
   9:00-9:24 示説Ⅰ-1　早期大腸癌の診断・治療の現況と今後の課題 
座長：垂石 正樹（市立旭川病院消化器病センター） 

P1-1 隆起型大腸腫瘍の深達度診断における内視鏡および注腸X線検査の診断精度の検討 .........................43 
武藤 桃太郎 他（JA北海道厚生連　遠軽厚生病院　内科 他） 

P1-2 大腸CT検査における大腸SM癌の検討 ........................................................................................................43 
高木 智史 他（JCHO札幌北辰病院　消化器内科） 

P1-3 大腸ESD施行困難因子の一つである腸管蠕動への対策............................................................................44 
佐々木 貴弘 他（旭川医科大学　内科学講座） 

P1-4 外来大腸内視鏡治療の現状 .............................................................................................................................44 
平賀 裕子 他（県立広島病院　内視鏡内科） 

   9:00-9:30 示説Ⅰ-2　早期大腸癌の診断・治療の現況と今後の課題 
座長：山野 泰穂（札幌医科大学消化器内科学講座） 

P1-5 当院における大腸T1癌治療法選択の現況 ...................................................................................................45 
杉山 隆治 他（市立旭川病院　消化器内科 他） 

P1-6 当科のpT1大腸癌症例の検討 .........................................................................................................................45 
浅野 栄介 他（香川大学医学部消化器外科） 

P1-7 当科における早期大腸癌に対する治療法選択の検討 .................................................................................46 
丸山 哲郎 他（千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学） 

P1-8 pT1大腸癌におけるリンパ節転移のリスク因子の検討.............................................................................46 
井上 彬 他（大阪急性期・総合医療センター　消化器外科 他） 

P1-9 大腸pT1b癌に対する内視鏡治療および外科的切除の治療成績と予後に関する検討 
̶多施設共同後ろ向き試験̶ .........................................................................................................................47 
田中 寛人 他（群馬大学大学院　消化器・肝臓内科学 他） 

   9:00-9:24 示説Ⅰ-3　早期大腸癌の診断・治療の現況と今後の課題 
座長：岡 志郎（広島大学病院　消化器・代謝内科） 

P1-10 大腸pT1癌におけるSM浸潤度に着目した内視鏡治療後の追加腸切除適応基準の検討 .....................47 
大野 航平 他（帝京大学外科） 

P1-11 T1大腸癌における内視鏡的切除後の追加治療の適応基準の検討 ...........................................................48 
碓井 彰大 他（帝京大学ちば総合医療センター　外科） 

P1-12 低分化胞巣所見を用いた大腸T1癌の追加腸切除省略に関する治療ストラテジー...............................48 
田中 正文 他（大腸肛門病センター高野病院　外科） 

P1-13 内視鏡的非治癒切除後に非追加切除となったFrail高齢者pT1大腸癌の検討̶当院でのリンパ節転
移リスク因子の解析に基づいて̶ .................................................................................................................49 
平木 将之 他（関西ろうさい病院　消化器外科 他） 

95th 
JSCCR 示説プログラム

15

プ
ロ
グ
ラ
ム

口
演
抄
録

示
説
抄
録

著
者
索
引

案
内



   9:00-9:30 示説Ⅰ-4　早期大腸癌の診断・治療の現況と今後の課題 
座長：川崎 啓祐（九州大学病態機能内科学） 

P1-14 初回内視鏡治療を施行した大腸SM癌の臨床病理学的検討 ......................................................................49 
市川 英孝 他（東北大学消化器外科学） 

P1-15 早期大腸癌に対する内視鏡治療が予後に与える影響 .................................................................................50 
萩原 千恵 他（上尾中央総合病院） 

P1-16 大腸癌内視鏡不完全切除がもたらす腫瘍学的な影響について.................................................................50 
牛込 創 他（名古屋市立大学消化器外科 他） 

P1-17 早期大腸癌における内視鏡治療後追加切除までの至適期間に関する検討 ............................................51 
中村 有貴 他（和歌山県立医科大学第2外科） 

P1-18 当院における早期大腸癌に対するOver Surgeryの現況 ........................................................................51 
安田 洋 他（ベルランド総合病院） 

   9:24-9:54 示説Ⅰ-5　早期大腸癌の診断・治療の現況と今後の課題 
座長：梶原 由規（防衛医科大学消化器外科） 

P1-19 当施設における早期大腸癌手術症例の検討 .................................................................................................52 
近藤 圭策 他（医療法人達瑛会　鳳胃腸病院　外科） 

