一般演題閲覧会場（on demand）
一般演題

頭頚部
座長：折舘

伸彦（横浜市立大学医学部 耳鼻咽喉科・頭頸部外科学）

O-1

島根県西部における無料口腔がん集団検診の立ち上げと検診結果の概要
小池 尚史（雲南市立病院 歯科口腔外科 / 島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-2

島根県東部における過去 5 年間の液状検体細胞診を用いた集団口腔がん検診について
大熊 里依（島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-3

口蓋に生じた polymorphous low-grade adenocarcinoma の 1 例
大迫 里江（島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-4

両側頸部郭清術と術後放射線化学療法後に生じた下唇浮腫に対し形成術を行った 1 例
辰巳 博人（国立病院機構浜田医療センター 歯科口腔外科）

O-5

口腔癌切除後の顎口腔欠損をオトガイ下皮弁変法で再建した症例に関する臨床的検討
狩野 正明（島根大学 歯科口腔外科学）

O-6

下顎インプラント周囲に再発した扁平上皮癌の 1 例
大迫 里江（島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-7

術前診断に苦慮した異所性縦隔甲状腺腫の 1 例
櫻井 健一（日本歯科大学附属病院 乳腺内分泌外科 / 医療法人社団 藤崎病院 外科）

O-8

メトトレキセート関連リンパ増殖性疾患との鑑別に難渋した甲状腺悪性リンパ腫の 1 例
今村 勇太（岡山労災病院）

一般演題

乳腺 1
座長：齊藤

光江（順天堂大学 乳腺腫瘍学講座）

O-9

HER2 陽性乳癌に対する、Pertuzumab 併用術前化学療法の有効性
長谷川 翔（温知会 会津中央病院 外科）

O-10

乳癌局所療法後サルコペニア回避のための四肢骨格筋の評価
吉村 哲規（東京都立大塚病院 外科）

O-11

乳腺吸引式組織生検における BD EleVationTM の使用経験
石原 沙江（大阪市立大学 乳腺・内分泌外科）

O-12

術前化学療法を施行した臨床的リンパ節転移陽性乳癌における腋窩郭清省略の可能性
塚原 大裕（帝京大学医学部付属病院 外科）

O-13

ICG 修飾リポソームを用いた光線力学的療法における至適照射時期 - 自験例 4 例の考察 村西 寛実（京都御池メディカルクリニック / りんくうメディカルクリニック / IGT クリニック）

一般演題

乳腺 2
座長：櫻井

O-14

健一（日本歯科大学生命歯学部 外科学教室）

集学的治療・個別化医療が求められる遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）の治療経験
安達 慶太（日本歯科大学附属病院 乳腺内分泌外科）
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O-15

パルボシクリブ + フルベストラント療法にて切除術を施行した切除不能局所進行乳癌の 1 例
安座間 隆（市立池田病院 乳腺内分泌外科）

O-16

HER2 陽性再発乳癌と GIST 肝転移に対しイマチニブと抗 HER2 療法を併用した 1 例
内田
遥（新潟大学 消化器・一般外科）

O-17

上大静脈症候群併存乳癌に対し、トラスツズマブ デルクステカンが著効した一例
星野
舞（東京都済生会中央病院 腫瘍内科）

O-18

Olaparib 投与により ADL の改善が見られた再発乳癌の 1 例
中川 剛士（東京医科歯科大学 総合外科学）

O-19

抗 HER2 療法中止後 1 年 6 か月以上完全奏功を維持している Stage4 HER2 陽性乳癌の 1 例
寺川 裕史（黒部市民病院 外科）

O-20

乳房再建、出産後に多臓器転移を来した BRCA1 遺伝子変異陽性再発乳癌の 1 例
鈴木 貴弘（青森県立中央病院 外科）

一般演題

乳腺 3
座長：大竹

徹（福島県立医科大学医学部 乳腺外科学講座）

O-21

幽門狭窄症状を呈した乳癌胃転移の一例
佐藤 栄吾（東京都保健医療公社大久保病院 外科）

O-22

術後 43 年目の胸壁再発を認めた乳癌晩期再発の 1 例
大島 一輝（関西労災病院 乳腺外科）

O-23

鎧状癌を呈した乳癌皮膚転移の 2 例
木村亜矢子（山梨大学 第 1 外科）

O-24

乳癌術後 15 年に骨転移をきたし集学的治療で比較的長期生存をえた播種性骨髄癌症の 1 例
青柳 治彦（等潤病院 外科）

O-25

浸潤性乳管癌術後に子宮転移を認めた 1 例
東條 華子（福島県立医科大学 医学部 乳腺外科学講座）

O-26

複視により判明した乳癌蝶形骨転移の１例
柳川 雄大（関西労災病院 乳腺外科）

O-27

腹腔鏡下の生検で診断した乳癌腸間膜転移の一例
佐藤 友威（新潟県立中央病院外科）

一般演題

乳腺 4
座長：津川浩一郎（聖マリアンナ医科大学 外科学 乳腺・内分泌外科）

O-28

乳頭部に限局した高齢者乳癌の１例
柳井亜矢子（宝塚市立病院 乳腺外科）

O-29

超高齢者嚢胞内乳癌に対して局所療法を施行した 1 例
櫻井 健一（日本歯科大学附属病院 乳腺内分泌外科 / 医療法人社団 藤崎病院 外科）

O-30

非浸潤性乳腺アポクリン癌の 1 例
河合
央（岡山労災病院）

O-31

フルベストラント投与中に静脈血栓塞栓症を発症した再発乳癌の 1 例
河野 祐子（大阪市立大学大学院 乳腺・内分泌外科）
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O-32

