
主題1　Stage II大腸癌の再発リスク因子

会場名
セッション

名
演題番号 発表時間 登録番号 発表者（敬称略） 所属機関名 演題名

P1-1 10069 前田 裕斗 熊本大学大学院生命科学研究部　消化器外科学 Stage II大腸癌に対するPrognostic nutritional index (PNI)の予後予測因子として有用性の検討

P1-2 10076 金子 建介 帝京大学医学部附属病院外科 Stage II大腸癌患者におけるGeriatric nutritional risk indexと術後予後に関する検討

P1-3 10023 岡田 和丈 東海大学医学部付属病院消化器外科
術前化学放射線療法を施行した pStage II 直腸癌の再発リスク因子の検討　－好中球リンパ球比の有用性
－

P1-4 10064 青松 直撥 大阪市立総合医療センター 当院におけるpStageII大腸癌の再発リスク因子の検討

P1-5 10006 佐伯 泰愼 大腸肛門病センター高野病院　消化器外科 部位別からみたStage II大腸癌の再発リスクについて

P1-6 10052 立田 協太 浜松医科大学外科学第二講座 当院におけるStageII大腸癌再発リスク因子と再発症例の検討

P1-7 10074 植木 智之 滋賀医科大学 当院におけるStage II大腸癌の再発リスク因子についての検討

P1-8 10124 西村 正成
聖マリアンナ医科大学東横病院消化器病セン
ター

当院におけるStageII大腸癌の再発リスク因子の検討

P1-9 10070 齋藤 達 東北大学病院　総合外科 Stage II大腸癌の再発リスク因子の検討

P1-10 10001 安留 道也 山梨県立中央病院外科 StageII結腸癌の再発リスク因子についての検討

P1-11 10003 藤井 正一 横浜総合病院消化器センター StageII大腸癌の再発リスク解析

P1-12 10035 島村 智 埼玉医科大学国際医療センター pStageII大腸癌における予後不良因子,脈管侵襲についての検討

P1-13 10044 河内 雅年 東広島医療センター 当院における治癒切除StageII大腸癌の再発高リスク因子の検討

P1-14 10055 渡部 晃子 北里大学医学部下部消化管外科学 StageII大腸癌の再発リスク因子の検討

P1-15 10121 近藤 圭策 鳳胃腸病院　外科 当施設におけるStage II大腸癌手術症例の検討

P1-16 10114 小西 健 兵庫県立西宮病院 当院でのStageII大腸癌に対する治療成績

P1-17 10119 高島 順平 帝京大学医学部附属溝口病院 pStage2大腸癌における再発危険因子としての術前血清CEA値の重要性

P1-18 10004 水内 祐介 九州大学臨床・腫瘍外科 ステージII大腸癌における再発ハイリスク因子の検討

P1-19 10018 井上 彬 大阪急性期・総合医療センター pStage II 大腸癌の再発リスク因子の検討

P1-20 10039 牛込 充則
東邦大学医療センター大森病院　消化器セン
ター外科

Stage II 大腸癌の再発リスクファクターの検討

P1-21 10040 澤田 元太 市立伊丹病院 当院におけるStage II大腸癌の無再発生存に関連する因子についての検討

P1-22 10043 渋谷 肇 さいたま市民医療センター 当院における大腸癌StageIIの再発リスク因子

P1-23 10068 上原 拓明 新潟市民病院 StageII大腸癌の再発予測因子の検討

P1-24 10090 市川 伸樹 北海道大学　消化器外科1 ステージII大腸癌における脈管侵襲の再発に与える影響の検討

P1-25 10132 幡野 哲 埼玉医科大学総合医療センター StageII結腸癌に対する補助化学療法導入症例の傾向とhigh risk 症例の選別

P1-26 10072 碓井 彰大 帝京大学ちば総合医療センター 当院におけるStage2大腸癌における再発リスク因子の検討

P1-27 10117 北嶋 貴仁 三重大学医学部附属病院　ゲノム医療部 Stage II大腸癌における再発リスク因子の検証

