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第11回膵臓内視鏡外科研究会
プログラム

世話人・幹事会 313+314
8：00～8：30

開会の辞 第1会場 502
8：30～8：35

基調講演 第1会場 502
8：35～8：50

司会：土田　明彦（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

PKL	 Spleen	Preserving	Distal	Pancreatectomy

	 Ho-Seong	Han（Department	of	Surgery,	Seoul	National	University	Bundang	Hospital,	Korea）

ワークショップ1 第1会場 502

膵癌における腹腔鏡下膵体尾部切除術1 8：50～10：02

司会：遠藤　格（横浜市立大学 消化器・腫瘍外科学） 
　　　松本　逸平（近畿大学 外科）

PWS1-1	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術におけるリンパ節郭清の定型化

	 椋棒　英世（神戸大学附属病院	肝胆膵外科）

PWS1-2	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除　－パートに分けた郭清の定型化を目指して－

	 林　達也（東京都立多摩総合医療センター	外科）

PWS1-3	 	膵癌における腹腔鏡下膵体尾部切除の郭清の工夫

	 田島　弘（北里大学医学部　	一般・小児・肝胆膵外科）

PWS1-4	 	腹腔鏡の特性を最大限に活かした、膵癌に対するLaparoscopic	RAMPS

	 森本　守（名古屋市立大学　	消化器外科）

PWS1-5	 	膵癌に対するTreitz靱帯アプローチを用いた腹腔鏡下膵体尾部切除術（Lap-RAMPS）

	 橋田　和樹（倉敷中央病院	外科）

PWS1-6	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術における後方margin確保の工夫

	 前田　栄（堺市立総合医療センター	外科）



79

PWS1-7	 	メルクマークを設定した腹腔鏡下膵体尾部切除術の郭清法

	 木村　健二郎（大阪市立大学大学院　	肝胆膵外科）

PWS1-8	 	膵体尾部癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除（RAMPS）の導入と工夫

	 伴　大輔（東京医科歯科大学	肝胆膵外科学）

ワークショップ2 第1会場 502

膵癌における腹腔鏡下膵体尾部切除術2 10：02～11：14

司会：藤井　努（富山大学　消化器・腫瘍・総合外科） 
　　　齋浦　明夫（順天堂大学　肝・胆・膵外科）

PWS2-1	 	膵体尾部癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術におけるリンパ節郭清の現状

	 川井　学（和歌山県立医科大学		第２外科）

PWS2-2	 	D2郭清を伴ったLaparoscopic	RAMPSの術野展開の工夫～かゆいところに届くもう
1本の手

	 児島　亨（岡山済生会総合病院　	外科）

PWS2-3	 	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）

PWS2-4	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除の定型化への取り組み

	 浅岡　忠史（大阪警察病院　	消化器外科）

PWS2-5	 	動脈に近接した局所進行膵体部癌に対するInner-most	layer剥離によるRetlap	distal	
pancreatectomy

	 木口　剛造（京都大学	肝胆膵・移植外科,藤田医科大学	総合消化器外科）

PWS2-6	 	膵体尾部癌に対する腹腔鏡下尾側切除術の定型化

	 林　洋光（熊本大学病院	消化器外科）

PWS2-7	 	膵背側アプローチによる	en-bloc	リンパ節･後腹膜郭清を伴う腹腔鏡下尾側膵切除術

	 長井　和之（京都大学大学院医学研究科	肝胆膵・移植外科）

PWS2-8	 	IMV	first	approach法による膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術	

	 朝隈　光弘（大阪医科大学　一般・消化器外科）
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要望演題3� 第1会場�502

ロボット支援下膵切除術 11：15～11：50

司会：堀口　明彦（藤田医科大学ばんたね病院） 
　　　吉富　秀幸（千葉大学臓器制御外科学）

PR3-1	 	ロボット支援下膵中央切除術の経験

	 小島　正之（藤田医科大学	医学部　総合消化器外科）

PR3-2	 	ロボット支援下膵頭十二指腸切除術の経験

	 松永　壮人（佐賀大学医学部附属病院	一般・消化器外科）

PR3-3	 	ロボット支援腹腔鏡下膵切除術にける膵再建の工夫

	 峯田　章（千葉愛友会記念病院　外科）

PR3-4	 	ロボット支援下膵頭十二指腸切除術におけるdaVinci	Xiの利点

	 西野　仁惠（東京医科大学）

PR3-5	 	ロボット支援下腹腔鏡下膵頭十二指腸切除を施行した巨大膵NETの１例

	 尾崎　貴洋（上尾中央総合病院外科）

ランチョンセミナー� 第1会場�502

膵切離と解剖 12：00～12：50

司会：中村　雅史（九州大学臨床・腫瘍外科）

PLS-1	 	腹腔鏡下膵切除で見えてきた気になる解剖

	 伴　大輔（東京医科歯科大学　肝胆膵外科）

PLS-2	 	膵頭十二指腸切除の癌郭清　～来るべきMIS保険収載に向けて～

	 井上　陽介（がん研有明病院　肝胆膵外科）

共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社

登録報告� 第1会場�502
13：00～13：10
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パネルディスカッション 第1会場 502

