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プログラム・抄 録

日　時：

会　場：

平成24年５月26日（土）
８時40分～16時36分

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（代）

評議員会会場：大阪国際交流センター　1F大ホール
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第192回  近畿外科学会ご案内

１.　開　催　日  ：   

２.　会　　　場  ：   
　　　　　　　　　　  

３.　演題登録開始予定日  ：  

　 　演題登録締切予定日  ：  

４.　演 題 登 録  ：  
　　 
　　

５.　お問い合わせ・その他  ：  
　　 

佐賀　俊彦
TEL.0 7 2－366－0221
FAX.0 7 2－367－8657

〒589－8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2
　　　　　  近畿大学医学部　心臓血管外科

　　　　　 　第192回 近畿外科学会

　　　会長



第191回 近畿外科学会

プ　ロ　グ　ラ　ム

会　　　長

関西医科大学　外科学講座

權  　  雅  憲
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〒543-0001 大阪市天王寺区上本町8丁目2番6号
TEL. 06-6772-5931（代）

大阪国際交流センター

「谷町九丁目」駅（谷町線・千日前線）から徒歩10分。
「四天王寺前 夕陽ケ丘」駅（谷町線）から徒歩10分。
「上本町八丁目」バス停から徒歩１分。
「新大阪」駅から車または地下鉄（御堂筋線、難波にて

千日前線に乗りかえ）で40分。
「大阪」駅から車または地下鉄（谷町線）で30分。
「天王寺」駅から車または地下鉄（谷町線）で15分。
  環状線「鶴橋」駅から徒歩12分。
「上本町」駅から徒歩５分。
　　「夕陽丘」出入口から５分。

地下鉄

市バス
J R

近 鉄
阪神高速道路

経路のごあんない
〔交通〕
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演者、参加者へのお願い PC発表と受付に関するお願い

1．口 演 時 間： ご発表時間は６分、討論は２分です。

2．発 表 形 式： ①ご発表形式は、PCプレゼンテーションのみとなります。また使用
するアプリケーションはPower Pointのみとさせて頂きます。

 ②Power Point（Windows版）で作成したデータをノートPC又はCD-
ROM/USBメモリー（Windowsの形式のみ可、Macintoshは不可）
にてご持参下さい。

 ③PC発表可能なOSシステムは、Windows Power Point2003以降です。
尚、主催者側で用意するパソコンは、WindowsのみでMacintoshは
用意しませんのでご注意下さい。

3．ビデオ発表： ビデオ発表をされる演者の方は、動画データを入れたPCのご持参を
お勧めします。再生ソフトはWindows media playerで再生できるも
のに限定させて頂きます。S-VHSまたはVHSでは発表できません。

4．参　加　費： ①評議員と、一般参加の先生方は参加費3,000円を総合受付でお支払
いの上、参加証をお受け取り下さい。

 ②初期臨床研修医は参加費1,000円です。参加予定の初期臨床研修医
の方は、学会ホームページ（http://plaza.umin.ac.jp/kinkigek/）の
「学会情報」から初期臨床研修医証明書（PDFファイル）をダウン
ロードし、必要事項をご記入の上、学会当日に総合受付へご提出
下さい。なお、証明書がない場合は、通常の参加費となりますので、
必ずご持参いただきますようお願いいたします。

 ③プログラム抄録集は、１冊500円で当日販売いたしますが、部数に
限りがございますので、プログラムは必ずご持参下さい。

5．ランチョンセミナー： 12：00よりA会場（大ホール）にて行います。一般参加の先生方、評
議員の先生方ともご参加下さい。お弁当の数に限りがございますの
で、先着順とさせて頂きます。ご了承のほど、何卒よろしくお願い
申し上げます。

6．評 議 員 会： 11：40より大阪国際交流センター 1F 大ホールにて行います。
 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。

1． PC受付は発表時間の1時間前（早朝発表の場合は30分前）までに、必ずお済ませ下
さい。CD-ROM/USBメモリーでお持込いただいた発表データはPC受付から各会場
に送信します。

2． 発表データのファイル名は「（演題番号）（氏名）（会場）」としてください。

3．混雑緩和のためPC受付での発表データの加筆修正は、くれぐれもご遠慮下さい。

4． ①CD-ROM/USBメモリーでのお持ち込みの場合は、Windowsのフォーマットのみ
に限定し、Macintoshのフォーマットには対応しかねますのでご注意ください。
※尚、文字化けを防ぐため下記フォントに限定
　日本語･･･MSゴシック、MS Pゴシック、MS明朝、MS P明朝
　英　語･･･Century、Century Gothic

 ②動画データを使用の場合、あるいはMacintoshでの発表しかできない場合はご自
身のノートPCのご持参をお勧めします。ただし会場でご用意する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PC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。

 ③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いただき、事前に動作確認をお願い致します。
※USBメモリーをお持ちの場合は、作成されましたパソコン以外でのチェックを
事前に必ず行っていただきますようお願い致します。

