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7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター1

「内視鏡診断」

P1
座長：武藤 学（京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学講座）

P1-1 食道表在癌拾い上げ診断におけるBLI の有用性の検討

冨江 晃（朝日大学歯学部附属村上記念病院 消化器内科）

P1-2 内視鏡観察による頭頸部表在性扁平癌の自然経過についての検討

中村 弘（国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科）

P1-3 尋常性天疱瘡患者の病勢評価における食道病変スクリーニングの有用性

岡村 明彦（慶應義塾大学 医学部 一般・消化器外科）

P1-4 気管・気管支浸潤を伴う進行食道癌の治療成績―正確な浸潤診断のために―

西野 豪志（徳島大学大学院 胸部内分泌腫瘍外科）

P1-5 EUSでリンパ節転移を診断したT1b�SM1食道低分化型扁平上皮癌の1例
都宮 美華（埼玉県立がんセンター 消化器内科）

P1-6 食道癌手術症例における術前大腸内視鏡スクリーニング検査の有用性

加藤 智也（和歌山県立医科大学 医学部 外科学第2講座）

7月 3日（金） 14：17～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター2

「内視鏡治療1」

P2
座長：有馬美和子（埼玉県立がんセンター 消化器内科）

P2-1 T1b（SM2以深）N0M0Stage I 食道癌に対する内視鏡治療が可能な病変の

特徴

三浦 昭順（がん・感染症センター都立駒込病院 食道外科）

P2-2 pT1食道癌症例からみたESD適応拡大の可能性と確実な一括切除を目指し

た取り組み

田中 成岳（群馬大学大学院病態総合外科学）

P2-3 当院にて表在型食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離後の追加治療の現状

江崎 充（北九州市立医療センター消化器内科）

P2-4 当院における食道EMRと食道ESDの治療成績の比較検討

大久保栄高（国立国際医療研究センター 消化器内科）

P2-5 食道癌化学放射線療法後の遺残，再発に対する salvage ESDの治療成績の

検討

櫻井 直（東北大学 先進外科）
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P2-6 食道 ESD困難例の背景因子についての検討

新村 健介（国立がん研究センター 消化管内視鏡科）

7月 3日（金） 14：59～15：34 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター3

「内視鏡治療2」

P3
座長：藤原 純子（都立駒込病院 内視鏡科）

P3-1 根治的化学放射線治療後再発にサルベージESDを施行した食道扁平上皮癌

2例

堺 崇（国立病院機構東京医療センター 外科）

P3-2 食道 ESDにおけるClutch Cutter による粘膜切開とカウンタートラクショ

ン下剥離操作の要点

島田 英雄（東海大学 大磯病院 外科）

P3-3 T1a食道癌に対するアルゴンプラズマ焼灼術

的野 吾（久留米大学 医学部 外科学講座）

P3-4 表在食道癌に対するESD症例の検討―地域医療機関における導入と経過―

西崎 朗（兵庫県立柏原病院 内科）

P3-5 食道癌化学放射線療法後の局所遺残再発例に対する光線力学療法の医師主導

治験

東野 晃治（大阪府立成人病センター 消化管内科）

7月 3日（金） 13：35～14：03 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター4

「内視鏡治療3」

P4
座長：田辺 聡（北里大学医学部 新世紀医療開発センター）

P4-1 導入化学療法後に内視鏡下粘膜下層剥離術（ESD）にて治癒切除した cT1bN0

食道癌の1例

牧野 知紀（大阪大学大学院 外科学講座 消化器外科）

P4-2 ESD術後7年10か月で腹部リンパ節転移が判明した sm癌の一例

奥島 憲彦（ハートライフ病院 外科）

P4-3 食道静脈瘤を伴う早期食道癌に対し，術前EVL，術後ステロイド局注にて

ESDを行った1例

伊藤 高章（けいゆう病院 消化器内科）
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P4-4 ESDとサルベージ手術により喉頭温存した頸部食道を含む多発表在癌の1

例

鶴田 祐介（鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学）

7月 3日（金） 14：03～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター5

「画像診断」

P5
座長：岡住 慎一（東邦大学佐倉病院 外科）

P5-1 胸部食道癌における FDG�PETによる pN予測，術前化学療法の適応とその
効果予測

岩間 密（近畿大学 医学部 外科 上部消化管外科）

P5-2 当科における食道癌の術前リンパ節転移診断に関する FDG�PETの意義
惠 浩一（鹿児島大学 大学院 消化器 乳腺 甲状腺 外科学）

P5-3 食道表在癌における FDG�PETの有用性
石原 誠（愛知県がんセンター中央病院 内視鏡部）

P5-4 食道胃接合部癌における術前PET�CT検査の有用性
和田 範子（大阪大学大学院 消化器外科）

P5-5 Borderline T4食道癌の壁深達度診断における320列 Area Detector CT

の有効性

佐藤 琢爾（国立がん研究センター東病院 食道外科）

P5-6 腹臥位CTにおける腫瘍�大動脈間のCT値測定による進行食道癌大動脈浸潤
の評価の有用性

田中裕美子（近畿大学医学部外科学教室）

P5-7 CT画像解析を用いた肥満と食道癌周術期合併症の検討

菊池 勇次（慶應義塾大学 一般・消化器外科）

P5-8 胸部食道癌手術症例における術前胸管MRI の意義

小熊 潤也（東海大学医学部消化器外科）

7月 3日（金） 14：59～15：20 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター6

「診断・その他」

P6
座長：中島 政信（獨協医科大学 第一外科）

P6-1 食道癌術前T1N0症例の組織学的リンパ節転移状況の検討

中島 慎吾（京都府立医科大学 医学部 消化器外科）
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P6-2 食道胃接合部癌における術前食道浸潤長測定に関する検討

森末 遼（岡山済生会総合病院 外科）

P6-3 ガスクロマトグラフィー法を用いた患者呼気測定による食道扁平上皮癌診断

法の開発

松森 聖（順天堂大学 上部消化管外科）

7月 3日（金） 13：35～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター7

「VATS（側臥位）」

P7
座長：二宮 致（金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科）

P7-1 本邦導入後の食道癌に対する胸腔鏡下食道切除術の総括―20年の経験をふ

まえて―

竹村 雅至（兵庫医科大学 上部消化管外科）

P7-2 胸腔鏡下食道切除術の低侵襲性と根治性の両立を目指して

中村 哲（神戸大学大学院 医学研究科 食道胃腸外科）

P7-3 術前補助療法症例に対する胸腔鏡下食道切除術の治療成績

玉森 豊（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

P7-4 胸腔鏡下食道亜全摘術の導入初期における安全性の検討

藤本 博人（山形大学 医学部 外科学第一講座）

P7-5 当科における胸腔鏡下食道切除（VATS�E）の導入
櫛田 知志（順天堂大学 静岡病院 外科）

P7-6 当科での胸部食道癌に対する気胸併用左側臥位胸腔鏡下食道切除術

森本 純也（府中病院 外科）

P7-7 食道癌に対する左側臥位ロボット支援胸腔鏡下手術の経験

吉野 敬（秋田大学 食道外科）

7月 3日（金） 14：24～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター8

「VATS（腹臥位）」

P8
座長：小柳 和夫（国立がん研究センター中央病院 食道外科）

P8-1 腹臥位食道癌手術の周術期および遠隔治療成績

押切 太郎（兵庫県立がんセンター 消化器外科）

P8-2 腹臥位胸腔鏡下食道切除術の有用性―手術侵襲から見た比較―

高橋 雅一（獨協医科大学 医学部 第一外科）
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P8-3 胸腔鏡下食道切除術での術中シングルルーメンチューブによる両肺換気に関

する検討

兼松 恭平（防衛医科大学校病院外科学講座）

P8-4 当科における胸腔鏡下食道切除術施行時，体位の工夫

高橋 裕季（横浜栄共済病院 外科）

P8-5 鏡視下腹臥位食道切除術導入後の短期成績について

西村 正成（大阪府立急性期・総合医療センター 外科）

7月 3日（金） 14：59～15：41 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター9

「郭清・再建」

P9
座長：黒田 大介（北播磨総合医療センター 外科・消化器外科）

P9-1 胸部食道癌手術における鎖骨上リンパ節郭清の意義

數野 暁人（東海大学医学部消化器外科）

P9-2 当科における食道癌外科治療の変遷と治療成績の向上

奥村 知之（富山大学 医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科）

P9-3 同一術者における開胸食道切除術と胸腔鏡下胸食道切除術の検討

福本 陽二（鳥取大学 医学部付属病院 第一外科）

P9-4 当科での鏡視下経裂孔食道切除術における中期成績解析

猪飼 篤（京都府立医科大学 医学部 消化器外科学）

P9-5 食道癌胸腔鏡下食道亜全摘術における腹腔鏡補助下胃管作成術の有用性の検

討

中出 裕士（奈良県立医科大学 消化器総合外科）

P9-6 鏡視下食道切除術における腹腔鏡操作の意義

西田康二郎（がん研有明病院 消化器外科 食道）

7月 3日（金） 13：35～14：31 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター10

「吻合法」

P10
座長：檜原 淳（広島大学原爆放射線医学研究所 腫瘍外科）

P10-1 食道癌手術に対する三角吻合法による縫合不全の回避

山本 学（国立病院機能九州がんセンター 消化器外科）

P10-2 Linear stapler を用いた三角吻合による食道胃管吻合術

與田 幸恵（佐賀大学 医学部 一般・消化器外科）
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P10-3 端々三角吻合における至適なリニアステイプラー選択の検討

岸田 哲（大阪市立大学 大学院 消化器外科）

P10-4 食道がん手術における食道胃管三角吻合の安全性に関する検討

川崎健太郎（神戸労災病院 外科）

P10-5 Circular stapler による食道切除後吻合法の検討

金高 賢悟（長崎大学大学院 移植・消化器外科）

P10-6 腹臥位胸腔鏡下食道胃管吻合術：リニアステイプラーを用いたオーバーラッ

プ法

岡部 寛（京都大学 消化管外科�大津市民病院 外科）

P10-7 Collard 変法による頚部食道胃管吻合

福永 哲（聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科）

P10-8 Overlap 法を用いた鏡視下食道切除術後の胸腔内再建法

高川 亮（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）

7月 3日（金） 14：31～15：13 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター11

「再建吻合の工夫」

P11
座長：七戸 俊明（北海道大学大学院 消化器外科II）

P11-1 食道癌切除後の自動吻合器を用いた安全かつ迅速な食道胃管吻合

吉野 茂文（山口大学大学院医学系研究科 消化器・腫瘍外科学）

P11-2 食道癌手術における最適な再建吻合は？

西川 勝則（東京慈恵会医科大学付属病院 消化管外科）

P11-3 食道胃管器械吻合の工夫

森谷 宏光（北里大学医学部外科）

P11-4 当院での胃管作成の工夫

井上 聖也（徳島市民病院 外科）

P11-5 縫合不全ゼロをめざした食道胃管吻合法の手技

川崎 仁司（青森市民病院 外科）

P11-6 縫合不全率1％を切るための工夫

田中 善宏（岐阜大学 腫瘍外科）
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7月 3日（金） 15：13～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター12

