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研修医の発表セッション
RS-01 研修医の発表セッション「虫垂・消化管 1」
4 月 9 日（金）15：30～16：30 第 6 会場

司会：日本医科大学千葉北総病院 鈴木 英之

RS-01-1 高齢者の膿瘍形成性虫垂炎に対する Interval laparoscopic appendectomy の臨床
学的意義 国立病院熊本医療センター外科 酒匂 照生

RS-01-2 BMI 51 kg/m2の高度肥満患者の急性虫垂炎に対して腹腔鏡下虫垂切除術を施行
した 1例 岡山済生会総合病院外科 宮本 孝平

RS-01-3 虫垂炎を契機に発見された肺移植後のリンパ増殖性疾患（Post-transplant
lymphoproliferative disorder：PTLD）の 1例 福岡大学消化器外科 坂本 恭平

RS-01-4 潰瘍性大腸炎に対する大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術後の一時的回腸人工肛門閉
鎖後に生じたAfferent limb syndrome による横隔膜傍裂孔ヘルニアの 1例

琉球大学第一外科 亀浜 郁佳
RS-01-5 術前診断可能であったMeckel 憩室炎の穿孔による汎発性腹膜炎の 1例

板橋中央総合病院外科・腹腔鏡手術センター 古谷未央子
RS-01-6 術中 ICG蛍光法による腸管血流評価が有用であった上腸間膜静脈血栓症の 1例

砂川市立病院外科 三國 夢人
RS-01-7 バウヒン弁近傍に粘膜下腫瘍を呈し腸閉塞をきたした腸管子宮内膜症の一例

自治医科大学附属さいたま医療センター一般・消化器外科 手島 健吾
RS-01-8 鏡視下人工肛門造設術の安全性と有用性の検討 国立病院熊本医療センター外科 中村 尋
RS-01-9 骨形成を伴う小腸GISTの一例 りんくう総合医療センター外科 野本未佳子
RS-01-10 左後腹膜巨大Ganglioneuroma の 1 例 鶴岡市立荘内病院外科 栢原 一洋

RS-02 研修医の発表セッション「大腸・直腸」
4 月 9 日（金）16：30～17：30 第 6 会場

司会：公益財団法人がん研究会有明病院 秋吉 高志

RS-02-1 原発不明癌加療中に腸管気腫症を呈し，漿液性腺癌の診断に至った 1症例
関西医科大学付属病院消化管外科 森岡 咲耶

RS-02-2 主リンパ節転移を認めた SM軽度浸潤盲腸癌の一例 宇治徳洲会病院外科 鈴木 謙
RS-02-3 盲腸癌に起因した成人腸重積症に対し，腹腔鏡下回盲部切除術を施行した 1例

草津総合病院一般消化器外科 松本 日向
RS-02-4 切除不能MSI-H 大腸癌に対し免疫チェックポイント阻害剤が奏功し外科切除し

得た 1例 厚生連長岡中央綜合病院外科 廣井 颯
RS-02-5 術前動脈血液ガス所見は下部消化管穿孔術後 SSI 発生の予測に有用である

藤田医科大学ばんたね病院消化器外科 国村 祥樹
RS-02-6 上部消化管バリウム検査後に S状結腸穿通及び術後縫合不全をきたした 1例

川崎病院 青江 丈
RS-02-7 遠隔リンパ節転移と腹膜播種を伴う Stage IV 直腸癌の化学療法中に脳転移，椎

体転移が出現し，集学的治療により長期生存が得られている 1例 常滑市民病院 後藤亮太朗
RS-02-8 切除困難な直腸多発進行癌が SOX療法による化学療法後に根治切除できた 1例

獨協医科大学埼玉医療センター外科 須鴨 耕平
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RS-02-9 直腸腫瘍切除術における腹腔鏡手術とロボット支援手術の短期成績の比較
獨協医科大学埼玉医療センター外科 泉 貴大

