第 1 会場（5F ライフホール）
開会の辞

8:25 ～ 8:30

主題 4 「QOL 向上や症状緩和をめざした局所療法」
座長：掛地 吉弘（神戸大学大学院
橋口陽二郎（帝京大学医学部

8:30 ～ 10:05
外科学講座食道胃腸外科学分野）
外科学講座）

S4-1

食道バイパス手術の検討
佐藤
弘（埼玉医科大学国際医療センター

S4-2

出血性ショックを伴う切除不能進行胃癌に対し集学的局所療法が著効した 1 例
大橋 拓馬（京都府立医科大学 消化器外科）

S4-3

教室の直腸癌術後局所再発に対する治療の検討
福田 純也（久留米大学 消化器外科）

S4-4

緩和的ストーマ造設術が生活の質におよぼす短期・長期的影響
松永 隆志（滋賀医科大学 外科学講座）

S4-5

緩和ストーマ造設術における術前栄養評価の検討
長嶋 康雄（東邦大学医療センター大森病院 消化器センター外科）

S4-6

肝細胞癌合併例を含む難治性腹水に対する腹腔 - 静脈シャントの適応基準についての検討
中島 隆善（医療法人明和病院 外科）

S4-7

肝転移に対する肝動注療法の症状緩和効果
関
明彦（吹田徳洲会病院 腫瘍内科）

S4-8

指定演題 遠隔転移巣が切除不可の場合の原発巣切除の意義：JCOG1007 試験 (iPACS)
金光 幸秀（国立がん研究センター中央病院 大腸外科）

消化器外科）

主題 2 「転移巣に対する局所療法」

10:05 ～ 11:40
座長：大植
永野

雅之（大阪国際がんセンター）
浩昭（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

S2-1

胸部食道癌肝オリゴ転移に対する切除を含めた治療戦略
金井 達哉（がん・感染症センター 都立駒込病院 肝胆膵外科）

S2-2

左右異時性に発生した胃癌の Krukenberg 腫瘍に対し 2 度にわたり切除した 1 例
添田 敏寛（東北大学 大学院 医学系研究科 消化器外科学分野）

S2-3

当院における大腸癌異時性卵巣転移切除についての検討
野村 雅俊（大阪労災病院 外科）

S2-4

転移性肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除術
大村 仁昭（関西労災病院 外科）

S2-5

非大腸癌肝転移に対する肝切除の治療成績
古賀 睦人（大阪労災病院 外科）

S2-6

肝内胆管癌術後異時性肝転移に対して化学療法後に腹腔鏡下肝部分切除術を施行した 1 例
上村
良（医学研究所 北野病院 消化器外科）

S2-7

トリプルネガティブ乳癌の肺単発転移切除後長期生存の 1 例
坂田 英子（新潟市民病院 乳腺外科）

S2-8

指定演題 転移性肺腫瘍に対する局所療法、
肺切除の適応と治療成績（大腸がん肺転移例を中心に）
岡見 次郎（大阪国際がんセンター 呼吸器外科）

最新医学セミナー 4

12:00 ～ 13:00

「胃癌手術の最前線～腹腔鏡下手術からロボット支援下手術まで～」
座長：瀧口
金治
布部

修司（名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器外科学）

新悟（神戸大学大学院医学研究科 食道胃腸外科学分野）
創也（がん研有明病院 消化器センター胃外科）
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

主題 3 「播種に対する局所療法」

13:20 ～ 14:55
座長：江口 英利（大阪大学 消化器外科）
五井 孝憲（福井大学 第一外科）

S3-1

腹腔洗浄細胞診陽性大型３型 / ４型胃癌の治療戦略 根治的胃切除＋術後化学療法の検討
左近 龍太（国立がん研究センター中央病院 胃外科）

S3-2

大腸癌腹膜播種に対する集学的治療
白石 謙介（山梨大学医学部・外科学講座第 1 教室）

S3-3

腹膜播種に対する CRS+HIPEC の短期・長期成績
鍛
利幸（岸和田徳洲会病院腹膜播種センター）

S3-4

腹膜播種に対する腹膜切除
米村
豊（岸和田徳洲会病院腹膜播種科／ Peritoneal Surface Oncology Group International
（PSOGI））

S3-5

CRS ＋ HIPEC 療法の治療成績の検討
筋野 博喜（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

S3-6

大腸癌腹膜播種に対する腫瘍減量手術および腹腔内温熱化学療法の治療成績
森川 充洋（福井大学 第一外科）

S3-7

指定演題 大腸癌腹膜播種再発予防に対する局所療法
能浦 真吾（堺市立総合医療センター 消化器外科／市立豊中病院

S3-8

指定演題 卵巣がんに対する手術療法は、局所療法なのか？それとも、根治療法なのか？
堀
謙輔（関西労災病院 産婦人科）

外科）

主題 1 「ロボットによる局所療法」
座長：瀧口
宇山

14:55 ～ 16:30

修司（名古屋市立大学 消化器外科）
一朗（藤田医科大学医学部 先端ロボット・内視鏡手術学講座）

S1-1

解剖学的見地からみたロボット支援下胃切除術における術後膵液瘻の検討
藤原 優太（金沢大学 消化管外科学）

S1-2

ロボット支援残胃癌手術＜安全な切除と残胃温存を目指して＞
伊藤
直（名古屋市立大学 消化器外科）

S1-3

大腸がんに対するロボット手術
塩見 明生（静岡県立静岡がんセンター大腸外科）

S1-4

当科におけるロボット支援下直腸切除術の短期及び長期成績
権
英毅（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

S1-5

ロボット支援下膵頭十二指腸切除の定型化と結果
武田
裕（関西労災病院 消化器外科）

S1-6

5 度のロボット支援下再肝切除を行い長期生存を得た肝細胞癌の一例
岩間 英明（藤田医科大学 総合消化器外科）

S1-7

 定演題 導入後 5 年を経過した当科での初期子宮体癌に対するロボット支援下手術の安全性と
指
成績
北田 文則（吹田徳洲会病院）

S1-8

指定演題 泌尿器癌に対するロボット支援手術
西村 和郎（大阪国際がんセンター 泌尿器科）

奨励賞授与式・閉会の辞

16:30 ～ 16:45

第 2 会場（5F サイエンスホール）
最新医学セミナー 1 「食道がん・肝がん治療における next stage」

座長：五井

孝憲（福井大学医学部

食道がんと microbiome
馬場 祥史（熊本大学病院

8:30 ～ 9:30

外科学１（消化器外科・乳腺内分泌外科・小児外科）講座）

消化器外科

次世代外科治療開発学寄附講座）

System-i を用いた肝がん治療
板野
哲（医療法人いたの会 久留米中央病院）
共催：ミヤリサン製薬株式会社

最新医学セミナー 2 「がん治療におけるバイオシミラーの役割」

9:35 ～ 10:35

座長：土岐祐一郎（大阪大学大学院医学系研究科外科学講座
池田

正孝（兵庫医科大学医学部

消化器外科学）

消化器外科学講座下部消化管外科）
共催：ファイザー株式会社

最新医学セミナー 3

10:40 ～ 11:40

「食道癌・胃癌治療における免疫チェックポイント阻害剤の導入と課題」
座長：谷
津田

眞至（滋賀医科大学

外科学講座（消化器・乳腺・小児・一般外科））

政広（兵庫県立がんセンター）
共催：日本化薬株式会社

最新医学セミナー 5 「外科医が考える大腸癌集学的治療の最前線 2022」 12:00 ～ 13:00
座長：松田
片岡

幸三（兵庫医科大学

健司（和歌山県立医科大学

外科学第二講座）

下部消化管外科）
共催：日本イーライリリー株式会社

最新医学セミナー 7

13:20 ～ 14:20

「進行癌に対する集学的治療戦略」～ Optimized Surgery with Local Therapy ～
座長：沖
松本
安藤

英次（九州大学）

祐介（姫路赤十字病院）
幸滋（国立がん研究センター東病院）
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 8 「胃癌」

14:25 ～ 15:25
座長：富田

寿彦（兵庫医科大学

消化器内科学）

どう変わる！？ Chemo+ ICI の登場で変わる胃癌の後治療
高瀬 直人（宝塚市立病院 腫瘍内科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

最新医学セミナー 9

15:30 ～ 16:30

「新しく保険収載された粒子線治療～大腸癌局所再発・肝胆膵領域と吸収性スペーサー留置術～」
座長：福本

巧（神戸大学大学院医学研究科

肝胆膵外科学）

スペーサーで広がる粒子線治療の可能性
瀧山 博年（量子科学技術研究開発機構 QST病院）
肝胆膵領域における吸収性スペーサーの役割
小松 昇平（神戸大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学）
共催：アルフレッサ ファーマ株式会社

