
第 185 回　近 畿 外 科 学 会

プログラム・抄 録

日　時：

会　場：

平成21年６月13日（土）
９時00分～17時35分

神戸国際会議場
〒650-0046　神戸市中央区港島中町６丁目９番１号
TEL. 078-302-5200

評議員会会場：神戸国際会議場　3階　国際会議室

会　長 具　　　英　成
（神戸大学大学院　外科学講座　肝胆膵外科学分野）



重　要

第186回 近畿外科学会ご案内
　第186回 近畿外科学会を下記の通り開催しますので多数ご参加下さいます
ようご案内申し上げます。
　尚、演題申込書による応募が今回から廃止され、インターネットによる応
募のみとなりますのでご注意下さい。

記

１. 開　催　日 ： 平成21年11月7日（土）

２. 会　　　場 ： 大阪国際交流センター
  〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2－6
  TEL. 06-6772-5931㈹

３. 演題登録開始予定日：2009年7月21日（火）正午より
 演題登録締切予定日：2009年8月25日（火）正午まで

４. 演 題 登 録 ：
今回より演題登録は、インターネットによるオンライン登録のみとなります。
近畿外科学会のホームページ（http://plaza.umin.ac.jp/kinkigek/）から
「演題募集」をクリックして頂き、登録画面の案内に従って登録して下さい。

５. お問い合わせ・その他 ：
※オンライン登録に関するお問い合わせは、近畿外科学会事務局（TEL. 06-
6231-2723　FAX. 06-6231-2805　E-mail kinkigeka@adfukuda.jp）へお願い
致します。
※オンライン登録はUMIN（大学医療情報ネットワーク）事務局の全面的な
支援の下に運営されています。

 〒545-8585　大阪市阿倍野区旭町1－4－3
大阪市立大学大学院医学研究科　卒後医学教育学/総合診療センター

  　第186回 近畿外科学会

会長　廣 橋　一 裕
TEL. 06－6645－3795
FAX. 06－6645－3796

演題募集の呼び掛けをメールにてさせて頂きたいと思います。メール
アドレスをお持ちでまだご登録頂いていない方は、本会のホームペー
ジよりご登録をお願いします。

メールアドレス登録のお願い



第185回 近畿外科学会

プ　ロ　グ　ラ　ム

会　　　長

神戸大学大学院　外科学講座　肝胆膵外科学分野

具　　　英　成



会　場　の　ご　案　内

会場へは、回廊をご利用ください。

各交通機関からのご案内

新　幹　線
「新神戸」駅

大阪国際空港

関西国際空港

「　

三　

宮　

」　

駅

「
市
民
広
場
」
駅

神
戸
国
際
会
議
場

お車（20分）
地下鉄（5分）

リムジンバス（40分） ポートライナー（10分）

リムジンバス（70分）

お車（15分）

（5分）

徒歩

●新幹線新神戸駅から
　車で約20分、地下鉄とポートライナーで約20分
●三宮駅（JR、阪急、阪神）から
　車またはポートライナー（市民広場駅下車）で約15分
●大阪国際空港から車で約40分（阪神高速道路生田川ランプ経由）
●関西国際空港からリムジンバスで約70分（乗り継ぎ時間は除く）

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6-9-1
TEL. 078-302-5200（代表）　FAX. 078-302-6485
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演者、参加者へのお願い

1．口 演 時 間： 一般演題の発表は５分、討論は３分です。

2．発 表 形 式： 講演発表は、PCプレゼンテーションのみとなります。スライドは使
用できませんのでご注意下さい。PC発表される演者の方は、USB端
子、D-Sub15ピン接続コネクターの付属したコンピューターを持参し
て下さい。変換ケーブルが必要な場合は、各自で持参して下さい。
念の為CD-ROM／ USBメモリー（Windowsのみ）に保存したものも
作成し持参して下さい。またPC発表可能なOSシステムは、Windows
（Windows98以上）、及びMacintosh（Mac OS8.6以上）が使用できま
す。パソコンのＡＣアダプターは必ずご用意下さい。尚、発表デー
タの準備に関しましては、次頁のPC発表と受付に関するお願いをご
参照下さい。

3．参　加　費： 受付にて2,000円お支払いの上、参加証をお受け取り下さい。

4．評 議 員 会： 12：40よりA会場（国際会議室）にて行います。
 なお、評議員会では昼食を用意しませんのでランチョンセミナーを

ご利用下さい。

5．総　　　会： 13：05よりA会場（国際会議室）にて行います。

6．ランチョンセミナー： 11：45よりA会場（国際会議室）にて行われます。一般参加の先生方、
評議員の先生方ともご参加下さい。

7．優 秀 演 題： 一般演題の各セッションごとに優秀演題を選定し、各セッション終
了後、その場で座長より発表し表彰させて頂きます。
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PC発表と受付に関するお願い

1． 会場ではノートパソコンはご用意いたしません。必ずご自身のノートパソコンをご
持参下さい。なお、会場では、演者ご自身で演台上の機材を操作していただきます。

2． 発表データのファイル名は「（演題番号）（氏名）（会場）」として下さい。なお、会
場では、演者ご自身で演台上の機材を操作していただきます。

3． ご持参いただいたノートパソコンのOSはWindows（Windows 98以上）、及び
Macintosh（Mac OS8.6以上）が使用できます。使用するアプリケーションはPower 
Pointのみとさせていただきます。

