
- 9 -

世話人会	 第 2 会場 黄玉

	 10：30～ 11：15

開会の辞	 第１会場 瑞光

	 11：20～ 11：25当番世話人：中村　雅史 （九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科（第一外科））

登録報告	 第１会場 瑞光

	 11：25～ 11：35報告：大塚　隆生 （九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科（第一外科））

特別講演	 第１会場 瑞光

	 11：35～ 12：05我が国のがん対策と今後の方向性
司会：堀口　明彦 （藤田保健衛生大学 坂文種報徳會病院 消化器外科）
演者：清住　雄希 （厚生労働省健康局 がん・疾病対策課）

ランチョンセミナー	 第１会場 瑞光

	 12：15～ 13：15Current	status	and	future	of	minimally	invasive		
pancreatic	resection

1）　Laparoscopic

司会：中村　雅史 （九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科（第一外科））
演者：Yoo-Seok Yoon（ Department of Surgery, Seoul National University Bundang 

Hospital, Korea）

2）　Robot

司会：山上　裕機 （和歌山県立医科大学附属病院 第二外科）
演者：Chung Ngai Tang（ Department of Surgery, Pamela Youde Nethersole Eastern 

Hospital, Hong Kong）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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シンポジウム1
「腹腔鏡下膵体尾部切除術（ＬＤＰ）」
司会：土田 明彦、大塚 隆生

特別発言：髙折 恭一 　　　　　　　

ランチョンセミナー
「Current status and future of 

minimally invasive 
pancreatic resection」

11：20～11：25　開会の辞
11：25～11：35　登録報告

［ 7：00～　受付開始 ］

特別講演
「我が国のがん対策と今後の方向性」
司会：堀口 明彦　　演者：清住 雄希

第10回肝臓内視鏡外科研究会
第8回膵臓内視鏡外科研究会

併設合同展示会

9:00～18:30

11:35～12:05

世話人会

10:30～11:15

肝臓・膵臓内視鏡外科研究会　合同懇親会
会場：旭光

19:10～

12:15～13:15

13:25～14:15

16:05～16:29

シンポジウム2
「腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術（ＬＰＤ）」

司会：矢永 勝彦
　　　中村 雅史

特別発言：伊佐地 秀司　
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

14:20～16:00

1） Laparoscopic
　司会：中村 雅史　演者：Yoo-Seok Yoon
2） Robot
　司会：山上 裕機　演者：Chung Ngai Tang
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

   一般演題①
「LPD,シミュレーション」
座長：遠藤 格、海野 倫明

16:05～16:35   一般演題②
「LDPの適用拡大」

座長：平野 聡、中村 慶春
16:35～16:59   一般演題④

「術野展開（LDP）」
座長：藤元 治朗、田邉 稔

16:59～17:23   一般演題⑥
「安全性への取り組み（LDP）」
座長：袴田 健一、永野 浩昭

17:23～17:47   一般演題⑧
「手術の工夫（LDP）」
座長：羽鳥 隆、黒木 保

16:29～16:53   一般演題③
「脾静脈処理（LDP）」

座長：内田 英二、竹山 宜典
16:53～17:17   一般演題⑤

　「膵切離法（LDP）」
座長：杉山 政則、中郡 聡夫

17:17～17:41   一般演題⑦
　「手術成績(LDP）」

座長：三澤 健之、江口 英利
17:41～18:05

18:05～18:10

   一般演題⑨
　「NET、その他（LDP）」

座長：大塚 将之、前村 公成
閉会の辞

第8回膵臓内視鏡外科研究会
プログラム



- 10 -

シンポジウム１	 第１会場 瑞光

	 13：25～ 14：15腹腔鏡下膵体尾部切除術（LDP）
司会：土田　明彦 （東京医科大学 消化器・小児外科学分野）
　　　大塚　隆生 （九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科（第一外科））
　

SY1-1	 当科における腹腔鏡下膵体尾部切除の成績

 足立　智彦（長崎大学大学院 移植・消化器外科）

SY1-2	 安全性に配慮した腹腔鏡下尾側膵切除術

 松本　逸平（近畿大学外科 肝胆膵外科）

SY1-3	 膵癌に対する左側横行結腸間膜切除を伴う腹腔鏡下膵体尾部切除術

 宮坂　義浩（九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科）

SY1-4	 浸潤性膵管癌に対する定型化されたD2郭清を伴う腹腔鏡下尾側膵切除術

 細川　勇一（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

SY1-5	 Lap-modified	RAMPS	（Ligament	of	Trei’z	approach）

 砂川　宏樹（中頭病院 外科）

特別発言 髙折　恭一（京都大学医学部 肝胆膵・移植外科）

シンポジウム 2	 第１会場 瑞光

	 14：20～ 16：00腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術（LPD）
司会：矢永　勝彦 （東京慈恵会医科大学 消化器外科）
　　　中村　雅史 （九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科（第一外科））
　

