第１会場（コスモスⅠ）
開会の辞

8：25 ～ 8：30

主題 1 「動注療法 / 動脈塞栓療法の意義と展望」

8：30 ～ 9：38

座長：海野
永野
特別発言：三浦

倫明 （東北大学 消化器外科）
浩昭 （山口大学 消化器・腫瘍外科）
健 （三浦病院 院長）

S1-1

肝細胞癌（BCLC stage 0/A）に対する肝動脈化学塞栓療法の成績と意義
石川賢太郎 （千葉大学 消化器内科）

S1-2

肝動脈塞栓療法後に手術を施行した肝細胞癌破裂症例の検討
芦澤 陽介 （千葉大学臓器制御外科学）

S1-3

門脈内腫瘍栓に対する肝動注化学療法と外科切除
木村 祐太 （山口大学 消化器・腫瘍外科学）

S1-4

単発肝細胞癌外科治療後の再発に対する動注療法・動脈塞栓療法の意義
高見 裕子 （国立病院機構 九州医療センター 肝胆膵外科・臨床研究センター）

S1-5

大腸癌肝転移に対して施行した TACE で病勢コントロールが得られた１例
賀川 義規 （関西労災病院）

S1-6

全身化学療法に抵抗性を示した切除不能大腸癌肝転移症例に対する肝動注療法の経験
呉林 秀崇 （福井大学医学部第一外科）

S1-7

全身化学療法不応後の切除不能大腸癌肝転移に対する肝動注化学療法の実態調査
佐藤 洋造 （愛知県がんセンター中央病院 放射線診断・IVR 部）

S1-8

切除困難・不能大腸癌肝転移症例に対する術前肝動注クロノセラピー療法の成績
大矢 浩貴 （横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学）

S1-9

肝胆膵領域癌に対する Gemcitabine 肝動注化学療法の検討
田島 秀浩 （金沢大 消化器・腫瘍・再生外科学）

主題 3-1 「緩和ケアとしての癌局所療法」

9：38 ～ 10：34
座長：岩崎
藤原

善毅 （イムス東京葛飾総合病院 外科）
俊義 （岡山大学 消化器外科）

S3-1

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 外科）

S3-2

癌性腸閉塞に対する姑息的人工肛門造設術症例の検討
谷 総一郎 （滋賀医科大学 外科学講座）

S3-3

術後 SSI 皮膚欠損部に対して V.A.C. 療法、分層植皮術を施行した 1 例
加藤 琢也 （丸山記念総合病院 外科）

S3-4

胃癌術後後腹膜再発を起点とし発症した内ヘルニアの 1 例
山田 正法 （関西医科大学 外科学講座）

S3-5

当院における癌進行に伴うイレウス症状に対する外科的処置の検討
塚本 千佳 （荒尾市民病院 外科）

S3-6

高齢者の局所進行癌による上部消化管通過障害に対する完全腹腔鏡下胃空腸吻合術
吉村 哲規 （東京都立大塚病院 外科）

S3-7

栄養状態が不良である切除不能進行癌症例に対するバイパス手術の安全性と有効性の検討
来嶋 大樹 （下関医療センター）

S3-8

高齢者膵癌患者に QOL 維持のために胆嚢空腸吻合、十二指腸空腸吻合を行った 1 例
磯崎 哲朗 （沼津市立病院 外科）

主題 3-2 「緩和ケアとしての癌局所療法」

10：34 ～ 11：37
座長：杉山
山口

保幸 （岐阜市民病院 外科）
佳之 （川崎医科大学 臨床腫瘍学）

S3-9

悪性腫瘍による難治性疼痛に対するイメージガイド経皮凍結療法の初期経験
清水
匡 （国家公務員共済組合連合会 斗南病院）

S3-10

ケミカルコーピングへの対処により疼痛制御できた直腸癌神経浸潤の一例
西
秀美 （堺市立総合医療センター 外科 / 堺市立総合医療センター 緩和ケアチーム）

S3-11

大腸癌術後再発による癌性疼痛に対し、腹腔神経節ブロックが奏功した症例
矢部 信成 （医療法人財団 荻窪病院 外科）

S3-12

直腸癌骨盤内再発に対し経皮ラジオ波焼却術（RFA）を行った 2 例
浜中美千子 （兵庫医科大学病院 下部消化管外科）

S3-13

直腸播種結節によるコントロール困難な出血に対して IVR による止血が奏功した一例
沢津橋孝拓 （県立燕労災病院 外科）

S3-14

手術不能の胃癌腹膜播種に対する緩和ケアとしての化学療法の在り方
山村 憲幸 （市立吹田市民病院 外科）

S3-15

膵管内乳頭粘液性腺癌術後腹膜播種再発に対し、緩和照射および化学療法が奏効した 1 例
滝沢 一泰 （新潟大学 消化器・一般外科）

S3-16

頭蓋底骨転移による脳神経症状に対し緩和放射線療法が有効であった乳癌の 1 例
阿左見亜矢佳 （総合南東北病院外科）

S3-17

胃癌骨転移に対する緩和としての塩化ストロンチウム（89Sr）の有効性
小金澤 樹 （東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科）

ランチョンセミナー１

12：20 ～ 13：10
座長：橋口陽二郎（学校法⼈帝京⼤学医学部 外科学講座）

大腸癌手術における開腹手術について
演者：高橋

慶一 （がん・感染症センター都⽴駒込病院 ⼤腸外科）
共催：日本イーライリリー株式会社

会長講演

13：20 ～ 13：50
司会：小川

健治 （医療法人社団輪生会 白山通りクリニック 院長 / 東京女子医科大学 名誉教授）

日本癌局所療法研究会の展望と課題
演者：平川

弘聖 （日本癌局所療法研究会 会長 / 大阪市立大学 名誉教授）

特別セミナー 1

13：55 ～ 14：55
座長：的場周一郎 （国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 消化器外科）

「腹腔鏡下大腸癌手術における合併症低減の工夫」
①

合併症ゼロを目指した当院での取り組み
演者：進士 誠一 （日本医科大学 消化器外科）

②

Covering stoma を作らない超低位前方切除術 - 合併症ゼロへの挑戦 演者：塚本 俊輔 （国立がん研究センター中央病院 大腸外科）
共催：コヴィディエンジャパン株式会社

主題 4-2 「全身療法と融合した癌局所療法」

15：00 ～ 15：49
座長：天野 定雄 （新都心むさしのクリニック）
花﨑 和弘 （高知大学 外科学講座外科 1）

S4-9

原発巣切除を施行した Stage4 乳がんの検討
佐藤 陽子 （山口大学 消化器・腫瘍外科学）

S4-10

局所療法を意識した乳癌化学療法における新たな QOL 評価指標の検証
高田 晃次 （大阪市立大学 腫瘍外科）

S4-11

術前化学療法と腹膜切除による腹膜中皮腫の治療成績
米村
豊 （岸和田徳洲会病院・草津総合病院・腹膜播種センター）

S4-12

回腸結腸型腸重積をきたした回腸悪性リンパ腫の 4 切除例
丸尾 啓敏 （静岡市立清水病院外科）

S4-13

集学的治療が有効であった同時性多発肝転移を伴う空腸 GIST の 1 例
長谷川順一 （大阪労災病院 消化器外科）

S4-14

大動脈周囲リンパ節転移を伴う進行胆嚢癌に対し conversion surgery が可能であった１例
露木
肇 （静岡市立清水病院 外科）

S4-15

集学的治療が有効であった進行膵腺扁平上皮癌の一切除例
工藤 宏樹 （都立墨東病院 外科 / 東京大学医学部附属病院 肝胆膵・人工臓器移植外科）

主題 4-3 「全身療法と融合した癌局所療法」
座長：大平
柴田

15：49 ～ 16：52
雅一 （大阪市立大学 腫瘍外科）
昌彦 （福島県立医科大学 先端癌免疫治療研究講座）

S4-16

直腸癌切除後の再発を切除せずに治癒に至った 3 症例
西村 洋治 （埼玉県立がんセンター）

S4-17

食道癌術後肺転移症例に対して局所治療で長期生存が得られた一例
浦濱 竜馬 （沼津市立病院 外科）

S4-18

直腸癌術後 20 年に生じた直腸粘液癌の非治癒切除例に対する集学的治療による長期生存例
藤崎
滋 （藤崎病院 外科）

S4-19

術前化学療法後に経肛門的局所切除を行い、病理学的完全奏効が確認された直腸癌の１例
根本鉄太郎 （福島県立医科大学会津医療センター 小腸大腸肛門科）

S4-20

上行結腸癌肝転移に対し XELOX+Bevacizumab 療法が著効した 1 例
下嶋優紀夫 （東京女子医科大学 東医療センター 外科）

S4-21

切除不能大腸癌に対する Ramucirumab+FOLFIRI の 2nd-line 以降における治療効果の検討
堅田 洋祐 （川崎医科大学臨床腫瘍学）

S4-22

閉塞性大腸癌に対する大腸癌ステント挿入後の減圧不成功 3 例の検討
峯田 修明 （川崎医科大学 消化器外科）

S4-23

大腸癌穿孔の遠隔成績に原発巣の部位の影響はあるか？
幡野
哲 （埼玉医科大学総合医療センター消化管一般外科）

S4-24

直腸癌に対する術前化学放射線療法におけるバイオマーカー検索
鶴田
淳 （川崎医科大学 消化器外科）

奨励賞授与式・閉会の辞

16：52 ～

第２会場（コスモスⅡ）
主題 2-1 「低侵襲性を考慮した癌局所療法」

8：30 ～ 9：26

座長：宇山
太田

一朗 （藤田保健衛生大学 総合消化器外科）
哲生 （金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科）

S2-1

Delle を伴う噴門近傍 GIST に対する LECS 補助下小開腹胃部分切除術
辻
亮多 （京都第一赤十字病院 外科）

S2-2

十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）の応用
大木 進司 （福島県立医科大学 消化管外科）

S2-3

術前化学療法により膵頭温存可能となった十二指腸原発 GIST の一例
井上 誠司 （藤田保健衛生大学 総合消化器外科）

S2-4

小腸 GIST の術前診断で切除した膵神経内分泌腫瘍の 1 例
向山 知佑 （大阪府済生会中津病院）

S2-5

膵頭十二指腸切除後の残胃癌に対して胃膵吻合温存胃切除の 1 例
畑
知樹 （市立貝塚病院 外科）

S2-6

輸入脚閉塞症に対し経皮経腸ドレナージ（percutaneous bowel drainage）を施行した 2 例
小嶋 聡生 （久留米大学病院 外科学講座）

S2-7

門脈狭窄に起因する消化管出血に対しての門脈ステント留置術の検討
駒込 昌彦 （埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科）

