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EducationalLecture1：MetabolicSurgeryの標準化と展望
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�宇山　一朗（藤田保健衛生大学総合消化器外科）
演　者：�内藤　　剛（東北大学消化器外科学）
　　　　�辻野　元祥（東京都立多摩総合医療センター内分泌代謝内科）

共　催：���コヴィディエンジャパン株式会社

EducationalLecture2：がん専門病院における上部消化管手術の最前線
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第2会場　2F　RoomA
司　会：�瀬戸　泰之（東京大学消化管外科）
演　者：�大幸　宏幸（国立がん研究センター食道外科）
　　　　�比企　直樹（がん研有明病院胃外科）

共　催：���ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

EducationalLecture3：微細解剖がより見えたら～胃癌手術どう攻めるか～
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第3会場　1F　アネックス1
司　会：�能城　浩和（佐賀大学一般・消化器外科）
演　者：�福永　　哲（順天堂大学消化器・低侵襲外科）
　　　　�木下　敬弘（国立がん研究センター東病院胃外科）

共　催：���オリンパス株式会社

EducationalLecture4：8K内視鏡：ヒトの視力を超えた“リアル”へ！
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第4会場　1F　アネックス2
司　会：�橋爪　　誠（九州大学大学院医学研究院先端医療医学）
　　　　�國土　典宏（国立国際医療研究センター）
演　者：�千葉　敏雄（カイロス株式会社）
　　　　�「8K内視鏡：WhereAreWeNow?」
　　　　�森　　俊幸（杏林大学医学部外科（消化器一般））
　　　　�「8KUHDと近未来の内視鏡手術」
　　　　�加藤　友康（国立がん研究センター中央病院婦人腫瘍科）
　　　　�「8K内視鏡カメラで見た、自律神経温存広汎子宮全摘術」
特別発言：�北野　正剛（大分大学）

共　催：���カイロス株式会社
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EducationalLecture5：若手Opinionleaderによる新時代の胃癌手術
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第5会場　1F　RoomD
司　会：�寺島　雅典（静岡県立静岡がんセンター胃外科）
演　者：�大森　　健（大阪国際がんセンター消化器外科）
　　　　�渡部　雅人（北九州市立医療センター外科）

共　催：���エム・シー・メディカル株式会社／
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

EducationalLecture6：ロボット直腸癌手術－導入から技術の伝承まで－
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第6会場　1F　RoomE
司　会：�絹笠　祐介（東京医科歯科大学消化管外科学分野）
演　者：�賀川　弘康（静岡県立静岡がんセンター大腸外科）

共　催：���インテュイティブサージカル合同会社

EducationalLecture7：知っておきたいエキスパートの技－婦人科編－
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第7会場　2F　RoomB-1
司　会：�森田　峰人（東邦大学医療センター大森病院産婦人科）
演　者：�北　　正人（関西医科大学産科学婦人科学講座）
　　　　�「ジャパン・ファーストの癒着防止スプレーが術野を塗り替える」
　　　　�子安　保喜（四谷メディカルキューブ）
　　　　�「使い方にはコツがある－画像で見れば一目瞭然！－」

共　催：���テルモ株式会社

EducationalLecture8：編集なきtaTME手術全貌
日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第8会場　2F　RoomB-2
司　会：�金尾　祐之（がん研有明病院婦人科）
演　者：�伊藤　雅昭（国立がん研究センター東病院大腸外科）

共　催：���コンメッド・ジャパン株式会社

EducationalLecture9：BESTな大腸癌治療を目指して～結腸癌術後補助化学療
法戦略をUPDATE～

日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第9会場　1F　RoomC-1
司　会：�河田　健二（京都大学消化管外科）
演　者：�小髙　雅人（薫風会佐野病院消化器がんセンター）

共　催：���中外製薬株式会社
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EducationalLecture10：大腸癌治療における術後補助化学療法のさらなる標準
化と手術介入による個別化

日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第10会場　1F　RoomC-2
司　会：�五井　孝憲（福井大学医学部器官制御医学講座外科学（1））
演　者：�間中　　大（京都桂病院消化器センター外科）

共　催：���株式会社ヤクルト本社

EducationalLecture11：低侵襲手術とオンコロジーの融合による胃癌治療の新
世界

日　時：�12月7日（木）　12：20～13：10
会　場：�第14会場　5F　Room501
司　会：�吉田　和弘（岐阜大学腫瘍外科）
演　者：�黒川　幸典（大阪大学消化器外科）

共　催：���日本イーライリリー株式会社

EducationalLecture12：『JCOG0212後の側方郭清術（TME+αの時代）
～2つのがん専門病院の現状と今後の展開』

日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�金光　幸秀（国立がん研究センター中央病院大腸外科）
演　者：�秋吉　高志（がん研有明病院消化器外科）
　　　　�塚本　俊輔（国立がん研究センター中央病院大腸外科）

