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一般演題（口演）1 内臓動脈瘤破裂�1

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：20 第 3会場 411＋412
司会：村田 智（日本医大・放）

三澤健之（慈恵医大柏・外）

O1-1 正中弓状靭帯圧迫症候群による破裂動脈瘤に対するTAE施行例の検討
田邉宜昭（災害医セ・救セ）

O1-2 正中弓状靭帯圧迫症候群による内臓動脈瘤破裂に対しコイル塞栓術と靭帯切除を施行し
た 2例 池田慎平（災害医セ・放）

O1-3 腹腔動脈狭窄を伴う膵十二指腸動脈瘤破裂の 1例
島田麻里（福井県立・外）

O1-4 下膵十二指腸動脈瘤破裂をきたした正中弓状靭帯症候群の 1例
久戸瀬洋三（多根総合・急性腹症・外）

O1-5 特発性下膵十二指腸動脈出血による後腹膜出血に対し経動脈的塞栓術を施行した 1例
池谷佑樹（新東京・心血外）

O1-6 前上膵十二指腸動脈破裂と急性上腸間膜動脈血栓症を併発し IVR及び手術で救命し得
た一例 谷野雄亮（静岡医セ・外）

O1-7 膵十二指腸動脈瘤破裂後に十二指腸通過障害を生じた症例の検討
谷掛雅人（京都市立・放）

一般演題（口演）2 内臓動脈瘤破裂�2

第 1日目 3月 2日（木） 9：20～10：10 第 3会場 411＋412
司会：青笹季文（防衛医大・外）

遠田 譲（女子医大八千代・画像診断・IVR）

O2-1 腹腔動脈急性解離に伴う膵十二指腸動脈瘤破裂に対して IVRで加療した 1例
吉井裕紀子（国保旭中央・外）

O2-2 TAEで治療した IgG4 関連血管炎によると思われる腹腔動脈瘤の 1例
和田玲緒名（徳洲会札幌東徳洲会・放）

O2-3 腹腔内出血を契機に脊髄梗塞をきたした一例
後藤悠大（竹田綜合・外）

O2-4 左総腸骨動脈解離、破裂をきたした vascular type Ehlers�Danlos syndrome の一例
播摩 裕（京都大・初診・救）

O2-5 自然破裂を来たした巨大腎血管筋脂肪腫の 1例
山本祐太郎（高知赤十字・救セ）

O2-6 緊急手術により救命しえた左胃大網動脈瘤破裂の一例
池側恭洋（中河内救セ）

O2-7 脾動脈瘤結腸穿破症例に対して血管内治療が奏功した 1例
榊原 謙（京都第二赤十字・救セ）



日本腹部救急医学会雑誌 Vol.37（2）2017

一
般
演
題

（
口
演
）一
日
目

一般演題（口演）3 上腸間膜動脈解離

第 1日目 3月 2日（木） 10：10～10：55 第 3会場 411＋412
司会：森田 賢（女子医大・画像診断・核医学）

金岡祐司（慈恵医大・血外）

O3-1 孤立性上腸間膜動脈解離 10 例の検討 福岡 恵（名古屋掖済会・外）

O3-2 SMA解離に対する治療戦略 大森槙子（慈恵医大・外・血外）

O3-3 上腸間膜動脈解離の 2例 並川 努（高知大・外・外 1）

O3-4 孤立性上腸間膜動脈解離の一例 池村 綾（中部徳洲会・心血外）

O3-5 急性大動脈解（AAD）に上腸間膜動脈灌流不全（SMAM）を合併した 3症例の治療経
験 川崎有亮（尼崎総医セ・消外）

O3-6 急性 B型大動脈解離に伴う上腸間膜動脈閉塞症に対して、自家静脈を用いた逆行性バイ
パスを施行した 2例 林 応典（慶應大・外）

一般演題（口演）4 上部消化管穿孔�1

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：35 第 3会場 411＋412
司会：山本 寛（誠光会草津総合・がんセ/2 外）

牧角良二（聖マ医大・消・一外）
コメンテーター：國崎主税（横浜市大・市民総医セ・消セ・外）

O4-1 心肺蘇生に起因した胃破裂に対し、腹腔鏡下修復を施行した一例
飯高大介（済生会滋賀県）

O4-2 胃切除（Billroth�II 法）後 16 年後に発症した吻合部潰瘍穿孔の一例
松田直樹（姫路聖マリア）

O4-3 腹部外傷を契機に発症した胃癌穿孔の 1例
信岡隆幸（札幌医大・消・総、乳・内分泌外）

O4-4 当科での胃癌穿孔症例の検討 藤崎宗春（慈恵医大・外）

O4-5 意識障害を主訴に来院した成人の特発性胃破裂の 1例
高野靖大（町田市民・外）

O4-6 保存的に加療しえた特発性胃破裂の 1例
松原庸博（静岡厚生・外）

一般演題（口演）5 上部消化管穿孔�2

第 1日目 3月 2日（木） 14：35～15：25 第 3会場 411＋412
司会：江川智久（済生会横浜市東部・消セ・外）

藤村 隆（富山市民・外）
コメンテーター：松原久裕（千葉大・先端応用外）

O5-1 当院における胸腔内穿破型特発性食道破裂に対する外科的治療の経験
瀧井麻美子（兵庫医大・上部消外）
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O5-2 当院における上部消化管穿孔に対する治療戦略
岡村昌彦（済生会野江・消外）

O5-3 当院における上部消化管穿孔に対する保存的治療の検討
青木 優（東千葉メディカルセ・外）

O5-4 Stage IV 胃癌に対するパクリタキセル＋ラムシルマブ併用療法中に胃穿孔を生じた 1例
中村正典（江南厚生・外）

O5-5 SOX療法中に穿孔した Stage4 胃癌の 1例
濱洲晋哉（京都桂・消セ・外）

O5-6 肝転移巣破裂にて発症した胃肝様腺癌の 1切除例
原田 岳（浜松医大・下部消外）

O5-7 当院における胃穿孔に対する治療方針の検討
山口拓也（多根総合・急性腹症）

一般演題（口演）6 十二指腸穿孔

第 1日目 3月 2日（木） 15：25～16：10 第 3会場 411＋412
司会：野村幸世（東京大・消外）

宮下正夫（日本医大千葉北総・外）
コメンテーター：羽生信義（町田市民・外）

O6-1 十二指腸潰瘍肝嚢胞内穿通の 1例 山元英資（真泉会今治第一・外）

O6-2 十二指腸潰瘍穿孔を合併した甲状腺クリーゼの一例
嶋健太郎（みやぎ県南中核・外）

O6-3 高齢者における十二指腸潰瘍穿孔の臨床的特徴
野村信介（防衛医大・外）

O6-4 当院における十二指腸憩室穿孔 5例の検討
加藤 瑛（トヨタ記念・外）

O6-5 胆汁酸腸石の嵌頓による十二指腸憩室穿孔の 1例
梅原誠司（松下記念・外）

O6-6 保存的に治療し得た腸石嵌頓性十二指腸憩室炎の 1例
佐藤和磨（竹田綜合・外）

一般演題（口演）7 小腸閉塞症

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：30 第 4会場 413
司会：清水喜徳（埼玉石心会・外）

山本海介（千葉医セ・外）
コメンテーター：早川哲史（刈谷豊田総合・外）

O7-1 うつ病に併発した上腸間膜動脈症候群の 1例
石毛孔明（千葉医セ・外）

O7-2 抗凝固療法中に発症した誘因不明のAnticoagulant ileus の 1 例
久保孝文（矢掛町国民健康保険・外/岡山医

セ・外）
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O7-3 イレウスに対する腹腔鏡手術の有用性についての検討
鶴間哲弘（JR札幌・外）

O7-4 腸閉塞を繰り返した低異型度虫垂粘液性腫瘍の 1例
遠藤俊治（市立東大阪医セ）

O7-5 絞扼性イレウスの術後に発症した、腹膜透析の既往がない被嚢性腹膜硬化症の一例
松本 亮（太田西ノ内・外）

O7-6 腸閉塞を来した小腸子宮内膜症の 1例 榊原優香（嬉野医セ・外）

O7-7 腹部手術歴のないイレウス症例に対する検討
雫 真人（市立四日市・外）

O7-8 乳糜腹水を呈した成人原発性小腸軸捻転症の 1例
端山 軍（さいたま市民医セ）

一般演題（口演）8 絞扼性小腸閉塞症

第 1日目 3月 2日（木） 9：30～10：40 第 4会場 413
司会：多賀谷信美（獨協医大越谷・外）

山口圭三（九州厚生局・熊本）
コメンテーター：馬場秀夫（熊本大・消外）

O8-1 保存的に軽快した closed loop 型腸閉塞 6例の CT所見の検討
田中絵里子（昭和大藤が丘・放）

O8-2 イレウス管抜去が誘因となり、腸切除を要した絞扼性イレウス術後腸重積の 1例
門野政義（公立福生・外）

O8-3 対麻痺患者に発生し、狭窄部位の術前予測が困難であった絞扼性イレウスの 1例
山口 歩（大阪医セ・外）

O8-4 血行障害を伴う S状結腸軸捻転症が原因と考えられた小腸絞扼性腸閉塞の 1例
今泉理枝（埼玉県済生会栗橋・外）

O8-5 腹部手術歴のない若年女性の絞扼性イレウスに対し腹腔鏡下手術が有用であった一例
山口将平（広島赤十字・原爆）

O8-6 絞扼性イレウスにおける腸管壊死予測因子の検討
桑野紘治（相模原・外）

O8-7 腹腔鏡下に整復しえた原発性小腸捻転の 1例
犬飼公一（刈谷豊田総合・消・一外）

O8-8 自然解除したと考えられた乳び腹水を伴う原発性小腸軸捻転の 1例
黒川敏昭（国立国際医研セ）

O8-9 絞扼性イレウス診断に有用な判別式の検討
諏訪雄亮（横浜市大・消・腫外）

O8-10 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術後に外腸骨動脈による絞扼性イレウスの 1例
小林毅大（慈恵医大葛飾医セ・外）
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一般演題（口演）9 内ヘルニア�1

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：35 第 4会場 413
司会：稲木紀幸（石川県立中央・消外）

市原隆夫（友紘会総合・外）
コメンテーター：松野直徒（旭川医大・消外）

O9-1 大網・小網裂孔への横行結腸嵌入による胃軸捻転症の 1手術例
渡邉めぐみ（津山中央・外）

O9-2 盲腸後窩ヘルニアによるイレウスの 1例
高橋 咲（横浜南共済・外）

O9-3 CTで確定診断し、待機的腹腔鏡下手術を施行した子宮広間膜裂孔ヘルニア嵌頓の一例
松永隆志（淀川キリスト教・外）

O9-4 Reduced Port Surgery（RPS）で治療し得た大網異常裂孔ヘルニアの一例
左近龍太（川崎幸・外）

O9-5 術前診断し得た腸回転異常を伴う右傍十二指腸ヘルニアの 1例
長谷部圭史（名古屋掖済会）

O9-6 横行結腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1例
丸川大輝（大阪労災・外）

一般演題（口演）10 内ヘルニア�2

第 1日目 3月 2日（木） 14：35～15：25 第 4会場 413
司会：石井 亘（京都第二赤十字・救セ・救）

三宅 亮（健和会大手町・外）
コメンテーター：関根和彦（東京都済生会中央・救セ・救）

O10-1 右傍十二指腸ヘルニア術後に消化管通過障害をきたした 1例
長瀬勇人（市立函館・消外）

O10-2 腹腔鏡下に診断、手術した腹腔内の間隙への嵌入に起因する内ヘルニアの 2例
高屋誠吾（鳥取赤十字・外）

O10-3 腹腔鏡下に修復した子宮広間膜ヘルニアの 1例
古谷裕一郎（石川県立中央・外）

O10-4 小腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1例
丹羽真佐夫（岐阜赤十字・外）

O10-5 大網裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1例
東 友理（金沢大・消・腫・再生外）

