会長講演
第 1 日目・13 日（金） 14：25〜14：55
第 1 会場 名古屋観光ホテル
大腸肛門病に対する外科治療を求めて
Searching for the best surgical treatment of colorectal and anal diseases
演者：藤田保健衛生大学下部消化管外科
司会：服部病院

3F

特別講演
第 2 日目・14 日（土） 11：15〜12：05
第 1 会場
日本のモノ造りから世界のモノ造りへ
演者：トヨタ自動車株式会社
司会：練馬総合病院外科

3F

名古屋観光ホテル

那古（東中）

前田耕太郎
丸田 守人
那古（東中）
宮内
小平

一公
進

招請講演 1
第 1 日目・13 日（金） 11：15〜12：05
第 3 会場 名古屋観光ホテル 2F 曙（東）
―ESCP 会長講演―
Improving outcomes for rectal cancer
演者：University College Dublin, Ireland / President, ESCP
Ronan O'Connell
司会：藤田保健衛生大学下部消化管外科
前田耕太郎
招請講演 2
第 2 日目・14 日（土） 10：50〜11：05
第 4 会場 名古屋観光ホテル 2F 曙（西）
Laparoscopic Right Hemicolonectomy (D3 + CME)
Based on Membrane Anatomy (Tri‑Junction Procedure)
演者：Department of Gastrointestinal Surgery, Tongji Cancer
Research Institute, Tongji Hospital, Tongji Medical College in
Huazhong University of Science and Technology, Wuhan,
China
Jianping Gong
司会：藤田保健衛生大学下部消化管外科

前田耕太郎

招請講演 3
第 2 日目・14 日（土） 11：05〜11：45
第 4 会場 名古屋観光ホテル 2F 曙（西）
―ASCRS 会長講演―
The ASCRS and the JSCP: A Growing Friendship
演者：Stamford Hospital, Stamford, Connecticut, USA /
President, ASCRS
Charles Littlejohn
司会：横浜市立市民病院炎症性腸疾患センター

杉田

昭

招請講演 4
第 2 日目・14 日（土） 11：45〜12：05
第 4 会場 名古屋観光ホテル 2F 曙（西）
―ASCRS 前会長講演―
Prevention of Anastomotic Leak‑ Is That Achievable?
演者：University of California, Irvine, USA
Michael J Stamos
司会：松島病院

松島

誠

教育講演 1
第 1 日目・13 日（金）
大腸の NET 基礎と臨床
Colorectal NET

11：15〜11：40

11：40〜12：05

11：15〜12：05

第 1 会場

名古屋観光ホテル

3F

司会：藤田保健衛生大学医学部病理診断科 I

那古（東中）

黒田

誠

大腸 NET/NEN の病理学
Pathology of colorectal NET/NEN
演者：東北大学大学院医学系研究科医科学専攻病理病態学講座
病理診断学分野
笹野

公伸

大腸 NET の診断と治療
Diagnosis and treatment of colonic NET
演者：愛知県がんセンター中央病院消化器内科部

教育講演 2
第 1 日目・13 日（金）
マイクロ RNA と癌幹細胞
Micro RNA and cancer stem cell

11：15〜12：05

第 2 会場

名古屋観光ホテル

肱岡
3F

演者：大阪大学消化器外科
司会：防衛医科大学校
教育講演 3
第 2 日目・14 日（土）
家族性大腸癌
Familial colorectal cancer

11：15〜12：05

第 2 会場

那古（西）

森
望月
名古屋観光ホテル

3F

演者：埼玉医科大学総合医療センター消化管･一般外科
司会：福島県立医科大学器官制御外科学講座

範

正樹
英隆

那古（西）

石田 秀行
竹之下誠一

教育講演 4
第 2 日目・14 日（土） 11：15〜12：05
第 3 会場 名古屋観光ホテル 2F 曙（東）
大腸癌に対する重粒子線治療
Heavy‑ion radiotherapy for colorectal cancer
演者：放射線医学総合研究所重粒子医科学センター病院第二治療室
山田
滋
司会：札幌医科大学医学部消化器・総合，乳腺・内分泌外科学講座
JR 札幌病院乳腺外科
平田 公一
教育講演 5

第 2 日目・14 日（土）

11：15〜12：05
第 8 会場

女性骨盤底医療との接点
Talks with female pelvic floor reconstructive surgeons
司会：重城病院外科

ヒルトン名古屋

28F

ワン・オー・ファイブ

寺本

龍生

11：15〜11：40

女性骨盤底医療における下部尿路機能への目配り
Paying attention to lower urinary tract function in female palvic floor medicine
演者：名古屋第一赤十字病院女性泌尿器科
加藤久美子

11：40〜12：05

後腟区画の支持不全について
Current topics on the posterior pelvic floor defects
演者：三井記念病院産婦人科

中田

真木

