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（敬称略）

セッション 演題番号 受賞者 所属 演題名

胃・十二指腸悪性1　胃癌　機能温存手術・予後予測 SF001-01 平原 典幸 島根大学医学部　消化器・総合外科 胃癌患者における栄養指標を用いた腹腔鏡下胃切除術後の予後予測

大腸悪性1　大腸癌１　閉塞性大腸癌 SF002-01 佐藤 力弥 南風病院・外科 大腸癌イレウスに対するBridge to surgeryにおける腹腔鏡下手術の有用性

縦隔　縦隔腫瘍 SF003-05 河口 洋平 東京医科大学病院　呼吸器・甲状腺外科 当科における剣状突起下アプローチによる単孔式縦隔腫瘍手術の成績

小腸1 　腸閉塞・小腸腫瘍への手術 SF004-01 木村 文彦 明和病院　外科 術後癒着性イレウスに対する腹腔鏡下イレウス解除術の治療戦略

泌尿器1　その他の泌尿器科領域1 SF005-03 井崎 博文 徳島県立中央病院 シーリングデバイスによる処理で下大静脈損傷をきたした２例

ヘルニア1　TAPPのReduced port surgery SF006-05 田上 和夫 うえの病院 鼠径ヘルニアに対する高位腹膜切開アプローチによる単孔式TAPP法の手術成績

ヘルニア2　TAPPの導入・治療成績 SF007-05 都志見 貴明 医療法人社団　シマダ　嶋田病院 外科 細径鉗子を用いた5-5-3mmによる腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）の短期治療成績

教育1　内視鏡手術トレーニング1 SF008-02 パウデル サシーム 製鉄記念室蘭病院　外科 効率的なシミュレーショントレーニングを目指した、腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術技能評価解析

胃・十二指腸悪性2　胃癌　合併症 SF009-05 貝田 佐知子 滋賀医科大学　外科学講座 腹腔鏡下幽門側胃切除術における術後早期肝障害と、肝が投影される胃の体積との関連

大腸悪性2　大腸癌２　その他 SF010-05 大沼 忍 東北大学消化器外科 家族性大腸腺腫症に対する腹腔鏡下大腸全摘術

膵臓1　手術手技・合併症・ナビゲーション SF011-02 小倉 俊郎 東京医科歯科大学　肝胆膵外科 腹腔鏡下膵体尾部切除術における脾動脈確保のためのTips

呼吸器悪性1　肺癌　手術手技・ナビゲーション SF012-04 平良 彰浩 産業医科大学　呼吸器胸部外科 当院での胸腔鏡下下葉区域切除術－肺靭帯アプローチと葉間アプローチ―

泌尿器2　その他の泌尿器科領域2 SF013-04 森川 彰貴 公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院　外科 当院での単孔式腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術とその治療成績について

ヘルニア3　TAPP困難症例・術後疼痛管理・機器の工夫 SF014-05 嶋田 元 聖路加国際病院　ヘルニアセンター 鼠径ヘルニア手術の術後急性疼痛に関連する因子：多変量解析結果

肥満・代謝1　 SF015-01 井上 健太郎 関西医科大学附属病院　消化管外科 肥満・糖尿病に対する腹腔鏡下スリーブ状胃切除の手技と成績

胃・十二指腸悪性3　胃癌　手術手技 SF016-03 熊野 達也 京都第一赤十字病院　消化器外科 腹腔鏡下幽門側胃切除術における小彎リンパ節郭清の工夫

胃・十二指腸悪性4　LECS・腹腔鏡下噴門側胃切除 SF017-03 柴尾 和徳 産業医科大学第一外科
Siewert type 2 食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下高位観音開き法における
ナイフレス自動縫合器を用いた工夫

大腸悪性3　大腸癌３　外科解剖・適応・術式選択 SF018-05 安井 昌義 大阪国際がんセンター　消化器外科 下部直腸癌における腹腔鏡下骨盤側方センチネルリンパ節生検の可能性　

小腸2　腸閉塞に対する腹腔鏡下手術 SF019-04 工藤 孝迪 横須賀共済病院 癒着性腸閉塞に対する腹腔鏡下手術の検討

呼吸器悪性2　肺癌　治療成績・手術手技 SF020-03 田中 俊樹 山口大学大学院器官病態外科学・呼吸器外科 胸腔鏡下解剖学的肺切除後の胸腔ドレーン非留置が術後急性期の呼吸運動機能に及ぼす影響

