第１会場
開会の辞

8:25～8:30

主題 2 「機能温存」

8:30～9:35
座長：吉田 和弘（岐阜大学大学院 腫瘍制御学講座腫瘍外科）
瀧口 修司（名古屋市立大学大学院 消化器外科学教室）

S2-1

当科における上部胃癌 , 高齢者胃癌への治療戦略～代替治療としての LECS を含めて
鷲尾真理愛（北里大学医学部 上部消化管外科学）

S2-2

腹腔鏡補助下幽門輪温存胃切除術の栄養状態に関する検討
笠原 康平（横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学）

S2-3

骨盤内腫瘍に対する傍仙骨的アプローチによる機能温存手術
岸田 貴喜（名古屋大学 消化器外科）

S2-4

近位側 S 状結腸癌に対する腹腔鏡下上直腸動脈温存 S 状結腸切除術の検討
吉松 和彦（川崎医科大学 消化器外科学 / 済生会栗橋病院 外科）

S2-5

硬性鏡を用いた高精細画像な腹腔鏡下肝切除術
井上 善博（大阪医科薬科大学三島南病院 一般・消化器外科）

主題 6 「チーム医療」

9:35～10:27
座長：山口

佳之（川崎医科大学 臨床腫瘍学）

S6-1

下咽頭癌に対するチーム医療 当院における遊離空腸の現状
高橋
玄（順天堂大学 下部消化管外科）

S6-2

医療用 SNS を利用した経口抗がん剤の服薬支援・PRO モニタリングシステム
川端 良平（大阪労災病院 外科）

S6-3

婦人科悪性疾患手術における消化器外科医介入による合同手術
荒川
敏（藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科）

S6-4

大学病院における Stage IV 大腸癌患者に対する共有テンプレート部門横断的導入の試み
野村 佳世（兵庫医科大学病院 看護部）

最新医学セミナー 1

10:30～11:30
司会：遠藤

消化器癌の発育・進展と腸内細菌の関連
演者：馬場


格（横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学）

秀夫（熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学）
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共催：ミヤリサン製薬株式会社

最新医学セミナー 2

11:45～12:45
司会：大辻

英吾（京都府立医科大学大学院 消化器外科学）

噴門側胃切除術の再建法～これまでの経験から観音開き法・ダブルトラクト法を考える～
演者：谷口
演者：西崎


桂三（帝京大学医学部付属溝口病院 外科）
正彦（岡山大学病院 低侵襲治療センター）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

最新医学セミナー 5

13:00～14:00
司会：坂本

一博（順天堂大学医学部消化器外科学講座 下部消化管外科学）

エキスパートに学ぶ結腸体腔内吻合の安全な導入を目指して
演者：大田
演者：塚本


貢由（横浜市立みなと赤十字病院 大腸外科）
俊輔（国立がん研究センター中央病院 大腸外科）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

最新医学セミナー 6

14:00～15:00
司会：塩澤

炎症性腸疾患の癌合併と手術療法

俊一（東京女子医科大学東医療センター 外科）

演者：石原聡一郎（東京大学 腫瘍外科）


共催：日本化薬株式会社

主題 5 「基礎医学・ゲノム医療」

15:00～16:18
座長：河野 浩二（福島県立医科大学 消化管外科学講座）
市川 靖史（横浜市立大学大学院医学研究科 がん総合医科学）

S5-1

胃癌薬物療法における投与前低好中球リンパ球比は良好な予後予測因子となりうる
谷岡 洋亮（川崎医科大学 臨床腫瘍学教室）

S5-2

右側結腸癌における 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）

S5-3

CNIH2 受容体を標的とする胃癌における新規抗体医薬を目指した基礎的検討
馬場 逸人（富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 / 名古屋大学 消化器外科学）

S5-4

急速な Pseudo progression を呈した MSI-High S 状結腸癌術後孤発性副腎転移症例
吉川公見子（金光病院 外科）

S5-5

pStage 1 大腸癌術後の 4 週目の ctDNA 陽性で肝転移を早期に発見し切除した一例
阿竹 優紗（兵庫医科大学 消化器外科講座 下部消化管外科）

S5-6

膵癌化学療法における ctDNA モニタリングの検討
杉森
慎（横浜市立大学附属市民総合医療センター がんゲノム医療推進部 /
横浜市立大学附属市民総合医療センター