腋窩リンパ節腫大を契機に発見された潜在性乳癌の 1 例
菊守
香（関西労災病院 乳腺外科）

O-33

乳腺良性葉状腫瘍内に非浸潤性乳管癌を認めた 1 例
佐塚哲太郎（沼津市立病院 外科）

O-34

遺伝カウンセリングが有用であった家族性乳癌の 2 例
佐々木 彩（東邦大学医療センター大橋病院）

一般演題

乳腺 5
座長：三階

貴史（北里大学医学部 乳腺・甲状腺外科学）

O-35

アベマシクリブ起因性肺障害治療中に肝膿瘍を併発した 1 例
菰田あすか（大阪市立大学大学院 乳腺・内分泌外科）

O-36

乳腺原発腺様嚢胞癌の 1 例
後藤
航（大阪市立大学 乳腺内分泌外科 / 大野記念病院 外科）

O-37

右腋窩副乳に発生した分泌癌の一例
岩井 真花（東京医科大学病院 乳腺科）

O-38

16 歳女性に発生した乳房原発胞巣型横紋筋肉腫の１例
前川まりこ（大阪国際がんセンター 乳腺内分泌外科）

O-39

男性乳癌を疑い、診断に難渋した男性乳管内乳頭腫の 1 例
槙野 好成（松江赤十字病院 乳腺外科）

O-40

乳腺偽血管腫過形成の一例
麻
由夏（順天堂大学附属練馬病院 外科）

一般演題

食道 1
座長：藤

也寸志（独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター）

O-41

切除不能進行食道癌患者に対する姑息治療としての食道ステントの有用性
安藤 涼平（東北大学 消化器外科学）

O-42

術前化学療法中に穿孔を来した進行食道癌に対し集学的治療を施行した 1 例
三吉 健太（東京医科大学 消化器外科・小児外科）

O-43

窒息を契機に発見された気管支・内頚動脈浸潤を来した食道癌に化学療法を施行した一例
林
智康（東京都済生会中央病院 腫瘍内科）

O-44

縦隔鏡下食道亜全摘術を施行した食道 GIST の 1 例
玉井 瑞希（京都府立医科大学 消化器外科）

O-45

食道神経内分泌癌 2 例の治療経験
石川 博康（埼玉医科大学 総合医療センター）

O-46

頚部食道癌根治的化学放射線療法後のリンパ節再発に対し集学的治療を施行した 1 例
澤田 将平（鳥取大学医学部附属病院 消化器外科・小児外科）

O-47

頸部及び胸部進行食道癌に対してアルゴンプラズマ凝固により喉頭温存した一例
三輪 武史（富山大学）
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一般演題

食道 2
座長：岡住

慎一（東邦大学医療センター佐倉病院 外科）

O-48

食道癌術後の縫合不全と予後との関連
青山
徹（横浜市立大学医学部 外科治療学）

O-49

高度肺機能障害を合併した食道癌に対して安全に縦隔鏡下食道切除術を施行した 1 例
金澤 宏恕（京都第一赤十字病院 消化器外科）

O-50

食道癌術後吻合部狭窄に対して radial incision and cutting 法が有効であった一例
箕輪 和陽（横浜市立大学 外科治療学）

O-51

術後胸水コントロールに苦慮した肝硬変合併胸部食道癌の１切除例
尤
曉琳（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

O-52

ロボット食道亜全摘術後に発症した乳び胸に対しリンパ管造影が有用であった 1 例
中野 裕子（藤田医科大学 総合消化器外科学）

O-53

G-CSF 産生型食道癌肉腫に対して二期的に縦隔鏡下食道切除術 ･ 細胃管再建を施行した一例
柴田 梨恵（京都第一赤十字病院 消化器外科 / 京都府立医科大学 消化器外科学）

O-54

縫合不全・リンパ節再発・肝性浮腫・化膿性脊椎炎を来した肝硬変併存食道癌長期生存例
藤崎
滋（藤崎病院 外科 / 日本大学 消化器外科）

一般演題

胃1
座長：小嶋

一幸（獨協医科大学 第一外科）

O-55

切除不能噴門部胃癌に伴う通過障害に対して緩和的局所動注化学療法が有効であった一例
出嶋 育朗（医療法人龍志会 IGT クリニック）

O-56

高齢者胃癌術後腹膜再発に対して 4 次治療まで行い CR が得られた 1 例
小林 毅大（東京慈恵会医科大学附属病院 上部消化管外科）

O-57

長期生存が得られた多発肺・肝転移を伴う HER2 陽性胃癌の一例
藤森 大輔（富山労災病院 外科）

O-58

胃癌による DIC に対して SOX 療法を行い改善が認められた 1 例
藤本 直斗（市立豊中病院 外科）

O-59

遠隔リンパ節転移を伴う高度進行胃癌に対し化学療法 6 コースにて CR が維持できている 1 例
出村 公一（JCHO 大阪病院 外科）

O-60

Cape+CDDP+T-mab 療法が著効した，多発肝転移と胸壁転移を有する HER2 陽性胃癌の 1 例
柴田 昌幸（上尾中央総合病院 消化器内科）

O-61

ペムブロリズマブ投与で長期 CR が得られている高齢 MSI-high 再発胃癌患者の検討
濱田 哲司（京都第一赤十字病院 消化器外科）

一般演題

胃２
座長：吉川

貴己（国立がん研究センター中央病院 胃外科）

O-62

5 次治療での Trastuzumab 単剤療法が奏効した HER2 陽性切除不能再発胃癌の 1 例
佐藤 英昭（帯広第一病院 外科）

O-63

空腸間膜内リンパ節転移を来した残胃吻合部癌に対する集学的治療
佐々木啓迪（東北大学 消化器外科学）
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O-64

進行胃癌術後 9 年で皮膚転移再発、10 年後に腹膜播種による直腸狭窄を呈した胃癌の１例
佐井 佳世（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

O-65

Nivolumab により長期にわたり病勢制御が可能であった切除不能進行胃癌の 1 例
江口
聡（市立池田病院）

O-66

進行胃癌に対し FOLFOX 療法が奏功した一例 - 大腸癌治療経験を活かして 岩井 拓磨（日本医科大学 消化器外科）

O-67

化学療法が奏功し長期生存が得られている残胃癌術後肺転移再発の 1 例
秋元 佑介（東邦大学医療センター大橋病院 外科）

一般演題

胃３
座長：岩崎

善毅（医療法人社団明芳会イムス東京葛飾総合病院 外科）

O-68

胃 NEC に対して術前化学療法を行い，病理学的完全奏功，長期生存が得られた 1 例
高橋 利真（山形大学 外科学第一講座）

O-69

化学療法と大動脈周囲リンパ節郭清が奏功した No16 リンパ節転移陽性胃癌の３症例
玉置 秀司（東京都立公社多摩地域病院 外科 / 帝京大学付属溝の口病院）

O-70

短期間のニボルマブ投与で著効した再発胃癌の 1 例
山道 啓吾（関西医科大学総合医療センター 消化管外科）

O-71

ニボルマブ奏功後に conversion surgery を施行した食道胃接合部癌の 1 例
山崎 健司（帝京大学医学部附属溝口病院 外科）

O-72

高度進行胃癌術後再発に対しニボルマブで長期生存を得た 1 例
鈴木 武文（山形大学 第 1 外科）

O-73

胃癌 StagIV 術後リンパ節再発に対して、Nivolumab が長期奏効した一例
勝山 晋亮（関西労災病院 消化器外科）

一般演題

胃４
座長：桜本

信一（埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科）

O-74

術前 Docetaxel+Oxaliplatin+S-1 療法が著効した進行胃癌の 2 例
和田 範子（市立池田病院 消化器外科）

O-75

化学療法後に播種遺残を認めるも胃切除にて長期生存を認めた腹膜播種陽性胃癌の 1 例
平木 洋子（近大病院 外科）

O-76

切除不能進行胃癌に対し、SOX+T-mab 療法後に Conversion Surgery を施行し pCR を得た 1 例
濱崎 太郎（下関医療センター 消化器外科）

