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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（1）「肝胆膵 1」
4 月 15 日（金）13：30～14：30 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：出水総合医療センター 花田 法久

RS-01-1 胃への広汎な浸潤を伴う径約 25cm の単発巨大肝細胞癌に対して左肝切除＋胃切
除術にて切除し得た 1 例 聖路加国際病院消化器・一般外科 渡部 雅崇

RS-01-2 超高齢肝癌に対し腹腔鏡下再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 横山真太郎

RS-01-3 多発性肝嚢胞 2 型に対して右肝切除を施行した 1 例
藤田医科大学ばんたね病院消化器外科 国村 祥樹

RS-01-4 肝細胞癌術後腹膜播種再発を疑い摘出したデスモイド型線維腫症の一例
北海道大学消化器外科 I 伊藤啓一郎

RS-01-5 生体肝移植で治療し得た肝内門脈肝静脈シャントの 1 例 北海道大学消化器外科 I 津坂 翔一
RS-01-6 肝動脈化学塞栓療法後に発生した多発肝膿瘍に対して治療に難渋した 2 例

大阪警察病院外科 桑原 実莉
RS-01-7 直腸静脈瘤に対して経回結腸静脈的直腸静脈瘤塞栓術を施行した 1 症例

国立病院別府医療センター外科 加藤 達樹
RS-01-8 直腸癌転移性肝腫瘍との鑑別が困難であった，reactive lymphoid hyperplasia の

1 切除例 滋賀医科大学外科学講座消化器・乳腺・小児・一般外科 大町 玲雄
RS-01-9 多発肝腫瘍に対し腹腔鏡下肝生検を行いエキノコックス症の診断となり，根治

切除をなし得た胃癌の 1 例 製鉄記念室蘭病院外科・消化器外科 成田 翔

RS-02 研修医の発表セッション（2）「肝胆膵 2」
4 月 15 日（金）14：30～15：30 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：熊本中央病院 那須 二郎

RS-02-1 肝門部領域胆管癌と遠位胆管癌の重複癌の 1 切除例
奈良県立医科大学消化器・総合外科 菊池真優子

RS-02-2 門脈輪状膵，置換右冠動脈を伴った遠位胆管癌に対し膵頭十二指腸切除術を施
行した 1 例 帯広厚生病院外科 西本 紀之

RS-02-3 術前に診断し得た浸潤性胆嚢内乳頭状腫瘍（Intaracholecystic papillary
neoplasm with associated invasive carcinoma）の一例 信州大学外科 宮下 遼平

RS-02-4 出産後に顕在化した膵頭部 Solid-pseudopapillary neoplasm の一例
鶴岡市立荘内病院外科 太田 悠自

RS-02-5 巨大膵粘液性嚢胞腫瘍破裂に対する手術経験 奈良県立医科大学消化器・総合外科 伊藤 栞
RS-02-6 腎細胞癌膵転移の術前診断にて尾側膵切除術を施行し，対照的な術後診断を得

た 2 例 聖路加国際病院消化器・一般外科 村田 桜子
RS-02-7 EUS-FNA に関連する腹膜播種が審査腹腔鏡にて診断された膵体部癌に対し，全

身化学療法後に腹腔鏡下 RAMPS を施行した一例 太田西ノ内病院外科 管野 由佳
RS-02-8 腎摘 24 年後の腎がん膵転移，膵体尾部切除後に残膵再発，膵全摘施行した 1 切

除例 京都第一赤十字病院外科 竹田 凌
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RS-02-9 門脈再建術後の吻合部狭窄に対して門脈ステント留置が有効であった 1 例
松山赤十字病院外科 髙階 悠

RS-02-10 正中弓状靭帯症候群に合併した膵内多発動脈瘤に対する治療に難渋した 2 例
富山大学消化器・腫瘍・総合外科 中尾 萌音

RS-02-11 出血制御不良な SMJN（Sister Mary Joseph’s nodule）に対して外科的切除によ
り QOL の改善を得た 1 例 東邦大学医療センター大森病院一般・消化器外科 溝口 敬基

RS-03 研修医の発表セッション（3）「肝胆膵 3」
4 月 15 日（金）15：30～16：30 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：熊本医療センター外科 宮成 信友

RS-03-1 腹腔鏡下胆嚢摘出時術時に胆管損傷を来した稀な胆嚢肝管の 1 例
信州大学消化器外科 吉田 和矢

RS-03-2 胆嚢摘出術時の胆管損傷に対して瘻孔空腸吻合術を施行した一例
加古川中央市民病院外科 吉村 陽

RS-03-3 DIC-CT が詳細な胆管走行の形態把握に有効であった腹腔鏡下胆嚢摘出術の 1 例
函館五稜郭病院外科 石村 陸

RS-03-4 超音波内視鏡下胆嚢ドレナージ施行時のステント逸脱に対して腹腔鏡下で修復
した一例 製鉄記念室蘭病院外科・消化器外科 西山 大翔

RS-03-5 大網由来のバンド形成により絞扼を来した胆嚢壊死の一例 熊本赤十字病院外科 小野 航平
RS-03-6 胆道シンチグラフィーが診断に有用であった Sphincter of Oddi dysfunction を合

