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8：30～ 9：40

スポンサードシンポジウム1
 「切除可能膵癌における術前治療の是非」

　　　　　　　　司会：中村　雅史（九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科）
　　　　　　　　　　　庄　　雅之（奈良県立医科大学 消化器・総合外科学教室）
　　　コメンテーター：村上　義昭（広島大学大学院医系科学研究科 外科学）

 SY1－1 集学的治療時代における切除可能膵癌に対する術前化学放射線治療の成績と意義
 中川　顕志、赤堀　宇広、中村　広太、高木　忠隆、池田　直也、庄　　雅之
 奈良県立医科大学　消化器・総合外科

 SY1－2 切除可能膵癌に対する術前化学放射線療法－CA19-9正常化の意義について－
 高橋　秀典、山田　大作、飛鳥井　慶、長谷川慎一郎、和田　浩志、秋田　裕史、
 石川　　治
 大阪国際がんセンター　消化器外科

 SY1－3 当科における切除可能膵癌に対する術前療法の検討
 李　　東河 1、外山　博近 1、石田　　潤 1、白川　幸代 1、椋棒　英世 1、
 寺井　祥雄 1、田中　基文 1、柳本　泰明 1、木戸　正浩 1、味木　徹夫 2、
 福本　　巧 1

 1神戸大学大学院　医学研究科　外科学講座　肝胆膵外科学分野、
 2神戸大学医学部附属　国際がん医療・研究センター

 SY1－4 R膵癌早期再発例の検討
 賀川　真吾、吉富　秀幸、高野　重紹、古川　勝規、高屋敷　吏、久保木　知、
 鈴木　大亮、酒井　　望、三島　　敬、中台　英里、大塚　将之
 千葉大学　臓器制御外科

 SY1－5 手術先行治療を施行した切除可能膵癌における予後不良予測因子の解析と、術前化学
療法による新たな臨床試験の取り組み

 近藤　　成、上村健一郎、中川　直哉、岡田健司郎、瀬尾　信吾、西蔭　孝之、
 村上　義昭
 広島大学医歯薬保健学研究科　外科学

 SY1－6 Evaluation of preoperative prognostic factors in patients with resectable 
pancreatic ductal adenocarcinoma

 出雲　　渉、樋口　亮太、谷澤　武久、植村修一郎、松永雄太郎、椎原　正尋、
 長野栄理香、山本　雅一
 東京女子医科大学　消化器・一般外科

講演会場　1 F 大ホール

10 12月 日(土)
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　 SY1－7 StageⅠ膵癌の再発形式と予後を考慮した治療戦略
 蔵原　　弘 1、前村　公成 1、又木　雄弘 1、田上　聖徳 1、伊地知徹也 1、
 飯野　　聡 1、川崎　洋太 1、新地　洋之 2、夏越　祥次 1

 1鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科、 2鹿児島大学　保健学科

共催：武田薬品工業株式会社

9：40～10：30

要望演題1
 「切除不能膵癌に対する治療戦略①」

　　　　　司会：齋浦　明夫（順天堂大学　肝・胆・膵外科）
　　　　　　　　安保　義恭（手稲渓仁会病院　消化器病センター）
コメンテーター：辻　　　靖（国家公務員共済連合組合連合会 斗南病院 腫瘍内科／化学療法センター）

 O1－1 当科における初診時切除不能膵癌症例に対するconversion surgeryの治療成績
 林　　洋毅、畠　　達夫、有明　恭平、高舘　達之、石田　晶玄、大塚　英郎、
 水間　正道、中川　　圭、森川　孝則、元井　冬彦、海野　倫明
 東北大学医学部　消化器外科学

 O1－2 切除不能膵癌に対する治療法の検討
 鈴木　修司、下田　　貢、島崎　二郎、丸山　常彦、大城　幸雄、西田　清孝、
 有働竜太郎、今里　亮介
 東京医科大学茨城医療センター　消化器外科

 O1－3 切除不能局所進行膵癌治療戦略におけるConversion surgeryの役割と課題
 高木　忠隆、赤堀　宇広、中村　広太、長井美奈子、中川　顕志、庄　　雅之
 奈良県立医科大学付属病院　消化器・総合外科

