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講
　
演

会長講演

会長講演：心技一体：ともに悩みともに歩む
ArtmeetsHeart

日　時：�12月8日（金）　13：55～14：35
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�渡邊　昌彦（北里大学医学部外科）
演　者：�坂井　義治（京都大学消化管外科）

大上賞記念講演

大上賞記念講演：3-port完全胸腔鏡手術にこだわって
日　時：�12月9日（土）　9：40～10：10
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�渡邊　昌彦（北里大学医学部外科）
演　者：�河野　　匡（虎の門病院呼吸器センター外科）

理事長講演

理事長講演：日本内視鏡外科学会の今，そして未来
日　時：�12月8日（金）　11：20～11：50
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�北野　正剛（大分大学）
演　者：�渡邊　昌彦（北里大学医学部外科）

特別記念講演

特別記念講演1：21世紀の内視鏡外科学の展開－過去・現在・未来を見据えて－
日　時：�12月7日（木）　11：30～12：10
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�山川　達郎（帝京大学附属溝口病院外科）
演　者：�北島　政樹（国際医療福祉大学）

特別記念講演2：伝統とリズム
日　時：�12月8日（金）　13：10～13：50
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�坂井　義治（京都大学消化管外科）
演　者：�森川　裕之（浜作代表取締役三代目主人）
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12月7日（木）　第1会場　1Fメインホール 9：50～ 11：20

特別企画1　　骨盤の“Mesoanatomy”　－内視鏡外科と局所解剖の融合－
司　　会　��帝京大学ちば総合医療センター� 幸田　圭史
　　　　　��鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野� 武中　　篤
特別発言　��東京医科歯科大学臨床解剖学分野� 秋田　恵一

特企1-KL	 	直腸下部の前方と後方における腸管平滑筋と骨格筋との関係について
東京医科歯科大学臨床解剖学分野　　秋田　恵一

特企1-1	 	解剖に則った直腸癌手術
東京医科歯科大学消化管外科学分野　　絹笠　祐介

特企1-2	 	広汎子宮全摘出術における骨盤解剖	～他科骨盤外科との比較～
鹿児島大学医学部産科婦人科　　小林　裕明

特企1-3	 	泌尿器科から見た神経血管束とデノビ膜
鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野　　武中　　篤

12月7日（木）　第1会場　1Fメインホール 13：30～ 15：00

特別企画2　　30年後の手術を妄想する　―AI・ロボット―
司　会　��京都大学消化管外科� 坂井　義治
　　　　��大阪大学大学院情報科学研究科� 前田　太郎

特企2-1	 	来たる超高齢化社会でいきるロボットとは？
株式会社メディカロイド／	

川崎重工業株式会社ロボットビジネスセンター　　橋本　康彦
特企2-2	 	̀Digital	Surgery`,	democratizing	surgery

Marketing	and	Business	Development,	VERB	SURGICAL,	USA　　Dave	Hermann
特企2-3	 	人工知能によって世の中はどう変わるのか

公立はこだて未来大学　　松原　　仁

12月8日（金）　第1会場　1Fメインホール 9：40～ 11：10

特別企画3　　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
司　会　��京都大学産科婦人科� 馬場　　長
　　　　��高槻赤十字病院消化器外科� 平松　昌子

特企3-1	 	診療、教育、研究の充実にはオフの活動が不可欠！
札幌医科大学産婦人科学講座　　齋藤　　豪

特企3-2	 	手術室の新ルール：3時間手術交代制が何を変えたか
京都大学産科婦人科　　安彦　　郁

特企3-3	 	二人三脚、laparoscopistとendocrinologistまだまだ道半ば
倉敷成人病センター産科婦人科　　太田　啓明

特企3-4	 	教室の女性若手外科医の育成方法
東京大学大学院医学系研究科消化管外科学　　野村　幸世

特企3-5	 	将来の地域医療を担うスターサージョン育成を目指した地方大学の取り組み
高知大学医学部外科１　　花﨑　和弘



¯ 48 ¯

特
別
企
画

12月9日（土）　第2会場　2FRoomA 8：00～ 9：30

特別企画4　　Challengetothedifficultcolorectalcases:Beyondthe
Guidelines
司　会　��Division�of�General�Surgery.�Department�of�Surgery,�University�of�

Washington�Medical�Center,�USA� Alessandro�Fichera
　　　　��北里大学医学部外科� 渡邊　昌彦

特企4-1	 	Optimal	strategy	for	suspicious	lateral	pelvic	lymph	node	metastasis	in	advanced	
rectal	cancer

Colorectal	Cancer	Center,	Kyungpook	National	University	Chilgok	
Hospital,	Korea　　Gyu-Seog	Choi

特企4-2	 	Laparoscopic	surgery	for	T4b	colorectal	cancer
Department	of	Surgery,	Chulalongkorn	University,	Thailand　　

Chucheep	Sahakitrungruang
特企4-3	 	経肛門的・経会陰的鏡視下骨盤内臓全摘手術

佐久総合病院佐久医療センター下部消化管外科　　植松　　大
特企4-4	 	困難症例に対する腹腔鏡下大腸癌手術

大阪医科大学病院がんセンター・消化器外科　　奥田　準二
特企4-5	 	Applications	of	TaTME	for	“beyond	TME	Surgery”	and	redo	pelvic	surgery

Surgical	Oncology	and	Gastrointestinal	Surgery,	Department	of	
Surgery,	Academic	Medical	Center,	Netherlands　　Roel	Hompes

特企4-6	 	taTME:	Key	Points	of	a	New	Procedure
Center	for	Colon	&	Rectal	Surgery,	Florida	Hospital	Medical	Group,	USA　　Osama	Atallah

12月9日（土）　第1会場　1Fメインホール 10：20～ 11：40

特別企画5（トークショー）　　外科医の「心」から「技」、「技」から「心」へ
司　会　��京都大学消化管外科� 坂井　義治

	 	
大阪赤十字病院消化器外科　　金谷誠一郎

	 	
虎の門病院消化器外科　　黒柳　洋弥

	 	
北里大学医学部外科　　渡邊　昌彦
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12月7日（木）　第3会場　1Fアネックス1 9：50～ 11：10

エデュケーショナルビデオセッション1　　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）

司　会　��静岡県立静岡がんセンター胃外科� 寺島　雅典
　　　　��九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科� 中村　雅史

領EV1-1	 	学ぶ立場から教える立場へ移行するなかで習得した腹腔鏡下胃切除術
がん研有明病院消化器外科　　布部　創也

領EV1-2	 	当院における進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の実際
虎の門病院消化器外科　　春田周宇介

領EV1-3	 	前方アプローチによる完全腹腔鏡下右肝切除術　-集大成としての定型的手術-
岩手医科大学外科学講座　　長谷川　康

領EV1-4	 	基本手技と定型化による標準的腹腔鏡下膵体尾部切除術
京都大学肝胆膵・移植外科　　増井　俊彦

12月7日（木）　第3会場　1Fアネックス1 13：30～ 14：50

エデュケーショナルビデオセッション2　　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）

司　会　��東海大学医学部消化器外科� 小澤　壯治
　　　　��東海大学医学部外科学系呼吸器外科学� 岩﨑　正之

領EV2-1	 	腹臥位胸腔鏡下食道切除術：上縦隔郭清を中心に
京都大学消化管外科　　角田　　茂

領EV2-2	 	腹臥位食道癌手術における左右上縦隔郭清
神戸大学食道胃腸外科　　押切　太郎

領EV2-3	 	術前導入化学療法症例に対する完全鏡視下左肺上葉切除
姫路医療センター呼吸器外科　　山田　　徹

領EV2-4	 	当院における胸腔鏡下肺葉切除、縦隔リンパ節郭清
がん研有明病院呼吸器センター外科　　中尾　将之

12月7日（木）　第3会場　1Fアネックス1 15：10～ 16：40

エデュケーショナルビデオセッション3　　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）

司　会　��大阪医科大学病院がんセンター・消化器外科� 奥田　準二
　　　　��富山県立中央病院産婦人科� 舟本　　寛
　　　　��熊本大学泌尿器科� 神波　大己

領EV3-1	 	当科における標準的な腹腔鏡下直腸癌手術
国立がん研究センター中央病院大腸外科　　塚本　俊輔
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領EV3-2	 	網嚢開放先行アプローチによる膵臓、十二指腸損傷を安全に回避した定型化された腹
腔鏡下右半結腸切除術

鳥取市立病院外科　　加藤　　大
領EV3-3	 	深部子宮内膜症、ダグラス窩開放術に対する尿管・直腸剥離～私の手術は尿管・直腸

を愛護していますか？
倉敷成人病センター産婦人科　　羽田　智則

領EV3-4	 	腹腔鏡下子宮全摘術を安全に行うための我々の工夫
奈良県立医科大学産科婦人科　　棚瀬　康仁

領EV3-5	 	腹腔鏡下根治的腎摘除術
東海大学医学部外科学系泌尿器科学　　花井　一也

領EV3-6	 	ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術（RALP）
大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学講座（泌尿器科学）　　永原　　啓

12月8日（金）　第3会場　1Fアネックス1 8：00～ 9：20

エデュケーショナルビデオセッション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？
（ヘルニア・小児）

司　会　��大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科学� 奥山　宏臣
　　　　��斗南病院外科� 川原田　陽

領EV4-1	 	限られた症例の中での技術取得：プラットフォーム戦略
順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　　岡和田　学

領EV4-2	 	腹腔鏡下胆道拡張症手術―私の手術の工夫―
兵庫県立こども病院小児外科　　福澤　宏明

領EV4-3	 	当院に特徴的で辛辣な批評の対象になりそうな標準TEP手技4点
佐久総合病院佐久医療センター消化器外科　　秋山　　岳

領EV4-4	 	あらゆるタイプに応じた普遍性のあるTAPP法
千葉医療センター外科　　山本　海介

12月9日（土）　第3会場　1Fアネックス1 8：00～ 9：30

エデュケーショナルビデオセッション5　　こんなときどうする!?：Pitfallとその
対処（胸腔・上腹部）

司　会　��大阪赤十字病院消化器外科� 金谷誠一郎
　　　　��福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科� 岩﨑　昭憲
　　　　��北海道大学病院消化器外科1� 神山　俊哉