共　催：���ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

EducationalLecture13：世界に挑戦！日本から発信するエビデンス腹腔鏡下直
腸がん手術～TME完遂によるCRM確保～

日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第2会場　2F　RoomA
司　会：�渡邊　昌彦（北里大学医学部外科）
特別発言：�落合　淳志（国立がん研究センター先端医療開発センター・研究所）
演　者：�竹政伊知朗（札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

共　催：���コヴィディエンジャパン株式会社

EducationalLecture14：進行再発大腸癌治療の最前線～手術と化学療法～
日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第3会場　1F　アネックス1
司　会：�工藤　進英（昭和大学横浜市北部病院消化器センター）
演　者：�加藤　健志（大阪医療センター下部消化器外科）

共　催：���日本イーライリリー株式会社
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EducationalLecture15：進化する手術手技
ダヴィンチXiを用いた食道がん手術の実際　
～胸腔アプローチと縦隔アプローチ～

日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第4会場　1F　アネックス2
司　会：�北島　政樹（国際医療福祉大学）
演　者：�宇山　一朗（藤田保健衛生大学総合消化器外科）

共　催：���インテュイティブサージカル合同会社

EducationalLecture16：新しい内視鏡画像技術が開く大腸癌手術の世界
日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第5会場　1F　RoomD
司　会：�福永　正氣（順天堂大学浦安病院消化器・一般外科）
演　者：�長谷川　傑（福岡大学医学部消化器外科）

共　催：���エム・シー・メディカル株式会社／
カールストルツ・エンドスコピー・ジャパン株式会社

EducationalLecture17：炎症性腸疾患に対する腹腔鏡手術??－みんなどうし
てる？どうすればうまくいく？－

日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第6会場　1F　RoomE
司　会：�板橋　道朗（東京女子医科大学消化器・一般外科）
演　者：�前田　　清（大阪市立大学大学院医学研究科腫瘍外科）
　　　　�「クローン病に対するSingle-incision/Reducedportsurgery」
　　　　�水島　恒和（大阪大学大学院医学系研究科消化器外科学）
　　　　�「潰瘍性大腸炎に対するHALSとラパロそれぞれのメリットと使い分け」

共　催：���ミヤリサン製薬株式会社

EducationalLecture18：今こそ術後合併症を考える
日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第7会場　2F　RoomB-1
司　会：�猪股　雅史（大分大学医学部消化器・小児外科学講座）
演　者：�中村　隆俊（北里大学医学部下部消化管外科）

共　催：���科研製薬株式会社／サノフィ株式会社
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EducationalLecture19：薬物動態が導く漢方薬のメカニズム　大建中湯と牛車
腎気丸

日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第8会場　2F　RoomB-2
司　会：�中村　雅史（九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科）
演　者：�河野　　透（札幌東徳洲会病院先端外科センター）

共　催：���株式会社ツムラ

EducationalLecture20：LessTraumaNeedlescopicSurgeryの夜明け
日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第9会場　1F　RoomC-1
司　会：�森　　俊幸（杏林大学医学部外科（消化器一般））
演　者：�内田　一徳（広島厚生病院／広島大学消化器外科）
　　　　�滝田　純子（独立行政法人国立病院機構宇都宮病院外科）

共　催：���テレフレックスメディカルジャパン株式会社

EducationalLecture21：ロボットアームカメラコントロールシステムによる
Solo-Surgeryの可能性

日　時：�12月8日（金）　12：00～12：50
会　場：�第10会場　1F　RoomC-2
司　会：�黒柳　洋弥（虎の門病院消化器外科）
演　者：�大村　泰之（岡山市立市民病院がん治療サポートセンター）

共　催：���日本ビー・エックス・アイ株式会社

EducationalLecture22：腹腔鏡下進行胃がん手術
日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第1会場　1F　メインホール
司　会：�金谷誠一郎（大阪赤十字病院消化器外科）
演　者：�小濵　和貴（京都大学消化管外科）
　　　　�「進行胃がんに対する腹腔鏡下手術のいまとこれから」
　　　　�布部　創也（がん研有明病院消化器外科）
　　　　�「がん研LDGの変遷と今後に向けて」

共　催：���コヴィディエンジャパン株式会社
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EducationalLecture23：肝切除への応用
～私はこうやって使う蛍光Navigation～

日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第2会場　2F　RoomA
司　会：�青木　武士（昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科）
演　者：�新田　浩幸（岩手医科大学外科）
　　　　�瀬尾　　智（京都大学肝胆膵・移植外科）

