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学術セミナー

１日目　11月24日（木）　12：15～13：15

LS-01　第１会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　慶雲・白雲）
腹腔鏡下胃切除術でリンパ節郭清をマスターするためのコツとピットフォール
～スタンダードからアドバンスまで～

司会：小嶋　一幸（東京医科歯科大学　低侵襲医歯学研究センター）　　　　
演者：川田　洋憲（大阪赤十字病院　消化器外科）　　　　　　　　　　　　
　　　瀧口　修司（大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座消化器外科学）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
LS-02　第２会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　翠雲）

膵体尾部切除における膵液瘻軽減への取り組み
司会：山上　裕機（和歌山県立医科大学 外科学 第 ２ 講座）　　　　　　　　 　
演者：藤井　　努（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学）　　　　　　
　　　後藤田直人（国立研究開発法人国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科）

共催：コヴィディエン ジャパン株式会社
LS-03　第３会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　香雲）

あなたは良好な視野で鏡視下手術をしていますか？
司会：宇山　一朗（藤田保健衛生大学）
演者：吉野　茂文（山口大学）　　　　

共催：MSD株式会社
LS-04　第４会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　青葉）

MSI大腸癌のABC
司会：山口　俊晴（公益財団法人 がん研究会 有明病院）　　　　　
演者：山口　達郎（がん・感染症センター都立駒込病院　大腸外科）

共催：久光製薬株式会社
LS-05　第５会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　松葉）

国立がん研究センター中央病院が考える、外科と麻酔科で取り組むERAS＆輸液療法update
司会：田中　淳一（昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科）　　　
演者：志田　　大（国立がんセンター中央病院　大腸外科）　　　　
　　　佐藤　哲文（国立がんセンター中央病院　麻酔・集中治療科）

共催：エドワーズライフサイエンス株式会社
LS-06　第８会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　瑞光）

新規エネルギーデバイス“アクロサージ”　--マイクロ波機器による新しい手術操作の提案--
司会：牧野　治文（社会医療法人社団木下会　鎌ケ谷総合病院）　　　　　　　
演者：谷　　　徹（滋賀医科大学バイオメディカル　イノベーションセンター）

共催：日機装株式会社
LS-07　第９会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　旭光）

がん患者と歩む臨床栄養
司会：宇田川晴司（国家公務員共済組合連合会　虎の門病院）　　
演者：田中　善宏（岐阜大学医学部附属病院　腫瘍外科）　　　　

共催：株式会社大塚製薬工場／イーエヌ大塚製薬株式会社
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学術セミナー

１日目　11月24日（木）　12：15～13：15（※LS-13のみ　12：20～13：20）

LS-08　第10会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　暁光）
消化器外科医によるがん患者のトータルケアを目指して

司会：東口　髙志（藤田保健衛生大学医学部 外科・緩和医療学講座）　 　
演者：鍋谷　圭宏（千葉県がんセンター 消化器外科 栄養サポートチーム）

共催：塩野義製薬株式会社
LS-09　第11会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　黄玉）

乳癌における標準治療の普及と広報活動
司会：中村　清吾（昭和大学医学部　乳腺外科）
演者：石川　　孝（東京医科大学　乳腺科）　　

共催：大鵬薬品工業株式会社
LS-10　第14会場　グランドプリンスホテル高輪（B１ F　クラウンルーム）

乳癌細胞のplasticityを利用した治療戦略～エリブリンのメカニズムとOSへのインパクト～
司会：井本　　滋（杏林大学医学部付属病院 乳腺外科） 　　
演者：林田　　哲（慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科）

