第30回日本内視鏡外科学会総会

2017/12/7-9
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大腸悪性1

EP001-04

山田 淳貴 横須賀市立市民病院

腹腔鏡下に手術を行った虫垂神経内分泌腺癌の1例

大腸悪性2

EP002-04

菅野 伸洋 神奈川県立がんセンター消化器外科

腹腔鏡下右側結腸切除術におけるSMAに沿ったD3郭清のコツ

大腸悪性3

EP003-01

大腸悪性4

EP004-01

小腸1

EP005-02 丹羽 浩一郎 順天堂大学 下部消化管外科

腹腔鏡下手術を施行した開腹歴のない絞扼性イレウスの2例

ヘルニア1

EP006-05

spigelヘルニアを合併した外鼠径ヘルニアに対し、
腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行し得た1例

ヘルニア2

EP007-04

ヘルニア3

EP008-07

庄司 良平 津山中央病院 外科

腹腔鏡下に整復したWinslow孔ヘルニアの一例

肝臓１

EP009-06

北東 大督 奈良県立医科大学 消化器・総合外科

腹腔鏡下肝切除による肝右葉脱転の新たな教育

胆嚢・総胆管１

EP010-07

日下部 誠 日本医科大学 多摩永山病院 外科

当科での腹腔鏡下胆嚢摘出術における
器材コスト削減の工夫および従来法との比較

食道悪性1

EP011-05

奥田 俊之 福井県立病院 外科

当院における腹臥位胸腔鏡下食道癌手術の導入

食道悪性2

EP012-07

秋山 有史 岩手医科大学 外科学講座

T4食道癌に対する化学療法後conversion surgeryとしての
胸腔鏡下食道切除術の治療成績

大腸良性1

EP013-05

高野 博信 旭川赤十字病院 外科

Hem-o-lokを用いた虫垂根部処理による腹腔鏡下虫垂切除術の経験

大腸良性2

EP014-04

松田 圭二 帝京大学 外科

虫垂炎治療における腹腔鏡下手術の実際

子宮・卵巣・その他1

EP015-05

平木 宏一 済生会長崎病院

早期子宮体癌に対する腹腔鏡手術導入後の合併症と問題点

子宮・卵巣・その他2

EP016-04 御子柴 尚郎 済生会横浜市東部病院

当院での腹腔鏡下広汎子宮全摘術時の視野確保の工夫

胃・十二指腸悪性1

EP017-01

木村 聡大 筑波大学 医学医療系 消化器外科

腹腔鏡下幽門側胃切除術6番郭清で留意すべき血管破格
－2本の右胃大網動静脈を呈した1例－

胃・十二指腸悪性2

EP018-04

田中 千恵 名古屋大学大学院医学系研究科 消化器外科学

内視鏡的局注によるIndocyanine Green蛍光法を用いた早期胃癌マーキング法

胃・十二指腸悪性3

EP019-04

胃・十二指腸悪性4

EP020-01

呼吸器悪性1

EP021-03 横山 新太郎 久留米大学外科学講座

縦隔型肺底区動脈を伴う左肺癌の2切除例

呼吸器良性1

EP022-01

術後乳び胸に対する胸腔鏡下胸管結紮術でICG蛍光観察が有用であった症例

大腸悪性5

EP023-02

大腸悪性6

EP024-07

笠島 浩行 市立函館病院 消化器外科

横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の手技と成績

大腸悪性7

EP025-01

大塚 英男 東京都立多摩総合医療センター

横行結腸癌に対する頭-尾側アプローチを用いた腹腔鏡下全結腸間膜切除術

ヘルニア4

EP026-05

松岡 宏樹 西脇市立西脇病院 外科

当院での鼠径部ヘルニアに対するTEP法254例の検討

ヘルニア5

EP027-02

児玉 泰一 医療法人社団 昴会 日野記念病院 外科

当科における腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP)導入後の短期成績

ヘルニア6

EP028-01

肝臓2

EP029-07

吉屋 匠平 大分赤十字病院

肝細胞癌破裂に対し肝動脈塞栓後待機的腹腔鏡下肝左葉切除術を施行した１例

肝臓3

EP030-02

羽田 綾馬 静岡県立総合病院

当院における肝嚢胞に対する腹腔鏡下嚢胞開窓術治療症例の検討

胆嚢・総胆管2

EP031-06

吉田 拓人 聖路加国際病院

当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術のLearning Curve

小腸2

EP032-02

鈴木 麻未 埼玉医科大学国際医療センター 消化器外科

当院における下部消化管原発悪性リンパ腫に対する腹腔鏡手術の治療成績

大腸良性3

EP033-07

中村 俊介 岡崎市民病院

虫垂炎に対する腹腔鏡下回盲部切除症例の検討

大腸良性4

EP034-04

加茂 知久 IMSグループ 明理会 行徳総合病院 外科

急性虫垂炎に対するlaparoscopic interval appendectomyの有用性の検討

須藤 誠

腹腔鏡下回盲部切除術後1ヶ月目に
上腸間膜静脈血栓を認めたStageIIIa上行結腸癌の1例

山梨大学 第一外科

横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の攻め方；
特に脾彎曲部側の横行結腸癌について

藤田 文彦 久留米大学外科学講座

木谷 嘉孝 虎の門病院 消化器外科
次田 正

倉島 庸

Flat placementによりmesh bulgeを防止した
腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の1例

