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プログラム

受付開始 8:00 ～

開会挨拶 8:30 ～ 8:40

当番会長：海野 倫明（東北大学大学院・消化器外科学）

主題 2 8:40 ～ 10:10

胆膵の検査・手術の病態生理
座長：乾 和郎（藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 消化器内科）

山口 幸二（産業医科大学 第一外科）

コメンテーター：太田 哲生（金沢大学 消化器・乳線・移植再生外科）

1. 新しい高感度DNAメチル化高感度検出法（MSE法）を用いた膵液中の
ムチン発現遺伝子解析による膵腫瘍の診断
○米澤 傑 1、東 美智代 1、横山 勢也 1、後藤 優子 1、平木 翼 1、北島 信一 2、原 太郎 3、有坂 好史 4、
新原 亨 5、高折 恭一 6

1鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻腫瘍学講座人体がん病理学、
2鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 病理部、 3千葉県がんセンター 内視鏡科、
4神戸大学大学院医学研究科 内科学講座消化器内科、 5南風病院 消化器内科、
6京都大学大学院医学研究科 外科学講座肝胆膵・移植外科分野

2. 早期慢性膵炎の診断効率向上を目指した膵ASQ
（Acoustical structure quantification）の併用
○阪上 順一 1、十亀 義生 1、保田 宏明 1、加藤 隆介 1、片岡 慶正 1,2、伊藤 義人 1

1京都府立医科大学 消化器内科学、 2大津市民病院 院長

3. 急性膵炎発症早期の perfusion CT による膵壊死予測
○武田 和憲 1、辻 喜久 2、廣田 衛久 3、阪上 順一 4、伊藤 鉄英 5、桐山 勢生 6、竹山 宜典 7、
植村 正人 8、乾 和郎 9、木村 憲治 1

1国立病院機構仙台医療センター 外科、 2京都大学 消化器内科、 3東北大学 消化器内科、
4京都府立医科大学 消化器内科、 5九州大学 肝臓・膵臓・胆道内科、 6大垣市民病院 消化器内科、
7近畿大学 外科、 8奈良県立医科大学 第三内科、 9藤田保健衛生大学坂文種報德會病院 消化器内科

4. 膵外分泌不全診断と膵酵素補充療法の効果 -膵切除術後患者での検討 -
○松本 敦史 1、阿部 洸大 2、三上 恵理 2、長谷川範幸 1、柳町 幸 1、田中 光 1、柳町 悟司 2、
大門 眞 1、丹藤 雄介 2、中村 光男 2

1弘前大学医学部 内分泌代謝内科、 2弘前大学医学部保健学科 病因病態検査学

5. 動脈硬化性疾患併存患者における膵体尾部切除術後の膵液瘻に関する検討
○牧野 勇、北川 裕久、中川原寿俊、宮下 知治、田島 秀浩、中沼 伸一、林 泰寛、高村 博之、
藤村 隆、太田 哲生

金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科
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6. 膵頭十二指腸切除術術後の膵管空腸吻合ロストチューブと残膵膵炎
○土井隆一郎、中村 直人、伊藤 孝、余語 覚匡、松林 潤、鬼頭 祥悟、浦 克明、平良 薫、大江 秀明、
石上 俊一

大津赤十字病院 外科

7. 術前減黄方法が膵頭十二指腸切除周術期に及ぼす影響
○岡田 健一、谷 眞至、川井 学、廣野 誠子、宮澤 基樹、清水 敦史、北畑 裕司、上野 昌樹、速水 晋也、
山上 裕機

和歌山県立医科大学 第 2外科

8. 膵頭十二指腸切除術時の口側消化管切離部位の違いによる
術後短期経口摂取能の変化
○伊東 竜哉、木村 康利、目黒 誠、西舘 敏彦、石井 雅之、信岡 隆幸、秋月 恵美、今村 将史、水口 徹、
平田 公一

札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座

9. 膵頭十二指腸切除における幽門輪切除の意義と胃排泄遅延症例の長期成績
○川井 学
和歌山県立医科大学 第 2外科

10. 腹腔鏡下膵切除術は低侵襲手術となり得るか -開腹術との比較 -
○永川 裕一、細川 裕一、粕谷 和彦、許 文艘、中島 哲史、刑部 弘哲、土田 明彦
東京医科大学 外科学第三講座

