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プログラム

第1会場

ワークショップ1　腹腔鏡下右半結腸切除時の中枢郭清のこだわり 9:00〜10:15
第1会場

 座長：松田　　武（神戸大学大学院　医学研究科　外科学講座　食道胃腸外科学分野）
 　　　徳原　克治（関西医科大学総合医療センター　消化管外科）

WS1-1 腹腔鏡下右半結腸切除時の中枢郭清の工夫
 鄭　　充善（大阪労災病院　外科）

WS1-2 頭尾側から攻める腹腔鏡下右半結腸切除の手術手技
 團野　克樹（箕面市立病院　外科）

WS1-3 当院での腹腔鏡下右半結腸切除術D3郭清
 福岡　達成（大阪市立大学大学院　消化器外科学）

WS1-4 当院における腹腔鏡下拡大結腸右半切除の手術手技
 和田　聡朗（近畿大学医学部付属病院　下部消化管外科）

WS1-5 当院で施行した結腸癌対する結腸右半切除術において,開腹群と腹腔鏡群の後方視的比較検討
 全　　有美（長浜赤十字病院　外科）

ワークショップ2　チーム医療メディカルスタッフの役割 13:40〜14:25
第1会場

 座長：今本　治彦（市立貝塚病院　外科・消化器外科）
 　　　野間　裕樹（大阪市立総合医療センター　医療技術部　臨床工学部）

WS2-1 当院におけるダヴィンチXi２台運用に対する取り組み
 熊　　拓視（地方独立行政法人大阪市民病院機構大阪市立総合医療センター　手術センター）

WS2-2 ロボット支援下手術を安全に行うために必要なロボット支援下手術チーム看護師の役割
 栢木　達浩（社会医療法人生長会　府中病院　手術室・中央材料室）

WS2-3 ベッドローテーションのみで緊急開胸操作に移行できる腹臥位胸腔鏡下食道癌手術の体位固定
 平井　冴香（大阪市立大学医学部附属病院　中央手術室）

ワークショップ3　ロボット支援下手術に特有な合併症とその対策 15:35〜16:50
第1会場

 座長：玉森　　豊（大阪市立総合医療センター　消化器外科）
 　　　中田　　健（堺市立総合医療センター　大腸肛門外科）

WS3-1 ロボット支援下胃切除術におけるトラブルの経験と対策
 平川　俊基（府中病院　外科センター）



— 7—

WS3-2 ロボット支援下胃癌手術における助手との協調に関わるトラブルと対策
 玉森　　豊（大阪市立総合医療センター　消化器外科）

WS3-3 アームの干渉を起こさない下腸間膜動脈周囲の郭清手技—ポート配置と展開の工夫
 中田　　健（堺市立総合医療センター　外科）

WS3-4 ロボット支援下直腸癌手術における術中合併症とその対策
 川崎　誠康（ベルランド総合病院　外科）

WS3-5 ロボット支援下直腸癌手術中に広範な皮下気腫と高二酸化炭素血症にて開腹移行した1例
 古田　寛人（堺市立総合医療センター　外科）

一般演題1　食道・胃 16:55〜17:35
第1会場

 座長：櫻井　克宣 （大阪市立総合医療センター　消化器外科）

O1-1 食道裂孔ヘルニア術後再発に対する外科的治療
 竹村　雅至（景岳会　南大阪病院　内視鏡外科）

O1-2 肥満患者に対する腹腔鏡下食道裂孔縫縮術の工夫と成績
 竹村　雅至（景岳会　南大阪病院　内視鏡外科）

O1-3 低肺機能食道癌患者に対する腹臥位胸腔鏡下食道切除術
 瀧口　豪介（神戸大学医学部付属病院　食道胃腸外科）

O1-4 LDGにおける小網切離から連続して行う小弯側リンパ節郭清手技
 福田　周一（近畿大学奈良病院　消化器外科）

O1-5 腹腔鏡下胃局所切除を施行した胃神経鞘腫の1例
 宮本　裕成（府中病院　外科センター）

第2会場

ワークショップ4　技術認定取得のための実践 9:00〜10:30
第2会場

 座長：小濱　和貴（京都大学大学院医学研究科　消化管外科学）
 　　　山﨑　　誠（大阪大学大学院　医学系研究科　外科学講座　消化器外科学）

WS4-1 技術認定取得（胃）のための実践
 若月　幸平（奈良県立医科大学　消化器・総合外科）

WS4-2 技術認定取得のために–食道–
 道浦　　拓（関西医科大学医学部　外科学講座）

WS4-3 技術認定取得のための実践
 窪田　　健（京都府立医科大学　消化器外科）