O-77

腹膜播種による横行結腸狭窄を伴う 4 型胃癌に胃および結腸切除を行った若年性胃癌の 1 例
根本
洋（海老名総合病院 外科）

O-78

中結腸動脈周囲リンパ節転移を伴った胃癌に対して根治切除術を施行した 1 例
並川
努（高知大学 外科 1）

O-79

集学的治療により長期予後が得られた胃癌の 1 例
川端 良平（大阪労災病院）

O-80

化学療法施行時の悪心・嘔吐の検討
川田 純司（八尾市立病院）
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一般演題

胃５
座長：比企

直樹（北里大学医学部 上部消化管外科学）

O-81

化学療法が奏功し conversion surgery を行った HER2 陽性高度進行胃癌の 1 例
中邑信一朗（松阪中央総合病院）

O-82

HER2 陽性食道胃接合部癌同時性肝転移に対して集学的治療が奏功した 1 例
田中 優作（横浜市立市民病院 消化器外科）

O-83

切除不能胃癌に対して SP 療法後に conversion surgery を施行し長期生存が得られた 1 例
高城 伸平（聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科）

O-84

胃癌同時性多発肝転移に対して Conversion surgery を施行した 3 例
杉野
葵（埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科）

O-85

切除不能進行胃癌に対して化学療法で完全奏功が得られ根治切除し得た一例
阪上 将基（関西労災病院）

O-86

米国で FOLFOX を施行した後、本邦で胃切除と補助化学療法を導入した胃癌の 1 例
小野 秀高（横須賀共済病院 外科）

一般演題

胃６
座長：利野

靖（横浜市立大学附属病院 一般外科）

O-87

幽門輪温存幽門側胃切除術後症例の空腹時強収縮帯からみた残胃内食物残渣停滞について
富田 凉一（日本歯科大学 外科学）

O-88

術前経口栄養剤投与によるサポートで術前状態は改善・維持できるか？
足立 真一（西宮市立中央病院 外科）

O-89

食道胃接合部癌術前に W-ED tube により食道減圧と経腸栄養を同時に行った 1 例
松井 智啓（済生会滋賀県病院 外科）

O-90

術前増血療法により腹腔鏡下胃全摘術を施行できた胃食道接合部癌の一例と考察
宮石 慧太（湘南厚木病院 外科）

O-91

腹腔鏡下胃切除術の肝圧排における肋弓に左右されないペンローズ法
森
至弘（医誠会病院 消化器外科）

O-92

乳癌術後腹直筋皮弁再建後に胃癌に対し腹腔鏡下胃全摘術を施行した一例
林 久美子（東京医科歯科大学 消化器・一般外科）

一般演題

y shape+1 法

胃7
座長：藤原

義之（鳥取大学医学部 器官制御外科学講座 消化器・小児外科学）

O-93

超高齢者の多発胃癌に対し腹腔鏡下幽門側胃切除術を行った 1 例
渡邉めぐみ（国立病院機構 岩国医療センター）

O-94

胃粘膜内に発生した紡錘形細胞腫瘍に対して腹腔鏡下胃局所切除術を施行した１例
玉井 秀政（大阪鉄道病院 外科）

O-95

腹腔鏡下胃切除術を行った Adachi 分類 VI 型動脈破格併存胃癌の 1 例
佐藤
圭（横浜市立みなと赤十字病院 外科）

O-96

Adachi VI 型血管破格を伴う胃癌に対し腹腔鏡下幽門側胃切除を施行した 1 例
川田 純司（八尾市立病院）
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O-97

幽門狭窄症状で発症した異所性膵を原発とした腺癌の１例
尾戸 一平（荻窪病院 外科）

O-98

進行胃未分化癌の１切除例
鎌田 千聖（大阪鉄道病院 外科）

O-99

単独脳転移を来した胃癌の 3 例
川島 吉之（埼玉県立がんセンター 消化器外科）

O-100 所属リンパ節にサルコイド反応を呈した早期胃癌の１例
杉山

一般演題

祐之（厚生中央病院 消化器病センター（外科））

胃8
座長：竹内

裕也（浜松医科大学医学部 外科学第二講座）

O-101 胃切除術後に特発性細菌性腹膜炎と診断された原発性胆汁性肝硬変合併胃がんの１例
谷口

嘉毅（大阪府済生会千里病院 消化器外科）

O-102 食道胃接合部 NEC に合併した脾悪性リンパ腫の一例
藤田

亮（横須賀共済病院 外科）

O-103 脳室―腹腔短絡術を行った胃癌癌性髄膜炎の 1 例
銭谷

成剛（大阪警察病院 一般外科）

O-104 胃内分泌癌の一例
松永

浩子（等潤病院）

O-105 術前診断に難渋した胃リンパ球浸潤癌の 1 例
望月

聡（済生会滋賀県病院 外科）

O-106 SM 深部浸潤が疑われたが悪性サイクルを経て ESD で切除し得た早期胃癌の一例
米本

昇平（千葉大学 先端応用外科学）

O-107 胃癌穿孔症例の治療戦略
伊藤

範朗（京都第二赤十字病院）

O-108 胃原発 MANEC に対して外科的切除を施行した 2 例
大和田善之（高槻病院 消化器外科）

一般演題

胃9
座長：藤谷

和正（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-109 年齢調整チャールソン併存疾患指数を使用した胃癌術後合併症の予測
長田

寛之（京都中部総合医療センター 外科）

O-110 進行胃癌に対する Ramucirumab+Nab-Paclitaxel 療法中に十二指腸断端ろうを生じた１例
花山

寛之（福島県立医科大学 消化管外科）

O-111 Ramucirumab + paclitaxel 療法中に小腸穿孔をきたした胃癌の 1 例
村瀬

秀明（新渡戸記念中野総合病院 外科）

O-112 胃切除後の十二指腸断端縫合不全に対する経皮経肝的十二指腸ドレナージが奏功した一例
渡邊

充（新座志木中央総合病院 / 東京医科大学病院 消化器外科小児外科分野）

O-113 胃癌術後 S-1 内服中に再建小腸粘膜障害を来し、吻合孔狭窄を来した１例
柴田

亮輔（福岡大学 筑紫病院 外科）
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O-114 肥満症例に対する胃癌切除術の治療戦略