 O1－4 切除不能膵癌に対するconversion surgery
 佐々木亘亮、高野　重紹、吉富　秀幸、賀川　真吾、古川　勝規、高屋敷　吏、
 久保木　知、鈴木　大亮、酒井　　望、三島　　敬、大塚　将之
 千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科学

 O1－5 画像診断による切除不能膵臓癌に対するconversion surgeryの臨床的有用性；道
内多施設研究（HOPS UR-01）

 木村　康利 1、中村　　透 2、林　　　毅 3、桒谷　将城 4、本谷　雅代 5、
 吉田　眞誠 6、山北　圭介 7、後藤　拓磨 8、高橋　邦幸 3、平野　　聡 2、
 竹政伊知朗 1

 1札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科、 2北海道大学 消化器外科II、
 3手稲渓仁会 病院消化器病センター、 4北海道大学 消化器内科、
 5札幌医科大学 消化器内科、 6札幌医科大学 腫瘍内科、
 7旭川医科大学 病態代謝内科、 8旭川医科大学 消化器・血液腫瘍内科
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10：30～11：30

スポンサードシンポジウム2
 「術前治療中の患者管理の現状と工夫」

　　　　　　　　司会：田島　義証（島根大学医学部　消化器・総合外科）
　　　　　　　　　　　新地　洋之（鹿児島大学医学部 保健学科外科分野）
　　　コメンテーター：井口　東郎（国家公務員共済組合連合会 佐世保共済病院）

 SY2－1 術前化学療法期の有害事象・周術期合併症－新規抗癌剤導入前後の影響－
 瀬尾　信吾、近藤　　成、上村健一郎、中川　直哉、岡田健司郎、大塚　裕之、
 西蔭　孝之、村上　義昭
 広島大学大学院　医系科学研究科　応用生命科学部門　外科学

 SY2－2 当院におけるGEM+nab-PTX療法による膵癌術前化学療法の現状と安全性の検討
 川本　泰之 1、中野真太郎 2、中積　宏之 2、結城　敏志 1、桑谷　将城 1、
 浅野　賢道 3、中村　　透 3、小松　嘉人 2、平野　　聡 3、坂本　直哉 1

 1北海道大学病院　消化器内科、 2北海道大学病院　腫瘍センター、
 3北海道大学病院　消化器外科II

 SY2－3 岡山大学病院における膵癌周術期チーム医療の現状と工夫 ～術前治療開始時から始
まる組織横断的多職種チーム介入～

 安井　和也、吉田　龍一、楳田　祐三、杭瀬　　崇、吉田　一博、藤　　智和、
 松田　達雄、畑　七々子、八木　孝仁、藤原　俊義
 岡山大学大学院　消化器外科学講座

 SY2－4 膵癌の術前栄養についての検討と膵癌症例のためのCVポート埋設部位の決定指針に
ついて

 岸　　宗佑 1、早馬　　聡 3、野村　友祐 2、二川　憲昭 2、田中　栄一 3、
 丹野　誠志 2

 1イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科　VADセンター、
 2イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科、
 3イムス札幌消化器中央総合病院　外科

 SY2－5 術前治療を企図した膵癌における予後不良因子の解析
 青野　高志、鈴木　　晋、丸山　智宏、小松　　優、三浦　要平、安藤　拓也、
 金子　和弘、佐藤　友威、岡田　貴幸、武藤　一朗、長谷川正樹
 新潟県立中央病院　外科

 SY2－6 膵体部癌術前に施行した脾動脈を含む血流改変術変法に対する有用性の検討
 山本　　晃 1、山本　　晃 1、天野　良亮 2、影山　　健 1、城後　篤志 1、
 寒川　悦次 1、大平　　豪 2、山添　定明 2、木村健二郎 2、久保　正二 2