胆嚢・総胆管1　適応・治療成績1 SF021-06 杉田 光隆 横浜市立みなと赤十字病院外科 急性胆嚢炎に対するPTGBD後の腹腔鏡下胆嚢摘出術における安全性および完遂予測因子の検討

ヘルニア4　TAPPの導入・手術手技・治療成績 SF022-02 福田 健治 山陰労災病院外科 当院におけるTAPP導入から6年間の治療成績

手術機器・器具1　手術機器開発 SF023-03 錦織 英知 神鋼記念病院 直腸癌術後縫合不全予防における新規経肛門減圧ドレーン（WING DRAIN）の開発

胃・十二指腸良性　 SF024-07 篠原 良仁 手稲渓仁会病院　外科 十二指腸潰瘍穿孔に対するクリニカルパス併用腹腔鏡手術の治療成績；
確実な治療と早期退院を目指した試み

胃・十二指腸悪性5　進行胃癌・残胃癌 SF025-01 加納 陽介 がん研有明病院　消化器センター　胃外科 U領域早期胃癌に対する手術術式の検討

大腸悪性4　大腸癌４　直腸癌・その他 SF026-02 中村 隆俊 北里大学病院外科 局所進行直腸癌に対する腹腔鏡下手術の短期，中期予後の検討

大腸悪性5　大腸癌５　直腸手術手技 SF027-06 佐原 康太 横浜市立大学　消化器・腫瘍外科学 腹腔鏡下低位前方切除術における吻合部補強の有用性の検討

婦人科1　良性1 SF028-02 武曽 博 済生会千里病院 Reduced Port TLH

胆嚢・総胆管2　適応・治療成績2 SF029-04 加藤 洋介 厚生連高岡病院外科 急性胆嚢炎に対する緊急手術施行時の術中胆汁培養に関する検討

ヘルニア5　TEP SF030-01 朝蔭 直樹 津田沼中央総合病院 外科 TEPにおける横筋筋膜・Retzius腔・腹膜前腔の新たな捉え方

救急医療　急性腹症の腹腔鏡下手術・出血への対処 SF031-06 束田 宏明 昴会　日野記念病院 体外切離を行う単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の経験

大腸良性1　虫垂炎・直腸脱・人工肛門・その他１ SF032-06 山田　 浩平 佐賀県医療センター　好生館 当院における膿瘍形成性急性虫垂炎に対するlaparoscopic interval appendectomyの検討

胃・十二指腸悪性6　進行胃癌・残胃癌 SF033-02 井ノ口 幹人 東京医歯大大学院　消化管外科学 臨床的・病理学的進行胃癌における腹腔鏡下
vs開腹胃切除術の短期・長期成績：傾向スコア・マッチング研究

大腸悪性6　大腸癌6　手術手技 SF034-02 清松 知充 東京大学　腫瘍外科 直腸における中直腸動脈の頻度と走行variationー鏡視下における安全なTMEおよび側方郭清をめざして

小児外科1　ヘルニア SF035-01 原田 篤 東京慈恵会医科大学外科学講座小児外科 脳室腹腔内シャントを留置している小児における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（LPEC)の検討

婦人科2　良性2 SF036-04 吉田 愛 四谷メディカルキューブ　ウィメンズセンター 腹腔鏡補助下子宮全摘術において早期に子宮動脈血流遮断を可能とし得た要因の検討

胆嚢・総胆管3　適応・治療成績3 SF037-06 田中 祐介 大垣市民病院 Critical view of safetyの作成可否に着目した緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の難易度評価

ヘルニア6　鼠径ヘルニア困難症例と再発予防 SF038-03 山本 徹 島根大学医学部　消化器・総合外科 鼠径ヘルニアにおける困難症例に対する高位腹膜切開アプローチの有用性

食道良性　 SF039-03 矢野 文章 東京慈恵会医科大学　上部消化管外科 当院におけるアカラシアに対する術式の変遷

大腸良性2　虫垂炎・直腸脱・人工肛門・その他2 SF040-06 須田 竜一郎 国保直営総合病院君津中央病院　外科 研修医が術者となる穿孔性・壊疽性虫垂炎に対する腹腔鏡手術の安全性に関する検討