各施設におけるminimally invasive pancreatic surgeryの現状と課題 13：10～14：31

司会：中村　慶春（日本医科大学 消化器外科） 
　　　永川　裕一（東京医科大学 消化器・小児外科学分野）

PPD-1	 	当科における腹腔鏡下膵切除術－その現状と課題について

	 松下　晃（日本医科大学	消化器外科）

PPD-2	 	当科におけるSolid	pseudopapillary	neoplasm	(SPN)に対する膵低侵襲手術（MIPS）
の成績

	 賀川　真吾（千葉大学大学院　医学研究院　臓器制御外科学）

PPD-3	 	当院における腹腔鏡下膵切除術の周術期成績

	 岩間　英明（兵庫医科大学	外科学講座	肝胆膵外科）

PPD-4	 	腹腔鏡下膵体尾部切除の“定型化”に向けた当科の取り組み

	 三瀬　祥弘（順天堂医院	肝胆膵外科）

PPD-5	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除の治療成績

	 刑部　弘晢（東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

PPD-6	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除の短期、長期成績について

	 石田　潤（神戸大学肝胆膵外科）

PPD-7	 	腹腔鏡下膵切除の導入と結果（今後の課題は？）　

	 砂川　宏樹（中頭病院　外科	消化器一般外科）

PPD-8	 	地方小規模病院における腹腔鏡下膵切除（lap-DP）導入の功罪

	 佐藤　朝日（公立小浜病院）

シンポジウム 第1会場 502

腹腔鏡下膵切除術における術野展開の工夫 14：31～16：10

司会：袴田　健一（弘前大学 消化器外科） 
　　　大塚　隆生（九州大学 臨床・腫瘍外科）

PSY-1	 	腹腔鏡下膵体尾部切除における胃膵間膜挙上方法

	 石川　喜也（東京医科歯科大学	肝胆膵外科学）

PSY-2	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術における良好な視野展開を目指した胃の挙上法

	 廣野　誠子（和歌山県立医科大学	第2外科）
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PSY-3	 	腹腔鏡下尾側膵切除術における膵上縁での視野展開および脾動脈確保の工夫

	 仲田　興平（九州大学病院　臨床・腫瘍外科）

PSY-4	 	腹腔鏡下尾側膵切除術における定型化した術野展開と手術手技

	 松本　逸平（近畿大学	外科）

PSY-5	 	当院における腹腔鏡下膵体尾部切除における術野展開の工夫

	 中平　伸（堺市立総合医療センター	外科）

PSY-6	 	Superior	approach法による腹腔鏡下膵尾側切除術の術野展開の工夫

	 高舘　達之（東北大学　消化器外科学）

PSY-7	 	到達目標を共通認識した術野展開	－腹腔鏡下膵体尾部切除術－

	 西澤　伸恭（北里大学　医学部	一般・小児・肝胆膵外科）

PSY-8	 	当科LPDにおける術野展開と成績

	 足立　智彦（長崎大学大学院移植・消化器外科）

PSY-9	 	右側アプローチによるSMA周囲操作の有用性

	 木谷　嘉孝（東京医科大学	消化器外科・小児外科学分野）

PSY-10	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術における視野展開の工夫~Gordian	anchor切離による
Semi-derotation	technique~

	 木口　剛造（京都大学	医学部	肝胆膵・移植外科,藤田医科大学	総合消化器外科）

PSY-11	 	当院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除（LPD）視野展開の定型化

	 黒木　直美（がん研究会有明病院	肝胆膵外科）

要望演題4 第1会場 502

腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術におけるSMAアプローチ法と再建の工夫 16：10～16：52

司会：本田　五郎（新東京病院 消化器外科） 
　　　砂川　宏樹（中頭病院　消化器一般外科）

PR4-1	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除における広範囲右側結腸授動とuncinate	approachによる
SMA周囲操作