S2-8

経皮経肝エタノール注入療法後 6 年経過してから再発した Vp3 と B3 を伴う肝細胞癌の 1 例
太田 英夫 （兵庫県立西宮病院 消化器外科）

主題 2-2 「低侵襲性を考慮した癌局所療法」
座長：奥野
丹黒

9：26 ～ 10：22
清隆 （近畿大学 外科学教室 下部消化管外科）
章 （徳島大学 胸部・内分泌・腫瘍外科）

S2-9

皮弁血行動態の安定化を目的としたハート型大胸筋皮弁による進行口腔癌切除後再建
管野 貴浩 （島根大学 歯科口腔外科学）

S2-10

ICG 蛍光法を用いた乳管腺葉区域切除術について
山本 大悟 （関西医科大学総合医療センター）

S2-11

外側側方切開による内視鏡補助下乳頭乳輪温存胸筋温存乳房切除術の検討
櫻井 健一 （日本大学 乳腺内分泌外科 / 医療法人社団 藤崎病院 外科）

S2-12

直腸 NET に対する経肛門的内視鏡下マイクロサージェリーの治療経験
青松 直撥 （府中病院 外科センター）

S2-13

下部直腸粘膜内癌に対する経肛門的切除後発症した縦隔気腫・後腹膜気腫症の一例
真貝 竜史 （大阪府済生会千里病院 外科）

S2-14

第 3 病日の CRP を用いた大腸癌手術における腹腔鏡手術の低侵襲性の評価
吉松 和彦 （東京女子医科大学東医療センター 外科）

S2-15

大腸癌肺転移に対するラジオ波凝固療法（RFA）の治療成績
日吉 幸晴 （熊本大学大学院消化器外科学）

S2-16

大腸癌肝転移に対するラジオ波焼灼療法
中島 隆善 （明和病院外科）

主題 2-3 「低侵襲性を考慮した癌局所療法」

10：22 ～ 11：18
座長：馬場
森

秀夫 （熊本大学 消化器外科）
正樹 （大阪大学 消化器外科）

S2-17

S 状結腸浸潤を来した虫垂癌に対して単孔式腹腔鏡下に切除し得た１例
大柄 貴寛 （イムス東京葛飾総合病院）

S2-18

腎癌と上行結腸癌に対し、一期的ロボット腎部分切除と腹腔鏡回盲部切除を施行した一例
外岡
亨 （千葉県がんセンター 食道・胃腸外科）

S2-19

直腸癌側方リンパ節転移陽性例に対する術前化学療法＋腹腔鏡下側方リンパ節郭清
諸橋
一 （弘前大学消化器外科）

S2-20

大腸ステントと頭側アプローチ先行腹腔鏡手術による低侵襲な閉塞性横行結腸癌治療戦略
石川
彰 （医誠会病院 消化器外科）

S2-21

非造影 Simulation CT colonography を用いた小開腹下横行結腸切除術 D2 郭清
成島 一夫 （帝京大学ちば総合医療センター 外科）

S2-22

盲腸癌と子宮癌肉腫の同時性重複癌に対して、鏡視下手術を施行した Lynch 症候群の 1 例
村上 敬祥 （倉敷成人病センター 外科）

S2-23

直腸癌術後骨盤内再発に対して重粒子線治療後に被曝腸管切除を施行した１例
谷川 隆彦 （医誠会病院 消化器外科）

S2-24

大腸癌術後リンパ節再発に対する腹腔鏡補助下局所切除の検討
高橋
玄 （順天堂大学下部消化管外科）

施設代表者会議

11：40 ～ 12：10

ランチョンセミナー 2

12：20 ～ 13：10
座長：福永

哲 （順天堂大学 消化器・低侵襲外科学）

「上部消化管手術の最前線」
① 演者：黒川
② 演者：里舘

幸典 （大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科）
均 （NTT 東日本関東病院 消化器外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

特別セミナー 2

13：55 ～ 14：55
座長：東風

貢 （日本大学医学部附属板橋病院 消化器外科）

どうなっていく？胃癌の周術期化学療法
演者：山下

裕玄 （東京大学医学部附属病院 胃食道外科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

主題 5-1 「年齢を考慮した癌局所療法」

15：00 ～ 15：56

座長：松原 久裕 （千葉大学 先端応用外科）
吉川 貴己 （国立がん研究センター中央病院 胃外科）

S5-1

高齢者食道癌症例に対する胸腔鏡下食道切除術の成績と問題点
竹村 雅至 （景岳会 南大阪病院 外科）

S5-2

当科における 80 歳以上の超高齢者食道癌手術例の検討
島川
武 （東京女子医科大学 東医療センター 外科）

S5-3

高齢者切除不能局所進行食道癌に対する放射線化学療法の工夫と治療成績
佐藤
渉 （横浜市立大学市民総合医療センター 消化器外科）

S5-4

後期高齢者に対する胃切除術の短期成績
庾
賢 （ベルランド総合病院 外科）

S5-5

高齢者に対する腹腔鏡下胃全摘術の安全性の検討
末松 秀明 （横浜市立大学市民総合医療センター 消化器外科）

S5-6

高齢者早期胃癌における外科的局所療法の可能性
首藤 潔彦 （帝京大学ちば総合医療センター 外科）

S5-7

80 歳以上早期胃癌に対する治療成績と治療方針 ESD 非治癒切除症例をどうするか？
滝口 伸浩 （千葉県がんセンター 食道・胃腸外科）

S5-8

超高齢者肝癌患者に対する肝切除術の検討
津川 大介 （神戸大学 肝胆膵外科学）

主題 5-2 「年齢を考慮した癌局所療法」
座長：石田
櫻井

15：56 ～ 16：52
秀行 （埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）
健一 （日本大学 乳腺内分泌外科）

S5-9

80 歳以上の高齢者に対する大腸癌治療方針についての検討
長谷川博文 （済生会八幡総合病院外科）

S5-10

当院における超高齢者大腸癌に対する周術期状態の検討
吉岡 慎一 （西宮市立中央病院 外科）

S5-11

高齢者大腸癌に対する姑息切除例の検討
森田 晃彦 （イムス東京葛飾総合病院）

S5-12

術後補助化学療法を導入した 75 歳以上大腸癌症例の検討
下國 達志 （JCHO 札幌北辰病院 外科）

S5-13

高齢者膵・胆道癌に対する膵頭十二指腸切除術の適格基準の評価
塩澤 俊一 （東京女子医科大学東医療センター外科）

S5-14

長期間の術前内分泌療法により切除可能となった高齢者局所進行乳癌の１例
武井 咲月 （日本大学医学部附属板橋病院 乳腺内分泌外科）

S5-15

内分泌療法後に ER 陰転化を認めた高齢者乳腺扁平上皮癌の一例
遠藤 由香 （新潟市民病院 乳腺外科）

S5-16

乳癌術前 TC 療法 1 サイクル後に発熱性好中球減少症と敗血症をきたし集中管理を要した 1 例
坂田 英子 （新潟市民病院 乳腺外科）

第３会場（601）
一般演題

大腸 1 「術前治療 1」

8：45 ～ 9：33
座長：赤木

由人 （久留米大学 消化器外科）

O-1

NAC 後、形成外科協働で切除および再建し得た広範囲腹壁浸潤・皮膚瘻形成盲腸癌の 1 例
三浦 聖子 （金沢医科大学 一般消化器外科）

O-2

Triplet Chemotherapy 後に根治術を行った局所進行 S 状結腸癌の一例
前田 暁行 （尼崎中央病院）

O-3

術前化学療法に不応も化学放射線療法が奏効し切除可能となった進行 S 状結腸癌の 1 例
藤江裕二郎 （NTT 西日本大阪病院消化器外科）

O-4

術前化学療法を施行し腹腔鏡下に R0 切除しえた局所進行直腸癌の一例
須藤亜希子 （弘前大学 消化器外科）

O-5

術前化学療法が奏功し鏡視下手術を行った側方リンパ節転移を伴う局所進行直腸癌の 1 例
元木 祥行 （市立川西病院 外科）

O-6

集学的治療にて長期間再発を認めていない直腸癌の一例
長谷川久美 （蓮田病院）

O-7

化学療法により根治切除可能となった局所進行直腸癌の 1 例
定光ともみ （南奈良総合医療センター 外科）

O-8

術前化学療法が著効し骨盤内臓全摘を回避し得た膀胱浸潤直腸癌の 1 切除例
望月 保志 （東北大学 消化器外科学）

一般演題

大腸 2 「術前治療 2」

9：33 ～ 10：21
座長：鈴木

俊之 （東海大学 消化器外科）

O-9

下部直腸癌に対して術前化学療法施行し病理学的完全奏効となった 1 症例
辻村 直人 （大阪大学 消化器外科学）

O-10

FOLFOXIRI ＋ Bevacizumab 療法が奏功し pCR が得られた局所進行直腸癌の 1 例
寺井 志郎 （金沢大学附属病院 消化器・腫瘍・再生外科学）

O-11

切除不能大腸癌に対して化学療法が奏功し、治癒切除が可能になった 3 例の検討
木下 春人 （馬場記念病院 外科）

O-12

直腸癌・S 状結腸癌で術前化学療法により肛門温存や切除に至った症例
山下 和志 （上都賀総合病院 外科）

O-13

術前化学放射線療法が著効し腹腔鏡下に根治切除し得た巨大直腸癌の 1 例
相澤
卓 （東北大学 消化器外科学）

O-14

化学放射線治療終了 1 年半後に根治的切除術を施行した後期高齢進行下部直腸癌の 1 例
安達
慧 （NTT 西日本大阪病院 消化器外科）

O-15

術前放射化学療法施行後切除により局所コントロールを得た肛門管癌の 1 例
太田 勝也 （市立東大阪医療センター 消化器外科）

O-16

肛門部扁平上皮癌に対する化学放射線療法
佐藤 美信 （藤田保健衛生大学総合消化器外科）

主題 4-1 「全身療法と融合した癌局所療法」
座長：大辻
國崎

10：21 ～ 11：17

英吾 （京都府立医科大学 消化器外科）
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）

S4-1

術前 XP 療法により pCR を得た高度リンパ節転移を伴う進行胃癌の 1 例

S4-2

cStageIV 食道癌に対するサルベージ食道切除術の成績と問題点
竹村 雅至 （景岳会 南大阪病院 外科）

S4-3

NAC-SOX 療法が奏功した食道浸潤を伴う 4 型胃癌の 1 例
萩野 茂太 （富山市立富山市民病院 外科）

S4-4

放射線療法を含めた induction therapy が著効し根治切除に至った局所進行胃癌の 1 例
吉原 輝一 （市立豊中病院 外科）

S4-5

集学的治療で根治した術後肝・傍大動脈リンパ節・Virchow リンパ節転移再発直腸癌の 1 例
浦濱 竜馬 （沼津市立病院 外科）

S4-6

StageIV 胃癌に対する conversion surgery の治療意義
浦岡 未央 （川崎医科大学 消化器外科）

S4-7

当院における再審査腹腔鏡の臨床的意義
鶴
安浩 （藤田保健衛生大学病院 総合消化器外科）

S4-8

十二指腸癌肝転移症例に対しパクリタキセル療法が著効し根治切除をし得た 1 例
久次米雄馬 （市立豊中病院 外科）

名西

健二 （京都府立医科大学 消化器外科）

ランチョンセミナー 3

12：20 ～ 13：10
座長：船橋

公彦 （東邦大学医学部外科学講座 一般・消化器外科学分野）

結腸癌術後補助化学療法の新たな展開 ～実臨床における考え方～
演者：篠崎

英司 （がん研究会有明病院 消化器センター 消化器化学療法科）

共催：株式会社ヤクルト本社

一般演題

大腸 3 「化学療法」

13：20 ～ 14：02
座長：植竹

宏之 （東京医科歯科大学 総合外科学分野）

O-17

大腸癌肝、肺転移切除後の補助化学療法の有効性の検討
村松 俊輔 （埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）