一般演題 1 10:10 ～ 11:04

座長：丹藤 雄介（弘前大学大学院保健学研究科 医療生命科学領域）

萱原 正都（独立行政法人国立病院機構 金沢医療センター 外科）

11. IgG4陽性細胞浸潤からみた膵癌と１型自己免疫性膵炎
○内田 一茂 1、福井 由理 1、光山 俊行 1、住本 貴美 1、池浦 司 1、島谷 昌明 1、高岡 亮 1、
里井 壯平 2、權 雅憲 2、岡崎 和一 1

1関西医科大学 内科学第三講座、 2関西医科大学 外科

12. 経口膵石溶解療法（ＯＬＴ）後に栄養状態と耐糖能の改善を認めた
移行期慢性石灰化膵炎の1例
○芦沢 信雄 1、濱野 浩一 2、野田 愛司 3

1玉造厚生年金病院 消化器科、 2愛知医科大学 総合診療科、 3愛知医科大学メディカルクリニック 内科

13. 慢性下痢における胆汁酸吸収障害（BAM）の関与について
○瓜田 純久 1、河越 尚幸 1、貴島 祥 1、渡辺 利泰 1、前田 正 1、本田 善子 1、財 裕明 1、島田 長人 1、
中嶋 均 1、中村 光男 2

1東邦大学 総合診療・救急医学講座、 2東邦大学医学部 客員教授
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14. 当科で施行した膵全摘術症例の周術期合併症と長期栄養評価
○川井田 博充、河野 寛、渡辺 光章、牧 章、雨宮 秀武、松田 政徳、板倉 淳、藤井 秀樹
山梨大学医学部附属病院 第一外科学講座

15. 膵頭十二指腸切除後の脂肪肝発症に関する検討
○豊木 嘉一、石戸圭之輔、工藤 大輔、木村 憲央、脇屋 太一、袴田 健一
弘前大学大学院医学研究科 消化器外科学講座

16. 膵全摘術施行症例の治療成績についての検討
○佐藤 圭、松山 隆生、森 隆太郎、谷口 浩一、熊本 宜文、野尻 和典、武田 和永、田中 邦哉、
遠藤 格

横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学

特別講演 1 11:05 ～ 12:00

胆管癌診療のトピックス　－印刷事業場での胆管癌集中発生を含めて－
演者：久保 正二（大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学 病院教授）

司会：海野 倫明（東北大学大学院・消化器外科学 教授）

共催：大鵬薬品工業株式会社

昼食（世話人会　12:00 ～ 12:30） 12:00 ～ 12:40

特別講演 2 12:40 ～ 13:35

膵外分泌機能不全の評価と治療
演者：江川 新一（東北大学 災害科学国際研究所 災害医療国際協力学分野 教授）

司会：跡見 裕（杏林大学 学長）

共催：エーザイ株式会社

主題 1 13:35 ～ 14:11

環境因子と胆膵発癌
座長：田妻 進（広島大学病院 総合内科・総合診療科）

藤井 秀樹（山梨大学医学部外科学講座第１教室）

コメンテーター：久保 正二（大阪市立大学大学院医学研究科 肝胆膵外科学）

17. 若年印刷業従事者に発症した胆管癌の切除例
○中川 圭 1,2、片寄 友 1,2、深瀬 耕二 1,3、大塚 英郎 4、林 洋毅 1,3、吉田 寛 1,3、元井 冬彦 1,3、中山 瞬 1,3,5、
渡辺 みか 5、海野 倫明 1,2,3

1東北大学病院 肝胆膵外科、 2東北大学大学院 統合癌治療外科、 3東北大学大学院 消化器外科、
4宮城社会保険病院 外科、 5東北大学病院 病理部
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18. 校正印刷工場の従業員に発症した肝内胆管癌の1例
○富丸 慶人 1、小林 省吾 1、濱 直樹 1、和田 浩志 1、川本 弘一 1、江口 英利 1、森井 英一 2、
土岐祐一郎 1、森 正樹 1、永野 浩昭 1