併した胆嚢ジスキネジアの一例 東京慈恵会医科大学外科 杉村 莉乃
RS-03-7 術前診断がつき緊急手術に至った胆嚢捻転症の二例 東京都済生会中央病院 藤原 弘毅
RS-03-8 Intracholecystic papillary neoplasm の一例 国立病院岩国医療センター外科 土井田 進
RS-03-9 ＜演題取り下げ＞
RS-03-10 出血性十二指腸 GIST を契機に神経線維腫症 1 型が疑われた 1 例

神戸赤十字病院外科 菊池 茉優
RS-03-11 多発する十二指腸神経内分泌腫瘍と GIST を併発した神経線維腫症 1 型の 1 例

市立伊丹病院外科 池野 真穂
RS-03-12 胃空腸吻合部の空腸癌による悪性狭窄に対して腹腔鏡下十二指腸-空腸吻合術を

施行し空腸空腸吻合も要した一例 神戸市立医療センター西市民病院 谷野 敬輔

RS-04 研修医の発表セッション（4）「ヘルニア・腹壁」
4 月 15 日（金）16：30～17：30 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：都城医療センター 小森 宏之

RS-04-1 子宮内膜症を伴った成人 Nuck 管水腫の 1 例 鈴鹿中央総合病院外科 長谷川文哉
RS-04-2 異所性子宮内膜組織を伴う Nuck 管水腫の二例 国立病院熊本医療センター外科 落合みゆき
RS-04-3 術前診断に難渋した大腿ヘルニアに対して Hybrid 法が有効であった一例

大阪警察病院外科 中村 聡希
RS-04-4 下部消化管内視鏡検査にともなう医原性鼠径ヘルニア嵌頓の 2 例

熊本労災病院外科 安倍 悠乃
RS-04-5 絞扼した内膀胱上窩ヘルニアに対して腹膜切開法が有効であった一例

神戸市立医療センター西市民病院 口分田 尭
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RS-04-6 肝硬変に伴う難治性腹水から発症した成人傍直腸ヘルニア根治術の 1 例
熊本労災病院外科 宮城 大智

RS-04-7 胃大網動脈グラフトを用いた冠動脈バイパス術後横隔膜ヘルニア嵌頓に対し腹
腔鏡下に整復し有茎肝円索によるヘルニア門被覆を施行した 1 例

滋賀医科大学消化器外科 高尾 浩司
RS-04-8 腹腔鏡下胃全摘術後の横隔膜ヘルニアとピーターセンヘルニアにより絞扼性腸

閉塞を来した一例 長崎県五島中央病院外科 井上 知晃
RS-04-9 後縦隔腫瘍と思われた食道裂孔大網ヘルニアの 1 例 聖隷浜松病院外科 植田 浩太
RS-04-11 当院における高分化型乳頭状腹膜中皮腫の診療経験

草津総合病院消化器外科・腹膜播種センター 塩見 涼菜
RS-04-12 水腎症を伴う後腹膜原発成人リンパ管腫の一例 昭和大学消化器・一般外科 幕内 陽亮

RS-05 研修医の発表セッション（5）「下部消化管」
4 月 15 日（金）13：30～14：30 第 12 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B2）

司会：荒尾市民病院外科 勝守 高士

RS-05-1 ロボット補助下に切除した膜性腎症を合併した直腸癌の 1 例
淀川キリスト教病院外科 丸山 耕平

RS-05-2 術前化学療法後にロボット支援下手術を施行した局所進行直腸癌の一例
函館五稜郭病院外科 大塚 観喜

RS-05-3 術前化学療法で病理学的完全奏効が得られ長期生存した，腹部大動脈周囲リン
パ節転移を伴う進行横行結腸癌の一例 NTT 東日本関東病院外科 尾崎 広登

RS-05-4 化学療法を先行し断端陰性を確保し得た腸腰筋膿瘍を伴う下行結腸癌の 1 例
黒部市民病院外科 宮崎賢太郎

RS-05-5 腸重積を併発した巨大上行結腸癌の 1 例 医誠会病院消化器外科 高橋 克弥
RS-05-6 虫垂開口部にかかる腫瘍性病変に対して術中下部消化管内視鏡補助下に腹腔鏡

下単孔式盲腸部分切除術を施行した一例 近江八幡市立総合医療センター外科 矢原 愛純
RS-05-7 肝性脳症により発見された閉塞性下行結腸癌の 1 例

兵庫県立加古川医療センター外科 上田 拓司
RS-05-8 左付属器切除・人工肛門造設後，人工肛門部に再発をみとめた卵巣癌 S 状結腸

浸潤の一例 公立豊岡病院外科 西崎 颯良
RS-05-9 Rhabdoid feature を呈した横行結腸癌の 1 切除例 松阪中央総合病院外科 山本 雅人
RS-05-10 S 状結腸間膜由来の脱分化型脂肪肉腫の 1 例 足利赤十字病院外科 天下井恵理
RS-05-11 進行再発大腸癌に対して Pembrolizumab 療法が著効した 1 例