RS-02-10 直腸癌局所再発に対するロボット支援直腸切除術後に発生した下肢コンパート
メント症候群の 1例 獨協医科大学埼玉医療センター 鈴木 章仁

RS-03 研修医の発表セッション「消化管 2」
4 月 9 日（金）15：30～16：36 第 7 会場

司会：獨協医科大学日光医療センター 山口 悟

RS-03-1 限局性病変に伴う蛋白漏出性胃腸症に対して小腸部分切除術が奏功した一例
聖路加国際病院消化器・一般外科 黒瀨 絢子

RS-03-2 胃切除・Roux-en Y 再建術後 8年経過し，Y脚吻合部の過大が誘因となったと
考えられる逆行性腸重積の 1例 聖路加国際病院消化器・一般外科 松井 優子

RS-03-3 胃切除術後患者の千切り人参に起因する食餌性腸閉塞の一例 医仁会武田総合病院 森澤 遼
RS-03-4 腹腔鏡下に修復し得た子宮広間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性腸閉塞の 1症例

聖路加国際病院消化器・一般外科 遠藤 桜子
RS-03-5 5 度の小腸切除を経験し長期生存を得ている単形性上皮向性腸管T細胞リンパ

腫の一例 手稲渓仁会病院外科 篠原 陸斗
RS-03-6 当院における腸管悪性リンパ腫の切除症例の検討 姫路赤十字病院外科 岡野 寛
RS-03-7 腹腔鏡下摘出術を施行した大網原発孤立性線維性腫瘍の 1例

高知医療センター消化器外科 相田 眞咲
RS-03-8 腸管手術前に腸回転異常症合併と診断し，安全に施行し得た 3例 聖路加国際病院 青木 拓万
RS-03-9 当院における非閉塞性腸間膜虚血（NOMI）手術例の検討

北里大学上部消化管外科 下形 将央
RS-03-10 空腸原発Medullary carcinoma の 1 例 大分大学消化器・小児外科 河原 大和
RS-03-11 腹腔鏡下手術を行った大網原発神経内分泌腫瘍の 1例

奈良県立医科大学消化器・総合外科 成田 響

RS-04 研修医の発表セッション「心臓・血管・救急・外科全般」
4 月 9 日（金）15：30～16：36 第 8 会場

司会：浜松医科大学外科学第一講座 椎谷 紀彦

RS-04-1 腕頭動脈瘤に対する人工血管置換術後の人工血管感染，縦隔炎に対し，人工血
管抜去，非解剖学バイパス，有茎広背筋皮弁により感染を制御した 1例

神戸大学心臓血管外科 阪口 和憲
RS-04-2 上腸間膜動脈血栓症との鑑別が困難であった孤立性上腸間膜動脈解離の一例

砂川市立病院外科 佐野 峻司
RS-04-3 ＜演題取り下げ＞
RS-04-4 胸部鋭的外傷に対し胸腔鏡手術を施行した 1例 東京慈恵会医科大学外科 坪内 咲希
RS-04-5 心肺蘇生時の胸骨圧迫による外傷性肝損傷に対しDamage control surgery を行

い救命し得た 1例 製鉄記念室蘭病院外科・消化器外科 西尾 優希
RS-04-6 緊急手術により救命し得た上腸間膜静脈血栓症の一例

草津総合病院一般消化器外科 澤田真紀子
RS-04-7 原因不明の腹腔内遊離ガス像を認めた 2症例 川崎病院 櫻井 龍介
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RS-04-8 左睾丸摘出を行ったフルニエ壊疽の一例 名古屋第一赤十字病院一般消化器外科 小澤 亮太
RS-04-9 低血糖症状を伴う骨盤内孤立性線維性腫瘍（SFT）再発の一例

医仁会武田総合病院 小無田 航
RS-04-10 神経内分泌腫瘍を併存した成人後腹膜成熟囊胞性奇形腫の 1例

琉球大学消化器・腫瘍外科 玉城 頼人
RS-04-11 膵癌化学療法中に発症した中心静脈ポートによる上大静脈血栓症の一例

市立四日市病院外科 永井 秀征

RS-05 研修医の発表セッション「胃・十二指腸」
4 月 9 日（金）15：30～16：30 第 9 会場

司会：愛媛大学消化管・腫瘍外科学講座 渡部 祐司

RS-05-1 脾動脈塞栓術後の幽門側胃切除術に対し，ICG蛍光法を用いて血流評価を行っ
た 1例 加古川中央市民病院外科 菅野 克也

RS-05-2 食道胃接合部の狭窄により経口摂取不能であった進行胃癌症例に対して，経鼻
経管栄養と術前化学療法を行い根治切除し得た 1例 ベルランド総合病院外科 丸山 南