奨励賞授与、閉会の辞

消化器病センター内科）

16:20～
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第２会場
主題 1-1 「集学的治療

下部消化管」

8:30～9:22

座長：柴田 昌彦（福島県立医科大学 地域包括的癌診療研究講座・消化管外科学）
植竹 宏之（国立病院機構災害医療センター 臨床研究部）

S1-1

下部直腸癌に対する術前温熱化学放射線療法後 cCR 症例の検討
大曽根勝也（群馬大学大学院医学系研究科 総合外科学）

S1-2

局所進行直腸癌に対する術前化学放射線療の治療成績と今後の展望
賀川 義規（大阪急性期・総合医療センター）

S1-3

狭窄性左側結腸癌に対するステント非依存治療戦略の妥当性
久保田隼介（弘前大学 消化器外科）

S1-4

切除可能同時性肝転移に対する原発切除前術前化学療法の意義
桑田 大輔（弘前大学医学部附属病院 消化器外科）

主題 4-1 「高齢者

下部消化管、肝胆膵」

9:22～11:09

座長：大平 雅一（大阪市立大学大学院医学研究科 外科学講座）
掛地 吉弘（神戸大学大学院医学研究科 食道胃腸外科）

S4-1

術後合併症のリスク因子からみた超高齢者大腸癌手術の適応
布施 匡啓（NTT 東日本関東病院）

S4-2

80 歳以上の高齢者における術後合併症軽減のための術前評価
藤本 崇聡（佐賀大学医学部 一般・消化器外科）

S4-3

高齢大腸癌症例における術前 modified Glasgow Prognostic Score 評価の有用性
下國 達志（JCHO 札幌北辰病院 外科）

S4-4

高齢者の直腸癌手術における術後縫合不全合併リスク因子の検討
川島
圭（藤沢市立藤沢市民病院）

S4-5

高齢者における大腸癌穿孔症例の治療成績
澤井 利次（福井大学医学部 第一外科）

S4-6

高齢者結腸がんの予後因子に関する検討
筋野 博喜（東京医科大学病院 消化器・小児外科）

S4-7

高齢者大腸癌手術症例の短期・長期成績
西居 孝文（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

S4-8

肝胆膵外科手術における術前リスク評価と術後合併症予防のための高齢者機能評価の意義
間野 洋平（九州がんセンター肝胆膵外科）

S4-9

高齢者胆嚢癌において R0 切除は有用か
上田 泰弘（神戸大学 肝胆膵外科学）
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最新医学セミナー 3

11:45～12:45
司会：松原

久裕（千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科学）

おさえておきたい低侵襲治療と周術期治療の TOPIC
演者：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：大鵬薬品工業株式会社

主題 3-2 「ロボット手術

下部消化管」

13:00～14:57
座長：五井 孝憲（福井大学医学部 第一外科）
花井 恒一（藤田医科大学 総合消化器外科）

S3-6

当院における術前加療後の直腸癌に対するロボット手術の術後短期成績
青松 直撥（大阪市立総合医療センター）

S3-7

下部直腸癌に対する taTME とロボット支援下 TME の短期成績の検討
諏訪 雄亮（横浜市立大学附属市民総合医療センター）

S3-8

当科におけるロボット支援下直腸手術の導入と 38 例の短期治療成績
今西 俊介（千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科）

S3-9

直腸癌側方浸潤癌に対する術前治療後ロボット支援下手術の治療
山崎 慶介（弘前大学 消化器外科）

S3-10

ロボット支援下手術で根治切除および尿路再建を施行した左尿管浸潤を伴う直腸癌の一例
宋
修宇（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

S3-11

ロボット支援手術を施行した Persistent Descending Mesocolon を伴う直腸癌の 1 例
岡田 拓真（大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科）

S3-12

直腸 S 状結腸部癌の吻合部再発に対して、ロボット支援下低位前方手術を施行した 1 例
青松 倫弘（大阪急性期・総合医療センター）

S3-13

前立腺浸潤を伴う局所進行直腸癌に対するロボット支援下骨盤内臓全摘術
谷田
司（市立東大阪医療センター 消化器外科）

S3-14

前立腺浸潤直腸癌に対し腹腔鏡下直腸切断術 + ロボット支援下前立腺全摘を施行した 1 例
森川 充洋（福井大学 第 1 外科）

主題 1-3

集学的治療

肝胆膵

14:57～16:02
座長：海野 倫明（東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野）
大塚 将之（千葉大学大学院 臓器制御外科学）

S1-13

腎癌膵転移に対する膵全摘の臨床的意義
小川
嶺（都立駒込病院 肝胆膵外科）

S1-14

切除不能大腸癌肝転移に対する時間治療を応用した肝動注化学療法
鈴木香緒里（昭和大学藤が丘病院）

S1-15

膵癌に対する術前化学放射線療法の効果
上田 順彦（金沢医科大学 一般・消化器外科）

S1-16

膵癌術後再発症例に対する Nab-Paclitaxel ＋ Gemcitabine の有効症例の検討
原
倫生（山梨大学 第一外科 / 富士吉田市立病院 外科）

S1-17

肝細胞癌に対する TACE 前後の NLR 変動は予後予測因子となりえるか
塩澤 俊一（東京女子医科大学東医療センター 外科）
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第３会場
主題 3-1