領EV5-1	 	胸腔鏡下食道癌根治術における大動脈からの出血、反回神経切離に対する対処
虎の門病院消化器外科　　上野　正紀

領EV5-2	 	こんなときどうする！？　-腹腔鏡下胃切除における、出血に対する基本手技-
埼玉県立がんセンター消化器外科　　江原　一尚

領EV5-3	 	知って得する腹腔鏡下肝切除術のpressure	management
がん・感染症センター都立駒込病院外科　　本田　五郎

領EV5-4	 	腹腔鏡下膵切除でのPitfallとその対処
関西労災病院消化器外科　　武田　　裕
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領EV5-5	 	胸腔鏡下手術における胸腔内血管損傷時の対応アルゴリズム
群馬大学大学院総合外科学　　清水　公裕

領EV5-6	 	あなたはステープラーを100パーセント信用しますか？
大津赤十字病院呼吸器外科　　片倉　浩理

12月9日（土）　第3会場　1Fアネックス1 14：50～ 16：20

エデュケーショナルビデオセッション6　　こんなときどうする!?：Pitfallとその
対処（大腸・骨盤）

司　会　��広島市民病院� 岡島　正純
　　　　��鳥取大学� 原田　　省
　　　　��秋田大学大学院医学系研究科腎泌尿器科学講座� 羽渕　友則

領EV6-1	 	こんなときどうする！？　Pitfallとその対処（大腸・骨盤）
高岡病院外科　　小竹　優範

領EV6-2	 	腹腔鏡下大腸切除術における偶発症対策
北里大学医学部下部消化管外科学　　佐藤　武郎

領EV6-3	 	婦人科腹腔鏡下手術　pitfallとその対処
関西医科大学産科学婦人科学講座　　北　　正人

領EV6-4	 	腹腔鏡下手術におけるトラブルへの対応と合併症回避の戦略　	
－テクニカルスキルとノンテクニカルスキル－

新百合ケ丘総合病院　　浅田　弘法
領EV6-5	 	泌尿器科手術における術中の出血や尿管損傷、その時の対処法

神戸市立西神戸医療センター泌尿器科　　伊藤　哲之
領EV6-6	 	腹腔鏡下前立腺全摘除術における術中合併症とその対処法

呉医療センター・中国がんセンター泌尿器科　　繁田　正信

12月7日（木）　第7会場　2FRoomB-1 9：50～ 11：10

ビデオワークショップ1　　高難度症例への挑戦（婦人科・泌尿器科）
司　会　��藤田保健衛生大学医学部産婦人科� 廣田　　穰
　　　　��東北大学大学院医学系研究科・医学部泌尿器科学� 荒井　陽一

領VW1-1	 	泌尿器科腹腔鏡手術における高難易度症例
天理よろづ相談所病院泌尿器科　　奥村　和弘

領VW1-2	 	後腹膜鏡下尿管剥離術：膀胱全摘術の尿路変更失敗例に対する低侵襲サルベージ手術
への応用

東北医科薬科大学医学部泌尿器科学講座　　海法　康裕
領VW1-3	 	Save	the	ureter!	-	Hard-fought	battles	with	severe	endometriosis	-

大阪中央病院婦人科　　松本　　貴
領VW1-4	 	TLHを中心とする婦人科高難度症例の治療戦略

メディカルトピア草加病院婦人科　　小堀　宏之
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12月8日（金）　第5会場　1FRoomD 14：45～ 16：15

ビデオワークショップ2　　高難度症例への挑戦（胸腔）
司　会　��大阪大学消化器外科� 土岐祐一郎
　　　　��藤田保健衛生大学呼吸器外科� 須田　　隆

領VW2-1	 	腹臥位胸腔鏡下食道癌手術における困難症例に対する挑戦
岡山大学消化器外科学　　白川　靖博

領VW2-2	 	局所進行食道癌に対する鏡視下食道切除術
大阪大学大学院消化器外科　　山﨑　　誠

領VW2-3	 	高難度症例に対する胸腔鏡下食道癌手術～安全な胸腔鏡下サルベージ食道切除術の戦
略とその手技の応用

東北大学大学院消化器外科学II　　亀井　　尚
領VW2-4	 	胸腔鏡下での胸壁切除および胸壁再建

天理よろづ相談所病院呼吸器外科　　中川　達雄
領VW2-5	 	高難度症例への挑戦　-完全鏡視下残存肺全摘術を中心に-

姫路医療センター呼吸器センター外科　　長井信二郎

12月9日（土）　第3会場　1Fアネックス1 13：10～ 14：30

ビデオワークショップ3　　高難度症例への挑戦（上腹部）
司　会　��東京医科歯科大学胃外科� 小嶋　一幸
　　　　��東京医科歯科大学肝胆膵外科� 田邉　　稔

領VW3-1	 	3回の手術を要した局所進行食道胃接合部癌の経験
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　宇山　一朗

領VW3-2	 	胃癌高難度症例に対する術前評価と手術手技の工夫
福岡赤十字病院外科　　永井　英司

領VW3-3	 	高度進行胃がんに対する腹腔鏡下Outside-In	approachリンパ節郭清術
順天堂大学消化器・低侵襲外科　　福永　　哲

領VW3-4	 	巨大肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝右葉切除術
岩手医科大学外科　　新田　浩幸

領VW3-5	 	経皮経肝門脈塞栓術後の門脈血栓が中枢側に伸展した症例に対する腹腔鏡下肝右葉切
除術

堺市立総合医療センター肝胆膵外科　　中平　　伸
領VW3-6	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術　―その難度を下げるわれわれの取り組み―

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　永川　裕一

12月7日（木）　第4会場　1Fアネックス2 15：10～ 16：40

パネルディスカッション1　　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!-

司　会　��足立共済病院� 山本　　学
　　　　��手稲渓仁会病院外科／北海道大学消化器外科Ⅱ� 渡邊　祐介

領PD1-1	 	モノポーラ電気メスのメカニズムと効果的な使用法
手稲渓仁会病院外科／北海道大学消化器外科Ⅱ　　渡邊　祐介
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領PD1-2	 	モノポーラの安全な使用法　―有害事象を含めて―
東京医療センター外科　　西原　佑一

領PD1-3	 	ベッセルシーリングシステムのメカニズムと安全な使用法
広島厚生病院／広島大学消化器外科　　内田　一徳

領PD1-4	 	超音波凝固切開装置のメカニズムと安全な使用法
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　　渡邉　　純

領PD1-5	 	ベッセルシーリングシステムのメカニズムと安全な使用法
埼玉県立がんセンター消化器外科　　江原　一尚

領PD1-6	 	エナジーデバイスの知識を深めるために	-	日本と北米の教育的取り組み
富山大学呼吸循環総合外科　　本間　崇浩

12月8日（金）　第3会場　1Fアネックス1 9：40～ 11：10

パネルディスカッション2　　領域横断的な内視鏡下側方郭清の実際：共通点と相違点
司　会　��順天堂大学浦安病院消化器・一般外科� 福永　正氣
　　　　��京都大学医学部泌尿器科� 小川　　修
　　　　��京都大学産科婦人科� 万代　昌紀

領PD2-1	 	直腸癌に対する側方郭清に有用な内腸骨血管の解剖
横浜市立大学附属市民総合医療センター　　大田　貢由

領PD2-2	 	直腸癌に対する腹腔鏡下側方郭清（血管合併切除）
福岡大学医学部消化器外科　　長谷川　傑

領PD2-3	 	産婦人科における腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清
石川県立中央病院産婦人科　　干場　　勉

領PD2-4	 	直腸癌における側方郭清vs子宮頸癌における骨盤リンパ節郭清
三重大学医学部附属病院　　田畑　　務

領PD2-5	 	泌尿器科領域の内視鏡下骨盤リンパ節郭清(側方郭清)-予後との兼ね合いからくる解
剖的郭清領域認識の曖昧さ-

京都大学大学院医学研究科泌尿器科　　井上　貴博
領PD2-6	 	泌尿器科領域における骨盤内リンパ節郭清

帝京大学ちば総合医療センター泌尿器科　　荒木　千裕

12月7日（木）　第6会場　1FRoomE 15：10～ 16：40

ワークショップ1　　これからのロボット支援手術：適応拡大に向けて
司　　会　��神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野� 藤澤　正人
　　　　　��九州大学大学院医学研究院先端医療医学� 橋爪　　誠
特別発言　��東京医療センター� 松本　純夫

領WS1-1	 	これからのロボット支援手術：適応拡大に向けて―食道―
東京大学消化管外科　　瀬戸　泰之

領WS1-2	 	呼吸器外科ロボット手術の普及と適応拡大に向けて
鳥取大学医学部胸部外科学分野　　中村　廣繁

領WS1-3	 	泌尿器科領域におけるロボット支援手術の現状と適応拡大における課題
神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野　　藤澤　正人

領WS1-4	 	胃癌に対するロボット支援手術の適応拡大に向けて
佐賀大学一般・消化器外科　　能城　浩和
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領WS1-5	 	直腸癌に対するロボット支援下手術－適応拡大に向けて
東京大学腫瘍外科　　川合　一茂

領WS1-6	 	婦人科疾患に対するロボット支援手術の普及と適応拡大に向けて
東京医科大学産科婦人科学分野　　井坂　惠一

12月8日（金）　第4会場　1Fアネックス2 8：00～ 9：30

ワークショップ2　　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）

司　会　��慶應義塾大学医学部外科学� 北川　雄光
　　　　��東京医科大学呼吸器甲状腺外科� 池田　徳彦

領WS2-1	 	食道癌・胃癌に対するセンチネルリンパ節理論を応用した内視鏡手術の展望
浜松医科大学外科学第二講座　　竹内　裕也

領WS2-2	 	ICG蛍光法によるリンパ流評価に基づいた腹腔鏡下側方郭清術
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　　渡邉　　純

領WS2-3	 	バーチャルリアリティと低侵襲手術の融合によるサージカル・イノベーションへの展
開

東京医科大学呼吸器外科・甲状腺外科学分野　　梶原　直央
領WS2-4	 	Navigational	Bronchoscopyから　Navigational	Surgeryへ　電磁場誘導気管支鏡と