RS-05-3 頻回なる内視鏡的止血に難渋し胃切除に至った放射性出血性胃炎の 1例
釧路労災病院外科 水町 浩暢

RS-05-4 胃癌を発症したロックドイン状態のALS患者に対してロボット支援下胃全摘
徳島大学消化器・移植外科 仲須 千春

RS-05-5 MANEC（Mixed adenoneuroendocrine carcinoma）と腺癌による同時性 3多発
胃癌の 1例 名古屋第一赤十字病院一般消化器外科 青木 優大

RS-05-6 両側卵巣転移を伴う高度進行胃癌に対するコンバージョン手術の検討
京都第一赤十字病院外科 池下 千彬

RS-05-7 胃十二指腸潰瘍穿孔に対する腹腔鏡手術の有用性についての検討
国立病院熊本医療センター外科 椿原 拡樹

RS-05-8 十二指腸潰瘍が肝嚢胞内に穿通し治療方針決定に苦慮した 1例
岡山市立市民病院外科 中山恵利香

RS-05-9 SMA塞栓症による十二指腸虚血に対し血栓溶解動注療法が奏功し，再発予防目
的にTEVARを施行した一例 砂川市立病院外科 植林 毅行

RS-05-10 膵頭十二指腸切除術を施行し術後 27 ヶ月無再発生存中の十二指腸原発未分化癌
の 1例 済生会福岡総合病院外科 松田 真和

RS-06 研修医の発表セッション「食道」
4 月 9 日（金）16：30～17：12 第 9 会場

司会：横浜市立大学医学部附属病院 利野 靖

RS-06-1 肺慢性感染症を合併した胸部中部食道癌に対して安全に縦隔鏡下食道切除術を
施行した 1例 京都第一赤十字病院外科 金澤 宏恕

RS-06-2 ハイリスク食道腫瘍患者の二期的再建経路温存のためにMICS 施行した 1例
京都第一赤十字病院 越江 裕基

RS-06-3 食道癌術後大動脈周囲リンパ節再発切除の一例 帯広厚生病院外科 石井 佑
RS-06-4 食道神経内分泌細胞癌，腹部大動脈瘤，脳転移：3分割手術の経験

姫路赤十字病院外科 脇 翔平
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RS-06-5 右鎖骨下動脈起始異常を有する胸部食道癌に対して胸腔鏡下食道切除を施行し
た 2例 国立国際医療研究センター外科 麻生 健太

RS-06-6 集学的治療により長期生存を得られている stage IV 食道胃接合部腺癌の 1例
熊本大学消化器外科 久野 祐樹

RS-06-7 術前化学療法を行い，胸腔鏡下に完全切除し得た食道GISTの一例 大阪労災病院 村川 哲也

RS-07 研修医の発表セッション「胆道 1」
4 月 9 日（金）15：30～16：12 第 10 会場

司会：愛知医科大学病院消化器外科 佐野 力

RS-07-1 免疫チェックポイント阻害薬との関連が疑われた急性胆嚢炎に対し緊急腹腔鏡
下胆嚢摘出術にて治療し得た一例 済生会福岡総合病院外科 溝上 玄龍

RS-07-2 Mirizzi 症候群を呈した胆嚢十二指腸瘻を伴う急性胆嚢炎に対し腹腔鏡下胆嚢摘
出術を施行した 1例 天使病院 別所 光

RS-07-3 胆嚢亜全摘術後の遺残胆嚢炎に対する治療戦略 済生会熊本病院外科センター 手嶋 大清
RS-07-4 穿孔を伴う先天性胆道拡張症に対し，腹腔鏡下胆嚢外瘻造設術を施行した一例