前島顕太郎（顕正会 蓮田病院 / 日本医科大学武蔵小杉病院 消化器外科）

一般演題

胃 10
座長：衛藤

剛（大分大学医学部 消化器・小児外科学講座）

O-115 胃 GIST に、NEWS（非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術）を単孔式腹腔鏡手術で実施した一例
益澤

徹（関西労災病院 消化器外科）

O-116 イマチニブによる術前化学療法後に根治切除術を施行し pCR を得た巨大胃 GIST の 1 例
川名

友美（東北大学 消化器外科学）

O-117 胃 GIST の腹膜播種再発に対してグリベック長期投与で長期生存を得た一例
大橋

拓馬（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門）

O-118 同時性肝転移を認めた胃 GIST に対し集学的治療により長期生存が得られた 1 例
池永

直樹（大阪大学医学部附属病院 消化器外科）

O-119 イマチニブによる術前化学療法が奏効し腹腔鏡下に切除しえた大型胃 GIST の 2 例
赤丸

祐介（市立池田病院 消化器外科）

O-120 術後 9 年目に骨転移を発症した胃 GIST の 1 例
高橋

和徳（山梨大学 第一外科）

O-121 術前診断に難渋した腹腔内巨大腫瘤の一切除例
原田宗一郎（市立池田病院）

一般演題

小腸 1
座長：柴田

近（東北医科薬科大学医学部 外科学第一）

O-122 十二指腸非乳頭部腫瘍における手術成績および臨床病理学的検討
石川

彰（医誠会病院 消化器外科）

O-123 肥満患者における腹腔鏡下小腸腫瘍摘出術の工夫
村上

剛平（JCHO 大阪病院）

O-124 小腸腫瘍に対する診断的腹腔鏡手術の有用性
満田

雅人（京都府立医科大学 消化器外科）

O-125 横行結腸小腸側々吻合術後のブラインドループに発生した小腸がん
石澤

嶺（地域医療振興協会東京北医療センター）

O-126 イレウスを契機に診断された原発性空腸癌の 1 例
松下

克則（市立川西病院 外科）

O-127 十二指腸下行脚全周性の腺腫に対し十二指腸部分切除術を施行した 1 例
松本

一般演題

紘明（大分大学 消化器・小児外科学）

小腸 2
座長：元井

冬彦（山形大学医学部 外科学第一講座）

O-128 腎癌術後 15 年目に腸閉塞を契機に発見された遅発性小腸転移の 1 例
池嶋

遼（市立池田病院 消化器外科）
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O-129 腸閉塞で発症した乳癌小腸転移の 1 例
額原

敦（近畿大学奈良病院 消化器外科）

O-130 陰茎癌術後 4 年目に小腸転移による腸閉塞に対して腹腔鏡下イレウス解除を施行した 1 例
和田

貴宏（新座志木中央総合病院）

O-131 小腸内視鏡検査で診断し、腹腔鏡下回腸部分切除術を施行した回腸神経内分泌腫瘍の 1 例
宮嵜

安晃（西宮市立中央病院 外科 / 紀南病院 外科）

O-132 十二指腸下行脚に発生した神経内分泌腫瘍の 1 例
服部

桜子（国立病院機構災害医療センター 消化器・乳腺外科）

O-133 直腸、胃、咽頭、食道、小腸の同異時性重複癌の１例
大川

太資（済生会吹田病院 消化器外科）

O-134 同時性及び異時性に発生した重複癌に対し外科的治療を施行した一例
安藤

未佳（東北大学大学院 消化器外科学）

O-135 腸重積をきたした小腸発生の骨髄性肉腫の 1 例
町田

一般演題

智彦（兵庫県立淡路医療センター 外科）

小腸 3
座長：内山

和久（大阪医科薬科大学 一般・消化器外科）

O-136 診断確定に難渋し単孔式審査腹腔鏡で診断に至った腹膜原発 GIST の一例
鈴木

陽三（市立豊中病院）

O-137 再発 GIST に対して 17 年間グリベック内服中に十二指腸部分切除術を施行した 1 例
上村

直（高知大学医学部 外科学講座外科）

O-138 術直前に血管塞栓術を施行し切除し得た巨大小腸 GIST の１例
關口奈緒子（市立東大阪医療センター）

O-139 von Recklinghausen 病に合併した多発小腸 GIST の 1 例の経験
竹村

雅至（景岳会 南大阪病院 外科・内視鏡外科）

O-140 腹部大動脈、下大静脈間に発生した無症候性異所性褐色細胞腫の 1 例
澤野

武行（青森県立中央病院 外科）

O-141 腹腔鏡下結腸癌手術後に小腸間膜に発生した腹腔内デスモイド腫瘍の１例
寺田

逸郎（黒部市民病院 外科）

O-142 膵頭十二指腸切除で腫瘍減量を行い、術後化学療法を行った巨大脱分化型脂肪肉腫の１例
蘆野

一般演題

光樹（山形大学医学部付属病院 外科学第一講座）

小腸 4
座長：斉田

芳久（東邦大学医療センター大橋病院 外科）

O-143 消化器癌化学療法中に発症した Pneumocystis jirrovecii 肺炎の 2 症例
北川

祐資（河北総合病院 消化器外科）

O-144 GNAS 遺伝子変異を伴う mucinous neoplasm を生じた腹腔内気管支原生嚢胞の一例
村上

崇（帝京大学ちば総合医療センター 外科）

O-145 キャッスルマン病の 1 例

長谷川久美（蓮田病院 外科）
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O-146 びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫の再燃を疑い切除した脾 SANT の一例
松原

一樹（国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター）

O-147 小腸穿孔をきたした腸管症関連 T 細胞性リンパ腫の一例
中川

正崇（県立広島病院 消化器外科）

O-148 子宮体癌晩期再発の巨大腫瘍に対し外科的切除で生存期間の延長が得られた 1 例
徳原

一般演題

佳織（高槻病院 消化器外科）

大腸１
座長：村田

幸平（独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 外科）

O-149 大腸癌術後の骨盤内腹膜転移に対して腹腔鏡手術を施行した 2 例
井

祐樹（順天堂大学医学部 下部消化管外科）

O-150 脳転移を契機に発見され根治切除で長期予後が得られている直腸癌の 1 例
井田

在香（東京女子医科大学東医療センター外科）

O-151 切除不能肝転移を伴う閉塞性 S 状結腸癌に対し大腸ステント留置し化学療法を施行した 2 例
植田

吉宣（横浜新緑総合病院）

O-152 化学療法により長期間の完全奏効が得られている直腸癌の１例
根東

順子（三楽病院）

O-153 播種性血管内凝固症候群を合併した進行直腸癌に対して緊急化学療法導入が奏功した一例
齋藤

達（東北大学 消化器外科学）

O-154 肛門管扁平上皮癌に対して化学放射線療法が著効した 1 例
竹内

琢朗（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-155 上行結腸癌術後遠隔リンパ節再発に対して化学療法が奏効し長期 CR を得た 1 例
田澤