 1大阪市立大学 放射線診断学・IVR学、 2大阪市立大学 肝胆膵外科

共催：マイランEPD合同会社
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11：35～12：05

事務局報告
  司会：海野　倫明（東北大学大学院消化器外科学）

　  膵癌術前治療のエビデンス創出を目指した多施設共同前向き臨床試験の進捗状況
 元井　冬彦、里井　壯平、庄　　雅之、松本　逸平、本田　五郎、和田　慶太、
 土田　明彦、新地　洋之、力山　敏樹、中村　聡明、神宮　啓一、村上　義昭、
 石田　和之、平野　　聡、中村　雅史、藤井　　努、海野　倫明
 膵癌術前治療研究会

13：15～14：25

要望演題2
 「術前治療における放射線治療の役割」

　　　　　　　　司会：遠藤　　格（横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学）
　　　　　　　　　　　中村　聡明（関西医科大学 放射線科学講座）
　　　コメンテーター：高折　恭一（京都大学 肝胆膵・移植外科）

 O2－1 組織学的治療効果と予後との相関は放射線治療の有無により異なる
 前田　晋平 1、海野　倫明 1、Chawla Akhil 2、Park Eugene 3、
 Ferrone Cristina2、Wolfgang Christopher 4、Yu Jun4、Donahue Timothy3

 1東北大学　消化器外科学、 2マサチューセッツ総合病院、
 3カリフォルニア大学ロサンゼルス校、 4ジョンズホプキンス大学

 O2－2 切除可能及び境界切除可能膵癌における術前化学放射線療法の意義
 中村　広太、赤堀　宇広、中川　顕志、高木　忠敬、池田　直也、庄　　雅之
 奈良県立医科大学　消化器・総合外科

 O2－3 局所進行膵癌に対する術前治療　～化学放射線療法と化学療法の比較～
 天野　良亮、木村健二郎、山添　定明、大平　　豪、新川　寛二、田中　涼太、
 田中　肖吾、竹村　茂一、久保　正二
 大阪市立大学大学院外科学講座　肝胆膵外科学

 O2－4 New era regimen登場によるUR-LA膵癌に対する化学放射線療法の再考
 園原　史訓 1、山田　　豪 1、高見　秀樹 1、林　　真路 1、猪川　祥邦 1、
 藤井　　努 2、小寺　泰弘 1

 1名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学、2富山大学消化器・腫瘍・総合外科

 O2－5 当科における動脈接触切除可能境界膵癌に対する術前放射線化学療法の現状と成績
 林　　彦多、川畑　康成、西　　　健、中村　光佑、田島　義証
 島根大学医学部　消化器総合外科

 O2－6 IMRTによる膵癌術前照射～トモセラピーでできること・できないこと～
 眞鍋　良彦、橋本　成司
 南部徳洲会病院　放射線治療科
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 O2－7 Borderline resectable膵癌に対する化学放射線療法および化学療法逐次投与後根
治切除の成績 （HOPS-BR01）

 林　　　毅、中村　　透、木村　康利、潟沼　朗生、平野　　聡
 北海道膵癌研究グループ

14：25～15：25

スポンサードシンポジウム3
 「切除可能境界膵癌に対する術前治療の現状」

　　　　　　　　司会：上坂　克彦（静岡県立静岡がんセンター　肝胆膵外科）
　　　　　　　　　　　藤井　　努（富山大学大学院医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科）
　　　コメンテーター：伊佐地秀司（三重大学医学部附属病院）

 SY3－1 Borderline resectable膵癌に対する術前治療の現状
 杉浦　禎一、岡村　行泰、伊藤　貴明、山本　有佑、蘆田　　良、大木　克久、
 上坂　克彦
 静岡がんセンター　肝胆膵外科

 SY3－2 BR膵癌に対する術前治療の再考
 岡田健司郎、上村健一郎、近藤　　成、中川　直哉、瀬尾　信吾、西蔭　孝之、
 村上　義昭
 広島大学大学院医系科学研究科　外科学

 SY3－3 切除可能境界膵癌に対する至適術前治療戦略
 赤堀　宇広、中川　顕志、中村　広太、高木　忠隆、池田　直也、庄　　雅之
 奈良県立医科大学　消化器・総合外科

 SY3－4 切除可能境界膵癌に対するGEM+nab-PTXによる術前治療の有用性
 木村隆一郎、大塚　隆生、渡邉　雄介、森　　泰寿、池永　直樹、仲田　興平、
 中村　雅史
 九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科

