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7月 2日（木） 8：30～9：20 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ1

「食道裂孔ヘルニア」

V1
座長：柏木 秀幸（富士市立中央病院 外科）

V1-1 3cm以上の食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下噴門形成術の長期治療成績

星野 真人（東京慈恵会医科大学 外科学講座 消化管外科）

V1-2 III 型（巨大）食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡手術：当手術における治療成績

野村 務（日本医科大学 医学部 消化器外科）

V1-3 当科における巨大食道裂孔ヘルニアの手術

柴田 智隆（大分大学医学部 消化器小児外科）

V1-4 巨大食道裂孔ヘルニア（Upside down stomach）に対する腹腔鏡下根治術の

検討

石川 彰（医療法人医誠会 医誠会病院 消化器外科）

V1-5 全胃・横行結腸の脱出を伴う巨大食道裂孔ヘルニアに対し，腹腔鏡下根治術を

行った一例

平田 雄紀（国際医療福祉大学三田病院 外科・消化器センター）

V1-6 全胃逸脱を伴う巨大食道裂孔ヘルニアの一例

大西 舞（がん・感染症センター 都立駒込病院 外科）

7月 2日（木） 9：25～10：15 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ2

「腹臥位・THE」

V2
座長：瀬戸 泰之（東京大学医学部附属病院 胃食道外科）

V2-1 左側臥位胸腔鏡下食道切除術：Propensity Score Matching 解析法による

施設間の比較

武野 慎祐（福岡大学 医学部 消化器外科）

V2-2 左側臥位胸腔鏡下食道切除術における縦隔左側展開のための食道テーピング

の工夫

海辺 展明（兵庫医科大学 上部消化管外科）

V2-3 気胸併用左側臥位胸腔鏡下食道切除術における中下縦隔郭清術の工夫

佐藤 真輔（静岡県立総合病院 外科）

V2-4 ハイブリッド食道切除術：両肺換気で行う内視鏡下食道切除術

出江 洋介（がん・感染症センター 都立駒込病院 食道外科）
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V2-5 鏡視下No.112aoリンパ節徹底郭清の工夫

出口 惣大（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

V2-6 頚部単孔アプローチによる左反回神経周囲リンパ節郭清手技

藤原 斉（京都府立医科大学 消化器外科）

7月 2日（木） 10：20～11：00 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ3

「胸腔鏡・その他」

V3
座長：本山 悟（秋田大学医学部附属病院 食道外科）

V3-1 頸部気縦隔法を用いた頸部上縦隔郭清の試み

東海林 裕（東京医科歯科大学 食道一般外科）

V3-2 喉頭切除後の胸部食道癌に対する胸腔鏡下食道切除・胸腔内吻合

小林 裕之（神戸市立医療センター中央市民病院 外科）

V3-3 開腹胃全摘後食道浸潤胃癌局所再発に対する腹腔鏡・胸腔鏡下中下部食道切

除：1例報告

須田 康一（藤田保健衛生大学 上部消化管外科）

V3-4 術前診断し得た下部食道GISTに対する腹腔鏡補助下下部食道切除術の1例

山本 寛（滋賀医科大学 外科学講座 消化器・乳腺一般外科）

V3-5 胸腔鏡下食道切除術における安全性とコストを考慮したエネルギーデバイス

の工夫

竹村 雅至（兵庫医科大学 上部消化管外科）

7月 2日（木） 14：20～15：10 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ4

「サルベージ手術」

V4
座長：安田 卓司（近畿大学医学部 外科学教室 上部消化管部門）

V4-1 鏡視下食道癌サルベージ手術の短期，長期成績の解析と適応および術式の検討

中野 徹（東北大学病院 移植再建内視鏡外科）

V4-2 根治的化学放射線療法後食道癌に対する胸腔鏡下食道癌根治術（VATS�E）の
検討

山下 剛史（昭和大学 医学部 消化器・一般外科）

V4-3 根治的放射線化学療法後の胸腔鏡下サルベージ食道切除術の術式と治療成績

竹村 雅至（兵庫医科大学 上部消化管外科）
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V4-4 高度な局所食道進行癌に施行した術前化学放射線療法後の食道根治術の実際