P1-20 SM大腸癌の手術成績の検討...........................................................................................................................52 
江本 慎 他（北海道大学病院　消化器外科I） 

P1-21 pT1大腸癌内視鏡治療後追加切除例の検討.................................................................................................53 
井出 義人 他（JCHO大阪病院　外科） 

P1-22 当科における内視鏡的切除後pT1大腸癌に対する外科的追加切除の治療成績 ....................................53 
兼定 航 他（山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学 他） 

P1-23 大腸T1癌に対する外科切除例の治療成績 ...................................................................................................54 
金子 由香 他（東京女子医科大学　消化器外科） 

 14:00-14:30 示説Ⅱ-1　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：寺村 紘一（国立がん研究センター東病院大腸外科） 

P2-1 直腸癌に対するロボット手術の治療成績に腹腔鏡手術経験数が及ぼす影響 ........................................55 
日野 仁嗣 他（静岡県立静岡がんセンター　大腸外科） 

P2-2 経肛門アプローチ手術に対するThiel法を用いたカダバートレーニングの有用性 ..............................55 
富永 哲郎 他（長崎大学大学院　腫瘍外科 他） 

P2-3 導入期におけるtaTMEの現状と課題............................................................................................................56 
近藤 彰宏 他（香川大学医学部附属病院　消化器外科） 

P2-4 腹会陰式直腸切断術における、腹腔鏡下挙筋合併切除の妥当性...............................................................56 
松三 雄騎 他（関西医科大学　外科学講座　消化管外科） 

P2-5 当科における経肛門・経会陰アプローチ併用腹腔鏡下直腸手術の手技と短期成績 ..............................57 
中村 慶史 他（金沢大学附属病院　胃腸外科 他） 
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 14:00-14:24 示説Ⅱ-2　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：庄中 達也（旭川医科大学外科学講座　消化管外科学分野） 

P2-6 80歳以上の高齢者に対する腹腔鏡下大腸癌手術の有用性.......................................................................57 
鈴村 博史 他（東京医科大学八王子医療センター） 

P2-7 75歳以上の後期高齢者直腸癌に対するロボット支援下直腸切除術の周術期短期成績 ......................58 
田澤 美也子 他（東京医科歯科大学　消化管外科学分野） 

P2-8 傾向スコアマッチングを用いた80歳以上の高齢大腸癌患者に対する腹腔鏡手術と開腹手術との長
期成績の比較検討..............................................................................................................................................58 
三口 真司 他（県立広島病院　消化器外科 他） 

P2-9 Covid-19 pandemic後の大腸癌手術例の特徴と今後の課題 ................................................................59 
工藤 道弘 他（京都岡本記念病院 消化器外科 他） 

 14:00-14:24 示説Ⅱ-3　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：中野 大輔（がん・感染症センター　都立駒込病院　大腸外科） 

P2-10 当院における直腸癌肥満症例に対するロボット支援手術の実際～従来型腹腔鏡手術と比較して～59 
青松 直撥 他（大阪市立総合医療センター　消化器外科 他） 

P2-11 進行結腸癌肥満症例に対する腹腔鏡下手術成績 .........................................................................................60 
吉田 雅 他（北海道大学病院　消化器外科1） 

P2-12 肥満症例に対するロボット支援下直腸手術の短期成績 .............................................................................60 
滝口 光一 他（山梨大学医学部外科学講座第1教室） 

P2-13 術前化学療法後に行ったロボット支援下直腸癌手術の検討.....................................................................61 
河合 賢二 他（関西労災病院　外科） 

 14:00-14:30 示説Ⅱ-4　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：村上 慶洋（市立旭川病院　外科） 

P2-14 当院における腹腔鏡下右側結腸切除体腔内吻合の安全な導入への取り組み ........................................61 
大島 有希子 他（国立病院機構仙台医療センター外科） 

P2-15 縫合不全0を目指して-3列circular staplerのin vitro/clinicalな検討- .............................................62 
真崎 純一 他（東京医科大学　消化器・小児外科学分野） 

P2-16 単孔式腹腔鏡下結腸切除術における体腔内吻合の意義 .............................................................................62 
鈴木 陽三 他（市立豊中病院外科） 

P2-17 腹腔鏡下前方切除におけるDST吻合の交点補強縫合に関する検討........................................................63 
杉山 雅彦 他（国立病院機構九州がんセンター　消化管外科 他） 