4． ノートパソコン持込の場合でも、念の為バックアップ用データとしてCD-ROM／
USBメモリー（Windowsのみ）をお持ち下さい。また、パソコンのACアダプター
も必ずご用意いただきますようお願い致します。会場でご用意するPCケーブル・
コネクターの形状はD-SUB mini 15pin（図）ですので、この形状に合ったパソコン
をご用意いただくか、もしくはこの形状に変換するコネクターをお持ち下さい。

5． プレゼンテーションに他のデータ（静止画・動画・グラフ等）をリンクさせている
場合、必ず元のデータも保存して頂き、事前に動作確認をお願いいたします。

6． PCの受付は講演時間の1時間前（早朝発表の場合は30分前）までにプレビューセン
ター（3Ｆ 総合受付横）にて出力チェックをしていただき、30分前までに（早朝発
表の場合はすみやかに）各会場内のＰＣ操作席にご自身でご持参いただきますよう
お願いいたします。

会場で用意するケーブル
D-SUB mini 15pin（オス）

演者のPC
D-SUB mini 15pin（メス）



－4－

第185回 近畿外科学会プログラム

A　会　場
（3F 国際会議室）

B　会　場
（4F 401・402）

8：55
9：00

9：40

開会の辞　　具　　英成

閉会の辞　　具　　英成

食道Ⅰ（A１～５）
　座長　　安田　卓司

9：00

9：40

10：12

11：00

11：40

14：10

14：50

15：30

16：02

16：34

乳腺Ⅰ（B１～５）
　座長　　山神　和彦

乳腺Ⅱ（B６～９）
　座長　　廣利　浩一

その他Ⅲ（B31～34）
　座長　　石丸英三郎

その他Ⅳ（B35～38）
　座長　　三木　　明

腹壁・ヘルニアⅠ（B10～15）
　座長　　小高　雅人

腹壁・ヘルニアⅡ（B16～20）
　座長　　瀧藤　克也

その他Ⅰ（B21～25）
　座長　　林　　道廣

その他Ⅱ（B26～30）
　座長　　上西　崇弘

ランチョンセミナー
「膵胆道系のIPMN－胆道病変を中心に」

全　　　陽　先生
（座長：伊藤　智雄　先生）

特別講演
「小腸内視鏡の進歩と今後の展開」

山本　博徳　先生
（司会：具　　英成）

安田　卓司
豊永　高史
波多野悦朗
西口　幸雄
永田　　靖

第17回 日本外科学会
生涯教育セミナー

〔主題〕　　　　　　　　　　　
「癌治療：手術 vs 非手術　　　
　　－最近のエビデンスから」
（司会：和田　洋巳）
〔講師〕

評　議　員　会
総　　　　　会

食道Ⅱ（A６～９）
　座長　　伊丹　　淳

胸部（A10～15）
　座長　　廣畑　　健

10：12

11：00

11：45

12：30
12：40
13：0013：05
13：15

14：05
14：15

17：35

13：20
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C　会　場
（5F 501）

D　会　場
（5F 502）

E　会　場
（5F 504・505）

9：00

9：40

9：00

9：32

10：12
10：20

11：00

11：40

14：10

14：42

14：10

14：50

14：10

14：50

15：38

16：18

15：22

16：02

16：34

15：06

15：54

大腸Ⅰ（C１～５）
　座長　　田中慶太朗

9：00

9：40

10：20

11：00

11：32

胃Ⅰ（E１～５）
　座長　　小石　健二

胃Ⅱ（E６～９）
　座長　　藤谷　和正

胃Ⅲ（E10～14）
　座長　　宮代　　勲

小腸Ⅰ（E19～23）
　座長　　吉田　　良

小腸Ⅱ（E24～29）
　座長　　岡村　　修

小腸Ⅲ（E30～34）
　座長　　前田　　清

十二指腸（E15～18）
　座長　　黒田　暢一

肝Ⅰ（D１～４）
　座長　　北出　浩章

肝Ⅳ（D14～17）
　座長　　高　　済峯

膵Ⅰ（D25～28）
　座長　　里井　壮平

膵Ⅱ（D29～33）
　座長　　山田　靖哉

膵Ⅲ（D34～37）
　座長　　川井　　学

小児（D18～19）
　座長　　横井　暁子

腹壁・ヘルニアⅢ（D20～24）
　座長　　森田　俊治

肝Ⅱ（D５～９）
　座長　　竹村　茂一

10：44

11：16
11：32

肝Ⅲ（D10～13）
　座長　　仲　　成幸

大腸Ⅱ（C６～10）
　座長　　池田　正孝

大腸Ⅲ（C11～15）
　座長　　遠藤　善裕

胆道（C28～33）
　座長　　海堀　昌樹

大腸Ⅴ（C21～24）
　座長　　小山　文一
大腸Ⅵ（C25～27）
　座長　　鈴木　知志

大腸Ⅳ（C16～20）
　座長　　池内　浩基
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A　会　場　（3F 国際会議室）

