
   9:20-9:56 示説Ⅱ-1　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：斉田 芳久（東邦大学医療センター大橋病院） 

P2-1 局所進行下部直腸癌の局所再発に関連する術前因子の検討.....................................................................66 
白石 卓也 他（国立がん研究センター東病院　大腸外科） 

P2-2 下部直腸癌における側方リンパ節郭清の適応と治療成績の検討.............................................................66 
金城 達也 他（琉球大学大学院　消化器・腫瘍外科） 

P2-3 大腸癌ガイドライン改訂の検証―直腸癌に対する側方郭清の有用性について― ................................67 
徳原 克治 他（関西医科大学総合医療センター　消化管外科 他） 

P2-4 直腸癌側方リンパ節転移のリスク因子解析 .................................................................................................67 
宮本 裕士 他（熊本大学大学院　消化器外科学） 

P2-5 ガイドラインから見た当科における括約筋間直腸切除術の検討.............................................................68 
島田 竜 他（帝京大学　外科 他） 

P2-6 直腸腫瘍に対する括約筋間直腸切除術の短期・長期成績...........................................................................68 
藤井 正一 他（駿甲会甲賀病院　外科 他） 

   9:20-9:50 示説Ⅱ-2　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
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） 

P2-7 大動脈周囲リンパ節転移に対するR0切除の中期的治療成績...................................................................69 
岡田 晃一郎 他（千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科） 

P2-8 腹膜播種を伴う大腸癌に対する治療成績 .....................................................................................................69 
小野 智之 他（がん・感染症センター都立駒込病院） 

P2-9 腹膜播種を伴うStageIVの治療方針～外科治療の有用性は？................................................................70 
谷田 司 他（市立豊中病院） 

P2-10 高齢者におけるStageII大腸癌の治療成績および再発危険因子の検討 .................................................70 
平嶋 倫亮 他（東北大学病院　総合外科） 

P2-11 80歳以上の高齢者大腸癌に対する外科的治療の検討...............................................................................71 
丸山 正裕 他（北里大学メディカルセンター　外科） 

   9:20-9:50 示説Ⅱ-3　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：板橋 道朗（東京女子医科大学　消化器・一般外科） 

P2-12 大腸pT1b癌に対する内視鏡治療後追加外科切除における転移・再発リスク因子 
―転移再発に及ぼす因子の長期経過による検討－ .....................................................................................71 
高丸 博之 他（国立がん研究センター中央病院　内視鏡科 他） 

P2-13 大腸癌切除術後の吻合部再発に関する至適サーベイランス期間についての検討 ................................72 
木内 純 他（京都府立医科大学　消化器外科） 

P2-14 直腸pT1癌に対する外科的局所切除後のサーベイランスは「内視鏡的切除後」に準じて良いか？....72 
原 貴生 他（大分大学　消化器・小児外科学講座 他） 

P2-15 大腸癌根治度A切除後のサーベイランスの問題点......................................................................................73 
根本 鉄太郎 他（福島県立医科大学会津医療センター） 

P2-16 本邦におけるpStageI-II大腸癌術後のサーベイランスの現状 
-JCOG関連施設のアンケート調査から- ......................................................................................................73 
森谷 弘乃介 他（国立がん研究センター中央病院　大腸外科 他） 
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JSCCR 示説プログラム

17

プ
ロ
グ
ラ
ム

口
演
抄
録

示
説
抄
録

著
者
索
引

案
内



   9:20-9:50 示説Ⅱ-4　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：植竹 宏之（東京医科歯科大学　総合外科） 

P2-17 局所進行直腸癌に対する術前化学療法の治療成績 .....................................................................................74 
三口 真司 他（県立広島病院　消化器外科 他） 

P2-18 下部進行直腸癌に対する術前化学療法の効果と限界 .................................................................................74 
小倉 淳司 他（名古屋大学　消化器外科） 

P2-19 大腸癌肝転移に対する術前化学療法 .............................................................................................................75 
田中 喬之 他（山形県立中央病院　外科） 

P2-20 治療前深達度別に見た下部進行直腸癌に対する術前CRTの適応............................................................75 
尾崎 公輔 他（東京大学　大腸・肛門外科） 

P2-21 直腸癌骨盤内再発に対する重粒子線治療 .....................................................................................................76 
佐田 政史 他（北九州市立医療センター　外科） 

