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一般演題　ポスター発表（ePoster）

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 13：30～ 14：30

ePoster1　　大腸悪性1
司　会　��聖マリアンナ医科大学消化器一般外科� 牧角　良二

EP001-01	 	腹腔鏡下手術を施行した虫垂粘液嚢腫10症例の検討
昭和大学消化器・一般外科　　北島　徹也

EP001-02	 	膿瘍形成を伴う急性虫垂炎にて発症し腹腔鏡下に根治切除を一期的に施行した回盲部
領域腫瘤性病変の2例

鈴鹿中央総合病院外科　　濱田　賢司
EP001-03	 	盲腸MALTリンパ腫に対して単孔式腹腔鏡下回盲部切除術を施行した1例

香川大学医学部消化器外科　　和田侑希子
EP001-04	 	腹腔鏡下に手術を行った虫垂神経内分泌腺癌の1例

横須賀市立市民病院　　山田　淳貴
EP001-05	 	盲腸内に内反し有茎性ポリープに類似した形状を示した虫垂癌の1例

福岡赤十字病院外科　　本庄　由佳
EP001-06	 	腹腔鏡下盲腸部分切除術後に再度腹腔鏡下回盲部切除術を施行した虫垂胚細胞型カル

チノイドの1例
浜松医療センター消化器外科　　平山　一久

EP001-07	 	腹腔鏡下手術を施行した低異型度虫垂粘液性腫瘍の2例
名古屋第二赤十字病院　　村田　悠記

EP001-08	 	自然縮小し慢性虫垂炎と思われた虫垂印環細胞癌の一例
三菱京都病院　　西川　　徹

EP001-09	 	腹膜播種が起因となった壊疽性虫垂炎に対して腹腔鏡下虫垂切除術を施行した1例
昭和大学横浜市北部病院　　栗原亜梨沙

EP001-10	 	巨大虫垂粘液癌に対して腹腔鏡下回盲部切除術を施行した一例
関西労災病院消化器外科　　橋本　雅弘

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 13：30～ 14：30

ePoster2　　大腸悪性2
司　会　��宮城県立がんセンター消化器外科� 木内　　誠

EP002-01	 	腹腔鏡下手術を施行した低異型度虫垂粘液性腫瘍(LAMN)の2例
済生会滋賀県病院　　中島　　晋

EP002-02	 	膿瘍形成性虫垂炎との鑑別が困難であった虫垂杯細胞カルチノイドの一例
横浜新緑総合病院消化器センター外科　　大塚　　亮

EP002-03	 	腹腔鏡手術にて診断を得た虫垂杯細胞型カルチノイドの一例
市立吹田市民病院外科　　美濃地貴之

EP002-04	 	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
神奈川県立がんセンター消化器外科　　菅野　伸洋

EP002-05	 	右側結腸癌に対するSMA周囲リンパ節郭清をともなう腹腔鏡下	Complete	Mesololic	
Excision	の短期成績

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　榎本　正統
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EP002-06	 	上行結腸癌による閉塞性イレウスに対し盲腸瘻造設後、腹腔鏡下に腫瘍切除し得た2
例

国立病院機構千葉医療センター外科　　石毛　孔明
EP002-07	 	門脈本幹欠損を有する上行結腸癌に対して腹腔鏡補助下右半結腸切除を施行した1例

北海道大学大学院医学研究科消化器外科学分野I　　坂本　　譲
EP002-08	 	腹腔鏡補助下右側大腸癌手術における最適な小開腹位置の検討

東京医療センター　　三善　友莉
EP002-09	 	腹腔鏡補助下右半結腸切除術後に上腸間膜動脈症候群を発症した一例

唐津赤十字病院　　梶原　脩平
EP002-10	 	腹腔鏡下手術を行った右側S状結腸を合併した上行結腸癌の1例

岐阜県立多治見病院消化器外科　　浅田　崇洋

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 13：30～ 14：30

ePoster3　　大腸悪性3
司　会　��帯広厚生病院外科� 池田　　篤

EP003-01	 	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　　須藤　　誠
EP003-02	 	上行結腸間膜非癒合例からみた腹腔鏡下右側結腸切除における剥離層についての検討

静岡県立静岡がんセンター大腸外科　　日野　仁嗣
EP003-03	 	腹腔鏡下に切除した成人腸回転異常症を伴う上行結腸癌の1例.

町田市民病院外科　　武田　光正
EP003-04	 	腸回転異常を伴った上行結腸癌に対して腹腔鏡補助下結腸切除を施行した一例

鹿児島大学心臓血管・消化器外科学分野　　樋渡　啓生
EP003-05	 	進行右側横行結腸癌に対する腹腔鏡下拡大結腸右半切除術

厚生連長岡中央綜合病院消化器病センター外科　　西村　　淳
EP003-06	 	当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡下右半結腸切除術の定型化

慈泉会相澤病院　　吉福清二郎
EP003-07	 	当科における横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術

埼玉県立がんセンター消化器外科　　西澤　雄介
EP003-08	 	当院における進行横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の考え方

国際医療福祉大学病院外科　　大平　寛典
EP003-09	 	中央部横行結腸癌に対する腹腔鏡下横行結腸部分切除の手術手技

大阪急性期・総合医療センター　　團野　克樹
EP003-10	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下D3郭清の治療成績

奈良県立医科大学消化器・総合外科／奈良県立医科大学付属病院中央
内視鏡部　　井上　　隆

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 13：30～ 14：30

ePoster4　　大腸悪性4
司　会　��京都府立医科大学消化器外科� 栗生　宜明

EP004-01	 	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
久留米大学外科学講座　　藤田　文彦
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EP004-02	 	脾弯曲部結腸癌に対する腹腔鏡手術の定型化について
日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター　　豊田　哲鎬

EP004-03	 	当科での腹腔鏡下左側横行結腸切除の工夫
三井記念病院　　南村　圭亮

EP004-04	 	当院における横行結腸癌占拠部位による術式選択の現状
順天堂大学医学部下部消化管外科　　石山　　隼

EP004-05	 	当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の現況
大阪市立総合医療センター消化器外科　　日月亜紀子

EP004-06	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の治療成績
長岡中央綜合病院消化器病センター外科　　川原聖佳子

EP004-07	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の工夫
国立病院機構岡山医療センター外科　　瀬下　　賢

EP004-08	 	横行結腸癌に対する頭側アプローチを先行した挟み撃ち郭清による術式の標準化
医療法人医誠会医誠会病院消化器外科　　石川　　彰

EP004-09	 	当科での横行結腸癌の術前診断と腹腔鏡下手術手技
福島県立医科大学会津医療センター小腸・大腸・肛門科　　五十畑則之

EP004-10	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の手技
ハートライフ病院外科　　宮平　　工

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 13：30～ 14：24

ePoster5　　小腸1
司　会　��北里大学メディカルセンター外科� 内藤　正規

EP005-01	 	当院におけるイレウス症例に対する腹腔鏡下手術の現状
独立行政法人国立病院機構北海道医療センター外科　　三野　和宏

EP005-02	 	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
順天堂大学下部消化消化管外科　　丹羽浩一郎

EP005-03	 	虫垂が絞扼帯となった絞扼性イレウスの1例
岡山市立市民病院外科／矢掛町国民健康保険病院外科　　沖田　充司

EP005-04	 	S状結腸腹膜垂による腸閉塞に対し腹腔鏡下手術を施行した2例
ジャパンメディカルアライアンス東埼玉総合病院外科　　松村　真樹

EP005-05	 	腹腔鏡手術を行ったNSAIDs潰瘍瘢痕狭窄による小腸閉塞の1例
札幌徳洲会病院外科　　城田　　誠

EP005-06	 	癒着性イレウスに対する腹腔鏡下イレウス解除術の経験
高槻病院・消化器外科　　川崎健太郎

EP005-07	 	当院における腸閉塞に対する腹腔鏡下手術の治療成績の検討
東海大学医学部付属八王子病院　　茅野　　新

EP005-08	 	腹腔鏡下手術を施行したmesodiverticular	bandによる絞扼性腸閉塞の1例
一宮西病院　　石川　　衛

EP005-09	 	Ladd手術の24年後に発症した癒着性イレウスを，腹腔鏡下に解除した1例
医療法人医誠会医誠会病院消化器外科　　森　　至弘
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 13：30～ 14：24

ePoster6　　ヘルニア1
司　会　��信州大学医学部消化器外科� 横山　隆秀

EP006-01	 	腹壁瘢痕ヘルニアを鑑別疾患とし、腹腔鏡下に診断・治療を行ったSpiegelヘルニアの
1例

市立大町総合病院外科　　平賀理佐子
EP006-02	 	腹腔鏡手術で修復し得たSpigelヘルニアの1例

津久見医師会立津久見中央病院　　北川　雅浩
EP006-03	 	鼠径ヘルニアに合併したスピーゲルヘルニアの一例

東北大学消化器外科学　　青木　　豪
EP006-04	 	腹腔鏡下に修復した外鼠径ヘルニアを合併したSpigelヘルニアの一例

医療法人医誠会都志見病院　　亀井　滝士
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
虎の門病院消化器外科　　木谷　嘉孝

EP006-06	 	腹腔鏡下に修復した半月状線ヘルニア(Spigelian	hernia)の1例
那覇市立病院　　鹿川大二郎

EP006-07	 	鼠径ヘルニアに合併したSpigelヘルニアの一例
長野県厚生連長野松代総合病院　　沖田　浩一

EP006-08	 	腹腔鏡下に修復した内鼠径ヘルニアを伴うde	novo型の大きなSpigelian	herniaの1例
峡南医療センター富士川病院外科　　芦沢　直樹

EP006-09	 	腹腔鏡下に修復した鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアを合併したSpigelianヘルニアの一例
岡山医療センター　　津高　慎平

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 13：30～ 14：30

ePoster7　　ヘルニア2
司　会　��大津赤十字病院外科� 豊田　英治

EP007-01	 	回腸ストーマ閉鎖後の腹壁瘢痕ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を行った2例
和歌山県立医科大学第2外科　　水本　有紀

EP007-02	 	Swiss	cheese	defect型腹壁瘢痕ヘルニアの1例
香川県済生会病院　　上村　　淳

EP007-03	 	恥骨上腹壁瘢痕ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を行った1例
福岡輝栄会病院　　河野　修三

EP007-04	 	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　　次田　　正

EP007-05	 	Knotlessなクロージャーデバイスを用いて欠損部を閉鎖した腹壁瘢痕ヘルニアの2例
順天堂大学下部消化管外科　　塚本　亮一

EP007-06	 	肋間斜切開創に形成された腹壁瘢痕ヘルニアに対して腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復
術を施行した一例

鹿児島県立大島病院外科　　田辺　　寛
EP007-07	 	ヘルニア門の縫合閉鎖を加えた腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の1例

河北総合病院　　青木　佑磨
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EP007-08	 	高度肥満腹壁瘢痕ヘルニアに対してIPOM+を行った1例
新潟県済生会三条病院　　小出　紀正

EP007-09	 	形状記憶ヘルニア用メッシュを用いて腹腔鏡下ヘルニア修復術を行った巨大腹壁瘢痕
ヘルニアの1例

天草地域医療センター　　坂田　和也
EP007-10	 	肝硬変合併腹壁瘢痕・臍ヘルニアに対する腹腔鏡手術後の臍ゼローマ再発とその後の

新出腹壁瘢痕ゼローマ症例
入間川病院外科　　青木　茂弘

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 13：30～ 14：30

ePoster8　　ヘルニア3
司　会　��医真会八尾総合病院消化器センター外科� 加藤　恭郎

EP008-01	 	傍下行結腸窩ヘルニアの1例
JA山口厚生連周東総合病院外科　　林　　雅規

EP008-02	 	術前診断し腹腔鏡下に整復した左傍十二指腸ヘルニアの1例
大津赤十字病院外科　　阿部　由督

EP008-03	 	腹腔鏡下に修復した内膀胱上窩ヘルニアの一例
滝宮総合病院外科　　前田　典克

EP008-04	 	腹腔鏡下に治療しえた外側型盲腸周囲ヘルニアの1例
倚山会田岡病院外科　　加茂　仁美

EP008-05	 	右傍十二指腸ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を施行した1例
独立行政法人総合病院国保旭中央病院　　高橋　龍玄

EP008-06	 	腹腔鏡下に治療しえた上行結腸間膜裂孔ヘルニアの1例
出水郡医師会広域医療センター　　山崎　洋一

EP008-07	 	腹腔鏡下に整復したWinslow孔ヘルニアの一例
津山中央病院外科　　庄司　良平

EP008-08	 	腹腔鏡補助下幽門側胃切除Roux-en-Y再建術後の内ヘルニアを腹腔鏡下に整復した1
例

綜合病院山口赤十字病院　　林　　昌孝
EP008-09	 	腹腔鏡下胃切除・Roux	en-Y再建術後に内ヘルニアを起こした2例

北九州総合病院　　櫻井　晶子
EP008-10	 	腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術後の腹膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの一例

八尾徳洲会総合病院　　大崎　真央

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 13：30～ 14：30

ePoster9　　肝臓１
司　会　��滋賀医科大学外科学講座� 飯田　洋也

EP009-01	 	3D画像より得られた肝右葉の脈管解剖に基づく腹腔鏡下解剖学的肝切除
独立行政法人国立病院機構埼玉病院外科　　雨宮　隆介

EP009-02	 	腹腔鏡下に再肝切除したS1肝細胞癌の1例
静岡県立総合病院消化器外科　　高木　哲彦

EP009-03	 	ICG蛍光法が有用であった腹腔鏡下肝部分切除術の2例
富山県立中央病院　　齋藤　裕人
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EP009-04	 	当科におけるソフト凝固を2系統使用した腹腔鏡下肝離断法
国立病院機構甲府病院　　浅川　真巳

EP009-05	 	当院での腹腔鏡下肝切除における癒着防止吸収性バリア貼付の工夫
名古屋市立大学消化器外科　　社本　智也

EP009-06	 	腹腔鏡下肝切除による肝右葉脱転の新たな教育
奈良県立医科大学消化器・総合外科　　北東　大督

EP009-07	 	術後早期回復強化プログラムERASを導入することによる腹腔鏡下肝切除術への影響
埼玉医科大学国際医療センター　　上野　陽介

EP009-08	 	有症状の肝嚢胞に対し、腹腔鏡下肝嚢胞開窓術を施行した1例
青森市民病院外科　　米内山真之介

EP009-09	 	半年の間に経験した巨大肝のう胞の3症例
済生会川口総合病院外科　　根上　直樹

EP009-10	 	完全腹腔鏡下に切除した肝外発育型巨大肝血管腫の1例
東京都立多摩総合医療センター　　上原　万知

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 13：30～ 14：30

ePoster10　　胆嚢・総胆管１
司　会　��筑波大学消化器外科・臓器移植外科� 大城　幸雄

EP010-01	 	右側肝円索に伴う左側胆嚢2例の経験
青森厚生病院外科　　赤坂　治枝

EP010-02	 	胃切除B-2再建後、副交通胆管枝を伴う総胆管結石に対する腹腔鏡下総胆管切開切石
術

千葉徳洲会病院　　北里憲司郎
EP010-03	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した異所性肝の1切除例

日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科　　川島　万平
EP010-04	 	急性胆嚢炎の診断で緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢捻転症の1例

横須賀共済病院外科　　藤本　章博
EP010-05	 	重複胆嚢管を有する胆嚢・総胆管結石症に対し腹腔鏡下手術を施行した1例

大崎市民病院外科　　福島　啓介
EP010-06	 	副肝管の術中同定にI	CG蛍光胆道検索が有用であった腹腔鏡下胆嚢摘出術の1例

鹿児島厚生連病院外科　　鶴田　祐介
EP010-07	 	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

日本医科大学多摩永山病院外科　　日下部　誠
EP010-08	 	若手外科医はTANKOで腹腔鏡手術の基本を習得する

厚生連尾道総合病院外科　　中原　雅浩
EP010-09	 	腹腔鏡下に施行した胆嚢十二指腸瘻の1例

気仙沼市立病院　　古手川輝騎
EP010-10	 	遺残胆嚢管に発生した合流部結石に対して合流部側方切開による腹腔鏡下切開切石術

を施行した1例
岩手医科大学外科　　梅邑　　晃
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 13：30～ 14：18

ePoster11　　食道悪性1
司　会　��慶應義塾大学医学部一般消化器外科� 川久保博文

EP011-01	 	食道胃接合部右側に存在する閉鎖腔の臨床発生学的検証
京都大学消化管外科　　中村　達郎

EP011-02	 	人体発生に基づく同心円状モデルで考える胸腔鏡下食道亜全摘術	の上縦隔郭清
国立がん研究センター東病院食道外科　　藤原　尚志

EP011-03	 	高齢者（75歳以上）に対する胸腔鏡下食道切除術の検討
新潟県立がんセンター新潟病院　　宮城　良浩

EP011-04	 	食道がんに対する	Minimally	invasive	surgery	(MIS)の変遷と成果
北里大学外科　　山下　継史

EP011-05	 	当院における腹臥位胸腔鏡下食道癌手術の導入
福井県立病院外科　　奥田　俊之

EP011-06	 	術前補助化学療法が胸腔鏡下食道亜全摘術の周術期成績に与える影響
防衛医科大学校外科学講座　　野村　信介

EP011-07	 	食道癌手術における用手腹腔鏡補助下胃管作成術（HALS）の有用性
福島県立医科大学消化管外科　　大木　進司

EP011-08	 	高齢者食道癌に対する胸腔鏡下手術成績の検討
神戸大学医学部食道胃腸外科　　澤田隆一郎

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 13：30～ 14：24

ePoster12　　食道悪性2
司　会　��埼玉医大国際医療センター上部消化管外科� 佐藤　　弘

EP012-01	 	高齢者食道癌における胸腔鏡下食道切除術の検討
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　武田　　茂

EP012-02	 	食道胃接合部癌に対する胸腔アプローチ別の臨床的検討
がん研有明病院　　湯田　匡美

EP012-03	 	腹臥位胸腔鏡下食道切除術導入後の短期成績の検討
山形県・酒田市病院機構日本海総合病院外科　　高屋　　快

EP012-04	 	当科における胸腔鏡下食道切除術の短期治療成績
日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター　　塙　　秀暁

EP012-05	 	食道癌手術における腹腔鏡補助下胃管作成の短期成績
厚生連長岡中央綜合病院消化器病センター外科　　宗岡　悠介

EP012-06	 	進行食道癌に対する腹腔鏡下食道バイパス術と従来法：術後生体反応の比較
日本医科大学消化器外科　　松谷　　毅

EP012-07	 	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

岩手医科大学外科学講座　　秋山　有史
EP012-08	 	胸腔鏡下食道切除術における左反回神経周囲リンパ節郭清のための改善点の検討

西神戸医療センター外科・消化器外科　　伊丹　　淳
EP012-09	 	鏡視下食道切除術におけるLinear	staplerを用いた三角吻合法～合併症のない吻合を

行う手技の工夫と成績～
佐賀県医療センター好生館　　池田　　貯
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 13：30～ 14：30

ePoster13　　大腸良性1
司　会　��広島市立広島市民病院外科� 小島　康知

EP013-01	 	後腹膜膿瘍を伴う穿孔性虫垂炎に対して腹腔鏡下回盲部切除術を施行した1例
久留米大学外科　　仕垣　隆浩

EP013-02	 	妊娠21週での急性虫垂炎に対し腹腔鏡下虫垂切除術を施行した1例
山口大学大学院消化器・腫瘍外科　　藤本　拓也

EP013-03	 	穿孔性虫垂憩室炎に対して腹腔鏡下虫垂切除術を施行した1例
大分県厚生連鶴見病院消化器外科　　川野雄一郎

EP013-04	 	腹腔鏡下手術を施行した虫垂憩室炎の5例
中国労災病院外科　　志々田将幸

EP013-05	 	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
旭川赤十字病院外科　　高野　博信

EP013-06	 	腹腔鏡下手術を行った魚骨による慢性虫垂炎の1例
沼津市立病院外科　　浦濱　竜馬

EP013-07	 	急性虫垂炎による虫垂横行結腸瘻の1切除例
浜松医科大学外科学第二講座　　阪田　麻裕

EP013-08	 	腹腔鏡補助下手術を施行した腸回転異常症を伴う成人急性虫垂炎の1例
石巻赤十字病院　　三頭　啓明

EP013-09	 	慢性虫垂炎に対して腹腔鏡下虫垂切除術を施行した完全内蔵逆位症の1例
府中病院外科　　宮本　裕成

EP013-10	 	巨大虫垂粘液嚢腫に対して組織収納袋を用いて腹腔鏡下手術を行った1例
株式会社日立製作所日立総合病院外科　　箱田　浩之

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 13：30～ 14：30

ePoster14　　大腸良性2
司　会　��東京女子医科大学消化器外科� 井上　雄志

EP014-01	 	術前診断した遺残虫垂炎に対して腹腔鏡下手術を施行した2例
新渡戸記念中野総合病院　　村瀬　秀明

EP014-02	 	妊娠中期の急性虫垂炎に対して、腹腔鏡下虫垂切除術が有用であった2例
横浜市立みなと赤十字病院外科　　中尾　詠一

EP014-03	 	急性虫垂炎保存治療後にたいする腹腔鏡下待機的虫垂切除術の成績
成田赤十字病院外科　　横山　航也

EP014-04	 	虫垂炎治療における腹腔鏡下手術の実際
帝京大学外科　　松田　圭二

EP014-05	 	当院における膿瘍形成性虫垂炎17例の検討
日本赤十字社和歌山医療センター　　野間　淳之

EP014-06	 	妊娠中の急性虫垂炎に対して腹腔鏡下虫垂切除術を施行した3症例
社会医療法人敬愛会中頭病院外科　　林　　圭吾

EP014-07	 	当院における直腸脱に対する腹腔鏡下直腸後方固定術の治療成績
竹田綜合病院　　羽成　直行

EP014-08	 	精神疾患を有する患者の直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術3例の経験
山形大学医学部消化器・乳腺甲状腺・一般外科学　　矢野　充泰
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EP014-09	 	腹腔鏡下に整復したS状結腸間膜裂孔ヘルニアの1例
独立行政法人地域医療機能推進機構滋賀病院外科　　内藤　弘之

EP014-10	 	憩室炎に起因したS状結腸膀胱瘻に対する腹腔鏡手術5例の検討
聖路加国際病院消化器・一般外科　　武田　崇志

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 13：30～ 14：24

ePoster15　　子宮・卵巣・その他1
司　会　��内出医院� 内出　一郎

EP015-01	 	腹腔鏡下子宮全摘術における摘出検体と出血量・手術時間に関する検討
東邦大学医療センター大森病院　　林　　裕子

EP015-02	 	腹腔鏡手術未経験の婦人科常勤医1名の施設における、外科医と共同で行う腹腔鏡下
婦人科手術

浜松労災病院消化器外科　　井上　立崇
EP015-03	 	腹腔鏡下単純子宮全摘後に診断された卵巣ステロイド細胞腫瘍の一例

八戸赤十字病院　　竹下　亮輔
EP015-04	 	腹腔鏡かつ胸腔鏡手術にて確定診断に至った異所性子宮内膜症症例

済生会横浜市東部病院　　伊藤めぐむ
EP015-05	 	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

済生会長崎病院　　平木　宏一
EP015-06	 	初期子宮体癌における腹腔鏡下子宮体癌根治術の治療成績について

がん研有明病院婦人科　　長島　　稔
EP015-07	 	当院における腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術の導入と治療成績

兵庫県立がんセンター　　北井　美穂
EP015-08	 	当科におけるTLH併用LSCの手術手技と短期成績

諫早総合病院　　河野　通晴
EP015-09	 	当院での腹腔鏡下子宮全摘術の後方視的検討

鹿児島市医師会病院婦人科　　濱地　勝弘

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 13：30～ 14：30

ePoster16　　子宮・卵巣・その他2
司　会　��東邦大学医療センター大橋病院産婦人科� 浅川　恭行

EP016-01	 	当院における子宮頸がんに対する腹腔鏡下広汎子宮全摘出術の導入
越谷市立病院産婦人科　　須賀　　新

EP016-02	 	子宮体癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術5例の検討
千葉大学大学院医学研究院生殖医学／千葉徳洲会病院婦人科　　石川　博士

EP016-03	 	TLH手技のボトルネック；手術手技とその時間および効率性に関する多変量解析
越谷市立病院　　伊賀上翔太

EP016-04	 	当院での腹腔鏡下広汎子宮全摘術時の視野確保の工夫
済生会横浜市東部病院　　御子柴尚郎

EP016-05	 	子宮内膜症・子宮筋腫合併骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術（LSC）の1例
京都府立医科大学大学院女性生涯医科学　　片岡　　恒
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EP016-06	 	腸閉塞の既往があるクローン病合併子宮内膜症患者に対して腹腔鏡下手術が有用で
あった1例

三重大学産婦人科　　真川　祥一
EP016-07	 	鼠径ヘルニアを合併した卵巣茎捻転を繰り返す症例に腹腔鏡下で卵巣固定と鼠径ヘル

ニア縫合を行った1例
近畿大学医学部産科婦人科学教室　　青木　稚人

EP016-08	 	術前高脂肪食投与で傍大動脈リンパ節部位の乳糜漏を腹腔鏡下手術で確認・処置を行
い乳糜腹水を予防した1例

市立函館病院　　西澤　庸子
EP016-09	 	直腸内膜症に対し、reduced	portにて腹腔鏡下直腸前方切除術及び卵巣嚢胞切除術を

施行した一例
帝京大学医学部附属溝口病院産婦人科　　稲葉　洋文

EP016-10	 	3mmの細径トロッカーを用いて腹腔鏡下付属器切除術施行した4例
東邦大学医療センター大森病院産婦人科　　谷口　智子

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 13：30～ 14：30

ePoster17　　胃・十二指腸悪性1
司　会　��三重大学消化管小児外科学� 大井　正貴

EP017-01	 	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－

筑波大学医学医療系消化器外科　　木村　聡大
EP017-02	 	Adachi6型26群の破格を有する胃癌患者に対して腹腔鏡下胃全摘術を施行した1例

福岡徳洲会病院　　柴田　亮輔
EP017-03	 	正中弓状靭帯圧迫症候群にて腹腔及び上腸間膜動脈狭窄を伴った早期胃癌の1例

新潟県立がんセンター新潟病院　　渡辺　　徹
EP017-04	 	Adachi	VI型27群の腹腔動脈分岐の破格を伴う胃癌に対して腹腔鏡下幽門側胃切除術

施行した1例
関東労災病院外科　　宮内　　諒

EP017-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行したAdachi	VI型総肝動脈走行破格を伴う胃癌の2例
NTT東日本関東病院外科　　北村　嘉久

EP017-06	 	Adachi分類III型の血管破格を有する胃癌に対し腹腔鏡下胃全摘術を施行した1例
鈴鹿中央総合病院　　金兒　博司

EP017-07	 	胃原発脂肪肉腫に対してマージン確保のため、腹腔鏡下胃全摘を施行した一例
市立宇和島病院　　友藤　克博

EP017-08	 	維持透析中の胃癌患者に対して腹腔鏡下胃切除術を施行した3例
日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科　　安藤　文彦

EP017-09	 	腹腔鏡下胃癌・S状結腸癌同時切除術を施行した2例
松戸市立病院　　古川　　新

EP017-10	 	腹腔鏡下に切除した胃GIST単発性腹膜再発の一例
JA広島総合病院　　新原　健介
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 13：30～ 14：24

ePoster18　　胃・十二指腸悪性2
司　会　��九州大学臨床・腫瘍外科� 大内田研宙

EP018-01	 	適応拡大治癒切除であったがリンパ節転移を認めた未分化型混在早期胃癌の1例
富山県立中央病院　　山崎　祐樹

EP018-02	 	十二指腸GISTに対し腹腔鏡・内視鏡合同手術を行った1例
済生会横浜市東部病院消化器外科　　伊東　彩香

EP018-03	 	胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術におけるICG蛍光内視鏡の使用経験
関東労災病院外科　　竹田　将人

EP018-04	 	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
名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科学　　田中　千恵

EP018-05	 	新規赤外蛍光腹腔鏡による早期胃がんセンチネルナビゲーション手術
東京慈恵会医科大学附属柏病院外科　　高橋　直人

EP018-06	 	ICG蛍光法による腹腔鏡下幽門側胃切除切離線の決定
大阪鉄道病院　　松村　　篤

EP018-07	 	エネルギーデバイスの特性と特徴の検討-腹腔鏡下胃切除術における偶発症も含めて
長崎大学大学院腫瘍外科　　小山正三朗

EP018-08	 	Articulating	Bipolar	tissue	sealing	systemを用いた腹腔鏡下胃切除術
イムス東京葛飾総合病院外科　　岩崎　善毅

EP018-09	 	臓器把持用機器Free	Jaw	Clipと合金糸ループ付き21G穿刺針F	loop	plusを用いた肝
左葉圧排法

福井赤十字病院外科　　吉羽　秀麿

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 13：30～ 14：30

ePoster19　　胃・十二指腸悪性3
司　会　��土浦協同病院外科� 薄井　信介

EP019-01	 	パート手術がもたらす効果～若手の効率的な技術習得とモチベーション向上を目指し
て～

東京女子医科大学消化器外科　　山田　卓司
EP019-02	 	後期研修医から執刀する腹腔鏡下胃切除術－当院の研修プログラム－

香川県立中央病院　　鈴木　優之
EP019-03	 	アノテーションシステムを用いた術中教育支援システム

東京医科歯科大学医学部附属病院胃外科　　谷岡　利朗
EP019-04	 	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　　倉島　　庸

EP019-05	 	当施設における腹腔鏡下幽門側胃切除術の定型化および若手教育
日本医科大学千葉北総病院外科・消化器外科　　原田潤一郎

EP019-06	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術における自己評価方法の検討
弘前市立病院外科／弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座　　久保　寛仁

EP019-07	 	腹腔鏡下胃切除術での技術認定合格を導く助手力
甲南病院外科　　安田　貴志
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EP019-08	 	技術認定医取得後、定型化されていない施設でオペレーションリーダーとして行う腹
腔鏡下胃切除における課題

JR九州病院外科／大阪労災病院外科　　亀田　千津
EP019-09	 	市中病院から技術認定医（胃）への道

済生会横浜市南部病院・外科／平塚共済病院・外科　　大佛　智彦
EP019-10	 	腹腔鏡下胃全摘術における内視鏡外科技術認定医の手術参加効果の検討

独立行政法人国立病院機構九州がんセンター　　太田　光彦

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 13：30～ 14：30

ePoster20　　胃・十二指腸悪性4
司　会　��恵佑会札幌病院外科� 北上　英彦

EP020-01	 	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

竹田綜合病院内視鏡外科　　深井　智司
EP020-02	 	内視鏡的粘膜下層剥離術後腹腔鏡下胃切除し孤立性脾転移をきたした早期胃癌の1例

高知大学医学部外科学講座外科1　　並川　　努
EP020-03	 	膵浸潤を伴う悪性黒色腫の異時性胃転移に対し、腹腔鏡補助下幽門側胃切除、膵中央

区域切除術を施行した1例
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室II　　宮坂　大介

EP020-04	 	腹腔鏡・内視鏡合同胃局所切除術（LECS）を施行した石灰化胃GISTの2例
福島県立医科大学消化管外科学講座　　山田　玲央

EP020-05	 	腹腔鏡下に同時切除した胃多発GISTの一例
さいたま市立病院　　吉村　大士

EP020-06	 	胃小弯側GISTに対する腹腔鏡下胃局所切除術の工夫
東京都保健医療公社豊島病院　　椙田　浩文

EP020-07	 	胃GISTの疑いで腹腔鏡下切除し、追加切除となった胃癌症例
鹿児島生協病院　　鎌谷　泰文

EP020-08	 	胃癌術後結腸孤立性再発を腹腔鏡補助下に切除した1例
坪井病院外科　　山下　直行

EP020-09	 	完全内臓逆位を伴った早期胃癌に対して腹腔鏡補助下幽門保存胃切除を施行した1例
国立がん研究センター中央病院胃外科　　茂呂　浩史

EP020-10	 	イレウス管留置時に診断された胃癌に対して二期的に腹腔鏡下にイレウス解除術およ
び胃切除を施行した一例

大阪医療センター　　小林　　登

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 13：30～ 14：18

ePoster21　　呼吸器悪性1
司　会　��市立伊丹病院呼吸器外科� 奥村　好邦

EP021-01	 	右側大動脈弓を伴った右下葉肺癌の1切除例
茨城県厚生連総合病院水戸協同病院／筑波大学附属病院水戸地域医療

教育センター　　石橋　　敦
EP021-02	 	左肺静脈共通幹を伴った左肺切除術3症例の経験

久留米大学医学部外科学講座　　吉山　康一
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EP021-03	 	縦隔型肺底区動脈を伴う左肺癌の2切除例
久留米大学外科学講座　　横山新太郎

EP021-04	 	宗教的輸血拒否患者に対して胸腔鏡下肺切除術を施行した4例
山形大学医学部外科学第二講座　　中橋　健太

EP021-05	 	6年間経過観察されていた左肺S8のすりガラス陰影に対して胸腔鏡補助下肺部分切除
を施行した肺腺癌の1例

岩手県立久慈病院　　遠野　千尋
EP021-06	 	審査胸腔鏡（生検）目的で手術を予定していたが、結果的に完全切除となった1例

順天堂大学医学部付属静岡病院　　市之川英臣
EP021-07	 	胸腔鏡下生検にて確定診断に至った心膜中皮腫の1例

井上病院　　西川　敏雄
EP021-08	 	肺門縦隔リンパ節のサルコイド反応を伴う肺癌の1手術例

焼津市立総合病院　　北　　雄介

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 13：30～ 14：24

ePoster22　　呼吸器良性1
司　会　��山口宇部医療センター呼吸器外科� 田尾　裕之

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
浜松医科大学第一外科　　飯塚　修平

EP022-02	 	左肺下葉S10に迷入した異所性甲状腺腫の1例
国立国際医療研究センター　　住谷　隆輔

EP022-03	 	後縦隔に発生した髄外造血巣の2切除例
藤田保健衛生大学呼吸器外科　　金田　真吏

EP022-04	 	胸腔鏡が有用であった成人特発性乳糜胸の1例
井上病院呼吸器外科　　高橋　正彦

EP022-05	 	血清CA19-9高値を呈した巨大な気管支原性嚢胞に対し胸腔鏡手術を施行した症例
東海大学医学部外科学系呼吸器外科学　　渡邊　　創

EP022-06	 	術前に診断し得なかった胸腔内脂肪腫の1例
川口市立医療センター、呼吸器外科　　古市　基彦

EP022-07	 	気管支原発平滑筋腫の一手術例
市立奈良病院・呼吸器外科　　寺内　邦彦

EP022-08	 	薄壁瘤状肺動静脈瘻の一例
東海大学外科学系呼吸器外科学／大和市立病院呼吸器外科　　生駒陽一郎

EP022-09	 	胸腔鏡生検にて確定診断された多発肺	benign	metastasizing	leiomyoma	2例の長期予
後

がん・感染症センター都立駒込病院呼吸器外科　　貝森　美月

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 16：40～ 17：16

ePoster23　　大腸悪性5
司　会　��帝京大学医学部附属溝口病院外科� 平能　康充

EP023-01	 	腹腔鏡下右側結腸切除術に関連する静脈解剖の恒常性について
愛知医科大学消化器外科　　大澤　高陽
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EP023-02	 	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
富山市民病院外科　　倉田　　徹

EP023-03	 	右側結腸癌の腹腔鏡下手術の現状と工夫
浦添総合病院消化器病センター外科　　新垣　淳也

EP023-04	 	腹腔鏡下右側結腸切除術における至適小腸間膜切離ラインの検証
神奈川県立がんセンター　　佐藤　純人

EP023-05	 	腹腔鏡下回盲部切除術におけるCME(Complete	Mesocolic	Excision)を意識したD3郭
清

札幌医科大学医学部消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座　　碓井　彰大
EP023-06	 	順行性リンパ節郭清による腹腔鏡補助下結腸右半切除術

東京女子医科大学東医療センター外科　　横溝　　肇

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 16：40～ 17：22

ePoster24　　大腸悪性6
司　会　��横浜新緑総合病院消化器センター外科� 齋藤　修治

EP024-01	 	Bulky右側結腸癌に対する腹腔鏡手術
北九州市立医療センター外科　　佐田　政史

EP024-02	 	横行結腸癌に対するReduced	port	surgery(RPS)の標準化と教育
国立病院機構大阪医療センター　　加藤　健志

EP024-03	 	当院における腹腔鏡下結腸部分切除術（横行結腸）の手術術式
洛西ニュータウン病院　　大陽　宏明

EP024-04	 	腹腔鏡下横行結腸癌手術の手術手技
高知赤十字病院　　桑原　道郎

EP024-05	 	進行横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の標準化
明和病院外科　　仲本　嘉彦

EP024-06	 	当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績
岩手県立中央病院消化器外科　　手島　　仁

EP024-07	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の手技と成績
市立函館病院消化器外科　　笠島　浩行

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 16：40～ 17：22

ePoster25　　大腸悪性7
司　会　��鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科� 盛　真一郎

EP025-01	 	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
東京都立多摩総合医療センター　　大塚　英男

EP025-02	 	左側横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術におけるリンパ節郭清範囲と手技
藤沢市民病院外科　　山岸　　茂

EP025-03	 	横行結腸癌を合併した家族性大腸腺腫症に対する腹腔鏡下大腸全摘術の工夫
兵庫医科大学下部消化管外科　　塚本　　潔

EP025-04	 	横行結腸癌に対する頭側アプローチ先行による腹腔鏡下結腸右半切除
国立病院機構姫路医療センター　　岩本　哲好

EP025-05	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術戦略
佐賀大学医学部一般・消化器外科　　堀田千恵子
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EP025-06	 	進行横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術
昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　中原　健太

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 16：40～ 17：22

ePoster26　　ヘルニア4
司　会　��東京医科歯科大学消化管外科学� 星野　明弘

EP026-01	 	中規模病院における腹腔鏡下ヘルニア根治術（TAPP）の導入
とちぎメディカルセンターしもつが外科　　吉田　　淳

EP026-02	 	当院での鼠経ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術（TAPP）の短期治療成績
秋田赤十字病院　　吉楽　拓哉

EP026-03	 	安全な腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術（TAPP法）の導入と初期成績
明石市立市民病院外科　　小泉　範明

EP026-04	 	当院でのTAPP手術の工夫と導入後の手術成績
（公財）東京都保健医療公社多摩南部地域病院　　玉置　秀司

EP026-05	 	当院での鼠径部ヘルニアに対するTEP法254例の検討
西脇市立西脇病院外科　　松岡　宏樹

EP026-06	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）導入3年間の手術成績
東京山手メディカルセンター消化器外科　　伊地知正賢

EP026-07	 	当院における腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術の検討とトラブルシューティング
長野赤十字病院外科　　草間　　啓

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 16：40～ 17：22

ePoster27　　ヘルニア5
司　会　��相模原病院外科� 石井健一郎

EP027-01	 	TAPP法導入後の短期成績について
島根県立中央病院　　永嶺　彩奈

EP027-02	 	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
医療法人社団昴会日野記念病院外科　　児玉　泰一

EP027-03	 	当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の治療経験について
国立病院機構都城医療センター外科　　松本　克孝

EP027-04	 	鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術（TAPP）の治療成績
独立行政法人国立病院機構大阪南医療センター外科　　冨永　敏治

EP027-05	 	当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の短期成績についての検討
横浜市立みなと赤十字病院　　平井　公也

EP027-06	 	当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の導入と短期成績
甲南病院外科　　石田　　諒

EP027-07	 	両側鼠径ヘルニアに対する単孔式TEPの検討
杏林大学外科　　竹内　弘久
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 16：40～ 17：22

ePoster28　　ヘルニア6
司　会　��横浜労災病院外科� 岡﨑　靖史

EP028-01	 	再発させない腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の手技
総合病院厚生中央病院消化器病センター外科　　齊藤　　準

EP028-02	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）	の手技と工夫
吉野川医療センタ－　　佐藤　宏彦

EP028-03	 	当院における鼠径ヘルニア根治術の腹腔鏡下手術、Potts法手術の比較検討
三重大学附属病院　　松下　航平

EP028-04	 	当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の治療成績と当科での工夫
松江生協病院外科　　横山　靖彦

EP028-05	 	当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の導入および工夫
国立病院機構東佐賀病院外科　　脇山　幸大

EP028-06	 	当科における鼠径ヘルニアに対するTEPの導入と初期成績
福井県済生会病院外科　　杉田　浩章

EP028-07	 	当科における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）の検討
高知医療センター消化器外科・一般外科　　大谷　悠介

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 16：40～ 17：22

ePoster29　　肝臓2
司　会　��慶應義塾大学外科� 阿部　雄太

EP029-01	 	集学的治療の一環としての腹腔鏡下肝部分切除術が有効であった肝血管肉腫の一例
製鉄記念八幡病院外科　　武藤　　純

EP029-02	 	肝細胞癌との鑑別に難渋した肝血管筋脂肪腫（angiomyolipoma:AML）の1例
JCHO東京高輪病院外科　　小俣　智子

EP029-03	 	肝嚢胞開窓術後に再発した肝粘液嚢胞性腫瘍に対して腹腔鏡下肝左葉切除術を施行し
た1例

岩手医科大学外科学講座　　高清水清治
EP029-04	 	肝細胞癌に対する腹腔鏡下再肝切除術の検討

京都府立医科大学付属病院消化器外科　　岸本　拓磨
EP029-05	 	上腹部手術歴を持つ症例に対する腹腔鏡下肝切除の検討

静岡県立静岡がんセンター肝･胆･膵外科　　岡村　行泰
EP029-06	 	術前診断が困難であった肝原発悪性リンパ腫の1例

日本医科大学多摩永山病院外科　　入江　利幸
EP029-07	 	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

大分赤十字病院　　吉屋　匠平
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 16：40～ 17：22

ePoster30　　肝臓3
司　会　��久留米大学外科学� 酒井　久宗

EP030-01	 	手術既往のある腹腔鏡下肝切除術症例に対する妥当性の検討
自治医科大学消化器・一般外科／国立がん研究センター東病院肝胆膵

外科　　谷口　理丈
EP030-02	 	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

静岡県立総合病院　　羽田　綾馬
EP030-03	 	腹腔鏡下肝切除術におけるDifficulty	scoring	systemの有用性についての検討

神戸市立医療センター中央市民病院　　増井　秀行
EP030-04	 	症候性巨大肝嚢胞に対する腹腔鏡下肝嚢胞天蓋切除におけるICG蛍光法を用いた術中

ナビゲーションの有用性
市立函館病院消化器外科　　吉田　祐一

EP030-05	 	肝細胞癌での腹腔鏡下肝切除におけるDifficulty	scoring	systemの有用性の検討
富山大学大学院医学薬学研究部消化器・腫瘍・総合外科　　渋谷　和人