RFIDマーキング
京都大学医学部附属病院臨床研究総合センター　　佐藤　寿彦

領WS2-5	 	近赤外線蛍光と3次元CT	Projection	mappingによる複合イメージガイド内視鏡外科
手術

高知大学医学部外科学（外科2）講座　　穴山　貴嗣
領WS2-6	 	帯電性マイクロ・ナノバブル洗浄による鏡視下手術における血腫除去・術後感染予

防・局所再発防止の可能性
九州大学先端医療イノベーションセンター　　大平　　猛

12月8日（金）　第4会場　1Fアネックス2 9：40～ 11：10

ワークショップ3　　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）

司　会　��京都大学肝胆膵・移植外科� 上本　伸二
　　　　��近畿大学医学部奈良病院呼吸器外科� 塩野　裕之

領WS3-1	 	腹腔鏡下肝胆膵手術における複合モダリティー術中支援とその未来
昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科　　青木　武士

領WS3-2	 	In	vivo蛍光イメージングの進歩と肝胆道手術・膵切除への応用
がん研有明病院消化器外科　　石沢　武彰

領WS3-3	 	マーキングを越えたマッピング法による胸腔鏡手術支援
京都大学呼吸器外科　　青山　晃博

領WS3-4	 	ホームメイドソフト支援による胸腔鏡手術
東京女子医科大学外科学（第一）　　神崎　正人

領WS3-5	 	消化器外科におけるコンピュータ支援手術
筑波大学消化器外科・臓器移植外科　　大城　幸雄

領WS3-6	 	肝臓手術シミュレーションにおける現状と問題点
慶應義塾大学外科　　阿部　雄太
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12月8日（金）　第3会場　1Fアネックス1 14：45～ 16：15

ワークショップ4　　骨盤内臓全摘術（後方内臓全摘も含む）
司　会　��虎の門病院消化器外科� 黒柳　洋弥
　　　　��宮崎大学泌尿器科� 賀本　敏行
　　　　��京都医療センター� 小西　郁生

領WS4-1	 	大腸腫瘍における腹腔鏡下骨盤内臓摘出術の治療成績と手術手技
がん研有明病院消化器外科　　秋吉　高志

領WS4-2	 	腹腔鏡下骨盤内臓全摘　－消化器外科から見たコツと注意点－
名古屋大学腫瘍外科　　上原　圭介

領WS4-3	 	婦人科がんに対する骨盤内臓全摘術
国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科　　加藤　友康

領WS4-4	 	婦人科疾患に対する腹腔鏡下骨盤内臓全摘術
がん研有明病院婦人科　　金尾　祐之

領WS4-5	 	骨盤内臓全摘における泌尿器科の関わりについて
宮崎大学医学部発達泌尿生殖医学講座泌尿器科学分野　　向井尚一郎

12月9日（土）　第5会場　1FRoomD 13：10～ 14：30

ワークショップ5　　骨盤臓器脱の手術
司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 花井　恒一
　　　　��富山県立中央病院産婦人科� 谷村　　悟
　　　　��日本大学泌尿器科� 髙橋　　悟

領WS5-1	 	腹腔鏡下直腸縫合固定術の適応と成績
大腸肛門病センター高野病院　　中村　　寧

領WS5-2	 	直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術は標準術式になりうるか？
東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター　　山名　哲郎

領WS5-3	 	LSC：調和と融合から未来を創る
日本医科大学女性診療科・産科　　市川　雅男

領WS5-4	 	腹腔鏡下仙骨腟固定術を安全に行う工夫と若手医師への教育
近畿大学医学部産科婦人科学教室　　小谷　泰史

領WS5-5	 	ダブルメッシュを用いたトータルリペアLSCの課題と術式の改良
第一東和会病院女性泌尿器科ウロギネコロジーセンター　　竹山　政美
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12月8日（金）　第7会場　2FRoomB-1 9：40～ 11：10

パネルディスカッション1　　医工連携に必要な人材の育成
司　　会　��早稲田大学理工学術院先進理工学研究科� 伊関　　洋
　　　　　��九州大学大学院医学研究院先端医療医学� 橋爪　　誠
特別発言　��早稲田大学ナノ・ライフ創新研究機構� 谷下　一夫

医PD1-KL	 	日本医療研究開発機構における医療機器開発と人材育成の取組について
日本医療研究開発機構産学連携部医療機器研究課　　三代川洋一郎

医PD1-1	 	医療機器実用化の為の突破力促成とFinisher人材創出のプログラム
東京女子医科大学先端生命医科学研究所先端工学外科学分野　　村垣　善浩

医PD1-2	 	医療機器開発をになう「融合人材」とは
大阪大学消化器外科学　　中島　清一

医PD1-3	 	臨床現場主導の産学官連携による企業人材育成における課題と解決策
大分大学医学部臨床医工学センター　　穴井　博文

医PD1-4	 	事業化プロセスを通じた人財育成：アカデミック・サイエンス・ユニット（ASU）×
バイオデザイン

東北大学病院臨床研究推進センター／東北大学大学院医学系研究科	
神経外科学分野／東北大学病院高度救命救急センター　　中川　敦寛

医PD1-5	 	新しい医療機器の開発とイノベーション教育
鳥取大学医学部附属病院新規医療研究推進センター　　植木　　賢

12月8日（金）　第8会場　2FRoomB-2 14：45～ 16：15

パネルディスカッション2　　医工連携における事業化戦略の課題
司　会　��大阪大学消化器外科学� 中島　清一
　　　　��東京慈恵会医科大学呼吸器外科� 森川　利昭

医PD2-KL	 	経済産業省の医療機器開発・事業化支援政策について
経済産業省近畿経済産業局　　足立　光晴

医PD2-1	 	私の失敗に学ぶ　-いかに失敗したか-
国際医療福祉大学病院消化器・一般外科　　鈴木　　裕

医PD2-2	 	国立がん研究センター認定ベンチャー企業による手術支援ロボット開発
国立がん研究センター東病院手術機器開発分野　　伊藤　雅昭

医PD2-3	 	医療機器の事業化において外科医の果たせる役割とは
西陣病院外科　　髙木　　剛

医PD2-4	 	公的資金による医工連携プロジェクトの事業化戦略の課題
慶應義塾大学外科　　和田　則仁
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12月8日（金）　第2会場　2FRoomA 14：45～ 16：15

国際シンポジウム　　Currentstatusandperspectivesofsurgicaltraining
司　会　��メディカルトピア草加病院� 金平　永二
　　　　��四谷メディカルキューブ� 黒川　良望

教IS-KL	 	Current	status	and	perspectives	of	surgical	training	in	Poland
Second	Department	of	General	and	Oncological	Surgery,	Medical	

University,	Poland　　Wojciech	Kielan
教IS-1	 	Current	status	and	perspectives	of	surgical	training	in	Thailand

Department	of	Surgery,	Chulalongkorn	University,	Thailand　　
Chucheep	Sahakitrungruang

教IS-2	 	Current	Status	and	Perspectives	of	Surgical	Training	in	Hong	Kong
Division	of	Colorectal	Surgery,	Department	of	Surgery,	The	Chinese	

University	of	Hong	Kong,	China　　Simon	Ng
教IS-3	 	Education	in	IRCAD	South	America

Ircad	Latinamerica,	Brazil	and	Americas	Medical	City,	Brazil　　
Armando	Geraldo	Franchini	Melani

教IS-4	 	Cadaver	Surgical	Training	－愛媛大学の取り組み－
愛媛大学医学部肝胆膵外科　　髙井　昭洋

教IS-5	 	わが国における献体を使用した手術手技研修の現状:	日本外科学会CST推進委員会か
らの報告
日本外科学会CST推進委員会／北海道大学医学研究院消化器外科学教室II　　七戸　俊明

12月8日（金）　第8会場　2FRoomB-2 9：40～ 11：10

パネルディスカッション　　技術認定制度の意義と問題点
司　　　会　��関西医科大学腎泌尿器外科� 松田　公志
　　　　　　��京都大学消化管外科� 坂井　義治
コメンテーター　��東京山手メディカルセンター� 万代　恭嗣

教PD-1	 	日本内視鏡外科学会技術認定制度（消化器一般）
杏林大学医学部外科（消化器一般）　　森　　俊幸

教PD-2	 	産婦人科領域における教育と技術認定制度
東京大学大学院医学系研究科産婦人科　　大須賀　穣

教PD-3	 	呼吸器外科における技術認定制度の意義と課題を考察する
東京医科大学呼吸器甲状腺外科　　池田　徳彦

教PD-4	 	泌尿器腹腔鏡技術認定制度の意義と問題点
徳島大学大学院医歯薬学研究部泌尿器科学分野　　金山　博臣

教PD-5	 	小児外科領域における技術認定制度：現状・問題点・展望
順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　　山高　篤行

教PD-6	 	整形外科脊椎内視鏡下手術・技術認定医の現状と今後の展望
大阪市立大学医学部整形外科　　中村　博亮
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12月7日（木）　第8会場　2FRoomB-2 15：10～ 16：40

ワークショップ　　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
司　　会　��東京慈恵会医科大学呼吸器外科� 森川　利昭
　　　　　��岐阜大学医学部附属病院呼吸器センター呼吸器外科� 岩田　　尚
特別発言　��福西会病院� 山下　裕一

教WS-1	 	感覚融合技術を用いた内視鏡手術トレーニングシステム「追いトレ」
大阪大学大学院情報科学研究科　　安藤英由樹

教WS-2	 	実体サイズ胸郭臓器一体モデルによる胸腔鏡手術トレーニング
東京慈恵会医科大学呼吸器外科　　山下　　誠

教WS-3	 	肺葉切除＋リンパ節郭清が可能なシミュレーターの開発
藤田保健衛生大学呼吸器外科　　須田　　隆

教WS-4	 	患者特異的腹腔鏡手術シミュレータ“Lap-PASS”
横浜市立大学泌尿器科　　槙山　和秀

教WS-5	 	外科医の心を惹きつける客観評価縫合シミュレータの開発
九州大学病院／日本医療研究開発機構／	

千葉大学フロンティア医工学センター　　植村　宗則
教WS-6	 	泌尿器前立腺全摘除術における膀胱尿道吻合シミュレーターとforce	feedbackシステ

ムの開発
関西医科大学附属病院　　吉田　健志

12月8日（金）　第6会場　1FRoomE 8：00～ 9：30

文科省内視鏡外科教育プログラム・共催シンポジウム　　他領域から学ぶ領域横断的
内視鏡手術トレーニング

司　会　��国際医療福祉大学医学部消化器外科� 板野　　理
　　　　��徳島大学大学院医歯薬学研究部泌尿器科学分野� 金山　博臣
　　　　��東京大学大学院医学系研究科産婦人科� 大須賀　穣