京都第一赤十字病院外科 柴田 駿介
RS-05-12 回盲部切除術後 10 ヵ月目に発症した遅発性縫合不全の 1 例 函館五稜郭病院外科 佐藤 和輝

RS-06 研修医の発表セッション（6）「消化管 1」
4 月 15 日（金）14：30～15：30 第 12 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B2）

司会：高千穂町国民健康保険病院外科 久米 修一

RS-06-1 ＜演題取り下げ＞
RS-06-2 統合失調症患者の磁石異食後に多発消化管穿孔をきたした 1 例

国立病院熊本医療センター 大本 寛之
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RS-06-3 回腸子宮内膜症による腸閉塞の一切除例 国立病院熊本医療センター外科 清村 絢子
RS-06-4 妊娠中に発症した絞扼性イレウスの 1 例 済生会横浜市東部病院 宮坂 俊
RS-06-5 腹腔鏡補助下回腸部分切除術を施行した回腸腸管重複症の 1 例

松阪中央総合病院外科 谷川 智美
RS-06-6 十二指腸球部の巨大十二指腸癌を先進部とした腸重積の一切除例

帝京大学ちば総合医療センター外科 久保木秀幸
RS-06-7 血管内治療に難渋し緊急手術で救命し得た急性上腸間膜動脈血栓症の 1 例

昭和大学病院消化器・一般外科 髙木 祐希
RS-06-8 ＜演題取り下げ＞
RS-06-9 重度の低栄養と閉塞性呼吸障害に加えて COVID-19 感染により周術期管理に難

渋した胃癌・上行結腸癌同時性重複癌の一例 荒尾市民病院外科 平川 怜
RS-06-10 4 回目の胃 GIST 再発と考え手術を施行した 1 例 国立国際医療研究センター外科 越智 敦彦
RS-06-11 自然消退した胃 GIST 順天堂大学消化器・低侵襲外科 本荘せいら
RS-06-12 SOX 療法後に conversion 手術を行い完全奏功を得た多発肝転移を伴う胃癌の 1

例 熊本大学消化器外科 酒匂 照生

RS-07 研修医の発表セッション（7）「消化管 2」
4 月 15 日（金）15：30～16：30 第 12 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B2）

司会：天草市立牛深市民病院 松崎 法成

RS-07-1 腸閉塞症をきたした虫垂杯細胞カルチノイドの 1 例 砂川市立病院外科 中村 春菜
RS-07-2 腸回転異常症を伴う虫垂粘液嚢胞に対して腹腔鏡下回盲部切除術を行った 1 例

兵庫県立加古川医療センター外科 鈴村健一郎
RS-07-3 Cronkhite-Canada 症候群を併発した上行結腸癌に対し手術，補助化学療法を

行った一例 川口市立医療センター消化器外科 尾﨑さなみ
RS-07-4 局所切除後 pT1b（SM 4000µm），Ly1，V1，BD3，HM1 であった肛門管癌に対

し，化学放射線療法を施行した一例 NTT 東日本関東病院外科 平野 立
RS-07-5 小腸閉塞を契機に発見された子宮体部混合癌の小腸転移の 1 例

神奈川県警友会けいゆう病院 荒木 隆宏
RS-07-6 穿孔性腹膜炎で発症した多発性小腸壁内転移を伴った原発性小腸未分化癌の 1

例 JA 徳島厚生連吉野川医療センター外科 鈴江 駿也
RS-07-7 腹腔鏡下に切除し得た横行結腸間膜嚢胞性リンパ管腫の 1 例

草津総合病院一般消化器外科 安田 百花
RS-07-8 COVID-19 に併発した急性上腸間膜動脈血栓症の 1 救命例

奈良県立医科大学消化器・総合外科 助川 正泰
RS-07-9 偶発的に発見された横行結腸間膜原発の高分化型脂肪肉腫の一例

神奈川県警友会けいゆう病院 日下部裕胤
RS-07-10 腹腔鏡下に完全摘除した後腹膜神経鞘腫の一例 北海道大学消化器外科 I 三國 夢人
RS-07-11 回腸に発生した悪性末梢神経鞘腫の 1 例

堺市立総合医療センター外科 Yanakawee Siripongvutikorn
RS-07-12 ガーゼオーマが誘因となり発生した腹腔内原発血管肉腫の 1 例 熊本市民病院外科 家村公太朗
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RS-08 研修医の発表セッション（8）「上部消化管」
4 月 15 日（金）16：30～17：30 第 12 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B2）

司会：宮崎県立延岡病院外科 土居 浩一

RS-08-1 膵浸潤，腹膜播種を伴う進行胃癌に対し，化学療法施行後，Conversion 手術を
施行し得た 1 例 山梨大学臨床教育センター 小林 弘幸

RS-08-2 胃癌脾転移に対して化学療法後に腹腔鏡下切除を施行して完全奏功が得られた 1
例 京都第一赤十字病院外科 小川 晴菜

RS-08-3 術中 ICG 蛍光法により残胃を温存できた 2 例 大垣市民病院外科 小倉 健
RS-08-4 診断と治療に難渋した胃後壁に接する脱分化型脂肪肉腫再発の一例