5. ご不明な点は近畿外科学会事務局（TEL：06-6231-2723,　E-mail：kinkigeka@adfukuda. 
jp）迄事前にお問い合わせ下さい。

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）
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特別講演
「新たな解剖学的概念に基づく肝切除の実際」

杉岡　　篤 先生 
（司会：權　　雅憲）

開会の辞　　權　　雅憲

ランチョンセミナー
「多施設共同臨床試験

ーガイドラインへの掲載を夢見てー」 
藤谷　和正 先生 （司会：奥野　清隆 先生）

共催：大鵬薬品工業株式会社

スイーツセミナー
「鏡視下縫合　Masterへの道」 

（司会：井上健太郎）
「最後の楽園…腹腔鏡下手縫い縫合へのいざない」 

講師：稲嶺　　進 先生 
「一針入魂」 

講師：笠間　和典 先生 
共催：アルフレッサ ファーマ株式会社

第20回 日本外科学会
生涯教育セミナー

〔主題〕　　　　　　　　　
「緩和医療」 

（司会：坂井　義治 先生）
〔講師〕　　　　　　　　　

１．深沢　圭太 先生
２．林　　晶子 先生
３．濵　　卓至 先生
４．川部伸一郎 先生
５．安井　久晃 先生
６．天野可奈子 先生

閉会の辞　　權　　雅憲

大腸４（17～20）
座長 ： 福永　　睦

大腸２（７～11）
座長 ： 池永　雅一

大腸１（１～６）
座長 ： 上田　和毅

肝１（21～25）
座長 ： 木戸　正浩

肝２（26～31）
座長 ： 仲　　成幸

肝３（32～36）
座長 ： 金沢　景繁

肝４（37～40）
座長 ： 相原　　司

胃３（103～109）
座長 ： 小松　周平

大腸３（12～16）
座長 ： 豊川　晃弘

評議員会

A　会　場
（1F 大ホール）

B　会　場
（2F 小ホール）

8：40
8：45

9：33

10：13

10：53

11：25

8：45

9：25

10：13

11：25

10：53

11：40

12：00
11：50

12：50
13：00

13：50
14：00

16：30

14：00

15：30
15：40

16：36

胆１（41～45）
座長 ： 廣川　文鋭

胆２（46～50）
座長 ： 武田　　裕

膵１（51～55）
座長 ： 松本　逸平

膵２（56～61）
座長 ： 庄　　雅之

小児１（110～116）
座長 ： 高田　晃平

肝５（117～121）
座長 ： 竹村　茂一

乳腺１（83～87）
座長 ： 高島　　勉

乳腺２（88～91）
座長 ： 山本　大悟

食道１（92～96）
座長 ： 宮田　博志

その他１（142～146）
座長 ： 生駒　久視

その他２（147～151）
座長 ： 齊藤　卓也

小腸２（152～158）
座長 ： 門脇　嘉彦

食道２（97～102）
座長 ： 塩崎　　敦

胃１（62～66）
座長 ： 田中　浩明

胃２（67～70）
座長 ： 河合　　英

腹膜・腹壁・ヘルニア１
（71～76）

座長 ： 小倉　徳裕

腹膜・腹壁・ヘルニア２
（77～82）

座長 ： 伊丹　　淳

胸部・縦隔・肺１
（127～133）

座長 ： 齊藤　幸人

小腸１（134～141）
座長 ： 向川　智英

大腸５（122～126）
座長 ： 吉田　　良

C　会　場
（2F さくら西）

D　会　場
（2F さくら東）

E　会　場
（2F 会議室C・D）

8：45

9：25

10：05

10：45

11：33

14：00

14：56

16：24

15：44

8：45

9：25

9：57

10：45

11：33

14：00

14：56

16：00

8：45

9：25

9：57

10：37

11：25

14：00

14：40

15：20

16：16

第191回 近畿外科学会プログラム
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A　会　場　（1F 大ホール）