	 天谷　公司（富山県立中央病院	外科）

PR4-2	 	SMA直上～左側で膵を切りたい時にどうするか？ LV-1	SMA郭清＋Pancreas	last法
による腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

	 井上　陽介（がん研有明病院	肝胆膵外科）
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PR4-3	 	郭清時にも応用可能な腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術におけるSMAアプローチ

	 森田　泰弘（東京都立多摩総合医療センター	外科）

PR4-4	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術における上腸間膜動脈へのアプローチ方法

	 北口　和彦（大津赤十字病院	外科）

PR4-5	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術における体腔内での膵空腸吻合手技について

	 豊田　英治（大津赤十字病院	外科）

PR4-6	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入と短期成績

	 安藤　太郎（岩手医科大学　外科学講座	外科）

イブニングセミナー� 第1会場�502

膵切離�厚み・硬さをどう安全に克服するか-切離前・切離中・切離後のTips�– 17：10～18：00

司会：中村　慶春（日本医科大学消化器外科）

PES-1	 	 三澤　健之（東京慈恵会医科大学附属柏病院肝胆膵外科）

PES-2	 		 永川　裕一（東京医科大学病院消化器外科・小児外科）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

要望演題1� 第2会場�511+512

膵切除のトラブルシューティング・トレーニング法・その他 8：50～9：39

司会：朝隈　光弘（大阪医科大学　一般・消化器外科） 
　　　瀧下　智恵（東京医科大学　消化器外科・小児外科学分野）

PR1-1	 	腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術における脾動脈損傷時の対処法

	 志村　正博（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）

PR1-2	 	腹腔鏡下膵切除における術中出血に対するトラブルシューティング

	 宮坂　義浩（福岡大学筑紫病院	外科,九州大学大学院医学研究院臨床・腫瘍外科）

PR1-3	 	生体疑似素材による鏡視下胆管空腸吻合トレーニング

	 中平　伸（堺市立総合医療センター	外科）

PR1-4	 	膵尾部癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術施行中に左尿管損傷を認めた一例

	 小野　嘉大（がん研有明病院　消化器外科）

PR1-5	 	腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の安全な導入

	 林　洋光（熊本大学病院	消化器外科）
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PR1-6	 	当施設で腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術を施行した一例

	 阿部　紘大（慶應義塾大学病院　一般・消化器外科）

PR1-7	 	膵頭部の動脈アーケードを温存した腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術

	 佐藤　崇文（がん研有明病院	肝胆膵外科）

要望演題2 第2会場 511+512

腹腔鏡下膵体尾部切除術における膵切離法の工夫 9：39～10：28

司会：外山　博近（神戸大学肝胆膵外科） 
　　　生駒　久視（京都府立医科大学 消化器外科）

PR2-1	 	腹腔鏡下膵体尾部切除時の膵切離の工夫

	 高田　実（手稲渓仁会病院	外科）

PR2-2	 	当科での腹腔鏡下膵体尾部切除術における膵切離法の定型化について

	 龍　知記（国立病院機構　九州医療センター	肝胆膵外科）

PR2-3	 	Soft	pancreasに対する当科の定型化した膵離断20例

	 笹沼　英紀（自治医科大学	消化器一般移植外科）

PR2-4	 	当科の腹腔鏡下膵体尾部切除術における膵切離法の工夫

	 大下　彰彦（県立広島病院	消化器外科）

PR2-5	 	Signia	TM	・Tri-StapleTM	2.0による3段階precompression	とSLOW	modeを用いた膵
切離法

	 法水　信治（名古屋第二赤十字病院　	一般消化器外科）

PR2-6	 	腹腔鏡下膵体尾部切除での膵液瘻を起こさないためのコツと工夫

	 川本　裕介（新東京病院	消化器外科）

PR2-7	 	当科における腹腔鏡下膵体尾部切除術における膵切離の工夫

	 鈴木　修司（東京医科大学茨城医療センター	消化器外科）
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一般演題1 第2会場 511+512
10：28～11：17

