第 1 会場（南館 4F 扇）
開会の辞

8：55～9：00

主題 1-1「全身療法の中の局所療法の位置づけ」


9：00～9：49

座長：大辻
夏越
S1-1

英吾（京都府立医科大学
祥次（鹿児島大学

外科学教室

消化器外科学部門）

消化器・乳腺甲状腺外科Ⅰ）

S-1+CDDP を用いた胃癌術前化学療法の治療成績の検討
舟木 洋（金沢医科大学 一般・消化器外科）
局所進行乳癌に対する Bevacizumab + Paclitaxel 療法の検討
杉本 斉（草加市立病院 外科）
胸部食道癌根治切除例におけるリンパ節外癌病巣の予後に与える影響

S1-2
S1-3

竹村雅至（兵庫医科大学
S1-4

上部消化管外科）

StageII,III 食道癌に対する術前放射線化学療法の有効性
河合隆治（日本大学医学部 消化器外科）
早期十二指腸乳頭部癌に対する経十二指腸的乳頭切除術の治療成績

S1-5

松下
S1-6

晃（日本医科大学

消化器外科）

十二指腸粘膜腫瘍に対する内視鏡的切除と外科的部分切除の治療成績
三村直毅（広島市立広島市民病院 外科）
遠隔転移を有する局所進行乳癌の治療法についての検討
青木信彦（東京都保健医療公社 豊島病院 外科）

S1-7

主題 1-2「全身療法の中の局所療法の位置づけ」
 9：49～10：31
座長：石田
杉山
S1-8

秀行（埼玉医科大学総合医療センター
保幸（岐阜市民病院

消化管外科）

外科）

大腸癌 腹膜偽粘液腫腹膜播種に対する治癒をめざす包括的療法
米村 豊（岸和田徳洲会病院）
腹膜播種再発の高リスク因子を有する大腸癌に対する術中温熱化学療法の有効性の
検討
太田裕之（滋賀医科大学 消化器外科、滋賀医科大学 総合外科学）

S1-9

S1-10
S1-11

下部直腸癌・肛門管癌に対する術前化学放射線療法施行後リンパ節郭清の治療成績
植田康司（神戸大学医学部 外科学講座 食道胃腸外科学分野）
大腸癌腹膜播種性転移例に対する治癒切除の意義と限界
横溝 肇（東京女子医科大学東医療センター 外科）
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S1-12
S1-13

大腸癌肝転移に対する肝切除術にラジオ波焼灼術（RFA）を併用した症例の検討
榎本正統（東京医科大学 消化器・小児外科）
悪性大腸閉塞に対しストーマ造設後に化学（放射線）療法を施行した症例の検討
西

秀美（堺市立総合医療センター

外科）

主題 2「乳癌領域における局所療法」

座長：丹黒
S2-1

10：31～11：13

章（徳島大学

胸部・内分泌・腫瘍外科）

Microdochectomy で診断されリンパ節転移を伴った浸潤径 2mm の乳癌症例について
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）
乳癌手術の腋窩リンパ節郭清における LigaSure Small Jaw 使用の検討
井上有香（九州大学大学院 消化器・総合外科）
Axillary Management における私の工夫

S2-2
S2-3

山本 隆（川口工業総合病院 乳腺外科）
乳癌術後リハビリテーションの当院でのとりくみ
山本大悟（関西医科大学総合医療センター 乳腺外科）
RVS による乳癌術前化学療法後病変範囲の同定法

S2-4
S2-5

榊原淳太（千葉大学
S2-6

臓器制御外科）

乳癌脳転移に対する局所治療としての外科的手術の検討
君塚 圭（春日部市立病院 乳腺外科）

施設代表者会議

11：45～12：15

特別セミナー

13：10～13：50
座長：中村

清吾（昭和大学病院 ブレストセンター/乳腺外科）

新しい癌局所療法の時代を拓く
肝癌局所療法における造影超音波検査の意義
～System が変える超音波診断最前線～
演者：渡辺 幸信（日本大学病院

消化器内科/超音波室）

早期乳がんに対するラジオ波熱焼灼療法（RFA）の臨床試験
演者：木下

貴之（国立がん研究センター中央病院

乳腺外科）

共催：第一三共株式会社
－ 20 －
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特別講演

14：00～15：00
座長：平川

弘聖（大阪市立大学医学部附属病院）

分子標的治療におけるコンパニオン診断法としての
リキッド・バイオプシー
演者：末岡

榮三朗（佐賀大学医学部

臨床検査医学講座）

主題 4-1「局所療法の効果判定と再発予防」

座長：内田
中山
S4-1

15：00～15：56

英二（日本医科大学
壽之（日本大学

消化器外科）

消化器外科）

原発巣切除を施行した治癒切除不能 StageIV 大腸癌症例の検討
三松謙司（JCHO 横浜中央病院 外科）
大腸癌肺肝転移に対する手術の効果予測因子の検討
松土尊映（東京医科大学 消化器外科・小児外科）

S4-2
S4-3

直腸癌術前化学療法に対する Dual-energy CT を用いた効果判定の検討
諸橋 一（弘前大学 消化器外科）

S4-4

根治切除後大腸癌の肝転移予測式の構築
木村隆一郎（大阪府立成人病センター 外科）
CT 値による肝細胞癌に対する lip-TACE の治療効果予測と治療効果度の関連
塩澤俊一（東京女子医大東医療センター 外科）

S4-5
S4-6
S4-7

膵臓癌に対する集学的治療における切除術および化学放射線療法
蔵原 弘（鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科）
局所進行膵癌の術前化学放射線療法後の治療効果判定について

S4-8

伊志嶺朝成（浦添総合病院消化器病センター
癌宿主因子における予後および治療効果予測
後藤

航（大阪市立大学大学院

外科）

腫瘍外科）

奨励賞授与式・閉会の辞

15：56～16：10
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第 2 会場（南館 4F 錦）
主題関連

乳腺

9：00～9：36
座長：神野

SC-1

浩光（帝京大学

外科）

乳腺扁平上皮癌症例について
富田凉一（日本歯科大学 外科）
当科における術前に非浸潤性乳管癌と診断された乳癌手術症例の検討
中島真人（新潟大学 消化器・一般外科）
粘液癌の組織型を示した巨大嚢胞内癌の 1 例

SC-2
SC-3

安達慶太（日本大学 乳腺内分泌外科）
乳癌局所再発症例における予後因子の検討
笠川隆玄（千葉労災病院 外科）
Mohs paste が出血コントロールに有効であった乳癌皮膚転移の一例

SC-4
SC-5

佐藤栄吾（東京都保健医療公社大久保病院 外科）
乳癌補助化学療法における FEC 投与 72 例の FN 発症リスクに関する検討
石井奈津美（千葉ろうさい病院 外科）

SC-6

主題関連

食道

9：36～10：00
座長：永岡

栄（日本赤十字社医療センター

内視鏡診断治療科）

SC-7

当院における食道癌術前化学放射線療法 Grade3 症例の検討

SC-8

幕内洋介（東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科）
術前化学療法にて pCR が得られた食道胃接合部腺癌の 3 例
佐藤 勉（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）

SC-9

限局した食道癌術後再発に対する CR を目指した化学放射線療法の検討
中島哲史（神奈川県立がんセンター 消化器外科）

SC-10

根治的 CRT 後の遺残リンパ節に対し Salvage Lymphadenectomy を施行した食道
癌の 1 例
神尾一樹（神奈川県立がんセンター 消化器外科）
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主題関連

胃

10：00～10：36
座長：岩崎

SC-11
SC-12
SC-13
SC-14
SC-15
SC-16

善毅（都立駒込病院

当院における幽門側胃切除術症例の検討（リンパ節郭清の内容の比較検討）
中澤一憲（府中病院 外科）
化学療法中に膵頭部浸潤をきたし膵頭十二指腸切除術を施行した胃癌の一例
高 正浩（大阪警察病院 消化器外科）
胃癌腹膜播種に伴う腸閉塞に対する緩和手術の治療成績
川端良平（大阪労災病院 外科）
食道胃接合部癌 10 症例の化学療法の経験
権田憲士（埼玉医科大学国際医療センター 消化器病センター
進行・再発胃癌に対するオキサリプラチン併用療法の使用経験
及川芳徳（JA 北海道厚生連 札幌厚生病院 外科）
内視鏡観察下の腹腔鏡補助下胃内手術の適応と実際
山田貴允（神奈川県立がんセンター、横浜市立大学

主題 3「癌局所療法の新しいモダリティー」

座長：井本

消化器腫瘍科）

外科治療学）

10：36～11：25

滋（杏林大学医学部

乳腺外科）

前田耕太郎（藤田保健衛生大学医学部
S3-1

外科）

消化器外科）

早期乳癌に対するラジオ波焼灼治療の第 II 相試験
井本 滋（杏林大学 乳腺外科）
進行性乳癌に対する動脈内注入化学療法の経験
三浦 健（三浦病院 外科）
乳房部分切除後に SAVI を用いた加速乳房部分照射治療の経験

S3-2
S3-3

坪田 優（関西医科大学付属滝井病院 乳腺外科）
腹腔鏡下胃切除術における簡便な肝圧排法
石川 彰（医誠会病院 消化器外科）
当院における大腸ステントを使用した大腸癌イレウスの新たな治療戦略
今西俊介（とちぎメディカルセンター下都賀総合病院 外科）

