
   9:15-9:55 示説Ⅰ-1　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場1（5F　ホワイエ） 

座長：藤田 文彦（久留米大学 医学部外科学教室） 

P1-1 大腸癌同時性肝転移に対する同時切除例の治療成績 .................................................................................43 
林 達也 他（東京都立多摩総合医療センター　外科） 

P1-2 大腸癌同時性肝転移に対する待機的肝切除の検討 .....................................................................................43 
小澤 平太 他（栃木県立がんセンター） 

P1-3 当院における切除可能な大腸癌同時性肝転移の治療成績の検討.............................................................44 
樫塚 久記 他（健生会奈良大腸肛門病センター） 

P1-4 大腸癌肝転移に対する経皮的ラジオ波焼灼療法 .........................................................................................44 
中島 隆善 他（医療法人明和病院外科 他） 

P1-5 当院における同時性肝転移大腸癌症例の治療成績の検討.........................................................................45 
西村 潤一 他（大阪国際がんセンター　消化器外科） 

P1-6 過疎地域病院における大腸癌肝転移治療の現状 .........................................................................................45 
植田 剛 他（南奈良総合医療センター　外科） 

   9:15-9:55 示説Ⅰ-2　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場1（5F　ホワイエ） 

座長：須並 英二（杏林大学 消化器・一般外科 下部消化管外科） 

P1-7 長崎県下多施設における大腸癌肝転移の治療方針の検討.........................................................................46 
富永 哲郎 他（長崎大学病院　大腸肛門外科 他） 

P1-8 大腸癌同時性多発肝転移に対する治療戦略と治療成績 .............................................................................46 
矢澤 武史 他（滋賀県立総合病院　外科） 

P1-9 当院における根治切除可能大腸癌同時性肝転移に対する手術成績.........................................................47 
登 千穂子 他（大阪市立総合医療センター　肝胆膵外科 他） 

P1-10 当院における大腸癌肝転移切除症例の検討 .................................................................................................47 
宮宗 秀明 他（独立行政法人　国立病院機構　福山医療センター　外科） 

P1-11 大腸癌同時性肝転移に対する治癒切除例の治療成績示説会場2（6F　大会議室A）............................48 
岡山 幸代 他（東京女子医科大学東医療センター　外科 他） 

P1-12 当院における大腸癌肝転移根治切除後の現状 .............................................................................................48 
滝口 光一 他（山梨大学第一外科） 

   9:15-9:45 示説Ⅰ-3　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場2（6F　大会議室A） 

座長：瀧井 康公（新潟県立がんセンター 新潟病院） 

P1-13 大腸癌同時性肝転移に対する腹腔鏡下一期的切除の短期治療成績.........................................................49 
江崎 さゆり 他（市立豊中病院） 

P1-14 大腸癌同時性肝転移に対する腹腔鏡下大腸肝同時切除例の検討.............................................................49 
中川 了輔 他（東京女子医科大学 消化器・一般外科 他） 

P1-15 当院における大腸癌肝肺転移切除に対する治療成績の検討.....................................................................50 
大下 航 他（広島市立広島市民病院　外科 他） 

P1-16 大腸癌同時性肝転移に対する大腸肝同時切除の治療成績.........................................................................50 
日吉 幸晴 他（熊本大学大学院　消化器外科学） 
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P1-17 大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下肝切除における術前腹部超音波癒着評価の有用性 ............................51 
松本 悠 他（東邦大学医療センター大森病院　消化器外科） 

   9:15-9:55 示説Ⅰ-4　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場3（6F　大会議室B） 

座長：栁 秀憲（明和病院 外科） 

P1-18 大腸癌同時性肝限局転移例における原発巣切除によるCEA値変化と長期予後の検討 .......................51 
深澤 貴子 他（磐田市立総合病院　消化器外科） 

P1-19 肝転移単独StageIV大腸癌の治療と予後 ....................................................................................................52 
井上 悠介 他（長崎大学大学院　移植・消化器外科） 

P1-20 術後早期の肝転移に対して病勢コントロールにRFAを施行して肝切除を行った2例 ........................52 
船橋 公彦 他（東邦大学医療センター大森病院　一般・消化器センター外科 他） 