教S-1	 	課題解決型高度医療人材養成プログラム「領域横断的内視鏡手術エキスパート育成事業」
慶應義塾大学医学部外科学（一般・消化器）　　八木　　洋

教S-2	 	領域横断的内視鏡手術エキスパート育成事業：泌尿器科的視点から見たベーシック
コースの意義

慶應義塾大学医学部泌尿器科学教室　　茂田　啓介
教S-3	 	「領域横断的内視鏡手術エキスパート育成事業」による小児内視鏡外科手術チームの育

成
国立成育医療研究センター外科　　渡邉　稔彦

教S-4	 	内視鏡手術支援ロボット手術における教育の現状
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　宇山　一朗

教S-5	 	泌尿器における教育の現況
北里大学泌尿器科／日本泌尿器内視鏡学会教育委員長　　岩村　正嗣

教S-6	 	婦人科における腹腔鏡下手術の教育の現状
東京大学大学院医学系研究科産婦人科学　　大須賀　穣

教S-7	 	海外における内視鏡外科の教育活動の現況
大分大学医学部消化器・小児外科学講座　　猪股　雅史
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教S-8	 	海外（アジア）の病院事業に参入する企業からの視点
三菱商事株式会社生活流通本部ヘルスケア部／エム・シー・メディカ

ル株式会社／日本メディカルネクスト株式会社　　鈴木　　裕
教S-9	 	日本内視鏡外科学会教育委員会の新しい取り組み

埼玉医科大学国際医療センター消化器外科／	
日本内視鏡外科学会教育委員会　　山口　茂樹

上部消化管

12月7日（木）　第2会場　2FRoomA 13：30～ 15：00

パネルディスカッション　　食道胃接合部癌に対する内視鏡外科手術
司　会　��浜松医科大学外科学第二講座� 竹内　裕也
　　　　��岐阜大学腫瘍外科� 吉田　和弘

上PD-1		 	食道胃接合部腺癌における下縦隔郭清の意義と鏡視下手技
がん研有明病院消化器外科　　峯　　真司

上PD-2	 	食道胃接合部癌に対する再建消化管選択基準
和歌山県立医科大学外科学第2講座　　中森　幹人

上PD-3	 	食道胃接合部癌に対するリンパ節郭清範囲の根拠
東京大学消化管外科　　山下　裕玄

上PD-4	 	食道胃接合部癌に対する経裂孔的縦隔郭清における視野確保の工夫と至適郭清範囲
京都府立医科大学消化器外科　　塩﨑　　敦

上PD-5	 	食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下大動脈周囲リンパ節郭清
大阪大学消化器外科　　黒川　幸典

12月7日（木）　第2会場　2FRoomA 15：10～ 16：40

シンポジウム1　　Minimallyinvasivegastrectomyforadvancedgastric
cancer:currentstatusandfutureperspective

司　会　��東京医科歯科大学胃外科� 小嶋　一幸
　　　　��がん研有明病院� 佐野　　武

上S1-KL	 	Minimally	invasive	gastrectomy	for	advanced	gastric	cancer
Department	of	Surgery,	Seoul	National	University		

Bundang	Hospital,	Korea／ Department	of	Surgery,		
Seoul	National	University	College	of	Medicine,	Korea　　Hyung-Ho	Kim

上S1-1		 	進行胃がんに対する腹腔鏡下胃切除術の短期、長期成績　開腹術との比較　
Propensity	score	matched	analysis

大阪国際がんセンター消化器外科　　大森　　健
上S1-2	 	進行胃癌に対する腹腔鏡下膵上縁郭清

神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学分野　　金治　新悟
上S1-3	 	進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術におけるリンパ節郭清と再建のコツ

石川県立中央病院消化器外科　　稲木　紀幸
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上S1-4	 	多施設共同第III相試験からみた腹腔鏡下幽門側胃切除術の進行胃癌へ適応拡大につい
て

大分大学消化器・小児外科／腹腔鏡下胃切除術研究会　　衛藤　　剛
上S1-5	 	NAC後進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の現状

名古屋市立大学消化器外科　　瀧口　修司

12月8日（金）　第2会場　2FRoomA 9：40～ 11：10

シンポジウム2　　Minimalinvasiveesophagectomy:currentstateofart
ofeachapproach

司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 宇山　一朗
　　　　��虎の門病院消化器外科� 宇田川晴司

上S2-KL	 	Thoracosocpic	mobilization	of	the	esophagus	with	mediastinal	lymph	node	
dissection	under	semi-prone	position

Division	of	Thoracic	Surgery,	Zhong	Shan	Hospital,	Fu	Dan	
University,	China　　Lijie	Tan

上S2-1		 	ロボット支援下非開胸（縦隔鏡下）食道癌根治術
東京大学消化管外科　　瀬戸　泰之

上S2-2	 	単孔式縦隔鏡テクニックを用いた上中縦隔郭清手技
京都府立医科大学消化器外科　　藤原　　斉

上S2-3	 	反回神経麻痺ゼロを実現した左側臥位胸腔鏡下食道癌手術
昭和大学消化器・一般外科　　大塚　耕司

上S2-4	 	腹臥位胸腔鏡下食道切除における微細層構造を意識した安全な上縦隔郭清術
岡山大学消化器外科学　　野間　和広

上S2-5	 	食道癌に対する左側臥位胸腔鏡手術
大阪市立大学大学院消化器外科　　李　　栄柱

12月8日（金）　第1会場　1Fメインホール 14：45～ 16：15

シンポジウム3　　内視鏡手術による新たな外科解剖の展開（上部消化管）
司　会　��兵庫医科大学上部消化管外科� 篠原　　尚
　　　　��東京女子医科大学消化器外科� 大杉　治司

上S3-1		 	発生学に基づいた「受け」を利用した縦郭リンパ節郭清
国立がん研究センター食道外科　　大幸　宏幸

上S3-2	 	新たな外科解剖に基づく上縦隔郭清
大阪赤十字病院消化器外科　　金谷誠一郎

上S3-3	 	幽門下領域の微細解剖に基づいた6番リンパ節の亜分類とその合理的郭清
兵庫医科大学上部消化管外科　　篠原　　尚

上S3-4	 	内視鏡手術における食道胃接合部の外科解剖
姫路医療センター消化器外科　　佐藤　誠二

上S3-5	 	術前3D-CTを用いた脾門部・膵上縁郭清
国立がん研究センター東病院胃外科　　木下　敬弘
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12月9日（土）　第4会場　1Fアネックス2 13：10～ 14：30

ワークショップ1　　腹腔鏡下胃全摘術・腹腔鏡下噴門側胃切除：再建の工夫
司　会　��がん研有明病院胃外科� 比企　直樹
　　　　��神奈川県立がんセンター消化器外科� 吉川　貴己

上WS1-1		 	完全鏡視下手縫いによる逆流防止弁形成食道残胃吻合（観音開き法）
岡山大学消化器外科学　　西﨑　正彦

上WS1-2	 	腹腔鏡下噴門側胃切除：ナイフレス自動縫合器と手縫い吻合による食道胃吻合法の有
用性

市立大津市民病院外科　　岡部　　寛
上WS1-3	 	Circular	staplerを用いた腹腔鏡下噴門側切除後の食道胃吻合再建

山梨大学医学部第一外科　　市川　大輔
上WS1-4	 	腹腔鏡下胃全摘後のCROSSOVER食道空腸吻合法

大阪医科大学一般・消化器外科　　李　　相雄
上WS1-5	 	腹腔鏡下胃全摘Overlap法による再建の工夫

岩手医科大学外科　　肥田　圭介
上WS1-6	 	腹腔鏡下食道空腸手縫い吻合の手技と成績　――安価、安全、安心、安定した標準手

技――
大浜第一病院外科　　稲嶺　　進

上WS1-7	 	腹腔鏡下胃切除（TG・PG）における再建、Orvilを用いての我々の工夫と経験
NTT東日本関東病院　　里舘　　均

12月9日（土）　第2会場　2FRoomA 14：50～ 16：10

ワークショップ2　　Neweraofroboticgastrectomy：Howshouldwedeal
withit?

司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 宇山　一朗
　　　　��佐賀大学一般・消化器外科� 能城　浩和

上WS2-KL			New	era	of	robotic	gastrectomy：How	should	we	deal	with	it?
Department	of	Surgery,	Yonsei	University	College	of	Medicine,	Korea　　Woo	Jin	Hyung

上WS2-1	 	ロボット支援下胃切除術-先進医療B「内視鏡下手術用ロボットを用いた腹腔鏡下胃切
除術」から-

藤田保健衛生大学総合消化器外科　　中内　雅也
上WS2-2	 	ロボット支援胃癌手術の安全な導入と運用：ロボットの利点を最大限に活用する

京都大学消化管外科　　小濵　和貴
上WS2-3	 	安全にロボット支援胃切除を行うために	-当院における導入と手術の工夫-

国立がん研究センター東病院胃外科　　杉田　静紀
上WS2-4	 	胃癌に対するロボット支援下手術の現状と展望

佐賀大学医学部一般・消化器外科　　與田　幸恵
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12月9日（土）　第4会場　1Fアネックス2 14：50～ 16：20

ワークショップ3　　腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術・噴門形成術の実際
司　会　��昭和大学江東豊洲病院消化器センター� 井上　晴洋
　　　　��富士市立中央病院外科� 柏木　秀幸

上WS3-KL			腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術および噴門形成術の標準化を目指して：米国の現状
と再発症例から学ぶ

Lewis	Katz	School	of	Medicine	at	Temple	University,	USA／
Esophagealand	Lung	Institute,	Allegheny	Health	Network,	USA　　北方　敏敬

上WS3-1	 	滑脱を伴わないPPI抵抗性GERDに対する内視鏡的噴門形成術ARMSの実際
昭和大学江東豊洲病院消化器センター　　井上　晴洋

上WS3-2	 	GERDおよび食道裂孔ヘルニアに対する年齢・症状による噴門形成選択法を用いた腹
腔鏡下修復術

広島市立広島市民病院外科　　井谷　史嗣
上WS3-3	 	当科における腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術・噴門形成術の工夫点

西埼玉中央病院　　小村　伸朗
上WS3-4	 	混合型食道裂孔ヘルニア患者に対する腹腔鏡手術

日本医科大学消化器外科　　野村　　務

下部消化管

12月8日（金）　第2会場　2FRoomA 8：00～ 9：30

国際シンポジウム1　　“Realworldandperspectives(futures)ofTaTME---
Nodoubt?”