ロボット手術

上部消化管

8:30～9:35

座長：瀬戸 泰之（東京大学大学院医学系研究科 消化管外科学）
宇山 一朗（藤田医科大学 先端ロボット・内視鏡手術学講座）

S3-1

ロボット手術の特徴を最大限生かした低侵襲・高難度手術
佐川 弘之（名古屋市立大学 消化器外科学）

S3-2

softCOAG bipolar-crush 法を用いたロボット支援下胃切除
安本 明浩（東北医科薬科大学病院 消化器外科）

S3-3

膵上縁先行アプローチによるロボット支援下胃切除術
郡司
久（千葉県がんセンター）

S3-4

胃癌同時性肝転移に対して S P 療法後にロボット支援下 Conversion Surgery を施行した 1 例
伊藤 綾香（藤田医科大学医学部）

S3-5

噴門側胃切除術後の残胃癌に対するロボット支援下間置空腸温存残胃全摘術の 1 例
金井 達哉（都立駒込病院 外科）

主題 1-2

集学的治療

上部消化管

9:35～11:09
座長：森
小寺

正樹（東海大学医学部長）
泰弘（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学）

S1-5

頭頸部腫瘍に対する内視鏡下経口的切除術は有用性について
竹内 弘久（杏林大学 消化器・一般外科）

S1-6

cT4 胸部食道癌に対する根治的化学放射線療法後の小開胸併用胸腔鏡下胸部食道切除
佐藤
弘（埼玉医科大学国際医療センター上部消化管外科）

S1-7

胸部食道癌に対するサルベージ PDT の導入期短期治療成績
鈴木 浩輔（大分大学 消化器・小児外科）

S1-8

TEVAR ＋サルベージ食道切除術の成績
藤田 純輝（獨協医科大学 第一外科）

S1-9

臨床病期 III 胃癌に対する術前化学療法後の胃切除術の短期成績
坂田 和規（名古屋大学 消化器外科学）

S1-10

根治切除不能進行再発胃癌に対する二次化学療法からの conversion surgery の検討
石畝
亨（埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）

S1-11

腹膜播種に対する腹腔内温熱化学療法後の急性腎不全
鍛
利幸（市立岸和田市民病院 外科）

S1-12

両側卵巣転移を伴う高度進行胃癌に対するコンバージョン手術の検討
池下 千彬（京都第一赤十字病院 消化器外科）

最新医学セミナー 4

11:45～12:45
司会：石川

孝（東京医科大学 乳腺科学分野）

HR 陽性 HER2 陰性 MBC の治療戦略～イブランスのエビデンスと経験をもとに～
演者：山下


年成（神奈川県立がんセンター 乳腺内分泌外科）
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共催：ファイザー株式会社

主題 4-2

高齢者

乳腺、食道、胃

13:00～14:31

座長：安田 卓司（近畿大学医学部外科学教室 上部消化管部門）
亀井
尚（東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野）

S4-10

当院の高齢者乳癌における非手術症例の検討
石塚由美子（順天堂大学 乳腺腫瘍学）

S4-11

高齢者の食道表在癌に対する ESD の安全性と有効性の検討
石戸 謙次（北里大学医学部 消化器内科学）

S4-12

高齢者非切除食道癌に対する順次併用放射線化学療法の安全性と有用性
近藤 裕樹（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）

S4-13

高齢者食道癌に対する 1 次治療としての放射線療法と化学放射線療法の比較検討
土屋 伸広（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）

S4-14

胃癌周術期における高齢者機能評価
清水
大（名古屋大学医学部附属病院 消化器外科二）

S4-15

当院における 85 歳以上の高齢者胃癌に対する外科的治療成績
竹村 雅至（景岳会 南大阪病院 外科・内視鏡外科）

S4-16

当院の高齢者胃癌に対する開腹幽門側胃切除術の治療成績
木村
準（独立行政法人国立病院機構横浜医療センター）

主題 4-3

高齢者

胃

14:31～16:15
座長：藤原 俊義（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科学）
市川 大輔（山梨大学医学部 外科学講座第 1 教室）

S4-17

高齢者胃癌手術症例における術後せん妄のリスク因子の検討
田中 千恵（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科）

S4-18

高齢胃癌患者の術後合併症予測における術前 CONUT score の臨床的意義
土田 知史（がん・感染症センター都立駒込病院 外科）

S4-19

高齢者胃癌における術後合併症予測因子
小倉 巧也（藤沢市民病院 消化器外科）

S4-20

高齢進行胃癌患者における予後因子 - 術後 PMI の変化と S1 補助化学療法の検討
藤幡 士郎（埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科）

S4-21

術前骨格筋量減少は他病死予測因子となり得るか？～ Stage I 胃癌の検討～
櫻谷美貴子（北里大学医学部 上部消化管外科）

S4-22

高齢者胃癌患者における mFI の長期予後因子としての有用性
高橋 朋大（鳥取赤十字病院 外科）

S4-23

高齢者を対象とした進行胃癌術後補助化学療法のコンプライアンスと長期予後の検討
松井 亮太（順天堂大学浦安病院 外科）

S4-24

80 歳以上の切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法初回減量の経験
瀬良 知央（大阪市立大学 消化器外科）
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