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学術セミナー６
17：00-17：50
HER2陽性転移再発乳癌の薬物治療と副作用マネジメント

座長：佐伯　俊昭（埼玉医科大学国際医療センター　乳腺腫瘍科）
演者：津川浩一郎（聖マリアンナ医科大学　乳腺・内分泌外科）　

負門　克典（がん研究会有明病院　画像診断部）　　　　　
共催：第一三共株式会社

セミナーライブ２
学術セミナー７

17：00-17：50
若手医師へのメッセージ　手術手技の鍛錬とその先の術後補助化学療法

座長：大塚　幸喜（岩手医科大学医学部　外科学講座）　　
演題１：手術手技の鍛錬
演題２：術後補助化学療法

演者：榎本　俊行（東邦大学医療センター大橋病院　外科）
進士　誠一（日本医科大学　消化器外科）　　　　　

共催：大鵬薬品工業株式会社

セミナーライブ３
ハンズオンセミナー１

16：30-18：00
理想の鼠径部ヘルニア治療戦略－ラパロとリヒテンシュタイン法の共存－

講師：中野　敢友（広島市立広島市民病院　外科）　　　　　　　　　
講師：山本　海介（四谷メディカルキューブ　腹部ヘルニアセンター）
講師：吉岡　慎一（八尾市立病院　外科）　　　　　　　　　　　　　

共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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ライブ配信セッション　2日目　10月30日（金）

ライブ１
シンポジウム10

8：00-10：00
外科分野における男女共同参画の現状とポジテイブ・アクション
 　司会　　東京大学　消化管外科　野　村　幸　世
 　国際医療福祉大学大学院　矢　永　勝　彦
SY10-1 アンケート調査による男女参画のための外科志望者増加プラン
 日本臨床外科学会　常任幹事　土　田　明　彦
SY10-2 女性呼吸器外科医の現状とアクションプラン
 日本呼吸器外科学会　男女共同参画女性医師支援部会長　中　原　理　恵
SY10-3 女性心臓血管外科医の情熱・努力のために
 日本心臓血管外科学会　男女共同参画WG委員長　塩　瀬　　　明
SY10-4 テレワークによる男女共同参画の推進
 日本外科学会　前男女共同参画委員長　中　村　清　吾
SY10-5 日本消化器外科学会における男女共同参画の現状とこれから
 日本消化器外科学会　理事　調　　　　　憲
SY10-6 小児外科学会におけるポジティブアクションの試み
 日本小児外科学会　ワークライフバランス検討委員会委員長　森　井　真也子
SY10-7 女性外科医のリーダー育成に向けてのポジテイブ・アクション
 日本乳癌学会　働き方検討委員会副委員長　齊　藤　光　江
SY10-8 日本産科婦人科学会における男女共同参画への取り組み
 日本産科婦人科学会　サステイナブル産婦人科医療体制確立委員会委員　木　戸　道　子

総会特別企画07
10：20-11：50
 新規医療機器開発・事業化への産学連携～令和時代にアカデミアがなすべきことの再考
 　司会　国立循環器病研究センター　妙　中　義　之
 　大阪医科大学　胸部外科　根　本　慎太郎
総会特別企画07-1 薬事からみた医療機器開発におけるアカデミアの果たすべき役割
 独立行政法人　医薬品医療機器総合機構　望　月　修　一
総会特別企画07-2 医療機器流通商社による「医療機器販売業参加型医工連携」への取り組み
 株式会社カワニシホールディングス　前　島　洋　平
総会特別企画07-3  開発～製造～販売を一気通貫に行う大企業が背負うリスクと、それを突破

するための医・工の質の高いパートナーシップの必要性
 帝人株式会社　医療機器事業推進班　藤　田　顕　久

総会特別企画07-4 外科医が主導する医療機器開発：現状、課題と展望
 大阪大学　次世代内視鏡治療学　中　島　清　一
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学会会長講演
13：20-13：50
 司会　杏林大学　跡　見　　　裕
日本臨床外科学会のこれまでとこれから 　医療法人社団大坪会　北多摩病院　万　代　恭　嗣

総会会長講演
13：50-14：30
 司会　大阪医科大学　名誉教授　岡　島　邦　雄
当科における肝外科のあゆみ 　大阪医科大学　一般・消化器外科　内　山　和　久

総会特別企画08
14：30-16：00
COVID-19を経験して -各施設からの提言-２ 　司会　東邦鎌谷病院　外科　草　地　信　也
 　防衛医科大学校　長　谷　和　生
総会特別企画08-1 COVID-19流行初期に院内感染発生により病院名が全国報道された影響
 相模原中央病院　外科　戸　倉　夏　木
総会特別企画08-2 COVID-19感染症に対する当院の取り組みと地域医療の課題
 白河厚生総合病院　大　木　進　司
総会特別企画08-3 手術室におけるCOVID-19の対応―この経験を未来に生かす―
 国立国際医療研究センター　外科　山　田　和　彦
総会特別企画08-4 COVID-19大規模院内感染の経験より
 永寿総合病院　外科　愛　甲　　　聡
総会特別企画08-5 当院におけるCOVID-19への対応
 自衛隊中央病院　外科　村　山　道　典
総会特別企画08-6  当院におけるCOVID-19診療と院内感染対策―院内定量PCR検査の立ち上

げと応用― 大阪医科大学附属病院　感染対策室　浮　村　　　聡

総会特別企画06
16：20-18：30
 第82回日本臨床外科学会合同企画　次世代の内視鏡下消化管手術セミナー特別版
上部（食道胃接合部癌）
 　司会　東京大学大学院医学系研究科　消化管外科学　瀬　戸　泰　之
総会特別企画06-1 食道胃接合部癌に対する下縦隔郭清と再建
 大阪国際がんセンター・消化器外科　大　森　　　健
総会特別企画06-2 食道胃接合部癌に対する内視鏡外科手術の実際
 大阪赤十字病院　消化器外科　金　谷　誠一郎

下部（直腸癌）
 　司会　北里大学北里研究所病院　渡　邊　昌　彦
総会特別企画06-3 直腸癌に対するmultidisciplinary treatment & multidirectional surgery
 横浜市立大学 市民総合医療センター 消化器病センター外科　渡　邉　　　純
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総会特別企画06-4 直腸癌手術の進化 -ロボット手術の工夫と展望-
 大阪医科大学附属病院　がん医療総合センター・消化器外科　奥　田　準　二

肝胆膵（PD）
 　司会　和歌山県立医科大学　第2外科　山　上　裕　機
総会特別企画06-5 次世代の膵臓外科領域におけるMinimally Invasive Surgery
 東京医科大学　消化器小児外科学分野　永　川　裕　一
総会特別企画06-6 低侵襲膵頭十二指腸切除術 九州大学臨床・腫瘍外科　中　村　雅　史

特別発言  大分大学　学長　北　野　正　剛
 共催　　　　　　　　　　　　　　　株式会社アムコ
 オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
 ビー・ブラウンエースクラップ株式会社

ライブ２
シンポジウム05

8：00-10：00
高度進行胃癌に対する内視鏡外科手術
 　司会　　　　名古屋市立大学　消化器外科　瀧　口　修　司
 　北里大学医学部　上部消化管外科学　比　企　直　樹
SY05-1 進行食道胃接合部癌に対する内視鏡外科手術
 北里大学　上部消化管外科学　細　田　　　桂
SY05-2 術前化学療法症例に対するロボット支援下胃切除術の有用性
 藤田医科大学　先端外科治療開発共同研究講座　田　中　　　毅
SY05-3 化学療法後胃癌に対する腹腔鏡下手術の安全性の検討
 市立豊中病院　外科　柳　本　喜　智
SY05-4 局所進行胃癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績の検討
 群馬大学　総合外科学　佐　野　彰　彦
SY05-5 高度進行胃癌に対する内視鏡手術―腹腔鏡下からロボットへ―
 日本赤十字社和歌山医療センター　消化管外科　山　下　好　人
SY05-6 高度進行胃癌に対するロボット支援手術の有用性とその短期成績
 名古屋市立大学　消化器外科学　佐　川　弘　之