堺市立総合医療センター外科 辻 泉穂
RS-08-5 内視鏡併用下に胃局所切除で根治切除し得た巨大胃原発脂肪肉腫 1 例

奈良県立医科大学消化器・総合外科 浅沼ほのか
RS-08-6 咽頭部びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫に対して R-CHOP 療法後，胃癌の縮小

を認めた一例 富山大学消化器・腫瘍・総合外科 伊東 美喜
RS-08-7 胃癌終末期の腫瘍出血に対して緩和的放射線照射を行い止血が得られた 1 例

琉球大学消化器・腫瘍外科 亀浜 郁佳
RS-08-8 出血性胃潰瘍を繰り返す滑脱型食道裂孔ヘルニアに対して，腹腔鏡手術を施し

た 1 例 東北公済病院外科 松田 智史
RS-08-9 食道神経内分泌細胞癌化学療法中に covid-19 中等症肺炎を治療し，conversion

手術を施行した経験 姫路赤十字病院外科 石川偉一朗
RS-08-11 食道神経内分泌細胞癌，腹部大動脈瘤，脳転移 3 分割手術：30 月無再発生存中

の 1 例 姫路赤十字病院外科 脇 翔平
RS-08-12 院内感染により不幸な転帰をたどった食道癌肉腫の一例 荒尾市民病院外科 内藤 貴一

RS-09 研修医の発表セッション（9）「救急」
4 月 15 日（金）13：30～14：30 第 13 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B3）

司会：熊本地域医療センター 杉田 裕樹

RS-09-1 ポリスチレンスルホン酸カルシウム服用中に発症した大腸穿孔の 2 例
徳島市民病院外科 岡本 将裕

RS-09-2 敗血症性播種性血管内凝固症候群（DIC）を来した上行結腸憩室穿通に対するリ
コンビナントトロンボモジュリン（rTM）投与の経験

KKR 札幌医療センター外科 坂村 颯真
RS-09-3 結腸亜全摘術を行い良好な転帰を得た，腸管出血性大腸菌感染症および溶血性

尿毒症症候群の 1 例 東京ベイ・浦安市川医療センター 井坂 佑莉
RS-09-4 虚血性腸炎に多発静脈内血栓症を併発し，結腸切除を要した一例

済生会福岡総合病院臨床教育部 中島 秀仁
RS-09-5 S 状結腸腺腫に起因した成人逆行性大腸型腸重積症の 1 例 熊本赤十字病院外科 小林 美苑
RS-09-6 腹腔鏡下回盲部切除術を施行した特発性成人腸重積症の 1 例

草津総合病院一般消化器外科 多田羅 翼
RS-09-7 偶発的直腸異物により穿孔性腹膜炎を呈した 3 歳男児 東京慈恵会医科大学外科 新井莉紗子
RS-09-8 人工肛門造設後に空置腸管に狭窄を認め，人工肛門閉鎖が困難と判断した潰瘍

性大腸炎の 2 例 長野赤十字病院消化器外科 黒岩 雄大
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RS-09-9 盲腸癌に併発した 2 次性虫垂炎の 1 例 川崎病院外科 岡林 優花
RS-09-10 人工甘味料の多量摂取が原因と考えられた直腸癌術後回腸ストマからの high

output 症候群の 1 例 北海道大学消化器外科 I 竹元小乃美
RS-09-11 早期食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術後に遅発性食道穿孔をきたした一

例 奈良県立医科大学消化器・総合外科 原 知里
RS-09-12 腋窩 III 度熱傷に対する分層植皮の固定に陰圧閉鎖療法を行った一例

東京ベイ浦安・市川医療センター外科 古川 誠

RS-10 研修医の発表セッション（10）「乳腺内分泌・小児」
4 月 15 日（金）14：30～15：30 第 13 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B3）

司会：宮崎県立延岡病院 本田 志延

RS-10-1 若年発症，同時性多発乳癌，家族歴より遺伝性乳癌卵巣癌症候群が疑われた一
例 函館五稜郭病院外科 清川 真緒

RS-10-2 診断まで時間を要した高齢者に発生した巨大な被包化型乳頭癌の一例
鳥取大学呼吸器・乳腺内分泌外科 古屋 茉優

RS-10-3 乳癌術後に縦隔リンパ節腫大を認め，転移再発の除外とサルコイドーシスの診
断のために施行した超音波気管支鏡ガイド下針生検（EBUS-TBNA）の有用性

聖隷浜松病院乳腺科 川端明日香
RS-10-4 術後 10 年で腋窩再発したセンチネルリンパ節生検陰性乳癌の一例

神奈川県警友会けいゆう病院 東 桃子
RS-10-5 審査腹腔鏡により乳癌腹膜播種を確定診断した 1 例 東京医科歯科大学乳腺外科 印南 優衣
RS-10-6 腸閉塞を引き起こした再発乳癌の腹膜播種の 2 例 高槻赤十字病院外科 矢子 昌美
RS-10-7 乳癌術前化学療法中に G-CSF 製剤関連大動脈炎を発症した 1 例