P1-21 直腸癌同時性肝転移症例に対して腹腔鏡下ハルトマンと左尾状葉切除術を施行した1例 .................53 
赤本 伸太郎 他（住友別子病院　外科 他） 

P1-22 当科における同時性多発大腸癌肝転移の治療成績 .....................................................................................53 
友近 忍 他（山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学 他） 

P1-23 大腸癌肝転移に対する術前化学療法の効果 .................................................................................................54 
大平 学 他（千葉大学大学院医学研究院先端応用外科） 

   9:15-9:40 示説Ⅰ-5　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場4（6F　大会議室C） 

座長：五井 孝憲（福井大学 第一外科） 

P1-24 切除可能同時性肝転移の治療成績と原発切除前術前化学療法の意義.....................................................54 
三浦 卓也 他（弘前大学附属病院消化器外科） 

P1-25 大腸癌切除可能同時性肝転移症例に対する肝切除周術期化学療法の有効性について ........................55 
木内 純 他（京都府立医科大学　消化器外科） 

P1-26 大腸癌同時性肝転移切除後に対する補助化学療法は有効か？.................................................................55 
横井 圭悟 他（北里大学　下部消化管外科） 

P1-27 当院における大腸癌肝転移巣切除後の補助化学療法に関する検討.........................................................56 
渋谷 雅常 他（大阪市立大学大学院　消化器外科 他） 

 10:00-10:40 示説Ⅰ-6　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場1（5F　ホワイエ） 

座長：掛地 吉弘（神戸大学大学院食道胃腸外科学分野） 

P1-28 大腸癌肝転移に対する全身化学療法で clinical CRとなった4症例の検討 ..........................................56 
和田 貴宏 他（東京医科大学病院消化器小児外科学） 

P1-29 切除不能大腸癌肝転移に対する原発巣切除を先行したconversion therapyの治療成績................57 
濱田 聖暁 他（佐世保市総合医療センター） 

P1-30 (K)RAS野生型大腸癌肝限局転移例の治療成績 .........................................................................................57 
斎藤 健一郎 他（福井県済生会病院　外科） 

P1-31 大腸癌肝転移切除の治療成績　-他臓器転移を有する症例，補助化学療法についての検討-................58 
近谷 賢一 他（埼玉医科大学総合医療センター 消化管・一般外科） 

P1-32 大腸癌肝転移切除後の補助化学療法の有用性についての検討.................................................................58 
井上 彬 他（大阪急性期・総合医療センター　消化器外科） 

P1-33 大腸癌肝転移に対する術前化学療法の検討 .................................................................................................59 
林 秀一郎 他（山形県立中央病院　外科） 
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  9:50-10:20 示説Ⅰ-7　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場2（6F　大会議室A） 

座長：古畑 智久（聖マリアンナ医科大学東横病院 消化器病センター） 

P1-34 大腸癌肝転移肝切除に対する周術期化学療法の検討 .................................................................................59 
安田 洋 他（ベルランド総合病院） 

P1-35 当院における切除不能進行・再発大腸癌に対するFOLFOXIRI療法の使用経験....................................60 
高岡 亜弓 他（東京医科歯科大学消化管外科学 他） 

P1-36 大腸癌同時性肝転移に対する治療戦略：肝切除に先行して化学療法を行う意義について ..................60 
呉林 秀崇 他（福井大学医学部第一外科 他） 

P1-37 当科の大腸癌同時性肝限局転移に対する肝切除治療成績の検討.............................................................61 
田中 秀治 他（岐阜大学腫瘍外科 他） 

P1-38 大腸癌肝転移に対し化学療法放射線化学療法逐次両方を施行した2例 .................................................61 
佐村 博範 他（浦添総合病院） 

 10:00-10:30 示説Ⅰ-8　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場3（6F　大会議室B） 

座長：小林 宏寿（帝京大学医学部付属溝口病院 外科） 

P1-39 大腸癌同時性肝転移例におけるmGPSのバイオマーカーとしての意義 ...............................................62 
志村 匡信 他（三重大学大学院消化管・小児外科学） 

P1-40 結腸癌肝転移切除症例における腫瘍占拠部位の予後に与える影響.........................................................62 
水内 祐介 他（北九州市立医療センター外科 他） 

P1-41 大腸癌肝転移切除例の検討 .............................................................................................................................63 
千野 慎一郎 他（北里大学メディカルセンター外科） 