O-18

長期生存を得ている再発大腸癌に対する 2 次治療としての XELIRI+B-mab 療法の 1 例
雪本 龍平 （兵庫県立西宮病院）

O-19

直腸癌術後の異時性膵転移に対し化学療法が著効し完全寛解を得た 1 例
町田
拓 （君津中央病院）

O-20

演題取下

O-21

切除不能大腸癌患者に対するレゴラフェニブの有効性
鈴木 貴弘 （弘前大学 消化器外科学）

O-22

薬物治療への抵抗性を示した Hypermutation 大腸癌の 1 例
田中 花菜 （新潟大学大学院医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野）

O-23

循環血液中 Ago2-miRNA 検出による化学療法効果予測の検討
永坂 岳司 （川崎医科大学臨床腫瘍学）

一般演題

大腸 4 「大腸緊急」
座長：板橋

14：02 ～ 14：50
道朗 （東京女子医科大学附属消化器病センター 消化器外科）

O-24

フルニエ症候群を合併した下行結腸癌後腹膜穿通の 1 例
佐藤健太郎 （弘前大学 消化器外科）

O-25

閉塞性直腸癌穿孔に対して感染コントロール後に根治手術及び一期的吻合を施行した一例
橋本 雅弘 （関西労災病院 消化器外科）

O-26

当院における大腸癌穿孔 15 例の検討
神部 浩輔 （京都中部総合医療センター 小児外科）

O-27

大腸癌穿孔手術例 33 例の臨床的検討
沼田 幸司 （横浜南共済病院 外科）

O-28

ステント留置後に切除した閉塞性大腸癌の 2 例
奥村 一慶 （JCHO 札幌北辰病院 外科）

O-29

大腸癌イレウスにおける減圧の有用性の検討
東
貴寛 （九州中央病院）

O-30

大腸癌イレウスに対する根治術後の感染性合併症のリスクファクターの解析
土居 浩一 （宮崎県立延岡病院外科）

O-31

高齢者における大腸癌イレウス症例の検討
東
貴寛 （九州中央病院）

一般演題

大腸 5 「治療成績」

14：50 ～ 15：26
座長：竹之下誠一 （福島県立医科大学）

O-32

癌局所療法としての大腸内視鏡的粘膜下層剥離術の検討
下嶋理恵子 （東京女子医科大学東医療センター 検査科光学診療部）

O-33

当院における大腸 SM 癌治療の実際
河合 雅也 （順天堂大学 下部消化管外科）

O-34

90 歳以上の大腸癌症例に対する外科的治療成績
堀
高明 （合志病院）

O-35

大腸癌同時性肝転移に対する治癒切除の治療成績
横溝
肇 （東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-36

大腸癌腹膜播種巣に対する外科的切除の検討
内藤
敦 （関西労災病院 外科）

O-37

潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌の外科治療成績
小山
基 （柏厚生総合病院 外科）

一般演題

大腸 6 「Stage Ⅳ」

15：26 ～ 16：08
座長：湖山

信篤 （坪井病院 外科）

O-38

治癒切除不能大腸癌 StageIV の治療法の検討
山田 泰史 （東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-39

多発リンパ節転移および腹膜播種を伴う盲腸癌に対して化学療法が著効している 1 例
野口 岳春 （東京都保健医療公社豊島病院 外科）

O-40

化学療法後切除し得た多発肝転移、癌性腹水を伴う直腸癌の一例
三橋
登 （習志野第一病院 消化器科外科）

O-41

長期化学療法後に切除可能となった同時性肝転移を伴った局所進行直腸癌の一例
植田
剛 （南奈良総合医療センター 外科）

O-42

盲腸癌同時孤立性副腎転移の 1 例
仲宗根由幸 （中部徳洲会病院）

O-43

大腸癌原発巣切除と化学療法により長期生存中の同時性多発性肝転移の一例
西尾
実 （JCHO 神戸中央病院 外科）

O-44

姑息的大腸ステント留置後に長期化学療法を施行している 1 例
上田 正射 （市立東大阪医療センター 消化器外科）

一般演題

大腸 7 「同時性肝転移」

16：08 ～ 16：50
座長：橋口陽二郎 （学校法人帝京大学医学部 外科学講座）

O-45

結腸癌同時性肝転移にたいして、抗 EGFR 抗体治療が著効し治癒切除しえた 1 例
岡野 美穂 （市立貝塚病院 外科）

O-46

Conversion therapy が有効であった同時性大腸癌 H3 肝転移例の 1 例
井上 卓哉 （大阪労災病院 外科）

O-47

黄疸を伴う切除不能同時性大腸癌肝転移に対し Pmab+FOLFOX 療法後に治癒切除を得た一例
梅村孝太郎 （弘前大学 消化器外科学）

O-48

集学的治療で治癒切除し得た同時性巨大肝転移を有する直腸 S 状部癌の一例
鈴木 陽三 （大阪警察病院）

O-49

病理学的完全奏功がえられた多発肝転移を伴う S 状結腸癌穿孔の 1 例
上野 修平 （名古屋市立東部医療センター）

O-50

盲腸癌同時性肝転移に対して、2 期的肝切除を含む集学的治療が奏功した 1 例
佐藤
拓 （秀和総合病院 外科）

O-51

4 回の肝切除を含む集学的治療が奏効した同時性多発肝転移を有する上行結腸癌の１例
堀田真之介 （新潟大学 消化器一般外科学）

第４会場（606）
一般演題

胃 1 「臨床病理」

9：00 ～ 9：48
座長：黒川

幸典 （大阪大学 消化器外科）

O-52

TNM 第 8 版における胃癌 stage III 分類変更の妥当性について
田中 幸恵 （京都第一赤十字病院 外科）

O-53

教室における高齢者胃癌手術成績
佐藤
圭 （横浜市立大学 医学部 消化器・腫瘍外科学）

O-54

No.8p から 12bp リンパ節への跳躍転移を認めた胃下部小弯原発低分化腺癌の 1 切除例
平木 桜夫 （宇部興産中央病院 外科）

O-55

診断に難渋した噴門部 4 型腫瘍の 1 例
丸川 大輝 （大阪労災病院 外科）

O-56

スキルス胃がんが疑われた早期胃がんの切除例
中野 博史 （清恵会病院 外科）

O-57

胃癌手術時に虫垂切除創部皮下のリンパ節転移を認めた 1 例
今村 宏輝 （八尾市立病院 外科）

O-58

胃粘膜下異所性胃腺のある胃に発生した早期胃癌の 1 切除例
永井 健一 （八尾市立病院 外科 / 日生病院 消化器一般外科）

O-59

十二指腸浸潤胃癌術後の No.13 リンパ節再発に対して切除術を施行した 1 例
齋藤 稔史 （新潟県立十日町病院 外科）

一般演題

胃 2 「手術療法 1」

9：48 ～ 10：36
座長：利野

靖 （横浜市立大学 外科治療学）

O-60

幽門輪温存幽門側胃切除術後の腹部膨満感の病態について
富田 凉一 （日本歯科大学 外科）

O-61

腹腔鏡下胃切除術における視野展開の工夫；肝外側区域の愛護的な圧排法
岡島
航 （綾部市立病院消化器外科）

O-62

腹腔鏡下幽門側胃切除術における小彎リンパ節郭清での工夫
熊野 達也 （京都第一赤十字病院）

O-63

腹腔鏡下胃切除術を施行した Adachi VI 型破格を伴う早期胃癌の 1 例
久保 寛仁 （弘前大学 消化器外科）

O-64

噴門側胃切除術における自動吻合器を用いた観音開き法による食道残胃吻合の経験
松山
仁 （八尾市立病院 外科）

O-65

胃癌に対する胃切除術 B-I 再建後の逆流性食道炎にアコチアミド塩酸塩が著効した１例
前澤 幸男 （横浜市立大学附属病院 外科治療学）

O-66

胃癌肝転移に対して化学療法施行後に腹腔鏡下同時切除を施行した１例
遠矢 圭介 （関西労災病院 外科）

O-67

右胃静脈に腫瘍塞栓を認めた進行胃癌に対し、術前化学療法にて pCR が得られた 1 切除例
井上 弘章 （尾道市立市民病院 外科）

一般演題

胃 3 「手術療法 2」

10：36 ～ 11：24
座長：瀧口

修司 （名古屋市立大学 消化器外科）

O-68

胃癌穿孔例の検討
土田 知史 （横浜南共済病院 外科 / 横浜市立大学 外科治療学）

O-69

胃穿孔性腹膜炎で発症し、胃全摘術を施行した胃 MALT リンパ腫の一例
伊藤 佳史 （秀和総合病院 外科）

O-70

術後急速に進行し予後不良であった穿孔性胃癌の 1 例
革島 悟史 （医真会八尾総合病院 消化器センター外科）

O-71

保存的治療後に化学療法を施行し根治切除し得た穿孔性胃癌の 1 例
三橋 佑人 （弘前大学 消化器外科学）

O-72

胃癌術後リンパ節再発の十二指腸浸潤部出血に対し姑息的放射線治療で止血を得た 1 例
浜川 卓也 （国立病院機構 大阪医療センター 外科）

O-73

出血性早期胃癌に対し、胃内手術を施行した一例
上村 紀雄 （宮崎県立延岡病院）

O-74

Ramucirumab 及び Paclitaxel 療法中に腫瘍出血をきたし胃切除を施行した進行胃癌の一例
森
佳織 （横浜市立大学 外科治療学）

O-75

放射線治療により止血を得られ、抗癌剤治療の導入が可能になった高度進行胃癌の一例
椙田 浩文 （東京都保健医療公社豊島病院 外科 / 埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科）