シンポジウム06
10：20-12：20
胃外科の未来を語る
 　司会　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋大学　消化器外科　小　寺　泰　弘
 　地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪急性期総合医療センター　藤　谷　和　正
SY06-1 20年後の胃外科を予想する―Helicobacter pylori陰性時代の胃癌外科診療
 金沢医科大学一般・消化器外科学　木　南　伸　一
SY06-2 進行胃癌に対する術前化学療法の新たな適応 仙台オープン病院　遠　藤　龍　眞
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SY06-3 膵臓に触らないリンパ節郭清手技が創造する胃癌手術の未来
 がん研究会有明病院　熊　谷　厚　志
SY06-4 胃外科の未来を語る 大阪国際がんセンター　消化器外科　大　森　　　健
SY06-5 超高齢社会における胃癌の包括的治療戦略
 大阪医科大学　一般・消化器外科　田　中　　　亮
SY06-6 胃癌腹膜播種に対する遺伝子学的モニタリング法と新規腹腔内治療法開発の展望
 名古屋大学　消化器外科学　神　田　光　郎
SY06-7 胃切除後でも高いバイタリティを維持するために～積極的栄養療法とグレリン～
 大阪急性期・総合医療センター　消化器外科　宮　崎　安　弘
SY06-8 Feel betterを目指した患者の視点からみた医療評価導入の必要性
 東京慈恵会医科大学附属第三病院　臨床検査医学　中　田　浩　二

ビデオシンポジウム04
14：30-16：00
食道胃接合部癌に対する郭清と再建 -根治性と安全性との狭間で-
 　司会　順天堂大学　消化器・低侵襲外科　福　永　　　哲
 　東京大学　消化管外科学　山　下　裕　玄
VS04-1 再建の安全性を重視した食道胃接合部癌に対する縦隔鏡下手術
 京都府立医科大学　消化器外科　小　西　博　貴
VS04-2  合併症回避のための食道胃接合部癌に対する気縦隔・腹腔鏡下縦隔郭清と再建術の創

意工夫 京都第一赤十字病院　消化器外科　小　松　周　平
VS04-3  縦隔リンパ節郭清と術後QOLを重視した食道胃接合部癌に対する胸腔鏡下食道切除術

の適応 昭和大学　外科学講座　消化器・一般外科学部門　五　藤　　　哲
VS04-4 食道胃接合部癌に対する経裂孔的リンパ節郭清ならびに胃管再建法の有用性について
 国立病院機構千葉医療センター　福　冨　　　聡
VS04-5 食道胃接合部癌に対する鏡視下経裂孔的下部食道切除+噴門側胃切除,mSOFY再建
 日本赤十字社和歌山医療センター　消化管外科　山　口　賢　二
VS04-6  食道胃接合部癌における安全性と根治性のバランスのとれた手術術式～食道癌、胃

癌の両領域の鏡視下手術を行う外科医の選択～
 佐賀県医療センター好生館　消化器外科　池　田　　　貯

ビデオシンポジウム03
16：50-18：50
肝門部領域胆管癌の術式選択と治療成績
 　司会　　　　　　　　　名古屋大学　腫瘍外科　江　畑　智　希
 　横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学　遠　藤　　　格
 　特別発言　　　　　　　　愛知県がんセンター　梛　野　正　人
VS03-1 肝門部領域胆管癌に対する安全性を考慮した左三区域切除術とその成績
 千葉大学　臓器制御外科学　高屋敷　　　吏
VS03-2 肝門部領域胆管癌切除限界への挑戦と治療成績
 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　渡　部　文　昭
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VS04-6  食道胃接合部癌における安全性と根治性のバランスのとれた手術術式～食道癌、胃

癌の両領域の鏡視下手術を行う外科医の選択～
 佐賀県医療センター好生館　消化器外科　池　田　　　貯

ビデオシンポジウム03
16：50-18：50
肝門部領域胆管癌の術式選択と治療成績
 　司会　　　　　　　　　名古屋大学　腫瘍外科　江　畑　智　希
 　横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学　遠　藤　　　格
 　特別発言　　　　　　　　愛知県がんセンター　梛　野　正　人
VS03-1 肝門部領域胆管癌に対する安全性を考慮した左三区域切除術とその成績
 千葉大学　臓器制御外科学　高屋敷　　　吏
VS03-2 肝門部領域胆管癌切除限界への挑戦と治療成績
 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　渡　部　文　昭
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VS03-3 肝門部領域胆管癌に対する左三区域切除と治療成績
 名古屋大学　腫瘍外科　水　野　隆　史
VS03-4 肝門部領域胆管癌に対する治療成績と手術手技
 信州大学　医学部　外科学教室　消化器・移植・小児外科学分野　清　水　　　明
VS03-5 肝門部領域胆管癌の血管合併切除再建術の意義と治療成績
 三重大学　肝胆膵・移植外科　栗　山　直　久
VS03-6 肝門部領域胆管癌に対する適応拡大を目指した肝静脈再建と肝切除範囲縮小手術
 福山市民病院外科　貞　森　　　裕
VS03-7 R0を目指した肝門部領域胆管癌手術
 静岡がんセンター　肝胆膵外科　杉　浦　禎　一
VS03-8 当教室における広範囲胆管癌に対するHPDの治療成績
 横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学　藪　下　泰　宏

ライブ３
ビデオシンポジウム05

8：00-10：00 
ロボット支援下直腸癌手術の郭清手技
 　司会　大阪医科大学附属病院　がん医療総合センター・消化器外科　奥　田　準　二
 　静岡県立静岡がんセンター　大腸外科　塩　見　明　生
VS05-1  下部直腸癌に対するロボット支援下機能温存根治術　―腹腔鏡手術を凌駕しうる症

例・術式の適応とは― 大阪赤十字病院　消化器外科　野　村　明　成
VS05-2 カーブドシザーズにソフト凝固を組み合わせた安全なリンパ節郭清
 倉敷中央病院　外科　横　田　　　満
VS05-3 ロボット支援下側方郭清の手術手技
 静岡がんセンター　大腸外科　賀　川　弘　康
VS05-4 直腸がんにおけるロボット支援側方郭清の手術手技
 国立がん研究センター中央病院　大腸外科　塚　本　俊　輔
VS05-5  当科におけるロボット支援下側方リンパ節郭清の留意点―術者および助手の立場よ

り― 長崎大学病院　腫瘍外科　富　永　哲　郎
VS05-6 直腸癌に対するロボット手術の定型化　～リンパ節郭清における術野展開の工夫～
 市立東大阪医療センター　消化器外科　谷　田　　　司
VS05-7 ロボット支援下側方郭清術の導入と手術手技
 横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学　石　部　敦　士
VS05-8 ロボット支援下直腸癌手術の側方郭清手技 千葉西総合病院　小　林　昭　広
VS05-9 直腸癌手術側方郭清におけるロボット手術の意義
 東京大学　腫瘍外科　川　合　一　茂
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ビデオワークショップ02
10：20-12：20
直腸脱に対する手術選択と工夫
 　司会　　　　　　　大腸肛門病センター　高野会　くるめ病院　荒　木　靖　三
 　東京山手メディカルセンター　大腸肛門病センター　岡　本　欣　也
 　特別発言　　　　　　　　　　　　　　　　　黒川梅田診療所　黒　川　彰　夫
VW02-1 直腸脱に対する全身状態と排便造影による直腸の固定性に基づいた術式選択
 東邦大学　消化器外科　栗　原　聰　元
VW02-2 ラパロ全盛期におけるGMT手術選択のコツとpitfall
 大橋胃腸肛門科外科　大　橋　勝　久
VW02-3 術中直腸陰圧試験による腹腔鏡下直腸固定術の術式選択と工夫
 大阪中央病院　外科　安　田　　　潤
VW02-4 全身状態・脱出長・POP合併形態に応じた直腸脱に対する手術選択と工夫
 市立加西病院　外科　西　田　十紀人
VW02-5 シリコンフィルム型ドレーンを使用したThiersch法の有用性
 八子医院　外科　八　子　直　樹
VW02-6  腹腔鏡下直腸固定術（Wells変法）後の再発についての検討：再発防止術式工夫と