P1-42 当科における大腸癌肝転移切除症例の検討 .................................................................................................63 
安留 道也 他（山梨県立中央病院） 

P1-43 CEAダブリングタイムからみた大腸癌異時性肝転移切除後の再発形式の診断 ...................................64 
藤井 正一 他（駿甲会甲賀病院外科 他） 

  9:45-10:10 示説Ⅰ-9　大腸癌肝転移の治療戦略 示説会場4（6F　大会議室C） 

座長：石原 聡一郎（東京大学　腫瘍外科） 

P1-44 大腸癌肝転移症例における予後予測因子の検討 .........................................................................................64 
園田 寛道 他（長浜赤十字病院　外科） 

P1-45 大腸癌肝転移切除後残肝再発の危険因子と予後の検討 .............................................................................65 
久松 雄一 他（九州大学大学院　消化器・総合外科） 

P1-46 当院における大腸癌同時性肝転移切除例の治療成績と予後予測因子の検討 ........................................65 
那須 啓一 他（東京都立墨東病院　外科） 

P1-47 肝転移を伴う減圧を要する閉塞性大腸癌の検討 .........................................................................................66 
福永 睦 他（兵庫県立西宮病院　外科） 
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 14:00-14:40 示説Ⅱ-1　大腸NETのすべて 示説会場1（5F　ホワイエ） 

座長：河内 洋（がん研有明病院　病理部） 

P2-1 大腸NETの臨床病理学的検討.........................................................................................................................66 
小野 龍宣 他（聖マリアンナ医科大学東横病院消化器病センター 他） 

P2-2 10mm以下の直腸カルチノイド(NET-G1)の病理学的検討 ...................................................................67 
梅本 岳宏 他（昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科 他） 

P2-3 直腸NETに対する内視鏡治療“ESD with myectomy”..........................................................................67 
本庄 薫平 他（順天堂大学　下部消化管外科） 

P2-4 当院における大腸NET治療成績の検討 ........................................................................................................68 
佐田友 藍 他（自治医科大学　消化器一般移植外科） 

P2-5 当院における直腸NETの治療成績 ................................................................................................................68 
福岡 達成 他（大阪市立大学大学院消化器外科学 他） 

P2-6 当院における直腸neuroendocrine tumor (NET)の治療成績 .............................................................69 
牛込 創 他（大阪国際がんセンター　消化器外科 他） 

 14:00-14:30 示説Ⅱ-2　大腸NETのすべて 示説会場2（6F　大会議室A） 

座長：石田 文生（昭和大学横浜市北部病院 消化器センター） 

P2-7 当院における大腸神経内分泌腫瘍症例の治療について .............................................................................69 
赤羽 慎太郎 他（広島大学大学院　医系科学研究科　消化器・移植外科学 他） 

P2-8 過去10年間に当院で経験した大腸NET/NEC症例の検討.......................................................................70 
佐々木 脩 他（東京都立　多摩総合医療センター） 

P2-9 当院における直腸NET治療について ............................................................................................................70 
大谷 研介 他（国立国際医療センター　大腸肛門外科） 

P2-10 直腸カルチノイドは微小リンパ節転移があったとしても局所切除によってリンパ節再発しない可能
性がある。............................................................................................................................................................71 
浜野 孝 他（聖隷浜松病院　大腸肛門科） 

P2-11 当科での直腸NETに対する外科的切除 ........................................................................................................71 
木村 慶 他（兵庫医科大学　下部消化管外科） 

 14:00-14:30 示説Ⅱ-3　大腸NETのすべて 示説会場3（6F　大会議室B） 

座長：斉田 芳久（東邦大学医療センター大橋病院　外科） 

P2-12 外科治療介入した大腸神経内分泌腫瘍（NET）16例の検討 ......................................................................72 
下村 学 他（広島市立安佐市民病院） 

P2-13 当院における大腸神経内分泌腫瘍(NET)の治療成績に関する検討 ........................................................72 
辻仲 眞康 他（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 他） 

P2-14 当施設における直腸NETに対する治療成績 ................................................................................................73 
近藤 圭策 他（鳳胃腸病院　外科・胃腸科） 