第 3 会場（5F 501 ～ 503 号室）
一般演題 1 「胃・症例 1」

8:30 ～ 9:18
座長：本告

正明（大阪急性期・総合医療センター）

O-1

胃管癌術後乳び胸に対し保存的治療で治癒しえた 1 例
額原
敦（近畿大学奈良病院 消化器外科）

O-2

切除不能進行胃癌の化学療法中に消化管ステントが破損した 1 例
寺下 大補（近畿大学奈良病院 消化器外科）

O-3

胃全摘術後挙上空腸に発症した Blind Pouch Syndrome の 2 例
長田 寛之（京都中部総合医療センター 外科）

O-4

食道胃接合部癌術後に横隔膜ヘルニアによる腸閉塞を繰り返した 1 例
佐々木 亨（市立芦屋病院）

O-5

スキルス胃癌にて紹介となった胃アニサキス症の 1 例
出村 公一（JCHO 大阪病院 外科）

O-6

低 P 血症が原因と考えられる胃癌術後嚥下障害の１例
上田美智子（大阪府済生会千里病院）

O-7

根治術後 8 年で胸膜、腹膜に同時に転移再発した pStage IB 胃癌の 1 例
大森 威来（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

O-8

再発と寛解を繰り返す胃脱分化型脂肪肉腫の一例
小林 隆介（近畿大学医学部外科）

一般演題 2 「切除不能進行胃癌と手術 1」

9:18 ～ 10:06
座長：木村

豊（近畿大学奈良病院

消化器外科）

O-9

SOX による術前補助化学療法により pathological CR となった膵浸潤を伴う進行胃癌の 1 例
竹下 宏樹（松下記念病院 外科）

O-10

三次治療 nivolumab が奏功し conversion surgery を施行しえた進行胃癌の一例
西谷 暁子（大阪はびきの医療センター）

O-11

StageIV 胃癌に対する化学療法後に Conversion surgery を適応した 3 例の治療経験
竹村 雅至（景岳会南大阪病院 外科）

O-12

同時性肝転移を有する進行胃癌に対し、集学的治療により長期生存が得られている 1 例
杉村啓二郎（関西労災病院 消化器外科）

O-13

腹膜播種を伴う進行胃癌に対し、化学療法後に conversion surgery を施行した１例
東
重慶（りんくう総合医療センター）

O-14

遠隔転移を有する HER ２陽性進行胃癌に対し Conversion Surgery を施行し奏効を得た 1 例
山田 康太（神戸大学 食道胃腸外科学）

O-15

二次化学療法が奏効し根治切除し得た Stage4 胃癌の一例
木戸上真也（八尾市立病院 消化器外科／大阪府済生会千里病院

消化器外科）

O-16

腹膜播種陽性胃癌に対して全身化学療法後の Conversion Surgery で長期生存を得た一例
手島 和紀（関西労災病院 外科）

一般演題 3 「切除不能進行胃癌と手術 2」

10:06 ～ 10:48
座長：藤原

由規（川崎医科大学

消化器外科）

O-17

HER2 陽性進行胃癌に対して集学的治療により奏効が得られた１例
小坂 亜優（東京医科大学 消化器外科・小児外科）

O-18

切除不能進行胃癌に対し SP 療法後に Conversion Surgery を施行し長期生存が得られた 1 例
鎌田 敏希（船橋市立医療センター 外科）

O-19

Conversion surgery により根治し得た StageIV 胃癌の 1 例
森本 雄貴（三重大学 消化管・小児外科）

O-20

trastuzumab 併用化学療法後に conversion surgery を施行し得た切除不能進行胃癌の 1 例
平井 基晴（新潟大学 消化器・一般外科）

O-21

Nivolumab が奏功し治癒切除を行った胃癌の１例
爲佐 卓夫（JCHO 徳山中央病院／宇部興産中央病院

O-22

肝転移 StageIV 胃癌に対し、二次化学療法 (PTX/RAM) が奏効し Conversion 手術施行した一例
勝山 晋亮（関西労災病院）

O-23

当院で肝切除を行った胃 hepatoid adenocarcinoma の 2 例
花澤 隆明（愛知医科大学病院 消化器外科）

外科）

一般演題 4 「胃癌治療戦略」

10:48 ～ 11:30
座長：藤原

俊義（岡山大学大学院

O-24

サルコペニアを有する胃癌患者の治療成績および術後補助化学療法の検討
福井 康裕（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

O-25

75 歳以上の高齢者胃癌手術症例における GNRI と予後の関連の検討
竹村 雅至（景岳会南大阪病院 外科）

O-26

胃癌の Thymidine Phosphorylase 発現と臨床病理学的因子・予後に関する解析
足立 真一（西宮市立中央病院 外科）

O-27

山口県における腹膜播種陽性胃癌の治療戦略に関するアンケート調査
中島 千代（山口大学 消化器・腫瘍外科学）

O-28

残胃癌に対する腹腔鏡下残胃全摘術の有用性の検討
益澤
徹（関西労災病院 消化器外科）

O-29

腹腔鏡下及び開腹幽門側胃切除術の短期及び長期成績
前島顕太郎（蓮田病院 外科／日本医科大学武蔵小杉病院

O-30

進行胃癌に対するロボット支援下手術の安全性 有用性に関する検討
田中 英治（田附興風会 北野病院 消化器外科）

消化器外科）

消化器外科学）

最新医学セミナー 6 「低侵襲手術」
座長：村田

12:00 ～ 13:00
幸平（労働者健康安全機構

関西労災病院

外科）

鼠径リンパ節転移陽性直腸癌に対する治療戦略と低侵襲手術
松田
武（神戸大学大学院医学研究科 外科学講座食道胃腸外科学分野）
大腸癌に対する低侵襲手術を中心とした治療戦略とチーム医療
橋田 裕毅（神戸市立医療センター中央市民病院 外科・移植外科）
共催：テルモ株式会社

一般演題 5 「胃粘膜下腫瘍と LECS」

13:20 ～ 14:08
座長：藤田

淳也（八尾市立病院）

O-31

若年女性のリンパ節転移を伴う多発性胃 GIST の一例
岡本 浩二（東北大学 消化器外科学）

O-32

CA125 が高値の巨大腫瘍で診断に難渋した胃 GIST の一例
立花 崇明（社会医療法人愛仁会高槻）

O-33

腹膜播種を伴う胃 GIST に対してイマチニブ内服と外科的切除で長期生存を得た 1 例
仲田佳津明（関西労災病院 消化器外科）

O-34

腹腔鏡下胃内手術にて切除し得た食道胃接合部胃粘膜下腫瘍の１例
中本蓮之助（JCHO 大阪病院）

O-35

胃 GIST に対して単孔式腹腔鏡下胃粘膜下腫瘍摘出術（CLEAN-NET）を実施した 1 例
宮崎 賢二（関西労災病院）

O-36

幽門輪近傍の胃 GIST に対し inverted LECS を行った 1 例
渡邉めぐみ（国立病院機構 岩国医療センター 外科）

O-37

食道癌術後後縦隔経路再建胃管癌に対する胸腔鏡・内視鏡合同手術の経験
青山 修宇（大阪大学 消化器外科／関西労災病院 外科）

O-38

局所療法としての胃 GIST に対する腹腔鏡下手術の検討
大塚 眞哉（国立病院機構 福山医療センター消化器外科）

一般演題 6 「胃癌化学・放射線療法」

14:08 ～ 14:56
座長：柴崎

晋（藤田医科大学

総合消化器外科）

O-39

再発胃癌に対し 6 次治療としてトラスツズマブ・デルクステカンが著効した一例
津金 祐亮（東京医科大学病院 消化器・小児外科）

O-40

胃癌穿孔術後の腹膜播種・肝転移再発に対して Nivolumab が長期奏功している 1 例
木井 修平（JCHO 札幌北辰病院）

O-41

ニボルマブ完全奏功により投与中断後に腫瘍再燃を認め再投与を施行した進行胃癌の 1 例
西田謙太郎（大阪労災病院 外科）

O-42

切除不能 HER2 陽性胃癌に対し Trastuzumab ＋ Paclitaxel 投与中に胃癌穿孔を来した一例
小川 俊博（岩国医療センター）

O-43

進行大腸癌の術前化学療法が部分奏功し，ESD で根治切除できた胃癌の 1 例
下河邉久陽（戸畑共立病院 外科）

O-44

アブスコパル効果を示唆する腫瘍縮小を示した再発胃癌症例の検討
中島 隆宏（白河病院 外科／会津中央病院 外科／福島県立医科大学

O-45

縦隔リンパ節転移に対する集学的治療中に心タンポナーデを来した胃癌の 1 例
和田 範子（市立池田病院 消化器外科）

O-46

腹腔内アクセスポート留置後短期間でチューブ全体が鞘状閉塞を来した 1 症例
寺西
光（近畿大学外科 上部消化管部門）

一般演題 7 「胃癌手術手技」

消化管外科）

14:56 ～ 15:38
座長：大塚

眞哉（国立病院機構

福山医療センター外科）

O-47

Upside down stomach を伴う食道裂孔ヘルニアに併発した進行胃癌、直腸癌の１例
小林 照之（川崎病院 外科）

O-48

IABP による循環補助下に胃切除を行った幽門狭窄を伴う 4 型胃癌症例
山野 格寿（海老名総合病院 外科）

O-49

胃癌と併発した膵周囲動脈瘤に対して胃切除術前に塞栓術を施行した一例
高橋 健太（大阪大学消化器外科）

O-50

根治切除を得た巨大リンパ節転移を呈した胃癌の 1 例
松本 航一（藤田医科大学 総合消化器外科学）

O-51

右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後の胃癌に腹腔鏡下幽門側胃切除を施行した 1 例
丸中 雄太（済生会滋賀県病院 外科）

