
―131―

日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022 日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022

特
別
演
題特別教育セミナー

第 2日目　3月 25 日（金）　13：30 ～ 15：30　第 1会場　エミネンスホール

アンサーパッドを用いた“Modified Socratic Method”による教育セミナー； 
“人を対象とする生命科学・医学研究に必要な倫理規定、医師と患者の医療倫理学を
勉強しましょう”

企画　　�帝京大学名誉教授、日本腹部救急医学会名誉創立者・名誉理事長�

� 高田　忠敬�

国際医療福祉大学医学部消化器外科学教室市川病院外科教授、

日本腹部救急医学会理事長� 吉田　雅博

司会　　�三重大学医学部附属病院　三重大学医学部外科学教室� 伊佐地秀司�

帝京大学医学部外科学講座� 佐野　圭二

特別教育-01	 	ヘルシンキ宣言から、現在に至る経過
慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科 阿部　雄太

特別教育-02	 	ナラティブと共約
横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科 本間　祐樹

特別教育-03	 	インフォームド	コンセントをどうやって受けるか？
金沢大学肝胆膵・移植外科学／小児外科学 八木真太郎

特別教育-04	 	臨床研究での倫理審査に必要な資格 ; 研究責任者、研究協力者の資格
三重大学肝胆膵・移植外科 水野　修吾

特別教育-05	 	利益相反とは？	どのように行うか？
東京医科大学消化器内科学分野 向井俊太郎
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特別講演 1

第 2日目　3月 25 日（金）　11：00 ～ 12：00　第 1会場　エミネンスホール

司会　　�帝京大学名誉教授� 高田　忠敬

特別-01	 	診療ガイドラインの活用と検証について
東京医科大学茨城医療センター 福井　次矢

特別講演 2

第 1日目　3月 24 日（木）　10：00 ～ 10：50　第 1会場　エミネンスホール

司会　　�JR 札幌病院� 平田　公一

特別-02	 	ガイドラインに基づいたCovid-19 の診療
国際医療福祉大学　医学部　感染症学講座／	
国際医療福祉大学　成田病院　感染制御部 松本　哲哉

会長講演

第 1日目　3月 24 日（木）　14：20 ～ 14：40　第 1会場　エミネンスホール

司会　　�弘前大学　消化器外科� 袴田　健一

	 	診療ガイドラインと 20 年
国際医療福祉大学医学部消化器外科学教室　市川病院外科 吉田　雅博
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別
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第 1日目　3月 24 日（木）　13：40 ～ 14：20　第 1会場　エミネンスホール

日本腹部救急医学会　認定医・教育医制度
司会　　�国際医療福祉大学医学部消化器外科学教室　市川病院外科� 吉田　雅博

理事長-01	 	日本腹部救急医学会認定医・教育医制度　制度の目的と詳細
弘前大学　大学院医学研究科　消化器外科学講座 袴田　健一

理事長-02	 	日本腹部救急医学会認定医・教育医制度　現在までの実績と未来像
日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科 谷合　信彦

理事長-03	 	日本腹部救急医学会認定医・教育医制度
救急医から見た日本腹部救急医学会認定医・教育医制度

東京医科歯科大学　救急災害医学分野 大友　康裕

特別企画

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 12：20　第 5会場　花B

厚労省研究班からの報告　ビッグデータをどう使うか：課題と未来
司会　　�国際医療福祉大学医学部消化器外科学教室　市川病院外科� 吉田　雅博

SP-01	 	大規模医療管理データベースからのエビデンスは、診療の推奨に活かせ
るか？

京都大学　大学院医学研究科　医療経済学分野 佐々木典子
SP-02	 	電子カルテシステムの情報は診療ガイドラインの作成プロセスに影響を

与えるか
聖路加国際病院　ヘルニアセンター／	
聖路加国際病院　消化器・一般外科 嶋田　　元

SP-03	 	診療ガイドラインにおけるNCD･ 癌登録データを用いた研究の意義
帝京大学　医学部　附属溝口病院外科 三浦　文彦

SP-04	 	ビッグデータを活用した診療ガイドライン作成：診療ガイドライン作成
方法論からみた検討

東邦大学　医学部　社会医学講座 畠山　洋輔
SP-05	 	国内大規模医療データベースと各データベースを用いて行われる研究の

特徴
（公財）大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院	

　集中治療科 藤永　　潤
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第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 16：20　第 1会場　エミネンスホール

診療ガイドラインが医療現場で活用されるために
司会　　�倉敷中央病院　副院長／（公財）日本医療機能評価機構　執行理事�

� 福岡　敏雄�

（公財）日本医療機能評価機構EBM医療情報部（Minds）部長�

� 奥村　晃子

MindsSY-1	 	診療ガイドライン活用促進の考え方と世界の潮流
国際医療福祉大学消化器外科／	
（公財）日本医療機能評価機構 吉田　雅博

MindsSY-2	 	EBM普及推進事業（Minds）の現況と展望
（公財）日本医療機能評価機構 奥村　晃子

MindsSY-3	 	Minds ガイドラインライブラリにおけるユーザアクセスの状況
静岡社会健康医学大学院大学／	
（公財）日本医療機能評価機構 佐藤　康仁

MindsSY-4	 	急性胆管炎・胆嚢炎診療ガイドラインの活用と検証
三重大学医学部附属病院／三重大学医学部外科学教室 伊佐地秀司

MindsSY-5	 	急性膵炎診療ガイドラインのこれまでの取り組みと検証
産業医科大学救急医学／	

急性膵炎診療ガイドライン 2021 改訂出版委員会 真弓　俊彦

共催：公益財団法人日本医療機能評価機構EBM医療情報部（Minds）
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題特別パネルディスカッション

第 2日目　3月 25 日（金）　15：40 ～ 17：10　第 1会場　エミネンスホール

急性膵炎診療ガイドラインを追求する －診療への「万里一空の境地」を目指して－
司会　　　　�産業医科大学救急医学� 真弓　俊彦�

東北大学　消化器内科� 正宗　　淳

総括発言　　�帝京大学名誉教授、TG・JPNガイドライン統括委員長�

� 高田　忠敬

SPD-1	 	栄養・抗菌薬・鎮痛剤
近畿大学　外科 竹山　宜典

SPD-2	 	胆石性膵炎の診療
東京医科大学　消化器内科 向井俊太郎

SPD-3	 	インターベンションとステップアップアプローチ
産業医科大学　第 1外科 森　　泰寿

SPD-4	 	Abdominal	Compartment	Syndrome
東海大学　救命救急医学 土谷　飛鳥

SPD-5	 	Pancreatitis	Bundles	2021
北九州市立八幡病院　外科 岡本　好司
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若手医師研究報告会

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 8：45　第 6会場　花C

腹部救急を担う若手医師のための臨床研究助成募集（2020 年採択）
司会　　�雪の聖母会　聖マリア病院　臨床・教育・研究本部� 靍　　知光

若手-01	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるランドマークとしてのRouviere 溝の価値の
再検討

慶應義塾大学　医学部　一般・消化器外科 宇田川大輔

プロジェクト研究報告

第 2日目　3月 25 日（金）　8：45 ～ 9：10　第 6会場　花C

新規プロジェクト研究（2019 年採択）
司会　　�雪の聖母会　聖マリア病院　臨床・教育・研究本部� 靍　　知光

PJ-01	 	結腸および直腸穿孔に対する緊急手術における予防的創部陰圧閉鎖療法
の有用性についての検討

東京医科歯科大学病院　救命救急センター 中堤　啓太
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認定医制度セミナーオンデマンド配信

認定医制度セミナー 1（分野Ⅰ　疫学　炎症性腸疾患）

制度-01	 	炎症性腸疾患の現状
講師：横浜市立大学附属市民総合医療センター	

　炎症性腸疾患センター 木村　英明

認定医制度セミナー 2（分野Ⅱ　診断　急性虫垂炎）

制度-02	 	画像診断 brush	up
講師：京都市立病院　放射線診断科・IVR科 谷掛　雅人

認定医制度セミナー 3（分野Ⅲ　集中治療　重症急性膵炎の治療）

制度-03	 	認定医制度セミナー「III	（集中治療）重症急性膵炎の治療」
講師：君津中央病院　救命救急センター 北村　伸哉

認定医制度セミナー 4（分野Ⅳ　薬物治療　DIC, 薬物治療アップデート）

制度-04	 	敗血症を基盤とするDIC の診断と治療
講師：大阪医科薬科大学　救急医学教室 山川　一馬

認定医制度セミナー 5（分野Ⅴ　外科治療　腸閉塞症に対する外科治療）

制度-05	 	腸閉塞に対する外科治療
講師：兵庫県立淡路医療センター　外科・消化器外科 宮本　勝文

認定医制度セミナー 6（分野Ⅵ　IVR、内視鏡治療　外傷に対する IVR 治療）

制度-06	 	外傷に対する IVR治療
講師：帝京大学　医学部　放射線科学講座 近藤　浩史
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シンポジウム 1

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 12：20　第 2会場　扇

腹部救急疾患に対する内視鏡外科手術（上部消化管）
司会　　　　�慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科� 北川　雄光�

浜松医科大学　外科学第二講座� 竹内　裕也

特別発言　　�公立昭和病院　� 上西　紀夫

SY1-01	 	特発性食道破裂に対する胸腔鏡下手術による治療戦略
相模原協同病院　消化器病センター外科 若林　正和

SY1-02	 	当院における上部消化管穿孔手術の検討：開腹術	vs.	腹腔鏡下手術
日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科 山際　　亮

SY1-03	 	上部消化管穿孔に対する単孔式腹腔鏡下大網被覆術の工夫と成績
北九州市立八幡病院　外科 木戸川秀生

SY1-04	 	胃癌幽門狭窄に対する緊急鏡視下胃空腸バイパス術は長期予後に寄与す
るか？

和歌山県立医科大学　第２外科 尾島　敏康

シンポジウム 2

第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 16：20　第 2会場　扇

大腸癌の消化管関連合併症に対する治療戦略
司会　　　　�東海大学　消化器外科� 山本聖一郎�

国際医療福祉大学　医学部　消化器外科� 鶴田　雅士

特別発言　　�東邦大学医療センター大橋病院　外科� 斉田　芳久

SY2-01	 	閉塞性大腸癌に対する治療戦略
川崎市立川崎病院　外科 近藤　崇之

SY2-02	 	腹腔内膿瘍を伴う穿孔性大腸癌に対する治療戦略
津山中央病院　外科 繁光　　薫

SY2-03	 	腸閉塞で診断される直腸癌患者の治療戦略	
～縫合不全予防における ICG蛍光造影法、直腸ステントの重要性～

市立東大阪医療センター　消化器外科 谷田　　司
SY2-04	 	術後短期成績から考える閉塞性大腸癌に対する治療戦略

群馬大学　総合外科学講座 白石　卓也
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SY2-05	 	閉塞性大腸癌に対する減圧治療後の短期・長期成績
横浜総合病院　消化器センター／駿甲会甲賀病院外科 藤井　正一

SY2-06	 	当院における閉塞性大腸癌に対する治療戦略
国立病院機構　東京医療センター　一般・消化器外科 島田　岳洋

SY2-07	 	閉塞性大腸癌に対するBTS（Bridge	to	Surgery）目的の大腸ステントの
検討

東邦大学医療センター大橋病院　外科 榎本　俊行

シンポジウム 3

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 12：20　第 3会場　錦

高エネルギー外傷の画像診断、治療、マネージメント
司会　　　　�国際医療福祉大学成田病院　放射線科� 桐生　　茂�

国際医療福祉大学三田病院　放射線科� 大倉　直樹

特別発言　　�聖マリアンナ医科大学　救急医学� 松本　純一

SY3-01	 	質の高い外傷診療には、機能した radiology チームが必要である
聖マリアンナ医科大学　救急医学 松本　純一

SY3-02	 	当院における腹部外傷診療治療戦略
国立病院機構横浜医療センター　救急・総合診療科 望月　聡之

SY3-03	 	当院における高エネルギー外傷に対する放射線科医の積極的介入について
東京慈恵会医科大学附属柏病院　放射線部 亀岡　佳彦

SY3-04	 	Trauma-Angio スコアを用いた画像検査前の IVRアラートシステム
慶應義塾大学　医学部　救急医学 山元　　良

SY3-05	 	高エネルギー外傷に対するConventional	ER での画像診断と IVRを再考
する－Hybrid	ER	Systemでの経験を踏まえて－

日本医科大学千葉北総病院　放射線科 横山　太郎
SY3-06	 	錨の鈍的外傷による下腸間膜動脈引き抜き損傷の画像診断

赤穂市民病院 新田　隆士



―140―

日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シンポジウム 4

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：50　第 2会場　扇

最近の腹部救急領域における IVR の知見、手技
司会　　　　�国際医療福祉大学成田病院　放射線科� 桐生　　茂�

東京都立墨東病院　診療放射線科� 高橋　正道

特別発言　　�聖マリアンナ医科大学　放射線医学講座　� 三村　秀文

SY4-01	 基調講演	 	様々な腹部救急 IVR
慶應義塾大学　医学部　放射線診断科 井上　政則

SY4-02	 	膵切除術後腹腔内出血に対する治療経験
横浜市立大学医学部　消化器・腫瘍外科学 竹之内　晶

SY4-03	 	膵切除術後出血対するカバードステント留置後の抗血小板薬使用経験
金沢大学附属病院　肝胆膵・移植外科 岡崎　充善

SY4-04	 	VIABAHN® を用いた腹部動脈損傷治療
都立墨東病院　診療放射線科 和田　智貴

SY4-05	 	術後出血に対するステントグラフト内挿術
帝京大学　医学部　放射線科学講座 近藤　浩史

SY4-06	 	当院における下部消化管出血の IVR治療戦略について
済生会横浜市東部病院　救命救急センター 妹尾　聡美

SY4-07	 	破裂性腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療の現況と課題
社会医療法人財団　石心会　川崎幸病院	
　川崎大動脈センター血管内治療科 長谷聡一郎

SY4-08	 	緊急血管塞栓術における応用的なNBCA注入法
日本医科大学千葉北総病院　放射線科 池田　慎平

シンポジウム 5

第 2日目　3月 25 日（金）　15：40 ～ 17：10　第 4会場　花A

急性腹症の治療戦略　―良性腸疾患の診断と治療―
司会　　　　�久留米大学　外科学� 赤木　由人�

東京大学　腫瘍外科� 石原聡一郎

特別発言　　�北里大学病院　放射線診断科　� ウッドハムス玲子

SY5-01	 	宿便性閉塞性大腸炎の治療戦略
公立豊岡病院　但馬救命救急センター 番匠谷友紀
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SY5-02	 	大腸憩室炎に対する人工肛門造設回避を目指した新たな治療戦略
京都岡本記念病院　消化器外科 工藤　道弘

SY5-03	 	当院の門脈ガス血症・腸管気腫症の治療戦略
雪の聖母会　聖マリア病院　外科 吉田　直裕

SY5-04	 	門脈気腫例に対する超音波検査によるアプローチ
飯塚市立病院 大堂　雅晴

SY5-05	 	腸管壁内気腫症例の治療方針の検討
青森県立中央病院　外科 澤野　武行

SY5-06	 	術中所見に基づいた虚血性大腸炎の術式選択検討
大分市医師会立アルメイダ病院　外科 橋本　拓造

SY5-07	 	Non-occlusive	mesenteric	ischemia	(NOMI) を見て即開腹すべきではな
い～ ISDN（硝酸イソソルビド）療法の提唱～
東北公済病院　消化器外科／岩手県立中央病院　消化器外科 井上　　宰

SY5-08	 	大腸穿孔における予後予測スコアの算出とその臨床応用	
EPPoC	(Early	Prediction	for	Prognosis	of	Colorectal	perforation)	Score
慶應義塾大学　医学部　救急医学／済生会宇都宮病院　外科 松岡　　義

シンポジウム 6

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：50　第 5会場　花B

腹部救急領域における肝移植と集中治療
司会　　　　�順天堂大学静岡病院消化器内科　� 玄田　拓哉�

国際医療福祉大学成田病院　消化器内科� 井上　和明

特別発言　　�順天堂大学静岡病院消化器内科　� 玄田　拓哉

SY6-01	 基調講演	 	急性肝不全治療における院内連携の重要性
国際医療福祉大学成田病院　消化器内科 井上　和明

SY6-02	 	急性肝不全治療に求められる血液浄化療法
国際医療福祉大学成田病院　消化器内科 井上　和明

SY6-03	 	肝移植を見据えた急性肝不全の集学的治療
東京大学医学部附属病院人工臓器移植外科 裵　　成寛

SY6-04	 	早期搬送システムに基づいた急性肝不全の診療と肝移植を念頭とした集
学的医療の実際
岩手医科大学　医学部　内科学講座消化器内科肝臓分野	

　肝臓内科 柿坂　啓介
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SY6-05	 	当院における急性肝不全に対する肝移植術前集中治療の現状と課題
神戸大学　肝胆膵外科 蔵満　　薫

SY6-06	 	急性肝不全患者における感染症の実態と今後の対策について
昭和大学藤が丘病院　消化器内科 五味　邦代

SY6-07	 	重症アルコール性肝炎に対する早期生体肝移植の適応評価
岩手医科大学　医学部　内科学講座消化器内科肝臓分野 鈴木　悠地

SY6-08	 	NASH、非代償性肝硬変に対して脳死肝移植後、Primary	non-function
を呈し、治療に難渋した症例

東京女子医大　消化器一般外科 加藤　孝章
SY6-09	 	当施設における acute	on	chronic	liver	failure に対する生体肝移植の治療

経験と急性肝不全症例との比較
熊本大学　小児外科・移植外科 蛭川　和也

SY6-10	 	わが国の救急医療におけるACLFの実態
埼玉医科大学　消化器内科・肝臓内科 中山　伸朗
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パネルディスカッション