O10-6 腸閉塞にて発症した傍上行結腸窩ヘルニアの 1例
上田悟郎（名古屋市立西部医セ・外）

O10-7 大網裂孔ヘルニアによる腸閉塞を来した総腸間膜症の 1例
北嶋 諒（静岡県立総合・消外）
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一般演題（口演）11 内ヘルニア�3

第 1日目 3月 2日（木） 15：25～16：15 第 4会場 413
司会：梶山 潔（飯塚・外）

今井健一郎（豊島・外）

O11-1 小腸間膜裂孔ヘルニアによるイレウスに対して腹腔鏡下手術を施行し得た一例
町田智彦（尼崎中央・外）

O11-2 S 状結腸間膜内ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1例
風見由祐（NTT東日本関東・外）

O11-3 腹腔鏡下に治療しえた S状結腸間膜窩ヘルニアの 1例
冨永奈沙（名古屋記念・外）

O11-4 腹腔鏡補助下に修復し得た S状結腸間膜内ヘルニアの 1例
村田竜平（KKR札幌医セ・外）

O11-5 当院における S状結腸間膜窩ヘルニア 3例の検討
惟康良平（静岡市立清水・外）

O11-6 腹腔鏡下胆嚢摘出術 10 年後に腹膜透析導入を契機に発症した肝鎌状間膜裂孔ヘルニア
の 1例 三木明寛（高松赤十字・消外）

O11-7 中年男性に発症した先天性の肝鎌状間膜裂孔ヘルニアの 1例
望月 聡（市立奈良・消外）

一般演題（口演）12 メッケル憩室�1

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：15 第 5会場 414＋415
司会：目黒英二（函館五稜郭・臨検）

小杉千弘（帝京大ちば総医セ・外）
コメンテーター：橋爪 正（むつ総合・外）

O12-1 Meckel 憩室による小腸イレウスの 1例
大野浩平（昭和大・消・一外）

O12-2 メッケル憩室の結節形成が原因となった絞扼性イレウスの 1例
小松原勇太（水戸赤十字・外）

O12-3 憩室間膜血管帯の癒着による腸閉塞に対して腹腔鏡手術を施行したMeckel 憩室症の 1
例 松井一晃（東京都済生会中央・一・消外）

O12-4 Mesodiverticular band を伴うMeckel 憩室による絞扼性腸閉塞の 1例
後藤卓也（北里大・外）

O12-5 ダブルバルーン内視鏡で診断し単孔式手術で切除したメッケル憩室出血の 1例
白石斗士雄（長崎大・腫外）

O12-6 臍ヘルニア嵌頓と鑑別を要したメッケル憩室による腹痛の 1例
仲地 厚（豊見城中央・外）
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一般演題（口演）13 メッケル憩室�2・胆石イレウス

第 1日目 3月 2日（木） 9：15～10：00 第 5会場 414＋415
司会：小川太志（川口市立医セ・救セ）

富澤直樹（前橋赤十字・消セ・外）
コメンテーター：中村隆俊（北里大・外）

O13-1 術前に CT検査にて診断しえたメッケル憩室炎の 1例
鄭 栄哲（NHO東京医セ）

O13-2 腹腔鏡下手術を施行した成人Meckel 憩室穿孔の 1例
福島 大（石川県立中央）

O13-3 学童の急性腹症に対して腹腔鏡下に緊急手術を行い診断に至ったMeckel 憩室穿孔の 1
例 蛭川和也（佐野厚生総合・外）

O13-4 2 度の胆石イレウスに対して保存的加療及び手術にて軽快した 1例
河合永季（藤田保衛大坂文種・消外）

O13-5 十二指腸憩室から落下した腸石によるイレウスに対して腹腔鏡下手術を施行した 1例
小林展大（苫小牧市立・外・内視鏡外）

O13-6 胆嚢炎に対する保存治療後に、胆石イレウスによる小腸穿孔をきたした 1例
川瀬 寛（札幌清田・外）

一般演題（口演）14 小腸閉塞症（手術）

第 1日目 3月 2日（木） 10：00～10：50 第 5会場 414＋415
司会：瓜園泰之（奈良医大・救）

池永雅一（市立東大阪医セ・消外）
コメンテーター：鈴木 裕（国際医福大・消・一外）

O14-1 80 歳以上の高齢者腸閉塞症例についての検討
佐々木貴英（白十字・外）

O14-2 腸閉塞症に対する高気圧酸素治療の有効率と手術率
松倉史朗（JCHO伊万里松浦・外）

O14-3 イレウスに対する腹腔鏡下イレウス解除の経験
箱崎悠平（獨協医大越谷・外）

O14-4 当科における癌性腹膜炎に伴うイレウス症例に対する緩和手術の有用性の検討
南原幹男（馬場記念・外）

O14-5 腹膜播種による癌性イレウスの外科治療
小林成行（四国がんセ・消外）

O14-6 特殊な腸閉塞症に対する治療戦略～3回の小腸穿孔を来した、Ehlers�Danlos 症候群の 1
例～ 井上悠介（長崎大・移植・消外）

O14-7 液体大麻による body packer の 1 例 樽本浩司（日本医大千葉北総・救セ）
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一般演題（口演）15 術後小腸閉塞症

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～15：10 第 5会場 414＋415
司会：小豆畑丈夫（日本大・救集治）

森下幸治（東医歯大・救セ）
コメンテーター：内野 基（兵庫医大・炎症性腸疾患）

O15-1 腹腔鏡下胃癌手術後の再手術 17 例の検討
仲野 聡（大垣市民・外）

O15-2 腹腔鏡下幽門側胃切除術B�II 再建後に乳糜腹水を伴う内ヘルニア・小腸軸捻転を発症
した 1例 杉田浩章（福井県済生会・外）

O15-3 食道癌手術時の空腸瘻造設が発症に関与した絞扼性腸閉塞症例の検討
大井正貴（三重大・消・小外）

O15-4 イレウス管が誘因と考えられる胃癌術後再発による結腸閉塞術後の成人腸重積の 1例
長嶋康雄（東邦大大森・一・消外）

O15-5 腹腔鏡下左卵巣嚢腫核出術の 1年後に絞扼性イレウスとなり手術施行した 1例
大城友有子（藤田保衛大坂文種・消外）

O15-6 Hartmann 手術後に挙上結腸―腹壁間に内ヘルニアを来し、腹腔鏡下に整復した 1例
鈴木 瑛（静岡済生会総合・外）

O15-7 一時的回腸瘻造設した腹腔鏡下低位前方切除術における術後イレウスの検討
坂本一博（順天堂大・下部消外）

O15-8 人工肛門部が原因となった術後腸閉塞症の検討
工藤克昌（東北大・消外）

O15-9 幽門側胃切除後の内ヘルニアをきたした 2症例
板垣秀弥（本荘第一・外）

O15-10 腹腔鏡下胃切除術における Petersen 孔閉鎖の意義
神津慶多（防衛医大・外）

O15-11 腹腔鏡補助下幽門側胃切除術、Roux�en Y再建後発症した内ヘルニアの 1例
福井康裕（大阪市大・腫外）

一般演題（口演）16 外傷（膵・脾）

第 1日目 3月 2日（木） 15：10～16：15 第 5会場 414＋415
司会：中田孝明（千葉大・救急・集中治療）

西田典史（大阪府済生会中津・放）
コメンテーター：鈴木康之（香川大・消外）

O16-1 多発外傷を伴った IIIb 型外傷性膵損傷の 1例
水野克彦（洛和会音羽・外）

O16-2 緊急コイル塞栓術で止血をしえた外傷性背側膵動脈出血の 1例
北山陽介（刈谷豊田総合・消・一外）

O16-3 当科で経験した外傷性膵損傷症例の検討
伊関雅裕（東北大・消外）
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O16-4 結腸左半切除膵尾部横隔膜合併切除術後の膵液瘻に緊急にて膵尾側断端胃内陥入法を
行い奏功した一例を中心に同術式予定手術 5例を併せた検討

桂 長門（美杉会佐藤）

O16-5 外傷性脾出血後の脾真性嚢胞内への出血により発症した遅発性脾破裂の治療経験
貝田佐知子（滋賀医大・外）

O16-6 脾損傷後の非出血性血管損傷に対するTAEの適応
小出 裕（神戸大・放・血内治療セ）

O16-7 脾損傷で生じる早期濃染像の経過についての検討
高野 徹（新潟大・放）

O16-8 大腸内視鏡検査後にショックを呈し脾損傷が判明した一例
吉野雄大（東京都済生会中央・一・消外）

O16-9 外傷性脾破裂による脾臓摘出・気管切開後に甲状腺クリーゼを呈した 1例
那須裕也（余市・外）

一般演題（口演）17 出血�1

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：30 第 6会場 416＋417
司会：高良博明（沖縄県立中部・放）

中村雅史（九州大・臨・腫外）
コメンテーター：鍋谷圭宏（千葉県がんセ・食・胃外）

O17-1 上部消化管出血に対する外科的治療の検討
小川太志（川口市立医セ・救セ）

O17-2 胆嚢動脈へ穿通した十二指腸潰瘍の一例
林 圭吾（中頭）

O17-3 切迫心停止に至った出血性胃潰瘍による上部消化管出血に対してダメージコントロー
ル手術により救命された一例 入野志保（東京都済生会中央・救セ）

O17-4 上部消化管出血のショック蘇生治療における IABOの有効性
谷川祐二（福岡徳洲会・消内）

O17-5 急性脳症治療後に大量出血をきたした十二指腸潰瘍の乳児例
山田 豊（静岡県立こども・小外）

O17-6 出血性ショックを呈した十二指腸潰瘍穿通に対して血管内治療が奏功した 1例
阿部 正（新百合ケ丘総合・血外）

O17-7 十二指腸癌からの出血に対し、3度の経皮的動脈塞栓術を施行した症例
和田慎司（国立がん研究セ中央・放）

O17-8 内視鏡治療で止血を得た十二指腸憩室出血の一例
田中雄基（福岡徳洲会・救）
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一般演題（口演）18 出血�2

第 1日目 3月 2日（木） 9：30～10：40 第 6会場 416＋417
司会：羽室雅夫（大阪市大・放・IVR）

佐々木純（昭和大藤が丘・救セ）
コメンテーター：丹黒 章（徳島大・胸・内分泌・腫外）

O18-1 特発性大網出血に対し腹腔鏡下手術にて治療した 1例
野口大介（済生会松阪総合・外）

O18-2 下部消化管出血を発症し、動脈塞栓術（TAE）で止血した大腸 angiodysplasia
（angioectasia）の 2例 前島克哉（慶應大・救）

O18-3 救急外来における緊急腹部血管系 IVRの検討
高橋哲也（菊名記念・救）

O18-4 ヨード造影剤で同定できなかった出血点を炭酸ガス造影で同定し止血し得た術後腎出
血の 1例 寺山毅郎（防衛医大・放/防衛医大・救）

O18-5 尿管ステント留置に起因した尿管腸骨動脈瘻に対するカバードステント治療の中期成
績 亀井律孝（大分大・放）

O18-6 腎部分切除後に発生した仮性動脈瘤を伴う多発腎動静脈瘻に対し、経動脈的塞栓術を施
行した 3例 丸野美由希（大分大・放）

O18-7 産科出血に対する経皮的動脈塞栓術の有用性に関する検討
安井大祐（日本医大・放）

O18-8 産後出血に対する子宮動脈塞栓術 羽室雅夫（大阪市大・放・IVR）

O18-9 腹部領域の緊急TAEにおけるTarget Nano Detatchable Coils の初期使用経験
吉野裕紀（手稲渓仁会・放）

O18-10 救命しえた腹腔内出血を来した性腺外胚細胞腫瘍（Extragonadal Germ Cell Tumor）後
腹膜転移の 1例 小森康司（愛知県がんセ中央・消外）

