
11月４日（木）

A会場（富士の間A）

開会の挨拶 13：00～

Session １ 腹腔鏡下手術 13：05～13：50

司会 北野 正剛 大分医科大学第一外科

森 俊幸 杏林大学外科

S1-1 術前深達度診断、周術期の利点からみた鏡視下胃手術の適応

県立静岡がんセンター外科 川村 泰一

S1-2 腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の適応と問題点

横浜市立大学医学部第一外科 利野 靖

S1-3 腹腔鏡下胃癌手術の現状と問題点

大阪大学病態制御外科 瀧口 修司

S1-4 胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下噴門側胃切除術―再建法を中心に―

埼玉医科大学消化器一般外科(II) 須藤 謙一

S1-5 胃GIST に対する腹腔鏡下胃局所切除症例の検討

大分大学医学部第一外科 衛藤 剛

Session ２ 胃全摘－１ 13：50～14：40

司会 吉野 肇一 慶應義塾大学看護医療学部

中根 恭司 関西医科大学外科

S2-1 遠隔成績からみた胃全摘術後再建法―空腸パウチ間置法と単管空腸間

置法の比較

金沢大学大学院がん局所制御学 木南 伸一

S2-2 胃全摘後のpouch and Roux-en Y法による再建術の機能評価

杏林大学医学部外科 武井 宏一

S2-3 胃全摘 Pouch Roux-en-Y再建 当院の経験

独立行政法人国立病院機構相模原病院 岸本 一郎



S2-4 胃全摘後間置空腸パウチの形態・機能とQOLの関係

大阪大学大学院医学系研究科臓器制御外科 遠藤 俊治

S2-5 胃全摘後のパウチ再建術に関する検討―a prospective randomized
 

study

帝京大学医学部外科 福島 亮治

Session ３ 胃全摘－２ 14：40～15：30

司会 上西 紀夫 東京大学消化管外科学・代謝栄養内分泌外科学

米村 豊 静岡県立静岡がんセンター

S3-1 胃全摘後Roux―Y再建に対する術後愁訴の検討

名古屋市立大学大学院医学研究科 舟橋 整

S3-2 残胃全摘後の再建術の工夫―Roux-Y再建後残胃全摘およびRoux-

limb温存再建術―

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター外科 平尾 素宏

S3-3 残胃全摘後Pouch間置術の検討

東邦大学医学部一般・消化器外科(大森) 池田 正視

S3-4 胃全摘術における空腸嚢Roux-en-Y再建後に著明な空腸嚢拡張をき

たし排出障害を認めた一例

有田胃腸病院 廣石 和章

主題 Ⅰ 胃術後機能の評価法 15：30～17：10

司会 村田 宣夫 帝京大学附属溝口病院外科

柏木 秀幸 東京慈恵会医科大学附属柏病院外科

主Ⅰ-1 幽門側胃亜全摘術後の十二指腸胃食道逆流の評価

大阪市立大学大学院消化器外科 福原研一朗

主Ⅰ-2 C-Trioctanoin呼気試験を用いた胃術後の消化吸収能の評価

東邦大学外科学第三講座 高瀬 真

主Ⅰ-3 C呼気試験法による胃切除後患者の消化管機能評価

東京慈恵会医科大学外科 中田 浩二



主Ⅰ-4 機能温存胃切除後の機能評価 ―噴切およびPPG症例を対象に―

関西医科大学外科 道浦 拓

主Ⅰ-5 排出能および運動能からみた噴門側胃切除後空腸嚢間置再建術の適応

と問題点

札幌医科大学医学部第一外科 山口 浩司

主Ⅰ-6 幽門側胃切除術後の空腸パウチ間置再建例の機能評価

公立山城病院外科 中川 登

