第 7 回膵臓内視鏡外科研究会
プログラム
世話人会

12 月 12 日（土） 5 階 会議室 A

17：00 ～ 18：00

イブニングセミナー
座長 ： 中村

雅史（九州大学

臨床・腫瘍外科）

高折

恭一（京都大学

肝胆膵・移植外科）

12 月 12 日（土） 第 1 会場 会議室 C

18：00 ～ 20：00

協賛 ： ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

ES-01	技術認定制度の目的と共通審査基準の考え方
森

俊幸（杏林大学医学部付属病院 消化器・一般外科）

ES-02	臓器別審査基準の解説
三澤

健之（東京慈恵会医科大学柏病院 外科）

ES-03	審査基準からみた手術のコツ
中村

慶春（日本医科大学 消化器外科）

ES-04	合格のためのポイント：体験談
永川

特別発言

裕一（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）
田中
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雅夫（下関市立市民病院）

開会の辞
高折

恭一（京都大学

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

7：55 ～ 8：00

肝胆膵・移植外科）

アンケート報告
増井

俊彦（京都大学

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

8：00 ～ 8：10

肝胆膵・移植外科）

ワークショップ

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

8：10 ～ 9：00

ダヴィンチ膵切除術
- 先進医療承認・保険適応に向けて
座長：金子
宇山

弘真（東邦大学医療センター大森病院
一朗（藤田保健衛生大学

消化器センター

外科）

総合消化器外科）

WS-1	ロボット支援膵切除術―先進医療・保険収載に向けてー
堀口

明彦（藤田保健衛生大学 消化器外科）

WS-2	ダヴィンチ膵切除導入の経緯と初期経験からみた今後の課題
袴田

WS-3	ロボット支援手術の膵切除への応用
吉富

特別発言

上本

健一（弘前大学 消化器外科）

その導入と今後の課題
秀幸（千葉大学 医学研究院 臓器制御外科学）

伸二（京都大学大学院医学研究科 肝胆膵・移植外科 / 小児外科）
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要望演題

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

9：00 ～ 10：10

膵液瘻ゼロに向けて
座長：矢永
具

勝彦（東京慈恵会医科大学外科学講座
英成（神戸大学

消化器外科）

肝胆膵外科）

SP-1	自動縫合器を用いた尾側膵切除術における術後膵液瘻の危険因子の
検討
江口

英利（大阪大学大学院 消化器外科学）

SP-2	静岡がんセンターでの膵体尾部切除における膵瘻対策と現状
杉浦

禎一（静岡県立静岡がんセンター 肝胆膵外科）

SP-3	腹腔鏡下尾側膵切除後膵液瘻予防策としての DuVal 変法膵空腸吻合術
大塚

隆生（九州大学 臨床・腫瘍外科）

SP-4	腹腔鏡下膵切除術におけるリンフォーストライステープルの使用経験
松本

逸平（近畿大学 医学部 外科）

SP-5	腹腔鏡下膵体尾部切除術後膵液漏予防のための工夫
伴

大輔（東京医科歯科大学 肝胆膵外科）

SP-6	当院の腹腔鏡下膵体尾部切除術における膵液瘻予防に対する取り組み
阪本

特別発言

裕亮（神戸市立医療センター中央市民病院）
山下
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裕一（福岡大学医学部 消化器外科）

ディベートセッション
脾動脈：腹側アプローチ
座長：伊佐地秀司（三重大学
遠藤

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

VS.