再発後の術式の検討 JR札幌病院　外科　鶴　間　哲　弘

ワークショップ24
14：30-16：30
ステージIV大腸癌に対する治療選択 　司会　九州大学　消化器・総合外科　沖　　　英　次
 　帝京大学　外科　橋　口　陽二郎
WS24-1 大腸癌肺転移の外科的切除の長期成績
 大阪急性期総合医療センター　賀　川　義　規
WS24-2 大腸癌肝転移に対する効果的なアプローチ
 九州大学大学院　消化器・総合外科　安　藤　幸　滋
WS24-3 治癒切除困難な大腸癌に対する術前化学療法の効果とConversion Surgeryの成績
 福島県立医大会津医療センター　小腸大腸肛門科　五十畑　則　之
WS24-4 Stage4直腸癌に対するconversion surgeryの検討
 都立多摩総合医療センター　外科　古　田　隆一郎
WS24-5 StageIV大腸癌に対する原発巣切除の現状
 帝京大学溝口病院　外科　茂　原　富　美
WS24-6 術前化学療法の有無がStage IV大腸癌の術後合併症に及ぼす影響
 東京大学　腫瘍外科学　野　澤　宏　彰
WS24-7 ベバシズマブによる肝臓・膵臓への形態的・機能的変化の検討
 東京医科大学茨城医療センター　消化器外科　大　城　幸　雄
WS24-8 ステージIV大腸癌の癌遺伝子変異と治療後の予後
 東京大学　肝胆膵外科・人工臓器移植外科　河　口　義　邦
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ビデオワークショップ02
10：20-12：20
直腸脱に対する手術選択と工夫
 　司会　　　　　　　大腸肛門病センター　高野会　くるめ病院　荒　木　靖　三
 　東京山手メディカルセンター　大腸肛門病センター　岡　本　欣　也
 　特別発言　　　　　　　　　　　　　　　　　黒川梅田診療所　黒　川　彰　夫
VW02-1 直腸脱に対する全身状態と排便造影による直腸の固定性に基づいた術式選択
 東邦大学　消化器外科　栗　原　聰　元
VW02-2 ラパロ全盛期におけるGMT手術選択のコツとpitfall
 大橋胃腸肛門科外科　大　橋　勝　久
VW02-3 術中直腸陰圧試験による腹腔鏡下直腸固定術の術式選択と工夫
 大阪中央病院　外科　安　田　　　潤
VW02-4 全身状態・脱出長・POP合併形態に応じた直腸脱に対する手術選択と工夫
 市立加西病院　外科　西　田　十紀人
VW02-5 シリコンフィルム型ドレーンを使用したThiersch法の有用性
 八子医院　外科　八　子　直　樹
VW02-6  腹腔鏡下直腸固定術（Wells変法）後の再発についての検討：再発防止術式工夫と

再発後の術式の検討 JR札幌病院　外科　鶴　間　哲　弘

ワークショップ24
14：30-16：30
ステージIV大腸癌に対する治療選択 　司会　九州大学　消化器・総合外科　沖　　　英　次
 　帝京大学　外科　橋　口　陽二郎
WS24-1 大腸癌肺転移の外科的切除の長期成績
 大阪急性期総合医療センター　賀　川　義　規
WS24-2 大腸癌肝転移に対する効果的なアプローチ
 九州大学大学院　消化器・総合外科　安　藤　幸　滋
WS24-3 治癒切除困難な大腸癌に対する術前化学療法の効果とConversion Surgeryの成績
 福島県立医大会津医療センター　小腸大腸肛門科　五十畑　則　之
WS24-4 Stage4直腸癌に対するconversion surgeryの検討
 都立多摩総合医療センター　外科　古　田　隆一郎
WS24-5 StageIV大腸癌に対する原発巣切除の現状
 帝京大学溝口病院　外科　茂　原　富　美
WS24-6 術前化学療法の有無がStage IV大腸癌の術後合併症に及ぼす影響
 東京大学　腫瘍外科学　野　澤　宏　彰
WS24-7 ベバシズマブによる肝臓・膵臓への形態的・機能的変化の検討
 東京医科大学茨城医療センター　消化器外科　大　城　幸　雄
WS24-8 ステージIV大腸癌の癌遺伝子変異と治療後の予後
 東京大学　肝胆膵外科・人工臓器移植外科　河　口　義　邦
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ワークショップ21
16：50-18：50 
横行結腸癌に対する治療戦略
 　司会　　　　愛媛大学　消化管・腫瘍外科学講座　惠　木　浩　之
 　島根県立中央病院　外科・消化器外科　金　澤　旭　宣
 　特別発言　　　順天堂大学東京江東医療センター　福　永　正　氣
WS21-1 脾弯曲側横行結腸癌手術に有用な横行結腸間膜挟み撃ち法
 中国労災病院　外科　向　井　正一朗
WS21-2 横行結腸進行癌に対するD3郭清（Pincer Approach）
 愛媛大学　消化器腫瘍外科　秋　田　　　聡
WS21-3 脾弯曲部近傍の横行結腸癌に対する血管解剖に基づいた治療戦略
 東京大学　腫瘍外科　室　野　浩　司
WS21-4 CMEを意識した横行結腸癌に対する手術手技
 札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科　沖　田　憲　司
WS21-5 横行結腸癌に対する治療戦略～根治性と教育を柱とした当院の取り組み～
 島根県立中央病院　外科・消化器外科　大　谷　　　裕
WS21-6 腹腔鏡下横行結腸切除における尾側アプローチの有用性
 倉敷中央病院　外科　横　田　　　満
WS21-7 脾彎曲部癌に対するSMA左側アプローチ
 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　渡　辺　卓　央
WS21-8 横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の郭清範囲決定法
 藤沢市民病院　消化器外科　小　倉　巧　也
WS21-9  進行横行結腸癌における問題点を克服した頭側アプローチ先行術式の定型化をめざ

して 医誠会病院　消化器外科　石　川　　　彰

ライブ４
ワークショップ17

8：00-10：00
肝胆膵領域手術における術前・術中simulation/navigation
 　司会　　　　　　　　弘前大学　消化器外科　袴　田　健　一
 　東京女子医科大学　消化器・一般外科　山　本　雅　一
WS17-1 真のリアルタイムナビゲーション肝切除
 兵庫医科大学　肝胆膵外科　波多野　悦　朗
WS17-2 腹腔鏡下解剖学的肝切除における術前シミュレーションとナビゲーションの有用性
 昭和大学消化器・一般外科　青　木　武　士
WS17-3 術中同定困難な肝腫瘍に対する術前マーキングを用いた肝切除の試み
 広島大学病院　消化器外科　黒　田　慎太郎
WS17-4  肝静脈根部浸潤腫瘍に対する肝切除における術前肝静脈ドレナージ領域の

simulationと凍結保存同種組織を用いた肝静脈再建
 東京大学　肝胆膵外科・人工臓器移植外科　金　子　順　一

WS17-5 ICG蛍光ナビゲーションを用いた拡大胆嚢摘出術の経験
 兵庫医科大学病院　肝胆膵外科　岡　本　共　弘



― 25 ―

WS17-6 肝胆膵領域手術におけるICG 蛍光法を用いた術中navigationの有用性
 京都大学　肝胆膵・移植外科　瀬　尾　　　智
WS17-7  Hologramを用いた次世代術中手術支援　-術中Real-time 3D胆管造影を併用した胆

道手術- 徳島大学　外科学　齋　藤　　　裕
WS17-8  術中ICG蛍光法を用いた膵頭十二指腸切除術でのartery-first approachにおける膵

頭部流入血の評価
 社会医療法人天神会　新古賀病院　消化器外科　馬　場　活　嘉

WS17-9 残膵機能を考慮した膵切除シミュレーションの可能性
 大阪国際がんセンター　消化器外科　山　田　大　作
WS17-10 3D解剖・空間認識・動作解析を統合したVR・AR・MRによる手術支援・遠隔医療
 帝京大学　冲永総合研究所 Innovation Lab　杉　本　真　樹

ワークショップ23
10：20-12：20
急性胆嚢炎手術のベストタイミングは？
 　司会　　　　　　　独立行政法人国立病院機構　敦賀医療センター　飯　田　　　敦
 　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　力　山　敏　樹
WS23-1 急性胆嚢炎手術のベストタイミング
 東邦大学医療センター大橋病院　外科　渡　邉　　　学
WS23-2 急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡下手術の治療成績と予後予測因子による安全性評価
 愛媛県立中央病院　消化器外科　藤　井　正　彦
WS23-3 急性胆嚢炎に対する早期と待期的腹腔鏡手術：全身評価と手術のタイミングについて
 愛知医科大学病院　消化器外科　戸　田　瑶　子
WS23-4 当科における急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術のタイミングと治療成績
 三重中央医療センター　湯　淺　浩　行
WS23-5 発症72時間経過後の急性胆嚢炎に対する緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績
 大垣市民病院　外科　大　屋　勇　人
WS23-6 当科における重症急性胆嚢炎に対する手術成績
 横須賀共済病院　外科　藤　田　　　亮
WS23-7  胆嚢ドレナージ後の腹腔鏡下胆嚢摘出術の至適時期に関する検討（多施設共同研

究；大阪大学消化器外科共同研究会・肝胆膵疾患分科会）
 多根総合病院　外科　森　　　琢　児

WS23-8 術前ドレナージを施行した急性胆嚢炎における至適手術時期の検討
 東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　落　合　成　人
WS23-9 急性胆嚢炎に対する早期手術における抗血栓薬内服の影響と安全性の検討
 藤沢市民病院　消化器外科　大　田　洋　平
WS23-10  治療成績からみた抗血栓薬内服中の急性胆嚢炎症例に対する適切な手術時期について

の検討 平塚市民病院　外科　藤　崎　洋　人
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WS17-6 肝胆膵領域手術におけるICG 蛍光法を用いた術中navigationの有用性
 京都大学　肝胆膵・移植外科　瀬　尾　　　智
WS17-7  Hologramを用いた次世代術中手術支援　-術中Real-time 3D胆管造影を併用した胆