「吻合法の評価」

P12
座長：永井 英司（九州大学病院 臨床・腫瘍外科）

P12-1 食道切除・胃管再建後の早期内視鏡検査による吻合部評価

藤原 尚志（東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 食道一般外科学分

野）

P12-2 食道再建術における術後早期内視鏡検査の有用性についての検討

武田 茂（山口大学 大学院 消化器・腫瘍外科学）

P12-3 上部内視鏡を用いた吻合部・胃管の縫合不全・血流障害の評価と合併症予防

の新たな試み

萩原 信敏（日本医科大学 消化器外科）

P12-4 造影CT検査による食道癌術後縫合不全の早期診断

庄司 佳晃（慶應義塾大学 外科（一般・消化器））

P12-5 食道癌術後縫合不全の早期診断と低侵襲治療

河野 世章（千葉大学 医学部 先端応用外科）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター13

「臓器再建血流」

P13
座長：利野 靖（横浜市立大学医学部 外科治療学）

P13-1 ICG蛍光血管造影を応用した遊離空腸術後血流評価法の開発

神谷 欣志（浜松医科大学 外科学第二講座）

P13-2 再建臓器血流を勘考した再建・吻合方法の選択と成績

瀧口 豪介（神戸大学 医学部 附属病院 食道胃腸外科）

P13-3 ICG蛍光法による胃管血流定量化と吻合部被覆大網の血流評価の有用性

由茅 隆文（九州大学大学院 消化器・総合外科）

P13-4 胃管血流に留意した食道胃管吻合法の工夫と心合併症に留意した術式および

再建法の検討

宗田 真（群馬大学大学院 病態総合外科学）

P13-5 大彎側細径胃管の術中血流評価所見と術後縫合不全についての検討

才川 大介（斗南病院 外科）
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7月 3日（金） 14：10～15：06 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター14

「再建経路など」

P14
座長：田中 洋一（埼玉県立がんセンター 消化器外科）

P14-1 胸腔鏡腹腔鏡食道切除における最適な再建経路と吻合法の検討

眞柳 修平（国立がん研究センター 東病院 食道外科）

P14-2 亜全胃管による胸骨後ルート頸部食道胃管端側吻合―我々の工夫―

五藤 哲（昭和大学 消化器・一般外科）

P14-3 食道切除術における胸骨後経路結腸再建法の工夫と治療成績

吉井 真美（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

P14-4 二期的に食道切除再建術を行った食道癌症例2例

丸山起誉幸（諏訪赤十字病院 外科）

P14-5 当院での右側結腸再建の取り組み

石田興一郎（泉大津市立病院 外科・内視鏡外科）

P14-6 胸部食道癌術後再建結腸の急激な拡張から壊死を生じ緊急手術を行った1例

菊池 寛利（浜松医科大学 医学部 外科学第二講座）

P14-7 胸部食道癌手術における術後合併症の軽減を目指した再建法の工夫

山道 啓吾（大阪府済生会泉尾病院 外科・消化器外科）

P14-8 食道癌に対する最適な再建術式の検討

河合 英（大阪医科大学 一般・消化器外科）

7月 3日（金） 15：06～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター15

「再建その他」

P15
座長：阿久津泰典（千葉大学大学院 先端応用外科）

P15-1 食道切除術後に再建胃管からNasogastric tube へ排出される胃液量の検討

野崎 功雄（国立病院機構 四国がんセンター 外科）

P15-2 食道癌術後患者に対しワイヤレス型 pHモニターを用いた胃管残食道逆流症

の定量的評価

長瀬 博次（大阪大学大学院医学系研究科 外科系臨床医学専攻 外科学講座

消化器外科学）

P15-3 食道癌術後患者における再建胃管の走向・形態と術後障害，消化器症状との関

連

宮崎 安弘（大阪大学 医学部 消化器外科）

EDAIN WING 4.0　星野 2015.05.29 18.57.55 Page 8(1)



一
般
演
題

ポ
ス
タ
ー

45

P15-4 開腹＋左胸腔鏡下部食道切除における当院での吻合法

寺本 仁（市立四日市病院 外科）

P15-5 胸部食道癌に対する再建困難例―有茎小腸によるRoux 型食道再建術を施行

した一例―

原 明弘（筑波大学付属病院 医学部 消化器外科）

P15-6 再建臓器に対する血管吻合付加手技の工夫―大血管を用いた super drain-

age 法―

塩崎 敦（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター16

「縫合不全」

P16
座長：岩沼 佳見（順天堂大学医学部 上部消化管外科学）

P16-1 食道癌術後の縫合不全の現状と再建胃管の血流評価

小柳 和夫（国立がん研究センター中央病院 食道外科）

P16-2 食道癌手術周術期合併症に対する内視鏡観察の重要性

尾形 高士（神奈川県立がんセンター 消化器外科）

P16-3 食道癌術後合併症を減らすための工夫

成宮 孝祐（東京女子医科大学 消化器外科）

P16-4 食道癌術後食道胃管吻合部縫合不全に対する早期内視鏡的拡張術の成績と有

用性

竹村 雅至（兵庫医科大学 上部消化管外科）

P16-5 当科での食道癌術後吻合部関連合併症に関する検討

田仲 徹行（奈良県立医科大学消化器・総合外科）

P16-6 血液凝固第XIII 因子値を用いた食道癌術後合併症の予測

井上 正純（慶應義塾大学 医学部 外科学教室（一般・消化器））

7月 3日（金） 14：17～14：45 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター17

「縫合不全等（症例）」

P17
座長：鍋谷 圭宏（千葉県がんセンター 消化器外科）

P17-1 胸壁前経路有茎空腸再建後の縫合不全（挙上空腸壊死）に対し再手術を施行し

た3例

深谷 昌秀（名古屋大学 医学部 腫瘍外科）
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P17-2 食道癌術後吻合部の難治性瘻孔の閉鎖に対するPGAフェルト充填の有用性

について

松浦 倫子（大阪府立成人病センター 消化管内科）

P17-3 食道癌術後縫合不全に胸鎖乳突筋弁が有用であった1例

溝口 公士（名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器外科学）

P17-4 食道癌術後の度重なる再建臓器の虚血障害で難渋した1例

古北 由仁（徳島大学 胸部・内分泌・腫瘍外科）

7月 3日（金） 14：45～15：34 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター18

「乳び胸」

P18
座長：中川 基人（平塚市民病院 外科）

P18-1 乳び胸に対する治療戦略

道浦 拓（関西医科大学 外科）

P18-2 食道癌術後乳糜胸の6例の検討

赤坂 治枝（弘前大学 医学部 消化器外科）

P18-3 Etilefrine 投与が有用であった食道癌術後乳び胸の1例

高橋 一臣（八戸市立市民病院 外科）

P18-4 リピオドールリンパ管造影が有効であった食道癌術性難治性乳糜胸の1例

板東登志雄（大分県立病院 外科）

P18-5 リンパ管造影・塞栓で軽快したVATS食道癌根治術後の難治性乳び胸の一例

富澤 直樹（前橋赤十字病院 消化器病センター 外科）

P18-6 胸管損傷部の同定・直接修復が可能であった食道癌術後乳び胸の1例

西田 卓弘（宮崎大学医学部附属病院 第1外科）

P18-7 食道癌術後に重複胸管の副管からリンパ瘻をきたした1例

久保 維彦（兵庫県立西宮病院）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター19

「合併症（肺炎・反回神経麻痺）」

P19
座長：大幸 宏幸（国立がんセンター東病院 食道外科）

P19-1 胸腔鏡下食道亜全摘術後における肺炎に対する周術期管理の工夫

有吉 朋丈（昭和大学 消化器・一般外科）
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P19-2 食道癌術肺炎に対する biapenemを第一選択薬とした de�escalation ther-
apy の臨床的検討

八木 浩一（東京大学 医学部 附属病院 胃食道外科）

P19-3 迅速果断な術後合併症対応を目指して～術後3日目造影CT検査の有用性～

前田 直見（岡山大学病院 消化管外科）

P19-4 胸部食道癌に対する食道切除後反回神経麻痺に関する検討

佐藤 優（新潟大学大学院 消化器・一般外科学分野）

P19-5 胸部食道亜全摘術後反回神経麻痺が遠隔期肺炎へ与える影響：胸部CTによ

る評価

林 勉（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）

P19-6 食道癌術後に反回神経麻痺を生じた患者の困難感の分析

田中 芳幸（獨協医科大学病院 看護部 7階東病棟）

7月 3日（金） 14：17～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター20

「合併症（狭窄・腸閉塞）」

P20
座長：中村 哲（神戸大学医学部附属病院 食道胃腸外科）

P20-1 食道癌術後難治性吻合部狭窄に対する治療経験

谷島雄一郎（東京慈恵会医科大学 外科）

P20-2 食道癌術後吻合部狭窄に対するバルン拡張とケナコルト局注後に遅発性穿孔

を来した3例

和田 佑馬（大阪府立成人病センター 消化器外科）

P20-3 空腸瘻孔からの逆行性内視鏡により治療した食道癌術後吻合部完全狭窄の1

例

渡邉 昌也（静岡県立総合病院 外科）

P20-4 食道癌に対する食道切除術施行後の小腸瘻が原因であるイレウス症例の検討

小林 和明（新潟市民病院 消化器外科）

P20-5 食道手術術後に空腸瘻造設部に起因した腸閉塞症例の検討

日高 重和（長崎大学大学院 腫瘍外科）

P20-6 遊離空腸採取後に発症した腸重積の2例

菅生 貴仁（大阪大学大学院 外科学講座消化器外科）
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7月 3日（金） 14：59～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター21

「合併症（その他）」

P21
座長：高木 正和（静岡県立総合病院 消化器外科）

P21-1 食道癌術後合併症と高ビリルビン血症の関係についての検討

武居 友子（慶應義塾大学 外科学教室 一般・消化器外科）

P21-2 cStage1食道癌に対する食道切除術後合併症と長期予後の検討

坊岡 英祐（慶應義塾大学医学部 外科）

P21-3 食道癌手術における静脈血栓塞栓症予防―エノキサパリンの安全性とVTE

リスク因子の検討―

中川 暁雄（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）

P21-4 食道癌手術における術後合併症の検討

大井 正貴（三重大学 先端的外科技術開発学）

P21-5 食道癌周術期抑肝散投与における術後せん妄抑制の検討

沖上 正人（三重大学 消化管小児外科）

P21-6 腹腔鏡下胃管再建術は術後の横隔膜ヘルニアを助長するか

伊丹 淳（西神戸医療センター 外科・消化器外科）

P21-7 Over�The�Scope�Clip Systemを用いた胃管気管瘻に対する新治療法の試
み

太田 光彦（国立病院機構 九州医療センター 消化器センター外科�
臨床研究センター）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター22

「術後合併症（症例）1」

P22
座長：木村 祐輔（岩手医科大学 緩和医療学科）

P22-1 奇静脈弓切離断端からの遅発性術後出血に対して胸腔鏡下手術で止血し得た

1例

大山 隆史（公立福生病院 外科）

P22-2 食道癌術後に右鎖骨下動脈に生じた仮性動脈瘤に対してトロンビン注入を施

行した1例

加藤 亮（大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科学）

P22-3 Pulmonary Tumor Thrombotic Microangiopathy（PTTM）を合併症した

食道癌の一例

椎木 春美（永寿総合病院 外科）
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P22-4 食道癌術中に奇静脈弓に迷入した末梢挿入式中心静脈カテーテル（PICC）を

切断した一例

中村 崇宣（岩手県立中央病院 消化器外科）

P22-5 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘後，体位が原因と考えられる腕神経叢麻痺をきたし