司　会　��Colorectal�Cancer�Center,�Kyungpook�National�University�
Chilgok�Hospital,�Daegu,�Korea� Gyu-Seog�Choi

　　　　��福岡大学医学部消化器外科� 長谷川　傑
下IS1-1	 	Value	of	TaTME	International	Registry	and	Standardised	Training	Pathway	for	

Safe	Implementation
Surgical	Oncology	and	Gastrointestinal	Surgery,	Department	of	

Surgery,	Academic	Medical	Center,	Netherlands　　Roel	Hompes
下IS1-2	 	History	and	Indications

Center	for	Colon	&	Rectal	Surgery	Florida	Hospital	Medical	Group,	USA　　Osama	Atallah
下IS1-3	 	直腸癌に対するtaTMEのデバイスとセッティング

札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科　　竹政伊知朗
下IS1-4	 	TaTMEを安全かつ根治的に行うための外科解剖

国立がん研究センター東病院大腸外科　　伊藤　雅昭
下IS1-5	 	Perspectives	of	TaTME

Division	of	Colorectal	Surgery,	Department	of	Surgery,	The	Chinese	
University	of	Hong	Kong,	China　　Simon	Ng
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12月9日（土）　第2会場　2FRoomA 13：10～ 14：30

国際シンポジウム2　　TotalproctocolectomyforUC/FAP
司　会　��三重大学大学院医学系研究科消化管・小児外科学� 楠　　正人
　　　　��慶應義塾大学外科� 長谷川博俊

下IS2-KL	 	Total	Proctocolectomy	for	UC/FAP	-	Current	Status	in	USA
Division	of	General	Surgery,	Department	of	Surgery,	University	of	

Washington	Medical	Center,	USA　　Alessandro	Fichera
下IS2-1	 	日本のFAPに対するTotal	proctocolectomy

がん研有明病院消化器外科／大腸癌研究会家族性大腸癌委員会　　小西　　毅
下IS2-2	 	潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡下大腸全摘術にいかにしてTaTMEを応用するのか？

慶應義塾大学医学部一般・消化器外科　　岡林　剛史
下IS2-3	 	HALSを用いた大腸全摘・回腸嚢肛門（管）吻合術

東京女子医科大学消化器・一般外科　　板橋　道朗
下IS2-4	 	腹腔鏡下大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術における回腸嚢関連合併症発生抑制のための工

夫
三重大学消化管・小児外科　　荒木　俊光

下IS2-5	 	潰瘍性大腸炎の緊急手術におけるReduced	Port	Surgery
順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科　　永仮　邦彦

12月7日（木）　第4会場　1Fアネックス2 13：30～ 15：00

ワークショップ1　　再発大腸癌：どう攻めるか？
司　会　��大阪医療センター� 関本　貢嗣
　　　　��関西医科大学附属病院消化管外科� 濱田　　円

下WS1-1	 	腹腔鏡による直腸癌局所再発治療戦略
兵庫医科大学下部消化管外科　　池田　正孝

下WS1-2	 	当科における再発癌に対する治療戦略
虎の門病院消化器外科　　的場周一郎

下WS1-3	 	直腸癌局所再発に対する腹腔鏡手術の治療成績
がん研有明病院大腸外科　　長嵜　寿矢

下WS1-4	 	局所再発症例に3D画像シミュレータと術中ナビゲーションで挑む
京都大学消化管外科　　岡田　倫明

下WS1-5	 	再発大腸癌に対する腹腔鏡下再切除の手術戦略
佐賀大学一般消化器外科　　古賀　靖大

下WS1-6	 	腹腔鏡で攻める直腸癌局所再発手術
大阪医療センター外科　　植村　　守
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12月8日（金）　第4会場　1Fアネックス2 14：45～ 16：15

ワークショップ2　　横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術
司　　会　��埼玉医科大学国際医療センター消化器外科� 山口　茂樹
　　　　　��大分大学医学部消化器・小児外科学講座� 猪股　雅史
特別発言　��練馬光が丘病院外科� 小西　文雄

下WS2-1	 	進行横行結腸癌に対する腹腔鏡下リンパ節郭清手技
岩手医科大学外科　　大塚　幸喜

下WS2-2	 	局在別の横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術
がん研有明病院大腸外科　　福長　洋介

下WS2-3	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術
大阪大学消化器外科　　松田　　宙

下WS2-4	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術
静岡県立静岡がんセンター大腸外科　　塩見　明生

下WS2-5	 	癒合筋膜内剥離を基本とした,腹腔鏡下横行結腸癌手術の定型化
関西医科大学附属病院消化管外科　　大石　賢玄

下WS2-6	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の手技と手順
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　水野　真広

肝胆膵

12月8日（金）　第7会場　2FRoomB-1 14：45～ 16：15

シンポジウム　　腹腔鏡下肝切除においてこれだけは伝えたいこと（肝臓）
司　会　��東邦大学医学部外科低侵襲学分野� 金子　弘真
　　　　��上尾中央総合病院外科� 若林　　剛

肝S-1	 	腹腔鏡下肝切除－定型化へ向けた手技の変遷の中で学んだこと
東邦大学外科（大森）一般消化器外科　　大塚由一郎

肝S-2	 	肝門部グリソン一括処理法による腹腔鏡下解剖学的肝切除術
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　加藤悠太郎

肝S-3	 	腹腔鏡下肝部分切除　我々の経験
京都府立医科大学消化器外科　　生駒　久視

肝S-4	 	腹腔鏡下肝切除術の安全性向上と適応拡大のための創意工夫
九州大学病院先端医工学診療部　　池田　哲夫

肝S-5	 	腹腔鏡下肝葉切除術の脈管個別処理
大阪市立総合医療センター肝胆膵外科　　金沢　景繁
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12月7日（木）　第7会場　2FRoomB-1 13：30～ 15：00

ワークショップ1　　内視鏡手術による新たな外科解剖の展開（肝胆膵）
司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 杉岡　　篤
　　　　��山口大学大学院消化器・腫瘍外科学� 永野　浩昭

肝WS1-1	 	VR技術を利用した腹腔鏡下肝切除の術野解剖シミュレーション
都立墨東病院外科　　脊山　泰治

肝WS1-2	 	腹腔鏡下肝切除術におけるCaudal	&	Magnifying	viewによる新たな解剖認識とアプ
ローチ法

日本医科大学千葉北総病院外科　　川野　陽一
肝WS1-3	 	発生学的見地から見た肝脱転の要点

京都大学肝胆膵・移植外科　　石井　隆道
肝WS1-4	 	腹腔鏡下手術の視点からみた膵間膜の外科解剖

岩手医科大学医学部外科学講座　　片桐　弘勝
肝WS1-5	 	腹腔鏡の視野を活かした腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術～上腸間膜動静脈からの膵剥離

操作を中心に～
がん・感染症センター都立駒込病院肝胆膵外科　　大目　祐介

肝WS1-6	 	安全な腹腔鏡下系統的肝切除のための膜解剖の理解と術式の工夫
九州大学病院先端医工学診療部　　池田　哲夫

12月7日（木）　第7会場　2FRoomB-1 15：10～ 16：40

ワークショップ2　　高難度腹腔鏡下肝切除の定型化と標準化（肝臓）
司　会　��東京医科歯科大学肝胆膵外科� 田邉　　稔
　　　　��兵庫医科大学肝胆膵外科� 波多野悦朗

肝WS2-1	 	腹腔鏡下肝切除におけるDifficulty	Scoring	Systemの課題と今後の展望
東京医科歯科大学肝胆膵外科　　伴　　大輔

肝WS2-2	 	Bottom	firstから考えた頭背側病変へのアプローチ
聖路加国際病院消化器病センター消化器・一般外科　　砂川　宏樹

肝WS2-3	 	Caudal	approachと体位変換を利用した腹腔鏡下肝切除（LLR）－新しい手技と肝硬
変合併肝細胞癌(LC/HCC)例－

藤田保健衛生大学医学部一般外科学講座　　守瀬　善一
肝WS2-4	 	腹腔鏡下亜区域切除

奈良県立医科大学消化器・総合外科　　野見　武男
肝WS2-5	 	完全腹腔鏡下肝葉切除術手技の定型化とその意義

東邦大学医学部外科学講座一般消化器外科学分野　　久保田喜久

12月8日（金）　第5会場　1FRoomD 8：00～ 9：30

ワークショップ3　　腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入とその成績
司　会　��九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科� 中村　雅史
　　　　��京都大学肝胆膵・移植外科� 髙折　恭一

肝WS3-1	 	安全に腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術（Lap-PD）を導入するために学ぶべきこと
日本医科大学消化器外科　　中村　慶春
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肝WS3-2	 	都立駒込病院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の手術成績
がん・感染症センター都立駒込病院外科　　本田　五郎

肝WS3-3	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術(LPD)導入期の注意点～腹腔内脂肪面積(VFA)に着目し
て

九州大学臨床・腫瘍外科　　大塚　隆生
肝WS3-4	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入時における小切開からの膵空腸吻合法

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　細川　勇一
肝WS3-5	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術導入における安全を重視した小切開再建-膵管・空腸吻

合の工夫-
三重大学肝胆膵・移植外科　　臼井　正信

肝WS3-6	 	ロボット支援腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入
上尾中央総合病院外科　　峯田　　章

12月9日（土）　第5会場　1FRoomD 8：00～ 9：30

ワークショップ4　　悪性腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除の切除限界
司　会　��和歌山県立医科大学外科学第2講座� 山上　裕機
　　　　��東京慈恵会医科大学附属柏病院外科� 三澤　健之

肝WS4-1	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除－背側アプローチの観点から
京都大学肝胆膵・移植外科　　八木真太郎

肝WS4-2	 	悪性疾患に対する腹腔鏡下膵体尾部切除
長崎大学大学院移植・消化器外科　　足立　智彦

肝WS4-3	 	膵体尾部癌における腹腔鏡下膵体尾部切除術の標準化に向けて
和歌山県立医科大学第２外科　　川井　　学

肝WS4-4	 	膵体尾部癌に対するロボット支援下膵体尾部切除術の検討
弘前大学大学院医学研究科消化器外科　　石戸圭之輔

肝WS4-5	 	膵悪性腫瘍に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術は妥当か？
熊本大学大学院消化器外科学　　橋本　大輔

肝WS4-6	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除の適応と限界にせまる
筑波大学消化器外科　　倉田　昌直