公立福生病院

手術技能評価は術中術後の手術成績を反映するか？：
腹腔鏡下胃切除術技能評価スケールの妥当性検討

北海道大学 消化器外科II

左胃動脈から冠動脈に血流を認めた進行胃癌に対して
腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した一例

深井 智司 竹田綜合病院 内視鏡外科

飯塚 修平 浜松医科大学第一外科
倉田 徹

齊藤 準

富山市民病院 外科

当科における局所進行右側結腸癌に対する腹腔鏡下手術

総合病院 厚生中央病院 消化器病センター外科
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子宮1

EP035-04

福田 雄介 東邦大学医療センター大森病院

不妊治療における子宮鏡検査の有用性の検討

食道良性1

EP036-07

橋本 佳和 杏林大学 消化器・一般外科

Reduced Port Laparoscopic Nissen Fundoplicationの臨床検討

胃・十二指腸悪性5

EP037-06

菊池 裕貴 千葉大学大学院工学研究科

感圧紙を用いた超音波凝固切開装置の発生するキャビテーションの解析

胃・十二指腸悪性6

EP038-04

足立 真一 市立東大阪医療センター 消化器外科

高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術症例についての検討

胃・十二指腸悪性7

EP039-07

大山 健一 能代厚生医療センター外科

肥満症例に対するReduced port LDGの許容性に関する検討

胃・十二指腸悪性8

EP040-07

食道悪性3

EP041-05

教育

EP042-05 横山 新一郎 北海道大学消化器外科2

安全な腹腔鏡下手術の実施に必要な基本的知識の理解度調査：
課題と今後のカリキュラム開発に向けて

大腸悪性8

EP043-05

木下 敬史 愛知県がんセンター中央病院

横行結腸癌に対する腹腔鏡下中結腸動脈D3郭清

大腸悪性9

EP044-07

石崎哲央

A novel 3D-CT navigation for Laparoscopic surgery of transverse colon cancer

大腸悪性10

EP045-04

谷口 文崇 岩国医療センター

左側大腸癌切除における下腸間膜動脈温存の意義とその方法

大腸悪性11

EP046-07

松本 日洋 土浦協同病院

Rectum Catcher Deviceと術中CFを使用した腹腔鏡下直腸癌手術の長期成績

ヘルニア7

EP047-06

北原 弘恵 昭和伊南総合病院 外科

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP)後の早期再発症例の検討

ヘルニア8

EP048-05

ヘルニア9

EP049-07

肝臓4

EP050-02 大久保 悟志 国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科

膵Solid-pesudopapillary neoplasm術後再発例に対する外科的切除例の検討

胆嚢・総胆管3

EP051-02

富丸 慶人 市立豊中病院 外科

高齢者の急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績

胆嚢・総胆管4

EP052-03

高木 知聡 さいたま市立病院外科

胆嚢炎早期手術における当施設の取り組み-発症7日以内での腹腔鏡下手術-

腎臓・尿管1

EP053-04

花井 一也 東海大学医学部 外科学系 泌尿器科学

MAPスコア（Mayo adhesive probability score）は
RAPNの手術難易度の予測因子になりうるか

大腸良性5

EP054-04

栃井 航也 岐阜赤十字病院 外科

直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術における工夫
～経肛門的直腸脱先進部牽引法の導入～

大腸良性6

EP055-02

子宮2

EP056-04

高松 士朗 近畿大学医学部附属病院産科婦人科教室

婦人科内視鏡手術における合併症回避のための後腹膜腔展開について

胃・十二指腸良性１

EP057-02

吉山 繁幸 三重大学 消化管・小児外科

十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術（D-LECS）の経験

胃・十二指腸悪性9

EP058-02 渡邉 めぐみ 津山中央病院 外科

腹腔鏡下噴門側胃切除における観音開き法再建の手術手技と短・中期成績

胃・十二指腸悪性10

EP059-03

HALSを用いた腹腔鏡下噴門側胃切除術（観音開き再建）の有用性の検討

胃・十二指腸悪性11

EP060-02

羽藤 慎二 四国がんセンター 外科

腹腔鏡下噴門側胃切除における術式共通クリニカルパスの妥当性

胃・十二指腸悪性12

EP061-04

阿部 展次 杏林大学外科

十二指腸良性・低悪性度腫瘍に対する腹腔鏡補助下縮小手術の成績

食道悪性4

EP062-04

松原 弘侑 姫路医療センター 消化器外科

胸腔鏡下食道切除術における食道間膜化を意識した上縦隔郭清手技の工夫

食道悪性5

EP063-03

小柳 和夫 国立がん研究センター中央病院 食道外科

胸腔鏡下食道切除術の体位による手術成績の比較と血清CRP値の検討

大腸悪性12

EP064-02

岡本 和哉 藤枝市立総合病院

中結腸動脈が下腸間膜動脈から分岐する横行結腸癌に対し
腹腔鏡下手術を施行した１例

大腸悪性13

EP065-07

岡崎 直人 虎の門病院 消化器外科

腹腔鏡下左側大腸癌手術時に留意すべき解剖変異 :
persistent descending mesocolon

大腸悪性14

EP066-07

牧野 曉嗣 慶應義塾大学医学部 外科学 一般・消化器外科

腹腔鏡下手術が有用であった仙骨脊索腫の1例

大腸悪性15

EP067-02

松田 健司 和歌山県立医科大学第２外科

腹腔鏡下低位前方切除術後の骨盤内ドレーン留置の検討

小腸3

EP068-05 五十嵐 高広 那須赤十字病院

胆石性十二指腸閉塞に対して内視鏡的砕石術を施行した後に
回腸より腹腔鏡下採石術を施行した一例

ヘルニア10

EP069-06

腹腔鏡補助下に腹壁外結紮法で修復した高齢女性のMorgagni孔ヘルニアの一例

青山 徹

Comparison the body weight and lean body mass
between LATG and OTG for gastric cancer