た1例

門川 佳央（天理よろづ相談所病院 腹部一般外科）

7月 3日（金） 14：10～14：52 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター23

「術後合併症（症例）2」

P23
座長：金谷誠一郎（大阪赤十字病院 消化器外科）

P23-1 50％ブドウ糖液による胸膜癒着術が有効であった食道癌術後難治性気胸の

2例

櫻井 克宣（大阪市立大学 医学部 腫瘍外科）

P23-2 食道癌術後リンパ漏による気管狭窄の1例

佐藤 礼実（東邦大学 医療センター 佐倉病院 外科）

P23-3 食道癌術後食道気管支瘻に対する治療にAPCを併用したOTSCが有用で

あった一例

田代圭太郎（大阪医科大学 一般・消化器外科）

P23-4 嫌気性菌感染により広範な食道壁内解離をきたした下部食道癌の一例

原田 仁（神戸大学 医学部 食道胃腸外科）

P23-5 治療中に化膿性脊椎炎を合併した食道癌の1例

小池祥一郎（まつもと医療センター松本病院 外科）

P23-6 根治CRT後の食道�気管�気管支瘻に対し有茎心膜を用い気管膜様部再建術
で救命し得た1例

錦 耕平（近畿大学 医学部 外科）

7月 3日（金） 14：52～15：27 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター24

「合併症リスク評価1」

P24
座長：藤原 斉（京都府立医科大学 消化器外科）

P24-1 鏡視下食道癌手術における術前リスク評価新システムの提唱と周術期管理の

取り組み

岡本 浩一（金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科）

EDAIN WING 4.0　星野 2015.05.29 18.57.55 Page 13(1)



一
般
演
題

ポ
ス
タ
ー

50

P24-2 食道癌における術前化学療法と周術期管理のテーラメード化に向けて

古北 由仁（徳島大学病院 胸部・内分泌・腫瘍外科）

P24-3 食道癌症例におけるGPS（Glasgow Prognostic Score）と PNI の臨床病

理学的検討

國崎 真己（長崎大学病院 腫瘍外科）

P24-4 術前炎症，栄養状況が食道癌術後合併症に与える影響

幕内 洋介（神奈川県立がんセンター）

P24-5 E�PASS scoring systemによる食道癌術後短期および長期成績の検討
渡辺 昌則（日本医科大学 武蔵小杉病院 消化器病センター）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター25

「合併症リスク評価2」

P25
座長：中川 悟（新潟県立がんセンター新潟病院 外科）

P25-1 ALBと CRP値を用いた術前補助化学療法の効果と術後合併症の予測

音羽 泰則（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）

P25-2 食道癌周術期における血清中Hepatocyto Growth Factor 値，IL�6値測定
意義の検討

堀口 寛之（防衛医科大学校 外科学講座）

P25-3 食道癌に対する胸腔鏡下食道切除術後早期呼吸器合併症発生に関する因子に

ついての検討

野村 信介（防衛医科大学校 医学部 外科1・3）

P25-4 血清アルブミン値が食道癌術後経過に及ぼす影響について

浅香 晋一（東京女子医科大学 東医療センター 外科）

P25-5 食道癌術後合併症のリスク解析

細田 桂（北里大学医学部 外科）

P25-6 食道手術後縫合不全の予測は可能か？

北川 博之（高知大学 医学部 外科1）
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7月 3日（金） 14：17～14：52 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター26

「合併症リスク評価3」

P26
座長：愛甲 聡（永寿総合病院 外科）

P26-1 食道癌切除・再建におけるリスク評価・周術期管理と術式の選択

松本 英男（川崎医科大学 消化器外科）

P26-2 当科における食道癌術後嚥下造影による誤嚥リスク評価の検討

田中 幸恵（京都府立医科大学 消化器外科）

P26-3 胸部食道癌胸腔鏡手術におけるBMI が及ぼす影響

新原 正大（静岡県立静岡がんセンター 食道外科）

P26-4 ハイリスク症例に対する経裂孔的食道切除術の臨床経験

菊池真維子（獨協医科大学 第一外科）

P26-5 各種手術既往の食道癌手術への影響に関する一考察

臼杵 尚志（香川大学 医学部 消化器外科）

7月 3日（金） 14：52～15：27 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター27

「診断・手術・症例」

P27
座長：川久保博文（慶應義塾大学医学部 一般消化器外科）

P27-1 LES温存胃切除術に対するHigh Resolution Manometry の LESと食道

機能評価

遠迫 孝昭（川崎医科大学附属病院 消化器外科）

P27-2 粘膜下腫瘍様食道癌と間葉系腫瘍の鑑別に有用な超音波内視鏡所見

松浦 倫子（大阪府立成人病センター 消化管内科）

P27-3 食道癌切除例における術前治療内容と咽頭監視培養の検討

小澄 敬祐（熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学）

P27-4 敗血症治療に準じた食道癌術後輸液・昇圧剤治療の検討

久保田啓介（聖路加国際病院 消化器センター・一般外科）

P27-5 食道癌結腸再建術後1年で挙上結腸穿孔を発症した1例

松村 修一（和歌山県立医科大学 第2外科）
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7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター28

「高齢者1」

P28
座長：今本 治彦（近畿大学医学部 外科 内視鏡外科部門）

P28-1 高齢者食道癌周術期における経腸栄養（腸瘻）の有用性についての検討

塚尾祐貴子（大阪大学 消化器外科）

P28-2 地域支援病院における高齢者食道癌に対する手術成績の検証

大賀 丈史（国立病院機構 福岡東医療センター外科）

P28-3 化学放射線療法を行い完全奏効が得られた高齢者食道癌術後縦隔リンパ節再

発の2症例

野口 琢矢（大分県 厚生連 鶴見病院 外科�大分大学 医学部 消化器・小

児外科）

P28-4 75歳以上の高齢者における cStage II�III 食道癌に対する治療の現況
坂本 啓（がん・感染症センター都立駒込病院 外科）

P28-5 高齢食道癌患者に対する外科治療戦略

齋藤 慶幸（慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科）

7月 3日（金） 14：10～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター29

「高齢者2」

P29
座長：出江 洋介（都立駒込病院 外科）

P29-1 当院における高齢者に対する食道癌手術治療成績の検討

有吉 要輔（京都府立医科大学 医学部 消化器外科）

P29-2 高齢者表在型食道扁平上皮癌に対するESD

永見 康明（大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器内科学）

P29-3 80歳以上の高齢者食道癌患者に対する手術成績

日野 東洋（久留米大学 医学部 外科学）

P29-4 80歳以上の高齢者食道癌症例の治療法の検討

河口 賀彦（山梨大学 医学部 第一外科）

P29-5 当院における高齢者食道癌の外科治療成績

平尾 素宏（国立病院機構 大阪医療センター 外科）

P29-6 80歳以上の高齢者食道癌に対する治療成績

折田 博之（製鉄記念八幡病院 外科）
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P29-7 85歳以上の超高齢胸部食道癌の2手術例

山崎 康（東海大学医学部消化器外科）

7月 3日（金） 14：59～15：20 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター30

「女性」

P30
座長：平松 昌子（高槻赤十字病院）

P30-1 若年発症食道癌の特徴と予後

松本 晶（がん研究会 有明病院 消化器外科）

P30-2 骨髄移植後に発症した若年食道癌の一例

二宮 大和（東海大学 消化器外科）

P30-3 食道癌切除例における女性食道癌の特徴

日吉 幸晴（熊本大学大学院 消化器外科学）

7月 3日（金） 13：35～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター31

「食道胃接合部癌・バレット食道癌」

P31
座長：竹内 裕也（慶應義塾大学医学部 外科）

P31-1 MD Anderson Cancer Center における局所進行食道胃接合部腺癌の治療

須藤 一起（国立がん研究センター中央病院 消化管内科）

P31-2 食道胃接合部癌根治切除例の予後因子の検討

福地 稔（埼玉医科大学 総合医療センター 消化管・一般外科）

P31-3 食道胃接合部癌に対する左開胸開腹連続切開アプローチでの切除・再建術の

検討

向田 秀則（広島市立安佐市民病院 外科）

P31-4 リンパ節転移部位から見た食道胃接合部癌に対する手術術式の検討

木村 和恵（国立病院機構九州医療センター 消化器センター外科 臨床研究

センター）

P31-5 当院当科における食道胃接合部癌の内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）の検討

五十嵐宗喜（東海大学 医学部 内科学系 消化器内科）

P31-6 Barrett 食道表在癌の治療

西 隆之（東海大学付属大磯病院 外科）

P31-7 腹腔鏡下噴門側胃切除術を施行したバレット食道腺癌の検討

大内田研宙（九州大学 医学部 臨床・腫瘍外科）
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7月 3日（金） 14：24～15：13 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター32

「バレット食道癌」

P32
座長：小林 研二（兵庫県立西宮病院 外科）

P32-1 LSBEに広範に発生したバレット食道腺癌の1切除例

材木 良輔（金沢大学附属病院 消化器・乳腺・移植再生外科）

P32-2 扁平上皮癌とBarrett 腺癌から成る表在型同時性多発食道癌の1例

小林 利行（京都府立医科大学 消化器外科）

P32-3 上縦隔リンパ節転移を認めたSSBE発生の表在Barrett 食道癌の一例

宇田 周司（東海大学八王子病院 消化器外科）

P32-4 バレット食道に発生した中部食道までびまん性に浸潤した食道腺癌の1切除

例

守津 汀（兵庫医科大学 上部消化管外科）

P32-5 治療に難渋したBarrett 食道癌の1例

戎井 力（市立吹田市民病院 外科）

P32-6 CREST症候群に併発したBarrett 食道癌の1例

國重 智裕（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）

P32-7 Barrett 上皮を背景にびまん浸潤型を呈した食道印環細胞癌の1例

谷田部健太郎（東海大学 医学部 消化器外科）

7月 3日（金） 15：13～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター33

「食道胃接合部癌・他」

P33
座長：宮田 博志（大阪府立成人病センター 消化器外科）

P33-1 胃全摘術後に食道再発した食道胃接合部癌の1例

池部 正彦（国立病院機構 別府医療センター 外科）

P33-2 食道胃接合部の食道静脈瘤上に発生した表在食道癌に対して左開胸開腹術を

行った1例

花城 直次（社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 外科）

P33-3 小脳転移を契機に発見された食道胃接合部癌の1例

棚橋 利行（岐阜大学大学院 医学系研究科 腫瘍外科学）

P33-4 異所性胃粘膜から発生した進行食道腺癌の1例

岡崎 直人（虎の門病院 消化器外科）
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P33-5 食道裂孔ヘルニアに併発した胃GISTを腹腔鏡・内視鏡合同手術にて切除し

えた1例

鈴木 研裕（聖路加国際病院 消化器・一般外科）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター34

「頸部食道癌1」

P34
座長：熊谷 洋一（埼玉医科大学 総合医療センター 消化管・一般外科）

P34-1 頚部食道癌に対する治療

内門 泰斗（鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科学）

P34-2 切除可能頸部食道癌の治療戦略―喉頭温存を目指した手術戦略は治療成績向

上に寄与する

中島 康晃（東京医科歯科大学医学部附属病院 食道外科）

P34-3 当科における頸部食道癌切除例の手術成績と喉頭温存の成否

佐々木智彦（秋田大学 医学部 食道外科）

P34-4 頸部食道癌に対する手術成績と臨床病理学的特徴

佐伯 浩司（九州大学大学院 消化器・総合外科）

P34-5 初回治療選択からみた切除可能頸部食道癌における治療成績

竹林 克士（静岡県立静岡がんセンター 食道外科）

7月 3日（金） 14：10～14：45 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター35

「頸部食道癌2」

P35
座長：川田 研郎（東京医科歯科大学 食道外科）

P35-1 頸部表在型食道癌治療成績の検討

中村理恵子（慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科）

P35-2 当院における頚部食道癌切除症例の検討

福富 聡（国立病院機構千葉医療センター）

P35-3 頚部食道癌に対する一次治療・二次治療を含めた根治的化学放射線治療と手

術の治療戦略

大屋 久晴（名古屋大学大学院 医学系研究科 消化器外科学）

P35-4 下咽頭喉頭食道全摘14例の検討

宍戸 裕二（大阪府立成人病センター 消化器外科）
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P35-5 頸部食道癌CRT後再々発に対し咽喉食摘，縦隔気管瘻造設術（Grillo）を施行