大腸悪性7　大腸癌7　直腸手術手技 SF041-05 原口 直紹 大阪大学大学院　外科学講座消化器外科学 腹腔鏡下後方骨盤内臓全摘術の工夫

呼吸器良性1　 SF042-05 栃井 祥子 藤田保健衛生大学呼吸器外科 右心横隔膜角に生じた嚢胞性病変に対する剣状突起下アプローチ単孔式腫瘍切除術

肝臓1　治療成績1 SF043-02 山下 洋市 熊本大学　消化器外科学 肝障害度B初発ミラノ内肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除とラジオ波焼灼術の臨床成績

婦人科3　良性3 SF044-05 藤下 晃 済生会長崎病院 当科における腹腔鏡下手術時の膀胱・尿管合併症の検討

食道悪性1　食道癌　郭清 SF045-01 小林 裕之 神戸市立医療センター中央市民病院 反回神経麻痺のない食道癌上縦隔郭清手技の工夫

小児外科2　胸腔鏡下手術 SF046-03 高見 尚平 埼玉県立小児医療センター　外科 GrossB型先天性食道閉鎖症に対してinternal tractionを用いた
二期的胸腔鏡下食道閉鎖症根治術を施行した1例

大腸悪性8　大腸癌8　直腸手術手技 SF047-03 相場 利貞 名古屋大学大学院　腫瘍外科 腹腔鏡下骨盤内臓全摘術の経験

大腸悪性9　大腸癌9　手術手技・合併症 SF048-04 堀江 智子 国立がん研究センター中央病院 腹腔鏡下低位前方切除術における縫合不全予防のための吻合部補強

Surgical Forum Award受賞者
受賞者の皆様おめでとうございます！
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脾臓1　治療成績・手術手技 SF049-06 兒玉 英謙 独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター外科 当科における腹腔鏡下脾臓摘出術の検討

肝臓2　治療成績2 SF050-03 伊藤 心二 九州大学大学院　消化器・総合外科 高リスク症例に対する肝細胞癌患者への腹腔鏡下肝切除術の治療成績

胆嚢・総胆管4　適応・治療成績4 SF051-04 光岡 英世 神鋼記念病院　外科 完全内臓逆位に合併した総胆管結石症に対して, 腹腔鏡内視鏡併用ランデブー法を用いて採石を行った1例

ヘルニア7
de novo型鼠径ヘルニア・困難症例・若年者の鼠径ヘルニア

SF052-02 関根 隆一 昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科 当院におけるde novo型I型ヘルニアに対するTAPP法の検討

小児外科3　肥厚性幽門狭窄症・その他 SF053-07 宗崎 良太 九州大学大学院医学研究院　小児外科学分野 腹腔鏡下に全摘しえた嚢胞性神経芽腫の3例

大腸悪性10　大腸癌10　合併症 SF054-04 宮倉 安幸 自治医科大学附属さいたま医療センター 高齢者大腸癌手術における術後合併症の危険因子の検討

大腸悪性11　大腸癌11　手術手技 SF055-05 鈴木 紳祐 がん研有明病院 大腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS-CR)の検討

大腸悪性12　大腸癌12　その他 SF056-05 吉本 裕紀 下関医療センター　消化器外科 アスピリン単剤継続下での腹腔鏡下大腸切除術は周術期の合併症を増加させるか？

甲状腺・頸部　 SF057-06 清水 一雄 金地病院 919例の経験と3446例のJSESアンケート調査結果に基づく甲状腺内視鏡手術の現況と将来展望

膵臓2　治療成績1 SF058-06 宮坂 義浩 九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科 膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下手術

泌尿器3　ロボット支援手術 SF059-02 亭島 淳 広島大学大学院医歯薬保健学研究科腎泌尿器科学 ロボット支援腎部分切除術の術前説明における3次元模型の有用性

ヘルニア8　鼠径ヘルニア困難症例・その他 SF060-05 三井 一浩 総合南東北病院　外科 前立腺全摘術後鼠径ヘルニアに対するTAPP法の検討

小児外科4　ヒルシュスプルング病・その他 SF061-05 遠藤 耕介 北野病院　小児外科 Hirschsprung病術後無神経節腸管の遺残に対して腹腔鏡下再pull through手術を施行した3症例の検討