横浜市立大学 外科治療学

胸腔鏡下食道切除が術後早期の
骨格筋量と筋力に与える影響：前向きコホート研究

錦織 達人 京都大学消化管外科

松村 勝

東京医科大学 消化器・小児外科学分野

腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP)は
前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに行うことは可能か？

門司メディカルセンター 外科

再発性鼠径ヘルニアに対するePTFEメッシュを用いた
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術

長尾 吉泰 九州大学先端医工学診療部

水上 陽

萩原 謙

関谷 翔

大阪府済生会野江病院

腹腔鏡下直腸固定術の導入と治療成績

日本大学医学部消化器外科

王子総合病院
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ヘルニア11

EP070-05

佐々木 優 大阪大学大学院医学系研究科外科学講座 消化器外科学 心臓移植後に発生した左横隔膜ヘルニア嵌頓の一例

ヘルニア12

EP071-05

塚田 遼

大阪大学大学院医学系研究科 小児成育外科

肝臓5

EP072-02

堤 親範

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院外科 魚骨の胃壁穿通による肝膿瘍に対して腹腔鏡下肝内異物摘出術を行った1例

胆嚢・総胆管5

EP073-04

矢杉 賢吾 津山中央病院

気腫性胆嚢炎における一期的腹腔鏡下胆嚢摘出術の有用性の検討

膵臓1

EP074-10

橋田 真輔 香川県立中央病院

腹腔鏡下に切除した膵管内乳頭粘液性腫瘍に
膵神経内分泌腫瘍の混在を認めた一症例

小児外科1

EP075-05

嵯峨 謙一 北野病院 小児外科

術後に腹痛を繰り返す児に対する腹腔鏡下癒着剥離術の試み

大腸良性7

EP076-10

丸尾 伸之 淀川キリスト教病院 産婦人科

直腸脱子宮脱合併に対する腹腔鏡下直腸固定術後の膀胱脱症例の経験から
腹腔鏡下仙骨腟固定術導入をめざして

大腸良性8

EP077-07

那須 啓一 東京都立墨東病院

腹腔鏡補助下に切除したS状結腸尿膜管膀胱瘻の1例

子宮3

EP078-02

宮川 知保 大阪赤十字病院

腹腔鏡下子宮筋腫核出術における術中出血量推定因子としての筋腫サイズと
自己血輸血の必要性についての検討

子宮・卵巣・その他3

EP079-02

吉田 卓功 済生会横浜市東部病院

腹腔鏡下広汎子宮全摘術に合併したコンパートメント症候群の1例

胃・十二指腸悪性13

EP080-05

浦田 順久 大阪市立総合医療センター 消化器外科

当院における胃GISTに対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の検討

胃・十二指腸悪性14

EP081-09

赤松 道成 北部地区医師会病院

十二指腸粘膜癌に対して腹腔鏡補助下膵温存十二指腸全摘術を施行した２症例

胃・十二指腸悪性15

EP082-03

谷口 清章 東京女子医科大学

管内発育型GISTに対する腹腔鏡下粘膜剥離術（LSD）を付加したLECSの工夫

胃・十二指腸悪性16

EP083-01

松本 志郎 自治医科大学 消化器・一般外科

小児GISTに対し、非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術を行った一例

呼吸器悪性2

EP084-03

白橋 幸洋 岐阜大学医学部附属病院 呼吸器外科

食道癌に対する胸腔鏡下食道亜全摘術後の原発性肺癌右上葉切除術の1例

呼吸器良性2

EP085-04

加藤 大喜 (公財)がん研究会 有明病院 呼吸器センター外科

横隔膜ヘルニアを合併した肺葉内分画症に対する胸腔鏡下右S9＋S10区域切除術

大腸悪性16

EP086-01 小嶋 幸一郎 杏林大学 医学部 外科学教室 消化器・一般外科

直腸癌術後縫合不全による難治性骨盤内膿瘍に対し
鏡視補助下薄筋弁充填による根治術を行なった１例

大腸悪性17

EP087-10

先端屈曲デバイスを用いた直腸肛門近傍剥離の工夫

大腸悪性18

EP088-08 佐々木 邦明 恵佑会札幌病院 消化器外科

当院における初発大腸癌に対する腹腔鏡下手術の短期・中期成績

大腸悪性19

EP089-06

薮野 太一 横浜市立市民病院 消化器外科

腹腔鏡補助下結腸部分切除後の腸間膜欠損部に内ヘルニアを生じた1例

小腸4

EP090-06

齊藤 和彦 ひたち医療センター

腹腔鏡下に診断し摘出のみで治癒した魚骨小腸穿通の1例

ヘルニア13

EP091-09

ヘルニア14

EP092-07

工藤 裕実 さいたま市立病院

TAPP法で修復した大腿膀胱ヘルニアの1例

ヘルニア15

EP093-07

三田 一仁 新東京病院 外科

腹腔鏡下ヘルニア手術（TAPP）において
周術期抗血栓療法は術後出血のリスク因子となるか

肝臓6

EP094-07

森本 守

名古屋市立大学病院

腹腔鏡下系統的肝切除術におけるカダバートレーニングの有用性

胆嚢・総胆管6

EP095-06

末岡 智