O-52

胃癌術後残胃癌を ESD 後の異所性残胃癌再発に残胃全摘術を施行した 1 例
星野 宏光（阪南中央病院 外科）

O-53

噴門側胃切除ダブルトラクト再建術後の残胃癌に対し、再吻合なく残胃全摘を行った 1 例
高山
治（市立貝塚病院 外科・消化器外科）

一般演題 8 「再発胃癌と手術」

15:38 ～ 16:20
座長：市川

大輔（山梨大学

第一外科）

O-54

胃 MiNEN 切除後の多発肝転移に対して Conversion Surgery が可能であった 1 例
青松 倫弘（大阪急性期・総合医療センター）

O-55

胃癌術後の異時性肝転移，肺転移を切除し長期生存した 1 例
古川 陽菜（りんくう総合医療センター 外科）

O-56

化学療法および卵巣転移切除により長期生存が得られた腹膜播種を伴う進行胃癌の 1 例
赤丸 祐介（大阪労災病院 消化器外科）

O-57

集学的治療により長期生存が得られた多臓器転移再発した胃癌の 1 例
長谷川 毅（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

O-58

腹腔鏡補助下結腸部分切除を施行した胃癌大腸転移の 1 例
川田 純司（八尾市立病院 外科）

O-59

胃癌術後の孤立性脾転移に対して脾臓摘出術を施行した 1 例
丹田 秀樹（市立柏原病院）

O-60

胃癌の胃全摘術後に膵転移を認めロボット支援下膵体尾部切除術を施行した 1 例
西村 彰博（藤田医科大学 総合消化器外科学）

第 4 会場（6F 千里ルーム A）
一般演題 9 「大腸・化学療法 1」

8:30 ～ 9:18
座長：水島

恒和（大阪警察病院）

O-61

腹膜播種を伴う BRAFV600E 大腸癌に対してに BEACON ３剤併用療法が著効した１例
賀川 義規（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-62

Cape ＋ BEV 療法にて完全奏功に至った腹膜転移 / 肝転移再発を来たした S 状結腸癌の一例
中野 大哉（八尾市立病院 外科）

O-63

BRAF 遺伝子変異陽性再発大腸癌の２例
藤江裕二郎（西宮市立中央病院）

O-64

下部直腸癌に対して術前化学放射線療法後に経肛門的内視鏡下腫瘍切除術を施行した 2 例
木谷光太郎（近畿大学奈良病院 消化器外科）

O-65

原発巣切除後化学療法にて cCR を得た同時性小腸間膜リンパ節転移を伴う S 状結腸癌の 1 例
吉川 幸宏（大阪労災病院 外科・消化器外科）

O-66

化学療法が奏功し原発巣 pCR が得られた BRAF 変異有する切除不能横行結腸癌の一例
大原 信福（堺市立総合医療センター）

O-67

術前イマチニブ療法が奏効し肛門温存手術が可能となった直腸 GIST の 1 例
竹内 琢朗（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-68

術前化学療法を施行することで膀胱温存が可能となった S 状結腸がん＋膀胱浸潤の 1 症例
畑
泰司（関西労災病院 外科）

一般演題 10 「大腸・鏡視下手術 1」

9:18 ～ 10:06
座長：團野

克樹（箕面市立病院外科）

O-69

直腸癌の吻合部・腹膜播種再発に対してダヴィンチと腹腔鏡の併用で同時切除した 1 例
黒田 顕慈（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

O-70

腹腔鏡下腫瘍摘出術を施行した横行結腸間膜神経鞘腫の 1 例
田口
司（市立豊中病院 外科）

O-71

直腸癌に対する腹腔鏡下ハルトマン手術後に絞扼性イレウスを合併した 1 例
河井 邦彦（兵庫県立西宮病院 外科）

O-72

腹腔鏡下手術を施行した術前診断に難渋した４型直腸癌の１切除例
山下 晋也（日本生命病院 消化器外科／日本生命病院 消化器内科）

O-73

完全内臓逆位合併直腸癌に経会陰アプローチ併用腹腔鏡下直腸切断術を施行した 1 例
大澤日出樹（JCHO 大阪病院）

O-74

膀胱摘出・回腸導管造設後の S 状結腸癌に対して腹腔鏡補助下手術を行なった一例
草深 弘志（関西労災病院）

O-75

横行結腸癌切除症例における臨床的特徴および手術成績、至適アプローチ方法の検討
石川
彰（医誠会病院 消化器外科）

O-76

腹腔鏡下大腸切除術後の腸閉塞発症に関連する因子の検討
林
理絵（大阪大学 消化器外科）

一般演題 11 「大腸・術前治療」

10:06 ～ 10:48
座長：鄭

充善（大阪労災病院

O-77

進行下部直腸癌に対し Nivolumab 併用術前放射線化学療法を行ない根治切除に至った一例
森
良太（大阪大学消化器外科）

O-78

術前化学放射線療法が著効した Pagetoid spread を伴う肛門管癌の 1 例
山口 真治（呉医療センター・中国がんセンター）

O-79

術前化学放射線療法により病理学的完全奏功を得られた直腸肛門部癌の 1 例
小泉
宣（丹波医療センター）

O-80

FOLFOXIRI 療法が conversion surgery に有用であった局所進行直腸癌の 1 例
小佐々貴博（山口大学 消化器・腫瘍外科学）

O-81

同時性肝転移を伴う切除不能局所進行直腸癌に対して TNT 後に根治切除し得た 1 例
中嶋 太極（鹿児島大学病院 消化器・乳腺甲状腺外科）

O-82

局所進行直腸癌に対する術前化学療法の成績
五十畑則之（福島県立医科大学会津医療センター 大腸肛門外科）

O-83

術前化学放射線療法により CR が得られた進行直腸癌の 1 例
吉澤 政俊（東京北医療センター 外科）

一般演題 12 「大腸・ナビゲーション・ステント」
座長：水野

外科）

10:48 ～ 11:30

均（公益財団法人日本生命済生会日本生命病院

消化器外科）

O-84

Pancreas/Duodenum 3D 画像 (PD-CT) を用いた右側大腸癌手術
成島 一夫（セコメディック病院 外科）

O-85

ICG 蛍光法による吻合部血流評価が有用であった後腹膜線維症合併 S 状結腸癌の 1 例
米浦 直子（成田赤十字病院）

O-86

術中 ICG 蛍光法による腸管の血流評価が有用だった、EVAR 術後の S 状結腸癌の 1 切除例
安山 陽信（大阪労災病院 外科）

O-87

超高齢患者における閉塞性大腸癌に対する bridge to surgery
柳澤 公紀（国立病院機構大阪医療センター 外科／労働者健康安全機構関西労災病院

O-88

ステント留置で止血し術前 CRT 後根治切除できた、直腸癌出血性ショックの 1 例
阿美 克典（河北総合病院 消化器外科）

O-89

SEMS 留置の 1 年 3 ヶ月後に切除を行った閉塞性直腸癌の 1 例
森
至弘（医誠会病院 消化器外科）

O-90

大腸悪性狭窄に対するステントによる症状緩和の経験
柿崎奈々子（東邦大学医療センター大橋病院 外科）

一般演題 13 「肛門管」
座長：内藤
O-91

外科）

13:20 ～ 14:08
正規（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

消化器・一般外科）

Pagetoid spread を伴う肛門管癌に対し腹腔鏡補助下直腸切断術を施行した 1 例
番場 悠太（新潟大学 消化器・一般外科学）

O-92

Pagetoid spread を伴う肛門管腺癌に対し TpTME 併用腹腔鏡下直腸切断術を施行した 1 例
全
有美（滋賀医科大学 消化器・乳腺・小児・一般外科）

O-93

切除不能肛門管癌に対して集学的治療を行った 1 例
光井
大（日本医科大学付属病院 消化器外科）

O-94

大腸原発が示唆された会陰腫瘍に対して会陰再建を伴う直腸切断術を施行した 1 例
中村 香織（東北大学 消化器外科学）

O-95

肛門管扁平上皮癌治療後の肝門部再発に S-1/CDDP 療法を行い完全奏効中の 1 例
松木 豪志（明和病院 外科）

O-96

直腸肛門部病変に対する APR 後の会陰部合併症の成績とその対策について
森田 真帆（大阪大学医学部 医学科）

O-97

肛門管癌直腸切断術術後局所再発に対して腹腔鏡下子宮、膣合併切除を行った１例
吉田 将真（市立東大阪医療センター）

O-98

直腸肛門部悪性黒色腫に対し、早期発見および腹会陰式直腸切断術を施行した 1 例
辻
嘉斗（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