  9:56-10:20 示説Ⅱ-5　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：幸田 圭史（帝京大学ちば総合医療センター　外科） 

P2-22 StageII結腸癌の細分化および術後補助化学療法の検討..........................................................................76 
萩原 千恵 他（北里大学　下部消化管外科学） 

P2-23 年齢層をふまえた当科の治療成績から検討するpT4-Stage II結腸癌に対する補助化学療法 ..........77 
仲井 希 他（名古屋市立大学医学研究科　消化器外科学） 

P2-24 第9版大腸癌取り扱い規約におけるstageII，IIIでの治療成績と術後補助化学療法の検討.................77 
呉林 秀崇 他（福井大学　第一外科 他） 

P2-25 大腸癌取扱規約第9版のStageIIIにおける大腸癌治療ガイドライン2019術後補助化学療法指針の
検討 ......................................................................................................................................................................78 
安田 洋 他（ベルランド総合病院） 

  9:56-10:20 示説Ⅱ-6　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：小林 宏寿（帝京大学医学部附属溝口病院　外科） 

P2-26 StageIII大腸癌術後補助化学療法の検討.....................................................................................................78 
内海 昌子 他（神戸大学医学部附属病院） 

P2-27 高齢者におけるStageIII大腸癌の術後補助化学療法についての現状 ....................................................79 
藤井 敬介 他（山形県立中央病院　外科） 

P2-28 70歳以上のStage III大腸癌に対する術後補助化学療法についての検討.............................................79 
中野 雅人 他（新潟大学医歯学総合研究科　消化器・一般外科） 

P2-29 StageIV大腸癌の肝以外の遠隔転移切除後補助化学療法の検討............................................................80 
淺利 昌大 他（埼玉医大国際医療センター消化器病センター） 
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  9:56-10:26 示説Ⅱ-7　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：檜井 孝夫（広島大学病院　遺伝子診療部） 

P2-30 当院における大腸癌転移性肝腫瘍に対する術後補助化学療法の検討.....................................................80 
大熊 誠尚 他（東京慈恵会医科大学　外科） 

P2-31 大腸癌肝転移，肺転移治癒切除後の術後補助化学療法についての検討...................................................81 
近谷 賢一 他（埼玉医大総合医療センター　消化管･一般外科） 

P2-32 大腸癌肺転移術後再発のリスク因子と補助化学療法の有効性の検討.....................................................81 
平田 玲 他（平塚市民病院　消化器外科） 

P2-33 大腸癌肺転移切除後の補助化学療法の効果の検討 .....................................................................................82 
宮倉 安幸 他（自治医科大学附属さいたま医療センター） 

P2-34 当院における大腸癌術後補助化学療法の変遷 .............................................................................................82 
斎藤 健一郎 他（福井県済生会病院　外科） 

  9:56-10:26 示説Ⅱ-8　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：山内 理海（広島大学病院 消化器・代謝内科　がん化学療法科） 

P2-35 当施設の進行再発大腸癌に対する一次治療選択のガイドライン改訂前後での相違について ............83 
岩田 崇 他（伊賀市立上野総合市民病院　腫瘍内科 他） 

P2-36 当院におけるレゴラフェニブ使用の現状と工夫 .........................................................................................83 
矢野 琢也 他（広島市立広島市民病院　外科 他） 

P2-37 当院におけるアフリベルセプトの使用経験について .................................................................................84 
大原 規彰 他（名古屋大学大学院　腫瘍外科 他） 

P2-38 当院でのXELIRI(＋Bevacizumab)療法の使用経験................................................................................84 
瀬尾 雄樹 他（足利赤十字病院　外科） 

P2-39 当院における進行再発大腸癌に対するFOLFOXIRI療法の検討 ..............................................................85 
吉川 幸宏 他（大阪労災病院） 

 10:26-10:56 示説Ⅱ-9　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：藤田 文彦（久留米大学　外科学講座） 

P2-40 大腸癌取扱い規約第9版におけるStage分類と再発率、生存率についての検討...................................85 
安留 道也 他（山梨県立中央病院　外科） 

P2-41 当院における大腸癌手術症例の取扱い規約第9版に準拠した病期分類の検証 .....................................86 
佐々木 隆義 他（都立多摩総合医療センター） 