一宮市立市民病院

当院における経皮経肝胆嚢ドレナージを先行して施行した
中等症急性胆嚢炎症例の検討

膵臓2

EP096-09

拜殿 明奈 浦添総合病院消化器病センター外科

腹腔鏡下膵体尾部切除で診断された膵上皮内癌の2例

小児外科2

EP097-09

千馬 耕亮 名古屋大学大学院医学系研究科 小児外科学

先天性横隔膜ヘルニア開腹根治術後再発に対する胸腔鏡下修復術

大腸良性9

EP098-06

高木 忠隆 奈良県西和医療センター 外科

腹腔鏡下手術にて腸切除を伴わず根治しえた
魚骨による結腸穿通性膿瘍の1例

大腸良性10

EP099-01

澄川 宗祐 恵佑会札幌病院

腹腔鏡補助下結腸亜全摘術を施行した特発性腸間膜静脈硬化症の１例

卵巣1

EP100-06

子宮・卵巣・その他4

EP101-01

山本 泰弘 社会福祉法人 康和会 久我山病院 産婦人科

緊急腹腔鏡下骨盤内ドレナージを要した女性骨盤腹膜炎の一例

胃・十二指腸悪性17

EP102-01

岡田 治彦 済生会川口総合病院 外科

当院における腹腔鏡下胃切除後のデルタ吻合の形態的な評価・検討

胃・十二指腸悪性18

EP103-03

平松 良浩 浜松医科大学 医学部 第２外科

胃・十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡下部分切除術

胃・十二指腸悪性19

EP104-05

横田 満

梶 俊介

徳山 治

田渕 悟

公益財団法人倉敷中央病院 外科

島根大学医学部 消化器・総合外科

大阪市立総合医療センター

腹腔鏡補助下に修復した白線ヘルニアの2例

術後に呼吸機能の改善を認めた
Upside-down stomachを伴う食道裂孔ヘルニアの1手術例

当院にて診断的腹腔鏡下手術を施行した進行卵巣癌、進行卵管癌症例について

東京医科大学八王子医療センター 消化器外科・移植外科 早期胃癌に非穿孔式胃壁内反切除術（NEWS）を施行した1例
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胃・十二指腸悪性20

EP105-04

國友 愛奈 愛知県がんセンター中央病院 消化器外科

呼吸器悪性3

EP106-05

重松 久之 愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科 胸腔鏡下肺葉切除術における術後肺瘻症例の検討

呼吸器良性3

EP107-05

新田 健雄 北見赤十字病院

右上葉区域切除後に生じた右上葉捻転の一切除例

大腸悪性20

EP108-01

寺田 好孝 滋賀医科大学 消化器外科

DST(Double Stapling Technique)における側端吻合の導入

大腸悪性21

EP109-01

坂本 良平 福岡大学病院消化器外科

当科における直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清

大腸悪性22

EP110-01

呉林 秀崇 福井大学第一外科

腹腔鏡下大腸癌手術における術後腸閉塞症についての検討

大腸悪性23

EP111-07

富永 哲郎 がん研究会 有明病院

Ｔ４ａ結腸癌に対する腹腔鏡手術の検討

大腸悪性24

EP112-04

ヘルニア16

EP113-02

友杉 隆宏 佐賀大学 医学部 一般・消化器外科

腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の定型化

ヘルニア17

EP114-07

村上 剛平 関西労災病院 外科

腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術におけるメッシュ位置決めの工夫

ヘルニア18

EP115-02

肝臓7

EP116-06

廣川 文鋭 大阪医科大学 一般・消化器外科

当科における腹腔鏡下肝切除

胆嚢・総胆管7

EP117-03

三島 江平 国際親善総合病院

剥離鉗子型Bipolar電気メスを使用したSS-inner layerを意識した
剥離手技による安全な腹腔鏡下胆嚢摘出術

胆嚢・総胆管8

EP118-03

平井 隆仁 昭和大学消化器・一般外科

腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術難易度予測

膵臓3

EP119-03

野田 弘志 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 膵神経内分泌腫瘍(PNET)に対する腹腔鏡下膵切除術の検討

大腸良性11

EP120-04

大石 裕佳 横須賀共済病院 外科

大腸良性12

EP121-05 大和田 善之 高槻病院

腹腔鏡下虫垂切除術における巾着埋没縫合による虫垂断端埋没の工夫

子宮4

EP122-01

子宮周囲血管走行を配した腹腔鏡下広汎子宮全摘術シミュレーター

胃・十二指腸悪性21

EP123-07

橋本 直佳 大阪大学医学部 消化器外科

胃・十二指腸悪性22

EP124-03

田上 修司 独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 外科 腹腔鏡下胃全摘術における定型化 特に食道空腸吻合に関して