一般演題 14 「大腸・集学的治療」

14:08 ～ 14:56
座長：井出

義人（JCHO 大阪病院）

O-99

冠動脈 3 枝病変を有する出血性大腸癌の治療経験
山下 智子（府中病院 循環器内科）

O-100

上行結腸癌術後に縫合不全、MRSA 感染症から化膿性脊椎炎を発症し治療に難渋した 1 症例
横松 秀明（守口生野記念病院外科）

O-101

肝膿瘍を契機に発見され、集学的治療が奏功した直腸癌の 1 例
桐原 正人（高木病院）

O-102

大腸癌局所治療後のサルコペニア回避のための四肢骨格筋の評価
吉村 哲規（東京都立大塚病院 外科）

O-103

広範な腹壁膿瘍を呈した横行結腸癌に対し集学的治療で切除し得た 1 例
宇野 秀彦（船橋中央病院）

O-104

水腎症を伴う局所再発巣に対する集学的治療により QOL を長期維持した下行結腸癌の１例
真貝 竜史（大阪府済生会千里病院 消化器外科）

O-105

パーキンソン病を有する高齢者の局所進行上行結腸癌を切除した１例
切畑屋友希（南奈良総合医療センター）

O-106

全身管理により人工肛門造設可能となり根治切除しえた膀胱浸潤を伴う直腸 S 状部癌の 1 例
上野
綸（川崎医科大学付属病院 消化器外科学）

一般演題 15 「大腸・化学療法 2」

14:56 ～ 15:38
座長：植竹

宏之（国立病院機構

災害医療センター）

O-107

術前化学放射線療法を行った進行直腸癌症例における再発予測因子としての NLR の意義
中川 了輔（東京女子医科大学 消化器・一般外科）

O-108

上行結腸癌肝転移術後に再肝転移・腹膜播種・肺転移に対して集学的治療を行った 1 例
荒川
敏（藤田医科大学ばんたね病院 消化器外科）

O-109

Irinotecan+Ramcirumab 療法中に高アンモニア血症を来した大腸癌の 1 例
村瀬 秀明（新渡戸記念中野総合病院 外科）

O-110

Capesitabine 単剤による化学療法で長期生存を得られた StageIV 大腸癌の 2 例
須田光太郎（JA かみつが厚生連 上都賀総合病院）

O-111

オキサリプラチンによる横紋筋融解症を発症した上行結腸癌術後再発の 1 例
勝又 健太（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器・一般外科）

O-112

局所進行直腸癌に対する TNT の 1 例
小泉 彩香（帝京大学医学部附属溝口病院）

O-113

FOLFIRI+Ramcirumab 投与後にネフローゼ症候群を発症した進行結腸癌の 2 例
名倉 慎人（富山市立富山市民病院 外科）

一般演題 16 「虫垂・腸重積」

15:38 ～ 16:20
座長：吉岡

慎一（八尾市立病院）

O-114

High-Grade appendiceal mucinous neoplasm に併存した早期虫垂腺癌の 1 例
岡
啓史（市立東大阪医療センター）

O-115

虫垂ＭＡＣＡに対し腹腔鏡下盲腸部分切除術を施行し根治切除した一例
名田屋辰規（東京北医療センター 外科）

O-116

腹腔鏡手術が有効であった壁外性粘液貯留を伴う低異型度虫垂粘液性腫瘍の 1 例
小泉 範明（明石市立市民病院 外科）

O-117

集学的治療により長期生存が得られた，特発性血小板減少性紫斑病を伴う虫垂癌の 1 例
仲山
孝（山梨大学 第一外科）

O-118

緊急手術後に追加切除を行った盲腸癌リンパ節転移の１例
島田
竜（帝京大学外科）

O-119

肛門外に脱出し腸重積をきたした S 状結腸癌の 1 例
有本
聡（大阪府済生会吹田病院）

O-120

整復せず待機的に手術を行った上行結腸癌腸重積症の 1 例
中邑信一朗（松阪中央総合病院 外科）

第 5 会場（6F 千里ルーム B）
一般演題 17 「乳癌 1」

8:30 ～ 9:18
座長：柳川

雄大（関西労災病院

O-121

術前化学療法による手術省略後の再燃に対して手術を施行した乳癌の 1 例
北條 茂幸（大阪府済生会千里病院 乳腺・内分泌外科）

O-122

Paclitaxel ＋ Bevacizumab 療法が著効し根治術を施行した局所進行乳癌の一例
大島 一輝（関西労災病院 乳腺外科）

O-123

局所進行乳癌に対する Rhomboid flap 法を用いた原発巣切除術の長期成績
三浦 拓也（大阪公立大学大学院 乳腺外科）

O-124

臍転移・腹膜播種を伴った de novo Stage4 乳癌の 1 例
光吉
歩（関西労災病院 乳腺外科）

O-125

炎症性乳癌様の肺癌乳房内リンパ節転移を生じた多重癌の一例
三嶋千恵子（市立伊丹病院 乳腺外科）

O-126

治癒切除し得た胸壁浸潤を伴う巨大局所進行乳癌の一例
吉岡 節子（市立吹田市民病院 外科）

O-128

マイクロアレイデータをもとにした EndoPredict® の検討
綱島
亮（りんくう総合医療センター 外科）

一般演題 18 「乳癌 2」

乳腺外科）

9:18 ～ 10:06
座長：吉岡

節子（市立吹田市民病院

O-129

癌性心膜炎による心タンポナーデを伴った de novo Stage4 Her2 陽性乳癌の 1 例
菊守
香（関西労災病院 乳腺外科）

O-130

初回治療から 10 年以上経過して再発した乳癌 8 例の検討
吉村
淳（南奈良総合医療センター）

O-131

dose-denseAC 療法施行後に薬剤性間質性肺炎を発症した一例
大島 一輝（関西労災病院 乳腺外科）

O-132

乳癌 dose-dense 術前化学療法中に non-HIV PCP を併発した 1 例
後藤
航（大阪公立大学 乳腺外科）

O-133

葉状腫瘍と鑑別を要した乳房内結節性筋膜炎の１例
柳川 雄大（関西労災病院 乳腺外科）

O-134

QOL を優先するため手術を先行させた局所進行乳癌の 1 例
西村 顕正（弘前大学 乳腺外科）

O-135

乳腺分泌癌の一例
堀
亜実（関西労災病院

O-136

化学療法後手術施行し , 長期無再発を認めた頚部・縦隔リンパ節転移 Stage IV 乳癌の 1 例
鈴木 貴弘（弘前大学医学部附属病院 消化器・乳腺・甲状腺外科）

乳腺外科）

外科）

一般演題 19 「乳癌 3」

10:06 ～ 10:48
座長：湯川

真生（市立池田病院）

O-137

乳癌術後強直間代性けいれんを来した低 Na 血症例 医療安全の視点で
林
京子（独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院）

O-138

局所療法が困難であった乳腺 Neuroendocrine DCIS 症例
櫻井 健一（日本歯科大学附属病院 乳腺内分泌外科／医療法人社団
口パークタワークリニック）

O-139

Mohs ペースト処置および薬物療法により局所、病勢制御を得た進行乳癌の 1 例
経田
淳（富山労災病院 外科）

O-140

門脈浸潤を伴う肝門部胆管癌との鑑別が困難であった乳癌術後肝門部再発の 1 例
石井 翔太（新潟市民病院 外科）

O-141

山口県における高齢者乳癌治療に関するアンケート調査
前田 訓子（山口大学 消化器・腫瘍外科）

O-142

腎細胞癌の根治的腎摘除術後に、乳房内転移をきたした一例
川又あゆみ（広島大学病院 乳腺外科）

O-143

皮膚浸潤を伴う乳癌に対するモーズペーストの有用性
丸尾 啓敏（静岡市立清水病院・外科）

一般演題 20 「乳癌・化学療法」

藤崎病院

外科／川

10:48 ～ 11:30
座長：大島

一輝（関西労災病院）

O-144

ホルモン受容体陽性 /HER2 陰性乳癌術後補助療法の方針決定
藁谷 美奈（JCHO 相模野病院 外科）

O-145

トリプルネガティブ乳癌術前化学療法における non-pCR 例のカペシタビン療法
石橋 祐子（東京女子医科大学足立医療センター 乳腺診療部）

O-146

TDM1 で切除可能となった Her2 陽性局所進行乳癌の 1 例
佐藤 友威（新潟県立中央病院 外科）

O-147

乳癌髄膜播種に対して照射および抗悪性腫瘍薬髄注療法にて QOL を改善した一例
田中
宏（東邦大学医療センター佐倉病院 外科）

O-148

アベマシクリブが著効した乳癌多発骨転移の一例
佐藤 栄吾（東京都保健医療公社大久保病院 外科）

O-149

乳癌術後化学療法中に COVID-19 肺炎とニューモシスチス肺炎を併発した一例
藤井小真貴（市立伊丹病院 乳腺外科）

O-150

抗癌剤脱毛に対するαリポ酸誘導体経皮投与と皮膚冷却法の効果の検討
相場 崇行（大分大学 消化器・小児外科学講座）

一般演題 21 「十二指腸・肺」

13:20 ～ 14:08
座長：大西

直（西宮市立中央病院）

O-151

側方発育型早期十二指腸癌に対する 1 切除例
額原
敦（近畿大学奈良病院 消化器外科）

O-152

内視鏡的粘膜下層剥離術後の穿孔を閉鎖する組織接着性粒子の開発
伊藤 椎真（物質・材料研究機構／筑波大学 数理物質）

O-153

十二指腸癌術後左鎖骨上リンパ節転移に対し集学的治療により長期生存が得られた 1 例
植木 宏登（新潟大学 消化器・一般外科）

O-154

腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した十二指腸球部癌の 1 例
月田 智也（住友病院 外科）