EP030-06	 	肝嚢胞に対する腹腔鏡下開窓術の治療成績
京都桂病院消化器センター外科　　工藤　　亮

EP030-07	 	腹腔鏡下肝2区域切除の導入と短期手術成績の検討
亀田総合病院　　林　　　賢

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 16：40～ 17：22

ePoster31　　胆嚢・総胆管2
司　会　��東北労災病院外科・内視鏡下手術センター� 松村　直樹

EP031-01	 	胆嚢-門脈臍部静脈：腹腔鏡観察での同定　-胆嚢癌根治切除に関連して-
新潟市民病院消化器外科　　横山　直行

EP031-02	 	いわゆる左側胆嚢における解剖と、左側胆嚢に学ぶ安全な胆嚢摘出術について
四谷メディカルキューブきずの小さな手術センター　　梅澤　昭子

EP031-03	 	術前に診断し得た胆嚢管分岐異常に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例
水俣市立総合医療センター　　秋山　貴彦

EP031-04	 	右肝円索に伴った左側胆嚢に対して減孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術が有用であった一例
原三信病院　　伊達　聡美

EP031-05	 	保存治療後のDIC-CTで胆嚢管破格が明らかとなった1手術例
豊見城中央病院外科　　澤岻　安勝

EP031-06	 	当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術のLearning	Curve
聖路加国際病院　　吉田　拓人

EP031-07	 	急性胆嚢炎の緊急手術においてTANKO式は有用か
浜松労災病院消化器外科　　寺谷　直樹
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 16：40～ 17：22

ePoster32　　小腸2
司　会　��栃木県立がんセンター大腸骨盤外科� 小澤　平太

EP032-01	 	当院における腹腔鏡下小腸イレウス解除症例の経験
康生会武田病院外科　　古元　克好

EP032-02	 	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
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　鈴木　麻未

EP032-03	 	腹腔鏡下腸閉塞手術症例の有用性と問題点
鹿児島県立大島病院・外科　　石神　純也

EP032-04	 	腹腔鏡手術術後の腸閉塞予防対策としてのセプラフィルム貼付法の工夫
砂川市立病院外科　　本間　友樹

EP032-05	 	腹腔鏡下腸管癒着剥離術における術中小腸造影の有用性
白河厚生総合病院外科　　佐藤　好宏

EP032-06	 	診断に難渋する小腸病変に対する単孔式腹腔鏡下小腸手術の有用性
市立砺波総合病院外科　　吉田　貢一

EP032-07	 	腸閉塞に対する単孔式腹腔鏡補助下手術の治療成績の検討
埼玉県立小児医療センター　　鈴木　啓介

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 16：40～ 17：22

ePoster33　　大腸良性3
司　会　��大阪国際がんセンター消化器外科� 安井　昌義

EP033-01	 	腹部手術既往の腹腔鏡下虫垂切除術に与える影響について
新百合ケ丘総合病院外科　　柴　　浩明

EP033-02	 	当院における腹腔鏡下虫垂切除症例の現状と今後の課題
独立行政法人国立病院機構災害医療センター　　高橋　深幸

EP033-03	 	当院における虫垂炎に対する手術症例～開腹と腹腔鏡の比較～
JHCO諫早総合病院　　西牟田雅人

EP033-04	 	当科における腹腔鏡下虫垂切除術の治療成績
藤田保健衛生大学坂文種報徳会病院消化器外科　　荒川　　敏

EP033-05	 	当院での高度炎症性虫垂炎に対する腹腔鏡下手術の検討
大和市立病院　　細田　篤志

EP033-06	 	当科における腹腔鏡下虫垂切除術の変遷と86例の検討
浜松医療センター消化器外科　　池田　貴裕

EP033-07	 	虫垂炎に対する腹腔鏡下回盲部切除症例の検討
岡崎市民病院　　中村　俊介

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 16：40～ 17：22

ePoster34　　大腸良性4
司　会　��神戸大学食道胃腸外科� 長谷川　寛

EP034-01	 	穿孔性虫垂炎に対するinterval	appendectomyの有用性
東京都保健医療公社多摩南部地域病院　　石井　雅之
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EP034-02	 	膿瘍形成性虫垂炎に対するinterval	appendectomyの有用性の検討
JA尾道総合病院　　武智　　瞳

EP034-03	 	当科における膿瘍形成虫垂炎に対するLaparoscopic	interval	appendectomy
三重中央医療センター外科　　湯淺　浩行

EP034-04	 	急性虫垂炎に対するlaparoscopic	interval	appendectomyの有用性の検討
IMSグループ明理会行徳総合病院外科　　加茂　知久

EP034-05	 	当院における急性虫垂炎に対する腹腔鏡手術とInterval	appendectomyの検討
別府医療センター　　田尻　裕匡

EP034-06	 	当科におけるLaparoscopic	interval	appendectomyの検討
八王子医療センター　　横塚　　慧

EP034-07	 	当院における非膿瘍形成虫垂炎に対する緊急腹腔鏡下虫垂切除と待機的虫垂切除の成
績の検討

船橋中央病院　　川原　健治

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 16：40～ 17：22

ePoster35　　子宮1
司　会　��京都第一赤十字病院産婦人科� 大久保智治

EP035-01	 	肥満子宮体癌症例に対する腹腔鏡下手術の安全性の検討
慶應義塾大学医学部産婦人科学教室　　片岡　史夫

EP035-02	 	腹腔鏡下子宮筋腫核出術後患者におけるQOLに関する検討
手稲渓仁会病院産婦人科　　都築陽欧子

EP035-03	 	子宮内膜癌に対する腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術　～当院での取り組み・成績・応用～
近畿大学医学部産科婦人科学教室　　飛梅　孝子

EP035-04	 	不妊治療における子宮鏡検査の有用性の検討
東邦大学医療センター大森病院　　福田　雄介

EP035-05	 	地方拠点病院における婦人科腹腔鏡下手術への取り組み
熊本赤十字病院産婦人科　　吉松かなえ

EP035-06	 	腹腔鏡下子宮全摘出術における腟断端トラブルに関する検討	-腟断端部腹膜縫合は術
後出血を低減させる-

札幌白石産科婦人科病院　　明石　祐史
EP035-07	 	骨盤内腫瘍に対する腹腔鏡下生検の有用性の検討

神戸大学医学部附属病院産科婦人科　　鈴木　嘉穂

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 16：40～ 17：22

ePoster36　　食道良性1
司　会　��慈恵会医科大学外科� 矢野　文章

EP036-01	 	食道裂孔ヘルニアを合併したアカラシア症例の検討
大阪大学消化器外科　　牛丸　裕貴

EP036-02	 	混合型食道裂孔ヘルニア手術のQOL改善への貢献
岡山大学医学部消化器外科学　　田辺　俊介

EP036-03	 	食道良性疾患に対する腹腔鏡下手術成績の検討
国立病院機構西埼玉中央病院　　佐々木敏行
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EP036-04	 	当科における腹腔鏡下前方噴門形成術の経験
福山市民病院　　浅海　信也

EP036-05	 	特発性食道破裂に対する鏡視下手術の当科での工夫
千葉西総合病院　　小林　亮介

EP036-06	 	巨大食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア手術（Mesh	Repair）の治
療成績

北里大学医学部外科　　森谷　宏光
EP036-07	 	Reduced	Port	Laparoscopic	Nissen	Fundoplicationの臨床検討

杏林大学消化器・一般外科　　橋本　佳和

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 16：40～ 17：22

ePoster37　　胃・十二指腸悪性5
司　会　��東京医科歯科大学消化管外科学� 井ノ口幹人

EP037-01	 	腹腔鏡下胃癌手術における腹腔動脈走行破格に対する術前評価と周術期成績
JCHO群馬中央病院外科　　佐野　彰彦

EP037-02	 	右胃大網動脈(RGEA)と幽門下動脈(IPA)を処理するための3つの視野展開－IPA領域
(#6i)を腸間膜と認識する－

済生会滋賀県病院　　辻浦　誠浩
EP037-03	 	3D-CTを用いた脾動脈の分岐形態に関する検討

埼玉県立がんセンター消化器外科　　石川　喜也
EP037-04	 	早期胃癌に対する腹腔鏡下Sentinel	node	(SN)生検に関する検討

防衛医科大学校外科学講座　　矢口　義久
EP037-05	 	食道胃接合部癌に対する、Indocyanine	green	(ICG)蛍光ナビゲーションによる腫瘍位

置マーキングの検討
大阪国際がんセンター　　市原もも子

EP037-06	 	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
千葉大学大学院工学研究科　　菊池　裕貴

EP037-07	 	腹腔鏡下胃切除術における組織補強材一体型自動縫合器の導入
帝京大学ちば総合医療センター外科　　森　　幹人

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 16：40～ 17：22

ePoster38　　胃・十二指腸悪性6
司　会　��北海道大学病院消化器外科Ⅱ� 海老原裕磨

EP038-01	 	当院での腹腔鏡下および開腹下幽門側胃切除術における高齢者群、非高齢者群との比
較検討

埼玉医科大学国際医療センター　　荒谷　憲一
EP038-02	 	当科における超高齢者に対する腹腔鏡下胃切除の検討

九州大学臨床・腫瘍外科(第一外科)　　木村隆一郎
EP038-03	 	75歳以上の高齢者に対する腹腔鏡下胃切除術の安全性の検討

滋賀医科大学消化器・乳腺・一般外科　　新田　信人
EP038-04	 	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

市立東大阪医療センター消化器外科　　足立　真一
EP038-05	 	高齢者に対する腹腔鏡下胃全摘術の検討

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　　末松　秀明
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EP038-06	 	超高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の検討
富山大学消化器・腫瘍・総合外科　　橋本伊佐也

EP038-07	 	80歳以上高齢者のcStage	I胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の短期・長期成績
京都府立医科大学消化器外科　　小西　智規

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 16：40～ 17：22

ePoster39　　胃・十二指腸悪性7
司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科学� 角谷　慎一

EP039-01	 	長期経過における腹腔鏡下幽門側胃切除および幽門保存胃切除の体組成への影響
静岡県立静岡がんセンター胃外科　　入野　誠之

EP039-02	 	完全腹腔鏡下幽門保存胃切除術の手術成績と体重減少
北九州市立医療センター外科　　渡部　雅人

EP039-03	 	アプローチ別に見た胃全摘術後の体組成変化
静岡がんセンター胃外科　　西脇　紀之

EP039-04	 	腹腔鏡下胃切除術後の体重減少の検討
滋賀医科大学外科学講座消化器・乳腺・一般外科　　竹林　克士

EP039-05	 	当科における肥満胃癌患者に対する腹腔鏡手術成績の検討
東京慈恵会医科大学附属第三病院外科　　入村　雄也

EP039-06	 	肥満症例における腹腔鏡下幽門側胃切除術の短期成績の検討
愛媛県立中央病院消化器外科　　徳田　和憲

EP039-07	 	肥満症例に対するReduced	port	LDGの許容性に関する検討
能代厚生医療センター外科　　大山　健一

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 16：40～ 17：22

ePoster40　　胃・十二指腸悪性8
司　会　��福岡大学消化器外科� 吉村　文博

EP040-01	 	進行胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の長期成績
東京医科歯科大学胃外科　　五木田憲太朗

EP040-02	 	pT2以深胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の治療成績
岐阜大学腫瘍外科　　山口　和也

EP040-03	 	当科における腹腔鏡下幽門側胃切除術，導入後全例における成績
山形県立中央病院外科　　野村　　尚

EP040-04	 	教室におけるcStageI胃癌を対象とした腹腔鏡下胃切除術の長期成績
大阪市立大学大学院医学部腫瘍外科学講座　　西村　潤也

EP040-05	 	腹腔鏡下胃切除術後　pN+およびpStage	II/III症例の検討
秋田大学医学部消化器外科　　飯田　正毅

EP040-06	 	cStageI胃癌に対する腹腔鏡下（補助下）幽門側胃切除術の短期・長期成績
山形大学医学部消化器・乳腺甲状腺・一般外科　　蜂谷　　修

EP040-07	 	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／神奈川県立がんセンター消化器外科　　青山　　徹
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 16：40～ 17：22

ePoster41　　食道悪性3
司　会　��国立がん研究センター中央病院食道外科� 小柳　和夫

EP041-01	 	食道胃接合部腺癌に対する胸腹部アプローチの比較検討
がん研有明病院消化器外科／九州大学大学院消化器・総合外科　　今村　　裕

EP041-02	 	骨格筋量、栄養指標の推移からみた胸腔鏡下食道切除術の有用性の検討
弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座　　室谷　隆裕

EP041-03	 	腹臥位胸腔鏡下食道切除術における頸部先行と胸部先行アプローチの比較
高知大学医学部外科１　　北川　博之

EP041-04	 	75歳以上の高齢者胸部食道癌に対する低侵襲性二期分割手術
国立がん研究センター東病院食道外科　　佐藤　琢爾

EP041-05	 	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
京都大学消化管外科　　錦織　達人

EP041-06	 	胸腔鏡下に切除後に結腸再建した胸部食道癌の検討
和歌山県立医科大学第2外科　　辻　　俊明

EP041-07	 	内視鏡治療後の胸腔鏡併用食道切除術の検討
慶應義塾大学医学部一般・消化器外科　　竹内　優志

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 16：40～ 17：22

ePoster42　　教育
司　会　��京都医療センター外科・感染制御部� 畑　　啓昭

EP042-01	 	オプティカル法トロッカー挿入バーチャルリアリティ・シミュレータの開発
名古屋大学消化器外科　　藤原　道隆

EP042-02	 	腹腔鏡下消化管手術技術認定取得に向けた後期研修医の修練・教育
横須賀共済病院　　武井　将伍

EP042-03	 	専攻医を対象とした、効率的な鏡視下手術トレーニング	・プログラムの開発
聖路加国際病院消化器・一般外科　　鈴木　研裕

EP042-04	 	仮想モデル、3次元プリンターモデル、高質感臓器モデルを用いた段階的手術シミュ
レーション教育

自治医科大学消化器一般外科　　遠藤　和洋
EP042-05	 	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
北海道大学消化器外科2　　横山新一郎

EP042-06	 	医学生に対する内視鏡手術教育の取り組み
東近江総合医療センター外科／滋賀医科大学総合外科学講座　　太田　裕之

EP042-07	 	縫合における3D内視鏡システムの有用性：Barbed	sutureのloopに針を通す時間を比
較して

荒尾市民病院外科　　山本　真一
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 17：25～ 18：07

ePoster43　　大腸悪性8
司　会　��がん研有明病院大腸外科� 長山　　聡

EP043-01	 	定型化した手技と3D-CTナビゲーションで安全に行う腹腔鏡下横行結腸切除術(D3)
広島市立安佐市民病院外科　　吉満　政義

EP043-02	 	中央部および左側横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術～網嚢先行開放アプローチによる
CMEとCVLの追求～

鳥取市立病院　　加藤　　大
EP043-03	 	術前3DCTを活用した腹腔鏡下横行結腸切除術における手技の工夫

群馬大学医学部附属病院消化管外科　　小川　博臣
EP043-04	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の手技と成績

広島赤十字・原爆病院　　小西　晃造
EP043-05	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下中結腸動脈D3郭清

愛知県がんセンター中央病院　　木下　敬史
EP043-06	 	当院での横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術

北野病院消化器外科　　福田　明輝
EP043-07	 	当科での横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術：中結腸動脈根部郭清へのアプローチ

山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　友近　　忍

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 17：25～ 18：07

ePoster44　　大腸悪性9
司　会　��がん研有明病院消化器外科� 藤本　佳也

EP044-01	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術症例の検討
東京医科大学茨城医療センター消化器外科　　丸山　常彦

EP044-02	 	直腸癌手術既往のある横行結腸癌に対する、術中ICG蛍光法を用いた腹腔鏡下横行結
腸切除術

京都大学消化管外科　　稲本　　将
EP044-03	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績

高知医療センター消化器外科　　寺石　文則
EP044-04	 	反時計回りに3つのステップに分けて行う中結腸動静脈周囲郭清

国立病院機構大阪南医療センター　　谷島　裕之
EP044-05	 	当院での横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術

千葉西総合病院　　小林　昭広
EP044-06	 	脾彎曲部授動を伴う横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の定型化

大和高田市立病院外科　　中村　友哉
EP044-07	 	A	novel	3D-CT	navigation	for	Laparoscopic	surgery	of	transverse	colon	cancer

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　石崎　哲央
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 17：25～ 18：07

ePoster45　　大腸悪性10
司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 勝野　秀稔

EP045-01	 	横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術手技の定型化
淀川キリスト教病院　　前田　哲生

EP045-02	 	横行／下行結腸の進行癌に対する腹腔鏡手術の治療成績
武蔵野赤十字病院　　岡崎　　聡

EP045-03	 	脾弯曲部の脱転を要する腹腔鏡下結腸切除術における手術成績の検討とEnSeal	G2	
Articulatingの使用経験

広島市立安佐市民病院外科　　三口　真司
EP045-04	 	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

岩国医療センター　　谷口　文崇
EP045-05	 	下行結腸癌に対する腹腔鏡下全結腸間膜切除＋D3郭清

愛知県がんセンター中央病院消化器外科部　　大内　　晶
EP045-06	 	脾弯曲部～下行結腸進行癌に対する腹腔鏡手術

山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　田中　宏典
EP045-07	 	腸間膜損傷および自律神経損傷を回避するための腹腔鏡下S状結腸切除術の定型化

札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座　　沖田　憲司

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 17：25～ 18：07

ePoster46　　大腸悪性11
司　会　��滋賀医科大学外科学講座消化器外科� 清水　智治

EP046-01	 	腹腔鏡下TMEの精度向上をめざした取り組み
長崎大学病院腫瘍外科　　和田　英雄

EP046-02	 	腹腔鏡下低位前方切除術における左結腸動脈温存の意義の検討
済生会横浜市東部病院　　高島　順平

EP046-03	 	腹腔鏡下直腸切断術の手技と成績
大阪市立総合医療センター消化器外科　　井上　　透

EP046-04	 	当科における腹腔鏡下内肛門括約筋切除術	(Lap-ISR)の手技と成績
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　鈴木　伸明

EP046-05	 	腹腔鏡下ISRにおける手技の工夫と治療成績
滋賀県立成人病センター　　山田　理大

EP046-06	 	腹腔鏡下直腸癌手術における3D腹腔鏡の有用性
府中病院外科センター　　青松　直撥

EP046-07	 	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
土浦協同病院　　松本　日洋

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 17：25～ 18：07

ePoster47　　ヘルニア7
司　会　��加古川中央市民病院外科・消化器外科� 阿部紘一郎

EP047-01	 	TAPP術後再手術を必要とした症例の検討
菊名記念病院消化器センター外科　　嘉悦　　勉
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EP047-02	 	ガーゼ剥離を用いた膨潤TAPP―再発症例より学ぶ至適剥離・メッシュ展開―
徳島大学消化器・移植外科　　柏原　秀也

EP047-03	 	鼠径部ヘルニアに対するTransabdominal	preperitoneal	repair(TAPP)の再発症例の検
討と術式の工夫

岡谷市民病院　　三輪　史郎
EP047-04	 	当院でのTAPP手術317例での唯一の再発症例の反省

宮崎善仁会病院　　土田　裕一
EP047-05	 	鼡径ヘルニア根治術（TAPP法）、術後早期再発症例の検討

神戸市立西神戸医療センター　　塩田　哲也
EP047-06	 	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

昭和伊南総合病院外科　　北原　弘恵
EP047-07	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後の再発例から学ぶこと

労働者健康安全機構熊本労災病院外科　　飯坂　正義

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 17：25～ 18：07

ePoster48　　ヘルニア8
司　会　��山梨厚生病院外科� 天白　典秀

EP048-01	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術　困難症例への挑戦
国家公務員共済組合連合会九段坂病院　　長浜　雄志

EP048-02	 	前立腺全摘後鼠径ヘルニアに対し腹腔鏡下に根治術を施行した一例　～困難症例に対
する手術手技～

横浜市立大学外科治療学　　渥美　陽介
EP048-03	 	ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後に発症した鼠径ヘルニアに対するTEP法の手

術成績
大分大学消化器・小児外科学講座　　當寺ヶ盛学

EP048-04	 	前立腺全摘後の鼠径ヘルニアに対する術式の検討
国立病院機構九州医療センター消化管外科・がん臨床研究部　　上原　英雄

EP048-05	 	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　　松村　　勝
EP048-06	 	前立腺全摘術後に発症した鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手術

小樽市民病院　　渡辺　義人
EP048-07	 	前立腺全摘後の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の検討

川崎医科大学総合外科／川崎医科大学総合医療センター外科　　林　　次郎

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 17：25～ 18：07

ePoster49　　ヘルニア9
司　会　��四谷メディカルキューブ� 網木　　学

EP049-01	 	再発鼠径ヘルニアに対する当院の取り組み
筑波胃腸病院　　鈴木　隆二

EP049-02	 	再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の検討
KKR札幌医療センター外科　　今　　裕史

EP049-03	 	再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の検討
石巻赤十字病院外科　　梶原　大輝
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EP049-04	 	再発鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）の検討
大原綜合病院外科　　小野澤寿志

EP049-05	 	当科におけるTAPP後再発鼠径ヘルニア手術症例の検討
独立行政法人地域医療機能推進機構金沢病院外科　　安居　利晃

EP049-06	 	鼠径ヘルニア再発症例に対するTAPP施行例の検討
香川大学消化器外科　　藤原　理朗

EP049-07	 	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
九州大学先端医工学診療部／九州大学大学院消化器総合外科　　長尾　吉泰

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 17：25～ 18：07

ePoster50　　肝臓4
司　会　��日本医科大学千葉北総病院外科� 川野　陽一

EP050-01	 	当院における腹腔鏡下肝切除の周術期成績
北海道消化器科病院消化器外科　　福島　正之

EP050-02	 	膵Solid-pesudopapillary	neoplasm術後再発例に対する外科的切除例の検討
国立がん研究センター東病院肝胆膵外科　　大久保悟志

EP050-03	 	上腹部高度癒着症例に対するhybrid腹腔鏡下肝切除術
大垣市民病院外科　　宇治　誠人

EP050-04	 	当院における腹腔鏡下肝切除導入前後での肝切除術短期治療成績の比較
埼玉協同病院外科　　栗原　唯生

EP050-05	 	当院における腹腔鏡下再肝切除術の安全性の検討
大垣市民病院　　寺崎　史浩

EP050-06	 	当院における腹腔鏡下肝切除の導入と適応拡大
製鉄記念室蘭病院外科　　仙丸　直人

EP050-07	 	当科における腹腔鏡下「再」肝切除の治療成績
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　松隈　　聰

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 17：25～ 18：07

ePoster51　　胆嚢・総胆管3
司　会　��札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科� 水口　　徹

EP051-01	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術　症例を増やすための取り組み
東邦大学医療センター大橋病院　　渡邉　　学

EP051-02	 	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
市立豊中病院外科　　富丸　慶人

EP051-03	 	上腹部手術既往を有する症例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
市立豊中病院　　横田　祐貴

EP051-04	 	一般市中病院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の治療成績
国家公務員共済組合連合会新小倉病院外科　　西中　秀和

EP051-05	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した黄色肉芽腫性胆嚢炎症例の手術成績
市立豊中病院外科　　竹田　　佑

EP051-06	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢がん症例の検討
川越胃腸病院　　藤野　幸夫
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EP051-07	 	腹腔鏡下胆嚢摘出後に診断された偶発胆嚢癌の検討
安城更生病院外科　　陸　　大輔

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 17：25～ 18：07

ePoster52　　胆嚢・総胆管4
司　会　��富士宮市立病院外科� 鈴木　憲次

EP052-01	 	急性胆嚢炎における，腹腔鏡下胆嚢亜全摘出術の開腹胆嚢摘出術に対する有効性に関
して

東京都立多摩総合医療センター　　塩見真一郎
EP052-02	 	中等症胆嚢炎の手術時期の検討

KKR札幌医療センター　　財津　雅昭
EP052-03	 	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-

さいたま市立病院外科　　高木　知聡
EP052-04	 	急性胆嚢炎に対する経皮経肝胆嚢ドレナージ後の至適手術時期の検討

神戸大学肝胆膵外科　　上野　公彦
EP052-05	 	TG13導入後の急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の変化

平塚市民病院外科　　高野　公徳
EP052-06	 	PTGBDを施行した急性胆嚢炎症例に対する至適手術時期の検討

杏林大学消化器、一般外科　　蓮井　宣宏
EP052-07	 	急性胆管炎・急性胆嚢炎の併存例に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

戸塚共立第１病院外科／昭和大学消化器・一般外科　　和田　友祐

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 17：25～ 18：07

ePoster53　　腎臓・尿管1
司　会　��北播磨総合医療センター� 田中　一志

EP053-01	 	ロボット支援下腎部分切除術（RAPN）におけるtrifecta達成度の評価
長崎大学病院泌尿器科・腎移植外科　　大庭康司郎

EP053-02	 	当院におけるRAPNとLPNの手術成績の比較
横浜市立大学附属病院泌尿器科　　荒木あずみ

EP053-03	 	山形大学におけるRAPNの初期経験
山形大学医学部医学科腎泌尿器外科学講座　　内藤　　整

EP053-04	 	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

東海大学医学部外科学系泌尿器科学　　花井　一也
EP053-05	 	腎門部腫瘍に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の手術成績の検討

関西医科大学附属病院腎泌尿器外科　　小糸　悠也
EP053-06	 	鏡視下手術併用3-portによる後腹膜到達法ハイブリッドRALPN適応拡大の試み

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室　　伊夫貴直和
EP053-07	 	当院におけるロボット支援腎部分切除術の初期経験

東邦大学医療センター大森病院泌尿器科学講座　　山辺　史人
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 17：25～ 18：07

ePoster54　　大腸良性5
司　会　��三重大学医学部消化管・小児外科学� 廣　純一郎

EP054-01	 	腹腔鏡下虫垂炎手術のクリニカルパスの検討
長野市民病院　　高田　　学

EP054-02	 	虫垂粘液腫の7例と粘液腫に対する腹腔鏡下手術の有効性について
成田赤十字病院、外科　　松本　　玲

EP054-03	 	再発直腸脱に対する腹腔鏡下直腸前方固定術のメルクマールとピットホール
一宮西病院　　馬場　卓也

EP054-04	 	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～

岐阜赤十字病院外科　　栃井　航也
EP054-05	 	潰瘍性大腸炎に対する用手補助下腹腔鏡下手術－小開腹創の有用性について

東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター　　森本　幸治
EP054-06	 	開腹手技と腹腔鏡手技の利点を組み合わせた重症潰瘍性大腸炎に対するHALS大腸亜

全摘術の術野展開
東北大学消化器外科学　　渡辺　和宏

EP054-07	 	炎症性腸疾患の腹腔鏡下大腸切除術における右側結腸の後腹膜アプローチの有用性
札幌厚生病院外科　　山上　英樹

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 17：25～ 18：07

ePoster55　　大腸良性6
司　会　��神鋼記念病院大腸骨盤外科� 錦織　英知

EP055-01	 	85歳以上の完全直腸脱患者に対する腹腔鏡下Wells変法直腸固定術の有用性に関する
検討

伊賀市立上野総合市民病院外科　　森本　雄貴
EP055-02	 	腹腔鏡下直腸固定術の導入と治療成績

大阪府済生会野江病院　　水上　　陽
EP055-03	 	直腸脱に対する治療方針の検討 ‐ 経肛門手術と腹腔鏡手術の比較より

盛岡赤十字病院　　石橋　正久
EP055-04	 	直腸脱に対する腹腔鏡下直腸前方固定術の短期成績

産業医科大学第一外科　　荒瀬　光一
EP055-05	 	当科における潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡下手術の治療成績に関する検討

東京医科歯科大学消化管外科学分野　　山内　慎一
EP055-06	 	クローン病手術症例における鏡視下手術の有用性

東京女子医科大学消化器・一般外科　　中尾紗由美
EP055-07	 	当科における腹腔鏡下直腸固定術の手技と短期成績（コの字型メッシュを使用した下

部直腸前方-岬角固定）
福井県済生会病院　　高嶋　吉浩
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 17：25～ 18：07

ePoster56　　子宮2
司　会　��足立病院� 井上　卓也

EP056-01	 	子宮全摘術における腟管切開と縫合
札幌医科大学産婦人科学講座　　玉手　雅人

EP056-02	 	腹腔鏡下広汎子宮全摘術における膀胱子宮靭帯前層・後層処理の重要な3ステップメ
ソッド

三重大学産婦人科　　近藤　英司
EP056-03	 	肥満症例に対するTLHでの出血リスクを減らす方法

製鉄記念室蘭病院　　恐神　博行
EP056-04	 	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

近畿大学医学部附属病院産科婦人科教室　　高松　士朗
EP056-05	 	尿管剥離の観点からTLHを検証する

奈良県立医科大学産科婦人科学教室　　森岡佐知子
EP056-06	 	逆行性アプローチ法とAldridge法を併用したTLH ‐ 尿管を遠ざけ骨盤癒着にも対応

可能 ‐
淀川キリスト教病院　　伊熊健一郎

EP056-07	 	膀胱子宮靭帯前層処理の必要な良性TLH
倉敷成人病センター　　中島　紗織

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 17：25～ 18：07

ePoster57　　胃・十二指腸良性1
司　会　��産業医科大学第1外科� 柴尾　和徳

EP057-01	 	5cm以上の胃GISTに対する腹腔鏡下胃部分切除術の治療成績
東京医科大学消化器・小児外科学分野　　下田　陽太

EP057-02	 	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
三重大学消化管・小児外科　　吉山　繁幸

EP057-03	 	Upside	down	stomachを呈する食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の手技と工
夫

公立那賀病院外科　　木下　博之
EP057-04	 	当院における腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術（LAPEG）の経験

馬場記念病院外科　　木下　春人
EP057-05	 	EZアクセス楕円タイプを用いた単孔式LECS

産業医科大学第一外科　　田嶋　健秀
EP057-06	 	当院における胃・十二指腸病変に対するLECSの検討

NTT東日本関東病院　　佐久間　淳
EP057-07	 	胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃部分切除術の治療成績

信州大学医学部消化器外科　　宮川　雄輔
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 17：25～ 18：07

ePoster58　　胃・十二指腸悪性9
司　会　��新潟市民病院消化器外科� 桑原　史郎

EP058-01	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術、観音開き法再建の成績
久留米大学病院外科学講座　　田中　侑哉

EP058-02	 	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
津山中央病院外科　　渡邉めぐみ

EP058-03	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術の治療成績の検討
獨協医科大学第一外科　　佐々木欣郎

EP058-04	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術における再建方法：Double	tract法と食道残胃吻合の比較
新潟県厚生農業協同組合連合会長岡中央綜合病院消化器病センター外科　　佐藤　　優

EP058-05	 	当科における腹腔鏡下噴門側胃切除術後double	tract再建と観音開き法再建の比較
福島県立医科大学消化管外科学講座　　佐瀬善一郎

EP058-06	 	当科における腹腔鏡下噴門側胃切除術後再建の定型化の工夫
宮城県立がんセンター消化器外科　　長谷川康弘

EP058-07	 	術後QOLの改善を意識した腹腔鏡下噴門側胃切除術観音開き再建法
関西労災病院消化器外科　　益澤　　徹

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 17：25～ 18：07

ePoster59　　胃・十二指腸悪性10
司　会　��済生会横浜市東部病院外科� 江川　智久

EP059-01	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術におけるDouble	Tract法の短期成績
千葉大学大学院医学研究院先端応用外科　　豊住　武司

EP059-02	 	観音開き法を用いた胸腔鏡下食道残胃吻合の経験
佐賀大学医学部附属病院　　岩崎　寛智

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
日本大学医学部消化器外科　　萩原　　謙

EP059-04	 	腹腔鏡補助下噴門側胃切除術（LAPG）における短期成績
埼玉医科大学国際医療センター　　粕谷　真郷

EP059-05	 	胃癌に対する腹腔鏡補助下噴門側胃切除術の再建手技の工夫と治療成績
横須賀共済病院外科　　木村　　準

EP059-06	 	一般市中病院における合併症軽減を目的とした腹腔鏡補助下噴門側胃切除・食道残胃
吻合術の工夫

川崎市立井田病院外科　　大山　隆史
EP059-07	 	食道浸潤陽性高度進行噴門部胃癌に対する内視鏡外科手術:術前化学療法10症例の検

討
山梨赤十字病院外科／昭和大学消化器一般外科　　山崎　公靖
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12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 17：25～ 18：07

ePoster60　　胃・十二指腸悪性11
司　会　��九州医療センター消化管外科� 坂口　善久

EP060-01	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術後の体重減少の検討
熊本大学大学院消化器外科学　　岩槻　政晃

EP060-02	 	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
四国がんセンター外科　　羽藤　慎二

EP060-03	 	腹腔鏡下噴門側胃切除後ダブルトラクト法再建の短期成績
筑波大学消化器外科　　小川　光一

EP060-04	 	腹腔鏡下噴門側胃切除の食道残胃手縫い吻合を簡便行うための手技
京都第一赤十字病院／京都府立医科大学消化器外科　　小松　周平

EP060-05	 	Siewert	type2食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下噴門側胃切除、胃管再建術
和歌山労災病院外科　　岩橋　　誠

EP060-06	 	腹腔鏡下胃全摘、噴門側胃切除後食道空腸吻合の合併症の検討
船橋市立医療センター外科　　夏目　俊之

EP060-07	 	食道浸潤胃癌・接合部癌に対する腹腔鏡下経裂孔的切除例の検討
福島県立医科大学低侵襲腫瘍制御学講座／総合南東北病院外科　　本多　通孝

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 17：25～ 18：07

ePoster61　　胃・十二指腸悪性12
司　会　��県立広島病院消化器乳腺移植外科� 漆原　　貴

EP061-01	 	胃GISTに対する腹腔鏡・内視鏡合同手術(Laparoscopy	and	Endoscopy	Cooperative	
Surgery)の検討

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　　宮本　　洋
EP061-02	 	当院での胃GISTに対するLECSの治療成績

京都府立医科大学消化器外科　　庄田　勝俊
EP061-03	 	胃間葉系腫瘍に対する腹腔鏡下手術の長期成績と最新手技

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科学／鹿児島大学分子応用外科学　　有上　貴明
EP061-04	 	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

杏林大学外科　　阿部　展次
EP061-05	 	胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃局所切除-LECS,	Crown法の経験を含めて-

厚生連長岡中央綜合病院消化器病センター外科　　山下裕美子
EP061-06	 	当院における胃粘膜下腫瘍(SMT)に対する腹腔鏡下胃局所切除術(全層切除縫合法)

社会医療法人同心会古賀総合病院外科　　黒木　直美
EP061-07	 	当院における胃GISTに対する腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)の検討

山梨大学第一外科　　中田　祐紀

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 17：25～ 18：07

ePoster62　　食道悪性4
司　会　��日本赤十字社和歌山医療センター消化管外科� 山下　好人

EP062-01	 	右鎖骨下動脈起始異常を伴う食道癌の6切除例
愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　細井　敬泰
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EP062-02	 	当科における人工気胸併用胸腔鏡下側臥位食道切除術の短期成績
高知医療センター消化器外科・一般外科　　古北　由仁

EP062-03	 	当院における腹腔鏡補助下胃管再建術導入期の治療成績
新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科　　番場　竹生

EP062-04	 	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
姫路医療センター消化器外科　　松原　弘侑

EP062-05	 	左側臥位と服臥位を組み合わせたハイブリッド体位による胸腔鏡補助下食道亜全摘の
工夫

上尾中央総合病院　　田中　　求
EP062-06	 	両肺換気・気胸下腹臥位鏡視下食道手術の手術手技の工夫と手術成績の評価

北九州市立医療センター　　末原　伸泰
EP062-07	 	食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術の検討

山梨大学医学部第一外科　　河口　賀彦

12月7日（木）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 17：25～ 18：07

ePoster63　　食道悪性5
司　会　��大阪市立総合医療センター消化器外科� 久保　尚士

EP063-01	 	Hybrid体位による胸腔鏡下食道切除術の利点・欠点
大垣市民病院　　高橋　崇真

EP063-02	 	食道癌手術における背側からの胃脾間膜先行切離による腹腔鏡手術手技
九州がんセンター消化器外科　　池部　正彦

EP063-03	 	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
国立がん研究センター中央病院食道外科　　小柳　和夫

EP063-04	 	縦隔鏡下併用の鏡視下食道切除術の定型化
がん・感染症センター都立駒込病院　　三浦　昭順

EP063-05	 	非開胸アプローチによる食道癌根治術につながる完全腹腔鏡縦隔鏡下経裂孔的中下縦
隔郭清術の手技と工夫

東京医科歯科大学消化管外科学　　星野　明弘
EP063-06	 	胸腔鏡下食道切除術における術中反回神経モニタリングの有用性

山口大学大学院消化器・腫瘍外科　　兼清　信介
EP063-07	 	表在性の咽頭食道接合部癌に対するELPS+ESDの有用性

東京医科歯科大学食道外科　　川田　研郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 9：00～ 10：00

ePoster64　　大腸悪性12
司　会　��弘前大学消化器外科� 諸橋　　一

EP064-01	 	当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術
聖マリアンナ医科大学東横病院消化器病センター　　野田　顕義

EP064-02	 	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

藤枝市立総合病院　　岡本　和哉
EP064-03	 	大網温存・網嚢開放先行による腹腔鏡下脾弯曲側横行結腸癌手術

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　　竹下　浩明
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EP064-04	 	脾彎曲部授動に対する腹腔鏡下内側アプローチ法
JR東京総合病院　　隈本　　力

EP064-05	 	脾湾曲授動を要する左側結腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の有用性
大和市立病院外科　　古城　　憲

EP064-06	 	脾彎曲部受動における手技の定型化と工夫
久留米大学医学部外科学　　合志　研一

EP064-07	 	左結腸動脈を支配動脈とする結腸癌に対する腹腔鏡手術の検討
福井県済生会病院外科　　斎藤健一郎

EP064-08	 	No253郭清、IMA、IMV、LCA温存の腹腔鏡下S状結腸切除術における工夫と注意点
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　升森　宏次

EP064-09	 	下行結腸癌に対する腹腔鏡下手術のアプローチの工夫
NTT東日本関東病院外科／大分大学消化器小児外科学講座　　中嶋健太郎

EP064-10	 	上腸間膜静脈浸潤が疑われたリンパ節転移を伴う横行結腸癌に対して腹腔鏡補助下に
根治切除し得た1例

JCHO九州病院外科　　村上聡一郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 9：00～ 10：00

ePoster65　　大腸悪性13
司　会　��北里大学医学部下部消化管外科� 筒井　敦子

EP065-01	 	術後に吻合部口側腸管の完全閉塞をきたしたS状結腸癌の1例
医療法人橘会東住吉森本病院外科　　金沢　源一

EP065-02	 	左側下大静脈を伴ったS状結腸癌に対して腹腔鏡下S状結腸切除術を施行した1例
倉敷中央病院外科　　濱井　健太

EP065-03	 	腹腔鏡下左側結腸直腸手術における小腸排除の定型化
住友別子病院　　赤本伸太郎

EP065-04	 	左側結腸癌、直腸癌に対する腹腔鏡手術における術中超音波検査の応用
九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科　　貞苅　良彦

EP065-05	 	Persistent	descending	mesocolonを伴う下行結腸癌に対して腹腔鏡下手術を施行した
1例

医療法人財団荻窪病院外科　　竹ノ谷　隆
EP065-06	 	Persistent	ascending	and	descending	mesocolonsを伴った大腸三重複癌に対する腹腔

鏡下高位前方切除術
国家公務員共済組合連合会浜の町病院外科　　久野　恭子

EP065-07	 	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
虎の門病院消化器外科　　岡崎　直人

EP065-08	 	盲腸位置異常と右側S状結腸が併存したS状結腸癌に対して腹腔鏡下S状結腸切除術を
施行した1例

亀田総合病院　　藤本　剛士
EP065-09	 	当院における腹腔鏡下直腸切断術の短期治療成績について

岩手県立中央病院消化器外科　　中村　崇宣
EP065-10	 	当科における腹腔鏡下低位前方切除術の短期成績

岐阜大学腫瘍外科　　松橋　延壽
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 9：00～ 10：00

ePoster66　　大腸悪性14
司　会　��滋賀医科大学消化器外科� 園田　寛道

EP066-01	 	当院における腹腔鏡下直腸癌手術の短期成績に関する検討
埼玉県立がんセンター消化器外科　　石井　博章

EP066-02	 	当施設における腹腔鏡補助下低位前方切除術時の解剖の理解と解説
自治医科大学消化器外科　　森本　光昭

EP066-03	 	直腸癌に対するHALS(Hand	Assisted	Laparoscopic	Surgery)の有用性
JA尾道総合病院外科　　矢野　琢也

EP066-04	 	腹腔鏡下直腸切除後の吻合部再発に対する腹腔鏡下手術
帝京大学ちば総合医療センター　　成島　一夫

EP066-05	 	45度傾斜による重力を利用した腹腔鏡下直腸間膜剥離と脾弯曲授動
佐久医療センター　　真岸亜希子

EP066-06	 	膣形成術（性別適合手術）後の下部直腸癌に対して腹腔鏡下超低位前方切除術を行っ
た1例

国立病院機構災害医療センター　　中山　真緒
EP066-07	 	腹腔鏡下手術が有用であった仙骨脊索腫の1例

慶應義塾大学医学部外科学一般・消化器外科　　牧野　曉嗣
EP066-08	 	単純子宮全摘術後の膣断端浸潤を伴う局所進行直腸癌に対し，腹腔鏡下直腸切断術を

施行した一例
水戸赤十字病院外科　　金森　洋樹

EP066-09	 	腹腔鏡下直腸切断術症例の合併症予防の工夫
自治医科大学消化器・一般外科　　巷野　佳彦

EP066-10	 	腹腔鏡下直腸切除術の直腸切離時における会陰部圧排法による直腸牽引補助の有用性
市立秋田総合病院外科　　菊地　　功

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 9：00～ 10：00

ePoster67　　大腸悪性15
司　会　��立川綜合病院外科� 蛭川　浩史

EP067-01	 	腹腔鏡下直腸癌手術困難症例における対策
千葉県がんセンター食道・胃腸外科　　外岡　　亨

EP067-02	 	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
和歌山県立医科大学第２外科　　松田　健司