パネルディスカッション 1

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 12：20　第 1会場　エミネンスホール

腹部救急診療における COVID-19 に対するエビデンス構築に向けて
司会　　　　�東京医科大学茨城医療センター　消化器外科� 鈴木　修司�

慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科� 尾原　秀明

特別発言　　�日本医科大学武蔵小杉病院　� 谷合　信彦

PD1-01	 	COVID-19 肺炎に無石性胆嚢炎を合併した症例
東京医科大学　茨城医療センター 櫻井　浩政

PD1-02	 	COVID-19 患者における消化器疾患の関係性	
～当院における重症患者管理における治療戦略～

慶應義塾大学　医学部　救急医学 松岡　　義
PD1-03	 	腹部救急診療におけるCOVID-19 の影響

近畿大学　医学部　救急医学 濱口　満英
PD1-04	 	COVID-19 と消化器合併症：抗凝固・ステロイド・除水

千葉県救急医療センター　集中治療科 松村　洋輔
PD1-05	 	COVID-19 による大腸癌患者の変化

帝京大学医学部附属溝口病院　外科 高島　順平

パネルディスカッション 2

第 1日目　3月 24 日（木）　16：30 ～ 18：00　第 2会場　扇

炎症性腸疾患に対する緊急手術における内視鏡外科の立ち位置
司会　　　　�東京歯科大学市川総合病院　外科� 長谷川博俊�

東京女子医科大学　消化器・一般外科� 番場　嘉子

特別発言　　�兵庫医科大学� 池内　浩基

PD2-01	 	当院における潰瘍性大腸炎に対する緊急・準緊急での腹腔鏡下手術の検討
東邦大学医療センター佐倉病院　外科 北原　知晃

PD2-02	 	当院における潰瘍性大腸炎に対する緊急手術の現状と問題点
慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科 岡林　剛史

PD2-03	 	潰瘍性大腸炎緊急手術症例における腹腔鏡下手術の治療成績
東京女子医科大学　消化器・一般外科 谷　　公孝
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PD2-04	 	複雑な病型のクローン病に対する安全な手術アプローチの選択
九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科 永吉　絹子

PD2-05	 	内視鏡検査後に穿孔をきたし単孔式腹腔鏡手術を施行したクローン病症
例の検討

兵庫医科大学　消化器外科学講座　炎症性腸疾患外科 桑原　隆一
PD2-06	 	クローン病の腹部救急症例に対する当科での外科治療

東北大学大学院　消化器外科学 渡辺　和宏

パネルディスカッション 3

第 1日目　3月 24 日（木）　14：10 ～ 16：10　第 3会場　錦

門脈圧亢進症における Splanchnic Caput Medusae と救急治療戦略
司会　　　　�高知赤十字病院　第 2外科　� 近森　文夫�

九州大学病院　救命救急センター� 赤星朋比古

特別発言　　�日本医科大学消化器外科　� 吉田　　寛

PD3-01	 	門脈圧亢進症における Splanchnic	Caput	Medusae(SCM) コンセプトか
らみた治療の現況

つくばセントラル病院　救急診療科 河島　孝彦
PD3-02	 	食道胃静脈瘤破裂例の治療戦略

埼玉医科大学　消化器内科・肝臓内科 菅原　通子
PD3-03	 	食道・胃静脈瘤出血例に対する内視鏡治療

福島県立医科大学　医学部　消化器内科学講座 柳田　拓実
PD3-04	 	胃静脈瘤（GV）破裂症例に対するバルーン下逆行性経静脈的塞栓術

（BRTO）
新潟市民病院　消化器内科 和栗　暢生

PD3-05	 	Splanchnic	caput	Medusae	の観点から治療した十二指腸静脈瘤の 4例
村上記念病院　内科 村上　匡人

PD3-06	 	門脈圧亢進症性胃症に対する部分的脾動脈塞栓術の有用性
順天堂大学練馬病院　救急・集中治療科 發知　佑太

PD3-07	 	難治性脳症に対するバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術
山口大学大学院医学系研究科　消化器内科学 石川　　剛

PD3-08	 	肝性脳症における変法B-RTOの 5例
新百合ヶ丘総合病院　消化器内科 西田　晨也
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PD3-09	 	シャント脳症に対する IVR治療戦略と当院での治療成績
兵庫医科大学　放射線科 小林　　薫

PD3-10	 	食道胃静脈瘤に対するHassab 手術の現状	-Splanchnic	Caput	Medusae
の概念から -

日本医科大学消化器外科 清水　哲也
PD3-11	 	脾臓摘出術後の中長期を含む合併症に対する検討

九州大学病院　先端医工学診療部　消化器・総合外科／	
九州大学大学院　消化器・総合外科 長尾　吉泰

パネルディスカッション 4

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 12：20　第 4会場　花A

がん薬物療法中の oncologic emergency に対する対策と治療
司会　　　　�杏林大学医学部　腫瘍内科学� 古瀬　純司�

札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科� 木村　康利

特別発言　　�福西会病院� 山下　裕一

PD4-01	 基調講演	 	がん専門病院におけるOncologic	emergency に対する取り
組み

がん研有明病院　肝胆膵内科　総合腫瘍科　救急科 尾阪　将人
PD4-02	 	がん薬物療法中に発生した大腸穿孔は長期予後を悪化させる

熊本大学大学院　消化器外科 小川　克大
PD4-03	 	Bevacizumab 投与中に急性腹症を発症した 19 例

大垣市民病院　外科 佐久間政宜
PD4-04	 	杏林大学病院におけるがん薬物療法中のオンコロジーエマージェンシー

への対応
杏林大学医学部腫瘍内科学 河合　桐男

PD4-05	 	胆膵外科診療における癌救急の実態
札幌医科大学　医学部　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 木村　康利

PD4-06	 	Oncologic	emergency を伴った切除可能膵癌
大分大学　消化器・小児外科 平下禎二郎

PD4-07	 	当施設における肝胆膵領域悪性腫瘍におけるoncologic	emergencyの経験
国立病院機構　東京医療センター　外科 浦上秀次郎
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パネルディスカッション 5

第 1日目　3月 24 日（木）　16：30 ～ 18：00　第 4会場　花A

肝胆膵領域のドレナージ（経皮的ドレナージと経消化管ドレナージの役割分担）
司会　　　　�慶應義塾大学医学部　小児外科� 黒田　達夫�

千葉県立佐原病院　消化器内科� 露口　利夫

特別発言　　�東邦大学医療センター大橋病院　消化器内科　� 前谷　　容

PD5-01	 基調講演	 	肝胆膵疾患に対する適切なドレナージ選択
東京医科大学　消化器内科学分野 向井俊太郎

PD5-02	 	急性胆嚢炎に対する経皮経肝的および内視鏡的胆嚢ドレナージ術につい
ての検討

加古川中央市民病院　消化器内科 織田　大介
PD5-03	 	術後症例におけるダブルバルーン内視鏡を用いた内視鏡的胆道ドレナー

ジ術の有用性
関西医科大学　総合医療センター　消化器肝臓内科 島谷　昌明

PD5-04	 	肝胆膵領域手術後におけるドレナージ（内瘻化ドレナージを中心に）
日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科 勝野　　暁

PD5-05	 	切除不能胆道癌に対するコンバージョン手術を企図した胆道ドレナージ
戦略

関西医科大学　外科学講座　肝臓外科 小坂　　久
PD5-06	 	経消化管ドレナージ全盛の現状における経皮経肝胆道ドレナージの役割

千葉大学　臓器制御外科学 高屋敷　吏
PD5-07	 	生体肝移植後の胆管吻合部狭窄に対するドレナージの検討

金沢大学　肝胆膵・移植外科 蒲田　亮介
PD5-08	 	膵体尾部切除後膵液瘻に対する消化器内視鏡下経胃ドレナージの検討

金沢大学附属病院　肝胆膵・移植外科 中沼　伸一
PD5-09	 	膵頭十二指腸術後の膵液漏に対する超音波内視鏡下膵管ドレナージ

九州大学大学院　消化器・総合外科 伊藤　心二
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パネルディスカッション 6

第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 15：30　第 2会場　扇

Abdominal compartment syndrome のピットフォール
司会　　　　�兵庫医科大学　救急災害医学講座，救命救急センター� 白井　邦博�

がん研究会有明病院　消化器外科� 坂本　貴志

特別発言　　�千葉県救急医療センター　� 当間　雄之

PD6-01	 	Abdominal	compartment	syndrome	に関する医療従事者の knowledge	
gap

君津中央病院救命救急センター 北村　伸哉
PD6-02	 	初学者が陥りやすいAbdominal	Compartment	Syndrome	のピット

フォール
東京ベイ浦安市川医療センター　外科 窪田　忠夫

PD6-03	 	当科における重症急性膵炎に合併したAbdominal	Compartment	
Syndrome 例の管理

大阪市立大学医学部附属病院　救命救急センター 野田　智宏
PD6-04	 	重症急性膵炎における IAH、ACS に対する経験とピットホール

愛媛大学　医学部　救急医学 佐藤　格夫
PD6-05	 	腹部コンパートメント症候群の包括的治療戦略：理想と現実の狭間から

学びうること
東京都立多摩総合医療センター　救命救急センター 小山　知秀

PD6-06	 	Open	abdominal	management を施行したにもかからず再度Abdominal	
compartment	syndrome となり心停止した一例

日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科／	
日本医科大学　救急医学教室 吉野　雄大
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パネルディスカッション 7

第 2日目　3月 25 日（金）　15：40 ～ 17：10　第 2会場　扇

感染性腹部大動脈瘤の治療戦略
司会　　　　�東京慈恵会医科大学　外科学講座　血管外科� 大木　隆生�

国際医療福祉大学成田病院　血管外科� 前田　剛志

特別発言　　�埼玉医科大学国際医療センター　画像診断科� 田島　廣之

PD7-01	 	感染性腹部大動脈瘤に対するステントグラフト術
東京慈恵会医科大学　外科学講座　血管外科 宿澤　孝太

PD7-02	 	感染性腹部大動脈瘤に対する腹部大動脈瘤ステントグラフト内挿術の成績
医療法人徳洲会　岸和田徳洲会病院　心臓血管外科 松浦　　誠

PD7-03	 	腹部大動脈感染性動脈瘤・人工血管感染に対する治療戦略
大阪大学大学院医学系研究科　心臓血管外科 島村　和男

PD7-04	 	当科における感染性腹部大動脈瘤の治療戦略：特にホモグラフトの活用
について

東京大学　医学部　血管外科 高山　利夫

パネルディスカッション 8

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：50　第 4会場　花A

化学療法に起因する消化管関連合併症に対する治療戦略
司会　　　　�埼玉医科大学　消化管内科� 今枝　博之�

国立病院機構　災害医療センター　臨床研究部� 植竹　宏之

特別発言　　�埼玉医科大学総合医療センター　消化器外科・一般外科�

� 石田　秀行

PD8-01	 	がん薬物療法に起因する消化管関連有害事象とマネジメント	
－緊急手術にならないために－

国立がん研究センター東病院　消化管内科 小谷　大輔
PD8-02	 	切除不能進行・再発大腸癌の化学療法中に発症した消化管出血・消化管

穿孔症例の後方視的研究
大阪急性期・総合医療センター　消化器外科 賀川　義規

PD8-03	 	化学療法中の消化器関連有害事象に対する治療アプローチ
東京医科歯科大学　大学院医歯学総合研究科	

　総合外科学分野 末永　光邦
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PD8-04	 	消化管悪性リンパ腫治療における消化管関連合併症の検討‐びまん性大
細胞型B細胞リンパ腫を中心に‐

聖マリアンナ医科大学　血液・腫瘍内科 齊木　祐輔
PD8-05	 	irAE 大腸炎に起因する大腸穿孔に対して大腸亜全摘術を施行した 1例

神戸市立西神戸医療センター　外科・消化器外科 橘　　奎伍
PD8-06	 	当科で経験した化学療法関連腸炎のまとめ

埼玉医科大学病院　総合診療内科 松本　　悠
PD8-07	 	免疫チェックポイント阻害薬投与に伴う消化器関連免疫関連有害事象に

対する治療戦略
札幌医科大学　医学部　集中治療医学 巽　　博臣

パネルディスカッション 9

第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 15：30　第 4会場　花A

腹部救急領域における敗血症治療戦略
司会　　　　�千葉大学大学院医学研究院　救急集中治療医学� 中田　孝明�

東京ベイ・浦安市川医療センター　救急集中治療科� 三反田拓志

特別発言　　�北九州市立八幡病院　消化器・肝臓病センター　外科� 岡本　好司

PD9-01	 	大腸穿孔におけるDirty	mass と腹腔内炎症・敗血症性ショックの関連性
愛媛県立中央病院　消化器外科 石川　大地

PD9-02	 	急性膵炎におけるDIC とトロンボモジュリン製剤早期投与による有効性
の検討

大阪府済生会中津病院　消化器内科 江口　考明
PD9-03	 	リコンビナント	ヒト	トロンボモジュリンによる消化管穿孔性腹膜炎に

起因する敗血症性DIC における肺障害改善効果の検討
山梨大学　第一外科 河野　　寛

PD9-04	 	SSI ハイリスク症例における新たな選択肢
公立豊岡病院　但馬救命救急センター 高須　惟人
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ワークショップ

ワークショップ 1

第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 10：00　第 1会場　エミネンスホール

消化管手術後の合併症に対する緊急手術
司会　　　　�札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科� 竹政伊知朗�

福岡大学医学部　消化器外科 � 長谷川　傑

特別発言　　�北里大学北里研究所病院　� 渡邊　昌彦

WS1-01	 	絞扼性腸閉塞のCT診断
日本医科大学　消化器外科 山田　岳史

WS1-02	 	術後合併症に対する PTEG	double	tubing の有効性
独立行政法人　国立病院機構　村山医療センター　外科 大石　英人

WS1-03	 	膵頭十二指腸切除術後の消化管潰瘍穿孔に対する治療成績
大阪市立大学大学院　肝胆膵外科 田内　　潤

WS1-04	 	左側結腸術後縫合不全の治療選択と成績
千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科 今西　俊介

WS1-05	 	大腸癌初回手術後の緊急手術症例の検討
札幌医科大学附属病院　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 沖田　憲司

WS1-06	 	直腸癌術後の縫合不全に対する緊急手術の適応
福岡大学筑紫病院 薦野　　晃

ワークショップ 2

第 1日目　3月 24 日（木）　16：30 ～ 18：00　第 1会場　エミネンスホール

腹腔鏡・ロボット支援手術の腹部救急領域への応用と展望
司会　　　　�弘前大学　消化器外科� 袴田　健一�

九州大学　臨床・腫瘍外科� 中村　雅史

特別発言　　�上尾中央病院　外科　肝胆膵疾患先進治療センター� 若林　　剛

WS2-01	 	当院での小腸疾患に対する緊急 /準緊急腹腔鏡手術の現状
兵庫県立加古川医療センター　外科・消化器外科 宮永　洋人

WS2-02	 	結腸憩室炎に対する腹腔鏡手術の治療成績
NTT東日本札幌病院　外科 山田　秀久

WS2-03	 	消化管穿孔例に対する腹腔鏡下手術の現状
帝京大学溝口病院　外科 小泉　彩香
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WS2-04	 	単孔式腹腔鏡手術で行う複雑性虫垂炎に対する Interval	appendectomy
日本医科大学　医学部　消化器外科 宮坂　俊光

ワークショップ 3

第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 10：00　第 2会場　扇

急性虫垂炎に対する手術治療の適応とタイミング
司会　　　　�帝京大学ちば総合医療センター　外科� 幸田　圭史�

杏林大学医学部　小児外科� 浮山　越史

特別発言　　�聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科　� 大坪　毅人

WS3-01	 	小児急性虫垂炎に対する手術治療の適応とタイミング－超音波検査と
Active	observation

杏林大学　医学部　小児外科 渡邉　佳子
WS3-02	 	複雑性虫垂炎に対する緊急手術の有用性についての検討

大垣市民病院　外科 尾﨑航太郎
WS3-03	 	急性虫垂炎に対する至適手術施行時期の検討：合併症症例の結果を中心に

北九州市立八幡病院　外科 山吉　隆友
WS3-04	 	急性虫垂炎に対しての治療戦略と成績

帝京大学医学部附属溝口病院　外科 鈴木　悠太
WS3-05	 	当科における急性虫垂炎の治療戦略

日本医科大学付属病院　消化器外科 武田　幸樹
WS3-06	 	Uncomplicated	appendicitis における保存的加療困難症例の検討

東京医科大学八王子医療センター　消化器外科・移植外科 小林　敏倫
WS3-07	 	虫垂における炎症および腫瘍性疾患の臨床病理学的検討

東海大学医学部付属東京病院　外科 田島　隆行
WS3-08	 	腫瘤形成性虫垂炎に対して行なった Interval	appendectomy の検討

さいたま市民医療センター　外科 久保田友紀
WS3-09	 	急性虫垂炎に対する手術成績の検討

医療法人財団　荻窪病院　外科 竹ノ谷　隆
WS3-10	 	高齢者における複雑性虫垂炎に対する腹腔鏡下手術の有用性の検討

福島県立医科大学　低侵襲腫瘍制御学講座／一般財団法人
　脳神経疾患研究所　附属　総合南東北病院　外科 中尾　詠一
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ワークショップ 4

第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 10：00　第 3会場　錦

外傷性膵損傷に対する治療戦略：IVR から外科治療まで
司会　　　　�藤田医科大学ばんたね病院　外科� 堀口　明彦�

東京医科大学　消化器内科� 糸井　隆夫

特別発言　　�那須赤十字病院　放射線科　� 水沼　仁孝

WS4-01	 	内視鏡治療により手術を回避し得た小児の外傷性膵損傷Ⅲ b型の 2例
東京医科大学　消化器内科 山本健治郎

WS4-02	 	外傷性膵損傷 5例に対する治療成績
大垣市民病院　外科 日比野佑弥

WS4-03	 	初期治療の遅れによる外傷性膵炎のため治療に難渋した IIIb 型膵損傷の
1例

新潟大学医歯学総合研究科　消化器・一般外科 齋藤　征爾
WS4-04	 	重症膵損傷に対しては初回に PDや膵切除を極力回避する治療戦略が必

要である
公立豊岡病院	但馬救命救急センター 永嶋　　太

WS4-05	 	本邦における膵単独損傷の現状
香川大学　医学部　消化器外科 安藤　恭久

WS4-06	 	深在性膵損傷に対する治療戦略
北里大学医学部　救命救急医学 片岡　祐一

WS4-07	 	当院における外傷性膵損傷の治療の長期成績について
藤田医科大学　ばんたね病院　消化器外科 伊東　昌広

ワークショップ 5

第 1日目　3月 24 日（木）　9：00 ～ 10：00　第 4会場　花A

抗血小板剤・抗凝固剤服用下での上部消化管出血・術後消化管出血の治療
司会　　　　�東京女子医科大学　消化器内科� 中村　真一�

国際医療福祉大学成田病院　消化器外科� 大山　隆史

特別発言　　�北九州古賀病院　� 橋爪　　誠

WS5-01	 	抗血栓薬内服患者における非静脈瘤性上部消化管出血についての検討
加古川中央市民病院　消化器内科 横谷　勇佑
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WS5-02	 	ワルファリンと直接作用型経口抗凝固薬（DOAC）の消化管出血のリス
ク比較と治療法について

