
第 55回北陸内視鏡外科研究会 

プログラム 

 

日 時：平成 30年 10月 27日（土曜日）13時～16時 45分 

会 場：石川県立中央病院 3階  会議室 1   

〒920-8530 石川県金沢市鞍月東 2-1 TEL：076-237-8211（代表） 

内 容：主題 1：上部消化管領域における腹腔鏡手術の革新  

主題 2：腹腔鏡手術の若手教育～各施設の取り組み～ 

一般演題：自由演題 

JSES技術認定医記念セッション： 食道・胃・大腸 合格者  

特別講演：「消化器外科領域における低侵襲手術の最前線」 

藤田医科大学 医学部 総合消化器外科講座 教授 宇山 一朗 先生  

 

◎研究会参加には年会費(3000円：当日支払い可能)が必要です。 

◎発表形式は一般演題、主題演題とも口演 5分、討論 2分です。 

技術認定医記念セッションは口演 8分、討論 2分です。時間厳守でお願い致します。 

◎PCあるいは、Macをご持参下さい。D－sub25ピン形式のモニタージャックが必要です。 

Windowsの Power Pointを使用の場合、USBメモリーも可ですがデータ移行に時間がかかるため、当日

は時間に余裕を持ってお越し下さい。動画がうまく再生されるか別のパソコンで事前にご確認下さ

い。 

◎会場までは裏面の地図を参照してお越し下さい。 

◎研究会に先立ち、12時 20分より 30分間の予定で幹事会を行います。 

出席される幹事の先生は、3階 会議室 3にお集まり下さい。 

12時より昼食をご用意致します。弁当代といたしまして 1,000円のお支払いをお願い致します。 

◎HSESは JSESの公認研究会として、毎回の研究会参加証で JSES技術認定（申請）に要する参加点数 1点、HSES

アニマルラボ（毎年 8月）参加証で 4点が認められます。 

また、HSES研究会参加証は日本消化器内視鏡学会(JGES)で認められた消化器内視鏡専門医・指導医の申請・更

新の際に関連研究会参加点として年間 1点が認められます。 

 

第 55回 北陸内視鏡外科研究会 当番幹事 

石川県立中央病院 消化器外科 辻 敏克 

〒920-8530 石川県金沢市鞍月東 2-1 TEL：076-237-8211 

 

北陸内視鏡外科研究会（HSES）事務局 

国立病院機構 敦賀医療センター 外科 ：代表幹事 飯田 敦 

〒914-0195 福井県敦賀市桜ケ丘町 33-1 

TEL：0770-25-1600 FAX：0770-25-7409 E-mail：axiida@hosp.go.jp 

HSES研究会 HPアドレス：http://www.hses.jp/ 

 

法人会員 

冨木医療器株式会社、エム・シー・メディカル株式会社、オリンパス株式会社、 

コヴィディエンジャパン株式会社、ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社、 

セントラルメディカル株式会社、株式会社増田医科器械、株式会社 MITAS  



 

 

【 開会挨拶 】13：00～13：05               当番幹事：石川県立中央病院 消化器外科 辻 敏克 

 

 

【 主題 I 】上部消化管領域における腹腔鏡手術の革新 13:05～13:54    

座長：富山大学      第二外科   奥村 知之 

石川県立中央病院 消化器外科 辻 敏克 

 

1. 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術を導入するにあたって 

金沢大学 先進総合外科 森山 秀樹 

2. 噴門部胃粘膜下腫瘍に対する Percutaneous Endoscopic Intragastric Surgery（PEIGS） 

                石川県立中央病院 消化器外科 道傳 研太 

3. 当院における腹腔鏡下胃全摘後の食道空腸吻合の実際と手術成績 

城北病院 外科  田畑 信輔 

4. 観音開き法の導入経験 

市立砺波総合病院 外科 浅海 吉傑 

5. 縦隔鏡下頚部アプローチおよび腹腔鏡下経裂孔アプローチによる非開胸食道切除術 

              富山大学 医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科  奥村 知之 

6. 地方一般病院での胃癌に対するロボット支援手術の導入 

福井赤十字病院 外科  藤井秀則 

7. 当科におけるロボット支援下腹腔鏡下胃切除術の現況 

金沢大学付属病院 消化器腫瘍・再生・外科  木下 淳 

 

 

【 主題 II 】 腹腔鏡手術の若手教育～各施設の取り組み～ 13:54-14:29  

座長：福井赤十字病院 外科  藤井秀則 

厚生連高岡病院 外科  原 拓央 

 

8. 胃腹腔鏡手術の教育体制―trainee の視点から― 

富山県立中央病院 外科  三輪 武史 

9. 直腸癌に対する taTME(trans anal TME：total mesorectal excision)の導入経験 

金沢大学附属病院 消化器・腫瘍・再生外科  中村慶史 

10. 当院における下部直腸癌に対する taTMEの導入 

石川県立中央病院 消化器外科 山本 大輔 

11. 当院における腹腔鏡下大腸切除術の若手教育 

石川県立中央病院 消化器外科  崎村祐介 

12. 当院における腹腔鏡下大腸癌切除の若手教育の現状 

厚生連高岡病院 外科  俵 広樹 

 

 

 



 

 

【 一般演題 】14:29-15:04      座長：金沢大学                      先進総合外科  森山 秀樹 

                      地域医療機能推進機構 金沢病院 外科          安居 利晃 

 

13. 右外鼠径ヘルニア還納後もイレウスが改善しなかった一例  

地域医療機能推進機構 金沢病院 外科 望月 一太郎 

14. 肝内胆管結石に対する腹腔鏡下 S6亜区域切除の一例 

 石川県立中央病院 消化器外科 美並 輝也 

15. ICG蛍光法を用いた腹腔鏡下 S8 亜区域切除術の経験 

                        金沢大学付属病院 消化器腫瘍・再生・外科  青木 竜也 

16. 当科における胆嚢捻転症 5例の検討 

 福井大学 第一外科 成瀬 貴之 

17. 直腸癌に対するロボット支援下手術の導入 

富山大学大学院 医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科  北條 荘三 

 

 

【 休 憩 】15:04-15:15 

 

 

JSES技術認定医記念セッション  

【 食道・胃・大腸 合格者 】15:15-15:45 

    座長：厚生連高岡病院 外科 小竹 優範 

 

技術認定医取得のコツとポイント 

食道   金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科      岡本 浩一  

胃    南砺市民病院 外科         山崎 祐樹 

大腸  市立砺波総合病院 外科        吉田 貢一 

 

 

【 特別講演 】15:45-16:45     司会：順天堂大学医学部付属浦安病院 消化器・一般外科 稲木 紀幸 

 

「消化器外科領域における低侵襲手術の最前線」 

藤田医科大学 医学部 総合消化器外科講座 教授 宇山 一朗 先生  

共催：コヴィディエンジャパン株式会社 

 

 

【 閉会挨拶 】16:45  第 56回当番幹事  富山大学 医学薬学研究部 消化器・腫瘍・総合外科 奥村 知之 

 

 

 



会場のご案内 

駐車場は、下記 P南に駐車ください。駐車券などはありません。 

駐車場から案内板にしたがいお越しください。 

受付、幹事会会場、研究会会場は 3階です。 

   

    

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

・JR 金沢駅… 

タクシーで約 5分 

 

・自家用車 

北陸自動車道 

金沢西インターまたは金沢東インターから国道 8号

線経由で約 10分 
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