S3-4
S3-5
S3-6

大型肝癌に対する X 線高精度照射の意義：意図的不均一標的線量での定位照射技
術の活用
大宝和博（朝日大学村上記念病院 放射線治療科）

S3-7

陽子線治療が著効した 85 歳直腸癌リンパ節転移の 1 例
村田幸平（市立吹田市民病院 外科）
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主題 4-2「局所療法の効果判定と再発予防」

座長：長嶋

健（千葉大学

吉川
S4-9
S4-10
S4-11
S4-12
S4-13
S4-14
S4-15

13：10～13：59
乳腺・甲状腺外科）

貴己（神奈川県立がんセンター

消化器外科）

食道癌術後再発に対する局所療法を中心とした再発治療戦略
岡本浩一（金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科）
食道癌術後リンパ節再発に対する治療と局所療法としての外科的治療の意義
竹村雅至（兵庫医科大学 上部消化管外科）
当院における局所進行乳癌の治療および予後に関する検討
吉富誠二（岡山赤十字病院 乳腺・内分泌外科）
乳房全摘術後乳房再建症例に対する放射線照射における安全性の検討
青松直撥（府中病院 外科）
乳房円状部分切除時における切除断端陽性率の検討
平野智寛（日本大学 乳腺内分泌外科）
腫瘍浸潤リンパ球および残存腫瘍量の評価による乳癌術前化学療法後の予後予測
浅野有香（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）
原発不明がんに対する局所療法および全身療法の妥当性の検討
吉村哲規（東京都立大塚病院）

主題 5-1「高齢者に対する局所療法の諸問題」

座長：後藤田卓志（日本大学病院
成高
S5-1

13：59～14：48
消化器肝臓内科）

義彦（東京女子医科大学東医療センター

外科）

S5-2

腹腔鏡下幽門側胃切除術後のポート再発を来した高齢者胃癌の 1 例
藤田正太郎（福島県立医科大学 器官制御外科）
85 歳以上の高齢者における胃切除後の合併症評価 -Clavien-Dindo 分類を用いた

S5-3

評価
長澤伸介（横浜市立大学 外科治療学）
85 歳以上胃癌症例に対する手術治療の現況

S5-4

滝口伸浩（千葉県がんセンター 消化器外科）
高齢者 high risk 症例に対する胃癌局所切除の有効性の検討
片柳 創（東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科）
80 歳以上の高齢者における胃切除後の術後合併症評価
橋本 至（横浜市立大学 外科治療学）

S5-5
S5-6

超高齢者の腹腔鏡下肝切除術の治療成績
大村仁昭（関西労災病院 外科）
80 歳以上の高齢者における膵癌手術の合併症評価
青山 徹（神奈川県立がんセンター 消化器外科）

S5-7
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主題 5-2「高齢者に対する局所療法の諸問題」

座長：所
S5-8
S5-9
S5-10

S5-11
S5-12

S5-13

14：48～15：30

忠男（近畿大学

下部消化管外科）

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（福岡県済生会八幡総合病院 外科）
高齢者の下部直腸癌に対する肛門温存手術の問題点
小山 基（柏厚生総合病院 外科）
80 歳以上の高齢者大腸癌治癒切除症例における術前 prognostic nutritional index
の意義
吉松和彦（東京女子医科大学東医療センター 外科、埼玉県済生会栗橋病院 外科）
80 歳以上の高齢者大腸癌手術におけるリスク評価と予後の解析
大木進司（福島県立医科大学 器官制御外科）
mFOLFOX6 療法・sLV5FU2 療法にて寛解した多発肝転移を伴う高齢者進行 S 状
結腸癌の 1 例
宮嵜安晃（紀南病院 外科）
85 歳以上超高齢者の進行消化器癌に対し根治的大侵襲手術を施行した 2 症例
植田 茂（済生会八幡総合病院 外科）
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第 3 会場（本館 4F 花 B）
主題関連

肝

9：00～9：36
座長：海野

SC-17
SC-18
SC-19

SC-20
SC-21
SC-22

癌の 1 例
松村 篤（大阪鉄道病院 外科）
ERCP 後膵炎を併発した肝門部領域胆管癌に対して肝拡大左葉切除術を施行した一例
水谷 融（京都府立医科大学 消化器外科）
胃 NEC 根治切除後の多発肝転移に対して集学的治療を行った一例
細田洋平（関西電力病院 外科）
Stag4B 肝細胞癌に対し全身化学療法後に副腎転移を切除した一例
鹿股宏之（東京都立墨東病院 外科）

胆

9：36～10：06
座長：太田

SC-24
SC-25
SC-26
SC-27

消化器外科学分野）

間質性肺炎を合併した肝細胞癌肺転移に対する Sorafenib による治療経験
首藤 喬（大阪労災病院 外科）
門脈閉塞をおこした肝門部胆管癌に対する集学的治療
蓮池康徳（医誠会病院 消化器外科）
mFOLFOX6＋Bevacizumab 療法が奏功した肝細胞癌と大腸癌肝転移の同時性重複

主題関連

SC-23

倫明（東北大学

哲生（金沢大学

消化器・腫瘍・再生外科）

NAC 施行後に根治切除を施行した T3a 胆嚢癌の 1 例
上田順彦（金沢医科大学 一般・消化器外科）
傍大動脈リンパ節転移を伴う胆嚢癌に対して化学療法が著効し切除し得た 1 例
長岡 慧（大阪大学 消化器外科）
胆嚢原発悪性黒色腫の 1 例
氏家大輔（福島県立医科大学 器官制御外科、寿泉堂綜合病院）
当科における腹腔鏡下胆嚢摘出術後の潜在胆嚢癌症例の検討
富丸慶人（市立豊中病院 外科）
胆管癌におけるボルテゾミブとジェムシタビン併用療法を用いた新規治療法の検討
杉村和律（高知大学 外科学講座 外科 1）
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主題関連

大腸 1

10：06～10：36
座長：森

正樹（大阪大学

消化器外科）

SC-28

S 状結腸への直接浸潤を伴う虫垂 goblet cell carcinoid の一例
松本 哲（札幌厚生病院 外科）

SC-29

大腸ステント留置後に待機的鏡視下根治術をし得た閉塞性大腸癌の 2 例
増田大機（東京都立大塚病院 外科）

SC-30

急速に増大した肛門管原発悪性黒色腫の一例
小林照之（箕面市立病院）

SC-31

化学療法が奏効し切除し得た血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫合併大腸癌の一例
酒井健司（箕面市立病院）東口公哉（箕面市立病院）に演者変更

SC-32

虫垂炎で発症したが、1 期的に根治術が可能であった虫垂 Goblet cell carcinoid の
1例
池田知也（仙台厚生病院 消化器外科）

主題関連

大腸 2

10：36～11：06
座長：植竹

SC-33
SC-34

宏之（東京医科歯科大学

総合外科学分野）

結腸癌術後腹膜播種再発に対して手術を施行し得た 3 例
中尾圭介（新潟県立十日町病院 外科）
ロボット手術にて前立腺合併切除・ISR を行い根治切除が可能であった直腸癌の 1 例
河北英明（東京医科大学 小児外科・消化器外科、厚生中央病院 消化器外科）

SC-35

小腸－横行結腸バイパス術を施行した消化管閉塞を伴う進行再発大腸癌の 3 例
井田在香（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）

SC-36

直腸癌骨盤内側方リンパ節再発に対し腹膜外経路にてリンパ節を根治切除した 4 例
の検討
和田貴宏（東京医科大学病院 消化器小児外科学）
膀胱浸潤大腸癌の膀胱部分切除後の膀胱内再発に対し、TUR で膀胱温存できた 3 例

SC-37

の経験
西村洋治（埼玉県立がんセンター

主題関連

消化器外科）

大腸 3

11：06～11：30
座長：石川

SC-38

博人（久留米大学

外科学講座）

当院における大腸癌イレウスに対するステント BTS 症例の治療成績
樫村省吾（済生会福島総合病院 外科）
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SC-39
SC-40
SC-41

70 歳以上の高齢大腸癌患者における腹腔鏡下大腸切除術の安全性の検討
中園真聡（横浜市立大学附属病院 外科治療学、横浜南共済病院 外科）
右側大腸癌イレウスにおけるイレウス管の有用性について
富田凉一（日本歯科大学 外科）
術前 CRT を施行後に Hatchet flap を用いて再建を行った痔瘻癌の 1 例
黒田雅利（岡山赤十字病院 外科）

ランチョンセミナー 1

12：20～13：00
座長：石川

孝（東京医科大学

乳腺科学分野）

乳癌脳転移の最近の知見～乳腺外科と脳神経外科の立場から～
演者：丸山
大地

隆志（東京女子医科大学
哲也（東京女子医科大学

脳神経外科）
乳腺内分泌外科）
共催：中外製薬株式会社

主題関連

膵 1

13：10～13：40
座長：谷

眞至（滋賀医科大学

消化器外科）

SC-42

膵神経内分泌腫瘍の肝転移再発に対する切除および補助療法

SC-43

上島成幸（西宮市立中央病院 外科）
Adjuvant surgery を見据えた、進行膵癌に対する十二指腸空腸バイパス術
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）

SC-44

SC-45
SC-46

Stage4 胃癌術後リンパ節再発に対し化学放射線治療後膵体尾部切除にて切除し得た
一例
酒井健司（箕面市立病院）
他疾患による急性腹症を契機に発見され切除された膵癌の 2 例
藤崎 滋（藤崎病院 外科）
膵癌術後残膵再発に対し肝動脈合併残膵全摘術を施行した 2 例
上田淳彦（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科）
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主題関連