道手術- 徳島大学　外科学　齋　藤　　　裕
WS17-8  術中ICG蛍光法を用いた膵頭十二指腸切除術でのartery-first approachにおける膵

頭部流入血の評価
 社会医療法人天神会　新古賀病院　消化器外科　馬　場　活　嘉

WS17-9 残膵機能を考慮した膵切除シミュレーションの可能性
 大阪国際がんセンター　消化器外科　山　田　大　作
WS17-10 3D解剖・空間認識・動作解析を統合したVR・AR・MRによる手術支援・遠隔医療
 帝京大学　冲永総合研究所 Innovation Lab　杉　本　真　樹

ワークショップ23
10：20-12：20
急性胆嚢炎手術のベストタイミングは？
 　司会　　　　　　　独立行政法人国立病院機構　敦賀医療センター　飯　田　　　敦
 　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　力　山　敏　樹
WS23-1 急性胆嚢炎手術のベストタイミング
 東邦大学医療センター大橋病院　外科　渡　邉　　　学
WS23-2 急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡下手術の治療成績と予後予測因子による安全性評価
 愛媛県立中央病院　消化器外科　藤　井　正　彦
WS23-3 急性胆嚢炎に対する早期と待期的腹腔鏡手術：全身評価と手術のタイミングについて
 愛知医科大学病院　消化器外科　戸　田　瑶　子
WS23-4 当科における急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術のタイミングと治療成績
 三重中央医療センター　湯　淺　浩　行
WS23-5 発症72時間経過後の急性胆嚢炎に対する緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績
 大垣市民病院　外科　大　屋　勇　人
WS23-6 当科における重症急性胆嚢炎に対する手術成績
 横須賀共済病院　外科　藤　田　　　亮
WS23-7  胆嚢ドレナージ後の腹腔鏡下胆嚢摘出術の至適時期に関する検討（多施設共同研

究；大阪大学消化器外科共同研究会・肝胆膵疾患分科会）
 多根総合病院　外科　森　　　琢　児

WS23-8 術前ドレナージを施行した急性胆嚢炎における至適手術時期の検討
 東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　落　合　成　人
WS23-9 急性胆嚢炎に対する早期手術における抗血栓薬内服の影響と安全性の検討
 藤沢市民病院　消化器外科　大　田　洋　平
WS23-10  治療成績からみた抗血栓薬内服中の急性胆嚢炎症例に対する適切な手術時期について

の検討 平塚市民病院　外科　藤　崎　洋　人
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ワークショップ19
14：30-16：30
胆道癌に対する術前・術後補助療法の意義
 　司会　山口大学医学部附属病院　腫瘍センター　井　岡　達　也
 　東北大学　消化器外科学　海　野　倫　明
WS19-1 胆道癌に対する術前治療の可能性 大阪大学　消化器外科学　小　林　省　吾
WS19-2 切除不能局所進行肝門部領域胆管癌に対するconversion surgeryの有用性
 千葉大学　臓器制御外科学　細　川　　　勇
WS19-3 胆道癌に対する包括的切除可能性分類の提案
 兵庫医科大学　肝胆膵外科　藤　本　康　弘
WS19-4 胆道癌術後補助療法の現状
 国立がん研究センター東病院　肝胆膵外科　小　西　　　大
WS19-5 当科における胆道癌根治術後adjuvant chemotherapyの検討
 東京医科大学茨城医療センター　消化器外科　鈴　木　修　司
WS19-6 胆道癌に対する術後化学療法の意義 獨協医科大学　第二外科　青　木　　　琢
WS19-7  胆道癌に対するGemcitabine＋S-1を用いた術後補助化学療法の有効性と安全性の

検討 信州大学　消化器外科学　細　田　清　孝
WS19-8 胆道癌に対する術後補助化学療法のS1の有用性の検討
 東京慈恵会医科大学　消化器外科　羽　村　凌　雅

ワークショップ20
16：50-18：50 
膵全摘の意義と問題点 　司会　自治医科大学　消化器一般移植外科　佐　田　尚　宏
 　近畿大学医学部　外科学教室　竹　山　宜　典
WS20-1 当施設の膵全摘症例の検討
 NCGM　国立国際医療研究センター　肝胆膵外科　竹　村　信　行
WS20-2 膵全摘術後の短期・長期成績 千葉大学　臓器制御外科　賀　川　真　吾
WS20-3 膵癌に対する治療戦略から考察した膵全摘（残膵全摘）術の意義
 和歌山県立医科大学　外科学第2講座　北　畑　裕　司
WS20-4 当科におけるこれまでの膵全摘術の経験
 東京大学　肝胆膵外科・人工臓器移植外科　長　田　梨比人
WS20-5 膵全摘後の管理と課題
 札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科　今　村　将　史
WS20-6 膵全摘術後の手術成績と栄養評価
 藤田医科大学医学部消化器外科学講座　ばんたね病院外科　浅　野　之　夫
WS20-7 膵全摘における血糖コントロール困難症例のリスク因子解析
 東京医科歯科大学　大学院肝胆膵外科学分野　森　本　紘一朗
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ライブ５
研修医セッション13

8：00-9：00
肺・縦隔１ 　座長　八尾徳州会総合病院　市　橋　良　夫
 　福井赤十字病院　松　倉　　　規
RS-13-1 肝嚢胞腺癌肺転移に対して胸腔鏡下手術を行い診断に至った一例
 　福山市民病院　呼吸器外科　藤　井　龍之介
RS-13-2 脳膿瘍を合併した肺動静脈奇形に対して胸腔鏡下肺区域切除術を施行した一例
 　福山市民病院　呼吸器外科　井　上　智　敬
RS-13-3  成人発症のリンパ管腫（Lymphangioma）に対して胸腔鏡下縦隔嚢胞切除術を施行

した一例 　国立病院機構　岩国医療センター　高　橋　侑　也
RS-13-4  Postaortic left innominate veinを伴う右上葉肺癌に対して胸腔鏡下右上葉切除術お

よび縦隔リンパ節廓清術を行った1例 　岡山ろうさい病院　外科　俣　野　貴　慶
RS-13-5  同一肺葉内に発生した転移性肺腫瘍と原発性肺癌に対し，胸腔鏡下右肺上葉切除術

を施行した高齢者の1例 　長野市民病院　呼吸器外科　小　澤　由　季
RS-13-6 膵臓癌に合併した肺髄膜腫様結節の1例
 　公立藤岡総合病院　外科　古　市　　　望
RS-13-7 原発性大腸癌に合併し、転移性肺腫瘍と鑑別が困難であった腸型肺腺癌の1例
 　市立東大阪医療センター　呼吸器外科　松　田　　　優

研修医セッション14
9：20-10：20
肺・縦隔２ 　座長　　　　　大阪医科大学　呼吸器外科　越　智　　　薫
 　天理よろづ相談所病院　呼吸器外科　中　川　達　雄
RS-14-1 胸腺発生の類表皮嚢胞の1切除例 　長野赤十字病院　呼吸器外科　宮　下　遼　平
RS-14-2 胸骨浸潤のある胸腺癌に対し胸腺摘出・胸骨合併切除・胸壁再建を施行した1例
 　岩国医療センター　胸部外科　近　藤　　　薫
RS-14-3 赤芽球癆合併胸腺腫に対する治療方針の検討
 　日本医科大学　呼吸器外科　富　岡　勇宇也
RS-14-4 アセチレンガス爆発による気管・気管支損傷の1例
 　日本赤十字社医療センター　呼吸器外科　久　野　泰　孝
RS-14-5  アレルギー性気管支肺アスペルギルス症を併発し菌球形成した肺アスペルギルス症

に空洞切開術を行った1例 　慈恵医大　呼吸器外科　榊　　　太　郎
RS-14-6 肺癌術後の乳糜胸に対し早期にリンパ管造影を施行し治癒した一例
 　日本赤十字社医療センター　呼吸器外科　宮　澤　　　傑
RS-14-7 慢性肺血栓塞栓症による喀血で、左上葉切除に至った1例
 　岩国医療センター　師　岡　和　輝



― 27 ―

ライブ５
研修医セッション13

8：00-9：00
肺・縦隔１ 　座長　八尾徳州会総合病院　市　橋　良　夫
 　福井赤十字病院　松　倉　　　規
RS-13-1 肝嚢胞腺癌肺転移に対して胸腔鏡下手術を行い診断に至った一例
 　福山市民病院　呼吸器外科　藤　井　龍之介
RS-13-2 脳膿瘍を合併した肺動静脈奇形に対して胸腔鏡下肺区域切除術を施行した一例
 　福山市民病院　呼吸器外科　井　上　智　敬
RS-13-3  成人発症のリンパ管腫（Lymphangioma）に対して胸腔鏡下縦隔嚢胞切除術を施行