 SY3－5 BR-PVおよびBR-A膵癌での術前GS, GnP療法の比較検討
 高野　重紹、吉富　秀幸、賀川　真吾、古川　勝規、高屋敷　吏、久保木　知、
 鈴木　大亮、酒井　　望、三島　　敬、中台　英里、大塚　将之
 千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科

 SY3－6 当院における切除境界膵癌に対する術前治療の現状
 木村健二郎、天野　良亮、山添　定明、大平　　豪、田内　　潤、新川　寛二、
 田中　肖吾、竹村　茂一、久保　正二
 大阪市立大学大学院　肝胆膵外科

共催：ミヤリサン製薬株式会社
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15：25～16：15

要望演題3
 「切除不能膵癌に対する治療戦略②」

　　　　　　　　司会：土田　明彦（東京医科大学　消化器・小児外科）
　　　　　　　　　　　鈴木　修司（東京医科大学茨城医療センター 消化器外科）
　　　コメンテーター：上野　　誠（神奈川県立がんセンター 消化器内科（胆肝膵））

 O3－1 局所進行膵癌に対するS-1併用動体追跡陽子線治療の初期臨床経験
 加藤　徳雄 1、打浪　雄介 1、阿保　大介 2、川本　泰之 3、中村　　透 4、
 高尾　聖心 5、田口　大志 1、志藤　元泰 1、清水　伸一 1、白土　博樹 1

 1北海道大学病院　放射線治療科、 2北海道大学病院　放射線診断科、
 3北海道大学病院　消化器内科、 4北海道大学病院　消化器外科II、
 5北海道大学病院　医学物理部

 O3－2 局所進行切除不能膵癌に対するconversion surgeryを目指したゲムシタビン併用
放射線療法の現状

 川畑　康成、林　　彦多、中村　光祐、西　　　健、田島　義証
 島根大学医学部　消化器総合外科学

 O3－3 局所進行切除不能膵癌に対する導入化学療法と化学放射線療法によるConversion 
surgeryの意義

 赤星　径一、加藤　智敬、伴　　大輔、渡邊　秀一、小倉　俊郎、小川　康介、
 小野　宏晃、工藤　　篤、田邉　　稔
 東京医科歯科大学　肝胆膵外科

 O3－4 切除不能局所進行膵癌に対するconversion surgeryの成績と術前治療の検討
 石戸圭之輔、木村　憲央、脇屋　太一、長瀬　勇人、袴田　健一
 弘前大学大学院医学研究科　消化器外科学講座

 O3－5 切除不能膵癌に対するconversion surgery施行症例の治療成績～ITT解析の立場から～
 吉田　龍一、安井　和也、楳田　祐三、杭瀬　　崇、吉田　一博、藤　　智和、
 松田　達雄、八木　千晶、畑　七々子、八木　孝仁、藤原　俊義
 岡山大学大学院　消化器外科学講座
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16：25～16：53

一般演題1（ポスター）
 「切除可能膵癌」

　　　座長：羽鳥　　隆（国際医療福祉大学三田病院　消化器センター）
　　　　　　山田　　豪（名古屋大学　消化器外科学）

 P1－1 当科における切除可能（R）膵癌に対する術前治療の効果と今後の方針
 山木　　壮、里井　壯平、山本　智久、小坂　　久、廣岡　　智、小塚　雅也、
 坂口　達馬、松井　陽一、関本　貢嗣
 関西医科大学　外科

 P1－2 細胞診陽性切除可能膵癌は切除を先行すべきか
 有明　恭平、元井　冬彦、石田　晶玄、森川　孝則、大塚　英郎、水間　正道、
 中川　　圭、林　　洋毅、亀井　　尚、内藤　　剛、海野　倫明
 東北大学　消化器外科