P2-15 大腸神経内分泌腫瘍治療症例の検討 .............................................................................................................73 
前田 文 他（東京女子医科大学消化器病センター） 

P2-16 当院における大腸神経内分泌腫瘍に対する治療成績の検討.....................................................................74 
澤田 元太 他（市立伊丹病院） 
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 14:00-14:25 示説Ⅱ-4　大腸NETのすべて 示説会場4（6F　大会議室C） 

座長：池 秀之（横浜保土ヶ谷中央病院　外科） 

P2-17 当科における直腸内分泌腫瘍の切除経験 .....................................................................................................74 
福田 明子 他（長崎大学病院腫瘍外科） 

P2-18 当院における大腸NETの手術治療成績 ........................................................................................................75 
有本 聡 他（神戸大学大学院医学研究科外科学講座食道胃腸外科学分野） 

P2-19 当院における直腸NETの治療成績 ................................................................................................................75 
古屋 信二 他（山梨大学　医学部 外科学講座第一） 

P2-20 当院における大腸NET(neuroendocrine tumor)の現状 ......................................................................76 
山本 堪介 他（ベルランド総合病院） 

 14:40-15:20 示説Ⅱ-5　大腸NETのすべて 示説会場1（5F　ホワイエ） 

座長：大植 雅之（大阪国際がんセンター　消化器外科） 

P2-21 当科における大腸NET症例についての検討 ................................................................................................76 
西 雄介 他（獨協医科大学病院 第二外科） 

P2-22 当院における直腸神経内分泌腫瘍切除症例の検討 .....................................................................................77 
小林 壽範 他（関西医科大学附属病院　消化管外科） 

P2-23 当科における大腸NET切除症例の検討 ........................................................................................................77 
岡田 拓久 他（群馬大学大学院　総合外科学講座） 

P2-24 当センターにおける大腸NET症例の検討 ....................................................................................................78 
西沢 佑次郎 他（大阪急性期・総合医療センター） 

P2-25 当科における直腸神経内分泌腫瘍症例の治療成績 .....................................................................................78 
藤川 裕之 他（三重大学消化管・小児外科学） 

P2-26 当院における外科的切除を行った直腸NET症例の検討 ............................................................................79 
緒方 傑 他（久留米大学医学部　外科学講座） 

 14:35-15:05 示説Ⅱ-6　大腸NETのすべて 示説会場2（6F　大会議室A） 

座長：石田 秀行（埼玉医科大学総合医療センター　消化管・一般外科） 

P2-27 当院での大腸NETの治療方針の検討 ............................................................................................................79 
富田 泰斗 他（金沢医科大学　一般・消化器外科） 

P2-28 直腸NETに対する外科治療症例の検討 ........................................................................................................80 
舩越 徹 他（JA北海道厚生連札幌厚生病院） 

P2-29 大腸NET手術症例の経験.................................................................................................................................80 
長尾 さやか 他（東邦大学医療センター大橋病院　外科） 

P2-30 当科における直腸神経内分泌腫瘍に対する治療症例の検討.....................................................................81 
吉川 幸宏 他（大阪労災病院） 

P2-31 大腸神経内分泌腫瘍の治療成績 .....................................................................................................................81 
吉田 雅 他（北海道大学病院　消化器外科1） 
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 14:35-15:05 示説Ⅱ-7　大腸NETのすべて 示説会場3（6F　大会議室B） 

座長：幸田 圭史（帝京大学ちば総合医療センター外科） 

P2-32 当科における直腸NETに対する手術症例の検討 ........................................................................................82 
兼定 航 他（山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学 他） 

P2-33 直腸NET（neuroendocrine tumor）の治療成績 ......................................................................................82 
野上 仁 他（新潟県立がんセンター新潟病院　消化器外科） 

P2-34 当院における大腸NETリンパ節転移正診率を中心とした治療成績 ........................................................83 
鈴木 陽三 他（大阪警察病院消化器外科） 

P2-35 直腸カルチノイド切除例における肉眼形態と臨床病理学的因子の検討 ................................................83 
品川 貴秀 他（埼玉県立がんセンター消化器外科） 

P2-36 当院での直腸NET症例のリンパ節転移リスク因子に関する検討 ............................................................84 
小島 正継 他（滋賀医科大学　外科学講座　消化器外科・乳腺・一般外科 他） 