胃・十二指腸悪性23

EP125-01

牧野 成人 厚生連長岡中央綜合病院 消化器外科

腹腔鏡下幽門側胃切除におけるデルタ吻合の工夫と安全性 (体外吻合との比較)

整形外科

EP126-02

河村 涌志 岡山赤十字病院整形外科

肩鎖関節症に対する鏡視下手術の小経験

手術機器・器具1

EP127-05

中川 真理 岡山市民病院

上部消化管穿孔緊急手術におけるロボティックスコープホルダーの使用経験

呼吸器悪性4

EP128-03

羽田 裕司 名古屋市立大学大学院医学研究科 腫瘍・免疫外科 Thiel cadaverを用いた胸腔鏡下心嚢内肺動脈確保トレーニング

腹腔内腫瘍・後腹膜腫瘍1

EP129-06

龍澤 泰彦 石川県済生会金沢病院外科

直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術後
約2年で発生した腹腔内デスモイドの1例

大腸悪性25

EP130-05

石山 泰寛 昭和大学横浜市北部病院 消化器センター

術中偶発症により開腹移行を有した腹腔鏡下大腸切除術の検討

大腸悪性26

EP131-04

浜部 敦史 市立豊中病院

軟性樹脂・3Dプリンターを用いて作成した腹腔鏡手術シミュレーション用骨盤モデル

大腸悪性27

EP132-06

廣 純一郎 三重大学医学部消化管小児外科

80歳以上の高齢者大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の治療成績

大腸悪性28

EP133-04

野澤 宏彰 東京大学 腫瘍外科

抗血栓療法中の大腸癌患者に対する腹腔鏡手術の検討

大腸悪性29

EP134-06

松原 大樹 京都府立医科大学

腹腔鏡手術が術後炎症に及ぼす影響の検討

ヘルニア19

EP135-07

二瓶 憲

総合南東北病院

術前診断し,腹腔鏡下に修復した大網裂孔ヘルニアの1例

ヘルニア20

EP136-02

井上 諭

医療法人社団 シマダ 嶋田病院 外科

単孔式腹腔鏡下に治療した子宮広間膜ヘルニアの一例

ヘルニア21

EP137-04

松本 敏文 国立病院機構別府医療センター

特発性食道破裂術後に発生した横隔膜ヘルニアに対して
腹腔鏡下修復術を施行した1例

肝臓8

EP138-06

大谷 広美 愛媛県立中央病院 消化器外科

―肝にグリップを付けて快適に生切り― CUSAによる腹腔鏡下肝切除術

胆嚢・総胆管9

EP139-03

稲田 涼

伊藤 謙

竹中 慎

沖本 将

胃癌術後に遅発性左肝動脈瘤を認めた1例

Stage IV大腸癌に対する化学療法後姑息的原発巣切除における
開腹手術と腹腔鏡手術の比較

関西医科大学外科

埼玉県立がんセンター

腹腔鏡下胃切除術後の腹壁瘢痕ヘルニア発症リスクに関する検討

大腸穿孔に対する腹腔鏡手術の検討

昭和大学藤が丘病院 産婦人科

胃上部早期癌に対する腹腔鏡下胃亜全摘術の術後短期成績

広島大学 消化器・移植外科

Percuvanceの使用経験
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肝臓･胆嚢･総胆管ナビゲーション EP140-06