EP067-03	 	ストマのない骨盤内臓全摘術を目指した腹腔鏡手術の2例
名古屋大学大学院腫瘍外科学　　向井　俊貴

EP067-04	 	Internal	Organ	Retractorを用いた下部直腸癌手術時の骨盤腔内術野展開の工夫
兵庫医科大学外科学講座下部消化管外科　　木村　　慶

EP067-05	 	腹腔鏡下直腸癌手術における術野展開と直腸洗浄時の工夫
市立島田市民病院　　植田　　猛

EP067-06	 	腹腔鏡下直腸切除術の縫合不全予防のための経肛門ドレーンの効果と課題
市立四日市病院　　服部　正嗣

EP067-07	 	当科におけるTAMISの導入
札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座　　植木　知身
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EP067-08	 	下部直腸癌に対するTaTMEの経験
沖縄赤十字病院外科　　友利　健彦

EP067-09	 	T3下部直腸癌に対する	Transanal	total	mesorectal	excision	Ta-TME	を用いた局所
切除術

関西医大附属病院／関西医科大学外科学講座　　小林　壽範
EP067-10	 	TaTME	registryから見た本邦でのレジストリーの課題：どのように臨床試験に乗せ

るか？
京都大学消化管外科　　西崎　大輔

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 9：00～ 9：54

ePoster68　　小腸3
司　会　��久留米大学外科� 藤田　文彦

EP068-01	 	肝膿瘍を伴って発症した狭窄型虚血性小腸炎の一例
行田総合病院　　福元　　剛

EP068-02	 	避妊リングによる絞扼性イレウスの一例
荻窪病院外科　　北濱圭一郎

EP068-03	 	イレウスを契機に診断された腸管子宮内膜症の一例
JA広島総合病院外科　　亀田　靖子

EP068-04	 	腹腔鏡下に切除した成人小腸重複腸管症の2例
日本赤十字社長崎原爆病院　　安達　剛弘

EP068-05	 	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

那須赤十字病院　　五十嵐高広
EP068-06	 	バリウム検査後発症した小腸閉塞に対して透視併用し腹腔鏡下に解除し得た一例

大阪府済生会千里病院　　深田　唯史
EP068-07	 	完全鏡視下結石除去術を施行した胆石イレウスの2例

竹田総合病院　　東　　孝泰
EP068-08	 	イレウスを来した回腸子宮内膜症と卵巣嚢腫に対して腹腔鏡下に同時手術を施行した

一例
九州医療センター消化管外科・臨床研究センター　　藤中　良彦

EP068-09	 	術前に診断し腹腔鏡手術を施行した回腸子宮内膜症による腸閉塞の一例
小樽協会病院外科　　進藤　　学

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 9：00～ 9：54

ePoster69　　ヘルニア10
司　会　��長野市民病院外科� 佐近　雅宏

EP069-01	 	腹腔鏡修復術を行った成人Bochdalek孔ヘルニアの2例
杏林大学医学部付属病院外科(消化器・一般)　　麻生　喜祥

EP069-02	 	母娘の成人Bochdalek	herniaの手術例
JCHO埼玉メディカルセンター外科　　関　みな子

EP069-03	 	完全腹腔鏡下に修復術を行った成人Bochdalek孔ヘルニアの1例
北村山公立病院外科　　宮坂　俊光

EP069-04	 	腹腔鏡下手術（IPOM	plus）を行ったBochdalek孔ヘルニアの1例
平塚胃腸病院外科　　藤本　武利
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EP069-05	 	腹腔鏡下に修復したMorgagni孔ヘルニアの1例
倉敷成人病センター外科　　村上　敬祥

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
王子総合病院　　関谷　　翔

EP069-07	 	腹腔鏡下修復術を施行したMorgagni孔ヘルニアの一例
北海道がんセンター　　皆川のぞみ

EP069-08	 	Morgagni孔ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を施行した1例
津山中央病院外科　　田渕　幹康

EP069-09	 	Morgagni孔ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア根治術を施行した1例
香川大学医学部附属病院消化器外科　　西浦　文平

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 9：00～ 9：54

ePoster70　　ヘルニア11
司　会　��長野市民病院消化器外科� 宗像　康博

EP070-01	 	当科で経験した遅発性横隔膜ヘルニアの2例
長崎大学病院小児外科　　銕尾　智幸

EP070-02	 	右横隔膜ヘルニアに対し、胸腔鏡・腹腔鏡併用下にヘルニア修復術を施行した1例
北海道大学消化器外科教室II　　江畑　信孝

EP070-03	 	RFA後の医原性横隔膜ヘルニアに対して腹腔鏡併用小開胸下に縫合修復し得た1例
独立行政法人国立病院機構別府医療センター消化器外科　　増田　　崇

EP070-04	 	遅発性外傷性横隔膜ヘルニアに腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した1例
国立病院機構仙台医療センター　　湯目　　玄

EP070-05	 	心臓移植後に発生した左横隔膜ヘルニア嵌頓の一例
大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学　　佐々木　優

EP070-06	 	横隔膜ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術をした1例
赤穂市民病院　　近藤　祐平

EP070-07	 	肝外傷に対する肝右葉切除後の右横隔膜ヘルニア横行結腸嵌頓に対して腹腔鏡下修復
術を実施した1例

大阪大学大学院医学系研究科外科学講座消化器外科学　　木戸上真也
EP070-08	 	鏡視下食道切除後横隔膜ヘルニアの一例

長崎大学大学院移植・消化器外科　　砂河由理子
EP070-09	 	外傷性横隔膜ヘルニアを合併した遅発性血胸の1手術例

大曲厚生医療センター　　岩井　英頌

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 9：00～ 10：00

ePoster71　　ヘルニア12
司　会　��光晴会病院外科� 進　　誠也

EP071-01	 	腹腔鏡下に治療し得た上腰ヘルニアの1例
東京都立大塚病院外科　　茂原　富美

EP071-02	 	上腰ヘルニアの1例
済生会山口総合病院外科　　上杉　尚正

EP071-03	 	完全腹膜外アプローチによる腹腔鏡下ヘルニア根治術を施行した腰ヘルニアの一例
厚生連高岡病院外科　　羽田　匡宏



¯ 179 ¯

eP
oster

EP071-04	 	腹腔鏡下に修復した左上腰ヘルニアの1例
トヨタ記念病院消化器外科　　伊藤　　直

EP071-05	 	腹腔鏡補助下に修復した白線ヘルニアの2例
大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科　　塚田　　遼

EP071-06	 	白線ヘルニアに対して腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術を施行した一例
白十字病院　　中村　　廉

EP071-07	 	白線ヘルニアに対し腹腔鏡手術を行った1例
横浜労災病院　　水藤　　広

EP071-08	 	白線ヘルニアに対して単孔式腹腔鏡下ヘルニア根治術を施行した1例
国会公務員共済組合連合会立川病院　　水野　翔大

EP071-09	 	腹腔鏡下低位前方切除術後に発症した5mmポートサイトヘルニアの2例
砂川市立病院消化器外科／帯広協会病院外科　　松井　博紀

EP071-10	 	術後10年で発症したポートサイトヘルニアの1例
社会医療法人同心会古賀総合病院　　坪井　浩一

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 9：00～ 10：06

ePoster72　　肝臓5
司　会　��京都大学肝胆膵・移植外科� 石井　隆道

EP072-01	 	6年の経過観察後に肝細胞腺腫の悪性転化を疑い、腹腔鏡補助下肝S7亜区域切除術を
施行した肝FNHの1例

石切生喜病院外科　　野沢　彰紀
EP072-02	 	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

独立行政法人地域医療機能推進機構九州病院外科　　堤　　親範
EP072-03	 	完全鏡視下に3回の肝切除を施行した肝細胞癌の1例

国立病院機構大阪医療センター外科　　宮本　敦史
EP072-04	 	巨大肝嚢胞に対して腹腔鏡下嚢胞開窓術を施行した3症例の経験

長野県厚生農業協同組合連合会北信総合病院　　藤森　芳郎
EP072-05	 	大腸癌多発肝転移に対して治療方針決定のために腹腔鏡下肝部分切除を行い、病理学

的完全奏効を確認した1例
埼玉協同病院外科　　松原　浩太

EP072-06	 	腹腔鏡下肝外側区域切除術を施行した肝粘液性嚢胞性腫瘍の1例
関西医科大学総合医療センター外科　　肱川　　健

EP072-07	 	当院における肝膵疾患に対する腹腔鏡手術の導入と現状
土浦協同病院外科　　伊東　浩次

EP072-08	 	当院での腹腔鏡下肝切除におけるdifficulty	scoring	systemの有用性
栃木県立がんセンター　　白川　博文

EP072-09	 	術前診断に苦慮した肝血管筋脂肪腫に対し腹腔鏡下肝部分切除術を施行した1例
昭和大学消化器・一般外科　　藤政浩一朗

EP072-10	 	腹腔鏡下肝胆道手術におけるICG蛍光法
昭和大学消化器・一般外科　　古泉　友丈

EP072-11	 	術前診断に苦慮し腹腔鏡下肝切除術を施行した肝炎症性偽腫瘍の2例
明和病院外科　　浜野　郁美
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 9：00～ 10：00

ePoster73　　胆嚢・総胆管5
司　会　��大阪大学消化器外科� 小林　省吾

EP073-01	 	気腫性胆嚢炎となる経過をCTで追えた胆嚢炎の1切除例
東北医科薬科大学肝胆膵外科／東北労災病院外科　　片寄　　友

EP073-02	 	胆嚢穿孔、胆汁性腹膜炎に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した2例
北信総合病院　　片岡　将宏

EP073-03	 	術前画像診断が得られた胆嚢捻転症に対して、緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1
例

春秋会城山病院消化器センター外科　　太田　将仁
EP073-04	 	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

津山中央病院　　矢杉　賢吾
EP073-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除後の腹腔鏡下総胆管切石の2例

済生会山形済生病院　　川口　　清
EP073-06	 	右胃大網動脈を用いた冠動脈バイパス術後症例に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行する

際の注意点
東京都保健医療公社豊島病院　　松井　　聡

EP073-07	 	高度脊柱後側彎症患者に対して単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例
市立貝塚病院外科／大阪府立急性期医療センター消化器外科　　荻野　崇之

EP073-08	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術後に判明した異所性胃粘膜の1例
洛和会音羽病院外科　　喜多　貞彦

EP073-09	 	妊娠15週で腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した急性胆嚢炎の経験
独立行政法人国立病院機構相模原病院外科　　坂本友見子

EP073-10	 	点滴静注胆嚢胆管造影CT（DIC-CT）を主とした術前難度評価の検討
沼津市立病院外科　　菅本　祐司

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 9：00～ 10：00

ePoster74　　膵臓1
司　会　��神戸大学肝胆膵外科� 外山　博近

EP074-01	 	膵体尾部境界に関する外科解剖的考察
東北大学大学院消化器外科学　　石田　晶玄

EP074-02	 	Lipomatous	pseudohypertrophy	of	the	pancreas	患者に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
術

恵寿総合病院外科　　中山　　啓
EP074-03	 	腹腔鏡下膵切除における新たなランドマーク　神経・線維組織

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　佐原　八束
EP074-04	 	術中ナビゲーションとして3Dプリンターモデルを用いた腹腔鏡下膵体尾部切除術

久留米大学医学部外科学　　安永　昌史
EP074-05	 	Cadaver	trainingによる腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の修練

岡山大学消化器外科　　信岡　大輔
EP074-06	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術を施行した腎細胞癌異時性膵転移の1例

昭和大学藤が丘病院消化器一般外科　　内田　恒之
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EP074-07	 	Laparoscopic	anterior	RAMPSの経験に基づいた一般的に許容可能な膵体尾部癌に対
する適応拡大の限界

岡山済生会総合病院外科　　児島　　亨
EP074-08	 	悪性腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除の切除限界　～当院における治療成績から

独立行政法人労働者健康安全機構関西労災病院外科　　大村　仁昭
EP074-09	 	当科における腹腔鏡下膵尾側切除術の術式と手術適応の変遷

愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　千田　嘉毅
EP074-10	 	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

香川県立中央病院　　橋田　真輔

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 9：00～ 10：00

ePoster75　　小児外科1
司　会　��埼玉県立小児医療センター小児外科� 川嶋　　寛

EP075-01	 	破裂した腹腔内嚢胞部分を伴い、腹膜鞘状突起の検索に難渋したNuck管水腫の一例
久留米大学医学部外科学講座小児外科部門　　深堀　　優

EP075-02	 	小児内視鏡手術支援のための患者固有データを用いたトロッカーシミュレーションは
非常に効果的である

東京大学大学院医学系研究科小児外科　　出家　亨一
EP075-03	 	骨盤腹膜炎を合併した左卵巣成熟のう胞性奇形腫の1例

八尾徳洲会総合病院　　岡田　　彩
EP075-04	 	腹腔鏡下性腺摘除後に発症した右卵管茎捻転の1例

富山県立中央病院　　竹村　京子
EP075-05	 	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

北野病院小児外科　　嵯峨　謙一
EP075-06	 	腸重積症に対する腹腔鏡下整復術の検討

埼玉県立小児医療センター　　青山　統寛
EP075-07	 	両側Abdominoscrotal	hydrocele	(ASH)に対し腹腔鏡下手術を施行した1症例

JA長野厚生連佐久総合病院佐久医療センター　　楯川　幸弘
EP075-08	 	腹腔鏡補助下胃瘻造設術：トロッカーサイト内Stamm手術の工夫について

福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　　廣瀬龍一郎
EP075-09	 	異物完全除去に気胃が有用であった小児異食症の一例

岩手医科大学外科　　水野　　大
EP075-10	 	肺静脈に還流する肺葉外肺分画症に内視鏡下摘出を施行した1小児例

国立成育医療研究センター外科　　朝長高太郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 9：00～ 10：00

ePoster76　　大腸良性7
司　会　��長崎大学病院腫瘍外科� 野中　　隆

EP076-01	 	大きな腹壁瘢痕ヘルニアを有する下部消化管穿孔に対し腹腔鏡下ドレナージ術を選択
した1例

佐世保市総合医療センター外科　　榊原　優香
EP076-02	 	当院における腹腔鏡下直腸固定術の工夫-鏡視下縫合によるメッシュ固定

飯塚病院　　笠井　明大
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EP076-03	 	直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の導入
藤沢湘南台病院外科　　熊頭　勇太

EP076-04	 	再発症例に対する腹腔鏡下直腸後方固定の手術成績の検討
神戸市立医療センター中央市民病院外科　　熊田有希子

EP076-05	 	直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の経験
釧路労災病院　　江本　　慎

EP076-06	 	Ripstein変法により腹腔鏡下に直腸挙上固定と膣壁形成を同時一体的に施行した直腸
瘤の1例

市立加西病院外科　　西田十紀人
EP076-07	 	当院で施行した完全直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術14症例の検討

白河厚生総合病院　　竹村　真一
EP076-08	 	直腸癌術後の会陰ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した1例

大分大学消化器・小児外科　　三吉野　航
EP076-09	 	ハルトマン術後に腹腔鏡下人工肛門閉鎖術を施行した2例

帯広第一病院外科　　井伊　貴幸
EP076-10	 	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
淀川キリスト教病院産婦人科　　丸尾　伸之

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 9：00～ 10：00

ePoster77　　大腸良性8
司　会　��札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科� 西舘　敏彦

EP077-01	 	腹腔鏡下ハルトマン手術を施行した保存的治療無効の高度炎症を伴うS状結腸憩室炎
の1例

帝京大学病院下部消化管外科　　八木　貴博
EP077-02	 	S状結腸巨大憩室から脱出した糞石によるイレウスに腹腔鏡下手術を施行した一例

南生協病院外科　　中澤　俊之
EP077-03	 	S状結腸膀胱瘻に対する鏡視下手術における困難性

松江市立病院消化器外科　　山田　敬教
EP077-04	 	消化管膀胱瘻に対する腹腔鏡下手術の2例

福島県立医科大学消化管外科学講座　　菊池　智宏
EP077-05	 	腸管膜内膿瘍と十二指腸瘻を伴った腸結核に対し腹腔鏡下手術を行った1切除例

戸田中央総合病院外科　　久田　将之
EP077-06	 	腹腔鏡下に切除した巨大虫垂仮性憩室の一例

等潤病院外科　　伊藤　浩光
EP077-07	 	腹腔鏡補助下に切除したS状結腸尿膜管膀胱瘻の1例

東京都立墨東病院　　那須　啓一
EP077-08	 	腹腔鏡下に切除しえたS状結腸憩室炎によるS状結腸膀胱瘻の1例

KKR札幌医療センター外科　　河北　一誠
EP077-09	 	大腸憩室出血に対して腹腔鏡補助下回盲部温存結腸亜全摘術を施行した一例

さいたま市立病院外科　　浅田　祐介
EP077-10	 	S状結腸膣瘻に対して腹腔鏡下低位前方切除術および経膣的鏡視下膣瘻孔閉鎖術を施

行した1例
札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座　　小助川紗弥
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 9：00～ 9：54

ePoster78　　子宮3
司　会　��倉敷中央病院産婦人科� 福原　　健

EP078-01	 	腹腔鏡下子宮筋腫核出術後の妊娠率に関する検討
メディカルトピア草加病院　　山本　憲子

EP078-02	 	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

大阪赤十字病院　　宮川　知保
EP078-03	 	体幹を横断する手術創のある子宮腺筋症における腹腔鏡補助下子宮全摘（LAVH）：高

度癒着症例へのアプローチ
聖隷浜松病院産婦人科　　塩島　　聡

EP078-04	 	当科における組織収納サック「モルセーフ」の使用経験　-問題点と工夫-
岐阜市民病院　　佐藤　香月

EP078-05	 	粘膜下筋腫と筋層内筋腫に対する機能温存手術としての腹腔鏡下筋腫核出術と子宮鏡
下筋腫核出術の比較

秋山記念病院道南医科学研究所　　妹尾　大作
EP078-06	 	長径10cm以上の巨大子宮頚部筋腫に対する腹腔鏡下子宮全摘術

高の原中央病院　　谷口　文章
EP078-07	 	子宮筋腫のモルセレーションにおけるMorSafeの有用性

トヨタ記念病院産婦人科　　竹田　健彦
EP078-08	 	モルセーフの使用経験

箕面市立病院　　舟田　里奈
EP078-09	 	E・Zアクセスを用いたreduced	port	surgeryにおけるセプラフィルムの搬入法の工夫

札幌徳洲会病院　　河井紀一郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 9：00～ 9：54

ePoster79　　子宮・卵巣・その他3
司　会　��神戸市立医療センター中央市民病院産婦人科� 吉岡　信也

EP079-01	 	TLH後尿管狭窄に対し腹腔鏡下に縫合糸を解除し、尿管ステント留置術にて改善した
一症例

石切生喜病院　　中平　理恵
EP079-02	 	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

済生会横浜市東部病院　　吉田　卓功
EP079-03	 	子宮内避妊用具抜去時に発生した子宮穿孔に対して腹腔鏡下に修復した症例

大阪暁明館病院　　大野木　輝
EP079-04	 	癒着剥離を伴う腹腔鏡下子宮全摘術後に尿管腟瘻を発症した1例

函館五稜郭病院産婦人科　　福中　規功
EP079-05	 	子宮手術施行時に臨床的骨盤放線菌症を合併していた一例

長岡中央綜合病院　　古俣　　大
EP079-06	 	尿膜管遺残を有した症例に腹腔鏡下手術を行い術後port-site	infectionを来した一例

順天堂大学産婦人科　　酒寄　詩織
EP079-07	 	子宮内膜症による予想外の尿管走行であった2症例

白河産婦人科　　奥村みどり
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EP079-08	 	腹腔内に迷入したLNG-IUSを腹腔鏡下に摘出した1例
熊本赤十字病院産婦人科　　宮崎　聖子

EP079-09	 	腹腔鏡下付属器摘出術後の5mmポートに発症した小腸ヘルニアの1例
順天堂大学　　平山　貴士

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 9：00～ 10：00

ePoster80　　胃・十二指腸悪性13
司　会　��近畿大学医学部外科� 木村　　豊

EP080-01	 	胃癌・S状結腸癌の重複癌に対して一期的に腹腔鏡下手術を施行した1例
昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　大饗　園子

EP080-02	 	診断に苦慮した低リスク胃GIST(gastrointestinal	stromal	tumor)の再発の1例
済生会宇都宮病院外科　　西田　梨紗

EP080-03	 	単発肝転移を伴うStageIV胃癌に対し、SOX療法後に腹腔鏡下幽門側胃切除+肝部分
切除術を施行した1例

京都桂病院消化器センター外科　　川口　清貴
EP080-04	 	当院でのLECS経験4症例のまとめ

大分医療センター外科　　河村　昌寛
EP080-05	 	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

大阪市立総合医療センター消化器外科　　浦田　順久
EP080-06	 	胃GISTに対する単孔式腹腔鏡下胃部分切除術におけるRadial	ReloadTMの使用経験

長崎大学大学院腫瘍外科　　若田　幸樹
EP080-07	 	十二指腸下行脚下部の早期癌に対して腹腔鏡内視鏡合同手術を施行した1例

近畿大学医学部奈良病院消化器外科　　福田　周一
EP080-08	 	正中弓状靭帯による腹腔動脈根部狭窄を伴う胃癌症例に対しLDGおよび正中弓状靭帯

切離を行った1例
市立砺波総合病院外科　　浅海　吉傑

EP080-09	 	術前化学療法後局所進行胃癌に対する腹腔鏡下16a2	latero郭清手技の工夫：1例報告
慶應義塾大学医学部腫瘍センター /一般・消化器外科／藤田保健衛生

大学総合消化器外科　　須田　康一
EP080-10	 	十二指腸下角に位置するNET（G1）に対して内側アプローチによるLECSで切除した

1例
京都中部総合医療センター外科　　福田賢一郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 9：00～ 9：54

ePoster81　　胃・十二指腸悪性14
司　会　��大阪市立大学大学院腫瘍外科� 六車　一哉

EP081-01	 	胃穿孔後に診断された胃癌に対して二期的腹腔鏡下リンパ節郭清術を行った一例
水戸赤十字病院外科　　小澤　陽介

EP081-02	 	残胃癌に対する腹腔鏡下残胃全摘術の2例
那覇市立病院外科　　知念　順樹

EP081-03	 	幽門輪近傍の胃GISTに対して、CLEAN-NETにて切除した1例
宮崎大学医学部附属病院消化器・小児・内分泌外科　　田上　幸憲
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EP081-04	 	同時性胃癌・直腸癌・上行結腸癌に対して高齢のため二期的に腹腔鏡手術を施行した
一例

けいゆう病院消化器外科　　石井賢二郎
EP081-05	 	十二指腸GISTに対して腹腔鏡・内視鏡合同で局所切除を施行した一例

徳島赤十字病院外科　　近藤　早紀
EP081-06	 	Vater乳頭近接GIST症例に対する手裏剣切開臍形成ハイブリッド腹腔鏡下十二指腸部

分切除2例の経験
昭和大学藤が丘病院消化器一般外科／昭和大学北部病院消化器セン

ター　　佐藤　好信
EP081-07	 	胃粘膜下腫瘍（GIST）に対する胃内手術の経験

徳島市民病院外科　　四方　祐子
EP081-08	 	Upside-down	stomachを呈する食道裂孔ヘルニアを合併した胃癌に対し腹腔鏡下噴門

側胃切除を施行した1例
徳島赤十字病院消化器科　　常城　宇生

EP081-09	 	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
北部地区医師会病院　　赤松　道成

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 9：00～ 10：00

ePoster82　　胃・十二指腸悪性15
司　会　��鳥取大学病態制御外科� 齊藤　博昭

EP082-01	 	腸軸回転異常症合併胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
神戸市立医療センター西市民病院　　堀田　健太

EP082-02	 	胃内手術を施行した食道胃接合部出血性	GIST	の	1	例
東京曳舟病院消化器外科　　磐井　佑輔

EP082-03	 	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
東京女子医科大学　　谷口　清章

EP082-04	 	当院における腹腔鏡下幽門側胃切除に対するoverlap法によるB-l再建の経験
足利赤十字病院　　平畑　　忍

EP082-05	 	食道胃接合部癌に対して腹臥位左胸腔アプローチで食道空腸吻合を行った1例
福岡大学病院消化器外科　　田中　敬太

EP082-06	 	胃前庭部後壁に発生した管内発育型大型GISTに対して腹腔鏡下胃部分切除を施行し
た1例

北海道大学病院消化器外科1　　小林　正幸
EP082-07	 	腹腔鏡下十二指腸全層切除術を行った十二指腸カルチノイドの1例

鎌ヶ谷総合病院外科　　牧野　治文
EP082-08	 	早期残胃癌に対して、non-exposed	endoscopic	wall-inversion	surgery（NEWS）を

施行した一例
一般財団法人脳神経疾患研究所所属総合南東北病院外科　　小林　拓史

EP082-09	 	体上部後壁のGISTに対する腹腔鏡下胃局所切除の工夫
虎の門病院消化器外科　　田中　　毅

EP082-10	 	上部胃癌に対して腹腔鏡補助下順行性胃全摘術（LATG）を行った1例
国保日高総合病院　　有井　一雄
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 9：00～ 9：54

ePoster83　　胃・十二指腸悪性16
司　会　��名古屋大学クリニカルシミュレーションセンター� 藤原　道隆

EP083-01	 	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
自治医科大学消化器・一般外科　　松本　志郎

EP083-02	 	LECS手技の応用により局所切除し得た噴門近傍の5cm以上胃GISTの1例
京都府立医科大学消化器外科　　葛原　啓太

EP083-03	 	不全型ベーチェット病に早期胃癌を合併した症例に対して腹腔鏡下幽門側胃切除を施
行した1例

横浜市立大学　　小野由香利
EP083-04	 	腹腔鏡下胃切除術におけるFree	Jaw	Clipの使用経験

香川県立中央病院消化器・一般外科　　小野田裕士
EP083-05	 	当院における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

東京大学医学部附属病院消化管外科　　奥村　康弘
EP083-06	 	完全内臓逆位症患者の胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の一例

国立病院機構水戸医療センター外科　　米山　　智
EP083-07	 	早期胃癌にて腹腔鏡下胃幽門側胃切除術を施行した完全内臓逆位の一例

国立病院機構九州がんセンター消化管外科　　香川　正樹
EP083-08	 	噴門近傍の胃粘膜下腫瘍に対して腹腔鏡・内視鏡合同手術を施行した1例

汐田総合病院　　松本　　悠
EP083-09	 	腹腔鏡下幽門側胃切除デルタ再建後の逆流性食道炎に対し腹腔鏡下に再再建を施行し

た1例
厚生連長岡中央綜合病院外科　　平井　基晴

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 9：00～ 9：54

ePoster84　　呼吸器悪性2
司　会　��兵庫医科大学呼吸器外科� 多久和輝尚

EP084-01	 	B2aがB1から分岐している破格症例に対する胸腔鏡下S2+S6区域切除の一例
国立国際医療研究センター　　喜納　五月

EP084-03	 	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
岐阜大学医学部附属病院呼吸器外科　　白橋　幸洋

EP084-04	 	不全分葉肺に対する胸腔鏡下fissureless	fissure-last	lobectomy
国立病院機構帯広病院呼吸器外科　　八柳　英治

EP084-05	 	右肺門部肺癌に対し完全胸腔鏡下に気管支形成術を行った右上葉楔状切除術の1例
刈谷豊田総合病院呼吸器外科　　遠藤　克彦

EP084-06	 	ICG蛍光ナビゲーションを用いて胸腔鏡下右肺S6+S*区域切除術を施行した1例
金沢医科大学呼吸器外科学　　薄田　勝男

EP084-07	 	3-port胸腔鏡を併用し肺葉切除および胸壁合併切除を施行した5例
国家公務員共済組合連合会虎の門病院呼吸器センター外科　　菊永晋一郎

EP084-08	 	菌球型肺アスペルギル症に対する胸腔鏡下空洞切開菌球摘出術の検討
神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器外科　　荒井　宏雅

EP084-09	 	高度肥満患者に対する完全胸腔鏡下手術の1例とその工夫
石川県立中央病院呼吸器外科　　田中　伸廣



¯ 187 ¯

eP
oster

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 9：00～ 9：48

ePoster85　　呼吸器良性2
司　会　��聖路加国際病院呼吸器外科� 小島　史嗣

EP085-01	 	胸腔内巨大良性腫瘍における胸腔鏡下手術
(公財)がん研究会有明病院呼吸器センター外科　　園田　　大

EP085-02	 	HIV垂直感染の判明した小児に対する胸腔鏡下肺切除術の経験
国立国際医療研究センター　　加藤　大貴

EP085-03	 	強角度硬性斜視鏡を使用した胸腔内線維脂肪腫に対する広範囲前方胸壁切除・再建の
1例

災害医療センター呼吸器外科　　宮内　善広
EP085-04	 	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

(公財)がん研究会有明病院呼吸器センター外科　　加藤　大喜
EP085-05	 	肺癌と肺葉外肺分画症合併症例に対する胸腔鏡下手術

岩国医療センター　　片岡　和彦
EP085-06	 	左腕頭静脈（LBCV）上の異所性副甲状腺腫に対し炭酸ｶﾞｽ送気下に胸腔鏡下摘出術を

施行した1例
獨協医科大学越谷病院心臓血管外科呼吸器外科　　井上　裕道

EP085-07	 	3D内視鏡下に横隔膜縫縮術を施行した横隔膜弛緩症の1例
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター呼吸器

外科　　鍵本　篤志
EP085-08	 	多発肺嚢胞を伴う難治性気胸に対し人工材料を用いてブラの被覆＋肺全面被覆を施行

した一例
藤田保健衛生大学病院呼吸器外科　　根木　隆浩

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 10：00～ 11：00

ePoster86　　大腸悪性16
司　会　��南奈良総合医療センター外科� 植田　　剛

EP086-01	 	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

杏林大学医学部外科学教室消化器・一般外科　　小嶋幸一郎
EP086-02	 	腹腔鏡下低位前方切除術後縫合不全に続発した直腸精嚢瘻に対し保存的治療を施行し

た1例
兵庫県立柏原病院　　藤田　恒憲

EP086-03	 	術前に脱落した直腸GISTに対し腹腔鏡下内肛門括約筋切除術を施行した一例
平塚市民病院・外科　　中西　　亮

EP086-04	 	術前イマチニブ投与が奏効し腹腔鏡下超低位前方切除術による肛門温存が可能となっ
た直腸GISTの1例

NTT東日本関東病院外科　　中島　　啓
EP086-05	 	肛門温存に配慮した直腸GISTの手術治療

国立がん研究センター東病院大腸外科　　加藤　博樹
EP086-06	 	直腸巨大GISTに対して鏡視下会陰操作を併用した腹腔鏡下骨盤内臓全摘術の一例

がん研有明病院消化器外科　　村橋　　賢
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EP086-07	 	術前イマチニブ投与後の腹腔鏡下内肛門括約筋切除により肛門機能温存が可能であっ
た直腸GISTの1例

岩手医科大学外科　　畑中　智貴
EP086-08	 	当科における消化管原発悪性リンパ腫に対する腹腔鏡補助下結腸切除症例の成績

市立函館病院　　正司　裕隆
EP086-09	 	術前虫垂炎の診断で腹腔鏡下虫垂切除術を施行した虫垂神経内分泌腫瘍の一例

呉羽総合病院外科　　保　　清和
EP086-10	 	ESD後に腹腔鏡下S状結腸切除を施行したS状結腸NETの1例

千葉大学医学部附属病院食道胃腸外科　　澤田　尚人

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 10：00～ 11：00

ePoster87　　大腸悪性17
司　会　��静岡県立静岡がんセンター大腸外科� 賀川　弘康

EP087-01	 	直腸神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下手術
九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科　　藤田　逸人

EP087-02	 	直腸NETのEMR後追加切除としてTEM（経肛門的内視鏡下マイクロサージェリー）
を施行した2例

東京医科大学　　新後閑正敏
EP087-03	 	経肛門的内視鏡下マイクロサージェリーにて切除し得た直腸NETの1例

府中病院外科センター　　登　千穂子
EP087-04	 	当院における腹腔鏡下側方郭清の短期成績の検討

埼玉県立がんセンター　　高野　道俊
EP087-05	 	当院における腹腔鏡下側方リンパ節郭清の導入-これまでの結果、問題点-

仙台市医療センター仙台オープン病院　　小山　　淳
EP087-06	 	当院における定型化した腹腔鏡下側方郭清術

北野病院消化器外科　　上村　　良
EP087-07	 	下部直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清

弘前大学大学院医学研究科消化器外科学講座　　坂本　義之
EP087-08	 	直腸癌術後側方リンパ節再発に対する腹腔鏡下手術の検討

九州大学臨床・腫瘍外科　　永井俊太郎
EP087-09	 	pSM下部直腸癌手術後に側方リンパ節再発をきたし、腹腔鏡下側方リンパ節郭清を施

行した1例
京都府立医科大学消化器外科　　松本　辰也

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
公益財団法人倉敷中央病院外科　　横田　　満

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 10：00～ 11：00

ePoster88　　大腸悪性18
司　会　��青梅市立総合病院外科� 田代　　浄

EP088-01	 	当院における腹腔鏡下大腸・結腸全摘術の検討
埼玉医科大学国際医療センター　　石川慎太郎

EP088-02	 	結腸全摘回腸直腸吻合術後の残存直腸癌に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行
した潰瘍性大腸炎の1例

和歌山県立医科大学第２外科　　中村　有貴
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EP088-03	 	潰瘍性大腸炎に大腸悪性リンパ腫を併発し，大腸全摘術を施行した1例
千葉市立海浜病院・外科　　若月　一雄

EP088-04	 	Pagetoid	Spreadを認めた肛門管腺癌に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した
一例

昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　関　　純一
EP088-05	 	早期胃癌を合併した直腸肛門部悪性黒色腫に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施

行した1例
JCHO諫早総合病院　　片山　宏己

EP088-06	 	直腸肛門部悪性黒色腫に対して腹腔鏡下直腸切断術を施行した1例
大阪急性期・総合医療センター　　在田　麻美

EP088-07	 	腸管子宮内膜症を伴う直腸S状部癌に対して腹腔鏡下直腸低位前方切除術を施行した
一例

田附興風会医学研究所北野病院消化器外科　　堀口　雅史
EP088-08	 	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

恵佑会札幌病院消化器外科　　佐々木邦明
EP088-09	 	腹腔鏡下大腸癌切除術における合併症症例の検討-当院における合併症予防対策-

JCHO諫早総合病院　　福岡　秀敏
EP088-10	 	腹腔鏡下大腸切除術後の腹壁瘢痕ヘルニアの検討

四国がんセンター消化器外科　　小林　成行

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 10：00～ 11：00

ePoster89　　大腸悪性19
司　会　��国立がん研究センター中央病院大腸外科� 志田　　大

EP089-01	 	腹腔鏡下側方郭清術が原因で発症した内ヘルニア	-Lateral	pelvic	internal	hernia-
国立がん研究センター東病院大腸骨盤外科　　北口　大地

EP089-02	 	腹腔鏡補助下結腸部分切除術後に発症した腸間膜脂肪織炎の1例
東京都立広尾病院外科　　川上　雅代

EP089-03	 	腹腔鏡補助下左半結腸切除後に内ヘルニアとなった1例
東京都立多摩総合医療センター外科　　谷河　　篤

EP089-04	 	腹腔鏡下結腸左半切除術後、腸間膜不完全閉鎖部に生じた内ヘルニアの一例
神鋼記念病院　　小原有一朗

EP089-05	 	腹腔鏡下結腸切除、開腹肝切除後に内ヘルニアをきたした一例
下関市立市民病院外科　　江口　大樹

EP089-06	 	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
横浜市立市民病院消化器外科　　薮野　太一

EP089-07	 	手術介入を要した腹腔鏡下結腸切除術後5mmポートサイトヘルニアの1例
長野市民病院　　下平　悠介

EP089-08	 	術後の下痢に起因する結腸癌機能的端々吻合術後の遅発性縫合不全の1例
独立行政法人国立病院機構横浜医療センター外科　　柿添　　学

EP089-09	 	腹腔鏡下大腸癌手術の体外操作中に大量出血を来した1例
日赤長崎原爆病院　　中崎　隆行

EP089-10	 	恥骨上ポート挿入時に膀胱損傷を認めた3例
国立がん研究センター東病院　　白石　卓也
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 10：00～ 11：00

ePoster90　　小腸4
司　会　��京都大学消化管外科� 吉冨　摩美

EP090-01	 	腹腔鏡下に根治術を施行した外側型盲腸周囲ヘルニアの1例
公立八鹿病院　　大原　忠敬

EP090-02	 	腹腔鏡下に診断、治療し得た子宮広間膜裂孔ヘルニアの1例
川崎市立多摩病院　　土屋　淳一

EP090-03	 	術前に診断し得た超高齢者のPress-Through	Package(PTP)による小腸穿孔に対して
腹腔鏡下手術を施行した1例

神戸市立医療センター西市民病院　　村上　哲平
EP090-04	 	術前画像で診断し腹腔鏡下に手術を施行した魚骨小腸穿孔の1例

札幌北楡病院外科　　佐藤　正法
EP090-05	 	腹腔鏡下に治療した魚骨による小腸穿孔の1例

済生会下関総合病院　　岡　　一斉
EP090-06	 	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

ひたち医療センター　　齊藤　和彦
EP090-07	 	腸切除を回避し得た大網裂孔ヘルニアの2例

名古屋市立東部医療センター　　江口　祐輝
EP090-08	 	臍部腹壁の癒着性腸閉塞と鼠径ヘルニア併存症例に対してヘルニア門から腹腔鏡アプ

ローチを行った1例
東京都済生会中央病院　　大平　正典

EP090-09	 	腹腔鏡下手術を施行しえた魚骨による小腸穿孔の2例
松阪市民病院外科　　正見　勇太

EP090-10	 	腹腔鏡下に修復を行った腹腔鏡下高位前方切除術後に生じた内ヘルニアの1例
三菱京都病院消化器外科　　田中　崇洋

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 10：00～ 10：54

ePoster91　　ヘルニア13
司　会　��新渡戸記念中野総合病院外科� 大野　　玲

EP091-01	 	胃前庭部および十二指腸球部が脱出した食道裂孔ヘルニアに合併した胃癌に対し腹腔
鏡手術を施行した1例

公立福生病院　　星川　竜彦
EP091-02	 	巨大肝嚢胞を伴う食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア根治術を施行し

た一例
JCHO滋賀病院　　児玉　創太

EP091-03	 	開腹胃全摘術後の食道裂孔ヘルニアに伴う通過障害に対して腹腔鏡下ρ吻合術を施行
した1例

長野市民病院　　岡田　正夫
EP091-04	 	心不全症状を伴う食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下に手術を施行した1例

公立豊岡病院　　中村　大地
EP091-05	 	食後の意識消失発作を契機に診断された食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施

行した1例
国立病院機構九州医療センター消化器センター消化管外科・がん臨床

研究部　　新里　千明
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EP091-06	 	Morgagni孔ヘルニアと食道裂孔ヘルニアの併存例に対し一期的に腹腔鏡下修復術を施
行した1例

愛媛県立中央病院　　宇都宮大地
EP091-07	 	メッシュを用いて腹腔鏡下に修復を行った横隔膜傍裂孔ヘルニアの1例

新別府病院　　田島　正晃
EP091-08	 	Upside	down	stomachを呈した食道裂孔ヘルニアに腹腔鏡手術を施行した1例

東海大学医学部付属病院　　数野　暁人
EP091-09	 	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
島根大学医学部消化器・総合外科　　梶　　俊介

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 10：00～ 10：48

ePoster92　　ヘルニア14
司　会　��平塚市民病院外科� 中川　基人

EP092-01	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEPP法）を施行した子宮内膜症を伴う成人Nuck管水
腫の1例

徳洲会和泉市立病院　　坂下　克也
EP092-02	 	腹腔鏡アプローチが有用であった成人Nuck管水腫の2例

東京都立大塚病院　　小林　建太
EP092-03	 	TAPPで修復した臍ヘルニア合併の膀胱ヘルニの1例

八王子消化器病院　　小池　伸定
EP092-04	 	ヘルニア門切開にて還納しえた膀胱ヘルニアに対するTAPP法施行の1例

さぬき市民病院　　竹林　隆介
EP092-05	 	腹臥位CTにて診断しTAPP法にて修復した鼠径部膀胱ヘルニアの1例

沖縄赤十字病院外科　　金城　章吾
EP092-06	 	TAPP法で術中認識できなかった鼠径部膀胱ヘルニアの1例

中頭病院外科　　小倉加奈子
EP092-07	 	TAPP法で修復した大腿膀胱ヘルニアの1例

さいたま市立病院　　工藤　裕実
EP092-08	 	Nuck管水腫との鑑別を要し腹腔鏡下に診断した大腿ヘルニアの1例

JCHOうつのみや病院外科　　金子　勇貴

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 10：00～ 11：00

ePoster93　　ヘルニア15
司　会　��東海大学医学部附属病院消化器外科� 岡田　和丈

EP093-01	 	術後慢性疼痛を伴う再発鼠径ヘルニアに対し腹腔鏡併用によるメッシュ除去後TAPP
法を施行した1例

安城更生病院外科　　関　　　崇
EP093-02	 	両側再発鼡径ヘルニア術後の慢性疼痛に対し腹腔鏡併用にてプラグ除去、メッシュ再

留置を施行した1例
東京女子医科大学東医療センター外科　　河野　鉄平

EP093-03	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア（TAPP）術後の慢性疼痛に対して腹腔鏡下メッシュ除去にて
改善を認めた1例

中部労災病院　　藤原　　玄
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EP093-04	 	メッシュプラグ法術後の慢性疼痛に対して腹腔鏡下メッシュ除去を施行した1例
千葉市立青葉病院外科　　清水　康仁

EP093-05	 	鼠径ヘルニア術後12年目に発症した虫垂炎によるメッシュ周囲膿瘍に対して腹腔鏡下
手術を施行した1例

九州労災病院外科　　堀岡　宏平
EP093-06	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP法）後、遅発性メッシュ感染の1例

河北総合病院消化器一般外科　　田村　徳康
EP093-07	 	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
新東京病院外科　　三田　一仁