O-155

急速に増大した大細胞神経内分泌癌に対して術加療と化学放射線療法にて寛解した一症例
安田 幸司（岸和田徳洲会病院）

O-156

肺性肥大性骨関節症で発症し、治療により軽快した肺多形癌の１例
松田 崚佑（西宮市立中央病院外科）

O-157

Durvalumab 完遂後の残存腫瘍に悪性細胞を認めたが腫瘍の縮小を認めた肺癌の一例
岡部 直行（福島県立医科大学 呼吸器外科学講座）

O-158

結腸間膜リンパ節転移を生じた肺癌（SCLC）に対する切除症例
大井 和哉（大手前病院）

一般演題 22 「その他」

14:08 ～ 14:56
座長：岡村

修（市立吹田市民病院）

O-159

集学的な対応を行なった Li-Fraumeni 症候群の姉妹例 ( １家系 2 症例 )
鈴木 興秀（埼玉医科大学 総合医療センター 消化管・一般外科 ／埼玉医科大学
医療センター ゲノム診療科）

O-160

放射線治療後に臍転移を来した子宮頚癌の 1 例
寺川 航基（国立大阪医療センター）

O-161

開腹歴のない虫垂・小腸間膜と大網索状物による内ヘルニアにより生じた小腸閉塞の 1 例
山田 正法（南大阪病院 外科）

O-162

Oncologic emergency 手術症例でのリコモジュリンの有用性の検討
生田 理紗（医療法人 明和病院 外科）

O-163

胆道癌と鑑別困難であった悪性リンパ腫の 1 例
松永 浩子（等潤病院）

O-164

術後リンパ節転移に対し放射線照射を行い長期生存が得られた３例
多賀
聡（福岡新水巻病院 外科）

O-165

腹腔鏡下組織生検にて診断しえた Peritoneal lymphomatosis の 1 例
宮嵜 安晃（紀南病院 外科）

O-166

医学科における緩和医療および終末期医療の卒前教育の現状
八岡 利昌（イムス三芳総合病院 消化器外科／上智大学大学院宗教学研究科）

総合

一般演題 23 「肉腫・デスモイド」

14:56 ～ 15:38
座長：福永

睦（兵庫県立西宮病院）

O-167

高齢患者において腸間膜脂肪肉腫の再発切除後、局所コントロールを得られている 1 例
久保 綾奈（戸畑共立病院 外科）

O-168

後腹膜原発平滑筋肉腫に対して血管合併切除を伴う膵頭十二指腸切除を施行した１例
松下 克則（兵庫県立西宮病院 外科）

O-169

腹腔内巨大デスモイド腫瘍の 1 例
鈴木有十夢（徳山中央病院）

O-170

減量手術後に化学療法を行い、減量手術を追加した脱分化型脂肪肉腫の１例（続報）
佐藤 克成（山形大学医学部外科学第一講座）

O-171

大網原発高分化型脂肪肉腫の１例
藤永 和寿（松阪市民病院 外科）

O-172

繰り返す外科的切除を行った後腹膜平滑筋肉腫の一例
赤澤
英（市立吹田市民病院 外科）

O-173

根治切除し得た巨大後腹膜脂肪肉腫の 1 例
石川 博康（埼玉医科大学総合医療センター

消化管・一般外科）

一般演題 24 「頭頚部・口腔」

15:38 ～ 16:20
座長：杉村啓二郎（関西労災病院）

O-174

精神発達遅滞を有する上顎歯肉癌患者に外科的治療を行なった 1 例
小池 尚史（雲南市立病院 歯科口腔外科／島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-175

患者カスタムメイド型カッティングガイドと再建用プレートを用いた下顎歯肉癌の 1 例
辰巳 博人（島根大学医学部歯科口腔外科）

O-176

カスタムメイド型切除ガイドと再建用プレートを用いて治療した放射線性顎骨壊死の一例
狩野 正明（島根県立中央病院 歯科口腔外科／島根大学医学部 歯科口腔外科）

O-177

上顎歯肉扁平上皮癌術後の海綿静脈洞転移の 1 例
市山 友子（益田赤十字病院 歯科口腔外科／島根大学医学部

O-178

上顎癌切除後の広範囲顎欠損部に対して 2 期的再建治療により口腔機能回復を行った 1 例
大迫 里江（島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-179

コロナ渦の受診控えにより悪性転化をきたした左舌癌の 1 例
大迫 里江（島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-180

FNA クラス III で手術を施行した甲状腺良性腫瘍の臨床的検討
輿石 晴也（都立大塚病院 外科）

歯科口腔外科学講座）

第 6 会場（6F 601 号室）
一般演題 25 「膵 1」

8:30 ～ 9:18
座長：谷

眞至（滋賀医科大学

外科学講座）

O-181

当院の膵癌術後の初発肺転移症例に関する検討
桂
宜輝（関西労災病院 外科）

O-182

膵癌化学療法中に発症した血栓性微小血管症に対して血漿交換が著効した 1 例
山下 雅史（市立豊中病院 外科）

O-183

腹膜播種を有する膵体部癌に対して conversion surgery を施行した 1 例
榎
迪洋（国立病院機構大阪医療センター 外科）

O-184

 動脈破格（SMA-RHA）を有する局所進行切除不能膵体部癌に対し DA-CAR を施行し得た 1
肝
例
日向
聖（大阪警察病院 外科）

O-185

切除不能局所進行膵癌に対し化学療法後に血流改変をして動門脈合併切除を施行した一例
北川 彰洋（堺市立総合医療センター 外科）

O-186

化学療法中に Trousseau 症候群を発症した 2 例
畑
知樹（市立貝塚病院 外科）

O-187

膵癌術後 5 年経過後に出現した 2 度の肺転移に対し切除により長期生存が得られている 1 例
徳原 佳織（愛仁会高槻病院 消化器外科）

O-188

腎摘 24 年後の腎癌膵転移、膵体尾部切除後に残膵再発、膵全摘術を施行した１例
竹田
凌（京都第一赤十字病院）

一般演題 26 「肝原発 1」

9:18 ～ 10:06
座長：上野

富雄（川崎医科大学

消化器外科）

O-189

高齢者肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除の治療成績
木原悠花梨（関西労災病院 消化器外科）

O-190

肝細胞癌術後多発再発に対してアテゾリズマブ + ベバシズマブ併用療法が著効した 1 例
藤井 純一（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）

O-191

TACE・薬物療法不応の多発肝細胞癌に対して One-shot New FP 療法が著効した一例
三上 恒治（関西労災病院 放射線診断 IVR 科）

O-192

下大静脈腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対し肝動注療法後体外循環を用いて肝切除し得た一例
酒井 健司（国立病院機構大阪医療センター 外科）

O-193

切除不能肝内胆管癌に対して GCS 療法を施行し、Conversion surgery を施行した１例
俊山 礼志（大阪医療センター 外科）

O-194

肝動脈浸潤を伴うリンパ節転移を示す肝内胆管癌に対し化学療法後に根治切除し得た１例
的羽大二朗（大阪大学大学院 消化器外科学）

O-195

腫瘍破裂に対する肝動脈塞栓後の手術待機期間中に胆道出血を来した肝細胞癌の 1 例
岸本 朋也（八尾市立病院 外科）

O-196

高齢発症の巨大肝内胆管癌に対して ablation を軸に集学的治療で延命した 2 例
山形 美里（明和病院 外科）

一般演題 27 「胆道 1」

10:06 ～ 10:54
座長：三澤

健之（帝京大学医学部外科学講座）

O-197

当院の切除不能胆道癌に対する GEM+CDDP 療法の経験
棟田 真斗（関西労災病院 初期臨床研修医）

O-198

皮下結節性脂肪壊死症を合併した十二指腸乳頭部癌の一例
占部翔一朗（大阪大学 消化器外科学）

O-199

肝転移を伴う十二指腸乳頭部癌に対して化学療法後に conversion surgery を施行した 1 例
松本 謙一（りんくう総合医療センター 外科）

O-200

傍大動脈リンパ節転移陽性胆嚢癌に対して Conversion 手術を施行した 1 例
福田 虹恵（市立池田病院 外科）

O-201

SS 胆嚢癌に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術のみ施行後 6 年で発症した肝門部胆管癌の 1 例
太田 英夫（日本生命済生会 日本生命病院 消化器外科／兵庫県立西宮病院 消化器外科）