WS4-4 胸腔鏡下食道切除術における手技の定型化—食道技術認定医取得のための実践
 牧野　知紀（大阪大学消化器外科）
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WS4-5 腹腔鏡下胃切除術における再現性の高い視野展開と当院の修練プログラムについて
 柳本　喜智（市立豊中病院　外科）

WS4-6 一般病院での技術認定（胃）取得を目指したチームビルディングとロードマップ
 浜川　卓也（国立病院機構大阪医療センター　外科）

ワークショップ5　腹腔鏡下胆嚢摘出術における治療の取り組み 10:35〜12:20
第2会場

 座長：妙中　直之（一般財団法人　住友病院　外科）
 　　　清水　潤三（市立豊中病院　外科）

WS5-1 緊急手術を基本とした急性胆嚢炎の治療戦略
 平田啓一郎（社会医療法人生長会　府中病院　外科センター）

WS5-2 当院における高度炎症を伴う急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術
 岸本　朋也（八尾市立病院　 外科）

WS5-3 11年、1000例を超えた単孔式胆嚢摘出術
 朝隈　光弘（大阪医科大学　一般・消化器外科）

WS5-4 急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下手術；至適手術時期とBailout proceduresについての検討
 岩﨑　純治（神戸市立西神戸医療センター　外科・消化器外科）

WS5-5 高齢者に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術に関する検討
 中川　泰生（馬場記念病院　外科）

WS5-6 当院での腹腔鏡下胆嚢摘出術のICG造影法による術中胆管損傷の回避法
 新田　敏勝（春秋会　城山病院　消化器センター　外科）

WS5-7 当院での腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるdifficulty scoreと術前因子の検討
 北川　彰洋（堺市立総合医療センター　外科）

ワークショップ6　多様化する直腸癌手術において最適な治療 13:40〜15:40
第2会場

 座長：川村純一郎（近畿大学医学部　外科学・下部消化管部門）
 　　　松田　　宙（大阪国際がんセンター　消化器外科）

WS6-1 下部直腸癌に対するロボット支援下手術〜腹腔鏡手術・経肛門内視鏡手術を凌駕しうる症例・術式とは〜
 野村　明成（大阪赤十字病院　消化器外科）

WS6-2 直腸癌に対するロボット支援下手術の安全な手順と縫合不全対策
 内間　恭武（府中病院　外科センター）

WS6-3 最適な治療を追及したロボット支援下直腸癌手術の現状
 田中慶太朗（大阪医科大学　一般・消化器外科）

WS6-4 当科における下部直腸癌に対するTaTMEの導入と短期成績
 三宅　　亨（滋賀医科大学　外科学講座）
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WS6-5 局所解剖を利用したロボット支援下直腸癌手術
 別府　直仁（兵庫医科大学　下部消化管外科）

WS6-6 直腸癌に対する腹腔鏡手術とロボット手術の比較〜ロボット手術の有用性は証明できるか〜
 谷田　　司（市立東大阪医療センター　消化器外科／市立豊中病院　外科）

WS6-7 当院におけるTaTMEの手術治療成績と問題点
 松木　豪志（明和病院　外科）

WS6-8 当科における下部直腸癌に対するtaTMEの手術手技と手術成績
 内海　昌子（神戸大学　食道胃腸外科）

ワークショップ7　腹腔鏡下膵体尾部切除におけるリンパ節郭清の工夫 15:45〜17:15
第2会場

 座長：外山　博近（神戸大学大学院医学研究科　外科学講座　肝胆膵外科学分野）
 　　　川井　　学（和歌山県立医科大学　第２外科）

WS7-1 膵体尾部癌に対するR0確保とリンパ節郭清の工夫
 増井　俊彦（京都大学医学部付属病院　肝胆膵・移植外科）

WS7-2 膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術
 武田　　裕（関西労災病院　消化器外科）