 14:35-15:00 示説Ⅱ-8　大腸NETのすべて 示説会場4（6F　大会議室C） 

座長：小泉 浩一（がん・感染症センター都立駒込病院　内科） 

P2-37 リンパ節転移から見た大腸NETに対する治療選択 ....................................................................................84 
中村 有貴 他（和歌山県立医科大学　第2外科） 

P2-38 Rectal neuroendocrine tumor（直腸NET）に対する内視鏡及び手術療法の治療成績...................85 
岡田 晃一郎 他（千葉大学医学部附属病院　食道胃腸外科） 

P2-39 直腸NET切除症例の検討.................................................................................................................................85 
佐田 政史 他（北九州市立医療センター　外科 他） 

P2-40 直腸NETの治療成績からみた検討：脈管侵襲は再発の予測因子か？ ......................................................86 
根本 大樹 他（福島県立医科大学会津医療センター小腸大腸肛門科学講座 他） 

 15:20-15:50 示説Ⅱ-9　大腸NETのすべて 示説会場1（5F　ホワイエ） 

座長：山口 茂樹（埼玉医科大学国際医療センター　消化器外科） 

P2-41 大腸NETにおける遠隔転移リスクの検討 ....................................................................................................86 
谷 誓良 他（旭川医科大学　外科学講座） 

P2-42 リンパ節転移を伴った9mmの直腸神経内分泌腫瘍の1例 .......................................................................87 
藤川 馨 他（市立豊中病院） 

P2-43 リンパ節転移を伴った10mm以下の直腸neuroendocrine tumor G1 の2例.................................87 
澤田 紘幸 他（東広島医療センター） 

P2-44 ESD後3年目に間膜内リンパ節転移，側方リンパ節転移をきたした直腸NETの一例 .........................88 
藤井 善章 他（刈谷豊田総合病院） 

P2-45 無治療で10年間経過観察を行っている直腸神経内分泌腫瘍・肝転移の一例 ........................................88 
中野 雅人 他（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） 
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 15:10-15:40 示説Ⅱ-10　大腸NETのすべて 示説会場2（6F　大会議室A） 

座長：坂本 一博（順天堂大学医学部附属順天堂医院大腸・肛門外科） 

P2-46 術後肝転移再発をきたした直腸NETの3例 .................................................................................................89 
谷尾 彬充 他（鳥取大学病態制御外科） 

P2-47 神経内分泌腫瘍におけるソマトスタチン受容体シンチグラフィーによる転移巣診断および肝転移巣
に対する肝動脈塞栓術：3例の経験 ................................................................................................................89 
歌野 健一 他（福島県立医科大学会津医療センター小腸大腸肛門科） 

P2-48 リンパ節転移を認めた直腸RSカルチノイド腫瘍（NET G2)の1例 .......................................................90 
福島 慶久 他（帝京大学病院　外科 他） 

P2-49 虫垂原発Goblet Cell Cartinoidの1例 .......................................................................................................90 
上 奈津子 他（イムス札幌消化器中央総合病院外科） 

P2-50 当院で経験した虫垂杯細胞型カルチノイド4例の検討..............................................................................91 
氏家 和人 他（京都第二赤十字病院　外科 他） 

 15:10-15:40 示説Ⅱ-11　大腸NETのすべて 示説会場3（6F　大会議室B） 

座長：船橋 公彦（東邦大学医学部外科学　一般・消化器外科） 

P2-51 SCCが共存した上行結腸癌のMANECの1例 ............................................................................................91 
木村 圭佑 他（尾道市立市民病院　外科） 

P2-52 当院で経験した大腸内分泌細胞癌7例の検討＝大腸腺癌との比較＝......................................................92 
佐伯 泰愼 他（大腸肛門病センター高野病院　消化器外科） 

P2-53 直腸神経内分泌癌2切除症例の検討 ..............................................................................................................92 
角田 龍太 他（友愛記念病院　外科） 

P2-54 当科で経験した大腸内分泌細胞癌の3例 ......................................................................................................93 
西島 弘二 他（金沢赤十字病院外科） 

P2-55 術前化学療法にて腺癌成分に対して完全奏功を得たが、NECの遺残を認めた直腸MANECの一例 ..93 
石井 雅之 他（札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科） 
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