10：20 ～ 11：20

背側アプローチ

肝胆膵・移植外科）

格（横浜市立大学大学院医学研究科

消化器・腫瘍外科学）

DB-1	腹腔鏡下膵体尾部切除術（Lap-DP）における脾動脈に対する腹側
アプローチ
松下

晃（日本医科大学 消化器外科）

DB-2	Lap DP における脾動脈処理 - 背側アプローチの立場から
八木

特別発言

浅野
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真太郎（京都大学 肝胆膵・移植外科）

武秀（社会福祉法人 中野江古田病院 外科）

ランチョンセミナー

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

12：00 ～ 13：00

[ 腹腔鏡下 ] 膵体尾部切除術の手技安全性向上と定型化
座長 ： 山上

裕機（和歌山県立医科大学

消化器外科・内分泌・小児外科）

協賛 ： コヴィディエン ジャパン株式会社

LS-01

里井

LS-02

川井

学（和歌山県立医科大学 消化器外科・内分泌・小児外科）

一般演題①

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

11：20 ～ 11：55

腹腔鏡下膵切除術：イノベーション
座長：力山
永野

敏樹（自治医科大学附属さいたま医療センター
浩昭（山口大学大学院

壯平（関西医科大学 外科）

一般・消化器外科）

消化器・腫瘍外科学）

O-01	腹腔鏡下尾側膵切除術における術野展開
瀧下

智恵（東京医科大学病院 消化器・小児外科）

O-02	腹腔鏡下膵尾側切除後に病理で悪性と診断された症例の検討
後町

武志（東京慈恵会医科大学 外科学講座）

O-03	チーム内で統一された腹腔鏡下尾側膵切除術（Lap-DP）における
ドレーン管理法
勝野

暁（日本医科大学 消化器外科）

O-04	腹腔鏡下膵尾側切除術の低侵襲性に関する検討
石田

晶玄（東北大学 消化器外科学）

O-05	単孔式手術経験の膵内視鏡手術への応用
朝隈
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光弘（大阪医科大学 一般・消化器外科）

一般演題②

12 月 13 日（日） 第 2 会場 会議室 4

11：20 ～ 11：55

腹腔鏡下膵切除術：小児例と PNET
座長：大塚
中平

隆生（九州大学大学院医学研究院
伸（堺市立総合医療センター

臨床・腫瘍外科）

外科）

O-06	小児の膵尾部 Solid-pseudopapillary tumor に対して腹腔鏡下脾温存
膵体尾部切除術を施行した 1 例
竹内

雄毅（京都府立医科大学 小児外科）

O-07	膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術
細田

洋平（関西電力病院 外科）

O-08	膵インスリノーマに対する腹腔鏡下手術
大野

慎一郎（長崎大学大学院 移植・消化器外科）

O-09	腹腔鏡下脾動静脈脾臓温存尾側膵切除術を施行した非機能性膵内分
泌腫瘍の 3 例
松本

正孝（近畿大学 医学部 外科 肝胆膵部門）

O-10	孤立性インスリノーマに対する腹腔鏡下膵体尾部切除、脾摘術の経
験と市中病院における今後の課題
浦上

一般演題③

秀次郎（国立病院機構 東京医療センター）

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

13：10 ～ 13：38

腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術
座長：内田
谷

英二（日本医科大学

消化器外科）

眞至（滋賀医科大学

外科学講座）

O-11	標準術式としての腹腔鏡下脾臓温存膵体尾部切除術の課題
副島

雄二（松山赤十字病院 外科）

O-12	完全鏡視下脾温存膵体尾部切除の手技と成績
野路

武寛（北海道大学 医学研究科 消化器外科 II）

O-13	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術の安全性と効果の検討
大村

仁昭（関西労災病院 外科）

O-14	腹腔鏡下尾側膵切除術での経験と工夫
田島
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弘（北里大学 医学部 外科学）

一般演題④

12 月 13 日（日） 第 2 会場 会議室 4

13：05 ～ 13：33

困難例における手術の工夫・HALS
座長：太田
朝隈

正之（大分大学

消化器・小児外科）

光弘（大阪医科大学

一般・消化器外科）

O-15	肥満症例に対する腹腔鏡下尾側膵切除術の問題点と工夫
伊東

竜哉（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

O-16	完全腹腔鏡下膵体尾部切除術における HALS の有用性
土屋

勝（東邦大学医療センター大森病院 消化器外科）

O-17	自動縫合器を用いた用手補助腹腔鏡下 (HALS) 膵体尾部切除術の治療
成績
藤澤

和音（高知大学 医学部 外科学講座 外科 1）

O-18	腎癌術後膵転移に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術
三好

一般演題⑤

篤（佐賀県医療センター好生館 肝胆膵外科）

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

13：38 ～ 14：06

腹腔鏡下尾側膵切除術：Warshaw 術式等
座長：田中
永川

淳一（昭和大学藤が丘病院
裕一（東京医科大学

消化器・一般外科）

消化器・小児外科学分野）

O-19	当科での腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術における Warshaw 手術の
位置づけ
鈴村

和大（兵庫医科大学 外科）

O-20	脾血流からみた腹腔鏡下 Warshaw 手術の要点
北里

周（長崎大学 移植・消化器外科）

O-21	腹腔鏡での機能温存を追求した膵体尾部切除術
近藤

正人（神戸市立医療センター中央市民病院 外科）

O-22	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除における当科の工夫について
後藤田
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直人（国立がん研究センター東病院 肝胆膵外科）