WS7-3 膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術の手術手技と成績
 松本　逸平（近畿大学　外科）

WS7-4 当院における膵癌への腹腔鏡下膵体尾部切除術
 新関　　亮（大阪府済生会中津病院　外科）

WS7-5 膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術の手術手技と短期成績
 村田　哲洋（大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科）

WS7-6 当院における膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除の工夫
 中平　　伸（堺市立総合医療センター　外科）

一般演題2　直腸・その他 17:20〜17:44
第2会場

 座長：堀　　武治 （市立柏原病院　外科）

O2-1 直腸悪性黒色腫に対し腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術を施行した1例
 晃野　秀梧（堺市立総合医療センター　外科）

O2-2 直腸癌膀胱浸潤に対してロボット支援下骨盤内臓全摘術を行なった1例
 泉谷　祐甫（堺市立総合医療センター　外科）

O2-3 腹腔鏡下低位前方切除術後、臀部横紋筋融解症を発症した1例
 三浦光太郎（和泉市立総合医療センター　外科）
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第3会場

ワークショップ8　鏡視下ヘルニア手術におけるKnack and Pitfall 9:00〜10:30
第3会場

 座長：植野　　望（大阪府済生会吹田病院　ヘルニアセンター）
 　　　新田　敏勝（春秋会　城山病院　消化器センター外科）

WS8-1 TAPP法における指導〜再発させない手技の伝授
 吉岡　慎一（八尾市立病院　消化器外科）

WS8-2  再発防止のための腹腔鏡下鼠経ヘルニア修復術（TAPP）の初回手術時の工夫と再発ヘルニアに対する
TAPPの要点

 岩内　武彦（府中病院　外科）

WS8-3 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TEP法）の治療戦略   -Knack and Pitfallを踏まえて-
 片岡　　淳（春秋会城山病院　消化器センター外科）

WS8-4 合併症、再発を減らす腹腔鏡下ヘルニア修復術（TAPP）手技の工夫と定型化
 谷田　　司（市立東大阪医療センター 消化器外科／市立豊中病院　外科）

WS8-5 閉鎖孔ヘルニアに対する非観血的整復の適応と待期的TAPPの有用性
 田中　　穣（済生会松阪総合病院　外科）

WS8-6 当院での腹腔鏡下ヘルニア修復術の工夫
 三上　城太（兵庫県立西宮病院　外科）

ワークショップ9　ロボット手術・腹腔鏡手術下の体腔内尿路変更術（ICUD）の最前線 10:35〜11:35
第3会場

 座長：山口　誓司（大阪はびきの医療センター　泌尿器科）
 　　　石井　啓一（大阪市立総合医療センター　泌尿器科　小児泌尿器科）

WS9-1 腹腔鏡下体腔内尿路変更術の治療成績と手術の工夫
 寒野　　徹（医仁会武田総合病院　泌尿器科）

WS9-2 当院での腹腔鏡下膀胱全摘除術における体腔内回腸導管造設術の工夫と基本手技
 金丸　知寛（八尾徳洲会総合病院　泌尿器科）

WS9-3 当院におけるロボット支援膀胱全摘除術、体腔内尿路変向術の現況
 山崎　健史（大阪市立大学大学院医学研究科　泌尿器病態学）

WS9-4 ロボット支援根治的膀胱全摘除術・体腔内尿路変向術の経験
 清川　岳彦（京都市立病院　泌尿器科）
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一般演題3　結腸・その他 11:40〜12:20
第3会場

 座長：野田　英児 （一般財団法人　住友病院　外科）

O3-1 当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術手技および治療成績の検討
 松谷　慎治（府中病院　外科センター）

O3-2 交通外傷によるS状結腸腸間膜血腫の1例
 上田　恭彦（春秋会　城山病院　消化器センター　外科）

O3-3 開腹右尿管吻合術既往のある盲腸癌に対し、蛍光尿管カテーテルを用いて腹腔鏡下回盲部切除術を行った1例
 日月亜紀子（大阪市立総合医療センター　消化器外科）