一般演題（口演）19 出血（肝）

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：25 第 6会場 416＋417
司会：桐山勢生（大垣市民・消内）

田邉 稔（東医歯大・肝胆膵外）
コメンテーター：谷 眞至（滋賀医大・外）

O19-1 切除困難な出血性肝嚢胞に対し IVR治療で制御可能であった 1例
押 正徳（横浜市大・消・肝移植外）

O19-2 胸骨圧迫に伴う肝嚢胞破裂によって出血性ショックを来した 1例
福井史弥（名古屋掖済会・外）

O19-3 経皮経肝膿瘍ドレナージ後の肝出血に対してガーゼパッキングが奏功した 1例
山口貴之（公立西知多総合・外）

O19-4 肝細胞癌破裂後肝外側副路からの再発を来した一例
前田新作（市立奈良・放）

O19-5 肝動脈瘤破裂による胆管内出血により吐血を来たし、血管塞栓術にて治療した一例
薬師寺秀明（堺市立総合医セ・救外）
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一般演題（口演）20 大動脈

第 1日目 3月 2日（木） 14：25～15：15 第 6会場 416＋417
司会：松原健太郎（慶應大・外）

前田剛志（慈恵医大・外）

O20-1 腹部大動脈瘤人工血管置換術後診断治療に難渋した遅発性大腸壊死の 1例
成田和広（川崎幸・外）

O20-2 腹部大動脈瘤破裂に合併した腸管虚血の一救命例
当間雄之（千葉県救医セ・外傷治療）

O20-3 腹部大動脈Y字グラフト感染に伴う大動脈十二指腸瘻の 1救命例
下山勇人（杏林大・外）

O20-4 大動脈グラフト感染による大動脈十二指腸瘻に対し緊急ステントグラフト術後に根治
術を施行した 1例 加藤 礼（昭和大・消・一外）

O20-5 悪性リンパ腫との鑑別が困難であった腹部大動脈瘤切迫破裂と診断した 1例
大住幸司（東京医セ・外）

O20-6 外傷診療におけるハイブリッド手術室の活用
原田敬介（札幌医大・高度救セ/消・総、乳・内

分泌外）

O20-7 腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後に虚血性腸管穿孔を発症し手術加療で救命し
得た超高齢者の一例 藤田俊彦（市立広島市民・外）

一般演題（口演）21 感染（集中治療）

第 1日目 3月 2日（木） 15：15～16：20 第 6会場 416＋417
司会：巽 博臣（札幌医大・集中治療）

松田兼一（山梨大・救急集中治療）
コメンテーター：竹末芳生（兵庫医大・感染制御）

O21-1 ストーマ造設を伴う腹部緊急手術例における創感染予防策
吉松和彦（埼玉県済生会栗橋・外/女子医大東

医セ・外）

O21-2 小腸・大腸手術例における緊急手術は創感染の危険因子となるか
佐竹昌也（埼玉県済生会栗橋・外/女子医大東

医セ・外）

O21-3 術後創離開に対して陰圧閉鎖療法が有効であったベバシズマブ投与後結腸穿孔の 1例
中村祐介（千葉県済生会習志野・外）

O21-4 当院における腸腰筋膿瘍の治療成績 金子 靖（平塚市民・救）

O21-5 敗血症性臓器障害に至る過程での血管外血小板凝集の重要性
宮下知治（金沢大・消・腫・再外）

O21-6 肝虚血再灌流肝障害おける肝マクロファージと podoplanin の関連についての検討
河野 寛（山梨大・第一外）

O21-7 急性肝不全治療における血液浄化療法の進歩
井上和明（昭和大藤が丘・消内）



日本腹部救急医学会雑誌 Vol.37（2）2017

一
般
演
題

（
口
演
）一
日
目

O21-8 開腹管理中の腹水培養結果の検討 高松純平（関西労災・救）

O21-9 外傷性凝固障害に対する PT�INR の診断能を再考する
小網博之（佐賀大・救）

一般演題（口演）22 NOMI�1

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：15 第 7会場 418
司会：豊田 洋（済生会横浜市南部・救）

森本 毅（聖マ医大横浜市西部・放）

O22-1 当センターにおける非閉塞性腸管虚血症の検討とOAMの有用性
中村文子（関西医大枚方・救）

O22-2 腹部大動脈解離を伴う非閉塞性腸間膜虚血に対する動注療法
藤原 翔（岩手県立中部・外）

O22-3 術前診断可能で広範囲小腸切除術を施行し救命しえた非閉塞性腸間膜虚血症の 1例
近藤靖浩（刈谷豊田総合・消・一外）

O22-4 非閉塞性腸間膜虚血症（NOMI）10 例の検討
黒田顕慈（馬場記念・外）

O22-5 自己血貯血後の非閉塞性腸間膜虚血に合併した遅発性イレウスの 1例
有馬孝博（東大和・消）

O22-6 非閉塞性腸管虚血（NOMI）における広範囲切除の回避―塩酸パパベリン動注の有用
性 皆川雅明（国保旭中央・外）

一般演題（口演）23 NOMI�2

第 1日目 3月 2日（木） 9：15～10：00 第 7会場 418
司会：鈴木修司（東京医大茨城・消外）

皆川幸洋（岩手県立久慈）

O23-1 当院における非閉塞性腸管虚血（non�occlusive mesenteric ischemia：NOMI）の検討
大澤一郎（松阪中央総合・外）

O23-2 大腸亜全摘により救命し得た非閉塞性腸管虚血症の 1例
出井秀幸（豊橋市民・一外）

O23-3 外傷性消化管損傷疑いへの審査腹腔鏡で、腸管壊死の診断・手術を施行したNOMI の 1
例 佐野恵美（済生会栗橋・外）

O23-4 非閉塞性腸管虚血症NOMI が関与したと考えられる消化管穿孔を繰り返した 1例
山本久斗（都志見・外）

O23-5 緩徐な進行にて再開腹大量腸管切除となったNOMI の 1 例
服部可奈（鈴鹿中央総合・外）

O23-6 非閉塞性腸間膜虚血症例における術前乳酸値と予後の検討
北川博之（高知大・外 1）
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一般演題（口演）24 術後合併症（上部消化管）

第 1日目 3月 2日（木） 10：00～10：50 第 7会場 418
司会：大村健二（上尾中央総合・外）

村上雅彦（昭和大・消・一外）

O24-1 医原性十二指腸穿孔に対する緊急手術後に膵頭十二指腸切除術を施行した膵鉤部癌の 1
例 前田光貴（松阪中央総合・外）

O24-2 胃 ESD後出血により出血性ショックを来し、緊急開腹止血術にて救命した一例
河北一誠（砂川市立・消外）

O24-3 胃癌術後出血に対する再手術症例の検討
滝口伸浩（千葉県がんセ・消外）

O24-4 腹腔鏡補助下幽門側胃切除術後の吻合部潰瘍からの出血を考える
鍋谷圭宏（千葉県がんセ・消外）

O24-5 術後吻合部出血 8例の検討 間山泰晃（中頭）

O24-6 大腸内視鏡下ポリペクトミー後に遅発性の腹腔内出血を起こした 1例
元木祥行（市立川西・外）

O24-7 腹腔鏡下 S状結腸切除術後に認めた直腸動静脈瘻の 1例
中島 晋（済生会滋賀県・外）

一般演題（口演）25 術後合併症（肝）

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：40 第 7会場 418
司会：石田祐一（慈恵医大・肝胆膵外）

吉留博之（さいたま赤十字・外）
コメンテーター：石田秀行（埼玉医大総医セ・消・一外）

O25-1 術後肺血栓塞栓症を発症した大腸癌 4症例
中村慶史（金沢大・消・腫・再外）

O25-2 膀胱癌術後の回腸導管に生じた小腸重積の 1例
中島高広（兵庫県立柏原・外）

O25-3 臍ヘルニア嵌頓修復術後に遅発性小腸穿孔を起こしたChild�Pugh C 肝硬変患者の 1例
安井講平（愛知医大・消外）

O25-4 腹腔鏡下低位前方切除後に直腸精嚢瘻を発症した 2例の検討
倉島研人（済生会滋賀県・外）

O25-5 肝切除後離断型胆汁漏に対する胆道 IVR治療
高屋敷吏（千葉大・臓制外）

O25-6 膵頭十二指腸術後に広範な肝梗塞を起こした 1例
室谷 研（館林厚生・外）

O25-7 生体肝移植術後出血に対する再手術は予後に影響を与えない
原 貴信（長崎大・移植・消外）
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一般演題（口演）26 術後合併症（胆道・膵）

第 1日目 3月 2日（木） 14：40～15：30 第 7会場 418
司会：堀口明彦（藤田保衛大坂文種・消外）

遠藤 格（横浜市大・消・腫外）

O26-1 総胆管結石性胆管炎に対するストレート型ERBDにて対側の十二指腸穿孔をきたした
一例 石飛裕和（大分中村・消セ）

O26-2 肝嚢胞に対する中央二区域切除後の胆汁漏に対して PTBD・ERCP併用鈍的ワイヤー
貫通法で内瘻化できた 1例 小嶋聡生（久留米大・外・肝胆膵）

O26-3 総胆管結石採石のバスケットカテーテル嵌頓に対し、十二指腸乳頭形成術にて解除した
症例 鶴田好彦（千葉徳洲会・外）

O26-4 長期間、胆管炎を繰り返した胆管空腸吻合部狭窄に対し、B5からのアプローチによる経
皮経肝胆道ドレナージ（PTBD）が奏功した 1例

野島広之（千葉大・肝胆膵外）

O26-5 他院 ERCP後の腹腔内出血、急性胆管炎により一時心停止を来すも IVR、集中管理によ
り救命しえた 1例 植村修一郎（女子医大・消外）

O26-6 膵切除後に腹腔内出血をきたした症例の検討
高塚大輝（静岡県立総合・消外）

O26-7 膵頭十二指腸切除術後出血の予防と対策
山本智久（関西医大・外）

一般演題（口演）27 術後合併症（その他）

第 1日目 3月 2日（木） 15：30～16：20 第 7会場 418
司会：山﨑道夫（公立甲賀・放）

平野 聡（北海道大・消外 II）
コメンテーター：花﨑和弘（高知大・外科 1）

O27-1 血管塞栓術を施行した経皮内視鏡的胃瘻造設術（PEG）に伴う上腹壁動脈損傷の 1例
田中宏明（愛媛大・放）

O27-2 術後出血に対する再手術例の背景とその対処
須郷広之（順天堂大練馬・総外）

O27-3 腹部緊急手術における抗血栓薬の出血量に対する影響
篠崎浩治（済生会宇都宮・外）

O27-4 術後腹腔内出血に対する Intra Aortic Balloon Occlusion の有用性
柳橋浩男（千葉県がんセ・消外）

O27-5 術後膵液瘻による腹腔内出血に対して、総肝動脈TAEを行った 2症例
坂平英樹（兵庫県立淡路医セ・外）

O27-6 医原性尿管損傷に対する経皮的尿管形成術の 1例
五十嵐高広（那須赤十字・外）

O27-7 術後仮性動脈瘤破裂に対する緊急TAEの治療成績
太田宏信（新潟白根総合・内）
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一般演題（口演）28 膵炎�1

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：20 第 8会場 419
司会：窪田敬一（獨協医大・二外）