メディカルスタッフ・チーム医療1　 SF062-03 原 健太朗 独立行政法人国立病院機構　長崎医療センター 手術センター 胸腔鏡下食道切除術における術前腹臥位シミュレーションの効果の検討

胃・十二指腸悪性7　ロボット支援胃癌手術１ SF063-04 藤谷 啓一 静岡がんセンター 胃外科 肥満患者におけるロボット支援下胃切除の手術短期成績

ヘルニア9　TAPP/TEPの導入・教育・手術手技の向上 SF064-04 伊藤 嘉智 埼玉県済生会栗橋病院　外科 3D内視鏡システムがもたらす腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術手技の向上について

呼吸器良性2　 SF065-04 米谷 文雄 さいたま市立病院呼吸器外科 膿胸に対する胸腔鏡下膿胸腔掻爬術　全身麻酔と局所麻酔

脾臓2　手術手技・Reduced port surgery SF066-03 川中 博文 国立病院機構別府医療センター　臨床研究部、外科 CT vascular anatomyに基づく胃静脈瘤に対する腹腔鏡下Hassab手術

小腸3　腹腔鏡下人工肛門造設および閉鎖術・腸瘻造設術 SF067-04 喜多 芳昭 鹿児島大学腫瘍学消化器・乳腺甲状腺外科 当科における腹腔鏡下人工肛門閉鎖術の試み

ヘルニア10　腹壁瘢痕ヘルニアの治療成績1 SF068-04 宮木 祐一郎 聖隷浜松病院　外科 腹壁瘢痕ヘルニア治療成績と戦略

ヘルニア11　腹壁瘢痕ヘルニアの治療成績2 SF069-02 中野 敢友 広島市立広島市民病院外科 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術における再発を減らすためのメッシュ選択とメッシュ固定法

メディカルスタッフ・チーム医療2　 SF070-01 佐々木 新 岡山済生会総合病院　臨床工学科 Scopist業務参入による臨床工学技士の新たな役割と今後の展開

胃・十二指腸悪性8　ロボット支援胃癌手術２ SF071-03 清水 芳政 水戸赤十字病院 当院における胃癌に対するロボット支援腹腔鏡下胃切除の有用性について

ヘルニア12　腹壁瘢痕ヘルニアの手術手技 SF072-05 小林 敏樹 静岡市立静岡病院外科 当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術（LIHR）の手技の定型化と治療成績について

呼吸器良性3　 SF073-02 広瀬 俊太郎 聖路加国際病院　消化器センター　消化器・一般外科 胸部低侵襲手術における鎖骨中線上ポート（傍乳輪切開・乳房下線切開）の活用

医療安全・その他　チーム医療・その他 SF074-05 森泉 元 国立病院機構東京医療センター 腹部手術既往歴のある患者における超音波癒着mappingの有用性の検討

整形外科　 SF075-03 小野 孝一郎 日本鋼管病院　脊椎外科センター 下位頚椎および頚胸移行部神経根症に対する経皮的内視鏡下後方除圧術　-中位頚椎との比較-

ヘルニア13　腹壁ヘルニアの治療成績1 SF076-03 諏訪 勝仁 東京慈恵会医科大学附属第三病院外科 再発形式からみたストーマ傍ヘルニアの標準治療

ヘルニア14　腹壁ヘルニアの治療成績2 SF077-01 小暮 悠 横須賀共済病院 腹腔鏡下大腸癌手術における臍部筋膜閉鎖法の検討

メディカルスタッフ・チーム医療3　 SF078-03 豊岡 大征 神戸市立医療センター西市民病院　臨床工学室 ロボット支援腹腔鏡下胃切除術導入期におけるノンコンソールタイムの効率化に向けた取り組み

胃・十二指腸悪性9
腹腔鏡下幽門側胃切除術の治療成績・再建法

SF079-01 奥野 圭祐 東京医科歯科大学医学部附属病院　胃外科 腹腔鏡下幽門側胃切除術後の長期機能評価に関する検討

大腸悪性13　大腸癌13　治療成績 SF080-03 鱒渕 真介 大阪医科大学　一般・消化器外科 当院における進行直腸癌に対する術前化学療法（NAC）と術前放射線化学療法(NACRT)の検討