ランチョンセミナー 4

12：20 ～ 13：10
座長：桑野

博行 （福岡市民病院 院長）

健康長寿社会の実現に向けて～胃癌治療を中心に～
演者：今村

博司 （市立豊中病院 外科）

共催：中外製薬株式会社

一般演題

胃 4 「化学療法 1」

13：20 ～ 14：08
座長：藪崎

裕 （新潟県立がんセンター新潟病院 消化器外科）

O-76

大動脈周囲リンパ節転移陽性食道胃接合部癌に対して化学療法後に根治切除を行った 1 例
松尾 一勲 （藤田保健衛生大学 総合消化器外科）

O-77

術前化学療法により ypStageI となった進行胃癌症例の検討
和田 範子 （市立池田病院 消化器外科）

O-78

腹膜播種陽性胃癌の術前治療中に複数回の審査腹腔鏡を施行し根治手術可能となった 1 例
野間 俊樹 （大阪大学医学部付属病院 消化器外科）

O-79

術前化学療法を施行した胃癌術後の多発肝転移に対して、nab-PTX 療法で CR を得た 1 例
小野 秀高 （横浜市立みなと赤十字病院 外科）

O-80

腹膜播種を伴う胃癌に対し、化学療法が著孔し Conversion surgery を施行しえた一例
服部
豊 （藤田保健衛生大学 総合消化器外科）

O-81

術前化学療法を行った切除可能進行胃癌 3 例の治療経験
佐藤 就厚 （恵寿総合病院 消化器外科）

O-82

術前 SOX 療法により pCR を得た cStage III 食道胃接合部癌の 1 例
小林 利行 （京都府立医科大学 消化器外科）

O-83

大動脈周囲リンパ節転移を伴う胃癌に対し SOX 療法後に Conversion Surgery を施行した 1 例
三隅 俊博 （独立行政法人 呉医療センター・中国がんセンター 外科）

一般演題

胃 5 「化学療法 2」

14：08 ～ 14：56
座長：妙中

直之 （住友病院 外科）

O-84

術後 13 年無再発生存を得られている P0CY1 胃癌の 1 例
岡本しおり （がん・感染症センター 都立駒込病院）

O-85

DS 療法が奏功した腹膜播種転移胃癌の一例
加藤 伸弥 （国立病院機構大阪医療センター）

O-86

長期無再発生存が得られている横行結腸浸潤，腹膜播種を伴う胃癌の 1 例
梶原 義典 （津山中央病院外科）

O-87

食道浸潤胃癌術後肺転移に対して切除後長期生存の 1 例
並川
努 （高知大学 外科 1）

O-88

胃癌腹膜播種に対して手術を施行した 2 例
青木
真 （新潟県立十日町病院外科）

O-89

切除により長期間無再発生存中の胃癌異時性肝肺転移の 1 例
大里 祐樹 （大阪労災病院 外科）

O-90

外科切除と化学療法にて長期無再発生存の得られた胃癌術後傍大動脈リンパ節再発の 1 例
野呂 浩史 （独立行政法人地域医療機能推進機構（JCHO）大阪病院 外科）

O-91

ラムシルマブ及びパクリタキセル療法が奏功し長期生存がえられた進行胃癌の一例
小野由香利 （横浜市立大学外科治療学）

一般演題

胃 6 「化学療法 3」

14：56 ～ 15：44
座長：並川

O-92

腹腔内洗浄細胞診陽性胃癌に対する手術治療と術後化学療法成績の検討
石岡 大輔 （自治医科大学さいたま医療センター 一般消化器外科）

O-93

胃癌術後癌性髄膜炎の１例
大石 達郎 （兵庫県立淡路医療センター）

O-94

胃癌腹膜播種再発に対して PTX ＋ Ramucirumab 療法が著効した 1 例
渡辺 創太 （守口敬仁会病院 外科）

O-95

S1 が奏効した高齢の胃癌肝転移の 1 例
川田 純司 （市立貝塚病院）

O-96

集学的治療にて long‐SD を維持している StageIV 胃癌の 1 例
戎井
力 （市立吹田市民病院外科）

努 （高知大学 外科）

O-97

局所療法により 40 か月の生存を得られた胃癌腹膜播種の 1 例
村山
実 （東京女子医科大学東医療センター 外科 / いずみ記念病院外科）

O-98

胃癌術後腹膜播種に対して Ramucirumab+Paclitaxel 療法が著効した 1 例
室谷 隆裕 （弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座）

O-99

S-1/DTX 療法により長期生存した腹膜播種を伴う進行胃癌の 3 例
岡田かおる （西宮市立中央病院 外科）

一般演題

胃 7 「化学療法 4」

15：44 ～ 16：32
座長：長

晴彦 （がん・感染症センター都立駒込病院 外科）

O-100

Stage4 胃癌症例の化学療法・Conversion surgery のための栄養療法の工夫
上林明日翔 （京都第一赤十字病院 外科学）

O-101

Short hydration を用いた CDDP 併用胃癌化学療法の腎毒性の検討
岸 健太郎 （大阪警察病院 消化器外科）

O-102

山口県における胃癌 2 次化学療法の現況および意識調査
飯田 通久 （山口大学大学院消化器・腫瘍外科学）

O-103

進行再発胃癌に対する SOX 療法と SH-SP 療法の比較検討
玉岡 滉平 （大阪警察病院）

O-104

筋肉量低下が胃癌術後補助化学療法と長期予後に及ぼす影響
長田 寛之 （京都中部総合医療センター）

O-105

化学療法に抵抗性を示した高度マイクロサテライト不安定性胃癌の 1 例
大渓 隆弘 （新潟大学 消化器・一般外科）

O-106

進行胃癌に対して症状緩和目的に放射線治療を施行した 2 例
操
佑樹 （朝日大学歯学部附属村上記念病院 外科）

O-107

腹腔内化学療法用の腹腔内アクセスポートにより腸管穿通きたした 1 例
平木 洋子 （近畿大学 上部消化管外科）

第５会場（603）
一般演題

大腸 8 「症例 1」

8：30 ～ 9：18
座長：加藤

博之 （東京女子医科大学東医療センター 検査科）

O-108

術前遺伝学的検査にて EPCAM 遺伝子欠失によるリンチ症候群と診断した盲腸癌の 1 例
山本
梓 （埼玉医科大学総合医療センター）

O-109

術前診断に苦慮した大腸原発浸潤性微小乳頭癌の 1 例
水村 直人 （ベルランド総合病院 外科）

O-110

皮膚筋炎を合併した盲腸癌の 1 例
吉岡 康多 （近畿大学）

O-111

先天性角化不全症に合併した Stage4 直腸癌の一例
中村 慶史 （金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科）

O-112

直腸癌術後 15 年目にステープルラン上に発生した直腸癌の 1 例
林
秀知 （JCHO 下関医療センター 消化器外科 / 福岡みらい病院 外科）

O-113

22 年前の直腸 DST 吻合部に発生した直腸癌の 1 例
廣瀬
創 （八尾市立病院 外科）

O-114

肛門周囲膿瘍を併発した直腸癌の 1 例
町田 智彦 （八尾徳洲会総合病院 外科）

O-115

痔瘻癌の一例
斎藤 洋之 （災害医療センター）

一般演題

大腸 9 「症例 2」

9：18 ～ 10：00
座長：横山

登 （昭和大学江東豊洲病院 消化器センター）

O-116

動脈瘤破綻による出血性ショックに対し、選択的動脈塞栓術が奏功した進行大腸癌の 2 例
佐藤
拓 （秀和総合病院 外科）

O-117

急速な転帰をたどった scirrhous type の 4 型大腸癌の 1 例
片野
薫 （富山市立富山市民病院）

O-118

上部消化管穿孔を契機に発見され根治切除を行えた S 状結腸癌の 1 例
横川 英之 （東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-119

胃に穿通を来した横行結腸癌の１切除例
北川
大 （済生会八幡総合病院）

O-120

胃結腸瘻をきたした横行結腸癌と同時性直腸癌を一期的に切除した 1 例
平田 裕久 （松原徳洲会病院）

O-121

成人腸重積症で発症した盲腸癌に対して緊急手術を施行した 1 例
岡田 拓真 （府中病院 外科）

O-122

S 状結腸癌を先進部とする腸重積症の 1 例
本郷麻依子 （佐野市民病院 消化器科）

一般演題

大腸 10 「症例 3」

10：00 ～ 10：48
座長：大東

誠司 （聖路加国際病院 消化器・一般外科）

O-123

盲腸に発生した炎症性偽腫瘍の１例
松本 順久 （京都府立医科大学 消化器外科学部門）

O-124

術前診断に難渋した胃癌術後異時性上行結腸転移の 1 例
水口 法生 （柏厚生総合病院 外科）

O-125

卵巣癌孤立性大腸転移の一例
村本 圭史 （滋賀医科大学 外科学講座）

O-126

S 状結腸間膜に発生した平滑筋肉腫に対し、腫瘍および S 状結腸切除術を施行した１例
高瀬 洪生 （関西労災病院）

O-127

S 状結腸間膜を中心に腹腔内に発生した類上皮肉腫の 1 例
井上 和樹 （大阪府済生会中津病院 外科）

O-128

S 状結腸癌術後 2 年で発見された直腸内分泌細胞癌の 1 例
藤本 崇司 （西新井病院 外科 / 東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-129

リンパ節転移を認めた長径 5mm の直腸神経内分泌腫瘍の 1 例
小久保翔志 （東北大学 消化器外科）

O-130

術前化学放射線療法後切除術を施行した後に急激な転機を認めた直腸 NEC の 1 例
蘓村 秀明 （国立病院機構 関門医療センター 外科）

一般演題

大腸 11 「虫垂」

10：48 ～ 11：30
座長：村田

幸平 （関西労災病院 消化器外科）

O-131

回腸末端に巻絡し腸閉塞をきたした低異型度虫垂粘液性腫瘍（LAMN）の 1 例
河合 賢二 （関西労災病院 外科）

O-132

盲腸癌に合併した低異型度虫垂粘液性腫瘍の 1 例
前田 裕之 （東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-133