P1-28 10050 竹井 健 奈良県立医科大学消化器・総合外科 Stage II結腸癌の再発高リスク因子の検討

P1-29 10101 大曽根 勝也 群馬大学医学部附属病院外科診療センター 当科におけるStageII大腸癌の再発高リスク因子の検討

P1-30 10105 伊豆川 翔太 済生会横浜市南部病院 StageII大腸癌の腫瘍局在の左右差による長期予後についての検討

P1-31 10041 Manirakiza  Felix Hamamatsu University School of Medicine Novel TP53 frameshift mutations in Romanian colorectal cancers

P1-32 10048 松中 喬之 福井大学　第一外科
ヒト大腸癌における血中Prokineticin1(PROK1)因子の発現と新規再発予測バイオマーカーの可能性につい
て

P1-33 10102 陳 開 静岡県立静岡がんセンター大腸外科 pStage II大腸癌におけるRAS変異が再発に及ぼす影響について
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主題2　切除不能大腸癌に対するconversion therapyの現況と今後の課題

会場名
セッション

名
演題番号 発表時間 登録番号 発表者（敬称略） 所属機関名 演題名

P2-1 10126 中村 明弘 昭和大学藤が丘病院消化器・一般外科 同時性肝転移を有する大腸癌に対する同時大腸・肝切除の検討

P2-2 10118 夏目 壮一郎 都立駒込病院　大腸外科 切除不能大腸癌同時性肝転移に対するConversion surgeryの意義

P2-3 10084 野村 雅俊 大阪労災病院　外科 当院における画像上切除不能大腸癌肝転移の治療成績

P2-4 10042 津島 辰也 東京大学医学部附属病院 大腸癌同時性肝転移のconversion症例におけるGrade分類、Clinical Risk Scoreの予後予測能の検討

P2-5 10122 小川 雄大 大分大学医学部消化器・小児外科 治癒切除不能進行大腸癌に対するconversion surgeryの経験

P2-6 10120 佐藤 将大 東北大学大学院消化器外科学分野 切除不能および切除困難大腸癌症例における術前化学療法の治療成績と課題

P2-7 10116 北沢 将人 信州大学医学部　消化器外科 当科における切除不能大腸癌に対するConversion therapy症例の検討

P2-8 10094 金 翔哲 杏林大学病院　下部消化管外科 切除不能大腸癌に対するconversion therapyでRM0が困難となる因子はなにか

P2-9 10013 大平 学 千葉大学大学院医学研究院先端応用外科学 切除不能進行大腸癌に対するConversion surgeryの治療成績と影響を与える因子

P2-10 10031 合田 良政 国立国際医療研究センター 大腸癌腹膜転移におけるconversion therapy：second look診査腹腔鏡に基づいた患者選択

P2-11 10047 石川 慎太郎 埼玉医科大学国際医療センター 他臓器浸潤局所進行結腸癌の化学療法後切除症例の検討

P2-12 10065 矢野 琢也 広島市立広島市民病院 膿瘍形成性直腸癌に対する治療の現況と課題

P2-13 10128 佐村 博範 浦添総合病院 治癒切除不能症例に術前治療を施行し手術を施行した4症例

P2-14 10097 兼定 航 山口大学大学院　消化器・腫瘍外科学 R0切除困難な局所進行直腸癌に対してFOLFOXIRI療法がconversion surgeryに有用であった一症例

P2-15 10091 加藤 宏之 藤田医科大学ばんたね病院　消化器外科 肝機能不良患者における大腸癌肝転移に対して右尾状葉を温存して右肝切除を施行した一例

P2-16 10075 兵 貴彦 和歌山県立医科大学　外科学第2講座 切除不能進行大腸癌に対し、化学療法が奏功し、conversion therapyとなった左側結腸癌の１例