O3-4 肺癌化学療法中の小腸イレウスに対して腹腔鏡下人工肛門造設術後、二期的に小腸部分切除術を施行した１例
 文元　雄一（和泉市立総合医療センター　外科）

O3-5 腹腔鏡下右側結腸癌手術における体腔内Delta吻合の検討
 三宅祐一朗（堺市立総合医療センター　外科）

ワークショップ10　腹腔鏡下噴門側胃切除術における課題と工夫 13:40〜15:25
第3会場

 座長：山下　好人（日本赤十字社和歌山医療センター　第一消化管外科）
 　　　李　　相雄（大阪医科大学　一般・消化器外科）

WS10-1 腹腔鏡下噴門側胃切除　食道残胃吻合　ーSingle-flap methodー
 大森　　健（大阪国際がんセンター　消化器外科　胃外科）

WS10-2 ロボット支援下噴門側胃切除後の再建術式 食道残胃 vs ダブルトラクト再建
 尾島　敏康（和歌山県立医科大学　 第2外科）

WS10-3 SOFY法による食道残胃吻合の治療成績
 井上健太郎（関西医科大学外科学講座／関西医科大学附属病院消化管外科）

WS10-4  逆流防止機構を考慮した腹腔鏡下噴門側胃切除術後の食道残胃吻合（残胃食道裂孔内挿入法：EG-PRIME法）
 木村　　豊（近畿大学医学部　外科）

WS10-5 当院における腹腔鏡下噴門側胃切除後side overlap 食道残胃吻合
 加藤　幸裕（住友病院　外科）

WS10-6 食道胃接合部癌に対する経裂孔的アプローチによる下縦隔郭清の定型化と上川再建の成績
 柳本　喜智（市立豊中病院　外科）

WS10-7 当院での噴門側胃切除術・Circular staplerによる食道残胃吻合を施行した症例における長期成績の検討
 久保　孝介（兵庫県立西宮病院　消化器外科）
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ワークショップ11　大腸技術認定医取得のための手技や施設の取り組み 15:30〜16:45
第3会場

 座長：井上　　透（大阪市立十三市民病院　外科）
 　　　栗生　宜明（京都府立医科大学　消化器外科）

WS11-1 当科における大腸技術認定医取得のための取り組み
 有田　智洋（京都府立医科大学　消化器外科）

WS11-2 当院における大腸技術認定医取得のための手技や取り組み
 青松　直撥（大阪市立総合医療センター　消化器外科）

WS11-3 当院における大腸技術認定医取得のための取り組み
 高橋　佑典（国立病院機構　大阪医療センター　外科）

WS11-4 大腸内視鏡外科技術認定試験合格を目指した当科での取り組み
 牛嶋　北斗（近畿大学病院　外科）

WS11-5 内視鏡外科技術認定医取得のための当院での取り組み-Scopist固定による手術手技の均てん化-
 片岡　幸三（兵庫医科大学　下部消化管外科）

一般演題4　肝・胆道 16:50〜17:38
第3会場

 座長：高台　真太郎（大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科）

O4-1 当院における横隔膜合併切除を伴う腹腔鏡下肝切除術の工夫
 小山　啓介（堺市立総合医療センター　外科）

O4-2 巨大肝血管腫に対して腹腔鏡下肝左葉切除術を施行した一例
 横川　眞帆（堺市立総合医療センター）

O4-3 顕微鏡的多発血管炎に伴った急性胆嚢炎の1例
 奥野　倫久（住友病院　外科）

O4-4 術前診断ができ、腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢捻転症の1例
 三村　和哉（宇治徳洲会病院　外科）