12月9日（土）　第5会場　1FRoomD 9：40～ 11：00

ワークショップ5　　腹腔鏡下肝切除時代の肝離断法
司　会　��徳島大学消化器・移植外科� 島田　光生
　　　　��大阪市立大学大学院肝胆膵外科学� 久保　正二

肝WS5-1	 	腹腔鏡下肝切除時代の肝離断法～当科における鏡視下肝切離の変遷～
京都大学肝胆膵・移植外科　　瀬尾　　智

肝WS5-2	 	当科の鏡視下肝切除の方法と工夫
和歌山県立医科大学第2外科　　上野　昌樹

肝WS5-3	 	Silicone	bandを使用したone	surgeon	techniqueによる腹腔鏡下肝切除
久留米大学外科学　　酒井　久宗

肝WS5-4	 	腹腔鏡下肝部分切除術における腫瘍局在別肝離断法の工夫
東北大学大学院消化器外科学分野　　森川　孝則

肝WS5-5	 	腹腔鏡下肝切除におけるバイポーラ型ラジオ波電極を用いた肝離断法
滋賀医科大学外科学講座　　飯田　洋也



¯ 67 ¯

小
児
外
科

小児外科

12月7日（木）　第6会場　1FRoomE 9：50～ 11：20

パネルディスカッション　　先天性胆道拡張症の内視鏡手術
司　会　��大阪大学大学院医学系研究科外科学講座小児成育外科学� 奥山　宏臣
　　　　��東北大学大学院小児外科学分野� 仁尾　正記

小PD-1	 	腹腔鏡下胆道拡張症手術における適応と限界：自験例からの検討
北野病院小児外科　　佐藤　正人

小PD-2	 	小児の先天性胆道拡張症に対する尿管鏡併用下腹腔鏡手術
順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　　古賀　寛之

小PD-3	 	腹腔鏡下胆道拡張症根治術における適切な膵内胆管処理
名古屋大学大学院医学系研究科小児外科学　　内田　広夫

小PD-4	 	胆道拡張症に対する腹腔鏡手術：特に紡錘型の膵内胆管処理における術中胆道鏡の有
用性について

茨城県立こども病院小児外科　　矢内　俊裕
小PD-5	 	先天性胆道拡張症の肝門部破格症例に対する肝管空腸吻合手技：右肝動脈と肝外胆管

走行異常
静岡県立こども病院小児外科　　漆原　直人

12月7日（木）　第8会場　2FRoomB-2 13：30～ 15：00

ワークショップ　　ヒルシュスプルング病の内視鏡手術
司　会　��順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科� 山高　篤行
　　　　��金沢医科大学小児外科� 河野　美幸

小WS-1	 	Hirschsprung’s	diseaseに対するlaparoscopy-assisted	transanal	pull-through:	解剖に
基づく手術方法

順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科　　宮野　　剛
小WS-2	 	本邦におけるヒルシュスプルング病に対する腹腔鏡手術の現状

九州大学大学院医学研究院小児外科学分野　　宗﨑　良太
小WS-3	 	腹腔鏡補助下Duhamel変法

静岡県立こども病院小児外科　　福本　弘二
小WS-4	 	ヒルシュスプルング病に対する内視鏡手術の現状

埼玉県立小児医療センター小児外科　　川嶋　　寛
小WS-5	 	教室で行っているHirschsprung病に対する根治術の実際

金沢医科大学小児外科　　安井　良僚
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12月7日（木）　第2会場　2FRoomA 9：50～ 11：20

国際シンポジウム　　MinimallyInvasiveThoracoscopicSurgeryinJapan
andAsia

司　会　��虎の門病院呼吸器センター外科� 河野　　匡
　　　　��東京慈恵会医科大学呼吸器外科� 森川　利昭

呼IS-1		 	完全胸腔鏡下気管支形成･気管分岐部形成術
名古屋市立大学大学院医学研究科病態外科学講座腫瘍･免疫外科学分野　　中西　良一

呼IS-2	 	完全胸腔鏡下肺区域切除術の発展
山形大学医学部第二外科　　大泉　弘幸

呼IS-3	 	安全な低侵襲手術をめざして、胸腔鏡下二窓法手術と一窓法手術の実際
東海大学医学部外科学系呼吸器外科学　　岩﨑　正之

呼IS-4	 	Electromagnetic	Navigation	Bronchoscopy	&	Hybrid	Operating	Room:	Current	and	
Future	Role	from	Surgeon’s	Perspective

Department	of	Surgery,	The	Chinese	University	of	Hong	Kong,	
Prince	of	Wales	Hospital,	China　　Sze	Hang	Calvin.	Ng

呼IS-5	 	Subxiphoid	uniportal	VATS	segmentectomy	in	Shanghai	Pulmonary	Hospital
Department	of	General	Thoracic	Surgery,	Shanghai	Pulmonary	

Hospital,	China　　Jiang	Lei

12月7日（木）　第5会場　1FRoomD 15：10～ 16：40

パネルディスカッション　　呼吸器外科領域における技術認定制度は必要か
司　会　��大阪大学呼吸器外科� 奥村明之進
　　　　��京都大学呼吸器外科� 伊達　洋至

呼PD-1	 	胸腔鏡技術認定医に求められるもの－胸腔鏡下肺葉・区域切除術の不幸な事例を引き
起こさないために

自治医科大学呼吸器外科　　遠藤　俊輔
呼PD-2	 	胸腔鏡手術の技術認定についての考察

杏林大学医学部外科（呼吸器・甲状腺）　　近藤　晴彦
呼PD-3	 	胸腔鏡技術認定制度はどうあるべきか？

国立がん研究センター中央病院呼吸器外科　　渡辺　俊一
呼PD-4	 	呼吸器外科領域の胸腔鏡下手術に対して技術認定医制度を導入するために

虎の門病院呼吸器センター外科　　藤森　　賢
呼PD-5	 	技術認定と安全性の担保

聖隷三方原病院呼吸器センター外科　　丹羽　　宏
呼PD-6	 	Minimally	invasive	or	maximally	intrusive.

慶應義塾大学外科学（呼吸器）　　大塚　　崇
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12月8日（金）　第6会場　1FRoomE 9：40～ 11：10

ワークショップ1　　VATS下気管支形成術の工夫
司　会　��虎の門病院呼吸器センター外科� 藤森　　賢
　　　　��名古屋市立大学大学院医学研究科病態外科学講座腫瘍・免疫外科学分野� 中西　良一

呼WS1-1		 	鏡視下気管支形成術の基本手技と工夫
神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科　　浜川　博司

呼WS1-2	 	当院における完全鏡視下気管支管状切除術
姫路医療センター呼吸器外科　　渡辺　梨砂

呼WS1-3	 	胸腔鏡下気管支形成の工夫と実際
天理よろづ相談所病院呼吸器外科　　中川　達雄

呼WS1-4	 	当科における胸腔鏡下気管支形成術の成績と今後の課題
名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍・免疫外科　　川野　　理

12月9日（土）　第7会場　2FRoomB-1 9：40～ 11：10

ワークショップ2　　Reducedportsurgery・SingleportVATSlobectomy：
標準化できるのか？標準化するのか？

司　会　��福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科� 岩﨑　昭憲
　　　　��鳥取大学医学部胸部外科学分野� 中村　廣繁

呼WS2-1		 	当科における単孔式胸腔鏡手術(Uniportal	VATS:U-VATS)のトレーニング法につい
て

日本医科大学千葉北総病院　　平井　恭二
呼WS2-2	 	二窓法および細径光学視管を用いた一窓法によるReduced	port	surgery肺葉切除の適

応
北海道大学大学院医学研究院循環器・呼吸器外科学　　加賀基知三

呼WS2-3	 	当院における細径胸腔鏡下肺葉･区域切除（Needlescopic	thoracic	surgery）の進化と
現状

神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器外科　　田尻　道彦
呼WS2-4	 	当院における細径器具を用いた胸腔鏡手術

山形大学医学部外科学第二講座　　濱田　　顕
呼WS2-5	 	Single-port	VATS	lobectomyは標準化する可能性がある

藤田保健衛生大学呼吸器外科　　須田　　隆
呼WS2-6	 	Single	port	VATS	lobectomy	の手技と適応の限界、安全性向上のためにできること

東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野　　萩原　　優

12月9日（土）　第7会場　2FRoomB-1 13：10～ 14：30

ワークショップ3　　胸腔鏡手術をどのように教育していますか？
司　会　��静岡県立静岡がんセンター呼吸器外科� 大出　泰久
　　　　��札幌医科大学呼吸器外科� 渡辺　　敦

呼WS3-1		 	術中音声の記録の試み
産業医科大学第2外科　　今西　直子

呼WS3-2	 	胸腔鏡手術　被指導の立場から　～模倣からの理解～
産業医科大学第2外科　　平良　彰浩
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呼WS3-3	 	当院における胸腔鏡下手術の教育方針－指導医の立場から
がん研有明病院呼吸器センター　　文　　敏景

呼WS3-4	 	当院の対面倒立式4	incisions	thoracoscopic	surgery(TS)における教育と実際-Trainee
の立場から-

がん研有明病院呼吸器センター　　平田　佳史
呼WS3-5	 	胸腔鏡下肺葉切除における教育の妥当性に関する検討

福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　　山下　眞一
呼WS3-6	 	修練医から見た当院における胸腔鏡下手術の修練過程

福岡大学医学部呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　　今村奈緒子
呼WS3-7	 	がん専門施設における系統的	on-the-job	training	の軌跡

兵庫県立がんセンター呼吸器外科　　西尾　　渉
呼WS3-8	 	Clinical	ladderに沿った胸腔鏡手術の修練経験

大阪府済生会中津病院呼吸器外科　　岡本　武士
呼WS3-9	 	当院における胸腔鏡手術修練プログラム

聖路加国際病院呼吸器センター・呼吸器外科　　板東　　徹
呼WS3-10	 	無になり、真似て、感じ得るもの

聖路加国際病院呼吸器センター・呼吸器外科　　吉安　展将

婦人科

12月9日（土）　第6会場　1FRoomE 8：00～ 9：30

シンポジウム　　婦人科内視鏡手術のいま：先進医療・保険収載を経て
司　　会　��日本医科大学産婦人科学教室� 竹下　俊行
　　　　　��市立函館病院産婦人科� 山下　　剛
特別発言　��山王病院� 堤　　　治