O-202

GC 療法にてダウンステージ後に外科切除を施行し長期生存を得た進行胆嚢癌の 1 例
渡邊 創太（守口敬仁会病院 外科）

O-203

肝腫瘤によって発見された胆嚢神経内分泌癌の 1 切除例
野呂 浩史（市立芦屋病院 外科）

O-204

肺動脈塞栓により急激な経過をたどった膵・胆管合流異常に合併した胆嚢粘液癌の 1 例
服部 憲亮（医療法人明和病院 外科）

一般演題 28 「肝原発 2」

10:54 ～ 11:42
座長：大塚

将之（千葉大学大学院

臓器制御外科学）

O-205

肺転移に対して経動脈的化学塞栓術と経皮的ラジオ波焼灼術を施行した肝細胞癌の１例
前田
栄（堺市立総合医療センター）

O-206

異時性肝門部リンパ節転移切除後に長期生存を得た肝細胞癌の 1 例
吉田 俊彦（兵庫県立がんセンター消化器外科）

O-207

赤血球増多症・高 Ep 血症を合併した肝細胞癌の 1 切除例
三橋
登（習志野第一病院 外科）

O-208

当院で経験した細胆管細胞癌 3 例の検討
玉井 瑞希（京都府立医科大学附属北部医療センター）

O-209

ヘモクロマトーシスを背景肝として発症した肝血管肉腫の 1 例
加古 智弘（名古屋市立大学 消化器外科学）

O-210

肝臓原発悪性中皮腫の一切除例
鈴木 健太（愛知医科大学 消化器外科）

O-211

肝原発 MALT リンパ腫の 1 例
梅野 紘希（徳山中央病院）

O-212

術後化学療法で長期生存が得られたリンパ節転移陽性の肝内胆管癌の１例
安部
舜（新潟大学 消化器外科）

一般演題 29 「転移（肝胆膵）」

13:20 ～ 14:08
座長：吉田

寛（日本医科大学

消化器外科）

O-213

巨大嚢胞状腫瘤を呈した胃 GIST 肝転移の 1 切除例
金城 尚樹（山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学）

O-214

術後 20 年目に診断が得られた卵巣原発低異型度子宮内膜間質肉腫の肝転移の 1 例
名嘉眞陽平（大牟田市立病院／飯塚市立病院）

O-215

大腸癌原発転移性肝癌 (H3) に対して化学療法後に無輸血下にて肝切除術を施行した 2 症例
小川 竜弥（湘南厚木病院 外科）

O-216

術後早期に多発肝転移を来した膵腺扁平上皮癌の 1 切除例
乙竹 秀明（みやぎ県南中核病院 消化器内科）

O-217

化学療法継続で再発後 50 か月生存中の膵癌多発肺転移の１例
久原浩太郎（東京女子医科大学 足立医療センター 外科）

O-218

十二指腸乳頭部癌術後孤立性肺転移の１切除例
塚本 忠司（大阪市立十三市民病院 外科）

O-219

悪性黒色腫孤立性膵転移に対して外科的切除し得た 1 例
高橋 秀樹（帝京大学医学部附属病院 肝胆膵外科）

O-220

切除可能膵癌に対して術前化学療法を施行し，切除後効果判定が CR となった症例
下嶋優紀夫（新潟県立がんセンター新潟病院 消化器外科／東京女子医科大学附属足立医療
センター 外科）

一般演題 30 「胆道 2」

14:08 ～ 14:56
座長：塩澤

俊一（東京女子医科大学附属足立医療センター 外科）

O-221

門脈下大静脈シャント塞栓術により、術後肝性脳症を治療し得た肝門部領域胆管癌の 1 例
村上
崇（帝京大学ちば総合医療センター 外科）

O-222

超高齢悪性胆道狭窄に対し、繰り返しステント治療・支持療法を行い長期予後を得た 1 例
島崎 怜理（横芝光町立東陽病院）

O-223

遠位胆管に発生した混合性神経内分泌非神経内分泌腫瘍（MiNEN) の一例
小林 建太（JA とりで総合医療センター 外科）

O-224

膵頭十二指腸切除術後に膵管ロストステントが肝内胆管へ迷入し肝内結石を生じた 1 例
杉山 祐之（厚生中央病院・消化器病センター（外科）／東京医科大学・消化器・小児外科学分野）

O-225

GCS 療法を行い conversion surgery を施行し得た肝内胆管癌の一例
小倉
望（東京都済生会中央病院 腫瘍内科／済生会中央病院 消化器内科）

O-226

術後早期再発を来した胆嚢神経内分泌癌の 1 例
新井相一郎（久留米大学病院 外科）

O-227

Conversion Surgery が可能となった切除不能胆嚢癌の 1 例
杉田 三郎（トヨタ記念病院）

O-228

外科的切除を行った成人輪状膵に合併した進行胆嚢癌の 1 例
齊藤 健志（名古屋市立大学病院 消化器外科学）

一般演題 31 「胆膵手技」

14:56 ～ 15:38
座長：武冨

紹信（北海道大学

消化器外科Ⅰ）

O-229

高齢者に対する膵頭十二指腸切除術の安全性の検討と術後肺炎予防に対する取り組み
伊東山瑠美（済生会熊本病院 外科）

O-230

食道癌術後の膵頭十二指腸切除術にて ICG 蛍光法による胃管血流評価が有用であった 2 例
戸ケ崎賢太郎（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学）

O-231

当院における十二指腸原発癌切除例の検討
藤崎
滋（藤崎病院 外科）

O-232

膵癌術後再発による門脈狭窄に対し門脈内ステント留置が有効であった１例
近藤 里江（帝京大学医学部附属病院 肝胆膵外科）

O-233

膵尾部癌による Sister Mary Joseph’s nodule に対する局所療法としての外科的切除
渡邉健太郎（東邦大学）

O-234

ロボット支援下膵体尾部切除術の導入初期の成績
松川 啓義（広島市立広島市民病院 外科）

O-235

当院にて腹腔鏡下膵頭温存十二指腸切除を施行した症例の手術成績
新毛
豪（関西労災病院 消化器外科）

一般演題 32 「大腸・化学療法 3」

15:38 ～ 16:20
座長：山口

佳之（川崎医科大学

臨床腫瘍学）

O-236

化学療法後に liver-first approach で切除した巨大な肝転移を伴う閉塞性直腸癌の 1 例
河合 賢二（関西労災病院 外科）

O-237

大腸癌肝転移に対する全身化学療法が遂行困難となり、肝動注療法が奏功している 1 例
兼子
順（蓮田病院 外科）

O-238

直腸癌に対する Oxaliplatin 投与後発生した Nodular Regenerative Hyperplasia の 1 例
伊禮 俊充（浦添総合病院 外科）

O-239

切除不能進行再発大腸癌における後方ラインでの FOLFIRI+Ramucirumab 療法の使用経験
内藤
敦（大阪警察病院 消化器外科）

O-240

高齢者の高度進行盲腸癌に対しバイパス術後に化学療法を行い安全に切除しえた 1 例
川脇 拓磨（近江八幡市立総合医療センター 外科）

O-241

高齢大腸癌患者に対する術後補助化学療法についての検討
西居 孝文（大阪市立総合医療センター 消化器外科・肝胆膵外科）

O-242

大腸癌癌薬物療法の先発後発医薬品の安全性に関する検討
藤田 有事（JCHO 神戸中央病院）

第 7 会場（6F 602 号室）
一般演題 33 「大腸・ロボット 1」

8:30 ～ 9:18
座長：松田

宙（大阪国際がんセンター）

O-243

高齢者直腸癌に対するロボット手術の短期成績
西沢佑次郎（大阪急性期・総合医療センター）

O-244

局所進行直腸癌に対する集学的治療～ロボット手術が根治切除を可能にする～
谷田
司（市立東大阪医療センター）

O-245

一般市中病院におけるロボット支援下直腸癌手術の導入と短期成績
山本 健人（田附興風会医学研究所北野病院）

O-246

同時性多発大腸癌に対してロボット手術と腹腔鏡手術を併用した 1 例
雪本 龍平（市立東大阪医療センター）

O-247

 腸癌膀胱 / 前立腺浸潤に対して、他科との協力で施行し得たロボット支援下超低位前方切除・
直
膀胱 / 前立腺合併切除の 1 例
泉谷 祐甫（堺市立総合医療センター 外科）

O-248

リンパ節転移を伴った 4.7mm の直腸 NEN に対してロボット支援下 LAR を施行した一例
大辻 晋吾（市立豊中病院 外科）

O-249

放射線療法ならびに化学療法とロボット手術により骨盤内臓全摘術を回避できた直腸癌
林
信貴（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-250

ロボット支援下直腸切除術における直腸間膜処理の工夫 - 低コスト化を意識して 青松 直撥（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

一般演題 34 「大腸・再発」

9:18 ～ 10:06
座長：森田

俊治（市立伊丹病院）

O-251

直腸癌術後早期に人工肛門近傍に皮膚転移再発をきたした一例
福本 結子（関西労災病院）

O-252

大腸癌腹膜播種再発に対して、腸骨筋・大腿神経合併切除を施行し、局所制御しえた 1 例
大谷 雅樹（兵庫医科大学 下部消化管外科）

O-253

子宮体癌の大腸転移の 1 例
田中
綾（高槻病院）

O-254

直腸癌同時性肝転移に対し、liver-first approach にて根治切除が得られた 1 切除例
井出 義人（JCHO 大阪病院 外科）

O-255

早期直腸癌に対して EMR 施行し 17 年目に発生した直腸癌の 1 例
長谷川 誠（関西労災病院 外科）

O-256

孤立性胃所属リンパ節転移をきたした直腸癌の 1 例
曾田 和司（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