浜松医科大学　外科学第二講座 坊岡　英祐
WS5-03	 	急性汎発性腹膜炎手術における抗血栓薬の術後消化管出血への影響

慶應義塾大学　医学部　救急医学／済生会宇都宮病院　外科 松岡　　義

ワークショップ 6

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：50　第 1会場　エミネンスホール

肝胆膵領域腹腔鏡下手術におけるトラブルシューティング
司会　　　　�兵庫県立淡路医療センター　外科� 鈴木　康之�

国際医療福祉大学医学部　消化器外科� 板野　　理

特別発言　　�東北大学大学院　消化器外科学分野� 海野　倫明

WS6-01	 	当科における急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢亜全摘の検討
横浜新緑総合病院　消化器センター　外科 佐々木一憲

WS6-02	 	腹腔鏡下胆道手術における胆汁漏対策
富士宮市立病院　外科 奥村　拓也

WS6-03	 	腹腔鏡下肝切除の術中トラブルをできれば未然に、対応と対処法と
赤穂市民病院 新田　隆士

WS6-04	 	当院の腹腔鏡下肝切除術におけるトラブルシューティング
関西労災病院　外科 桂　　宜輝

WS6-05	 	腹腔鏡下肝切除における肝静脈からの出血に対するトラブルシューティ
ング

三重大学　肝胆膵・移植外科 種村　彰洋
WS6-06	 	腹腔鏡下膵尾側切除術におけるトラブルシーン毎の対応法

東北大学大学院　消化器外科学分野 森川　孝則
WS6-07	 	腹腔鏡下膵切除におけるトラブルシューティング

慶應義塾大学病院　一般・消化器外科 北郷　　実
WS6-08	 	肝胆膵領域腹腔鏡下手術におけるエネルギーデバイスを用いた止血法

日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科 高田　英志
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ワークショップ 7

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：50　第 3会場　錦

在宅と救急のチーム連携：腹部救急領域の診療を含めて
司会　　　　�医療法人社団いばらき会　いばらき診療所　� 照沼　秀也�

青燈会小豆畑病院　救急・総合診療科� 小豆畑丈夫

特別発言　　�産業医科大学医学部　救急医学講座　� 真弓　俊彦

WS7-01	 	自宅・在宅療養、宿泊療養からの重症新型コロナウイルス感染症患者へ
の対応と課題

日本体育大学大学院保健医療学研究科 横田　裕行
WS7-02	 	構想進む「在宅救急診療ガイドライン」

～日本救急在宅医学会の取り組み～
慶應義塾大学	医学部衛生学公衆衛生学教室／	
一般社団法人コミュニティヘルス研究機構 山岸　暁美

WS7-03	 	在宅救急におけるACPの考え方について
東京大学大学院人文社会系研究科死生学・応用倫理センター

上廣講座 会田　薫子
WS7-04	 	急性期病院の外科医が行う在宅医療の意義

遠賀中間医師会おんが病院　外科・総合診療科 末廣　剛敏
WS7-05	 	在宅医療と病院が連携して行う、Oncologic	emergency と Palliative	

Surgery
青燈会小豆畑病院　救急・総合診療科 小豆畑丈夫

WS7-06	 	在宅患者急変時の新しい対応方法について
医療法人芙蓉会　筑紫南ヶ丘病院 伊達　　豊
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教育セミナー 1

第 1日目　3月 24 日（木）　14：10 ～ 15：10　第 4会場　花A

Dr 矢野の腹部感染症のピットフォールレクチャー
司会　　�国際医療福祉大学成田病院　救急科� 志賀　　隆

ES-01	 	腹腔内感染症のピットフォール　レクチャー
国際医療福祉大学　医学部　医学教育統括センター	

・感染症学 矢野　晴美

教育セミナー 2

第 1日目　3月 24 日（木）　15：20 ～ 16：20　第 4会場　花A

腹部救急疾患における End of life care
司会　　�国際医療福祉大学　医学部� 千葉　拓世

ES-02	 	腹部救急疾患のエンドオブライフ：外科的緩和ケア
麻生飯塚病院　連携医療緩和ケア科 石上雄一郎

教育セミナー 3

第 2日目　3月 25 日（金）　10：00 ～ 11：00　第 2会場　扇

腹部救急 Dr G
司会　　�国際医療福祉大学成田病院　救急科� 志賀　　隆

ES-03	 	腹部救急　Dr	G
国際医療福祉大学　医学部　総合診療医学 大平　善之

教育セミナー 4

第 2日目　3月 25 日（金）　11：00 ～ 12：00　第 2会場　扇

司会　　�島根大学医学部Acute�Care�Surgery 講座� 渡部　広明

Open Abdomen Management（OAM）のよもやま話
ES-04	 	Open	Abdomen	Management（OAM）のよもやま話

鳥取県立中央病院　救命救急センター・集中治療センター
　救急集中治療科／救急外傷外科 小林　誠人
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第 2日目　3月 25 日（金）　14：30 ～ 15：30　第 3会場　錦

腹部外傷に対する Emergency Radiology
司会　　�京都市立病院　放射線診断科・IVR科� 谷掛　雅人

ER-01	 	腹部外傷診療における画像診断：Radiology の力を活かすワークフロー
と画像活用

国立病院機構災害医療センター　放射線科 一ノ瀬嘉明
ER-02	 	腹部骨盤領域の外傷 IVR

兵庫県立姫路循環器病センター　放射線科 小出　　裕
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第 2日目　3月 25 日（金）　15：40 ～ 17：10　第 3会場　錦

司会　　�京都第一赤十字病院　放射線診断科� 早川　克己�

帝京大学　医療技術学部診療放射線学科� 古井　　滋

解説者

那覇市立病院　放射線科 又吉　　隆
JA愛知厚生連海南病院 亀井　誠二

京都市立病院　放射線診断科・IVR科 谷掛　雅人
帝京大学　医学部　放射線科学講座 近藤　浩史

解答者

国際医療福祉大学成田病院　消化器外科 石田　　隆
国際親善総合病院　外科 高木　知聡

浜松医科大学　放射線診断学 棚橋　裕吉
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一般演題 1

第 1日目　3月 24 日（木）　16：20 ～ 17：02　第 3会場　錦

小腸：内ヘルニア 1
司会� �湘南慶育病院　外科� 和田　則仁

� �聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科� 小泉　　哲

コメンテーター� �名豊病院　腹腔鏡ヘルニアセンター� 早川　哲史

O1-1	 	大網小網裂孔網嚢ヘルニアの 1例
巨樹の会　所沢明生病院　外科 森﨑　善久

O1-2	 	腹腔鏡が有用であった大網裂孔ヘルニアの一例
兵庫県立加古川医療センター　外科 門馬　浩行

O1-3	 	小児小腸間膜裂孔ヘルニアの２例
帯広厚生病院　外科／帯広厚生病院　臨床研修センター 元木　惠太

O1-4	 	横行結腸間膜裂孔ヘルニアによる腸閉塞の 1例
新座志木中央総合病院　外科 下田　陽太

O1-5	 	術前診断した左傍十二指腸ヘルニアに対し腹腔鏡補助下修復術を施行し
た 1例

とちぎメディカルセンターしもつが　外科 大豆生田尚彦
O1-6	 	腸回転異常を伴った右傍十二指腸ヘルニアによる絞扼性腸閉塞の 1例

市立東大阪医療センター　消化器外科 岡　　啓史

一般演題 2

第 1日目　3月 24 日（木）　17：02 ～ 17：44　第 3会場　錦

小腸：内ヘルニア 2
司会� �東京女子医科大学　消化器・一般外科� 有泉　俊一

� �慶應義塾大学医学部　一般・消化器外科� 清島　　亮

コメンテーター� �千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科� 松原　久裕

O2-1	 	横行結腸間膜窩ヘルニアの 1例
島根大学　医学部　Acute	Care	Surgery 講座／	
島根大学医学部付属病院　高度外傷センター 高津　研翔

O2-2	 	S 状結腸間膜内ヘルニアの一例
明理会中央総合病院　外科 村松さやか
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題 O2-3	 	開腹歴がない小腸腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性腸閉塞の 1例

順天堂大学医学部附属順天堂医院　下部消化管外科 安藤　祐二
O2-4	 	腹腔鏡手術が有用であった傍下行結腸窩ヘルニアの１例

松原徳洲会病院　外科 綛谷　哲矢
O2-5	 	術前診断し得た子宮広間膜裂孔ヘルニアによるイレウスの 1例

市立豊中病院　外科 田口　　司
O2-6	 	二つのヘルニア門を有し、嵌頓、絞扼性イレウスを発症した左傍十二指

腸ヘルニアに対し、腹腔鏡下修復術を施行した稀有な１症例
鹿児島生協病院 峰松　浩希

一般演題 3

第 1日目　3月 24 日（木）　17：44 ～ 18：26　第 3会場　錦

小腸：内ヘルニア 3
司会� �聖マリアンナ医科大学　消化器一般外科� 牧角　良二

� �日本医科大学　消化器外科� 松田　明久

コメンテーター� �名古屋市立大学医学部附属西部医療センター　外科� 桑原　義之

O3-1	 	食道癌手術後の空腸瘻に起因した内ヘルニアによる絞扼性イレウスの 1例
松阪市民病院　外科 中橋　央棋

O3-2	 	術前診断可能であったＳ状結腸間膜ヘルニアの 2例
長浜赤十字病院　研修医 田中　伶於

O3-3	 	子宮広間膜裂孔ヘルニア嵌頓による絞扼性腸閉塞の 1例
近森病院　臨床研修部 岡　　眞萌

O3-4	 	閉鎖孔ヘルニア修復術後の間隙に小腸が嵌頓した内ヘルニアの１例
長岡赤十字病院　外科 原田　理奈

O3-5	 	乳糜腹水を伴うピーターセンヘルニアに対して開腹腸閉塞解除術を施行
した 1例

近森病院　臨床研修部 津風呂秀生
O3-6	 	腹腔鏡下に修復し得たMorgagni 孔ヘルニアの 1例

公益社団法人　鹿児島共済会南風病院 大山　智宏
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第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 9：12　第 5会場　花B

小腸：合併症 1
司会� �国立病院機構西埼玉中央病院　外科� 河原秀次郎

� �東京臨海病院　外科� 五藤　倫敏

コメンテーター� �日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科� 田上　　隆

O4-1	 	幽門側胃切除術、Roux-en-Y 再建後のY脚吻合部肛門側空腸に生じた腸
重積に対し観血的整復後に腸間膜穿通を来した一例

青森県立中央病院　外科 横山　和樹
O4-2	 	上行結腸癌による腸閉塞に対して留置したイレウス管で腸重積を来した

1例
足利赤十字病院　外科 赤熊　悠生

O4-3	 	膵頭十二指腸切除術後 1年後に発症した胃空腸吻合部逆行性腸重積症の
1例

日本鋼管病院　外科 杉山　祥基
O4-4	 	盲腸が脱出・嵌頓した双孔式回腸人工肛門の１例

今村総合病院　外科・消化器外科 平野　拓郎
O4-5	 	［演題取り下げ］

O4-6	 	腸瘻造設部を中心に小腸捻転を起こした 1例
近森病院　臨床研修部 木下　敦夫

一般演題 5

第 1日目　3月 24 日（木）　9：12 ～ 9：54　第 5会場　花B

小腸：合併症 2
司会� �日本医科大学　消化器外科� 進士　誠一

� �順天堂大学医学部　下部消化管外科� 杉本　起一

コメンテーター� �セコメディック病院　外科� 森　　幹人

O5-1	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後に発生した腸閉塞の 1例
桜ヶ丘中央病院 榎本　義久
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題 O5-2	 	巨大鼠径ヘルニア修復後に腹部コンパートメント症候群を発症し大量腸

切除を施行し救命し得た透析患者の１手術例
新潟大学医歯学総合病院　消化器・一般外科 平井　基晴

O5-3	 	腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術後の絞扼性腸閉塞の 1例
橘会東住吉森本病院　臨床研修センター　研修医 岡本　　耀

O5-4	 	消化管穿孔に対する回腸ストーマ造設術後に人工肛門自己抜去に至った
一例

市立三次中央病院　外科 西蔭　孝之
O5-5	 	出血に対する IVR後に壊死、腹膜炎を来した小腸GISTの一例

市立芦屋病院　外科 田守登茂治
O5-6	 	逸脱した ERBDチューブによりイレウスと小腸穿孔を呈した 1例

国立病院機構　嬉野医療センター　消化器外科 黨　　和夫

一般演題 6

第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 9：12　第 6会場　花C

小腸：腸閉塞
司会� �三豊総合病院　外科� 宇高　徹総

� �千葉県がんセンター　食道・胃腸外科� 外岡　　亨

コメンテーター� �藤田医科大学病院　救急科� 船曵　知弘

O6-1	 	保存的治療で改善が得られなかった門脈気腫を伴う腸閉塞の術後吻合部
狭窄に対しステロイドが有効であった 1例

岩手県立宮古病院　外科 川島　到真
O6-2	 	繰り返す腸閉塞を契機に、tube	jejunostomy が腹腔内への脱落をきたし

た 1例
藤田医科大学ばんたね病院　外科 小池　大助

O6-3	 	不妊症治療中に発症した回腸子宮内膜症による腸閉塞の 1例
済生会新潟病院　外科 吉川　弘太

O6-4	 	移動性盲腸が起因となった絞扼性イレウスの 1例
東邦大学医療センター大橋病院　外科 秋元　佑介

O6-5	 	当院における絞扼性腸閉塞に対する術中 ICG蛍光法の検討
JCHO滋賀病院　外科 油木　純一

O6-6	 	単純性小腸腸閉塞への栄養指導による短期再発の検討
大垣市民病院　外科 山川ありさ
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第 1日目　3月 24 日（木）　9：12 ～ 9：54　第 6会場　花C

小腸：虚血
司会� �獨協医科大学　第二外科� 石塚　　満

� �昭和大学横浜市北部病院消化器センター� 澤田　成彦

コメンテーター� �横浜新緑総合病院消化器センター　外科� 齊藤　修治

O7-1	 	NOMI に対して陰圧式一時閉腹デバイス (ABTHERA) を用いて open	
abdominal	management をおこなった 1例

中頭病院　外科 林　　裕樹
O7-2	 	直腸癌術後早期に発生した非閉塞性腸間膜虚血の一例

喜馬病院　内視鏡外科センター 弓場　孝郁
O7-3	 	α- グルコシダーゼ阻害薬投与中に腸管気腫症を伴う門脈ガス血症を発症

した１例
JCHO久留米総合病院　一般外科・消化器外科 亀井　英樹

O7-4	 	広範な腸管虚血を伴う孤立性上腸間膜動脈解離に対し、血管内治療と抗
凝固療法を用いて腸管温存し短腸症候群を回避し得た 1例

名古屋市立大学　消化器外科 上原侑里子
O7-5	 	当院における急性上腸間膜動脈閉塞症に対する治療成績の検討

久留米大学　外科学講座 古賀　史記
O7-6	 	非閉塞性腸間膜虚血（NOMI）に対する死亡リスク因子の検討

京都第一赤十字病院　消化器外科 池田　　純

一般演題 8

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 11：25　第 6会場　花C

肝臓 1
司会� �東京医科大学八王子医療センター　消化器外科・移植外科�

� 河地　茂行

� �日野記念病院　外科� 仲　　成幸

コメンテーター� �社会医療法人中山会宇都宮記念病院� 山本　雅一

O8-1	 	難治性腹水を生ずるA-P	shunt を伴う巨大肝血管腫に対する完全治癒を
目指した治療戦略

関西医科大学　外科学講座 松井　雄基
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題 O8-2	 	急激な経過で死亡したClostridium	perfrigens 肝膿瘍の１例

埼玉医科大学病院　消化器一般外科 金　　晟徹
O8-3	 	魚骨穿孔から肝膿瘍・心タンポナーデに至った１例

浜松医療センター　消化器外科 尾崎　裕介
O8-4	 	肝エキノコックス症に対して経皮的エタノール注入療法（PAIR）を施行

した一例
郡上市民病院　外科 太田　雅斗

O8-5	 	破裂を繰り返したGigot Ⅰ型肝嚢胞に対し腹腔鏡下肝嚢胞開窓術を施行
した一例

石巻赤十字病院　外科 浅原　健人

一般演題 9

第 1日目　3月 24 日（木）　11：25 ～ 12：00　第 6会場　花C

肝臓 2
司会� �獨協医科大学埼玉医療センター　外科� 吉富　秀幸

� �藤田医科大学　先端ロボット・内視鏡手術学� 加藤悠太郎

コメンテーター� �横浜市立大学　消化器・腫瘍外科� 遠藤　　格

O9-1	 	腹腔鏡下肝縫合止血術を施行した腹部コンパートメント症候群を伴うⅡ
型肝損傷の 1例

相模原協同病院　消化器病センター　外科 吉田　隼人
O9-2	 	IVR で止血困難な腹腔内出血に対する緊急肝切除

大阪労災病院　外科 古賀　睦人
O9-3	 	肝血管肉腫による腹腔内出血に対して術前 IVR・左肝切除で救命した 1例

九州大学病院　臨床腫瘍外科 今村　柾紀
O9-4	 	PTCDカテーテルの抜去時破損により緊急手術を要した 1例

高知赤十字病院 植田　康司
O9-5	 	特発性脾膿瘍の 1例

労働者健康安全機構　横浜労災病院　外科 龍崎　貴寛
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第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 15：25　第 6会場　花C