司会：鈴木　修司（東京医科大学茨城医療センター 消化器外科） 
　　　木村　健二郎（大阪市立大学大学院 肝胆膵外科）

PO1-1	 	腹腔鏡下膵体尾部切除におけるステープリング電動化の検討

	 根本　慧（都立駒込病院	肝胆膵外科）

PO1-2	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術（LDP）における膵切離の工夫

	 田島　弘（北里大学医学部　	一般・小児・肝胆膵外科）

PO1-3	 		腹腔鏡下膵体尾部切除術の自動縫合器による膵実質切離に難渋した1例

	 須藤　広誠（香川大学	消化器外科）

PO1-4	 	当科における腹腔鏡下尾側膵切除の工夫－膵切離と断端処理に関して－		

	 森山　穂高（東邦大学医療センター大橋病院	外科）

PO1-5	 	当教室における腹腔鏡下膵体尾部切除術の手技と成績

	 清水　康博（横浜市立大学	消化器・腫瘍外科学）

PO1-6	 		当科における腹腔鏡下膵体尾部切除術の変遷

	 山木　壮（関西医科大学	外科）

PO1-7	 	Reduced	port	surgery	による腹腔鏡下脾温存膵尾部切除術の１例

	 小林　敏樹（静岡市立静岡病院　	外科・消化器外科）

一般演題2 第2会場 511+512
11：17～11：59

司会：武田　裕（関西労災病院消化器外科） 
　　　日置　勝義（福山市民病院外科）

PO2-1	 	脾動脈背側アプローチによる腹腔鏡下尾側膵切除術の有用性

	 野島　広之（帝京大学ちば総合医療センター	外科）

PO2-2	 	Needle	device	を用いた腹腔鏡下膵体尾部切除における視野確保

	 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）

PO2-3	 	腹腔鏡下膵体尾部切除における固定用補助アームを用いた胃圧排の工夫

	 前村　公成（鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科）
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PO2-4	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術における術野展開の工夫

	 橋田　和樹（倉敷中央病院	外科）

PO2-5	 	３Dリトラクターを用いた膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術における術野展開
の工夫

	 田中　公貴（北海道大学大学院医学研究院	消化器外科学分野Ⅱ）

PO2-6	 	浸潤性膵管癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除における、結腸間膜後葉をランドマー
クとした背側剥離

	 日置　勝義（福山市民病院	外科）

一般演題3 第2会場 511+512
13：00～13：49

司会：北郷　実（慶應義塾大学医学部外科） 
　　　天谷　公司（富山県立中央病院　外科）

PO3-1	 	膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除の導入と手技の標準化にむけて

	 土屋　勝（東邦大学医療センター大森病院　	消化器センター（外科））

PO3-2	 	D ２郭清を伴う腹腔鏡下膵体尾部切除術における術野展開の工夫

	 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	肝胆膵外科）

PO3-3	 	教室における腹腔鏡下膵体尾部切除における術野確保の工夫

	 松井　洋人（山口大学大学院	消化器・腫瘍外科学）

PO3-4	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術における脾臓受動の工夫

	 沢　秀博（明石医療センター	外科）

PO3-5	 	当科での腹腔鏡下尾側膵切除におけるネラトンカテーテルを用いた胃挙上、術野展
開の工夫

	 真橋　宏幸（金沢大学	消化器・腫瘍・再生外科）

PO3-6	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術における手技・術野展開の工夫

	 杉本　元一（国立がん研究センター東病院　肝胆膵外科）

PO3-7	 	腹腔鏡下尾側膵切除術における脾臓周囲の術野展開の工夫

	 小林　信（国立がん研究センター東病院　	肝胆膵外科）
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一般演題4 第2会場 511+512
13：49～14：38

司会：小林　慎二郎（聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科） 
　　　中平　伸（堺市立総合医療センター）