P2-18 腹腔鏡下回盲部切除術における体腔内吻合法の検討 .................................................................................63 
友近 忍 他（山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学 他） 
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 14:30-15:00 示説Ⅱ-5　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：池田 篤（北海道大学大学院 医学院・医学研究院　消化器外科学教室Ⅱ） 

P2-19 当センターにおける右側結腸癌に対する単孔式腹腔鏡手術の導入.........................................................64 
西沢 佑次郎 他（大阪急性期・総合医療センター） 

P2-20 ロボット手術の脾彎曲部授動の定形化 .........................................................................................................64 
賀川 義規 他（大阪急性期総合・医療センター　消化器外科） 

P2-21 脾弯曲大腸癌に対する腹腔鏡手術の現況 .....................................................................................................65 
吉松 和彦 他（川崎医科大学　消化器外科学 他） 

P2-22 低侵襲直腸癌手術におけるICG蛍光法による血流評価の有用性の検討.................................................65 
仕垣 隆浩 他（久留米大学外科） 

P2-23 筋層合併切除のTransanal Minimally Invasive Surgery（TAMIS）の手技と成績 ........................66 
石井 雅之 他（札幌医科大学附属病院） 

 14:24-14:54 示説Ⅱ-6　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：上原 圭（名古屋大学大学院　腫瘍外科学） 

P2-24 仙骨合併切除を要する直腸癌骨盤内再発に対する腹腔鏡手術.................................................................66 
木村 慶 他（兵庫医科大学　下部消化管外科 他） 

P2-25 側方浸潤陽性局所進行直腸癌に対する、膜解剖に沿ったextended TMEの手術手技 ........................67 
別府 直仁 他（兵庫医科大学　下部消化管外科 他） 

P2-26 深達度T4大腸癌におけるpT4a症例の手術成績とcT4bの腹腔鏡手術手技 .........................................67 
澤山 浩 他（熊本大学病院） 

P2-27 進行横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の現況と今後の課題.....................................................................68 
中原 健太 他（昭和大学横浜市北部病院　消化器センター） 

P2-28 術前化学放射線療法後に腹腔鏡手術を施行した進行下部直腸癌の治療成績と再発予測因子 ............68 
田中 宏典 他（川崎医科大学　消化器外科） 

 14:24-14:48 示説Ⅱ-7　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：渡邉 純（横浜市立大学附属市民医療センター　消化器病センター） 

P2-29 腹腔鏡下側方郭清の治療成績と今後の課題 .................................................................................................69 
西川 武司 他（埼玉県立がんセンター） 

P2-30 ロボット支援下手術による直腸癌に対する側方リンパ節郭清の検討.....................................................69 
野中 隆 他（長崎大学病院　腫瘍外科） 

P2-31 下部直腸癌に対する2チームによる経肛門側方リンパ節郭清（TaLPD）の導入と効果 .......................70 
石井 正嗣 他（春秋会　城山病院） 

P2-32 経肛門的鏡視下手術を併用した直腸癌側方郭清症例の短期成績の検討 ................................................70 
岩佐 陽介 他（奈良県立医大・消化器・総合外科 他） 
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 14:30-15:00 示説Ⅱ-8　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：内藤 正規（聖マリアンナ医科大学　横浜市西部病院　消化器・一般外科） 

P2-33 直腸癌に対するロボット手術と腹腔鏡下手術の比較検討.........................................................................71 
三浦 啓寿 他（北里大学下部消化管外科） 

P2-34 ロボット支援下手術と腹腔鏡下手術における術後腸閉塞頻度の検討.....................................................71 
胡 慶江 他（九州大学大学院消化器総合外科） 

P2-35 広島臨床腫瘍外科研究(HiSCO)大腸グループにおける直腸癌手術の開腹手術と腹腔鏡手術とロボ
ット支援手術の短期合併症の現状 .................................................................................................................72 
石川 聖 他（呉市医師会病院外科 他） 

P2-36 ロボット支援下直腸手術と腹腔鏡下直腸手術の短期成績比較.................................................................72 
井上 隆 他（奈良県総合医療センター消化器・肝胆膵外科） 

P2-37 直腸癌に対する腹腔鏡手術とロボット手術の治療成績の比較.................................................................73 
谷田 司 他（市立東大阪医療センター　消化器外科） 