膵臓 1
司会� �昭和大学藤が丘病院　消化器内科� 長濵　正亞

� �藤田医科大学ばんたね病院　外科� 浅野　之夫

コメンテーター� �東北医科薬科大学病院　肝胆膵外科� 片寄　　友

O10-1	 	膵石を伴うアルコール性慢性膵炎で経過観察中に併発した膵膿瘍の 2例
おおたかの森病院　消化器外科 谷﨑　裕志

O10-2	 	急性膵炎治療後に生じた巨大仮性動脈瘤に対して動脈塞栓術が奏効した
1	例

北九州市立八幡病院　外科・消化器病センター 朝岡　元気
O10-3	 	消化管穿孔との鑑別に難渋した後腹膜気腫を伴う急性膵炎の１例

沖縄県立中部病院　一般外科 千田　航平
O10-4	 	経乳頭的膵管ドレナージが奏功した膵仮性嚢胞破裂の一例

野崎徳洲会病院　臨床研修教育センター 大久保海周
O10-5	 	膵管気管支瘻を合併した慢性膵炎の１切除例

広島大学　外科学 瀬尾　信吾

一般演題 11

第 1日目　3月 24 日（木）　15：25 ～ 16：07　第 6会場　花C

胆道 1
司会� �滋賀医科大学　外科学講座� 谷　　眞至

� �磐田市立総合病院� 坂口　孝宣

コメンテーター� �和歌山県立医科大学　外科学第２講座� 山上　裕機

O11-1	 	手術高リスクの肝膿瘍を伴う急性胆嚢炎に対して緊急腹腔鏡下胆嚢摘出
術を行った 1例

東邦大学医療センター大橋病院 森山　穂高
O11-2	 	右門脈臍部を伴う左側胆嚢に発症した急性胆嚢炎の一例

長崎県島原病院　外科 右田　一成
O11-3	 	壊疽性胆嚢炎の臨床像と治療上の問題点

金沢医科大学　一般・消化器外科 上田　順彦
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佐世保市総合医療センター　消化器外科 山下　万平
O11-5	 	当院における 80 歳以上の急性胆嚢炎治療の変遷

～TG13 と TG18 での比較～
蘇生会総合病院　救急科／蘇生会総合病院　外科 吉川　徹二

O11-6	 	胆石性胆嚢炎の至適手術時期の再検討
多治見市民病院　外科 畑中　勇治

一般演題 12

第 1日目　3月 24 日（木）　16：07 ～ 16：49　第 6会場　花C

胆道 2
司会� �神戸大学医学部附属病院　肝胆膵外科� 味木　徹夫

� �昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科� 田中　邦哉

コメンテーター� �北九州市立八幡病院　外科／消化器・肝臓病センター� 岡本　好司

O12-1	 	胆嚢穿孔をきたし、腹腔内出血が認められた出血性胆嚢炎の 1例
ツカザキ病院　外科 伊藤　得路

O12-2	 	脳室腹腔シャント留置患者の急性穿孔性胆嚢炎・汎発性胆汁性腹膜炎に
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　外科・消化器外科 橘　　奎伍
O12-3	 	後腹膜膿瘍を合併した胆嚢穿孔の 1例

高木病院　外科 安士　健一
O12-4	 	後腹膜ガス壊疽の合併により致死的な転帰を辿った急性穿孔性胆嚢炎の

一例
大曲厚生医療センター　外科 安田　有希

O12-5	 	壊疽性穿孔性胆嚢炎に対して ICG蛍光法を応用し安全に胆嚢亜全摘を施
行した 1例

多治見市民病院　外科 伊藤　吉貴
O12-6	 	腹腔鏡下胆嚢亜全摘後の胆嚢断端閉鎖に対するPlugging	techniqueの経験

滋賀医科大学　外科学講座　消化器・乳腺・小児・一般外科 松永　隆志
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第 1日目　3月 24 日（木）　16：49 ～ 17：31　第 6会場　花C

胆道 3
司会� �東京都保健医療公社豊島病院　外科� 今井健一郎

� �大阪市立大学　肝胆膵外科学� 田中　肖吾

コメンテーター� �東京医科歯科大学大学院　肝胆膵外科学分野� 田邉　　稔

O13-1	 	胆嚢出血の 1例
三重県立志摩病院　外科 吉川美侑子

O13-2	 	術前診断し得なかったが、待機的手術にて治療できた胆嚢捻転症、壊死
性胆嚢炎の一例

橋本市民病院 清水　敦史
O13-3	 	成人男性に発生し、診断に苦慮した胆嚢捻転症の 1例

松阪中央総合病院　外科 中村　俊太
O13-4	 	ワーファリン内服中の胆嚢捻転症に対してプロトロンビン複合製剤を用

いて緊急手術を施行した一例
福島県立医科大学付属会津医療センター 鈴志野聖子

O13-5	 	限局性腹膜炎で緊急手術を行った胆嚢捻転症の 1例
弘前大学　大学院医学研究科　消化器外科学講座／	

沖縄県立八重山病院　外科 山﨑　慶介
O13-6	 	胆嚢捻転症の 8例

大垣市民病院　外科 高木　敦仁

一般演題 14

第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 9：12　第 7会場　花D

腹腔・腹壁 1
司会� �製鉄記念広畑病院　外科� 坂平　英樹

� �平塚市民病院　救急外科� 葉　季久雄

コメンテーター� �霧島市立医師会医療センター　外科� 門野　　潤

O14-1	 	Segmental	arterial	mediolysis による左胃大網動脈瘤破裂に対して経カ
テーテル的動脈塞栓療法で治癒し得た 1例

順天堂大学医学部附属静岡病院　外科 村井　勇太
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三田市民病院　外科 池田　太郎
O14-3	 	遅発性出血性ショックをきたした腹部鈍的外傷による大網損傷の 1例

国立病院機構岡山医療センター　外科 塩入　幹汰
O14-4	 	保存的に加療した大網捻転症の 1例

松阪中央総合病院　外科 中邑信一朗
O14-5	 	COVID-19 感染後のリハビリ療養中にMRSAによる腹直筋膿瘍と急性胆

嚢炎を併発した１例
岡山済生会総合病院　外科 梶岡　裕紀

O14-6	 	結石嵌頓による十二指腸憩室炎、憩室穿通に対して内視鏡的ドレナージ、
結石除去が奏功した 1例

中国労災病院 田所　剛志

一般演題 15

第 1日目　3月 24 日（木）　9：12 ～ 9：54　第 7会場　花D

腹腔・腹壁 2
司会� �千葉徳洲会病院� 太田　智之

� �三重大学　肝胆膵・移植外科� 飯澤　祐介

コメンテーター� �東京医科歯科大学病院　救命救急センター� 森下　幸治

O15-1	 	腹腔穿刺が有効であった緊張性気腹の 1例
那覇市立病院　外科 上江洌一平

O15-2	 	特発性気腹症の一例
八戸市立八戸市民病院　外科 石井　顕徳

O15-3	 	A 群溶連菌による敗血症性ショックを伴う腹膜炎の 1例
関西医科大学　外科学講座 住山　房央

O15-4	 	重症 COVID-19 肺炎治療中にフルニエ壊疽を発症した一例
倉敷中央病院　外科 延廣　征典

O15-5	 	特発性腹壁血腫の 1例
三田市民病院 原田　直樹

O15-6	 	交通外傷による腹部半周性断裂の一例
市立室蘭総合病院　外科 西舘　敏彦
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第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 11：25　第 7会場　花D

虫垂 1
司会� �関東労災病院　救急集中治療科� 加地　正人

� �大阪市立総合医療センター� 青松　直撥

コメンテーター� �京都第一赤十字病院　救命救急センター� 高階謙一郎

O16-1	 	妊娠中期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例
板橋中央総合病院　消化器病センター外科 八木　隆太

O16-2	 	急性虫垂炎を契機に発見された腎細胞癌の虫垂転移の 1例
東海大学医学部付属病院　消化器外科 藤野　里夏

O16-3	 	腹腔鏡下虫垂切除術における長時間手術にかかわる因子の検討
周東総合病院　外科 菅　　　淳

O16-4	 	術前に回盲部腸重積と診断し腹腔鏡下に治療し得た虫垂疾患の 2例
板橋中央総合病院　消化器病センター 古谷未央子

O16-5	 	当院における急性虫垂炎に対する待機的虫垂切除の現状
北海道大学　消化器外科教室 I 伊藤　栄祐

一般演題 17

第 1日目　3月 24 日（木）　11：25 ～ 12：00　第 7会場　花D

虫垂 2
司会� �東京女子医科大学　救急医学� 武田　宗和

� �医療法人伯鳳会　東京曳舟病院　救急科� 磐井　佑輔

コメンテーター� �帝京大学　外科� 三澤　健之

O17-1	 	当院における待機手術を中心とした虫垂炎の治療成績
済生会吹田病院　消化器外科 坂本　浩輝

O17-2	 	内視鏡的整復によって待機的に手術を施行した虫垂粘液嚢腫による腸重
積の 1例

埼玉医科大学　消化器一般外科 刑部　　洸
O17-3	 	急性虫垂炎との鑑別を要した家族性地中海熱の 1例

三井記念病院　外科 長久保源太
O17-4	 	急性虫垂炎と気候変動の関係

松江赤十字病院　外科 谷浦　隆仁
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福岡県済生会福岡総合病院 吉田百合絵

一般演題 18

第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 15：25　第 7会場　花D

虫垂 3
司会� �君津中央病院　外科� 須田竜一郎

� �大阪府済生会茨木病院　外科� 田上　修司

コメンテーター� �東京都済生会中央病院　救命救急センター� 関根　和彦

O18-1	 	急性虫垂炎の緊急手術における術後合併症の発症リスク因子に関する検討
セコメディック病院　外科 森　　幹人

O18-2	 	虫垂位置異常により術前診断に苦慮した汎発性腹膜炎をきたした急性虫
垂炎の１例

赤穂市民病院　外科 村上　雅博
O18-3	 	虫垂切除後の腹痛に対し ,	病理所見からCrohn 病を疑い ,	早期に精査を

行ったことで診断をつけられた一例
KKR札幌医療センター　外科 板倉　恒輝

O18-4	 	虫垂出血に対する内視鏡的結紮術が原因と考えられた急性虫垂炎の 1例
さいたま市民医療センター　外科 山川　珠実

O18-5	 	急性虫垂炎・癒着性イレウスと鑑別を要した虫垂癌の 1例
南多摩病院　外科 山本　隆嗣

一般演題 19

第 1日目　3月 24 日（木）　15：25 ～ 16：00　第 7会場　花D

虫垂 4
司会� �日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科� 松谷　　毅

� �聖隷浜松病院　肝胆膵外科・Acute�Care�Surgery� 伊良部真一郎

コメンテーター� �イムス三芳総合病院　� 八岡　利昌

O19-1	 	術前に虫垂腫瘍と診断して切除した 2例
友仁山崎病院　外科 小林　利行

O19-2	 	急性虫垂炎に対する緊急的腹腔鏡下虫垂切除術の治療成績
国立病院機構宇都宮病院　外科 小川　　敦
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社会福祉法人北海道社会事業協会富良野病院　外科 岩田　浩義
O19-4	 	腸重積で発症し腹腔鏡下盲腸切除を施行した低異型度虫垂粘液性腫瘍の

1例
豊田厚生病院　外科 長田　祥子

O19-5	 	虫垂重積を伴う早期虫垂癌の 1例
岡山赤十字病院　消化器外科 物部　吉伸

一般演題 20

第 1日目　3月 24 日（木）　16：00 ～ 16：42　第 7会場　花D

ヘルニア嵌頓
司会� �川崎幸病院　外科� 原　　義明

� �四谷メディカルキューブ� 山本　海介

コメンテーター� �東邦大学医療センター大橋病院　外科� 渡邉　　学

O20-1	 	当院でのヘルニア嵌頓解除困難イレウス症例に対しての腹腔鏡下手術
関西労災病院　消化器外科 勝山　晋亮

O20-2	 	閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例の検討
藤枝市立総合病院　外科 八尋　光晴

O20-3	 	閉鎖孔ヘルニア手術例における腸管切除症例の傾向についての検討
東京慈恵会医科大学　外科学講座　消化管外科 工藤　智大

O20-4	 	閉鎖孔ヘルニア嵌頓に対し、前方アプローチによる腹膜外到達法と腹腔
鏡操作を併用した hybrid 法により治療した 1例

帝京大学溝口病院　外科 山﨑　健司
O20-5	 	同側の鼠径・大腿ヘルニア術後に発症した閉鎖孔ヘルニアに対して徒手

整復後に施行した腹腔鏡下閉鎖孔ヘルニア手術の一例
岩手県立大船渡病院　外科 小野寺　優

O20-6	 	超音波ガイド下整復後に待機的に腹腔鏡下修復術を施行した閉鎖孔ヘル
ニア嵌頓の 2例

祐愛会織田病院 中村　宏彰
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第 1日目　3月 24 日（木）　16：42 ～ 17：24　第 7会場　花D

鼠径ヘルニア・腹壁ヘルニア
司会� �兵庫県立淡路医療センター　外科� 大石　達郎

� �産業医科大学　第一外科� 田村　利尚

コメンテーター� �千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科� 大平　　学

O21-1	 	腹壁再建を工夫した、陰嚢皮膚壊死を伴う巨大鼠径ヘルニアの一例
長岡赤十字病院 大竹　紘子

O21-2	 	鼡径ヘルニア偽還納に対し、手術を施行した 1例
島根県立中央病院　消化器外科 佐倉　悠介

O21-3	 	［演題取り下げ］

O21-4	 	Spigel ヘルニアに対しTAPP法による腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行し
た 1例

佐賀中部病院　外科／久留米大学　外科 仕垣　隆浩
O21-5	 	病的肥満症を伴った巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対する 1手術例

箕面市立病院　外科 村尾　修平
O21-6	 	術後壊死性筋膜炎部の腹壁ヘルニアに対して大腿筋膜で修復した一例

名古屋掖済会病院　外科・呼吸器外科・肛門外科 寺本　圭佑

一般演題 22

第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 9：12　第 8会場　なつめ

大腸 1
司会� �東住吉森本病院　救急・総合診療センター� 池邉　　孝

� �おだクリニック日帰り手術外科� 松村　　勝

コメンテーター� �昭和大学江東豊洲病院　消化器センター� 横山　　登

O22-1	 	胆管ステント逸脱による大腸穿孔の１例
南砺市民病院　外科 新保　敏史

O22-2	 	S 状結腸癌による消化管穿孔を疑い緊急手術を施行した子宮留膿腫に伴
う子宮破裂の 1例

久高診療所 有路登志紀
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医療法人財団　荻窪病院　一般消化器外科 清河　駿樹
O22-4	 	サイトメガロウイルス腸炎を合併した S状結腸狭窄による横行結腸穿孔

の一例
京都桂病院　消化器センター外科 米田　真知

O22-5	 	木串の誤飲により S状結腸穿孔をきたした一例
東京医科大学　茨城医療センター 山﨑　幸紀

O22-6	 	S 状結腸穿孔で発症した大腸MALTリンパ腫の 1切除例
赤穂市民病院　外科 伊藤　良太

一般演題 23

第 1日目　3月 24 日（木）　9：12 ～ 9：54　第 8会場　なつめ

大腸 2
司会� �大阪市立総合医療センター　消化器外科� 前田　　清

� �日本医科大学付属病院　消化器外科� 園田　寛道

コメンテーター� �川崎医科大学　消化器外科学� 吉松　和彦

O23-1	 	盲腸穿孔を発症した特発性腸間膜静脈硬化症の 1例
広島大学　応用生命科学部門　外科学 前原　悠希

O23-2	 	化膿性脊椎炎 ,	咽後膿瘍 ,	腸腰筋膿瘍を伴った S状結腸憩室炎穿孔の一例
横浜南共済病院　外科 中園　真聡

O23-3	 	［演題取り下げ］

O23-4	 	バリウム宿便による下行結腸穿孔に対し下行結腸部分切除術を施行した
1例

近森病院　臨床研修部 濱田雄一郎
O23-5	 	rt-PA 投与後に大腸憩室出血による出血性ショックを呈した 1例

沖縄県立八重山病院 山田　貴大
O23-6	 	盲腸癌術後に胆嚢出血による出血性ショックに至った十二指腸潰瘍の 1例

山口大学　医学部　消化器腫瘍外科 金城　尚樹
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第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 11：32　第 8会場　なつめ

外科 メッケル憩室
司会� �四谷メディカルキューブ� 北川美智子

� �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

コメンテーター� �深谷赤十字病院　� 長島真理子

O24-1	 	メッケル憩室を先進部とした腸重積症の 1例
兵庫医科大学病院　下部消化管外科 大谷　雅樹

O24-2	 	腸重積症の診断を契機に発見された成人メッケル憩室内翻症の一例
川崎医科大学附属病院　消化器外科 木下　征也

O24-3	 	血便と成人腸重積症で発症した異所性膵組織を伴うMeckel 憩室に対し
て腹腔鏡補助下憩室切除術を施行した 1例

八戸市立八戸市民病院　外科 倉　　諒登
O24-4	 	Meckel 憩室に関連した小腸イレウスの一切除例

藤田医科大学　ばんたね病院　消化器外科 志村　正博
O24-5	 	Meckel 憩室炎を反復し癒着性腸閉塞をきたした 1例

秋田厚生医療センター　消化器外科 宇佐美修悦
O24-6	 	Meckel 憩室を絞扼帯とする内ヘルニア陥頓にて腸管切除を要した 90 歳

超高齢者の 1例
東京慈恵会医科大学　外科学講座　消化管外科 射手矢雄介

一般演題 25

第 1日目　3月 24 日（木）　11：32 ～ 12：07　第 8会場　なつめ

小腸：メッケル憩室・大腿ヘルニア
司会� �公立甲賀病院　放射線科� 山﨑　道夫

� �新久喜総合病院　外科� 青笹　季文

コメンテーター� �金沢医科大学　一般・消化器外科� 上田　順彦

O25-1	 	Meckel 憩室のMesodiverticular	Band による絞扼性腸閉塞の一例
船橋市立医療センター　外科 内山まり子
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Mecke 憩室茎捻転の 1例
足利赤十字病院　外科 天下井恵理