SY2-1	 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の手技と短期成績

 武田　裕（独立行政法人 労働者健康安全機構 関西労災病院 消化器外科）

SY2-2	 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の安全な導入のための術野展開法について		
（SMA周囲を中心として）

 松下　晃（日本医科大学 消化器外科）

SY2-3	 一般市中病院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の導入；手術手技と短期成績

 大目　祐介（倉敷中央病院 外科）

SY2-4	 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術（LA-PD）の安全性はどこにあるか

 金岡　祐次（大垣市民病院 外科）
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SY2-5	 当科における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入

 仲田　興平（九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科）

SY2-6	 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術における「解剖の単純化」と「重力の有効利用」に	
よる semi-derotated	posterior	approach

 木口　剛造（藤田保健衛生大学 肝胆膵外科学）

SY2-7	 確実な腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術を行うコツ	
－場の展開、解剖から考えるアプローチ法－

 永川　裕一（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

SY2-8	 当院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術のこれまでの成績

 本田　五郎（がん・感染症センター都立駒込病院 外科）

SY2-9	 適切な導入方法についての考察

 中村　慶春（日本医科大学 消化器外科）

特別発言 伊佐地　秀司（三重大学 肝胆膵・移植外科）

共催： コヴィディエン ジャパン株式会社

一般演題①	 第１会場 瑞光

	 16：05～ 16：29LPD, シミュレーション
座長：遠藤　　格 （横浜市立大学 消化器・腫瘍外科）
　　　海野　倫明 （東北大学医学部 消化器外科学）
　

O-01	 生体疑似素材による鏡視下胆管空腸吻合トレーニング

 中平　伸（堺市立総合医療センター 外科）

O-02	 術前・術中ナビゲーションを用いた腹腔鏡下尾側膵切除術の経験					
－３D-VR（Virtual	Reality）画像および 3Dプリンターモデルの導入－

 安永　昌史（久留米大学 外科学）

O-03	 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の安全な導入　Phase	I	trial から得られたこと

 井上　陽介（がん研有明病院 消化器外科）

O-04	 腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術における小切開再建 - 膵・空腸吻合の工夫 -

 臼井　正信（三重大学医学部 肝胆膵・移植外科）
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一般演題②	 第 2 会場 黄玉

	 16：05～ 16：35LDPの適用拡大
座長：平野　　聡 （北海道大学大学院医学研究科 消化器外科学分野Ⅱ）
　　　中村　慶春 （日本医科大学 消化器外科）
　

O-05	 腹腔動脈合併尾側膵切除を考慮する局所進行膵体部癌に対して	
審査腹腔鏡検査を有効利用できた一例

 木口　剛造（藤田保健衛生大学 肝胆膵外科学）

O-06	 膵体尾部に限局した腫瘍に対する至的リンパ節郭清の検討		
～悪性疾患に対する L-DP を安全に導入するために～

 藤本　拓也（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

O-07	 悪性腫瘍への適応拡大を意識した Laparoscopic	RAMPS の定型化と手技の工夫

 児島　亨（岡山済生会総合病院 外科）

O-08	 当教室における腹腔鏡下膵体尾部切除術の成績と今後の展望

 森本　大士（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学）

O-09	 脾動脈背側アプローチによる脾合併尾側膵切除術の有用性

 吉富　秀幸（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学）

一般演題③	 第１会場 瑞光

	 16：29～ 16：53脾静脈処理（LDP）
座長：内田　英二 （日本医科大学 消化器外科）
　　　竹山　宜典 （近畿大学医学部 外科）
　

O-10	 腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術後に脾梗塞を生じた 1例

 木村　健二郎（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

O-11	 ベッセルシーリングシステムを用いた腹腔鏡下脾動静脈温存膵体尾部切除術に	
おける静脈処理

 増井　俊彦（京都大学医学部付属病院 肝胆膵・移植外科）

O-12	 腹腔鏡下尾側膵切除を行う上での脾動静脈直線化の有用性

 佐原　八束（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

O-13	 腹腔鏡下膵体尾部切除術での脾静脈処理について

 北郷　実（慶應義塾大学 一般消化器外科）
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一般演題④	 第 2 会場 黄玉