午　前　の　部（８：55 ～ 11：00）

開　会　の　辞（８：55 ～９：00） 会　長　　具　　　　英　　成

食道Ⅰ（９：00 ～９：40） 座長　　安　　田　　卓　　司
（近畿大学医学部　外科）

Ａ1 気管浸潤した胸部上中部食道癌2手術症例の検討
  兵庫医科大学　外科学　　海　辺　展　明

Ａ2 表在食道癌に対する食道温存療法後のリンパ節再発に対してリンパ節切除術を施行した
 3例についての検討
  大阪府立成人病センター　消化器外科　　福　田　周　一

Ａ3 切除しえた食道癌術後腎転移の一例
  公立学校共済組合近畿中央病院　外科　　谷　崎　慶　子

Ａ4 食道癌術後の単発性肝転移に対してラジオ波焼灼療法を施行した1例
  京都府立医科大学　消化器外科　　平　島　相　治

Ａ5 切除不能食道癌に対するPostlethwait型胃管による食道バイパス術の経験
  大阪医科大学　一般・消化器外科　　西　田　　　司

食道Ⅱ（９：40 ～ 10：12） 座長　　伊　　丹　　　　　淳
（京都大学　消化管外科）

Ａ6 食道癌肉腫の1例
  明石市立市民病院　外科　　森　田　修　司

Ａ7 食道原発神経鞘腫の1切除例
  大阪大学　消化器外科　　渡　邊　美　玲
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Ａ8 義歯による食道穿孔の一例
  京都第二赤十字病院　救急部、外科　　鬼　頭　由　実

Ａ9 食道アカラジアにより生じた横隔膜上巨大食道憩室に対する1手術例
  医仁会武田総合病院　外科　　山　岸　俊　介

胸部（10：12 ～ 11：00） 座長　　廣　　畑　　　　　健
（近畿大学医学部　外科）

Ａ10 胸腔持続吸引を併用しつつ覚醒硬膜外麻酔下に胸腔鏡下肺瘻閉鎖術を施行し、良好な
 気漏コントロールを得た重症COPD続発性難治性自然気胸の１例
  大阪厚生年金病院　外科　　大　槻　　　大

Ａ11 ショック状態で搬送された右血気胸の1例
  高砂市民病院　外科　　竹　村　幸　洋

Ａ12 肺癌術後に肺梗塞にて心肺停止、広範な静脈性脳梗塞を併発し救命し得た一例
  近畿大学医学部附属病院　外科　　佐　藤　克　明

Ａ13 胸腔鏡下に摘出された、食道重複嚢腫の1手術例
  市立長浜病院　呼吸器外科　　藤　原　靖　恵

Ａ14 5年後に肺再発を来した脈絡膜原発悪性黒色腫の一例
  大阪府立成人病センター　呼吸器外科　　杉　本　　　聡

Ａ15 術後膿胸に対してfibrinolyticsが有用であった２例
  兵庫県立がんセンター　呼吸器外科　　田　根　慎　也
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ランチョンセミナー（11：45 ～ 12：30）　A会場（3F 国際会議室）

 座長　神戸大学医学部附属病院　病理診断科　教授　　伊　　藤　　智　　雄　先生  

  「膵胆道系のIPMN－胆道病変を中心に」
（共催：日本イーライリリー株式会社）

  King’s College Hospital, Institute of Liver Studies
   （前金沢大学医学部附属病院　病理部）

全　　　　　　　陽 　先生

午　後　の　部（12：40 ～ 17：35）

評　議　員　会（12：40 ～ 13：00）　A会場（3F 国際会議室）

総　　　　　会（13：05 ～ 13：15）　A会場（3F 国際会議室）

特　別　講　演（13：20 ～ 14：05）　A会場（3F 国際会議室）

司会　神戸大学大学院　外科学講座　肝胆膵外科学分野　教授　　具　　　　　英　　成

  「小腸内視鏡の進歩と今後の展開」
  自治医科大学 内科学講座 消化器内科学部門 教授

山　　本　　博　　徳　先生
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第17回 日本外科学会生涯教育セミナー（14：15 ～ 17：35）　A会場（3F 国際会議室）

  「癌治療：手術 vs 非手術－最近のエビデンスから」
 司会　京都大学　名誉教授　　和　　田　　洋　　巳

1演題…発表30分・討論10分

１. 「食道癌治療における手術および非手術治療のエビデンス」
  講師　近畿大学・外科上部消化管部門　　安　田　卓　司
  指定討論者　神戸大学　食道胃腸外科　　中　村　　　哲

2. 「胃癌」
  講師　神戸大学・光学医療診療部　　豊　永　高　史
  指定討論者　神戸大学　食道胃腸外科　　神　垣　　　隆

3．「肝細胞癌～手術・非手術治療の適応」
  講師　京都大学・外科（肝胆膵・移植外科）　　波多野　悦　朗
  指定討論者　神戸大学　肝胆膵外科　　木　戸　正　浩

4．「大腸癌」
  講師　大阪市立総合医療センター・消化器外科　　西　口　幸　雄
  指定討論者　神戸大学　食道胃腸外科　　高　瀬　至　郎

5．「肺癌に対する放射線治療」
  講師　広島大学・放射線治療部　　永　田　　　靖
  指定討論者　神戸大学　呼吸器外科　　真　庭　謙　昌

閉　会　の　辞（17：35 ～） 会　長　　具　　　　英　　成
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B　会　場　（4F 401・402）