O25-3	 	Meckel 憩室の小腸間膜への炎症性癒着を起因とした絞扼性イレウスの一例
馬場記念病院　外科 佐久間　崇

O25-4	 	当院における大腿ヘルニア嵌頓に対する治療
八尾市立病院　外科 指月　海地

O25-5	 	Meckel 憩室が嵌頓した右大腿ヘルニアの 1例
新松戸中央総合病院　外科 渡辺　晶子

一般演題 26

第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 15：32　第 8会場　なつめ

小腸：腫瘍
司会� �防衛医科大学校　免疫微生物学講座� 木下　　学

� �和歌山県立医科大学附属病院　高度救命救急センター� 上田健太郎

コメンテーター� �東北大学大学院医学系研究科　放射線診断学分野� 高瀬　　圭

O26-1	 	憩室炎との鑑別に苦慮した腸間膜膿瘍を伴う回腸腸間膜デスモイド腫瘍
の 1例

九州大学大学院医学研究院　臨床・腫瘍外科 木幡　　亮
O26-2	 	腹部開腹手術歴のない繰り返す小腸閉塞の原因が小腸腫瘍であった 1例

神戸市立西神戸医療センター　外科・消化器外科 河野　和馬
O26-3	 	腹腔鏡下に切除した小腸腫瘍による回腸結腸型腸重積症の一例

市立稚内病院　外科 大中　一矢
O26-4	 	回腸穿孔を機に診断されたメトトレキサート（MTX）関連リンパ増殖性

疾患の 1例
利根中央病院　外科 鹿野　颯太

O26-5	 	敗血症性ショックを来した回腸悪性リンパ腫による非虚血性腸重積の1例
名城病院　外科 櫻井　洋介

O26-6	 	空腸癌の一切除例
藤田医科大学ばんたね病院　外科 神尾健士郎
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第 1日目　3月 24 日（木）　15：32 ～ 16：14　第 8会場　なつめ

高齢者救急・骨盤領域の救急
司会� �東京警察病院　救急科� 金井　尚之

� �筑波学園病院　外科� 飯田　浩行

コメンテーター� �東京医科大学八王子医療センター　腎臓外科� 上野　琢哉

O27-1	 	一般急性期病院における高齢者緊急手術の特徴
佐々総合病院　外科 矢口　義久

O27-2	 	当センターにおける 85 歳以上の高齢者に対する緊急腹部手術の成績
国際医療福祉大学三田病院　消化器センター 伊藤よう子

O27-3	 	骨盤内蔵器全摘術後、尿管回腸吻合部狭窄による尿路感染に対し、経回
腸導管的に逆行性内視鏡による尿管ステント挿入を施行した 1例

愛知県がんセンター　消化器外科部 小森　康司
O27-4	 	卵管留膿腫穿孔性腹膜炎の 1例

諏訪中央病院　外科 近藤　　優
O27-5	 	大量出血ハイリスク妊娠に対するREBOAとTAE待機によるハイブリッ

ド帝王切開戦略
済生会横浜市東部病院　救命救急センター／	

済生会横浜市東部病院　産婦人科 折田　智彦
O27-6	 	透析患者の特発性膀胱小腸瘻の 1例

健和会大手町病院　救急科 松田　知也

一般演題 28

第 1日目　3月 24 日（木）　16：14 ～ 16：49　第 8会場　なつめ

救急現場からの報告
司会� �帝京大学ちば総合医療センター　救急集中治療センター�

� 志賀　英敏

� �会津中央病院　救急科� 山村　英治

コメンテーター� �公益財団法人　田附興風会医学研究所　北野病院　救急科�

� 平川　昭彦

O28-1	 	腹部刺創に対する緊急手術症例の後方視的検討
弘前大学医学部付属病院　消化器・乳腺・甲状腺・小児外科 丹場　太陽
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宮崎大学医学部　外科学講座 宗像　　駿
O28-3	 	臀部杙創による坐骨神経麻痺の一例

浜松医科大学医学部附属病院　救急部 高橋　善明
O28-4	 	ABTHERAⓇドレッシングキットを用いた腹部開放管理にて早期に閉腹

可能となった外傷性脾破裂の１例
新潟県地域医療推進機構　魚沼基幹病院　消化器・一般外科 角南　栄二

O28-5	 	小腸損傷に腰痛を伴わない椎体骨折を合併したシートベルト損傷の 1例
青梅市立総合病院　救急科 近藤　研太

一般演題 29

第 1日目　3月 24 日（木）　16：49 ～ 17：24　第 8会場　なつめ

医療情報・ガイドライン・他
司会� �藤田医科大学　臨床医学総論� 石原　　慎

� �日本医科大学千葉北総病院　�

救命救急センター /ショック・外傷センター� 益子　一樹

コメンテーター� �東邦大学医療センター大橋病院� 長田　拓哉

O29-1	 	html と GIF 動画による腹部超音波学修コンテンツの開発
富山大学　医師キャリアパス創造センター 三原　　弘

O29-2	 	急性腹症診療ガイドラインは症例の振り返りに有用である
東邦大学医療センター大森病院　総合診療・急病センター 島田　長人

O29-3	 	公共図書館の診療ガイドライン所蔵：地域包括ケアシステムにおける市
民への情報提供

国際医療福祉大学　成田病院 墳崎　麻樹
O29-4	 	外科領域急性腹部感染症における自動多項目同時遺伝子システムの有用

性に関する検討
東邦大学医療センター大橋病院　外科 柿崎奈々子

O29-5	 	難民キャンプでの腹部エコー /外傷指導から腹腔鏡手術指導へ
～レバノン・パレスチナ難民医療支援事業 2期目へ！～
日本赤十字社和歌山医療センター　外傷救急部 /外科 /	

精神科 /国際医療救援登録要員 益田　　充
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第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 9：19　第 9会場　かつら

救急：小腸
司会� �東京女子医科大学附属足立医療センター� 庄古　知久

� �佐賀大学医学部附属病院　高度救命救急センター� 小網　博之

コメンテーター� �千葉県がんセンター　食道・胃腸外科� 鍋谷　圭宏

O30-1	 	術後甲状腺クリーゼを合併した絞扼性腸閉塞の 1例
JCHO船橋中央病院　救急科 大塚　恭寛

O30-2	 	遅発性腸重積を生じたコルヒチン中毒の一例
日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科／	

日本医科大学　救急医学教室 吉野　雄大
O30-3	 	肺癌小腸転移による穿孔性腹膜炎の 1例

JCHO船橋中央病院　救急科 大塚　恭寛
O30-4	 	胆石性イレウスが術前に解除された一例

堺市立総合医療センター　救命救急科 羽田美沙祈
O30-5	 	異食・消化管異物（スポンジ）による腸閉塞の１例

深谷赤十字病院　外傷・救命救急センター 柚木　良介
O30-6	 	救命できなかった急性細菌感染性腸炎の一例

独立行政法人国立病院機構　東近江総合医療センター	
　救急科 北村　直美

O30-7	 	非閉塞性腸管虚血症 (NOMI) への保存的治療について考えた 1例
兵庫医科大学病院　救急災害医学講座 髙橋知佳子

一般演題 31

第 1日目　3月 24 日（木）　9：19 ～ 9：54　第 9会場　かつら

救急：大腸・直腸
司会� �練馬光が丘病院　総合救急診療科� 光定　　誠

� �JCHO船橋中央病院　救急科� 大塚　恭寛

コメンテーター� �帝京大学ちば総合医療センター　外科� 山崎　将人

O31-1	 	経肛門的直腸ポリープ切除後出血性ショックをきたした一例
京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科 大嶋英莉香
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対して全結腸切除を施行し救命し得た一例
関西労災病院　救急部 川田　沙恵

O31-3	 	多発外傷を契機に潰瘍性大腸炎を再発した１例
京都第二赤十字病院 大岩　祐介

O31-4	 	閉塞性大腸癌に対するステント留置を契機に多臓器障害を来たした一例
若草第一病院　外科兼救急科 池側　恭洋

O31-5	 	壊死型虚血性大腸炎術後に非閉塞性腸管虚血を発症した 1例
八戸市立市民病院　救命救急センター 箕輪　啓太

一般演題 32

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 11：25　第 9会場　かつら

直腸：直腸・その他
司会� �甲南医療センター　消化器外科� 藤田　敏忠

� �藤田医科大学ばんたね病院　消化器外科� 荒川　　敏

コメンテーター� �新久喜総合病院消化器センター� 小野　　聡

O32-1	 	ロボット支援下腹会陰式直腸切断術後早期に発症した、小腸嵌頓による
イレウスの 1例

明石医療センター　外科 大坪　　出
O32-2	 	腸閉塞を契機として診断され、術前化学放射線療法後に治癒切除しえた

痔瘻癌の 1例
弘前大学大学院　医学研究科　消化器外科学講座 桑田　大輔

O32-3	 	Inflammatory	cloacogenic	polyp の 1 例
杵築市立山香病院　外科 川野雄一郎

O32-4	 	直腸脱術後に粘膜瘤損傷で大量出血を来した 1例
日本海総合病院　外科 赤羽根綾香

O32-5	 	脱肛をきたした巨大な直腸腺腫内癌に対してTAMIS を施行し得た 1例
兵庫県立淡路医療センター　外科 町田　智彦
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第 1日目　3月 24 日（木）　11：25 ～ 12：00　第 9会場　かつら

直腸：直腸異物
司会� �岡山赤十字病院　消化器外科� 池田　英二

� �静岡市立清水病院� 東　　幸宏

コメンテーター� �順天堂大学　下部消化管外科� 坂本　一博

O33-1	 	全身麻酔下で用手的に摘出しえた直腸異物の 1例
東京医科大学　茨城医療センター　消化器外科 久保山　侑

O33-2	 	手法の工夫で摘出し得た経肛門的直腸異物の 1例
旭川医科大学　外科 井原　一樹

O33-3	 	経肛門的に除去し得た巨大直腸内異物の２例
三井記念病院　外科 大門　光寛

O33-4	 	当院で経験した経肛門的直腸異物の 6例
済生会野江病院　消化器外科 李　　　悠

O33-5	 	経肛門的直腸異物 15 例の経験と治療戦略
板橋中央総合病院　消化器病センター外科 鈴木　淳一

一般演題 34

第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 15：18　第 9会場　かつら

救急：胆道
司会� �前橋赤十字病院　外科� 荒川　和久

� �東邦大学医療センター大橋病院　外科� 浅井　浩司

コメンテーター� �三井記念病院　放射線診断科� 遠田　　譲

O34-1	 	ウエルシュ菌による敗血症を併発するも救命し得た気腫性胆嚢炎の 1例
公立福生病院 星　　勇気

O34-2	 	重症急性胆管炎の治療戦略～敗血症性ショックに対するVA-ECMO導入
札幌医科大学附属病院　高度救命救急センター／	

札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座 原田　敬介
O34-3	 	鈍的肝損傷に対し非手術管理 (NOM) を行うも、胆汁漏の診断・治療に難

渋した一例
京都第一赤十字病院　救急科 小笹　　悠
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題O34-4	 	内視鏡的ドレナージで軽快した胆管損傷を伴うⅢ b型鈍的肝損傷の 1例

大阪市立大学医学部附属病院　救命救急センター 栗正　誠也

一般演題 35

第 1日目　3月 24 日（木）　15：18 ～ 15：53　第 9会場　かつら

救急：肝臓
司会� �神戸大学大学院医学研究科　外科系講座　

災害・救急医学分野�/�救命救急センター� 小谷　穣治

� �おおたかの森病院　消化器外科� 谷﨑　裕志

コメンテーター� �聖マリア病院　集中治療科� 吉富　宗宏

O35-1	 	受傷 7日後の CTで明らかになった肝仮性動脈瘤の 1例
長崎大学病院　高度救命救急センター 猪熊　孝実

O35-2	 	心肺蘇生時の胸骨圧迫による肝損傷から出血性ショックを来した２症例
武蔵野赤十字病院　救命救急センター 原　　俊輔

O35-3	 	箸による外傷性肝損傷に対して手術を行い救命し得た一例
福岡県済生会二日市病院 高橋健二郎

O35-4	 	肝損傷 ( Ⅲ b) を含む多発外傷に対してハイブリッド手術室を利用して救
命した 1例

熊本赤十字病院　救急科 宮本　翔太
O35-5	 	外傷性肝損傷例を対象とした外傷診療体制の改善策の評価

奈良県立医科大学　高度救命救急センター 川井　廉之

一般演題 36

第 1日目　3月 24 日（木）　15：53 ～ 16：35　第 9会場　かつら

小腸：外傷・その他
司会� �宇治徳洲会病院　救命救急センター� 畑　　倫明

� �東海大学医学部医学科　総合診療学系救命救急医学� 土谷　飛鳥

コメンテーター� �板橋中央総合病院　消化器病センター　外科� 多賀谷信美

O36-1	 	腹部鈍的外傷による腸間膜損傷に対して腹腔鏡を用いて小腸切除を施行
した 1例

松山市民病院　外科 大西　一穂
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題 O36-2	 	当院における鈍的な外傷性腸間膜損傷症例の検討

北九州市立八幡病院　消化器肝臓病センター　外科 上原　智仁
O36-3	 	ダメージコントロール手術後長期的治療が奏功した交通外傷による小腸

大量損傷の一例
宮崎大学医学部附属病院　外科学講座 緒方　祥吾

O36-4	 	外傷性腹壁ヘルニアの一例
信州医療センター　外科 清水　忠朗

O36-5	 	術前診断し緊急手術を施行した小腸アニサキスの 1例
岐阜赤十字病院　外科 丹羽真佐夫

O36-6	 	腹部造影 CT検査にて術前診断が可能であった小腸アニサキス症の 1例
日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科 中村　優圭

一般演題 37

第 1日目　3月 24 日（木）　16：35 ～ 17：17　第 9会場　かつら

小腸：出血・その他
司会� �聖マリア病院　救命救急センター　集中治療科� 爲廣　一仁

� �自治医科大学　救急医学講座� 伊澤　祥光

コメンテーター� �順天堂大学　救急災害医学� 射場　敏明

O37-1	 	腹腔鏡下で切除した消化管アミロイドーシスが原因の小腸潰瘍による出
血の一例

京都山城総合医療センター　消化器外科 柏本　錦吾
O37-2	 	小腸 inflammatory	fibroid	polyp の根部の潰瘍による下血の 1例

ときわ会常磐病院　外科 黒川　友博
O37-3	 	内視鏡的に診断し得た多発小腸憩室出血の 1例

水戸済生会総合病院　外科 永井　志歩
O37-4	 	術中内視鏡にて切除範囲を決定した小腸潰瘍出血の１例

横浜労災病院　外科 澤田　尚人
O37-5	 	審査腹腔鏡と試験開腹で診断を得た腹腔内遊離ガスを伴った腸管囊腫様

気腫症 2例
古賀総合病院　外科 黒木　直美

O37-6	 	特徴的な画像所見を呈した腸管嚢腫様気腫症の１例
藤枝市立総合病院　外科 岩瀬　友哉
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第 1日目　3月 24 日（木）　8：30 ～ 9：05　第 10 会場　みずき

内科：肝胆道
司会� �大垣市民病院　消化器内科� 桐山　勢生

� �日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院� 横江　正道

コメンテーター� �国際医療福祉大学医学部� 海老沼浩利

O38-1	 	保存的加療で改善を認めた肝嚢胞破裂の 1例
静岡市立清水病院　消化器内科 小池　弘太

O38-2	 	緊急 TAEが有用であった肝細胞癌破裂の一例
社会保険田川病院 相野　　一

O38-3	 	魚骨による胃穿通から肝膿瘍に至り保存的治療で治癒した 1例
いわき市医療センター　初期臨床研修医 眞部　和也

O38-4	 	経皮経肝胆管鏡下総胆管結石治療目的の PTBDにより様々な偶発症を呈
した一例

東邦大学医療センター大橋病院 竹中　祐希
O38-5	 	繰り返す胆道出血に対し covered	self-expandable	metal	stent にて止血

を得た一例
昭和大学　医学部　内科学講座　消化器内科学部門 森　　大地

一般演題 39

第 1日目　3月 24 日（木）　9：05 ～ 9：33　第 10 会場　みずき

内科：胆膵
司会� �手稲渓仁会病院　消化器病センター� 潟沼　朗生

� �埼玉医科大学国際医療センター　消化器内科� 良沢　昭銘

コメンテーター� �川崎医科大学　検査診断学� 畠　　二郎

O39-1	 	膵頭部癌術後再発による輸入脚症候群・急性胆管炎に対してEUS-guided	
hepaticogastrostomy で治療し得た 1例

東京医科大学　臨床医学系消化器内科学分野 松波　幸寿
O39-2	 	急性胆石性膵炎に対する緊急内視鏡的胆道乳頭括約筋切開術の有用性に

ついて
大阪労災病院　消化器内科 澤　　宏樹
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題 O39-3	 	感染性walled-off	necrosis に対して経皮的ドレナージが奏功した 1例

東京医科大学　八王子医療センター　消化器内科 南　　裕人
O39-4	 	内視鏡的網嚢ドレナージが奏功したⅢ b型外傷性膵損傷の 1例

川崎医科大学総合医療センター　外科 松下　和輝

一般演題 40

第 1日目　3月 24 日（木）　10：50 ～ 11：32　第 10 会場　みずき

大腸 3
司会� �市立東大阪医療センター　消化器外科� 池永　雅一

� �済生会横浜市東部病院　消化器外科� 山田　　暢

コメンテーター� �北海道大学　消化器外科Ⅰ� 武冨　紹信

O40-1	 	急速増大を呈した腸間膜静脈由来の多形性平滑筋肉腫の 1切除例
JA尾道総合病院　外科 小田部誠哉

O40-2	 	S 状結腸癌が左鼠経ヘルニア術後のメッシュプラグに浸潤を認め、プラ
グ切断にて腫瘍切除し得た 1例

藤田医科大学ばんたね病院　消化器外科 河合　永季
O40-3	 	虫垂炎を契機に診断に至った盲腸髄様癌の１例

公立松任石川中央病院　外科 石井　　要
O40-4	 	S 状結腸憩室炎に合併した下腸間膜静脈血栓症の一例

黒部市民病院　外科 岡本　光司
O40-5	 	静脈血栓症による腸管壊死を発症した潰瘍性大腸炎の１例

弘前大学医学部　消化器・乳腺・甲状腺外科学講座 松本駿太郎
O40-6	 	手術の判断に苦慮した壊死型虚血性大腸炎の一例

株式会社　互恵会　大阪回生病院　外科 奥村　隆志
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第 1日目　3月 24 日（木）　11：32 ～ 12：07　第 10 会場　みずき