共催：エーザイ株式会社
LS-11　第15会場　グランドプリンスホテル高輪（B１ F　ロイヤルルーム）

静脈血栓塞栓症の予防を再考する
司会：貞廣莊太郎（東海大学医学部　外科学系　消化器外科学）　　　　

演題１： 大腸癌周術期における静脈血栓塞栓症予防のためのエノキサパリンナトリウム投与
について

演者：横溝　　肇（東京女子医科大学東医療センター　外科）　　　　　
演題２：周術期および癌治療における静脈血栓塞栓症の病態と予防

演者：保田　知生（がん研究会有明病院　医療安全管理部・消化器外科）
共催：科研製薬株式会社

LS-12　第22会場　グランドプリンスホテル新高輪（３ F　平安）
周術期の栄養管理

司会：猶本　良夫（川崎医科大学 総合外科学）　　　　　　　　　
演題１： 食道癌における周術期栄養療法

演者：矢田部智昭（高知大学医学部 麻酔科学・集中治療医学講座）
演題２：胸部食道癌における術前免疫栄養療法

演者：北川　博之（高知大学医学部 外科学講座外科１）　　　　　
共催：株式会社 明治

LS-13　第23会場　グランドプリンスホテル新高輪（３ F　天平）
上部消化管のスペシャリストを目指して～ピットフォール対策から高難度症例への対処まで～

司会：村上　雅彦（昭和大学病院 消化器・一般外科）　
演者：田邊　和照（広島大学病院 消化器・移植外科学）
　　　篠原　　尚（兵庫医科大学病院 上部消化管外科）

共催：オリンパス株式会社
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学術セミナー

２日目　11月25日（金）　12：15～13：15

LS-14　第１会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　慶雲・白雲）
司会：渡邉　聡明（東京大学大学院医学系研究科　腫瘍外科・血管外科）

演題１：直腸癌に対するMRI診断の最前線
演者：川合　一茂（東京大学大学院医学系研究科　腫瘍外科）　　　　　

演題２：静岡がんセンターにおける直腸癌手術の最前線
演者：絹笠　祐介（静岡県立静岡がんセンター　大腸外科）　　　　　　

共催：大鵬薬品工業株式会社
LS-15　第２会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　翠雲）

『直腸がんに対する腹腔鏡下手術』 ～縫合不全０へ 新たな展開～
司会：竹政伊知朗（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座）
演者：栗生　宜明（京都府立医科大学外科学教室 消化器外科学部門）　　　

内藤　正規（北里大学医学部 外科）　　　　　　　　　　　　　　　
共催：コヴィディエン ジャパン株式会社

LS-16　第３会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　香雲）
エキスパートに学ぶ腹腔鏡下肝切除術
～安全に適応拡大するための最新ストラテジー～

司会：若林　　剛（上尾中央総合病院　外科）　　　　　　　　　　　　
演者：青木　武士（昭和大学　消化器・一般外科）　　　　　　　　　　
　　　本田　五郎（がん・感染症センター　都立駒込病院　肝胆膵外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
LS-17　第４会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　青葉）

コストをかけずに質の高い手術を目指す！
司会・基調講演：小山　　勇（埼玉医科大学国際医療センター）

演者：白部多可史（成田富里徳洲会病院）　　　　　
共催：株式会社アムコ

LS-18　第５会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　松葉）
胃がん領域における栄養学的知見をreviewする　　ver 1.3

司会：北野　正剛（大分大学）　　 　　　　　　　　　　　　　　 　
演者：藤谷　和正（大阪府立急性期・総合医療センター　消化器外科）

共催：ミヤリサン製薬株式会社
LS-19　第８会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　瑞光）

腹腔鏡下胃癌手術の最前線　～進行胃癌の拡大郭清からda Vinciまで～
司会：篠原　　尚（兵庫医科大学 上部消化管外科）　　　　　　　　　　 　
演者：瀧口　修司（大阪大学大学院医学系研究科　外科学講座消化器外科学）

共催：科研製薬株式会社／サノフィ株式会社
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学術セミナー

２日目　11月25日（金）　12：15～13：15

LS-20　第９会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　旭光）
CVポートの基本的な留置手技とその管理

司会：内藤　　剛（東北大学病院　肝胆膵外科・胃腸外科）
演題１：CVポート活用の基本的手技

演者：藤澤　知巳（群馬県立がんセンター　乳腺科）　　　
演題２：固定性の向上を目指した新しいポート用ヒューバー針の使用経験

演者：工藤　克昌（東北大学病院　胃腸外科）　　　　　　
共催：住友ベークライト株式会社

LS-21　第10会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　暁光）
進行再発乳癌におけるQALYを考慮したアバスチンの治療戦略
司会：大谷彰一郎（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 乳腺外科）
演者：川口　英俊（日本赤十字社 松山赤十字病院 乳腺外科）　　　　　　　　　　　　 　