した1例

新海 政幸（近畿大学 医学部 外科）

7月 3日（金） 14：45～15：41 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター36

「重複癌」

P36
座長：大森 泰（川崎市立井田病院 内視鏡センター）

P36-1 同時性重複癌を有する食道癌症例の治療戦略の検討

西垣 貴彦（大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 消化器外科学）

P36-2 口腔外科との連携からみる口腔癌と食道癌の重複頻度

松井 俊大（東京医科歯科大学 食道外科）

P36-3 頭頸部癌非手術治療の同時性重複食道癌に対する効果の検討

石 志紘（国立病院機構東京医療センター 外科）

P36-4 食道癌，胃癌の同時性重複癌症例の検討

根本 洋（昭和大学藤が丘病院 消化器・一般外科）

P36-5 食道と肝胆膵領域の同時性重複癌の2切除例

原田 英樹（滋賀県立成人病センター 外科）

P36-6 食道癌術後の異時性残食道癌に対し手術を行った2例

森 至弘（埼玉県立がんセンター 消化器外科）

P36-7 食道癌術後，異時性頸部食道癌に対する化学療法で2年6ヶ月間CRが得ら

れている1例

長濱 正吉（那覇市立病院・外科）

P36-8 初回 ESDから8年間でリンパ節転移と異時性2重複癌を発症した食道癌の

1例

木村 真樹（岐阜大学 医学部 高度先進外科）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター37

「術後再発1」

P37
座長：斉藤礼次郎（平鹿総合病院 外科）

P37-1 食道癌に対する手術後の再発における治療成績の検討

西田 正人（東京大学 医学部付属病院 胃食道外科）
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P37-2 胸部食道癌に対する術前化療後の術後再発に対するNedaplatin＋Do-

cetaxel 療法の検討

河村 英恭（がん・感染症センター 都立駒込病院 外科）

P37-3 当科における食道癌術後再発症例の検討

赤池 英憲（山梨大学 医学部 第一外科）

P37-4 食道癌根治切除後のリンパ節再発に対するDCFR療法の治療成績

大久保 聡（大阪大学 医学系研究科 外科学講座 消化器外科学）

P37-5 食道癌術後頸部リンパ節再発に対する外科切除例の検討

西川 和宏（国立病院機構大阪医療センター 外科）

7月 3日（金） 14：10～14：38 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター38

「術後再発2」

P38
座長：神田 達夫（新潟県厚生連 三条総合病院）

P38-1 術前化学療法後食道癌の原発巣表層部における組織学的効果判定の有用性の

検討

門田 智裕（国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科）

P38-2 食道癌CRT後局所遺残再発に対するサルベージ内視鏡切除後リンパ節・遠

隔再発例の検討

本部 卓也（国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科）

P38-3 食道癌肺転移に対する外科治療，長期生存率と予後因子の検討

小林 直（虎の門病院消化器外科）

P38-4 食道癌根治術後に肺転移巣切除した4例の経験

澁谷 祐一（高知医療センター 消化器外科・一般外科）

7月 3日（金） 14：38～15：27 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター39

「術後再発3」

P39
座長：藤原 由規（近畿大学奈良病院 消化器外科）

P39-1 食道癌再発後，DGS療法にて三年間CRを維持している一例

田中 秀治（岐阜大学医学部腫瘍外科）

P39-2 食道癌術後再発に対してTS�1隔日投与を施行した1例
松永 知之（鳥取大学医学部病態制御外科）
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P39-3 長期生存を得ている左腋窩リンパ節転移を来した胸部食道癌の1切除例

櫻井 桃子（がん・感染症センター 都立駒込病院 食道外科）

P39-4 初回 EMRより4年経過観察後，頸部上縦隔リンパ節転移を切除した食道粘

膜癌の1例

小倉 正治（東京歯科大学市川総合病院 外科）

P39-5 食道癌術後リンパ節再発に対して集学的治療を行った一例

村上 弘大（国立病院機構 大阪医療センター 外科）

P39-6 食道癌術後脳転移に対して転移巣切除，全脳照射を施行し生存を得ている1

例

中井 款（青森県立中央病院 がん診療センター 外科）

P39-7 DCF療法により long PRが得られている再発食道癌の一例

金森 規朗（小張総合病院 外科）

7月 3日（金） 13：35～14：03 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター40

「術後再発4」

P40
座長：亀井 尚（東北大学大学院 先進外科）

P40-1 当院における食道癌根治術後再発症例の診断と治療

春木 茂男（総合病院土浦協同病院 外科）

P40-2 食道がん肺転移に対する治療法の検討

末山 博男（新潟県立中央病院 放射線治療科）

P40-3 食道癌の再発に対して，縦隔気管孔造設を要した7例の検討

百瀬 洸太（大阪大学大学院 医学系研究科 消化器外科）

P40-4 食道癌イメージングバイオマーカーとしての肝血流の可能性

首藤 潔彦（帝京大学ちば総合医療センター 外科）

7月 3日（金） 14：03～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター41

「術後再発5」

P41
座長：諏訪 達志（柏厚生総合病院）

P41-1 局所進行食道癌に対する根治的化学放射線療法後に再発を来たした食道癌の

臨床的検討

桑原 洋紀（国立がん研究センター中央病院 消化管内科）
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P41-2 食道癌のリンパ節 oligo�recurrence に対する放射線療法成績
新部 譲（東邦大学 医療センター 大森病院 放射線科）

P41-3 DGSが著効した術後6年半で判明したT1aMM食道癌転移再発の1例

後藤亜也奈（岐阜大学医学部腫瘍外科）

P41-4 食道癌StageI 根治術後10年で縦隔リンパ節再発を来した1例

貝田佐知子（滋賀医科大学 外科学講座）

P41-5 食道癌根治術後，鼠径リンパ節転移をきたした1例

筒井 麻衣（川崎市立川崎病院 外科）

P41-6 食道癌術後の頸部リンパ節再発に対して集学的治療が奏功した1例

松下 克則（関西労災病院 外科）

P41-7 食道癌根治的化学放射線療法後の腹腔内リンパ節再発に対しリンパ節郭清を

施行した1例

藤枝 裕倫（名古屋大学大学院 腫瘍外科）

P41-8 胸部食道癌CRT後再燃と同時に認めた頚部食道癌に対し，一期的切除を行っ

た1例

太田 俊介（太田西ノ内病院 外科）

7月 3日（金） 14：59～15：41 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター42

「転移」

P42
座長：山下 好人（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

P42-1 左右傍反回神経リンパ節の解剖学的転移分布の検討

金村 剛志（大阪大学 医学部 消化器外科）

P42-2 食道扁平上皮癌における腫瘍の位置とリンパ節転移の検討

中原裕次郎（大阪大学大学院 消化器外科学）

P42-3 腋窩リンパ節転移を伴った食道癌の1切除例

繁光 薫（川崎医科大学 総合外科）

P42-4 摘出標本の病理検索で胃壁内転移が発見された食道表在癌の1例

梶 俊介（島根大学医学部附属病院 消化器・総合外科）

P42-5 4型胃癌様の胃壁内転移をきたした食道扁平上皮癌の1例

三島 圭介（日本医科大学武蔵小杉病院）

P42-6 食道癌小腸転移の一例

服部 正嗣（名古屋大学大学院 医学系研究科 消化器外科学）
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7月 3日（金） 13：35～14：31 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター43

「併存疾患」

P43
座長：李 栄柱（大阪市立大学大学院 消化器外科（第二外科））

P43-1 完全内蔵逆位を伴う食道癌に対して胸腔鏡下食道切除術を施行した1例

氏家 直人（東北大学病院 移植再建内視鏡外科）

P43-2 右側大動脈弓に伴った胸部食道癌の一例

藤原 聡史（高知医療センター 消化器外科・一般外科）

P43-3 当院で経験した胸部食道がん手術時に留意すべき肺静脈の破格

池田 拓広（広島市立安佐市民病院）

P43-4 冠動脈バイパス術後に胸腔鏡下根治術を施行した胸部食道癌の1例

阿部紘一郎（兵庫県立加古川医療センター 外科）

P43-5 Leriche 症候群を伴う食道癌に対し中下部食道切除を施行した症例

大竹 玲子（滋賀医科大学 外科学講座）

P43-6 骨髄異形成症候群（MDS）に合併した食道癌の1例

大川 広（福山市民病院 外科）

P43-7 サルコイドーシスを併存した食道癌の1例

久保 秀文（徳山中央病院 外科）

P43-8 Trousseau 症候群を呈した食道腺癌の1例

篠塚恵理子（日本医科大学多摩永山病院 外科）

7月 3日（金） 14：31～15：13 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター44

「食道瘻」

P44
座長：竹村 雅至（兵庫医科大学 上部消化管外科）

P44-1 食道癌術後の胃管�左主気管支瘻に対し，左開胸開腹にて修復術を行った一例
木戸上真也（大阪大学 医学部 消化器外科）

P44-2 診断までの病悩期間が長期に及んだ高位食道―気管瘻の一切除例

阿部 啓二（岩手県立中部病院 外科）

P44-3 Behcet 病に伴う食道気管支瘻と考えられた1例

島岡 秀樹（福岡大学 医学部 消化器外科）

P44-4 胸部下行大動脈瘤破裂のステントグラフトを挿入後，遅発性に食道穿孔をきた

した一例

田村 卓也（大阪赤十字病院 消化器外科）
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P44-5 大動脈瘤術後の遅発性食道縦隔瘻の1例

渡邉 幸博（埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科）

P44-6 二期分割食道切除再建を行った胸部下行大動脈瘤破裂術後に発症した大動脈

食道瘻の1例

西谷 慶（成田赤十字病院外科）

7月 3日（金） 15：13～15：34 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター45

「バイパスとステント」

P45
座長：田中 寿明（久留米大学医学部 外科）

P45-1 当科における食道癌狭窄・穿孔の治療―バイパス手術とステント挿入―

吉田 卓弘（徳島大学大学院 胸部内分泌腫瘍外科）

P45-2 高度局所進行食道癌に対する腹腔鏡補助下食道バイパス術とステント留置術

松谷 毅（日本医科大学 消化器外科）

P45-3 食道癌による食道気道瘻に対する食道バイパス手術とステント留置術

檜原 淳（広島大学 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科）

7月 3日（金） 13：35～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター46

「バイパス」

P46
座長：渡邊 雅之（がん研有明病院 消化器外科）

P46-1 根治的化学放射線療法後の高度狭窄，瘻孔に対する食道バイパス手術の成績

山田 和彦（国立国際医療研究センター 食道外科）

P46-2 T4食道癌に対する化学放射線療法後の食道バイパス術の術後成績

田中 寿明（久留米大学 医学部 外科）

P46-3 Y字胃管を用いた食道バイパス術8例の経験―食道ステントと比較して優位

性は？―

田辺 俊介（岡山大学 医学部 消化器外科学）

P46-4 食道狭窄，食道気管支瘻に対するバイパス術の検討

宮地 正彦（愛知医科大学 消化器外科）

P46-5 進行胸部食道癌に対する食道バイパス術の2例

高瀬健一郎（埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科）

P46-6 食道癌に対するバイパス手術の意義

佐藤 弘（埼玉医科大学 国際医療センター 消化器外科）
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P46-7 狭窄を伴う食道癌に対するY字胃管による食道バイパス術：減圧管の留置法