した一例 　国立病院機構　岩国医療センター　高　橋　侑　也
RS-13-4  Postaortic left innominate veinを伴う右上葉肺癌に対して胸腔鏡下右上葉切除術お

よび縦隔リンパ節廓清術を行った1例 　岡山ろうさい病院　外科　俣　野　貴　慶
RS-13-5  同一肺葉内に発生した転移性肺腫瘍と原発性肺癌に対し，胸腔鏡下右肺上葉切除術

を施行した高齢者の1例 　長野市民病院　呼吸器外科　小　澤　由　季
RS-13-6 膵臓癌に合併した肺髄膜腫様結節の1例
 　公立藤岡総合病院　外科　古　市　　　望
RS-13-7 原発性大腸癌に合併し、転移性肺腫瘍と鑑別が困難であった腸型肺腺癌の1例
 　市立東大阪医療センター　呼吸器外科　松　田　　　優

研修医セッション14
9：20-10：20
肺・縦隔２ 　座長　　　　　大阪医科大学　呼吸器外科　越　智　　　薫
 　天理よろづ相談所病院　呼吸器外科　中　川　達　雄
RS-14-1 胸腺発生の類表皮嚢胞の1切除例 　長野赤十字病院　呼吸器外科　宮　下　遼　平
RS-14-2 胸骨浸潤のある胸腺癌に対し胸腺摘出・胸骨合併切除・胸壁再建を施行した1例
 　岩国医療センター　胸部外科　近　藤　　　薫
RS-14-3 赤芽球癆合併胸腺腫に対する治療方針の検討
 　日本医科大学　呼吸器外科　富　岡　勇宇也
RS-14-4 アセチレンガス爆発による気管・気管支損傷の1例
 　日本赤十字社医療センター　呼吸器外科　久　野　泰　孝
RS-14-5  アレルギー性気管支肺アスペルギルス症を併発し菌球形成した肺アスペルギルス症

に空洞切開術を行った1例 　慈恵医大　呼吸器外科　榊　　　太　郎
RS-14-6 肺癌術後の乳糜胸に対し早期にリンパ管造影を施行し治癒した一例
 　日本赤十字社医療センター　呼吸器外科　宮　澤　　　傑
RS-14-7 慢性肺血栓塞栓症による喀血で、左上葉切除に至った1例
 　岩国医療センター　師　岡　和　輝
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研修医セッション15
10：40-11：25
ヘルニア・その他１
 　座長　岡山そけいヘルニア日帰り手術　Gi外科クリニック　池　田　義　博
 　徳島大学　消化器・移植外科　柏　原　秀　也
RS-15-1 腹腔鏡を併用し切除しえた子宮内膜症を併存したNuck管水腫の2例
 　函館五稜郭病院　外科　大　塚　観　喜
RS-15-2 鼠経ヘルニアに続発した大網捻転に対し一期的に腹腔鏡下手術を施行した1例
 　宗像水公会総合病院　幸　喜　　　健
RS-15-3 待機的に大腿ヘルニア修復術を施行した虫垂炎併発De Garengeot herniaの1例
 　中東遠総合医療センター　外科　藏　野　結　衣
RS-15-4 閉鎖孔、大腿ヘルニア術前待機中に虫垂炎をきたしたMarfan症候の1例
 　社会福祉法人　三井記念病院　消化器外科　斎　藤　　　遥
RS-15-5 超音波ガイド下整復後に待機的腹腔鏡下修復術を施行した閉鎖孔ヘルニアの2例
 　浜の町病院 外科　田　代　勇　人

研修医セッション16
11：45-12：45
ヘルニア・その他２ 　座長　済生会松阪総合病院　外科　田　中　　　穣
 　市立四日市病院　外科　丸　山　浩　高
RS-16-1 腹腔鏡下に修復したMorgagni孔ヘルニアの1例
 　九州医療センター　消化管外科・臨床研究センター　隈　部　　　充
RS-16-2 胃全摘術後に挙上空腸による食道裂孔ヘルニア嵌頓をきたした一例
 　日本海総合病院　外科　下　津　陽　平
RS-16-3 腹腔鏡下手術を施行したUpside　down stomach を伴う巨大食道裂孔ヘルニアの1例
 　りんくう総合医療センター　外科　萩　原　佳　菜
RS-16-4 Mesh plug法が有効であった希な上腰ヘルニアの一例
 　順天堂大学練馬病院　臨床研修センター　堀　川　幸　保
RS-16-5  突然の腹痛を契機に発見されたSpiegel herniaに対し、腹腔鏡下ヘルニア修復術を

施行した一例 　JCHO東京新宿メディカルセンター　外科　近　藤　芳　彦
RS-16-6 直腸癌に対する腹会陰式直腸切除術術後に発症した会陰ヘルニアの1例
 　生長会　府中病院　臨床研修センター　島　田　貴　明
RS-16-7 絞扼性腸閉塞をきたした下回盲窩型盲腸周囲ヘルニアの1例
 　青森市民病院　外科　尾　崎　　　魁

研修医セッション17
13：05-13：50
心臓・血管 　座長　　　　　　　　　　　　　大阪医科大学　胸部外科　大　門　雅　広
 　岐阜大学大学院医学系研究科　高度先進外科学分野　土　井　　　潔
RS-17-1  新型コロナウイルス肺炎合併の感染性心内膜炎による僧帽弁閉鎖不全症と考えられ

ていたものの僧帽弁の腱索断裂が原因であった1手術症例
 　関東労災病院　初期臨床研修医　酒　井　亮　輔
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RS-17-2 広範囲にわたった特発性上腸間膜静脈血栓症による小腸壊死の1例
 　岡崎市民病院　中川路　美　雲
RS-17-3  経カテーテル動脈塞栓術（TAE）で止血し得た抗凝固療法中に発症した小腸間膜

血腫の一例 　昭和大学藤が丘病院　消化器一般外科　中　村　明　弘
RS-17-4  ステント留置による血流改善が見られず緊急手術および抗凝固療法にて治療し得た

孤立性上腸間膜動脈解離の1例 　岡崎市民病院　山　浦　暢　晃
RS-17-5 2次性大動脈十二指腸瘻に対して十二指腸水平脚切除を施行した2症例
 　長崎みなとメディカルセンター　奥　田　真　吾

ワークショップ25
14：30-16：30
最適なCVポート留置法 　司会　　　帝京大学ちば総合医療センター　内科　小　尾　俊太郎
 　がん・感染症センター都立駒込病院　外科　高　橋　慶　一
WS25-1 鎖骨下静脈からの中心静脈ポート設置
 愛知県がんセンター　放射線診断・IVR部　稲　葉　吉　隆
WS25-2 鎖骨下静脈CVポート造設時における適切な穿刺方法および穿刺部位の検討
 愛育病院　外科　中　山　智　英
WS25-3 上腕ポート留置術 愛媛大学　肝胆膵乳腺外科　坂　元　克　考
WS25-4  末梢挿入式皮下埋込型中心静脈カテーテルポート（上腕CVポート）の有用性と安

全性∽単施設221例の解析と検討∽
 独立行政法人　国立病院機構　京都医療センター　三　木　晶　森

WS25-5 カットダウン法によるCVポート留置と感染症例の検討
 札幌道都病院　外科　西　森　英　史
WS25-6 中心静脈ポート留置症例における術後感染及び創部離開の危険因子の同定
 石川県立中央病院　消化器外科　崎　村　祐　介
WS25-7 当科におけるCVポート留置の現状と使用成績
 市立函館病院　消化器外科　大　渕　佳　祐
WS25-8 当センターにおけるCVポート留置術の安全、確実な手技の検討
 長崎みなとメディカルセンター　乳腺・内分泌外科　崎　村　千　香
WS25-9 CVポート抜去症例から考えるリスク因子の検討
 浜松医科大学　第二外科　古　橋　　　暁

研修医セッション18
16：50-17：20
乳腺１ 　座長　神戸大学　乳腺内分泌外科　谷　野　裕　一
 　日本生命病院　乳腺外科　西　田　幸　弘
RS-18-1 乳腺繊維腺腫内に発生した非浸潤性乳管癌の1例
 　東邦大学医療センター大橋病院　酒　井　杏　奈
RS-18-2 乳腺原発神経内分泌癌の一例
 　済生会横浜市東部病院　消化器外科　湯　浅　千　晶
RS-18-3 尿崩症により発症し術後20年で診断された乳癌下垂体転移の1例
 　関西医大附属病院　卒後臨床研修センター　星　山　季　子