一般演題

俊幸（国民健康保険 黒石病院）

大腸２
座長：石田

秀行（埼玉医科大学総合医療センター 消化管外科・一般外科）

O-156 S 状結腸浸潤原発不明低分化粘液癌に対し化学療法が奏功し長期生存の得られている一例
谷

英己（東京北部病院 外科）

O-157 大腸全摘後回腸人工肛門患者における腎機能と術後補助化学療法についての検討
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）

O-158 根治切除不能の直腸癌肝転移に対して Conversion Therapy を施行し得た 1 例
辻

嘉斗（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-159 根治切除境界の高度進行直腸癌に対して術前放射線化学療法が奏効し切除し得た一例
中野

多絵（兵庫医科大学 消化器外科講座 下部消化管外科）

O-160 原発巣切除後に XELOX+Bevacizumab 療法が著効した直腸癌・同時性多発肺転移の 1 例
平松宗一郎（青松記念病院 外科）

O-161 直腸癌術後１年以内に判明した肝肺転移に対し肝肺切除のみで無再発長期生存した 1 例
藤崎

滋（藤崎病院外科）

O-162 四次治療のレゴラフェニブが奏効し長期生存を得た切除不能再発大腸癌の１例
丸尾

啓敏（静岡市立清水病院外科）
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一般演題

大腸３
座長：池田

正孝（兵庫医科大学 外科学講座下部消化管外科）

O-163 進行下部直腸癌に対し、FOLFOXIRI+Pmab 療法による術前化学療法を施行した一例
山田

健介（山口大学 消化器・腫瘍外科学）

O-164 術前化学放射線療法後 CR と診断されたが、癌性髄膜症から予後不良となった直腸癌の一例
横松

秀明（守口生野記念病院）

O-165 化学療法にて病理学的完全奏効が得られた局所進行大腸癌の 2 例
力山

真樹（帯広第一病院）

O-166 術前化学療法が奏功し根治切除が可能であった膀胱浸潤巨大 S 状結腸癌の一例
佐藤

将大（東北大学 消化器外科学）

O-167 HIV 合併肛門管癌に対して化学放射線療法を施行し完全奏功が得られた１例
茂木

俊介（順天堂大学 下部消化管外科）

O-168 局所療法により病勢を制御しえた直腸 S 状部 T1 ｂ癌の 1 例
村山

実（東京女子医科大学東医療センター外科 / いずみ記念病院外科）

O-169 直腸癌術後大動脈周囲リンパ節再発に対して大動脈周囲リンパ節郭清を行い完治した 1 例
宮島

一般演題

綾子（横浜新緑総合病院 外科）

大腸４
座長：袴田

健一（弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座）

O-170 S 状結腸癌膀胱瘻に対し化学療法後に腹腔鏡下にて膀胱温存根治切除を施行しえた一例
室谷

昌俊（八尾市立病院 外科）

O-171 直腸膀胱瘻・肝転移を伴う直腸癌に対し、術前化学療法後に膀胱温存・R0 切除し得た１例
谷口

彰宏（京都中部総合医療センター 小児外科）

O-172 化学療法施行後に左尿管温存腹鏡下高位前方切除を施行した左水腎症合併直腸癌の 1 例
山根

聖弘（帝京大学医学部付属溝口病院 外科）

O-173 右水腎症を伴う進行直腸癌に対し術前化学療法を施行し、病理学的完全奏功を得た 1 例
岡本

柊志（神戸大学大学院 食道胃腸外科学）

O-174 Total neoadjuvant therapy 後に薬物療法を追加し Watch and Wait を行った直腸癌の一例
森本

雄貴（三重大学消化管・小児外科学）

O-175 FOLFOXIRI ＋ BEV により長期生存が得られた同時性肝転移を有した下部直腸癌の一例
賀川

義規（大阪急性期・総合医療センター / 関西労災病院 消化器外科）

O-176 肛門扁平上皮癌 CRT 後の皮膚浸潤を伴う腫瘍遺残に対し緩和目的に原発巣切除を行った 1 例
坂野

一般演題

悠（国立病院機構 大阪医療センター 外科）

大腸５
座長：勝又

健次（東京医科大学 消化器外科・小児外科）

O-177 mFOLFOX6+panitumumab 療法中に高アンモニア血症をきたした直腸癌の一例
辻尾

元（大阪市立大学大学院 消化器外科学 / 大阪市立大学大学院 癌分子病態制御学 /
大阪社会医療センター

外科）
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O-178 血液透析中の mFOLFOX6 療法にて高アンモニア血症による意識障害をきたした 1 例
古山