急性虫垂炎の診断で interval appendectomy を試みた若年女性の虫垂癌の一例
東
貴寛 （九州中央病院）

O-134

腹腔鏡下に追加切除を施行した虫垂膀胱瘻を伴う虫垂癌の一例
加藤 幸裕 （住友病院）

O-135

閉塞性虫垂炎による腹腔内膿瘍膀胱穿通をきたした虫垂癌の 1 例
辻尾
元 （大阪市立大学大学院 腫瘍外科学）

O-136

進行虫垂癌の二例
村田 幸平 （関西労災病院 消化器外科）

O-137

術後 5 カ月目に肝転移再発をきたした原発性虫垂癌の 1 例
宮木
陽 （流山中央病院 外科 / 東京女子医科大学東医療センター 外科）

一般演題

大腸 12 「化学療法 ADR」

13：20 ～ 13：56
座長：五井

孝憲 （福井大学 第一外科）

O-138

オキサリプラチンによる副作用で肛門部痛を呈した直腸癌術後の１例
春木 伸裕 （トヨタ記念病院 消化器外科）

O-139

術後補助化学療法中に発症した特発性食道破裂に対し外科治療で救命しえた大腸癌の 1 例
林
雅人 （金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科）

O-140

FOLFIRI+ ベバシズマブ加療中にＳ状結腸人工肛門挙上脚の憩室に穿孔した一例
渡邊
充 （戸田中央総合病院 外科）

O-141

再発大腸癌に対して CapeOX+Bevacizumab による化学療法中に肺動脈血栓症を合併した１例
針生 智樹 （黎明会 北出病院 外科）

O-142

多発肝転移を伴う直腸癌に対する化学療法中に発症した Stevens-Johnson 症候群の１例
深田 唯史 （大阪府済生会千里病院）

O-143

SOX ＋ Bmab 療法中にネフローゼ症候群をきたした直腸癌術後肝転移の 1 例
村瀬 秀明 （東京品川病院 外科）

一般演題

大腸 13 「LAC」

13：56 ～ 14：44
座長：冨田

尚裕 （兵庫医科大学 下部消化管外科）

O-144

腹腔鏡下 S 状結腸切除術後に乳び瘻となり保存的に軽快した１例
大和田善之 （高槻病院 消化器外科）

O-145

完全内臓逆位症を伴った盲腸癌に対し単孔式腹腔鏡下回盲部切除を施行した 1 例
大塚 正久 （大阪警察病院 消化器外科）

O-146

腸回転異常症を伴う直腸 S 状部癌に対して腹腔下手術を施行した１例
大澤日出樹 （JCHO 大阪病院）

O-147

腹腔鏡補助下に切除した，persistent descending mesocolon を伴う下行結腸癌の 1 例
森
至弘 （医療法人医誠会 医誠会病院 消化器外科）

O-148

腹腔鏡下に S 状結腸切除術と悪性リンパ腫生検を同時に施行した一例
小林
登 （大阪医療センター）

O-149

直腸癌と副腎腫瘍に対して、腹腔鏡下低位前方切除術および左副腎摘出術を施行した１例
加藤 雅志 （青森県立中央病院 がん診療センター 外科）

O-150

直腸肛門部悪性黒色腫に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した 1 例
奥田
浩 （JA 尾道総合病院 外科・内視鏡外科）

O-151

同時性肝転移を有する直腸癌に対して用手補助腹腔鏡下肝切除術を行った 1 例
山田 沙季 （新潟大学消化器一般外科）

一般演題

大腸 14 「再発 1」

14：44 ～ 15：26
座長：坂本

一博 （順天堂大学 下部消化管外科）

O-152

直腸切断術後早期に、会陰創皮下に局所再発した直腸癌再発の 1 例
赤井 正明 （独立行政法人国立病院機構 福山医療センター）

O-153

下部直腸 SM 癌（pT1a）局所切除４年後に側方リンパ節再発を来した１例
井出 義人 （八尾市立病院 消化器外科）

O-154

術後 10 年目に再発した下部直腸 MP 癌の 1 例
坂本 一博 （順天堂大学 下部消化管外科）

O-155

直腸癌術後局所再発に対し FOLFOXIRI 施行後 PR となり切除し得た 1 例
新後閑正敏 （東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

O-156

肛門扁平上皮癌化学放射線療法後局所再発に 5-FU/CDDP 療法で肛門温存し長期生存した 1 例
青山 佳永 （豊川市民病院 外科）

O-157

再発巣感染により敗血症を合併した直腸癌術後骨盤内再発に放射線照射が有効だった 2 例
高岡 亜弓 （東京医科歯科大学消化管外科学）

O-158

直腸癌術後局所再発に対し重粒子線治療が奏功した 2 例
金原 圭吾 （東北大学 消化器外科学）

一般演題

大腸 15 「再発 2」
座長：遠藤

15：26 ～ 16：02
俊吾 （福島県立医科大学会津医療センター 小腸・大腸・肛門科）

O-159

超高齢者の再発大腸癌に対する Capecitabine+Bevacizumab 療法の使用経験
松井
聡 （東京都保健医療公社 豊島病院）

O-160

化学療法で長期間制御できた透析中の S 状結腸癌術後肝転移の一例
渡邊 裕樹 （千葉大学 先端応用外科学）

O-161

大腸癌多発性肝転移に対して肝動脈化学塞栓療法（TACE）を施行し奏効が得られている 1 例
杉本 起一 （順天堂大学医学部 下部消化管外科）

O-162

閉塞性黄疸に対して胆管ステント留置により化学療法継続中の直腸癌の 1 例
雨宮 浩太 （順天堂大学 下部消化管外科学）

O-163

FOLFOX で長期 cCR を得た再発大腸癌の１例
青砥 慶太 （北福島医療センター 消化器疾患センター / 福島県立医科大学 消化管外科学講座）

O-164

再発を繰り返す直腸 GIST に対し外科的治療などの集学的治療により長期生存を認めた１例
天道 正成 （市立柏原病院外科）

一般演題

大腸 16 「再発 3」

16：02 ～ 16：50
座長：高橋

慶一 （がん・感染症センター都立駒込病院 外科）

O-165

術後イレウスを契機に診断された上行結腸癌小腸転移の 1 例
古谷
圭 （国立病院機構 関門医療センター 外科）

O-166

結腸癌術後にドレーン部と吻合部に同時再発した１例
千田
峻 （星総合病院外科 / 福島県立医科大学消化管外科学講座）

O-167

大腸多発癌による Sister Mary Joseph’s nodule の１例
池永 雅一 （市立東大阪医療センター 消化器外科）

O-168

腸骨浸潤を伴う盲腸癌局所再々発に対して腸骨合併切除術を施行した 1 例
山本 常則 （山口大学 消化器・腫瘍外科学）

O-169

大腸癌術後肝転移・局所リンパ節再発・両側水腎症を認めた症例に対し R0 を目指した 1 例
佐藤 寿洋 （久留米大学 外科）

O-170

S 状結腸癌術後 6 年目の遅発性再発を左腎合併左半結腸切除術で切除し得た 1 例
内 玲往那 （佐々木研究所附属杏雲堂病院 消化器外科）

O-171

異時性に 4 回 6 か所を切除し得た S 状結腸原発多臓器転移の 1 例
上田 順彦 （金沢医科大学 一般・消化器外科）

O-172

急激な転帰をたどった上行結腸癌術後骨髄転移の１例
宮嵜 安晃 （りんくう総合医療センター 外科 / 紀南病院 外科）

第６会場（604）
一般演題

食道 1 「興味ある症例 1」

9：00 ～ 9：42
座長：安田

卓司 （近畿大学 外科学教室 上部消化管外科）

O-173

食道癌術後胃管壊死に対して 2 期的遊離空腸再建術を施行した 1 例
山里 有三 （京都府立医科大学 消化器外科学）

O-174

食道癌根治術後大動脈周囲局所再発に対し大動脈ステントグラフト留置後に切除した 2 例
小林 利行 （京都府立医科大学 消化器外科）

O-175

大動脈血栓摘出後に胸腔鏡下食道切除術を施行した食道癌の 1 例
川田 純司 （市立貝塚病院）

O-176

胸腔鏡下に切除した後縦隔経路再建後の胃管癌の一例
西山 和宏 （京都大学附属病院消化管外科）

O-177

胃管癌に対し、内視鏡併用下に胃局所切除した一例
刑部 弘哲 （神奈川県立がんセンター 消化器外科）

O-178

食道癌術後再発胃管癌の 1 例
氏家 大輔 （福島県立医科大学 消化管外科学講座）

O-179

鏡視下経裂孔食道亜全摘術により切除した食道 GIST の 1 例
有吉 要輔 （明石市立市民病院 外科）

一般演題

食道 2 「興味ある症例 2」
座長：大杉

9：42 ～ 10：24
治司 （東京女子医科大学附属消化器病センター 消化器外科）

O-180

5-FU+docetaxel+nedaplatin 併用術前化学療法が奏効した進行食道癌患者の 1 例
木村
豊 （近畿大学 外科）

O-181

Paclitaxel+Ramucirumab が著効し長期 cCR が得られている StageIV バレット食道癌の 1 例
中瀬 有遠 （市立奈良病院 消化器外科）

O-182

食道壁内多発転移を伴った Siewert type II 食道胃接合部癌の 1 例
赤丸 祐介 （市立池田病院 消化器外科）

O-183

切除不能進行食道癌に対して集学的治療により長期生存が得られた 1 例
中井 慈人 （県立西宮病院 消化器外科）

O-184

進行食道癌の初回化学療法中に穿孔・縦隔炎を来しドレナージ術により救命し得た 1 例
福山
馨 （関西労災病院 外科）

O-185

切除不能食道癌、CRT 後狭窄に対して食道ステント留置後に食道バイパス術を施行した 1 例
赤石 隆信 （弘前大学 消化器外科）

O-186

食道癌の巨大な胃壁転移による通過障害に対して緩和手術を施行した 1 例
細田 洋平 （関西電力病院 外科）

一般演題

食道 3 「興味ある症例 3・その他」
座長：島田

10：24 ～ 11：12
英昭 （東邦大学大学院 消化器外科学講座）

O-187

食道癌 ESD 後異時性胃壁内転移の 1 例
小笠原宏一 （大館市立総合病院）

O-188

表在型下咽頭癌と表在型食道癌を内視鏡的に同時切除した 1 例
宮澤 美季 （東京女子医科大学東医療センター外科）

O-189

ESD 施行後の縦隔リンパ節再発に対し，化学療法施行後に R0 切除を行った食道癌の 1 例
長澤 伸介 （神奈川県立がんセンター 消化器外科）

O-190

根治的化学放射線療法で完全緩解した 6 年後に頸部リンパ節再発した食道癌の 1 例
藤田正太郎 （福島県立医科大学 消化管外科）

O-191

食道癌術後骨転移に対する放射線療法の有効性の検討
中屋 誠一 （名古屋市立大学）

O-192

DCF-R で CR が得られた進行食道癌の副腎転移に対しサイバーナイフ療法が奏効した一例
三吉 健太 （東京医科大学 消化器外科・小児外科学）

O-193

食道扁平上皮癌の肺転移症例に対する CT ガイド下ラジオ波凝固療法の検討
岡留 一雄 （熊本大学 消化器外科学）

O-194

食道癌術後再発例の予後因子としての Prognostic Nutritional Index の有用性
竹村 雅至 （景岳会 南大阪病院 外科）

一般演題

肝 1 「再発・手術 1」
座長：有泉

13：20 ～ 14：08
俊一 （東京女子医科大学附属消化器病センター 消化器・一般外科）

O-195

Vp3 を伴い放射線治療後に胆嚢浸潤を示した肝細胞癌の１例
上村
直 （高知大学 外科 1）

O-196

特発性血小板減少性紫斑病（ITP）を合併した原発性肝癌に対して肝切除を施行し得た 1 例
美濃地貴之 （市立吹田市民病院 外科）

O-197

TACE 後に外科切除を実施して長期生存が得られた胆管内腫瘍栓を伴う肝細胞癌の 1 例
坂田
純 （新潟大学 消化器・一般外科学）

O-198

肝細胞癌破裂に対し動脈塞栓術後に肝切除を施行し，病理学的完全奏効が得られた１例
吉川 卓郎 （淀川キリスト教病院 外科）

O-199

肝細胞癌腹膜播種に対し播種切除を行った 3 例の検討
仲野 哲矢 （新潟大学大学院 医歯学総合研究科 消化器・一般外科）

O-200

腹腔鏡下肝切除後に腹膜播種再発した肝細胞癌の一例
瀧内 大輔 （市立池田病院）

O-201

肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼術後胸壁穿刺経路播種を切除した 1 例
江藤亮大郎 （佐々木研究所附属杏雲堂病院 消化器外科 / 千葉大学大学院臓器制御外科学）