午　前　の　部（８：40 ～ 11：25）

開　会　の　辞（８：40 ～８：45） 会　長　　權　　　　　雅　　憲

大腸１（８：45 ～９：33） 座長　　上　田　和　毅
（近畿大学　外科）

01 盲腸捻転により絞扼性イレウスを来した１例
神戸徳洲会病院　外科　　三　木　博　和

02 腹腔鏡補助下回盲部切除術を施行した虫垂粘液嚢胞腺腫の一例
済生会滋賀県病院　外科　　木　内　　　純

03 当院における大腸穿孔を来たした症例の検討
市立奈良病院　外科　　山　里　有　三

04 左前腕切創縫合後の迷走神経反射を誘因とした非閉塞性腸間膜虚血症の１例
奈良県立奈良病院　外科　　石　岡　興　平

05 人工肛門閉鎖に伴うSSIを中心とした合併症の検討
関西医科大学　外科　　松　浦　　　節

06 グリセリン浣腸により血尿と直腸損傷の１例
りんくう総合医療センター　外科　　二　見　夏　子

大腸２（９：33 ～ 10：13） 座長　　池　永　雅　一
（国立病院機構　大阪医療センター）

07 外性器合併切除，骨盤内臓全摘術を施行した局所進行痔瘻癌の１例
奈良県立奈良病院　外科　　西和田　　　敏

08 腰臀部皮下膿瘍を契機に発見された下行結腸癌の１例
上山病院　外科　　荒　木　吉　朗

09 小児期発症の大腸印環細胞癌の１例
大阪厚生年金病院　外科　　西　田　福　子

10 腹腔鏡手術施行中に成人腸回転異常症と診断された結腸癌の１例
関西医科大学　外科　　上　山　庸　佑

11 術後17年目に肝転移をきたしたＳ状結腸癌の１例
健生会土庫病院　奈良大腸肛門病センター　　稲　垣　水　美

大腸３（10：13 ～ 10：53） 座長　　豊　川　晃　弘
（淀川キリスト教病院　外科）

12 左下肢深部静脈血栓症に対し予防的に下大静脈フィルターを挿入し、
 手術を行った直腸癌の１例

大阪府済生会吹田病院　消化器・乳腺外科　　富　岡　　　淳

13 画像診断上、原発性肺癌との鑑別が困難であり、
 さらに肺切除を先行せざるを得なかったＳ状結腸癌同時性肺転移の一例

神戸赤十字病院　外科　　坂　本　明　香

14 上行結腸癌の術前に乳癌を指摘された多発癌の１例
済生会吹田病院　消化器・乳腺外科　　駕　田　修　史

15 異時性同時性に発症した３臓器７多重癌の１例
奈良県立奈良病院　外科　　吉　川　高　宏

16 下行結腸原発腺内分泌細胞癌の一例
市立豊中病院　外科　　岡　本　光　平
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大腸４（10：53 ～ 11：25） 座長　　福　永　　　睦
（市立堺病院　外科）

17 進行性再発大腸癌の二次治療において、IRIS＋Panitumumab療法が著効した
 大腸癌多発肝転移の１例

大阪府済生会泉尾病院　外科　　中　竹　利　知

18　Panitumumab使用中に認められた壊疽性膿皮症の一例
箕面市立病院　胃腸センター　外科　　三　宅　泰　裕

19 再発大腸癌に対してBevacizumab使用中に発症した消化管穿孔の１例
箕面市立病院　外科　　長　瀬　博　次

20 panitumumab併用FOLFIRI療法により治療可能となった
 切除不能上行結腸癌多発肝転移の一例

関西医科大学　外科　　肱　川　　　健

評　議　員　会（11：40 ～ 11：50）　Ａ会場（1F 大ホール）

ランチョンセミナー（12：00 ～ 12：50）　A会場（1F 大ホール）

「多施設共同臨床試験 －ガイドラインへの掲載を夢見て－」

　司会　近畿大学医学部　外科　　　　　　　　　　　　  　　奥　　野　　清　　隆　先生
　講師　国立病院機構　大阪医療センター　外科　　　　  　　藤　　谷　　和　　正　先生

（共催：大鵬薬品工業株式会社）

午　後　の　部（13：00 ～ 16：30）

特　別　講　演（13：00 ～ 13：50）　A会場（1F 大ホール）

「新たな解剖学的概念に基づく肝切除の実際」

　司会　関西医科大学　外科学講座　主任教授　　　　　　　  權　　　　　雅　　憲　　　
　講師　藤田保健衛生大学　肝脾外科　教授　　　　　　  　　杉　　岡　　　　　篤　先生