主Ⅰ-7 幽門輪温存下噴門側胃切除における逆U型パウチ再建と間置空腸再

建による幽門排出機能の比較

埼玉医科大学総合医療センター外科 早瀬 仁滋

主Ⅰ-8 胃切除後の胃排出能

埼玉医科大学総合医療センター外科 三橋 敏武

主Ⅰ-9 胃癌術後の愁訴とQOLの検討

獨協医科大学越谷病院外科 中村 哲郎

イブニングセミナー 17：30～18：30

司会 杉山 貢 横浜市立大学総合医療センター高度救命救急センター

IS-1 胃切除後骨障害 最近の知見―基礎から臨床―

東京慈恵会医科大学外科 鈴木 裕

IS-2 最近における骨粗鬆症の診断と治療

東京都老人医療センター 林 史



11月４日（木）

B会場（富士の間B）

Session ４ 胃癌手術関連、症例 13：05～14：10

司会 岡 正朗 山口大学消化器・腫瘍外科

長尾 二郎 東邦大学附属大橋病院第三外科

S4-1 胃局所切除における術後合併症と晩期の留意点

神奈川県立がんセンター消化器外科 村上 仁志

S4-2 16番リンパ節郭清に伴った血行動態変動に関する検討

山口大学医学部消化器・腫瘍外科 上野 富雄

S4-3 胃癌術後の癒着性イレウス ―保存的治療か手術治療か―

市立堺病院外科 今村 博司

S4-4 ２度穿孔を起こしたHP陽性難治性胃潰瘍の１例

日本医科大学付属第二病院消化器病センター 前島顕太郎

S4-5 残胃全摘術を施行したZollinger-Ellison症候群の１例

東北大学医学部大学院生体調節外科 神山 篤史

S4-6 進行胃癌術後、２回の肺転移・右副腎転移・下大静脈内腫瘍塞栓切除後、

長期生存中の一例

国立がんセンター東病院上腹部外科 三重野浩朗

S4-7 噴門側胃切除後に生じた残胃新生癌と考えられる２例

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター外科 野崎 功雄

S4-8 噴門側胃切除後残胃の癌症例の検討

山形大学医学部第一外科 野村 尚

Session ５ 術後障害 14：10～15：20

司会 古河 洋 市立堺病院

平川 弘聖 大阪市立大学大学院腫瘍外科

S5-1 十二指腸液逆流による食道への影響

近畿大学医学部外科 橋本 直樹



S5-2 胃切除術後逆流性食道炎に対する再手術例の検討

東京慈恵会医科大学外科 坪井 一人

S5-3 胃切除後骨障害に対するbisphosphonateの効果について

東邦大学医学部外科学講座（大森）一般、消化器外科 菊池 誠

S5-4 胃癌術後の血中亜鉛濃度に与える因子についての検討

大阪市立大学大学院腫瘍外科 木村健二郎

S5-5 胃術後の血中グレリン濃度の検討

昭和大学附属豊洲病院外科 増尾 光樹

S5-6 Roux-en-Y 症候群の１例

神奈川県立がんセンター消化器外科 吉田 達也

S5-7 胃全摘術、pouch Roux-Y再建を施行し、14年後 pouchの異常拡張を認

めた１例

東邦大学医学部外科学第三講座 片桐 美和

S5-8 胃全摘後 jejunal pouch stasisのため，再建法を変更した１例

名古屋大学第二外科 三浦 進一

11月５日（金）

A会場（富士の間A）

Session ６ 幽門側胃切除後再建 ９：00～10：00

司会 落合 正宏 藤田保健衛生大学外科

砂川 正勝 獨協医科大学第一外科

S6-1 幽門側胃切除後における器械吻合法の検討

旭川厚生病院外科 河合 朋昭

S6-2 幽門側胃切除・空腸間置術とBillroth-１法再建術の比較検討

獨協医科大学第一外科 佐々木欣郎



