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特別企画
SP-1 特別企画 1「COVID-19 は外科医療にどのような影響を及ぼしたか―現状と展望―」
4 月 14 日（木）8：00～10：00 第 1 会場（熊本城ホール 4F メインホール）

司会：東京医科大学呼吸器・甲状腺外科学分野 池田 徳彦
北海道大学消化器外科 I 武冨 紹信

特別発言：東京大学消化管外科 瀬戸 泰之

SP-1-1 《外国人名誉会員授与記念講演》Impact of the COVID-19 pandemic on surgery
2020-2022：A perspective from the United States

Dept of Surgery, The Ohio State Univ, USA E. Christopher Ellison
SP-1-2 Covid 19 禍における外科系救急疾患の対応の現況と実践 公立陶生病院外科 木村 海斗
SP-1-3 COVID-19 治療での二次救急，三次救急，新患紹介を完全閉鎖することによる通

常外科治療の影響―公立病院としてどのように戦って，外科医療にどのように
影響したか？ 市立札幌病院心臓血管外科 中村 雅則

SP-1-4 新型コロナウイルス感染症の術前スクリーニング 4000 症例と緊急手術から得た
教訓と課題 名古屋市立大学消化器外科 柳田 剛

SP-1-5 新型コロナウイルス感染防止を目指した一般手術室におけるエアロゾル拡散シ
ミュレーション 浜松医療センター消化器外科 原田 岳

SP-1-6 COVID-19 pandemic 前後の大腸癌診療の変化―地域がん診療連携拠点病院の視
点から― 京都岡本記念病院消化器外科 工藤 道弘

SP-1-7 新型コロナウィルスパンデミック下における肝胆膵外科領域疾患トリアージの
有効性および安全性に関する検討 順天堂大学消化器外科 高橋 敦

SP-1-8 COVID-19 感染流行が臓器提供と脳死下・心停止後臓器移植に及ぼした影響と今
後の展望 藤田医科大学移植・再生医学 伊藤 泰平

SP-2 特別企画 2「外科医の働き方改革と特定行為研修修了者の協働」
4 月 14 日（木）13：10～15：10 第 2 会場（熊本城ホール 2F シビックホール A）

司会： 日本大学小児外科 越永 従道
自治医科大学消化器一般移植外科 佐田 尚宏

特別発言：福岡和白病院総院長 富永 隆治

SP-2-1 当院における「外科医の働き方改革」 加古川中央市民病院外科 金田 邦彦
SP-2-2 特定行為研修修了者の導入による医師の時間外勤務の変化

昭和大学消化器・一般外科 山崎 達哉
SP-2-3 外科領域で診療看護師（NP）が行う特定行為と有用性

国立病院大阪医療センターチーム医療推進室 本持 知子
SP-2-4 当院における地域医療を守る抜本的働き方改革の取り組み

自治医科大学消化器一般移植外科 佐田 尚宏
SP-2-5 診療看護師（NP）によるタスク・シフティングの効果

藤田医科大学病院中央診療部 FNP 室 谷田 真一
SP-2-6 外科配属診療看護師（NP；Nurse Practitioner）による特定行為実践の現状と有

効性 国立病院機構長崎医療センター外科診療看護師 中原 未智
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SP-3 特別企画 3「男女を問わず外科医が輝き続けるために」
4 月 14 日（木）15：10～17：10 第 2 会場（熊本城ホール 2F シビックホール A）

司会：順天堂大学医学部附属順天堂医院 齊藤 光江
高槻赤十字病院 平松 昌子

特別発言：福岡学園（福岡歯科大学）理事長，九州大学名誉教授 水田 祥代

SP-3-1 ハイボリュームセンターにおける持続可能な働き方改革
がん研有明病院乳腺センター外科 阿部 朋未

SP-3-2 持続可能社会における外科医の働き方 男女ともに輝き続けるために必要なこ
と 東北大学総合外科 柏舘 俊明

SP-3-3 東邦大学ダイバーシティ推進センターの活動 東邦大学呼吸器外科 東 陽子
SP-3-4 地方大学病院における女性外科医も輝ける働き方改革～当教室の目指す Well

being で Sustainable な働き方～ 広島大学消化器・移植外科 黒田慎太郎
SP-3-5 男性外科医の育児休業が持つ無限の可能性―男女の価値観を共有できる理想の