横浜市立大学乳腺外科 山﨑 雅明
RS-10-8 エテルカルセチド抵抗性腎性副甲状腺機能亢進症の一手術例

日立総合病院乳腺甲状腺外科 小峰 楓子
RS-10-9 腎腫瘍切除後に甲状腺濾胞癌の腎転移と診断された一例 石巻赤十字病院外科 長野 傑
RS-10-10 小児の神経芽腫治療後の二次がんを疑い，hepatoceller adenoma の診断に至っ

た一例 山梨大学第二外科 矢ヶ崎 萌
RS-10-11 神経芽腫びまん性肝転移（Pepper 症候群）の被膜破裂により腹部コンパートメ

ント症候群を発症した 1 例 北海道大学消化器外科 I 植林 毅行
RS-10-12 痔核陥頓様に脱出する若年性ポリープが 2 個自然脱落した 1 例

北海道大学消化器外科 I 真鍋 和也

RS-11 研修医の発表セッション（11）「心血管・肺 1」
4 月 15 日（金）15：30～16：30 第 13 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B3）

司会：熊本総合病院 堀野 敬

RS-11-1 Fontan 手術術後の成人に対して全身麻酔下で腹部手術を行った 2 症例
聖路加国際病院消化器・一般外科 木下 朋

RS-11-2 肺血栓塞栓症を契機に発見された膝窩静脈性血管瘤の一例 岩手県立胆沢病院外科 江刺 淳生
RS-11-3 透析カテーテル挿入時の鎖骨下動脈誤穿刺に対し血管内治療を行なった一例

JCHO 大阪病院心臓血管外科 橋本 勇輝
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RS-11-4 COVID-19 肺炎に続発し手術治療を必要とした気胸の一例
神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科 髙山 昌和

RS-11-5 横隔膜交通症に対して鏡視下手術と胸膜癒着術を行い，早期に腹膜透析を再開
することができた 1 症例 神戸市立医療センター中央市民病院呼吸器外科 鉄本 啓介

RS-11-6 単孔式胸腔鏡下に切除した肺葉内肺分画症の一例 前橋赤十字病院呼吸器外科 田部田厚史
RS-11-7 心膜合併切除した縦隔悪性リンパ腫切除後に心膜切開後症候群を来した 1 例

東京慈恵会医科大学柏病院外科 伊藤 沙姫
RS-11-8 左上区切除後に残存舌区軸捻転を生じた完全縦隔型 A4＋5 の一例

赤穂中央病院呼吸器科 柳原 飛翔
RS-11-9 多発肋骨骨折によりフレイルチェストに対してプレートによる骨接合が人工呼

吸器離脱に有効であった 1 例 兵庫医科大学 大野 文暢
RS-11-10 気管切開後に縦隔膿瘍を来した 1 例 総合東京病院外科 小糸 晃皓
RS-11-11 降下性縦隔炎・二次性食道穿孔合併に対して，緊急ドレナージにて救命および

嚥下発声機能温存が可能であった一例 東京慈恵会医科大学柏病院外科 鈴木 佑麿

RS-12 研修医の発表セッション（12）「心血管・肺 2」
4 月 15 日（金）16：30～17：30 第 13 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B3）

司会：水俣市立総合医療センター 阿部 道雄

RS-12-1 術前に限局性が疑われたびまん性悪性胸膜中皮腫に対して胸膜切除/肺剥皮術を
含む集学的治療を行った一例 鳥取大学呼吸器・乳腺内分泌外科 安田 健悟

RS-12-2 B1 および B3 の転位気管支を伴う右上葉肺癌に対し胸腔鏡下右 S1＋2 区域切除
術を行った一例 長崎みなとメディカルセンター外科 高畠 侑也

RS-12-3 食道癌術後の左上葉中枢型扁平上皮癌を含む多発肺癌に対し Type B Extended
sleeve lobectomy を施行した一例 鳥取大学 梅木 真奈

RS-12-4 経過中に自然縮小した平滑筋肉腫由来肺転移の 1 例 聖隷浜松病院呼吸器外科 伊東 夏央
RS-12-5 肺内方向に増大した孤立性線維性腫瘍の 1 例 済生会福岡総合病院臨床教育部 中村 聡太
RS-12-6 術前 CT ですりガラス状陰影を呈し根治術後 6 年目に脳転移再発した肺腺癌の

一例 国立病院高崎総合医療センター呼吸器外科 竹部 兼輔
RS-12-7 低血糖発作を伴う IGF-II 産生左孤立性線維性腫瘍に対して開胸左胸膜腫瘍摘出

術施行した一例 和歌山県立医科大学第一外科 髙岡 直幸
RS-12-8 若年男性に発生した嚢胞性胸腺腫の 1 例 国立病院東広島医療センター呼吸器外科 平野 耕一
RS-12-9 胸腔鏡下手術中，肝損傷をきたし出血性ショックになった 1 例 山形大学第二外科 齋藤 翔子

RS-13 研修医の発表セッション（13）「優秀演題 肝胆膵分野」
4 月 16 日（土）8：00～9：00 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：社会医療法人黎明会宇城総合病院 江上 寛

RS-13-1＊ Stage III/IV 肝細胞癌における MRI 拡散強調画像をもとにした ADC 値の有用
性に関する検討 徳島大学消化器・移植外科 高橋 叡