PO4-1	 	膵内副脾に発生した類表皮嚢胞の1例

	 伊藤　悠子（東邦大学医療センター大森病院	消化器センター外科）

PO4-2	 	初回手術後10年で膵転移をきたした血管周囲皮細胞腫に対して、腹腔鏡下膵腫瘍核
出術を施行した一例

	 林　圭吾（中頭病院	消化器・一般外科）

PO4-3	 	腹腔鏡にて膵尾部合併切除を施行した脾原発EBV関連炎症性偽腫瘍様濾胞樹状細胞
性腫瘍の1例

	 平井　公也（横浜市立大学	医学部	消化器・腫瘍外科）

PO4-4	 	腎細胞癌の膵転移、腹壁転移に対して腹腔鏡下膵体尾部切除を施行した１例

	 安田　淳吾（東京慈恵会医科大学付属病院　肝胆膵外科、消化器外科）

PO4-5	 	術前診断が困難であった膵内副脾類上皮嚢胞の1例

	 上田　純志（日本医科大学千葉北総病院	外科）

PO4-6	 	術前診断に苦慮し，HALSにより切除した膵尾部巨大腫瘍の一例

	 浦上　秀次郎（国立病院機構　東京医療センター　外科）

PO4-7	 	重症急性膵炎後WONに対しstep-up-approachによるネクロゼクトミー後にLap-DP
を施行し得たMD-IPMNの1例

	 渡辺　徹（富山大学大学院　医学薬学研究部　	消化器・腫瘍・総合外科）

一般演題5 第2会場 511+512
14：38～15：27

司会：川井　学（和歌山県立医科大学 第2外科） 
　　　林　洋光（熊本大学病院　消化器外科）

PO5-1	 	腹腔鏡下膵体尾部切除術後に腹腔内再発をきたしたP-NET(G2)の1例

	 土橋　篤仁（聖マリアンナ医科大学　	消化器・一般外科）

PO5-2	 	当院における膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡下膵切除術の検討

	 阪本　卓也（関西労災病院　外科）
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PO5-3	 	膵頭部インスリノーマに対し腹腔鏡下膵核出術を施行した１例

	 横瀬　崇寛（慶應義塾大学医学部一般・消化器外科）

PO5-4	 	MCNの術前診断で腹腔鏡補助下脾温存膵体尾部切除術を施行したが、病理診断にて
IPMCと診断された1例

	 中村　吉隆（京都第二赤十字病院	外科）

PO5-5	 	膵体尾部MCN,	SPN,	SNに対する腹腔鏡下手術と開腹術の比較検討

	 佐藤　駿（獨協医科大学　医学部　第二外科）

PO5-6	 	EUS-FNAで診断された若年男性の膵solid-pseudopapillary	neoplasmの１例

	 石亀　輝英（福島県立医科大学医学部	肝胆膵・移植外科学講座）

PO5-7	 	胃全摘後の膵腫瘍に対して腹腔鏡下膵体尾部切除術を施行した2例

	 東海　竜太朗（富山県立中央病院	外科）

一般演題6 第2会場 511+512
15：27～16：16

司会：松下　晃（日本医科大学消化器外科） 
　　　海老原　裕磨（北海道大学病院 消化器外科Ⅱ）

PO6-1	 	腹腔鏡下尾側膵切除術を導入するための当院での取り組みと今後の課題

	 小林　慎二郎（聖マリアンナ医科大学	消化器・一般外科）

PO6-2	 	当院における腹腔鏡下膵切除術のdifficulty	scoreと手術成績の検討

	 大村　仁昭（関西労災病院	外科）

PO6-3	 	低悪性度膵体尾部腫瘍に対する腹腔鏡下・開腹膵体尾部切除術の検討

	 船越　早織（杏林大学医学部付属病院	肝胆膵外科）

PO6-4	 	当院における腹腔鏡膵体尾部切除術の現状と課題

	 田内　潤（大阪市立大学大学院	肝胆膵外科）

PO6-5	 	導入期における膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除の視野展開と郭清の工夫

	 杉町　圭史（国立病院機構九州がんセンター	肝胆膵外科）

PO6-6	 	リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下膵体尾部切除術の手技と手術成績

	 前田　一也（福井県立病院	外科）

PO6-7	 	術前化学放射線治療後膵癌に対する腹腔鏡下膵体尾部切除術の短期治療成績

	 中川　顕志（奈良県立医科大学	消化器・総合外科）



89

一般演題7 第2会場 511+512
16：16～17：05

司会：足立　智彦（長崎大学大学院移植・消化器外科） 
　　　田島　弘（北里大学医学部 一般・小児・肝胆膵外科）

PO7-1	 	３D解析、臓器立体モデルを用いたLap-DPの術式選択

	 森　一洋（東京都立墨東病院	外科）

PO7-2	 	腹腔鏡下脾温存尾側膵切除（Warshaw法）におけるICG蛍光法による脾臓血流評価

	 鯨岡　学（東邦大学医療センター大橋病院	外科）

PO7-3	 	膵体尾部低悪性度腫瘍に対する腹腔鏡下膵縮小手術の検討

	 前田　徹也（東邦大学医学部外科学講座　一般・消化器外科学分野）

PO7-4	 	当院の腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術（Lap-SPDP）の手術成績

	 桂　宜輝（関西労災病院　外科）

PO7-5	 	当院における膵MCNに対する内視鏡外科手術の検討

	 川﨑　圭史（千葉大学医学部	医学研究院　臓器制御外科学）

PO7-6	 	腹腔鏡下脾動静脈合併脾温存膵体尾部切除術（Warshaw法）の手技と治療成績-脾合
併切除との比較-

	 村田　泰洋（三重大学医学部附属病院	肝胆膵・移植外科）

PO7-7	 	当科における腹腔鏡下脾温存尾側膵切除

	 前田　栄（堺市立総合医療センター	外科）

閉会の辞 第1会場 502
18：00～18：10


