
第30回日本内視鏡外科学会総会 日程表  2017年10月4日現在

2017年12月7日（木）　1日目

7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

第1会場 メインホール

第2会場 Room A

第3会場 アネックス１
（3D）

第4会場 アネックス２

第5会場 Room D

第6会場 Room E

第7会場 Room B-1

第8会場 Room B-2

第9会場 Room C-1

第10会場 Room C-2

第11会場 Room I

第12会場 Room J

第13会場 Room K

第14会場 Room 501

第15会場 Room 509

第16会場 Room 510

13:00 13:30 14:00 15:30 16:00 16:30 17:0014:30 15:00 19:0017:30 18:00 18:3011:00 11:30 12:00 12:30

イベントホール

会場 施設名 10:00 10:30

特別企画：骨盤の“Mesoanatomy” －内視鏡外科

と局所解剖の融合－（下・泌・婦） 

基20演(10+5)×3討25 

EDL-1 
特別企画：30年後の手術を妄想する ―AI・ロボッ

ト・宇宙―（全領域） 

演20×3討30 

Minimally Invasive Thoracoscopic Surgery in Japan 

and Asia（呼） 

演(12+5)×5 同通 

同通 

食道胃接合部癌に対する内視鏡外科手術（上） 

演(10+2)×5討30 

Minimally invasive gastrectomy for advanced 

gastric cancer: current status and future 

perspective（上） 同通 

若手のエキスパートによる標準手術：辛辣な

批評に耐えられるか？（上腹部） 

演(15+5)×4 

若手のエキスパートによる標準手術：辛辣な

批評に耐えられるか？（胸腔） 

演(15+5)×4 

若手のエキスパートによる標準手術：辛辣な批評

に耐えられるか？（大腸・骨盤） 

演(12+3)×6 

鼠径ヘルニア：困難症例への対処（ヘル） 

演(8+3)×8 (指5公3) 