一般演題⑥

12 月 13 日（日） 第 2 会場 会議室 4

13：33 ～ 14：01

腹腔鏡下手術：胃術後・嚢胞性腫瘍
座長：塩見
藤本

尚礼（長浜赤十字病院
康弘（静岡市立静岡病院

外科）
外科・消化器外科）

O-23	開腹胃全摘後に施行した腔鏡下尾側膵切除術・脾合併切除の 1 例
斉藤

良太（東京慈恵会医科大学附属柏病院 外科）

O-24	Billroth-I 法再建胃切除後に施行した腹腔鏡下尾側膵切除術
矢田

一宏（大分大学 消化器・小児外科）

O-25	腫瘍径 11cm の膵漿液性嚢胞腺腫（SCA）に対して腹腔鏡下体尾部
切除術を施行した 1 例
鍵谷

卓司（弘前大学 大学院医学研究科 消化器外科学講座）

O-26	長径 10 ㎝の膵尾部 MCN に対し、腹腔鏡下膵体尾部脾切除術を施行
した 1 例
小林

一般演題⑦

敏樹（静岡市立静岡病院 消化器外科）

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

14：06 ～ 14：34

各施設における腹腔鏡下尾側膵切除の現状
座長：平野
黒木

聡（北海道大学
保（長崎大学

消化器外科学分野 II）

移植・消化器外科）

O-27	教室における腹腔鏡下尾側膵切除と開腹尾側膵切除の比較
中村

透（北海道大学 大学院医学研究科 消化器外科学分野Ⅱ）

O-28	腹腔鏡下膵体尾部切除術のおける不適切な手術手技操作の再検討
森川

孝則（東北大学 消化器外科学）

O-29	当科における腹腔鏡下膵体尾部切除術の工夫と成績
新藤

芳太郎（山口大学大学院 消化器・腫瘍外科学）

O-30	当院における腹腔鏡下膵体尾部切除術の現状
山木
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壮（関西医科大学 外科）

一般演題⑧

12 月 13 日（日） 第 2 会場 会議室 4

14：01 ～ 14：29

3 Ｄ画像・興味深い症例
座長：伊東
伊藤

昌広（藤田保健衛生大学

総合・膵臓外科）

達雄（京都大学大学院医学研究科・医学部

肝胆膵・移植外科）

O-31	当科における腹腔鏡下膵体尾部切除術の実際と工夫
伊東

昌広（藤田保健衛生大学 総合膵臓外科）

O-32	教室における腹腔鏡下膵体尾部切除術の成績
和田

友祐（昭和大学 消化器・一般外科）

O-33	膵癌と腎癌の 2 重癌に対して一期的にロボット支援下膵体尾部切除術
および腹腔鏡下腎部分切除術を施行した 1 例
石戸

圭之輔（弘前大学大学院 医学研究科 消化器外科学）

O-34	腹腔鏡下に脾の血流を温存しながら脾動脈瘤を切除し得た一例
佐藤

崇文（名古屋市立大学 医学研究科 消化器外科学）

一般演題⑨

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

14：34 ～ 15：02

腹腔鏡下膵切除術の安全な適応拡大
座長：海野
本田

倫明（東北大学

消化器外科学）

五郎（東京都立駒込病院

外科）

O-35	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術
坂元

克考（がん・感染症センター都立駒込病院 肝胆膵外科）

O-36	術野展開を重視した腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の定型化
―前向き臨床試験での検証―
佐原

八束（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

O-37	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術における正中小切開創からの膵空腸吻合
細川

勇一（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

O-38	腹腔鏡下膵体尾部切除の安全性の検討
北野
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雄希（熊本大学大学院 消化器外科学）

3D 演題

12 月 13 日（日） 第 2 会場 会議室 4

14：29 ～ 14：59

３D 技術を活用した腹腔鏡下膵切除術
座長：竹山

宜典（近畿大学

貝原

外科・肝胆膵部門）

聡（神戸市立医療センター中央市民病院

外科・移植外科）

3D-1	膵臓内視鏡外科手術における 3D プリンターを用いた術前・術中
シミュレーション
森

泰寿（九州大学 臨床・腫瘍外科）

3D-2	3D モニターを用いた腹腔鏡下尾側膵切除術の経験
大塚

隆生（九州大学 臨床・腫瘍外科）

3D-3	Hanging maneuver を利用した 3D 腹腔鏡下膵体尾部切除術
川口

閉会の辞

道也（京都大学 医学部附属病院 肝胆膵・移植外科）

12 月 13 日（日） 第 1 会場 会議室 C

15：02 ～ 15：07
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