－10－ －11－

B　会　場　（2F 小ホール）

午　前　の　部（８：45 ～ 11：25）

肝１（８：45 ～９：25） 座長　　木　戸　正　浩
（神戸大学　肝胆膵外科）

21 アルコール多飲者に発生した肝細胞癌と鑑別が困難であった肝過形成結節の一例
医療法人明和病院　外科　　竹　中　雄　也

22 肝癌と鑑別困難であったIgG4関連疾患の２切除例
関西医科大学　外科　　松　島　英　之

23 肝外傷後腹腔内膿瘍に対して長期間治療に難渋した１例
大阪市立大学　肝胆膵外科　　栄　　　政　之

24 クローン病に合併し多彩な病理像を示した肝腫瘤の一例
滋賀医科大学　消化器外科　　村　上　耕一郎

25 増大傾向を示し手術を施行した肝外門脈瘤の１例
大阪医科大学　一般・消化器外科　　藤　井　研　介

肝２（９：25 ～ 10：13） 座長　　仲　　　成　幸
（滋賀医科大学　消化器　乳腺・一般外科）

26 左三角間膜内に発生した異所性肝細胞癌の１切除例
大阪府立成人病センター　消化器外科　　富　原　英　生

27 非典型的な画像所見を呈した肝細胞癌の一切除例
大阪労災病院　外科　　三　宅　祐一朗

第20回日本外科学会　生涯教育セミナー（14：00 ～ 16：30）　A会場（1F 大ホール）

「緩和医療」

　司会　京都大学　消化管外科　教授　　坂　井　義　治　先生

１演題…発表20分、質疑応答５分　　

１．オピオイドの使い方、鎮痛補助剤の使い方
　講師　京都府立医科大学　疼痛緩和医療学講座・麻酔科　　　深　沢　圭　太　先生

２．せん妄・不安・抑うつへの対処
　講師　京都大学集学的がん診療学講座　　　林　　　晶　子　先生

３．がん終末期の栄養と輸液
　講師　大阪府立成人病センター　心療・緩和科　　　濵　　　卓　至　先生

４．消化器症状の緩和（癌性腸閉塞、悪心・嘔吐、腹水）
　講師　大阪医科大学附属病院　緩和ケアチーム（川部医院）　　　川　部　伸一郎　先生

５．緩和的な化学療法
　講師　京都医療センター　腫瘍内科　　　安　井　久　晃　先生

６．緩和医療におけるコミュニケーション
　講師　滋賀成人病センター緩和ケア科　　　天　野　可奈子　先生

閉　会　の　辞 会　長　　權　　　　　雅　　憲



－12－ －13－

28 ICG蛍光法が術中診断に有用であった肝内胆管癌の１例
関西医科大学　外科　　坂　口　達　馬

29 肝細胞癌血行性結腸転移の１例
大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科　　中　島　隆　善

30 肝細胞癌術後リンパ節再発による胃浸潤を来した一例
神戸大学医学部　肝胆膵外科　　植　田　康　司

31 腫瘤形成+胆管内発育型肝内胆管癌の１例
京都府立医科大学　消化器外科　　越　智　史　明

肝３（10：13 ～ 10：53） 座長　　金　沢　景　繁
（大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科）

32 肝門部胆管癌と胃癌の重複癌の１例
奈良県立奈良病院　外科　　辻　　　泰　子

33 混合型肝癌の１切除例
京都府立医科大学　消化器外科　　西　村　真　澄

34 肉腫成分を含む混合型肝癌の１例
神戸大学　肝胆膵外科　　布　施　知佐香

35 肝膿瘍治療後に確認された肝内胆管癌の１例
関西医科大学枚方病院　　中　谷　和　義

36 腹膜播種を伴った肝原発神経内分泌腫瘍の１例
明和病院　外科　　後　野　　　礼

肝４（10：53 ～ 11：25） 座長　　相　原　　　司
（明和病院　外科）

37 完全腹腔鏡下肝切除を２回施行した肝細胞癌の１例
関西労災病院　消化器外科　　森　本　祥　悠

38　当科で施行した腹腔鏡下肝嚢胞天蓋切除術13例の検討
関西医科大学　外科　　坂　口　達　馬

39 体外循環下肝切除の有用性
滋賀医科大学　外科　　赤　堀　浩　也

40 術前・術中ナビゲーションを用いた系統的肝切除術
大阪医科大学附属病院　一般・消化器外科　　井　上　善　博
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午　後　の　部（14：00 ～ 16：36）

スイーツセミナー（14：00 ～ 15：30）　B会場（2F 小ホール）

「鏡視下縫合　Masterへの道」

　司会　関西医科大学　外科　　　井　上　健太郎　　　

講演１「最後の楽園…腹腔鏡下手縫い縫合へのいざない」

　講師　中頭病院　外科　　　稲　嶺　　　進　先生

講演２「一針入魂」

　講師　　四谷メディカルキューブ　減量外科　　　笠　間　和　典　先生

（共催：アルフレッサ ファーマ株式会社）

胃３（15：40 ～ 16：36） 座長　　小　松　周　平
（京都府立医科大学　消化器外科）

103 胃切除術後の上部消化管内視鏡検査前飲水による食物残渣減少の検討
関西医科大学　外科　　向　出　裕　美

104 腹腔鏡下幽門保存胃切除術の手術手技と術後QOL
大阪医科大学　一般・消化器外科　　李　　　相　雄

105 内視鏡治療適応外病変に対して腹腔鏡内視鏡合同胃局所切除術を行った早期胃癌の１例
神戸赤十字病院　外科　　大　保　拓　也

106 腹腔鏡下胃全摘脾合併切除術における脾門部処理、体腔内再建の工夫
杉田玄白記念公立小浜病院　　伊　藤　鉄　夫

107 若手育成の為の腹腔鏡下胃切除術に対する当科での試み
関西医科大学枚方病院　外科　　菱　川　秀　彦

108 当院における胃上部に発生したGIST５例の検討
神戸赤十字病院　外科　　松　永　卓　明

109 当科で経験した小網原発GISTの１切除例と本邦報告例の検討
社会保険京都病院　外科　　眞　鍋　嘉一郎
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C　会　場　（2F さくら西）