 15:00-15:24 示説Ⅱ-9　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：塚本 俊輔（国立がんセンター中央病院　大腸外科） 

P2-38 当院におけるSenhanceを用いたロボット支援下大腸癌手術の短期成績............................................73 
佐々木 恵 他（埼玉医大国際医療センター　消化器外科） 

P2-39 大腸癌に対するロボット支援下手術の導入と現況 .....................................................................................74 
河野 眞吾 他（順天堂大学　下部消化管外科） 

P2-40 大腸癌に対するセンハンス支援下腹腔鏡下S状結腸切除術の経験..........................................................74 
西村 正成 他（聖マリアンナ医科大学東横病院　外科 他） 

P2-41 術者2人体制で進めるロボット支援直腸手術 ..............................................................................................75 
金光 聖哲 他（淀川キリスト教病院外科） 

 14:54-15:24 示説Ⅱ-10　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：本間 重紀（北海道大学　消化器外科I） 

P2-42 当科のロボット支援下直腸切除術の導入と短期成績 .................................................................................75 
鈴木 紳祐 他（藤沢湘南台病院　外科 他） 

P2-43 当院におけるロボット支援下直腸手術の治療成績 .....................................................................................76 
高島 順平 他（帝京大学医学部附属溝口病院外科） 

P2-44 当科におけるロボット支援下直腸手術の導入と47例の短期治療成績 ..................................................76 
今西 俊介 他（千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科） 

P2-45 当科におけるロボット支援下直腸癌手術の安全性の検証.........................................................................77 
金子 建介 他（帝京大学外科） 

P2-46 ロボット支援下直腸手術の短期成績の検討 .................................................................................................77 
筒井 敦子 他（上尾中央総合病院　外科） 
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 14:48-15:18 示説Ⅱ-11　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：奥谷 浩一（札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科学講座） 

P2-47 直腸癌に対する症例に応じた手術アプローチの選択 .................................................................................78 
岩本 哲好 他（近畿大学外科） 

P2-48 当科におけるロボット支援下直腸切除術の導入期短期成績.....................................................................78 
古谷 晃伸 他（兵庫県立がんセンター消化器外科） 

P2-49 当院におけるロボット支援下腹腔鏡下直腸癌手術の短期手術成績.........................................................79 
古角 祐司郎 他（神鋼記念病院　消化器外科） 

P2-50 直腸癌に対するロボット支援手術の現状 .....................................................................................................79 
宮本 裕士 他（熊本大学大学院　消化器外科学） 

P2-51 当院におけるロボット直腸癌手術の導入期の短期成績 .............................................................................80 
外岡 亨 他（千葉県がんセンター　食道・胃腸外科） 

 15:00-15:30 示説Ⅱ-12　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：神山 篤史（東北大学大学院消化器外科学） 

P2-52 ロボット支援下直腸癌手術の短期成績 .........................................................................................................80 
井原 啓佑 他（獨協医科大学第一外科） 

P2-53 当科におけるロボット支援下直腸癌手術30例の検討...............................................................................81 
大和田 洋平 他（筑波大学消化器外科） 

P2-54 当院における直腸癌ロボット支援下手術導入の短期成績の検討.............................................................81 
森 康一 他（藤沢市民病院） 

P2-55 ロボット支援腹腔鏡下直腸手術導入時の短期成績について.....................................................................82 
竹山 廣志 他（市立豊中病院　外科） 

P2-56 下部直腸癌に対するロボット支援下腹腔鏡下手術の有用性の検討.........................................................82 
川村 崇文 他（静岡県立総合病院） 

 15:24-15:54 示説Ⅱ-13　低侵襲手術（腹腔鏡手術・ロボット手術）の現況と今後の課題 
座長：山田 秀久（NTT東日本札幌病院　外科） 

P2-57 短期治療成績からみた導入初期のロボット支援下直腸手術の課題.........................................................83 
神山 篤史 他（東北大学大学院消化器外科学） 

P2-58 ロボット支援下直腸切除術導入後の短期成績と今後の課題.....................................................................83 
川村 幹雄 他（三重大学　消化管小児外科学 他） 

P2-59 ロボット支援下直腸手術導入後の短期成績と課題 .....................................................................................84 
外舘 幸敏 他（総合南東北病院外科 他） 

P2-60 当科におけるロボット支援下直腸手術(RARS)の現状と課題.................................................................84 
大木 岳志 他（東京女子医科大学消化器外科） 