畠山 知也 大阪鉄道病院 外科

ICG蛍光法による術中胆道造影の安全性と有効性についての検討

膵臓4

EP141-02

笹沼 英紀 自治医科大学 消化器一般外科

腹腔鏡下膵体尾部切除における電動式自動縫合器を使った膵離断定型化の試み

大腸良性13

EP142-03

大腸良性14

EP143-05

山本 悠太 昭和伊南総合病院 外科

当院における腹腔鏡下虫垂切除術に対するReduced Port Surgeryの成績

メディカルスタッフ・チーム医療1

EP144-03

原田 智昭 市立釧路総合病院 臨床工学室

手術体験イベントに手術支援ロボットブースを取り入れた試み

胃・十二指腸悪性24

EP145-01

岸野 貴賢 香川大学 医学部 消化器外科

当院における腹腔鏡下食道空腸手縫い吻合の検討

胃・十二指腸悪性25

EP146-02 古川 健一朗 静岡県立静岡がんセンター 胃外科

VM(+)でESD非治癒切除となった胃癌の壁深達度、リンパ節転移についての検討

胃・十二指腸悪性26

EP147-06 杉村 啓二郎 大阪国際がんセンター

5-ALAを用いた蛍光腹腔鏡検査により検出できた
微小腹膜転移陽性胃癌の検討

食道悪性6

EP148-02

吉田 直矢 熊本大学 消化器外科

胸腔鏡下食道切除術における呼吸器合併症のリスクファクターの検討

手術機器・器具2

EP149-01

宮崎 安弘 大阪大学 消化器外科

腹腔鏡下スリーブ状胃切除術におけるEFｘシールドを用いた筋膜縫合の経験

呼吸器悪性5

EP150-06

吉田 周平 金沢大学 先進総合外科

胸腔鏡下肺癌手術におけるリンパ節郭清の工夫

縦隔・乳腺

EP151-01

小田 梨紗 名古屋市立大学大学院医学研究科 腫瘍・免疫外科学 当科における前縦隔腫瘍に対する剣状突起下アプローチの工夫

大腸悪性30

EP152-09

富澤 直樹 前橋赤十字病院 外科

大腸癌に対するNOSE(Natural orifice specimen extraction)による
完全腹腔鏡下手術の腫瘍学的検討

大腸悪性31

EP153-01

鈴木 道成 周南市立新南陽市民病院

当科における結腸・直腸癌に対する
用手補助腹腔鏡下手術（HALS）症例の検討

大腸悪性32

EP154-05

旗手 和彦 独立行政法人国立病院機構相模原病院 外科

術前に診断しえた大腸ステント留置後の閉塞性大腸炎の一例

大腸悪性33

EP155-03

諏訪 宏和 横須賀共済病院 外科

膀胱浸潤を伴うS状結腸癌に対する腹腔鏡下手術の安全性

小腸5

EP156-08

小川 雄介 虎の門病院消化器外科

下行結腸間膜に癒着した小腸GISTに対して腹腔鏡手術で切除し得た１例

ヘルニア22

EP157-08

北薗 巌

鹿児島大学大学院 心臓血管・消化器外科学

大腿ヘルニア嵌頓に対し腹腔鏡下整復後に二期的TEPを施行した１例
-本邦ヘルニア嵌頓報告787病変の成績-

ヘルニア23

EP158-04

神藤 修

磐田市立総合病院 消化器外科

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）後再発3例を振り返って

ヘルニア24

EP159-02

岸 和樹

杉田玄白記念公立小浜病院

マイクログリップ付メッシュを用いた安全な腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア修復術

肝臓9

EP160-04

菅野 将史 岩手医科大学

Cantlie line離断先行腹腔鏡下S8亜区域切除

胆嚢・総胆管10

EP161-09

緒方 健一 済生会熊本病院 外科

胆嚢ドレナージ後の腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術困難因子

膵臓5

EP162-08

小児外科3

EP163-05

山根 裕介 長崎大学病院 小児外科

膵臓・脾臓

EP164-05

郡司 崇裕 東京医科大学 八王子医療センター 消化器外科・移植外科 腹腔鏡下脾動静脈温存尾側膵切除術を施行した4例

食道良性2

EP165-02

信岡 隆幸 札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科

異物誤飲による食道穿孔に対する鏡視下手術の経験

救急医療１

EP166-05

尾島 英介 浅ノ川総合病院 外科

当科における上部消化管穿孔に対する腹腔鏡下手術症例の検討

胃・十二指腸良性2

EP167-05 原田 真之資 刈谷豊田総合病院 消化器・一般外科

内視鏡手術を施行したDieulafoy潰瘍の一例

胃・十二指腸悪性27

EP168-01

長田 寛之 京都中部総合医療センター 外科

腹腔鏡下胃手術における手術リスク評価法の有用性

胃・十二指腸悪性28

EP169-07

坂口 善久 九州医療センター 消化管外科・臨床研究センター

腹腔鏡下幽門側胃切除術における膵上縁リンパ節郭清手技

胃・十二指腸悪性29

EP170-06

小林 直

虎の門病院消化器外科

腹腔鏡下胃癌手術における膵脂肪化と膵頭隆起の
術前予測に基づいた幽門下リンパ郭清の手術手技

食道悪性7

EP171-01

五藤 哲

昭和大学 医学部 外科学講座 消化器・一般外科学

左側臥位完全胸腔鏡下食道亜全摘術(VATS-E)における
頭側one monitor見上げ法の有用性

気胸・心臓・大血管

EP172-08

大沢 郁

前橋赤十字病院 呼吸器外科

胸腔鏡を用いて経大動脈的左室内血栓除去術を施行した１例

腎臓・尿管2

EP173-05

引田 克弥 鳥取大学 医学部 器官制御外科学講座 腎泌尿器学分野 高齢患者における後腹膜鏡下腎尿管全摘の周術期成績の検討

大腸悪性34

EP174-02

近藤 宏佳 埼玉医科大学国際医療センター

毛利 貴

松下 晃

東京慈恵会医科大学付属柏病院外科

日本医科大学 消化器外科

難治性便秘症に対する単孔式腹腔鏡下結腸全摘術の治療成績

当科における悪性腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術の手術成績
術後25年目に遺残膵内胆管結石を認め、
腹腔鏡下遺残膵内胆管切除を施行した1例

腹腔鏡下大腸癌根治切除術後腹膜播種再発症例の検討
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大腸悪性35