P2-42 大腸癌取り扱い規約第9版のStage分類におけるStage III区分の検証 ...............................................86 
小関 優歌 他（慶應義塾大学　一般・消化器外科） 

P2-43 当院で根治手術を行ったSage 大腸癌の治療成績.....................................................................................87 
古角 祐司郎 他（神鋼記念病院　消化器外科） 

P2-44 「大腸癌治療ガイドライン」改訂に伴うStage IV 大腸癌の予後因子の検討 .........................................87 
井上 彬 他（大阪急性期・総合医療センター　消化器外科） 
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 10:26-10:50 示説Ⅱ-10　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：正木 忠彦（杏林大学　消化器内科・一般外科） 

P2-45 大腸癌神経周囲侵襲病巣における浸潤形態の3次元的検討......................................................................88 
宮下 優 他（九州大学大学院　消化器・総合外科 他） 

P2-46 大腸癌肺転移切除後の予後に関する検討 .....................................................................................................88 
市川 伸樹 他（北海道大学　消化器外科1） 

P2-47 当科における大腸癌肝転移に対する腹腔鏡下同時切除術の治療成績.....................................................89 
阪中 俊博 他（和歌山県立医科大学　第二外科） 

P2-48 大腸癌肝転移切除症例におけるCRP/アルブミン比と予後との関連 .....................................................89 
坂本 悠樹 他（熊本大学大学院　消化器外科学） 

 10:26-10:50 示説Ⅱ-11　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：石原 聡一郎（東京大学　腫瘍外科） 

P2-49 当科における大腸癌脳転移症例の検討 .........................................................................................................90 
岩佐 陽介 他（奈良県立医科大学　消化器・総合外科学 他） 

P2-50 大腸癌患者における腹水および腹腔洗浄液を用いたdigital cytologyの開発 ....................................90 
上田 康二 他（日本医科大学付属病院　消化器外科） 

P2-51 当院における閉塞性大腸癌に対する術前減圧を目的とした経肛門イレウス挿入例についての検討..91 
遠矢 圭介 他（関西労災病院　消化器外科） 

P2-52 閉塞性大腸癌のBTSの長期予後：本邦における後ろ向き多施設共同研究..............................................91 
小泉 浩一 他（がん・感染症センター都立駒込病院　内科 他） 

 10:26-10:50 示説Ⅱ-12　大腸癌治療ガイドライン改訂の検証̶外科・化学療法領域̶ 
座長：大毛 宏喜（広島大学病院　感染症科） 

P2-53 同時性巨大卵巣転移、腹膜播種を伴った上行結腸癌に対して根治手術を施行しえた1例 ...................92 
園田 寛道 他（長浜赤十字病院　外科 他） 

P2-54 原発虫垂悪性上皮性腫瘍12例の検討 ...........................................................................................................92 
大野 浩平 他（昭和大学病院　消化器・一般外科） 

P2-55 Pembrolizumabを使用したMSI-H切除不能大腸癌の2例 .....................................................................93 
長谷川 誠司 他（済生会横浜市南部病院　外科） 

P2-56 肺癌と直腸癌の同時性重複癌にpembrolizumabが著効した1例 ..........................................................93 
寺石 文則 他（岡山大学病院　消化管外科） 
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 14:30-14:54 示説Ⅰ-1　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：山野 泰穂（札幌医科大学　消化器内科学講座） 

P1-1 大腸腫瘍 (腺腫, 粘膜内癌, 進行癌)におけるmicro RNA発現異常解析 ................................................43 
永塚 真 他（岩手医科大学　病理診断学講座） 

P1-2 Traditional serrated adenoma（TSA）における臨床病理学的および分子生物学的検討..............43 
田中 義人 他（岩手医科大学　病理診断学講座） 

P1-3 High risk stage I大腸癌は存在するか ......................................................................................................44 
福井 雄大 他（京都大学　消化管外科 他） 

P1-4 超拡大内視鏡所見とJNET分類・pit pattern分類および病理組織所見との整合性に関する検討 ....44 
中尾 栄祐 他（がん研有明病院　消化器内科） 

 14:30-14:54 示説Ⅰ-2　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：味岡 洋一（新潟大学大学院医歯学総合研究科　分子・診断病理学分野） 

P1-5 リンパ節転移を有する大腸pT1癌の臨床病理学的特徴.............................................................................45 
小篠 洋之 他（大腸肛門病センター高野会くるめ病院 他） 