P2-61 低侵襲手術（ロボット支援直腸切除術）に向けた取り組みと今後の課題 ................................................85 
梅本 岳宏 他（昭和大学藤が丘病院　消化器・一般外科） 
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   9:30-9:54 示説Ⅲ-1　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：中島 貴子（京都大学医学部附属病院　次世代医療・iPS細胞治療研究センター） 

P3-1 高齢者大腸癌pStage III手術症例の補助化学療法に関する検討 ............................................................86 
小島 正継 他（滋賀医大・消化器・乳腺・小児・一般外科 他） 

P3-2 当科における高齢者StageIII結腸癌に対する術後補助化学療法の現状 ................................................86 
幡野 哲 他（埼玉医大総合医療センター消化管・一般外科） 

P3-3 70歳以上のStage III大腸癌に対する術後補助化学療法の検討 .............................................................87 
中野 雅人 他（新潟大学医歯学総合研究科消化器・一般外科） 

P3-4 高齢者（70歳以上）に対するStageIII結腸癌術後補助療法の現状 ..........................................................87 
吉田 晋 他（山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学 他） 

   9:24-9:48 示説Ⅲ-2　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：山口 達郎（がん・感染症センター都立駒込病院　大腸外科/遺伝子診療科） 

P3-5 当院における大腸癌術後補助化学療法の現況 .............................................................................................88 
岡島 航 他（松下記念病院外科） 

P3-6 市中総合病院において外科医が行う高齢者に対する結腸癌術後補助化学療法の現況 ........................88 
那須 啓一 他（東京都立墨東病院　外科） 

P3-7 高齢者（70歳以上）StageIII症例における術後補助化学療法の現状と問題点 ......................................89 
日高 英二 他（東京医科大学八王子医療センター） 

P3-8 当院でのStageIII高齢者大腸癌の治療成績.................................................................................................89 
古屋 信二 他（山梨大学医学部外科学講座第1教室） 

  9:30-10:00 示説Ⅲ-3　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：谷口 浩也（愛知県がんセンター薬物療法部） 

P3-9 70歳代および80歳以上のStage III大腸癌術後補助化学療法の効果...................................................90 
森田 俊治 他（市立伊丹病院　外科） 

P3-10 当院における高齢者に対するStage III大腸癌術後補助化学療法の現状...............................................90 
小森 孝通 他（兵庫県立西宮病院外科） 

P3-11 高齢者に対するStageIII大腸癌の術後補助化学療法の実施状況と治療成績の検討 ............................91 
山本 堪介 他（ベルランド総合病院） 

P3-12 当科における術後補助化学療法を導入した75歳以上大腸癌症例の検討 ..............................................91 
立田 協太 他（浜松医科大学外科学第二講座） 

P3-13 当院における高齢者の大腸癌補助化学療法施行実態についての検討.....................................................92 
横井 圭悟 他（北里大学　下部消化管外科学） 
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  9:54-10:24 示説Ⅲ-4　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：佐藤 太郎（大阪大学大学院医学系研究科　先進癌薬物療法開発学寄附講座） 

P3-14 高齢者(70歳以上)のStageIII大腸癌に対する術後補助化学療法の現状 ..............................................92 
河野 眞吾 他（順天堂大学　下部消化管外科） 

P3-15 当院における高齢者大腸癌に対する術後補助化学療法の現状.................................................................93 
坂本 純一 他（栃木県立がんセンター） 

P3-16 高齢者pStageIII大腸癌の予後と転帰から術後化学療法について考察する..........................................93 
寺石 文則 他（岡山大学病院　消化管外科 他） 

P3-17 高齢者ステージIII大腸癌に対する術後補助化学療法に関する検討 .........................................................94 
水内 祐介 他（九州大学　臨床・腫瘍外科 他） 

P3-18 70歳以上の高齢大腸癌症例に対する術後補助化学療法の検討...............................................................94 
下國 達志 他（JCHO札幌北辰病院　外科） 

  9:54-10:18 示説Ⅲ-5　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：中西 良太（九州大学 消化器・総合外科） 

P3-19 当院における高齢者に対する大腸癌術後補助化学療法 .............................................................................95 
渋谷 肇 他（さいたま市民医療センター　外科） 

P3-20 70歳以上高齢者StageII/III大腸癌に対する術後補助化学療法の現状と成績 .....................................95 
梶原 大輝 他（東北大学消化器外科学） 