職場環境作りへの提言― 神戸市立医療センター西市民病院 姚 思遠
SP-3-6 ステレオタイプ・スレットという問題とニュースレターの果たす役割

岡山済生会総合病院外科 竹原 裕子
SP-3-7 男女共同参画社会の実現が進めるわが国の働き方改革―福祉国家スウェーデン

での経験から― がん研有明病院消化器センター消化器外科 熊谷 厚志
SP-3-8 Acute Care Surgery 部門がもたらす外科医の quality of life の向上：北米のエビ

デンス 帝京大学救命救急センター 伊藤 香

SP-4 特別企画 4「NCDデータから紡ぐ外科学の進歩」
4 月 15 日（金）13：30～15：30 第 2 会場（熊本城ホール 2F シビックホール A）

司会： 東京大学消化管外科 瀬戸 泰之
京都大学心臓血管外科 湊谷 謙司

特別発言：埼玉県立病院機構理事長 岩中 督

SP-4-1 消化管領域における NCD 研究の利活用 神戸大学食道胃腸外科 掛地 吉弘
SP-4-2 肝胆膵領域における NCD データ解析研究と ACS-NSQIP から学ぶ外科医療成績

向上へのステップ 福島県立医科大学肝胆膵・移植外科 丸橋 繁
SP-4-3 NCD 乳がん登録の現状と問題点 帝京大学外科 神野 浩光
SP-4-4 JCVSD がもたらした心臓血管外科学の進歩

東邦大学佐倉医療センター心臓血管外科 本村 昇
SP-4-5 NCD Feedback システムにおける肺癌手術 Risk Calculator と長期予後との関連

性について がん研有明病院呼吸器センター外科 松浦 陽介
SP-4-6 非小細胞肺癌の術後合併症の危険因子の分析：NCD risk calculator との比較も

交えて 金沢医科大学呼吸器外科 本野 望



第 122 回日本外科学会定期学術集会

プ
ロ
グ
ラ
ム

■70 The 122nd Annual Congress of Japan Surgical Society

SP-5 特別企画 5「外科系新専門医制度の現状，課題そして展望」
4 月 15 日（金）15：30～17：30 第 2 会場（熊本城ホール 2F シビックホール A）

司会：川崎医科大学心臓血管外科 種本 和雄
名古屋大学消化器外科 小寺 泰弘

特別発言：遠賀中間医師会おかがき病院 兼松 隆之

SP-5-1 若手外科医から見た新外科専門医の現状と展望 熊本大学消化器外科 丸野 正敬
SP-5-2 市中病院における外科系新専門医制度の現状と課題―専攻医の立場から―

聖路加国際病院外科 出口 晴教
SP-5-3 大都市急性期病院の研修医と専攻医に対する意識調査から新専門医制度につい

て考える 大阪赤十字病院外科 森 章
SP-5-4 外科系新専門医制度におけるサブスペシャルティとしての小児外科専門医の役

割と今後の課題 日本小児外科学会専門医制度委員会 家入 里志
SP-5-5 医学教育の観点から考える我が国の外科専門医制度の課題と展望

北海道大学消化器外科 II 倉島 庸

SP-6 特別企画 6「医療安全を支えるNon-Technical Skills」
4 月 16 日（土）8：00～10：00 第 1 会場（熊本城ホール 4F メインホール）

司会：九州大学病院医療安全管理部/（公財）日本医療機能評価機構 後 信
熊本大学病院医療の質安全管理部 近本 亮

特別発言：東京医療保健大学医療栄養学科 小西 敏郎

SP-6-1 医療関係者間コミュニケーションアプリ「JOIN」を用いた緊急大動脈疾患への
取り組み 東京慈恵会医科大学外科 原 正幸

SP-6-2 ロボット支援呼吸器外科手術を安全に行うためのノンテクニカルスキル―若手
（under40）のみでロボットチームを立ち上げた経験から―

兵庫医科大学呼吸器外科 橋本 昌樹
SP-6-3 呼吸器外科における危機的状況に対するノンテクニカルスキルの向上をめざし

たシナリオ型シミュレーションの実際 信州大学呼吸器外科 濱中 一敏
SP-6-4 当院手術部における患者安全のための多職種連携の取り組み―安心安全な手術

を提供するために― 市立東大阪医療センター医療の質・安全管理部 山田 晃正
SP-6-5 Non-technical skill としてのコンサルテーション技術の卒前教育―外科救急症例