大腸 4
司会� �大網白里市立国保大網病院　外科� 吉留　博之

� �医療法人財団　荻窪病院　外科� 矢部　信成

コメンテーター� �産業医科大学　第１外科� 平田　敬治

O41-1	 	直腸癌の子宮浸潤を契機に発症した子宮留膿腫穿孔の 1例
嬉野医療センター　消化器外科 和田　英雄

O41-2	 	当院における閉塞性大腸癌に対するステント留置後手術例の短期および
長期成績の検討

横浜新緑総合病院　外科 宮島　綾子
O41-3	 	治療に難渋した特発性巨大結腸症の１例

昭和大学江東豊洲病院　消化器センター 髙野　弓加
O41-4	 	Stevens-Johnson	syndrome による大腸粘膜壊死で大腸亜全摘術を施行し

た 1例
済生会横浜市東部病院　消化器外科 前川　夏穂

O41-5	 	コロナ禍における当院の大腸癌穿孔症例の検討
岩手県立中部病院 河村圭一郎

一般演題 42

第 1日目　3月 24 日（木）　14：50 ～ 15：25　第 10 会場　みずき

腹部骨盤塞栓術
司会� �東京都保健医療公社大久保病院　放射線科� 服部　貴行

� �日本医科大学付属病院�　放射線科� 上田　達夫

コメンテーター� �康生会武田病院　放射線科� 金﨑　周造

O42-1	 	膵癌浸潤による脾仮性動脈瘤胃穿破に対して塞栓術を施行した 1例
愛媛大学　医学部　放射線科 田中　宏明

O42-2	 	膵頭部癌術後出血時の緊急 IVRで VIABAHN®留置が奏功した一例
日野市立病院　放射線科 三浦　弘志

O42-3	 	神経線維腫症 I型を背景とした骨盤内出血に対して IVRで止血した一例
東邦大学医療センター佐倉病院　消化器内科 菊地　秀昌
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題 O42-4	 	IVR が奏功し早期退院が可能であった卵巣動脈瘤破裂の 1例

JCHO　久留米総合病院　外科 堀尾　卓矢
O42-5	 	当院におけるCOVID-19 患者に対しTAEを行なった 4症例の検討

聖マリアンナ医科大学　放射線医学講座 渕上　真希

一般演題 43

第 1日目　3月 24 日（木）　15：25 ～ 16：07　第 10 会場　みずき

大腸 5
司会� �セコメディック病院� 平野　敦史

� �慶應義塾大学医学部　外科学（一般・消化器）� 茂田　浩平

コメンテーター� �鹿児島市医師会病院　外科� 大迫　政彦

O43-1	 	治療に難渋した宿便による閉塞性大腸炎の一例
順天堂大学　医学部附属静岡病院 渡邉　武大

O43-2	 	高齢者潰瘍性大腸炎緊急手術症例の現状
兵庫医科大学　炎症性腸疾患外科 池内　浩基

O43-3	 	術式選択に苦慮した炎症性腸疾患に関連した消化管穿孔の 1例
香川大学　医学部　消化器外科 村上　友将

O43-4	 	潰瘍性大腸炎に伴う中毒性巨大結腸症に対して緊急手術となった
COVID-19 感染疑い患者の１例

岐阜大学医学部附属病院　消化器外科・小児外科 林　　弘賢
O43-5	 	蘇生後に下部消化管穿孔を来したCMV結腸炎の 1例

健和会大手町病院　外科 久保　佑樹
O43-6	 	Crohn 病を背景とする腹部鈍的外傷により結腸破裂に至った 1例

野崎徳洲会病院　外科 土佐　明誠
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第 1日目　3月 24 日（木）　16：07 ～ 16：49　第 10 会場　みずき

大腸 6
司会� �愛知県がんセンター� 小森　康司

� �市立函館病院　消化器外科� 笠島　浩行

コメンテーター� �昭和大学横浜市北部病院消化器センター� 石田　文生

O44-1	 	成人腸重積症の経験と治療戦略の検討
自治医科大学附属病院　消化器一般移植外科 松浦　博和

O44-2	 	盲腸癌を先進部とした腸重積に対し待機的に腹腔鏡下手術を施行した1例
東千葉メディカルセンター　外科 佐藤　　豊

O44-3	 	嵌頓した成人特発性大腸重積の 1手術例
国立病院機構　相模原病院　外科 上松　由昌

O44-4	 	腸重積症を契機に発見された小腸悪性リンパ腫に対し腹腔鏡下小腸部分
切除術を行った一例

おおたかの森病院　外科 菊池　悠太
O44-5	 	横行結腸に発症した特発性大腸腸重積症の 1例

松江赤十字病院　外科 川上　晃樹
O44-6	 	絞扼性腸閉塞に併発した腸管気腫症の 1例

富士市立中央病院　外科 佐々木晃隆

一般演題 45

第 1日目　3月 24 日（木）　16：49 ～ 17：31　第 10 会場　みずき

直腸：直腸・穿孔
司会� �国立病院機構　岡山医療センター� 國末　浩範

� �藤田医科大学ばんたね病院� 加藤　宏之

コメンテーター� �東京医科歯科大学　救急災害医学分野� 大友　康裕

O45-1	 	検診でのバリウム検査後に直腸穿孔を来した 1例
川崎医科大学附属病院　消化器外科 北川　集士

O45-2	 	一次閉鎖及び肛門機能の温存が可能であった杙創による外傷性直腸Rb
損傷の 1例

聖隷浜松病院　外科 阿部　江莉
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題 O45-3	 	経肛門的小腸脱出を伴う特発性直腸穿孔に対して二期的治療を行った一例

新久喜総合病院　外科 石川　達郎
O45-4	 	COVID-19 治療中に直腸癌穿通を発症し緊急腹腔鏡下ドレナージと人工

肛門造設により救命できた 1例
常滑市民病院　外科 宇野　雅紀

O45-5	 	直腸癌術後憩室穿孔による直腸周囲膿瘍・壊死性軟部組織感染症の一例
聖マリアンナ医科大学病院　消化器・一般外科 高城　伸平

O45-6	 	直腸低位前方切除後の縫合不全症例に対する注腸後CTを用いた診断と
緊急手術の実際

近畿大学　外科 和田　聡朗

一般演題 46

第 2日目　3月 25 日（金）　9：10 ～ 9：52　第 6会場　花C

小腸：穿孔
司会� �帝京大学　外科� 松田　圭二

� �JR 札幌病院　外科� 鶴間　哲弘

コメンテーター� �福井大学　第一外科� 五井　孝憲

O46-1	 	Bevacizumab投与2日後に発症した絞扼性腸閉塞に対し緊急手術を行い、
術後 6日目に絞扼部小腸穿孔を来した 1例

岡山赤十字病院　消化器外科 難波　和也
O46-2	 	大腸全摘回腸嚢肛門吻合術後 6年後と 18 年後に回腸嚢穿孔した１例

市立稚内病院　外科 柴田　賢吾
O46-3	 	肺小細胞癌の小腸転移により多発小腸穿通をきたした 1例

市立豊中病院 大本　亮輔
O46-4	 	関節リウマチに対してステロイド，抗リウマチ薬長期内服中に発症した

多発小腸潰瘍穿孔の 1例
近森病院　消化器外科 田中　智規

O46-5	 	腸管子宮内膜症により消化管穿孔をきたした 1例
北里大学メディカルセンター　外科 箕浦　宏之

O46-6	 	メッシュプラグ法による鼠径ヘルニア修復後に遅発性にプラグの回腸穿
通・腹壁膿瘍を来した一例

青梅市立総合病院　外科 本多　舜哉
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第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 14：42　第 5会場　花B

小腸：異物 1
司会� �東京医科大学八王子医療センター　消化器外科・移植外科�

� 日高　英二

� �中通総合病院　� 進藤　吉明

コメンテーター� �日本医科大学千葉北総病院　外科� 鈴木　英之

O47-1	 	鶏骨による食餌性腸閉塞の 1例
いまきいれ総合病院　外科 和田　真澄

O47-2	 	椎茸による食餌性腸閉塞
諏訪中央病院 増井　亮太

O47-3	 	椎茸を丸呑みした事による食餌性腸閉塞の一例
柏厚生総合病院　消化器外科 小花　彩人

O47-4	 	胃石性小腸閉塞に対して小腸、胃壁切開により結石を除去した一例
千葉メディカルセンター　外科 飯田真一郎

O47-5	 	内視鏡的破砕後および溶解療法後に小腸陥頓をきたした柿胃石イレウス
の一例

黒部市民病院　外科 田中　宏幸
O47-6	 	高度な炎症所見を伴い術前診断に苦慮した腸石イレウスの 1例

富山西総合病院 加納　俊輔

一般演題 48

第 2日目　3月 25 日（金）　14：42 ～ 15：24　第 5会場　花B

小腸：異物 2
司会� �京都第二赤十字病院救命救急センター　救急科� 飯塚　亮二

� �藤田医科大学　総合消化器外科� 升森　宏次

コメンテーター� �長崎大学大学院　移植・消化器外科学� 江口　　晋

O48-1	 	梅干しの種子による回腸穿孔の 1例
最成病院　外科 斉藤　洋茂

O48-2	 	穿孔性腹膜炎に至った梅の種子による食餌性イレウスの一症例
大阪労災病院　外科・消化器外科 水元　理絵
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済生会松阪総合病院　外科 橋本　真吾
O48-4	 	PTP（Press	Through	Package）による腸閉塞に対して腹腔鏡手術を行っ

た一例
平塚市民病院　外科 足立基代彦

O48-5	 	複数のネオジム磁石誤飲により緊急手術を要した小児の 1症例
淀川キリスト教病院　小児外科 栄　由香里

O48-6	 	画鋲を誤飲し翌日手術にて摘出した 1例
済生会二日市病院　外科 髙木　健太

一般演題 49

第 2日目　3月 25 日（金）　15：24 ～ 16：06　第 5会場　花B

小腸：捻転
司会� �大分医師会立アルメイダ病院　放射線科� 松本　俊郎

� �さぬき市民病院　外科� 竹林　隆介

コメンテーター� �岩手医科大学　救急 ･災害 ･総合医学講座　�

総合診療医学分野� 下沖　　収

O49-1	 	緊急手術を施行した乳糜腹水を伴う小腸軸捻転症の 1例
富士市立中央病院　外科 入村　雄也

O49-2	 	乳糜腹水を伴う術後小腸軸捻転症の１例
千葉県済生会習志野病院　外科 中村　祐介

O49-3	 	乳糜腹水を呈した小腸軸捻転の 1例
馬場記念病院　外科 庄司　太一

O49-4	 	症状を有した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
八尾徳州会総合病院　外科 堤　　綾乃

O49-5	 	複数の要因が発症に関与したと考えられた小腸軸捻転の 1例
新別府病院　外科 田島　正晃

O49-6	 	左横隔膜弛緩症に合併した小腸間膜捻転の一例
津山中央病院　外科 廣野　欣司
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第 2日目　3月 25 日（金）　16：06 ～ 16：48　第 5会場　花B

小腸：塞栓症
司会� �帝京大学ちば総合医療センター　外科� 小杉　千弘

� �北九州市立八幡病院　外科� 上原　智仁

コメンテーター� �白根徳洲会病院　外科� 石川　　真

O50-1	 	COVID-19 患者に生じた多発血栓による腸管壊死の１救命例
東京臨海病院　外科 森岡　広嗣

O50-2	 	コロナワクチン（ファイザー製）接種後の上腸間膜動脈血栓症による広
範囲腸管壊死の 1例

愛知県厚生連海南病院 佐藤　　敏
O50-3	 	上腸間膜静脈血栓症による腸管壊死に対し回腸大量切除を施行し救命し

えた 1例
市立芦屋病院　外科 佐々木　亨

O50-4	 	上腸間膜動脈閉塞症に対して血栓溶解および血栓回収療法で救命しえた
１例

弘前大学大学院医学研究科　消化器外科学講座 原　裕太郎
O50-5	 	Open	Abdomen	Management と術中 ICG蛍光観察を併用し短調症候群

を回避しえた上腸間膜動脈塞栓症の一例
上尾中央総合病院　外科 安藤　　拓

O50-6	 	初診時の診断が困難であったコレステロール塞栓症による小腸狭窄・穿
孔の 1例

国立病院機構水戸医療センター　外科 成田　保和

一般演題 51

第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 14：42　第 6会場　花C

胆道 4
司会� �順天堂練馬病院　総合外科� 須郷　広之

� �国際医療福祉大学成田病院　消化器外科� 星本　相淳

コメンテーター� �横浜労災病院　外科� 篠藤　浩一

O51-1	 	腹腔鏡下胆嚢摘出術後に総胆管内クリップ迷入を発見した１例
千葉中央メディカルセンター　外科 古賀　大輝
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を発症した 1例
旭川医大病院　外科学講座　肝胆膵移植外科 山本　寛大

O51-3	 	待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術後に生じた重症急性膵炎に対し集中治療管理
を要した 1例

平成紫川会　小倉記念病院　外科 梅田　滉弥
O51-4	 	当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術中の胆管損傷と晩期合併症の検討

前橋赤十字病院　外科 黒崎　　亮
O51-5	 	治療に難渋した離断型胆汁漏においてウログラフィン造影により治癒し

たと考えられた 1例
高岡市民病院　外科 橋本　　暁

O51-6	 	膵頭十二指腸切除後にKlebsiella	Pneumoniae 感染から門脈気腫を生じ
た 1例

獨協医科大学　埼玉医療センター　外科 川端　洸斗

一般演題 52

第 2日目　3月 25 日（金）　14：42 ～ 15：24　第 6会場　花C

胆道 5
司会� �札幌医科大学　看護学科外科学� 水口　　徹

� �日本医科大学武蔵小杉病院　消化器外科� 水谷　　聡

コメンテーター� �国立病院機構　敦賀医療センター　外科� 木村　俊久

O52-1	 	自動多項目同時遺伝子検査システムを用いた急性胆道炎における迅速起
因菌同定の検討

東邦大学医療センター大橋病院　外科／	
国立感染症研究所　病原体ゲノム解析研究センター 渡邉隆太郎

O52-2	 	興味深い経過を辿った胆石性腸閉塞の 1例
宝生会 PL病院　臨床研修センター 田中　章博

O52-3	 	自然排泄された胆石イレウスの 1例
大野記念病院　外科 埜村　真也

O52-4	 	治療に難渋した胃全摘後、肝門部良性胆道狭窄に伴う総胆管結石、急性
閉塞性胆管炎の 1例

藤田医科大学　ばんたね病院　消化器外科学講座 加藤　宏之
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題O52-5	 	腹腔鏡下胆管切開切石術における切石困難症例に対してEHLにより治

療し得た 3例
第一東和会病院　内視鏡外科センター 嶌岡　成佳

O52-6	 	胆嚢管低位合流の胆嚢結石症に対し術中胆嚢管造影を用いて腹腔鏡下胆
嚢摘出術を施行した一例

公立藤田総合病院　外科 小野　広夢

一般演題 53

第 2日目　3月 25 日（金）　15：24 ～ 15：59　第 6会場　花C

膵臓 2
司会� �関西医科大学　外科� 海堀　昌樹

� �東京歯科大学市川総合病院� 瀧川　　穣

コメンテーター� �東京女子医科大学　消化器・一般外科� 本田　五郎

O53-1	 	膵尾部癌の術前化学療法中に脾動脈仮性瘤が胃内穿破し、経皮的動脈塞
栓により救命し得た	1 例

愛媛大学医学部　肝胆膵移植外科 伊藤　千尋
O53-2	 	膵癌術前治療前に発症した急性胆嚢炎に対して早期腹腔鏡下胆嚢摘出術

を施行した 2例
広島大学　外科学 岡田健司郎

O53-3	 	大量吐血を主訴に発見された膵尾部癌の一例
JCHO　中京病院　外科 小林　達矢

O53-4	 	尾側膵切除後液体貯留の対策
東京慈恵会医科大学　肝胆膵外科 恒松　　雅

O53-5	 	脾破裂にて発見され急速増悪した脾臓原発血管肉腫の 1例
浜松医科大学　外科学第二講座 村木　隆太
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第 2日目　3月 25 日（金）　15：59 ～ 16：41　第 6会場　花C

膵臓 3
司会� �香川大学　消化器外科� 岡野　圭一

� �東京女子医科大学　消化器・一般外科� 樋口　亮太

コメンテーター� �北海道大学大学院医学研究院　消化器外科学教室 II� 平野　　聡

O54-1	 	著明な膵液漏を来した外傷性膵損傷に対し、膵切除を選択した多発外傷
の 1例

名古屋市立大学　消化器外科 松居　亮平
O54-2	 	外傷性膵、脾損傷に対し脾温存膵尾側切除を行なった一例

大阪府済生会野江病院　消化器外科 沈　　由剛
O54-3	 	外傷性膵粘液性嚢胞腫瘍破裂の一例

沼津市立病院　外科 木下麻優子
O54-4	 	TAEにて治療し得た膵十二指腸動脈領域の分節性動脈中膜融解（SAM）

の破裂の一例
雪の聖母会　聖マリア病院　外科 中根　浩幸

O54-5	 	正中弓状靭帯症候群による膵頭部動脈瘤破裂に対し、緊急膵頭十二指腸
切除術および正中弓状靭帯切離術を施行した 1例

三重大学　医学部　肝胆膵・移植外科 前田　光貴
O54-6	 	膵動静脈奇形の１切除例

藤田医科大学医学部消化器外科学講座　ばんたね病院　外科 浅野　之夫

一般演題 55

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：02　第 7会場　花D

胃 1
司会� �川崎医科大学総合医療センター　外科� 羽井佐　実

� �東京女子医科大学　消化器・一般外科� 番場　嘉子

コメンテーター� �済生会福岡総合病院　外科� 定永　倫明

O55-1	 	胃癌により胃穿孔を起こした 1例
川崎医科大学　消化器外科 景山　千幸

O55-2	 	COVID	-19 陽性の胃穿孔患者に対し緊急手術を施行した一例
聖マリアンナ医科大学病院　外科学　消化器・一般外科 西澤　　一
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関西労災病院　消化器外科 仲田佳津明
O55-4	 	急性胃拡張による胃破裂に対し、噴門側胃切除後、二期的に再建し救命

