科学講座第一教室）

 堀川　昌宏（ 帝京大学医学部附属病院　上部消化管外科）

　

R1-1	 縦隔鏡下食道切除を行った併存疾患を有する高齢者進行食道癌の 1例

安康　勝喜（�日本医科大学付属病院�消化器外科）

R1-2	 急速な転移再発を認め Trousseau 症候群を合併した複合型食道神経内分泌細胞癌の 1例

坂野　　悠（�国立病院機構大阪医療センター　外科）

R1-3	 大型有鉤義歯誤飲に対して開胸食道異物除去術を施行した症例

寺脇　平真（�日本赤十字社和歌山医療センター）

R1-4	 所属リンパ節腫大を認め術前診断に苦慮した胃神経鞘腫の 1例

古屋　怜慈（�順天堂大学医学部附属練馬病院総合外科）

R1-5	 柿胃石による腸閉塞の 1例

村川　和也（�近森病院　臨床研修部）

R1-6	 活動性出血に対し動脈塞栓術後に腹腔鏡手術を行った小腸GIST の 1 例

木下　敦夫（�近森病院　臨床研修部）

3 日目 6月 19 日（土） 14:34 ～ 15:28 第 5 会場

研修医口演 2　大腸　他

座長 端山　　軍（ 帝京大学医学部附属病院　下部消化管外科）

 藤井　正一（ 横浜総合病院　消化器センター）

　

R2-1	 術前補助化学療法が著効した， 局所進行盲腸癌の一例

大塚　観喜（�函館五稜郭病院　外科）

R2-2	 術前診断可能であった S状結腸間膜窩ヘルニア嵌頓による小腸閉塞の 1例

部坂　奈生（�東京慈恵会医科大学　消化器外科）

R2-3	 遊離大腿筋膜張筋 ・前外側大腿皮弁を用いて腹壁再建を行った人工肛門直下大腸癌の 1例

口田　脩太（�函館五稜郭病院　外科）

R2-4	 腹壁瘢痕ヘルニアに虫垂が嵌頓した 1例

本山　翔太（�金沢医科大学臨床研修センター）

R2-5	 総胆管結石採石時のバスケット嵌頓に対し緊急開腹手術を施行した 1例

奥津　美里（�岩手県立久慈病院外科）

R2-6	 繰り返すイレウスを契機に発見された原発巣不明の膵 ・消化管神経内分泌腫瘍の 1例

岩崎　崇文（�盛岡赤十字病院外科）
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ランチョンセミナー

2 日目 6月 18 日（金） 12:20 ～ 13:10 第 2 会場

ランチョンセミナー 1　

共催：テルモ株式会社

座長 永川　裕一（ 東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

　

LS1-1	 腹腔鏡下胆嚢摘出術、 肝切除における癒着防止を意識した手技の工夫

後町　武志（�東京慈恵会医科大学　外科学講座肝胆膵外科分野）

LS1-2	 癒着性腸閉塞に対する腹腔鏡下手術と癒着防止材 （アドスプレー） の使用経験

多賀谷信美（�板橋中央総合病院　消化器病センター）

2 日目 6月 18 日（金） 12:20 ～ 13:10 第 3 会場

ランチョンセミナー 2　

共催：第一三共株式会社

座長 池田　徳彦（ 東京医科大学 呼吸器外科・甲状腺外科学分野）

　

LS2	 肺癌骨転移治療の最前線～主治医に求められる知識と心構えとは～

関　　順彦（�帝京大学医学部内科学講座　腫瘍内科）

2 日目 6月 18 日（金） 12:20 ～ 13:10 第 4 会場

ランチョンセミナー 3　直腸切除術におけるチーム医療

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

座長 橋口陽二郎（ 帝京大学医学部外科学講座（下部消化管））

　

LS3-1  中野　大輔（�がん・感染症センター東京都立駒込病院　外科（大腸））

LS3-2  茂田　浩平（�慶應義塾大学医学部　外科学（一般・消化器））

2 日目 6月 18 日（金） 12:20 ～ 13:10 第 5 会場

ランチョンセミナー 4　各診療科での合併症軽減の為に知っておくべき事～サーマルマネージメントによる～

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

座長 竹内　裕也（ 浜松医科大学　外科学第二講座）

　

LS4-1  徳永　正則（�東京医科歯科大学　胃外科）

LS4-2  塚本　俊輔（�国立がん研究センター中央病院　大腸外科）
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3 日目 6月 19 日（土） 12:40 ～ 13:30 第 2 会場

ランチョンセミナー 5　

共催：中外製薬株式会社

座長 佐野　圭二（ 帝京大学医学部外科学講座）

　

LS5	 肝癌治療の新しい展開～免疫チェックポイント阻害薬から VR手術まで～

脊山　泰治（�がん・感染症センター　都立駒込病院　肝胆膵外科）

3 日目 6月 19 日（土） 12:40 ～ 13:30 第 3 会場

ランチョンセミナー 6　

共催：小野薬品工業株式会社／ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社

座長 東風　　貢（ 日本大学医学部　消化器外科）

　

LS6	 最新ガイドラインから考える胃癌 3次治療

島田　英昭（�東邦大学大学院　消化器外科学講座・臨床腫瘍学講座）

3 日目 6月 19 日（土） 12:40 ～ 13:30 第 4 会場

ランチョンセミナー 7　胃癌周術期からサルベージまでの治療選択

共催：大鵬薬品工業株式会社

座長 深川　剛生（ 帝京大学医学部附属病院　上部消化管外科）

　

LS7-1  山下　裕玄（�日本大学医学部　消化器外科）

LS7-2  朴　　成和（�国立がん研究センター中央病院　消化管内科）

3 日目 6月 19 日（土） 12:40 ～ 13:30 第 5 会場

ランチョンセミナー 8　

共催：株式会社大塚製薬工場

座長 福島　亮治（ 帝京大学医学部外科学講座）

　

LS8	 末梢静脈栄養の意義と脂肪の投与　～エネフリードの役割～

標葉隆三郎（�医療法人社団茶畑会�相馬中央病院　院長）