午　前　の　部（9：00 ～ 11：40）

乳腺Ⅰ（９：00 ～９：40） 座長　　山　　神　　和　　彦
（神鋼病院　乳腺科）

Ｂ１ 当院で経験した乳房Paget病2例の検討
  神戸大学乳腺内分泌外科　病理部　　藤　田　花　織

Ｂ2 非浸潤性乳管癌（DCIS）治療の問題点を探る　－当施設の実態調査から－
  兵庫県立がんセンター　乳腺科　　福　田　香　織

Ｂ3 術前化学療法を施行した原発性乳癌における3D-MRIを用いた体積縮小率測定の予後
予測因子としての意義に関する検討

  大阪厚生年金病院　乳腺内分泌外科　　赤　澤　健　司

Ｂ4 術前に造影エコーで乳管内進展を評価した乳癌の一切除例 
  りんくう総合医療センター市立泉佐野病院　外科　　奥　田　直　樹

Ｂ5 術後トラスツズマブ施行中に肝転移で再発した妊娠期乳癌の1例
  甲南病院　外科　　中　馬　正　志

乳腺Ⅱ（９：40 ～ 10：12） 座長　　廣　　利　　浩　　一
（兵庫県立がんセンター　乳腺外科）

Ｂ6 乳房Paget病の一例
  西神戸医療センター　外科　　中　川　沙　織

Ｂ7 両側乳癌に原発性肺癌を合併していた１例
  京都府立与謝の海病院　外科　　坂　根　慶　弥

Ｂ8 ビスフォスフォネート製剤（BP）投与中に顎骨壊死（ONJ）を発症した乳癌骨転移の2症例  
  関西医科大学　外科　　矢　内　洋　次
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Ｂ9 当院における乳癌脳転移再発症例の検討
  松下記念病院　外科　　山　口　正　秀

腹壁・ヘルニアⅠ（10：12 ～ 11：00） 座長　　小　　高　　雅　　人
（佐野病院　消化器センター）

Ｂ10 急性腹症にて発症した大網嚢腫の一例
  北野病院　小児外科　　宮　内　雄　也

Ｂ11 術前診断teratomaとして、盲腸癌と同時切除されたgauzeomaの一例
  神戸大学医学部附属病院　食道胃腸外科　　桂　　　良　輔

Ｂ12 若年女性に発症しFDG-PETで集積を認めた腹壁デスモイド腫瘍の1例
  滋賀県立成人病センター　外科　　竹　本　研　史

Ｂ13　生体腎移植ドナー及びレシピエントに認めた深部静脈血栓症2例 
  京都府立医科大学　移植・再生外科　　越　野　勝　博

Ｂ14 腹部膨満感を主訴とした後腹膜paragangliomaの1切除例
  神戸労災病院　外科　　小　塚　雅　也

Ｂ15 大網原発腫瘍の2例
  国立病院機構姫路医療センター　外科　　小　原　和　弘

腹壁・ヘルニアⅡ（11：00 ～ 11：40） 座長　　瀧　　藤　　克　　也
（和歌山県立医科大学　第二外科）

Ｂ16 子宮広間膜異常裂孔ヘルニアの1例
  高の原中央病院　外科　　島　谷　英　彦

Ｂ17 腹腔鏡下に治療し得た内膀胱上窩ヘルニアの一例
  三田市民病院　外科　　政　井　陽　子

Ｂ18 鼠径ヘルニアに合併した半月状線ヘルニアの1例
  市立岸和田市民病院　外科　　宮　崎　晃　一
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Ｂ19 横隔膜ヘルニアによる胃嵌頓の一例
  社会医療法人　草津総合病院　消化器外科　　松　田　高　幸

Ｂ20 S状結腸腹膜垂の異常裂孔に嵌入した内ヘルニアによるイレウスの1例
  神戸赤十字病院　外科　　長　澤　　　智
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午　後　の　部（14：10 ～ 16：34）

その他Ⅰ（14：10 ～ 14：50） 座長　　林　　　　　道　　廣
（大阪医科大学　一般・消化器外科）

Ｂ21 腹部大動脈瘤を契機に発見され人工血管置換術と同時手術を施行した後腹膜paragan-
gliomaの1例

  奈良県立医科大学　消化器・総合外科　　中　西　啓　祐

Ｂ22 黄色肉芽腫様変化を伴った後腹膜神経鞘腫の一例
  神戸百年記念病院　外科　　石　田　　　潤

Ｂ23 後腹膜神経鞘腫の1例
  国立病院機構神戸医療センター　外科　　森　本　大　樹

Ｂ24 術前診断に難渋した腹腔内良性線維性組織球腫の1例
  市立奈良病院　外科　　小　林　　　文

Ｂ25 小腸腸間膜海綿状リンパ管腫の１例
  近畿大学医学部奈良病院　外科　　錦　　　耕　平

その他Ⅱ（14：50 ～ 15：30） 座長　　上　　西　　崇　　弘
（大阪市立大学　肝胆膵外科）

Ｂ26 毛巣洞17症例の検討
  健生会奈良大腸肛門病センター　　下　林　孝　好

Ｂ27 6重癌の一例
  神戸大学　食道胃腸外科　　小　川　　　聡

Ｂ28 副腎神経節細胞腫（ganglioneuloma）の一例
  済生会中和病院　外科　　尾　原　伸　作

Ｂ29　術中異常高血圧を来した異所性褐色細胞腫の一切除例
  東住吉森本病院　外科　　山　本　美　紀
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Ｂ30 頚部～縦隔にいたる巨大且つ多彩な形態を示した副甲状腺Lipoadenomaの一例
  守口敬任会病院　外科　　大　山　正　人