し得た一例
加古川中央市民病院　診療部　消化器外科 金子　達也

O55-5	 	転倒によると思われた穿孔性腹膜炎の一例
那覇市立病院　外科 長濱　正吉

O55-6	 	偶発的に発見された胃GISTが短期間に急速増大し消化管穿孔に至った
一例

国際親善総合病院 百瀬ゆずこ

一般演題 56

第 2日目　3月 25 日（金）　9：02 ～ 9：44　第 7会場　花D

胃 2
司会� �社会医療法人蘭友会　札幌里塚病院　外科� 目黒　　誠

� �埼玉県立がんセンター　消化器外科� 宮本　良一

コメンテーター� �京都府立医科大学� 大辻　英吾

O56-1	 	手術待機中に腸閉塞を発症した毛髪胃石の 1例
千葉大学　医学部　先端応用外科 水藤　　広

O56-2	 	慢性膵炎による癒着性胃壁内血腫の 1例
佐世保市総合医療センター　消化器外科 南　　永子

O56-3	 	出血性胃潰瘍を契機に発見された胃横行結腸瘻の 1例
イムス三芳総合病院　消化器外科 沼尻　良輝

O56-4	 	正中弓状靱帯圧迫症候群の関与が示唆された、胃癌術後腹腔内出血の 1例
明石市立市民病院　外科 小泉　範明

O56-5	 	噴門側胃切除後の縫合不全から縦隔炎を発症した１例
景岳会南大阪病院　外科 竹村　雅至

O56-6	 	胃癌に対する免疫チェックポイント阻害剤の有害事象と治療成績
高知大学　医学部　外科学講座 並川　　努
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第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 14：42　第 7会場　花D

虫垂 5
司会� �社会医療法人共愛会戸畑共立病院　外科� 宗　　宏伸

� �慶應義塾大学医学部　外科学� 松井　信平

コメンテーター� �日本医科大学武蔵小杉病院　救命救急科� 大嶽　康介

O57-1	 	腹腔鏡下虫垂切除術における J型に挿入するドレーン留置
近畿大学奈良病院　消化器外科 福田　周一

O57-2	 	interval	Appendectomy	中に破裂した虫垂粘液癌
諏訪中央病院 石丸　直樹

O57-3	 	急性虫垂炎の手術時期とAO、断端処理
赤穂市民病院 新田　隆士

O57-4	 	待機的虫垂切除術に移行した妊娠時急性虫垂炎の 2例
上都賀総合病院　外科 内藤　　慶

O57-5	 	完全内臓逆位症に伴う急性虫垂炎に対して腹腔鏡下虫垂切除術を施行し
た 1例

春日井市民病院　外科 岩田　　力
O57-6	 	腹腔鏡下に切除し得た虫垂結石を伴う急性穿孔性虫垂炎の 1例

公益財団法人　田附興風会　医学研究所　北野病院	
　消化器外科 久野　晃路

一般演題 58

第 2日目　3月 25 日（金）　14：42 ～ 15：24　第 7会場　花D

虫垂 6
司会� �帝京大学医学部付属病院　外科学講座� 福島　亮治

� �諏訪中央病院　外科� 石丸　直樹

コメンテーター� �群馬大学大学院医学系研究科　救急医学� 大嶋　清宏

O58-1	 	急性虫垂炎に対する虫垂根部断端埋没の有用性の検討
中国労災病院　外科 別木　智昭

O58-2	 	黄色肉芽腫性虫垂炎に対し腹腔鏡下盲腸切除術を施行した一例
市立函館病院　消化器外科 磯川真里奈
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題O58-3	 	腹壁膿瘍を併発した腹壁穿通性虫垂炎に対し laparoscopic	interval	

appendectomy を施行した１例
三重県立志摩病院　外科 吉川美侑子

O58-4	 	敗血性ショックとARDSを呈した非穿孔性急性虫垂炎の 1例
関西労災病院　外科 春名　健伍

O58-5	 	妊娠中期 -後期に生じた虫垂炎に対し腹腔鏡下虫垂切除術を施行した 3例
高崎総合医療センター　消化器外科 竹部　兼輔

O58-6	 	虫垂が絞扼帯となった絞扼性腸閉塞の１例
市立稚内病院　外科 髙田　　陸

一般演題 59

第 2日目　3月 25 日（金）　15：24 ～ 15：59　第 7会場　花D

食道 1
司会� �岩手県立遠野病院　外科� 郷右近祐司

� �高槻赤十字病院　外科� 平松　昌子

コメンテーター� �千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科� 村上健太郎

O59-1	 	薬剤包装容器（press-through-package）誤飲による食道内異物症の 1例
川崎医科大学附属病院　消化器外科 峯田　修明

O59-2	 	［演題取り下げ］

O59-3	 	バレット食道癌穿孔による胸膜縦隔洞炎後、集学的治療にて良好な経過
を得た 1例

川崎医科大学　消化器外科 東田　正陽
O59-4	 	治療戦略を再考させられたESD後・化学放射線加療後の胸腔内膿瘍形成

を伴う食道穿孔の一例
静岡がんセンター　食道外科 石井賢二郎

O59-5	 	食道切除術後横隔膜ヘルニアをきたした 2例
浜松医科大学　外科学第二講座 羽田　綾馬
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第 2日目　3月 25 日（金）　15：59 ～ 16：41　第 7会場　花D

食道 2
司会� �桐生厚生総合病院� 加藤　広行

� �済生会宇都宮病院　外科� 篠崎　浩治

コメンテーター� �東海大学医学部付属大磯病院　外科� 西　　隆之

O60-1	 	閉塞性ショックを来した巨大食道裂孔ヘルニアの一救命例
医療法人医仁会　さくら総合病院　外科 小林　　豊

O60-2	 	胸痛を主訴に循環器内科より紹介となった巨大 IV型食道裂孔ヘルニア
の１例

景岳会南大阪病院　外科 竹村　雅至
O60-3	 	義歯誤飲による食道穿孔に対する縦隔鏡下手術の安全性と有用性の検討

獨協医科大学埼玉医療センター　外科 箱崎　悠平
O60-4	 	開腹アプローチで縫合閉鎖し得た特発性食道破裂の 4例

公益財団法人　大原記念倉敷中央医療機構　倉敷中央病院
　外科 森　　千浩

O60-5	 	弓部大動脈瘤置換術後の遅発性食道穿孔に対し、二期的に食道切除再建
術を行い救命し得た一例

伊勢赤十字病院　外科 説田　守仁
O60-6	 	食道癌術後に腸管気腫を発症し保存的に軽快した 1例

防衛医科大学校　外科学講座 井出明日馬

一般演題 61

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：02　第 8会場　なつめ

大腸 7
司会� �ベルランド総合病院　外科� 川崎　誠康

� �岡山赤十字病院　外科� 黒田　雅利

コメンテーター� �千葉メディカルセンター　外科� 髙石　　聡

O61-1	 	腹腔鏡下 S状結腸切除術後に糞便性腸閉塞・虚血性大腸炎により敗血症
まで至った 1例

佐世保中央病院　外科 白石斗士雄
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都志見病院　外科 西田　裕紀
O61-3	 	若年女性に発症した腸結核による腸閉塞の 1例

昭和大学横浜市北部病院　消化器センター　外科 中川美星子
O61-4	 	高度栄養障害に伴う S状結腸癌による腸閉塞に対し緊急手術を施行した

後に、DIC に Refeeding	syndrome を併発し、死亡した 1例
市立芦屋病院　外科 笹生　和宏

O61-5	 	S 状結腸癌術後の難治性瘻孔をEVLデバイスで内視鏡的に閉鎖した１例
岡山赤十字病院 高橋　達也

O61-6	 	自動吻合器挿入時の直腸裂傷で再手術となった一例
東海大学医学部付属病院　消化器外科 中島　理絵

一般演題 62

第 2日目　3月 25 日（金）　9：02 ～ 9：44　第 8会場　なつめ

大腸 8
司会� �桑名市総合医療センター　外科� 登内　　仁

� �関西労災病院　外科� 畑　　泰司

コメンテーター� �東京女子医科大学　救急医学� 矢口　有乃

O62-1	 	中毒性巨大結腸症を併発したClostridium	difficile	colitis の 1 例
都城市郡医師会病院　外科 樋口　和宏

O62-2	 	S 状結腸憩室腹壁穿通による腹壁膿瘍の１例
静岡赤十字病院　外科 平塚　寛生

O62-3	 	肺癌化学療法中に発症した劇症型アメーバ性大腸炎の一例
仙台厚生病院　消化器外科 藤田　正太

O62-4	 	開腹汚染手術 ( 小腸大腸穿孔手術 ) における浅部切開創 SSI 対策
箕面市立病院　外科 武田　　和

O62-5	 	左下肢痛で発症した腸腰筋膿瘍を合併した下行結腸癌の 1例
社会保険田川病院　外科 中山　剛一

O62-6	 	治療方針に迷った腸管気腫症の 2例
いまきいれ総合病院　外科 野田　昌宏
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第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 14：49　第 8会場　なつめ

血管：破裂、瘤
司会� �長浜赤十字病院　外科� 塩見　尚礼

� �東京慈恵会医科大学附属柏病院　放射線部� 最上　拓児

コメンテーター� �日野市立病院　放射線科� 三浦　弘志

O63-1	 	孤立性上腸間膜動脈解離および動脈瘤破裂に対して血管内治療が奏功し
た１例

岡崎市民病院　医局　外科 白浜　功徳
O63-2	 	Segmental	arterial	mediolysis の関与が考えられた腹腔内出血の 2例

嬉野医療センター　外科 橋本慎太郎
O63-3	 	腹痛を主訴に来院した前下膵十二指腸動脈瘤破裂に対して選択的動脈塞

栓術を施行した 1例
大阪府済生会茨木病院　消化器外科 宮本　滉大

O63-4	 	神経線維腫症 1型に合併した上腸間膜動脈瘤の 1例
静岡県立総合病院　消化器外科 田口　祐輔

O63-5	 	一次性大動脈十二指腸瘻を伴う感染性腹部大動脈瘤破裂の治療経験
～消化器外科医の立場から～

大阪市立総合医療センター　消化器外科 青松　直撥
O63-6	 	感染性腹部大動脈瘤切迫破裂に対してリファンピシン浸漬人工血管置換

術と大網充填を施行した 2例
群馬県立心臓血管センター　心臓血管外科 岡田　修一

O63-7	 	感染性大動脈瘤の治療戦略
藤田医科大学ばんたね病院　外科 近藤　ゆか
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第 2日目　3月 25 日（金）　14：49 ～ 15：38　第 8会場　なつめ

血管：閉塞、瘻
司会� �市立奈良病院　放射線科・IVR研究センター� 穴井　　洋

� �福島県立医科大学　地域救急医療支援講座� 小野寺　誠

コメンテーター� �日本医科大学武蔵小杉病院救命救急センター　救命救急科�

� 松田　　潔

O64-1	 	胃全摘後の上腸間膜動脈閉塞症に対してハイブリッド手術を施行し救命
し得た 1例

平塚市民病院　外科 堀之内友紀
O64-2	 	IVR 後に計画的試験腹腔鏡下 ICG蛍光法を行い腸管温存し得た上腸間膜

動脈塞栓症の 1例
船橋市立医療センター　外科 小寺　　輝

O64-3	 	脳出血による失語により、診断が遅れた上腸間膜動脈塞栓症の 1例
独立行政法人国立病院機構　仙台医療センター 加納　　拓

O64-4	 	当院における上腸間膜動脈閉塞症に対する治療成績
一般財団法人永頼会　松山市民病院　外科 田村　周太

O64-5	 	大腸癌術後補助化学療法中に発症し、抗凝固療法による保存的加療が奏
功した門脈・上腸間膜静脈血栓症の 1例

京都桂病院　消化器センター・外科 森岡三智奈
O64-6	 	保存的加療で軽快した上腸間膜静脈血栓症の一例

藤元総合病院 藤元静太郎
O64-7	 	人工血管置換術後の 2次性動脈腸管瘻の 1例

千葉西総合病院　外科 森本　喜博
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第 2日目　3月 25 日（金）　15：38 ～ 16：20　第 8会場　なつめ

十二指腸
司会� �東海大学医学部付属東京病院　外科� 千野　　修

� �神戸大学　肝胆膵外科� 後藤　直大

コメンテーター� �雲南市立病院　外科� 森脇　義弘

O65-1	 	十二指腸憩室出血に対してTAEを行い、待機的に腹腔鏡下十二指腸憩
室切除術を施行した 1例

帯広厚生病院 加藤　航平
O65-2	 	十二指腸粘膜下腫瘍出血に対してTAEを施行し緊急開腹手術を回避で

きた一例
豊橋市民病院　一般外科 折原　薫也

O65-3	 	総胆管結石症への内視鏡治療時に起きた十二指腸損傷に対し、総胆管と
十二指腸損傷部とで側々吻合した 1例

大隅鹿屋病院　外科 瀧口　翔也
O65-4	 	十二指腸潰瘍穿孔に対する大網被覆術後に胃空腸バイパス術を要した一例

兵庫県立淡路医療センター　外科・消化器外科 東川　純子
O65-5	 	単孔式腹腔鏡下十二指腸空腸吻合術を施行した上腸間膜動脈症候群の1例

岩手医科大学　外科 梅邑　　晃
O65-6	 	上部消化管穿孔に対する術前内視鏡と手術成績の検討

川崎幸病院　外科　消化器外科／	
横浜市立大学附属病院　外科治療学 原田龍之助

一般演題 66

第 2日目　3月 25 日（金）　16：20 ～ 16：55　第 8会場　なつめ

胃 3
司会� �済生会横浜市東部病院　外科� 江川　智久

� �石川県立中央病院　消化器外科� 辻　　敏克

コメンテーター� �景岳会南大阪病院　外科� 竹村　雅至

O66-1	 	腹腔内遊離ガスを伴う胃気腫症の 1例
独立行政法人　国立病院機構　北海道医療センター　外科 齋藤　智哉
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東邦大学医療センター大森病院　消化器センター外科 三浦　康之
O66-3	 	吐血で救急搬送された胃過形成性ポリープにポリペクトミーで対応した

症例
千代田病院　外科 立石　雅宏

O66-4	 	アルカリ洗剤摂取による腐食性胃炎からの繰り返す大量出血に対しTAE
で保存的に加療した 1例

大隅鹿屋病院　外科 福迫　早紀
O66-5	 	腹腔内出血を契機に発見された胃GIST	の１例

昭和大学　江東豊洲病院　消化器センター 照沼　拓也

一般演題 67

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：02　第 9会場　かつら

大腸 9
司会� �柏厚生総合病院　消化器外科� 小山　　基

� �平塚市民病院� 平田　　玲

コメンテーター� �大隅鹿屋病院　外科� 井戸　弘毅

O67-1	 	受傷 2日後に発症した遅発性外傷性 S状結腸穿孔の 1例
香川大学医学部付属病院　消化器外科 藤木　友花

O67-2	 	交通外傷による S状結腸腸間膜血腫の 1例
春秋会　城山病院　消化器センター外科 上田　恭彦

O67-3	 	枝木杙創による多発外傷の 1例
浜松医科大学　医学部　外科学第二講座 赤井　俊也

O67-4	 	成人頭大の巨大糞便性イレウスで緊急手術を施行した 1例
公益財団法人浅香山病院　外科 佐竹　應登

O67-5	 	肝右葉切除後の横隔膜ヘルニア嵌頓に伴う結腸壊死を救命しえた１例
滋賀医科大学　消化器外科 村本　圭史

O67-6	 	大腸ステントと経肛門イレウス管の併用が有用だった多発閉塞性大腸癌
の 1例

藤沢市民病院　救急外科 小崎　良平
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第 2日目　3月 25 日（金）　9：02 ～ 9：44　第 9会場　かつら

大腸 10
司会� �成田赤十字病院　外科� 伊藤　勝彦

� �平塚市民病院　外科� 菊池　弘人

コメンテーター� �TMGあさか医療センター　救急科� 須賀　弘泰

O68-1	 	緊急手術を施行した盲腸捻転の 3例
順天堂大学　下部消化管外科（大腸肛門外科） 高橋　　玄

O68-2	 	盲腸捻転の 4例
社会福祉法人　三井記念病院　消化器外科 武内　　寛

O68-3	 	回盲部切除を施行した盲腸捻転症の 1例
松阪中央総合病院　外科 辻　　直哉

O68-4	 	高齢者盲腸捻転の１例
小樽市立病院　外科 小野　　仁

O68-5	 	S 状結腸に停滞した有鉤義歯誤飲の１例
富山県済生会高岡病院 大澤　宗士

O68-6	 	術前診断が困難であった紙製食品飾りの誤飲による S状結腸穿孔を呈し
た１例

国立病院機構水戸医療センター　外科 森　　貴昭

一般演題 69

第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 14：49　第 9会場　かつら

救急：血管
司会� �佐賀大学　救急医学講座� 阪本雄一郎

� �大阪府済生会千里病院　千里救命救急センター� 伊藤　裕介

コメンテーター� �帝京大学ちば総合医療センター　IVRセンター� 村田　　智

O69-1	 	外傷性上腸間膜動脈損傷に対しVIABAHNで止血した１例
第一東和会病院 田畑　智丈

O69-2	 	搬入時心停止、自己心拍再開後Damage	Control	Surgery で救命した
mesenteric	inflammatory	veno-occlusive	disease による広範囲腸管壊死

京都第二赤十字病院　救命救急センター　救急科 南出　大輝



―205―

日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022 日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022