O4-5 当科で導入した腹腔鏡下総胆管切石術の3例
 田内　　潤（大阪市立大学大学院　肝胆膵外科）

O4-6 総胆管結石症に対する腹腔鏡下総胆管切開切石術の成績
 安田　　潤（大阪中央病院　外科）



— 13—

第4会場

ワークショップ12　産婦人科内視鏡手術のトラブルとその対策 9:15〜10:30
第4会場

 座長：志岐　保彦（大阪労災病院　産婦人科）
 　　　羽室　明洋（大阪市立大学　産婦人科）

WS12-1 婦人科内視鏡下手術合併症について
 徳山　　治（大阪市立総合医療センター　婦人科）

WS12-2 腹腔鏡下子宮全摘における尿路合併症を低減するポイント
 小林　栄仁（大阪大学　産婦人科）

WS12-3 当科における内視鏡手術合併症予防とマイナートラブル対策
 伊東　史学（奈良県総合医療センター産婦人科）

WS12-4 産婦人科内視鏡手術のトラブルとその対策
 楠木　　泉（京都府立医科大学医学部　産婦人科／看護学科）

WS12-5 婦人科腹腔鏡手術での術中と術後のトラブル統計 −演者の黎明期から現在に至るまでを振り返って−
 伊熊健一郎（淀川キリスト教病院　産婦人科）

ワークショップ13　呼吸器分野におけるロボット支援下手術の最前線 10:35〜11:50
第4会場

 座長：岩田　　隆（関西労災病院　呼吸器外科）
 　　　新谷　　康（大阪大学大学院　医学研究科　呼吸器外科学）

WS13-1 市中病院における日常診療としてロボット支援胸腔鏡下手術
 池田　直樹（堺市立総合医療センター　呼吸器外科）

WS13-2 Copy cat じゃない！国産ロボットの肺葉切除術
 佐藤　寿彦（福岡大学医学部　呼吸器乳腺内分泌小児外科）

WS13-3 助手から見たロボット支援下肺葉切除術についての検討
 田中　雄悟（神戸大学大学院医学研究科　外科学講座呼吸器外科学分野）

WS13-4 京都市立病院におけるロボット支援胸腔鏡手術（RATS）と胸腔鏡視下手術（VATS）の比較
 宮原　　亮（地方独立行政法人京都市立病院機構京都市立病院　呼吸器外科）

WS13-5 ロボット手術100例の経験から〜擬似触覚（Pseudo- Haptics）の重要性
 山本　亜弥（関西労災病院　呼吸器外科）

一般演題5　婦人科・ヘルニア 11:55〜12:27
第4会場

 座長：笠井　真理 （大阪市立大学大学院医学研究科　産婦人科）

O5-1 Altemeiere手術後の再発直腸脱に対し腹腔鏡下直腸固定術を施行した1例
 相馬　大人（大阪中央病院　外科）
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O5-2 子宮脱に対するNTR（native tissue repair）としての工夫−TLHでのCTZ修復とLRLC（円靭帯腟固定術）−
 伊熊健一郎（淀川キリスト教病院　産婦人科）