の工夫

馬場 祥史（熊本大学 消化器外科学）

7月 3日（金） 14：24～15：06 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター47

「ステント1」

P47
座長：佐藤 道夫（国際親善総合病院 外科）

P47-1 当科における切除不能進行食道癌に対する食道ステントの治療成績

西山 光郎（山口大学大学院 医学系研究科 消化器・腫瘍外科学）

P47-2 食道悪性狭窄における self�expanding metal stent（SEMS）の有用性に関
する検討

森本 浩之（国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科）

P47-3 食道癌に対するステント療法

清崎 浩一（自治医科大学 附属さいたま医療センター 外科）

P47-4 当科における食道ステント留置症例の治療成績

松山 仁（八尾市立病院 外科）

P47-5 細径スコープ補助下食道ステント留置の有用性について

橋口 一利（医療法人社団シマダ 嶋田病院 内視鏡センター）

P47-6 局所進行食道癌に対する食道ステント治療の有用性

小澤 大悟（群馬大学大学院病態総合外科学）

7月 3日（金） 15：06～15：55 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター48

「ステント2」

P48
座長：太田 正穂（東京女子医科大学 消化器外科）

P48-1 進行再発食道癌による気道浸潤に対する気道ステント留置の治療成績

竹野 淳（関西労災病院 消化器外科）

P48-2 気管浸潤食道癌に対する気管ステントの使用経験

洞口 正志（JA秋田厚生連 平鹿総合病院 外科）

P48-3 食道癌食道気管支瘻に対し気管デュモンY字ステントを試み不成功であった

1例

片岡 正文（岡山済生会総合病院 外科）
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P48-4 食道癌Oncologic emergency の 1例

齊藤 卓也（大阪府済生会泉尾病院 外科・消化器外科）

P48-5 大動脈ステント内挿術の施行が有効であった進行食道癌3例の治療経験

柴田 智隆（大分大学医学部消化器小児外科）

P48-6 ステント治療後2期的切除術をおこなった食道癌の1例

大澤 正人（兵庫県立姫路循環器病センター 外科）

P48-7 食道気管支瘻を伴った進行食道癌に対し食道ステント留置した1例

西村 拓（JCHO 下関医療センター 消化器外科）

7月 3日（金） 13：35～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター49

「術前化学療法1」

P49
座長：西巻 正（琉球大学医学部附属病院 第一外科）

P49-1 食道癌手術症例における術前化学療法の治療効果の検討

神尾 幸則（埼玉県立がんセンター 消化器外科）

P49-2 cStageII�III 食道癌における術前化学療法の検証
藤原 有史（大阪市立大学大学院 医学研究科 消化器外科）

P49-3 cStageII�III 胸部食道癌に対する5�FU＋CDDP術前補助化学療法における
非完遂例の検討

羽藤 慎二（四国がんセンター 外科）

P49-4 StageII�III 胸部食道癌に対する術前化学療法の治療成績と再発症例の検討
久保 寛仁（弘前大学 消化器外科）

P49-5 術前化学療法によりCT�pStage I となった胸部食道扁平上皮癌の成績
志垣 博信（がん研有明病院 消化器外科）

P49-6 食道癌 cStageII�III の高齢患者に対する術前化学療法の有効性および安全性
に関する検討

宮本 敬大（大阪医科大学 化学療法センター）

P49-7 腎機能低下患者の食道癌術前化学療法におけるネダプラチンの有用性

大橋龍一郎（香川県立中央病院 消化器・一般外科）
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7月 3日（金） 14：24～15：06 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター50

「術前化学療法2」

P50
座長：掛地 吉弘（神戸大学大学院 食道胃腸外科）

P50-1 食道癌術前化学療法施行例の病理組織学的予後因子の検討

鳩貝 健（国立がん研究センター東病院 消化管内科）

P50-2 食道癌術前化学療法における組織学的治療効果判定に対する予測因子の検討

室谷 隆裕（弘前大学 医学部 消化器外科）

P50-3 胸部食道癌に対する術前化学療法の問題点・効果予測および周術期管理のア

ウトカム

佐藤 弘（埼玉医科大学 国際医療センター 消化器外科）

P50-4 食道癌に対する術前化学療法の効果予測因子としてのPET�CTの有用性
田端 宏尭（和歌山県立医科大学 第2外科教室）

P50-5 食道癌に対するNAC�DCFにおける効果予測バイオマーカーとオーダーメ
イド治療の可能性

尾島 敏康（和歌山県立医科大学 第2外科）

P50-6 食道癌治療における治療感受性予測およびDNF療法の術前化学療法として

の可能性

宮崎 達也（群馬大学 病態総合外科）

7月 3日（金） 15：06～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター51

「術前化学療法3」

P51
座長：池田 佳史（国際医療福祉大学三田病院 外科・消化器センター）

P51-1 進行胸部食道癌に対する術前補助化学療法と手術先行例の比較検討

坪佐 恭宏（静岡県立静岡がんセンター 食道外科）

P51-2 JCOG9907の術後因子を用いた予後予測モデルの検証

野村 基雄（京都大学 がん薬物治療科）

P51-3 術前化学療法が有効なNonT4c－StageII，III 食道扁平上皮癌の検討

宮本 昌武（がん・感染症センター 都立駒込病院）

P51-4 食道癌患者の無再発生存期間に関与する因子の検討

川田 純司（市立貝塚病院 外科）
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P51-5 術前化学療法後に原発巣の pathological CRが得られた食道癌症例の治療

成績

福田 周一（大阪大学 消化器外科）

P51-6 導入DCF療法における予後不良因子についての検討

中島 政信（獨協医科大学 第一外科）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター52

「術前化学療法4」

P52
座長：坪佐 恭宏（静岡県立静岡がんセンター 食道外科）

P52-1 食道癌における術前DCF療法無効例の選別

植村 則久（愛知県がんセンター 中央病院 消化器外科）

P52-2 StageII，III 食道癌に対する術前化学療法の成績

松本 壮平（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）

P52-3 食道癌の術前補助化学療法の意義について

田中雄二朗（東京慈恵会医科大学）

P52-4 切除可能進行食道癌に対する術前DCF療法＋手術の治療成績とその合併症

対策

本告 正明（大阪府立成人病センター 消化器外科）

P52-5 食道癌におけるDCFを用いた術前化学療法

近藤 正人（神戸市立医療センター中央市民病院 外科）

P52-6 臨床病期 II�III�IVa 食道癌（T4除く）に対する術前DCF療法の短期成績
麓 祥一（大分中村病院 外科）

7月 3日（金） 14：17～14：52 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター53

「術前化学療法5」

P53
座長：山田 和彦（国立国際医療研究センター 外科）

P53-1 当科の食道癌手術症例における術前化学療法の検討

永田 健（防衛医科大学校 外科学講座）

P53-2 食道癌術前化学療法症例における抗癌剤不応例の検討

野村 尚（山形県立中央病院 外科）

P53-3 cT4食道癌に対する導入DCS療法の有効性の検討

下地 英明（琉球大学大学院 医学研究科 消化器・腫瘍外科学講座）
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P53-4 進行食道癌患者に対する術前化学療法後の監視培養の必要性について

湯田 匡美（東京慈恵会医科大学 消化管外科）

P53-5 進行食道癌に対する術前補助化学療法が周術期に与える影響について

北原 正博（山口大学大学院 医学系研究科 消化器・腫瘍外科学）

7月 3日（金） 14：59～15：34 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター54

「術前化学療法6」

P54
座長：大賀 丈史（独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 外科）

P54-1 術前化学療法としての FP療法とDCF療法の治療効果に関する検討

赤丸 祐介（独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 外科）

P54-2 Stage II，III 食道癌に対する術前補助化学療法としてのmodified DCF療法

の検討

宮崎 充啓（済生会唐津病院 外科）

P54-3 根治的化学放射線療法によりCRが得られた食道癌副腎転移に対しDCF療

法が奏効した一例

高橋 恒輔（東京医科大学病院 消化器外科・小児外科学分野）

P54-4 DCF療法により完全奏功を示した両側多発性肺転移を伴う進行食道癌1例

生島 裕文（大阪府済生会富田林病院 外科）

P54-5 StageII�III 食道癌に対する術前化学療法としての FAPとDCF
田村 茂行（関西労災病院 消化器外科）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター55

「化学療法・有害事象」

P55
座長：廣中 秀一（千葉県がんセンター 消化器内科）

P55-1 シスプラチンを含む食道癌化学療法に起因する低Na血症の検討

島田 理子（慶應義塾大学 外科）

P55-2 当科における食道癌に対する術前化学療法と副作用対策の検討

小西 博貴（京都府立医科大学 消化器外科）

P55-3 食道癌術前化学療法におけるマグネシウム投与の有用性についての検討

藤田 悠司（京都府立医科大学 医学部 消化器外科）
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P55-4 食道癌化学療法5�FU＋CDDPにおける，輸液負荷増量及びMg投与による
腎不全予防効果の検討

上田 大介（広島大学病院 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科）

P55-5 食道癌DCF療法におけるグレリン値と腎障害の検討

柳本 喜智（大阪大学大学院 消化器外科）

P55-6 食道癌の FP療法に伴う急性腎不全の検討

山口 剛（滋賀医科大学 外科学講座）

7月 3日（金） 14：17～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター56

「化学療法（高度進行癌）」

P56
座長：室 圭（愛知県がんセンター中央病院 薬物療法部）

P56-1 Bi�weekly DCF療法とDGS療法
田中 善宏（岐阜大学 医学部 腫瘍外科）

P56-2 食道癌に対するDCF療法の下痢発現とそのリスクの検討

新野 直樹（大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 消化器外科学）

P56-3 進行食道癌に対する至適初回化学療法に関する検討（CF療法とDCF療法の

比較から）

岩谷 岳（岩手医科大学 外科）

P56-4 切除不能進行・再発食道癌に対するDocetaxel＋Nedaplatin 療法

河内 保之（長岡中央綜合病院 外科）

P56-5 切除不能進行・再発食道癌治療におけるパクリタキセルの安全性，有用性の検

討

紀 貴之（大阪医科大学附属病院 化学療法センター）

P56-6 高度進行食道癌に対する術前DCF療法は予後を改善する

日暮愛一郎（産業医科大学 第一外科）

7月 3日（金） 14：59～15：41 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター57

「化学療法（症例）」

P57
座長：吉井 貴子（埼玉県立がんセンター 消化器内科）

P57-1 進行食道癌に対するTrastuzumabの使用経験

廣野 靖夫（福井大学 医学部 第1外科）
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P57-2 5�FU�CDDPによる術前化学療法にて pCRが得られた進行食道癌の3例
小林 正彦（香川労災病院 外科）

P57-3 5FU�CDDPによる術前化学療法にてGrade3の効果を得た食道扁平上皮癌
の2切除例

尾形 高士（神奈川県立がんセンター 消化器外科）

P57-4 CDDPによる薬剤性SIADHの 1例

宮田 一志（名古屋大学大学院腫瘍外科）

P57-5 術前化学療法により組織学的CRが得られた cStageII 食道癌の1例

塙 秀暁（日本医科大学 武蔵小杉病院 消化器病センター）

P57-6 ドセタキセル＋ネダプラチン療法により5年4か月の長期生存を得た切除不

能食道癌の1例

斉藤 洋茂（千葉県がんセンター 消化器外科）

7月 3日（金） 13：35～14：31 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター58

「術前CRT」

P58
座長：伊藤 芳紀（国立がん研究センター中央病院 放射線治療科）

P58-1 進行食道癌に対する術前化学療法および術前化学放射線療法の功罪

森田 勝（九州がんセンター 消化器外科）

P58-2 食道癌の術前化学放射線療法におけるTNM stage の変化と予後の検討

浜井 洋一（広島大学 原爆放射線医科学研究所腫瘍外科）

P58-3 術前化学放射線療法が周術期合併症に与える影響について～手術単独例との

比較～

古川 高意（広島大学 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科）

P58-4 当科における進行食道癌に対する術前化学放射線療法

太田 喜洋（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

P58-5 StageII�III 食道癌に対するNAC＋SとNACRT＋Sの比較
佐藤 雄亮（秋田大学 食道外科）

P58-6 食道癌 cStage2，3切除症例における再発形式からみた術前治療の有用性の

検討

伊藤 修平（広島赤十字・原爆病院 外科）

P58-7 当科における局所進行食道癌に対する術前化学放射線療法の成績

谷島 聡（東邦大学 医学部 外科学講座 一般・消化器外科（大森））

P58-8 Nearly T4胸部食道癌に対する術前化学放射線療法の功罪

田村 孝史（筑波大学 医学医療系 消化器外科）
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7月 3日（金） 14：31～15：20 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター59