東京慈恵会医科大学外科 鎌田絵里奈
RS-07-5 COVID-19 入院時の CTで偶然見つかり，根治切除可能であった肝門部領域胆管

癌の一例 聖路加国際病院消化器・一般外科 津端 悠
RS-07-6 胆嚢に発生したリンパ芽球性リンパ腫の 1例 関西医科大学外科 仁志川麗子
RS-07-7 肝転移を伴う切除不能十二指腸乳頭部癌に対して化学療法が著効し根治切除し

得た 1例 りんくう総合医療センター外科 仁紙 祐人

RS-08 研修医の発表セッション「胆道 2」
4 月 9 日（金）16：12～16：54 第 10 会場

司会：横浜市立大学医学部消化器・腫瘍外科 松山 隆生

RS-08-1 腹痛・嘔吐にて発症したBouveret 症候群の 1例 国立病院熊本医療センター外科 大塚 駿太
RS-08-2 完全内臓逆位を伴った胆石性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の 1例

済生会熊本病院外科 眞鍋笙之介
RS-08-3 胆嚢摘出前の胆嚢動脈塞栓術が有用であった外傷性胆嚢出血の一例

JA北海道厚生連旭川厚生病院外科 伊藤啓一郎
RS-08-4 持続性胆道出血を伴う胆嚢仮性動脈瘤の一救命例 りんくう総合医療センター外科 松田 大樹
RS-08-5 胆管内乳頭状腫瘍（intraductal papillary neoplasm of bile duct：IPNB）の 1切

除例 大阪労災病院外科 川端 健太
RS-08-6 術中 Real-time 3D胆管造影を併用した胆道手術 徳島市民臨床研修医 山崎 寛門
RS-08-7 拡大胆嚢摘出術および術後補助化学療法を施行し長期生存が得られた傍大動脈

リンパ節転移を伴う胆嚢癌の 1例 大阪市立大学肝胆膵外科 Changgi An
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RS-09 研修医の発表セッション「呼吸器」
4 月 9 日（金）16：30～17：24 第 11 会場

司会：新潟大学医学部附属病院第二外科 土田 正則

RS-09-1 慢性関節リウマチ患者における非小細胞肺癌自然消退 聖隷浜松病院呼吸器外科 山本 真輝
RS-09-2 根治的化学放射線療法後の局所再発に対してサルベージ手術を行った小細胞肺

癌の一例 鳥取大学医学部附属病院卒後臨床研修センター 安田 健悟
RS-09-3 全身状態（PS）不良が腫瘍に起因すると判断して外科的切除を行い PSの改善

を得た原発性肺癌の 3例 近畿大学外科 神波奈央子
RS-09-4 肺部分切除術後にMycobacterium abscessus 膿胸を発症し治療に難渋した 1症

例 兵庫県立尼崎総合医療センター呼吸器外科 鉄本 啓介
RS-09-5 術前に切除側肺動脈血栓塞栓症を発症し治療に難渋した原発性肺癌の 1例

東京慈恵会医科大学外科 巽 厚都
RS-09-6 ＜演題取り下げ＞
RS-09-7 高齢者両側同時多発肺癌に対して二期的にロボット支援胸腔鏡下区域切除を

行った一例 鳥取大学胸部外科 梅木 真奈
RS-09-8 多発肺嚢胞と多発肺結節を伴ったALアミロイドーシスの 1例

和歌山県立医科大学第一外科 太根 美聡
RS-09-9 右肺 S3 区域切除後の残存上葉に高度鬱血をきたしたが，保存的加療で軽快した

1切除例 近畿大学外科 櫻井 真倫

RS-10 研修医の発表セッション「小児・腹壁・ヘルニア」
4 月 9 日（金）15：30～16：30 第 17 会場

司会：国家公務員共済組合連合会斗南病院消化器外科センター 川原田 陽

RS-10-1 診断に時間を要した脾捻転・脾 塞の 1例 北海道大学消化器外科 I 永井 一真
RS-10-2 アルカリ誤飲による腐食性食道炎，難治性食道狭窄を来した 1幼児例