北郷 実（慶應大・外）

O28-1 膵癌に合併した胆道出血を認めた 1例
中山快貴（杏林大・消外）

O28-2 悪性疾患が否定できず膵体尾部切除を行った再燃性急性膵炎の 1例
平木桜夫（宇部興産中央・外）

O28-3 網囊内へ穿通を合併した仮性膵嚢胞が自然消退した 1例
財津雅昭（KKR札幌医セ・外）

O28-4 診断に難渋したHemosuccus pancreaticus の 1 例
本村充輝（大分赤十字・肝胆膵内）

O28-5 急性膵炎の治療中に薬剤性間質性肺炎を発症した後に、膵仮性嚢胞出血をきたし治療に
難渋した 1例 橋本直隆（福岡東医セ・外）

O28-6 腹腔鏡下膵体尾部切除術を施行した出血性膵のう胞の 1例
塚本忠司（大阪市立十三市民・外）

O28-7 十二指腸出血により出血性ショックを呈した膵頭部癌の 1例
鍵谷卓司（弘前大・消外）

一般演題（口演）29 膵炎�2

第 1日目 3月 2日（木） 9：20～10：10 第 8会場 419
司会：露口利夫（千葉大・消・腎内）

山本雄造（秋田大・消外）
コメンテーター：倉田昌直（筑波大・消外）

O29-1 sepsis を合併した重症急性膵炎 2症例
濱口満英（近畿大・救セ）

O29-2 感染性Walled�off necrosis に対し EUS下経胃ドレナージ後に開腹ネクロセクトミーを
選択し治癒した 2症例 小林真一郎（国立長寿医療研究セ）

O29-3 重症急性膵炎に対する膵局所動注療法の治療効果と合併症
三樹いずみ（日本医大・放）

O29-4 当院における急性胆石性膵炎の胆管炎合併例に対する早期EUSの役割
李 兆亮（宝塚市立）

O29-5 胃穿通による出血をきたした膵仮性嚢胞の 1切除例
高橋 誠（千葉大・肝胆膵外）

O29-6 膵体尾部を中心とした左側感染性WONに対する治療戦略
笹沼英紀（自治医大・消・一外）

O29-7 膵液瘻、膿瘍に対する内視鏡下経胃的、内瘻・外瘻チューブ併置によるドレナージの有
用性 佐藤 護（仙台厚生・消外）
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一般演題（口演）30 胆管

第 1日目 3月 2日（木） 10：10～11：10 第 8会場 419
司会：袴田健一（弘前大・消外）

上田順彦（金沢医大・外・一・消外）

O30-1 保存的加療のみで経過をみた超高齢者の急性胆道炎 31 例の臨床学的検討
吉川徹二（蘇生会総合・外・救）

O30-2 急性胆嚢炎に対する内視鏡的経乳頭胆嚢ドレナージと経皮的胆嚢ドレナージの比較
竹下宏太郎（多根総合・消内）

O30-3 当院における急性胆道炎の現状 奥村拓也（富士宮市立・外）

O30-4 EST後十二指腸穿孔性腹膜炎に対してTチューブによる胆道外瘻術が奏功した一例
塚崎雄平（慈恵医大葛飾医セ）

O30-5 胆道癌における術前胆管炎Grade は予後と相関する
秋田真之（神戸大・肝胆膵外）

O30-6 TG13 で診断した軽症胆石性急性胆管炎の増悪因子の検討
藤本直己（多根総合・消内）

O30-7 急性胆管炎の重症度予測としてのEndotoxin Activity Assay（EAA）測定の有用性の検
討 森 康一（横浜市大・消腫外）

O30-8 胆管炎合併胆嚢炎に対する早期手術の検討
山根宏昭（JA尾道総合・外）

一般演題（口演）31 胆嚢炎・大網

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：50 第 8会場 419
司会：味木徹夫（神戸大・肝胆膵外）

木村康利（札幌医大・消・総、乳・内分泌外）
コメンテーター：土田明彦（東京医大・消外・小外）

O31-1 抗血栓薬療法中に胆嚢穿孔をきたした出血性胆嚢炎の 1例
藤田脩斗（広島市立広島市民・外）

O31-2 診断に難渋した気腫性胆嚢炎の一例 下河邉久陽（君津中央・救・集治）

O31-3 当院の超高齢者の急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
桂 宜輝（関西労災・外）

O31-4 高齢者の胆嚢癌による急性胆嚢炎に対し早期の胆嚢摘出術を施行した 1例
田口寛子（余市・外/手稲渓仁会）

O31-5 後腹膜に穿破した特発性胆嚢穿孔の一例
渡邉美帆（藤崎・外）

O31-6 胆嚢結腸瘻に起因した門脈血栓症の一例
今岡洸輝（中国労災・外）

O31-7 急性腹症に対し手術を行い大網血腫の診断を得た 2例
黒川耀貴（坂総合・外）

O31-8 大網平滑筋腫による大網捻転の 1例 田渕幹康（津山中央・外）
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一般演題（口演）32 胆嚢捻転

第 1日目 3月 2日（木） 14：50～15：50 第 8会場 419
司会：江口 晋（長崎大・移植・消外）

權 雅憲（関西医大・外）
コメンテーター：浦上 淳（川崎医大・総外）

O32-1 原発性硬化性胆管炎加療中に胆嚢捻転をきたした一例
阿知波左千子（尼崎中央・放）

O32-2 術前診断し得た胆嚢捻転症の 1例 中村 廉（福岡大・消外）

O32-3 超高齢者に認めた、胆嚢捻転症の一例 佐伯昌一（金沢大・消・腫・再外）

O32-4 術前に診断でき腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢捻転症の一切除例
別木智昭（JA尾道総合・外）

O32-5 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢捻転症の 2例
柳田茂寛（慈愛会今村（分院）・外・消外）

O32-6 早期腹腔鏡手術を施行した、高齢者胆嚢捻転症の 2手術例
加藤洋介（厚生連高岡・外）

O32-7 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した小児胆嚢捻転症の 1例
大渕佳祐（KKR札幌医セ）

O32-8 緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した高齢者胆嚢軸捻転症の 1例
石川 真（白根徳洲会・外）

一般演題（口演）33 急性腹症（総論）

第 1日目 3月 2日（木） 15：50～16：20 第 8会場 419
司会：川上 剛（慈恵医大・放・画像診断）

武野慎祐（宮崎大・外（消・内・小外））

O33-1 当院における急性腹症への取り組み～積極的に緊急手術を受け入れるために～
城田哲哉（多根総合・急性腹症・外）

O33-2 当科における消化管穿孔例の検討―大学病院の消化管穿孔診療の特性について―
渡邊裕樹（千葉大・先端応用外）

O33-3 open abdominal management（OAM）は急性腹症緊急手術の予後を改善する
上田泰弘（公立豊岡・但馬救セ）

O33-4 地方都市病院ERにおける急性腹症診療の実態とAcute care surgery 教育
三宅 亮（健和会大手町・外/救）
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一般演題（口演）34 腸重積

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：20 第 11 会場 311＋312
司会：諏訪勝仁（慈恵医大第三・外）

金谷欣明（姫路聖マリア・外）
コメンテーター：板橋道朗（女子医大・消外）

O34-1 突発性大腸腸重積の 1例 太田勇司（福岡記念・外）

O34-2 保存的に治療し得た成人特発性腸重積の 1例
小嶋幸一郎（杏林大・消・一外）

O34-3 盲腸管状絨毛腺腫が先進部となった成人腸重積症の 1例
野々垣彰（江南厚生・外）

O34-4 緊急手術を施行した成人腸重積の 3例
高山碩俊（東大阪市立総合・消外）

O34-5 直腸癌が先進部となった腸重積の 1例
水谷和典（益田赤十字・外）

O34-6 成人腸重積症の 3例 永田祐貴（川内市医師会立市民）

O34-7 腸重積を来した大腸癌に対して、待機的に腹腔鏡下切除が可能であった 2例
岩田一馬（姫路聖マリア・外）

一般演題（口演）35 小腸憩室・大腸憩室

第 1日目 3月 2日（木） 9：20～10：10 第 11 会場 311＋312
司会：俵藤正信（芳賀赤十字・外）

石黒秀行（名古屋市大・消外）

O35-1 穿孔性腹膜炎で発症した回腸真性憩室症の 1例
安藤公隆（公立西知多総合・外）

O35-2 異物の関与が疑われた空腸憩室穿孔の 1例
黨 和夫（佐世保市総医セ・外）

O35-3 腹腔内膿瘍を形成した小腸憩室穿通の一例
桑原聖実（名古屋掖済会・外）

O35-4 大腸憩室出血に対して腹腔鏡下回盲部切除を行った 1例
安岡宏展（藤田保衛大坂文種・消外）

O35-5 腹腔鏡手術が有用であった S状結腸憩室穿孔の一例
武末 亨（麻生飯塚・外）

O35-6 尿膜管膿瘍との鑑別を要し、CTで経過をみた巨大な S状結腸憩室膀胱瘻の一例
羽田綾馬（藤枝市立総合・外）

O35-7 下行結腸限局性憩室から発症した結腸憩室後腹膜穿通の 1例
山本隆嗣（石切生喜・外）
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一般演題（口演）36 小腸腫瘍

第 1日目 3月 2日（木） 10：10～11：00 第 11 会場 311＋312
司会：細田 桂（北里大・一・消外）

小島 豊（順天堂大・下部消外）
コメンテーター：藤井秀樹（山梨大・外・第一）

O36-1 発熱を主訴とした回腸 sarcomatoid carcinoma の 1 例
近森文夫（国吉・消外）

O36-2 下血で発見された小腸GISTの 2例 塚本亮一（順天堂大・下部消外）

O36-3 小腸転移をきたした血管肉腫の 1例 江口真平（大阪市大・腫外）

O36-4 イレウスにて発見された原発性小腸癌の一例
鳥居康二（中津川市民）

O36-5 肺癌小腸転移による成人腸重積による腸閉塞の 1例
西舘敏彦（札幌医大・消・総、乳・内分泌外）

O36-6 腸重積をきたした悪性黒色腫小腸転移の 1例
添野孝文（北里大・外）

O36-7 ステント挿入後に根治手術を施行した小腸癌イレウスの 1例
堀江悠太（山形市立・済生館・外）

一般演題（口演）37 小腸腫瘍・小腸腫瘍穿孔

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：50 第 11 会場 311＋312
司会：船橋公彦（東邦大大森・消セ・外）

石井 要（公立松任石川中央・外）
コメンテーター：酒井憲見（桜十字福岡・消）

O37-1 腸管悪性リンパ腫に対する緊急手術症例の検討
瀧川 穣（東京歯大市川・外）

O37-2 小腸に穿破し、診断に難渋した小腸原発 gangliocytic paraganglioma の 1 例
赤間悠一（会津中央・外/日本医大・消外）

O37-3 超高齢者に穿孔性腹膜炎で発症した小腸悪性リンパ腫の 1例
池庄司浩臣（郡上市民）

O37-4 急性腹症を契機に発見された肺癌小腸転移の 1症例
友近 忍（山口大・消・腫外）

O37-5 小腸悪性リンパ腫穿孔症例の検討 藤井智徳（昭和大・消・一外）

O37-6 イレウス症状を伴った特発性小腸穿孔の一例
田内 潤（大阪市立総医セ・肝胆膵外）

O37-7 小腸穿孔をきたしたびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の 1例
石井 要（公立松任石川中央・外）

O37-8 肺癌小腸転移の穿孔により緊急手術を要した 1例
塩味慶子（北里大・外）
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一般演題（口演）38 腸管気腫