RS-13-2＊ 下大静脈浸潤を伴う肺癌右副腎転移再発に対して肝後区域切除・右腎摘出術・
人工血管置換再建術により治癒切除し得た 1 例 昭和大学消化器・一般外科 内田 祐介

RS-13-3＊ 大腸癌同時性肝転移症例における Liver First Surgery の成績
春日井市民病院外科 佐藤 優貴
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RS-13-4＊ 術後 痛管理目的のアセトアミノフェン使用による薬物性中毒のため急性肝不
全を来した 1 例 太田記念病院外科 石川 亜美

RS-13-5＊ レンバチニブ使用後に Conversion surgery を施行した肝細胞癌術後多発肺転移
の一例 北海道大学消化器外科 I 佐野 峻司

RS-13-6＊ 多剤耐性 GIST 巨大肝転移/腹膜播種に対して減量切除と Imatinib 再開が有効で
あった 1 例 北海道大学消化器外科 I 西野 一輝

RS-13-7＊ Intracholecystic papillary neoplasm から発生した胆嚢癌の 2 切除例
済生会熊本病院外科 田中 誠麿

RS-13-8＊ 初期研修医 early exposure における細径鉗子を用いた 3port +1 puncture による
腹腔鏡下胆嚢摘出術の教育的意義と安全性 函館五稜郭病院外科 口田 脩太

RS-13-9＊ 新たな周術期管理と合併症の少ない手術手技により膵頭十二指腸切除術後 6 日
での自宅退院が可能であった 1 例 聖路加国際病院消化器・一般外科 上條恵莉子

RS-13-10＊ 男性に生じた膵尾部粘液性嚢胞腫瘍の一例 国立病院熊本医療センター外科 上村 将太
RS-13-11＊ 膵 desmoid type fibromatosis に対し尾側膵切除を施行した一例

国立病院熊本医療センター外科 小野 浩輔
RS-13-12＊ 巨大脾腫を伴う原発性骨髄線維症に対し，脾臓摘出を行った一例

鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科 吉留しずか

RS-14 研修医の発表セッション（14）「優秀演題 救急・その他分野」
4 月 16 日（土）9：00～10：00 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：天草地域医療センター 吉仲 一郎

RS-14-1＊ 消化管緊急手術における ICG 蛍光法による腸管血流評価の検討
信州大学消化器外科 瀬志本真帆

RS-14-2＊ ICG 蛍光法を用いて腸管切除を回避できた絞扼性イレウスの一例
昭和大学消化器・一般外科 松根 佑典

RS-14-3＊ 小腸穿孔による汎発性腹膜炎における臨床学的特徴と予後因子の解析
宮崎県立延岡病院外科 廣松 昌平

RS-14-4＊ 特発性上腸間膜静脈血栓症による腸管壊死に対し腸切除を施行した一例
国立病院熊本医療センター外科 荒木 健吾

RS-14-5＊ 当院で経験した急性上腸間膜動脈閉塞症 12 例の検討 熊本労災病院外科 松田 崇秀
RS-14-6＊ 十二指腸穿孔に対して保存的治療を行った 4 例の検討 医仁会武田総合病院 嘉手苅桃子
RS-14-7＊ Oncologic emergency 手術症例に対する遺伝子組み換えトロンボモジュリン製

剤の臨床的検討 明和病院外科 生田 理紗
RS-14-8＊ 当院における過去 10 年の異物誤飲の検討 浅間南麓こもろ医療センター 本郷 悠太
RS-14-9＊ 妊娠中の急性虫垂炎手術の検討 宮崎県立延岡病院外科 藤永 映人
RS-14-10＊ 外傷性膵損傷に対して central pancreatectomy with double

pancreaticojejunostomy を施行した 1 例 奈良県立医科大学消化器・総合外科 琴谷 美咲
RS-14-11＊ 当院で経験した胆嚢捻転症の 2 例 熊本市民病院外科 中村 優也
RS-14-12＊ 当院における小児肝移植後妊娠出産の検討 信州大学消化器・移植・小児外科 清沢 奈美
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RS-15 研修医の発表セッション（15）「優秀演題 心臓血管・胸部・乳腺・ヘルニア分野」
4 月 16 日（土）10：00～11：00 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：JCHO 人吉医療センター 木村 正美

RS-15-1＊ 重症造影剤アレルギーを有する胸腹部大動脈瘤患者に対して炭酸ガス造影を用
いて枝付きステントグラフト術を施行した 1 例 東京慈恵会医科大学外科 鬼塚健太郎

RS-15-2＊ 血管内治療により大量切除を回避した上腸間膜動脈塞栓症の 2 例
済生会熊本病院外科 木脇 領太

RS-15-3＊ 左上区域切除後の残存肺にうっ血をきたした 1 例 九州大学 三股 頌平
RS-15-4＊ 腫瘍随伴症候群を伴った GCSF 産生肺巨細胞癌の一例