「根治的CRT」

P59
座長：有賀 久哲（岩手医科大学 放射線医学講座）

P59-1 臨床病期 I 期食道癌患者の治療選択に影響を及ぼす因子；JCOG0502副次

的解析

加藤 健（JCOG食道がんグループ）

P59-2 切除不能局所進行食道癌に対する化学放射線治療の長期成績の検討

川畑 秀雄（広島大学病院 放射線腫瘍学）

P59-3 臨床病期 IA期食道癌に対する化学放射線療法

山本 幸子（大阪府立成人病センター 消化管内科）

P59-4 StageI 食道癌に対する根治的化学放射線療法の効果：手術との比較検討

山本 幸子（大阪府立成人病センター 消化管内科）

P59-5 食道癌に対するDCF併用の根治的化学放射線療法の初期評価

玉置 幸久（島根大学医学部放射線腫瘍学講座）

P59-6 当院で経験した気管・気管支浸潤を伴う食道癌症例の治療方針の検討

上田 修吾（田附興風会医学研究所 北野病院 消化器センター外科）

P59-7 食道癌に対する（化学）放射線療法の施設別治療成績；2004～2008年

西村 恭昌（近畿大学 医学部 放射線腫瘍学）

7月 3日（金） 15：20～15：55 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター60

「CRT」

P60
座長：笹井 啓資（順天堂大学医学部 放射線医学教室）

P60-1 局所進行 cT4食道癌に対して術前治療後に切除可能となった2例

岡本 拓也（国立国際医療研究センター病院 外科）

P60-2 初診時Bulky 腹腔リンパ節転移を有した胸部食道癌に対する集学的治療の経

験

大野 耕一（帯広厚生病院 外科）

P60-3 集学的治療により長期生存を得ている食道癌胃管および上顎転移の1例

松山 歩（広島赤十字・原爆病院 外科）

P60-4 食道癌化学放射線治療後に食道穿孔から化膿性脊椎炎を発症した2症例

形部 憲（大阪市立大学 大学院 医学研究科 消化器外科学）
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P60-5 気管支浸潤食道癌に対し治療に難渋した1症例

清水 将来（多根総合病院 外科）

7月 3日（金） 13：35～14：03 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター61

「CRT（その他）」

P61
座長：二瓶 圭二（がん・感染症センター都立駒込病院 放射線診療科 治療部）

P61-1 胸部食道癌放射線治療後の心筋 FDG�PET�CT所見の検討
稲田 正浩（近畿大学 医学部 放射線科 腫瘍学部門）

P61-2 食道癌に対する同時化学療法併用陽子線治療の成績

石川 仁（筑波大学 医学医療系 放射線腫瘍学）

P61-3 切除不能進行食道癌における，姑息的化学放射線療法の検討

飛松 和俊（兵庫県立がんセンター 消化器内科）

P61-4 Glasgow Prognostic Score と進行食道癌に対するCRTの効果予測に関

する検討

吉井 貴子（埼玉県立がんセンター）

7月 3日（金） 14：03～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター62

「放射線治療」

P62
座長：西村 恭昌（近畿大学医学部附属病院 放射線治療科）

P62-1 当施設におけるT4食道癌に対する放射線治療成績

山野 貴史（埼玉医科大学総合医療センター 放射線腫瘍科）

P62-2 食道癌におけるバイオマーカー発現とリンパ節転移の関連から至適照射野を

探る

萩原 靖倫（山形大学 医学部 放射線腫瘍学講座）

P62-3 放射線性心膜炎に対し心嚢開窓術および心膜切除術を必要とした食道癌の1

例

吉川 貴久（荻窪病院 外科）
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7月 3日（金） 14：24～15：27 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター63

「サルベージ手術等」

P63
座長：野村 務（日本医科大学 臓器病態制御外科）

P63-1 食道癌に対するCRT後サルベージ手術の検討

樋上翔一郎（京都府立医科大学 消化器外科）

P63-2 当科におけるSalvage 手術の短期合併症と予防対策

山田 純（国立国際医療研究センター病院 外科）

P63-3 切除不能局所進行食道癌に対するサルベージ手術にて病理学的CRと診断し

た一例

竹本 健一（京都府立医科大学 医学部 外科学教室消化器外科学部門）

P63-4 サルベージ術後に鋳型状の痂皮による気道閉塞を繰り返した一例

國友 知義（岩国医療センター 外科）

P63-5 胃食道静脈瘤合併食道癌に対するHassab 手術併用腹腔鏡補助下食道切除術

症例の検討

李 友浩（大阪市立総合医療センター 消化器外科）

P63-6 食道癌非根治手術症例の検討

北川 彰洋（大阪府立急性期・総合医療センター 消化器外科）

P63-7 胸腔鏡を併用した咽頭喉頭食道全摘の3例

高橋 優太（国立病院機構四国がんセンター 外科）

P63-8 胸骨縦切開下に右内頸静脈合併切除を行い，局所制御可能であった胸部食道癌

の一例

原野 雅生（広島市立広島市民病院 外科）

P63-9 膵体部切除後の食道癌手術の経験

植田 守（埼玉協同病院）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター64

「内分泌細胞癌1」

P64
座長：篠崎 浩治（済生会宇都宮病院 外科）

P64-1 食道原発間葉系腫瘍に対する切除術27例の臨床病理学的検討

中塚 梨絵（大阪大学大学院 消化器外科）

P64-2 食道内分泌細胞癌切除症例の検討

庄田 勝俊（京都府立医科大学 医学部 消化器外科）
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P64-3 食道神経内分泌癌3例の検討

島本福太郎（大阪医科大学附属病院 化学療法センター）

P64-4 当院における食道内分泌細胞癌の経験

小田切数基（国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 外科）

P64-5 食道胃接合部に発生した神経内分泌細胞癌の2例

大木 進司（福島県立医科大学 器官制御外科）

7月 3日（金） 14：10～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター65

「内分泌細胞癌2」

P65
座長：尾形 高士（神奈川県立がんセンター 消化器外科）

P65-1 食道切除後再建胃管に生じた neuroendocrine carcinoma（NEC）の1切除

例

安田 貴志（兵庫県立がんセンター 消化器外科）

P65-2 食道癌術後再建胃管に発生した神経内分泌細胞癌の1切除例

西村 真樹（国保直営総合病院 君津中央病院 外科）

P65-3 食道内分泌細胞癌に対してCPT�11＋CDDP化学療法を行い著明な縮小効
果を認めた1例

尾崎 岳（関西医科大学 外科）

P65-4 VP�16�CDDPが著効した食道内分泌細胞癌の1例
木村 幸男（独立行政法人国立病院機構 外科）

P65-5 胃食道接合部小細胞癌術後縦隔リンパ節転移に対してCRTが奏功した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）

P65-6 治療に難渋したSIADH合併食道神経内分泌細胞癌の1例

高橋 一剛（広島市立広島市民病院 外科）

P65-7 食道mixed adenoneuroendocrine carcinomaの一例

谷口 堅（国立病院機構長崎医療センター 外科）

7月 3日（金） 14：59～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター66

「癌肉腫」

P66
座長：山﨑 誠（大阪大学大学院 外科学講座 消化器外科）

P66-1 食道癌肉腫，根治切除例に関する後方視的検討

勝屋 友幾（国立がん研究センター中央病院 消化管内科）
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P66-2 当科における食道癌肉腫の病理組織診断と外科切除15症例の臨床病理学的

検討

岡田 尚也（国立がん研究センター東病院 食道外科）

P66-3 当院で経験した食道癌肉腫の3症例

中尾英一郎（公立学校共済組合 近畿中央病院 外科）

P66-4 化学放射線療法を施行した食道癌肉腫の1例

高木 誠（立川病院 消化器外科）

P66-5 食道癌肉腫の1例

高橋 亮（独立行政法人 国立病院機構 函館病院 外科）

P66-6 気道閉塞をきたした巨大頸部食道癌肉腫の1切除例

原 健太朗（横浜市立大学附属病院 一般外科・心臓血管外科）

P66-7 DCF療法が奏功した carcinosarcomaの一切除例

長井 洋平（独立行政法人 国立病院機構 都城病院 外科）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター67

「類基底細胞癌1」

P67
座長：奥村 浩（鹿児島大学医学部 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学

分野）

P67-1 前加療後切除した食道類基底細胞癌4症例と術前未治療21症例との臨床病

理組織学的比較

今野 卓朗（東北大学 大学院 医学系 研究科 先進外科学分野）

P67-2 食道類基底細胞癌切除例6例の臨床病理学的検討

奥田 洋一（筑波大学 医学医療系 消化器外科）

P67-3 食道切除を施行した表在型食道類基底細胞癌4例の検討

番場 竹生（新潟大学 消化器・一般外科）

P67-4 当院で経験した食道類基底細胞癌の2例

文 正浩（独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター・中国がんセン

ター 外科）

P67-5 表在型食道類基底細胞癌の2手術例

島川 武（東京女子医科大学 東医療センター 外科）

P67-6 表在型食道類基底細胞癌の2手術例

松下 恒久（聖マリアンナ医科大学 消化器・一般外科）
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7月 3日（金） 14：17～15：06 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター68

「類基底細胞癌2」

P68
座長：逢坂 由昭（厚生中央病院 消化器病センター 外科）

P68-1 食道類基底細胞癌の1例

山下 浩正（名古屋第一赤十字病院 一般消化器外科）

P68-2 ESDを施行したT1aの食道類基底細胞癌の一例

赤松 拓司（日本赤十字社和歌山医療センター 消化器内科）

P68-3 術前化学療法後に切除した食道類基底細胞癌の1例

杉山 陽一（JA広島総合病院 外科）

P68-4 脂肪腺分化を示した食道低分化型扁平上皮癌の一例

鶴田 伸一（北九州市立医療センター 消化器内科）

P68-5 食道胃接合部に発症した食道腺扁平上皮癌の1切除例

川口 貴之（兵庫医科大学 上部消化管外科）

P68-6 多発遠隔転移を伴う食道胃接合部絨毛癌に対しTS�1＋CDDP療法が有効で
あった1例

那須 元美（順天堂大学 上部消化管外科学）

P68-7 内視鏡的粘膜下層剥離術にて切除した食道悪性リンパ腫の1例

桑山 泰治（徳島赤十字病院 消化器科）

7月 3日（金） 15：06～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター69

「特殊型」

P69
座長：安部 俊弘（独立行政法人国立病院機構関門医療センター 外科）

P69-1 術前化学療法後に根治切除した食道粘表皮癌の1例

高屋 快（山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院 外科）

P69-2 Mucoepidermoid carcinoma（MEC）の一例に文献的考察を加えて

荒武 俊伍（国立国際医療研究センター 外科）

P69-3 食道腺様嚢胞癌の1例

澤田 元太（国立病院機構呉医療センター 中国がんセンター 7外科）

P69-4 腺癌成分のリンパ節転移を認めた食道腺扁平上皮癌の1例

武山 大輔（石巻赤十字病院 外科）

P69-5 多発性食道原発悪性黒色腫の1切除例

柄田 智也（金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科）
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P69-6 食道悪性黒色腫の一例