膵 2

13：40～14：10
座長：馬場

SC-47
SC-48
SC-49
SC-50

SC-51

秀夫（熊本大学

消化器外科学分野）

集学的治療によって長期生存が得られた局所進行膵癌の一例
植野吾郎（大阪大学大学院医学系研究科 消化器外科）
当院における GEM+nab-paclitaxel 併用療法の使用経験
萩野茂太（珠洲市総合病院 外科）
転移・再発膵癌に対するゲムシタビン + ナブパクリタキセル併用療法の経験
武田 裕（関西労災病院 消化器外科）
膵癌に対する FOLFIRINOX 療法におけるペグフィルグラスチム一次予防投与の有
用性
二宮理貴（埼玉医大総合医療センター 肝胆膵外科）
局所進行膵癌症例に対する GnP 療法の意義
伊藤

主題関連

豊（国立病院機構災害医療センター

小腸・大腸 4

消化器乳腺外科）

14：10～14：40

座長：中西

正芳（京都府立医科大学

消化器外科学部門）

SC-52

単孔式腹腔鏡補助下小腸部分切除を施行した、若年女性に発症した原発性小腸癌の

SC-53

1例
斎藤明菜（兵庫県立西宮病院 消化器外科）
神経線維腫症 1 型に伴う小腸多発 GIST の外科的治療後、長期に経過観察できてい
る3例
大竹玲子（滋賀医科大学

SC-54
SC-55

SC-56

外科学講座）

再発を繰り返した腹膜播種性平滑筋腫症の 1 例
十倉知久（青森県立中央病院 がん診療センター外科）
MSI-H 大腸癌における BRAFV600E 変異の検索：免疫染色と遺伝学的検査の比較
検討
崎元雄彦（埼玉医科大学総合医療センター 消化管外科・一般外科）
市中病院における腹腔鏡下低位前方切除術の安全性：多施設共同後ろ向き検討
前澤幸男（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）
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主題関連

大腸 5

14：40～15：10
座長：奥山

SC-57
SC-58
SC-59
SC-60
SC-61

正樹（市立貝塚病院）

強力な治療が困難である大腸癌局所再発に対し、sLV5FU2 療法が著効した 1 例
吉岡慎一（兵庫県立西宮病院 消化器外科）
低異型度虫垂粘液性腫瘍（Low-grade appendiceal neoplasm）14 例の検討
吉川卓郎（愛仁会高槻病院 消化器外科）
当院における FOLFOXIRI+bevacizumab 療法の使用経験
西居孝文（府中病院）
TAS-102 によって長期にコントロールされた上行結腸癌腹膜再発の 1 例
十倉三千代（東京医科歯科大学 大腸肛門外科）
肛門部に発症した扁平上皮癌に対する化学放射線療法の治療成績
佐藤美信（藤田保健衛生大学 総合消化器外科）

主題関連

大腸 6

15：10～15：40
座長：増田

英樹（日本大学

総合外科）

SC-62

Stage IV 大腸癌のミスマッチ修復蛋白欠失症例の特徴と oxaliplatin-base 療法の治

SC-63

療成績
石橋敬一郎（埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）
治癒切除不能閉塞性左側大腸癌に対しステント留置後に化学療法を施行した 7 症例
の検討
中田

健（堺市立総合医療センター

外科）

SC-64

直腸癌イレウスに対し SOX 療法後に pCR が得ら，腹腔鏡下低位前方切除を施行し
た一例
一戸大地（弘前大学 消化器外科）

SC-65

傍大動脈リンパ節転移陽性大腸癌に対して根治的リンパ節郭清術が奏功した 3 例
山本雄大（新潟県立十日町病院 外科）
直腸癌術後肝転移に対する 3 回の肝切除後の肝再発に長期化学療法し肝切除した 1 例
佐竹昌也（埼玉県済生会 栗橋病院 外科、東京女子医科大学 東医療センター
外科）

SC-66
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第 4 会場（本館 4F 花 C）
一般演題

大腸 1

9：00～9：30
座長：山口

O-1

佳之（川崎医科大学

臨床腫瘍学）

局所制御目的に原発巣の拡大切除を行った切除不能進行 S 状結腸癌の 1 例
木村祐太（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科）
肛門管悪性黒色腫に対して腹腔鏡下直腸切断術を施行した 1 例
桑原隆一（関西労災病院 外科）
bevacizumab が奏効したと考えられる S 状結腸癌術後傍大動脈リンパ節再発の 1

O-2
O-3

切除例
鴈野秀明（東京都保健医療公社豊島病院外科）
腸回転異常症を伴う上行結腸癌に対して腹腔鏡下回盲部切除術を施行した 1 例
元木祥行（市立川西病院 外科）

O-4
O-5

S 状結腸癌肝転移に対して計 5 回の肝部分切除術を施行した 1 例
中村保幸（奈良県立医科大学 消化器・総合外科学教室）

一般演題

大腸 2

9：30～10：06
座長：竹之下誠一（福島県立医科大学

先端臨床研究センター）

O-6

肝右葉切除後の高ビリルビン血症にステロイド全身投与を行った大腸癌肝転移の 2 例
安政啓吾（地域医療機能推進機構大阪病院 外科）

O-7

XELOX+Bev 療法が奏功し Pahological CR が得られた直腸癌多発肝転移の 1 例
能浦真吾（大阪労災病院 外科）
腹腔鏡下に切除した乳癌大腸転移の 1 例
池田温至（朝日大学歯学部附属村上記念病院 外科）
転移性痔瘻癌及び転移性肝癌を伴う S 状結腸癌に対して SOX+ アバスチン療法が

O-8
O-9

著効した 1 例
鶴田祐介（鹿児島大学大学院 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学）
体重減少をともなうテネスムス症状を呈した直腸結節集簇様病変の 1 例
岡野美穂（市立貝塚病院 外科）
化学療法後に切除した直腸癌術後孤立性副腎転移の 1 例

O-10
O-11

土田知史（平塚共済病院

外科）
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一般演題

肝 1

10：06～10：36
座長：武冨

O-12

紹信（北海道大学

消化器外科Ⅰ）

集学的治療にて病勢コントロールが可能であった進行肝細胞癌の 1 例
吉川高宏（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）
卵巣悪性黒色腫肝転移に対する肝動脈化学塞栓療法による長期生存症例
結城健生（ゲートタワーIGT クリニック 放射線科）
経皮的エタノール注入療法後の肝細胞癌腹膜播種に対し腹腔鏡下手術を施行しえた

O-13
O-14

1例
室屋大輔（久留米大学病院 肝胆膵外科）
術前化学療法が奏効し，根治切除可能であった進行肝内胆管癌の 1 例
大渓隆弘（秋田厚生医療センター 外科、新潟大学 消化器・一般外科）
CapeOX 療法が奏功し、大腸癌多発肝転移を切除し得た血液透析患者の 1 例

O-15
O-16

山岸俊介（国立病院機構災害医療センター
器外科）

一般演題

肝 2

消化

10：36～11：06
座長：花﨑

O-17

消化器・乳腺外科、日本大学

和弘（高知大学

外科学講座外科Ⅰ）

肝細胞癌両側副腎転移の 1 切除例
藤本直斗（市立豊中病院 外科）
集学的治療が奏効し長期生存が得られているリンパ節転移を伴う肝細胞癌の 1 例
前田 栄（国立病院機構 大阪医療センター 外科）
胃癌術後多発肝転移に対して肝切除を施行し、2 年以上の無再発生存を得ている 1 例

O-18
O-19

森総一郎（大阪警察病院 消化器外科）
アイエーコールによる周術期肝動注化学療法が有効であった Vp4、Vv3 巨大肝細
胞癌の 1 例
尾原伸作（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）
膵管内乳頭粘液性腫瘍術後に発生した残膵再発および肝細胞癌，肝内胆管癌の 1 切

O-20

O-21

除例
吉岡

亮（市立豊中病院

外科）
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一般演題

肝 3

11：06～11：42
座長：粕谷

O-22

和彦（東京医科大学

消化器外科）

早期胃癌 ESD 後の腹部超音波検査で発見した肝細胞癌の一例
水野龍義（社会医療法人 高清会 高井病院 内科）
早期胃癌術後に多発肝転移を来した AFP・PIVKAII 産生腫瘍の 1 例
渡邊淳一郎（福島県立医科大学 臓器再生外科）
直腸カルチノイド多発肝転移に対する肝動注化学療法施行後に高度肝障害を呈した

O-23
O-24

一例
鈴木謙介（千葉大学 臓器制御外科）
肝原発 Mucosa associated lymphoid tissue（MALT）リンパ腫の 2 切除例
藤原康弘（山口大学 消化器・腫瘍外科）
Vp3 肝細胞癌と骨転移を伴う前立腺癌の同時性重複癌の 1 例

O-25
O-26

丸尾啓敏（静岡市立清水病院 外科）
術前に肝細胞癌と診断された肝偽リンパ腫（pseudolymphoma）の 1 例
弓場智雄（国立病院機構 呉医療センター 中国がんセンター）

O-27

ランチョンセミナー 2

12：20～13：00

座長：松原

久裕（千葉大学大学院医学研究院

先端応用外科学）

日本の胃癌術後補助化学療法を考える
演者：東風

貢（日本大学医学部

消化器外科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

一般演題

大腸 3

13：10～13：40
座長：大西

直（ＮＴＴ西日本大阪病院）

O-28

抗 EGFR 抗体薬が著効した切除不能大腸癌の 1 例
八木亮磨（新潟大学 消化器・一般外科）

O-29

回腸転移と卵巣転移により再発をきたした空腸癌の 1 例
大原信福（大坂大学 消化器外科）
下行結腸癌術後に多発直腸壁内転移をきたした 1 例

O-30

吉武健一郎（友愛記念病院）
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O-31

鏡視下で S 状結腸切除術を施行した Persistent descending mesocolon の 1 例
新井 修（埼玉県立がんセンター 消化器外科）
7 多重癌（消化管 6 多重癌）治療後孤立性小腸転移として再発した S 状結腸癌の 1 例