共　催：���NOVADAQJAPAN

EducationalLecture24：今だからこそ、アセトアミノフェンを活用する
日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第3会場　1F　アネックス1
司　会：�渡邊　昌彦（北里大学医学部外科）
演　者：�谷口　英喜（済生会横浜市東部病院周術期支援センター）
　　　　�内藤　正規（北里メディカルセンター外科）

共　催：���テルモ株式会社

EducationalLecture25：直腸癌手術に対する理論と実践　－1588AIM
Platformが拓くVisualization－

日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第4会場　1F　アネックス2
司　会：�長谷川　傑（福岡大学医学部消化器外科）
演　者：�河田　健二（京都大学消化管外科）
　　　　�渡邉　　純（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）

共　催：���日本ストライカー株式会社

EducationalLecture26：これからの直腸がん手術～経肛門手術の最前線～
日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第5会場　1F　RoomD
司　会：�船橋　公彦（東邦大学医療センター大森病院一般・消化器外科）
演　者：�田中慶太朗（大阪医科大学一般・消化器外科）
　　　　�「直腸がん手術の新たな試み～ GelPOINTで視界は広がる～」
　　　　�盛　真一郎（鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科）
　　　　�「TaTME～導入から定型化へ，そしてその先へ～」

共　催：���株式会社メディカルリーダース
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EducationalLecture27：腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術を振り返る～手術の質向上
のための教育～

日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第6会場　1F　RoomE
司　会：�徳村　弘実（東北労災病院外科）
演　者：�倉島　　庸（北海道大学大学院医学研究院クリニカルシミュレーションセンター）
　　　　�「鼠径ヘルニア指導から外科教育の世界へ」
　　　　�江口　　徹（原三信病院）
　　　　�「鼠径ヘルニア修復術の伝承と発展～三刀流の勧め～」

共　催：���株式会社メディコン

EducationalLecture28：腹腔鏡下消化管手術uptodate
日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第7会場　2F　RoomB-1
司　会：�山口　茂樹（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）
演　者：�稲木　紀幸（石川県立中央病院消化器外科）
　　　　�黒柳　洋弥（虎の門病院消化器外科）

共　催：���株式会社アムコ

EducationalLecture29：胸腔鏡下区域切除術～術式の組み立てと実践～
日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第8会場　2F　RoomB-2
司　会：�中村　廣繁（鳥取大学医学部胸部外科学分野）
演　者：�文　　敏景（がん研有明病院呼吸器センター）

共　催：���ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

EducationalLecture30：周術期化学療法を支える低侵襲手術と栄養療法
日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第9会場　1F　RoomC-1
司　会：�岡部　　寛（市立大津市民病院外科）
演　者：�藤谷　和正（大阪急性期・総合医療センター消化器外科）

共　催：���大鵬薬品工業株式会社
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EducationalLecture31：腹腔鏡下手術の基礎技術トレーニング－教える立場と
学ぶ立場から考える－

日　時：�12月9日（土）　12：00～12：50
会　場：�第10会場　1F　RoomC-2
司　会：�山本　　学（足立共済病院）
演　者：�西澤　祐吏（国立がん研究センター東病院）
　　　　�羽田　智則（倉敷成人病センター産婦人科）

共　催：���株式会社河野製作所／グンゼ株式会社／株式会社京都科学

EducationalSymposium：今、若者に伝えたい！骨盤腔内手術のTips&Tricks
～他診療科での手術手技および近赤外光の活用方法～

日　時：�12月9日（土）　9：40～11：10
会　場：�第3会場　1F　アネックス1
司　会：�西山　博之（筑波大学泌尿器）
　　　　�山口　茂樹（埼玉医科大学国際医療センター消化器外科）
演　者：�伊藤　雅昭（国立がん研究センター東病院手術機器開発分野）
　　　　�三木　　淳（慈恵医科大学柏病院泌尿器）
　　　　�金尾　祐之（がん研有明病院婦人科）

共　催：���オリンパス株式会社

SAGESFundamentalシリーズ
FundamentalUseofSurgicalEnergy(FUSE)ハンズオン：
 明日から実践！電気メスの基礎と安全使用のためのハンズオン

日　時：�12月7日（木）　10：00～11：20
会　場：�国立京都国際会館　Room103
司　会：�金田　悟郎（独立行政法人国立病院機構相模原病院病院長）
講　師：�渡邊　祐介（医療法人渓仁会手稲渓仁会病院外科／北海道大学大学院医学研究科

消化器外科学分野Ⅱ）
監　修：�AminMadani（DepartmentofSurgery,McGillUniversity（Montreal,Canada））
対　象：�研修医から若手外科医、指導医まですべての外科医の先生
定　員：�32名
お申込み：�株式会社アムコ　http://amco.co.jp

共　催：�株式会社アムコ