P2-17 10073 浅古 謙太郎 帝京大学　外科学講座 Conversion therapyによって切除可能となった盲腸癌の１例

P2-18 10045 舩越 徹 札幌厚生病院外科 当院におけるconversionを目指した切除不能・困難大腸癌の集学的治療症例

P2-19 10027 秋田 聡 愛媛大学医学部消化器腫瘍外科 術前化学治療を行い切除した結腸癌の2例

P2-20 10000 富永 哲郎 長崎大学病院 Pembrolizumabで長期CRが得られた局所進行大腸癌の治療方針

P2-21 10059 安田 洋 ベルランド総合病院　外科 結腸直腸癌StagIVに対する術前治療でのconversion therapyの実際

P2-22 10087 西沢 佑次郎 大阪急性期・総合医療センター
MSI-Highを有する局所進行切除不能横行結腸癌に対してニボルマブ＋イピリムマブ併用療法後に
conversion surgeryを施行した1例

主題3　直腸高難度手術（ESD, TaTME, ISR, 側方郭清,TPEなど）の適応と手技

会場名
セッション

名
演題番号 発表時間 登録番号 発表者（敬称略） 所属機関名 演題名

P3-1 10063 堀江 久永 自治医科大学消化器一般移植外科 術前CRTが施行された下部進行直腸癌症例に対する側方郭清の適応について

P3-2 10080 岡本 亮 明和病院
術前短期放射線化学療法(SCRT)を用いた進行下部直腸癌に対する当院の側方郭清の適応と治療成績の
検討

P3-3 10135 石崎 哲央 東京医科大学　消化器・小児外科学分野 術前化学療法を行なった下部進行直腸癌に対する側方リンパ節郭清の適応と治療成績

P3-4 10033 白石 卓也 群馬大学医学部附属病院　外科診療センター 直腸癌に対する側方リンパ節郭清の適応と手術成績

P3-5 10127 吉岡 康多 近畿大学病院 当院における直腸癌に対する側方郭清の適応と治療成績

P3-6 10081 稲田 涼 高知医療センター　消化器外科・一般外科 直腸癌に対する腹腔鏡下側方郭清の治療成績の検討

P3-7 10099 佐藤 雄介 愛知県がんセンター 腹腔鏡下/ロボット支援下側方リンパ節郭清の手術手技と短期成績

P3-8 10079 賀川 義規 大阪急性期・総合医療センター ロボット支援下低位前方切除術に伴う側方郭清を行った5例

P3-9 10134 西川 武司 埼玉県立がんセンター 下部進行直腸癌に対するロボット支援下側方郭清の手技と短期治療成績

P3-10 10108 鈴木 陽三 市立豊中病院 地域病院におけるロボット支援下側方郭清導入の経験

P3-11 10133 谷田 司 市立東大阪医療センター 直腸癌に対するTMEから側方郭清、骨盤内臓全摘術への応用

P3-12 10034 今西 俊介 千葉大学大学院医学研究院先端応用外科 当科におけるロボット支援下直腸手術の短期成績と手術手技の工夫

P3-13 10021 高橋 広城 名古屋市立大学消化器外科 T4b(前立腺)直腸がんに対するロボット支援手術を応用した治療戦略

P3-14 10017 川村 幹雄 三重大学　消化管小児外科 下部進行直腸癌に対するtotal neoadjuvant therapy後のロボット支援下直腸切除術の適応と手術成績

P3-15 10057 澤田 隆一郎 神戸大学医学部 当科における経肛門アプローチ併用による側方リンパ節郭清の手術成績
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会場名
セッション