― 29 ―

RS-17-2 広範囲にわたった特発性上腸間膜静脈血栓症による小腸壊死の1例
 　岡崎市民病院　中川路　美　雲
RS-17-3  経カテーテル動脈塞栓術（TAE）で止血し得た抗凝固療法中に発症した小腸間膜

血腫の一例 　昭和大学藤が丘病院　消化器一般外科　中　村　明　弘
RS-17-4  ステント留置による血流改善が見られず緊急手術および抗凝固療法にて治療し得た

孤立性上腸間膜動脈解離の1例 　岡崎市民病院　山　浦　暢　晃
RS-17-5 2次性大動脈十二指腸瘻に対して十二指腸水平脚切除を施行した2症例
 　長崎みなとメディカルセンター　奥　田　真　吾

ワークショップ25
14：30-16：30
最適なCVポート留置法 　司会　　　帝京大学ちば総合医療センター　内科　小　尾　俊太郎
 　がん・感染症センター都立駒込病院　外科　高　橋　慶　一
WS25-1 鎖骨下静脈からの中心静脈ポート設置
 愛知県がんセンター　放射線診断・IVR部　稲　葉　吉　隆
WS25-2 鎖骨下静脈CVポート造設時における適切な穿刺方法および穿刺部位の検討
 愛育病院　外科　中　山　智　英
WS25-3 上腕ポート留置術 愛媛大学　肝胆膵乳腺外科　坂　元　克　考
WS25-4  末梢挿入式皮下埋込型中心静脈カテーテルポート（上腕CVポート）の有用性と安

全性∽単施設221例の解析と検討∽
 独立行政法人　国立病院機構　京都医療センター　三　木　晶　森

WS25-5 カットダウン法によるCVポート留置と感染症例の検討
 札幌道都病院　外科　西　森　英　史
WS25-6 中心静脈ポート留置症例における術後感染及び創部離開の危険因子の同定
 石川県立中央病院　消化器外科　崎　村　祐　介
WS25-7 当科におけるCVポート留置の現状と使用成績
 市立函館病院　消化器外科　大　渕　佳　祐
WS25-8 当センターにおけるCVポート留置術の安全、確実な手技の検討
 長崎みなとメディカルセンター　乳腺・内分泌外科　崎　村　千　香
WS25-9 CVポート抜去症例から考えるリスク因子の検討
 浜松医科大学　第二外科　古　橋　　　暁

研修医セッション18
16：50-17：20
乳腺１ 　座長　神戸大学　乳腺内分泌外科　谷　野　裕　一
 　日本生命病院　乳腺外科　西　田　幸　弘
RS-18-1 乳腺繊維腺腫内に発生した非浸潤性乳管癌の1例
 　東邦大学医療センター大橋病院　酒　井　杏　奈
RS-18-2 乳腺原発神経内分泌癌の一例
 　済生会横浜市東部病院　消化器外科　湯　浅　千　晶
RS-18-3 尿崩症により発症し術後20年で診断された乳癌下垂体転移の1例
 　関西医大附属病院　卒後臨床研修センター　星　山　季　子
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RS-18-4 当院での統合失調症を併存した乳癌患者の診療の現状
 　聖マリア病院　初期研修医　古　賀　菜穂子

研修医セッション19
17：40-18：25
乳腺２ 　座長　　　近畿大学　外科　乳腺内分泌部門　菰　池　佳　史
 　JCHO　大阪病院　乳腺・内分泌外科　塚　本　文　音
RS-19-1 術前化学療法でCRとなり非切除となった若年性乳癌の1例
 　けいゆう病院　外科　小　野　　　楓
RS-19-2  皮膚浸潤を伴う進行乳癌に対して化学療法およびCDK4/6阻害剤を施行し根治的手

術が可能となった一例 　日本大学病院　研修医　豊　中　亮　介
RS-19-3 HER2陽性再発乳癌に対してトラスツズマブを長期投与し得た2症例
 　東邦大学　大橋病院　外科　松　本　翠　愛
RS-19-4  術前抗HER2単独療法で病理学的完全奏効が得られた特発性血小板減少性紫斑病合

併乳癌の1例 　長崎みなとメディカルセンター　竹　島　彩　季

ライブ６
研修医セッション20

8：00-8：30
肛門疾患 　座長　　　福岡山王病院　大腸センター　衣　笠　哲　史
 　大阪医科大学　一般・消化器外科　濱　元　宏　喜
RS-20-1 誤嚥魚骨による肛門周囲膿瘍の1例 　東海中央病院　研修医　桑　野　誠　也
RS-20-2 精巣がん再発に対する化学療法中に発症したフルニエ症候群の1例
 　総合大雄会病院　外科　高　津　裕　太
RS-20-3 尖圭コンジローマの術前診断で手術を施行した肛門管高異型度上皮内腫瘍の1例
 　済生会横浜市東部病院　消化器外科　石　川　裕　己

研修医セッション21
8：50-9：35
内分泌 　座長　大阪大学大学院医学系研究科　乳腺内分泌外科　金　　　昇　晋
 　大阪市立大学大学院　乳腺・内分泌外科　高　島　　　勉
RS-21-1 当科で手術を施行した小児バセドウ病症例の検討
 　藤田医科大学　内分泌外科　中　村　健　人
RS-21-2  急性化膿性甲状腺炎を契機に発見された下咽頭梨状窩瘻に対して、甲状腺左葉切除

術・瘻孔閉鎖術を施行した一例 　仙台市立病院　寺　田　岳　史
RS-21-3 無症候性異所性褐色細胞腫と診断された膵頭部背側の後腹膜腫瘍の1例
 　松戸市立総合医療センター　外科　二　川　泰　人
RS-21-4 膵神経内分泌腫瘍（NET）術後肝転移と鑑別が困難であった肝腫瘍の1例
 　順天堂大学医学部附属練馬病院　消化器外科　松　本　佳　純
RS-21-5 甲状腺癌術後6年目に再発した腹腔内腫瘤に対して右半結腸切除術を施行した1例
 　東海大学　消化器外科　八　木　萌　香
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研修医セッション22
9：55-10：55
小児外科・GIST 　座長　　　筑波大学医学医療系　小児外科　新　開　統　子
 　富山大学　消化器・腫瘍・総合外科　北　條　荘　三
RS-22-1 腸管膜リンパ管腫の術後経過中に腹腔動脈起始部圧迫症候群を呈した1例
 　長崎大学医学部医学科六年　草木迫　　　充
RS-22-2 性早熟症状を契機に診断された卵巣若年性顆粒膜細胞腫の1例
 　福井県立病院　初期研修医　勝　尾　　　彬
RS-22-3 単孔式腹腔鏡下十二指腸分節切除術を施行した十二指腸GISTの1例
 　和歌山県立医科大学　第2外科　生　地　みづ穂
RS-22-4 巨大空腸GISTの一例 　公立西知多総合病院　外科　龍　田　杜　隼
RS-22-5  術前確定診断が困難であった横行結腸間膜由来の巨大Gastrointesinal stromal 

tumor（GIST）の1例 　板橋中央総合病院　川　崎　一　生
RS-22-6 十二指腸GISTに対して十二指腸部分切除、ダブルトラクト再建術を施行した一例
 　東京医科歯科大学　肝胆膵外科　市　場　大　貴
RS-22-7 若年女性に生じたvon Recklinghausen病合併小腸GISTの1例
 　太田西ノ内病院　外科　森　　　友　輔

ビデオパネルディスカッション01
11：15-12：45
局所進行・再発直腸癌に対する安全な手術手技
 　司会　兵庫医科大学　外科学講座　下部消化管外科　池　田　正　孝
 　名古屋大学　腫瘍外科　上　原　　　圭
 　特別発言　関西医科大学外科学講座　関　本　貢　嗣
VP01-1 当科における仙骨合併切除骨盤内臓器全摘術（TPES）の術式と成績
 愛知県がんセンター　消化器外科部　小　森　康　司
VP01-2 局所再発直腸癌の最難関“Sacroiliac recurrence”に対する挑戦と安全な手術手技
 名古屋大学　腫瘍外科　小　倉　淳　司
VP01-3 局所進行・再発直腸癌に対する用手補助腹腔鏡下骨盤内臓全摘術
 聖路加国際病院　消化器・一般外科　田　代　　　浄
VP01-4 当院での仙骨合併切除を伴う進行・再発直腸癌の手術手技
 兵庫医科大学　外科学講座　下部消化管外科　木　村　　　慶
VP01-5 進行・再発直腸癌に対する腹腔鏡下手術の要点
 大阪大学　消化器外科　植　村　　　守