第 1日目 3月 2日（木） 14：50～15：55 第 11 会場 311＋312
司会：川野陽一（日本医大千葉北総・外）

西口幸雄（大阪市立総医セ・消外）
コメンテーター：前田耕太郎（藤田保衛大・外）

O38-1 食道癌手術後の腸管気腫症の 3例 竹村雅至（兵庫医大・上部消外）

O38-2 小腸腸管気腫症の一例 谷崎裕志（おおたかの森・消外）

O38-3 外傷性腸管穿孔との鑑別を要した腸管嚢腫様気腫症の一例
鯨井 大（済生会宇都宮・救）

O38-4 腹腔内遊離ガスを呈した腸管嚢胞様気腫症の 1例
仕垣隆浩（久留米大・外）

O38-5 好酸球の高度浸潤を伴った腸管気腫症（PCI：pneumatosis cystoides intestinals）の 1
例 三浦聖子（金沢医大・一消外）

O38-6 当科で経験した腸管気腫症の 5例 関口久美子（日本医大千葉北総・外）

O38-7 腸管気腫症に対する高気圧酸素療法の有用性
土井智章（岐阜大・高度救セ）

O38-8 全身的なガス塞栓により急激な転帰をたどった一例
梅林佑弥（新潟県立十日町・外）

O38-9 腸閉塞とα�グルコシダーゼ阻害薬による腸管嚢胞状気腫症の 1例
小川敦司（旭労災・外）

一般演題（口演）39 虚血性腸炎

第 1日目 3月 2日（木） 15：55～16：30 第 11 会場 311＋312
司会：高橋賢一（東北労災・大腸肛門外）

小川真平（女子医大・消外）

O39-1 当院における急性腸管虚血手術症例の検討
東 貴寛（九州中央・救）

O39-2 全結腸型壊死型虚血性腸炎に対し再手術を施行した一例
吉田大介（藤枝市立総合・外）

O39-3 緊急手術にて救命しえた透析患者における虚血腸管壊死の 1例
大見 関（名古屋共立）

O39-4 壊死型虚血性腸炎に対して緊急に腹腔鏡下低位前方切除術を施行し治療しえた一例
井田進也（静岡県立総合・消外）
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一般演題（口演）40 腹膜炎�1

第 1日目 3月 2日（木） 8：30～9：15 第 12 会場 313＋314
司会：衛藤 謙（慈恵医大・外）

田岡大樹（鈴鹿中央総合・外・消・肝胆膵外）
コメンテーター：飯田辰美（西美濃厚生・外）

O40-1 腹腔鏡手術を施行した胃潰瘍肝嚢胞穿通による腹膜炎の一例
西川泰代（京都桂・消セ・外）

O40-2 （1→3）�β�D�グルカン高値が遷延した十二指腸穿孔後カンジダ性腹膜炎の 1例
大谷将秀（旭川医大・外・消病外）

O40-3 脳室腹腔シャントをもつ患者に発症した胃瘻造設部の腹壁�胃壁離開による穿孔性腹膜
炎の 1例 竹林克士（滋賀医大・外・消・乳・一外）

O40-4 腹膜刺激症状を伴った腸間膜嚢腫の一例
園部浩之（水戸医セ・外）

O40-5 腸間膜リンパ節膿瘍の 2例 板倉弘明（東大阪市立総合・消外）

O40-6 結腸癌術後に腹膜炎で発症した劇症型A群溶連菌感染症の 1例
中山 啓（董仙会恵寿総合・消外）

一般演題（口演）41 腹膜炎�2

第 1日目 3月 2日（木） 9：15～10：05 第 12 会場 313＋314
司会：田村 光（那須赤十字・外）

丸尾啓敏（静岡市立清水・外）
コメンテーター：福永正氣（順天堂大浦安・外）

O41-1 診断が困難であった結核性腹膜炎の 1例
齋藤裕人（金沢赤十字・外）

O41-2 特発性後腹膜膿瘍に対して緊急開腹ドレナージ術を施行し救命しえた 1例
菊池雅之（東京歯大市川・外）

O41-3 子宮体癌術後に劇症型A群溶連菌感染症をきたした骨盤腹膜炎の 1例
大村典子（兵庫県立がんセ・消外）

O41-4 内膜症性嚢胞が原因となり、急性卵管炎により急性腹症をきたした一例
小林 新（那須赤十字・産婦）

O41-5 診断に苦慮した骨盤内腹膜炎の 1手術例
兼定 航（宇部興産中央・外）

O41-6 卵巣成熟嚢胞性奇形腫破裂により骨盤腹膜炎をきたした 1例
佐藤泰紀（那須赤十字・産婦）

O41-7 80 歳以上の高齢者における穿孔性腹膜炎とDIC
星野耕大（福岡大・救セ）
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一般演題（口演）42 異物�1

第 1日目 3月 2日（木） 10：05～10：55 第 12 会場 313＋314
司会：小谷穣治（兵庫医大・救セ・救・災害）

目黒 誠（東札幌・外）
コメンテーター：檜山英三（広島大・小外）

O42-1 内視鏡とマグネットカテーテルを併用して摘出しえたコイン型リチウム電池誤飲の一
女児例 赤峰 翔（県立広島・成育医セ・小外）

O42-2 有鈎義歯誤飲に対する外科的治療の検討
岡崎慎史（山形市立済生館・外）

O42-3 歯科用印象材による回腸穿孔の 1例 鈴東伸也（国分生協・外）

O42-4 有鈎義歯誤飲による食道穿孔に対し手術治療を要した 1例
金本斐子（公立松任石川中央・外）

O42-5 大型有鈎義歯誤飲による食道穿孔に対し、頚部操作による異物摘出術を施行した一例
瀬戸 瞬（福井大・第一外）

O42-6 内視鏡的処置により生じた頸部食道穿孔に対し緊急手術を行った一例
飯盛 望（大阪市大・腫外）

O42-7 除去処置を行った消化管異物の検討 家接健一（市立砺波総合・外）

一般演題（口演）43 異物�2

第 1日目 3月 2日（木） 13：50～14：40 第 12 会場 313＋314
司会：山崎將人（川崎幸・外）

加藤悠太郎（藤田保衛大・肝胆膵外）
コメンテーター：松本俊郎（大分大・放）

O43-1 Roux�en�Y吻合部を閉塞機転とした食餌性イレウスの 1例
石濱秀雄（慶應大・小外）

O43-2 画像上診断が困難であった植物性異物に伴う穿孔性腹膜炎に対し緊急手術を行った一
例 高村卓志（千葉労災・救・集中治療/外）

O43-3 胆管ステントチューブが自然脱落し、虫垂から穿孔逸脱した 1例
江畑信孝（名寄市立総合・外）

O43-4 食餌性小腸穿孔の一例 黒木寿一（健和会大手町・外）

O43-5 腹腔鏡下手術し得た Press through package 誤飲による小腸穿孔の一例
鈴木勇人（石川県立中央・消外）

O43-6 ゴム手袋誤飲により小腸閉塞を来した 1例
村山大輔（慈泉会相澤・外）

O43-7 椎茸による食餌性イレウスの一例 新保敏史（芳珠記念・外）
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一般演題（口演）44 異物�3

第 1日目 3月 2日（木） 14：40～15：30 第 12 会場 313＋314
司会：高階謙一郎（京都第一赤十字・救セ）

天野穂高（会津中央・外）
コメンテーター：岡住慎一（東邦大佐倉・外）

O44-1 治療に難渋した魚骨による胃穿孔の 1例
足立陽子（那須赤十字・外）

O44-2 魚骨による胃穿孔に対して術中内視鏡併用の腹腔鏡手術が有用だった一例
立石雅宏（千代田・外）

O44-3 魚骨による十二指腸穿孔に対し腹腔鏡下摘出術を施行した 1例
井上真帆（公立南丹・外・小外）

O44-4 迷入した魚骨による胃壁膿瘍に対して腹腔鏡手術を行った一例
田嶋哲三（大阪市立総医セ・消外）

O44-5 爪楊枝による十二指腸穿孔の 1例 佐藤公彦（市立横手・外）

O44-6 保存的加療により軽快した魚骨穿通によると思われる限局性腹膜炎の 2例
三宅 亨（滋賀医大・外）

O44-7 ドレナージ術のみで治癒し得た魚骨による S状結腸穿通の 1例
山下万平（長崎労災・外）

一般演題（口演）45 異物�4

第 1日目 3月 2日（木） 15：30～16：20 第 12 会場 313＋314
司会：樫見文枝（北里大・救・災害医セ）

清水智治（滋賀医大・外）

O45-1 魚骨によるMeckel 憩室穿孔の 1例 一戸大地（下北医セ・むつ総合・外）

O45-2 遺残魚骨が原因となり絞扼性腸閉塞を起こした 1症例
新谷紘史（岸和田徳洲会・外）

O45-3 魚骨による大腸穿孔に対する腹腔鏡下手術
田浦尚宏（人吉医セ）

O45-4 肛門杙創による外傷性直腸穿孔の 1例
川村紘三（岐阜赤十字・外）

O45-5 無麻酔下に摘出し得た経肛門的直腸異物の 3例
崎村祐介（石川県立中央・消外）

O45-6 ジェットスキー外傷により生じた直腸肛門損傷の一例
村西謙太郎（福岡大・救セ）

O45-7 臀部から腹腔内に貫通した竹により多発小腸穿孔、外傷性腹壁瘢痕ヘルニアを呈した 1
例 山田浩平（唐津赤十字・外）
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一般演題（口演）46 腸間膜虚血

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～9：50 第 3会場 411＋412
司会：谷掛雅人（京都市立・放）

大石英人（村山医セ・外）

O46-1 門脈血栓と限局性小腸壊死をきたしたプロテイン S抗原活性低下の一例
山本 陸（順天堂大静岡・外）

O46-2 保存的治療にて改善した肝硬変に伴う上腸間膜静脈血栓症の 1例
藤原 玄（中部労災・外）

O46-3 大動脈狭窄症による腸管壊死に対して 4期的手術により救命した 1例
賀茂圭介（麻生飯塚・外）

O46-4 当院における上腸間膜動脈閉塞症 14 例の検討
河崎健人（岡山赤十字・消外）

O46-5 ［演題取り下げ］

O46-6 鈍的腹部外傷後遅発性に上腸管膜静脈血栓症を合併した稀な一例
金本義明（兵庫県立淡路医セ・外）

O46-7 急性腹症を呈した下腸間膜静脈血栓症に対して保存的加療により軽快した一例
別城悠樹（福岡市民・外）

一般演題（口演）47 SAM

第 2日目 3月 3日（金） 9：50～10：35 第 3会場 411＋412
司会：近藤浩史（帝京大・放）

石倉宏恭（福岡大・救）

O47-1 Segmental arterial mediolysis（SAM）に起因した左胃動脈瘤破裂の 1例
植田吉宣（女子医大・二外/牛久愛和総合・外/

女子医大・消外）

O47-2 当院で経験した SAM（segmental arterial mediolysis）症例の検討
深堀 晋（札幌東徳洲会・外）

O47-3 下部消化管内視鏡後に発生した Segmental arterial mediolysis（SAM）
岡田遥平（京都第二赤十字・救セ）

O47-4 転帰の異なる分節性動脈中膜融解症 3例の経験
前田敏樹（杉田玄白記念公立小浜・外）

O47-5 Segmental arterial mediolysis が原因と考えられた中副腎動脈瘤破裂に対して血管塞栓
術を施行した 1例 中村純寿（堺市立総医セ・放）

O47-6 原因不明の小腸虚血をきたした 1例 岡崎充善（金沢大・消・腫・再外）
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一般演題（口演）48 胆道治療