S6-3 幽門側胃切除後の新しい再建法としてのUncut Roux en -Y 法の試み

藤田保健衛生大学上部消化管外科 中村 康子

S6-4 幽門側胃亜全摘術後の二重空腸嚢ダブルトラクト法再建の有用性の評

価

大分大学医学部第二外科 原田 勝久

S6-5 幽門側胃亜全摘術後の空腸間置再建術

関西医科大学外科 道浦 拓

S6-6 幽門側胃切除術におけるRoux-en-Y再建の工夫

大阪医科大学一般・消化器外科 李 相雄

S6-7 幽門側胃切除術：BillrothI(B-I)法再建後の合併症についての検討

東京女子医科大学第二外科 平井 栄一

主題 Ⅱ－１ 噴門側切除の適応を中心に 10：00～11：30

司会 前原 喜彦 九州大学大学院消化器・総合外科

生越 喬二 東海大学消化器外科

主Ⅱ-1-1 U領域胃癌の臨床病理学的特徴からみた噴門側胃切除の適応

燕労災病院外科 藍澤喜久雄

主Ⅱ-1-2 リンパ節転移の実態からみた噴門側胃切除術の適応

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器・一般外科学分野 大橋 学

主Ⅱ-1-3 胃全摘症例による噴門側胃切除のリンパ節郭清範囲の検討

広島市立広島市民病院外科 佐々木 寛

主Ⅱ-1-4 当科における胃癌に対する噴門側胃切除術の臨床病理学的検討

石川県立中央病院一般消化器外科 小竹 優範

主Ⅱ-1-5 上部胃癌における噴門側胃切除の適応に関する検討

自治医大大宮医療センター外科 吉田 卓義

主Ⅱ-1-6 噴門側胃切除の適応に関する検討

神戸大学大学院消化器外科 川崎健太郎



主Ⅱ-1-7 噴門側胃切除術の適応と問題点

東海大学消化器外科 中村 健司

主Ⅱ-1-8 噴門側胃切除の適応と問題点－適応と再建法に関して

独立行政法人国立病院機構四国がんセンター外科 栗田 啓

主Ⅱ-1-9 上部胃癌に対する噴門側胃切除術と胃全摘術との比較検討

九州大学大学院消化器・総合外科 増野浩二郎

ランチョンセミナー（大日本製薬） 12：00～13：00

司会 山岸 久一 京都府立医科大学消化器外科

LS 消化管運動の基礎と消化器外科手術後の消化管運動

群馬大学大学院病態総合外科 持木 彫人

特別講演 13：00～14：00

司会 冲永 功太 帝京大学外科

SL Gastric cancer surgery in the laparoscopic era
 

Sung Hoon Noh,M.D.,Ph.D
 

Department of Surgery, Yonsei University College of Medicine, Seoul,

Korea

主題 Ⅱ－２ 噴門側切除後の再建法を中心に（１）
14：00～15：20

司会 愛甲 孝 鹿児島大学大学院腫瘍制御学・消化器外科

市倉 隆 防衛医科大学校第一外科

主Ⅱ-2-1 噴門側胃切除の適応と問題点―再建術式を中心に―

鹿児島大学大学院腫瘍制御学・消化器外科 中条 哲浩

主Ⅱ-2-2 空腸嚢間置再建法の術後評価からの噴門側胃切除の適応と問題点

兵庫医科大学第二外科 中川 一彦

主Ⅱ-2-3 噴門側胃切除の適応と問題点―術後逆流性食道炎防止のための神経

温存噴門側胃切除術―

富山労災病院外科 松木 伸夫

主Ⅱ-2-4 噴門側胃切除後の再建法の検討―空腸間置法と空腸パウチ間置法―

帝京大学外科 稲葉 毅



主Ⅱ-2-5 下部食道噴門部腫瘍に対する噴門側胃切除術後合併症とQOL

鳥取大学病態制御外科 堅野 国幸

主Ⅱ-2-6 空腸間置再建をおこなった噴門側胃切除症例の検討

金沢医科大学一般消化器外科 中野 泰治