東京慈恵会医科大学呼吸器外科 太田陽一朗
RS-15-5＊ COVID-19 感染症に対する集中治療中に発症した続発性気胸に対し遊離皮下脂肪

弁を用いた肺縫縮術を施行した 1 例 帯広厚生病院外科 山本 凌輔
RS-15-6＊ がん遺伝子パネル検査が治療方針に寄与した両側乳癌の 1 例

大阪市立大学乳腺内分泌外科 加藤きみ佳
RS-15-7＊ 血小板減少を伴う乳癌骨髄癌腫症に対して内分泌治療が有効であった一例

東京医科歯科大学乳腺外科 大山ひかり
RS-15-8＊ 自己免疫性肝炎治療中に自然退縮した乳癌の 1 例 防衛医科大学校外科 工藤 美紀
RS-15-9＊ 前立腺癌術後の鼠径ヘルニアに対する Lichtenstein 法による根治術の有用性

熊本中央病院外科 最勝寺仁志
RS-15-10＊ 大網形成不全に伴う小網裂孔ヘルニアの 1 例 JCHO 人吉医療センター外科 中島 凌
RS-15-11＊ S 状結腸切除を要した高度肥満鼠径ヘルニアの 1 例 済生会熊本病院外科 下川 琢也
RS-15-12＊ 初期研修医が外科ローテーション時に学びたい内容は将来志望科により異なる

東京ベイ浦安市川医療センター 西岡 拓哉

RS-16 研修医の発表セッション（16）「優秀演題 消化管分野」
4 月 16 日（土）11：00～12：00 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：熊本赤十字病院外科 平田 稔彦

RS-16-1＊ 腹腔鏡下経裂孔的に切除しえた平滑筋腫に合併した横隔膜上食道憩室の一例
熊本赤十字病院外科 重岡 菜々

RS-16-2＊ 当院で経験した食道 Carcinosarcoma 手術症例に対する臨床病理学的検討
信州大学外科 藤本 冠毅

RS-16-3＊ cStageIII 胃癌症例の術前補助化学療法の有用性の検討
鹿児島市立病院消化器外科 森元 亮

RS-16-4＊ 当院における減量・代謝改善手術の治療成績および肥満関連合併症改善効果
自治医科大学消化器一般移植外科 小池 瑛

RS-16-5＊ 当科における胃原発胎児消化管上皮類似癌 4 例の検討
山梨大学医学部附属病院臨床研修センター 鈴木 惇平

RS-16-6＊ 高齢者大腸癌における手術成績の検討 京都第一赤十字病院外科 金澤 宏恕
RS-16-7＊ 術前に腹膜播種が疑われた消化管外寄生虫症の 1 例

がん・感染症センター都立駒込病院大腸外科 後藤 希実
RS-16-8＊ 偶発性に発見された巨大骨盤内神経鞘腫の一切除例

済生会福岡総合病院臨床教育部 馬場 崇平
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RS-16-9＊ 閉塞性直腸癌に伴う消化管穿孔に対する TaTME 併用腹腔鏡下ハルトマン手術
の一例 東京慈恵会医科大学外科 井上 雅哉

RS-16-10＊ CT 所見から見た複雑性虫垂炎における Interval Appendectomy の治療成績
八千代病院外科 前畑 昂洋

RS-16-11＊ 当院で経験した虫垂胚細胞癌（胚細胞カルチノイド）の 3 例
川崎医科大学総合医療センター 五藤みづ帆

RS-16-12＊ 低異型度虫垂粘液性腫瘍の術前画像診断 奈良県立医科大学消化器・総合外科 村上 紘一
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医学生の発表セッション
RS-17 医学生の発表セッション（1）「上部消化管」
4 月 16 日（土）13：20～14：20 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：熊本大学医学部附属病院 今井 克憲

RS-17-1 食道癌術後難治性吻合部狭窄に対して外科的狭窄解除術を施行した一例
関西医科大学外科 赤松 大祐

RS-17-2 腐食性食道炎による食道狭窄に対して胸腔鏡下食道亜全摘を行った 1 例
熊本大学消化器外科 江頭由里子

RS-17-3 逆流性食道炎による食道狭窄に対して食道亜全摘を行った 3 例
熊本大学消化器外科 榮永 悠大

RS-17-4 蟹による食道穿孔に対して食道亜全摘，二期的再建を施行した一例
熊本大学消化器外科 坂田 昂輝

RS-17-5＊＊ 食道癌に対する食道亜全摘術後の血糖値が術後成績に及ぼす影響
大阪大学消化器外科 古賀 千絢

RS-17-6 イマチニブ術前補助療法により経腹的に根治切除が可能となった下部食道巨大
GIST の 1 例 熊本大学消化器外科 大川内健将

RS-17-7 ALS 患者の胃癌 2 切除例 徳島大学消化器・移植外科 松崎 慶仁
RS-17-8 胃癌口腔内転移の一例 熊本大学消化器外科 調子 達郎

RS-18 医学生の発表セッション（2）「下部消化管・その他」
4 月 16 日（土）14：20～15：20 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：熊本労災病院 中原 修