共催：中外製薬株式会社
LS-22　第14会場　グランドプリンスホテル高輪（B１ F　クラウンルーム）

疼痛管理・ＥＲＡＳ（術後回復強化）とセットで考える
本当に患者さんに優しくて痛くない腹腔鏡下胃切除

司会：木下　敬弘（国立がん研究センター東病院　胃外科）　　　　　　　　　
演者：谷口　英喜（済生会横浜市東部病院　周術期支援センター　兼　栄養部）
　　　春田周宇介（虎の門病院　消化器外科）　　　　　　　　　　　　　　　

共催：テルモ株式会社
LS-23　第15会場　グランドプリンスホテル高輪（B１ F　ロイヤルルーム）

胃癌化学療法の治療戦略～Topicsと今後の展望～
司会：瀬戸　泰之（東京大学大学院　医学系研究所　消化管外科学）
演者：山口　研成（がん研究会有明病院　消化器化学療法科）　　　

共催：株式会社ヤクルト本社
LS-24　第22会場　グランドプリンスホテル新高輪（３ F　平安）

集学的がん免疫治療の実践とこれから
司会：太田惠一朗（日本医科大学付属病院　消化器外科）　　　　　　　　　　　　　　　　
演者：河野　浩二（福島県立医科大学　先端がん免疫治療学講座　兼　器官制御外科学講座）

　　　　　　 島袋　誠守（医療法人社団ミッドタウンクリニック
　　　　　　　　　　　　 東京ミッドタウン先端医療研究所　がん診療部）

共催：テラ株式会社
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学術セミナー

２日目　11月25日（金）　12：15～13：15

LS-25　第23会場　グランドプリンスホテル新高輪（３ F　天平）
外科医が広げよう腹腔鏡下総胆管切石術（LCBDE）の輪
～フレキシブルスコープで拓く一期的切石～

司会：徳村　弘実（東北労災病院　外科）　　　　　　　　
演題１：経胆嚢管法

演者：梅澤　昭子（四谷メディカルキューブ　外科）　　　
演題２：胆管切開法

演者：千野　佳秀（第一東和会病院　内視鏡外科センター）
共催：エム・シー・メディカル株式会社／カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
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学術セミナー

３日目　11月26日（土）　12：15～13：15

LS-26　第１会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　慶雲・白雲）
Which do you choose, TAPP or TEP?

司会：江口　　徹（原三信病院 外科）　　　　　　　　　　　　　　　　
演者：川原田　陽（国家公務員共済組合連合会 斗南病院 消化器外科） 　
　　　安居　利晃（独立行政法人 地域医療機能推進機構 金沢病院 外科）

共催：コヴィディエン ジャパン株式会社
LS-27　第３会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（３ F　香雲）

Liquid biopsyを用いた大腸癌化学療法
司会：長谷川博俊（慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科）
演者：山田　岳史（日本医科大学　消化器外科）　　　　　　

共催：武田薬品工業株式会社
LS-28　第４会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　青葉）

CVポートの安全な留置と合併症予防のコツ
司会：針原　　康（NTT東日本関東病院）
演者：村越　雄介（東京医科大学病院）　　
　　　中山　智英（北海道消化器科病院）　

共催：日本コヴィディエン株式会社
LS-29　第５会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　松葉）

難治性GERDに対する新しい内視鏡治療（ARMS）の実際
司会：河野　辰幸（東京医科歯科大学　医学部附属病院　食道外科）
演者：井上　晴洋（昭和大学江東豊洲病院 消化器センター）　　 　

共催：第一三共株式会社／アストラゼネカ株式会社
LS-30　第８会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　瑞光）