O-202

レゴラフェニブが著効した肝細胞癌術後肺転移の 1 例
保原 祐樹 （神戸大学 肝胆膵外科学）

一般演題

肝 2 「再発・手術 2」

14：08 ～ 14：56
座長：石戸圭之輔 （弘前大学 消化器外科学講座）

O-203

ソラフェニブにて完全奏効し投薬中止後も再発を認めなかった肝細胞癌の 1 例
武田
裕 （関西労災病院 外科）

O-204

レゴラフェニブ投与を行っている肝細胞癌の 2 例
山田 恭吾 （むつ総合病院 外科）

O-205

肝細胞癌再発、肝門部リンパ節転移に対して TACE 施行後に外科的切除を施行した 1 例
石山 宏平 （呉医療センター・中国がんセンター 外科）

O-206

門脈内腫瘍栓を伴った肝内胆管癌の 1 切除例
横田 祐貴 （市立豊中病院）

O-207

肝外発育を呈した巨大肝内胆管癌の 1 切除例
乾
元晴 （大阪警察病院 消化器外科）

O-208

胃癌肝転移に対する肝切除症例の検討
園田 至人 （千葉大学 臓器制御外科学）

O-209

区域性肝内胆管拡張を呈した大腸癌肝転移の 2 例
久保田晴菜 （国立病院機構 呉医療センター・中国がんセンター）

O-210

直腸癌術後 8 年目に再発した肝内胆管転移の 1 切除例
渡辺雄一郎 （秀和総合病院 外科）

一般演題

肝 3 「興味ある症例」

14：56 ～ 15：38
座長：田代

裕尊 （呉医療センター・中国がんセンター 外科）

O-211

直腸 GIST 肝転移再発に対して切除を含む集学的治療を行い長期生存中の 1 例
後藤 直大 （甲南病院 外科）

O-212

肝原発腺扁平上皮癌の 1 切除例
張野 誉史 （市立豊中病院 外科）

O-213

胃癌が併存した肝原発悪性リンパ腫の 1 例
山中 千尋 （大阪みなと中央病院 外科）

O-214

肝に多発した多血性腫瘤に集学的治療が奏功した一例
石井
武 （秀和総合病院 外科）

O-215

肝粘液性嚢胞性腫瘍の 1 切除例
江崎さゆり （市立豊中病院 外科）

O-216

肝細胞癌との鑑別に苦慮した肝 reactive lymphoid hyperplasia の 1 例
吉岡
亮 （市立豊中病院 外科）

O-217

肝血管筋脂肪種の 2 切除例
兒島 正人 （呉医療センター・中国がんセンター 外科）

一般演題

胆 1 「胆嚢癌」

15：38 ～ 16：08
座長：若井

俊文 （新潟大学 消化器・一般外科）

O-218

術前診断に難渋した黄色肉芽腫性胆嚢炎併存胆嚢癌の 1 切除例
長谷川千紘 （市立豊中病院 外科）

O-219

腹腔鏡下胆嚢摘出術（TANKO）を行った胆嚢癌合併胆嚢捻転症の一例
越智 史明 （済生会滋賀県病院）

O-220

Conversion surgery を施行し得た高度進行胆嚢癌の１例
橋本
悠 （神戸大学 肝胆膵外科学）

O-221

当院における胆道癌に対する GC 療法の治療成績
阪本 卓也 （関西労災病院 外科）

O-222

術後早期に腹部コンパートメント症候群を来たした胆嚢癌による結腸穿孔性腹膜炎の症例
肱川
健 （関西医科大学 外科学）

一般演題

胆 2 「胆管癌」

16：08 ～ 16：38
座長：大塚

将之 （千葉大学 臓器制御外科学）

O-223

GCS 療法奏功後に肝外胆管切除術にて R0 を得た肝硬変を伴う肝門部領域胆管癌の一例
東口 公哉 （大阪大学大学院 消化器外科学）

O-224

肝門部胆管癌術後に生じた挙上空腸静脈瘤出血の 2 例
桑原 太一 （山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

O-225

術前 S-1 内服により pCR が得られた肝門部胆管癌の 1 例
赤塚 昌子 （明和病院 外科）

O-226

胆管癌術後再発に対し Gemcitabine ＋ cisplatin 併用療法にて長期生存が得られた 1 例
谷地 孝文 （弘前大学 消化器外科学）

O-227

GC 療法が著効し CR となった肝内胆管癌術後肝転移の一例
金
鏞国 （市立貝塚病院 外科）

第７会場（605）
一般演題

膵 1 「転移性腫瘍」

9：00 ～ 9：48
座長：森永聡一郎 （神奈川県立がんセンター 消化器外科）

O-228

集学的治療が奏効している膵 NET G2 多発肝転移の 1 例
稲葉 陽子 （佐野市民病院 消化器科）

O-229

膵管癌と膵神経内分泌腫瘍が混存した膵併存腫瘍の 1 切除例
橋本 和彦 （NTT 西日本大阪病院 消化器外科）

O-230

上行結腸癌術後異時性膵転移に対して SSPPD 切除術を施行した 1 例
栗原 重明 （府中病院 外科）

O-231

複数回転移巣切除を施行したのちの直腸癌膵転移に対して膵体尾部切除術を施行した一例
齋藤 正樹 （豊川市民病院 外科）

O-232

腎癌膵転移に対して膵切除術を施行した 2 例
寺西 立冴 （JCHO 大阪病院 外科）

O-233

腎癌術後 18 年目に多発膵転移を認め、膵全摘を行った一例
山下 博成 （神戸大学 肝胆膵外科）

O-234

肺多型癌膵転移の 1 切除例
中沢 祥子 （埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科）

O-235

膵・脾浸潤を伴った肺癌リンパ節転移に対して腹腔鏡下尾側膵切除術を施行した 1 例
横田 祐貴 （市立豊中病院）

一般演題

膵 2 「診断・手術」

9：48 ～ 10：36
座長：上野

富雄 （川崎医科大学 消化器外科）

O-236

腹水洗浄細胞診陽性膵癌症例の予後と予後因子の検討
青山
徹 （神奈川県立がんセンター 消化器外科 / 横浜市立大学 外科治療学）

O-237

超音波内視鏡下穿刺吸引術後の Needle tract seeding が疑われた膵体部癌の 1 例
福永 智彦 （京都府立医科大学 消化器外科学教室）

O-238

術前診断が困難であった膵体部腫瘍の 1 例
前川まりこ （大阪労災病院 外科）

O-239

EUS-FNA にて MANEC の診断を得て、NAC を回避し手術を先行した局所進行膵腫瘍の一例
駒込 昌彦 （埼玉医科大学総合医療センター 肝胆膵外科・小児外科）

O-240

多臓器浸潤と腸閉塞を伴う膵癌に対し根治切除と化学療法後 3 年以上無再発生存例
大村 仁昭 （関西労災病院 外科）

O-241

膵癌切除後の残膵再発に対して残膵切除を行い長期生存が得られた 1 例
宮本 敦史 （国立病院機構大阪医療センター 外科）

O-242

肝内胆管癌と IPMC の重複癌を認めた高齢者に対して同時切除を施行し得た一例
酒井 健司 （JCHO 大阪病院）

O-243

切除不能胆管癌に対する Conversion Surgery 後の残膵癌に根治切除術を施行した 1 例
若狭 悠介 （弘前大学 消化器外科学）

一般演題

膵 3 「手術・化学療法」
座長：谷

10：36 ～ 11：24
眞至 （滋賀医科大学 外科学講座消化器外科・乳腺・一般外科）

O-244

化学療法後に根治切除し得た肝転移を伴う切除不能膵癌の 1 例
桂
宜輝 （関西労災病院 外科）

O-245

化学療法後に根治切除可能となった borderline resectable 局所進行膵頭部癌の 1 例
中安 靖代 （東京女子医科大学 東医療センター 外科）

O-246

Gemcitabine+nab-paclitaxel 療法で多発肝転移巣が消失し根治的切除となった膵癌の一例
高木 諭隆 （千葉大学医学部附属病院 臓器制御外科）

O-247

透析患者の膵癌に対し術前化学療法（GEM+nab-PTX 療法）により pCR が得られた 1 例
岡崎 充善 （金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科学）

O-248

GEM+nab-PTX 療法で肝転移が消失し根治切除が可能となった膵頭部癌の 1 例
四元 宏和 （神奈川県立がんセンター 消化器外科）

O-249

化学放射線療法と肝動脈血流改変により切除し得た局所進行切除不能膵頭部癌の 1 例
遠山 慎吾 （東北大学 消化器外科学）

O-250

幽門側胃切除後の膵体尾部癌に対して腹腔動脈合併膵体尾部切除を施行した 1 例
藤原 康弘 （山口大学 消化器・腫瘍外科学）

O-251

全身化学療法後に Conversion surgery を施行し得た切除不能膵腺扁平上皮癌の 1 例
小松 久晃 （大阪急性期・総合医療センター 消化器外科）

一般演題

膵 4 「興味ある症例」

13：20 ～ 14：08
座長：松山

隆生 （横浜市立大学 消化器・腫瘍外科）

O-252

術後 7 年目に再発した左頸部リンパ節転移を切除し長期生存を得ている膵頭部癌の 1 例
安藤 拓也 （新潟大学医歯学総合研究科 消化器・一般外科学分野）

O-253

GEMOX 療法が奏功し長期生存が得られた膵癌術後再発の 1 例
牧野 裕庸 （小田原市立病院 外科）

O-254

高リスク UGT1A1 遺伝子多型をもつ治癒切除不能膵癌へ FOLFIRINOX を施行した 2 例
石亀 輝英 （福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科）