主Ⅱ-2-7 U領域胃癌に対する噴門側胃切除術（小腸間置）の有用性

群馬大学大学院病態総合外科学 中林 利博

主Ⅱ-2-8 噴門側胃切除・空腸pouch間置再建におけるpouchサイズに関す

る検討

防衛医科大学校外科学第一 坂本 直子

主題 Ⅱ－３ 噴門側切除後の再建法を中心に（２）
15：20～16：20

司会 三輪 晃一 金沢大学大学院がん局所制御学

軍司 祥雄 千葉大学先端応用外科

主Ⅱ-3-1 腹腔鏡補助下噴門側胃切除の検討

日本医科大学大学院臓器病態制御外科 木山 輝郎

主Ⅱ-3-2 噴門側胃切除術の問題点：残胃の酸分泌に伴う術後障害特に残胃、

間置空腸の潰瘍発生について

北里大学医学部外科 菊池 史郎

主Ⅱ-3-3 術後の内視鏡所見からみた噴門側胃切除・空腸嚢間置術（U-shaped
 

Pouch）の有用性

千葉大学大学院医学研究院先端応用外科 青木 泰斗

主Ⅱ-3-4 噴門側胃切除術後の99mTc-Sn colloid消化管シンチグラムによる

残胃機能の検討

帝京大学医学部外科 森田 直巳

主Ⅱ-3-5 噴門側胃切除空腸パウチ間置術後の残胃排出障害に対し再手術を要

した症例

独立行政法人国立病院機構大阪医療センター外科 田中 雄悟

主Ⅱ-3-6 噴門側胃切除、空腸 J-pouch再建術後５年目に通過障害による再手

術を施行した１症例

大阪大学大学院病態制御外科 藤原 義之



Session ７ 幽門保存胃切除 16：20～17：20

司会 萩原 明郎 京都府立医科大学消化器外科

熊井浩一郎 慶応義塾大学病院内視鏡センター

S7-1 幽門保存胃切除の長期成績―空腸間置法、Billroth I 法と比較して

東京大学大学院医学系研究科消化管外科学 山口 浩和

S7-2 幽門保存胃切除術の適応と成績

奈良県立医科大学消化器総合外科 若月 幸平

S7-3 早期胃癌に対する幽門側胃切除術と幽門輪温存胃切除術の検討

慶應義塾大学医学部外科 中村理恵子

S7-4 幽門輪温存胃切除術の術後評価についての検討

京都府立医科大学医学部消化器外科 生駒 大登

S7-5 幽門部を大きく残したPPGの手技と成績

姫路中央病院外科 向井 晃太

S7-6 胃機能を温存する早期胃癌の手術：胃分節切除術

金沢大学大学院がん局所制御学 宮下 知治

S7-7 幽門保存胃切除術後の再発死亡２例の検討

新潟県立がんセンター新潟病院外科 吉野 友康

会長総括 17：20～17：30

北島 政樹 慶應義塾大学一般・消化器外科

閉会の挨拶 17：30～

冲永 功太 帝京大学外科



11月５日（金）

B会場（富士の間B）

Session ８ 潰瘍穿孔 ９：00～10：00

司会 大谷 吉秀 慶応義塾大学一般・消化器外科

福島 亮治 帝京大学外科

S8-1 十二指腸潰瘍穿孔に対する保存的治療

社会保険中央総合病院外科 日下 浩二

S8-2 当院における穿孔性十二指腸潰瘍の治療の現況

山形大学 福田 俊

S8-3 十二指腸潰瘍穿孔に対する治療成績および大網充填術後の内視鏡所見

日本医科大学第２病院消化器病センター 小泉 正樹

S8-4 十二指腸潰瘍穿孔に対する大網被覆術の治療成績

金沢医科大学消化器外科治療学 宇佐美和男

S8-5 胃潰瘍穿孔例に対する治療方針についての検討

東京都立墨東病院外科 大村 健史

S8-6 胃十二指腸潰瘍穿孔に対する治療法と成績

杏林大学医学部外科 吉田 孝司

S8-7 穿孔性胃・十二指腸潰瘍に対する、術中内視鏡を併用した腹腔鏡下(開

腹)大網充填術

慶應義塾大学医学部外科 中村 哲也

施設代表者会議 11：30～12：00