EP093-08	 	膨隆が不明瞭な鼠径部ヘルニアに対しTAPPを行った3例
日本赤十字社盛岡赤十字病院　　有末　篤弘

EP093-09	 	鼠径ヘルニア術後の大腿ヘルニアに対して腹腔鏡下に修復した1例
独立行政法人国立病院機構静岡医療センター外科　　渡邉　　卓

EP093-10	 	複数の下腹部開腹歴のある両側大腿ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術
（TEP）が有用であった1例

蒲郡市民病院／名古屋市立西部医療センター　　若杉　健弘

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 10：06～ 11：06

ePoster94　　肝臓6
司　会　��岐阜大学腫瘍外科� 今井　　寿

EP094-01	 	Propensity	score	matchingを用いた肝細胞癌に対する開腹対腹腔鏡による肝切除術の
長期成績の検討

東海記念病院外科／愛知医科大学病院消化器外科　　岩田　　力
EP094-02	 	当科の大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除の成績

石川県立中央病院消化器外科　　北村　祥貴
EP094-03	 	肝S7・S8領域腫瘍に対する腹腔鏡下肝部分切除術

製鉄記念八幡病院消化器外科　　岸原　文明
EP094-04	 	再肝部分切除における腹腔鏡手術の有用性

大分大学消化器・小児外科　　内田　博喜
EP094-05	 	転移性肝腫瘍に対する腹腔鏡下肝切除術の周術期成績の検討

宮崎大学医学部外科学講座肝胆膵外科学分野　　濱田　剛臣
EP094-06	 	当院における腹腔鏡下肝切除の導入と現状

日本赤十字社和歌山医療センター外科　　横山　智至
EP094-07	 	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

名古屋市立大学病院　　森本　　守
EP094-08	 	再発肝癌に対する腹腔鏡下再肝切除術の短期成績

大阪大学消化器外科　　野田　剛広
EP094-09	 	当院での腹腔鏡下肝区域切除および肝葉切除の短期治療成績

国立がんセンター東病院・肝胆膵外科　　杉本　元一
EP094-10	 	単純性巨大肝嚢胞に対する腹腔鏡下肝嚢胞開窓術の検討

福岡大学病院消化器外科　　石井　文規
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 10：00～ 11：00

ePoster95　　胆嚢・総胆管6
司　会　��兵庫医科大学肝胆膵外科� 多田　正晴

EP095-01	 	閉塞性黄疸を伴う急性出血性胆嚢炎に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例
佐々木研究所付属杏雲堂病院消化器外科　　森中　孝至

EP095-02	 	術前画像検査で診断が可能であった胆嚢軸捻転症の1例
紀南病院　　日向　　聖

EP095-03	 	当院における急性胆嚢炎に対する早期と待機腹腔鏡下胆嚢摘出術の比較検討
龍ヶ崎済生会病院外科　　野渡　剛之

EP095-04	 	当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術後に診断された胆嚢癌の治療成績
富山県立中央病院外科　　竹下　雅樹

EP095-05	 	当院における待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
岡谷市民病院　　飯沼　伸佳

EP095-06	 	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

一宮市立市民病院　　末岡　　智
EP095-07	 	高齢者急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術成績

厚生中央病院／東京医科大学病院消化器外科・小児外科　　代田　智樹
EP095-08	 	当院での急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡下胆嚢摘出術の成績と工夫

順天堂大学医学部附属浦安病院消化器・一般外科　　行田　　悠
EP095-09	 	急性胆嚢炎に対する腹腔鏡手術における胆嚢管結石の有無と治療成績

黒部市民病院　　高田　智司
EP095-10	 	当院で施行した胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討

湘南東部総合病院　　香月　優亮

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 10：00～ 11：00

ePoster96　　膵臓2
司　会　��京都大学肝胆膵・移植外科� 増井　俊彦

EP096-01	 	膵内副脾に発生した類上皮嚢胞の1切除例
長岡赤十字病院外科　　堅田　朋大

EP096-02	 	Lipomatous	psudohypertrophy	of	the	pancreasに対する腹腔鏡下膵体尾部切除の経験
金沢大学病院消化器・腫瘍・再生外科　　宮下　知治

EP096-03	 	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除を施行した膵NETの1例
高知赤十字病院　　横田啓一郎

EP096-04	 	腹腔鏡補助下幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を施行したSolid	pseudopapillary	
neoplasm（SPN）の一例．

岩手医科大学外科学講座　　天野　　怜
EP096-05	 	術前画像診断が困難であり、腹腔鏡下脾温存尾側膵切除術を施行したデスモイド型線

維腫の一例
川崎市立川崎病院　　疋田　康祐

EP096-06	 	術前診断に苦慮した脾静脈閉塞を伴う巨大膵仮性嚢胞の1切除例
公立西知多総合病院外科／中東遠総合医療センター外科　　雄谷　慎吾
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EP096-07	 	胃、膵との剥離が困難であり腹腔鏡下に膵尾部切除、胃部分切除術を施行した胃重複
症の1切除例

山梨大学医学部附属病院　　川井田博充
EP096-08	 	腹腔鏡下膵尾部切除術を施行した膵内副脾epithelial	cystの1例

沖縄協同病院外科　　平田勇一郎
EP096-09	 	腹腔鏡下膵体尾部切除で診断された膵上皮内癌の2例

浦添総合病院消化器病センター外科　　拜殿　明奈
EP096-10	 	術前に膵腫瘍との鑑別が困難であった副腎腫瘍の2例

鳥取大学医学部附属病院病態制御外科　　内仲　　英

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 10：00～ 10：54

ePoster97　　小児外科2
司　会　��順天堂大学小児外科・小児泌尿生殖器外科� 古賀　寛之

EP097-01	 	ラパヘルクロージャーとペンローズドレーンを利用した簡便な肝挙上法
群馬県立小児医療センター小児外科　　高澤　慎也

EP097-02	 	内視鏡的に摘出しえた膵腫瘍と鑑別困難であった後腹膜神経節芽腫の1例
茨城県立こども病院小児外科　　後藤　悠大

EP097-03	 	腹腔鏡補助下に摘出し得た腸間膜原発限局型キャッスルマン病の1学童例
大阪赤十字病院小児外科　　林　　宏昭

EP097-04	 	嚢胞型仙尾部奇形種(Altman2型)に対し腹腔鏡補助下腹会陰式全摘術を施行した1例
京都府立医科大学小児外科　　古川　泰三

EP097-05	 	感染を繰り返した梨状窩瘻に対して拡張式喉頭直達鏡による化学的焼灼術が有効で
あった1例

加古川中央市民病院小児外科／長野県立こども病院外科　　岩出　珠幾
EP097-06	 	腹腔鏡下肝嚢胞開窓術を施行した小児肝嚢胞の1例

久留米大学医学部外科学講座小児外科部門　　吉田　　索
EP097-07	 	経肛門的ダイセクターを併用したストーマ創からの単孔式広範囲型ヒルシュスプルン

グ病根治手術
国立成育医療研究センター外科　　渡邉　稔彦

EP097-08	 	単孔式腹腔鏡下異所性腎摘出術を施行したHerlyn-Werner	Wunderlich症候群の1例
長崎大学病院小児外科　　篠原　彰太

EP097-09	 	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
名古屋大学大学院医学系研究科小児外科学　　千馬　耕亮

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 10：00～ 11：00

ePoster98　　大腸良性9
司　会　��関西医科大学総合医療センター消化管外科� 徳原　克治

EP098-01	 	術前3-D	CTを用いて腹腔鏡下手術を施行した盲腸軸捻転症の1例
佐野厚生総合病院外科　　島田　岳洋

EP098-02	 	内視鏡的整復後に待機的に腹腔鏡手術を施行した盲腸軸捻転の1例
国立国際医療研究センター病院外科　　相馬　大介

EP098-03	 	慢性特発性大腸偽性腸閉塞症に対して腹腔鏡下大腸亜全摘出術を施行した症例
みつわ台総合病院　　窪田　信行
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EP098-04	 	S状結腸穿孔による後腹膜気腫に対し腹腔鏡下結腸切除術を施行した1例
明理会中央総合病院消化器外科　　吉谷新一郎

EP098-05	 	下部消化管穿孔に対する腹腔鏡下手術(肛門異物による直腸穿孔に対しての腹腔鏡下手
術の経験を通して)

高松赤十字病院消化器外科　　甲田　祐介
EP098-06	 	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

奈良県西和医療センター外科　　高木　忠隆
EP098-07	 	S状結腸憩室穿孔・腸間膜内膿瘍に対し保存的治療後に腹腔鏡下切除術を施行した1例

米沢市立病院　　芳賀淳一郎
EP098-08	 	下行結腸固定異常によるS状結腸軸捻転症に対し腹腔鏡下下行結腸固定術を施行した1

例
都志見病院　　得能　和久

EP098-09	 	腹腔鏡下大腸手術における回腸人工肛門造設後腸閉塞に関する検討
滋賀医科大学外科学講座　　三宅　　亨

EP098-10	 	大腸ESD後遅発性穿孔に対する腹腔鏡下手術を施行した1例
長野市民病院　　関野　　康

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 10：00～ 10：54

ePoster99　　大腸良性10
司　会　��埼玉県立がんセンター消化器外科� 西澤　雄介

EP099-01	 	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
恵佑会札幌病院　　澄川　宗祐

EP099-02	 	腹腔鏡下回盲部切除術を施行した虫垂子宮内膜症の1例
東邦大学医療センター大森病院消化器外科　　甲田　貴丸

EP099-03	 	腹腔鏡手術を施行したS状結腸腸管子宮内膜症の1例
愛媛大学医学部消化管腫瘍外科学講座　　石丸　　啓

EP099-04	 	成人特発性横行結腸重積に対して腹腔鏡下横行結腸部分切除を施行した一例
釧路ろうさい病院外科　　谷　　道夫

EP099-05	 	直腸癌術後，吻合部に発生したimplantation	cystを腹腔鏡下に切除した一例
市立豊中病院外科　　吉岡　　亮

EP099-06	 	当科における直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の検討
東邦大学医療センター大橋病院外科　　高橋亜紗子

EP099-07	 	TAMISにて切除診断した深在性嚢胞性大腸炎の一例
NTT西日本大阪病院　　藤江裕二郎

EP099-08	 	潰瘍性大腸炎に対し腹腔鏡下大腸全摘術を施行した一例
健生会奈良大腸肛門病センター　　稲垣　水美

EP099-09	 	クローン病難治性直腸肛門病変に対し腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した一例
宮崎大学医学部付属病院外科学講座消化管・内分泌・小児外科学　　市原　明子
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 10：00～ 10：54

ePoster100　　卵巣1
司　会　��大阪医科大学病理学教室� 山田　隆司

EP100-01	 	Swyer	syndromeに対する腹腔鏡下両側付属器切除の経験
神戸大学産婦人科　　若橋　　宣

EP100-02	 	保存的経過観察後の腹腔内高度炎症性癒着によって手術に難渋した内膜症性嚢胞微小
破裂の1例

自衛隊中央病院産婦人科　　澁谷　剛志
EP100-03	 	CA125高値を示し悪性腫瘍が疑われた卵巣内膜症性嚢胞の一例

市立函館病院　　黒川　晶子
EP100-04	 	卵巣腫瘍合併妊娠に対する単孔式腹腔鏡下手術の工夫

札幌医科大学産婦人科学講座　　金　　美善
EP100-05	 	治療に難渋した卵巣成熟嚢胞性奇形腫に伴う抗NMDA受容体脳炎の1例

大阪市立総合医療センター　　村上　　誠
EP100-06	 	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

大阪市立総合医療センター　　徳山　　治
EP100-07	 	境界悪性及び悪性卵巣腫瘍に対する腹腔鏡下大網切除術の有用性

トヨタ記念病院産婦人科　　鵜飼　真由
EP100-08	 	晩期再発卵巣癌の診断に腹腔鏡下手術が有用であった1例

トヨタ記念病院　　山田　拓馬
EP100-09	 	腹腔鏡下手術が有用であった腹膜偽粘液腫の一例

トヨタ記念病院　　福田　太郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 10：00～ 10：54

ePoster101　　子宮・卵巣・その他4
司　会　��京都府立医科大学産婦人科� 澤田　守男

EP101-01	 	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
社会福祉法人康和会久我山病院産婦人科　　山本　泰弘

EP101-02	 	外陰Invasive	Paget	Diseaseに対し、腹腔鏡下骨盤リンパ節郭清術を施行した1例
公立豊岡病院産婦人科／京都大学医学部附属病院産科婦人科　　稲山　嘉英

EP101-03	 	骨盤内うっ血症候群（Pelvic	Congestion	Syndrome）の診断と治療に腹腔鏡が有用で
あった1例

岩手医科大学産婦人科　　尾上　洋樹
EP101-04	 	嚢胞性腺筋症の癌化の1例

熊本赤十字病院産婦人科　　椛　　朱梨
EP101-05	 	原因不明不妊症例に対する腹腔鏡精査は有用か

第一東和会病院　　深澤　祐子
EP101-06	 	腹腔鏡下手術で治療した、卵管卵巣膿瘍を伴う子宮筋腫感染の一例

トヨタ記念病院産婦人科　　鈴木　徹平
EP101-07	 	劇症型A群溶連菌感染症による腹膜炎および卵管膿瘍を腹腔鏡下に診断，治療し得た

1例
東京労災病院産婦人科／東邦大学医療センター大森病院産婦人科　　片倉　雅文
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EP101-08	 	当科におけるTLHの開腹移行例に関する検討
山口大学産科婦人科　　竹谷　俊明

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 10：00～ 11：00

ePoster102　　胃・十二指腸悪性17
司　会　��埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科� 持木　彫人

EP102-01	 	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
済生会川口総合病院外科　　岡田　治彦

EP102-02	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術における新三角法の成績
つがる総合病院一般・内視鏡・心血管・乳腺外科　　笹田　大敬

EP102-03	 	当院における早期胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術の再建の工夫と短期治療成績につい
て

東海大学医学部消化器外科　　鍋島　一仁
EP102-04	 	腹腔鏡下胃切除時の十二指腸断端の処理方法と結果の検討

名古屋第二赤十字病院　　坂本　英至
EP102-05	 	当院におけるAugmented	Rectangle	Technique(ART)の導入

太田総合病院　　北村　大介
EP102-06	 	当院での腹腔鏡下幽門側胃切除におけるART吻合の検討

川崎市立多摩病院　　松下　恒久
EP102-07	 	腹腔鏡補助下胃癌手術におけるNo.9左側とNo.11p郭清の工夫

神奈川県立がんセンター／横浜市立大学外科治療学　　山田　貴允
EP102-08	 	腹腔鏡下胃全摘術Roux	en	Y再建法　機能的端々吻合による食道空腸吻合とその短期

成績
仙台市医療センター仙台オープン病院消化器外科　　柿田　徹也

EP102-09	 	当科における食道断端中央に小孔を作成するOverlap再建の手技
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　郡司　　久

EP102-10	 	経口アンビルによる腹腔鏡下胃全摘後の再建　当科の工夫
順天堂大学医学部消化器・低侵襲外科　　石橋　雄次

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 10：00～ 11：00

ePoster103　　胃・十二指腸悪性18
司　会　��京都市立病院外科� 細木　久裕

EP103-01	 	当院における胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術の工夫
神戸市立医療センター中央市民病院　　水本　素子

EP103-02	 	腹腔鏡下十二指腸部分切除術を行った8例の治療成績
国立がん研究センター中央病院肝胆膵外科　　奈良　　聡

EP103-03	 	胃・十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡下部分切除術
浜松医科大学医学部第２外科　　平松　良浩

EP103-04	 	教室における胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃楔状切除術の治療成績
昭和大学消化器・一般外科　　斎藤　　祥

EP103-05	 	腹腔鏡下幽門側切除術の短期成績におけるリスク因子の検討
東北大学消化器外科学　　田中　直樹
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EP103-06	 	腹腔鏡下胃切除における予防的ドレーン留置の妥当性についての検討
関西労災病院消化器外科　　竹野　　淳

EP103-07	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術における予防的ドレーン留置の必要性
関東労災病院外科　　小俣佳菜子

EP103-08	 	腹腔鏡下胃切除術予防的D2郭清の治療成績
国立病院機構大阪医療センター外科　　浜川　卓也

EP103-09	 	当院における腹腔鏡下幽門側胃切除D2郭清の術後短期成績
東北労災病院　　安本　明浩

EP103-10	 	進行胃癌に対する用手補助腹腔鏡下手術の手技と成績
旭川医科大学外科学講座消化器病態外科学分野　　長谷川公治

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 10：00～ 10：54

ePoster104　　胃・十二指腸悪性19
司　会　��北里大学医学部上部消化管外科学� 細田　　桂

EP104-01	 	幽門狭窄を伴う進行胃癌に対し、審査腹腔鏡時消化管バイパス術が有効であった1例
東京女子医科大学　　伊藤　俊一

EP104-02	 	胃癌の膵後部リンパ節、上行結腸転移に対してmFOLFOX6療法後に腹腔鏡下に手術
を行った一例

独立行政法人国立病院機構長崎医療センター　　山下真理子
EP104-03	 	腹腔鏡・内視鏡合同手術にて切除した幽門輪近傍の胃GISTの1例

上尾中央総合病院外科　　石井　　智
EP104-04	 	同時性多発十二指腸腫瘍に対して腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)を施行した1例

岐阜大学大学院腫瘍外科　　今井　健晴
EP104-05	 	早期胃癌に非穿孔式胃壁内反切除術（NEWS）を施行した1例

東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　田渕　　悟
EP104-06	 	腹腔鏡下胃全摘後に食道裂孔ヘルニア嵌頓を2度起こした1例

JA長野厚生連南長野医療センター篠ノ井総合病院　　岡田　一郎
EP104-07	 	逆蠕動Roux-en-Y吻合部の捻れにより流出路狭窄を認め前回吻合部を利用し順蠕動型

に再吻合した1例
竹田綜合病院内視鏡外科　　絹田　俊爾

EP104-08	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術12aリンパ節郭清時の門脈損傷に対し、腹腔鏡下に修復し得
た1例

国立病院機構甲府病院外科　　土屋　雅人
EP104-09	 	腹腔鏡下胃全摘，前結腸経路のRoux-en-Y再建術後に発症し診断に苦慮した内ヘルニ

アの一例
さいたま赤十字病院外科　　西野　仁惠

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 10：00～ 10：54

ePoster105　　胃・十二指腸悪性20
司　会　��山口大学医学部附属病院腫瘍センター� 吉野　茂文

EP105-01	 	腹腔鏡下幽門側胃切除、Billroth-I法再建後の胃切除後症候群に対し手術治療を施行さ
れた1例

市立横手病院外科　　伊勢　憲人
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EP105-02	 	腹腔鏡下胃切除Roux-en-Y再建術後の内ヘルニア4例の経験
高知医療センター消化器外科　　尾崎　和秀

EP105-03	 	腹腔鏡下胃切除術後に生じた食道裂孔ヘルニア嵌頓に対し腹腔鏡下に整復した1例
東京逓信病院第一外科／杏林大学消化器・一般外科　　石井　　俊

EP105-04	 	胃癌術後に遅発性左肝動脈瘤を認めた1例
愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　國友　愛奈

EP105-06	 	腹腔鏡下幽門側胃切除におい脾動脈を誤認し離断した1例
佐世保市総合医療センター消化器外科　　荒木　政人

EP105-07	 	悪性幽門狭窄に対するTANKO	plus	one	punctureによる腹腔鏡下胃空腸バイパス手
術

高知赤十字病院外科　　山井　礼道
EP105-08	 	胃噴門部粘膜下腫瘍に対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の経験

済生会泉尾病院外科・消化器外科　　尾崎　　岳
EP105-09	 	胃癌・大腸癌の重複癌に対する腹腔鏡下同時切除症例の検討

東北大学消化器外科学　　相澤　　卓

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 10：00～ 10：48

ePoster106　　呼吸器悪性3
司　会　��石切生喜病院外科・呼吸器センター� 西田　　達

EP106-01	 	完全鏡視下右上葉S2b+S3a二亜区域切除+底区区域切除
札幌医科大学呼吸器外科　　三品泰二郎

EP106-02	 	高位背側胸壁浸潤癌に対するより低侵襲なapproach　<胸腔鏡下肺葉切除＋後方直上
小切開>

札幌南三条病院呼吸器外科　　椎名　伸行
EP106-03	 	同時多発肺癌に対する一期的完全胸腔鏡下区域切除術の経験

山形大学医学部外科学第二講座　　阿部　尚弘
EP106-04	 	気管支断端のstapleによる肋間動脈損傷が疑われた胸腔鏡下右下葉切除術後出血の一

例
がん研究会有明病院呼吸器センター外科　　三ツ堀隼弘

EP106-05	 	胸腔鏡下肺葉切除術における術後肺瘻症例の検討
愛媛大学大学院医学系研究科心臓血管・呼吸器外科　　重松　久之

EP106-06	 	完全分葉の左上葉肺癌に対する左上葉切除術施行後、再手術を要した遅発性気漏の1
例

長崎医療センター　　町野　隆介
EP106-07	 	開胸後10分時点での肺の虚脱肺指標（Collapsed	Lung	Index:	CLI）と術前呼吸機能の

検討
京都府立医科大学呼吸器外科　　島田　順一

EP106-08	 	質と安全の担保を考えた低侵襲アプローチ：ポート数と標準化
富山大学呼吸循環総合外科　　本間　崇浩
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 10：00～ 10：48

ePoster107　　呼吸器良性3
司　会　��東京医科歯科大学呼吸器外科� 小林　正嗣

EP107-01	 	感染を繰り返す先天性肺嚢胞に対し完全鏡視下に左上区域切除を施行した一例
福岡大学呼吸器・乳腺内分泌・小児外科　　山本玲央那

EP107-02	 	5mm	+	11.5mmの2孔式によるVATS肺生検で診断が得られた両側びまん性肺粒状影
の2例

沖縄赤十字病院呼吸器外科　　宮城　　淳
EP107-03	 	肺MAC症に対し3D-CTアシスト胸腔鏡下左肺S1+2/4複合区域切除を施行した1例

東京慈恵会医科大学柏病院外科　　仲田　健男
EP107-04	 	3D内視鏡システムを用いて胸腔鏡下掻爬術を施行した急性膿胸の1例

呉医療センター・中国がんセンター　　宮本　竜弥
EP107-05	 	右上葉区域切除後に生じた右上葉捻転の一切除例

北見赤十字病院　　新田　健雄
EP107-06	 	胸骨吊り上げ法による胸腔鏡下縦隔腫瘍切除後に完全房室ブロックによる失神を来し

た1例
焼津市立総合病院外科　　田中　　駿

EP107-07	 	胸腔鏡下肺部分切除後に遅発性胸腔内出血を来たした2例
がん・感染症センター都立駒込病院呼吸器外科　　中守　咲子

EP107-08	 	新規リミッター機構付き把持鉗子の胸部外科領域における使用経験
京都大学大学院医学部呼吸器外科学、京都大学ウイルス再生医科学研

究所臓器再建応用分野　　坂口　泰人

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 16：30～ 17：12

ePoster108　　大腸悪性20
司　会　��北海道がんセンター消化器外科� 前田　好章

EP108-01	 	DST(Double	Stapling	Technique)における側端吻合の導入
滋賀医科大学消化器外科　　寺田　好孝

EP108-02	 	当院における腹腔鏡補助下低位前方切除術の縫合不全対策
岡山医療センター　　國末　浩範

EP108-03	 	縫合不全の少ない安全な腹腔鏡下直腸癌手術手技
伊勢原協同病院　　壁島　康郎

EP108-04	 	腹腔鏡下直腸切除術における回腸瘻造設の適応に関する検討（続報）
九州医療センター消化管外科・がん臨床研究部　　楠本　哲也

EP108-05	 	下部進行直腸癌に対するhybrid	approachの有用性について
東京慈恵会医科大学附属柏病院外科　　石田　航太

EP108-06	 	2チームによるTaTME-ISR：腹腔操作における注意点と当院の工夫
筑波大学消化器外科・臓器移植外科　　大原　佑介

EP108-07	 	当院における下部直腸癌鏡視下側方郭清の短期成績
日本赤十字社和歌山医療センター外科・消化管外科・肝胆膵外科　　伊東　大輔



¯ 201 ¯

eP
oster

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 16：30～ 17：12

ePoster109　　大腸悪性21
司　会　��北野病院消化器外科� 福田　明輝

EP109-01	 	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
福岡大学病院消化器外科　　坂本　良平

EP109-02	 	当科における腹腔鏡下側方リンパ節郭清の治療成績
熊本大学大学院消化器外科学　　日吉　幸晴

EP109-03	 	内腸骨動脈領域	(#263)の郭清を先行する腹腔鏡下側方リンパ節郭清の実際
長崎大学病院腫瘍外科　　森山　正章

EP109-04	 	家族性大腸腺腫症(FAP)における完全腹腔鏡下手術手技の検討と成績
浜松医科大学外科学第二講座　　倉地　清隆

EP109-05	 	直腸肛門部悪性黒色腫に対する術式の検討
旭川医科大学　　谷　　誓良

EP109-06	 	腹腔鏡手術における大腸癌腫瘍径の検討
大和市立病院　　和田　　治

EP109-07	 	腹腔鏡下大腸手術後のイレウス発症の頻度と癒着部位の検討
福島県立医科大学会津医療センター小腸・大腸・肛門科　　隈元　謙介

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 16：30～ 17：12

ePoster110　　大腸悪性22
司　会　��東邦大学医療センター大橋病院外科� 榎本　俊行

EP110-01	 	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
福井大学第一外科　　呉林　秀崇

EP110-02	 	大腸ステントによる“Bridge	to	Surgery”の手術成績
愛媛県立中央病院消化器外科　　大野　吏輝

EP110-03	 	大腸ステント留置後に待機的腹腔鏡下手術を施行した閉塞性大腸癌症例の短期成績の
検討

日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター　　清水　貴夫
EP110-04	 	閉塞性大腸癌への術前ステント留置症例の検討

がん研有明病院消化器外科　　南　　宏典
EP110-05	 	閉塞性大腸癌に対するステント挿入後の待機的腹腔鏡下手術

川崎市立多摩病院　　四万村　司
EP110-06	 	閉塞性大腸癌に対する腹腔鏡手術のための減圧法の検討

八尾市立病院外科　　井出　義人
EP110-07	 	当科における閉塞性大腸癌に対するSEMS留置後の腹腔鏡手術の検討

市立東大阪医療センター消化器外科　　上田　正射

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 16：30～ 17：12

ePoster111　　大腸悪性23
司　会　��北里大学病院下部消化管外科学� 山梨　高広

EP111-01	 	当科における術前に減圧可能であった閉塞性右側大腸癌に対する腹腔鏡手術の検討
大阪警察病院消化器外科　　大塚　正久
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EP111-02	 	術前化学放射線療法併用腹腔鏡下直腸手術の成績
川崎医科大学消化器外科学　　鶴田　　淳

EP111-03	 	合併症、生存率から見た化学放射線治療後の腹腔鏡下直腸癌手術の治療成績
NTT西日本大阪病院外科　　大西　　直

EP111-04	 	下部直腸癌に対する術前化学放射線療法後の腹腔鏡手術の短期成績
防衛医科大学校外科学講座　　永田　　健

EP111-05	 	術前化学療法施行した直腸癌症例における腹腔鏡下手術の短期成績
日本医科大学付属病院消化器外科　　小泉　岐博

EP111-06	 	腹腔鏡大腸切除において膀胱合併切除を施行した5例の手術成績
千葉西総合病院　　山崎　信義

EP111-07	 	T4a結腸癌に対する腹腔鏡手術の検討
がん研究会有明病院　　富永　哲郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 16：30～ 17：12

ePoster112　　大腸悪性24
司　会　��大阪大学消化器外科� 畑　　泰司

EP112-01	 	大腸癌に対する2領域切除以上/2臓器切除におけるHALSの有用性
東海大学八王子病院消化器外科　　横山　大樹

EP112-02	 	他臓器浸潤を伴う結腸癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性-開腹手術との比較検討-
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　　虫明　寛行

EP112-03	 	StageIV大腸癌原発巣切除における鏡視下手術施行例の検討
磐田市立総合病院消化器外科　　深澤　貴子

EP112-04	 	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／関西医科大学消化管外科　　稲田　　涼
EP112-05	 	Stage4大腸癌に対する腹腔鏡下手術の妥当性

山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学　　竹本　圭宏
EP112-06	 	Stage	IV大腸癌に対する腹腔鏡下手術の安全性に関する検討

栃木県立がんセンター大腸骨盤外科　　小澤　平太
EP112-07	 	腹腔鏡手術により原発巣切除を行なったStageIV大腸癌の予後の検討

東邦大学医療センター大森病院一般・消化器センター外科　　牛込　充則

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 16：30～ 17：12

ePoster113　　ヘルニア16
司　会　��堀江病院外科� 中嶋　　潤

EP113-01	 	当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の検討
浦添総合病院消化器病センター外科　　本成　　永

EP113-02	 	腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の定型化
佐賀大学医学部一般・消化器外科　　友杉　隆宏

EP113-03	 	当院における腹壁ヘルニアに対する腹腔鏡下手術10例の検討
公立西知多総合病院　　山口　貴之

EP113-04	 	当院における腹壁瘢痕ヘルニアの検討
荒尾市民病院　　塚本　千佳
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EP113-05	 	当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の経験
聖隷三方原病院　　西尾　公佑

EP113-06	 	当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の初期成績
長門総合病院　　佐野　史歩

EP113-07	 	鮒田式胃壁固定具を用いた腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術
済生会福岡総合病院　　本坊　拓也

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 16：30～ 17：12

ePoster114　　ヘルニア17
司　会　��三楽病院外科� 青木　久恵

EP114-01	 	腹腔鏡下巨大腹壁瘢痕ヘルニア修復術症例の臨床的検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院消化器・一般外科　　田中　圭一

EP114-02	 	当院における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の検討
高岡市民病院　　宮永　章平

EP114-03	 	腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術におけるメッシュパッチの確実な腹壁固定法
高知医療センター　　中村　敏夫

EP114-04	 	当院における腸骨採取後の腰部腹壁瘢痕ヘルニア根治術の工夫　-ハイブリッド法-
製鉄記念室蘭病院外科　　佐藤　彰記

EP114-05	 	安全性と簡便性を重視した腹腔鏡補助下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の工夫
南奈良総合医療センター外科　　西和田　敏

EP114-06	 	U	reverse	stitchを用いた腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術
順天堂大学消化器・低侵襲外科　　夕部由規謙

EP114-07	 	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
関西労災病院外科　　村上　剛平

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 16：30～ 17：18

ePoster115　　ヘルニア18
司　会　��広島市立広島市民病院外科� 中野　敢友

EP115-01	 	当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の導入と初期成績
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外科　　清水　　亘

EP115-02	 	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
埼玉県立がんセンター　　伊藤　　謙

EP115-03	 	腹腔鏡下直腸切断術における腹膜外経路人工肛門造設術の工夫
浅香山病院外科／石切生喜病院外科　　山本　隆嗣

EP115-04	 	A	case	of	laparoscopic	parastomal	sandwich	technique	hernia	repair	concurred	with	
incisional	hernia

行徳総合病院　　外浦　　功
EP115-05	 	傍ストーマヘルニアと腹壁瘢痕ヘルニアに対して腹腔鏡下根治術（Sandwich法）を施

行した1例
済生会長崎病院外科　　吉元　崇文

EP115-06	 	二連銃式人工肛門造設後の傍ストーマヘルニアに対して腹腔鏡下Sugarbaker法を施行
した一例

九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科　　中村　祥一
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EP115-07	 	腹腔鏡アプローチが術式決定に有用であった傍ストマヘルニア嵌頓の1例
北里大学病院外科　　島津　　将

EP115-08	 	ハルトマン術後の腹腔鏡下によるストーマ閉鎖術の1例
巨樹の会新武雄病院外科　　藤家　雅志

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 16：30～ 17：12

ePoster116　　肝臓7
司　会　��東邦大学医療センター大橋病院外科� 浅井　浩司

EP116-01	 	腹腔鏡下肝切除における安全な適応拡大術式の導入と手術手技
香川大学消化器外科　　岡野　圭一

EP116-02	 	腹腔鏡下肝切除におけるリトラクター使用の工夫
慶應義塾大学医学部外科学教室（一般・消化器）　　益田　悠貴

EP116-03	 	肝S7，S8領域に対する腹腔鏡下肝部分切除術
福井県立病院外科　　前田　一也

EP116-04	 	標準化した完全腹腔鏡下肝左葉切除術の手技と成績
札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科　　永山　　稔

EP116-05	 	Rouviere溝からアプローチする腹腔鏡下肝後区域切除
神戸大学大学院医学研究科外科学講座低侵襲外科学分野／神戸大学肝

胆膵外科　　木戸　正浩
EP116-06	 	当科における腹腔鏡下肝切除

大阪医科大学一般・消化器外科　　廣川　文鋭
EP116-07	 	大腸癌肝転移同時切除症例の短期成績に対する検討

神戸市立医療センター中央市民病院　　喜多　亮介

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 16：30～ 17：12

ePoster117　　胆嚢・総胆管7
司　会　��京都医療センター外科� 成田　匡大

EP117-01	 	単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるSILS	port	vs	Lap	protector	miniの手術成績
医療法人恵愛会上村病院　　堤田　英明

EP117-02	 	腹腔鏡下胃切除に併施した胆嚢摘出術の検討
長崎みなとメディカルセンター外科　　渡海　大隆

EP117-03	 	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

国際親善総合病院　　三島　江平
EP117-04	 	EUS-guided	gallbladder	drainage(EUS-GBD)後の胆石性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆

嚢摘出術の経験
NTT東日本関東病院　　長尾　厚樹

EP117-05	 	腹腔鏡下胆嚢亜全摘術における胆嚢管開口部閉鎖法:高度炎症・癒着の中でいかにハル
トマン嚢を認識するか?

愛知医科大学消化器外科　　松村　卓樹
EP117-06	 	拡大視効果と独特の視野を駆使した、胆嚢癌疑診例に対する胆嚢板一括切除としての

腹腔鏡下胆嚢全層切除
福山市民病院外科　　日置　勝義
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EP117-07	 	腹腔鏡下で切除し得た胆嚢板原発solitary	fibrous	tumorの1例
東京慈恵会医科大学柏病院外科　　熊谷　　祐

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 16：30～ 17：12

ePoster118　　胆嚢・総胆管8
司　会　��北里大学メディカルセンター外科� 高橋　禎人

EP118-01	 	内視鏡治療困難症例に対する術中ランデブー法による総胆管結石治療の経験
国立病院機構敦賀医療センター外科　　戸川　　保

EP118-02	 	総胆管嚢腫に対する腹腔鏡下手術
化学療法研究所附属病院一般・消化器外科　　今井　俊一

EP118-03	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術難易度予測
昭和大学消化器・一般外科　　平井　隆仁

EP118-04	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術後の難治性胆汁漏に対し胆道カバードステントが有用であった1
例

名古屋徳洲会総合病院外科　　松居　亮平
EP118-05	 	高齢者に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術における手術リスク評価法の有用性

京都中部総合医療センター　　神谷　　肇
EP118-06	 	超高齢者の腹腔鏡下胆嚢摘出術における胆嚢癌の検討

大阪労災病院外科　　村上　昌裕
EP118-07	 	当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術後の臍部SSI

公立昭和病院外科　　吉澤　奈央

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 16：30～ 17：12

ePoster119　　膵臓3
司　会　��九州大学臨床・腫瘍外科� 大塚　隆生

EP119-01	 	腹腔鏡下脾動静脈温存膵体尾部切除術の術後短期成績に関する検討
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室II　　井上　綾乃

EP119-02	 	膵良性・低悪性度腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術の有用性
近畿大学医学部外科　　松本　逸平

EP119-03	 	膵神経内分泌腫瘍(PNET)に対する腹腔鏡下膵切除術の検討
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　　野田　弘志

EP119-04	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術の合併症ゼロを目指すには
佐賀大学病院　　松永　壮人

EP119-05	 	当院の腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の治療成績
関西労災病院外科　　桂　　宜輝

EP119-06	 	腹腔鏡下尾側膵切除術を安全に導入するための当院での取り組み
聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科　　小林慎二郎

EP119-07	 	当科の腹腔鏡下尾側膵切除術における手術成績の検討
鳥取大学医学部病態制御外科　　坂本　照尚
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 16：30～ 17：12

ePoster120　　大腸良性11
司　会　��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� 辻仲　眞康

EP120-01	 	家族性大腸腺腫症に対する鏡視下手術の検討
福島県立医科大学消化管外科学講座　　門馬　智之

EP120-02	 	家族性大腸腺腫症に対する腹腔鏡下大腸全摘術の検討
八戸赤十字病院外科　　藤澤健太郎

EP120-03	 	S状結腸憩室炎による結腸膀胱瘻に対する腹腔鏡下手術
秀和総合病院外科　　桑原　　博

EP120-04	 	大腸穿孔に対する腹腔鏡手術の検討
横須賀共済病院外科　　大石　裕佳

EP120-05	 	当院におけるS状結腸膀胱瘻に対する腹腔鏡下手術の経験
社会医療法人同心会古賀総合病院外科　　後藤　　崇

EP120-06	 	左側大腸憩室症症例における腹腔鏡下手術の検討
藤沢市民病院　　伊藤　　慧

EP120-07	 	左側結腸憩室症に対する待機的腹腔鏡手術7症例の検討
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院　　堀越　邦康

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 16：30～ 17：12

ePoster121　　大腸良性12
司　会　��京都桂病院� 西躰　隆太

EP121-01	 	腹腔鏡下虫垂切除術におけるDSクリップを用いた虫垂根部処理の検討
川口市立医療センター　　友利　賢太

EP121-02	 	当科における単孔式腹腔鏡下虫垂切除術および体腔外虫垂切離の有用性の検討
網走厚生病院　　中本　裕紀

EP121-03	 	当院における腹腔鏡下虫垂切除術の標準化と根部処理の検討
山梨大学医学部第一外科　　白石　謙介

EP121-04	 	簡便な虫垂吊り上げ法を用いた腹腔鏡下虫垂切除術
市立池田病院消化器外科　　酒田　和也

EP121-05	 	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
高槻病院　　大和田善之

EP121-06	 	下部消化管穿孔に対する腹腔鏡手術の検討
横浜新緑総合病院　　三浦　康誠

EP121-07	 	汎発性腹腔鏡下汎発性腹膜炎手術における腹腔内洗浄法の工夫：体外式撹拌法
愛知医科大学消化器外科　　安井　講平

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 16：30～ 17：12

ePoster122　　子宮4
司　会　��静岡県立総合病院産婦人科� 小阪　謙三

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
昭和大学藤が丘病院産婦人科　　竹中　　慎
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EP122-02	 	In-Bag	Morcellationによる検体回収方法の検討　Hand	assisted	methodとPower	
morcellationの比較

がん研究会有明病院婦人科　　青木　洋一
EP122-03	 	腹腔鏡技術認定医取得までの教育システム-TLH技術取得にむけて-

越谷市立病院　　関根　花栄
EP122-04	 	In	Bag	Morcellationについて再考する

医療法人おもと会大浜第一病院女性腹腔鏡センター　　徳嶺　辰彦
EP122-05	 	妊孕能温存を目指した腹腔鏡下子宮筋腫核出術の工夫ー新規子宮内血流評価法の可能

性ー
那須赤十字病院産婦人科　　太田　邦明

EP122-06	 	子宮頸癌に対するロボット支援下広汎子宮全摘術は術前化学療法後も安全かつ有用で
ある

京都大学医学部婦人科学産科学教室　　近藤　英治
EP122-07	 	ロボット支援腹腔鏡下子宮全摘術の導入

愛知県がんセンター中央病院　　水野　美香

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 16：30～ 17：12

ePoster123　　胃・十二指腸悪性21
司　会　��松江市立病院消化器外科� 若月　俊郎

EP123-01	 	当院における腹腔鏡下胃切除術における出血量軽減、合併症回避のための工夫
斗南病院　　山本　和幸

EP123-02	 	当科における腹腔鏡下胃全摘術の短期成績
独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外科　　三隅　俊博

EP123-03	 	当院における腹腔鏡下胃全摘術の術後合併症の危険因子についての検討
大阪市立総合医療センター消化器外科　　三浦光太郎

EP123-04	 	完全鏡視下幽門側胃切除術と腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の短期治療成績の比較検討
松下記念病院外科　　竹下　宏樹

EP123-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術における再建法による合併症の比較検討
がん研有明病院消化器センター　　庄司　佳晃

EP123-06	 	腹腔鏡胃切除術後重度合併症の予測因子についての検討
淀川キリスト教病院外科　　若原　智之

EP123-07	 	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
大阪大学医学部消化器外科　　橋本　直佳

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 16：30～ 17：12

ePoster124　　胃・十二指腸悪性22
司　会　��東京ヘルニアセンター神楽坂D.S.マイクリニック外科� 松田　　年

EP124-01	 	当院で施行した逆蠕動性Roux-en	Y再建法とBillroth-I再建法（Delta吻合）の比較検
討

河北総合病院外科　　桜井　博仁
EP124-02	 	食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下食道空腸吻合法における当科の工夫

国立がん研究センター東病院胃外科　　阿部　　郁
EP124-03	 	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

独立行政法人国立病院機構神戸医療センター外科　　田上　修司
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EP124-04	 	当院における腹腔鏡下胃切除の導入と今後の検討
東住吉森本病院　　西澤　　聡

EP124-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除	Uncut	Roux-en-Y再建後のrecanalization
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　戸松　真琴

EP124-06	 	腹腔鏡下幽門側胃切除でのBillrothII法再建法とRoux	en-Y再建法の治療成績
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　西山　光郎

EP124-07	 	腹腔鏡補助下胃切除術の再建法による術後成績の比較検討
大垣市民病院外科　　伊藤　喜介

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 16：30～ 17：12

ePoster125　　胃・十二指腸悪性23
司　会　��高槻病院消化器外科� 川崎健太郎

EP125-01	 	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)
厚生連長岡中央綜合病院消化器外科　　牧野　成人

EP125-02	 	腹腔鏡(補助)下幽門側胃切除におけるB-I再建の手技と治療成績
京都府立医科大学消化器外科　　小菅　敏幸

EP125-03	 	当科における腹腔鏡下幽門側胃切除、Billroth-I法再建の検討
山梨大学医学部第一外科　　平山　和義

EP125-04	 	腹腔鏡(補助)下幽門保存胃切除術における小開腹手縫い吻合体腔内と器械吻合の中・
長期的機能の比較

がん研有明病院消化器外科　　熊谷　厚志
EP125-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除における体腔内吻合によるビルロート1法再建の短期成績