研修医セッション23
13：05-14：05
食道 　座長　川崎医科大学　消化器外科　藤　原　由　規
 　大阪大学　消化器外科　山　下　公太郎
RS-23-1 多発粘膜内癌を併存した表層拡大型食道癌の1例
 　名古屋第一赤十字病院　久　保　裕　昭
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研修医セッション22
9：55-10：55
小児外科・GIST 　座長　　　筑波大学医学医療系　小児外科　新　開　統　子
 　富山大学　消化器・腫瘍・総合外科　北　條　荘　三
RS-22-1 腸管膜リンパ管腫の術後経過中に腹腔動脈起始部圧迫症候群を呈した1例
 　長崎大学医学部医学科六年　草木迫　　　充
RS-22-2 性早熟症状を契機に診断された卵巣若年性顆粒膜細胞腫の1例
 　福井県立病院　初期研修医　勝　尾　　　彬
RS-22-3 単孔式腹腔鏡下十二指腸分節切除術を施行した十二指腸GISTの1例
 　和歌山県立医科大学　第2外科　生　地　みづ穂
RS-22-4 巨大空腸GISTの一例 　公立西知多総合病院　外科　龍　田　杜　隼
RS-22-5  術前確定診断が困難であった横行結腸間膜由来の巨大Gastrointesinal stromal 

tumor（GIST）の1例 　板橋中央総合病院　川　崎　一　生
RS-22-6 十二指腸GISTに対して十二指腸部分切除、ダブルトラクト再建術を施行した一例
 　東京医科歯科大学　肝胆膵外科　市　場　大　貴
RS-22-7 若年女性に生じたvon Recklinghausen病合併小腸GISTの1例
 　太田西ノ内病院　外科　森　　　友　輔

ビデオパネルディスカッション01
11：15-12：45
局所進行・再発直腸癌に対する安全な手術手技
 　司会　兵庫医科大学　外科学講座　下部消化管外科　池　田　正　孝
 　名古屋大学　腫瘍外科　上　原　　　圭
 　特別発言　関西医科大学外科学講座　関　本　貢　嗣
VP01-1 当科における仙骨合併切除骨盤内臓器全摘術（TPES）の術式と成績
 愛知県がんセンター　消化器外科部　小　森　康　司
VP01-2 局所再発直腸癌の最難関“Sacroiliac recurrence”に対する挑戦と安全な手術手技
 名古屋大学　腫瘍外科　小　倉　淳　司
VP01-3 局所進行・再発直腸癌に対する用手補助腹腔鏡下骨盤内臓全摘術
 聖路加国際病院　消化器・一般外科　田　代　　　浄
VP01-4 当院での仙骨合併切除を伴う進行・再発直腸癌の手術手技
 兵庫医科大学　外科学講座　下部消化管外科　木　村　　　慶
VP01-5 進行・再発直腸癌に対する腹腔鏡下手術の要点
 大阪大学　消化器外科　植　村　　　守

研修医セッション23
13：05-14：05
食道 　座長　川崎医科大学　消化器外科　藤　原　由　規
 　大阪大学　消化器外科　山　下　公太郎
RS-23-1 多発粘膜内癌を併存した表層拡大型食道癌の1例
 　名古屋第一赤十字病院　久　保　裕　昭
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RS-23-2 食道扁平上皮癌に対する放射線治療部位に発生した食道癌肉腫の1例
 　東海大学医学部　消化器外科　大　塚　哲　哉
RS-23-3 腹臥位胸腔鏡下腫瘍核出術を施行した全周性巨大平滑筋腫の1例
 　東海大学医学部　消化器外科　上　野　未　来
RS-23-4 経食道的縦隔ドレナージが奏功した胸腔鏡下食道亜全摘術後縫合不全の1例
 　日本赤十字社医療センター　胃食道外科　山　田　亮太郎
RS-23-5 食道胃管頸部吻合再建後の縫合不全に対して局所陰圧閉鎖療法で加療した3例
 　三井記念病院　消化器外科　中　溝　雅　也
RS-23-6  食道切除後の乳び胸に対し傍大動脈リンパ節穿刺によるCTガイド下リピオドール

リンパ管造影が有効であった一例
 　国立国際医療研究センター　外科　鬼久保　雄　太

RS-23-7 甲状腺腫瘍と鑑別を要し外科的切除を施行した食道憩室の一例
 　仙台市立病院　外科　上　原　俊　也

研修医セッション24
14：25-15：25
胃１ 　座長　金沢医科大学　一般・消化器外科学　木　南　伸　一
 　市立豊中病院　外科　柳　本　喜　智
RS-24-1  AFP産生胃癌リンパ節転移に対しramucirumab/nab-PACによる化学療法が奏功

した一例 　太田西ノ内病院　外科　大　槻　紀亜良
RS-24-2  進行残胃癌術後補助化学療法中に大量腹水の貯留をきたし腹膜播種再発の診断に苦

慮した一例 　国立病院機構　京都医療センター　外科　出　川　佳奈子
RS-24-3 演題取り下げ 　　
RS-24-4 幽門狭窄を伴う進行胃癌に対するバイパス術後にConversion手術した1例
 　済生会横浜市東部病院　消化器外科　二　宮　　　葵
RS-24-5 胃癌に併存し肝転移との鑑別が困難であった肝炎症性偽腫瘍の1例
 　済生会福岡総合病院　臨床教育部　松　田　真　和
RS-24-6 術前診断困難であった10cm以上の表層拡大型胃癌の1例
 　名古屋第一赤十字病院　一般消化器外科　市　川　毅　留
RS-24-7 視神経転移を伴う髄膜播種を来した胃癌の1例
 　公立藤岡総合病院　外科　小　野　りさ子

研修医セッション25
15：45-16：45
胃２ 　座長　 　名古屋大学　消化器外科学　神　田　光　郎
 　和歌山県立医科大学　第2外科　北　谷　純　也
RS-25-1 当院における腹腔鏡下幽門側胃切除後のデルタ吻合による再建の導入と短期成績
 　近江八幡市立総合医療センター　松　井　雅　貴
RS-25-2 当院における腹腔鏡下幽門側胃切除後Billroth-II法再建の工夫と手術成績
 　済生会横浜市東部病院　消化器外科　亀　山　友　恵
RS-25-3 胃GISTに対して単孔式腹腔鏡下胃内手術を施行した一例
 　医療法人医誠会　医誠会病院　消化器外科　飛　鳥　壮　栄
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RS-25-4 腹腔鏡下胃部分切除を施行した胃原発calcifying fibrous tumorの1例
 　日本生命病院　消化器外科　木　下　聡　子
RS-25-5  腹腔動脈の稀な血管走行破格を伴う胃癌に対して腹腔鏡補助下幽門側胃切除を行っ

た一例 　JR東京総合病院　消化器外科　仲　吉　朝　基
RS-25-6 腹腔鏡下胃全摘術後のY脚吻合部に逆行性腸重積を来した1例
 　都立駒込病院　胃外科　根　本　幸　一
RS-25-7 腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行した2例
 　呉医療センター・中国がんセンター　臨床研修医　山　口　真　治

研修医セッション26
17：05-18：05
胃３ 　座長　千葉県がんセンター　食道・胃腸外科　郡　司　　　久
 　富山県立中央病院　柄　田　智　也
RS-26-1 出血性十二指腸脂肪腫に手術を施行した一例
 　東海大学医学部付属八王子病院　消化器外科　赤　羽　　　龍
RS-26-2 30mm大で腹腔内出血を来した胃GIST腫瘍破裂の1手術例
 　東京医科歯科大学　消化管外科学　近　藤　　　茂
RS-26-3 魚骨の胃穿孔により腹腔内膿瘍をきたした1例
 　宝生会 PL病院　臨床研修センター　田　中　章　博
RS-26-4 胃壁から腹腔内へ迷入した魚骨を腹腔鏡下に摘出した1例
 　国立病院機構　京都医療センター　外科　近　森　健太郎
RS-26-5 呑気が原因と考えられた成人特発性胃破裂の1例
 　長岡赤十字病院　外科　三　輪　矢真人
RS-26-6  異物誤飲による食道穿孔・胃内異物に対し頚部ドレナージと開腹胃内異物摘出術を

行った一例 　仙台市立病院　外科　堀　部　　　将

セミナーライブ１
学術セミナー８

11：00-11：50
 接合部癌お互いにとっての国境はどこだ～食道外科医・胃外科医の立場から～

座長：比企　直樹（北里大学医学部　上部消化管外科学）　　　　
演者：徳永　正則（東京医科歯科大学大学院　消化管外科学分野）

渡邊　雅之（がん研有明病院　食道外科）　　　　　　　　
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