の円滑な医療連携のために―
自治医科大学先端医療技術開発センター医療技術トレーニング部門 遠藤 和洋

SP-6-6 「大学病院における多職種ノンテクニカルスキルの実践」安全管理確保のための
質改善向上の取り組み 宮崎大学医学部附属病院医療安全管理部 綾部 貴典

SP-6-7 当院における鏡視下手術に対する医療安全向上に関わる取り組み
滋賀医科大学医療安全管理部 清水 智治
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SP-7 特別企画 7「外科発展の礎―外科志望者増加のための取り組み」
4 月 16 日（土）8：00～10：00 第 6 会場（熊本城ホール 3F 会議室 A2）

司会：国立病院機構大阪刀根山医療センター 奥村明之進
群馬大学総合外科学講座 調 憲

SP-7-1 研修医のニーズから外科志望者増加の方略を探る：市中病院における外科志望
者増加の取り組み 聖路加国際病院外科専門研修管理委員会 鈴木 研裕

SP-7-2 外科医志望者増加のためのマーケティング，実践，発信の取り組み
がん・感染症センター都立駒込病院外科 脊山 泰治

SP-7-3 本学における外科志望者増加のための取り組み
横浜市立大学シミュレーションセンター 秋山 浩利

SP-7-4 当院におけるロボット支援手術トレーニングを基軸とした外科志望者増加の取
り組み 名古屋市立大学消化器外科 高橋 広城

SP-7-5 手術体験実習は外科医を増やすか？―Surgical lab の進路選択に与える影響の評
価― 大分大学消化器・小児外科 白下 英史

SP-7-6 外科医増加のために外科基幹病院ができること 国立国際医療研究センター外科 山田 和彦
SP-7-7 教室における外科へ興味を持ってもらうための取り組み・工夫

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科 又木 雄弘
SP-7-8 外科医獲得にむけた神戸大学外科学講座の取り組み 神戸大学肝胆膵外科 小松 昇平

SP-8 特別企画 8「手術教育のイノベーション」
4 月 16 日（土）10：00～12：00 第 6 会場（熊本城ホール 3F 会議室 A2）

司会： 多摩丘陵病院 小澤 壯治
京都大学呼吸器外科 伊達 洋至

特別発言：名古屋セントラル病院 中尾 昭公

SP-8-1 消化器外科臨床実習における Virtual Reality 技術の効果 日本医科大学消化器外科 進士 誠一
SP-8-2 生体心臓シミュレーターに四次元 Virtual reality 技術を応用した新たな手術教育

システム 滋賀医科大学心臓血管外科 神谷 賢一
SP-8-3 Uniportal VATS の習得と発展を目指した手術教育プログラム―動物心肺ハイブ

リッドモデル・VR・オンラインカンファレンスの活用― 近畿大学外科 千葉 眞人
SP-8-4 CT データに基づいた軟性 3D 気道モデルを利用した気管気管支再建術トレーニ

ングおよび個別化シミュレーションプログラムの開発
がん研有明病院呼吸器センター外科 橋本 浩平

SP-8-5 学生からベテランまでの各世代の外科医が作り上げる大動物手術手技研修
筑波大学消化器外科 古屋 欽司

SP-8-6 コロナ禍におけるカダバーサージカルトレーニング～第 121 回日本外科学会の
経験～ 千葉大学食道胃腸外科 加野 将之
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SP-9 特別企画 9「過去から未来に繋げる災害医療と外科医の役割」
4 月 16 日（土）13：20～15：20 第 6 会場（熊本城ホール 3F 会議室 A2）

司会：東京医科歯科大学救命救急センター 大友 康裕
佐賀大学医学部附属病院 阪本雄一郎

SP-9-1 過去から学ぶ大規模災害における外科医と外科医局の役割 東北大学総合外科 宮城 重人
SP-9-2 災害復興期における地域に密着した外科診療と実地研究の両立―福島第一原子

力発電所事故の経験から― 常磐病院 澤野 豊明
SP-9-3 大規模災害時における外科医の役割と今後の課題について―熊本地震，令和 2

年 7 月豪雨を経験して― 熊本労災病院外科 飯坂 正義
SP-9-4 大規模災害支援における外科医の役割と展望 岡山済生会総合病院救急科 稲葉 基高
SP-9-5 南海トラフ地震，津波被害が想定される大学病院での肝胆膵・移植外科医の役

割と課題 三重大学肝胆膵・移植外科，災害対策推進・教育センター 岸和田昌之
SP-9-6 災害医療において必要とされる外科的 skill と外科医の役割～紛争地における外

科治療の経験から～ 特定非営利活動法人国境なき医師団日本 久留宮 隆