遠藤 俊治（東大阪市立総合病院 消化器外科）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター70

「胃管癌」

P70
座長：松谷 毅（日本医科大学 消化器外科）

P70-1 胃管癌に対する内視鏡治療成績の検討

佐藤 千晃（東北大学病院 移植再建内視鏡外科）

P70-2 当院における胃管癌の検討

川合 亮佑（愛知県がんセンター中央病院 消化器外科）

P70-3 当院における食道癌術後胃管癌症例6例の検討

大石 一行（高知医療センター 消化器外科）

P70-4 食道癌術後再建胃管癌に対しESDを施行した1例

夏 錦言（川崎市立川崎病院 外科）

P70-5 食道癌切除後の胃管癌に対しESDを繰り返し行った1例

中井 宏治（関西医科大学 外科学講座）

7月 3日（金） 14：10～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター71

「平滑筋腫」

P71
座長：成高 義彦（東京女子医科大学東医療センター 外科）

P71-1 Imatinib 投与によりSUVmax値が減少した FDG集積亢進を示す食道平滑

筋腫の稀な一例

山村 憲幸（りんくう総合医療センター 外科）

P71-2 胸腔鏡補助下に切除した巨大食道平滑筋腫の1例

水口このみ（順天堂大学 医学部附属 静岡病院 外科）

P71-3 胸腔鏡下に摘出し得た全周性にわたる食道平滑筋種の1例

大坪 大（北播磨総合医療センター 外科）

P71-4 食道平滑筋腫の1例

岡部 道雄（倉敷中央病院）

P71-5 食道胃接合部の粘膜下腫瘍に対しCLEAN�NETを施行した1例
尾野 大気（慶應義塾大学医学部 外科学教室 一般・消化器）
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P71-6 食道胃接合部に発生した平滑筋腫に対し経裂孔核出術・Toupet 噴門形成を

施行した1例

川上 次郎（愛知県がんセンター中央病院 消化器外科）

P71-7 壁外発育型食道GISTの 1例

黒田 誠司（日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター）

7月 3日（金） 14：59～15：41 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター72

「良性腫瘍」

P72
座長：大平 雅一（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

P72-1 FDG�PETで高集積であった食道神経鞘腫の1例
瀬戸山徹郎（鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科学）

P72-2 腫瘍核出術と肋間筋弁被覆にて食道切除を回避し得た食道神経鞘腫の1例

加藤 文彦（平塚市民病院 外科）

P72-3 胸腔鏡下核出術を施行した食道神経鞘腫の1例

内藤 哲也（長岡赤十字病院）

P72-4 FDG�PET陽性の頚胸境界部食道神経鞘腫の1例
高木 章司（岡山赤十字病院 消化器外科）

P72-5 左横隔膜上に発生した食道嚢腫の1例

藤間 千尋（東京女子医科大学 八千代医療センター 消化器外科）

P72-6 頚部アプローチにて切除しえた巨大食道 fibrovascular polyp の 1例

広本 昌裕（昭和大学 医学部 消化器・一般外科）

7月 3日（金） 13：35～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター73

「基礎1」

P73
座長：森 正樹（大阪大学大学院医学研究科 消化器外科）

P73-1 ヒストン脱アセチル化酵素阻害剤によるBax蛋白誘導機構の検討

村上健太郎（千葉大学大学院医学研究院医学部 先端応用外科）

P73-2 食道扁平上皮癌におけるCKS2の発現意義

喜多 芳昭（鹿児島大学腫瘍学 消化器・乳腺甲状腺外科学）

P73-3 食道扁平上皮癌における癌幹細胞マーカーの同定

山口 哲司（富山大学 医学部 消化器・腫瘍・総合外科）
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P73-4 食道癌細胞におけるPI3K�Akt�mTOR経路関連遺伝子の網羅的解析
赤城 一郎（日本医科大学 多摩永山病院 外科）

P73-5 Early stage induction of SWI�SNFmutations during development of
ESCC

仲里 秀次（国立がん研究センター 研究所 エピゲノム解析分野）

P73-6 Integrated analysis of genetic and epigenetic alterations in ESCC

岸野 貴賢（国立がん研究センター 研究所 エピゲノム解析分野）

P73-7 網羅的遺伝子発現解析を用いた食道類基底細胞癌における特異的遺伝子の探

索

多田 武志（福島県立医科大学 臓器再生外科学講座）

7月 3日（金） 14：24～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター74

「基礎2」

P74
座長：嶋田 裕（京都大学薬学研究科 ナノバイオ医薬創成科学）

P74-1 食道扁平上皮癌における血清 Fibrinogen 値とNeutrophil�lymphocyte ra-
tio の臨床的意義

有上 貴明（鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学）

P74-2 進行再発固形がん患者に対するMogamulizumab投与 Ia 相試験における制

御性T細胞除去効果

武岡 奉均（大阪大学大学院 消化器外科）

P74-3 食道扁平上皮癌における診断・再発マーカーとしての抗 p53抗体の有用性

山本 昌明（大阪大学医学部附属病院 消化器外科）

P74-4 食道癌症例における術前血漿 fibrinogen 値の臨床病理学的意義

鈴木 隆（東邦大学 医療センター 大森病院 一般・消化器外科）

P74-5 血清抗NY�ESO�1抗体は食道癌の特異的マーカーか？
大嶋 陽幸（東邦大学 医学部 一般・消化器外科）

7月 3日（金） 14：59～15：41 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター75

「基礎3」

P75
座長：吉田 和弘（岐阜大学 腫瘍外科学（第二外科））

P75-1 細胞生理学を応用した新たな食道癌治療戦略

塩崎 敦（京都府立医科大学 外科学教室 消化器外科学部門）
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P75-2 食道扁平上皮癌に有用な腫瘍抑制性microRNA

藤原 直人（東京医科歯科大学 医学部附属病院 食道外科）

P75-3 タウロコール酸の慢性曝露は食道扁平上皮癌細胞のペントース・リン酸経路

を亢進させる

向所 賢一（滋賀医科大学 医学部 病理学講座 分子診断病理学部門）

P75-4 Notch3過剰発現による食道扁平上皮分化誘導は腫瘍造成能及び5FU抵抗

性を抑制する

菊池 理（京都大学 大学院医学研究科 消化器内科）

P75-5 食道扁平上皮癌に対するSOCS1遺伝子治療についての検討

原 尚志（大阪大学大学院 医学系研究科 外科学講座 消化器外科学）

P75-6 マウス扁平上皮癌に対する金ナノロッドを用いた光線力学温熱療法

水藤 広（千葉大学大学院医学研究院 先端応用外科）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター76

「病理」

P76
座長：塩崎 敦（京都府立医科大学 外科学教室消化器外科学部門）

P76-1 食道癌の術前化学療法後のリンパ節における組織学的効果判定の有用性

門田 智裕（国立がん研究センター東病院 消化管内視鏡科）

P76-2 食道扁平上皮癌における核PROX1発現は癌進行，予後不良マーカーとして

有望

横堀 武彦（群馬大学 医学部 病態総合外科学）

P76-3 食道癌におけるコネキシン43の発現の意義

田中 達也（名古屋市立大学 消化器外科）

P76-4 食道癌におけるPD�L1発現と予後の検討
脇田 晃行（秋田大学 医学部 食道外科）

P76-5 食道扁平上皮癌でのCD147，MCT�1，MMP�9の発現意義
堀場 光二（日本医科大学 千葉北総病院 外科）

P76-6 エクソソームの機能解析に基づく食道扁平上皮癌マーカーの探求

松本 泰典（千葉大学 大学院医学研究院 先端応用外科学）
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7月 3日（金） 14：17～14：45 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター77

「予後」

P77
座長：渡辺 昌則（日本医科大学武蔵小杉病院 消化器病センター）

P77-1 リンパ節転移のない表在食道癌の術後再発症例の臨床病理学的特徴

小澤 洋平（東北大学大学院 医学系研究科 先進外科学分野）

P77-2 胸部食道SM浸潤癌切除例の臨床病理学的検討

蜂谷 修（山形大学 医学部 消化器・乳腺甲状腺・一般外科）

P77-3 DPCデータ分析を用いた食道癌手術症例の検討

福井 康雄（高知医療センター 消化器外科）

P77-4 食道癌術前療法中の骨格筋量の変化に関する検討

矢口 義久（帝京大学 医学部 外科学講座）

7月 3日（金） 14：45～15：27 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター78

「予後因子」

P78
座長：馬場 秀夫（熊本大学大学院 消化器外科）

P78-1 食道癌患者における術後合併症および周術期CRP値の予後に与える影響

山下公太郎（大阪大学 医学部 消化器外科）

P78-2 食道癌患者における予後予測因子としての好中球・リンパ球比の検討

気賀澤 悠（慶應義塾大学医学部 一般・消化器外科）

P78-3 食道癌に対する開胸食道切除術後3か月における血清アルブミン改善率と予

後の関連

松田 諭（静岡県立静岡がんセンター 食道外科）

P78-4 食道癌切除症例における inflammation�based prognostic score の解析
とその意義

松原 毅（島根大学 医学部 消化器・総合外科）

P78-5 食道癌患者における小野寺らのPrognostic Nutritional Index（PNI）の意義

について

原 譲次（近畿大学医学部奈良病院 外科）

P78-6 食道癌患者における免疫栄養学的予後予測指数（PNI）と口腔内の状態との関

連

山中 玲子（岡山大学病院中央診療施設医療支援歯科治療部）

EDAIN WING 4.0　星野 2015.05.29 18.57.55 Page 43(1)



一
般
演
題

ポ
ス
タ
ー

80

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター79

「看護」

P79
座長：白川 靖博（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 消化器外科学）

P79-1 食道がん術後の回復を促すSTEPプログラムに対する患者の理解度，自己効

力感，継続希望

栗原 美穂（国立がん研究センター東病院 看護部）

P79-2 食道がん術後の回復を促すSTEPプログラムにおける患者の療養日記の使用

状況

小山友里江（慶應義塾大学 看護医療学部）

P79-3 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における術中他動運動の導入―手術室看護師の視

点から―

藤澤 小雪（岡山大学病院 看護部 手術部）

P79-4 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における術中体位のPERIOとしての取り組み

野澤 康明（岡山大学病院 総合リハビリテーション部）

P79-5 食道癌術後せん妄発症要因の検討

鈴木 淳美（東邦大学医療センター大森病院 看護部 3号館5階西病棟）

P79-6 食道がん術後の患者・家族の支援ニーズ ―食道がん教室の取り組みから―

飯田 洋子（独立行政法人国立がん研究センター東病院 サポーティブケアセ

ンター�がん相談支援センター）

7月 3日（金） 14：17～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター80

「チーム医療」

P80
座長：森田 勝（国立病院機構 九州がんセンター 消化管外科）

P80-1 当院における食道癌周術期管理チームの立ち上げ

高橋 彩（がん・感染症センター 都立駒込病院 看護部）

P80-2 チーム医療の介入は食道手術の成績にどのように寄与できたか

小林 慎（函館五稜郭病院外科）

P80-3 食道癌症例の退院調整とチーム医療

羽井佐 実（川崎医科大学 総合外科学）

P80-4 食道癌術後縫合不全に対する創処置における多職種連携

竹内 沙季（富山大学附属病院 看護部）
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P80-5 当院での多職種周術期管理チームによる手術患者に対する活動：術前～周術

期～術後まで

藤田 武郎（国立がん研究センター東病院 食道外科）

P80-6 当院における周術期管理外来開設の試み

岩田 直樹（名古屋大学 医学部 消化器外科学）

7月 3日（金） 14：59～15：34 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター81

「栄養管理」

P81
座長：久保 尚士（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

P81-1 食道癌術前化学療法時の ω3系脂肪酸投与による副作用抑制効果に関するラ

ンダム化試験

村上 剛平（大阪大学大学院 消化器外科）

P81-2 高カロリー輸液，中心静脈カテーテルを用いない食道癌術後管理の検討

齋藤 賢将（東京医科歯科大学 医学部附属病院 食道外科）

P81-3 当教室における食道癌周術期の栄養管理の工夫

中村 公紀（和歌山県立医科大学 第二外科）

P81-4 ドセタキセル・シスプラチン・5�FU併用術前化学療法中の栄養介入の取り
組み

大石麻里絵（国立がん研究センター東病院 栄養管理室）

P81-5 食道癌術後の在宅経腸栄養導入の有効性

大塚 利恵（がん・感染症センター 都立駒込病院 看護部）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター82