午　前　の　部（８：45 ～ 11：33）

胆１（８：45 ～９：25） 座長　　廣　川　文　鋭
（大阪医科大学　消化器外科）

41 胆嚢神経内分泌腫瘍の１例
滋賀医科大学　外科学講座消化器外科　　生　田　大　二

42 左横隔膜ヘルニアにより急性胆嚢炎を来した１例
西神戸医療センター　外科　　小寺澤　康　文

43 術前に診断し得た胆嚢捻転の２例
岸和田徳洲会病院　外科　　山　口　智　之

44 総胆管結石症に対する単孔式腹腔鏡手術
大阪府済生会泉尾病院　　植　田　愛　子

45 胃癌術後－肝動脈血栓による肝梗塞後の遅発性胆汁漏の一例
守口敬任会病院　外科　　金　沢　景　文

胆２（９：25 ～ 10：05） 座長　　武　田　　　裕
（関西ろうさい病院　外科）

46 胆嚢に発生したいわゆる癌肉腫の１例
神戸大学　肝胆膵外科　　田　井　謙太郎

47 早期胆嚢管癌の一例
宇治徳州会病院　外科　　芹　田　陽一郎

48 胆嚢癌に対する根治術後５年で下部胆管癌を発症し膵頭十二指腸切除術を施行した１例
関西労災病院　消化器外科　　佐　賀　信　之

49 胆嚢転移をきたした膀胱原発悪性血管周囲類上皮細胞腫瘍の１例
兵庫県立がんセンター　消化器外科　　大　山　正　人

50 右肝動脈浸潤を伴う胆嚢癌に対する右肝動脈合併切除・非再建の一例
京都医療センター　外科　　森　山　沙也香

膵１（10：05 ～ 10：45） 座長　　松　本　逸　平
（神戸大学　肝胆膵外科）

51 急性膵炎を合併した膵粘液性嚢胞腫瘍の１例
北野病院　消化器センター外科　　徳　野　純　子

52 術前診断に苦慮した膵嚢胞性腫瘍の２例
奈良県立医科大学　消化器・総合外科　　西　口　由希子

53 IPMN経過観察中に発生した膵頭部進行癌の１切除例
神戸大学　肝胆膵外科　　吉　田　尚　史

54 十二指腸乳頭部癌に対する膵頭十二指腸切除術後１年目に生じた
 膵外分泌機能障害に対してパンクレリパーゼ製剤が著効した１例

関西医科大学附属枚方病院　外科　　廣　岡　　　智

55 術前診断に難渋したmacrocystic type膵漿液性嚢胞腺腫の１例
京都府立医科大学　消化器外科　　庄　田　勝　俊

膵２（10：45 ～ 11：33） 座長　　庄　　　雅　之
（奈良県立医科大学　消化器外科）

56 腹腔鏡補助下に切除し得た膵外発育型島細胞腫の１例
合志病院　外科　　濱　野　玄　弥
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57 solid-pseudopapillary tumorに対して腹腔鏡下膵切除を施行した１例
滋賀県立成人病センター　外科　　本　庄　真　彦

58 腹腔鏡下膵体尾部切除の定型化に向けて
京都府立医科大学　消化器外科　　生　駒　久　視

59 浸潤性膵管癌根治切除後の残膵癌および孤立性肺転移に対して
 外科的切除を施行した１例

大阪医療センター　外科　　林　　　覚　史

60 膵体尾部癌術後残膵癌に対し残膵全摘術を施行した１例
神戸大学　肝胆膵外科　　田　中　智　子

61 膵体尾部切除術後の膵頭部癌に対し残膵全摘術を施行した１例
大阪大学大学院　消化器外科　　大久保　恵　太

午　後　の　部（14：00 ～ 16：24）

小児１（14：00 ～ 14：56） 座長　　高　田　晃　平
（関西医科大学　外科）

110 急性虫垂炎，腹膜炎を呈した１乳児例
泉大津市立病院　小児外科　　林　　　宏　昭

111 低身長の精査中に偶然発見された小児後縦隔腫瘍の１例
近畿大学医学部　小児外科　　前　川　昌　平

112 血管造影検査が診断に有用であった小腸血管腫の１幼児例
大阪市立総合医療センター　小児外科　　堀　池　正　樹

113 若年性ポリープを先進部とした結腸結腸型腸重積症の一例
関西医科大学附属枚方病院　小児外科　　良　田　大　典

114 経過観察中に小腸捻転を併発した小腸リンパ管腫の一例
京都府立医科大学　小児外科　　金　　　聖　和

115 小児虫垂切除術における単孔式腹腔鏡手術（TANKO）の経験
兵庫医科大学　小児外科　　佐々木　隆　士

116 臍上部弧状切開を用いた腹腔鏡手術におけるY-V closure plasty法の試み
北野病院　小児外科　　服　部　健　吾

肝５（14：56 ～ 15：44） 座長　　竹　村　茂　一
（大阪市立大学　肝胆膵外科）

117 門脈内腫瘍栓を伴う高度進行肝細胞癌に対して集学的治療を施行し
 長期予後が得られた１例

大阪大学大学院　消化器外科学　　長谷川　慎一郎
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118 肝動注化学療法と放射線療法により長期生存が得られた切除不能肝内胆管癌の１例
大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科　　小　松　久　晃