北海道大学消化器外科1　　市川　伸樹
EP125-06	 	手縫いによる完全腹腔鏡下BillrothI法再建の工夫

高松市民病院外科　　尾形　頼彦
EP125-07	 	完全鏡視下幽門側胃切除におけるBook-binding	techniqueによるBillroth-I法再建の

検討
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科消化器外科学　　菊地　覚次

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 16：30～ 16：54

ePoster126　　整形外科
司　会　��京都大学大学院医学研究科感覚運動系外科学講座整形外科学�

� 栗山　新一
EP126-01	 	当院における経皮的内視鏡下髄核摘出術の教育システム

岩井整形外科内科病院　　古閑比佐志
EP126-02	 	肩鎖関節症に対する鏡視下手術の小経験

岡山赤十字病院整形外科　　河村　涌志
EP126-03	 	大きなBankart骨片を伴う症例に対する鏡視下手術―我々の工夫

岡山赤十字病院整形外科　　小西池泰三
EP126-04	 	Nuss法による漏斗胸治療時に下部胸壁を形成する意味と方法

長野県立こども病院　　野口　昌彦
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 16：30～ 17：12

ePoster127　　手術機器・器具1
司　会　��和歌山県立医科大学第二外科� 中村　公紀

EP127-01	 	パルスウォータージェットメスの腹腔鏡下大腸切除への応用
東北大学消化器外科学　　唐澤　秀明

EP127-02	 	4Kカメラ導入に伴う録画機器選定に関する考察
横浜青葉そけいヘルニア・外科クリニック　　田上　創一

EP127-03	 	腹腔鏡下大腸手術におけるEndoOMELETを用いた小腸圧排法
富山大学大学院医学薬学研究部消化器・腫瘍・総合外科　　小島　博文

EP127-04	 	腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術におけるスプレー式癒着防止剤の使用経験
昭和大学消化器・一般外科　　吉澤　宗大

EP127-05	 	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
岡山市民病院　　中川　真理

EP127-06	 	人工腹水灌流下ミニマム創内視鏡下手術における体腔外設置型水槽の開発
千葉大学大学院融合理工学府基幹工学専攻　　松永　佳久

EP127-07	 	鏡視下結腸切除術における強固な炎症性癒着に対する凝固吸引嘴管を用いた剥離の有
用性

潤愛会鮫島病院外科　　江藤　忠明

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 16：30～ 17：12

ePoster128　　呼吸器悪性4
司　会　��呉医療センター・中国がんセンター臨床研究部・呼吸器外科�

� 山下　芳典
EP128-01	 	アミノレブリン酸（5ALA）を用いた胸部悪性病変の光学的診断

旭川医科大学呼吸器センター　　北田　正博
EP128-02	 	胸腔鏡下肺葉切除術におけるバイポーラー鑷子の有用性

金沢大学先進総合外科　　懸川　誠一
EP128-03	 	Thiel	cadaverを用いた胸腔鏡下心嚢内肺動脈確保トレーニング

名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍・免疫外科　　羽田　裕司
EP128-04	 	胸腔鏡下肺切除における自己生体組織接着剤	(クリオシール)	の経済的な影響

虎の門病院呼吸器センター外科　　川島　光明
EP128-05	 	年齢層別での肺癌外科治療成績の検討

横浜労災病院呼吸器外科　　木越　宏紀
EP128-06	 	ヘラ型（スパチュラ）電極を用いた、開胸手術と同じ手技を意識したThoracoscopic	

surgery
国立国際医療研究センター　　長阪　　智

EP128-07	 	3D内視鏡システムを用いた完全胸腔鏡下肺区域切除
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター呼吸器外科　　三村　剛史
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 16：30～ 17：12

ePoster129　　腹腔内腫瘍・後腹膜腫瘍1
司　会　��京都第一赤十字病院消化器外科� 小松　周平

EP129-01	 	腹腔鏡下に摘出した左胃動脈周囲神経叢から発生した神経鞘腫の1例
富山市立富山市民病院　　佐々木省三

EP129-02	 	横隔膜の腹腔側に発生したSolitary	fibrous	tumorの1例
刈谷豊田総合病院消化器・一般外科　　野々山敬介

EP129-03	 	腹腔鏡下に切除した横隔膜脚気管支嚢胞の1例
府中病院外科　　平川　俊基

EP129-04	 	胃癌術後に発生した腹腔内デスモイド腫瘍の一例
JCHO群馬中央病院　　小峯　知佳

EP129-05	 	腹腔鏡下にて切除し血管腫と診断された巨大腹腔内嚢胞性腫瘤の1例
川崎医科大学消化器外科学　　窪田　寿子

EP129-06	 	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
石川県済生会金沢病院外科　　龍澤　泰彦

EP129-07	 	腹腔鏡下に摘出し腸管外アニサキス症が疑われた小児大網腫瘤の1例
草加市立病院　　油谷　知毅

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 17：15～ 17：57

ePoster130　　大腸悪性25
司　会　��大阪医科大学一般・消化器外科� 田中慶太朗

EP130-01	 	Stage	III大腸癌における腹腔鏡手術の治療成績－プロペンシティマッチング法を用い
た開腹手術との比較

防衛医科大学校外科　　山寺　勝人
EP130-02	 	大腸癌に対する腹腔鏡下手術の切開創SSIの検討

東京女子医科大学東医療センター外科／埼玉県済生会栗橋病院外科　　吉松　和彦
EP130-03	 	Stage2大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除症例の短期成績の検討

JA北海道厚生連旭川厚生病院外科　　舩越　　徹
EP130-04	 	開腹移行症例からみた腹腔鏡下大腸癌手術の適応

日本医科大学消化器外科　　原　　敬介
EP130-05	 	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

昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　石山　泰寛
EP130-06	 	大腸癌再発に対する腹腔鏡手術の治療成績

埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　山口　茂樹
EP130-07	 	再発大腸癌に対する腹腔鏡下手術の検討

順天堂大学下部消化管外科　　坂本　一博
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 17：15～ 17：57

ePoster131　　大腸悪性26
司　会　��新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科� 丸山　　聡

EP131-01	 	直腸癌局所再発における腫瘍剥離面洗浄液中CEA	mRNA測定の意義　腹腔鏡下手術
vs開腹手術

名古屋市立大学病院消化器外科　　志賀　一慶
EP131-02	 	大腸癌腹膜転移に対する診査腹腔鏡

国立国際医療研究センター　　合田　良政
EP131-03	 	腹腔鏡による大腸Salvage手術のアプローチ

北九州市立医療センター外科　　田辺　嘉高
EP131-04	 	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

市立豊中病院　　浜部　敦史
EP131-05	 	安価な素材で作成した直腸間膜付き直腸モデルを用いた直腸間膜処理・離断のトレー

ニング
長崎大学病院腫瘍外科　　濱田　聖暁

EP131-06	 	SAGESプログラムとブタの生体モデルを利用し、トレーニング前後評価カリキュラム
を導入した内視鏡外科教育

杏林大学医学部付属病院消化器・一般外科　　吉敷　智和
EP131-07	 	右側結腸癌における腹腔鏡下結腸切除術での3D画像支援の有用性

筑波メディカルセンター病院消化器外科　　宮本　良一

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 17：15～ 17：57

ePoster132　　大腸悪性27
司　会　��自治医科大学消化器一般外科� 鯉沼　広治

EP132-01	 	ICG蛍光内視鏡システムを用いた腹腔鏡下高位前方切除術
昭和大学消化器・一般外科　　渡辺　　誠

EP132-02	 	腹腔鏡下右側結腸切除術における後期研修医のlearning	curve
JCHO神戸中央病院　　酒井　知人

EP132-03	 	技術認定医取得を目指した直腸外側剥離時の基本手技
北播磨総合医療センター外科　　御井　保彦

EP132-04	 	腹腔鏡下S状結腸癌・直腸癌手術における縫合不全予防の取り組み　-single	stapling	
techniqueを中心に-

相澤病院外科　　亀山　　亨
EP132-05	 	横行結腸がんに対するRPS導入への工夫

大阪大学大学院消化器外科学　　畑　　泰司
EP132-06	 	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

三重大学医学部消化管小児外科　　廣　純一郎
EP132-07	 	高齢者大腸直腸癌患者に対する腹腔鏡手術の検討

大阪市立総合医療センター消化器外科　　西居　孝文
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 17：15～ 17：57

ePoster133　　大腸悪性28
司　会　��神戸大学大学院医学研究科外科学講座国際がん医療・研究推進学分野�

� 角　　泰雄
EP133-01	 	R0切除を目指した同時性肝転移を有する大腸癌手術症例の検討

大阪赤十字病院消化器外科　　田村　卓也
EP133-02	 	大腸癌切除症例における術後ドレーン排液中および血中TGF-β濃度の臨床的意義

防衛医科大学校外科　　神藤　英二
EP133-03	 	腹腔鏡下大腸癌治癒切除例における術前血清マーカーを含む臨床病理学的因子と予後

との関連
三重大大学院消化管・小児外科学　　問山　裕二

EP133-04	 	抗血栓療法中の大腸癌患者に対する腹腔鏡手術の検討
東京大学腫瘍外科　　野澤　宏彰

EP133-05	 	腹腔鏡手術を施行した虚血性心疾患合併大腸癌症例における抗血小板薬休薬の検討
北里大学医学部外科　　筒井　敦子

EP133-06	 	重度閉塞性換気障害を有する大腸癌に対する腹腔鏡下手術の忍容性
横浜市立大学付属市民総合医療センター消化器病センター外科　　樋口　晃生

EP133-07	 	大腸癌肝硬変に対する腹腔鏡下大腸切除術の治療成績
三重大学病院消化管小児外科　　井出　正造

EP133-08	 	進行直腸癌に対して術前化学療法後根治術を施行した症例の短期成績の検討
旭川医科大学消化器病態外科学分野　　浅井　慶子

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 17：15～ 17：57

ePoster134　　大腸悪性29
司　会　��神鋼記念病院外科� 古角祐司郎

EP134-01	 	虚血性心疾患を持つ大腸癌患者に対する腹腔鏡手術の短期および長期成績
帝京大学　　土屋　剛史

EP134-02	 	重症併存疾患を有する患者における腹腔鏡下大腸切除術の安全性と有効性
横浜市立大学外科治療学　　澤崎　　翔

EP134-03	 	腹腔鏡下大腸切除術におけるMultimodal	analgesiaの妥当性に関する検討
広島大学消化器・移植外科　　向井正一朗

EP134-04	 	砕石位での腹腔鏡下左側大腸手術における末梢神経障害および下肢コンパートメント
症候群予防のための工夫

千葉大学先端応用外科　　丸山　哲郎
EP134-05	 	左側結腸癌・直腸癌に対する腹腔鏡下手術後乳び腹水の検討

新潟県立がんセンター新潟病院消化器外科　　井田　在香
EP134-06	 	腹腔鏡手術が術後炎症に及ぼす影響の検討

京都府立医科大学　　松原　大樹
EP134-07	 	大腸癌患者における腹腔鏡手術と開腹手術との静脈血栓塞栓症(VTE)発症率の比較

仙台医療センター仙台オープン病院　　小林　　実
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 17：15～ 17：57

ePoster135　　ヘルニア19
司　会　��神戸ほくと病院消化器外科� 今西　　築

EP135-01	 	当院で経験したS状結腸間膜内ヘルニアの3例
鳥取県立中央病院　　漆原　正一

EP135-02	 	腹腔鏡下手術にて整復したS状結腸間膜窩嵌頓ヘルニアの1例
東京女子医科大学八千代医療センター消化器外科　　堀部　文倫

EP135-03	 	腹腔鏡下に解除し得たS状結腸腹膜垂による内ヘルニアの1例
慶應義塾大学医学部外科学教室(一般・消化器外科)　　松岡　信成

EP135-04	 	術前診断しえたS状結腸間膜裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下イレウス解除術を施行した1
例

川崎市立多摩病院　　佐々木大祐
EP135-05	 	腹腔鏡下に診断修復した大網内ヘルニアの1例

静岡医療センター　　中野　良太
EP135-06	 	腹腔鏡下手術が有用であった大網裂孔ヘルニアの2例

岐阜赤十字病院　　川村　紘三
EP135-07	 	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

総合南東北病院　　二瓶　　憲

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 17：15～ 17：57

ePoster136　　ヘルニア20
司　会　��新渡戸記念中野総合病院外科� 大野　　玲

EP136-01	 	術前診断し腹腔鏡下に修復した子宮広間膜裂孔ヘルニアの1例
宇部興産中央病院外科　　多田　耕輔

EP136-02	 	単孔式腹腔鏡下に治療した子宮広間膜ヘルニアの一例
医療法人社団シマダ嶋田病院外科　　井上　　諭

EP136-03	 	CT検査で術前診断し、腹腔鏡下手術を行った子宮広間膜裂孔ヘルニアの1例
国立病院機構大阪南医療センター　　藤田　洋一

EP136-04	 	腹腔鏡下手術を行った子宮広間膜ヘルニアの1例
東北労災病院消化器外科　　澤田健太郎

EP136-05	 	術前に診断し腹腔鏡下に修復し得た子宮広間膜裂孔ヘルニアの一例
千葉市立海浜病院外科　　冨澤　聡史

EP136-06	 	腹腔鏡下に手術を施行した子宮広間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの2例
総合病院鹿児島生協病院　　森下　繁美

EP136-07	 	内視鏡下に治療しえた子宮広間膜ヘルニアの一例
北九州市立医療センター　　北浦　良樹

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 17：18～ 18：00

ePoster137　　ヘルニア21
司　会　��大阪府済生会富田林病院� 荻野　信夫

EP137-01	 	先天性横隔膜弛緩症術後横隔膜ヘルニア嵌頓の1手術例
兵庫医科大学病院上部消化管外科　　中西　保貴
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EP137-02	 	成人横隔膜弛緩症に対して腹腔鏡下横隔膜縫縮術を施行した1例
伊那中央病院外科　　窪田　晃治

EP137-03	 	経皮的ラジオ波焼灼術後に発症した横隔膜ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施行した
一例

静岡県立静岡がんセンター肝胆膵外科　　山本　有祐
EP137-04	 	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
国立病院機構別府医療センター　　松本　敏文

EP137-05	 	腹腔鏡下に修復した成人横隔膜ヘルニアの2例
景岳会南大阪病院内視鏡外科　　瀧井麻美子

EP137-06	 	冠動脈バイパス術後横隔膜ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施行した1例
天陽会中央病院外科　　益滿幸一郎

EP137-07	 	外傷性横隔膜ヘルニアに対して腹腔鏡下に修復した一例
三重北医療センターいなべ総合病院外科　　友田　佳介

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 17：15～ 17：57

ePoster138　　肝臓8
司　会　��堺市立総合医療センター肝胆膵外科� 中平　　伸

EP138-01	 	腹腔鏡下肝切除術における肝離断法
大阪医科大学附属病院一般・消化器外科　　井上　善博

EP138-02	 	胆管断端の迅速病理検査を伴う腹腔鏡下肝切除術
大阪市立大学大学院肝胆膵外科学　　田中　肖吾

EP138-03	 	3ポート法による腹腔鏡下肝外側区域切除の検討
虎の門病院消化器外科　　菅原　俊喬

EP138-04	 	尾状葉下大静脈部大型肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除の応用
国立病院機構甲府病院外科　　鈴木　哲也

EP138-05	 	当科における用手補助ハイブリッド肝切除術（上腹部正中切開アプローチ）の臨床的
検討

鳥取県立中央病院　　遠藤　財範
EP138-06	 	―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

愛媛県立中央病院消化器外科　　大谷　広美
EP138-07	 	当科の巨大肝嚢胞に対する腹腔鏡下肝嚢胞開窓術の検討

国立病院機構水戸医療センター外科　　小崎　浩一

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 17：15～ 17：57

ePoster139　　胆嚢・総胆管9
司　会　��京都府立医科大学消化器外科� 森村　　玲

EP139-01	 	単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術における開腹移行因子についての検討
合志病院外科　　眞弓　勝志

EP139-02	 	アクセスポートの1チャンネルとして細径鉗子を用いた単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術に
おける工夫

北九州総合病院　　黒田　宏昭
EP139-03	 	Percuvanceの使用経験

広島大学消化器・移植外科　　沖本　　将
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EP139-04	 	ASA-PS3以上における良性胆嚢疾患に対するReduced	Port	Surgery症例の検討
田川市立病院外科　　丸山　晴司

EP139-05	 	当院での単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の工夫
日本医科大学付属病院消化器外科　　神田　知洋

EP139-06	 	腹腔鏡下総胆管結石手術におけるreduced	port	surgery（RPS）の工夫
国立病院機構宇都宮病院／群馬大学総合外科　　増田　典弘

EP139-07	 	Needle	scopic	surgeryを用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
昭和大学病院消化器・一般外科　　水上　博喜

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 17：15～ 17：57

ePoster140　　肝臓･胆嚢･総胆管ナビゲーション
司　会　��京都大学肝胆膵・移植外科� 福光　　剣

EP140-02	 	3D解析画像を用いて腹腔鏡補助下に切除した、微小な肝細胞癌の1例
東京都立墨東病院外科　　鹿股　宏之

EP140-03	 	当院における術中Navigationを用いた肝切除の実際
JA鹿児島厚生連病院外科　　南　　幸次

EP140-04	 	ICG蛍光法による腹腔鏡下胆嚢摘出術(ICGの静注法および胆道内注入法との比較)
安房地域医療センター　　中山　幹大

EP140-05	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるICG術中胆道navigationの有用性についての検討
ＪＡ鹿児島厚生連病院外科　　樋渡　清司

EP140-06	 	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
大阪鉄道病院外科　　畠山　知也

EP140-07	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術にてICG蛍光法を用いたナビゲーションサージェリーを施行した
経験

安房地域医療センター　　太田　智之

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 17：15～ 17：57

ePoster141　　膵臓4
司　会　��日本医科大学消化器外科� 松下　　晃

EP141-01	 	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術における大網内静脈網温存の意義についての検討
北九州市立医療センター外科　　渡邉　雄介

EP141-02	 	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
自治医科大学消化器一般外科　　笹沼　英紀

EP141-03	 	市中病院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除(LPD)の導入
大垣市民病院外科　　前田　敦行

EP141-04	 	腹腔鏡下脾合併膵体尾部切除術	─簡便・安全を目指した脾動静脈一括膵切離─
神戸市立医療センター西市民病院外科　　山田　真規

EP141-05	 	悪性腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除の切除限界
大分大学消化器・小児外科　　平下禎二郎

EP141-06	 	後腹膜鏡と重力を利用し背側から見た肝胆膵手術における新しい解剖の知見
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　木口　剛造
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EP141-07	 	膵頭十二指腸切除術後の膵尾部神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下切除の経験－当科に
おける手術成績を含めて－

香川大学医学部消化器外科　　安藤　恭久

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 17：15～ 17：57

ePoster142　　大腸良性13
司　会　��関西労災病院外科� 村田　幸平

EP142-01	 	当院におけるS状結腸軸捻転症手術例の検討
横浜新緑総合病院消化器センター外科・消化器科　　佐々木一憲

EP142-03	 	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
東京慈恵会医科大学付属柏病院外科　　毛利　　貴

EP142-04	 	右側結腸脂肪腫に対する腹腔鏡補助下手術の工夫
浦添総合病院消化器病センター外科　　堀　　義城

EP142-05	 	後腹膜経路を用いた腹腔鏡下永久人工肛門増設
関西労災病院外科　　村田　幸平

EP142-06	 	人工肛門閉鎖創の二回目手術としての腹腔鏡手術への利用
東京慈恵会医科大学附属第三病院外科／康心会汐見台病院　　柳　　舜仁

EP142-07	 	腹腔鏡を利用した人工肛門造設術の検討
福島県立医科大学消化管外科学講座　　遠藤　久仁

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 17：15～ 17：57

ePoster143　　大腸良性14
司　会　��斗南病院鏡視下手術センター� 北城　秀司

EP143-01	 	腸回転異常症を伴う腹腔鏡下虫垂切除術におけるポート位置の工夫
東京都教職員互助会三楽病院外科　　青木　久恵

EP143-02	 	当院での虫垂炎手術治療のストラテジーにおけるSILSの立ち位置
一宮西病院外科　　岩本　久幸

EP143-03	 	単孔式経臍腹腔鏡補助下手術で行うInterval	Appendectomy
日本医科大学　　高橋　吾郎

EP143-04	 	単孔式腹腔鏡下虫垂切除を難化する因子についての検討
日本赤十字社医療センター大腸肛門外科／東京医科大学人体構造学分

野　　天野　隆皓
EP143-05	 	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

昭和伊南総合病院外科　　山本　悠太
EP143-06	 	臍部2ポートのTANKO+1Punctureを基本とした腹腔鏡下虫垂切除術の定型化

兵庫県立淡路医療センター外科　　大石　達郎
EP143-07	 	若手外科医による単孔式経臍腹腔鏡補助下虫垂切除術の検討

札幌医科大学　　待木　隆志
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12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 17：15～ 17：57

ePoster144　　メディカルスタッフ・チーム医療1
司　会　��京都大学医学部附属病院手術部� 松下　真奈

EP144-01	 	腹腔鏡下肝切除の導入　－モノ、ヒトを整える―
長浜赤十字病院　　小川　法子

EP144-02	 	小児専門病院における内視鏡手術体験型学習会の試み
長野県立こども病院　　石坂　俊也

EP144-03	 	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
市立釧路総合病院臨床工学室　　原田　智昭

EP144-04	 	腹腔鏡下手術における術後の肩痛出現に及ぼす体位以外の要因
東京都立多摩総合医療センター　　藤元　美穂

EP144-06	 	当院手術室におけるCEスコピスト業務
社会医療法人北楡会札幌北楡病院臨床工学技術科　　小林　慶輔

EP144-07	 	腹腔鏡手術における安全な砕石位への取り組み
医療法人社団松弘会三愛病院　　三瓶　知也

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 17：15～ 17：57

ePoster145　　胃・十二指腸悪性24
司　会　��帯広厚生病院外科� 村川　力彦

EP145-01	 	当院における腹腔鏡下食道空腸手縫い吻合の検討
香川大学医学部消化器外科　　岸野　貴賢

EP145-02	 	腹腔鏡下幽門側胃切除後のStasisの少ない体腔内Roux-en	Y再建法
福山医療センター消化器外科　　大塚　眞哉

EP145-03	 	完全鏡視下胃全摘術における手技の定型化と手術成績
大阪市立総合医療センター消化器外科　　玉森　　豊

EP145-04	 	胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術：吻合法の違いは治療成績に影響を与えるか？
東京慈恵会医科大学外科学講座　　志田　敦男

EP145-05	 	腹腔鏡下胃全摘術再建時の視野展開の工夫
がん研有明病院消化器センター胃外科　　井田　　智

EP145-06	 	腹腔鏡下胃全摘術(LTG)	食道空腸吻合の要点～挙上空腸の作成とcircular	staplerの使
い方～

京都桂病院　　安　　英男
EP145-07	 	当院における腹腔鏡下胃全摘術（LTG）の工夫

東京慈恵会医科大学附属第三病院外科／東京慈恵会医科大学外科学講
座　　谷島雄一郎

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 17：15～ 17：57

ePoster146　　胃・十二指腸悪性25
司　会　��三重大学消化管小児外科学� 大井　正貴

EP146-01	 	腹腔鏡下胃切除術における適応拡大の可能性の検討
府中病院　　中澤　一憲
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EP146-02	 	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
静岡県立静岡がんセンター胃外科　　古川健一朗

EP146-03	 	当院における上部消化管閉塞に対する腹腔鏡下胃空腸バイパス術の検討
三重県立総合医療センター　　野口　智史

EP146-04	 	切除不能悪性胃十二指腸狭窄に対する腹腔鏡下胃空腸バイパス術の有用性の検討～開
腹術との比較

平塚市民病院外科　　筒井　麻衣
EP146-05	 	腹腔鏡補助下胃切除術の術後障害とQuality	of	Life	―開腹手術症例と比較して

金沢医科大学一般・消化器外科　　木南　伸一
EP146-06	 	腹腔鏡下幽門側胃切除における腎周囲脂肪厚と手術難易度の関連性

埼玉県立がんセンター消化器外科　　松澤　夏未
EP146-07	 	腹腔鏡下幽門側胃切除における術後腹腔内膿瘍リスク因子の検討

三重大学消化管小児外科　　安田　裕美

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 17：15～ 17：57

ePoster147　　胃・十二指腸悪性26
司　会　��九州大学臨床・腫瘍外科� 大内田研宙

EP147-01	 	Reduced	Port	Laparoscopic	Distal	Gastrectomyの治療成績から見た有用性
横浜市立大学附属市民総合医療センター　　佐藤　　渉

EP147-02	 	胃癌に対する求心的en	blocリンパ節郭清の利点を生かした単孔式鏡視下胃切除術の導
入

京都桂病院消化器センター外科　　間中　　大
EP147-03	 	胃十二指腸悪性狭窄に対する腹腔鏡下胃空腸バイパス手術（3ポート）の有用性

川口市立医療センター消化器外科　　飯田　智憲
EP147-04	 	胃癌に対する単孔式腹腔鏡下胃切除術

りんくう総合医療センター外科　　出村　公一
EP147-05	 	全身化学療法後に腹腔鏡下胃切除を施行した高度進行胃癌の検討

岩手医科大学外科　　千葉　丈広
EP147-06	 	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

大阪国際がんセンター　　杉村啓二郎
EP147-07	 	残胃の癌に対する腹腔鏡下残胃全摘の経験

昭和大学病院消化器・一般外科　　大野　浩平

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 17：15～ 17：57

ePoster148　　食道悪性6
司　会　��東海大学医学部消化器外科� 小熊　潤也

EP148-01	 	胸腔鏡下食道切除における術中からの周術期感染対策	-術中アミノ酸製剤投与による
低体温予防-

国立がん研究センター東病院食道外科　　栗田　大資
EP148-02	 	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

熊本大学消化器外科　　吉田　直矢
EP148-03	 	当院での腹臥位胸腔鏡下食道切除術後、縫合不全のリスク因子の検討

鳥取大学医学部病態制御外科　　宍戸　裕二
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EP148-04	 	肥満症例における胸腔鏡下食道亜全摘術の短期成績に関する検討
防衛医科大学病院第１・３外科　　石橋　勇輔

EP148-05	 	食道癌根治的CRT後の局所再発に対する低侵襲性ハイブリッド手術
国立がん研究センター中央病院食道外科　　金森　　淳

EP148-06	 	胸腔鏡下食道切除術における早期経口摂取開始のための工夫
東京医科歯科大学消化管外科学　　山口　和哉

EP148-07	 	高齢者食道癌に対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術の検討：側臥位との比較
東北大学消化器外科　　岡本　宏史

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 17：15～ 17：57

ePoster149　　手術機器・器具2
司　会　��神戸市立医療センター西市民病院� 田中　英治

EP149-01	 	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
大阪大学消化器外科　　宮崎　安弘

EP149-02	 	腹腔鏡手術におけるポート関連操作のストレスを軽減する～当科における3つの工夫
～

さいたま市民医療センター外科　　小峯　　修
EP149-03	 	外科医用ウェアラブル機器による内視鏡外科医への身体的影響

千葉大学フロンティア医工学センター／東邦大学医療センター佐倉病
院外科　　川平　　洋

EP149-04	 	蛍光スペクトル測定機能を付加した新規近赤外線腹腔鏡システムを用いた術中転移診
断法の開発

北海道大学大学院医学院・医学研究院消化器外科学教室II　　齋藤　崇宏
EP149-05	 	内視鏡外科手術に特化した手術室空調とは

香川大学医学部消化器外科　　臼杵　尚志
EP149-06	 	当院における4K専用内視鏡手術室増設の経験

名古屋市立大学消化器外科　　石黒　秀行
EP149-07	 	安価で簡易的な当科独自の手術動画保存システム

順天堂大学産婦人科　　地主　　誠

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 17：15～ 17：57

ePoster150　　呼吸器悪性5
司　会　��川崎医科大学呼吸器外科学� 中田　昌男

EP150-01	 	ステープラーによる肺動脈切離断端からの微小出血の検討
帯広厚生病院外科　　佐々木明洋

EP150-02	 	完全鏡視下肺切除での肺門血管処理における自動縫合器ガイディング法の工夫
独立行政法人国立病院機構岡山医療センター呼吸器外科　　三好健太郎

EP150-03	 	連続縫合による完全胸視下右肺上葉管状切除術
京都桂病院呼吸器センター呼吸器外科　　玉里　滋幸

EP150-04	 	肺癌胸腔鏡手術で行う持続肋間神経麻酔の工夫と有用性の検討
独立行政法人国立病院機構長良医療センター　　藤永　卓司

EP150-05	 	当院における原発性肺癌に対する術中針生検の検討
横浜労災病院呼吸器外科　　菅野　健児
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EP150-06	 	胸腔鏡下肺癌手術におけるリンパ節郭清の工夫
金沢大学先進総合外科　　吉田　周平

EP150-07	 	胸腔鏡手術は開胸手術より気管支断端瘻リスクが高いか　―断端被覆の適応を考える
―

がん研究会有明病院呼吸器センター外科　　一瀬　淳二

12月8日（金）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 17：15～ 17：57

ePoster151　　縦隔・乳腺
司　会　��富士温泉病院� 村松　　高

EP151-01	 	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
名古屋市立大学大学院医学研究科腫瘍・免疫外科学　　小田　梨紗

EP151-02	 	中縦隔腫瘍として発見された奇静脈血管腫を胸腔鏡下(単孔式)に切除しえた一例
日本医科大学千葉北総病院呼吸器外科　　榎本　　豊

EP151-03	 	ロボット手術支援システムを用いた剣状突起下アプローチによる胸腺摘出術の導入
愛知医科大学呼吸器外科　　沼波　宏樹

EP151-04	 	播種病変の同定に胸腔鏡が有効であった胸腺腫播種再発巣切除術3例の経験
横浜市立大学附属病院呼吸器外科　　石川　善啓

EP151-05	 	当院における単孔式内視鏡下乳腺手術の検討
原三信病院外科　　小原井朋成

EP151-06	 	乳腺内視鏡手術における乳腺切離断端の術中蛍光超音波検索
山王病院乳腺外科／日本医科大学乳腺外科　　山下　浩二

EP151-07	 	完全鏡視下乳房温存手術における断端陰性化を目指した術式の工夫
富山大学消化器・腫瘍・総合外科　　長田　拓哉

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 9：00～ 10：00

ePoster152　　大腸悪性30
司　会　��がん研有明病院大腸外科� 長嵜　寿矢

EP152-01	 	臍部回腸瘻造設後、既存の手術瘢痕によりストマ管理に難渋したS状結腸癌の1例
公立能登総合病院外科　　石黒　　要

EP152-02	 	腹腔鏡下S状結腸切除術後に発症した虚血性直腸炎の1例
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室1　　坂本　沙織

EP152-03	 	高度癒着を伴った腹腔鏡下大腸癌手術における癒着剥離の工夫
奈良県総合医療センター　　向川　智英

EP152-04	 	直腸側端吻合での盲端部縫合不全症例に対し治療に難渋した1例
田川市立病院　　中ノ子智徳

EP152-05	 	腹腔鏡下S状結腸切除術を施行した早期S状結腸癌EMR後17年目に腸間膜腫瘤を呈し
たリンパ節再発の1例

金沢医療センター外科　　八木　康道
EP152-06	 	経肛門的切除後、早期に局所再発を来した高齢者T2下部直腸癌の一例

市立伊丹病院外科　　田中　伸生
EP152-07	 	腹腔鏡下S状結腸切除術後の直腸癌に対し、尿管ステント留置の上腹腔鏡下高位前方

切除術を施行した一例
藤元総合病院　　伊達健治朗
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EP152-08	 	消化管巨大腫瘍症例に対する腹腔鏡下手術についての検討
黎明会北出病院外科　　名幸　義仁

EP152-09	 	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

前橋赤十字病院外科　　富澤　直樹
EP152-10	 	HALS用デバイスを効果的に利用した腹腔鏡補助下S状結腸切除術の一例

東京山手メディカルセンター大腸肛門病センター　　本間　祐子

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 9：00～ 10：00

ePoster153　　大腸悪性31
司　会　��佐賀大学一般・消化器外科� 古賀　靖大

EP153-01	 	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
周南市立新南陽市民病院　　鈴木　道成

EP153-02	 	確定診断を得るための組織生検を腹腔鏡下に行った16例の検討
がん研有明病院　　佐々木茂真

EP153-03	 	大腸癌イレウスに対する大腸ステント挿入後の腹腔鏡手術症例の検討
KKR札幌医療センター　　武田　圭佐

EP153-04	 	当院における閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後の腹腔鏡下手術の検討
相模原協同病院　　木村　友洋

EP153-05	 	大腸癌イレウスに対しステント留置後に腹腔鏡下手術を施行した症例の検討
新潟市民病院　　岩谷　　昭

EP153-06	 	大腸ステント留置後に待機的に腹腔鏡下大腸切除術を施行し得た高齢者閉塞性大腸癌
の検討

恩賜財団済生会川内病院　　久保　昌亮
EP153-07	 	閉塞性大腸癌に対するステント留置後の腹腔鏡下大腸切除術

日本バプテスト病院　　大越　香江
EP153-08	 	閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後腹腔鏡下手術症例の検討

鹿児島厚生連病院　　奥村　　浩
EP153-09	 	当科における閉塞性大腸癌に対する大腸ステント留置後腹腔鏡下手術の短期成績

埼玉医科大学総合医療センター消化管一般外科　　幡野　　哲
EP153-10	 	閉塞性大腸癌に対する腹腔鏡手術の安全性に関する検討

藤沢市民病院消化器外科　　酒井　　淳

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 9：00～ 10：00

ePoster154　　大腸悪性32
司　会　��北里大学医学部下部消化管外科� 中村　隆俊

EP154-01	 	当科における閉塞性大腸癌に対する腹腔鏡下手術症例の検討
磐田市立総合病院消化器外科　　宇野　彰晋

EP154-02	 	一般病院における大腸ステント留置後の腹腔鏡下大腸癌手術の短期成績に関する検討
多摩丘陵病院外科　　鳥崎友紀子

EP154-03	 	腹腔鏡下横行結腸切除後1年目に腹膜播種をきたした、横行結腸大腸癌イレウスの1例
東京北医療センター　　天野　正弘
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EP154-04	 	閉塞性大腸癌に対して大腸ステント留置後に術前内視鏡によって重複癌を診断しえた
1例

国立病院機構相模原病院　　横井　圭悟
EP154-05	 	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

独立行政法人国立病院機構相模原病院外科　　旗手　和彦
EP154-06	 	術前化学療法が奏功し切除したS状結腸癌の1例

虎の門病院　　前田　裕介
EP154-07	 	術前化学療法施行後に超低位前方切除術にて根治切除可能となった直腸癌の1例

杏雲堂病院　　内　玲往那
EP154-08	 	術前化学療法後の腹腔鏡下直腸癌手術手技のポイント

宇治武田病院外科　　村田　　徹
EP154-09	 	術前化学放射線療法後に腹腔鏡＋経会陰内視鏡下骨盤内臓全摘術を施行した局所進行

下部直腸癌の一例
滋賀県立成人病センター　　谷　亮太朗

EP154-10	 	局所進行大腸癌に対する腹腔鏡下大腸切除術の成績
北海道大学大学院医学研究院消化器外科学教室１　　大野　陽介

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 9：00～ 10：00

ePoster155　　大腸悪性33
司　会　��近畿大学外科� 上田　和毅

EP155-01	 	局所進行大腸癌に対する他臓器合併切除を伴う腹腔鏡下手術の検討
産業医科大学　　皆川　紀剛

EP155-02	 	膀胱浸潤が疑われる結腸癌に対する腹腔鏡手術の安全性に関する検討
平塚市民病院　　吉川　祐輔

EP155-03	 	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
横須賀共済病院外科　　諏訪　宏和

EP155-04	 	T4結腸癌に対する腹腔鏡下手術－長期成績と予後予測因子の検討－
北里大学病院外科　　山梨　高広

EP155-05	 	局所進行大腸癌に対する鏡視下手術
紀南病院　　林　　伸泰

EP155-06	 	pT4,	StageII-III大腸癌における腹膜播種再発リスク因子の検討
大阪急性期・総合医療センター消化器外科　　宮崎　　進

EP155-07	 	腹腔鏡下子宮膣上部切断術を併施した子宮浸潤直腸癌の1例
国立病院機構千葉医療センター外科　　里見　大介

EP155-08	 	腹腔鏡下左半結腸切除＋膵体尾部脾合併切除＋横隔膜合併切除を施行した下行結腸癌
の1例

虎の門病院消化器外科　　児島　和孝
EP155-09	 	切除不能遠隔転移を有するStage	IV症例に対する腹腔鏡下大腸切除術

医療法人達瑛会鳳胃腸病院外科／大阪医科大学一般・消化器外科／生
駒市立病院外科　　近藤　圭策

EP155-10	 	再発大腸癌に対する腹腔鏡下手術の検討
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　原　　聖佳
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 9：00～ 9：54

ePoster156　　小腸5
司　会　��京都医療センター外科� 松末　　亮

EP156-01	 	腹腔鏡補助下に小腸部分切除術を施行した成人小腸間膜リンパ管腫の1例
秦野赤十字病院　　公盛　啓介

EP156-02	 	大腸内視鏡を用いて整復後腹腔鏡補助下に切除しえた腸重積合併マントル細胞リンパ
腫の1例

国立病院機構福山医療センター消化器外科　　徳永　尚之
EP156-03	 	腹腔鏡下に切除しえた腸重積を契機とした小腸原発悪性リンパ腫の1例

刈谷豊田総合病院消化器・一般外科　　犬飼　公一
EP156-04	 	原発不明癌・稀少癌に対しての腹腔鏡の有用性について

府中恵仁会病院消化器センター外科　　佐藤　貴弘
EP156-05	 	偶発的に見つかり腹腔鏡補助下に摘出した小腸神経鞘腫の1例

JCHO船橋中央病院　　高原　善博
EP156-06	 	カプセル内視鏡および小腸内視鏡を用いて術前に診断し，腹腔鏡補助下に摘出した小

腸平滑筋肉腫の1例
国立病院機構東近江総合医療センター／滋賀医科大学総合外科学講座　　小島　正継

EP156-07	 	待機的に腹腔鏡補助下手術を施行した回腸inflammatory	fibroid	polypによる腸重積の
1例

金沢赤十字病院外科　　西島　弘二
EP156-08	 	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

虎の門病院消化器外科　　小川　雄介
EP156-09	 	イレウス症状を来たした小腸腸間膜リンパ管腫の一例

兵庫県立淡路医療センター　　渡部　晃大

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 9：00～ 10：00

ePoster157　　ヘルニア22
司　会　��福岡逓信病院外科� 和田　寛也

EP157-01	 	腹腔鏡観察により診断しえたDe	Garengeot	Herniaの1例
所沢中央病院／防衛医科大学校外科　　土屋　　智

EP157-02	 	鏡視下修復術を施行したDe	Garengeot	herniaの	1	例
JA愛知厚生連豊田厚生病院　　鳥居　直矢

EP157-03	 	鼠径部ヘルニア虫垂嵌頓に対して腹腔鏡手術を施行した2例
大分県立病院　　渡邉　公紀

EP157-04	 	腹腔鏡下に修復したDe	Garengeot	herniaの1例
豊川市民病院外科　　加藤　　瑛

EP157-05	 	TAPPとTULAAを同時におこなったDe	Garengeot	herniaの1例
国立病院機構米子医療センター　　谷口健次郎

EP157-06	 	腹腔鏡手術を施行したDe	Garengeot	hernia	の1例
尼崎中央病院　　平岡　邦彦

EP157-07	 	大腿ヘルニア嵌頓に対して一期的に小腸切除と腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP法)を
施行した1例

北播磨総合医療センター外科　　藤中　亮輔
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EP157-08	 	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-

鹿児島大学大学院心臓血管・消化器外科学／鹿児島逓信病院　　北薗　　巌
EP157-09	 	二期的腹腔鏡手術を施行した男性大腿ヘルニア虫垂嵌頓の1例と一期的手術への可能

性
昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科　　原田　芳邦

EP157-10	 	待機的にTAPP法を行った大腿ヘルニアの1例
泉大津市立病院外科・内視鏡外科　　三谷　泰之

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 9：00～ 9：48

ePoster158　　ヘルニア23
司　会　��川口市立医療センター消化器外科� 中林　幸夫

EP158-01	 	両側の内鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP）施行し、再発をきた
した症例

東京女子医科大学八千代医療センター消化器外科　　石多　猛志
EP158-02	 	当科におけるTAPP後鼠径ヘルニア再発2症例を振り返る

川崎医科大学総合外科／川崎医科大学総合医療センター外科　　高岡　宗徳
EP158-03	 	TAPPの術中に診断できず、術後早期に発症した対側II-1型鼠径ヘルニア（膀胱脱出）

の1例
越谷市立病院外科／順天堂大学下部消化管外科　　水越　幸輔

EP158-04	 	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
磐田市立総合病院消化器外科　　神藤　　修

EP158-05	 	腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術後再発の2例
鹿児島県立大島病院・外科　　南曲　康多

EP158-06	 	術後3年に左側，術後5年半に右側の再発を来した腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術後の1
例

千葉西総合病院，外科　　久保浩一郎
EP158-07	 	腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）後の再発鼠径ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア修

復を施行した2例
兵庫県立西宮病院外科　　斎藤　明菜

EP158-08	 	TAPP後再発ヘルニア2例の検討
小林病院外科　　山本　康弘

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 9：00～ 9：54

ePoster159　　ヘルニア24
司　会　��高島市民病院外科� 伊藤　鉄夫

EP159-01	 	Paritex-Lap-Progripを用いて腹腔鏡下修復術を施行した閉鎖孔ヘルニアの2例
JA北海道厚生連帯広厚生病院外科　　山本　寛之

EP159-02	 	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
杉田玄白記念公立小浜病院　　岸　　和樹

EP159-03	 	閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対して腹腔鏡下手術を施行した3症例の検討
龍ケ崎済生会病院外科　　黒田　順士

EP159-04	 	腹腔鏡下手術を行った閉鎖孔ヘルニア嵌頓の1例
市立貝塚病院　　川田　純司
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EP159-05	 	超音波診断下非観血的整復後に待機的腹腔鏡下修復術を施行した閉鎖孔ヘルニアの1
例

大阪掖済会病院外科　　瀬良　知央
EP159-06	 	腹腔鏡下にて修復した再発閉鎖孔ヘルニアの1例

西陣病院　　平島　相治
EP159-07	 	閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対する腹腔鏡下水圧法嵌頓解除後ヘルニア嚢反転結紮切除によ