1大阪大学 消化器外科、 2大阪大学 病理部

19. 発癌から見た肝内結石症の取扱い－コホート調査の解析－
○鈴木 裕、横山 政明、中里 徹矢、阿部 展次、森 俊幸、杉山 政則
杏林大学医学部 外科

20. 原発性硬化性胆管炎における胆膵領域の発癌症例の検討
○杉山 晴俊、露口 利夫、横須賀 收
千葉大学医学部附属病院 消化器内科

コーヒーブレイク 14:11 ～ 14:26

主題 3 14:26 ～ 15:20

胆膵病態生理に関する基礎的研究
座長：西野 博一（東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科）

平田 公一（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科）

コメンテーター：杉山 政則（杏林大学 外科（消化器・一般外科））

21. 膵癌における免疫化学療法の新機軸を求めて
○宮下 知治、田島 秀浩、中沼 伸一、酒井 清祥、牧野 勇、林 泰寛、中川原寿俊、高村 博之、
北川 裕久、太田 哲生

金沢大学病院 消化器乳腺移植再生外科

22. 胃膵相関より見た胃温存の意義
○橋本 直樹
近畿大学 保健管理センター

23. 十二指腸酸負荷による膵液分泌促進効果：
慢性膵炎手術中の膵管同定への応用
○中村 隆司 1、岩指 元 1、児山 香 1、佐藤 龍一朗 1、大越 崇彦 2、松野正紀 3、佐藤 武揚 4

1東北薬科大学病院 外科、 2仙台赤十字病院 外科、 3十和田市立中央病院 管理者、 4東北大学病院高度救命救急センター

24. 胆汁組成変化による胆管上皮細胞障害の検討
○杉山 晶子、藤田 啓子、菅野 啓司、岸川 暢介、串畑 重行、小林 知貴、酒見 倫子、横林 賢一、
溝岡 雅文、田妻 進

広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 総合内科総合診療科

25. 膵胆道悪性腫瘍に対する上腸間膜動脈周囲リンパ節郭清の問題点－実験によるー
○橋本 直樹
近畿大学 保健管理センター
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26. 膵癌における浸潤およびリンパ節転移関連遺伝子群を用いた新規治療戦略
○廣野 誠子、清水 敦史、谷 眞至、川井 学、岡田 健一、宮澤 基樹、北畑 裕司、山上 裕機
和歌山県立医科大学 第 2外科

一般演題 2 15:20 ～ 16:05

座長：白鳥 敬子（東京女子医科大学 消化器内科）

土田 明彦（東京医科大学 外科学第三講座）

27. 切除可能膵癌に対する術前化学療法：
全国多施設臨床試験 (PREP01) 登録症例９例の検討
○又木 雄弘 1、新地 洋之 2、前村 公成 1、蔵原 弘 1、川崎 洋太 1、出先 亮介 1、高尾 尊身 3、
夏越 祥次 1

1鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科、 2鹿児島大学 医学部 保健学科、
3鹿児島大学 フロンティアサイエンス研究推進センター

28. 浸潤性膵管癌の早期再発の危険因子
○細川 勇一
東京医科大学 第 3外科学講座

29. 膵神経内分泌腫瘍における転移・再発症例の検討
○中川原寿俊、北川 裕久、牧野 勇、正司 正寿、中沼 伸一、林 泰寛、田島 秀浩、高村 博之、
藤村 隆、太田 哲生

金沢大学 消化器・乳腺・移植再生外科

30. 膵臓移植後の造影超音波検査の有用性
○伊藤 泰平 1、剣持 敬 1、丸山 通広 2、圷 尚武 2、日下 守 3、佐々木ひと美 3、西川 徹 4、
浅野 武秀 2、松原 久裕 5、星長 清隆 3

1藤田保健衛生大学病院 臓器移植科、 2国立病院機構 千葉東病院 外科、 3藤田保健衛生大学病院 泌尿器科、
4藤田保健衛生大学病院 肝胆膵内科、 5千葉大学 先端応用外科

31. 胆管癌における残肝率40%未満の肝切除症例に対する門脈塞栓術の検討
○中島 慎介、小林 省吾、濱 直樹、和田 浩志、川本 弘一、江口 英利、土岐祐一郎、森 正樹、
永野 浩昭

大阪大学消化器外科学 消化器外科

次回開催案内 16:05 ～ 16:10

次期会長：西野 博一（東京慈恵会医科大学 消化器・肝臓内科）

閉会挨拶 16:10 ～ 16:15

当番会長：海野 倫明（東北大学大学院・消化器外科学）
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