119 尾状葉肝細胞癌再発の外傷性破裂に対して肝動脈塞栓術を施行し，
 肝左葉梗塞を呈し，その後無再発の１例

大阪市立大学大学院　肝胆膵外科学　　西　岡　孝　芳

120 下大静脈内腫瘍栓、多発肝転移を伴う高度進行肝細胞癌に対して
 肝切除およびTACEにて長期生存を得ている一例

大阪大学大学院　消化器外科学　　山　中　千　尋

121 肝動注療法が著効し、根治切除を得たVv3（右房内）肝細胞癌の１例
京都大学　肝胆膵移植外科　　西　田　久　史

大腸５（15：44 ～ 16：24） 座長　　吉　田　　　良
（関西医科大学　外科）

122 当院における単孔式腹腔鏡下人工肛門造設術の手術手技
大阪府済生会泉尾病院　外科　　齊　藤　卓　也

123 腹腔鏡下低位前方切除後に遅発性の直腸膣瘻を形成した一例
守口敬任会病院　外科　　谷　浦　允　厚

124 単孔式腹腔鏡補助下に巨大虫垂粘液嚢胞腺腫を切除しえた一例
NTT西日本大阪病院　外科　　渡　部　亜　実

125 後期研修医による腹腔鏡補助下結腸切除術・脾彎曲授動の工夫
杉田玄白記念公立小浜病院　　田　中　崇　洋

126 単孔式腹腔鏡補助下結腸部分切除術を施行した横行結腸脂肪腫の一例
近畿大学医学部　一般外科　　磯　野　小百合

D　会　場　（2F さくら東）

午　前　の　部（８：45 ～ 11：33）

胃１（８：45 ～９：25） 座長　　田　中　浩　明
（大阪市立大学　腫瘍外科）

62 PEG後、門脈内ガスを呈した壊死性胃気腫症の一例
社会保険神戸中央病院　外科　　今　村　泰　輔

63 幽門側胃切術後に肺炎を併発した高齢者胃癌の１例
市立堺病院　外科　　松　嶋　祐　子

64 胃癌術後早期にイレウスを来し、腸管気腫、門脈ガスを伴った１例
西神戸医療センター　外科　　吉　田　真　也

65 外科的摘出に至った胃石の一例
市立岸和田市民病院　外科　　阪　口　正　洋

66 胃粘膜下腫瘍の形態を呈した気管嚢胞の１例
公立学校共済組合　近畿中央病院　　加　藤　　　文

胃２（９：25 ～９：57） 座長　　河　合　　　英
（大阪医科大学　消化器外科）

67 術前化学療法により組織学的に原発巣の腫瘍の完全消失が得られた進行胃癌の１例
兵庫県立淡路病院　外科　　池　田　宜　央

68 術前診断に苦慮したサルコドーシス合併胃癌
京都府立医科大学　消化器外科　　小　西　博　貴
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69 胃癌術後再発巣に対して２回の腹腔鏡下手術が可能であった１例
合志病院　外科　　眞　弓　勝　志

70 閉鎖孔ヘルニア嵌頓によるイレウスで術前に発見された胃癌の１例
若草第一病院　外科　　中　本　博　之

腹膜・腹壁・ヘルニア１（９：57 ～ 10：45） 座長　　小　倉　徳　裕
（上山病院　外科）

71 生体肝移植患者にabdominal cocoonを発症した２例
京都大学　肝胆膵移植外科　　後　藤　　　徹

72 CTにて術前診断可能であった大網捻転症の一例
西神戸医療センター　外科　　河　野　泰　秀

73 後腹膜を占拠する巨大脂肪肉腫の１切除例
京都市立病院　外科　　玉　木　一　路

74 出血性ショックで発見された大網腫瘍の１例
関西医科大学　枚方病院　外科　　津　田　　　匠

75 初期研修医が安全に腹腔鏡手術を行うための準備と工夫
公立小浜病院　外科　　鎌　田　泰　之

76 腹膜外経路で作製した人工肛門に狭窄を生じ、腹腔鏡で修復した１例
関西電力病院　外科　　池　田　温　至

腹膜・腹壁・ヘルニア２（10：45 ～ 11：33） 座長　　伊　丹　　　淳
（西神戸医療センター　外科）

77 臍からの排膿と発熱を主訴とした２例
若弘会　若草第一病院　外科　　北　川　克　彦

78 腹壁静脈結紮による臍静脈シャント閉鎖術が有効であった肝性脳症の１例
明和病院　　萩　原　清　貴

79 偽痛風として長期間加療されていた閉鎖孔ヘルニアの１例
近畿大学　外科　　井　上　裕　紀

80 腹壁瘢痕ヘルニア（再々々発）に腹腔鏡下メッシュ修復術を施行した１例
済生会中和病院　外科　　中　尾　　　武

81 腹壁瘢痕ヘルニアと鑑別を要した外傷性腹壁ヘルニアの１例
神戸赤十字病院　　大　鶴　　　徹

82 右傍結腸溝に嵌入した内ヘルニアの１例
大阪厚生年金病院　外科　　山　口　　　慧
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午　後　の　部（14：00 ～ 16：00）