O5-3 産婦人科専攻医がロボット支援下手術の第一助手を経験して
 安部倫太郎（大阪市立総合医療センター　婦人科）

O5-4 超音波ガイド下に整復し腹腔鏡手術にて修復しえた超高齢者の閉鎖孔ヘルニア嵌頓の一例
 佐久間　崇（社会医療法人ペガサス　馬場記念病院　外科）

ワークショップ14　高難度腹腔鏡下肝切除における適応と限界 13:40〜15:25
第4会場

 座長：中平　　伸（堺市立総合医療センター　肝胆膵外科）
 　　　飯田　洋也（滋賀医科大学　外科学講座）

WS14-1 高難度腹腔鏡下肝切除における適応と限界: 当科の実施状況
 上野　昌樹（和歌山県立医科大学　第２外科）

WS14-2 高難度腹腔鏡下系統的肝切除の適応と限界
 金沢　景繁（大阪市立総合医療センター　 肝胆膵外科）

WS14-3 腹腔鏡下再肝切除術の限界
 生駒　久視（京都府立医科大学大学院医学研究科　消化器外科）

WS14-4 患者因子からみた高難度腹腔鏡下肝切除における適応と限界
 瀬尾　　智（京都大学　肝胆膵・移植外科）

WS14-5 難易度分類からみた肝細胞癌に対する腹腔鏡下再肝切除の至適適応
 木下　正彦（大阪市立大学医学部　肝胆膵外科）

WS14-6 開腹手術からみる腹腔鏡下肝切除の適応と限界
 前田　　栄（堺市立総合医療センター　外科）

WS14-7 完全腹腔鏡下肝切除術施行の適応基準
 井上　善博（大阪医科大学三島南病院　 一般・消化器外科）

ワークショップ15　鏡視下食道癌手術における反回神経周囲リンパ節郭清の工夫 15:30〜17:15
第4会場

 座長：藤原　　斉（京都府立医科大学　消化器外科）
 　　　角田　　茂（京都大学　消化管外科）

WS15-1 術中神経モニタリングを併用した食道癌に対する胸腔鏡下上縦隔郭清
 李　　栄柱（大阪市立大学大学院　消化器外科）

WS15-2 ロボット支援食道手術における反回神経周囲リンパ節郭清の工夫
 久保　尚士（大阪市立総合医療センター　 消化器外科）

WS15-3 腹臥位胸腔鏡下食道切除における上縦隔郭清の工夫
 押切　太郎（神戸大学　食道胃腸外科）



— 15—

WS15-4 胸腔鏡下食道切除における反回神経周囲リンパ節郭清の工夫
 角田　　茂（京都大学　消化管外科）

WS15-5 胸腔鏡下および縦隔鏡下アプローチにおける反回神経周囲リンパ節郭清の工夫
 中村　公紀（和歌山県立医科大学　第二外科）

WS15-6 縦隔鏡下食道切除術における反回神経周囲リンパ節郭清の工夫
 塩崎　　敦（京都府立医科大学　医学部　外科学教室　消化器外科学部門）

WS15-7 当院における胸腔鏡下食道切除術におけるNIMを用いた術中リアルタイムな同定とモニタリング
 新田　敏勝（春秋会　城山病院　 消化器センター　外科）

第5会場

共催セミナー1 10:00〜11:00
第5会場

 座長：池田　正孝（兵庫医科大学）

 最新のロボット支援下直腸癌手術〜導入初期から側方郭清
 演者：栗生　宜明（京都府立医科大学附属病院）
 　　　賀川　義規（大阪急性期・総合医療センター）

共催：インテュイティブサージカル合同会社

共催セミナー2 11:15〜12:15
第5会場

 座長：関本　貢嗣（関西医科大学　外科学講座）

 エキスパートが語る最新の手術手技〜新型フレキシブルスコープを用いた腹腔鏡下手術〜
 演者：山﨑　　誠（大阪大学　消化器外科）
 　　　松田　　武（神戸大学大学院外科学講座　低侵襲外科学分野）

共催：オリンパス株式会社/オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社

共催セミナー3 12:30〜13:30
第5会場

 座長：関本　貢嗣（関西医科大学）

 吻合における血流確保と緊張緩和の工夫
 演者：西村　潤一（大阪国際がんセンター）
 　　　栗生　宜明（京都府立医科大学）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
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共催セミナー4 14:00〜15:00
第5会場

 座長：庄　　雅之 （奈良県立医科大学　消化器・総合外科）

 ロボット膵手術の現状と展望
 演者：石戸圭之輔（弘前大学　消化器外科）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

共催セミナー5 15:15〜16:15
第5会場

 Revolution “Revo” of new energy device〜Colorectal Surgery〜
 座長：濱田　　円 （関西医科大学外科学講座消化管外科）
 　　　安井　昌義 （大阪国際がんセンター消化器外科）

 Acrosurg.がもたらすSpecimen Oriented Surgeryの未来
 演者：濱田　　円（関西医科大学外科学講座消化管外科）

 From Micro Wave to Big Wave
 演者：安井　昌義（大阪国際がんセンター消化器外科）

共催：日機装株式会社

共催セミナー6 16:30〜17:30
第5会場

 手の内供覧・胃と大腸、郭清と再建
 座長：篠原　　尚（兵庫医科大学　上部消化管外科）

 幽門下領域の微細解剖とリンパ流を意識した郭清の実践
 演者：柳本　喜智（市立豊中病院　胃・食道外科）

 TANKOで行う中結腸動脈周囲リンパ節へのアプローチ
 演者：賀川　義規（大阪急性期・総合医療センター　下部消化管外科）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社 