と成績

吉川 智宏（恵佑会札幌病院 消化器外科）

V4-5 サルベージ咽頭喉頭食道全摘の短期成績

丹羽由紀子（名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学）

V4-6 進行食道癌化学放射線療法後の頸部リンパ節再発で胸骨縦切開などにより摘

出した一例

徳山 信嗣（兵庫県立西宮病院 消化器外科）

7月 2日（木） 15：15～15：55 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ5

「再建」

V5
座長：國崎 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）

V5-1 腹腔鏡下胃管作成術を安全に行うための工夫

瀧井麻美子（兵庫医科大学 上部消化管外科）

V5-2 食道切除術における安全な腹腔鏡下胃管作成の工夫

早田 啓治（和歌山県立医科大学 第2外科）

V5-3 胸部食道癌根治術における再建法の工夫

宗像 康博（長野市民病院 外科）

V5-4 当院における鏡視下胃管作成術―用手補助＋2ポートでの工夫

里舘 均（NTT東日本関東病院 外科）

V5-5 当院での胸腔鏡・腹腔鏡下食道亜全摘術後の後縦隔経路胃管再建，頸部三角吻

合

奥村慎太郎（大阪赤十字病院 消化器外科）

7月 2日（木） 16：00～16：50 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ6

「再建・ロボットなど」

V6
座長：井上 晴洋（昭和大学江東豊洲病院 消化器センター）

V6-1 胸腔鏡下食道切除後，後縦隔胃管再建時の適切な位置への吻合部ドレーン挿入

の工夫

辻本 広紀（防衛医科大学校 上部消化管外科）

V6-2 当院における鏡視下での胸骨後経路作成の工夫

高地 耕（公立学校共済組合近畿中央病院 外科）
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V6-3 食道手術における腹臥位完全胸腔鏡下食道空腸吻合（overlap 法）のコツ

岩城堅太郎（大分赤十字病院 外科）

V6-4 ロボット支援胸腔鏡下食道切除術の手技の工夫

立花 慎吾（東京医科大学 消化器・小児外科）

V6-5 当科におけるロボット支援下非開胸食道癌手術の手技確立の過程，ラーニング

カーブ

森 和彦（東京大学大学院 医学系研究科 消化管外科学）

V6-6 食道表在癌に対する診断とESDの成績

室井 大人（獨協医科大学 医学部 第一外科）

7月 3日（金） 8：40～9：20 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ7

「腹臥位1」

V7
座長：宇山 一朗（藤田保健衛生大学 上部消化管外科）

V7-1 腹臥位胸腔鏡下食道切除による気管食道間膜亜全摘

金谷誠一郎（大阪赤十字病院 消化器外科）

V7-2 胸腔鏡下食道切除術の総括：特に腹臥位の有用性について

久保 尚士（大阪市立大学大学院 医学研究科 腫瘍外科）

V7-3 両肺換気，腹臥位気胸下胸腔鏡下食道癌手術の定型化に向けて―カダバー手術

と対比して

奥芝 俊一（札幌医療センター斗南病院）

V7-4 腹臥位食道癌手術120例における手術手技の問題点と短期成績

中森 幹人（和歌山県立医科大学 医学部 外科学第2講座）

V7-5 両肺換気・気胸下腹臥位鏡視下食道手術の左上縦隔郭清手技の工夫と手術成

績

末原 伸泰（北九州市立医療センター 外科）

7月 3日（金） 16：00～16：50 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ8

「腹臥位2」

V8
座長：奥芝 俊一（札幌医療センター斗南病院）

V8-1 当科における腹臥位胸腔鏡下食道切除術習得のための手術手順，手技の定型化

野村 聡（日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター）
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V8-2 右鎖骨下動脈起始異常を伴う食道癌に腹臥位鏡視下食道切除術を安全に施行

し得た1例

藤谷 和正（大阪府立急性期・総合医療センター 消化器外科）

V8-3 安全で快適な腹臥位VATSを目指した重力プラスワンの視野展開

福長 徹（沼津市立病院 外科）

V8-4 腹臥位鏡視下食道手術における助手と協調した術野展開の工夫

松下 尚之（栃木県立がんセンター 外科）

V8-5 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における上縦隔郭清の工夫

秋山 有史（岩手医科大学 外科学講座）

V8-6 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における反回神経周囲 en bloc リンパ節郭清手技

の工夫

小峯 修（さいたま市民医療センター 外科）

7月 3日（金） 16：55～17：45 第 3会場（411＋412）

一般演題 ビデオ9

「腹臥位3」

V9
座長：能城 浩和（佐賀大学医学部 一般・消化器外科）

V9-1 胸腔鏡下食道切除術での左反回神経周囲リンパ節郭清の工夫

佐近 雅宏（長野市民病院 外科）

V9-2 臓器鞘を意識した上縦隔リンパ節郭清

角田 茂（京都大学消化管外科）

V9-3 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における頸胸境界部の連続性を維持した106

recL 郭清の工夫

平原 典幸（島根大学 医学部 消化器・総合外科）

V9-4 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における左反回神経周囲郭清の手技

大平 寛典（国際医療福祉大学病院 外科）

V9-5 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における左反回神経周囲リンパ節郭清における工

夫

岩橋 誠（和歌山労災病院 外科）

V9-6 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における反回神経周囲郭清の工夫

星野 明弘（武蔵野赤十字病院 外科）
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