P3-21 高齢者StageIII大腸癌に対する術後補助化学療法の現状と問題点 ........................................................96 
片岡 功 他（杏林大学医学部付属病院消化器・一般外科） 

P3-22 高齢者に対する大腸癌術後補助化学療法の現状分析と今後の課題について ........................................96 
中尾 武 他（健生会土庫病院） 

  9:48-10:18 示説Ⅲ-6　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：小松 嘉人（北海道大学消化器内科） 

P3-23 高齢者(70歳以上)Stage III大腸癌の補助化学療法の有用性についての検討 .....................................97 
佐伯 泰愼 他（大腸肛門病センター高野病院　消化器外科） 

P3-24 当科における高齢者pStageIII症例に対する術後補助化学療法の治療成績..........................................97 
玉井 皓己 他（市立吹田市民病院） 

P3-25 当院の高齢者に対する術後補助療法についての検討 .................................................................................98 
澤田 元太 他（市立伊丹病院） 

P3-26 オキサリプラチンをベースとした補助療法を行った高齢者StageIII大腸癌患者の予後の検討........98 
牛込 充則 他（東邦大学医療センター大森病院　消化器センター外科） 

P3-27 高齢大腸癌症例における全身化学療法の実態 .............................................................................................99 
呉林 秀崇 他（福井大学医学部第一外科 他） 
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 10:00-10:30 示説Ⅲ-7　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：辻 靖（斗南病院腫瘍内科） 

P3-28 高齢者大腸癌に対する強力な化学療法と後方治療の有効性.....................................................................99 
福元 剛 他（埼玉医科大学国際医療センター） 

P3-29 当科における70歳以上の切除不能進行再発大腸癌に対する治療成績 ................................................100 
大平 学 他（千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学） 

P3-30 高齢者に対する当院でのトリフルリジン・チピラシルの使用経験.........................................................100 
陳 凌風 他（東海大学医学部付属病院消化器外科） 

P3-31 高齢者の進行再発大腸癌に対する化学療法の現状 ...................................................................................101 
小西 健 他（兵庫県立西宮病院） 

P3-32 高齢者(70歳以上)に対する進行再発大腸癌へのFOLFOXIRI療法の検討 ..........................................101 
吉川 幸宏 他（大阪労災病院） 

 10:24-10:48 示説Ⅲ-8　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：沖田 憲司（札幌医科大学　消化器・総合、乳腺・内分泌外科） 

P3-33 高齢者の進行下部直腸癌に対するTotal neoadjuvant therapy（TNT）の有用性の検討 ..............102 
岡本 亮 他（医療法人　明和病院） 

P3-34 70歳以上の高齢者進行直腸癌に対する術前化学療法.............................................................................102 
園田 寛道 他（日本医科大学消化器外科） 

P3-35 高齢者の進行下部直腸癌に対する術前化学放射線療法の検討...............................................................103 
千野 慎一郎 他（北里大学メディカルセンター外科 他） 

P3-36 高齢者進行直腸癌におけるTotal Neoadjuvant Treatment (TNT)の安全性ならびに治療成績に
関する検証........................................................................................................................................................103 
志村 匡信 他（三重大学消化管小児外科学講座 他） 

 10:18-10:48 示説Ⅲ-9　高齢者（70歳以上）に対する大腸癌化学療法の現況と今後の課題 
座長：砂川 優（聖マリアンナ医科大学　臨床腫瘍学講座） 

P3-37 当院における高齢者（70歳以上）大腸癌化学療法の現況.........................................................................104 
樋口 晃生 他（横浜南共済病院　外科） 

P3-38 過疎地域病院での大腸癌遠隔転移への集学的治療介入の現状...............................................................104 
植田 剛 他（南奈良総合医療センター　外科） 

P3-39 大腸癌オキサリプラチン療法に対するオランザピン制吐療法の高齢者に対する安全性 ..................105 
西村 潤一 他（大阪国際がんセンター・消化器外科） 

P3-40 MSI-H、BRAF変異型の70歳以上の高齢者切除不能大腸癌に対し，一次治療でペンブロリズマブを
使用し奏功した1例 ........................................................................................................................................105 
原 鐵洋 他（安佐市民病院　外科） 

P3-41 UFT/LV内服療法にてCRを得た高齢者直腸S状部癌異時性リンパ節転移、肺転移の1例................106 
原田 岳 他（浜松医療センター　消化器外科） 
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