当番世話人
一般演題

胸部

挨拶

弘前大学

吉原秀一

8：55−9：00

9：00−9：40
司会

1

消化器外科

東北大学加齢医学研究所 呼吸器再建研究分野 松村輔二

超高齢者難治性気胸に対する意識下気胸根治手術
東北大学加齢医学研究所 呼吸器再建研究分野
野田雅史、松村輔二、佐渡 哲、桜田 晃、星川 康、遠藤千顕、岡田克典、近藤 丘

2 高齢者重症筋無力症患者に対する胸腔鏡下拡大胸腺摘出術
東北大学加齢医学研究所 呼吸器再建研究分野
松村輔二、佐渡 哲、星川 康、遠藤千顕、桜田 晃、野田雅史、星 史彦、保坂智子、
松田安史、鈴木隆哉、岡田克典、近藤 丘
3

胸部下行大動脈瘤術後の乳糜胸に対し胸腔鏡下胸管結紮術を施行した 1 例
山形大学 循環器•呼吸器•小児外科
深谷 健、大泉弘幸、吉村幸浩、外山秀司、中嶋和恵、加藤博久、遠藤 誠、前川慶之、
皆川忠徳、鈴木 潤、尾形貴史、斉藤吉彦、貞弘光章

4

乳房アプローチ法による内視鏡下甲状腺切除術の長期成績
岩手医科大学 外科
中嶋 潤、佐々木章、大渕 徹、馬場誠朗、新田浩幸、大塚幸喜、肥田圭介、水野 大、
池田健一郎、若林 剛

一般演題

ヘルニア

9：40−10：20
司会

1

弘前大学

成人鼠径部ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の工夫：Kugel-TEPP 一人法
公立岩瀬病院外科
伊東藤男、大谷 聡、塚田 学、三浦純一

2

小児外科

鼠径ヘルニアの腹腔鏡下手術症例の検討
山形大学 循環器・呼吸器・小児外科
江村隆起、太田 寛、大泉弘幸、加藤博久、遠藤 誠、貞弘光章

3 女児鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下手術−
弘前大学小 児外科1）、同 消化器外科2）
池永照史郎1）、須貝道博1）、棟方博文1）、吉原秀一2）

須貝道博

4 腹壁瘢痕ヘルニアに対して腹腔鏡下ヘルニア根治術を施行した 2 例
白河厚生総合病院 外科
竹村真一、土井孝志、西條文人、中村啓之、鈴木秀幸、藤井紳司、黒田房邦

特別企画−上部消化管に対する腹腔鏡手術 10：20−12：15
司会

東北労災病院 外科

徳村弘実

昭和大学横浜市北部病院 消化器病センター 田中淳一
1 肥満関連合併症に対する減量手術の効果〜インパクトのある 2 症例を通して〜
四谷メディカルキューブ
大城崇司、笠間和典、梅澤昭子、根岸由香、金平永二、黒川良望
2 D2 郭清を伴う腹腔鏡下胃切除を安全に新規導入するため 3DCT 血管造影を活用した郭清ア
プローチ
秋田大学 消化器外科
佐藤誠二、飯田正毅、伊勢憲人、宮澤秀彰、打波 宇、吉岡政人、久米 真、山本雄造
3 LADG の治療成績からみた有用性の検討
本荘第一病院

外科

鈴木克彦、三浦美樹、八木史生、斉藤

孝、柴田

聡

4 当科における胃癌に対する腹腔鏡補助下胃切除術の現況
岩手医科大学 外科
肥田圭介、高橋正統、千葉丈宏、野田芳範、岩谷 岳、木村祐輔、大塚幸喜、佐々木章、
池田健一郎、若林 剛
5 当科における腹腔鏡補助下胃切除術の治療成績
東北労災病院

外科

武者宏昭、安本明浩、佐々木宏之、松村直樹、高橋賢一、豊島

隆、舟山裕士、

徳村弘実
6 当科における腹腔鏡補助下幽門側胃切除術（LADG）Roux-en-Y 吻合再建についての術後合
併症の検討
市立秋田総合病院 外科
和嶋直紀、伊藤誠司、加藤雅志、長谷川傑、橋爪隆弘、古屋智規、高橋賢一、添野武彦

7 TLDG（total laparoscopic distal gastrectomy）の成績〜B-I デルタ再建〜
公立置賜病院 外科
東 敬之、小澤孝一郎、横山森良、間瀬健次、矢野充泰、木村真五、橋本敏夫、薄場 修、
豊野 充
8 腹腔鏡補助下幽門保存胃切除術を施行した早期胃癌の２例
公立岩瀬病院 外科
大谷 聡、伊東藤男、塚田 学、三浦純一
9 腹腔鏡補助下噴門側胃切除術後再建法の検討
昭和大学横浜市北部病院 消化器センタ−
長山裕之、井上晴洋、田中淳一、里館 均、小林芳夫、向井俊平、神本陽子、工藤進英

ランチョンセミナー 12：15−13：00
司会

盛岡赤十字病院

外科

杉村好彦

「腹腔鏡・後腹膜鏡を用いた後腹膜へのアプローチ」
−radical dissection & reconstructive surgeryを中心として−
倉敷成人病センター 産婦人科 安藤正明
特別講演

13：00−13：45
司会 弘前大学 消化器外科 袴田健一

「Development and evolution of a successful laparoscopic donor nephrectomy
program at UCSF」
UCSF medical center Asst Prof Kang-Mo Sang MD