O-32

那須啓一（東京都立墨東病院

一般演題

外科）

大腸 4

13：40～14：04
座長：村田

幸平（市立吹田市民病院

外科）

O-33

演題取下

O-34

肝動脈化学塞栓療法により病巣制御可能である直腸 NET 異時性多発肝転移の 1 例
森本祥悠（関西労災病院 消化器外科）

O-35

大腸癌術後再発に対する化学療法中に合併した胸部大動脈瘤食道穿破の一例
甲田貴丸（東邦大学医療センター大森病院 消化器センター外科）
MLH1 を原因とする Lynch 症候群が疑われた若年者大腸癌・子宮内膜癌の 1 例
山本 梓（埼玉医大総合医療センター 消化管・一般外科）
大臀筋付き後大腿皮弁で再建した直腸癌によるフルニエ壊疽の 1 例

O-36
O-37

田中宏典（山口大学

一般演題

消化器・腫瘍外科学）

大腸 5
座長：柴田

O-38

14：04～14：34
昌彦（埼玉医科大学国際医療センター

消化器腫瘍科）

O-39

腸腰筋膿瘍を合併した S 状結腸癌に対し、ドレナージ後に腹腔鏡下切除を施行した
1例
天野浩司（堺市立総合医療センター 救急外科）
Sessile serrated adenoma /polyp が発生母地と考えられた大腸髄様癌の 1 例

O-40

鈴木興秀（日本赤十字社 武蔵野赤十字病院 外科）
腹腔鏡下術後 4 年目に後腹膜再発・左腎転移および異時性大腸癌を来した S 状結
腸癌の一例
金本栄美（新潟県立十日町病院

外科）青木

真（新潟県立十日町病院

外科）に演者変更

大腸癌穿孔に対する Damage control Surgery～92 歳の超高齢症例を通して～

O-41

蛯原
O-42

健（堺市立総合医療センター

救命救急センター

救急外科）

切除し得た心膜浸潤横行結腸癌肝転移再発の一例
中村洋一郎（明石医療センター）
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一般演題

小腸 1

14：34～15：10
座長：中島

O-43

祥介（奈良県立医科大学）

穿孔を契機に発見された小腸悪性リンパ腫の 1 例
青松直撥（府中病院 外科）
成人臍ヘルニアを合併した小腸 GIST の一例
塚田 学（南相馬市立総合病院 外科）
ロボット支援下胃癌手術術後に発生した腸間膜線維腫症の 1 例

O-44
O-45

中井 款（国立病院機構弘前病院
肺癌の小腸転移の 2 例
星美奈子（箕面市立病院）
高齢者に認めた原発性小腸癌の一例
水野龍義（社会医療法人 高清会

O-46
O-47
O-48

外科）

高井病院 内科）

イレウスで発症し腹腔鏡下に診断・治療した小腸癌の 1 例
近藤潤也（JCHO 下関医療センター 消化器外科）

一般演題

小腸 2

15：10～15：46
座長：石川

O-49

哲郎（市立柏原病院）

繰り返す下血を契機に CT にて診断し、腹腔鏡補助下に切除し得た小腸 GIST の一例
野谷啓之（日産厚生会玉川病院 外科）
便潜血を契機に発見された回腸カルチノイドの一例
森 良太（関西労災病院 外科）
腸重積で発症した原発性小腸癌の 1 例

O-50
O-51

小林建太（東京都立大塚病院 外科）
膵頭十二指腸切除術後の胃空腸吻合部悪性閉塞に対して消化管ステントを留置した
一例
橋本 学（神戸掖済会病院 内科）
小腸腫瘍との鑑別を要した好酸球性腸炎の 1 切除例

O-52

O-53

辻尾 元（社会医療法人 生長会 府中病院 外科）
残存小腸 30cm の短腸症候群に対する栄養管理とワーファリンによる抗凝固療法
村津有紗（大阪労災病院 外科）

O-54
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第 5 会場（本館 4F 花 D）
一般演題

胃 1

9：00～9：36
座長：掛地

O-55

吉弘（神戸大学

食道胃腸外科）

胃悪性リンパ腫と進行胃癌が併存した 1 症例
井上啓介（近畿大学医学部奈良病院 外科）
内視鏡的切除後にリンパ節転移再発を来した α フェトプロテイン産生胃粘膜内癌の
一例
五木田憲太朗（東京医科歯科大学 胃外科）

O-56

O-57

腹腔鏡下に切除した胃底腺型胃癌の 1 例
吉武健一郎（友愛記念病院）
PDGFRA exon18 変異を有した巨大胃 GIST の 1 例
今川敦夫（ベルランド総合病院 外科）

O-58
O-59

根治切除が得られた早期胃原発神経内分泌癌（NEC）の一例
富澤 満（ベルランド総合病院 外科）
びまん性異所性胃腺に合併した早期胃癌の一例
渡邉信之（京都府立医科大学附属北部医療センター）

O-60

一般演題

胃 2

9：36～10：06
座長：高橋

O-61

昌宏（札幌厚生病院

外科）

NAC を施行し 16a2lat リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下胃全摘術を施行した進行噴門部
胃癌 2 例
小田切数基（大阪大学 消化器外科）
胃癌、肝細胞癌の重複癌に対し腹腔鏡下に同時切除した一例
安食 隆（仙台厚生病院 消化器外科）

O-62
O-63

幽門狭窄を来した粘膜下腫瘍様胃癌と上行結腸癌との同時性重複癌の 1 例
宮内竜臣（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）
根治術後 6 年 7ヶ月後に右大腿筋肉転移を生じた T1a 早期胃癌の 1 例
戎井 力（市立吹田市民病院 外科）
経皮的ドレナージにより症状緩和し得た輸入脚症候群の 2 例

O-64
O-65

吉原輝一（市立豊中病院

外科）
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一般演題

胃 3

10：06～10：30
座長：大塚

O-66

幸喜（岩手医科大学

外科学講座）

大腸ステントが有用であった胃癌腹膜転移の 1 例
三上城太（堺市立総合医療センター 外科）
腹腔鏡下幽門側胃切除術・RY 再建後に挙上空腸憩室穿孔にて緊急手術を要した 1 例
田中秀幸（済生会熊本病院 外科センター）
臍転移（Sister Mary Joseph nodule）を契機に発見された胃癌の 1 例

O-67
O-68

片山智博（神戸掖済会病院 外科）
化学療法後に救済手術を行い長期生存が得られた Stage4 胃癌の一例
嶋田裕子（済生会横浜市南部病院 外科）

O-69

一般演題

胃 4

10：30～11：00
座長：山田

恭吾（むつ総合病院

消化器外科）

O-70

化学療法が奏効した門脈腫瘍栓合併胃癌の 1 例
三浦聖子（金沢医科大学 一般消化器外科）

O-71

4 型胃癌術後の化学療法中に静脈血栓塞栓症を発症した若年女性の 1 例

O-72

小林 登（大阪医療センター 外科）
門脈体循環シャントに対するコイル塞栓術が著効し、化学療法を継続し得た胃癌の
1例
臼井賢司（新潟大学 消化器・一般外科）
化学療法施行中に出血をきたした進行胃癌に対して血管塞栓術を行った 3 例

O-73

木村 豊（堺市立総合医療センター 外科）
左副肝動脈と左胃静脈が伴走して門脈臍部へ流入する血管破格を認めた 1 例
宮前眞人（京都府立医科大学 消化器外科）

O-74

一般演題

胃 5

11：00～11：30
座長：田村

O-75

茂行（関西ろうさい病院

上部消化器外科）

腹部大動脈周囲リンパ節転移を伴う HER2 陽性進行胃癌に対する Conversion
therapy の 1 例
佐藤雄生（菊名記念病院 消化器外科）
Conversion therapy により根治切除可能であった高度リンパ節転移を伴う進行胃癌
の1例
安田 将（仙台厚生病院 消化器外科）

O-76
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O-77

胃空腸、回腸横行結腸吻合術後多次化学療法にて長期生存した切除不能進行胃癌の
1例
西川和宏（国立病院機構大阪医療センター 外科）

O-78

術前化療後 R0 切除できた pCR、ypStageI 胃癌に対する術後補助療法は必要か
山本和義（国立病院機構 大阪医療センター 外科）
切除困難進行胃癌に対し SOX 療法を行った 7 症例の検討
齋藤洋之（災害医療センター）

O-79

ランチョンセミナー 3
座長：長嶋

12：20～13：00
健（千葉大学医学部附属病院

乳腺・甲状腺外科）

転移性乳癌や軟部肉腫に対するエリブリンの
クリニカルベネフィットと未来への進歩
演者：朴

英進（東北医科薬科大学医学部
外科学第三
（乳腺・内分泌外科）
教室）
共催：エーザイ株式会社

一般演題

胃 6

13：10～13：46
座長：滝口

O-80

伸浩（千葉がんセンター

消化器外科）

胃癌術後縫合不全に対する経鼻内視鏡を用いた経腸栄養チューブ留置法の検討
瀬上顕貴（神奈川県立がんセンター 消化器外科）
胃癌の腫瘍出血に対する緩和的放射線治療後に再出血をきたし，胃切除を要した 1 例