その他Ⅲ（15：30 ～ 16：02） 座長　　石　　丸　　英 三 郎
（近畿大学医学部　外科）

Ｂ31 胃全摘出術後にHIT（Heparin-induced Thrombocytopenia）type Ⅱを発症した一例
  大阪府済生会野江病院　外科　　平　田　　　渉

Ｂ32 グリセリン浣腸により溶血を来たした1例
  西神戸医療センター　外科　　吉　岡　綾　香

Ｂ33 診断に苦慮した両側腸腰筋血腫の一例
  社会保険京都病院　外科　　中　務　克　彦

Ｂ34 難治性下腹壁膿瘍の1例
  大和高田市立病院　外科　　信　藤　由　成

その他Ⅳ（16：02 ～ 16：34） 座長　　三　　木　　　　　明
（神戸市立医療センター中央市民病院　外科）

Ｂ35 診断に難渋した結核性腹膜炎の1例
  兵庫県立西宮病院　外科　　秋　武　宏　規

Ｂ36　橈側皮静脈カットダウン法によるCVポート留置術
  関西医科大学附属男山病院　外科　　小　松　優　治

Ｂ37　鼠径部に有痛性腫瘤をきたした猫ひっかき病の一例
  若草第一病院　外科　　小　田　道　夫

Ｂ38　消化管穿孔が疑われた気腫性膀胱炎による膀胱穿孔の一例
  京都第一赤十字病院　外科　　中　村　洋　平
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C　会　場　（5F 501）

午　前　の　部（9：00 ～ 11：40）

大腸Ⅰ（９：00 ～９：40） 座長　　田　　中　　慶 太 朗
（大阪医科大学　一般・消化器外科）

Ｃ1 真性多血症を合併した直腸癌の1手術例
  姫路中央病院　胃腸科・外科　　菊　地　覚　次

Ｃ2 S状結腸癌を発症した全身性ヒアリノーシスの一例
  箕面市立病院　外科　　星　美　奈　子

Ｃ3 閉塞性虫垂炎を契機に発見した盲腸癌の1例
  神戸赤十字病院　外科　　伊　賀　真紀子

Ｃ4　胸背壁膿瘍で発症した盲腸癌の1切除例
  大阪市立大学医学部附属病院　総合診療センター　　渡　部　公　彦

Ｃ5　S状結腸癌と尿膜管癌の同時性重複癌の1例
  京都府立医科大学　消化器外科　　西　村　幸　寿

大腸Ⅱ（9：40 ～ 10：20） 座長　　池　　田　　正　　孝
（大阪大学　消化器外科）

Ｃ6 肝癌破裂にて発症した直腸カルチノイドの1例
  宇治徳洲会病院　外科　　別　府　幹　也

Ｃ7 腸重積により発症した盲腸悪性リンパ腫の１例 
  りんくう総合医療センター市立泉佐野病院　外科　　小　北　晃　弘

Ｃ8　下行結腸間膜に発生した平滑筋肉腫の1例
  国立病院機構神戸医療センター　外科　　山　下　祐　司



－16－

Ｃ9 肛門外に発育した直腸腺内分泌細胞癌の1例
  大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター消化器・乳腺外科　　大　畑　和　則

Ｃ10 下血を契機に発見された虫垂腺腫の一例
  NTT西日本大阪病院　外科　　吉　良　俊　彦

大腸Ⅲ（10：20 ～ 11：00） 座長　　遠　　藤　　善　　裕
（滋賀医科大学医学部　看護学科臨床看護学）

Ｃ11 腸管脂肪腫により腸重積を生じた2例
  公立南丹病院　外科　　岩　田　譲　司

Ｃ12 FDG-PETにて発見された肺腺癌の虫垂転移の1例
  国立病院機構大阪医療センター　外科　　後　藤　裕　信

Ｃ13　腹腔鏡補助下回盲部切除術を施行した虫垂粘液嚢腫の1例
  奈良県立奈良病院　外科　　井　上　　　隆

Ｃ14 イレウス症状を呈したＳ状結腸子宮内膜症の1例
  愛仁会高槻病院　外科　　辻　　　由　貴

Ｃ15 直腸狭窄を来たし、低位前方切除により診断できた直腸子宮内膜症の一例 
  公立学校共済組合　近畿中央病院　外科　　塚　尾　祐貴子

大腸Ⅳ（11：00 ～ 11：40） 座長　　池　　内　　浩　　基
（兵庫医科大学　外科）

Ｃ16 潰瘍性大腸炎術後、創部壊疽性膿皮症を合併し治療に難渋した１例
  兵庫医科大学　外科　　内　野　　　基

Ｃ17 壊死型虚血性大腸炎の1例
  三木市立三木市民病院　外科　　佐　藤　雅　信

Ｃ18 S状結腸憩室炎に門脈ガス血症を合併した一例
  済生会京都府病院　外科　　春　日　正　隆
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Ｃ19 縦隔気腫・後腹膜気腫をきたした上行結腸穿孔の1救命例
  東大阪市立総合病院　外科　　木　村　康　義