P1-6 大腸SM癌のリンパ節転移危険因子に関する検討 ......................................................................................45 
小島 正継 他（滋賀医科大学　消化器外科・乳腺・一般外科 他） 

P1-7 大腸T1（SM）癌のリンパ節転移リスク層別化による追加腸切除省略に関する検討 ..........................46 
田中 正文 他（大腸肛門病センター高野病院） 

P1-8 大腸SM浸潤癌におけるリンパ節転移率と治癒切除基準について..........................................................46 
屋嘉比 聖一 他（がん研有明病院　消化器内科） 

 14:30-14:54 示説Ⅰ-3　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：斎藤 彰一（がん研有明病院　消化器内科） 

P1-9 T1大腸癌における腫瘍占拠部位の臨床的意義 ...........................................................................................47 
大内 晶 他（愛知県がんセンター　消化器外科部 他） 

P1-10 当科で手術を施行したT1b大腸癌の検討.....................................................................................................47 
渋谷 紀介 他（獨協医科大学　第二外科） 

P1-11 T1下部直腸癌における治療方針の検討 .......................................................................................................48 
須藤 剛 他（山形県立中央病院　外科） 

P1-12 直腸癌T1b症例におけるリンパ節郭清症例と非郭清症例の検討 ............................................................48 
近藤 宏佳 他（埼玉医科大学国際医療センター） 

 14:30-14:54 示説Ⅰ-4　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：浦岡 俊夫（群馬大学大学院　消化器・肝臓内科学） 

P1-13 教室におけるT1大腸癌に対する手術治療成績とリンパ節転移リスク因子の検討...............................49 
原田 芳邦 他（昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科） 

P1-14 根治手術を行ったT1大腸癌における再発リスク因子の検討 ...................................................................49 
水内 祐介 他（九州大学　臨床・腫瘍外科） 

P1-15 当院における早期大腸癌手術症例における再発リスク因子の検討.........................................................50 
高岡 亜弓 他（東京医科歯科大学　消化管外科学分野） 

P1-16 当院におけるpT1大腸癌再発症例に関する検討.........................................................................................50 
澤田 元太 他（市立伊丹病院） 
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 14:55-15:19 示説Ⅰ-5　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：堀田 欣一（静岡県立静岡がんセンター） 

P1-17 粘膜下層浸潤直腸癌の治療成績 .....................................................................................................................51 
吉田 雅 他（北海道大学病院　消化器外科1） 

P1-18 直腸RbのT1b癌に対する治療成績 ...............................................................................................................51 
稲垣 水美 他（健生会奈良大腸肛門病センター 他） 

P1-19 pT1およびypT1下部直腸癌における治癒切除術後の予後の検討 .........................................................52 
平 哲郎 他（東京大学　腫瘍外科） 

P1-20 リンパ節転移を伴うT1大腸癌の検討 ...........................................................................................................52 
大宜見 崇 他（東海大学　消化器外科） 

 14:55-15:19 示説Ⅰ-6　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：竹内 洋司（大阪国際がんセンター） 

P1-21 ESDされた大腸T1癌のSM浸潤度と完全摘除率ER0 との関連性 .........................................................53 
為我井 芳郎 他（東京新宿メディカルセンター　消化器内科 他） 

P1-22 当院における大腸ESDの工夫 ........................................................................................................................53 
正木 翔 他（近畿大学医学部附属病院　消化器内科） 

P1-23 新多機能スネアを用いた大腸腫瘍に対する内視鏡的切除の有用性と安全性に関する経験 ................54 
田丸 弓弦 他（呉医療センター　消化器内科） 

P1-24 大腸ESD後の発熱・腹痛・炎症反応に関する検討 ........................................................................................54 
平賀 裕子 他（県立広島病院　内視鏡内科） 

 14:55-15:19 示説Ⅰ-7　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：若村 邦彦（昭和大学横浜市北部病院　消化器センター） 

P1-25 10mm未満の小型非有茎性大腸pT1癌の臨床病理学的特徴...................................................................55 
今井 健一郎 他（静岡県立静岡がんセンター　内視鏡科） 

P1-26 当院における大腸癌内視鏡治療後に外科的追加切除を行った症例の検討 ............................................55 
今田 絢子 他（関西労災病院　外科） 