呼吸器悪性3　肺癌　その他　 SF081-04 陳 豊史 京都大学　呼吸器外科 変形シミュレーション技術を用いた胸腔鏡手術シミュレータの開発：明日の手術をパソコンでシミュレートする

肝臓3　手術手技1 SF082-02 副島 雄二 九州大学消化器・総合外科 肝上前背側区域腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除における新しい体位の提案：右腎摘位の有用性と欠点

胆嚢・総胆管5　手術手技1 SF083-03 谷 博樹 白十字病院　外科 腹腔鏡下成人先天性胆道拡張症手術における胆管空腸吻合の結節縫合に関する工夫

食道悪性2　食道癌　郭清・アプローチ SF084-03 小熊 潤也 東海大学医学部　消化器外科 食道癌術後反回神経麻痺症例からみた左反回神経周囲リンパ節郭清操作の検証

肥満・代謝2　 SF085-02 井本 博文 東北大学大学院 当院における病的肥満症に対する減量手術の治療成績の検討

メディカルスタッフ・チーム医療4　 SF086-07 村田 明美 近畿大学医学部附属病院 回数制限付医療機器に関する管理方法

胃・十二指腸悪性10
腹腔鏡下胃全摘術・Reduced port surgery

SF087-01 辻 敏克 石川県立中央病院　消化器外科 当科における胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術後の内ヘルニアの検討

大腸悪性14
大腸癌14　ロボット支援手術・ナビゲーション

SF088-03 川村 純一郎 近畿大学外科 カラー蛍光内視鏡システムを用いたリンパ流に基づく腹腔鏡下結腸切除術の可能性の検討

大腸悪性15　大腸癌15　治療成績 SF089-05 五味 邦之 諏訪赤十字病院 消化器外科 地方病院における腹腔鏡下大腸手術の導入と短期成績

肝臓4　手術手技2 SF090-07 高原 武志 岩手医科大学　外科 再肝切除における腹腔鏡下肝切除の有用性

胆嚢・総胆管6　手術手技2 SF091-05 大森 敬太 中頭病院　外科 腹腔鏡下胆管十二指腸吻合術の手技の工夫

食道悪性3　食道癌　縦隔鏡 SF092-02 東海林 裕 東京医科歯科大学消化管外科学 非胸腔アプローチを用いた根治的食道切除術

大腸良性3　潰瘍性大腸炎・FAP・憩室炎 SF093-02 服部 憲史 名古屋大学大学院医学系研究科　消化器外科 潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡下残存直腸切除・回腸嚢肛門吻合術の検討

ヘルニア15　再発鼠径ヘルニアの手術・その他 SF094-01 岡﨑 靖史 横浜労災病院　外科 腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）における再発症例の検討

胃・十二指腸悪性11　胃癌　その他 SF095-03 飯野 一郎太 磐田市立総合病院　外科 腹腔鏡下手術時代における胃周囲血管解剖の再検討

大腸悪性16　大腸癌16　治療成績 SF096-06 三浦 啓寿 北里大学医学部外科 局所進行結腸癌における腹腔鏡下手術と開腹手術の比較検討

手術機器・器具2　手術機器開発・器具使用の工夫 SF097-05 Momose Kota Section of Colorectal Surgery, Department of Surgery,
New York-Presbyterian Hospital, Weill Cornell Medical College

Advanced pressure regulation technology can improve outcomes in endoluminal surgery
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眼科　 SF098-01 松田 泰輔 中京病院　眼科 内視鏡併用網膜剥離手術時に発生する視認性不良の原因と対策

泌尿器4　膀胱・副腎 SF099-05 沼倉 一幸 秋田大学大学院医学系研究科　腎泌尿器科学講座 腹腔鏡下副腎摘除術を行ったクッシング症候群における術後腎機能とその予測因子の検討

食道悪性4　食道癌　手術成績等 SF100-02 岡田 尚也 国立がん研究センター　食道外科 胸腔鏡下食道切除における術前加温-Pre-warming-による術中体温維持