学術セミナー２
12：00-12：50
大腸癌診療HOT TOPICS

座長：松田　　宙（大阪国際がんセンター　消化器外科）　
演者：佐竹　悠良（関西医科大学附属病院　がんセンター）

共催：武田薬品工業株式会社
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RS-25-4 腹腔鏡下胃部分切除を施行した胃原発calcifying fibrous tumorの1例
 　日本生命病院　消化器外科　木　下　聡　子
RS-25-5  腹腔動脈の稀な血管走行破格を伴う胃癌に対して腹腔鏡補助下幽門側胃切除を行っ

た一例 　JR東京総合病院　消化器外科　仲　吉　朝　基
RS-25-6 腹腔鏡下胃全摘術後のY脚吻合部に逆行性腸重積を来した1例
 　都立駒込病院　胃外科　根　本　幸　一
RS-25-7 腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術を施行した2例
 　呉医療センター・中国がんセンター　臨床研修医　山　口　真　治

研修医セッション26
17：05-18：05
胃３ 　座長　千葉県がんセンター　食道・胃腸外科　郡　司　　　久
 　富山県立中央病院　柄　田　智　也
RS-26-1 出血性十二指腸脂肪腫に手術を施行した一例
 　東海大学医学部付属八王子病院　消化器外科　赤　羽　　　龍
RS-26-2 30mm大で腹腔内出血を来した胃GIST腫瘍破裂の1手術例
 　東京医科歯科大学　消化管外科学　近　藤　　　茂
RS-26-3 魚骨の胃穿孔により腹腔内膿瘍をきたした1例
 　宝生会 PL病院　臨床研修センター　田　中　章　博
RS-26-4 胃壁から腹腔内へ迷入した魚骨を腹腔鏡下に摘出した1例
 　国立病院機構　京都医療センター　外科　近　森　健太郎
RS-26-5 呑気が原因と考えられた成人特発性胃破裂の1例
 　長岡赤十字病院　外科　三　輪　矢真人
RS-26-6  異物誤飲による食道穿孔・胃内異物に対し頚部ドレナージと開腹胃内異物摘出術を

行った一例 　仙台市立病院　外科　堀　部　　　将

セミナーライブ１
学術セミナー８

11：00-11：50
 接合部癌お互いにとっての国境はどこだ～食道外科医・胃外科医の立場から～

座長：比企　直樹（北里大学医学部　上部消化管外科学）　　　　
演者：徳永　正則（東京医科歯科大学大学院　消化管外科学分野）

渡邊　雅之（がん研有明病院　食道外科）　　　　　　　　
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

学術セミナー２
12：00-12：50
大腸癌診療HOT TOPICS

座長：松田　　宙（大阪国際がんセンター　消化器外科）　
演者：佐竹　悠良（関西医科大学附属病院　がんセンター）

共催：武田薬品工業株式会社
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学術セミナー９
13：00-13：50
HR陽性/HER2陰性進行再発乳癌におけるCDK4&6阻害剤の意義を考える

座長：島津　研三（大阪大学大学院医学系研究科　乳腺内分泌外科）
演者：中山　貴寛（大阪国際がんセンター　乳腺・内分泌外科）　　

共催：日本イーライリリー株式会社

外科漢方フォーラム
14：30-17：00
手術のエキスパートが処方する漢方
Ⅰ　開会の辞 若林　　剛（上尾中央総合病院／第30回外科漢方フォーラム　当番世話人）

Ⅱ　基調講演 司会：若林　　剛（上尾中央総合病院／第30回外科漢方フォーラム　当番世話人）

 「New normal時代の外科漢方フォーラムの役割」
島田　光生（徳島大学／外科漢方フォーラム　代表世話人）

Ⅲ　ワークショップ1「術後患者を漢方でサポートする」
司会：花﨑　和弘（高知大学／外科漢方フォーラム　世話人）

 ①「胃切除術後管理における六君子湯の導入とその効果」 石井　　智（上尾中央総合病院）
 ②「肝胆膵外科領域疾患における漢方薬の有用性」 河野　　寛（山梨大学）
 ③「Gastrointestinal Quality of Life Index (GIQLI) 日本語版 validation study」

渡谷　祐介（広島大学）

Ⅳ　ワークショップ2「手術のエキスパートが処方する漢方」
司会：若林　　剛（上尾中央総合病院／第30回外科漢方フォーラム　当番世話人）

長谷川　傑（福岡大学／外科漢方フォーラム　世話人）　　　　　　　　　

 ①〔大　腸〕「当科における大腸癌手術と周術期管理のこだわり」
絹笠　祐介（東京医科歯科大学）

 ②〔　胃　〕「これからの胃癌集学的治療最前線」 瀧口　修司（名古屋市立大学）
 ③〔食　道〕「食道癌手術における当院の新しい取り組み」 竹内　裕也（浜松医科大学）
 ④〔肝胆膵〕「上腹部外科診療における六君子湯の使用経験」 袴田　健一（弘前大学）
 ⑤〔呼吸器〕「最新の肺癌手術と漢方」 岡田　守人（広島大学）

Ⅴ　総括 平田　公一（札幌医科大学・JR札幌病院／外科漢方フォーラム　前代表世話人）

Ⅵ　閉会の辞 花﨑　和弘（高知大学／外科漢方フォーラム　世話人）
共催：株式会社ツムラ

学術セミナー12
18：00-18：50
レンビマ後の肝切除～How I do it～

座長：寺嶋　宏明（北野病院　消化器外科）　　　　
演者：波多野悦朗（兵庫医科大学　肝・胆・膵外科）

共催：エーザイ株式会社
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学術セミナー13
19：00-19：50
HER2陽性乳癌の周術期治療におけるescalationとde-escalation

座長：岩本　充彦（大阪医科大学　乳腺・内分泌外科）　　　　　
演者：髙田　正泰（京都大学医学部附属病院　手術部／乳腺外科）

共催：日本化薬株式会社

セミナーライブ２
学術セミナー11

12：30-13：20
胃癌治療の進歩

演者：吉田　和弘（岐阜大学大学院　腫瘍制御学講座　腫瘍外科学分野）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

学術セミナー10
16：40-17：30
HR陽性HER2陰性進行再発乳癌治療の新展開

座長：三好　康雄（兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科）
演者：岩本　充彦（大阪医科大学　乳腺・内分泌外科）

共催：ファイザー株式会社

学術セミナー14
18：00-18：50
 “がん免疫力”をupさせる目から鱗の「腸内ケア」－胚中心を伴うTertiary lymphoid structure誘
導の視点から－

座長：松原　久裕（千葉大学大学院先端応用外科学）
演者：太田　哲生（湖南学院　医務課長）　　　　　

共催：ミヤリサン製薬株式会社

セミナーライブ３
学術セミナー15

18：00-18：50
ダイレクトクーゲル法からみるTAPP法

座長：小濵　和貴（京都大学医学部附属病院　消化管外科）　
演者：諏訪　勝仁（東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科）

共催：株式会社メディコン
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学術セミナー13
19：00-19：50
HER2陽性乳癌の周術期治療におけるescalationとde-escalation

座長：岩本　充彦（大阪医科大学　乳腺・内分泌外科）　　　　　
演者：髙田　正泰（京都大学医学部附属病院　手術部／乳腺外科）

共催：日本化薬株式会社

セミナーライブ２
学術セミナー11

12：30-13：20
胃癌治療の進歩

演者：吉田　和弘（岐阜大学大学院　腫瘍制御学講座　腫瘍外科学分野）
共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

学術セミナー10
16：40-17：30
HR陽性HER2陰性進行再発乳癌治療の新展開

座長：三好　康雄（兵庫医科大学　乳腺・内分泌外科）
演者：岩本　充彦（大阪医科大学　乳腺・内分泌外科）

共催：ファイザー株式会社

学術セミナー14
18：00-18：50
 “がん免疫力”をupさせる目から鱗の「腸内ケア」－胚中心を伴うTertiary lymphoid structure誘
導の視点から－

座長：松原　久裕（千葉大学大学院先端応用外科学）
演者：太田　哲生（湖南学院　医務課長）　　　　　

共催：ミヤリサン製薬株式会社

セミナーライブ３
学術セミナー15

18：00-18：50
ダイレクトクーゲル法からみるTAPP法

座長：小濵　和貴（京都大学医学部附属病院　消化管外科）　
演者：諏訪　勝仁（東京慈恵会医科大学附属第三病院　外科）

共催：株式会社メディコン
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セミナーライブ４
ハンズオンセミナー２

18：00-19：30
結腸体腔内吻合

司会：奥田　準二（大阪医科大学附属病院　がん医療総合センター）
コーディネーター：田中慶太朗（大阪医科大学　一般・消化器外科）　　　　　　

講師：藤田　文彦（久留米大学医学部　外科学講座）　　　　　　　
講師：渡邉　　純（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）　　　　　　　　　　　
共催：コヴィディエンジャパン株式会社