O-81

宗岡悠介（新潟大学 消化器・一般外科）
胃癌肝転移に対する、定位放射線照射治療（SRT）の治療経験
間狩洋一（市立堺総合医療センター 外科）

O-82
O-83

胃癌化学療法（SOX）施行直後に胃穿孔をきたし胃全摘術を施行した 1 例
根塚秀昭（八尾総合病院 外科）

O-84

HER2 陽性進行胃癌に対し XP+HER での化学療法の後に conversion surgery を行
った一例。
山本 慧（国立病院機構 大阪医療センター 外科）

O-85

肝動脈塞栓術および全身化学療法を併用し切除しえた胃癌術後の巨大肝転移の一例
越智史明（済生会滋賀県病院 外科）
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一般演題

胃 7

13：46～14：22
座長：若井

O-86

俊文（新潟大学

消化器外科）

門脈腫瘍塞栓を伴った胃癌の 2 切除例
野呂浩史（独立行政法人 地域医療機能推進機構 大阪病院 外科）
当科における FLTAX 療法の検討
川田純司（市立貝塚病院）
CY1 または P1StageIV 胃癌に腹腔内温熱化学療法（HIPEC）を行い長期生存を得

O-87
O-88

られている 2 例
山口 剛（滋賀医科大学 外科学講座）
胃癌術後の重度合併症における性差に関連する因子についての検討
木内 純（京都府立医科大学 消化器外科）

O-89
O-90

S-1 治療中の胃癌患者における眼症状に関する検討

O-91

藤井千賀（堺市立総合医療センター 薬剤科）
長期化学療法中に Trousseau 症候群を呈した CA19-9 産生胃癌の 1 例
長田寛之（市立奈良病院 外科）

一般演題

膵 1

14：22～14：52
座長：富丸

O-92

慶人（市立豊中病院

肝胆膵外科）

肝動脈走行破格と術前治療により腹腔動脈合併膵頭十二指腸切除で切除しえた膵癌
の1例
客本ゆき恵（東北大学 消化器外科学）
術前治療後に左胃動脈温存腹腔動脈合併膵頭十二指腸切除を施行した膵頭体部癌の
1例
客本ゆき恵（東北大学 消化器外科学） 演題取下

O-93

腹腔内に穿破した膵体部巨大 IPMC に対して ENPD 後に待機的手術を施行した 1 例

O-94

古川

新（千葉大学

肝胆膵外科）

O-95

胆嚢癌術後に発生した十二指腸乳頭部癌に対して膵頭十二指腸切除術を施行した 1 例
竹田 佑（市立豊中病院 外科）

O-96

肝転移を有した膵癌に対して化学療法後に根治切除し得た 1 例
桂 宜輝（関西労災病院 外科）
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一般演題

膵 2

14：52～15：22
座長：奥田

O-97

康司（久留米大学

外科）

GEM＋nabPTX による術前化学療法が奏効した Borderline resectable 膵癌の 1 切
除例
藤本拓也（山口大学 消化器・腫瘍外科）
粒子線治療と化学療法を併用した膵頭十二指腸切除後残膵癌の 1 例
山本達人（都志見病院 外科）

O-98
O-99
O-100

O-101

膵低分化型腺癌術後早期に発症し、急激な経過をたどった Trousseau 症候群の 1 例
与儀憲和（千葉大学大学院医学研究院 臓器制御外科学）
集学的治療により根治した切除不能多発性肝転移を伴う高分化型膵神経内分泌腫瘍
の一例
石川博人（久留米大学 外科）
PET-CT 及び EUS-FNA で診断し、腹腔鏡下脾温存膵尾部切除にて切除した骨肉
腫膵転移の 1 例
外山博近（神戸大学 肝胆膵外科学）

一般演題

膵 3

座長：河地
O-102
O-103
O-104
O-105
O-106

15：22～15：52
茂行（東京医科大学八王子医療センター

消化器外科・移植外科）

胸腺カルチノイド膵転移の 1 例
前田雄洋（国立病院機構）
同時性多発浸潤性膵管癌の 1 例
坂本浩輝（高槻病院 消化器外科）
手術適応に苦慮した肝内胆管癌と膵癌の同時性重複癌の一例
橋本安司（八尾市立病院 外科）
総肝動脈解離例に対する、膵頭部アーケードを温存した膵頭十二指腸切除
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）
集学的治療により長期生存した膵嚢胞腺癌再発の 1 例
牧野裕庸（小田原市立病院 外科）
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第 6 会場（本館 4F けやき）
一般演題

食道

9：00～9：36
座長：藤原

O-107
O-108

O-109
O-110

O-111

O-112

根治的化学放射線療法で CR が得られた、皮下膿瘍を伴う異時性頸部食道癌の一例
西山光郎（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）
化学放射線療法後サルベージ手術で pCR と診断し初回治療後 5 年無再発の進行食
道癌の 1 例
貝田佐知子（滋賀医科大学 外科学講座）
高度リンパ節転移を有する食道胃接合部癌に対し SP 療法が奏功し根治切除し得た
1例
村上剛平（関西労災病院 消化器外科）
食道胃接合部扁平上皮癌に対して術前化学療法後に Appleby 手術を施行した 1 例
多田武志（福島県立医科大学 臓器再生外科）

乳腺 1

9：36～10：06
座長：海瀬

O-114
O-115

消化器外科）

高齢者食道癌に対する化学放射線併用療法（CRT）の有用性の検討
萩原 謙（日本大学 消化器外科）
遠隔多発転移食道癌に対し化学療法により長期にわたり全標的病変 CR が得られた
1例
藤崎 滋（藤崎病院 外科）

一般演題

O-113

俊義（岡山大学

博史（東京医科大学

乳腺科）

局所療法が困難であった乳腺非浸潤性アポクリン癌の 1 例
平野智寛（日本大学 乳腺内分泌外科）
リンパ行性転移が示唆されたエクリン汗孔癌乳房転移の 1 例
森
毅（滋賀医科大学 外科学講座）
乳腺に発生した acinic cell carcinoma の 1 例
河合 央（岡山ろうさい病院）

O-116

Von Recklinghausen 病に併発した poorly differentiated/small cell carcinoma の一例
立花和之進（福島県立医科大学 器官制御外科学講座）

O-117

センチネルリンパ節生検を施行した男性遺伝性乳癌の 1 例
得能和久（都志見病院 外科）
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一般演題

乳腺 2

10：06～10：36

座長：古澤
O-118
O-119
O-120
O-121
O-122

秀実（川口工業総合病院

ブレストセンター乳腺外科）

局所療法の選択に苦慮した同時両側乳癌の一例
山口由紀子（川口工業総合病院 乳腺外科）
肉芽腫性乳腺炎が疑われた乳腺炎症性偽腫瘍の 1 例
後藤 航（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）
乳癌の術前後化学療法における Pegfilgrastim の使用経験
阿部宣子（福島県立医科大学 器官制御外科学講座）
腹腔鏡下アプローチにより局所コントロールを試みた乳癌副腎転移の 1 例
村上弘大（国立病院機構大阪医療センター 外科）
原発不明癌腋窩リンパ節転移に対して乳房温存術後 8 年で顕在化した 1 例
稲留遵一（関西労災病院 外科）

一般演題

乳腺 3

10：36～11：06
座長：武井

寛幸（日本医科大学

乳腺科）

O-123

抗 HER2 療法および放射線照射療法が奏功した肝脳転移を有する乳癌の 1 例

O-124

勝守高士（荒尾市民病院 外科）
胸腔内広範囲占拠性病変像を呈しながら 8 年以上の長期生存を得ている stageIV 乳
癌の 1 例

O-125
O-126
O-127

高 利守（JCHO 神戸中央病院 外科）
乳癌術後の孤立性肺腫瘤に対して切除生検を施行した 1 例
藤森俊彦（千葉ろうさい病院 外科）
乳管癌術後に十二指腸狭窄により発見された腹膜再発の 1 例
原由起子（日本大学 乳腺内分泌外科）
両側乳癌術後に横行結腸転移を来し結腸切除術を施行した 1 例
岡村 修（市立吹田市民病院 外科）

一般演題

乳腺 4

11：06～11：42
座長：蒔田益次郎（日本医科大学武蔵小杉病院

O-128
O-129

乳腺外科）

トリティブ乳癌で術前化学療法を行い pCR が得られるも 6 か月で再発した 1 例
林 京子（JCHO 相模野病院）
集学的治療が奏功した炎症性乳癌型再発乳癌の 1 例
勝守高士（荒尾市民病院

外科）
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O-130
O-131
O-132
O-133

術前 Nab-paclitaxel 併用化学療法が著効し一次再建を施行した HER2 陽性乳癌の 1 例
野々村綾実（府中病院 外科）
ラパチニブとレトロゾール併用によって間質性肺炎を起こした 1 例
山本智寿子（星光病院 内科）
Bevasituzumab 投与中に腋窩リンパ節転移巣の脱落から腋窩動脈出血を来した 1 例
阿部宣子（福島県立医科大学 器官制御外科学講座）
局所切除と TC 療法が有用であった原発不明癌の 1 例
櫻井健一（日本大学

一般演題

藤崎病院

十二指腸
座長：木村

O-134

乳腺内分泌外科、医療法人社団

外科）

13：10～13：40

英明（横浜市立大学付属市民総合医療センター

IBD センター）

O-135

集学的治療が奏効し治癒切除が可能となった腹腔動脈浸潤を伴う局所進行膵体部癌
の一例
金よう国（市立貝塚病院 外科）
CRT 後に根治切除が可能となった，肝転移・SMA 浸潤を伴う膵頭部癌の 1 例