貴基（東京共済病院 外科）

O-179 盲腸癌再発に対して使用したスチバーガによる急性肝不全を来し死亡に至った１例
岸野

幹也（鳥取県立中央病院 消化器外科）

O-180 腹腔鏡下直腸癌切除後補助化学療法（CAPOX）中に発見された門脈血栓症の１例
真貝

竜史（大阪府済生会千里病院 消化器外科）

O-181 Capecitabine による大腸癌術後化学療法中に重篤な副作用を来し DPD 欠損症が疑われた 1 例
永久

成一（岩国医療センター 外科）

O-182 Ramucirumab による Treitz 靭帯直下の空腸穿孔に primary suture で対応可能であった一例
草深

弘志（関西労災病院）

O-183 傍ストーマヘルニア内に発生した腹膜炎の原因にベバシズマブが疑われた 1 例
池田

裕一（東邦大学医療センター大森病院 一般・消化器外科）

O-184 集学的治療により長期生存を得た直腸癌と膵癌の異時性重複癌の 1 例
石松

一般演題

久人（静岡市立清水病院外科）

大腸６
座長：猪股

雅史（大分大学医学部 消化器・小児外科）

O-185 大腸癌穿孔手術症例における周術期成績に関する検討
萩原

俊昭（順天堂大学医学部 下部消化管外科）

O-186 大腸癌術後縫合不全における治療方法による治療成績の検討
藤田

悠司（JCHO 神戸中央病院）

O-187 当院での他科担癌患者における下部消化管穿孔緊急手術症例についての検討
岡崎

由季（大阪市立大学 消化器外科）

O-188 下部直腸癌低位前方切除術後失禁における陰部神経知覚枝機能
富田

凉一（日本歯科大学 外科学講座）

O-189 横行結腸癌術後縫合不全後に発生した上腸間膜動脈症候群の 1 例
松下

和子（日本生命病院 消化器外科）

O-190 腹腔鏡下回盲部切除術後に腸間膜欠損部の内ヘルニア陥頓が生じた 1 例
大澤日出樹（JCHO 大阪病院 外科）

O-191 外科治療が奏功した直腸癌術後局所再発治療後に生じた瘻孔形成の 2 例
宮野

省三（順天堂大学練馬病院 総合外科）

O-192 腹腔鏡補助下腹会陰式直腸切断術後に骨盤内ヘルニアおよび上部空腸絞扼を来した一例
伏見

一般演題

航也（千葉労災病院）

大腸７
座長：池

秀之（横浜保土ケ谷中央病院 外科）

O-193 IRIS（Infrared illumination system）を用いた腹腔鏡下骨盤内臓器合併切除術
谷田

司（市立東大阪医療センター 消化器外科）

O-194 子宮浸潤を有する局所進行直腸癌に対し集学的治療によって肛門を温存できた１症例
塩川

桂一（国立病院機構 九州がんセンター 消化管外科）
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O-195 穿孔直腸癌に対し二期的 transanal total mesenteric excision で根治切除をし得た一例
久保田隼介（弘前大学 消化器外科）

O-196 尿管照射用カテーテルを使用し経肛門的全直腸間膜切除術を行った 1 例
工藤

孝迪（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

O-197 ２期的に大腸全摘摘術を行った Colitic Cancer の 1 例
吉澤

政俊（東京北医療センター 外科）

O-198 クローン病大腸全摘後骨盤内炎症性発癌に対して重粒子線治療を行った 1 例
佐藤

礼実（東邦大学医療センター佐倉病院 外科）

O-199 術前 3D-CT により脾動脈から分岐する副中結腸動脈を指摘した腹腔鏡下左半結腸切除術
八木

一般演題

朝彦（広島市立広島市民病院 外科）

大腸８
座長：幸田

圭史（帝京大学ちば総合医療センター 外科）

O-200 pStage II 大腸癌における再発リスク因子の検討
井上

彬（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-201 High risk stage II 大腸癌における Glasgow prognostic score の意義と治療戦略
大木

進司（福島県立医科大学 消化管外科 / 白河厚生総合病院）

O-202 Controlling Nutritional Status（CONUT）による大腸癌患者の予後予測
福井

康裕（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

O-203 大腸癌の局所不完全切除は予後にどう影響するか
高阪

重行（名古屋市立大学消化器外科）

O-204 大腸 T1b 癌に対する内視鏡切除の影響
内藤

敦（大阪警察病院 外科）

O-205 盲腸癌に対し腹腔鏡下回盲部切除後に臍部ポートサイトと吻合部近傍小腸に再発した１例
来嶋

大樹（下関医療センター 消化器外科）

O-206 吻合部を超えてリンパ節転移を来した一例
松本

一般演題

順久（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門）

大腸９
座長：船橋

公彦（東邦大学医療センター大森病院 消化器センター外科）

O-207 上行結腸癌初回手術から 20 年目に局所再発を来した 1 例
橋本

聖史（黒部市民病院 外科）

O-208 同時性肛門管，肝転移をきたした直腸癌の 1 例
立田

協太（浜松医科大学 外科学第二講座）

O-209 内視鏡的粘膜切除術後早期に遠隔転移を認めた S 状結腸 SM 癌の 1 例
高島

順平（帝京大学医学部附属溝口病院 外科）

O-210 虫垂炎術後約 1 年後に腹水貯留を契機に診断された虫垂癌の 1 例
田口

慶祐（災害医療センター 消化器・乳腺外科）

O-211 メッシュ感染を契機に発見された横行結腸癌の 1 例
久保

孝介（兵庫県立西宮病院 消化器外科）
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O-212 直腸型肛門管癌における鼠径リンパ節転移例の検討
佐藤