 P1－3 ゲムシタビン塩酸塩＋ナブパクリタキセル併用療法による術前化学療法を行った切除
可能膵癌症例の短期成績について

 豊田　英治、土井隆一郎、中山　雄介、金田　明大、松林　　潤、池野　嘉信、
 北口　和彦、伊藤　達雄、浦　　克明、大江　秀明、廣瀬　哲朗
 大津赤十字病院　外科

ランチョンセミナー会場　1 F 大研修室

ポスター会場　2 F ロビー

12：15～13：05

ランチョンセミナー

　　　司会：平野　　聡（北海道大学大学院医学研究院　消化器外科学教室II）

 LS 膵癌術前治療　10年を振り返って
 海野　倫明
 東北大学大学院医学系研究科　消化器外科学分野

共催：大鵬薬品工業株式会社
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 P1－4 術前化学療法（GS療法）により病理組織学的完全奏効が得られた切除可能膵頭部癌
の1例

 畑　七々子、吉田　龍一、楳田　祐三、杭瀬　　崇、吉田　一博、藤　　智和、
 安井　和也、松田　達雄、八木　千晶、八木　孝仁、藤原　俊義
 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科　消化器外科

16：25～17：00

一般演題2（ポスター）
 「切除可能境界膵癌」

　　　座長：杉浦　禎一（静岡がんセンター　肝胆膵外科）
　　　　　　元井　冬彦（東北大学大学院医学系研究科 消化器外科学分野）

 P2－1 BR-A膵癌に対する術前化学放射線療法の治療成績
 中山　岳龍、薮下　泰宏、清水　康博、三宅謙太郎、本間　祐樹、熊本　宜文、
 松山　隆生、遠藤　　格
 横浜市立大学　消化器・腫瘍外科

 P2－2 切除可能境界および切除不能膵癌に対する先行治療後の組織学的治療効果と臨床成績
に関する検討

 村上　武志、木村　康利、今村　将史、永山　　稔、山口　洋志、竹政伊知朗
 札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

 P2－3 術前化学放射線療法が奏功したBR-PV膵頭部癌の1例
 鈴置　真人 1、守谷　結美 1、溝田　知子 1、大高　和人 1、高橋　　亮 1、
 小室　一輝 1、岩代　　望 1、大原　正範 1、木村　伯子 2

 1国立病院機構函館病院　外科、 2国立病院機構函館病院　病理診断科

 P2－4 術前化学療法が奏功した膵頭部癌の1切除例
 河合　永季、川辺　則彦、浅野　之夫、荒川　　敏、志村　正博、林　　千紘、
 越智　隆之、神尾健士郎、安岡　宏展、東口　貴彦、堀口　明彦
 藤田医科大学ばんたね病院　外科

 P2－5 術前化学療法後に切除術を施行したIntraductal tubulopapillary neoplasmの1例
 齋藤　博紀 1、大塚　慎也 1、廣瀬　和幸 1、宮崎　　大 1、井上　　玲 1、
 福田　直也 1、佐藤　暢人 1、飯村　泰昭 1、長谷川直人 1、浅野　賢道 2、
 平野　　聡 2

 1市立釧路総合病院　外科、 2北海道大学大学院医学院　消化器外科学教室II
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16：25～17：00

一般演題3（ポスター）
 「Conversion surgery①」

　　　座長：松本　逸平（近畿大学医学部 外科学教室）
　　　　　　和田　慶太（帝京大学　肝胆膵外科）

 P3－1 初診時切除不能膵癌に対するConversion Surgeryの治療成績
 今村　将史、木村　康利、村上　武志、永山　　稔、山口　洋志、竹政伊知朗
 札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科

 P3－2 膵癌conversion surgery後補助化学療法にmFOLFIRINOXを施行した4例
 三浦　孝之、元井　冬彦、林　　洋毅、有明　恭平、水間　正道、大塚　英郎、
 中川　　圭、森川　孝則、内藤　　剛、亀井　　尚、海野　倫明
 東北大学　消化器外科学

 P3－3 当科でBR，UR膵癌に対して術前治療を施行した4例
 浅井　浩司、渡邉　　学、鯨岡　　学、森山　穂高、渡辺隆太郎、斉田　芳久
 東邦大学医療センター大橋病院　外科

 P3－4 切除不能膵癌に対するconversion surgeryの検討
 早馬　　聡 1、早馬　　聡 1、田中　栄一 1、岸　　宗佑 2、野村　友祐 2、
 丹野　誠志 2