O-255

化学療法で 2 年 8 ヶ月生存した切除不能膵癌の一例
天笠 秀俊 （豊島病院 外科）

O-256

超高齢の肝機能異常をきたした同時性肝転移を伴う進行膵癌に対する集学的治療
蓮池 康徳 （医誠会病院 消化器外科）

O-257

若年女性の膵体尾部に発生した膵腺房細胞癌の 1 例
鶴田
覚 （弘前大学 大学院医学研究科消化器外科学）

O-258

男性膵 Solid Pseudopapillary Neoplasm の 1 例
菅沼
泰 （JCHO 京都鞍馬口医療センター 外科）

O-259

pancreatic endocrine cell hyperplasia の一例
森
良太 （関西労災病院 外科）

一般演題

胃 8 「粘膜下腫瘍」

14：08 ～ 14：50
座長：瀬下

明良 （東京医科大学 消化器外科）

O-260

当科における胃粘膜下腫瘍に対する胃局所切除の検討
會澤 雅樹 （新潟県立がんセンター新潟病院 消化器外科）

O-261

大網原発巨大 GIST の 1 例
岸部 佐希 （川口誠和病院 外科 / 東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-262

腹腔内出血を来した胃 GIST 破裂の 1 例
山田 康太 （高槻病院 消化器外科）

O-263

高度貧血にて発見された胃原発髄外性形質細胞腫の１切除例
玉井 皓己 （市立吹田市民病院）

O-264

腹腔鏡下胃切除術後に発生した腹腔内デスモイド腫瘍の 2 切除例
安食
隆 （仙台厚生病院 消化器外科）

O-265

所属リンパ節腫大を伴った胃良性神経鞘腫の一例
野瀬 陽平 （関西労災病院 消化器外科）

O-266

噴門近傍 GIST に対する安全かつ簡便な NEWS 変法の開発
佃
頌敏 （京都第一赤十字病院外科）

一般演題

胃 9 「症例 1」

14：50 ～ 15：38
座長：吉野

茂文 （山口大学医学部附属病院 腫瘍センター）

O-267

AFP 産生胃癌および胃原発絨毛癌術後、肝再発に対して化学療法を施行し CR を得た 1 例
中井
款 （青森市民病院 外科）

O-268

AFP 産生早期胃癌の一例
池田 優子 （沼津市立病院 外科）

O-269

肝転移巣の破裂を契機に発見された AFP 産生胃癌の１手術例
山本 瑛介 （東京都立大塚病院 外科）

O-270

術後早期に多発結腸転移再発を来した CA19-9 産生胃癌の一例
大久保悠祐 （神戸赤十字病院 外科）

O-271

trastuzumab 併用療法で長期コントロール可能であった高齢者 HER2 陽性 StageIV 胃癌の 1 例
湯川 芳郎 （関西労災病院外科）

O-272

trastuzumab が著効した HER2 陽性かつ ERBB2 活性化変異陽性胃癌の 1 例
酒井
剛 （新潟大学 消化器・一般外科学）

O-273

HER2 陽性胃癌の術後単発肝転移再発に対して、化学療法後に肝切除を施行した症例
山口
歩 （大阪医療センター）

O-274

Trastuzumab 併用術前化学療法後に根治切除を施行し得た HER2 陽性局所進行胃癌の 1 例
竹ノ谷 隆 （医療法人財団 荻窪病院 外科）

一般演題

胃 10 「症例 2」

15：38 ～ 16：32
座長：安藤

昌之 （公社豊島病院 外科）

O-275

術前化学療法が奏効した bulky N2, 肝転移、副腎転移を伴う胃内分泌細胞癌の 1 切除例
塚本 忠司 （大阪市立十三市民病院 外科）

O-276

最大径 3mm と微小な腫瘍にもかかわらずリンパ節転移を認めた胃 NET の 1 例
福井 康裕 （一般財団法人 住友病院 外科）

O-277

切除不能進行胃神経内分泌細胞癌に対しパクリタキセル / ラムシルマブ療法が奏功した 1 例
栗木 真治 （市立豊中病院）

O-278

術後早期に肝転移再発を来たした胃内分泌細胞癌への分化を伴う Stage I 胃癌の 1 例
林
理絵 （ベルランド総合病院 外科）

O-279

術後急速な転帰をたどった胃小細胞癌の 1 例
渡邉めぐみ （津山中央病院 外科）

O-280

腹腔鏡下手術を行った胃底腺胃癌の 1 例
乾野 幸子 （札幌厚生病院）

O-281

胃全摘術 14 年後に肝転移再発を認めた進行胃癌の 1 例
原 健太朗 （神奈川県立がんセンター 消化器外科）

O-282

悪性貧血を合併した胃噴門部癌の 1 切除例
勝守 高士 （荒尾市民病院外科）

O-283

若年発症した胃癌の癌性髄膜炎の１例
鎌田 陽介 （京都中部総合医療センター 外科）

第８会場（608）
一般演題

乳腺 1 「化学療法・内分泌療法」
座長：平野

9：42 ～ 10：12
明 （東京女子医科大学東医療センター 乳腺診療部）

O-284

乳癌縦隔リンパ節転移による食道狭窄に対し Bevacizumab ＋ Paclitaxel が有用であった 1 例
小寺 麻加 （東京女子医科大学東医療センター 乳腺診療部）

O-285

圧排性無気肺をきたした乳癌縦隔リンパ節転移にエリブリン＋放射線療法が著効した 1 例
石塚まりこ （関西医科大学総合医療センター 外科）

O-286

化学療法により CR が得られた骨・軟骨化生を伴う転移性乳癌の 1 例
阪口 志帆 （東京女子医科大学東医療センター乳腺診療部）

O-287

全身療法のみ cCR を持続した乳癌の 1 例
山本 公一 （独立行政法人地域医療機能推進機構 相模野病院 外科）

O-288

内分泌療法にて長期病勢コントロールを得た乳癌多発肺転移の 1 例
後藤
航 （大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

一般演題

乳腺 2 「New device・Mohs paste」
座長：山本

10：12 ～ 10：54
大悟 （関西医科大学総合医療センター 乳腺外科）

O-289

乳腺生検マーカー HydroMARK を用いた低侵襲手術の可能性の検討
吉川 勝広 （関西医科大学総合医療センター 乳腺外科）

O-290

高齢者における全自動乳房超音波診断装置（ABUS）を使用した局在診断
武井 咲月 （日本大学 医学部 外科学系 乳腺内分泌外科学分野）

O-291

全自動乳房超音波診断装置（ABUS）の Paget 病診断時の問題点について
平野 智寛 （日本大学 医学部 外科学系 乳腺内分泌外科学分野）

O-292

術式決定に全自動乳房超音波診断装置（ABUS）が有用であった 1 例
鈴木 佑奈 （日本大学医学部附属板橋病院 乳腺内分泌外科）

O-293

Mohs paste が出血・浸出液コントロールと腫瘍の縮小に有効であった進行乳癌の一例
佐藤 栄吾 （東京都保健医公社大久保病院外科）

O-294

Mohs 軟膏＋内分泌療法＋骨転移治療薬で病勢制御を果たせた高齢者高度進行乳癌の一例
奥村 一慶 （JCHO 札幌北辰病院 外科）

O-295

Mohs ペーストと薬物療法により QOL が著明に改善した進行乳癌の１例
亀井 滝士 （都志見病院 外科）

一般演題

乳腺 3 「HER2・有害事象」
座長：地曵

10：54 ～ 11：24

典恵 （東京女子医科大学八千代医療センター 乳腺・内分泌外科）

O-296

Eribulin，Trastuzumab，Pertuzumab が奏功した HER2 陽性局所進行乳癌の 1 切除例
佐塚哲太郎 （沼津市立病院 外科）

O-297

ドセタキセル・ペルツズマブ・トラスツズマブ療法が著効した進行乳癌の 2 例
冨田
香 （滋賀医科大学 外科学講座）

O-298

HER2 陽性再発乳癌に対する T-DM1 の使用経験
野口 美樹 （金沢医科大学 乳腺・内分泌外科）

O-299

ペルツズマブ＋トラスツズマブで重篤な Infusion reaction を呈した HER2 陽性乳癌の 1 例
松岡
綾 （東京女子医科大学東医療センター 乳腺診療部）

O-300

術前 EC 療法が誘因と思われた薬剤性肺障害の 1 例
尾本 秀之 （深谷赤十字病院外科）

一般演題

乳腺 4 「特殊型 1」

13：20 ～ 14：02
座長：大竹

徹 （福島県立医科大学 乳腺外科学講座）

O-301

乳腺アポクリン癌の１例
青松 直撥 （府中病院 外科センター）

O-302

腋窩アポクリン腺癌との鑑別が困難であった乳腺アポクリン癌の 1 例
森
拓哉 （馬場記念病院 外科）

O-303

腋窩リンパ節転移から診断に至った梗塞壊死を伴う乳癌の 1 例
木下 春人 （馬場記念病院 外科）

O-304

被包型乳頭状癌の 1 例
仲野
宏 （福島県立医科大学医学部 乳腺外科学講座）

O-305

間質肉腫との鑑別を要した乳腺悪性葉状腫瘍の 1 例
後藤
航 （大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