EP175-05

山之口 賢 大阪赤十字病院 消化器外科

当科での腹腔鏡下大腸癌切除症例における縫合不全症例の検討

大腸悪性36

EP176-03

田中 俊道 栃木県立がんセンター

右側結腸癌に対する機能的端々吻合の有用性と問題点の検討

大腸悪性37

EP177-02

山本 誠士 大阪医科大学 一般・消化器外科

80歳以上高齢者に対する、腹腔鏡下大腸手術の検討

小腸6

EP178-04

鎌田 哲平 東京慈恵会医科大学

繰り返す血便を主訴に発見され、
腹腔鏡下回盲部切除術によって切除しえた回腸動静脈奇形の１例

ヘルニア25

EP179-04

水谷 文俊 KKR 東海病院 外科

経腹的アプローチでは同定困難であった右閉鎖孔ヘルニアに対して
全腹腔外アプローチ(TEP)が有効であった1例

ヘルニア26

EP180-04

小畠 千晶 福山市民病院

腹腔鏡補助下に摘出した精索脂肪肉腫の１例

ヘルニア27

EP181-09

肝臓10

EP182-04

胆嚢・総胆管11

EP183-04

膵臓6

EP184-04

池田 直也 奈良県立医科大学消化器総合外科

腹腔鏡下膵尾側切除術において
自動縫合器で切離困難な厚みのある膵の切離の工夫

脾臓1

EP185-02

後町 武志 東京慈恵会医科大学 肝胆膵外科

Laparoscopic splenectomy for nodular and cystic lesions in the spleen

メディカルスタッフ・チーム医療2

EP186-07

前田 奈美 長野県立こども病院 手術室

Nuss法術後の上肢における神経障害についての検討

食道良性3

EP187-10

萩原 信敏 日本医科大学付属病院 消化器外科

術前誤嚥性肺炎併発食道裂孔ヘルニアに対する
腹腔鏡下手術時の胃瘻併置の有用性

胃・十二指腸良性3

EP188-05

三橋 洋介 イムス札幌消化器中央総合病院 外科

繰り返す胃軸捻転症に対して、腹腔鏡下胃固定術を施行した一例

胃・十二指腸良性4

EP189-08 小見山 聡介 市立福知山市民病院 外科

十二指腸水平脚表在性腫瘍に対する
経上行結腸間膜アプローチによる腹腔鏡内視鏡合同手術(LECS）

胃・十二指腸悪性30

EP190-02

岩松 清人 群馬大学外科診療センター

腹腔鏡下胃癌手術の定型化への取り組み

胃・十二指腸悪性31

EP191-04

村田 晃一 北播磨総合医療センター

腹腔鏡下胃切除術におけるオーガンリトラクターを使用した簡便な肝圧排法

胃・十二指腸悪性32

EP192-09

松井 亮太 石川県立中央病院 消化器外科

腹腔鏡下胃癌手術の術後合併症に関わる因子の検討

食道悪性8

EP193-03

牧野 知紀 大阪大学 大学院・医学部 消化器外科

完全内臓逆位症を合併した食道癌・胃癌の重複癌に対して
鏡視下切除術を施行した1例

縦隔1

EP194-01

太田 喜洋 東京医科大学 消化器・小児外科学分野

食道嚢胞と診断され胸腔鏡切除を行った気管支原性縦隔嚢胞の一例

膀胱・前立腺

EP195-06

尾崎 啓介 徳島大学 泌尿器科

ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後の尿失禁と
内閉鎖筋体積との関連性の検討

大腸悪性38

EP196-07

加藤 翔子 愛知医科大学病院

前立腺癌に対するロボット支援手術後に
直腸癌に対する腹腔鏡補助下手術を施行した2例

大腸悪性39

EP197-09

筒山 将之 愛知県がんセンター中央病院 消化器外科

完全内臓逆位に合併した上行結腸癌に対し、
腹腔鏡下結腸右半切除術D3郭清を施行した1例

大腸悪性40

EP198-03

日吉 雅也 東京都立墨東病院

本態性血小板血症を合併した盲腸癌に対して
腹腔鏡下回盲部切除術を施行した1例

大腸悪性41

EP199-01

小腸7

EP200-07

島岡 秀樹 福岡徳洲会病院 外科

Meckel憩室内翻を先進部とする腸重積症に対して
ZigZag切開を用いた単孔式腹腔鏡手術を施行した1例

ヘルニア28

EP201-07

池永 直樹 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 外科

再発鼠径ヘルニアに対し対側アプローチによるTAPP法を施行した1例

ヘルニア29

EP202-04

天野 新也 横浜市立大学

腹腔鏡下ヘルニア根治術で膀胱損傷を合併した1例

末梢血管・その他

EP203-09

菅谷 慎祐 諏訪赤十字病院

当院における腹腔鏡下胃空腸バイパス術

肝臓11

EP204-04

木下 正彦 大阪市立総合医療センター 肝胆膵外科

腹腔鏡下再肝切除術におけるDifficulty scoring systemの意義

胆嚢・総胆管12

EP205-06 吉岡 佑一郎 ときわ会 常磐病院 外科

腹腔鏡下胆嚢摘出術における、肝円索吊り上げ併用の有用性の検討

膵臓7

EP206-07

背側膵動脈に着目した腹腔鏡下膵体尾部切除術

脾臓2

EP207-08 小松崎 修平 筑波大学附属病院 消化器外科

巨大な腎細胞癌脾転移の一例 －当科での腹腔鏡下脾臓摘出術の定型化－

大腸良性15

EP208-07

腹腔鏡下手術を施行した虫垂粘液嚢腫の9例

食道良性・悪性

EP209-06

武藤 潤

帯広厚生病院 外科

TAPPにおける、パリテックス ラップ プログリップ メッシュの展開法

津川 大介 神戸大学大学院 肝胆膵外科学
半田 寛

岡本 健