O-136

戸田洋子（鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科）
十二指腸球部に発生した腺内分泌細胞癌の 1 例

O-137

朝倉 悠（愛仁会 高槻病院 消化器外科）
根治切除を実施し得た閉塞性黄疸を伴う肝・膵直接浸潤陽性の局所進行十二指腸癌
の1例
廣瀬雄己（新潟大学

O-138

消化器・一般外科）

十二指腸球部癌の胃浸潤により幽門狭窄を呈した 1 例

菊池智宏（総合南東北病院

一般演題

外科）

演題取下

胆 1

13：40～14：10
座長：松川

O-139
O-140
O-141

O-142

啓義（広島市立広島市民病院

外科）

Gemcitabine＋Cisplatin 療法が奏功した十二指腸乳頭部癌術後肝転移の 1 例
宮嵜安晃（紀南病院 外科）
胆管小細胞癌の術後リンパ節再発に対し CDDP／CPT-11 療法が有効であった 1 例
堅田朋大（新潟大学 消化器・一般外科）
TS1、GEM による化学療法で長期 PR を継続している進行胆嚢癌術後早期多発肝
転移の 1 例
平木桜夫（宇部興産中央病院 外科）
化学療法で長期経過が得られた切除不能進行胆嚢癌の 1 例
松川啓義（広島市立広島市民病院

外科）
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O-143

切除断端陽性肝内胆管癌に対し術後放射線療法が奏効し長期生存が得られた 1 例
風間慶祐（神奈川県立がんセンター 消化器外科）

一般演題

胆 2

14：10～14：40
座長：外山

O-144
O-145
O-146
O-147
O-148

梅原 豊（青森県立中央病院 がん診療センター外科）
先天性胆道拡張症分流手術後の遺残膵内胆管癌に対し根治手術を施行した 1 例
島田哲也（新潟大学 消化器一般外科、新潟県立坂町病院 外科）
膵・胆管合流異常に合併した胆嚢癌・乳癌重複癌の 1 例

一般演題

健（関西医科大学

外科）

その他 1

14：40～15：16
座長：輿石

O-150
O-151

晴也（東京都立大塚病院

外科）

IL-6 高値を伴う高度炎症状態が持続し治療に難渋した腹膜中皮腫の一例
三浦智也（太田西ノ内病院）
後腹膜原発 myxofibrosarcoma の 1 例
小羽田悠貴（呉医療センター・中国がんセンター 外科）
同時性に大腸癌を、異時性に胃癌を発症した小腸 GIST の一例
塚本千佳（荒尾市民病院 外科）

O-152

減量手術および術後化学療法が奏功した原発性腹膜癌の 1 例
前田光貴（松阪中央総合病院）

O-153

消化管・膵神経内分泌癌 9 症例の化学療法の経験
権田憲士（埼玉医科大学 国際医療センター 消化器腫瘍科）
GIST 術後 5 年以降の晩期再発症例の検討

O-154

肝胆膵外科）

肝切除が有効であった胆嚢癌術後異時性肝転移の 1 例
浅井健佑（市立伊丹病院 外科）
先天性胆道拡張症に対する嚢腫消化管吻合術後 38 年目に認めた遠位胆管癌の 1 例
奥村雄一郎（大阪大学大学院 消化器外科）
胆管癌との鑑別が困難であった潰瘍性大腸炎に合併した原発性硬化性胆管炎の 1 例

肱川

O-149

博近（神戸大学

和田範子（大阪大学

消化器外科）
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一般演題

その他 2

15：16～15：52
座長：榎本

O-155
O-156
O-157
O-158
O-159
O-160

克久（日本大学

乳腺内分泌外科）

レンバチニブメシル塩酸が奏効した甲状腺癌の一例
長島沙樹（公立阿伎留医療センター 乳腺外科、日本大学医学部 乳腺内分泌外科）
周術期管理に苦慮した甲状腺癌の 1 例
榎本克久（日本大学医学部 乳腺内分泌外科）
孤立性肺転移で発見された甲状腺微小癌の 1 例
河合 央（岡山労災病院 外科）
甲状腺癌術後縦隔リンパ節再々発に対して胸腔鏡補助下に縦隔再郭清を行った 1 例
河合 央（岡山労災病院 外科）
悪性腫瘍が多発した Peutz-Jeghers 症候群の一家系
小倉俊郎（埼玉医科大学総合医療センター 消化管外科・一般外科）
卵巣癌腹膜播種による直腸穿孔性腹膜炎の術後に化学療法が著効し病巣切除し得た
1例
黄

泰平（清恵会病院

外科）
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ポスター会場（本館 4F 花 A） 午前
ポスター

大腸 1

9：40～10：04
座長：長谷川博文（済生会八幡総合病院

P-1
P-2

穿孔性 S 状結腸癌術後 2 度の腹膜播種に対し抗がん剤施行後切除しえた症例
渡邊隆興（新潟臨港病院 外科）
演題取下

P-3

巨大回盲部腸管悪性リンパ腫を腹腔鏡下手術で切除しえた一例

外科）

名幸義仁（黎明会 北出病院）
化学療法が奏功し Conversion Therapy を施行した切除不能進行直腸癌の 1 例
佐藤 純（東北大学 消化器外科学）
長径 9cm 大の虫垂粘液嚢胞腺種を腹腔鏡下手術で切除しえた一例

P-4
P-5

名幸義仁（黎明会

ポスター

北出病院

消化器外科）

大腸 2

10：20～10：50
座長：谷川

P-6

隆彦（医誠会病院

消化器外科）

大腸ステントと術前化学療法の併用で腹腔鏡手術が可能となった局所進行大腸癌の
一例
石井 泰（福岡徳洲会病院 外科）
進行直腸癌術後再発に対して集学的治療で長期生存を得られた 1 例
永井康雄（広島市立広島市民病院）
集学的治療が奏功した直腸癌局所再発の 1 例
吹野信忠（JCHO 横浜中央病院 外科）

P-7
P-8
P-9

全身麻酔が困難な下行結腸癌に対し、化学療法にて clinical CR を得られた一例
宇野秀彦（船橋中央病院 外科）
腸重積の手術を契機に診断に至った悪性リンパ腫の 1 例
築山吾朗（総合病院南生協病院 外科）

P-10
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ポスター

大腸 3

11：00～11：24
座長：西田

茂（板橋区医師会病院

消化器センター）

P-11

若年者の下行結腸癌による腸重積症の 1 例
堀田真之介（厚生連佐渡総合病院 外科）

P-12

集学的治療を必要とした特異な再発形式を来した上行結腸癌の一例
花岡まりえ（東京医科歯科大学 大腸肛門外科）
直腸癌多発肝転移に対する化学療法中に 2 度の stoma 周囲腸管穿孔を来した 1 例

P-13

田村博史（秋田厚生医療センター、新潟大学大学院医歯学総合研究科
一般外科学分野）
根治切除し得た下行結腸癌異時性後腹膜転移の 1 例
後藤 航（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）

P-14

ポスター

食道

10：20～10：50
座長：三松

P-15

消化器・

謙司（JCHO 横浜中央病院

外科）

術前確定診断が得られなかった食道粘膜下腫瘍に対して胸腔鏡下腫瘍核出術施行し
た1例

P-16

徳久晃弘（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）
術前 DCF 療法にて pCR が得られた高度リンパ節転移を伴う食道癌の 1 例

P-17

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
N4 単発の巨大な頚部リンパ節転移を伴う表在型食道癌の 1 切除例

P-18

島川 武（東京女子医科大学 東医療センター 外科）
再発 Barrett 食道癌に対して Trastuzumab を使用し奏功した 1 例

外科）

再発食道胃接合部癌に対してTrastuzumabを使用し奏効した1例
小林雄太（国立病院機構 大阪医療センター 外科）
5-FU/CDDP 療法後に根治手術を施行した食道神経内分泌細胞癌の 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）

P-19

ポスター

膵 1

11：00～11：30
座長：伊藤

豊（災害医療センター

消化器乳腺外科）

P-20

腎細胞癌術後 21 年目の残膵転移に残膵亜全摘を施行した 1 例
三浦富之（秀和総合病院 外科）

P-21

膵癌術後の局所再発による挙上空腸狭窄にステント留置が有用であった 1 例
村上昌裕（大阪労災病院 外科）
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P-22

亜全胃温存膵頭十二指腸切除術にて切除し得た卵巣原発線維肉腫腹腔内再発の 1 例
水本拓也（神戸大学 肝胆膵外科）
低血糖発作で発見された多発性内分泌腫瘍症候群 1 型（MEN1）の 1 例

P-23

大久保悠祐（神戸掖済会病院 外科）
肺転移に対し 2 度の肺切除を施行し長期生存を得た浸潤性膵管癌の 1 例
石川博補（新潟大学 消化器・一般外科）

P-24

ポスター

胃 1

9：40～10：10
座長：鈴木

P-25

武樹（取手北相馬保健医療センター医師会病院）

XP+ Trastuzumab 療法が奏効した多発肝転移を伴う進行胃癌の 1 例
大根田康雄（関西ろうさい病院 消化器外科）
大動脈周囲リンパ節転移を伴う進行胃癌に対し NAC 後 D3 郭清を施行した 1 例
小川俊博（広島市民病院 外科）
早期胃癌大腸転移の 1 例