第 2日目 3月 3日（金） 10：45～11：35 第 3会場 411＋412
司会：淺井 哲（多根総合・消内・内視鏡セ）

穴井 洋（市立奈良・放・IVR研セ）
コメンテーター：庄 雅之（奈良医大・消・総外）

O48-1 CTガイド下経皮経肝的胆嚢ドレナージが有用であった胆石胆嚢炎の 1例
苅安俊哉（杏林大・放）

O48-2 内視鏡的胆管ドレナージ後の胆嚢摘出術の手術時期の検討
上原智仁（北九州市立八幡・外）

O48-3 急性胆嚢炎に対する治療の検討 北村直美（滋賀医大・外/救急集治）

O48-4 化学療法中胆管炎の重症化予測 後藤晃紀（横浜市大・消・腫外）

O48-5 抗血栓療法施行中の急性重症胆嚢炎に対し PTGBD施行後、待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術
を施行した一例 江本憲央（小倉記念・外）

O48-6 超高齢者の総胆管結石症における一期的採石の有用性
高添 愛（旭川医セ・消）

O48-7 準緊急手術を施行した肝内胆管癌再発が原因の消化管狭窄による胆管炎と腸閉塞併存
の 1例 光星翔太（済生会栗橋）

一般演題（口演）49 門亢症・肝膿瘍

第 2日目 3月 3日（金） 14：30～15：20 第 4会場 413
司会：加地辰美（防衛医大・放）

中林幸夫（川口市立医セ・消外）

O49-1 消化管静脈瘤に対する n�butyl�2�cyanoacrylate を用いた内視鏡的塞栓療法
佐藤隆啓（札幌厚生・第 3消内）

O49-2 膵頭十二指腸切除術後の門脈血栓閉塞に伴う空腸静脈瘤に対し静脈塞栓術が奏功した
一例 城後篤志（大阪市大・放・IVR）

O49-3 特発性門脈圧亢進症を背景とした巨大脾動脈瘤の破裂に対して緊急手術を施行した 1
例 藤崎洋人（足利赤十字・外）

O49-4 不妊治療後の妊婦に生じた上腸間膜静脈および門脈血栓症の 1例
平田真章（兵庫県立尼崎総医セ・消外）

O49-5 アメーバ性肝膿瘍の 2例 今井紳一郎（長野県立須坂・外）

O49-6 侵襲性クレブシエラ感染症の 1救命例
山中崇弘（群馬大・肝胆膵外）

O49-7 膵頭十二指腸切除術 8年後の septic shock、播種性血管内凝固症候群、門脈血栓、肝不全、
肝動脈瘤を併発した肝膿瘍に対して集学的治療で救命しえた 1例

久保憲生（群馬大・肝胆膵外）
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一般演題（口演）50 脾

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～9：45 第 5会場 414＋415
司会：渡部広明（島根大・ACS）

永野浩昭（山口大・消・腫外）

O50-1 仮性脾動脈瘤破裂に対してTAEを施行し救命した IPMN由来浸潤癌の 1例
太田宏信（新潟白根総合・内）

O50-2 脾膿瘍の 5例 藤幡士郎（刈谷豊田総合・消・一外）

O50-3 難治性吃逆の発症を契機に診断された脾嚢胞の 1例
宮国道太郎（京都第二赤十字・救セ）

O50-4 脾動脈瘤結腸穿破の 2例 三瀬直子（君津中央・外）

O50-5 脾嚢胞を伴う遊走脾捻転の 1例 遠山兼史（国際親善総合・画像診断・IVR）

O50-6 緊急手術にて救命しえた転移性膵腫瘍による脾動脈瘤破裂の一例
宮崎敬太（聖隷三方原・外）

一般演題（口演）51 虫垂炎�1

第 2日目 3月 3日（金） 9：45～10：35 第 5会場 414＋415
司会：原 拓央（厚生連高岡・外）

中田康城（堺市立総医セ・救セ）

O51-1 検診後に発症したバリウム虫垂炎の 3例
中島慎介（市立東大阪医セ・消外）

O51-2 急性虫垂炎重症度予測におけるプロカルシトニンの有用性について
岡田かおる（西宮市立中央・外）

O51-3 超高齢者に対する急性虫垂炎切除の 1例
友善麻冬（余市・外/斗南）

O51-4 誤飲した乳歯が誘因となった急性虫垂炎の 1例
林 憲吾（厚生連高岡・外）

O51-5 慢性虫垂炎から後腹膜膿瘍を併発し十二指腸瘻形成に至った 1例
島田幸典（久留米大・外）

O51-6 市中病院における急性虫垂炎に対する保存的加療後の腹腔鏡下虫垂切除術の妥当性の
検討 小山能徹（川口市立医セ・消外）

O51-7 緊急虫垂炎手術に「weekend effect」はあるのか？
上田正射（東大阪市立総合・消外）
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一般演題（口演）52 虫垂炎�2

第 2日目 3月 3日（金） 10：35～11：35 第 5会場 414＋415
司会：大塚由一郎（東邦大大森・消セ・外）

脇山茂樹（慈恵医大・外）

O52-1 敗血症性ショックを呈した妊婦虫垂炎の 1例
國立晃成（和歌山医大・救集治）

O52-2 妊婦に対する腹腔鏡下虫垂切除術の 2例
久恒靖人（聖マ医大横浜市西部・消・一外）

O52-3 急性虫垂炎を呈した虫垂Goblet cell carcinoid の 3 例
前田真吾（名古屋第一赤十字）

O52-4 虫垂の異所性子宮内膜症の 1例 加藤哲朗（中京・外）

O52-5 Low�grade appendiceal mucinous neoplasm の一例
柳垣 充（麻生総合・外）

O52-6 当院における腫瘍を合併した急性虫垂炎症例の検討
市川英孝（仙台オープン）

O52-7 合併症ゼロを目指した虫垂炎治療～手術 50％、保存治療 50％～
山本澄治（三豊総合・外）

O52-8 急性虫垂炎の鑑別診断における注腸造影検査の有用性
富田凉一（日本歯大・生命歯・外/日本大・

小・乳内分泌外）

一般演題（口演）53 虫垂炎�3

第 2日目 3月 3日（金） 14：00～15：10 第 5会場 414＋415
司会：五井孝憲（福井大・消外）

佐々木章（岩手医大・外）
コメンテーター：上野富雄（川崎医大・消外）

O53-1 急性虫垂炎に対する interval appendectomy の現状：Dropout 症例の検討
加藤紘一（市立函館・消外）

O53-2 腹腔鏡下虫垂切除における虫垂断端埋没処理は必要か
田村峻介（聖隷浜松・外）

O53-3 当科における妊娠中虫垂切除術の検討
崎村祐介（石川県立中央・消外）

O53-4 HIV 陽性男性集団と一般男性集団における急性虫垂炎術後感染性合併症発症率の比較
須田竜一郎（君津中央・外）

O53-5 こだわりの単孔式腹腔鏡下虫垂切除術
荒川 敏（藤田保衛大坂文種・消外）

O53-6 腹腔鏡手術手技のEssence が詰まった腹腔鏡下虫垂切除術
中田 健（堺市立総医セ・外）

O53-7 急性期虫垂炎の、腹腔鏡手術後遺残膿瘍発生予防に対する治療戦略
大滝雅博（鶴岡市立荘内・小外）
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O53-8 急性虫垂炎と鑑別が困難であった IUD留置後右卵管留嚢腫の 1例
渡辺基信（総合守谷第一・外）

O53-9 横行結腸癌の虫垂転移により急性虫垂炎を発症した一例
遠藤雄基（康生会武田・消セ）

O53-10 当科における腹腔鏡下虫垂切除術の治療成績
下田 貢（東京医大茨城医セ・消外）

一般演題（口演）54 経肛門的イレウス管挿入

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～9：35 第 6会場 416＋417
司会：城田哲哉（多根総合・急性腹症）

平川昭彦（藤田保衛大・救セ）
コメンテーター：杉山保幸（岐阜市民・外）

O54-1 左側結腸直腸癌閉塞に対する経肛門イレウス管留置例の検討
多田正晴（県立尼崎総医セ・外）

O54-2 経肛門的イレウス管挿入により穿孔をきたした 2例
森山瑞紀（JCHO中京・外）

O54-3 左鼠径ヘルニア嵌頓で発症した 4多発大腸癌に対して二期的手術を施行した一例
横山元昭（聖隷横浜・外）

O54-4 経肛門的イレウス管による減圧後に腸穿孔を来たした閉塞性直腸癌の 1例
入村雄也（慈恵医大第三・外）

O54-5 左側閉塞性大腸癌に対する経肛門減圧後の reduced port surgery
平沼知加志（福井県立・外）

一般演題（口演）55 大腸ステント

第 2日目 3月 3日（金） 9：35～10：20 第 6会場 416＋417
司会：進士誠一（日本医大・消外）

島谷昌明（関西医大・消肝内）
コメンテーター：幸田圭史（帝京大ちば総医セ・外）

O55-1 閉塞性大腸癌に対するステント留置後の手術成績
福田明輝（大阪赤十字）

O55-2 下部直腸癌術前治療中の瘢痕性閉塞に対して大腸ステントを挿入し手術施行した 2例
安藤文彦（日本医大千葉北総・外・消外）

O55-3 大腸癌イレウスに対する金属ステント留置術の経験
豊田暢彦（益田赤十字・外）

O55-4 当院における閉塞性大腸癌に対する術前ステント留置症例の検討
大谷 剛（高松赤十字）

O55-5 閉塞性大腸癌における大腸ステントBTS（Bridge�to�Surgery）症例の検討
佐藤宗広（新潟市民・消内）

O55-6 当院における閉塞性大腸癌に対する大腸ステントの初期成績の検討
若林正和（相模原協同・消セ・外）
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一般演題（口演）56 大腸閉塞症

第 2日目 3月 3日（金） 10：20～11：10 第 6会場 416＋417
司会：石田文生（昭和大横浜北部・消セ）

山本聖一郎（平塚市民・消外）
コメンテーター：竹山廣光（名古屋市大・消外）

O56-1 糞便性イレウスに対して結腸左半切除術を施行した一例
谷口隆之（浜の町・外）

O56-2 腹腔鏡下手術を施行した直腸腹膜垂による S状結腸腸閉塞の 1例
山口亜梨紗（前橋赤十字・消セ・外）

O56-3 宿便による広範囲壊死型閉塞性大腸炎に対して、外科的切除で救命できた 1症例
上床崇吾（福岡大筑紫・外）

O56-4 当院で経験した閉塞性大腸癌の検討 関根悠貴（順天堂大練馬・総外）

O56-5 Stage IV 閉塞性大腸癌の治療成績 山口和哉（横浜市大・消・腫外）

O56-6 脊髄出血による急性大腸偽性腸閉塞症の 1例
藤野靖久（岩手医大・救・災・総医・救）

O56-7 高齢大腸癌閉塞症例の治療成績 伊良部真一郎（千葉労災・救急集中治療/外）

一般演題（口演）57 腹壁・腹腔・後腹膜

第 2日目 3月 3日（金） 14：00～15：20 第 6会場 416＋417
司会：井上義博（岩手医大・救）

上田浩之（神戸市立医セ中央・放）
コメンテーター：安田是和（芳賀赤十字）

O57-1 消化管悪性リンパ腫再発を疑った遅発性腹壁膿瘍の 1例
青山克幸（津山中央・外）

O57-2 原発性腹直筋膿瘍の 1例 篠原翔一（芳賀赤十字・外）

O57-3 Open abdomen management による感染巣コントロールを施行した後腹膜壊死性筋膜
炎の 1例 横川裕大（東北大・高度救セ）

O57-4 重症急性膵炎に伴う腹部コンパートメント症候群に対し皮弁（Bipedicled flap）を用いて
閉腹しえた一例 宮崎 大（市立釧路総合）

O57-5 外傷性腸間膜損傷・小腸穿孔術後に呼吸不全を来たし体外式膜型人工肺（ECMO）を導
入し救命した 1例 武田知晃（横浜医セ・救）

O57-6 バレーボールを契機に発症した巨大腹直筋血腫の一例
齊藤和彦（昭和大・消・一外）

O57-7 ショックを呈した下膵十二指腸動脈からの大量出血に対する動脈塞栓術後生じた腹部
コンパートメント症候群に対し開腹術を施行し救命し得た 1例

鈴木優美（安城更生・外）

O57-8 von Recklinghausen 病に合併した腰動脈破綻に対してTAEを施行した一例
加藤大祐（帯広厚生・放）
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O57-9 腹腔鏡下に摘出した仮性腸間膜嚢胞の一例
村岡孝幸（矢掛町国民健康保険・外）