司会：万代　恭嗣（東京山手メディカルセンター）
演題１： がん領域における集学的チーム医療の実践
　　　　～がん医療の質的向上への薬剤師の取り組み～

演者：吉村　知哲（大垣市民病院　薬剤部）　　　
演題２： 病院経営の鍵―安全性の向上と効率化

　　　山口　俊晴（がん研究会有明病院）　　　　
共催：中外製薬株式会社

LS-31　第９会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　旭光）
意外に難しい？！　腹腔鏡下のsurgical trunkの郭清　達人の技

司会：長谷川　傑（福岡大学医学部　外科学講座　消化器外科）
演者：渡邉　　純（横須賀共済病院　外科）　　　　　　　　　
　　　大塚　幸喜（岩手医科大学医学部　外科学講座）　　　　

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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学術セミナー

３日目　11月26日（土）　12：15～13：15

LS-32　第10会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　暁光）
大腸癌の化学療法　～日本の臨床試験の現状～

司会：須並　英二（日本赤十字社医療センター　大腸肛門外科）
演者：東風　　貢（日本大学医学部附属板橋病院　消化器外科）

共催：メルクセローノ株式会社
LS-33　第12会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（１ F　青玉）

がん免疫療法の現況と将来展望
司会：角田　卓也（昭和大学　臨床薬理学研究所　臨床免疫腫瘍学講座）
演者：島袋　誠守（医療法人社団ミッドタウンクリニック　　　　　 　

東京ミッドタウン先端医療研究所　がん診療部）
　　　山上　裕機（和歌山県立医科大学　外科学第２講座）　　　　　　

共催：日本臨床免疫腫瘍再生細胞（IOC）療法研究会
LS-34　第15会場　グランドプリンスホテル高輪（B１ F　ロイヤルルーム）

大腸癌治療ロードマップ～点から線、面へ広がる2次治療～
司会：船橋　公彦（東邦大学医療センター大森病院 一般・消化器外科）
演者：佐藤　武郎（北里大学 外科学）　　　　　　　　　　　　　　　

共催：日本イーライリリー株式会社
LS-35　第22会場　グランドプリンスホテル新高輪（３ F　平安）

食道癌手術における周術期管理の重要性
司会：夏越　祥次（鹿児島大学大学院　消化器・乳腺甲状腺外科学）
演者：瀬戸　泰之（東京大学大学院医学系研究科　消化管外科学）　

共催：小野薬品工業株式会社
LS-36　第23会場　グランドプリンスホテル新高輪（３Ｆ　天平）

中心静脈ポート留置手技と合併症対策
司会：橋口陽二郎（帝京大学医学部附属病院　下部消化管外科）　

演題１：当院における中心静脈ポート留置手技と合併症対策
演者：小池　雅彦（KKR札幌医療センター　消化器外科診療部）

演題２：当院における中心静脈ポート留置手技と合併症対策
演者：鏡　　　哲（東京蒲田医療センター　外科）　　　　　　　

共催：アルフレッサファーマ株式会社／東レ株式会社
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イブニングセミナー

２日目　11月25日（金）　17：00～18：30

ES-01　第５会場　グランドプリンスホテル新高輪　国際館パミール（２ F　松葉）
Learn From Failure

司会：若林　　剛（上尾中央総合病院　外科）　　　　　　
演題１：画像情報で進化する腹腔鏡下胃癌リンパ節郭清

演者：稲木　紀幸（石川県立中央病院　消化器外科）　　　
演題２：困難から学ぶ大腸手術

演者：小西　　毅（がん研有明病院　消化器外科）　　　　
演題３：精度の高い腹腔鏡下肝切除を目指して

演者：中平　　伸（堺市立総合医療センター　肝胆膵外科）
共催：エム・シー・メディカル株式会社／カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社
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共催シンポジウム

１日目　11月24日（木）　11：10～12：10

第23会場　グランドプリンスホテル新高輪（３ F　天平）
高難度胃癌手術の治療戦略　～開腹と腹腔鏡　それぞれの観点から～

司会：佐野　　武（がん研有明病院）　　　　　　　　　　　　　　
演者：瀧口　修司（大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科学）　
　　　小寺　泰弘（名古屋大学大学院医学系研究科　消化器外科学）

共催：オリンパス株式会社