P-26
P-27

池田耕介（神奈川県立がんセンター）
胃癌術後卵巣転移に対して集学的治療を行った 2 例
並川 努（高知大学 医学部 外科学講座 外科 1）
SOX 療法奏効後に手術した根治切除不能進行胃癌の 1 例

P-28
P-29

石畝

ポスター

亨（埼玉医科大学総合医療センター

消化管・一般外科）

胃 2

10：20～10：50
座長：丸尾

P-30

啓敏（静岡市立清水病院

外科）

イマチニブによる術前化学療法が奏功した胃巨大 GIST の 1 切除例
佐藤好宏（東北大学 消化器外科学）
胃癌術後肝転移に対して 3rd line の CPT-11 が奏功し長期生存を得た 1 例
菊地覚次（岡山大学病院 消化器外科）
術前化学療法後に胃全摘を施行し、脾門部リンパ節再発をきたし進行胃癌の一例
西野将矢（市立貝塚病院 外科、近畿大学医学部付属病院 外科 呼吸器外科部門）

P-31
P-32
P-33

術前 S-1+Oxaliplatin 療法により pCR が得られた進行胃癌の 1 例
末松友樹（国立病院機構 災害医療センター 消化器乳腺外科）
術前化学療法後に R0 切除を施行し組織学的効果 Grade3 であった胃癌の 1 例

P-34

刑部弘哲（東京医科大学八王子医療センター

消化器外科・移植外科）
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ポスター

胃 3

11：00～11：18
座長：東風

P-35

貢（日本大学

消化器外科）

S-1 投与により長期 CR が得られた胃癌腹部大動脈周囲リンパ節転移の 1 例
小嶋忠浩（静岡市立清水病院 外科）
大動脈周囲リンパ節転移陽性胃癌に対し、SOX 療法が著効し pCR を得られた一例
森 和憲（大阪警察病院）
胃 GIST の繰り返す肝転移に対して手術を含む集学的治療で長期生存が得られてい

P-36
P-37

る一例
北風雅敏（国立病院機構大阪医療センター

ポスター

外科）

乳腺 1

9：40～10：10
座長：飯島耕太郎（順天堂大学

乳腺科）

P-38

エリブリン化学療法により病理学的完全奏効が得られた局所進行乳癌の 1 例

P-39

浅野有香（大阪市立大学大学院 腫瘍外科）
紡錘細胞肉腫との鑑別が困難であった悪性葉状腫瘍の 1 例
岡崎由季（大阪市立大学 腫瘍外科）

P-40

小葉癌に由来した超高齢者乳腺印環細胞癌の 1 剖検例
辻尾 元（社会医療法人 生長会 府中病院 外科）

P-41

男性乳癌の治療経験
渡邉美帆（日本大学医学部 乳腺内分泌外科）
腹膜癌乳房内リンパ節転移の一例

P-42

植田愛子（関西医科大学

ポスター

外科）

乳腺 2・その他 1

10：20～10：50

座長：青木
P-43

信彦（東京都保健医療公社

豊島病院

外科）

特発性器質化肺炎（COP）様肺炎を発症した乳房温存手術症例の検討
上野聡一郎（上尾中央総合病院 外科）
術前細胞診にて組織型が推定された高齢者純粋型乳腺扁平上皮癌の一例
佐藤泰史（関西労災病院 外科）
難治性腹水に対するデンバーシャントの使用経験
山城直嗣（済生会横浜市東部病院 外科、新小文字病院 外科）

P-44
P-45
P-46

寒冷凝集素症を有する胃癌患者に対し根治手術を施行した 1 例
若狭悠介（弘前大学 消化器外科）
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P-47

大網に原発した孤立性線維性腫瘍の 1 手術例
道浦俊哉（紀南病院 外科）

ポスター

その他 2

11：00～11：18
座長：松尾

P-48

定憲（公立阿伎留医療センター

乳腺外科）

脾原発炎症性筋線維芽細胞性腫瘍の 1 例
渥美陽介（神奈川県立がんセンター 消化器外科）
悪性リンパ腫に併発した横行結腸間膜由来 PEComa に対し腹腔鏡下切除を行った
一例
井上雅史（呉医療センター・中国がんセンター 外科）

P-49

P-50

腎細胞癌術後膵転移の 1 例
二瓶幸栄（鶴岡市立荘内病院

ポスター

外科）

大腸 4

10：20～10：50
座長：富田

凉一（日本歯科大学

外科学講座）

P-51

FOLFIRI 療法再導入が有効であっ，切除不能肝転移を伴う直腸癌の一例

P-52

神谷真梨子（神奈川県立足柄上病院 外科）
抗 EGFR 抗体薬が無効であった RAS 野生型大腸癌の 1 例
田島陽介（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）

P-53

閉塞部肛側に内視鏡の通過不能な同時性多発病変を認めた大腸癌イレウスの 1 例
村山 実（女子医大東医療センター 外科、いずみ記念病院 外科）

P-54

直腸癌イレウスにより上行結腸穿孔をきたした 1 例
町田智彦（尼崎中央病院 外科）
TAS-102+Bevacizumab 併用療法が有効であった標準治療抵抗性進行大腸癌の一例

P-55

長谷川順一（大阪労災病院

ポスター

大腸 5
座長：川崎

P-56

消化器外科）

11：00～11：24
篤史（東京ヘルニアセンター

神楽坂 D.S.

マイクリニック）

側方リンパ節転移陽性例に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清の経験
神 寛之（弘前大学 消化器外科）
タキサン＋シスプラチン療法が奏効した S 状結腸未分化癌の 1 例

P-57

遠山慎吾（東北大学

消化器外科）
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P-58

壁外発育により周辺臓器に広範囲の浸潤を来たした下行結腸癌の 1 例
明石尭久（愛仁会 高槻病院 消化器外科）
直腸癌術後 4.5 か月で行った人工肛門閉鎖術後に吻合部離開を来した症例

P-59

宅間邦雄（都立多摩総合医療センター

外科）
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ポスター会場（本館 4F 花 A） 午後
ポスター

大腸 6

13：40～14：10
座長：吉岡

P-60

慎一（西宮市立中央病院

外科

消化器センター）

内肛門括約筋切除後の局所再発を放射線化学療法と腹会陰式直腸切断術で制御し得
た2例
小松泰浩（広島市立市民病院）
下行結腸癌リンパ節再発に対して鏡視下切除術をしえた 1 例
岡野美穂（市立貝塚病院 外科）

P-61
P-62

HER2 陽性 StageIV 大腸癌の 1 例
松本瑛生（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）
早期直腸癌異時性肺転移に対し、肺切除と定位放射線照射にて完全奏効を得た 1 例
大島 侑（関西電力病院 外科）

P-63
P-64

術後補助化学療法後に肺と皮膚転移をきたし second line 治療で効果を認めた直腸
癌の 1 例
萩原清貴（国立病院機構 大阪医療センター）

ポスター

大腸 7

14：20～14：50
座長：安藤

昌之（東京都保健医療公社

豊島病院

P-65

腸管との交通が疑われたデスモイド腫瘍に対して保存的加療が奏効した 1 例

P-66

伊藤徹哉（埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科）
同時性肺転移に対し化学療法後に腹腔鏡下切除を行った下部直腸癌の 1 例
吉田達哉（弘前大学 消化器外科）

外科）

P-67

上行結腸癌術後 3 年目に大動脈周囲リンパ節再発を認め切除した 1 例
西沢佑次郎（大阪大学 消化器外科）

P-68

鼠径ヘルニア手術を契機に発見され腹腔鏡下に確定診断を得た虫垂粘液癌腹膜播種
の一例
外岡 亨（千葉県がんセンター 消化器外科）

P-69

腹腔鏡下虫垂切除術にて切除しえた虫垂粘液嚢腫の 1 例
丸川大輝（大阪労災病院 外科）
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ポスター

大腸 8

15：00～15：30
座長：三宅

P-70

洋（春日部市立病院

外科）

巨大な異時性卵巣転移に対して切除・化学療法が奏功した進行結腸癌の 1 例
木田和利（独立行政法人地域医療機能推進機構 横浜中央病院 外科）
hybrid notes（経膣的摘出術）を行った上行結腸癌直腸子宮転移の 1 例
内藤 敦（関西労災病院 外科）
進行直腸癌に対し術前放射線化学療法を施行し pCR を得た 1 例

P-71
P-72

美濃地貴之（地方独立行政法人 市立吹田市民病院 外科）
レゴラフェニブにて長期 SD を得た大腸癌肺転移の 1 例
井関康仁（大阪市立大学 腫瘍外科）
広範な腹壁膿瘍を形成した上行結腸癌の 1 例
桑原太一（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

P-73
P-74

ポスター

膵 2

14：20～14：50
座長：川元
矢嶋

俊二（福岡徳洲会病院 外科）
幸浩（公立阿伎留医療センター

外科）に座長変更

P-76

高度門脈浸潤膵頭部癌術後 5 年 5ヶ月で生じた局所再発に化学放射線療法が奏功し
た一例
松村知憲（柏厚生総合病院 外科）
膵尾部 IPMA 切除後に発生した膵頭部腺扁平上皮癌の 1 例

P-77

金田晃尚（公立岩瀬病院 外科）
切除不能膵癌に対する Gemcitabine 併用陽子線療法中に発症した肝膿瘍の 1 例

P-75

芳賀淳一郎（米沢市立病院）
膵 Solid-Pseudopapillary Neoplasm と術前診断した膵未分化癌の 1 例
松尾久敬（京都府立医科大学 消化器外科）
十二指腸浸潤を伴う膵 NET に対し緊急手術を回避して膵頭十二指腸切除術を施行