 1イムス札幌消化器中央総合病院　外科、
 2イムス札幌消化器中央総合病院　消化器内科

 P3－5 局所進行切除不能膵癌に対するゲムシタビン併用放射線療法先行全身化学療法の試み
 中村　光佑、林　　彦多、西　　　健、川畑　康成、田島　義証
 島根大学医学部 消化器・総合外科
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16：25～17：00

一般演題4（ポスター）
 「Conversion surgery②」

　　　座長：吉富　秀幸（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学）
　　　　　　柳本　泰明（神戸大学大学院医学系研究科外科学講座 肝胆膵外科学分野）

 P4－1 術前化学放射線療法後に切除しpCRが得られたUR膵癌2例の報告
 高橋大五郎、横山　幸浩、渡辺　伸元、尾上　俊介、山口　淳平、水野　隆史、
 伊神　　剛、江畑　智希、梛野　正人
 名古屋大学　腫瘍外科

 P4－2 高度上腸間膜静脈浸潤を伴う切除不能膵癌に対してGnP療法後にconversion 
surgeryを施行した一例

 内藤　　慶、高野　重紹、吉富　秀幸、賀川　真吾、古川　勝規、高屋敷　吏、
 久保木　知、鈴木　大亮、酒井　　望、三島　　敬 1、大塚　将之 1

 千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学

 P4－3 UR-LA膵癌に対する化学放射線療法後に静脈グラフトでの血行再建を併用したDP-
CARの1例

 村瀬　芳樹、伴　　大輔、加藤　智敬、赤星　径一、小倉　俊郎、小川　康介、
 小野　宏晃、工藤　　篤、田邉　　稔
 東京医科歯科大学　肝胆膵外科

 P4－4 Conversion surgeryを企図した非手術治療が著効した結果、切除せずに非手術治
療を継続した局所進行膵体部癌の1例

 畠　　達夫、水間　正道、元井　冬彦、有明　恭平、川口　　桂、石田　晶玄、
 大塚　英郎、中川　　圭、森川　孝則、林　　洋毅、海野　倫明
 東北大学　消化器外科学

 P4－5 conversion surgery後に腎動脈出血をきたした膵癌の1例
 土方　陽介 1、永川　裕一 1、瀧下　智恵 1、刑部　弘哲 1、木谷　嘉孝 1、
 赤司　昌謙 1、西野　仁恵 1、代田　智樹 1、佐原　八束 2、細川　勇一 1、
 土田　明彦 1

 1東京医科大学　消化器・小児外科分野、 2戸田中央総合病院　外科
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16：25～16：53

一般演題5（ポスター）
 「腹膜播種／術前治療中管理」

　　　座長：木村　康利（札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科）
　　　　　　本田　五郎（新東京病院　消化器外科）

 P5－1 膵癌術前治療後のCY陽性症例に対する新規治療戦略－手術先行群でのCY陽性との
比較－

 青木　修一、元井　冬彦、有明　恭平、水間　正道、大塚　英郎、林　　洋毅、
 中川　　圭、森川　孝則、内藤　　剛、亀井　　尚 1、海野　倫明 1

 東北大学　消化器外科

 P5－2 化学療法にて画像上CRを認めDP施行しえた膵癌腹膜播種の1例
 小野　雅人 1、狭間　一明 1、小菅　信哉 1、長島　諒太 1、髙橋　瑞奈 1、
 鯉沼　潤吉 1、渡辺　幹夫 1、南　　伸弥 2、木内　隆之 3、岩井　和浩 1

 1王子総合病院　外科、 2王子総合病院　消化器内科、 3王子総合病院　病理診断科

 P5－3 術前GS療法後、腫瘍増大・動脈浸潤が疑われ、切除可能性評価が困難であった膵癌
切除例

 岡村　裕輔、岸　　和樹、岡田　俊裕、中右　雅之、池田　房夫
 公立甲賀病院　外科

 P5－4 術前加療中、胃穿破をきたした膵尾部癌の1切除例
 出崎　良輔、田端　正己、中邑信一朗、中村　俊太、瀬木　祐樹、藤村　　侑、
 小林　基之、大澤　一郎、岩田　　真、三田　孝行
 松阪中央総合病院　外科