Ｃ20 特発性大腸穿孔を２回発症し、救命しえた1例
  済生会御所病院　外科　　池　西　一　海
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午　後　の　部（14：10 ～ 15：54）

大腸Ⅴ（14：10 ～ 14：42） 座長　　小　　山　　文　　一
（奈良県立医科大学　消化器・総合外科）

Ｃ21 切除不能転移性肝癌にmFOLFOX6が著効した一例
  東大阪市立総合病院　外科　　植　村　景　子

Ｃ22 Bevacizumab併用化学療法施行し重篤な有害事象をきたした2例
  関西医科大学　外科　　向　出　裕　美

Ｃ23 腹腔鏡下大腸癌手術における結腸動脈同定のための新たな工夫
 －Transillumination  techniqueの有用性－
  兵庫県立がんセンター　消化器外科　　小　林　　　巌

Ｃ24 腹腔内遊離ガスを呈した腸管嚢胞様気腫症の一例
  京都第二赤十字病院　救急部、外科　　小　田　和　正

大腸Ⅵ（14：42 ～ 15：06） 座長　　鈴　　木　　知　　志
（神戸大学　食道胃腸外科）

Ｃ25 術前診断困難であった腸結核の一例
  田附興風会医学研究所北野病院　消化器センター外科　　上　田　和　利

Ｃ26　魚骨誤嚥によりS状結腸膀胱瘻をきたした一例
  兵庫県立尼崎病院　外科　　平　田　耕　司

Ｃ27　劇症型腸管アメーバ症の一例
  市立伊丹病院　外科　　柳　　　親　茂

胆道（15：06 ～ 15：54） 座長　　海　　堀　　昌　　樹
（関西医科大学附属枚方病院　消化器外科）

Ｃ28 胆石イレウスによりS状結腸穿孔を来たした一例
  関西労災病院　消化器外科　　小　野　寿　子
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Ｃ29 保存的治療にて自然排石を認めた胆石イレウスの一例
  市立池田病院　外科　　田　中　絵　里

Ｃ30 胆のう結石十二指腸嵌頓イレウスの一例
  　大阪府済生会吹田病院　肝胆膵外科　　村　上　　　冴

Ｃ31 虫垂炎術後に発症した壊疽性胆嚢炎の1例
  関西医科大学　滝井病院　外科　　隠　岐　光　彬

Ｃ32　C型慢性肝炎を背景にした肝内結石合併表層進展型肝内胆管癌の1例
  明和病院　外科　　生　田　真　一

Ｃ33 拡散強調MRI（DWIBS）で指摘しえた、肝内胆管癌腹膜播種の一例
  田附興風会医学研究所北野病院　消化器センター外科　　小　林　慎　弥
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D　会　場　（5F 502）

午　前　の　部（9：00 ～ 11：32）

肝Ⅰ（９：00 ～９：32） 座長　　北　　出　　浩　　章
（関西医科大学附属滝井病院　外科）

Ｄ1 前方アプローチによる拡大右肝切除を施行した巨大肝細胞癌の1例
  京都府立与謝の海病院　外科　　上　田　英　史

Ｄ2 横隔膜筋層内に転移した肝細胞癌の1例
  神戸大学　肝胆膵外科　　篠　﨑　健　太

Ｄ3 尾状葉原発混合型肝癌の一切除例
  大阪市立大学大学院　肝胆膵外科学　　浦　田　順　久

Ｄ4 原発性カルチノイドの１切除例
  大阪市立大学大学院　腫瘍外科　　木　下　春　人

肝Ⅱ（９：32 ～ 10：12） 座長　　竹　　村　　茂　　一
（大阪市立大学　肝胆膵外科）

Ｄ5 肝動脈塞栓術が奏功した肝外傷の1例
  関西労災病院　消化器外科　　青　木　克　憲

Ｄ6 特異な画像を呈した多発性肝腫瘍の一切除例
  西宮市立中央病院　外科　　中　野　克　俊

Ｄ7 巨大肝炎症性偽腫瘍の1例
  耳原総合病院　消化器外科　　吉　村　昌　記

Ｄ8 腫瘍との鑑別に苦慮した巨大肝嚢胞の1例
  済生会千里病院　外科　　藤　江　裕二郎
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Ｄ9 集学的治療によりコントロールできた巨大肝血管腫の1例
  関西医科大学　外科　　土　岐　博　之

肝Ⅲ（10：12 ～ 10：44） 座長　　仲　　　　　成　　幸
（滋賀医科大学　外科）

Ｄ10 術前診断に苦慮した細胆管細胞癌の2例
  兵庫医科大学　外科学　　近　藤　祐　一

Ｄ11 術前温熱化学療法で切除可能となった肝内胆管癌の一例
  京都大学医学部附属病院　肝胆膵・移植外科　　三　上　貴　生

Ｄ12 混合型肝癌切除後に胆管癌が再発した1切除例
  京都府立医科大学　消化器外科　　多　田　浩　之

Ｄ13 肝外に発育し胃浸潤をきたした巨大肝細胞癌の一切除例
  市立堺病院　外科　　風　　　智　弥

肝Ⅳ（10：44 ～ 11：16） 座長　　高　　　　　済　　峯
（奈良県立医科大学　消化器・総合外科）

Ｄ14 外科的切除後に診断された成人肝芽腫の１例
  姫路中央病院　胃腸科・外科　　革　島　悟　史

Ｄ15 同時性3重複癌（食道癌、胃癌、肝細胞癌）の1例
  京都府立与謝の海病院　外科　　西　村　真　澄

Ｄ16 生体肝移植後の原発性硬化性胆管炎再発に対して脳死肝移植を施行した１例
  大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科学　　瀧　内　大　輔