一
般
演
題O69-3	 	保存的加療で軽快した急性膵炎に起因した上腸間膜静脈・門脈血栓症の

1例
医療法人社団高邦会　高木病院　外科 久保　　洋

O69-4	 	血栓回収後の再虚血により腸切除を要するも救命しえた上腸間膜動脈閉
塞症の 1例

千葉大学大学院医学研究院　救急集中治療医学 小吉　伸幸
O69-5	 	腹部コンパートメント症候群を呈した腹部大動脈瘤破裂に対して open	

abdomen	management(OAM) が奏功した 1例
鳥取県立中央病院　救命救急センター・集中治療センター

　救急集中治療科 宗村　佑人
O69-6	 	急性大動脈閉塞に対して , 組織酸素飽和度測定器による術中虚血評価を

行った一例
浜松医科大学　医学部　第二外科　血管外科　救急科 露木　　肇

O69-7	 	腹腔内出血に対するダメージコントロール手術後にVV-ECMOを施行し
た一例

日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター 上畑　直之

一般演題 70

第 2日目　3月 25 日（金）　14：49 ～ 15：31　第 9会場　かつら

腹部骨盤救急疾患の画像と IVR
司会� �東京北医療センター　救急科� 金井　信恭

� �千葉県救急医療センター　集中治療科� 松村　洋輔

コメンテーター� �滋賀医科大学　革新的医療機器システム研究開発講座� 谷　　　徹

O70-1	 	当院で経験した黄色肉芽腫性胆嚢炎の 3例
琉球大学病院　放射線科 嘉陽安美子

O70-2	 	Abdominal	Compartment	Syndrome を合併した４例の治療経験
武蔵野赤十字病院　救命救急科 蕪木　友則

O70-3	 	腹壁瘢痕ヘルニア内に生じた腹膜垂炎の一例
聖マリアンナ医科大学　放射線医学講座 福元　拓郎

O70-4	 	横行結腸軸捻転の 1例
那覇市立病院　放射線科 知念　由真

O70-5	 	造影 CTにて確定診断に至れなかった腹部大動脈瘤破裂の１例
刈谷豊田総合病院　放射線診断科 塚原　智史
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題 O70-6	 	穿通性腎外傷で腹腔内への出血穿破を認めるも自然止血が確認された一例

広島大学病院　放射線診断科 三谷　英範

一般演題 71

第 2日目　3月 25 日（金）　15：31 ～ 15：59　第 9会場　かつら

救急：上部 1
司会� �東京歯科大学市川総合病院　消化器内科� 西田　次郎

� �大分大学　高度救命救急センター� 松成　　修

コメンテーター� �昭和大学藤が丘病院　消化器内科� 五味　邦代

O71-1	 	ハイムリック法で顕在化したと思われた胃潰瘍穿孔の一例
勤医協中央病院　救急科 鈴木　悠介

O71-2	 	当院における緊急上部消化管内視鏡止血術についての検討
帝京大学ちば総合医療センター　内科／	

帝京大学大学院医学研究科　消化管内科学講座 髙村　尚樹
O71-3	 	出血性胃潰瘍術後に病理検査で明らかになった胃に開口する異所性胆管

の１例
敬和会大分岡病院　消化器センター　外科 長澤由依子

O71-4	 	十二指腸修復・切除後の付加手術としてブレークタイプのドレーンを利
用した tube	decompression を施行した 9例の検討

さいたま赤十字病院　高度救急救命センター　救急科 鈴木　　源

一般演題 72

第 2日目　3月 25 日（金）　15：59 ～ 16：27　第 9会場　かつら

救急：上部 2
司会� �日本医科大学千葉北総病院　消化器外科� 渡辺　昌則

� �帝京大学ちば総合医療センター� 首藤　潔彦

コメンテーター� �国際医療福祉大学成田病院　消化器内科� 西澤　俊宏

O72-1	 	緊急手術を必要とした特発性食道破裂 10 例の検討
和歌山県立医科大学附属病院　高度救命救急センター 上田健太郎

O72-2	 	穿孔性虫垂炎術後の呼吸不全に対しVV-	ECMOを導入し救命しえた 1例
関西労災病院　救急部 松尾　健志



―207―

日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022 日本腹部救急医学会雑誌　Vol.42（2）2022

一
般
演
題O72-3	 	胃全摘術後における食道静脈瘤破裂の一例

大阪府立中河内救命救急センター 日野　裕志
O72-4	 	抗凝固療法中に生じた大網出血に対して open	abdomen	management を

行った一例
東京女子医科大学東医療センター　外科／	

同院　救命救急センター 加藤　秋太

一般演題 73

第 2日目　3月 25 日（金）　8：20 ～ 9：02　第 10 会場　みずき

外科 下部 結腸：ヘルニア・その他
司会� �船橋市立医療センター　外科� 丸山　尚嗣

� �東京女子医科大学　消化器・一般外科� 小川　真平

コメンテーター� �東邦大学医療センター大森病院　総合診療・急病センター�

� 島田　長人

O73-1	 	高齢者に発症した遅発性外傷性右横隔膜ヘルニアの 1例
鎌ヶ谷総合病院　外科 藤川　幸一

O73-2	 	下部消化管内視鏡検査時に発症した左横隔膜ヘルニア嵌頓の１例
岡山済生会総合病院　外科 岡　　凌也

O73-3	 	ステープルで右冠動脈を損傷し，横隔膜ヘルニア修復術後に心タンポナー
デに至った 1例

倉敷中央病院　外科 寺田　　剛
O73-4	 	傍ストーマヘルニア嵌頓に対して用手的整復後にストーマ閉鎖術を行っ

た 1例
藤田医科大学ばんたね病院　消化器外科 荒川　　敏

O73-5	 	鼠径ヘルニア嚢内 S状結腸癌イレウスの 1例
牛久愛和総合病院　外科 野口　岳春

O73-6	 	会陰部に発生した慢性拡張性血腫の１例
黒部市民病院　外科 寺﨑　健人
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第 2日目　3月 25 日（金）　9：02 ～ 9：37　第 10 会場　みずき

外科 下部 結腸：NPWT・その他
司会� �ベルランド総合病院　総合急病救急センター・総合内科�

� 丸山　克之

� �（公財）東京都保健医療公社　多摩南部地域病院　内視鏡科�

� 手塚　　徹

コメンテーター� �東邦大学佐倉病院　外科� 岡住　慎一

O74-1	 	下行結腸癌穿破による壊死性筋膜炎術後に局所陰圧閉鎖療法が奏功した
1例

いわき市医療センター　外科 小林　直哉
O74-2	 	腸管露出を伴う高度汚染創に対する局所陰圧閉鎖療法の 1例

広島大学大学院医系科学研究科　外科学 近藤　賢史
O74-3	 	ストーマ近傍の SSI に NPWTと fistula	ring を併用した症例

日本医科大学千葉北総病院　救命救急センター /ショック・
外傷センター／日本医科大学　救急医学 安松比呂志

O74-4	 	成人 Still 病の治療中に壊死性筋膜炎で発症した消化管穿孔の一例
鉄蕉会　亀田総合病院　消化器外科 山本　大悟

O74-5	 	保存的加療を行ない下部消化管内視鏡で摘出できたヘアピン誤飲の一例
福井県済生会病院　外科 杉生　貴史

一般演題 75

第 2日目　3月 25 日（金）　14：00 ～ 14：42　第 10 会場　みずき

内科：胃・十二指腸
司会� �岡山市立市民病院� 西村　　守

� �日本医科大学　医療管理学教室� 菅野　仁士

コメンテーター� �高知大学医学部　外科学講座� 並川　　努

O75-1	 	出血性胃潰瘍・左胃仮性動脈瘤破裂に対して動脈塞栓術後、ポリグリコー
ル酸シート被覆法を施行した 1例

東京医科大学八王子医療センター　消化器内科 中村　駿介
O75-2	 	糖尿病を誘引とした胃石症により胃潰瘍を発症した一例

昭和大学　医学部　内科学講座　消化器内科学部門 野村英里佳
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題O75-3	 	自傷目的の硫酸銅誤飲により消化管に多発縦走潰瘍をきたした一症例

東京医科歯科大学病院　総合教育研修センター 岡　　慎平
O75-4	 	十二指腸水平部のDieulafoy潰瘍に対してOTSCによる止血が有効であっ

た一例
多根総合病院　消化器内科 小林　潤一

O75-5	 	十二指腸乳頭部腫瘍に対する乳頭切除術後の後出血をOver-The-Scope	
Clip で治療し得た症例

多根総合病院　消化器内科 大竹　弘泰
O75-6	 	難治性 CD妊娠中の非外傷性肋骨骨折を合併した一例

東京女子医科大学　消化器内科 伊藤亜由美

一般演題 76

第 2日目　3月 25 日（金）　14：42 ～ 15：31　第 10 会場　みずき

内科：小腸・大腸
司会� �深谷赤十字病院　外傷・救命救急センター� 金子　直之

� �東京医科大学八王子医療センター　消化器内科� 北村　勝哉

コメンテーター� �山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学� 永野　浩昭

O76-1	 	膵頭十二指腸切除後の輸入脚出血に対して止血処置を行った１例
昭和大学　医学部　内科学講座　消化器内科学部門 冨士　貴弘

O76-2	 	S 状結腸憩室炎を契機に下腸間膜静脈血栓症および膀胱瘻をきたした 1例
畷生会脳神経外科病院　消化器内科 跡地　春仁

O76-3	 	妊娠中に発症した S状結腸軸捻転症に対して内視鏡下捻転解除術を施行
したクローン病患者の一例

東京女子医科大学　消化器内科 米澤麻利亜
O76-4	 	宿便性腸閉塞による閉塞性大腸炎に対して全結腸切除術を行った 1例

東京医科大学　臨床医学系　消化器内科学分野 秦　　彰宏
O76-5	 	腹腔鏡および内視鏡併用にて摘出した腸管内に迷入したスライディング

チューブの一例
昭和大学横浜市北部病院　消化器センター 小林　弘明

O76-6	 	フェンタニルへのオピオイドスイッチングとオクトレオチド、デキサメタ
ゾンによって経口摂取量を維持したまま軽快した悪性消化管閉塞の 1例

岐阜県立多治見病院　緩和ケア内科 藤田　　建
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題 O76-7	 	内視鏡処置中に十二指腸穿孔部からの腹腔内への air 流入により循環不

全をきたし、腹腔穿刺により循環動態が改善した一例
同仁会耳原総合病院　内科 細谷　聖美

一般演題 77

第 2日目　3月 25 日（金）　15：31 ～ 16：13　第 10 会場　みずき

大腸 11
司会� �新潟県厚生連糸魚川総合病院　外科� 田澤　賢一

� �諏訪中央病院　外科� 近藤　　優

コメンテーター� �東京女子医科大学　小児外科� 世川　　修

O77-1	 	20 年前の冠動脈バイパス術における胃大網動脈グラフト採取術が原因と
思われる大網小網裂孔ヘルニアC2型の 1例

はままつ労災病院　外科 中村　俊介
O77-2	 	S 状結腸間膜内ヘルニアに対し腹腔鏡下手術を行った１例

JCHO相模野病院　外科 小嶌　慶太
O77-3	 	開腹・鼠径部両方からのアプローチが有効であった横行結腸が陥頓した

非還納性巨大鼠径ヘルニアの 1例
青松記念病院　外科 平松宗一郎

O77-4	 	小腸および S状結腸が同時嵌頓し ,	S 状結腸壊死に至った鼠経ヘルニア
の 1例

川崎幸病院　消化器外科 望月一太朗
O77-5	 	傍ストマヘルニアの腹壁破裂により腸管脱出を来した一例

獨協医科大学埼玉医療センター　外科 泉　　貴大
O77-6	 	腹部造影 CTで術前診断し得た S状結腸間膜内ヘルニアによる腸閉塞に

対して解除術を施行した 1例
つくばセントラル病院　消化器外科 佐野　直樹
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第 2日目　3月 25 日（金）　16：13 ～ 16：55　第 10 会場　みずき

小腸：その他
司会� �兵庫医科大学　消化器外科学講座　炎症性腸疾患外科� 内野　　基

� �名古屋掖済会病院　外科� 水谷　文俊

コメンテーター� �聖マリアンナ医科大学　放射線医学講座� 森本　　毅

O78-1	 	当院で経験した短腸症候群の長期予後についての検討
川崎幸病院　外科 伊藤　慎吾

O78-2	 	回腸悪性リンパ腫による腸重積に対し，腹腔鏡下手術を行った 1例
鈴鹿中央総合病院　外科 成田　　潔

O78-3	 	下剤服用後に腫瘍部を先進とした腸重積を起こした肺癌多発小腸転移の
一例

金沢医科大学　一般・消化器外科 本山　翔太
O78-4	 	回腸尿膜管瘻を合併したCrohn 病の 1例

東北大学　大学院　消化器外科学 丸山　大貴
O78-5	 	回腸重複腸管感染に対して腹腔鏡補助下小腸部分切除術を行った 1例

近森病院　臨床研修部 谷垣内ひろか
O78-6	 	腸重積をきたした回腸MALTリンパ腫に対して腹腔鏡下手術を施行し

た 1例
新小山市民病院　外科 千葉　小夜
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学術共催セミナー

第 1日目　3月 24 日（木）　12：40 ～ 13：30　第 1会場　エミネンスホール

学術共催セミナー 1　　 鼠経ヘルニア　インターナショナルガイドライン推奨術式　
Lichtenstein と TAPP の実際　
～再発予防と疼痛予防を考える～

司　会	 	平塚市民病院　外科 /麻酔科	 中川　基人
演者 1	 	順天堂大学医学部附属浦安病院　消化器・一般外科	 大内　昌和
演者 2	 	千葉徳洲会病院　外科	 太田　智之
共　催	 	コヴィディエンジャパン株式会社

第 1日目　3月 24 日（木）　12：40 ～ 13：30　第 2会場　扇

学術共催セミナー 2　　 ガイドラインに基づいた SSI 予防戦略

司　会	 	兵庫医科大学	消化器外科学講座　炎症性腸疾患外科	 内野　　基
演題 1� �下部消化管手術の周術期管理とSSI 対策

演　者	 	千葉大学医学部附属病院　食道胃腸外科	 大平　　学
演題 2� �市中病院におけるSSI 減少までの道のり

演　者	 	船橋市立医療センター　外科	 野手　洋雅
共　催	 	ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

第 1日目　3月 24 日（木）　12：40 ～ 13：30　第 3会場　錦

学術共催セミナー 3　　 手術前後の食事にシンバイオティクス* を加えると術後合
併症は減らせるか？ 
－エビデンスのご紹介－ 
*シンバイオティクス ＝ プロバイオティクス（宿主の健康
に有益な作用をもたらす生きた細菌）＋ プレバイオティク
ス（有益な細菌にとっての選択的な栄養源）

司　会	 	産業医科大学医学部　救急医学講座	 真弓　俊彦
演　者	 	名古屋大学大学院医学系研究科　外科周術期管理学寄附講座	

	 横山　幸浩
共　催	 	株式会社ヤクルト本社
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第 1日目　3月 24 日（木）　12：40 ～ 13：30　第 4会場　花A

学術共催セミナー 4　　 DIC を併発した消化管穿孔性腹膜炎における持続的血液
濾過透析治療下でのトロンボモジュリアンアルファ投与の
有用性

司　会	 	横浜市立大学医学部　消化器・腫瘍外科学	 遠藤　　格
演　者	 	山梨大学臨床教育部　臨床スタッフ研修センター	 河野　　寛
共　催	 	旭化成ファーマ株式会社

第 1日目　3月 24 日（木）　12：40 ～ 13：30　第 6会場　花C

学術共催セミナー 5　　 医原性血管損傷に対するステントグラフト治療

司　会	 	帝京大学医学部附属病院	 近藤　浩史
演題 1� ステントグラフト治療の実際

演　者	 	大阪市立大学医学部附属病院	 寒川　悦次
演題 2� 内臓動脈損傷に対するステントグラフトの有効性

演　者	 	日本医科大学付属病院	 上田　達夫
共　催	 	日本ゴア合同会社

第 1日目　3月 24 日（木）　12：40 ～ 13：30　第 7会場　花D

学術共催セミナー 6　　 多剤耐性菌への対応と抗菌薬の適正使用

司　会	 	東京医科大学病院　感染制御部・感染症科	 中村　　造
演　者	 	国際医療福祉大学医学部感染症学講座	 松本　哲哉
共　催	 	MSD株式会社

第 2日目　3月 25 日（金）　12：20 ～ 13：10　第 1会場　エミネンスホール

学術共催セミナー 7　　 救急における民の役割とセコムが目指すもの

司　会	 	セコム医療システム株式会社	 牧　　　卓
演　者	 	セコム株式会社 /セコム医療システム株式会社	 布施　達朗
共　催	 	セコム医療システム株式会社
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第 2日目　3月 25 日（金）　12：20 ～ 13：10　第 2会場　扇

学術共催セミナー 8　　 急性膵炎診療ガイドライン 2021 の概要とポイント

司　会	 	国際医療福祉大学市川病院	 吉田　雅博
演　者	 	産業医科大学医学部救急医学講座	 真弓　俊彦
共　催	 	ニプロ株式会社

第 2日目　3月 25 日（金）　12：20 ～ 13：10　第 3会場　錦

学術共催セミナー 9　　 日本の技が切り拓く手術・周術期革命

司　会	 	東京慈恵会医科大学　外科学講座	 岡本　友好
　　　	 	徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器・移植外科学	 森根　裕二
演題 1� �Acrosurg. を用いた肝切除の実際

演　者	 	徳島大学大学院医歯薬学研究部　消化器・移植外科学	 森根　裕二
演題 2� �人工膵臓装置導入の試みと課題

演　者	 	東京慈恵会医科大学　外科学講座	 岡本　友好
共　催	 	日機装株式会社

第 2日目　3月 25 日（金）　12：20 ～ 13：10　第 4会場　花A

学術共催セミナー 10　　 肝胆膵外科手術後、短期～長期合併症の予防と対策

司　会	 	千葉大学大学院医学研究院　臓器制御外科学	 大塚　将之
演　者	 	藤田医科大学ばんたね病院　消化器外科	 加藤　宏之
共　催	 	ミヤリサン製薬株式会社

第 2日目　3月 25 日（金）　12：20 ～ 13：10　第 6会場　花C

学術共催セミナー 11　　 肝細胞がんの薬物療法

司　会	 	国際医療福祉大学成田病院　消化器外科		 星本　相淳
演　者	 	国立がん研究センター東病院　肝胆膵内科	 佐々木満仁
共　催	 	中外製薬株式会社