P-78
P-79

した 1 例
長嶋大輔（府中病院

ポスター

外科）

膵 3・十二指腸

15：00～15：30
座長：妙中

P-80

直之（住友病院

外科）

手術後 2 年の無再発生存を得た膵尾部癌皮膚転移の 1 例
谷川隆彦（医誠会病院 消化器外科）
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P-81

EUS-FNA で診断した腎癌多発膵転移の 1 切除例
古賀睦人（大阪労災病院 外科）
十二指腸脂原発の脂肪肉腫の一例

P-82

風間慶祐（神奈川県立がんセンター 消化器外科）
分子標的薬と TAE により長期に腫瘍制御が得られた再発十二指腸 GIST の 1 例
千々松日香里（山口大学 消化器腫瘍外科）
Von Recklinghausen 病に合併した Vater 乳頭部 neuroendocrine tumor と十二指腸

P-83
P-84

GIST の 1 例
山田泰史（東京女子医大東医療センター

ポスター

胃 4

13：40～14：10
座長：林

P-85

外科）

成興（日本大学病院

消化器外科）

G-SOX 療法が奏効し、全身状態の改善がみられた高齢者進行胃癌の 1 例
川端良平（大阪労災病院 外科）
5 年以上生存を得られている Stage4 胃癌の 1 例
高岡亜弓（総合病院 土浦協同病院 外科）

P-86
P-87

胃癌術後の腹腔動脈周囲 LN 再発に対し、化学放射線療法と追加化学療法が奏功し
た1例
高地 耕（公立学校共済組合 近畿中央病院）
術前分割 DCS 療法の治療効果に相違を認めた同時性多発胃癌の 1 例
酒井 剛（新潟大学 消化器・一般外科）

P-88
P-89

腹腔鏡下に摘出した卵巣癌の胃小弯側リンパ節転移の一例
田中克尚（国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター）

ポスター

胃 5

14：20～14：50
座長：勝部

P-90

隆男（東京女子医科大学東医療センター

外科）

胃癌術後再発病変に対する複数回の放射線療法が奏効し長期生存が得られた 1 例
香川俊輔（岡山大学 消化器外科）
腹腔鏡下に切除した胃 GIST の 1 例

P-91

針生智樹（北出病院 外科）
胃癌同時性多発肝転移に対し化学療法が奏功した 1 例
岡田かおる（西宮市立中央病院 外科）

P-92
P-93

胃癌による大腸播種性狭窄に対し、ステント留置し化療後大腸切除を施行した 1 例
金澤 卓（広島市立広島市民病院 外科）

P-94

胃原発高リスク GIST に対して集学的治療を行った 1 例
石田 智（関西労災病院）
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ポスター

胃 6

15：00～15：24
座長：北畠

P-95

俊顕（順天堂大学

乳腺外科）

胃空腸吻合に苦慮した胃癌・悪性リンパ腫の重複癌症例
山田正法（関西医科大学 外科学講座）
比較的まれな oncologic emergency を生じた胃癌の 3 例
岡 義雄（西宮市立中央病院 外科）
皮膚筋炎を合併した胃癌術後直腸転移の 1 例

P-96
P-97

西川和宏（国立病院機構大阪医療センター 外科）
paclitaxel+ramcirumab 療法が奏効した高齢の切除不能胃癌の 1 例
木村 豊（堺市立総合医療センター 外科）

P-98

ポスター

胆・肺

13：40～14：10
座長：矢嶋

幸浩（公立阿伎留医療センター

P-99

肝門部胆管癌の術後 6 年目に血尿で発見された腹膜播種再発の一例
小泉範明（西陣病院 外科）

P-100

遠位胆管癌術後 2 年 6 か月後に再発した腋窩リンパ節転移を切除した 1 例

P-101

武藤 亮（福島医大 臓器再生外科/肝胆膵・移植外科）
集学的治療が奏功した肝内胆管癌切除後再発の 1 例
宮本敦史（国立病院機構大阪医療センター 外科）

P-102

P-103

Coplanar 回転原体法による意図的不均一標的線量での末梢肺癌定位照射：方法と初
期成績
大宝和博（朝日大学村上記念病院 放射線治療科）
肺癌術後の 3 回の単発肺腫瘍に対しラジオ波と放射線治療にて長期間制御し得た症例
横内秀起（市立吹田市民病院 外科）

ポスター

乳腺 3

14：20～14：50
座長：君塚

圭（春日部市立病院

P-104

ホルモン治療が著効した乳癌の 2 例
長谷川クミ（蓮田病院 外科）

P-105

術後長期生存中の乳腺扁平上皮癌の 1 例
勝守高士（荒尾市民病院 外科）
長期にわたる術前化学療法により pCR を得た局所進行両側乳癌の 1 例
安達慶太（日本大学 乳腺内分泌外科）

P-106

外科）

乳腺外科）
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P-107
P-108

乳腺間質肉腫の 2 例
高橋裕之（JA 北海道厚生連遠軽厚生病院 外科）
センチネルリンパ節生検を施行した男性乳癌の 1 例
山崎泰源（児島聖康病院

ポスター

外科）

その他 3

15：00～15：30
座長：櫻井

P-109
P-110
P-111
P-112

P-113

健一（日本大学

乳腺内分泌外科）

局所加温により低用量での化学療法が可能であった去勢抵抗性前立腺癌の一例
堀 篤史（りんくう出島クリニック）
坐骨神経発生と考えられた骨盤内後腹膜神経鞘腫の 1 例
野瀬陽平（関西労災病院 外科）
急性腹症を契機に緊急手術を施行した卵巣癌破裂の 1 例
山越義仁（府中病院 外科）
腹壁瘢痕ヘルニア創を用い単孔式腹腔鏡下結腸切除とヘルニア修復を同時に施行し
た1例
伊藤嘉智（埼玉県済生会栗橋病院 外科）
巨大後腹膜脂肪肉腫の 1 例
岩間正浩（青森県立中央病院

ポスター

外科）

大腸 9

14：20～14：50
座長：高木

剛（西陣病院

外科）

P-114

長期生存を得られている局所進行 S 状結腸癌術後，異時性多臓器転移の一例
佐々木義之（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）

P-115

長期生存を得ている盲腸癌同時性肝・脾・卵巣転移及び腹膜播種の 1 切除例
中本貴透（奈良県立医科大学 消化器・総合外科）
家族性大腸腺腫症に対し大腸全摘後 22 年を経て発症した十二指腸乳頭部癌の一例
武田 和（国立病院機構大阪医療センター 外科）
多発肝転移を伴う大腸癌卵巣転移に対して転移巣切除を施行した一例

P-116
P-117
P-118

松村多恵（独立行政法人労働者健康福祉機構 大阪労災病院 外科）
肛門管由来と考えられた Gastrointestinal stromal tumor（GIST）の 1 例
寺田逸郎（富山市立富山市民病院 外科）
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ポスター

大腸 10

15：00～15：30
座長：高田

P-119
P-120
P-121
P-122
P-123

譲二（社会医療法人母恋

日鋼記念病院

外科）

術前化学療法を施行し根治切除し得た上行結腸癌十二指腸浸潤の 1 例
谷地孝文（青森県立中央病院 がん診療センター 外科）
長期生存が得られた大腸癌膵転移の一切除例
徳山信嗣（兵庫県立西宮病院 消化器外科）
虫垂粘液嚢腫を疑う症例に対する経臍腹腔鏡補助下虫垂切除術の有用性
小林博喜（西陣病院 外科）
腹腔鏡下に治癒切除し得た、直腸癌術後の骨盤内局所再発の 1 例
柳澤公紀（兵庫県立西宮病院 消化器外科）
多発肝肺転移と膵体部腫瘍を伴う切除不能進行直腸癌に対し FOLFIRINOX が奏功
した症例
矢部信成（医療法人財団

荻窪病院

外科）
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特別セミナー

第 1 会場（扇） 13：10～13：50

『新しい癌局所療法の時代を拓く』
座長：中村

清吾（昭和大学病院

ブレストセンター / 乳腺外科）

「肝癌局所療法における造影超音波検査の意義」
～System が変える超音波診断最前線～
演者：渡辺

幸信（日本大学病院

消化器内科 / 超音波室）

「早期乳がんに対するラジオ波熱焼灼療法（RFA）の臨床試験」
演者：木下

貴之（国立がん研究センター中央病院

乳腺外科）

共催：第一三共株式会社

ランチョンセミナー 1

第 3 会場（花 B） 12：20～13：00

『乳癌脳転移の最近の知見』

～乳腺外科と脳神経外科の立場から～
座長：石川

孝（東京医科大学

乳腺科学分野）

演者：丸山

隆志（東京女子医科大学

脳神経外科）

大地

哲也（東京女子医科大学

乳腺内分泌外科）
共催：中外製薬株式会社
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ランチョンセミナー 2

第 4 会場（花 C） 12：20～13：00

『日本の胃癌術後補助化学療法を考える』
座長：松原
演者：東風

久裕（千葉大学大学院医学研究院
貢（日本大学医学部

先端応用外科学）

消化器外科）
共催：大鵬薬品工業株式会社

ランチョンセミナー 3

第 5 会場（花 D） 12：20～13：00

『転移性乳癌や軟部肉腫に対するエリブリンの
クリニカルベネフィットと未来への進歩』
座長：長嶋
演者：朴

健（千葉大学医学部附属病院

乳腺・甲状腺外科）

英進（東北医科薬科大学医学部
外科学第三（乳腺・内分泌外科）教室）
共催：エーザイ株式会社
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