O-257

開腹移行により腹膜播種の見逃しを回避し得た S 状結腸癌の 1 例
高島 順平（帝京大学医学部附属溝口病院 外科）

O-258

腎癌術後の結腸転移に対して手術治療した 1 例
鈴木可南子（呉医療センター・中国がんセンター 外科）

一般演題 35 「大腸・ロボット 2」
座長：賀川

10:06 ～ 10:48
義規（大阪急性期・総合医療センター

消化器外科）

O-259

直腸癌＋膀胱癌＋前立腺癌の同時性 3 重癌に対しロボット支援下手術を施行した 1 例
中瀬 達也（関西労災病院 外科）

O-260

下部直腸癌括約筋機能温存手術の安全性及び根治性の向上を目指した治療戦略の検討
丹場 太陽（弘前大学 消化器外科）

O-261

側方リンパ節腫大を伴う直腸癌に TNT 療法とロボット手術を施行した１例
冨田ひかり（大阪急性期 ･ 総合医療センター 消化器外科）

O-262

膀胱浸潤を伴う直腸 S 状結腸部癌に対して術前化学療法後にロボット手術を施行した１例
北林
快（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-263

当科におけるロボット支援下手術の術中・術後合併症に関する検討
河合 雅也（順天堂大学医学部 下部消化管外科）

O-264

他臓器浸潤を伴う局所進行直腸がんに対するロボット支援手術
高橋 広城（名古屋市立大学 消化器外科）

O-265

ロボット支援下腹会陰式直腸切断術後に 8mm ポートサイトヘルニアを発症した 1 例
古谷 晃伸（兵庫県立がんセンター 消化器外科）

一般演題 36 「膵 2」

10:48 ～ 11:30
座長：海野

倫明（東北大学

消化器外科学）

O-266

化学療法と放射線療法後に根治切除となったが早期再発し急激な経過を辿った膵癌の 1 例
丸山 大貴（八戸市立市民病院 外科）

O-267

腹腔洗浄細胞診陰転化後に原発巣切除を行った高齢者膵癌の 1 例
平野 直大（東北大学 消化器外科学）

O-268

GEM+nabPTX 療法が奏効し CY 陰転化後に残膵全摘術を施行した CY 陽性残膵癌の 1 例
中島 香凜（新潟県立中央病院 外科）

O-269

切除と化学療法で術後 7 年の生存を得た膵 invasive micropapillary carcinoma の 1 例
鈴木
晋（新潟県立中央病院 外科）

O-270

膵癌切除術後 17 ヶ月で再発するも集学的治療により術後 10 年以上生存中の１例
藤崎
滋（藤崎病院 外科）

O-271

切除不能膵癌に対し化学療法が奏効し術後病理学的完全奏効を認めた 3 症例
楊
昌洋（国立病院機構災害医療センター 消化器乳腺外科）

O-272

集学的治療で奏効し長期生存が得られている膵体部癌の 1 例
峯田 修明（川崎医科大学 消化器外科学）

一般演題 37 「大腸・症例 1」

13:20 ～ 14:08
座長：前田

O-273

清（大阪公立大学大学院医学研究科

S 状結腸粘膜下に発生した低悪性度子宮内膜間質肉腫の１切除例
田中 宏幸（黒部市民病院 外科）

消化器外科）

O-274

下部直腸に発生した扁平上皮癌の 1 例
大崎 真央（大阪大学 消化器外科）

O-275

蛋白漏出性胃腸症を伴った上行結腸癌に対して外科的切除を施行した 1 例
松本 辰也（明石市立市民病院 外科）

O-276

同時性に Virchow リンパ節転移と左腋窩リンパ節転移をきたした下行結腸癌の 1 例
関戸 清佳（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 消化器乳腺外科）

O-277

大腸髄様癌の一例
佐伯 晋吾（都志見病院）

O-278

上行結腸神経鞘腫の一例
鎌倉 悠宇（市立吹田市民病院

O-279

横行結腸部分切除後、大網脂肪織炎による吻合部狭窄から大腸穿孔に至った 1 例
三宅祐一朗（堺市立総合医療センター）

O-280

壁外性発育を示した回盲部大腸癌の 1 例
天野 優希（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院

外科）

消化器・一般外科）

一般演題 38 「大腸・症例 2」

14:08 ～ 14:56
座長：長谷川順一（市立貝塚病院）

O-281

直腸 MiNEN に対して外科的切除を施行した 1 例
大和田善之（高槻病院 消化器外科）

O-282

リンパ節転移が認められた腫瘍径 1cm 未満の直腸神経内分泌腫瘍 (NET G2) の 1 例
竹ノ谷 隆（医療法人財団 荻窪病院 外科）

O-283

巨大直腸 GIST に対し、術前補助療法後に腹腔鏡下に根治切除術を施行した 3 例
松井 佑起（大阪国際がんセンター）

O-284

腫瘍破裂を来した直腸巨大 GIST の 1 例
池嶋
遼（関西労災病院）

O-285

イマチニブ内服にて長期経過観察中の直腸 GIST の１例
長谷川久美（蓮田病院 外科）

O-286

急速に進行した結腸 NEC に対し、腹腔鏡下結腸切除術を施行し根治を得た一例
笹生 和宏（市立芦屋病院）

O-287

直腸 NET との鑑別を要した直腸原発 B 細胞性リンパ腫の一例
村尾 修平（箕面市立病院 外科）

O-288

予後不良であった上行結腸原発腺神経内分泌細胞癌多発肝転移の 1 例
尤
曉琳（下関医療センター 消化器外科）

一般演題 39 「大腸・鏡視下手術 2」

14:56 ～ 15:38
座長：坂本

一博（順天堂大学医学部

下部消化管外科）

O-289

局所切除後の断端陽性に対しロボット支援下手術を施行した肛門周囲 Paget 病の 1 例
入江 直子（埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）

O-290

膀胱浸潤を伴う直腸癌に TNT 後にロボット支援下低位前方切除術を施行した 1 例
鈴木 悠太（帝京大学医学部附属溝口病院 外科）

O-291

ロボット支援下腹会陰式直腸切断術を施行した肛門部悪性末梢神経鞘腫瘍の 1 例
山本
梓（埼玉医科大学総合医療センター）

O-292

局所浸潤直腸癌に対しロボット支援下に前立腺全摘を併施し骨盤内臓全摘を回避した 1 例
齋藤
達（東北大学 消化器外科学）

O-293

鏡視下に同時切除した S 状結腸癌および横行結腸間膜原発 solitary fibrous tumor の 1 例
得能 和久（徳山中央病院）

O-294

Persistent Descending Mesocolon を伴う S 状結腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除の１例
沼尻 良輝（イムス三芳総合病院 消化器外科）

O-295

広範囲に後腹膜膿瘍を形成した下行結腸癌に対して二期的に手術を行った 1 例
春木 祐司（松阪市民病院）

一般演題 40 「大腸・再発」

15:38 ～ 16:20
座長：福﨑

孝幸（大阪府済生会千里病院）

O-296

短期間に急速に増大した下行結腸癌異時性卵巣転移の一例
市川 善章（市立伊丹病院 消化器外科）

O-297

短期間に急速に増大し、破裂した直腸癌異時性卵巣転移の一例
辻井 克弥（市立伊丹病院 消化器外科）

O-298

広範に転移を認めた原発不明骨盤内粘液癌の局所再発に対する治療
三宅 正和（りんくう総合医療センター）

O-299

直腸癌術後局所再発に対して，低侵襲手術と放射線が奏功した１例
高橋
玄（順天堂大学 下部消化管外科）

O-300

大腸癌・小腸腫瘍術後の骨盤内腹膜転移に対して腹腔鏡手術を施行した 4 例
入江 宇大（順天堂大学 下部消化管外科）

O-301

腹腔鏡下低位前方切除・右精嚢合併切除で治癒切除し得た上行結腸癌腹膜播種再発の一例
鈴木 陽三（市立豊中病院 外科）

O-302

大腸癌からの外鼠径ヘルニア嚢転移を TAPP アプローチで切除した 1 例
平木 将之（関西労災病院 消化器外科）

第 8 会場（6F 603 号室）
一般演題 41 「小腸」

8:30 ～ 9:18
座長：太田

博文（市立池田病院）

O-303

腸重積を来たし診断した小腸 GIST の一例
渡辺 隆文（厚生中央病院 消化器病センター外科／東京医科大学

O-304

化学療法中に小腸穿孔を来した単形性上皮性腸管 T 細胞性リンパ腫の１例
河北 英明（厚生中央病院 消化器病センター外科）

O-305

小腸癌イレウスにより発症した Wernicke 脳症の 1 例
谷崎 慶子（市立貝塚病院）

O-306

小腸転移により腸重積を来した直腸悪性黒色腫の 1 例
江上 洋介（関西労災病院 外科）

O-307

腹腔鏡下に切除した原発性空腸癌の 1 例
高田 晃宏（市立伊丹病院 外科）

O-308

子宮癌に対する放射線治療 50 年後に回腸穿孔性腹膜炎を発症した１例
塚田
学（福島赤十字病院 外科）

O-309

成人における巨大腸間膜リンパ管腫の 1 切除例
村上 剛平（JCHO 大阪病院）

O-310

集学的治療により長期生存が得られた肝転移を伴う小腸間膜原発神経内分泌腫瘍の一例
波江野真大（大阪労災病院 外科・消化器外科）

消化器・小児外科学分野）

一般演題 42 「食道 1」

9:18 ～ 10:06
座長：平尾

素宏（大阪医療センター）

O-311

食道癌術後 15 年目に認めた超晩期再発の 1 例
宮本 裕成（大阪公立大学 消化器外科学）

O-312

集学的治療が奏効した StageIVb 胸部食道癌の１例
老木
華（堺市立総合医療センター）

O-313

食道癌術後の吻合部狭窄に対して十二指腸ステント留置を行った１例
松本
萌（東京医科大学 消化器外科・小児外科）

O-314

食道癌の術前化学療法中にペグフィルグラスチムによる大動脈炎をきたした一例
服部 修太（新潟大学 消化器一般外科）

O-315

COVID-19 肺炎罹患後に根治手術を施行した胸部食道癌の一例
梅津 匡宏（独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター

O-316

食道癌根治切除後の異時性多臓器転移に対し集学的外科治療で長期生存を得た１例
神尾 幸則（山形大学 第一外科）

O-317

食道癌集学的治療中多発リンパ節転移に対し Nivolumab が奏効した一例
山本
慧（箕面市立病院 外科）

外科）

O-318

食道平滑筋腫に対して胸腔鏡下腫瘍核出術を施行した一例
清水康一郎（横浜市立大学 外科治療学）

一般演題 43 「食道 2」
座長：國崎

10:06 ～ 10:48
主税（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）

O-319

食道メラノーシス経過観察中に食道悪性黒色腫を診断し切除しえた一例
金子洋一郎（東京医科大学 消化器・小児外科）

O-320

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（横浜市大附属市民総合医療センター 消化器病センター 外科）

O-321

単発肝転移を有する高度進行食道癌に対し術前化学放射線療法後に手術を施行した一例
藤原由美子（兵庫県立尼崎総合医療センター）

O-322

食道癌術前 FP 療法中に高アンモニア血症による意識障害を来たした一例
山崎 嘉美（東京都立広尾病院 外科）

O-323

食道癌に対するニボルマブ治療中に Peritumoral infiltration と診断した１例
佐々木直迪（東京都立駒込病院 食道外科）

O-324

食道癌に対する ESD 後の良性狭窄に対し食道バイパス手術により QOL 向上を得られた一例
加藤
喬（神戸大学 食道胃腸外科）

O-325

S-1 単独療法が奏効した再発食道癌の 1 例
川田 純司（八尾市立病院 外科）

一般演題 44 「胃・症例 2」

10:48 ～ 11:30
座長：赤丸

祐介（大阪労災病院

O-326

リンパ節転移を伴う肺癌胃転移の一切除例
小林
圭（国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院）

O-327

胃腺扁平上皮癌の一切除例
柏本 錦吾（京都山城総合医療センター

O-328

粘膜内癌を伴う胃限局性若年性ポリポーシスの一切除例
酒井
淳（横須賀共済病院 外科）

O-329

胃顆粒細胞腫に対しロボット支援下手術を施行した一例
木村 大輝（藤田医科大学 総合消化器外科学）

O-330

再発に対する化学療法中に髄膜癌腫症を発症した幽門前庭部進行胃癌の一例
高橋 深幸（独立行政法人国立病院機構災害医療センター 消化器乳腺外科）

O-331

Nivolumab 治療により長期間治療中に脳転移を生じた胃癌の 1 例
並川
努（高知大学外科学）

O-332

審査腹腔鏡にて診断し得たスキルス胃癌の 1 例
西條 岳彦（みやぎ県南中核病院 外科）

一般演題 45 「遺伝性大腸癌

消化器外科）

その他」

13:20 ～ 14:08
座長：畑

O-333

外科）

下行結腸癌，腎盂癌の重複癌を契機に Lynch 症候群が疑われた 1 例
榎木 佑弥（新潟市民病院）

泰司（関西労災病院

外科）

O-334

FAP 術後のデスモイド腫瘍再発に対し腫瘍切除と DOX ＋ DTIC 療法にて長期生存している一例
武田
和（箕面市立病院 外科）

O-335

S 状結腸癌術後の孤立性デスモイド腫瘍に対し腹腔鏡下結腸小腸部分切除を施行した一例
松田 大樹（りんくう総合医療センター）

O-336

リンチ症候群を疑う異時性多重がんの 1 例
井上
彬（大阪急性期・総合医療センター

O-337

内視鏡併用での経肛門的穿刺拡張術が有効であった ISR 後の吻合部完全閉塞の一例
平野 昌孝（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

O-338

Pull through 法を用いることで一時的人工肛門増設を回避し得た下部直腸癌の２例
鎌田 陽介（明石市立市民病院 外科）

O-339

大腸癌脳転移に対して手術を行い症状の改善が得られた 1 例
三毛門佳彦（新水巻病院）

O-340

術前診断が可能であった蛋白漏出を伴う直腸癌の１例
永井 健一（日本生命病院 消化器外科）

消化器外科）

一般演題 46 「大腸・血管」

14:08 ～ 14:56
座長：池田

正孝（兵庫医科大学

医学部）

O-341

上腸間膜静脈にリンパ節浸潤を認めた盲腸癌に対し、SMV 合併切除、再建術を施行した 1 例
河口
恵（順天堂大学 下部消化管外科）

O-342

上腸間膜静脈腫瘍栓を伴った上行結腸癌の 1 切除例
瀬木 祐樹（松阪中央総合病院）

O-343

無症候性腹腔動脈狭窄と上腸間膜動脈起始部狭窄を同時に有するＳ状結腸癌の１手術例
中林 雄大（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門）

O-344

心タンポナーデを発症した横行結腸癌心膜転移の 1 例
庄司 太一（馬場記念病院 外科）

O-345

好酸球性多発血管炎性肉芽腫症に合併した横行結腸癌の１例
臼井 創大（聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 消化器一般外科）

O-346

急性下肢動脈閉塞症を発症した直腸癌の１例
岡野 美穂（市立貝塚病院 外科）

O-347

虚血性重症心不全を併存する上行結腸癌に対して IABP 補助下に根治切除した一例
横野 良典（大阪急性期・総合医療センター）

O-348

腹腔鏡下大腸癌手術における抗血栓薬の休薬および周術期ヘパリン置換の治療成績
杉本 智樹（大阪急性期・総合医療センター 消化器外科／大阪大学 消化器外科）

一般演題 47 「大腸・サーベイランス」

14:56 ～ 15:38
座長：高橋

O-349

秀和（大阪大学消化器外科）

クローン病に合併した痔瘻癌をサーベイランス検査により早期に診断し切除した 1 例
金城 大典（大阪警察病院 消化器外科）

O-350

下部直腸 T2 癌のリンパ節郭清と術後フォローアップの検討
佐藤 美信（六輪病院 外科／藤田医科大学 総合消化器外科学／藤田医科大学
病院 外科・小児外科）

O-351

恥骨直腸筋機能からみた下部直腸癌低位前方切除術後 3 年目での便失禁の検討
富田 凉一（日本歯科大学大学院 外科学）

O-352

大腸 SM 癌におけるリンパ節転移に関する新たな予測モデルの開発
土橋 果実（大阪大学 消化器外科）

O-353

膵癌 S 状結腸壁内転移の一切除例
松村倫太郎（大阪労災病院 臨床研修センター／大阪労災病院

O-354

肝内胆管癌と S 状結腸癌の重複癌に対して一期的に腹腔鏡下手術を施行した１例
堤
甲輔（独立行政法人 国立病院機構 関門医療センター 外科）

O-355

横行結腸癌と腎細胞癌との同時性重複癌の肝転移に対して根治切除を施行した 1 例
水野 剛志（兵庫県立西宮病院 消化器外科）

ばんたね

外科）

一般演題 48 「肝胆膵」

15:38 ～ 16:20
座長：秋田

裕史（大阪国際がんセンター）

O-356

空腸浸潤を認めた漿液性膵嚢胞腫瘍の症例
山崎 慶介（弘前大学 消化器外科）

O-357

十二指腸閉塞で発症した後腹膜原発不明癌の一切除例
福光
寛（イムス三芳総合病院 消化器外科）

O-358

膵癌結腸穿通部からの消化管出血に対し緊急手術を施行した膵尾部癌の １ 例
野島 広之（帝京大学ちば総合医療センター）

O-359

胆癌患者の胆嚢炎に対する salvage perctaneous transhepatic gallbladder drainage
室屋 大輔（戸畑共立病院 外科）

O-360

診断に難渋した長径 27 ｃｍの巨大膵粘液嚢胞性腫瘍の 1 例
佐藤 哲也（徳山中央病院）

O-361

膵頭十二指腸切除術後に発生し診断に苦慮した外傷性神経腫の一例
藤原
悠（神戸赤十字病院 外科）

O-362

肝被膜下出血を来した肝細胞腺腫の一例
阪上 将基（関西労災病院）