美信（藤田医科大学 総合消化器外科）

O-213 盲腸癌卵巣転移による Pseudo-Meigs 症候群の 1 例
酒井

一般演題

豊吾（山口大学大学院 消化器腫瘍外科学）

大腸 10
座長：山本聖一郎（東海大学医学部 消化器外科）

O-214 ADPKD 合併直腸癌に対して腹腔鏡下高位前方切除術を施行し得た 1 例
西沢佑次郎（大阪急性期・総合医療センター）

O-215 直腸癌を契機に発見された直腸動静脈奇形に対し腹腔鏡手術を施行した 1 例
藤永

和寿（松阪市民病院 外科）

O-216 腸間膜静脈硬化症に合併した早期上行結腸癌に対し腹腔鏡補助下結腸亜全摘を要した 1 例
佐竹

良亮（関西医科大学総合医療センター 消化管外科 / 関西医科大学 外科）

O-217 IPAH を合併した下行結腸癌に対し腹腔鏡下左半結腸切除術を施行した一例
吉村

大士（大阪大学 消化器外科学）

O-218 Persistent descending mesocolon を伴った直腸癌に対して腹腔鏡下切除を施行した一例
松本

辰也（京都府立医科大学 消化器外科学）

O-219 HIV 陽性患者に発生した S 状結腸癌の 1 例
石丸

啓（愛媛大学大学院 地域低侵襲消化器医療学講座）

O-220 腹腔鏡下右半結腸切除術後に腎盂尿管移行部狭窄症が診断された一例
福本

一般演題

結子（関西労災病院 外科）

大腸 11
座長：赤木

由人（久留米大学医学部 外科学）

O-221 短期間内に異時性大腸癌を繰り返した Lynch 症候群の一例
川住

明大（国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター）

O-222 Lynch 症候群が疑われた、腸重積で発症した若年性大腸癌の 1 例
大町

玲雄（滋賀医科大学 外科学講座 消化器・乳腺・一般外科）

O-223 家族性大腸腺腫症術後に回腸人工肛門部に発症した回腸癌の 1 例
花田真成美（埼玉医科大学総合医療センター 消化管一般外科）

O-224 腸重積をきたした大腸未分化癌の 1 切除例
小林

基之（松阪中央総合病院 外科）

O-225 整復不能な腸重積を伴う S 状結腸癌の待機的腹腔鏡下切除例
河北

英明（厚生中央病院 消化器外科 / 東京医科大学 消化器外科・小児外科分野）

O-226 完全虫垂重積症をきたした早期虫垂癌を先進部とした成人腸重積症の１例
綛谷

哲矢（松原徳洲会病院）

O-227 腸重積を契機に発見された回盲部 Burkitt lymphoma の１例
寺田

逸郎（黒部市民病院 外科）
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一般演題

大腸 12
座長：関本

貢嗣（関西医科大学 外科学講座）

O-228 緊急手術を施行した 1 例から考える閉塞性大腸癌の治療
樋口

雄大（山梨大学医学部 外科学講座第 1 教室）

O-229 Sister Mary Joseph's nodule を契機に発見された虫垂癌の 1 例
上田

正射（市立東大阪医療センター 消化器外科）

O-230 術前診断しえた十二指腸直接浸潤を伴った盲腸癌の一例
水元

理絵（大阪労災病院）

O-231 肉眼的病変を認めない Pagetoid spread を伴う肛門管癌の一例
高橋

健太（箕面市立病院 外科）

O-232 Colostomy simulation 3D-CT を用いた結腸ストーママーキング
成島

一夫（セコメディック病院）

O-233 直腸癌術後異時性孤立性脾転移の 1 例
久保山

侑（戸田中央総合病院 外科）

O-234 粘膜内癌との診断に至ったリンパ節転移を伴う直腸癌の 1 例
堅田

一般演題

武保（名古屋徳州会総合病院 外科）

大腸 13
座長：江口

英利（大阪大学大学院医学系研究科 外科学講座）

O-235 Triplet chemotherapy にて大腸穿孔をきたした局所進行上行結腸癌の１例
矢部

信成（医療法人財団 荻窪病院 外科）

O-236 経肛門的内視鏡下切除が有効であった下部直腸 GIST の 1 切除例
山下

晋也（日本生命病院 消化器外科）

O-237 S 状結腸早期癌と gastrointestinal stromal tumor（GIST）による衝突癌の 1 例
野村

朋壽（昭島病院）

O-238 直腸 GIST の側方リンパ節再発にイマチニブ投与で長期の抑制効果が認められた 1 例
牛込

充則（東邦大学医療センター大森病院 消化器センター外科）

O-239 直腸巨大 GIST に対してイマチニブの術前投与が奏功した一例
入江

宇大（順天堂大学 下部消化管外科学）

O-240 腹腔鏡下追加切除施行した虫垂杯細胞カルチノイドの１例
山田

正法（南大阪病院）

O-241 EMR 後の 5mm の直腸神経内分泌腫瘍（NET）G1 に対して追加切除にてリンパ節転移を認めた 1 例
春名

健伍（関西労災病院 外科）

O-242 リンパ節転移を伴った長径 10.7mm の直腸内分泌腫瘍の１例
西村

太志（西宮市立中央病院 外科）

O-243 内視鏡的切除（EMR）の 7 年後に側方リンパ節転移を切除した直腸 NET（G1）の 1 例
川村

一郎（山形大学医学部 外科学第一講座）

O-244 直腸神経内分泌腫瘍と上行結腸癌の同時性多発大腸がんの 1 例
茂原

富美（帝京大学医学部附属溝口病院 外科）
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一般演題

膵１
座長：堀口

明彦（藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科）

O-245 modified FOLFIRINOX 療法と放射線治療の併用で良好な局所制御を得た浸潤性膵管癌の 1 例
吉田

亮介（岡山労災病院 外科）

O-246 GEM+nab-PTX が奏功した膵体部癌の 1 切除例
東口

貴彦（藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科）

O-247 TACE と DAA による集学的治療を行い、手術可能となった HCV-HCC の 1 例
井田

進也（浜松医科大学 外科学第二講座）

O-248 Carboplatin+Etoposide 併用療法が有効であった膵神経内分泌癌の１例
岡田

敏正（川崎医科大学 消化器外科）

O-249 局所進行切除不能膵癌に CRT 後と conversion surgery 施行し長期無再発生存の一例
大村

仁昭（関西労災病院 外科）

O-250 傍大動脈リンパ節転移を伴う膵頭部癌に対し集学的治療により長期生存を得た 1 例
大竹

紘子（新潟大学 消化器・一般外科学）

O-251 浅大腿静脈グラフトを用いて門脈・上腸間膜静脈再建を施行した膵頭部癌の１例
海野裕一郎（東北大学 消化器外科）

O-252 膵癌術後６年目に残膵癌を発症し治療に難渋した一例
島岡

一般演題

高宏（市立池田病院）

膵２
座長：谷

眞至（滋賀医科大学 外科学講座（消化器外科・乳腺・一般外科））

O-253 術前化学療法無効で多臓器合併切除を施行した多形細胞型退形成性膵管癌の 1 例
成瀬

香菜（新潟県立中央病院）

O-254 骨・軟骨化生を伴う乳癌と膵体部癌の重複癌に対して術前化学療法後に同時切除した 1 例
中西

紘一（大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学）

O-255 膵癌肺転移を切除し長期無再発生存中の 1 例
柏本

錦吾（京都山城総合医療センター 外科）

O-256 挙上空腸粘膜への水平浸潤を来した膵頭十二指腸切除後浸潤性膵管内乳頭粘液腺癌の 1 例
大森

敬太（中頭病院）

O-257 膵癌との鑑別に苦慮した大腸癌膵転移の一例
平野

昌孝（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-258 膵癌に対する亜全胃温存膵頭十二指腸切除術後の挙上空腸間膜再発に切除を施行した 1 例
清水

貴（神戸大学 肝胆膵外科）

O-259 足底原発の未分化多形肉腫膵転移に対して腹腔鏡下尾側膵切除を行った一例
福岡

一般演題

裕貴（神戸大学 肝胆膵外科）

膵３
座長：花﨑

和弘（高知大学医学部 外科学講座外科 1）

O-260 正中弓状靱帯による腹腔動脈管起始部狭窄を伴った膵頭部癌の 1 例
鈴木

崇之（さいたま赤十字病院）
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O-261 腹腔鏡下正中弓状靱帯切離術後 2 期的に膵頭十二指腸切除術を施行した局所進行膵癌の 1 例
村田

哲洋（大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科）

O-262 大腸閉塞を発症した膵尾部癌の一切除例
八木

悠（大阪労災病院 臨床研修センター / 大阪労災病院 外科）

O-263 EUS-FNA 後の needle tract seeding と考えられた膵体部癌術後胃壁再発の１例
石黒

哲史（済生会横浜市南部病院外科）

O-264 術前 EUS-FNA 後の needle tract seeding による膵体部癌術後胃壁内転移の一切除例
永野慎之介（八尾市立病院 消化器外科）

O-265 腹腔鏡下膵体尾部切除後、needle tract seeding による胃壁再発をきたした膵癌の 1 例
小倉

佑太（神戸大学 肝胆膵外科）

O-266 腹腔鏡下膵切除後難治性膵液瘻に対して Trafermin が有効であった 1 例
河村

一般演題

太陽（京都第一赤十字病院 消化器外科）

胆嚢
座長：吉田

寛（日本医科大学 消化器外科）

O-267 Lynch 症候群に伴う胆管細胞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
新毛

豪（関西労災病院 外科）

O-268 手術単独で長期生存中の胆嚢原発神経内分泌癌の 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）