胸部・縦隔・肺１（14：00 ～ 14：56） 座長　　齊　藤　幸　人
（関西医科大学枚方病院　呼吸器外科）

127 ADOCが著効した浸潤性胸腺腫に対し外科切除された一例
大阪府立成人病センター　外科　　佐々木　一　樹

128 胸壁発生の悪性線維性組織球腫（MFH）に対して胸壁合併切除を行った一例
長浜赤十字病院　外科　　北　村　美　奈

129 反回神経，左肺動脈本幹と大動脈に浸潤した左肺扁平上皮癌に対して
 左肺全摘と大動脈人工血管置換術を施行した一例

京都桂病院　呼吸器外科　　張　　　吉　天

130 単発の溶骨性病変を有する腎癌および肺癌の同時性重複癌の１例
和歌山県立医科大学　第一外科　　池　田　雅　子

131 肺癌に対して術前導入化学放射線治療後に根治的左残肺全摘、
 胸壁合併切除を施行した１例

関西医科大学附属枚方病院　呼吸器外科　　金　田　浩由紀

132 非外傷性特発性血気胸６例の検討
宇治徳洲会病院　呼吸器外科　　仲　原　英　人

133 肺癌縦隔リンパ節転移におけるPETの位置づけ
滋賀医科大学　呼吸器外科　　河　島　　　暁

小腸１（14：56 ～ 16：00） 座長　　向　川　智　英
（奈良県立奈良病院　外科）

134 PTP包装薬剤シートの誤飲による小腸穿孔性腹膜炎の一切除例
関西医科大学附属枚方病院　外科学教室　　松　島　英　之

135 異物の刺入によると考えられる小腸狭窄の一例
京丹後市立弥栄病院　外科　　中　村　寛　子

136 小腸憩室穿孔にて緊急手術を要した１例
済生会野江病院　外科　　宮　内　智　之

137 腹膜炎症状にて発症した小腸アニサキス症の１例
大阪市立大学　腫瘍外科　　黒　田　顕　慈

138 小腸大量切除による短腸症候群の一例～術後全身管理から在宅栄養管理へ
関西労災病院　消化器外科　　中　田　　　健

139 セプラフィルムによると考えられる異物性腹膜炎による腸閉塞の一例
守口敬任会病院　外科　　植　野　吾　郎

140 腹腔鏡下手術にて診断・治療し得た若年性食餌性イレウスの一例
多根総合病院　外科　　南　原　幹　男

141 小腸の嵌頓を伴う鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡補助下小腸切除と
 メッシュプラグ法を同時に行った一例