再発大腸癌：どう攻めるか？（下） 

演(10+4)×6 

エナジーデバイスの使用法：どこがまちがっている

か？-目から鱗を落とそう！- 

演(8+2)×6討30 

膀胱全摘での尿路変更（泌） 

演(12+5)×5 

呼吸器外科領域における技術認定制度は必要か

（呼） 

演(8+2)×6討30 

広汎子宮全摘（腹腔鏡・ロボット）：コツと工夫（婦） 

演(12+5)×5 

これからのロボット支援手術：適応拡大に向けて

（全領域） 

演(10+3)×6特10 

内視鏡手術による新たな外科解剖の展開（肝胆

膵） 

演(12+5)×5 

高難度腹腔鏡下肝切除の定型化と標準化（肝膵） 

演(12+5)×5 

ヒルシュスプルング病の内視鏡手術（児） 

演(12+5)×5 

内視鏡外科手術の教育：よりよいシミュレーターの

開発を目指して（教育） 

演(10+4)×6（指4公2） 

EDL-2 

EDL-3 

EDL-4 

EDL-5 

EDL-6 

EDL-7 

EDL-8 

EDL-9 

EDL-10 

社員総会（評議員会） 

上：上部消化管

下：下部消化管

肝膵：肝胆膵

児：小児

泌：泌尿器

婦：婦人科

呼：呼吸器外科

整：整形外科

耳：頭頚部外科

メ：メディカルスタッフ

ヘル：ヘルニア

肥満：肥満

教育：教育

医工：医工連携

領域横断

胃・十二指腸悪性１ 

大腸悪性１ 

縦隔 

小腸１ 

胃・十二指腸悪性２ 

膵臓１ 

呼吸器悪性１ 

泌尿器１ 

ヘルニア１ 

ヘルニア２ 

泌尿器２ 

ヘルニア３ 

肥満１ 

胃・十二指腸悪性４ 胃・十二指腸悪性５ 胃・十二指腸悪性６ 

大腸悪性３ 

小腸２ 大腸悪性５ 小児外科１ 

呼吸器悪性２ 婦人科１ 婦人科２ 

胆嚢・総胆管１ 胆嚢・総胆管２ 胆嚢・総胆管３ 

ヘルニア４ ヘルニア５ ヘルニア６ 

手術機器・器具１ 救急医療 食道良性 

教育１ 胃・十二指腸悪性３ 胃・十二指腸良性１ 大腸良性１ 大腸良性２ 

ePoster 

機能温存を考慮した子宮筋腫・子宮内膜症の治療

戦略（婦） 

演(7+2)×7討20（指6公1） 

先天性胆道拡張症の内視鏡手術（児） 

演(10+2)×5討30 

高難度症例への挑戦(婦人科・泌尿器

科） 

教育セミナー1 
開

会

式 
特別記念講演１ 

ePoster 

大腸悪性２ 大腸悪性４ 大腸悪性６ 

PD3名 PD3名 

PD6名 

PD5名 

PD5名 

PD6名 PD6名 

EDL-11 



第30回日本内視鏡外科学会総会 日程表  2017年10月4日現在

2017年12月8日（金）　2日目

7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

第1会場 メインホール

第2会場 Room A

第3会場 アネックス１
（3D）

第4会場 アネックス２

第5会場 Room D

第6会場 Room E

第7会場 Room B-1

第8会場 Room B-2

第9会場 Room C-1

第10会場 Room C-2

第11会場 Room I

第12会場 Room J

第13会場 Room K

第14会場 Room 501

第15会場 Room 509

第16会場 Room 510

19:0014:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:3011:00 11:30 12:00 14:00 18:0012:30 13:00 13:30

イベントホール

会場 施設名 10:00 10:30

特別企画：ワークライフバランスを考えたスター

サージャンへの道 

演(10+3)×5討25 

特別記念講演２ EDL-12 

VATS下気管支形成術の工夫（呼） 

公募多数のため時間配分未定 

Minimal invasive esophagectomy; current state of 

art of each approach（上） 

基20演(10+4)×5 

内視鏡手術による新たな外科解剖の展開（上部消

化管）（上） 

演(12+6)×5 

領域横断的な内視鏡下側方郭清の実際：共通点と

相違点 

演(8+2)×6討30 

骨盤内臓全摘術（後方内臓全摘も含む）（下・泌・

婦） 

演(10+4)×6 

腹壁瘢痕ヘルニア：手技と成績（傍ストーマヘルニ

アを含む）（ヘル） 

全公募のため時間配分未定 

Real world and perspectives (futures) of TaTME--

-No doubt？（下） 

演(15+3)×5 

ロボット支援腎部分切除術の現状と課題

（泌）演(10+2)×5討30 
医工連携に必要な人材の育成（医工） 

演(8+2)×6討30 

腹腔鏡下肝切除においてこれだけは伝えたいこと

（肝膵） 

演(12+5)×5 

技術認定制度の意義と問題点（教育） 

演(7+3)×6討30 

EDL-13 

EDL-14 

EDL-15 

EDL-16 

EDL-17 

EDL-18 

EDL-19 

EDL-20 

EDL-21 

若手のエキスパートによる標準手術：辛辣な

批評に耐えられるか？（ヘルニア・小児） 

演(15+5)×4 

内視鏡手術における新しい技術：Innovationとその

先にあるもの（Ⅰ）（上・下・呼） 

演(10+4)×6 

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入とその成績

（肝膵） 

演(12+5)×5 

他領域から学ぶ領域横断的内視鏡手術トレーニン

グ（板野先生） 

時間配分未定 

頭頸部領域における内視鏡手術の進歩（耳） 

基20演(10+2)×7特10 

同通 同通 

内視鏡手術における新しい技術：Innovationとその

先にあるもの（Ⅱ）（肝膵・呼） 

演(10+4)×6 

会長講演 

Current status and perspectives of surgical 

training（教育） 

基20×2演(10+2)×4 同通 

横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術（下） 

演(10+2)×6特10 （指3公3） 

高難度症例への挑戦(胸腔) 

演(12+5)×5 

腹腔鏡下副腎手術〜私はこうしている

（泌） 

医工連携における事業化戦略の課題（医

工） 

大腸悪性１１ 

大腸悪性１２ 

呼吸器良性１ 甲状腺・頸部 

肝臓１ 肝臓２ 膵臓２ 

婦人科３ 胆嚢・総胆管４ 泌尿器３ 

食道悪性１ ヘルニア７ ヘルニア８ 

小児外科２ 小児外科３ 小児外科４ 

大腸悪性８ 大腸悪性１０ 
メディカルスタッフ・チーム

医療１ 

胃・十二指腸悪性７ 

ヘルニア９ 

呼吸器良性２ 

脾臓２ 

胃・十二指腸悪性８ 

ヘルニア１２ 

呼吸器良性３ 

医療安全・その他 

ヘルニア１０ 

ヘルニア１１ 

ヘルニア１３ 

ヘルニア１４ 

メディカルスタッフ・

チーム医療２ 

メディカルスタッフ・

チーム医療３ 

理事長講演 

ePoster ePoster 

大腸悪性７ 大腸悪性９ 

脾臓１ 

小腸３ 整形外科 

PD5名 

PD6名 

PD6名 

PD5名 PD7名 

PD5名 



第30回日本内視鏡外科学会総会 日程表  2017年10月4日現在

2017年12月9日（土）　3日目

7:30 8:00 8:30 9:00 9:30

第1会場 メインホール

第2会場 Room A

第3会場 アネックス１
（3D）

第4会場 アネックス２

第5会場 Room D

第6会場 Room E

第7会場 Room B-1

第8会場 Room B-2 .