O-269 術前に早期胆嚢管癌と診断し外科的切除し得た 1 例
櫻井

徹（厚生中央病院）

O-270 肝浸潤を伴う胆嚢腺扁平上皮癌の 1 切除例
太田

英夫（兵庫県立西宮病院 消化器外科 / 日本生命病院 外科）

O-271 5 年無再発生存を得た胆嚢未分化癌の一例
伊丹

偉文（大阪急性期・総合医療センター）

O-272 胆嚢癌に対する腹腔鏡下手術の現状と結果
武田

一般演題

裕（関西労災病院 消化器外科）

胆道
座長：中郡

聡夫（東海大学 消化器外科）

O-273 肝動脈分岐形態に留意した肝動脈合併（非再建）膵頭十二指腸切除（PD）の有用性
加藤

宏之（藤田医科大学 ばんたね病院）

O-274 重複門脈を伴う遠位胆管癌に対して門脈合併膵頭十二指腸切除術を施行した 1 例
亀谷

直樹（住友病院）

O-275 腹腔鏡下肝切除術を施行した細胆管細胞癌（CoCC）症例の検討
木原悠花梨（関西労災病院 消化器外科）

O-276 切除不能肝門部胆管癌症例に行なった門脈塞栓術と TS1 により４年生存を認めた１例
蓮池

康徳（医誠会病院 消化器外科）

O-277 繰り返す胆管炎を契機に診断しえた巨大な十二指腸傍乳頭憩室症を持つ遠位胆管癌の一例
原田

威徳（公立豊岡病院）
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O-278 胆管内乳頭状腫瘍の術前診断で外科的切除後に良好な経過となった 1 症例
安田

幸司（岸和田徳州会病院）

O-279 術前化学療法を行い治癒切除が得られた高齢者肝内胆管癌の一例
藤原

一般演題

康弘（セントヒル病院 外科 / 山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

肝細胞癌１
座長：武冨

紹信（北海道大学大学院 消化器外科学教室Ⅰ）

O-280 進行肝細胞癌にレンバチニブを使用した 12 例の検討
小山

啓介（堺市立総合医療センター）

O-281 レンバチニブを含む集学的治療を行った混合型肝癌の 1 例
古谷

圭（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

O-282 肝細胞癌腹膜播種再発に対してアテゾリズマブ＋ベバシズマブ併用療法が著効した 1 例
桂

宜輝（関西労災病院 外科）

O-283 4 度目肝癌再発右副腎転移、下大静脈腫瘍塞栓完全閉塞例に対する集学的治療法の経験
小花

彩人（柏厚生総合病院 消化器外科）

O-284 複数病変を有する肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除と RFA 併用による治療経験
森嶋

計（自治医科大学消化器一般移植外科）

O-285 非 B 非 C Vp4 肝内胆管癌と stage I 肝細胞癌の同時性重複癌の１切除例
塚本

一般演題

忠司（大阪市立十三市民病院 外科 / 大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科）

肝細胞癌２
座長：藤井

努（富山大学 消化器・腫瘍・総合外科）

O-286 ICG 蛍光法を使用して腹腔鏡下に切除した肝細胞癌腹膜播種再発の 1 例
酒井

久宗（久留米大学 外科学）

O-287 肝細胞癌に対する ICG 蛍光法を用いた腹腔鏡下腹膜播種切除を行った 1 例
岸本

朋也（八尾市立病院 外科）

O-288 肝細胞癌に合併した胆管内腫瘍栓の 2 切除例
一瀬

規子（医療法人明和病院 外科）

O-289 肝腫瘍生検が原因と考えられた肝細胞癌腹膜播種再発の 1 例
三枝

悠人（山梨大学 第一外科）

O-290 高齢かつ C 型慢性肝炎に発症した fibrolamellar hepatocellular carcinoma の１切除例
川住

明大（国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター）

O-291 診断的治療目的に腹腔鏡下肝切除術を施行した肝 reactive lymphoid hyperplasia の 2 例
田嶋

一般演題

哲三（大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科）

肝転移
座長：田中

邦哉（昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科）

O-292 免疫染色を併用した細胞診が術前診断に有用であった大腸癌肝転移の 1 例
松本紗矢香（大阪急性期・総合医療センター）
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O-293 化学療法後に根治切除を施行し得た下大静脈に近接した大腸癌肝転移の 1 例
竹ノ谷

隆（医療法人財団 荻窪病院 外科）

O-294 腎細胞癌の異時性単発肝転移に対し分子標的薬治療後に腹腔鏡下肝切除術を施行した 1 例
志村

雄飛（神戸大学医学部附属病院 肝胆膵外科学）

O-295 腎細胞癌肝転移に対する 4 切除例の経験
碓井

健文（東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-296 肝細胞癌との鑑別に苦慮し、腹腔鏡下切除を行った腎細胞癌術後孤立性肝転移の 1 例
青山

佳永（名古屋市立大学 消化器外科）

O-297 転移性肝腫瘍による下大静脈狭窄に対して下大静脈ステント留置が有効であった 1 例
江尻

一般演題

剛気（南奈良総合医療センター 外科）

NET, Vater
座長：上野

富雄（川崎医科大学 消化器外科）

O-298 初回手術約 10 年後にみられた肝転移を切除した非機能性膵神経内分泌腫瘍（NETG1）の 1 例
西岡

孝芳（大阪市立大学）

O-299 神経内分泌腫瘍の腫瘍微小環境における局所免疫応答の病理学的所見
長谷川

翔（横浜市立大学 肝胆膵消化器病学）

O-300 非機能性神経内分泌腫瘍が十二指腸に多発し膵頭十二指腸切除術を施行した 1 例
吉岡

尚子（呉医療センター）

O-301 若年者の十二指腸乳頭部印環細胞癌の 1 例
横野

良典（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-302 膵頭部癌が合併した十二指腸乳頭部癌の一例
傳田

悠貴（知多厚生病院）

O-303 NAFLD の進行により化学療法不耐を生じた十二指腸乳頭部癌術後再発の 1 例
小松

久晃（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-304 原発巣切除後 11 年目に肝転移病変を切除した膵 solid pseudopapillary neoplasm の一例
後藤

圭佑（鳥取大学医学部付属病院）
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