O57-10 Schloffer 腫瘍を疑って手術を施行し明細胞癌の腹壁転移であった 1例
大野 崇（日本医大・消外）

O57-11 術前確定診断が困難であった右下腹部後腹膜腫瘍の 1例
北川隆洋（慈恵医大柏・外）

一般演題（口演）58 大腸穿孔�1

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～10：00 第 7会場 418
司会：金井信恭（河北総合・救）

坂本一博（順天堂大・下部消外）
コメンテーター：大辻英吾（京都府医大・消外）

O58-1 下部消化管穿孔の臨床的特徴と重症化の危険因子についての検討
栗田健郎（成田赤十字・外/救・集中治療）

O58-2 保存的に治癒した大腸穿孔症例の検討
池田 純（京都第一赤十字・消外）

O58-3 上部消化管造影後のバリウム貯留により大腸穿孔をきたした 1例
高山碩俊（東大阪市立総合・消外）

O58-4 ポリスチレンスルホン酸カルシウム内服中に発症した結腸穿孔の 1例
松本 聖（広島市立広島市民）

O58-5 成人発症 Still 病患者に発症した急速な腸管壊死による直腸穿孔性腹膜炎の 1例
余語孝乃助（安城更生・外）

O58-6 大腸癌関連穿孔症例の臨床病理学的検討
池永雅一（東大阪市立総合・消外）

O58-7 高齢者大腸穿孔手術症例の特徴と予後因子の検討
寿美哲生（東京医大八王子医セ・消・移外）

O58-8 下部消化管穿孔による汎発性腹膜炎に対する腹腔鏡下手術の経験
弘中一平（総合高津中央・外）

一般演題（口演）59 大腸穿孔�2

第 2日目 3月 3日（金） 10：00～11：35 第 7会場 418
司会：奥野清隆（近畿大・外）

徳村弘実（東北労災・外）

O59-1 下部消化管穿孔による汎発性腹膜炎の予後因子の検討
村津有紗（大阪労災・外）

O59-2 高齢者の下部消化管穿孔における予後に関連する因子の検討
平本悠樹（川口市立医セ・消外）

O59-3 緊急で直腸切断術を行った急性出血性直腸潰瘍の 1例
中尾圭介（新潟県立十日町・外）

O59-4 ［演題取り下げ］
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O59-5 大腸癌穿孔手術後長期生存例の検討 木村充志（名古屋掖済会）

O59-6 大腸癌穿孔の治療成績 窪田寿子（川崎医大・消外）

O59-7 診断が困難であった小腸・結腸穿孔に対し複数回の手術を要した一例
谷 紀幸（那須赤十字・外）

O59-8 急性虫垂炎との鑑別が困難であった 10 代女性の上行結腸憩室穿孔の 1例
小倉加奈子（中頭・外）

O59-9 下部消化管穿孔に対する緊急手術のリスク評価における POSSUM score の有用性
呉林秀崇（福井大・第一外）

O59-10 当院における大腸癌穿孔症例の検討 笠島浩行（市立函館・消外）

O59-11 大腸癌穿孔に対しDamage control surgery を基本とした治療戦略
蛯原 健（堺市立総医セ・救セ・救外）

O59-12 透析患者における大腸穿孔の原因と予後規定因子
三宅克典（湘南鎌倉総合・外）

O59-13 大腸穿孔症例における予後予測因子の検討
清水智治（滋賀医大・外・消外）

一般演題（口演）60 大腸穿孔�3

第 2日目 3月 3日（金） 14：00～14：50 第 7会場 418
司会：内藤広郎（みやぎ県南中核・外）

渡部通章（厚木市立・外）

O60-1 Calcium polystyrene sulfonate 内服によって形成された crystalline material が原因と考
えられた S状結腸穿孔の一例 宮崎真一郎（浜松医セ・消外）

O60-2 半年間に 2回の特発性大腸穿孔をきたした 1例
原 真也（高知赤十字・救セ）

O60-3 大腸穿孔に対する治療成績とリスク因子
東田正陽（川崎医大・消外）

O60-4 大腸穿孔に対する腹腔鏡手術の検討 武井将伍（横須賀共済・外）

O60-5 緊急で腹腔鏡下ハルトマン手術を行った下部消化管穿孔症例の検討
井上稔也（堺市立総医セ・外）

O60-6 特発性大腸穿孔を繰り返し救命した高齢者の 1例
松尾真吾（女子医大・第二外/大月市立中央）

O60-7 当院における下部消化管穿孔手術症例に対する rhTM使用経験
松本健司（済生会宇都宮・外）
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一般演題（口演）61 特殊な胃腸炎

第 2日目 3月 3日（金） 14：50～15：25 第 7会場 418
司会：梅村修一郎（医療法人渡辺医院/名古屋市大・消・代内）

竹村雅至（兵庫医大・上部消外）
コメンテーター：杉山 宏（木沢記念・消）

O61-1 好酸球性胃腸炎の 1例 南 康大（日野市立・放）

O61-2 腸閉塞で発症した小腸アニサキス症の 1例
井形 悠（虎の門・消外）

O61-3 小腸アニサキス症による腸閉塞に対し高気圧酸素治療が奏功した 1例
松倉史朗（JCHO伊万里松浦・外）

O61-4 好酸球性胃腸炎による腹膜炎に対して回盲部切除を施行した 1例
石橋勇輔（所沢中央・外）

O61-5 救命し得た劇症型アメーバ性大腸炎の 1例
田中宏典（山口大・消・腫外）

一般演題（口演）62 鼠径ヘルニア

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～10：00 第 8会場 419
司会：浮山越史（杏林大・小外）

日高英二（昭和大横浜市北部・消セ）
コメンテーター：尾関 豊（木沢記念・外）

O62-1 ヘルニア嚢内で S状結腸穿孔をきたした鼠径ヘルニア嵌頓の 1例
関本 晃（浜松医セ・消外）

O62-2 膿瘍形成を伴った虫垂炎合併ヘルニア陥頓の 1例
篠田智仁（岐阜県総医セ・外）

O62-3 大腿動脈�大腿動脈バイパス術後に発症した鼠径ヘルニア嵌頓に対し緊急手術を施行し
た一例 吉岡 聡（守谷慶友・外）

O62-4 術後腸閉塞から見た腹腔鏡下ヘルニア根治術（TAPP）の危険性
市原隆夫（友紘会総合・外）

O62-5 当科における鼠径ヘルニア嵌頓症例の検討
江本 慎（釧路労災・外）

O62-6 術前診断が困難であった鼠径ヘルニア偽還納の一例
吉野泰啓（将道会総合南東北・外）

O62-7 鼠径ヘルニア嵌頓と鑑別を要したNuck 管水腫の 1例
村木隆太（静岡県立総合・消外）

O62-8 腹腔内腸管の虚血をきたした鼠径ヘルニア嵌頓の 2例
坂野高大（飯塚）
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一般演題（口演）63 大腿ヘルニア

第 2日目 3月 3日（金） 10：00～10：50 第 8会場 419
司会：北川美智子（四谷メディカルキューブ・外）

朝蔭直樹（津田沼中央総合・外）

O63-1 腸管切除を伴う鼠径部・閉鎖孔ヘルニア嵌頓治療におけるメッシュ法の有用性
吉田 祐（福井大・第一外）

O63-2 当院における鼠径部ヘルニアに対する緊急手術症例の検討
荒木政人（嬉野医セ・外）

O63-3 右鼠径ヘルニア偽還納の 1例 安山陽信（大阪労災・外）

O63-4 緊急手術を施行した大腿ヘルニア 19 例の検討
砂川祐輝（市立四日市・外）

O63-5 大腿ヘルニア嵌頓に対して腹腔鏡下で嵌頓解除後にTEP法にてヘルニア修復術を施行
した 1例 岡田正夫（長野市民・外）

O63-6 右大腿ヘルニア虫垂嵌頓に対して、一期的に腹腔鏡下虫垂切除およびメッシュプラグ法
によるヘルニア修復術を施行した 1例

庄司泰弘（富山市民・外）

O63-7 大腿ヘルニア嵌頓に対する腹腔内 onlay mesh 留置（IPOM）術の経験
西森英史（札幌道都・外）

一般演題（口演）64 閉鎖孔ヘルニア

第 2日目 3月 3日（金） 10：50～11：40 第 8会場 419
司会：加藤広行（獨協医大・一外）

永田二郎（一宮市立市民・外）
コメンテーター：前川隆文（福岡大筑紫・外）

O64-1 閉鎖孔ヘルニア 37 例の検討 高屋 快（日本海総合・外）

O64-2 閉鎖孔ヘルニアの治療戦略 伊東山瑠美（JCHO熊本総合・外/熊本大・消
外）

O64-3 腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEPP）を施行した閉鎖孔ヘルニア嵌頓再発の一例
由茅隆文（麻生飯塚・外）

O64-4 当科における閉鎖孔ヘルニア 16 例の検討
田澤賢一（糸魚川総合・外）

O64-5 閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対してBird 3DMax™ Light Mesh 反転が有用であった一例
足立利幸（長崎大・移植・消外）

O64-6 閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対し、単孔式に還納、結紮術を施行した 1例
出口勝也（洛和会丸太町・外）

O64-7 院における閉鎖孔ヘルニアの手術経験
河合雅也（順天堂大練馬・総外）
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一般演題（口演）65 横隔膜・食道裂孔ヘルニア

第 2日目 3月 3日（金） 14：00～14：45 第 8会場 419
司会：佐藤浩一（順天堂大静岡・外）

コメンテーター：瀬下明良（女子医大・消外）

O65-1 巨大食道裂孔ヘルニアを合併した胆嚢捻転症の 1例
沼賀有紀（高崎総医セ・外）

O65-2 妊娠後期に発症した成人Bochdalek 孔ヘルニアの 1例
松寺翔太郎（獨協医大・第一外）

O65-3 腸回転異常症を伴った遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの一例
松田知也（佐賀大・高度救セ・先進外傷治療）

O65-4 肝細胞癌に対するラジオ波焼灼術後の横隔膜穿孔により呼吸苦を来した 1例
伊達有作（久留米大・外）

O65-5 A3 食道裂孔ヘルニアに対するメッシュを用いた腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術の成
績 竹村雅至（兵庫医大・上部消外）

O65-6 乳糜腹水を呈した食道裂孔ヘルニア嵌頓の 1例
福嶋絢子（佐世保市総医セ・外・消外）

一般演題（口演）66 腹壁ヘルニア

第 2日目 3月 3日（金） 14：45～15：30 第 8会場 419
司会：仁科雅良（島根大・救）

針原 康（NTT東日本関東・手術・外）
コメンテーター：黒田達夫（慶應大・小外）

O66-1 腹腔鏡併用大腿法にて修復した大腿ヘルニア嵌頓の 1例
安 炳九（JCHO滋賀・外）

O66-2 小腸穿孔を伴う腹壁ヘルニアに対して、components separation 法が有用であった 1例
赤井正明（福山医セ・外）

O66-3 交通外傷による多発小腸穿孔に対して鏡視下手術施行後に腹壁ヘルニアを生じた 1例
坂本悠樹（天草地域医セ・外）

O66-4 特発性下腰ヘルニアの 1例 加藤琢也（福岡新水巻・外）

O66-5 Spigel ヘルニア嵌頓にて回盲部切除を施行した 1例
青木 真（新潟県立十日町・外）

O66-6 白線ヘルニアの 1手術例 水藤 広（横浜労災/千葉大・先端応用外）
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一般演題（口演）67 外傷（肝）