第9会場 Room C-1

第10会場 Room C-2

第11会場 Room I

第12会場 Room J

第13会場 Room K

第14会場 Room 501

第15会場 Room 509

第16会場 Room 510

14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:0014:00会場 施設名 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30

イベントホール

特別企画：外科医の「心」から「技術」、

「技術」から「心」へ（上・下） 
大上賞講演 EDL-22 

チームにおける臨床工学技士の役割と未来展望

（メ） 

演(10+2)×7 

Current status and future perspective of bariatric and 

metabolic surgery（肥満） 

基20演(10+2)×6 

New era of robotic gastrectomy：How should 

we deal with it?（上） 

基20演(10+3)×4 

こんなときどうする！？Pitfallとその対処(大腸・骨

盤） 

演(10+4)×6 

鼠径ヘルニア：再発症例をふりかえって

（ヘル） 

特別企画：Challenge to the difficult colorectal 

cases: Beyond the Guidelines（下） 

演(10+4)×6 

ロボット支援前立腺全摘術〜各ステップを極める

（泌） 

演(12+5)×5 

EDL-23 

EDL-24 

EDL-25 

EDL-26 

EDL-27 

EDL-28 

EDL-29 

EDL-30 

EDL-31 

こんなときどうする!?: Pitfallとその対処(胸腔・上腹

部) 

悪性腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除の切除限界

（肝膵） 

指定4人 時間配分未定 

脊椎外科における内視鏡手術の未来（整） 

演(12+3)×6 

同通 同通 

骨盤臓器脱の手術（下・泌・婦） 

演(10+4)×6 

婦人科内視鏡手術のいま：先進医療・保険収載を

経て（婦） 

演(10+2)×5討30 

婦人科内視鏡手術における尿路・腸管剥離操作：

どこまで触ってもいい？術後合併症にはどう対処

する？（婦） 演(10+2)×6特10 

腹腔鏡下肝切除時代の肝離断法（肝

膵） 

Reduced port surgery・Single port VATS 

lobectomy：標準化できるのか？標準化するのか？

（呼） 

膝関節鏡視下手術の最前線（整） 

演(12+3)×6 

Total proctocolectomy for UC/FAP

（下） 同通 同通 

高難度症例への挑戦(上腹部） 

演(10+4)×6 

腹腔鏡下胃全摘術・腹腔鏡下噴門側胃切除：再建

の工夫（上） 

演(8+4)×7 

腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術・噴門形成術

の実際（上） 

基20公募あるため未定 

腹腔鏡手術を安全かつ円滑に行うための技～情

報共有、教育、チーム作りへのこだわり～（メ） 

演(10+2)×7 

胸腔鏡手術をどのように教育していますか？

（呼） 

演(12+4)×5 （12分のうち修練医8分指導者4

教育セミナー2 
閉
会
式 

胃・十二指腸悪性９ 胃・十二指腸悪性１０ 胃・十二指腸悪性１１ 

大腸悪性１３ 大腸悪性１４ 大腸悪性１６ 

呼吸器悪性３ 

肝臓３ 肝臓４ 眼科 

胆嚢・総胆管５ 胆嚢・総胆管６ 泌尿器４ 

食道悪性２ 食道悪性３ 食道悪性４ 

肥満・代謝２ 大腸良性３ 大腸良性４ 

メディカルスタッフ・チーム

医療４ 
ヘルニア１５ ヘルニア１６ 

大腸悪性１７ 大腸悪性１９ 

大腸悪性１５ 

大腸悪性１８ 大腸悪性２０ 

婦人科４ 婦人科５ 膵臓３ 

肝臓５ 肝臓６ 肝臓７ 

泌尿器５ 泌尿器６ 

教育２ 教育３ 

大腸良性５ 手術機器・器具３ 

ヘルニア１７ 胆嚢・総胆管７ 
メディカルスタッフ・チーム

医療５ 

ePoster 

オリンパススポンサード（3D） 

AMEDジョイントプログラム？ 

ePoster 

医工連

携表彰 

手術機器・器具２ 

PD5名 