北海道大学消化器外科 I 竹元小乃美
RS-10-3 腹腔鏡観察が有用であった臍部子宮内膜症の一例

兵庫県立加古川医療センター研修医 廣辻 敬士
RS-10-4 魚骨による小腸穿孔を伴った高齢男性の閉鎖孔ヘルニア嵌頓の一例

京都第一赤十字病院外科 俣野 弘貴
RS-10-5 食道癌術後の食道裂孔ヘルニア陥頓に対して緊急で腹腔鏡下に手術を施行した 1

症例 鹿児島市立病院外科 山門 仁
RS-10-6 成人に発症した鼡径ヘルニア嵌頓に伴う S状結腸・精巣壊死の 1例

済生会熊本病院外科 大島 慶久
RS-10-7 2 度の腹腔鏡下手術で切除しえた精索脱分化型脂肪肉腫の 1例

JA徳島厚生連吉野川医療センター外科 武原悠花子
RS-10-8 腹腔鏡下に修復した左腎摘出術後上腰ヘルニアの 1例

JA徳島厚生連吉野川医療センター外科 岩川 陽介
RS-10-9 TEP で修復を行ったDe Garengeot’s hernia の 1 例 済生会熊本病院外科 縫田 竜青
RS-10-10 虫垂切除の不要であった de Garangeot hernia の 1 例

名古屋第一赤十字病院一般消化器外科 井上 学
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RS-11 研修医の発表セッション「肝臓」
4 月 10 日（土）15：20～16：20 第 9 会場

司会：北海道大学大学院医学研究科消化器外科分野 I 神山 俊哉

RS-11-1 透析患者に対し腹腔鏡下肝切除を施行した一例
がん・感染症センター都立駒込病院肝胆膵外科 金原 由季

RS-11-2 切除不能肝門部胆管癌に対して化学療法が奏功しConversion Surgery し得た 1
例 関西医科大学外科 大舟 晃平

RS-11-3 心嚢穿破を伴う肝エキノコックス症に対して外科的治療が奏功した 1例
北海道大学消化器外科 I 山本 葉一

RS-11-4 肝細胞癌術後肝内多発再発に対し lenvatinib 投与により長期CRが得られた 1例
関西医科大学外科 濱本 貴大

RS-11-5 生体肝移植後肝細胞癌再発に対し新規分子標的薬を含む集学的治療により長期
生存が得られた一例 北海道大学消化器外科 I 鈴木 麗美

RS-11-6 肝腎症候群による腎不全を併発した非代償性肝硬変症例に対する，脳死肝単独
移植，脳死肝腎同時移植症例の検討 北海道大学消化器外科 I 伊藤 栄祐

RS-11-7 生体肝移植後に急性心筋 塞を来した原発性胆汁性胆管炎の一例
京都大学肝胆膵・移植外科 岩下 晶穂

RS-11-8 脂肪由来幹細胞ADSCからの Super HLC（肝細胞様細胞）の創出
愛媛県立中央病院初期臨床研修医 高橋 叡

RS-11-9 十二指腸原発悪性Triton 腫瘍術後 13 年目に発生した肝転移の一例
北海道大学消化器外科 I 大橋 慶太

RS-11-10 増大傾向を示す肝外門脈瘤に対し門脈形成術を施行した一例
北海道大学消化器外科 I 石川 昂弥

RS-12 研修医の発表セッション「膵臓」
4 月 10 日（土）16：20～17：26 第 9 会場

司会：帝京大学ちば総合医療センター 山崎 将人

RS-12-1 ITPNに対して膵体尾部切除術を行った 1例
自治医科大学さいたま医療センター一般消化器外科 清水 友哉

RS-12-2 膵外神経叢浸潤が非常に広範囲であったT S1 膵癌の 1例
自治医科大学さいたま医療センター一般消化器外科 藤野 聖人

RS-12-3 総肝動脈閉塞を伴う膵頭部癌に対して膵頭十二指腸切除術を施行した 1例
奈良県立医科大学消化器・総合外科 中島 諒

RS-12-4 門脈動脈化による肝線維化の長期経過の評価を shear wave elastography を用い
て行った膵頭部癌膵頭十二指腸切除術後の一例 太田西ノ内病院外科 髙野 祥一