「リハビリテーション1」

P82
座長：小池 聖彦（名古屋大学医学部 消化器外科（旧第二外科））

P82-1 当院の胸部食道がん術後の理学療法について

廣澤 隆行（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立安佐市民病院

リハビリテーション科）

P82-2 食道癌手術におけるリハビリテーションと術後合併症～術前化学療法の影響

について～

垣添 慎二（北九州市立医療センター リハビリテーション科）
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P82-3 食道癌術後，早期リハビリテーションプログラム（プロジェクトESST）の運

用に関して

上野 順也（国立がん研究センター東病院 リハビリテーション科）

P82-4 食道がん手術前後の多職種共同リハビリテーションプログラム導入の効果

山口 美香（国立病院機構九州がんセンター 看護部）

P82-5 ビジュアルプレゼンテーションを用いた食道癌周術期リハビリテーション

森國 順也（川崎医科大学附属川崎病院 リハビリテーションセンター）

P82-6 胸腔鏡下食道切除術患者におけるチーム医療連携

阿部 鋭子（群馬県立がんセンター 看護部 ICU）

7月 3日（金） 14：17～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター83

「リハビリテーション2」

P83
座長：田村 茂行（関西労災病院 消化器外科）

P83-1 胸部食道癌手術症例に対する口腔・嚥下・呼吸リハビリを含む合併症軽減へ

の取り組み

鈴木 彰（信州大学 医学部 消化器外科）

P83-2 食道癌周術期管理におけるチーム医療の介入とQOL向上への取り組み

熊倉 裕二（群馬大学病態総合外科）

P83-3 食道癌患者・家族に対する嚥下リハを中心としたチーム医療の中での言語聴

覚士の役割

飯野 由恵（国立がん研究センター東病院 骨軟部腫瘍・リハビリテーション

科）

P83-4 食道癌術後の嚥下機能評価と機能回復促進を目指したチーム医療

中井 和子（高槻赤十字病院 看護部）

P83-5 食道癌術後肺合併症対策―当科における取り組み

今西 達也（神戸大学 食道胃腸外科）

P83-6 胸部食道がん患者の術前後咳嗽時最大呼気流速の変化と術後経過

築山 義貴（奈良県立医科大学附属病院 医療技術センター リハビリテー

ション係）

EDAIN WING 4.0　星野 2015.05.29 18.57.55 Page 46(1)



一
般
演
題

ポ
ス
タ
ー

83

7月 3日（金） 14：59～15：13 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター84

「緩和」

P84
座長：中村 努（東京女子医科大学八千代医療センター 消化器外科）

P84-1 当院における食道癌患者の終末期医療について

中村 威（川崎市立井田病院）

P84-2 食道癌リンパ節再発による神経障害性疼痛に対し持続硬膜外ブロックが有用

であった一例

尾崎 知博（鳥取大学医学部 病態制御外科）

7月 3日（金） 13：35～14：17 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター85

「GERD・食道裂孔ヘルニア1」

P85
座長：小村 伸朗（独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院 外科）

P85-1 胃食道逆流症に対する腹腔鏡下逆流防止手術の適応および手術操作の工夫

猪瀬 悟史（柏厚生総合病院 外科）

P85-2 腹腔鏡下前方噴門形成術の短期的手術成績について

浅海 信也（福山市民病院 外科）

P85-3 高度な食道裂孔ヘルニアに対するメッシュの使用経験

坪井 一人（東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科）

P85-4 横行結腸が嵌入し圧迫壊死による穿孔を認めた食道裂孔ヘルニアの1例

鈴木 卓弥（名古屋市立西部医療センター 消化器外科）

P85-5 便塊を先進部に横行結腸が嵌頓した食道裂孔ヘルニアの1例

宮本 慶一（坂総合病院 外科）

P85-6 横行結腸と全胃が脱出した食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を施行

した1例

石後岡正弘（勤医協中央病院 消化器センター 外科）
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7月 3日（金） 14：17～14：38 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター86

「GERD・食道裂孔ヘルニア2」

P86
座長：井谷 史嗣（広島市立広島市民病院 外科）

P86-1 Upside down stomach を呈した傍食道型食道裂孔ヘルニアの一例

門屋 一貴（久留米大学病院 外科）

P86-2 巨大食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡補助下に修復術を施行した1例

坂本 薫（鶴岡市立荘内病院 外科）

P86-3 膵臓の脱出を認めた食道裂孔ヘルニアの1例

鈴木 邦士（がん・感染症センター 都立駒込病院）

7月 3日（金） 14：38～15：13 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター87

「食道炎・GERD」

P87
座長：峯 徹哉（東海大学医学部 消化器内科学）

P87-1 好酸球性食道炎とPPI 反応性食道好酸球浸潤における食道好塩基球浸潤の発

現の検討

岩倉 成華（大阪市立大学 医学部 消化器内科）

P87-2 当院における好酸球性食道炎10例の検討

三谷 洋介（倉敷中央病院 消化器内科）

P87-3 GOS score によるPPI 抵抗性GERDの評価と六君子湯による有効性の検

討

水城 啓（財団法人神奈川県警友会けいゆう病院 内科）

P87-4 食道胃接合部腺癌ESD後の難治性逆流性食道炎に対し腹腔鏡下逆流防止手

術を施行した1例

下山 雄也（独立行政法人国立病院機構 西埼玉中央病院）

P87-5 胃癌に対する手術が逆流性食道炎および逆流症状に及ぼす影響

並川 努（高知大学 医学部 外科学講座 外科1）
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7月 3日（金） 13：35～14：24 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター88

「腐食性食道炎・食道憩室」

P88
座長：宮崎 達也（群馬大学大学院 病態総合外科（第一外科））

P88-1 99％酢酸誤飲による腐食性食道炎・胃炎に対し，急性期に手術を行い救命し

得た1例

中村 文子（関西医科大学 外科）

P88-2 腐食性食道炎による食道穿孔の1例

山名 一平（福岡大学 医学部 消化器外科）

P88-3 腐食性食道炎による頸部食道狭窄に対し，狭窄部切開・遊離空腸パッチ術を施

行した1例

曽我部俊介（近畿大学 医学部 外科学教室）

P88-4 化学洗剤による腐食性食道炎・食道閉鎖に対して，約20年経過後に手術を施

行した1例

小櫃 保（自治医科大学附属さいたま医療センター 一般・消化器外科）

P88-5 食道憩室による食道気管支瘻の1例

石毛 孔明（国立病院機構千葉医療センター 外科）

P88-6 食道憩室内癌の一例

高須 直樹（山形大学 医学部 第一外科）

P88-7 横隔膜上食道憩室内癌の1切除例

松本 志郎（自治医科大学 消化器・一般外科）

7月 3日（金） 14：24～15：06 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター89

「食道憩室」

P89
座長：牧野 浩司（日本医科大学多摩永山病院 外科（消化器一般・乳腺））

P89-1 咽頭食道憩室（Zenker 憩室）の1手術例

福原研一朗（市立藤井寺市民病院 外科）

P89-2 Zenker 憩室の1例

関野誠史郎（岐阜大学 医学部 高度先進外科学）

P89-3 多発横隔膜上憩室に対してHALS下部食道切除術を施行した1例

谷口 嘉毅（大阪大学医学部医学系研究科 外科学講座消化器外科学）

P89-4 左胸腔鏡下アプローチで切除した胸部下部食道憩室の1例

難波江俊永（JCHO九州病院 外科）
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P89-5 胸腔鏡下に治療を行った巨大横隔膜上食道憩室の1例

木村 豊（市立堺病院 外科）

P89-6 巨大横隔膜上食道憩室に対して胸腔鏡下食道憩室切除を施行した1例

山内 卓（聖マリアンナ医科大学 消化器一般外科）

7月 3日（金） 15：06～15：48 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター90

「特発性食道破裂」

P90
座長：岩橋 誠（和歌山労災病院 外科）

P90-1 特発性食道破裂11例の検討

清水 哲（鳥取県立中央病院 外科）

P90-2 特発性食道破裂8例の治療経験

砂堀さやか（済生会横浜市東部病院 消化器外科）

P90-3 特発性食道破裂に対する胸腔鏡下手術の有用性の検討

岡本 宏史（東北大学 大学院 先進外科）

P90-4 特発性食道破裂に対して，左胸腔鏡下縫合閉鎖術を実施した2例

堀川 通弘（虎の門病院 消化器外科）

P90-5 診断に遅延を生じた特発性食道破裂の一症例

松岡 義（済生会宇都宮病院 外科）

P90-6 保存的に軽快した特発性食道破裂の1例

渡辺 隆文（東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科）

7月 3日（金） 13：35～14：10 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター91

「特発性食道破裂（症例）」

P91
座長：上野 正紀（虎の門病院 消化器外科）

P91-1 特発性食道破裂後に繰り返し発症した食道瘻，膿胸に対して食道亜全摘を施行

した一例

酒徳 弥生（名古屋大学大学院 腫瘍外科学）

P91-2 Upside down stomach に併発した特発性食道破裂の1例

齋藤 心（自治医科大学 消化器一般外科）

P91-3 特発性食道破裂に対して胸腔鏡補助下食道縫合術が有効であった1例

竹花 卓夫（佐久総合病院 佐久医療センター 消化器外科）
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P91-4 特発性食道破裂術後の難治性瘻孔の1例

槇 研二（福岡大学 消化器外科）

P91-5 食道癌化学放射線治療後に発生した特発性食道破裂の一例

太田 拓実（千葉大学 医学部 先端応用外科）

7月 3日（金） 14：10～14：59 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター92

「食道穿孔」

P92
座長：神谷 欣志（浜松医科大学 第二外科）

P92-1 心臓ペースメーカーリードによる食道穿通に対し一期的縫合閉鎖を行った一

例

小澤 広輝（済生会宇都宮病院 外科）

P92-2 経食道心エコーによる食道穿孔及び後縦隔膿瘍に対して穿刺ドレナージを施

行した1例

上田 康二（日本医科大学 多摩永山病院 外科）

P92-3 術中心臓マッサージによる食道損傷の1救命例

宮北 寛士（東海大学 消化器外科）

P92-4 魚骨による食道穿孔の1例

山田 真規（島根県立中央病院 外科）

P92-5 医療用手袋による食道損傷の1例

村上 隆啓（沖縄県立中部病院 外科）

P92-6 頸部鈍的外傷に伴う食道穿孔の1例

藤川 葵（聖路加国際病院 消化器・一般外科）

P92-7 食道癌穿孔（縦隔，胸腔）症例に対する集学的治療

定永 倫明（済生会福岡総合病院 外科）

7月 3日（金） 14：59～15：34 ポスター会場（301～304）

一般演題 ポスター93

「アカラシア」

P93
座長：片田 夏也（北里大学医学部 外科）

P93-1 超高齢（85歳以上）食道アカラシア患者に対する経口内視鏡的筋層切開術

（POEM）の安全性

鈴木 道隆（昭和大学江東豊洲病院 消化器センター）
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P93-2 食道アカラシアに対する腹腔鏡下Heller�Dor 手術の Learning curve に関
する検討

矢野 文章（東京慈恵会医科大学 消化管外科）

P93-3 食道裂孔ヘルニア合併アカラシアに対する腹腔鏡下手術11例の検討

東 重慶（大阪大学 消化器外科）

P93-4 食道アカラシアに対する治療成績

東田 正陽（川崎医科大学 消化器外科）

P93-5 二次性アカラシアの診断確定にEUS�FNAが有用であった2例
麻生 暁（九州大学病態制御内科学）
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