パネルディスカッション 13：45−15：00
司会

弘前大学 消化器外科 吉原秀一
四谷メディカルキューブ 梅澤昭子

1 OR-1 および医療画像統合システムを融合した内視鏡手術専用手術室の構築
仙台オープン病院 外科
内藤 剛、土屋 誉、本多 博、及川昌也、柿田徹也、大森洋平、小松弘武、梶原大輝、
堂地大輔

2 内視鏡専用手術室新設について
東北労災病院 外科
徳村弘実、武者宏昭、福山尚治、豊島 隆、安本明浩、松村直樹、山崎満夫、高橋賢一、
舟山裕士、佐々木浩之
3 内視鏡専用手術室における映像管理支援システムの使用経験および器機管理
四谷メディカルキューブ
関川智重、金平永二、梅澤昭子、大城崇司、笠間和典、根岸由香、黒川良望
4 多診療科共通使用の内視鏡専用手術システム
弘前大学

消化器外科

石戸圭之輔、吉原秀一、鳴海俊治、豊木嘉一、袴田健一
5 科を超えた手術室 ES-VPP(Ｅndoscopic Ｓurgery-Ｖalue per Ｐrocedure)の導入
盛岡赤十字病院 外科
杉村 好彦、小川 雅彰、馬場 祐康、畠山 元、旭 博史
6 内視鏡手術機器の適切な取り扱い方法習得への取り組み
仙台オープン病院 手術室
佐々木千代、菊池恵美、駒橋美香、沼下惠理奈、千葉留美、赤間香奈恵、笹原澄子、
川村要子

一般演題

消化管

15：00−16：00
司会

青森市民病院

外科

遠藤正章

1 胃に発生した脂肪肉腫に対し腹腔鏡下手術を施行した 1 例
四谷メディカルキューブ
梅澤昭子、金平永二、大城崇司、笠間和典、根岸由香、黒川良望
2 潰瘍性大腸炎に対するエンシールを用いたクリップレス腹腔鏡補助下大腸全摘術の経験
秋田大学 消化器外科
飯田正毅、佐藤誠二、伊勢憲人、宮澤秀彰、打波 宇、吉岡政人、久米 真、山本雄造

3 腹腔鏡下大腸切除術習得の個人的経験について
東北労災病院 外科
松村直樹、徳村弘実、舟山裕士、高橋賢一、武者宏昭、安本明浩、佐々木宏之、豊島 隆
4 腹腔鏡下虫垂切除術̶当院における成績、合併症̶
公立学校共済組合東北中央病院 外科
堀越 章、赤瀬崇嘉、土原一生、浅沼 拓、武藤大成、斉藤善広
5 急性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術の検討
東北労災病院 外科
安本明浩、高橋賢一、舟山裕士、武者宏昭、福山尚治、 豊島 隆、松村直樹、佐々木浩之、
山崎満夫、徳村弘実
6 虫垂憩室炎（寄生虫症）の一例
盛岡赤十字病院外科

*岩手医科大学外科

杉村好彦、畠山 元、小川雅彰、馬場祐康、旭 博史、武田雄一郎*
一般演題

胆嚢

16：00−16：40
司会

仙台オープン病院

内藤

1 胃切除後の胆石症例に対する腹腔鏡下手術
仙台赤十字病院 外科
中川国利、小村俊博、藪内伸一、小林照忠、遠藤公人、鈴木幸正
2 腹腔鏡下胆管切開切石術を施行した左側胆嚢の一例
東北労災病院 外科
松村直樹、安本明浩、佐々木宏之、武者宏昭、高橋賢一、舟山裕士、豊島 隆，徳村弘実
3 腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行した胆嚢捻転症の 2 例
本荘第一病院外科
八木史生、三浦美樹、斉藤

孝、柴田

聡、鈴木克彦

4 腹腔鏡下胆嚢摘出術の胆嚢管剥離−Calot 三角徹底剥離と IC ポイントについて−
東北労災病院 外科
徳村弘実、高橋賢一、舟山裕士、武者宏昭、福山尚治、豊島 隆、安本明浩、松村直樹、
佐々木浩之、山崎満夫

剛

一般演題

実質臓器

16：40−17：20
司会

本荘第一病院

鈴木克彦

1 腹腔鏡補助下肝部分切除術を施行した肝血管腫の１例
山形大学 消化器・一般外科
神尾幸則、森谷敏幸、福元 剛、渡邊利広、蜂谷 修、平井一郎、木村 理
2 腹腔鏡下にドレナージを施行したアメーバ性肝膿瘍の 1 例
公立刈田綜合病院 外科
貝羽義浩、大橋洋一、佐藤 馨、安田幸治、高田秀司、佐藤博子、洞口正志
3 脾門部の脾動脈瘤に対して腹腔鏡補助下脾臓摘出術を行った一例
山形大学 消化器・一般外科
高須直樹、森谷敏幸、福元 剛、渡邊利弘、平井一郎、木村 理
4 当科における鏡視下腎・尿管摘除術の臨床的検討
弘前大学 泌尿器科
米山高弘、山本勇人、岡本亜希子、今井 篤、岩淵郁哉、橋本安弘、古家琢也、神村典孝、
大山 力

同時開催：Training for Surgical Technique
Basic Training:『糸結び・皮膚縫合』
、一部『消化管吻合』
場所：弘前文化センター第 1・2 会議室（2 階）
時間：第 1 回

10：00−12：00

第２回

13：00−15：00