る1治療例
浜松医療センター消化器外科　　宮崎真一郎

EP159-08	 	腹腔鏡下で修復した閉鎖孔ヘルニアの2例
市立大津市民病院　　橘　　　強

EP159-09	 	超音波下用手整復後にTEPを行った閉鎖孔ヘルニア嵌頓の1例
津軽保健生活協同組合健生病院外科　　境　　剛志

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 9：00～ 10：00

ePoster160　　肝臓9
司　会　��東京医科歯科大学肝胆膵外科学� 伴　　大輔

EP160-01	 	腹腔鏡下再肝切除の治療成績
東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　筒井　りな

EP160-02	 	巨大肝嚢胞に対する腹腔鏡下開窓術を行った2症例
仙台市医療センター、仙台オープン病院　　矢澤　　貴

EP160-03	 	胃粘膜下腫瘍像を呈し、腹腔鏡下に切除した肝外発育型肝血管腫の1例
済生会京都府病院外科　　宮川　公治

EP160-04	 	Cantlie	line離断先行腹腔鏡下S8亜区域切除
岩手医科大学　　菅野　将史

EP160-05	 	結腸背側に進展した巨大肝嚢胞に対し腹腔鏡下肝嚢胞開窓術を施行した1例
佐久市立国保浅間総合病院　　富岡　寛行

EP160-06	 	当院における再肝切除での腹腔鏡下肝切除術の検討
豊橋市民病院一般外科　　青葉　太郎

EP160-07	 	人工肛門閉鎖術と同時に施行した腹腔鏡下肝切除術の2例
独立行政法人労働者健康安全機構香川労災病院外科　　徳毛　誠樹

EP160-08	 	腹腔鏡下嚢胞切除術を施行した巨大肝嚢胞の一例
東京臨海病院外科　　青木　　順

EP160-09	 	肝硬変合併肝細胞癌に対して右肝切除術、用手補助腹腔鏡下（HALS）脾臓摘出術を
行った一例

香川大学消化器外科　　馮　　東萍

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 9：00～ 10：00

ePoster161　　胆嚢・総胆管10
司　会　��大分県立病院外科� 矢田　一宏

EP161-01	 	当院における発症後72時間以降の急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術手術の検討
神鋼記念病院　　小松原隆司

EP161-02	 	当院における術前にPTGBD挿入後の急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
東部地域病院外科　　原　　千紘
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EP161-03	 	PTGBD施行後腹腔鏡下胆嚢摘出術症例の検討
JA徳島厚生連吉野川医療センター　　杉本　光司

EP161-04	 	急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術についての検討
浜の町病院　　河野　　博

EP161-05	 	当院での急性胆嚢炎に対するガイドラインに照らした胆嚢摘出施行時期の現状と課題
広島市医師会運営・安芸市民病院　　浦部　和秀

EP161-06	 	当院における高齢者(80歳以上)の単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の成績
札幌清田病院外科　　矢野　智之

EP161-07	 	当センターにおける腹腔鏡下胆嚢摘出術(LAP-C)の現況について
栃木県立がんセンター肝胆膵外科　　宮川　哲平

EP161-08	 	当院における急性胆嚢炎の治療成績
千葉メディカルセンター外科　　河野　世章

EP161-09	 	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
済生会熊本病院外科　　緒方　健一

EP161-10	 	当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術術後に診断されたincidental	gall	bladder	carcinoma
の検討

長崎みなとメディカルセンター消化器外科　　今村　一歩

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 9：00～ 10：00

ePoster162　　膵臓5
司　会　��兵庫医科大学外科� 鈴村　和大

EP162-01	 	膵体尾部MCN,	SPNに対する腹腔鏡下手術と開腹術の当科における比較検討
獨協医科大学第2外科　　森　　昭三

EP162-02	 	当院における腹腔鏡下膵体尾部切除術の治療成績
福井県立病院　　山田　　翔

EP162-03	 	腹腔鏡下膵腫瘍核出術の治療成績
東京都立多摩総合医療センター外科　　林　　達也

EP162-04	 	当科で施行した腹腔鏡下尾側膵切除術の現状(全国アンケート調査との比較)
山梨大学医学部第一外科　　細村　直弘

EP162-05	 	当院で施行した腹腔鏡下膵体尾部切除術4例
公立西知多総合病院　　服部　正興

EP162-06	 	手術手技の工夫を含めた腹腔鏡下尾側膵切除術の現状
東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　富田　晃一

EP162-07	 	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除の成績と手術手技の工夫
慶應義塾大学医学部一般・消化器外科　　大島　　剛

EP162-08	 	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
日本医科大学消化器外科　　松下　　晃

EP162-09	 	当院におけるLap-PDの導入とその成績
大分赤十字病院外科　　岩城堅太郎

EP162-10	 	当院における腹腔鏡下膵体尾部切除術の短期成績の検討
京都府立医科大学消化器外科　　倉島　研人
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 9：00～ 9：54

ePoster163　　小児外科3
司　会　��静岡県立こども病院小児外科� 福本　弘二

EP163-01	 	内視鏡下components	separation	techniqueにより腹壁閉鎖しえた不全型Cantrell症候
群の乳児例

茨城県立こども病院　　東間　未来
EP163-02	 	小児外科疾患に対する縫合結紮に特化した網羅的内視鏡外科手術シミュレータの開発

と検証
鹿児島大学学術研究院小児外科学分野　　家入　里志

EP163-03	 	小児のイレウスに対する腹腔鏡手術症例の検討
北里大学小児外科　　追木　宏宣

EP163-04	 	当院における小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(SILPEC法)の導入
日赤医療センター　　森田　香織

EP163-05	 	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
長崎大学病院小児外科　　山根　裕介

EP163-06	 	小児精索静脈瘤に対するリンパ管温存腹腔鏡下Palomo法の検討
四国こどもとおとなの医療センター　　新居　　章

EP163-07	 	急性穿孔性虫垂炎に対する経臍単孔式腹腔鏡補助下虫垂切除術の治療成績と，ドレー
ンの必要性についての検討

静岡県立こども病院小児外科　　関岡　明憲
EP163-08	 	先天性胆道拡張症における肝動脈走行異常-小児腹腔鏡下手術における注意点

大阪大学大学院医学系研究科小児成育外科　　山中　宏晃
EP163-09	 	Fontan術後患児に合併した門脈体循環シャント対し腹腔鏡下バンディングをおこなっ

た1例
神奈川県立こども医療センター　　大澤絵都子

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 9：00～ 10：00

ePoster164　　膵臓・脾臓
司　会　��九州大学臨床・腫瘍外科� 宮坂　義浩

EP164-01	 	腹腔鏡下天蓋切除術を施行した脾嚢胞の1例
大崎市民病院　　高橋　　梢

EP164-02	 	腹腔鏡下脾臓摘出術を施行した	Sclerosing	angiomatoid	nodular	
transformation(SANT)の4例

斗南病院外科　　佐藤　大介
EP164-03	 	腹腔鏡下に切除した脾原発血管肉腫の1例

大同病院外科　　渡邉　克隆
EP164-04	 	高齢者の遺伝性球状赤血球症に対する腹腔鏡下脾摘術の適応

京都第一赤十字病院肝膵外科　　下村　克己
EP164-05	 	腹腔鏡下脾動静脈温存尾側膵切除術を施行した4例

東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　郡司　崇裕
EP164-06	 	腹腔鏡補助下膵中央切除術を施行した膵体部Solid	pseudopapillary	neoplasmの1例

東北大学消化器外科学　　高舘　達之
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EP164-07	 	当院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術
倉敷中央病院外科　　橋田　和樹

EP164-08	 	当科における膵癌に対する腹腔鏡下膵尾側切除の検討
東京医科大学消化器・小児外科学分野　　瀧下　智恵

EP164-09	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術後に発症した胃軸捻転症に対し腹腔鏡下胃固定術を施行した
1例

滋賀医科大学外科学講座／滋賀医科大学救急科　　北村　直美
EP164-10	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術の定型化、特に術野展開の点から

大阪医科大学一般・消化器外科　　朝隈　光弘

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 9：00～ 9：54

ePoster165　　食道良性2
司　会　��静岡市立静岡病院外科・消化器外科� 前田　賢人

EP165-01	 	食道裂孔ヘルニア関連疾患に対する腹腔鏡手術
都志見病院外科　　山本　達人

EP165-02	 	異物誤飲による食道穿孔に対する鏡視下手術の経験
札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科　　信岡　隆幸

EP165-03	 	当科における腹臥位鏡視下食道粘膜下腫瘍切除術5症例の検討
富山大学大学院医学薬学研究部消化器・腫瘍・総合外科　　森山　亮仁

EP165-04	 	腹腔鏡下手術を施行した横隔膜上憩室を伴う食道アカラシアの1例
名古屋市立東部医療センター外科　　上野　修平

EP165-05	 	巨大食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下修復手術を施行した2例
徳島赤十字病院　　竹内　大平

EP165-06	 	超高齢者・高齢者の食道裂孔ヘルニアに対し、腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行し、
ADLの改善が得られた2例

京都桂病院　　服部　　卓
EP165-07	 	アカラシア様病態を伴う下部食道憩室再発に対して胸腹腔鏡補助下憩室切除とHeller-

Dor手術を施行した1例
JCHO下関医療センター　　林　　秀知

EP165-08	 	胸腔鏡下に切除した成人食道嚢胞の1例
名古屋大学医学部附属病院腫瘍外科　　浅井宗一郎

EP165-09	 	横隔膜上憩室に対し腹腔鏡下憩室切除と筋層切開および噴門形成術の付加を行い症状
の改善が得られた1例

富士市立中央病院　　市原　恒平

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 9：00～ 10：00

ePoster166　　救急医療1
司　会　��りんくう総合医療センター外科� 出村　公一

EP166-01	 	金属製腹腔内異物に対して腹腔鏡下に手術を行った1例
JCHO南海医療センター　　天野　翔太

EP166-02	 	誤嚥エピソードのない腹腔内針状異物の腹腔鏡下摘出の1例
旭川赤十字病院　　東嶋　宏泰

EP166-03	 	胸腔鏡・腹腔鏡下に緊急手術を行った特発性食道破裂の1	例
北海道大学消化器外科学教室2　　横山　啓介
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EP166-04	 	超高齢者穿孔性腹膜炎に対し審査腹腔鏡が有用であった1例
藤沢市民病院　　川島　　淳

EP166-05	 	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
浅ノ川総合病院外科　　尾島　英介

EP166-06	 	腹腔内出血を契機に発見された小腸壊死を伴う腸間膜欠損症の1例
国立病院機構北海道医療センター外科　　矢部　沙織

EP166-07	 	腹腔鏡下手術を施行したS状結腸穿孔の2例
半田市立半田病院　　石田　陽祐

EP166-08	 	下部消化管穿孔に対する腹腔鏡下手術の適応
東京都立多摩総合医療センター　　小坂　　至

EP166-09	 	魚骨による消化管穿孔に対する腹腔鏡下手術の治療経験
勤医協中央病院　　河島　秀昭

EP166-10	 	魚骨による腹腔内膿瘍に対して腹腔鏡補助下手術を施行した一例
日野市立病院外科　　武居　友子

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 9：00～ 9：48

ePoster167　　胃・十二指腸良性2
司　会　��名古屋大学大学院医学系研究科消化器外科� 田中　千恵

EP167-01	 	パーキンソン病による胃排出能低下を伴う上腸間膜動脈症候群に対し腹腔鏡補助下胃
空腸吻合術を施行した1例

公立岩瀬病院外科　　松井田　元
EP167-02	 	腹腔鏡内視鏡合同手術を施行した胃Glomus腫瘍の1例

景岳会南大阪病院　　山本　一輝
EP167-03	 	十二指腸腺腫に対し腹腔鏡内視鏡合同手術が有効であった1例

豊見城中央病院　　安里　昌哉
EP167-04	 	上腸間膜動脈症候群に対して腹腔鏡下十二指腸空腸吻合術を施行した2例

北里大学メディカルセンター外科／北里大学医学部外科学　　甲斐田武志
EP167-05	 	内視鏡手術を施行したDieulafoy潰瘍の一例

刈谷豊田総合病院消化器・一般外科　　原田真之資
EP167-06	 	胃顆粒細胞腫に対しLECSを行なった1例

雪の聖母会聖マリア病院外科　　岩永　彩子
EP167-07	 	腹腔鏡下手術にて治療した小児十二指腸潰瘍穿孔の1例

市立砺波総合病院外科　　家接　健一
EP167-08	 	魚骨胃壁穿通による腹腔内膿瘍に対して腹腔鏡下手術を施行した1例

香川県立中央病院消化器・一般外科　　八木　朝彦

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 9：00～ 9：54

ePoster168　　胃・十二指腸悪性27
司　会　��東京慈恵会医科大学柏病院外科� 高橋　直人

EP168-01	 	腹腔鏡下胃手術における手術リスク評価法の有用性
京都中部総合医療センター外科　　長田　寛之

EP168-02	 	胃癌穿孔に対する腹腔鏡下大網充填術の成績
市立東大阪医療センター消化器外科　　遠藤　俊治
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EP168-03	 	重複癌に対する腹腔鏡下同時手術における胃切除術の検討
がん・感染症センター都立駒込病院　　小野山温那

EP168-04	 	当院における胃十二指腸通過障害に対する腹腔鏡下胃空腸バイパス術症例の検討
静岡市立静岡病院　　橋本　洋右

EP168-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術における併施手術施行症例の検討
東北大学消化器外科学　　武者　宏昭

EP168-06	 	当科における胃癌ESD後追加症例の検討
徳島赤十字病院　　藤原　聡史

EP168-07	 	腹腔鏡下胃手術における、右側腹部からレトラクターを挿入する肝挙上法
秋田厚生連大曲厚生医療センター　　大村　範幸

EP168-08	 	術前化学療法を施行した進行胃癌に対するLAGの手技
府中病院外科　　森本　純也

EP168-09	 	腹腔鏡下胃切除における肝圧排法の工夫～肝臓に応じたペンローズ横隔膜縫合固定法
小田原市立病院外科　　清家　和裕

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 9：00～ 9：48

ePoster169　　胃・十二指腸悪性28
司　会　��函館五稜郭病院外科� 高金　明典

EP169-01	 	当院における腹腔鏡下幽門側胃切除術における小彎リンパ節郭清手技の変遷
名古屋市立大学大学院医学研究科消化器外科　　佐川　弘之

EP169-02	 	腹腔鏡下胃切除における右胃大網静脈左側を意識した6vリンパ節郭清
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院　　廣方玄太郎

EP169-03	 	当科における腹腔鏡下胃切除における11p郭清
日本医科大学付属病院消化器外科　　柿沼　大輔

EP169-04	 	腹腔鏡下幽門側胃切除におけるOutside-In	Approachによる膵上縁リンパ節郭清
順天堂大学消化器・低侵襲外科　　神田　　聡

EP169-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除における4sb	大彎リンパ節左群（左胃大網動脈に沿う）郭清
帝京大学医学部付属溝口病院外科　　谷口　桂三

EP169-06	 	内視鏡下胃切除における6番リンパ節郭清を行う際の助手の工夫
藤田保健衛生大学病院　　菊地　健司

EP169-07	 	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
九州医療センター消化管外科・臨床研究センター　　坂口　善久

EP169-08	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術における郭清時間の検討
山梨大学医学部第一外科　　赤池　英憲

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 9：00～ 9：48

ePoster170　　胃・十二指腸悪性29
司　会　��東京慈恵会医科大学医学部外科学講座・消化管外科� 三森　教雄

EP170-01	 	腹腔鏡下胃切除におけるOut-Most	Layerを認識・維持した幽門下リンパ節郭清
島根大学医学部消化器・総合外科　　藤井　雄介

EP170-02	 	定型化に向けた腹腔鏡下胃全摘D2-No10郭清
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学　　飯田　通久



¯ 231 ¯

eP
oster

EP170-03	 	神経外層先行剥離を利用した、No6郭清の工夫
日本医科大学付属病院消化器外科　　松野　邦彦

EP170-04	 	腹腔鏡胃切除術・左側膵上縁領域における解剖と展開・郭清の工夫
愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　三澤　一成

EP170-05	 	腹腔鏡下胃切除における内側アプローチによる膵上縁リンパ節郭清
長崎大学病院腫瘍外科　　國崎　真己

EP170-06	 	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

虎の門病院消化器外科　　小林　　直
EP170-07	 	膵上縁リンパ節郭清の郭清deviceとしてのMaryland	typeのVessel	sealing	

system(VSS)の有用性
国立病院機構嬉野医療センター外科　　黨　　和夫

EP170-08	 	腹腔鏡下胃切除術における視野展開の工夫
岐阜大学大学院医学系研究科腫瘍外科学　　棚橋　利行

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 9：00～ 9：48

ePoster171　　食道悪性7
司　会　��北播磨総合医療センター外科� 黒田　大介

EP171-01	 	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

昭和大学医学部外科学講座消化器・一般外科学　　五藤　　哲
EP171-02	 	右肺嚢胞を有する食道癌症例に対して安全に胸腔鏡下食道亜全摘術を行うための注意

点
昭和大学消化器・一般外科　　山下　剛史

EP171-03	 	食道癌術後縫合不全、瘻孔時の低侵襲な内視鏡的治療の工夫
日本医科大学多摩永山病院・消化器・乳腺・一般外科　　牧野　浩司

EP171-04	 	胸部食道癌術後の反回神経麻痺
福井大学医学部第一外科　　藤本　大裕

EP171-05	 	当科の胸腔鏡下食道亜全摘術における術後反回神経麻痺リスク因子の検討
浜松医科大学外科学第二講座　　菊池　寛利

EP171-06	 	当科での食道癌手術の胃管作成におけるreduced	port	surgery
産業医科大学　　佐藤　永洋

EP171-07	 	地方中核病院における食道癌鏡視下手術標準化の工夫
国立病院機構別府医療センター消化器外科／国立病院機構別府医療セ

ンター食道外科　　江頭　明典
EP171-08	 	胸腔鏡下食道切除術を施行した食道平滑筋肉腫と扁平上皮癌の併存症例

岩手医科大学　　二階　春香

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 9：00～ 10：00

ePoster172　　気胸・心臓・大血管
司　会　��日産厚生会玉川病院気胸研究センター� 栗原　正利

EP172-01	 	異時両側自然気胸の検討
東海大学医学部外科学系呼吸器外科学／東海大学医学部付属大磯病院

呼吸器外科　　中野　隆之
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EP172-02	 	特発性血気胸に対する胸腔鏡下手術の有用性
昭和大学医学部外科学講座呼吸器外科学部門　　氷室　直哉

EP172-03	 	当科における続発性気胸に対する胸腔鏡下手術症例の検討
愛媛医療センター　　湯汲　俊悟

EP172-04	 	当院における高齢者の自然気胸症例の検討
横浜労災病院呼吸器外科　　山本　健嗣

EP172-05	 	食道癌術後に発生した両側同時性気胸の1手術例
岩国医療センター　　久保友次郎

EP172-06	 	自然気胸手術のアプローチに関する検討
京都山城総合医療センター　　伊藤　和弘

EP172-07	 	当科における単孔式胸腔鏡手術の周術期結果・再発率についての検討
前橋赤十字病院呼吸器外科　　吉川　良平

EP172-08	 	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
前橋赤十字病院呼吸器外科　　大沢　　郁

EP172-09	 	細胞移植術における低侵襲デバイスの開発
大阪大学心臓血管外科　　森　　大輔

EP172-10	 	低侵襲大動脈手術用の結紮を必要としない新しい吻合デバイス
東京大学医学部付属病院心臓外科　　松岡　貴裕

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 9：00～ 9：48

ePoster173　　腎臓・尿管2
司　会　��京都大学医学研究科医学専攻器官科学講座泌尿器科学� 山崎　俊成

EP173-01	 	幼児の重複腎盂尿管に対する腹腔鏡下腎部分切除術の1例：尿管異所開口による女児
尿失禁

茨城県立こども病院小児泌尿器科／茨城県立こども病院小児外科　　益子　貴行
EP173-02	 	高度水腎症を呈する腎盂粘液性腺癌に対し用手補助下腹腔鏡手術を施行した1例

富山市民病院泌尿器科　　高瀬　育和
EP173-03	 	pT3a腎癌に対する腹腔鏡下腎摘除術の成績

市立札幌病院　　田中　　博
EP173-04	 	結石性腎盂腎炎治療後に施行した経尿道的尿管結石破砕術の検討

大曲厚生医療センター　　神崎　正俊
EP173-05	 	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

鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野　　引田　克弥
EP173-06	 	腎尿管全摘除と膀胱のカフ状切除の後腹膜鏡下手技

大阪医科大学泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科　　稲元　輝生
EP173-07	 	腹腔鏡下腎移植ドナー腎摘における術後腎機能予測-	automated	CT	volumetoryの有

用性
聖路加国際病院泌尿器科　　新保　正貴

EP173-08	 	腎移植後の難治性腹水に対する審査腹腔鏡の1例
高槻病院　　朝倉　　力
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 10：00～ 11：00

ePoster174　　大腸悪性34
司　会　��日本医科大学消化器外科� 進士　誠一

EP174-01	 	再発大腸癌に対する腹腔鏡手術と開腹手術の比較検討
順天堂大学医学部下部消化管外科／順天堂大学医学部消化器外科　　神山　博彦

EP174-02	 	腹腔鏡下大腸癌根治切除術後腹膜播種再発症例の検討
埼玉医科大学国際医療センター　　近藤　宏佳

EP174-03	 	直腸癌術後3年目に孤立性再発をきたし腹腔鏡下切除をしえた1例
菊名記念病院　　横溝　和晃

EP174-04	 	術後半年の経過で肝床部に播種再発をきたした、上行結腸癌の一例
多摩南部地域病院外科　　腰野　蔵人

EP174-05	 	腹腔鏡手術により治癒切除が可能であった大腸癌・直腸癌術後の骨盤内局所再発の3
例

京都桂病院消化器センター・外科　　西川　泰代
EP174-06	 	直腸癌手術後の傍大動脈リンパ節転移再発に対して腹腔鏡下摘出術を施行した一例

愛媛県立中央病院　　上田　和典
EP174-07	 	上行結腸癌にて腹腔鏡下結腸右半切除術を実施後，腸間膜リンパ節再発にて腹腔鏡下

手術を実施した2例の経験
香川県立白鳥病院外科　　山川　俊紀

EP174-08	 	腹腔鏡下側方リンパ節郭清を安全に導入するための工夫
自治医科大学消化器・一般外科　　堀江　久永

EP174-09	 	CT	angiographyが鏡視下手術に有用であった下腸間膜静脈の走行異常を有するS状結
腸癌の一例

市立伊丹病院　　横内　　隆
EP174-10	 	術前3D-CTを用いた腹腔鏡下IMA温存左側結腸・直腸癌手術の腫瘍学的評価

北海道がんセンター消化器外科　　前田　好章

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 10：00～ 10：54

ePoster175　　大腸悪性35
司　会　��札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科� 沖田　憲司

EP175-01	 	腹腔鏡下大腸手術におけるスプレー型癒着防止吸収性バリアの使用経験
順天堂大学下部消化管外科　　小島　　豊

EP175-02	 	腹腔鏡下大腸癌手術におけるスプレー式癒着防止剤（アドスプレー）の使用経験
関西労災病院外科　　河合　賢二

EP175-03	 	腹腔鏡下大腸癌手術における術後癒着防止の工夫
岐阜大学腫瘍外科　　高橋　孝夫

EP175-04	 	セプララップを用いた腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術における術後癒着防止法
三重県立総合医療センター消化器一般外科　　川村　幹雄

EP175-05	 	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
大阪赤十字病院消化器外科　　山之口　賢

EP175-06	 	大腸癌に対する腹腔内吻合の工夫
天草地域医療センター外科　　外山栄一郎
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EP175-07	 	腹腔鏡補助下S状結腸切除術における吻合方法の選択
岩手医科大学付属病院外科学講座　　松尾　鉄平

EP175-08	 	腹腔鏡下結腸切除術における体腔内再建の経験
高島市民病院　　伊藤　鉄夫

EP175-09	 	当院における結腸切除後の体腔内吻合(FEEA)の実際と治療成績
公益社団法人石川勤労者医療協会　　田畑　信輔

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 10：00～ 11：00

ePoster176　　大腸悪性36
司　会　��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�宮倉　安幸

EP176-01	 	S状結腸、直腸S状部癌切除術における腹腔内Overlap法による腸管吻合の試み
東住吉森本病院外科　　岸田　　哲

EP176-02	 	下部消化管手術におけるlinear	staplerを用いた体腔内吻合～腸管の軸を意識した
Overlap法～

一宮西病院　　石川　　健
EP176-03	 	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

栃木県立がんセンター　　田中　俊道
EP176-04	 	肥満を伴うStageII/III大腸癌切除例における開腹・腹腔鏡手術の比較検討

横浜南共済病院外科　　沼田　幸司
EP176-05	 	肥満患者への大腸癌腹腔鏡下手術の適応

JA北海道厚生連札幌厚生病院　　野口　慶太
EP176-06	 	体腔内吻合が有用であったBMI	47のS状結腸癌の1例

竹田綜合病院外科　　滝口　光一
EP176-07	 	高度肥満症例に対して安全な腹腔鏡下直腸切断術を施行するための工夫と問題点

栃木県立がんセンター　　平田　　玲
EP176-08	 	当科での高度肥満症例に対する腹腔鏡下大腸切除術の取り組み

大阪医科大学　　石井　正嗣
EP176-09	 	病的肥満症に慢性気管支炎を合併した進行直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術の

経験
帝京大学医学部附属病院外科　　野澤慶次郎

EP176-10	 	肥満症例に対する腹腔鏡補助下結腸切除時の半側臥位での手術台固定の試み
勤医協中央病院消化器センター外科　　樫山　基矢

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 10：00～ 11：00

ePoster177　　大腸悪性37
司　会　��国立がん研究センター東病院大腸外科� 西澤　祐吏

EP177-01	 	超高齢者大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の周術期治療成績
東京大学腫瘍外科　　西川　武司

EP177-02	 	80歳以上高齢者に対する、腹腔鏡下大腸手術の検討
大阪医科大学一般・消化器外科　　山本　誠士

EP177-03	 	当院における高齢者大腸癌手術における腹腔鏡手術の現状
小樽掖済会病院外科　　野田　　愛
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EP177-04	 	高齢者大腸癌における腹腔鏡下手術の検討
川崎幸病院外科　　成田　和広

EP177-05	 	超高齢大腸癌患者に対する腹腔鏡下手術の安全性の検討
栃木県立がんセンター　　中西　宏貴

EP177-06	 	高齢者直腸癌症例における腹腔鏡手術の検討
大阪市立大学大学院医学研究科腫瘍外科　　福岡　達成

EP177-07	 	超高齢大腸癌に対する腹腔鏡手術の安全性
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　清水　浩紀

EP177-08	 	80歳以上の高齢者大腸癌に対する腹腔鏡下手術（Reduced	Port	Surgery）の治療成績
北里大学北里研究所病院外科／北里大学医学部外科　　石井　良幸

EP177-09	 	高齢者右側結腸癌に対するReduced	port	surgeryの検討
荻窪病院　　田島　佑樹

EP177-10	 	85歳以上の腹腔鏡下大腸切除症例に対するERASプロトコール適用の現況
大阪府済生会千里病院外科　　真貝　竜史

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 10：00～ 10：54

ePoster178　　小腸6
司　会　��福井赤十字病院外科� 青竹　利治

EP178-01	 	成人出血性Meckel憩室に対して、腹腔鏡下手術を施行した2例
千葉市立海浜病院　　吉岡　　茂

EP178-02	 	経肛門的小腸バルーン内視鏡にて診断し単孔式腹腔鏡手術にて切除したメッケル憩室
出血の1例

神戸労災病院外科　　中山　俊二
EP178-03	 	メッケル憩室の異物に対し腹腔鏡にてアプローチを行った症例

関西医科大学外科　　岡崎　　智
EP178-04	 	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
東京慈恵会医科大学　　鎌田　哲平

EP178-05	 	捻転で発症したメッケル憩室様嚢胞に対し腹腔鏡補助下小腸部分切除術を行った1例
富士宮市立病院外科　　甲賀　淳史

EP178-06	 	エホバの証人のMeckel憩室出血に対して完全鏡視下切除した1例
竹田綜合病院　　松石　　彬

EP178-07	 	メッケル憩室による成人腸重積症に対して腹腔鏡補助下整復術および憩室切除術を施
行した1例

東北医科薬科大学病院消化器外科・肝胆膵外科　　木村　俊一
EP178-08	 	腹腔鏡手術が有用であった臍腸管遺残の1例

聖隷沼津病院外科　　那須野寛也
EP178-09	 	単孔式腹腔鏡下手術で摘出した巨大Meckel憩室の一例

NTT東日本関東病院　　高山　真秀
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 10：00～ 10：48

ePoster179　　ヘルニア25
司　会　��NTT東日本札幌病院外科� 山田　秀久

EP179-01	 	腹腔鏡操作を伴う鏡視下腹膜外到達法（hybrid	TEP）により治療した閉鎖孔ヘルニア
小腸嵌頓の3例の経験

JA愛知厚生連江南厚生病院外科　　渡邉　卓哉
EP179-02	 	腹腔鏡下に整復・根治術を施行した閉鎖孔ヘルニア嵌頓の1例

イムス札幌消化器中央総合病院外科　　早馬　　聡
EP179-03	 	右鼠径ヘルニアの術中に両側閉鎖孔ヘルニアを診断し，一期的にヘルニア修復術を

行った1例
国立病院機構仙台医療センター外科　　遠藤　文庫

EP179-04	 	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

KKR東海病院外科　　水谷　文俊
EP179-05	 	両側の閉鎖孔・大腿ヘルニアに対してTAPP法で修復を行った1例

岡山済生会総合病院外科　　河本　洋伸
EP179-06	 	用手整復後に待機的腹腔鏡下メッシュ修復術を施行した閉鎖孔ヘルニアの1例

河野臨床医学研究所附属第三北品川病院／昭和大学消化器・一般外科　　有吉　朋丈
EP179-07	 	腹腔鏡補助下にて左閉鎖孔ヘルニア修復術を施行したところ巨大骨盤内血腫が生じた

一例
日本赤十字社医療センター胃・食道外科　　風間　義弘

EP179-08	 	閉鎖孔ヘルニアに対する腹腔鏡補助下鼠径アプローチ法～閉鎖孔ヘルニア定型化手術
にむけて～	

兵庫県立柏原病院外科　　中島　高広

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 10：00～ 11：00

ePoster180　　ヘルニア26
司　会　��東京ヘルニアセンター神楽坂D.S.マイクリニック� 川崎　篤史

EP180-01	 	TEPにて切除を行った鼠径ヘルニアの症状を呈した円靭帯脂肪腫の1例
仙台市立病院外科　　貝羽　義浩

EP180-02	 	ヘルニア内容が後腹膜脂肪（精索脂肪腫）のみであった腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
（TAPP）の経験例

公立甲賀病院外科　　中右　雅之
EP180-03	 	油性造影剤による子宮卵管造影後に鼠径ヘルニア嚢内に肉芽腫性変化を来した1例

島根大学消化器・総合外科　　宮崎　佳子
EP180-04	 	腹腔鏡補助下に摘出した精索脂肪肉腫の1例

福山市民病院　　小畠　千晶
EP180-05	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術と腹腔鏡下腹膜透析カテーテル留置術を同時に施行した

1例
東京西徳洲会病院外科　　数納　祐馬

EP180-06	 	腹腔鏡が有用であった腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術後に発生した特
殊型鼠径部ヘルニアの1例

神戸赤十字病院　　久保田暢人
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EP180-07	 	鼠径ヘルニアと停留精巣に対し、腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術と精巣摘出術を施行し
た1例

今治第一病院　　大塚　敏広
EP180-08	 	腹水を伴う肝硬変合併鼠経ヘルニア症例に対し腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術（TEP）

を施行した一例
浜松医科大学附属病院第一外科一般・内視鏡外科　　小野田貴信

EP180-09	 	ASOに対するバイパス術既往のある両側鼠径ヘルニアにTAPPを施行した1例
香川大学消化器外科　　長尾　美奈

EP180-10	 	術前に診断可能であった鼠径ヘルニアと停留睾丸に腹腔鏡下ヘルニア修復術及び精巣
摘出術を施行した一例

太田総合病院外科　　齋田　将之

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 10：00～ 11：00

ePoster181　　ヘルニア27
司　会　��JA広島総合病院外科� 田崎　達也

EP181-01	 	超高齢者の鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術の2例
豊見城中央病院外科　　仲地　　厚

EP181-02	 	腹腔鏡下でヘルニア門が見上げるような位置に存在し、手術に難渋した症例
社会医療法人かりゆし会ハートライフ病院ヘルニアセンター／社会医

療法人かりゆし会ハートライフ病院外科　　西原　　実
EP181-03	 	Para-axial法を用いた腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術－Co-axial法との比較―

香川県済生会病院外科／さぬき市民病院外科　　岡本　佳樹
EP181-04	 	TAPPとTEPを組み合わせた両側鼡径ヘルニアに対する治療戦略

JCHO札幌北辰病院外科　　小丹枝裕二
EP181-05	 	細径鉗子を併用した単孔式腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術

国立宇都宮病院　　滝田　純子
EP181-06	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（TEP）における下腹壁動静脈の腹壁からの脱落に対する

工夫
大分赤十字病院　　廣重　彰二

EP181-07	 	腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術後の左鼠径ヘルニア症例に対し、腹腔鏡下ヘルニア修復
術（TEP）を施行した1例

医療法人愛心会東宝塚さとう病院外科　　吉川　正人
EP181-08	 	臍を含めた下腹部の手術歴のある症例に対してTEPを施行した2症例

中津市民病院　　永田　茂行
EP181-09	 	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

帯広厚生病院外科　　武藤　　潤
EP181-10	 	Self-gripping	meshを用いた腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の検討

順天堂大学医学部消化器低侵襲外科　　森　　　理

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 10：00～ 11：06

ePoster182　　肝臓10
司　会　��奈良県立医科大学消化器・総合外科� 野見　武男

EP182-01	 	Thompson開創器を用いた腹腔鏡補助下肝切除の経験
中部徳洲会病院外科　　伊禮　俊充
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EP182-02	 	有症状の巨大肝嚢胞に対して腹腔鏡下開窓術が著効した2症例
公立豊岡病院　　木下　裕光

EP182-03	 	肝S8腫瘍に対して腹腔鏡下肝切除を行った2例
長崎大学腫瘍外科　　田渕　　聡

EP182-04	 	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
神戸大学大学院肝胆膵外科学　　津川　大介

EP182-05	 	当科における腹腔鏡下肝左葉切除の実際
鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科　　飯野　　聡

EP182-06	 	BiIN-2による胆管狭窄に対し，完全腹腔鏡下左肝切除（Spiegel葉を含む）を施行し
た1例

山梨大学第一外科　　雨宮　秀武
EP182-07	 	左肝動脈走行破格を伴う肝細胞癌に対して腹腔鏡下肝左葉切除術を行った1例

国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外科　　尾上　隆司
EP182-08	 	当科における腹腔鏡下肝切除術80例の検討－後区域切除の導入経験も含めて－

香川大学消化器外科　　大島　　稔
EP182-09	 	腹腔鏡下肝部分切除における肝離断の工夫

東京都立多摩総合医療センター外科　　森田　泰弘
EP182-10	 	当科で導入した腹腔鏡下左肝切除術

山梨大学医学部第一外科　　渡邉　光章
EP182-11	 	当院における腹腔鏡下肝葉切除の導入

大阪大学大学院消化器外科　　浅岡　忠史

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 10：00～ 11：00

ePoster183　　胆嚢・総胆管11
司　会　��東邦大学医療センター大森病院一般・消化器外科� 土屋　　勝

EP183-01	 	急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術はいつ行うべきか
JR札幌病院外科　　奥谷　浩一

EP183-02	 	単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢捻転症の1例
大阪警察病院　　阪野　佳弘

EP183-03	 	急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術施行へのTokyo	Guideline	13の影響について
亀岡市立病院外科　　天池　　寿

EP183-04	 	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
済生会横浜市東部病院　　半田　　寛

EP183-05	 	当院における80歳以上高齢者の急性胆嚢炎に対する早期・緊急腹腔鏡下胆嚢摘出術の
手術成績

日本医科大学付属病院　　古木　裕康
EP183-06	 	胆嚢十二指腸瘻を合併した胆石症に対する腹腔鏡下手術の経験

松江市立病院消化器外科　　大谷　　裕
EP183-07	 	Electrohydraulic	lithotripsy	(EHL)を用いたtype	III型Mirizzi症候群に対する腹腔鏡

下手術の治療経験
春秋会城山病院消化器センター外科　　新田　敏勝

EP183-08	 	治療アプローチの異なるMirizzi症候群の2例
潤和会記念病院外科　　新名　一郎

EP183-09	 	ICG蛍光法を用いて腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した右側肝円索の1例
石川県立中央病院消化器外科　　齊藤　浩志
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EP183-10	 	吊り上げ法で行う単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術
藤枝平成記念病院外科　　小原　弘嗣

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 10：00～ 11：00

ePoster184　　膵臓6
司　会　��近畿大学外科� 松本　逸平

EP184-01	 	腹腔鏡下脾臓温存膵尾部切除術を施行した膵solid-pseudpapillary	neoplasmの1例
一宮市立市民病院　　中川　暢彦

EP184-02	 	当院における腹腔鏡下膵体尾部切除術の導入
北播磨総合医療センター外科　　沢　　秀博

EP184-03	 	Initial	Experience	of	Splenic	Vessel-Preserving	Laparoscopic	Spleen-Preserving	
Distal	Pancreatectomy

大垣市民病院外科　　深見　保之
EP184-04	 	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

奈良県立医科大学消化器総合外科／奈良県西和医療センター外科　　池田　直也
EP184-05	 	当科における腹腔鏡下膵体尾部切除の導入症例

東京医科大学茨城医療センター消化器外科　　鈴木　修司
EP184-06	 	当院における腹腔鏡下尾側膵切除術の現状と工夫

浦添総合病院消化器病センター外科　　亀山眞一郎
EP184-07	 	切除不能膵体部癌による空腸通過障害に対し、腹腔鏡下十二指腸空腸吻合術を施行し

た1例
京都大学肝胆膵・移植外科　　川添　准矢

EP184-08	 	十二指腸空腸曲のGISTに対する腹腔鏡下切除・再建術
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科消化器乳腺甲状腺外科学　　川崎　洋太

EP184-09	 	腹腔鏡下核出術を施行した膵体部インスリノーマの1例
泉大津市立病院外科・内視鏡外科　　庄野　嘉治

EP184-10	 	腹腔鏡下膵体尾部切除の2例
加古川中央市民病院外科　　阿部紘一郎

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 10：00～ 11：00

ePoster185　　脾臓1
司　会　��九州大学医学研究院先端医療医学講座� 赤星朋比古

EP185-01	 	脾機能亢進症を伴う肝細胞癌左副腎転移に対して腹腔鏡下脾臓摘出術・副腎摘除術を
施行した1例

金沢大学消化器・腫瘍・再生外科学　　山崎　裕人
EP185-02	 	Laparoscopic	splenectomy	for	nodular	and	cystic	lesions	in	the	spleen

東京慈恵会医科大学肝胆膵外科　　後町　武志
EP185-03	 	腹腔鏡下脾臓摘出術を行ったsclerosing	angiomatoid	nodular	transformation	(SANT)

の1例
みやぎ県南中核病院外科　　佐々木純一

EP185-04	 	腹腔鏡下に切除しえた脾sclerosing	angiomatoid	nodular	transformationの2例
済生会宇都宮病院　　藤田　翔平
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EP185-05	 	腹腔鏡下脾臓摘出術を行ったSclerosing	angiomatoid	nodular	transformation
（SANT）の一例

滋賀県立成人病センター　　谷　　昌樹
EP185-06	 	術前診断に難渋し、腹腔鏡にて摘出した脾臓原発リンパ腫の一例

明石医療センター　　中村洋一郎
EP185-07	 	感染性心内膜炎による脾膿瘍に対し腹腔鏡下脾臓摘出術を行った1例

国立病院機構豊橋医療センター　　山下　克也
EP185-08	 	脾嚢胞に対して腹腔鏡下脾臓摘出術を行った1例

吉島病院　　大城　望史
EP185-09	 	HALSにて切除した脾臓限局サルコイドーシスの一例

呉共済病院外科　　大塚　裕之
EP185-10	 	卵巣癌術後脾転移に対し腹腔鏡下脾摘出術を行った1例

関西医科大学総合医療センター外科　　柳田　英佐

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 10：00～ 10：54

ePoster186　　メディカルスタッフ・チーム医療2
司　会　��名古屋大学医学部附属病院手術室� 小島　和明

EP186-01	 	コスト削減の取組み－上手に低価格材料を取り入れる－
一般財団法人太田綜合病院附属太田西ノ内病院　　西勝恵久美

EP186-02	 	当院腹腔鏡下大腸切除術におけるアクリル板を用いた体位の取り組み
JA尾道総合病院　　細谷　　恵

EP186-03	 	RARPにおける体位固定マット（ピンクパッド）の有用性
福井大学医学部附属病院手術部　　湶　　孝介

EP186-04	 	内視鏡外科手術時における画像記録装置のトラブルを経験して
社会医療法人恒心会恒心会おぐら病院手術室　　榎園　　誠

EP186-05	 	腹腔鏡下手術に対する苦手意識の改善に向けての取り組み
昭和伊南総合病院手術室　　立石　彩香

EP186-06	 	術者の視野範囲を考慮した機械出し看護師の立ち位置の検討
東京慈恵会医科大学附属柏病院外科　　藤岡　秀一

EP186-07	 	Nuss法術後の上肢における神経障害についての検討
長野県立こども病院手術室　　前田　奈美

EP186-08	 	直腸癌に対する腹部・会陰同時操作のTaTMEにおける手術環境の定型化
国立研究開発法人国立がん研究センター東病院看護部　　金剛寺朋子

EP186-09	 	当院における周術期リハビリテーションの実際-左肺全摘術後右肺切除が必要なリス
ク症例から-
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンターリハビリテーション

科　　須田　　崇

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 10：00～ 11：00

ePoster187　　食道良性3
司　会　��大分大学医学部附属病院救命救急センター� 柴田　智隆

EP187-01	 	異物誤飲患者の胃内異物を腹腔鏡下に摘出した1例
柏厚生総合病院　　北村　謙太
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EP187-02	 	食道神経鞘腫に対して腹臥位胸腔鏡下核出術を施行した1例
京都桂病院消化器センター外科　　濱洲　晋哉