	 16：35～ 16：59術野展開（LDP）
座長：藤元　治朗 （兵庫医科大学 外科）
　　　田邉　　稔 （東京医科歯科大学 肝胆膵外科学分野）
　

O-14	 腹腔鏡下膵体尾部切除における胃展開方法の工夫

 森村　玲（京都府立医科大学 消化器外科）

O-15	 腹腔鏡下膵体尾部切除における視野展開の工夫～胃吊り上げ法～

 伴　大輔（東京医科歯科大学 肝胆膵外科学）

O-16	 腹腔鏡下膵体尾部切除術における Internal	Organ	Retractor の使用経験

 北口　和彦（大津赤十字病院 外科）

O-17	 胃癌手術の術野展開を応用した腹腔鏡下尾側膵切除術

 近藤　正人（神戸市立医療センター中央市民病院 外科）

一般演題⑤	 第１会場 瑞光

	 16：53～ 17：17膵切離法（LDP）
座長：杉山　政則 （杏林大学 外科学教室）
　　　中郡　聡夫 （東海大学医学部 消化器外科）
　

O-18	 Reinforce	Tri-Staple を用いた腹腔鏡下尾側膵切除術後に	
難治性膵液瘻を発症した 1例

 土屋　勝（東邦大学医療センター大森病院 消化器外科）

O-19	 電動式自動縫合器を使用して膵切離を行った腹腔鏡下膵体尾部切除 5症例

 笹沼　英紀（自治医科大学 消化器一般外科）

O-20	 膵体尾部切除術における PGAフェルト付き自動縫合器の有用性の検討

 梅崎　直紀（熊本大学大学院 消化器外科学）

O-21	 腹腔鏡下尾側膵切除術における膵切離の工夫

 平下　禎二郎（大分大学医学部消化器・小児外科）
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一般演題⑥	 第 2 会場 黄玉

	 16：59～ 17：23安全性への取り組み（LDP）
座長：袴田　健一 （弘前大学大学院医学研究科 消化器外科）
　　　永野　浩昭 （山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学講座）
　

O-22	 安全性を最重視した腹腔鏡（補助）下尾側膵切除術の手技と成績

 阿部　展次（杏林大学 外科）

O-23	 Improved	Perioperative	Outcomes	of	Laparoscopic	Distal	
Pancreatosplenectomy

 川崎　洋太（鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 消化器乳腺甲状腺外科学）

O-24	 腹腔鏡下膵部分切除術、膵体尾部切除・脾臓合併切除術、脾温存膵尾部切除術を	
施行した経験を通して考える市中病院における今後の課題

 浦上　秀次郎（国立病院機構 東京医療センター 外科）

O-25	 腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術における安全性確保に向けて

 浅岡　忠史（大阪大学大学院 消化器外科）

一般演題⑦	 第１会場 瑞光

	 17：17～ 17：41手術成績（LDP）
座長：三澤　健之 （東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科）
　　　江口　英利 （大阪大学大学院 消化器外科）
　

O-26	 腹腔鏡下膵体尾部切除術後の遅発性膵液瘻の 2例

 高舘　達之（東北大学 消化器外科学）

O-27	 当科における腹腔鏡下膵切除術の検討

 松井　洋人（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

O-28	 腹腔鏡下尾側膵切除における当科での手技の変遷と手術成績

 天谷　公司（富山県立中央病院 外科）

O-29	 膵管内乳頭粘液性腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除術の時期的変遷とその成績

 太田　正之（大分大学消化器・小児外科）
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一般演題⑧	 第 2 会場 黄玉

	 17：23～ 17：47手術の工夫（LDP）
座長：羽鳥　　隆 （国際医療福祉大学三田病院 消化器センター）
　　　黒木　　保 （国立病院機構長崎医療センター 外科）
　

O-30	 腹腔鏡下膵体尾部切除でのNeedlescopic	surgery の試み

 田島　弘（北里大学医学部 外科）

O-31	 炎症を伴う膵体部疾患に対する腹腔鏡補助下膵体尾部切除術

 石田　晶玄（東北大学 消化器外科学）

O-32	 強度肥満患者に対する腹腔鏡下尾側膵切除時のHand-assisted	laparoscopic	
surgery（HALS）の有用性

 川﨑　圭史（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学）

O-33	 当院における腹腔鏡下尾側膵切除の成績と工夫　	
－開腹尾側膵切除との比較も含めて－

 天野　尋暢（JA 尾道総合病院 外科・内視鏡外科 外科・内視鏡外科）

一般演題⑨	 第１会場 瑞光

	 17：41～ 18：05NET、その他（LDP）
座長：大塚　将之 （千葉大学医学部 肝胆膵外科）
　　　前村　公成 （鹿児島大学大学院 腫瘍制御学・消化器外科学）
　

O-34	 腹腔鏡下膵体尾部切除術を施行した微小膵腺房細胞癌の 1例

 富丸　慶人（市立豊中病院 外科）

O-35	 膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除術症例の検討

 今村　直哉（宮崎大学医学部 外科学講座 肝胆膵外科）

O-36	 当科における膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術に関する検討

 山口　洋志（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

O-37	 部位診断に難渋した Insulinoma に対し、腹腔鏡下膵体尾部切除術を	
施行した 1例

 益子　太郎（東海大学病院 消化器外科）

閉会の辞	 第 1 会場 瑞光

	 18：05～ 18：10