Ｄ17 多発外傷・外傷性脾損傷に対し脾動脈塞栓術が奏功した一例
  市立加西病院　外科　　新　光　　　穣
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小児（11：16 ～ 11：32） 座長　　横　　井　　暁　　子
（兵庫県立こども病院　小児外科）

Ｄ18 TCPC術後の無脾症候群に合併した先天性食道裂孔ヘルニアに対して腹腔鏡下Nissen
噴門形成術を施行した一例

  大阪大学大学院医学系研究科　小児成育外科学　　高　間　勇　一

D19 思春期に繰り返すS状結腸軸捻転にて手術治療を施行した一例
  京都府立医科大学　小児外科　　津　田　知　樹
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午　後　の　部（14：10 ～ 16：34）

腹壁・ヘルニアⅢ（14：10 ～ 14：50） 座長　　森　　田　　俊　　治
（八尾市立病院　外科）

Ｄ20 外鼠径ヘルニアに合併した子宮内膜症の1例
  淀川キリスト教病院　外科　　西　岡　成　知

Ｄ21 腸切除を要したポートサイトヘルニアの一例
  淀川キリスト教病院　外科　　山　道　　　拓

Ｄ22 生理食塩水の注入により嵌頓解除に成功した閉鎖孔ヘルニアの１例
  兵庫県立淡路病院　　溝　口　泰　司

Ｄ23 CTにて術前診断し得た大網捻転症の一例
  姫路循環器病センター　外科　　竹　長　真　紀

Ｄ24 大網原発巨大GISTの１切除例
  京都市立病院　外科　　松　岡　伸　英

膵Ⅰ（14：50 ～ 15：22） 座長　　里　　井　　壮　　平
（関西医科大学附属枚方病院　消化器外科）

Ｄ25 膵lymphoepithelial cystの1切除例
  神戸大学　肝胆膵外科　　薗　部　美　穂

Ｄ26 膵嚢胞性腫瘍と鑑別が困難であった巨大後腹膜海綿状血管腫の１例
  関西医科大学　外科　　木　畑　智　哲

Ｄ27　巨大単胞性嚢胞形態を示した膵IPMNの1例
  兵庫医科大学　外科　　高　橋　果　里

Ｄ28 膵癌との鑑別が困難であった腫瘤形成性膵炎の1例
  市立枚方市民病院　外科　　鱒　渕　真　介
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膵Ⅱ（15：22 ～ 16：02） 座長　　山　　田　　靖　　哉
（大阪市立大学　腫瘍外科）

Ｄ29 膵頭十二指腸切除術を施行した同時性重複癌の２例
  大阪厚生年金病院　外科　　小　幡　佳　也

Ｄ30 術前ENPDチューブ留置により安全に核出術を施行し得たインスリノーマの1例
  神戸大学　肝胆膵外科　　浦　出　剛　史

Ｄ31 肺癌膵転移の1例
  大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科　　津　口　まいこ

Ｄ32 術中ソナゾイド造影エコーを用いた膵癌病変存在範囲の検索
  兵庫県立がんセンター　消化器外科　　土　田　　　忍

Ｄ33 膵癌切除後の肝転移再発に対する放射線療法が有効であった一例
  大阪府立成人病センター　消化器外科　　小　川　久　貴

膵Ⅲ（16：02 ～ 16：34） 座長　　川　　井　　　　　学
（和歌山県立医科大学　第二外科）

Ｄ34 膵頭十二指腸切除後膵液漏の予測因子とドレーン管理
  関西医科大学　外科　　山　本　　　壮

Ｄ35 Groove pancreatitisに対して十二指腸上部・膵部分切除術を行った1治験例
  近畿大学　外科　肝胆膵部門　　口分田　貴　裕

Ｄ36 腹膜外腔に大量の膵液貯留をきたした、慢性膵炎の一手術例
  近畿大学　外科　肝胆膵部門　　亀　井　敬　子

Ｄ37　脾臓内穿破を来した膵仮性嚢胞の一例
  新日鐵広畑病院　外科　　仲　井　常　雄
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E　会　場　（5F 504・505）