RS-12-5 インスリノーマの 1例 八千代病院外科 清水 遼一
RS-12-6 膵体尾部切除後の膵液漏に対するTrafermin 治療 京都第一赤十字病院外科 河村 太陽
RS-12-7 分枝型膵管内乳頭粘液性腫瘍に対してロボット支援下尾側膵切除術を行った 1

例 獨協医科大学埼玉医療センター外科 細谷 東生
RS-12-8 十二指腸ガストリノーマのリンパ節転移再発に対し亜全胃温存膵頭十二指腸切

除術を施行し，術後 7日目に退院した一例 聖路加国際病院消化器・一般外科 曽田 祐民
RS-12-9 ＜演題取り下げ＞
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RS-12-10 腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術の後方視的解析研究 関西労災病院消化器外科 福本 結子
RS-12-11 腹腔鏡下で切除し得た空腸に発生した異所性膵嚢胞の一例 東北公済病院外科 下山 怜子

RS-14 研修医の発表セッション「乳腺・甲状腺」
4 月 10 日（土）16：20～17：14 第 14 会場

司会：京都大学乳腺外科 戸井 雅和

RS-14-1 センチネルリンパ節生検転移陰性で乳房内リンパ節転移を認めた 1例
富山大学消化器・腫瘍・総合外科 金谷 瑛美

RS-14-2 巨大肝転移にて発見された潜在性乳癌に対しパルボシクリブが著効した 1例
富山大学消化器・腫瘍・総合外科 満保 美聡

RS-14-3 4 型胃癌様形態を呈した乳癌胃転移の 1例 宇治徳洲会病院外科 若園 依未
RS-14-4 術後 1年で再発を認めた腫瘍浸潤径 2.5mmの HER2 陽性乳癌の 1例

防衛医科大学校外科 今野 福巳
RS-14-5 左腋窩リンパ節により発生した原発不明癌 八千代病院外科 前畑 昂洋
RS-14-6 ＜演題取り下げ＞
RS-14-7 リン製剤での加療により三次性副甲状腺機能亢進症を生じたFGF23 関連低リン

血症性くる病・骨軟化症の 2症例 東京大学乳腺内分泌外科 松崎友里江
RS-14-8 乳房全切除後のドレーンの留置期間の検討 東京医科歯科大学乳腺外科 印南 優衣
RS-14-9 当院での乳癌患者におけるBRCA遺伝学的検査の現状 久留米大学外科 井上 洋史
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医学生の発表セッション
RS-13 医学生の発表セッション「医学生の発表セッション」
4 月 10 日（土）15：20～16：20 第 14 会場

司会：千葉メディカルセンター 高石 聡

RS-13-1 腸閉塞をきたした回腸子宮内膜症の一例 千葉大学 小倉 優弥
RS-13-2 閉塞性黄疸を伴う B4 肝細胞癌の根治手術例の経験 山鹿市民医療センター外科 井上惠二朗
RS-13-3 Angiogenesis in cancer-associated acinar-to-ductal metaplasia lesion around the

invasive front of pancreatic cancer. 九州大学臨床・腫瘍外科 費 双
RS-13-4 膵癌における術前治療の術後補助療法に与える影響の検討 大阪大学消化器外科 藤井 純一
RS-13-5 TAK1 陽性 CAF と膵臓癌の進行との関係に関する研究 九州大学臨床・腫瘍外科 盛 楠
RS-13-6 重症心身障がい者に対して卵巣嚢腫摘出術，喉頭摘出術，胃瘻造設術を施行し

た 1 例―その治療戦略についての考察― 旭川医科大学外科学講座小児外科 畑山 達思
RS-13-7 腹壁腫瘍切除後に大腿外側広筋皮弁による腹壁再建術を施行した 1 例

富山大学消化器・腫瘍・総合外科 奥村 梨聖
RS-13-8 COVID-19 流行下における外科オンライン実習を終えた学生による所感と提言

東京大学乳腺内分泌外科 辻 有恒