大腸良性4　潰瘍性大腸炎・クローン病 SF101-03 山口 悟 獨協医科大学第一外科 潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡下大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術

ヘルニア16
再発鼠径ヘルニアの手術・TAPPの手術手技

SF102-03 川村 英伸 盛岡赤十字病院外科 成人鼠径部ヘルニア再発例に対するTAPP法の有用性

大腸悪性17　大腸癌17　高齢者・肥満症例 SF103-06 小野 智之 東北大学大学院　消化器外科学 肥満患者における結腸癌に対する腹腔鏡手術

大腸悪性18　大腸癌18　治療成績 SF104-07 多代 尚広 京都大学消化管外科 当院における肛門筋間直腸切除術の予後の検討

婦人科4　その他の婦人科領域 SF105-04 尾崎 理恵 順天堂大学　産婦人科 婦人科腹腔鏡下手術後創部トラブルに関してのアンケート調査結果

肝臓5　手術手技3 SF106-05 本間 祐樹 がん・感染症センター　都立駒込病院 当科における腹腔鏡下肝前区域切除

泌尿器5　前立腺・膀胱 SF107-06 三木 淳 東京慈恵会医科大学泌尿器科附属柏病院　泌尿器科 骨盤内膜解剖とリンパ流に基づいた前立腺癌における拡大骨盤内リンパ節郭清の手技

教育2　内視鏡手術トレーニング2 SF108-07 磯部 真倫 新潟大学医歯学総合病院　産科婦人科 医師の人材育成における「メンター」の有効性

大腸良性5　手術手技・教育・その他 SF109-04 山内 卓 長崎県対馬病院 腹腔鏡下大腸切除術後のAKIに関する検討

ヘルニア17　TEP・閉鎖孔ヘルニア・その他 SF110-06 大石 英人 独立行政法人国立病院機構村山医療センター外科 術後疼痛抑制を意識した5-3-3mm細径3孔式TEP法の試み

大腸悪性19　大腸癌19　治療成績 SF111-04 根岸 宏行 聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科 腹腔鏡下右側結腸癌手術に対する機械的前処置省略に伴う合併症に関する検討

大腸悪性20　大腸癌20　リスクファクター SF112-02 平松 康輔 虎の門病院　消化器外科 抗血小板薬継続下での腹腔鏡下大腸癌手術の検討

婦人科5　悪性 SF113-06 久　 毅 がん研有明病院 腹腔鏡下広汎子宮全摘出術の定型化を目指してー術野展開、視野確保の観点からー

肝臓6　合併症・教育 SF114-07 吉本 匡志 福山市民病院 若手外科医の腹腔鏡下肝切除術の修練

泌尿器6　腎移植・尿膜管遺残症 SF115-05 井上 高光 秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座 多施設後方視的研究による単孔式腹腔鏡下ドナー腎採取術の安全性および有効性の検討

教育3　シミュレーション・トレーニング SF116-03 杉本 真樹 国際医療福祉大学大学院　医療福祉学研究科 Mixed Reality複合現実手術支援は腹腔鏡手術の空間認識能力を強化し技術向上と誤認回避に貢献する

手術機器・器具3
医療材料開発および使用の工夫・その他

SF117-07 堀切 康正 国立がん研究センター東病院　食道外科 内視鏡外科手術におけるフットサイトモニターの有効性の検討

胆嚢・総胆管7
併存症・Reduced port surgery・その他

SF118-03 宮澤 光男 帝京大学医学部　溝口病院 内視鏡下手術による胆管損傷部治療法の開発－生体吸収性シートによる胆管穿孔部直接閉鎖－

膵臓3　治療成績2 SF119-03 土井 愛美 がん感染症センター都立駒込病院 当科でのBlumgart 変法による腹腔鏡下膵空腸吻合

肝臓7　ナビゲーション・その他 SF120-05 四日市 清哉 千葉大学大学院融合理工学府基幹工学専攻医工学コース デュアルイメージングマーカーを用いた腹腔鏡下肝切除ナビゲーションシステムの開発

メディカルスタッフ・チーム医療5
教育システム開発・その他

SF121-05 深津 尚希 千葉大学大学院工学研究科 映像からの術具運動解析による腸管縫合手技の定量評価
～JSES縫合結紮王決定戦2016手技データ解析報告～
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