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～9：50 第 11 会場 311＋312
司会：服部貴行（大久保・放）

長谷川潔（東京大・肝胆膵外・人工臓器移植外）
コメンテーター：矢永勝彦（慈恵医大・外）

O67-1 当科における IIIb 型肝損傷に対する肝周囲パッキングの工夫
池田貴裕（浜松医セ・消外）

O67-2 鈍的肝外傷症例の検討 上田順彦（金沢医大・一・消外）

O67-3 肝損傷に対する血管塞栓後に腹部コンパートメント症候群を来した 1例
松野将宏（市立四日市・外）

O67-4 Transcathetel Arterial Embolization（TAE）後に肝切除術を施行した外傷性肝皮膜下血
腫の 2例 伊藤裕介（済生会千里・救セ）

O67-5 鉄球による肝損傷の一例 石田慎悟（福岡新水巻・外）

O67-6 シートベルト非着用時のエアバッグによる肝損傷の 1例
中嶋秀治（練馬光が丘・外）

O67-7 外傷性肝損傷止血後、増加する腹水に対し審査腹腔鏡を行った 1例
上村将夫（熊本赤十字・外）

一般演題（口演）68 外傷（骨盤）

第 2日目 3月 3日（金） 9：50～10：40 第 11 会場 311＋312
司会：矢島 浩（慈恵医大第三・外）

又吉 隆（那覇市立・放診）
コメンテーター：根本真人（獨協医大・救セ・集治）

O68-1 腹部鈍的外傷によって直腸穿孔と膀胱破裂をきたした 1例
鳥谷建一郎（横浜市立みなと赤十字）

O68-2 鉄筋による杙創の一治験例 田代耕盛（宮崎大・外）

O68-3 不安定型骨盤骨折に膀胱破裂を合併した一例
赤石隆信（弘前大・消外）

O68-4 膀胱破裂により腹膜炎を繰り返したと考えられる一例
谷 道夫（釧路労災・外）

O68-5 慢性膀胱炎に起因したと考えられる膀胱破裂の 2例
板倉弘明（東大阪市立総合・消外）

O68-6 急性腹症で発症した膀胱自然破裂に対して審査腹腔鏡が有用であった 2症例
遊佐俊彦（済生会熊本・外）

O68-7 術前 TAEが有効だった出血性膀胱腫瘍の 1例
湯浅憲章（製鉄記念室蘭・放）
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一般演題（口演）69 外傷 胃・十二指腸（小腸・大腸�1）

第 2日目 3月 3日（金） 10：40～11：30 第 11 会場 311＋312
司会：川久保博文（慶應大・一・消外（上部消化管））

中西一彰（市立函館・消外）
コメンテーター：高森啓史（済生会熊本・外）

O69-1 当院の腹部刺創症例の治療経験―特に腹腔鏡下手術の有用性について
古城 都（健和会大手町・外）

O69-2 救命出来た外傷性出血性ショックの 1例
得能和久（都志見・外）

O69-3 外傷性腸管・腸間膜損傷の診断 小原史衣（岩手県立中部・外）

O69-4 外傷性腸間膜損傷 9例の治療経験 佐藤健太郎（弘前大・消外）

O69-5 当院における高齢者腹部外傷症例の検討
加藤文崇（済生会滋賀県・救急集中治療）

O69-6 交通外傷による腹壁ヘルニアに対して腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術を施行した 1例
本多良哉（前橋赤十字・外）

O69-7 多発外傷後に皮膚壊死を来した 2例 棚橋裕吉（帝京大・放）

一般演題（口演）70 外傷 胃・十二指腸（小腸・大腸�2）

第 2日目 3月 3日（金） 14：00～14：45 第 11 会場 311＋312
司会：大坪毅人（聖マ医大・消・一外）

宇山一朗（藤田保衛大・総消外）
コメンテーター：松井淳一（東京歯大市川・外）

O70-1 経時的 CTの撮影が診断に有効であった外傷性十二指腸穿孔の 1例
小嶋忠浩（静岡市立清水・外）

O70-2 外傷性膵・十二指腸損傷に対し膵頭十二指腸切除術を回避することができた 1例
星野博之（聖マ医大・消・一外）

O70-3 十二指腸憩室化により軽快した外傷性十二指腸穿孔の 1例
清水隆玄（公立昭和・外・消外）

O70-4 外傷性十二指腸断裂の 1例 十二指腸空腸側々吻合術による再建
井上博之（京都府医大北部医セ・外）

O70-5 外傷性小腸損傷の 3例 望月聡之（横浜医セ・救）

O70-6 胸腹部鈍的外傷後に回腸と結腸に遅発性腸管狭窄をきたした一例
清水 大（岡山赤十字・消外）
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一般演題（口演）71 外傷 胃・十二指腸（小腸・大腸�3）

第 2日目 3月 3日（金） 14：45～15：30 第 11 会場 311＋312
司会：加地正人（東医歯大・救急災害）

佐々木淳一（慶應大・救）

O71-1 外傷性消化管穿孔 26 例の検討 野田昌宏（鹿児島市立・消外）

O71-2 鼠径ヘルニア部の打撲による小腸穿孔の 1例
唐澤幸彦（昭和伊南総合・外救セ）

O71-3 シートベルト外傷の腸管・腸間膜損傷部位に関する検討
山本悠太（信州大・消外）

O71-4 交通外傷による直腸間膜損傷をきたした 1例
中村友祐（金沢大・消・腫・再外）

O71-5 腹部鈍的外傷による上腸間膜動静脈瘻を形成した仮性動脈瘤に対してコイル塞栓し良
好な経過を経た一例 高橋達也（岡山医セ・外）

O71-6 シートベルト損傷に伴う遅発性イレウスに対して保存的に治療し得た 1例
越智雅則（福山市民・外）

一般演題（口演）72 大腸捻転

第 2日目 3月 3日（金） 9：00～10：20 第 12 会場 313＋314
司会：内藤 浩（JCHO群馬中央・外）

瀬谷知子（日本医大千葉北総・外）
コメンテーター：真船健一（大船中央・消外）

O72-1 術前に診断し得た盲腸捻転の一例 井本勝治（公立甲賀・放）

O72-2 右側結腸軸捻転の 2例 川瀬 愛（新潟県立中央・外）

O72-3 盲腸軸捻転の 1例 小林康伸（富士市立中央・外/慈恵医大・外）

O72-4 単孔式腹腔鏡補助下 S状結腸切除術を施行した再発を繰り返す S状結腸軸捻転症の 1
例 佐々木一憲（綾瀬厚生）

O72-5 術前診断しえた横行結腸軸捻転症の一例
小林純也（福井大・第一外）

O72-6 盲腸軸捻転症の 1治験例 緒方祥吾（宮崎大・外）

O72-7 当科で経験した盲腸捻転の 2例 角南栄二（魚沼基幹）

O72-8 横行結腸切除術後に生じた盲腸軸捻転の 1例
牧野曉嗣（日野市立・外）

O72-9 当センターで過去 1年間に大腸捻転に対し緊急手術を施行した 6症例の検討
置塩裕子（和歌山医大・高度救セ）

O72-10 盲腸軸捻転の 1例 水内 喬（船橋市立医セ・外）

O72-11 反復性 S状結腸捻転への新しい試み―内視鏡下経皮的 S状結腸腹壁固定術の pilot
study― 今北智則（国際医福大・外）
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一般演題（口演）73 感染性大腸炎

第 2日目 3月 3日（金） 10：20～11：20 第 12 会場 313＋314
司会：手塚 徹（多摩南部地域・外）

池田英二（岡山赤十字・外）

O73-1 多発外傷後の重症偽膜性腸炎に対して結腸薬剤チューブ挿入・小腸人工肛門造設によ
り救命した 1例 三宅 亮（健和会大手町・外/救）

O73-2 回腸瘻造設術施行後に clostridium difficile 下痢症を来した 2例
松澤宏和（順天堂大・下部消外）

O73-3 関節リウマチの治療中に発症した腸管スピロヘータ症の 1例
澤田悠輔（群馬大・救）

O73-4 悪性リンパ腫の化学療法中に発症した劇症型アメーバ性大腸炎の 1例
出口惣大（大阪市立総医セ・消外）

O73-5 広範囲の腹壁欠損をきたした劇症型アメーバ性大腸炎の一例
萩原一樹（日本医大・高度救セ）

O73-6 血球貪食症候群、急性腎不全、筋炎を合併したサイトメガロウイルス腸炎の一例
桑原太一（山口大・消・腫外）

O73-7 穿孔性腹膜炎をきたした外国人若年女性の腸結核、結核性腹膜炎の 1例
水谷哲之（中部ろうさい・外）

O73-8 高気圧酸素療法が有効であった門脈ガス血症を呈した急性腸炎の一例
相澤 卓（東北大・消外）

一般演題（口演）74 炎症性腸疾患�1

第 2日目 3月 3日（金） 14：00～14：35 第 12 会場 313＋314
司会：仲 成幸（滋賀医大・外・消外）

古川浩一（新潟市民・消内）
コメンテーター：池内浩基（兵庫医大・炎症性腸疾患外）

O74-1 炎症性腸疾患外科における緊急手術症例の現状
池内浩基（兵庫医大・炎症性腸疾患外）

O74-2 大量出血のため準緊急手術を行ったクローン病の 2症例
羽根田祥（東北労災・大腸肛門外）

O74-3 腸管膀胱瘻の診断に難渋した小腸クローン病の 1例
石田航太（慈恵医大柏・外）

O74-4 瘻孔、膿瘍形成を伴うクローン病手術における術後合併症の予測
園田寛道（滋賀医大・消外）

O74-5 潰瘍性大腸炎加療中に直腸間膜膿瘍を生じた 1例
滝口光一（竹田綜合・外）
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一般演題（口演）75 炎症性腸疾患�2

第 2日目 3月 3日（金） 14：35～15：20 第 12 会場 313＋314
司会：鈴木英之（日本医大武蔵小杉・消セ）

河原秀次郎（慈恵医大柏・外・消外）
コメンテーター：櫻井洋一（和洋女大/千葉県済生会習志野・外）

O75-1 回腸嚢肛門吻合術後に回腸嚢作成時の間膜開窓部から出血しショックとなった潰瘍性
大腸炎の 1例 蝶野晃弘（兵庫医大・炎症性腸疾患外）

O75-2 潰瘍性大腸炎、中毒性巨大結腸症に対する結腸全摘術後、直腸穿孔による汎発性腹膜炎
を併発した 1例 内野 基（兵庫医大・炎症性腸疾患）

O75-3 抗 TNF�α抗体による加療後における潰瘍性大腸炎緊急手術の手術成績
廣澤貴志（東北大・消外）

O75-4 潰瘍性大腸炎術後の小腸穿孔の一例 松尾夏来（女子医大・第二外）

O75-5 診断・治療に難渋し大腸切除術の適応となった潰瘍性大腸炎患者 2例の検討
龍崎貴寛（千葉メディカルセ・消外）

O75-6 潰瘍性大腸炎の治療中に発症した特発性腸重積症に対して腹腔鏡下手術を施行した一
例 横瀬崇寛（平塚市民・外）