当院における腹腔鏡下肝切除の定型化と適応拡大への工夫

済生会横浜市東部病院

抗血栓薬を服用している急性胆嚢炎症例に対する胆嚢摘出術の検討

高知大学附属病院 がん治療センター

仲田 興平 九州大学大学院医学研究院 臨床・腫瘍外科

花澤 隆明 社会医療法人財団新和会八千代病院
吉田 豊

東邦大学医療センター佐倉病院 外科
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胃・十二指腸良性5

EP210-03

加藤 怜子 埼玉県立小児医療センター

胃重複症に対して腹腔鏡下開窓術を施行した１小児例

胃・十二指腸良性6

EP211-01

岡村 昌彦 済生会野江病院 消化器外科

当院における上部消化管穿孔に対する治療戦略

胃・十二指腸悪性33

EP212-03

大渓 隆弘 済生会新潟第二病院 外科

腹腔鏡下胃切除症例における術前NLR値の意義

胃・十二指腸悪性34

EP213-05

杉山 陽一 JA広島総合病院

80歳以上高齢者に対する腹腔鏡下胃切除術の安全性および有用性の検討

胃・十二指腸悪性35

EP214-09

芹澤 朗子 東京女子医科大学病院 消化器・一般外科

幽門狭窄を有する高度進行胃癌における腹腔鏡胃空腸バイパス術の工夫

食道悪性9

EP215-05

浜井 洋一 広島大学 原医研腫瘍外科

胸腔鏡下食道切除術を行った食道原発早期悪性黒色腫の１例

縦隔2

EP216-03

膀胱・前立腺・副腎

EP217-06

古川 正隆 佐世保市総合医療センター 泌尿器科

鏡視下に摘除した副腎に発生した異所性肝細胞癌の1例

大腸悪性42

EP218-09

近藤 崇之 国立病院機構東京医療センター

腹腔鏡下左側大腸手術における化学的前処置の有用性

大腸悪性43

EP219-01

菊池 章史 東京医科歯科大学医学部附属病院 大腸・肛門外科

腹腔鏡下直腸手術後の下腿コンパートメント症候群3例の経験と当科における対策

大腸悪性44

EP220-02

清水 智治 滋賀医科大学外科学講座消化器外科

関連病院との腹腔鏡下大腸切除術の技術情報共有

大腸悪性45

EP221-02

小腸8

EP222-02

中田 泰幸 成田赤十字病院

成人腸回転異常症に対して腹腔鏡下Ladd手術を施行した1例

ヘルニア30

EP223-03

枝川 広志 徳島赤十字病院

腹腔鏡下に修復した両側denovo１型ヘルニアの１例

ヘルニア31

EP224-06

木庭 雄至 東大和病院

腹壁瘢痕ヘルニア術後メッシュ感染に対して
腹腔鏡下メッシュ除去術が有効であった1例

胆嚢・総胆管13

EP225-09 白井 信太郎 西知多総合病院

肝臓12

EP226-08

前田 栄

独立行政法人 国立病院機構大阪医療センター 外科 腹腔鏡下肝切除を施行した血友病の2例

胆嚢・総胆管14

EP227-10

川越 麗

白十字病院 臨床研修センター

その他1

EP228-08

伊藤 修平 九州大学病院別府病院 外科

ステロイド内服中の腹腔鏡下手術後に発症した門脈血栓症症例

脾臓3

EP229-01

河合 典子 函館中央病院 外科

腹腔鏡下脾固定術を施行した妊婦の遊走脾の１例

大腸良性16

EP230-04

卸川 智文 社会医療法人 敬愛会 中頭病院

腹腔鏡下ISRを施行した直腸巨大絨毛腫瘍の1例

大腸良性17

EP231-04

胃・十二指腸良性7

EP232-08

胃・十二指腸良性8

EP233-04 谷田部 沙織 富士市立中央病院外科

良性十二指腸潰瘍狭窄に対し腹腔鏡下迷走神経切離術が奏功した1例

胃・十二指腸悪性36

EP234-03 小林 毅一郎 国家公務員共済組合連合会 千早病院 外科

進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の短期・中期成績の検討
~中規模一般市中病院において安全に行えるか~

胃・十二指腸悪性37

EP235-06

平山 昂仙 国立病院機構 長崎医療センター

鏡視下胃幽門側切除におけるdelta吻合Billroth-I法再建の工夫

腹腔内腫瘍・後腹膜腫瘍2

EP236-05

内藤 雅人 三菱京都病院 消化器外科

腹腔鏡操作と経仙骨操作を併用して切除した、仙骨前面dermoid cyst

腹壁・腹膜・その他

EP237-03

救急医療2

EP238-05

その他の泌尿器科領域

EP239-03

嘉数 修

鄭 充善

日高 元

中頭病院 外科

胸腔鏡下に切除した縦隔内甲状腺腫瘍の3例

大阪警察病院 消化器外科

直腸癌に対する単孔式内視鏡手術の成績

胆石イレウスに対して２期的に単孔式腹腔鏡下根治術を施行した１例

血液透析中に穿孔性胆嚢炎および汎発性腹膜炎を来した1例

東京山手メディカルセンター 大腸肛門科

Chilaiditi症候群に発症した経皮内視鏡的胃瘻造設術後の
胃結腸皮膚瘻に対し腹腔鏡下に修復し得た一例

片山 外大 関西電力病院 外科

三井 潤

クローン病に対する単孔式腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術の一例

釧路赤十字病院

腹腔鏡下生検で診断したIgG4関連疾患の２例

松田 真輝 埼玉医科大学総合医療センター 高度救命救急センター 多発外傷症例に対する鏡視下手術
榊原 舞

国立病院機構 千葉医療センター

単孔式腹腔鏡下尿膜管摘出術を施行した2症例
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