名
演題番号 発表時間 登録番号 発表者（敬称略） 所属機関名 演題名

P3-16 10032 江本 慎 北海道大学病院 直腸癌におけるCTによる側方リンパ節転移予測の検討

P3-17 10009 岩佐 陽介 奈良県立医科大学　消化器・総合外科 造影MRIを用いた中直腸動脈の有無と側方リンパ節転移の検討

P3-18 10008 廣川 高久 刈谷豊田総合病院 ロボット支援腹腔鏡下骨盤内臓全摘術のメリット、デメリットから適応を考える

P3-19 10012 杢谷 友香子 八尾市立病院 当院における骨盤内臓全摘術の成績成績と今後の展望

P3-20 10093 木村 慶 兵庫医科大学 当院での痔瘻癌に対するlaparoscopic-beyond TPE

P3-21 10020 田代 浄 三井記念病院 局所進行・再発直腸癌に対する用手補助腹腔鏡下骨盤内臓全摘術（Hybrid HALS PE）の適応と手技

P3-22 10015 畑 泰司 関西労災病院　外科 当院におけるda Vinciで施行した内肛門括約筋切除術（ISR）後の肛門温存と排尿機能における中期成績

P3-23 10037 溝口 正子 東京医科歯科大学　消化管外科学分野 当科におけるロボット支援下括約筋間直腸切除術の検討

P3-24 10025 福田 純也 久留米大学医学部外科学講座 当院における括約筋間直腸切除術（ISR：Intersphincteric Rectal Resection）の治療成績検討

P3-25 10109 鉾之原 健太郎 鹿児島大学消化器・乳腺甲状腺外科 下部直腸癌に対する肛門括約筋間切除における再建の工夫－Pull through法－

P3-26 10100 内藤 覚 東北大学大学院　消化器外科学分野 腹腔鏡下括約筋間直腸切除術の治療成績

P3-27 10115 松三 雄騎 関西医科大学附属病院消化管外科 括約筋温存術において他臓器合併切除直腸切除術に対するtaTMEの意義

P3-28 10028 近藤 彰宏 香川大学医学部　消化器外科 TaTMEの導入からランドマークを意識した手術手技と短期治療成績

P3-29 10053 前田 哲生 神鋼記念病院 当院におけるtaTMEの手術手技および短期成績

P3-30 10083 吉田 雅 北海道大学病院　消化器外科１ 直腸切断術におけるTpTME導入成績

P3-31 10095 足立 利幸 長崎大学大学院　移植・消化器外科 中下部直腸癌に対するTrans anal TMEとlaparoscopic TMEの治療成績の比較

P3-32 10130 中村 慶史 金沢大学附属病院　胃腸外科 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治療成績

P3-33 10123 三宅 亨 滋賀医科大学　外科学講座 直腸癌術後吻合部再発に対する経肛門的内視鏡併用下の切除例に関する検討

P3-34 10098 中島 勇貴
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

Clavien-Dindo分類からみた直腸ESD後偶発症の特徴：結腸ESD症例との比較検討

P3-35 10131 林 成興 日本大学病院 直腸早期癌に対する経肛門的内視鏡下手術(TAMIS)の役割

P3-36 10022 牧口 茉衣 国立がん研究センター中央病院内視鏡科 当院における肛門管および肛門周囲皮膚に局在する腫瘍性病変の局所治療の取り組み

P3-37 10030 高橋 佑典 国立病院機構大阪医療センター 当院における直腸がんに対する手術アプローチの選択

P3-38 10086 工藤 道弘 京都岡本記念病院 直腸癌側方転移診断におけるMRI画像の画像解析と、T2-DWI融合画像の臨床的意義

P3-39 10096 脇山 幸大 特定医療法人静便堂　白石共立病院 内視鏡ホルダーロボットを使用した腹腔鏡下完全体腔内吻合

P3-40 10062 野澤 慶次郎 帝京大学医学部附属病院外科 診断・治療に苦慮した下部直腸から左側結腸に及ぶ広範なびまん性海綿状血管腫の1例

P3-41 10106 竹山 廣志 市立豊中病院 膀胱浸潤を伴う進行直腸癌に対して、ロボット支援下直腸切除術および膀胱部分切除術を施行した1例

P3-42 10016 内野 大倫 愛知医科大学　消化器外科
S状結腸癌口側穿孔に対する緊急Hartmann手術後に二期的リンパ節郭清を伴うLaparoscopic Hartmann
reversalを施行した1例
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