EP187-03	 	頸胸境界部の食道異物に対して胸腔鏡下異物摘出術を施行した一例
JCHO九州病院　　柳　　親茂

EP187-04	 	特発性食道破裂に対し腹腔鏡下に食道破裂部閉鎖およびドレナージを施行し救命でき
た1例

岩手県立胆沢病院外科　　伊藤　　靖
EP187-05	 	腹腔鏡下修復術を施行したUpside	down	stomachを伴う食道裂孔ヘルニアの1例

聖マリアンナ医科大学病院消化器・一般外科　　樋渡　正樹
EP187-06	 	噴門形成術後に再発した食道裂孔ヘルニアに対して、腹腔鏡下噴門形成術を施行した

1例
竹田綜合病院外科　　林　　嗣博

EP187-07	 	腹腔鏡下で根治手術をし得た食道癌術後横隔膜ヘルニアの1例
大阪大学消化器外科　　西田謙太郎

EP187-08	 	メッシュを用いた腹腔鏡下修復術が有効であった巨大複合型食道裂孔ヘルニアの1例
富山大学消化器・腫瘍・総合外科　　山崎　豪孔

EP187-09	 	腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術時の迷走神経温存の重要性を感じた1例
独立行政法人国立病院機構村山医療センター外科／東京女子医科大学

第二外科　　飯野　高之
EP187-10	 	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

日本医科大学付属病院消化器外科　　萩原　信敏

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 10：00～ 11：00

ePoster188　　胃・十二指腸良性3
司　会　��北海道大学消化器外科Ⅰ� 本間　重紀

EP188-01	 	単孔式胃内手術におけるEndo	GIA	Radial	Reloadの使用経験
関西電力病院外科　　清地　秀典

EP188-02	 	胃瘻を軸に発症した胃軸捻転症に対して腹腔鏡下に整復、胃固定術を施行した1例
岡山医療センター外科　　高橋　達也

EP188-03	 	噴門近傍の胃内発育型SMTに対するLECSによる2切除例
日立総合病院　　青木　茂雄

EP188-04	 	Endo	GIA	Radial	Reloadを使用して単孔式LECSで切除した胃噴門部GISTの1例
JCHO可児とうのう病院外科　　清水　大輔

EP188-05	 	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
イムス札幌消化器中央総合病院外科　　三橋　洋介

EP188-06	 	上腸間膜動脈症候群に対し、腹腔鏡下十二指腸空腸吻合術を施行した一例
苫小牧日翔病院外科　　崎浜　秀康

EP188-07	 	3cm超の潰瘍を伴うGISTに対して当院で施行したClosed	LECSの1例
東京女子医科大学八千代医療センター消化器外科　　毛利　俊彦

EP188-08	 	膵頭後部領域に後腹膜転移を伴う腸間膜NETに対して腹腔鏡下腫瘍切除を行った1例
JA尾道総合病院外科　　藤國　宣明

EP188-09	 	腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）にて切除した広範囲十二指腸腺腫の1例
山下病院　　西垣　英治

EP188-10	 	成人胃軸捻転症に対し,腹腔鏡下胃固定術を施行した1例
春秋会城山病院消化器センター外科　　片岡　　淳
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 10：00～ 10：48

ePoster189　　胃・十二指腸良性4
司　会　��草津総合病院がん医療支援センター第二外科� 山本　　寛

EP189-01	 	胃壊死を伴った胃軸捻転症に対して腹腔鏡下胃部分切除術を施行した1例
聖隷三方原病院　　高井　　亮

EP189-02	 	腹腔鏡下に加療した魚骨胃穿孔による腹腔内膿瘍の1例
鎌ヶ谷総合病院外科　　藤川　幸一

EP189-03	 	非穿孔式内視鏡的胃壁内反切除術（NEWS）によるtotal	biopsyで胃肉芽腫の診断が得
られた1例

本荘第一病院消化器センター　　加藤　　健
EP189-04	 	術前診断し腹腔鏡にて切除した胃神経鞘腫の1例

東京都健康長寿医療センター　　三井　秀雄
EP189-05	 	多発性胃GISTに対して腹腔鏡下胃局所切除術を施行した1例

福井県済生会病院外科　　奥出　輝夫
EP189-06	 	胃異所性膵由来の膵炎に対し，腹腔鏡下に胃局所切除をおこなった1例

宮崎大学医学部外科学講座消化管・内分泌・小児外科学　　濱田　朗子
EP189-07	 	腹腔鏡下に診断，治療しえた小網捻転症の1例

刈谷豊田総合病院消化器・一般外科　　北山　陽介
EP189-08	 	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）
市立福知山市民病院外科　　小見山聡介

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 10：00～ 10：48

ePoster190　　胃・十二指腸悪性30
司　会　��宮崎大学外科学講座（光学診療部）� 武野　慎祐

EP190-01	 	腹腔鏡下胃切除における左側アプローチの有用性
徳島赤十字病院外科　　江藤　祥平

EP190-02	 	腹腔鏡下胃癌手術の定型化への取り組み
群馬大学外科診療センター　　岩松　清人

EP190-03	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術において胃切離を容易に行うための工夫
静岡市立静岡病院消化器外科　　前田　賢人

EP190-04	 	腹腔鏡下胃切除術における左副肝動脈テストクランプの有用性
新潟県立がんセンター新潟病院　　森岡　伸浩

EP190-05	 	当院における腹腔鏡下胃切除の極小残胃温存への取り組み
済生会宇都宮病院外科　　松岡　　義

EP190-06	 	腹腔鏡下胃切除における間欠的肝圧排解除法の検討
帝京大学ちば総合医療センター外科　　首藤　潔彦

EP190-07	 	腹腔鏡下胃切除術における視野展開の工夫
小林クリニック　　小林　泰之

EP190-08	 	鏡視下胃癌手術における患者右側からの郭清の優位性と非劣性
九州大学臨床・腫瘍外科　　進藤　幸治
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 10：00～ 11：00

ePoster191　　胃・十二指腸悪性31
司　会　��北海道大学大学院医学研究科消化器外科分野Ｉ� 川村　秀樹

EP191-01	 	腹腔鏡下幽門側胃切除再建時の第一助手の役割について
福山市民病院　　金澤　　卓

EP191-02	 	腹腔鏡（補助）下幽門側胃切除術と開腹幽門側胃切除術における術後肝機能障害の検
討

公立置賜総合病院外科　　小野寺雄二
EP191-03	 	小柄体型の患者に対する腹腔鏡下胃切除術

国立がん研究センター東病院胃外科　　登内　晶子
EP191-04	 	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

北播磨総合医療センター　　村田　晃一
EP191-05	 	十二指腸浸潤胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の手術手技

和歌山県立医科大学第2外科　　早田　啓治
EP191-06	 	噴門部操作を優先した早期胃がんに対する腹腔鏡補助下胃全摘術

川崎医科大学消化器外科　　藤原　由規
EP191-07	 	臓器把持用クリップを活用した肥満患者に対する腹腔鏡下胃切除術の工夫

近畿大学外科　　木村　　豊
EP191-08	 	当科における腹腔鏡下胃切除術でのwound	retractorを用いた肝挙上法の経験

川口市立医療センター消化器外科　　船水　尚武
EP191-09	 	大型3型・4型胃癌に対するNathanson	liver	retractorを用いた視野確保の工夫

大阪大学大学院消化器外科　　浦川　真哉
EP191-10	 	追加結節縫合を併用した3-0	V-Loc(15	cm)によるデルタ吻合共通孔閉鎖手技

鳳胃腸病院外科　　徳原　孝哉

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 10：00～ 11：00

ePoster192　　胃・十二指腸悪性32
司　会　��神奈川県立がんセンター消化器外科� 山田　貴允

EP192-01	 	腹腔鏡下手術における肝圧排法「PROLENE	hanging（PH）法」
愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　伊藤　友一

EP192-02	 	腹腔鏡下胃切除時の肥満症例への取り組み
姫路赤十字病院外科　　松本　祐介

EP192-03	 	QOL改善のための腹腔鏡下胃空腸バイパス術の検討
昭和大学病院　　伊達　博三

EP192-04	 	腹腔鏡下胃切除術における肝圧排法の検討
佐賀県医療センター好生館　　久保　　洋

EP192-05	 	腹腔鏡下胃切除術におけるエンドGIATMトライステープルTMリンフォースカートリッ
ジの安全性の検討

昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　島田　翔士
EP192-06	 	術者固定化後に定型化した腹腔鏡補助下胃全摘術

昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　澤田　成彦
EP192-07	 	腹腔鏡下胃切除術再建時の吻合トラブル対処事例

鳥取県立中央病院外科　　鈴木　一則
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EP192-08	 	腹腔鏡下胃癌手術患者における術後合併症予測因子の検討
慶應義塾大学医学部外科学教室（一般・消化器）　　天田　　塩

EP192-09	 	腹腔鏡下胃癌手術の術後合併症に関わる因子の検討
石川県立中央病院消化器外科　　松井　亮太

EP192-10	 	腹腔鏡下胃全摘術におけるEEA	Orvilを用いた食道空腸吻合の工夫
自治医科大学消化器一般外科　　倉科憲太郎

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 10：00～ 10：54

ePoster193　　食道悪性8
司　会　��大阪市立大学大学院消化器外科� 李　　栄柱

EP193-01	 	右aberrantV2を伴う胸部食道癌に対して、胸腔鏡下食道切除術を施行した1例
愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　田中　秀治

EP193-02	 	鏡視下食道亜全摘術により神経症状の著明な改善を認めた皮膚筋炎合併食道癌の1例
東京都立多摩総合医療センター　　山崎　僚人

EP193-03	 	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

大阪大学大学院・医学部消化器外科　　牧野　知紀
EP193-04	 	完全鏡視下手術で治療しえたendoscopic	submucosal	dissection（ESD）後腹部食道癌

の1例
千葉中央メディカルセンター外科　　間宮　俊太

EP193-05	 	腹臥位胸腔鏡下に左側アプローチを追加し＃112aoP郭清を行った2例
名古屋大学大学院医学系研究科腫瘍外科　　宮田　一志

EP193-06	 	112aoP転移陽性食道癌症例に対して胸腔鏡下リンパ節郭清術を施行した2例
大阪国際がんセンター　　松永　知之

EP193-07	 	High-riding	innominate	arteryを伴う食道癌に対しNerve	Integrity	Monitorを用い反
回神経を温存しえた1例

東北大学消化器外科学　　堀江　悠太
EP193-08	 	解剖学的異常を伴う胸部食道癌に対して胸腔鏡下食道亜全摘出術を施行した2例

岐阜大学高度先進外科　　木村　真樹
EP193-09	 	左肺癌術後の食道癌に対して胸腔鏡下食道亜全摘を施行した一例

飯塚病院外科　　木村　和恵

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 10：00～ 11：00

ePoster194　　縦隔1
司　会　��広島大学病院呼吸器外科原爆放射線医科学研究所・腫瘍外科�

� 宮田　義浩
EP194-01	 	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

東京医科大学消化器・小児外科学分野　　太田　喜洋
EP194-02	 	高IgE症候群の降下性縦隔炎に対し胸腔鏡下縦隔ドレナージ術が奏功した1例

国立国際医療研究センター　　瀬戸嶋祐輔
EP194-03	 	肺と胸腺に同時発生したMALTリンパ腫の一例

ひらまつ病院外科　　加藤　雅人
EP194-04	 	胸腔鏡下に切除した横隔膜原発気管支原性嚢胞の一例

帝京大学医学部附属溝口病院外科　　渡部　真人
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EP194-05	 	左腕頭静脈瘤を疑われ両側胸腔鏡下に切除し得た縦隔海綿状血管腫
国立病院機構埼玉病院呼吸器外科　　中西　浩三

EP194-06	 	二期的胸腔鏡下摘出術を施行した後縦隔神経節細胞腫の7歳女児例
安城更生病院小児外科　　牧田　　智

EP194-07	 	単孔式胸腔鏡下に切除し得た非定形型胸腺カルチノイドの1例
三愛病院外科　　君島　　映

EP194-08	 	胸腔鏡下胸腺嚢胞摘出術にS.A.N.D.バルーンカテーテルが有効であった1例
山梨大学医学部第二外科　　佐藤　大輔

EP194-09	 	胸腔鏡下に切除した後縦隔血管腫の1例
北九州総合病院外科　　中川　　誠

EP194-10	 	重症筋無力症に対して胸腔鏡下拡大胸腺摘出術を施行した1例
松江赤十字病院　　佐藤　泰之

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 10：00～ 11：00

ePoster195　　膀胱・前立腺
司　会　��京都大学大学院医学研究科泌尿器科� 井上　貴博

EP195-01	 	Reduced	port	(2-port)	radical	prostatectomyのlearning	curve
安城更生病院泌尿器科　　小林　隆宏

EP195-02	 	恥骨後式およびロボット支援下根治的前立腺全摘除術における癌制御の比較
東京大学医学部付属病院泌尿器科・男性科　　中村　真樹

EP195-03	 	当院のロボット支援腹腔鏡前立腺全摘除術における肥満の周術期成績、合併症に対す
る影響の検討

横須賀市立うわまち病院泌尿器科　　村上　泰清
EP195-04	 	当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術の治療成績とlearning	curveの検

討
滋賀医科大学泌尿器科学講座　　永澤　誠之

EP195-05	 	ロボット支援前立腺全摘除術における手術待機時間の術後生化学的再発へ与える影響
鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野　　森實　修一

EP195-06	 	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
徳島大学泌尿器科　　尾崎　啓介

EP195-07	 	前立腺全摘除術における術後QOLに関する検討―術後1年間の推移―
山形大学医学部腎泌尿器外科学講座　　川添　　久

EP195-08	 	ロボット支援下前立腺全摘除術施行後両側水腎症をきたした一例
名古屋第二赤十字病院泌尿器科　　山田　浩史

EP195-09	 	高リスク前立腺癌に対するロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RALP)の検討
近畿大学医学部附属病院泌尿器科　　大関　孝之

EP195-10	 	ロボット支援前立腺全摘除術における尿禁制と性機能温存に関する検討
九州大学大学院医学研究院泌尿器科学分野　　柏木　英志
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 13：10～ 14：10

ePoster196　　大腸悪性38
司　会　��川崎医科大学消化器外科� 鶴田　　淳

EP196-01	 	高齢腹腔鏡補助下結腸切除患者における術後回復促進の強化
岡山労災病院外科　　吉田　亮介

EP196-02	 	90歳以上超高齢者大腸癌症例における腹腔鏡下手術の安全性と適応
Southern	TOHOKU	General	Hospital　　河村　英恭

EP196-03	 	膀胱全摘後に、直腸癌に対して腹腔鏡下前方切除術＋D3を施行した一例
戸田中央総合病院　　真崎　純一

EP196-04	 	後腹膜線維症併存S状結腸癌に対し腹腔鏡下S状結腸切除術を施行した1例
北播磨総合医療センター外科　　阿部　智喜

EP196-05	 	胃癌・大腸癌腹腔鏡下同時切除術を施行した8例の検討
岐阜大学医学部腫瘍外科　　末次　智成

EP196-06	 	直腸癌・前立腺癌に対し、一期的に腹腔鏡下超低位前方切除術とロボット支援前立腺
摘除術を施行した一例

市立宇和島病院外科　　石田　直樹
EP196-07	 	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
愛知医科大学病院　　加藤　翔子

EP196-08	 	腹腔鏡下低位前方切除術とロボット支援腹腔鏡下左腎部分切除術を同時に行った1例
東京女子医科大学消化器外科　　大木　岳志

EP196-09	 	cT4bS状結腸癌と左腎細胞癌に対して腹腔鏡下直腸前方切除術及び左腎摘除術を施行
した1例

厚生連高岡病院　　林　　憲吾
EP196-10	 	小腸リンパ腫を先進とした腸重積と横行結腸癌の併存に対して腹腔鏡下手術を施行し

た1例
JCHO徳山中央病院外科　　久保　秀文

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 13：10～ 14：10

ePoster197　　大腸悪性39
司　会　��国立がん研究センター中央病院大腸外科� 塚本　俊輔

EP197-01	 	異時性大腸癌に対してそれぞれ腹腔鏡下大腸切除術を施行した症例の検討
静岡県立静岡がんセンター大腸外科　　小井土耕平

EP197-02	 	腹腔鏡下手術を施行した異時性大腸癌の4例
郡上市民病院外科　　島本　　強

EP197-03	 	同時性肝転移を有する大腸癌に対する腹腔鏡下大腸・肝同時切除術の短期成績
熊本大学大学院消化器外科学　　宮本　裕士

EP197-04	 	原発巣切除および化学療法後に腹腔鏡下に切除し得た上行結腸癌同時性胃大弯リンパ
節転移の1例

名古屋第一赤十字病院　　南　　貴之
EP197-05	 	近位側切離線の決定に難渋した多発大腸癌に対する腹腔鏡下切除術の1例

福井赤十字病院外科　　青竹　利治
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EP197-06	 	膵腺房細胞癌の異時性直腸転移に対して腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した1例
筑波大学附属病院　　堂本　　優

EP197-07	 	食道癌術後大腸転移に対し腹腔鏡下に切除しえた一例
蒲郡市民病院外科　　藤井　善章

EP197-08	 	十二指腸癌術後直腸転移に対して腹腔鏡下に根治切除し得た1例
慶應義塾大学医学部外科学教室（一般・消化器外科）　　足立　陽子

EP197-09	 	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

愛知県がんセンター中央病院消化器外科　　筒山　将之
EP197-10	 	完全内臓逆位を伴う上行結腸癌に対し腹腔鏡下根治手術を行った1例

聖隷浜松病院　　高部　裕也

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 13：10～ 14：04

ePoster198　　大腸悪性40
司　会　��慈愛会今村総合病院消化器外科� 馬場　研二

EP198-01	 	完全内臓逆位に合併した上行結腸癌に対し単孔式腹腔鏡下結腸右半切除術を施行した
1例

福井県立病院　　島田　麻里
EP198-02	 	腹腔鏡下手術を施行した部分内臓逆位を合併する上行結腸癌の1例

相模原協同病院消化器病センター外科　　奥野　晃太
EP198-03	 	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

東京都立墨東病院　　日吉　雅也
EP198-04	 	腹膜透析患者に対する腹腔鏡下大腸癌手術の経験

小倉記念病院　　阪本　裕亮
EP198-05	 	長期腹膜透析後、慢性血液維持透析中の直腸癌患者に対して腹腔鏡補助下低位前方切

除術を施行した一例
三井記念病院消化器外科　　田中　佑典

EP198-06	 	白血病治療中に乳癌と同時に診断された上行結腸癌に対し腹腔鏡下手術を施行した1
例

宝塚市立病院　　山崎　純也
EP198-08	 	腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後に腹腔鏡下大腸切除術を行ったS状結腸癌の1

例
静岡県立総合病院消化器外科　　大島　健志

EP198-09	 	ステントグラフト内挿術後に施行した腹腔鏡下S状結腸切除術の2例
岐阜大学高度先進外科　　木山　　茂

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 13：10～ 14：04

ePoster199　　大腸悪性41
司　会　��国立がん研究センター中央病院大腸外科� 落合　大樹

EP199-01	 	腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術後に腹腔鏡補助下切除を行ったS状結腸癌の1例
高知大学附属病院がん治療センター　　岡本　　健

EP199-02	 	左総腸骨動脈大腿動脈バイパス術後の直腸癌に対し腹腔鏡下Hartmann術を施行した1
例

静岡医療センター外科　　加藤　喜彦
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EP199-03	 	SevereASを有する横行結腸癌に対しTAVI施行後早期に腹腔鏡下横行結腸切除を施行
した1例

小倉記念病院外科　　西村　　拓
EP199-04	 	肝硬変併存早期大腸癌に対し腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）を応用し全層切除を施

行した1例
山梨赤十字病院外科　　小沢　慶彰

EP199-05	 	馬蹄腎、肝硬変を合併したS状結腸癌に対して，腹腔鏡下結腸切除を施行した1例
埼玉協同病院外科　　佐野　貴之

EP199-06	 	腹腔鏡下直腸高位前方切除術を施行した馬蹄腎併存のS状結腸癌の1切除例
日本赤十字社和歌山医療センター　　細川　慎一

EP199-07	 	強直性脊椎炎既往の直腸癌に対して腹腔鏡補助下低位前方切除術を施行した1例
国立病院機構南和歌山医療センター　　重河　嘉靖

EP199-08	 	腹腔への髄液シャントチューブ留置患者に対する腹腔鏡下大腸切除術の2例
市立函館病院　　佐藤　利行

EP199-09	 	直腸癌切除術後3年7ヶ月の時点で遺残閉鎖リンパ節を腹腔鏡下にて切除し得た一例
獨協医科大学越谷病院外科　　大井　　悠

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 13：10～ 14：04

ePoster200　　小腸7
司　会　��神戸市立西神戸医療センター外科・消化器外科� 京極　高久

EP200-01	 	胃切除後の重度嚥下障害者に対しLECSで単孔式空腸瘻造設術を施行した1例
洛和会丸太町病院外科　　出口　勝也

EP200-02	 	単孔式腹腔鏡下手術を行った胆嚢十二指腸瘻を伴う胆石イレウスの1例
四街道徳洲会病院／順天堂大学下部消化管外科／川崎幸病院外科　　伊藤　慎吾

EP200-03	 	単孔式腹腔鏡補助下手術にて治療した胆石イレウスの1例
青木記念病院　　伊藤　暢宏

EP200-04	 	単孔式腹腔鏡下イレウス解除術を行った胆石イレウスの1例
上白根病院外科　　井口　健太

EP200-05	 	単孔式腹腔鏡下手術を施行した回腸子宮内膜症の1例
福岡徳洲会病院外科　　岡本　辰哉

EP200-06	 	出血を繰り返す小腸GISTに対し単孔式腹腔鏡手術を施行した2例
大原綜合病院外科　　佐藤　孝洋

EP200-07	 	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

福岡徳洲会病院外科　　島岡　秀樹
EP200-08	 	単孔式腹腔鏡下手術にて切除した小腸濾胞性リンパ腫の1例

名古屋第一赤十字病院　　前田　真吾
EP200-09	 	偶発的に発見した小腸異所性膵を単孔式腹腔鏡下切除術で摘出し得た一例

香川県済生会病院　　若林　彩香
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 13：10～ 14：10

ePoster201　　ヘルニア28
司　会　��沖縄ハートライフ病院・ヘルニアセンター� 嵩原　裕夫

EP201-01	 	腹膜前修復法後の鼡径ヘルニア再々発例に対して腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）
を施行した1例

八戸市立市民病院外科　　中山　義人
EP201-02	 	再発鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下に修復した2例

水戸済生会総合病院　　朴　　秀吉
EP201-03	 	前方アプローチによる鼠径ヘルニア修復術後再発に対し腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術

（TAPP）が有用だった1例
市立東大阪医療センター・消化器外科　　高山　碩俊

EP201-04	 	再発性鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）を施行し得た3
例

八尾徳州会総合病院外科／尼崎中央病院外科　　町田　智彦
EP201-05	 	再々々発鼠径ヘルニアをTAPPにて修復した1例

行徳総合病院　　太田　拓実
EP201-06	 	TAPP法にて修復した再発性鼠径部膀胱ヘルニア

康生会武田病院外科　　大江正士郎
EP201-07	 	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

国家公務員共済組合連合会浜の町病院外科　　池永　直樹
EP201-08	 	再発鼡径ヘルニアに対するハイブリッド手術の経験

長野県立須坂病院　　今井紳一郎
EP201-09	 	前方アプローチによる鼠径ヘルニア修復術後の再発症例に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニ

ア修復術
北見赤十字病院　　山口　晃司

EP201-10	 	当院で修復術を行った再発鼠径ヘルニア症例の検討
筑後市立病院　　加来　秀彰

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 13：10～ 14：10

ePoster202　　ヘルニア29
司　会　��滋賀県立成人病センター外科� 山本　道宏

EP202-01	 	経腹的腹膜前修復（TAPP）法術後腹腔内血腫による腹部コンパートメント症候群の1
例

済生会横浜市南部病院外科　　橋本　　至
EP202-02	 	Barbed	Sutureにて腹膜閉鎖した腹腔鏡下ヘルニア修復術後イレウスの1	例

札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科　　秋月　恵美
EP202-03	 	TAPP術後早期に発症した腸閉塞に対し、鏡視下（IPOM）で治療した1例

国立国際医療研究センター病院　　三原　史規
EP202-04	 	腹腔鏡下ヘルニア根治術で膀胱損傷を合併した1例

横浜市立大学　　天野　新也
EP202-05	 	腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）後漿液腫の検討

富山大学消化器・腫瘍・総合外科　　関根　慎一
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EP202-06	 	腹腔鏡下手術が有用であった右鼠径ヘルニアによる続発性大網捻転症の1例
千早病院外科　　金城　和寿

EP202-07	 	鼠径ヘルニア嵌頓後の偽還納に対して，腹腔鏡観察下にDirect	Kugel法を用いて修復
した1例

東大和病院消化器・外科　　有馬　孝博
EP202-08	 	当院における鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、閉鎖孔ヘルニアの嵌頓症例に対する腹腔

鏡下修復術についての検討
名古屋徳洲会総合病院外科　　今神　　透

EP202-09	 	当院における若手医師への腹腔鏡下ヘルニア修復術（TEP）の導入
東京女子医科大学八千代医療センター消化器外科　　今西　　啓

EP202-10	 	大腿ヘルニア嵌頓術後に遅発性小腸狭窄をきたした1例
中通総合病院　　松浦多恵子

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 13：10～ 14：10

ePoster203　　末梢血管・その他
司　会　��徳島大学医学部消化器・移植外科� 吉川　幸造

EP203-01	 	下肢静脈性潰瘍に対する内視鏡下筋膜下穿通枝手術（SEPS）の有用性
洛和会音羽病院外科／内視鏡下静脈疾患治療研究会　　武田　亮二

EP203-02	 	脾動脈瘤を合併したS状結腸癌に対して一期的に腹腔鏡下根治術を施行した1例
荒尾市民病院外科　　勝守　高士

EP203-03	 	腹腔鏡下に切除した未破裂右胃大網動脈瘤の1例
香川労災病院　　永井　康雄

EP203-04	 	腹腔鏡下左胃動脈結紮術で治療した無症候性未破裂左胃動脈瘤の一例
米沢市立病院　　佐藤　佳宏

EP203-05	 	ハンドアシスト法で腹腔鏡補助下脾動脈瘤切除再建術を行った2例
草加市立病院外科　　小郷　泰一

EP203-06	 	総肝動脈瘤に対し血管内治療に腹腔鏡下手術治療を併置した1例
兵庫県立姫路循環器病センター　　大澤　正人

EP203-07	 	腹腔動脈起始部圧迫症候群を伴う膵十二指腸動脈瘤破裂に対し塞栓術後に腹腔鏡下靭
帯切離術を施行した1例

国立病院機構東京医療センター外科／平塚市民病院外科　　大住　幸司
EP203-08	 	当院での腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術（LAPEG）の経験

南奈良総合医療センター外科　　田仲　徹行
EP203-09	 	当院における腹腔鏡下胃空腸バイパス術

諏訪赤十字病院　　菅谷　慎祐
EP203-10	 	腹腔鏡下に治療した正中弓状靱帯圧迫症候群の1例

川崎医科大学消化器外科　　東田　正陽

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 13：10～ 14：10

ePoster204　　肝臓11
司　会　��奈良県立医科大学消化器・総合外科� 野見　武男

EP204-01	 	右側肝円索を伴う転移性肝癌に対し腹腔鏡下肝S5系統的切除術を施行した1例
がん・感染症センター都立駒込病院肝胆膵外科　　山本　　淳
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EP204-02	 	腹腔鏡下肝部分切除術を施行した肝硬変を伴う異時性直腸癌肝転移の1例
東京医大茨城医療センター消化器外科　　下田　　貢

EP204-03	 	当科における腹腔鏡下肝切除と胃切除の同時施行例の検討
北海道大学大学院消化器外科学分野1　　長津　明久

EP204-04	 	腹腔鏡下再肝切除術におけるDifficulty	scoring	systemの意義
大阪市立総合医療センター肝胆膵外科　　木下　正彦

EP204-05	 	腹腔鏡下肝左側尾状葉切除術における簡便な視野展開の工夫
明和病院外科　　中島　隆善

EP204-06	 	腹腔鏡下肝腎同時手術の1例
岐阜大学腫瘍外科　　多和田　翔

EP204-07	 	肝細胞癌腹膜播種性微小結節に対してICG蛍光内視鏡システムにより同定を行った症
例

広島大学消化器・移植外科学　　黒田慎太郎
EP204-08	 	肝門半肝遮断下に腹腔鏡下肝切除を行った一例

JR東京総合病院消化器外科　　竹村　信行
EP204-09	 	完全腹腔鏡下で切除した巨大肝血管腫の1例

福島県立医科大学肝胆膵・移植外科学講座　　岡田　　良
EP204-10	 	発症経過が異なる肝嚢胞に対して腹腔鏡下天蓋切除術を行った2症例

尼崎中央病院外科　　木原　直貴

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 13：10～ 14：10

ePoster205　　胆嚢・総胆管12
司　会　��関西医科大学附属病院外科� 柳本　泰明

EP205-01	 	胆嚢床における胆嚢動脈の走行を確認したLap-Cの2例
国立病院機構別府医療センター　　皆尺寺悠史

EP205-02	 	左側胆嚢に対してDome-down-techniqueを利用して単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を施
行した一例

昭和大学横浜市北部病院　　垣迫　健介
EP205-03	 	胆嚢十二指腸瘻を伴う慢性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の1例

市立岸和田市民病院外科　　山中　健也
EP205-04	 	急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の工夫

公益社団法人東京都教職員互助会三楽病院外科　　伊藤　　契
EP205-05	 	胆嚢管が副肝管に合流する破格を有する症例に対し、術前にENBDを留置し安全に

LCを施行した1例
市立東大阪医療センター消化器外科　　板倉　弘明

EP205-06	 	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
ときわ会常磐病院外科　　吉岡佑一郎

EP205-07	 	胆管内留置カテーテルを核に形成した総胆管結石の一例
中部徳洲会病院外科　　玉榮　　剛

EP205-08	 	横隔膜頂点に癒着を伴った胆石性胆嚢炎に対してポート配置を工夫し腹腔鏡下胆嚢摘
出術をなし得た1例

けいゆう病院　　沼田　佳久
EP205-09	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢管走行異常の1例

平塚共済病院外科　　内山　　護
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EP205-10	 	高度脊柱側彎症例に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例
市立函館病院消化器外科　　長瀬　勇人

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 13：10～ 14：10

ePoster206　　膵臓7
司　会　��和歌山県立医科大学第2外科� 川井　　学

EP206-01	 	腹腔鏡下尾側膵切除術の手技の定型化とその成績
国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター外科　　首藤　　毅

EP206-02	 	腹腔鏡下膵体尾部切除で切除し得た後腹膜由来paragangliomaの一例
筑波大学附属病院消化器外科　　栗盛　　洸

EP206-03	 	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術を施行した膵Solid-pseudopapillary	neoplasmの1例
公立岩瀬病院　　土屋　貴男

EP206-04	 	膵鈎部および十二指腸水平脚に近接した膵外腫瘤に対する膵十二指腸温存下の腹腔鏡
下切除術

イムス札幌消化器中央総合病院外科　　田中　栄一
EP206-05	 	膵体尾部癌に対する腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科　　蔵原　　弘
EP206-06	 	腹腔鏡下膵核出術を行った膵内分泌腫瘍2例の検討

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科学　　又木　雄弘
EP206-07	 	背側膵動脈に着目した腹腔鏡下膵体尾部切除術

九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科　　仲田　興平
EP206-08	 	小児に発生した膵solid	pseudopapillary	neoplasmに対し、腹腔鏡下脾温存膵体尾部切

除を施行した1例
独立行政法人国立病院機構福山医療センター外科　　稲垣　　優

EP206-09	 	腹腔鏡下脾臓温存膵体尾部切除の1例
岸和田徳洲会病院外科　　山口　智之

EP206-10	 	当院における腹腔鏡下膵体尾部切除術の現状と課題
公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院消化器センター外科　　内田洋一朗

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 13：10～ 14：10

ePoster207　　脾臓2
司　会　��大阪労災病院肝胆膵外科� 清水　潤三

EP207-01	 	腹腔鏡下脾臓摘出術を行ったsclerosing	angiomatoid	nodular	transformationの1例
大阪市立総合医療センター　　米光　　健

EP207-02	 	瘤径35mmの脾動脈瘤を合併した盲腸癌に対して腹腔鏡下に回盲部切除術と脾臓摘出
術を同時に施行した一例

済生会横浜市東部病院　　坊岡　英祐
EP207-03	 	LigaSureとVIOソフト凝固システムを用いて腹腔鏡下天蓋切除を施行した巨大脾嚢胞

の1例
独立行政法人国立病院機構東京医療センター外科　　川口　義樹

EP207-04	 	腹腔鏡下手術を施行した脾動脈瘤3例
JCHO久留米総合病院　　亀井　英樹

EP207-05	 	腹腔鏡下天蓋切除術後に再発・感染をきたし脾摘術に至った巨大脾嚢胞の1例
徳島大学地域外科診療部　　篠原　永光
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EP207-06	 	脾嚢胞に対してLaparoscopic	dome	resectionを施行した1例
沼津市立病院外科　　磯崎　哲朗

EP207-07	 	巨大脾嚢胞に対し腹腔鏡下脾摘術を施行した1例
加古川中央市民病院外科　　桂　　大希

EP207-08	 	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－
筑波大学附属病院消化器外科　　小松崎修平

EP207-09	 	瘤への流入血管のクリッピングのみで治療し得た脾動脈瘤の一例
国立病院機構独立行政法人大阪医療センター　　山本　　慧

EP207-10	 	小児腹腔鏡下脾臓摘出術における内側アプローチの有用性
大阪大学大学院小児成育外科　　高山　慶太

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 13：10～ 14：10

ePoster208　　大腸良性15
司　会　��順天堂大学下部消化管外科� 小島　　豊

EP208-01	 	虫垂原発sessile	serrated	adenoma/polypに対し、腹腔鏡下虫垂切除術を施行し完全
切除し得た1例

白十字病院外科　　甲斐田大貴
EP208-02	 	卵巣腫瘍の術前診断で腹腔鏡手術を施行した虫垂粘液嚢胞腺腫の1例

名古屋掖済会病院外科　　清板　和昭
EP208-03	 	虫垂嚢胞性疾患に対する腹腔鏡手術の経験

飯塚病院　　甲斐　正徳
EP208-04	 	虫垂に発生したIgG4関連炎症性偽腫瘍の1例

聖隷三方原病院　　丸山　翔子
EP208-05	 	腹腔鏡補助下盲腸部分切除術を施行した非腫瘍性虫垂粘液瘤の1例

富山逓信病院外科　　大上　英夫
EP208-06	 	腹腔鏡下に切除した低異型度虫垂粘液性腫瘍の5例

大阪市立総合医療センター消化器外科　　田嶋　哲三
EP208-07	 	腹腔鏡下手術を施行した虫垂粘液嚢腫の9例

社会医療法人財団新和会八千代病院　　花澤　隆明
EP208-08	 	若年女性に発症したTailgut	cystに対して腹腔鏡下手術を施行した1例

名古屋市立西部医療センター　　早川　俊輔
EP208-09	 	Tailgut	cystに対し腹腔鏡下嚢胞切除術を施行した1例

東邦大学医療センター大橋病院外科　　新妻　　徹
EP208-10	 	腹腔鏡下に摘出できた60mm大の膀胱直腸窩peritoneal	loose	bodyの1例

東京慈恵医科大学附属柏病院消化器外科　　松本　　倫

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 13：10～ 14：04

ePoster209　　食道良性・悪性
司　会　��和歌山労災病院外科� 岩橋　　誠

EP209-01	 	巨大裂孔ヘルニアを伴うバレット食道腺癌に対する腹腔鏡・胸腔鏡手術
石巻赤十字病院　　市川　宏文

EP209-02	 	経裂孔腹腔鏡下切除を行った両側横隔膜上食道憩室の1例
能代山本医師会病院外科　　佐々木智彦
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EP209-03	 	腹腔鏡手術にて修復し得た巨大食道裂孔ヘルニアの2例
聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院消化器・一般外科　　岸　　龍一

EP209-04	 	胸腔鏡下に切除した横隔膜上食道憩室の1例
大阪大大学院・消化器外科学　　小田切数基

EP209-05	 	鏡視下食道癌術後に胃管の縦隔内脱出により食道裂孔ヘルニアを来した1例
稲沢市民病院外科　　安藤　公隆

EP209-06	 	胸腔鏡下食道切除後に合併した横隔膜ヘルニアの2例
東邦大学医療センター佐倉病院外科　　吉田　　豊

EP209-07	 	頚部食道巨大癌肉腫を喉頭温存しつつ鏡視下切除した1例
諏訪赤十字病院外科　　丸山起誉幸

EP209-08	 	ロボット支援下に切除した食道GISTの一例
東京医科大学病院消化器・小児外科　　渡辺　隆文

EP209-09	 	気管憩室を併存した胸部食道癌の1例
昭和大学消化器一般外科　　山崎　達哉

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 13：10～ 14：10

ePoster210　　胃・十二指腸良性5
司　会　��聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科� 民上　真也

EP210-01	 	多発腹腔内動脈瘤を併発した正中弓状靭帯症候群に対して、腹腔鏡下正中弓状靭帯切
開術を施行した1例

防衛医科大学校　　赤崎　卓之
EP210-02	 	腹腔鏡下スリーブ状胃切除術後のGERDに対してHernia	Repairを施行した1例

関西医科大学付属病院　　川口　貴士
EP210-03	 	胃重複症に対して腹腔鏡下開窓術を施行した1小児例

埼玉県立小児医療センター　　加藤　怜子
EP210-04	 	極めて稀な胃粘膜下腫瘍である蔓状線維粘液腫の腹腔鏡下切除例

札幌医科大学消化器・総合、乳腺・内分泌外科　　内山　素伸
EP210-05	 	管腔発育型胃粘膜下腫瘍に対してCLEAN-NETを施行した2例

丸の内病院外科　　五十嵐　淳
EP210-06	 	腹腔鏡補助下経皮内視鏡的胃瘻造設術（LAPEG）（イントロデューサー変法）を行っ

た1例
松阪中央総合病院外科　　大澤　一郎

EP210-07	 	腹腔鏡下に治療した十二指腸嵌頓胆石イレウスの1例
独立行政法人国立病院機構熊本再春荘病院　　大原　千年

EP210-08	 	超高齢者に対する腹腔鏡下胃空腸吻合術が有効であった良性十二指腸狭窄の一例
碧南市民病院外科　　川上　次郎

EP210-09	 	SMA症候群と鑑別を要した成人腸回転異常症に伴う十二指腸狭窄に対して腹腔鏡手術
を行なった1例

桑名東医療センター　　高橋　直樹
EP210-10	 	腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）にて治療し得た胃異所性膵炎の一例

恵み野病院外科　　森田　恒彦
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 13：10～ 14：10

ePoster211　　胃・十二指腸良性6
司　会　��東海大学消化器外科� 鍋島　一仁

EP211-01	 	当院における上部消化管穿孔に対する治療戦略
済生会野江病院消化器外科　　岡村　昌彦

EP211-02	 	当院における胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃局所切除の成績
岩手県立中央病院　　神谷　蔵人

EP211-03	 	当院における腹腔鏡下Hassab手術の成績
刈谷豊田総合病院消化器・一般外科　　藤幡　士郎

EP211-04	 	当科における胃GISTに対する腹腔鏡下手術の治療成績の検討
東北大学大学院消化器外科学　　小野　　翼

EP211-05	 	当科における腹腔鏡下栄養瘻造設術の検討
防衛医科大学校外科学講座　　神津　慶多

EP211-06	 	胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下手術
舞鶴赤十字病院外科　　伊藤　範朗

EP211-07	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術後再建　Double-Flap	Techniqueの導入
富山県立中央病院　　柄田　智也

EP211-08	 	当院における十二指腸潰瘍穿孔に対する単孔式腹腔鏡下大網被覆術の工夫
北九州市立八幡病院消化器外科　　木戸川秀生

EP211-09	 	上部消化管穿孔に対する腹腔鏡下穿孔部閉鎖術－Knotless	barbed	sutureの有用性－
地域医療機能推進機構九州病院　　西村　志帆

EP211-10	 	十二指腸腫瘍に対し腹腔鏡・内視鏡合同手術LECSを施行した4例
長浜赤十字病院外科　　下松谷　匠

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 13：10～ 14：10

ePoster212　　胃・十二指腸悪性33
司　会　��和歌山県立医科大学外科学第2講座� 尾島　敏康

EP212-01	 	当施設における腹腔鏡下胃癌手術後十二指腸断端瘻の検討
滋賀県立成人病センター　　鎌田　泰之

EP212-02	 	腹腔鏡下胃切除における出血・吻合にまつわるトラブルシューティング
京都府立医科大学消化器外科　　窪田　　健

EP212-03	 	腹腔鏡下胃切除症例における術前NLR値の意義
済生会新潟第二病院外科　　大渓　隆弘

EP212-04	 	胃癌に対する腹腔鏡胃切後の腹腔内合併症発生におけるドレーンアミラーゼ値の測定
意義

大阪市立大学腫瘍外科学　　田中　浩明
EP212-05	 	腹腔鏡下胃切除術後のイレウスに関する検討

岐阜大学医学部高度先進外科　　関野誠史郎
EP212-06	 	市中病院でのロボット支援腹腔鏡下胃切除術の経験

豊橋市民病院一般外科　　平松　和洋
EP212-07	 	当院におけるロボット支援腹腔鏡下胃切除のセットアップと助手の役割

水戸赤十字病院　　鈴木　和光
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EP212-08	 	ロボット支援下胃切除術の安全な導入のために当院で行った準備と導入経験の報告
国立病院機構京都医療センター外科　　畑　　啓昭

EP212-09	 	ロボット支援下胃切除における助手の役割
新潟市民病院消化器外科　　小林　和明

EP212-10	 	4	portでの腹腔鏡下幽門側胃切除術6例の検討
帝京大学医学部外科　　清川　貴志

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 13：10～ 14：10

ePoster213　　胃・十二指腸悪性34
司　会　��昭和大学横浜市北部病院消化器センター� 日高　英二

EP213-01	 	当院における高齢者胃癌に対する腹腔鏡手術の短期手術成績
みやぎ県南中核病院外科　　井上　亨悦

EP213-02	 	高齢者進行胃癌のオンコロジーエマージェンシーに対する腹腔鏡下胃切除術の短期成
績

ベルランド総合病院外科　　庾　　　賢
EP213-03	 	80歳以上の高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除の短期治療成績の検討