O-306

両側乳房に異時性に発生した多発葉状腫瘍の一例
茂木 大輔 （新潟大学 消化器・一般外科学）

O-307

初回手術後に胸筋間に局所再発した乳腺悪性葉状腫瘍の一例
岡野 健介 （青森県立中央病院外科）

一般演題

乳腺 5 「特殊型 2・男性乳癌」

14：02 ～ 14：50
座長：小山

諭 （新潟大学大学院 保健学研究科）

O-308

膵癌乳腺転移との鑑別を要した膵癌・男性乳癌重複の 1 例
高田 晃次 （大阪市立大学 腫瘍外科）

O-309

片側が破骨細胞様巨細胞を伴う乳癌の診断であった両側乳癌の一例
禹 有佳里 （日本大学 医学部 外科学系 乳腺内分泌外科学分野 / 医療法人社団 藤崎病院 外科）

O-310

非代償性肝硬変に併存した乳腺原発悪性リンパ腫
斎藤 明菜 （神戸大学附属病院 乳腺外科学）

O-311

一般病院で経験した神経内分泌乳癌の 1 例
櫻井 健一 （日本大学 乳腺内分泌外科 / 医療法人社団 藤崎病院 外科）

O-312

乳腺神経内分泌癌の 1 例
後藤
航 （大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

O-313

長期経過観察中に発見された神経内分泌型乳癌の１例
榎本 克久 （日本大学 医学部 乳腺内分泌外科）

O-314

高齢者に発症しセンチネルリンパ節生検を施行した男性乳癌の 1 例
森
聡史 （日本大学 医学部 外科学系 乳腺内分泌外科学分野）

O-315

年齢を考慮した男性乳癌の治療経験
安達 慶太 （日本大学 乳腺内分泌外科 / 久我山病院 乳腺科）

一般演題

乳腺 6 「興味ある症例 1」

14：50 ～ 15：38
座長：榎本

克久 （日本大学 乳腺内分泌外科）

O-316

頸部リンパ節腫脹を契機に発見された高齢者進行乳癌の 1 例
安達 慶太 （日本大学 乳腺内分泌外科）

O-317

胃癌術後８年目に乳腺転移をきたした１例
河合
央 （岡山労災病院 外科）

O-318

高齢者に発症した同時性両側性乳癌の 1 例
小山 祐未 （日本大学 医学部 外科学系 乳腺内分泌外科学分野）

O-319

追加切除した乳房内に乳房内転移結節を疑われた一例
遠藤麻巳子 （新潟大学 消化器・一般外科学）

O-320

治療方針の決定に難渋した重複癌（乳癌・子宮体癌）の一例
窪田 仁美 （日本大学乳腺内分泌外科 / 藤崎病院）

O-321

複数のステント留置が有効であった乳癌後腹膜転移の 1 例
地曵 典恵 （東京女子医科大学八千代医療センター乳腺・内分泌外科）

O-322

結腸転移を認めた浸潤性小葉癌の 1 例
佐塚哲太郎 （沼津市立病院 外科）

O-323

アスピレーションキットをクランプのまま留置して短期退院した難治性胸水の 1 例
千葉
創 （関西医科大学総合医療センター 乳腺外科）

一般演題

乳腺 7 「興味ある症例 2」

15：38 ～ 16：26
座長：柏木伸一郎 （大阪市立大学 腫瘍外科）

O-324

局所制御目的に乳房切除術を施行した高齢者乳癌の一例
窪田 仁美 （日本大学乳腺内分泌外科 / 藤崎病院）

O-325

同時性同側性に乳房 Paget 病を伴った浸潤性乳管癌の 1 例
浅野 有香 （大阪市立大学 腫瘍外科）

O-326

演題取下

O-327

乳管内乳頭腫として経過観察されていた乳癌の一例
藁谷 美奈 （独立行政法人地域医療機能推進機構相模野病院 外科）

O-328

乳癌術後晩期再発判明後、積極的外科治療を施行し、長期生存が得られている一例
新井
勲 （阪南中央病院外科）

O-329

BRCA1/2 遺伝学的検査によって乳房温存療法の適応を決定した若年性乳癌の 1 例
沖
豊和 （高知大学附属病院乳腺センター）

O-330

局所療法で病勢をコントロールし得た ER 陰性 HER2 陽性局所進行高齢者乳癌の一例
吉岡 節子 （大阪府済生会千里病院 外科）

O-331

乳癌術後経過観察に超音波検査が有用であった異時性多発乳癌の 1 例
鈴木 佑奈 （日本大学 医学部 外科学系 乳腺内分泌外科学分野）

第９会場（609）
一般演題

十二指腸・小腸 1 「癌・悪性リンパ腫ほか」

9：48 ～ 10：36

座長：太田惠一朗 （日本医科大学 消化器外科）

O-332

腹腔鏡下リンパ節サンプリングによりリンパ節転移が判明した十二指腸球部早期癌の 1 例
山里 有三 （京都府立医科大学 消化器外科）

O-333

外科切除を施行した原発性十二指腸癌 15 例の臨床病理組織学的検討
大嶋 恭輔 （市立豊中病院 外科）

O-334

十二指腸乳頭部癌の肝転移に対して局所治療を繰り返すことにより長期生存を得た 1 例
大橋 朋史 （JCHO 大阪病院 外科）

O-335

臍部 ZigZag 切開による単孔式腹腔鏡下手術を施行した腸間膜悪性リンパ腫の一例
進
勇輝 （福岡徳洲会病院外科）

O-336

関節リウマチ治療中に発症した悪性リンパ腫による小腸穿孔の 1 例
田島 佑樹 （荻窪病院）

O-337

肺癌小腸転移による穿孔性腹膜炎の 1 例
岡本 辰哉 （福岡徳洲会病院 外科）

O-338

PD-1 阻害薬投与中に肺がん小腸転移によるイレウスに対し緩和手術を施行した一例
池田 孝秀 （済生会横浜市南部病院 外科）

O-339

子宮内膜症に起因した虫垂腫大の一例
太田 敦貴 （京都府立医科大学 消化器外科）

一般演題

十二指腸・小腸 2 「GIST・NET ほか」

10：36 ～ 11：24
座長：富田

凉一 （日本歯科大学 外科）

O-340

非機能性膵内分泌腫瘍として経過観察されていた十二指腸 GIST の一切除例
福地 成晃 （市立吹田市民病院 外科）

O-341

イマチニブ抵抗性小腸 GIST に対して外科切除およびスニチニブ療法が有効であった一例
尾原 伸作 （大和高田市立病院 外科）

O-342

肝転移巣切除 1 年後に発見された小腸神経内分泌腫瘍（NET）の 1 例
藤村
侑 （松阪中央総合病院 外科）

O-343

多発肝転移を契機に発見された小腸 Neuroendocrine tumor（NET G1）の 1 例
橋本
至 （済生会横浜市南部病院 外科）

O-344

回腸原発未分化多型肉腫の１例
富田 凉一 （日本歯科大学 外科）

O-345

多発肺転移・肝転移を有した小腸原発絨毛癌の一例
渡邊 明美 （新潟県立十日町病院）

O-346

回腸横行結腸バイパス術後、blind loop に発生した小腸癌の 1 切除例
安山 陽信 （東北労災病院 外科）

O-347

減量術後の imatinib 間欠低用量投与で長期に病勢制御している小腸 GIST・腹膜播種の一例
名西 健二 （京都府立医科大学 消化器外科）

一般演題

その他 1 「腹腔・後腹膜腫瘤」

13：20 ～ 14：02

座長：石橋敬一郎 （埼玉医科大学総合医療センター 消化管外科・一般外科）

O-348

大腸癌および肝転移切除術後に発生した大網原発デスモイド腫瘍の 1 切除例
岡村
修 （市立吹田市民病院 外科）

O-349

大網腫瘤として切除され、無再発生存を得ている腹膜癌の一例
新井
勲 （阪南中央病院外科）

O-350

大腿ヘルニア嚢に発生した類内膜腺癌の 1 例
阪野 佳弘 （大阪警察病院 消化器外科）

O-351

上腸間膜動脈根部に発生し腫瘍栓を形成した未分化多形肉腫の１例
外山 博近 （神戸大学 肝胆膵外科）

O-352

トラベクテジン療法後に切除可能となった巨大後腹膜脂肪肉腫の 1 例
石畝
亨 （埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）

O-353

再発巣に対し膵頭十二指腸切除術を施行した後腹膜脂肪肉腫の 1 例
石川 博補 （新潟大学 消化器外科）

O-354

切除しえた転移を有する後腹膜脂肪肉腫の 1 例
寺田 好孝 （滋賀医科大学 消化器・乳腺・一般外科）

一般演題

その他 2 「その他の腫瘍」

14：02 ～ 14：38
座長：外山

博近 （神戸大学 肝胆膵外科）

O-355

開窓療法が有効であった歯原性嚢胞壁に生じたエナメル上皮腫の一例
成相 義樹 （松江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-356

下部胆管術後に胸壁転移を来した 1 例
徳久 晃弘 （都志見病院 外科）

O-357

卵巣癌術後 20 年目に胆管周囲播種再発をきたした 1 例
李
東河 （神戸大学大学院 肝胆膵外科）

O-358

脾膿瘍と術前診断した脾臓に発症した myeloid sarcoma の 1 切除例
門
威志 （大阪警察病院 一般外科）

O-359

術前診断が困難で腹腔鏡下に肝臓と心嚢の合併切除をおこなった悪性リンパ腫の一例
林
祐一 （名古屋市立大学大学院 医学研究科 消化器外科）

O-360

胃癌の治療経過中に腹部リンパ節腫大を契機に発見された Castleman 病の 1 例
志村 雄飛 （地域医療機能推進機構 大阪病院 外科）

一般演題

その他 3 「緩和医療」

14：38 ～ 15：08
座長：宮木

陽 （浅草寺病院 外科）

O-361

直腸癌多発肺転移に対し肺切除とサイバーナイフ照射で 4 年間制御中の 1 症例
横内 秀起 （市立吹田市民病院 外科）

O-362

後腹膜原発不明癌再発による疼痛にサイバーナイフが症状の改善に有効であった 1 例
岩田
力 （東海記念病院 外科）

O-363

内視鏡的胃瘻造設術による経胃イレウス管留置にて緩和治療を行った進行大腸癌の１例
林
桃子 （流山中央病院外科 / 東京女子医科大学東医療センター 外科）

O-364

原発性腹膜癌術後、腹膜再発イレウスに対し腹腔鏡下イレウス解除術を施行した一例
宮永 章平 （高岡市民病院 外科）

O-365

当院での改良型腹水濾過再静注法（KM-CART）の検討
岩城 隆二 （市立東大阪医療センター 緩和ケア内科）

一般演題

その他 4 「その他」

15：08 ～ 15：44
座長：輿石

晴也 （都立大塚病院 外科）

O-366

Pagetoid spread を伴う肛門管腺癌に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した 3 例
小川聡一朗 （京都府立医科大学 消化器外科）

O-367

島根大学口腔外科および関連病院における口腔白板症切除症例の臨床的検討
小池 尚史 （独立行政法人国立病院機構 浜田医療センター 歯科口腔外科 /
島根大学医学部歯科口腔外科学講座）

O-368

前腕皮弁再建後に生じた静脈うっ血にたいし医療用ヒルを使用した１例
狩野 正明 （島根大学医学部 歯科口腔外科学講座）

O-369

FNA クラス III で手術を施行した甲状腺腫瘍の検討
輿石 晴也 （都立大塚病院外科）

O-370

サルコペニア症例に対する術前栄養介入が術後合併症へ及ぼす影響
上島 成幸 （西宮市立中央病院 外科）

O-371

非小細胞肺癌におけるβ-catenin の発現は癌局所の微小環境と関連する
武藤 哲史 （福島県立医科大学 呼吸器外科学）