RS-18-1＊＊ 久留米大学外科における括約筋間直腸切除術の治療成績の検討 久留米大学 奥村 典史
RS-18-2＊＊ 久留米大学外科での下部直腸癌に対する側方郭清についての検討 久留米大学 元上俊太郎
RS-18-3＊＊ リンパ球単球比が高い患者さんはなぜ予後が良いのか？ 久留米大学 馬場 雄貴
RS-18-4 消化管穿孔を繰り返した Ehlers-Danlos 症候群の 1 例 熊本大学消化器外科 成富 未果
RS-18-5 多発大腸癌を併発し蛋白漏出性胃腸症を呈したクロンカイトカナダ症候群に対

して腹腔鏡下大腸全摘術を施行した症例 熊本大学消化器外科 古谷 昂大
RS-18-6 FOLFOXIRI Bmab 耐性の MSI-high 大腸癌肝転移に対して 2 剤併用免疫チェッ

クポイント阻害剤が奏功した症例 熊本大学消化器外科 古川 智裕
RS-18-7 術前診断しえた成人多発腸管重複症の一例 千葉大学先端応用外科 宮川 晴行
RS-18-8 巨大悪性褐色細胞腫に対しハイブリット室にて栄養血管塞栓後に腫瘍摘出術を

行った一例 東北大学総合外科 飯塚友理子
RS-18-9 腹腔鏡補助下腫瘍切除が有効であった Opsoclonus-myoclonus-ataxia 症候群合併

神経芽腫の 1 例 北海道大学 紀田 貢三
RS-18-10 医学生に対する動物を用いた外科実習～学生の立場から見た本大学の取り組

み～ 自治医科大学 波多野 憲
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RS-19 医学生の発表セッション（3）「肝臓・肺・救急」
4 月 16 日（土）15：20～16：20 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：熊本大学消化器外科学 岩上 志朗

RS-19-1＊＊ サーベイランスに基づく肝切除手術における surgical site infection 発生リスク
因子の同定 大阪大学消化器外科 Watsapol Juavijitjan

RS-19-2 非アルコール性脂肪肝炎，非代償性肝硬変の high MELD 例に実施した脳死肝移
植の一例 北海道大学 中村 恒星

RS-19-3 肝細胞癌と鑑別が困難であった慢性肝疾患に合併した肝の炎症性偽腫瘍の一例
熊本大学消化器外科 荒川 明実

RS-19-4 膵頭部癌診断目的の EUS-FNA による十二指腸下行脚穿孔の 1 例 北海道大学 石倉慶太郎
RS-19-5 著明な門脈ガス血症を呈した非閉塞性腸間膜虚血症による消化管穿孔の 1 救命

例 千葉大学 岡本 和也
RS-19-6 上腸間膜静脈瘤の一例 熊本大学消化器外科 馬場健太郎
RS-19-7＊＊ 原発性肺癌に対する肺下葉切除後の残存肺容積変化と肺機能回復についての評

価 滋賀医科大学呼吸器外科 赤羽紗由美
RS-19-8 胸部への放射線治療により発症したと推測される悪性胸膜中皮腫に対して集学

的治療を行い長期生存が得られている 1 例 兵庫医科大学呼吸器外科 村上 由理
RS-19-9 術後 3 年経過し異時性副腎転移として出現した転移性肺癌の一例

東北大学総合外科 菊地 貴大
RS-19-10 横隔膜，後縦隔腫瘤を呈した結核腫の 1 例 九州大学消化器・総合外科 樋口 由佳

RS-20 医学生の発表セッション（4）「胆膵」
4 月 16 日（土）16：20～17：20 第 11 会場（熊本城ホール 3F 会議室 B1）

司会：JCHO 人吉医療センター 尾崎 宣之

RS-20-1 膵頭十二指腸切除術後の出血に対し，動脈ステント留置にて止血を得られた一
例 熊本大学消化器外科 宇野裕美香

RS-20-2 慢性膵炎の経過中に発症した膵多発血腫内出血に対し血管内治療にて止血し得
た一例 熊本大学消化器外科 相星 景子

RS-20-3 腫瘍マーカー高値の切除可能膵尾部癌に対して，術前化学療法を 3rd レジメン
まで施行し腹腔鏡下膵体尾部切除術を行った 1 例 熊本大学消化器外科 羽月 麻琴

RS-20-4 若年女性に同時に発生した Mucinous cystic neoplasm と Solid pseudopapillary
neoplasm の一例 熊本大学消化器外科 工藤 あや

RS-20-5＊＊ 低グルコース腫瘍微小環境が抗腫瘍免疫に与える影響の検討
九州大学臨床・腫瘍外科 張 波

RS-20-6＊＊ 癌局所浸潤部周辺の癌関連腺房導管異型性における血管新生
九州大学臨床・腫瘍外科 費 双

RS-20-7 膵癌肺転移における T 細胞抑制因子と局所免疫機構の解明
奈良県立医科大学消化器・総合外科 佐々木俊秀

RS-20-8 胆嚢に発生した孤発性線維性腫瘍の 1 例 国際医療福祉大学病院外科 関根希和子
RS-20-9＊＊ 肝門部領域胆管癌切除例における胆汁培養の意義

横浜市立大学消化器・腫瘍外科学 鈴木 大聖
RS-20-10＊＊ ＜演題取り下げ＞