婦S-0	 	高度先進医療申請時の苦労話を交えたプロローグ
市立函館病院産婦人科　　山下　　剛

婦S-1	 	子宮頸癌に対する腹腔鏡下手術の取り組み
大阪大学医学部産婦人科学教室　　小林　栄仁

婦S-2	 	先進医療としての子宮体癌に対する腹腔鏡下傍大動脈リンパ節郭清術
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　　林　　茂徳

婦S-3	 	婦人科領域のロボット支援下手術に関する保険収載の見通し
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科　　西井　　修

婦S-4	 	完成度の高い腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）をめざして
第一東和会病院ウロギネコロジーセンター　　加藤稚佳子

婦S-5	 	本邦における一絨毛膜双胎に対する胎児鏡治療の現況
大阪母子医療センター産科　　石井　桂介
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12月7日（木）　第5会場　1FRoomD 9：50～ 11：20

パネルディスカッション1　　機能温存を考慮した子宮筋腫・子宮内膜症の治療戦略
司　会　��東京大学大学院医学系研究科産婦人科� 大須賀　穣
　　　　��京都府立医科大学産婦人科学教室� 北脇　　城

婦PD1-1	 	安全性と術後妊孕能、再発率の評価に基づいた腹腔鏡下子宮筋腫核出術の標準化
順天堂大学医学部産婦人科学講座　　北出　真理

婦PD1-2	 	不妊症に対する腹腔鏡下手術の検討
福岡山王病院産婦人科　　宮原　明子

婦PD1-3	 	卵巣チョコレート嚢胞の発生機序からCystectomyを再考する
聖マリアンナ医科大学産婦人科学　　出浦伊万里

婦PD1-4	 	生殖臓器の生理機能に基づく受精・着床能の回復を目指した手術戦略
金沢大学医薬保健研究域医学系医学類生殖・発達医学領域産科婦人科学　　藤原　　浩

婦PD1-5	 	後腹膜腔に進展する子宮内膜症や子宮筋腫手術の実際
天理よろづ相談所病院産婦人科　　三木　通保

婦PD1-6	 	患者のライフプランを考慮した手術時期決定と術前術後管理
東京大学大学院医学系研究科産婦人科　　甲賀かをり

12月9日（土）　第4会場　1Fアネックス2 9：40～ 11：10

パネルディスカッション2　　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？

司　会　��日本医科大学産婦人科� 明樂　重夫
　　　　��川崎医科大学婦人科腫瘍学教室� 塩田　　充

婦PD2-1	 	腹腔鏡下婦人科悪性腫瘍手術における安全な視野展開と操作のコツ
大阪医科大学産婦人科　　寺井　義人

婦PD2-2	 	婦人科内視鏡手術合併症に関する全国調査の報告
鳥取大学医学部産科婦人科　　谷口　文紀

婦PD2-3	 	癒着症例における安全な尿管・腸管確認、癒着剥離術
豊橋市民病院女性内視鏡外科　　梅村　康太

婦PD2-4	 	術後合併症回避のための適切な尿管・腸管剥離操作と修復
東京女子医科大学産婦人科　　熊切　　順

婦PD2-5	 	婦人科悪性腫瘍手術においては手術解剖に熟知することが重要である
藤田保健衛生大学産婦人科　　藤井多久磨

婦PD2-6	 	当院における腹腔鏡下手術の合併症と対応
熊本赤十字病院産婦人科　　荒金　　太

12月7日（木）　第6会場　1FRoomE 13：30～ 15：00

ワークショップ　　広汎子宮全摘（腹腔鏡・ロボット）：コツと工夫
司　会　��島根大学医学部産科婦人科� 京　　　哲
　　　　��倉敷成人病センター産婦人科� 安藤　正明

婦WS-1	 	当院における腹腔鏡下広汎子宮全摘術
がん研有明病院婦人科　　野村　秀高
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婦WS-2	 	ロボット支援下広汎子宮全摘術のコツと工夫
東京医科大学産科婦人科学分野　　伊東　宏絵

婦WS-3	 	婦人科悪性腫瘍（子宮体癌・頸癌）に対するロボット手術
倉敷成人病センター産婦人科　　安藤　正明

婦WS-4	 	膀胱機能温存を目指した自律神経温存広汎子宮全摘術および術後管理について
北海道がんセンター婦人科　　藤堂　幸治

婦WS-5	 	内視鏡下広汎子宮全摘術における神経温存手技の検討
島根大学医学部産科婦人科　　京　　　哲

泌尿器科

12月9日（土）　第7会場　2FRoomB-1 8：00～ 9：30

シンポジウム　　ロボット支援前立腺全摘術～各ステップを極める
司　会　��名古屋大学大学院医学系研究科泌尿器科学� 後藤　百万
　　　　��鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野� 武中　　篤

泌S-1	 	骨盤内仮想層構造を意識した前立腺癌に対する拡大リンパ節郭清術
聖路加国際病院泌尿器科　　服部　一紀

泌S-2	 	当科における膀胱頸部の離断（側方アプローチを中心に）
藤田保健衛生大学腎泌尿器外科学　　白木　良一

泌S-3	 	ロボット支援前立腺全摘除術におけるathermal	nerve-sparingのquality評価
市立大津市民病院泌尿器科　　七里　泰正

泌S-4	 	RALPにおける尖部処理の工夫
関西労災病院泌尿器科　　川端　　岳

泌S-5	 	RALPにおける膀胱尿道吻合
京都大学泌尿器科　　澤田　篤郎

12月8日（金）　第7会場　2FRoomB-1 8：00～ 9：30

パネルディスカッション　　ロボット支援腎部分切除術の現状と課題
司　会　��神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野� 藤澤　正人
　　　　��関西医科大学腎泌尿器外科� 松田　公志

泌PD-1	 	ロボット支援下腎部分切除の現状と課題
京都大学泌尿器科　　山﨑　俊成

泌PD-2	 	ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術：後腹膜アプローチの課題
関西医科大学腎泌尿器外科　　木下　秀文

泌PD-3	 	当院におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の進歩
藤田保健衛生大学医学部腎泌尿器外科　　日下　　守

泌PD-4	 	難症例におけるTrifecta達成の為の工夫
東京女子医科大学泌尿器科　　高木　敏男

泌PD-5	 	困難症例の成績と適応の限界
神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野　　古川　順也
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12月7日（木）　第5会場　1FRoomD 13：30～ 15：00

ワークショップ1　　膀胱全摘での尿路変更
司　会　��別府玄々堂上人病院� 寺地　敏郎
　　　　��弘前大学泌尿器科学講座� 大山　　力

泌WS1-1	 	体腔内腹腔鏡下回腸導管造設術のコツと治療成績
武田総合病院泌尿器科　　寒野　　徹

泌WS1-2	 	腹腔鏡下およびロボット支援膀胱全摘除術における完全体腔内尿路変向術
神戸市立医療センター中央市民病院泌尿器科　　川喜田睦司

泌WS1-3	 	膀胱全摘での尿路変向－ロボット支援体腔内回腸新膀胱造設術の治療成績
弘前大学泌尿器科学講座　　古家　琢也

泌WS1-4	 	腹腔鏡下膀胱全摘除術における体腔外尿路変向のTIPS
大分大学医学部腎泌尿器外科学講座　　野村　威雄

泌WS1-5	 	ロボット支援手術における体腔内尿路変更の経験
順天堂大学大学院医学研究科泌尿器外科学　　北村　香介

12月8日（金）　第6会場　1FRoomE 14：45～ 16：15

ワークショップ2　　腹腔鏡下副腎手術～私はこうしている
司　会　��北里大学医学部泌尿器科� 岩村　正嗣
　　　　��香川大学医学部泌尿器科� 筧　　善行

泌WS2-1	 	褐色細胞腫に対する腹腔鏡下副腎摘除術
北里大学医学部泌尿器科　　平山　貴博

泌WS2-2	 	腹腔鏡下副腎手術　―副腎部分切除―
福島県立医科大学甲状腺内分泌外科　　鈴木　　聡

泌WS2-3	 	副腎摘除　LESS・RPS
静岡県立総合病院泌尿器科　　吉村　耕治

泌WS2-4	 	アプローチの使い分け－経腹膜と後腹膜－
徳島大学大学院医歯薬学研究部泌尿器科学分野　　金山　博臣

泌WS2-5	 	後腹膜到達法の副腎外後腹膜腫瘍への応用
別府玄々堂上人病院　　寺地　敏郎

整形外科

12月9日（土）　第8会場　2FRoomB-2 9：40～ 11：10

シンポジウム　　膝関節鏡視下手術の最前線
司　会　��京都大学大学院医学研究科整形外科� 松田　秀一
　　　　��神戸大学大学院整形外科� 黒田　良祐

整S-1	 	逸脱半月板に対する機能温存を目指した鏡視下手術
東京医科歯科大学大学院運動器外科学　　古賀　英之

整S-2	 	半月板縫合術の適応と限界
神戸大学大学院整形外科　　松下　雄彦
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整S-3	 	鏡視下前十字靱帯再建術におけるナビゲーション併用の有用性
東京大学大学院医学部整形外科　　武冨　修治

整S-4	 	鏡視下前十字靭帯再建術における適切な移植腱固定
大阪大学大学院医学系研究科器官制御外科学　　前　　達雄

整S-5	 	関節鏡を併用した脛骨側への自家培養軟骨移植術
京都大学大学院医学研究科整形外科　　栗山　新一

12月9日（土）　第8会場　2FRoomB-2 8：00～ 9：30

ワークショップ　　脊椎外科における内視鏡手術の未来
司　会　��大阪市立大学医学部整形外科� 中村　博亮
　　　　��帝京大学医学部附属溝口病院整形外科� 出沢　　明

整WS-1	 	脊椎内視鏡手術の技術認定制度と今後の展望
千葉労災病院勤労者脊椎・腰痛センター　　山縣　正庸

整WS-2	 	頚椎疾患における脊椎内視鏡手術の現状と未来
福島県立医科大学医学部整形外科学講座　　二階堂琢也

整WS-3	 	胸腰椎疾患における脊椎内視鏡手術の今後の可能性
和歌山県立医科大学整形外科学講座　　山田　　宏

整WS-4	 	アスリートにおける経皮的脊椎内視鏡下手術の現状と適応拡大
徳島大学運動機能外科学　　西良　浩一

整WS-5	 	脊椎内視鏡手術の合併症の予防の新しい知見
麻生総合病院脊椎センター　　船戸　貴宏

整WS-6	 	脊椎内視鏡手術デバイスの今後の進歩
川崎医科大学脊椎・災害整形外科学教室　　長谷川　徹

頭頸部外科

12月8日（金）　第9会場　1FRoomC-1 8：00～ 10：00

ワークショップ　　頭頸部領域における内視鏡手術の進歩
司　　会　��京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科� 大森　孝一
　　　　　��防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座� 塩谷　彰浩
特別発言　��金地病院／日本医科大学� 清水　一雄