午　前　の　部（9：00 ～ 11：32）

胃Ⅰ（９：00 ～９：40） 座長　　小　　石　　健　　二
（兵庫医科大学　外科）

Ｅ1 胃壁外型有茎性GISTの二例
  兵庫県立淡路病院　消化器外科　　江　本　拓　央

Ｅ2 茎捻転による鬱血により腹腔内出血をきたした管外発育型胃GISTの一例 
  兵庫県立尼崎病院　外科　　岡　村　亮　輔

Ｅ3　巨大Brunner腺腫の一例
  市立池田病院　消化器外科　　河　嶋　瑠　美

Ｅ4　術前内視鏡下に診断し得た胃glomus腫瘍の一切除例
  社会保険神戸中央病院　外科　　近　藤　　　裕

Ｅ5　胃壁穿通し腹腔内、後腹膜腔内、胸腔内に浸潤した胃粘液癌の一例
  新日鐵広畑病院　外科　　田　内　祐　也

胃Ⅱ（９：40 ～ 10：20） 座長　　藤　　谷　　和　　正
（大阪医療センター　外科）

Ｅ６ 胃癌術後の孤立性脾転移の1切除例
  奈良県立奈良病院　外科　　木　下　正　一

Ｅ7 胃癌術後副腎転移の１切除例
  関西医科大学附属男山病院　外科　　由　井　倫太郎

Ｅ8 子宮体癌孤立性胃転移の一例
  大阪労災病院　外科　　前　川　昌　平
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Ｅ9 原発性アルドステロン症の経過中に胃癌を合併した一手術例
  東大阪市立総合病院　外科　　友　山　真依子

胃Ⅲ（10：20 ～ 11：00） 座長　　宮　　代　　　　　勲
（大阪府立成人病センター　消化器外科）

Ｅ10 Dieulafoy様潰瘍出血で発症した胃早期癌の一例
  守口敬任会病院　外科　　門　田　和　之

Ｅ11 胃癌穿孔後4年目に根治切除を行った1例
  千船病院　外科　　大　関　ゆ　か

Ｅ12 ４型胃癌との鑑別が困難であった炎症性幽門狭窄症の一例
  市立芦屋病院　外科　　田　守　登茂治

Ｅ13 TS-1術後補助化学療法中に結核性心外膜炎を発症した1例
  大阪市立大学　腫瘍外科　　河　本　真　大

Ｅ14 胃癌手術における閉鎖式吸引ドレインの適切な使用方法
  関西医科大学　外科　　加　茂　佑　子

十二指腸（11：00 ～ 11：32） 座長　　黒　　田　　暢　　一
（兵庫医科大学　外科）

Ｅ15 小児ストレス性十二指腸潰瘍穿孔の1例
  西神戸医療センター　外科　　森　本　貴　昭

Ｅ16 14歳女児　十二指腸潰瘍穿孔の一例
  公立宍栗総合病院　外科　　田　中　正　樹

Ｅ17 十二指腸乳頭部inflammatory fibroid polypの一例 
  天理よろづ相談所病院　腹部一般外科　　奥　村　晋　也

Ｅ18 十二指腸GISTと鑑別困難であった壁外発育を呈した下大静脈平滑筋腫の1例 
  大阪市立大学　肝胆膵外科　　栄　　　政　之
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午　後　の　部（14：10 ～ 16：18）

小腸Ⅰ（14：10 ～ 14：50） 座長　　吉　　田　　　　　良
（関西医科大学附属滝井病院　外科）

Ｅ19 反復性の小腸イレウス症状を呈した小腸癌の１例
  京都市立病院　外科　　安　井　良　僚

Ｅ20 肺多形癌による転移性小腸腫瘍の一例
  西神戸医療センター　外科　　門　口　万由子

Ｅ21 下血を契機に小腸内視鏡で術前診断した小腸GISTの1例
  兵庫県立がんセンター　消化器外科　　藤　田　敏　忠

Ｅ22 腸石による小腸イレウスの1例
  国保中央病院　外科　　伊　藤　眞　廣

Ｅ23 腎細胞癌の小腸転移による腸重積を発症した1例
  市立堺病院　外科　　片　岡　直　己

小腸Ⅱ（14：50 ～ 15：38） 座長　　岡　　村　　　　　修
（関西労災病院　消化器外科）

Ｅ24 孤立性上腸間膜動脈解離の1例
  奈良県立医科大学　高度救命救急センター　　岩　村　あさみ

Ｅ25 特発性小腸穿孔の一例
  多根総合病院　外科　　北　　　和　晃

Ｅ26 魚骨による小腸穿孔の1例
  甲南病院　外科　　正　木　幸　作

Ｅ27 小腸間膜に発生したCastleman diseaseの1例
  八尾市立病院　外科　　松　本　伸　治

Ｅ28　ヘルニア孔への穿通による左大腿壊死性筋膜炎を呈した左閉鎖孔ヘルニアの一例
  兵庫医科大学　救命救急センター　　澤　田　　　悠
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Ｅ29 絞扼性イレウスの早期診断
  京都第二赤十字病院　外科　　鎌　田　陽　介

小腸Ⅲ（15：38 ～ 16：18） 座長　　前　　田　　　　　清
（大阪市立大学　腫瘍外科）

Ｅ30 膵頭十二指腸切除後、拳上空腸穿孔に対し、経皮的Tチューブドレナージにて治療しえた１例
  市立豊中病院　外科　　渡　邉　法　之

Ｅ31 腸管嚢胞性気腫症の１手術例
  府中病院　外科・消化管外科　　青　松　直　撥

Ｅ32 子宮内膜症により腸閉塞を繰り返した１例
  神戸赤十字病院　外科　　藤　本　陽　介

Ｅ33 インフリキシマブのスケジュールメンテナンスにかかわらず手術を要したクローン病の１例
  三菱神戸病院　外科　　前　田　暁　行

Ｅ34 腸管嚢腫様気腫症の一例
  奈良県立医科大学　消化器・一般外科　　石　岡　興　平