東住吉森本病院　救急・総合診療部　　池　辺　　　孝



－26－ －27－

E　会　場　（2F 会議室C･D）

午　前　の　部（８：45 ～ 11：25）

乳腺１（８：45 ～９：25） 座長　　高　島　　　勉
（大阪市立大学　乳腺内分泌外科）

83 放射線照射後皮膚血管肉腫に広範囲皮膚合併乳房切除を施行した１例
近畿大学　外科　　進　藤　恵　美

84 乳房温存手術後の乳房再建を施行した症例の検討
関西医科大学附属枚方病院　外科・乳腺外科　　坪　田　　　優

85 術前内分泌療法が著効した１例
兵庫医科大学病院　乳腺・内分泌外科　　柳　井　亜矢子

86 術前化学療法（AC療法）１クールのみでpCRが得られた１例
関西医科大学　外科　　兼　松　清　果

87 乳癌術前化学療法により病理学的完全奏効（pCR）となったが、
 早期転移性脳腫瘍を来たした２例

市立枚方市民病院　外科　　今　井　義　朗

乳腺２（９：25 ～９：57） 座長　　山　本　大　悟
（関西医科大学　外科）

88 当院における非浸潤性乳管癌（DCIS）の診断の現状
関西医科大学附属枚方病院　外科　　末　岡　憲　子

89 乳癌との鑑別が困難であったDuctal adenomaの２例
関西労災病院　外科　　浜　中　美千子

90 集簇した微細石灰化病変で診断がついたDCIS乳癌の乳房温存手術の工夫
関西医科大学　外科　　吉　田　秀　行

91 乳房腫脹を呈した肋骨骨折に伴う胸壁膿瘍の一例
国立病院機構　大阪医療センター　外科　　山　岡　雄　祐

食道１（９：57 ～ 10：37） 座長　　宮　田　博　志
（大阪大学　消化器外科）

92 術前化学療法が奏功した胸腺小細胞癌を重複した食道扁平上皮癌の１切除例
大阪大学大学院医学系研究科　消化器外科　　村　上　剛　平

93 術後早期再発をきたした表在型食道悪性黒色腫の１例
大阪市立大学大学院　腫瘍外科　　田　内　　　潤

94 術前診断と治療方針決定に苦慮した頚部食道癌の１例
財団法人田附興風会医学研究所北野病院　消化器センター外科　　北　田　有　史

95 多分化能を示した稀な特殊型食道癌の１切除例
大阪市立総合医療センター　消化器外科　　勝　山　晋　亮

96 穿孔・切除を期に診断がついた食道疣贅扁平上皮癌
近畿大学　外科　　佐　伯　　　翔

食道２（10：37 ～ 11：25） 座長　　塩　崎　　　敦
（京都府立医科大学　消化器外科）

97 食道癌サルベージ手術後に難治性の非乳糜性胸腹水を呈した一例
大阪府立成人病センター　外科　　佐々木　一　樹

98 食道癌術後周術期に門脈ガス像で発症したサイトメガロウィルス腸炎の一例
関西医科大学　外科　　中　谷　和　義
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99 食道癌術後乳糜胸に対しリピオドール注入が有効であった一例
京都府立医科大学　消化器外科　　石　本　武　史

100 反回神経麻痺を伴った食道癌による気管圧排に対して気管切開と
 気切チューブ（トラキオソフトフィット）にて症状が緩和した１例

関西医科大学　外科　　尾　崎　　　岳

101 食道癌切除後胃管再建における端々三角吻合の有用性について
大阪市立大学大学院　消化器外科　　枝　川　永二郎

102 中咽頭－同時性重複癌に対して佐藤式喉頭鏡下ESDを併用した食道癌の一例
守口敬任会病院　外科　　鄭　　　賢　樹

午　後　の　部（14：00 ～ 16：16）

その他１（14：00 ～ 14：40） 座長　　生　駒　久　視
（京都府立医科大学　消化器外科）

142 意識消失、ショックで発症し塞栓術で治療し得た
 Segmental arterial mediolysis（SAM）の１例

京都府立医科大学　消化器外科　　松　村　　　篤

143 上腸間膜動脈血栓症に対し血栓溶解療法が有用であった１例
馬場記念病院　外科　　宮　部　　　誠

144 血液凝固第ⅩⅢ因子低下を伴う術後縫合不全に対して、
 血液凝固第ⅩⅢ因子製剤を投与し改善を得た２症例

八尾徳洲会病院　外科　　鈴　木　大　聡

145 急性虫垂炎にて偶然発見された若年性虫垂杯細胞カルチノイド（NET G1）の一例
武田総合病院　外科　　桂　　　彦太郎

146 仙骨前面類表皮嚢腫の１例
PL病院　外科　　西　川　茂　樹

その他２（14：40 ～ 15：20） 座長　　齊　藤　卓　也
（大阪府済生会泉尾病院　外科）

147 腸結核による穿孔性腹膜炎を呈したAIDSの一例
市立芦屋病院　外科　　田　守　登茂治

148 イレウスが原因と思われたメトヘモグロビン血症の一症例
医誠会病院　消化器外科　　山　本　　　真

149 当院での「単孔式腹腔鏡下手術」の取り組み
大阪府済生会野江病院　外科　　西　江　優　子
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150 デンバーシャント造設術が奏功した食道癌術後の難治性腹水の一例
京都府立医科大学　消化器外科部門　　名　幸　義　仁

151 当院における皮下埋め込み式中心静脈カテーテルポート留置症例の検討
関西電力病院　外科　　萩　　　隆　臣

小腸２（15：20 ～ 16：16） 座長　　門　脇　嘉　彦
（神戸赤十字病院　外科）

152 肝転移と上腸間膜静脈腫瘍栓を伴ったVater乳頭部大細胞神経内分泌癌の１切除例
八尾徳洲会総合病院　肝臓センター　　井　上　雅　文

153 十二指腸水平脚GISTの２例
京都大学　肝胆膵移植外科　　桐　野　　　泉

154 Cronkhite-Canada症候群に伴う腸重積症の一例
神戸大学　食道胃腸外科　　内　田　明　子

155 悪性黒色腫小腸転移に対し小腸部分切除術を施行した１例
京都府立医科大学　消化器外科　　石　原　陽　介

156 回腸腸間膜リンパ管腫の一例
奈良県立医科大学　消化器・総合外科　　中　村　広　太

157 腸重積を契機に発見され腹腔鏡下手術を施行し得た回腸悪性リンパ腫の１例
星ヶ丘厚生年金病院　外科　　長　井　美奈子

158 診断に難渋した小腸癌の一例
武田総合病院　　原　　　豪　男

一　般　演　題

抄　　　録