頭WS-KL	 	Minimally	Invasive	Parathyroid	Surgery
Surgery,	University	at	Buffalo,The	State	University	of	New	York,	USA

　　Steven	Schwaitzberg
頭WS-1	 	フルハイビジョン外視鏡システムを用いた口蓋扁桃摘出術

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科耳鼻咽喉･頭頸部外科学分野　　金子　賢一
頭WS-2	 	咽喉頭癌に対する経口的ロボット支援手術

京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　楯谷　一郎
頭WS-3	 	咽喉頭癌に対するEndoscopic	Laryngo-Pharyngeal	Surgery

京都大学大学院医学研究科耳鼻咽喉科・頭頸部外科　　岸本　　曜
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頭WS-4	 	咽喉頭領域における経口的咽喉頭部分切除術　Transoral	Videolaryngoscopic	Surgery	
(TOVS)の発展

防衛医科大学校耳鼻咽喉科学講座　　冨藤　雅之
頭WS-5	 	ビデオラリンゴスコープ下の喉頭微細手術

川崎医科大学耳鼻咽喉科学　　原　　浩貴
頭WS-6	 	内視鏡下の喉頭手術　－外来手術－

福島赤十字病院耳鼻咽喉科嚥下・ボイスセンター／	
福島県立医科大学医学部耳鼻咽喉科　　多田　靖宏

頭WS-7	 	甲状腺・頸部病変に対するロボット支援下手術の展望
東京医科大学病院耳鼻咽喉科頭頸部外科　　清水　　顕

ヘルニア

12月7日（木）　第4会場　1Fアネックス2 9：50～ 11：20

シンポジウム　　鼠径ヘルニア：困難症例への対処
司　会　��刈谷豊田総合病院腹腔鏡ヘルニアセンター� 早川　哲史
　　　　��聖路加国際病院ヘルニアセンター� 柵瀨信太郎

ヘルS-1	 	TEP法が有用な鼠径部ヘルニア困難症例
慶應義塾大学外科　　和田　則仁

ヘルS-2	 	困難症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術は熟練した内視鏡外科医が行うべきで
ある

市立島田市民病院外科　　和田　英俊
ヘルS-3	 	各アプローチの使い分けによる鼠径ヘルニアの治療戦略と困難症例の克服

斗南病院外科　　川原田　陽
ヘルS-4	 	TEPにおける困難症例への対処法

原三信病院外科　　江口　　徹
ヘルS-5	 	TAPP症例の難度について時間的側面からの検討

淀川キリスト教病院外科　　植野　　望
ヘルS-6	 	de	novo型外鼠径ヘルニアに対するTAPP施行例の検討

済生会松阪総合病院外科　　田中　　穣
ヘルS-7	 	鼠径部ヘルニア困難症例に対する膨潤TAPP

東北労災病院外科　　野村　良平
ヘルS-8	 	鼠径ヘルニアにおける困難症例への対処

徳島赤十字病院外科　　湯浅　康弘

12月8日（金）　第5会場　1FRoomD 9：40～ 11：10

ワークショップ1　　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）
司　会　��東北大学消化器外科学� 内藤　　剛
　　　　��東京慈恵会医科大学附属第三病院外科� 諏訪　勝仁

ヘルWS1-1	 	傍ストーマヘルニアに対する腹腔鏡下修復術
神戸市立医療センター中央市民病院外科　　橋田　裕毅
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ヘルWS1-2	 	傍ストーマヘルニアに対する腹腔鏡下Sugarbaker法の手技と成績
がん研有明病院消化器外科　　藤本　佳也

ヘルWS1-3	 	当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術(IPOM-plus)の工夫と手術成績
市立奈良病院消化器外科　　中瀬　有遠

ヘルWS1-4	 	腹壁瘢痕ヘルニアに対するIPOM-Plusは漿液腫とメッシュバルジの発生を抑制し、腹
直筋形態を回復させる。

川口市立医療センター消化器外科　　中林　幸夫
ヘルWS1-5	 	腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術にヘルニア門閉鎖	vs	未閉鎖のQOL調査

東北労災病院外科　　西條　文人
ヘルWS1-6	 	腹壁ヘルニアに対するEndoscopic	Rives-Stoppa	repair

聖路加国際病院消化器・一般外科／ヘルニアセンター　　松原　猛人

12月9日（土）　第4会場　1Fアネックス2 8：00～ 9：30

ワークショップ2　　鼠径ヘルニア：再発症例をふりかえって
司　会　��東北労災病院外科� 徳村　弘実
　　　　��相模原病院� 金田　悟郎

ヘルWS2-1	 	滑脱型鼠径ヘルニアに対するTAPP術後再発の原因と対策
メディカルトピア草加病院外科・ヘルニアセンター　　亀井　　文

ヘルWS2-2	 	TAPP再発症例から学んだメッシュ固定の工夫（STAR）
倉敷中央病院外科　　長久　吉雄

ヘルWS2-3	 	TAPP法後再発症例から考える、再発を防ぐために必要なこと
JA広島総合病院外科　　田崎　達也

ヘルWS2-4	 	TAPP法再発症例における再発形態とその原因のビデオ・レビューによる検討
浜松医科大学外科第一　　佐藤　正範

ヘルWS2-5	 	小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術後の再発形態に関する多施設間検討
名古屋大学大学院医学系研究科小児外科　　大島　一夫

ヘルWS2-6	 	TAPP再発症例の検討：再発原因と対策、再発手術について
JR札幌病院外科　　鶴間　哲弘

ヘルWS2-7	 	成人の外鼠径ヘルニアに対するLPEC法の再発例にみられた共通点
沖縄ハートライフ病院・ヘルニアセンター　　嵩原　裕夫

肥満外科

12月9日（土）　第2会場　2FRoomA 9：40～ 11：20

シンポジウム　　Currentstatusandfutureperspectiveofbariatricand
metabolicsurgery

司　会　��四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター� 笠間　和典
　　　　��岩手医科大学外科学講座� 佐々木　章

肥S-KL	 	Current	Status	And	Future	Perspective	of	Bariatric	And	Metabolic	Surgery
Division	of	Digestive	Surgery,	Premier	Bintaro	Hospital,	Indonesia　

　Errawan	Ramawitana	Wiradisuria
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肥S-1	 	Enhanced	Recovery	after	Laparoscopic	Surgery	using	Laparoscopic	Preperitoneal	
Block

Center	of	Excellence	in	Hernia	and	Bariatric	Surgery,	King	Saud	
University	Medical	City,	Saudi	Arabia	and	Saudi	Laparoscopic	

Society,	Saudi	Arabia　　Abdullah	Aldahayan
肥S-2	 	減量手術　～その安全性と効果について～

東邦大学医療センター佐倉病院外科　　大城　崇司
肥S-3	 	標準術式、新規術式の観点から

四谷メディカルキューブ減量・糖尿病外科センター　　関　　洋介
肥S-4	 	減量・代謝改善手術の糖尿病改善効果とその機序

東北大学消化器外科学　　内藤　　剛
肥S-5	 	肥満・糖尿病外科手術の適応と術式選択

大分大学医学部消化器・小児外科学講座　　太田　正之
肥S-6	 	肥満・代謝改善手術の現状と今後の展望：わが国における問題点

岩手医科大学外科学講座　　佐々木　章

メディカルスタッフ

12月9日（土）　第6会場　1FRoomE 9：40～ 11：10

シンポジウム　　チームにおける臨床工学技士の役割と未来展望
司　会　��四谷メディカルキューブ� 関川　智重
　　　　��奈良県立医科大学附属病院� 萱島　道徳

メS-1	 	当院のチームにおける臨床工学技士の役割と問題点、未来展望
斗南病院臨床工学部　　石田　　稔

メS-2	 	当院内視鏡手術における安定した業務支援を目指して
安房地域医療センター医療技術部ME室　　近藤　敏哉

メS-3	 	チームにおける臨床工学技士の役割と未来展望-当院における内視鏡外科チームへの
関わり-

近畿大学医学部附属病院臨床工学部　　古田　朋之
メS-4	 	当院における手術室業務の在り方と今後の展望

岐阜県立多治見病院臨床工学部　　市橋　孝章
メS-5	 	内視鏡外科手術における保守管理と中材業務　そしてその先へ

倉敷成人病センタ－臨床工学科　　山下由美子
メS-6	 	内視鏡外科手術における臨床工学技士によるマネージメント

聖隷浜松病院臨床工学室　　鈴木　克尚
メS-7	 	当院の内視鏡外科手術における臨床工学技士の役割と未来展望

四国がんセンター ME室　　清水　俊行
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12月9日（土）　第6会場　1FRoomE 13：10～ 14：40

ワークショップ　　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～

司　会　��斗南病院手術室� 清水　美砂
　　　　��東海中央病院手術室� 纐纈　典子

メWS-1	 	内視鏡外科手術での情報共有の現状と課題
帝京大学医学部附属溝口病院　　横沢　京子

メWS-2	 	内視鏡手術支援ロボット(EMARO)を導入してから1年~EMARO導入から見えたより
良い手術チームのあり方~

恒心会おぐら病院手術室　　町屋　毅志
メWS-3	 	皮膚障害予防のためのアセスメントツールの活用と神経障害予防のための看護実践

昭和大学藤が丘病院手術部　　櫻田亜希子
メWS-4	 	腹腔鏡下手術の定型化へ向けた担当看護師の活動

高知県・高知市病院企業団立高知医療センター　　中岡　傳雄
メWS-5	 	当院の内視鏡手術の現状と取り組み

名古屋大学医学部附属病院手術室　　小島　和明
メWS-6	 	医療安全の観点から考える内視鏡外科手術チーム作りの工夫

防衛医科大学校病院　　豊島　麻実
メWS-7	 	円滑な内視鏡外科手術を実施するための当院での取り組み

鳥取大学医学部附属病院　　佐々木朋美