P1-27 cT1b もしくは内視鏡治療後の早期大腸癌手術症例の検討.....................................................................56 
近藤 圭策 他（医療法人達瑛会鳳胃腸病院　外科・胃腸科） 

P1-28 大腸pSM癌対する内視鏡的不完全切除は短期および長期予後に悪影響を及ぼすか？ .......................56 
金光 聖哲 他（淀川キリスト教病院　外科） 
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 15:19-15:55 示説Ⅰ-8　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：松田 圭二（帝京大学　外科） 

P1-29 早期結腸癌に対する腹腔鏡手術における体内吻合法 .................................................................................57 
馬場 研二 他（慈愛会今村総合病院　外科 他） 

P1-30 局在S, RS早期大腸癌に対するNatural orifice specimen extractionを用いた腹腔鏡下手術...57 
西村 淳 他（厚生連長岡中央綜合病院） 

P1-31 高齢者StageI大腸癌における腹腔鏡下大腸切除術の短期・長期成績の検討.........................................58 
小柳 要 他（JA北海道厚生連　札幌厚生病院） 

P1-32 超高齢者（85歳以上）大腸癌の短期手術成績についての検討...................................................................58 
小沢 慶彰 他（昭和大学病院　消化器・一般外科） 

P1-33 大腸粘膜下層高度浸潤癌リンパ節転移陽性症例( pT1b, N(+) )に対する術後補助化学療法の適応
についての検討..................................................................................................................................................59 
佐田友 藍 他（自治医科大学　消化器一般移植外科） 

P1-34 内視鏡治療後に追加大腸切除を施行したT1大腸癌の病理的学検討.......................................................59 
梅本 岳宏 他（昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科 他） 

 15:19-15:43 示説Ⅰ-9　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：平賀 裕子（県立広島病院　内視鏡内科） 

P1-35 粘膜内に限局した盲腸の低分化型腺癌の1例 ..............................................................................................60 
前田 真吾 他（市立伊丹病院　消化器内科） 

P1-36 遠隔転移再発を認めたPG type隆起型下部直腸T1b癌の1例 ................................................................60 
朝山 直樹 他（広島市立安佐市民病院　消化器内科 他） 

P1-37 中間リンパ節転移陽性と診断されたSM浅層浸潤癌の1例 .......................................................................61 
椿 昌裕 他（友愛記念病院　外科） 

P1-38 内視鏡的粘膜下層剥離術後に同時性壁内・壁外非連続性進展病巣を認めた下部直腸癌の1切除例 ...61 
佐田 春樹 他（呉医療センター　外科 他） 

 15:19-15:43 示説Ⅰ-10　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：吉田 直久（京都府立医科大学　消化器内科） 

P1-39 術後再発をきたしたStageI大腸SM癌の2症例 .........................................................................................62 
澤田 紘幸 他（東広島医療センター　外科 他） 

P1-40 下部直腸T1a癌根治的ESD6年後の壁外再発に対しロボット支援下直腸切断術を施行した1例.....62 
梅津 誠子 他（弘前大学　消化器外科学講座） 

P1-41 早期癌を伴う直腸絨毛状腫瘍に対して腹腔鏡補助下括約筋間直腸切除を施行した2例 .....................63 
大野 航平 他（帝京大学医学部附属病院　外科 他） 

P1-42 大腸早期癌内視鏡的根治切除後再発の2切除例 ..........................................................................................63 
松三 雄騎 他（関西医科大学附属病院　消化管外科） 
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 15:19-15:43 示説Ⅰ-11　早期大腸癌̶病態解明と診断・治療の進歩̶ 
座長：桑井 寿雄（呉医療センター） 

P1-43 盲腸腫瘍に対して牽引クリップを併用したESDが有用であった3例 ....................................................64 
毛利 律生 他（広島赤十字・原爆病院） 

P1-44 腹腔鏡補助下に切除した回腸腺腫の1例 ......................................................................................................64 
北島 徹也 他（昭和大学　消化器・一般外科） 

P1-45 Lynch症候群を背景とした多発微小大腸癌症例 ........................................................................................65 
柴田 泰洋 他（札幌医科大学　消化器内科学講座 他） 

P1-46 高齢者に発症した潰瘍性大腸炎関連腫瘍の1例 ..........................................................................................65 
増尾 貴成 他（伊勢崎市民病院　内科 他） 
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