新潟県立がんセンター新潟病院　　會澤　雅樹
EP213-04	 	85歳以上の超高齢者に対する腹腔鏡下胃切除術の妥当性に関する検討

愛媛県立中央病院消化器外科　　山田眞一郎
EP213-05	 	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

JA広島総合病院　　杉山　陽一
EP213-06	 	80歳以上の高齢者進行胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の治療成績

大分大学医学部消化器・小児外科学講座　　藤島　　紀
EP213-07	 	高齢者に対する腹腔鏡下胃全摘術の短期成績の検討

大阪市立総合医療センター消化器外科　　櫻井　克宣
EP213-08	 	80歳以上の高齢者胃癌に対する腹腔鏡手術の成績

市立池田病院消化器外科　　赤丸　祐介
EP213-09	 	高齢者胃癌に対する腹腔鏡下手術の安全性と適応

北里大学北里研究所病院　　迫　　裕之
EP213-10	 	高齢者胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の安全性と有効性について	―地方病院での検討

―
済生会八幡総合病院外科　　芝原幸太郎

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 13：10～ 14：10

ePoster214　　胃・十二指腸悪性35
司　会　��島根大学医学部附属病院消化器・総合外科� 平原　典幸

EP214-01	 	当院の高齢者に対する胃癌手術におけるリスク評価について
住友病院　　岡崎　由季

EP214-02	 	当院における胃癌に対する腹腔鏡下手術の長期成績について
天理よろづ相談所病院消化器外科　　木村　有佑

EP214-03	 	腹腔鏡下幽門保存胃切除術の短・長期的手術成績
がん・感染症センター都立駒込病院　　大日向玲紀
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EP214-04	 	残胃癌に対する腹腔鏡下残胃全摘術について
立川綜合病院外科　　福田進太郎

EP214-05	 	残胃癌に対する完全腹腔鏡下胃全摘術の手技
住友病院　　加藤　幸裕

EP214-06	 	腹腔鏡下噴門側胃切除術後Double	Tract法再建における空腸残胃NI吻合
石川県立中央病院　　福島　　大

EP214-07	 	当院における腹腔鏡下噴門側胃切除、空腸間置再建の成績
済生会横浜市東部病院外科　　三原　康紀

EP214-08	 	審査腹腔鏡の臨床的意義
藤田保健衛生大学総合消化器外科　　鶴　　安浩

EP214-09	 	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
東京女子医科大学病院消化器・一般外科　　芹澤　朗子

EP214-10	 	腰椎麻酔下審査腹腔鏡施行の工夫、成績について
京都桂病院　　小西小百合

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 13：10～ 13：58

ePoster215　　食道悪性9
司　会　��神戸市立西神戸医療センター外科・消化器外科� 伊丹　　淳

EP215-01	 	食道切除・胸骨後経路再建後の食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下修復術を行った1
例

京都府立医科大学消化器外科　　多加喜　航
EP215-02	 	胸腔鏡下食道亜全摘術後胸骨後再建経路に内ヘルニアを生じた1例

昭和大学医学部消化器・一般外科教室　　佐藤　義仁
EP215-03	 	胸腔鏡下食道癌根治術にて、肺癒着剥離時の出血コントロールに苦慮した1例

昭和大学消化器・一般外科　　加藤　　礼
EP215-04	 	食道胃接合部に発生したmixed	adenoneuroendocrine	carcinomaの1例

東海大学医学部消化器外科　　新田　美穂
EP215-05	 	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

広島大学原医研腫瘍外科　　浜井　洋一
EP215-06	 	侵襲軽減目的に胸腔鏡下に食道切除、二期的小腸再建を行った食道、胃、十二指腸、

膀胱の同時性4重複癌の1例
大阪市立総合医療センター消化器外科　　菊地　拓也

EP215-07	 	食道内分泌細胞癌に対し胸腔鏡下食道癌根治術を主体とした集学的治療を行った1例
昭和大学消化器・一般外科　　広本　昌裕

EP215-08	 	濾胞性リンパ腫を重複した食道癌の1例
昭和大学消化器・一般外科　　望月　清孝

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 13：10～ 14：10

ePoster216　　縦隔2
司　会　��福山医療センター呼吸器外科� 林　　達朗

EP216-01	 	気管支原性嚢胞に対して腹臥位胸腔鏡下手術を施行した1例
東京慈恵会医科大学附属柏病院外科　　山本　世怜
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EP216-02	 	8cm大胸腺腫を合併した重症筋無力症に対して両側3-port胸腔鏡下拡大胸腺全摘術を
施行した1例

虎の門病院呼吸器センター外科　　中野　祐太
EP216-03	 	胸腔鏡下に切除した縦隔内甲状腺腫瘍の3例

中頭病院外科　　嘉数　　修
EP216-04	 	胸腔鏡下に切除した縦隔内異所性副甲状腺腫の1例-正中アプローチによる2切除例と

の比較検討-
埼玉医科大学国際医療センター呼吸器外科　　田口　　亮

EP216-05	 	完全胸腔鏡下に摘出した後腹膜原発気管支原性嚢胞の1例
東京都立小児総合医療センター外科／国立病院機構東埼玉病院呼吸器

外科　　下高原昭廣
EP216-06	 	乳び胸に対し硬化療法および癒着療法を施行した縦隔リンパ管腫の1例

中頭病院外科　　大田　守雄
EP216-07	 	奇静脈を温存し内視鏡下に摘出した食道筋層内食道気管嚢胞の一例

刈谷豊田総合病院　　鈴木あゆみ
EP216-08	 	胸腔鏡下被膜内核出術を行い反回神経機能を温存し得た左上縦隔迷走神経鞘腫の1例

JA秋田厚生連大曲厚生医療センター　　中川　　拓
EP216-09	 	間質性肺炎合併肺癌の肺葉切除後，肺瘻を伴わない縦隔気腫に対し胸腔鏡下縦隔ドレ

ナージ術が奏功した1例
神奈川県立循環器呼吸器病センター呼吸器外科　　新里　　稔

EP216-10	 	前縦隔の心膜嚢胞に対し単孔式胸腔鏡下手術にて切除した症例
静岡市立清水病院呼吸器外科　　加藤　暢介

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 13：10～ 13：58

ePoster217　　膀胱・前立腺・副腎
司　会　��市立豊中病院泌尿器科� 三宅　　修

EP217-01	 	当院におけるReduced	port	surgeryによる腹腔鏡下膀胱全摘除術の手術成績
安生更生病院泌尿器科　　永井　　隆

EP217-02	 	腸管4ヶ所が癒着した膀胱周囲膿瘍に対し腹腔鏡下膀胱部分切除術を施行した1例
上尾中央総合病院泌尿器科　　福田　　護

EP217-03	 	化学療法中に発症した回腸新膀胱の穿孔に対し腹腔鏡下に修復しえた1例
順天堂大学下部消化管外科　　小針　　文

EP217-04	 	腹腔鏡下に診断および治療しえた副腎偽嚢胞の1例
けいゆう病院　　渡部　晃子

EP217-05	 	副腎褐色細胞腫に対する腹腔鏡下手術の臨床的検討
神戸大学大学院医学研究科腎泌尿器科学分野　　千葉　公嗣

EP217-06	 	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
佐世保市総合医療センター泌尿器科　　古川　正隆

EP217-07	 	当院における前立腺全摘除術の検討
佐賀県医療センター好生館　　諸隈　　太

EP217-08	 	HoLEP手術における年齢階層別の患者背景と周術期成績
聖路加国際病院泌尿器科　　遠藤　文康
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.1） 14：10～ 15：10

ePoster218　　大腸悪性42
司　会　��防衛医科大学校外科� 神藤　英二

EP218-01	 	骨盤放射線治療後に発症した骨盤内腸閉塞に対して腹腔鏡下回腸上行結腸吻合術を施
行し良好な経過を得た2例

平塚市民病院　　佐々木健人
EP218-02	 	多発筋炎/皮膚筋炎でみつかり腹腔鏡下に切除し得た直腸癌の一例

岡山大学消化器外科　　重安　邦俊
EP218-03	 	上行結腸癌に対する体腔内吻合における回腸-横行結腸吻合の工夫

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科　　濱田　由紀
EP218-04	 	腹腔鏡下に切除した尿膜管遺残症合併上行結腸癌の1例

富山赤十字病院　　竹原　　朗
EP218-05	 	手術時に工夫を要した脾腫と巨大腎嚢胞が併発した直腸癌の一例

東京都立墨東病院　　稲田健太郎
EP218-06	 	消化管病変と胆嚢病変に対する腹腔鏡下手術の同時施行の工夫

京都逓信病院外科　　徳永　行彦
EP218-07	 	不適切なマスク換気による小腸拡張環境下での腹腔鏡下大腸手術経験

名古屋大学大学院腫瘍外科学　　冨田　明宏
EP218-08	 	腹腔鏡下右半結腸切除後に発症した術後耳下腺炎の一例

東京ベイ浦安市川医療センター　　神崎　雅樹
EP218-09	 	腹腔鏡下左側大腸手術における化学的前処置の有用性

国立病院機構東京医療センター　　近藤　崇之
EP218-10	 	THUNDERBEATを用いた腹腔鏡下大腸切除術の初期成績

社会医療法人福岡青洲会病院外科　　川下　雄丈

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.2） 14：10～ 14：58

ePoster219　　大腸悪性43
司　会　��イムス三芳総合病院消化器・外科� 八岡　利昌

EP219-01	 	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
東京医科歯科大学医学部附属病院大腸・肛門外科　　菊池　章史

EP219-02	 	腹腔鏡補助下低位前方切除術後に合併した下肢コンパートメント症候群の一例
都立大塚病院外科　　松永　浩子

EP219-03	 	腹腔鏡下低位前方切除後に生じた左下肢コンパートメント症候群の1例
市立吹田市民病院　　玉井　皓己

EP219-04	 	腹腔鏡下低位前方切除後に発症した右下腹部壊死性筋膜炎の1例
市立札幌病院　　寺崎　康展

EP219-05	 	横行結腸癌切除後に腸間膜脂肪織炎による吻合部狭窄を合併した1例
長野県立須坂病院　　久保　直樹

EP219-06	 	腹腔鏡下直腸・S状結腸切除術後の縫合不全に対する腹腔鏡下人工肛門造設術の検討
宮崎大学外科学講座　　宮崎　康幸

EP219-07	 	腹腔鏡補助下結腸切除後広範な皮下気腫および感染により急性腹症、敗血症の症状を
呈した1例

千葉中央メディカルセンター外科　　長田　俊一
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EP219-08	 	腹腔鏡下高位前方切除後の難治性乳糜腹水の一治療例
飯塚病院外科　　古賀　　聡

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.3） 14：10～ 15：10

ePoster220　　大腸悪性44
司　会　��静岡県立静岡がんセンター大腸外科� 山口　智弘

EP220-01	 	当科における腹腔鏡下前方切除術のlearning	curveと次世代への継承
山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学　　原田栄二郎

EP220-02	 	関連病院との腹腔鏡下大腸切除術の技術情報共有
滋賀医科大学外科学講座消化器外科　　清水　智治

EP220-03	 	腹腔鏡下大腸切除術における研修医へのスコピスト教育の取り組み
岩手県立中央病院消化器外科　　鈴木　　温

EP220-04	 	下部直腸癌手術教育におけるTaTME導入の意義
島根県立中央病院外科　　岡本三智夫

EP220-05	 	当院における腹腔鏡下S状結腸切除術、若手教育の観点から
聖マリアンナ医科大学病院　　福岡　麻子

EP220-06	 	外科医2人で行う鏡視下大腸手術，定型化の試み
日本医科大学千葉北総病院外科　　松本　智司

EP220-07	 	大腸で内視鏡外科技術認定に合格するための傾向と対策
市立貝塚病院　　岡野　美穂

EP220-08	 	ママでも内視鏡外科技術認定医を取得する教育システム
自治医科大学さいたま医療センター　　長谷川芙美

EP220-09	 	技術認定（大腸）取得への当院での取り組み
昭和大学横浜市北部病院消化器センター　　日高　英二

EP220-10	 	一般市中病院における内視鏡外科技術認定医取得への取り組み
公立岩瀬病院　　齋籐　敬弘

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.4） 14：10～ 15：10

ePoster221　　大腸悪性45
司　会　��長岡中央綜合病院消化器病センター・外科� 西村　　淳

EP221-01	 	消化管切除に対する単孔式は最もcosmeticな手術なのか
友紘会総合病院外科　　市原　隆夫

EP221-02	 	直腸癌に対する単孔式内視鏡手術の成績
大阪警察病院消化器外科　　鄭　　充善

EP221-03	 	非技術認定医におけるNeedlescopic	Surgeryの手術成績とlearning	curve
がん研有明病院消化器外科　　三城　弥範

EP221-04	 	大腸癌に対するReduced	Port	Solo	Surgery
帝京大学医学部附属溝口病院外科　　平能　康充

EP221-05	 	右側結腸癌に対するReduced	Port	Surgery
岡山赤十字病院外科　　黒田　雅利

EP221-06	 	市中病院での大腸癌に対するSingle	Port	Surgery	（SPS）	のニーズと安全に行うため
の工夫

みつわ台総合病院消化器・低侵襲外科　　勝野剛太郎
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EP221-07	 	当院における単孔式腹腔鏡下大腸癌手術の導入
兵庫県立尼崎総合医療センター　　北條　雄大

EP221-08	 	同時性多発大腸癌に対するReduced	Port	Surgery
福井県立病院外科　　平沼知加志

EP221-09	 	当院における腹腔鏡下回盲部切除術（Reduced	Port	Surgery）の経験
メディカルトピア草加病院外科　　谷田　　孝

EP221-10	 	右側結腸癌に対する単孔式手術
沖縄協同病院外科　　加藤　航司

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.5） 14：10～ 15：04

ePoster222　　小腸8
司　会　��石川県立中央病院消化器外科� 山本　大輔

EP222-01	 	小児腸重積症に対し腹腔鏡手術を施行した1例
松戸市立病院外科　　吉野めぐみ

EP222-02	 	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
成田赤十字病院　　中田　泰幸

EP222-03	 	審査腹腔鏡が有用であった小腸子宮内膜症の1例
東北医科薬科大学病院外科　　荒木　孝明

EP222-04	 	回腸憩室出血に対して腹腔鏡下切除術を施行した1症例
埼玉協同病院　　山田　明子

EP222-05	 	腹腔鏡下手術を施行した回腸憩室膀胱瘻の1例
岩手医科大学附属病院外科　　近藤　　優

EP222-06	 	腹痛を伴う真性腸石症に対して腹腔鏡下小腸部分切除術を施行した1例
府中病院外科　　栗原　重明

EP222-07	 	小児巨大腸重積症に対し腹腔鏡補助下に手術を行った1経験例
秋田厚生連大曲厚生医療センター　　佐瀬　友彦

EP222-08	 	腹腔鏡補助下小腸切除術を施行し確定診断に至った小腸アニサキス症の1例
済生会有田病院　　北谷　純也

EP222-09	 	膀胱癌術後難治性腸管皮膚瘻に対し腹腔鏡下手術が有効であった1例
（公財）東京都保健医療公社多摩南部地域病院　　畑地健一郎

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.6） 14：10～ 14：58

ePoster223　　ヘルニア30
司　会　��第一東和会病院� 田畑　智丈

EP223-01	 	Amyand's	herniaに対して腹腔鏡下ヘルニア修復術及び予防的虫垂切除術を施行した1
例

平塚市民病院　　小川　　遼
EP223-02	 	内膀胱上窩型Amyand’s	hernia	に対する腹腔鏡下手術の1例

健保連大阪中央病院　　安田　　潤
EP223-03	 	腹腔鏡下に修復した両側de	novo1型ヘルニアの1例

徳島赤十字病院　　枝川　広志
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EP223-04	 	De	novo型I型ヘルニアタイプB対して腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）を施行した
1例

杉田玄白記念公立小浜病院外科・消化器外科　　青山　紘希
EP223-05	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術を行った両側巨大鼠径ヘルニアの1例

国立病院機構東京医療センター外科　　渋谷亜矢子
EP223-06	 	TAPP法単独で治療可能であった非還納性巨大鼠径ヘルニアの一例

大分県立病院外科　　力丸　竜也
EP223-07	 	非還納性巨大鼠径ヘルニアに対し，腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術を施行した一例

国立病院機構大阪南医療センター　　木村　正道
EP223-08	 	腹腔内操作を併用した単孔式TEP法で修復しえた巨大鼠径ヘルニアの1例

近畿中央病院外科　　若杉　正樹

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.7） 14：10～ 14：58

ePoster224　　ヘルニア31
司　会　��市立旭川病院外科� 村上　慶洋

EP224-01	 	腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術に続発した会陰ヘルニアの1例
鶴岡市立荘内病院外科　　臼井　賢司

EP224-02	 	腹腔鏡下に修復した二次性会陰ヘルニアの1例
手稲渓仁会病院外科／浦河赤十字病院外科　　寺村　紘一

EP224-03	 	腹腔鏡下修復術を行った腹腔鏡下直腸切断術後会陰ヘルニアの1例
福井県済生会病院　　垣内　大毅

EP224-04	 	COMPOSIXメッシュによる臍ヘルニア術後の結腸癌に対し、腹腔鏡補助下右半結腸
切除術を施行した1例

神戸労災病院外科　　大村　典子
EP224-05	 	腹壁瘢痕ヘルニア術後のComposix	Kugel	Patch感染による腹壁膿瘍に対し腹腔鏡補

助下摘除術を行った1例
三菱神戸病院外科　　高橋　　毅

EP224-06	 	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

東大和病院　　木庭　雄至
EP224-07	 	臍ヘルニア・鼠径ヘルニア併存症例に対する白線切開を伴わない単孔式TEP法による

修復経験
姫路中央病院胃腸科外科　　山野　武寿

EP224-08	 	ポート配置を工夫して腹腔鏡下臍ヘルニア修復術および臍形成術を行った高度肥満者
成人臍ヘルニアの1例

松田病院外科　　松永　篤志

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.8） 14：10～ 15：10

ePoster225　　胆嚢・総胆管13
司　会　��長浜赤十字病院外科� 塩見　尚礼

EP225-01	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術において肝前下区域動脈（A5）から胆嚢床を介した胆嚢動脈から
の術後出血を来した一例

市立岸和田市民病院　　杉本奈緒子
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EP225-02	 	腹腔鏡下総胆管切石術時の落下結石により難治性皮膚瘻を形成した一例
所沢明生病院　　板崎勇二郎

EP225-03	 	自然排石後結石が再燃し腹腔鏡下に胆嚢摘出術・十二指腸部分切除術を施行した胆嚢
十二指腸瘻の1例

埼玉済生会栗橋病院外科　　荻原　　哲
EP225-04	 	術中に副交通胆管枝を診断し得た腹腔鏡下胆嚢摘出術の1例

喜馬病院　　塩津　聡一
EP225-05	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術後に胆嚢管穿孔および後腹膜脂肪壊死を併発した膵胆管合流異常

症の1例
北里大学医学部外科　　藤山　芳樹

EP225-06	 	小児の胆嚢捻転症に対しReduced	Port	Surgeryで腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例
昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科　　若林　哲司

EP225-07	 	完全内臓逆位を伴う胆石症に対し単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術を行った1例
都立大塚病院外科　　高橋　英徳

EP225-08	 	当院における胆嚢捻転症5症例の検討
製鉄記念八幡病院　　田中　　康

EP225-09	 	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
西知多総合病院　　白井信太郎

EP225-10	 	Reduced	port	surgeryにて腹腔鏡下胆嚢摘出術と胃瘻造設術を同時に施行した1例
岩手医科大学外科　　棚橋　洋太

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.9） 14：10～ 15：16

ePoster226　　肝臓12
司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 加藤悠太郎

EP226-01	 	用手補助腹腔鏡下（HALS）肝切除の経験
国立病院機構姫路医療センター外科　　松下　貴和

EP226-02	 	腹腔鏡下肝切除における手術手技の工夫
東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　千葉　斉一

EP226-03	 	巨大肝嚢胞に対してPINPOINTを使用した腹腔鏡下肝嚢胞開窓術の1例
福岡大学病院消化器外科　　梶谷　竜路

EP226-04	 	腹腔鏡下肝切除術と人工肛門閉鎖術の同時手術における有用性
埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　高瀬健一郎

EP226-05	 	脳室腹腔シャント留置例に対する腹腔鏡下肝部分切除術を施行した1例
横浜南共済病院外科／平塚共済病院外科　　河原慎之輔

EP226-06	 	腹腔鏡下肝切除における肝実質切離の際の適切なデバイス選択
東京医科大学八王子医療センター消化器外科・移植外科　　佐野　　達

EP226-07	 	ICG蛍光法を用いた腹腔鏡下解剖学的肝部分切除の経験
北播磨総合医療センター外科　　浦出　剛史

EP226-08	 	腹腔鏡下肝切除を施行した血友病の2例
独立行政法人国立病院機構大阪医療センター外科　　前田　　栄

EP226-09	 	術後肝静脈血栓を併発した腹腔鏡下肝尾状葉部分切除術の1例
長崎大学病院腫瘍外科　　飛永　修一

EP226-10	 	RFA局所再発肝細胞癌に対し、腹腔鏡下肝部分切除し、術後早期にびまん性の腹膜播
種をきたした1例

高松赤十字病院消化器外科　　小森　淳二
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.10） 14：10～ 15：10

ePoster227　　胆嚢・総胆管14
司　会　��大阪市立大学肝胆膵外科学� 田中　肖吾

EP227-01	 	右側肝円索を伴う胆嚢結石症に対し腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した2例
津山中央病院外科　　梶原　義典

EP227-02	 	妊娠中期に内視鏡的総胆管結石採石術と腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆石・総胆管
結石の1例

東京慈恵会医科大学葛飾医療センター外科　　栗田紗裕美
EP227-03	 	腹腔鏡下総胆管切開切石術においてリトリーバルバルーンが有用であった1例

日本医科大学多摩永山病院外科　　上田　康二
EP227-04	 	急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術中のトラブルシューティング

JR東京総合病院消化器外科　　三原裕一郎
EP227-05	 	急性胆嚢炎手術時のルシュカ管損傷胆汁漏に対する修復法

新小文字病院外科　　石田　慎悟
EP227-06	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術にて肝被膜下血腫を来した1例

神戸赤十字病院外科　　渡邉　彩子
EP227-07	 	腹腔鏡下胆嚢摘出後の遺残胆石による腹膜炎を腹腔鏡にて治療した1例

八尾徳洲会綜合病院外科　　服部　　彬
EP227-08	 	血小板無力症を合併した出血性胆嚢炎に対して腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した1例

JCHO東京新宿メディカルセンター　　柴原　　有
EP227-09	 	副肝管損傷に対し鏡視下にT-tubeを挿入した1例

北九州総合病院　　本田　晋策
EP227-10	 	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

白十字病院臨床研修センター　　川越　　麗

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.11） 14：10～ 14：58

ePoster228　　その他1
司　会　��名古屋徳洲会総合病院消化器科� 高山　　悟

EP228-01	 	腹腔鏡下に一期的切除をおこなった大網捻転症と胆嚢炎の1例
済生会呉病院外科　　倉吉　　学

EP228-02	 	術前診断し単孔プラス1ポート腹腔鏡手術を施行した特発性大網捻転症の一例
JCHO埼玉メディカルセンター　　林　　航輝

EP228-03	 	術前診断し単孔式腹腔鏡下手術を施行した特発性大網捻転症の1例
JAとりで総合医療センター外科　　アディクリスナ	ラマ

EP228-04	 	右半結腸切除後の遅発性大網壊死に対して腹腔鏡下切除術を行った一例
兵庫県立がんセンター　　杉山　宏和

EP228-05	 	難治性腹膜透析カテーテル閉塞に対して腹腔鏡下手術を行った三例
岡崎市民病院　　吾妻　祐哉

EP228-06	 	内視鏡通過不能症例に腹腔鏡下胃瘻造設術を施行した1例
東京曳舟病院　　橘　　昌嗣

EP228-07	 	腹腔鏡下手術中に広範な皮下気腫が起こり高二酸化炭素血症を生じた2	症例
福島県立医科大学消化管外科学講座　　早瀬　　傑
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EP228-08	 	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
九州大学病院別府病院外科　　伊藤　修平

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.12） 14：10～ 14：58

ePoster229　　脾臓3
司　会　��慶應義塾大学医学部外科学教室� 北郷　　実

EP229-01	 	腹腔鏡下脾固定術を施行した妊婦の遊走脾の1例
函館中央病院外科　　河合　典子

EP229-02	 	成人横隔膜弛緩症患者に起こった胃・脾捻転症に対して腹腔鏡下に捻転解除と胃壁固
定を行った一例

藤田保健衛生大学総合消化器外科学　　三井　哲史
EP229-03	 	腹腔鏡下脾摘術を施行したsplenic	cord	capillary	hemangiomaの1例

金沢大学消化器・腫瘍・再生外科　　大畠　慶直
EP229-04	 	内視鏡治療抵抗性の食道静脈瘤に対する腹腔鏡下胃上部血行遮断兼脾摘出術

（modified	Hassab手術）の治験
三重大学肝胆膵・移植外科　　村田　泰洋

EP229-05	 	脾門部脾動脈瘤に対して腹腔鏡下に切除した一例
医療法人医誠会医誠会病院消化器外科　　渡部彰一郎

EP229-06	 	若手外科医を術者とし消化管腹腔鏡手術手技を用いて行った腹腔鏡下脾臓摘出術の1
例

防衛医科大学校外科学講座　　永生　高広
EP229-07	 	脾原発悪性リンパ腫に対し腹腔鏡補助下脾臓摘出術を施行した一例

大分医療センター　　河野　浩幸
EP229-08	 	腹腔鏡下膵体尾部切除・脾合併切除術後に発症したSplenosisを腹腔鏡にて摘出した1

例
大津赤十字病院外科　　松林　　潤

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.13） 14：10～ 15：10

ePoster230　　大腸良性16
司　会　��岐阜大学附属病院腫瘍外科がん先端医療開発学講座� 松橋　延壽

EP230-01	 	腹腔鏡下に切除した下行結腸間膜リンパ管腫の1例
静岡県立静岡がんセンター大腸外科　　鳥居　　翔

EP230-02	 	結腸脂肪腫の2切除例
沖縄赤十字病院外科　　仲里　秀次

EP230-03	 	脂肪肉腫との鑑別が困難であったS状結腸脂肪腫の1例
広島市立広島市民病院　　山根　宏昭

EP230-04	 	腹腔鏡下ISRを施行した直腸巨大絨毛腫瘍の1例
社会医療法人敬愛会中頭病院　　卸川　智文

EP230-05	 	腹腔鏡下手術にて切除した成人下行結腸間膜リンパ管腫の1例
総合守谷第一病院外科　　渡辺　基信

EP230-06	 	骨盤内solitary	fibrous	tumorに対して腹腔鏡手術を施行した1例
大崎市民病院外科　　加藤　伸史

EP230-07	 	診断に苦慮し、鏡視下に切除した上行結腸	nodular	lymphoid	hyperplasia	の一例
製鉄記念八幡病院外科　　石川　幹真
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EP230-08	 	術中MRIを併用し、腹腔鏡下に完全切除し得た腸間膜リンパ管腫の一例
東京女子医科大学病院消化器・一般外科　　小竹　　将

EP230-09	 	腹腔鏡下に切除した骨盤内神経鞘腫の一例
東広島医療センター　　下村　　学

EP230-10	 	腹腔鏡下に摘出した骨盤内solitary	fibrous	tumorの1例
金沢大学附属病院消化器・腫瘍・再生外科　　中村　慶史

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.14） 14：10～ 15：04

ePoster231　　大腸良性17
司　会　��八尾市立病院外科� 井出　義人

EP231-01	 	化学療法施行中に発症した虫垂炎に対して単孔式腹腔鏡下虫垂切除施行した1例
網走厚生病院　　石川　隆壽

EP231-02	 	腸回転異常を伴う急性虫垂炎に対して単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を施行した一例
川口市立医療センター　　大樂　勝司

EP231-03	 	クローン病初回手術症例における単孔式腹腔鏡下手術の導入
久留米大学医学部外科学講座　　衣笠　哲史

EP231-04	 	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
東京山手メディカルセンター大腸肛門科　　日高　　元

EP231-05	 	虫垂出血に対し腹腔鏡下盲腸部分切除術を施行した一例
市立大津市民病院外科　　藤田覇留久

EP231-06	 	虫垂切除における単孔式導入の検討
医理会柿添病院外科　　柿添　三郎

EP231-07	 	下部消化管内視鏡下ドレナージ後に単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を施行した膿瘍形成性
虫垂炎の1例

大分岡病院外科　　田邉　三思
EP231-08	 	妊娠24週での急性虫垂炎に対し単孔式腹腔鏡下虫垂切除術を施行した1例

紀南病院外科　　宮嵜　安晃
EP231-09	 	成人腸回転異常症に伴った急性虫垂炎に対して腹腔鏡下単孔式虫垂切除を施行した1

例
横浜栄共済病院　　岩城　吉孝

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.15） 14：10～ 15：10

ePoster232　　胃・十二指腸良性7
司　会　��岐阜大学医学部附属病院第一外科／�

岐阜大学大学院医学系研究科高度先進外科学分野� 木村　真樹
EP232-01	 	腹腔鏡下で臓器を温存し切除しえた巨大胃GISTの1例

埼玉県済生会栗橋病院外科／東京女子医科大学東医療センター外科　　小寺　麻加
EP232-02	 	腹腔鏡補助下幽門側胃切除Roux-en-Y再建後に認めた内ヘルニアを腹腔鏡下に修復し

得た1例
神奈川県立がんセンター消化器外科／横浜市立大学外科治療学　　前澤　幸男

EP232-03	 	末期肺癌患者の上腸間膜動脈症候群に対して腹腔鏡下十二指腸空腸バイパス術を施行
した一例

山梨県立中央病院　　渡邊　英樹
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EP232-04	 	腹腔鏡内視鏡合同手術にて切除した食道胃接合部平滑筋腫の1例
東邦大学医療センター大森病院　　鈴木　　隆

EP232-05	 	開腹歴のない若年女性に発症した腹腔内デスモイド腫瘍の1例
伊勢赤十字病院　　中川　勇希

EP232-06	 	内視鏡併用によって腹腔鏡下胃局所切除し得た胃動静脈奇形の1例
虎の門病院消化器外科　　古賀　修平

EP232-07	 	腹腔鏡手術を施行した開腹胃全摘術後内ヘルニアの1例
独立行政法人地域医療機能推進機構群馬中央病院外科　　斎藤　加奈

EP232-08	 	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

関西電力病院外科／松寿会共和病院　　片山　外大
EP232-09	 	単孔式腹腔鏡下に切除した未破裂右胃大網動脈瘤の1例

県立広島病院消化器外科　　徳本　憲昭
EP232-10	 	当院における単孔式腹腔鏡内視鏡合同手術（TANKO	LECS）の経験

山形県立中央病院外科　　石山廣志朗

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.16） 14：10～ 15：10

ePoster233　　胃・十二指腸良性8
司　会　��京都府立医科大学消化器外科� 窪田　　健

EP233-01	 	上腸間膜動脈症候群に対し腹腔鏡下十二指腸空腸吻合術を施行した1例
市立福知山市民病院外科　　泉谷　康仁

EP233-02	 	噴門部GISTに対する噴門側胃切除（観音開き法再建）の1例
公立西知多総合病院外科　　青野　景也

EP233-03	 	幽門部の異所性膵に対して単孔式経皮的内視鏡下胃内手術を施行した1例
国家公務員共済組合連合会立川病院外科　　瀬尾　雄樹

EP233-04	 	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
富士市立中央病院外科　　谷田部沙織

EP233-05	 	十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）の経験
市立室蘭総合病院外科　　齋藤　慶太

EP233-06	 	幽門近傍の胃粘膜下腫瘍に対して漿膜筋層切開併用腹腔鏡下胃局所切除を施行し幽門
を温存しえた3例の検討

兵庫県立尼崎総合医療センター　　藤田　悠介
EP233-07	 	画像上、類似の所見を示した胃平滑筋腫と腹壁顆粒細胞腫を合併した1症例

自治医科大学消化器一般外科　　齋藤　　心
EP233-08	 	腹腔鏡下幽門側胃切除術を施行した胃原発デスモイド腫瘍の1例

埼玉医科大学国際医療センター消化器外科　　中馬　基博
EP233-09	 	食道胃接合部（EGJ）の粘膜下腫瘍に対しLECSを施行した2例

一宮西病院外科　　笹本　彰紀
EP233-10	 	十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）3症例の検討

市立福知山市民病院外科　　中島　慎吾
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12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.17） 14：10～ 15：10

ePoster234　　胃・十二指腸悪性36
司　会　��藤田保健衛生大学総合消化器外科� 稲葉　一樹

EP234-01	 	沖縄県一般市中病院における腹腔鏡下幽門側胃切除術の短期成績
那覇市立病院外科　　上江洌一平

EP234-02	 	当院における胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の現状
富士市立中央病院外科　　坪井　一人

EP234-03	 	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~

国家公務員共済組合連合会千早病院外科　　小林毅一郎
EP234-04	 	当院における腹腔鏡下幽門側胃切除術後早期合併症の検討

JCHO九州病院外科　　木村　英世
EP234-05	 	デルタ吻合による完全腹腔鏡下幽門側胃切除術の導入と短期成績

豊川市民病院消化器外科　　青山　佳永
EP234-06	 	胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術の短期成績における第一助手の影響

JA旭川厚生連旭川厚生病院外科　　大平　将史
EP234-07	 	当院におけるレジデントによる腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の短期成績についての検

討
神奈川県立がんセンター　　中園　真聡

EP234-08	 	当院における進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の術後成績の検討
竹田綜合病院　　佐藤　和磨

EP234-09	 	腹腔鏡下幽門側胃切除Roux-en-Y再建時のstasis予防の工夫
京都第一赤十字病院外科　　田中　幸恵

EP234-10	 	食道空腸・食道胃管吻合の内視鏡下overlap再建では30mmカートリッジ使用が有用
である

北九州総合病院外科　　日暮愛一郎

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.18） 14：10～ 15：10

ePoster235　　胃・十二指腸悪性37
司　会　��金沢大学消化器・腫瘍・再生外科� 伏田　幸夫

EP235-01	 	当院での腹腔鏡下胃全摘術における体腔内食道空腸吻合の導入と手術成績
大阪中央病院　　相馬　大人

EP235-02	 	LATGおよびLAPGにおけるR-Y法およびダブルトラクト法再建におけるY脚空腸パ
ウチの胃切除後障害軽減の可能性

済生会川内病院外科　　有留　邦明
EP235-03	 	腹腔鏡下噴門側胃切除後の空腸間置による再建手技

国立がん研究センター胃外科　　大槻　　将
EP235-04	 	術後十二指腸サーベイランスのための胃全摘後ダブルトラクト再建

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科　　大塚　亮太
EP235-05	 	腹腔鏡下幽門側胃切除後デルタ吻合の導入

国立病院機構長崎医療センター外科　　谷口　　堅
EP235-06	 	鏡視下胃幽門側切除におけるdelta吻合Billroth-I法再建の工夫

国立病院機構長崎医療センター　　平山　昂仙
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EP235-07	 	腹腔鏡下胃全摘における食道空腸吻合に関する検討
京都府立医科大学消化器外科学教室　　濱田　隼一

EP235-08	 	当院での腹腔鏡下胃全摘術における食道空腸吻合の検討
神鋼記念病院外科　　桂　彦太郎

EP235-09	 	リンフォースカートリッジを用いた腹腔鏡下幽門側胃切除術デルタ吻合の工夫
広島赤十字・原爆病院外科　　山口　将平

EP235-10	 	腹腔鏡下胃切除術後、電動式自動縫合器を使用した体腔内吻合による消化管再建手技
豊田会刈谷豊田総合病院　　宮井　博隆

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.19） 14：10～ 15：10

ePoster236　　腹腔内腫瘍・後腹膜腫瘍2
司　会　��天理よろづ相談所病院消化器外科� 門川　佳央

EP236-01	 	腹腔鏡下に切除した後腹膜Paragangliomaの1例
岸和田徳州会病院　　片岡　直己

EP236-02	 	膵背側の神経鞘腫に対して腹腔鏡下胃切除術のリンパ節郭清手技を応用し切除した一
例

竹田綜合病院内視鏡外科　　佐久間芽衣
EP236-03	 	腹腔鏡下に切除した後腹膜海綿状血管腫の1例

諏訪赤十字病院外科　　牧野安良能
EP236-04	 	腹腔鏡下手術を施行した仙骨前面に発生した後腹膜神経鞘腫の1例

大阪市立総合医療センター　　櫛山　周平
EP236-05	 	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

三菱京都病院消化器外科　　内藤　雅人
EP236-06	 	腹腔鏡下に切除した後腹膜神経鞘腫の一例

王子総合病院　　長島　諒太
EP236-07	 	骨盤内神経鞘腫に対して腹腔鏡下手術を施行した1例

神戸市立西神戸医療センター　　松浦　正徒
EP236-08	 	腹腔鏡手術を施行した後腹膜リンパ管腫の1例

海老名総合病院外科　　鎌田　順道
EP236-09	 	腹腔鏡下に摘出した大腿神経に由来する神経鞘腫の1例

春日部市立医療センター外科　　小倉　道一
EP236-10	 	腹腔鏡補助下に切除しえた後腹膜神経鞘腫の1例

社会福祉法人三井記念病院消化器・一般外科　　小峰　竜二

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.20） 14：10～ 15：04

ePoster237　　腹壁・腹膜・その他
司　会　��大阪市立総合医療センター消化器外科� 玉森　　豊

EP237-01	 	腹腔鏡下に摘出した腹壁epidermoid	cystの1例
珠洲市総合病院外科　　寺川　裕史

EP237-02	 	単孔式腹腔鏡下に切除した腹壁内神経鞘腫の1例
JAとりで総合医療センター外科　　村瀬　芳樹

EP237-03	 	腹腔鏡下生検で診断したIgG4関連疾患の2例
釧路赤十字病院　　三井　　潤
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EP237-04	 	診断に腹腔鏡下生検が有用であった悪性腹膜中皮腫の2例
北茨城市民病院外科　　窪木　大悟

EP237-05	 	腹腔鏡下結腸右半切除術の際に発見された高分化型乳頭状腹膜中皮腫の一例
中国労災病院　　福原宗太朗

EP237-06	 	結核性腹膜炎の診断に腹腔鏡下腹膜生検が有用であった2例
大分県厚生連鶴見病院　　藤永　淳郎

EP237-07	 	腹腔鏡下リンパ節生検の検討
山梨大学第1外科　　仲山　　孝

EP237-08	 	当科における腹腔内リンパ節腫大に対する腹腔鏡下リンパ節生検の経験
静岡済生会総合病院　　山東　雅紀

EP237-09	 	審査腹腔鏡を施行した原発不明癌の1例
愛知県がんセンター中央病院消化器外科部　　小森　康司

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.21） 14：10～ 15：10

ePoster238　　救急医療2
司　会　��京都大学消化管外科� 久森　重夫

EP238-01	 	外傷性横隔膜損傷に対して胸腔鏡下横隔膜修復術を行った1例
荒尾市民病院　　岩永　知大

EP238-02	 	腹部外傷に対する診断的腹腔鏡検査の有用性
昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科　　喜島　一博

EP238-03	 	腹部外傷後の遅発性小腸狭窄に対し腹腔鏡補助下小腸切除術を施行した1例
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院　　阿左見亜矢佳

EP238-04	 	鈍的腹部外傷に対する腹腔鏡手術の検討
産業医科大学第一外科　　鳥越　貴行

EP238-05	 	多発外傷症例に対する鏡視下手術
埼玉医科大学総合医療センター高度救命救急センター　　松田　真輝

EP238-06	 	外傷性横隔膜ヘルニアおよび卵巣嚢腫破裂に対して腹腔鏡下手術を施行した1例
福島県立医大消化管外科　　花山　寛之

EP238-07	 	腹腔内出血に対して腹腔鏡下止血術を施行した2例
長崎みなとメディカルセンター　　夛田　宣裕

EP238-08	 	外傷性小腸穿孔に対して単孔式腹腔鏡補助下手術が有用であった1例
福井県立病院外科　　石川　暢己

EP238-09	 	80歳以上の高齢者の緊急手術における鏡視下手術の検討
小張総合病院外科　　横山　武史

EP238-10	 	肝膿瘍の腹腔内穿破による汎発性腹膜炎に対し、腹腔鏡手術を行い、救命した一例
飯塚病院外科　　由茅　隆文

12月9日（土）　ePoster会場　イベントホール（ブースNo.22） 14：10～ 15：04

ePoster239　　その他の泌尿器科領域
司　会　��岡山大学泌尿器科� 小林　泰之

EP239-01	 	腹腔鏡下尿膜管摘除術の5例
厚生連長岡中央綜合病院消化器病センター外科　　松本　瑛生
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EP239-02	 	尿膜管遺残症に対し、臍輪を利用して単孔式腹腔鏡下尿膜管摘出術を施行した2例
下関市立市民病院小児外科　　福原　雅弘

EP239-03	 	単孔式腹腔鏡下尿膜管摘出術を施行した2症例
国立病院機構千葉医療センター　　榊原　　舞

EP239-04	 	尿膜管遺残膿瘍に対する腹腔鏡下手術の工夫
国家公務員共済組合連合会東北公済病院消化器一般外科　　井上　　宰

EP239-05	 	単孔式腹腔鏡下に切除した尿膜管遺残の1例
姫路中央病院　　北田　和也

EP239-06	 	臍部尿膜管癌と術前診断し臍、尿膜管、肝円索を一塊に摘出し得た臍部血管周囲類上
皮細胞腫瘍の1例

三重厚生連鈴鹿中央総合病院外科　　大森　隆夫
EP239-07	 	膀胱直上に発生した尿膜管遺残膿瘍に対し内視鏡下尿膜管切除を施行した1例

久美愛厚生病院外科　　高木　健裕
EP239-08	 	当院における腹腔鏡下尿膜管摘出術8例の検討

富山赤十字病院　　渡辺　和英
EP239-09	 	当院における尿膜管洞に対する単孔式腹腔鏡下尿膜管摘除術の初期経験

兵庫県立尼崎総合医療センター泌尿器科　　村蒔　基次


