
第 56 回北陸内視鏡外科研究会 

プログラム 
 

日 時：令和元年 6月 22日（土曜日）13時～17時 00分 

会 場：富山大学杉谷キャンパス 医薬イノベーションセンター1階 

日医工オーディトリアム 

〒930-0194 富山市杉谷 2630  Tel: 076-434-7331  Fax: 076-434-5043 

内 容： 

特別講演：大阪大学医学部 消化器外科 病院教授 山﨑 誠 先生 

「食道癌に対する内視鏡外科手術 -大学病院としての役割-」 

テーマ ：主題 1：食道癌に対する内視鏡手術 

         主題 2：胃癌に対する内視鏡手術 

         一般演題 

◎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。 

◎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、医薬イノベーションセンター1階 大会議室にお集まり下さい。 

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 56 回 北陸内視鏡外科研究会 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 

〒930-0194 富山市杉谷 2630  TEL：076-434-7331 

 

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：hsessince1992@outlook.jp 

HSES 研究会 HP アドレス：http://www.hses.jp/ 

 

法人会員 

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、 

冨木医療器株式会社、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：富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 奥村 知之 

 

【 主題 2 】胃癌に対する内視鏡手術  13：05～13:40      座長：金沢大学 先進総合外科  森山 秀樹 

福井赤十字病院 外科  藤井 秀則 

 

1. 当院における腹腔鏡下胃切除の若手教育 

厚生連高岡病院 外科  俵 広樹 

 

2. 腹腔鏡手術を施行した幽門側胃切除後の食餌性イレウスの一例 

恵寿総合病院 消化器外科  林 雅人 

 

3. cT1bN0胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除術 D1+術後 stage migration症例の検討 

       富山県立中央病院 外科 三輪 武史 

 

4. ESD困難症例に対する腹腔鏡内視鏡合同手術の有用性についての検討 

石川県立中央病院 消化器外科  辻 敏克 

 

5. 当院におけるダビンチ胃癌手術-施設基準獲得への道- 

         福井赤十字病院 外科 藤井 秀則 

 

【 一般演題１】 13:40-14:08             座長：金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科 中村 慶史 

恵寿総合病院 消化器外科 佐藤 就厚 

  

6. 当科における taTMEの手術手技と治療成績  

金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科 中村 慶史 

 

7. Ｓ状結腸膣瘻に対して腹腔鏡補助下直腸前方切除術を施行した 1例 

 石川県立中央病院 消化器外科 西村 彰博 

 

8. ロボット支援下括約筋間直腸切除術を施行した多発直腸神経内分泌腫瘍の一例 

 富山大学 消化器・腫瘍・総合外科  渡辺 徹 

 

9. 解剖学的構造物を意識した脾弯曲部頭外側アプローチ先行腹腔鏡下横行結腸切除術 

 富山県立中央病院 外科 廣瀬  淳史 

 

【一般演題 ２】 14:08-14:43                                      座長：福井大学 第１外科 小練 研司 

富山県立中央病院 外科 天谷 公司 

 

10. 市中病院における腹腔鏡下膵頭十二指腸切除術の導入 

富山県立中央病院 外科 天谷  公司 

 

11. 当科における腹腔鏡下膵体尾部切除(LDP)の現状 

富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 山崎  豪孔 



 

12. 腹腔鏡下 Spiegel葉切除術を施行した肝血管筋脂肪腫の 1例 

石川県立中央病院 消化器外科 杉田 浩章 

 

13. IVRを用いた ICG蛍光法による腹腔鏡下 S7亜区域肝切除の経験  

福井県立病院 外科  山田  翔 

 

14. 多発脾動脈瘤に対して腹腔鏡下脾摘術を施行した一例  

福井大学 第１外科 成瀬  貴之 

 

【 休 憩 】14:43-14:58 

 

【一般演題 ３】 14:58-15:19                        座長：金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科 宮下 知治 

  高岡市民病院 外科  堀川 直樹 

 

15. 自然軽快した膿瘍形成性虫垂炎の１切除例  

富山県済生会高岡病院 外科 大澤  宗士 

 

16. 当院における腹腔鏡下尿膜管摘出術の現状  

富山赤十字病院 外科 渡辺  和英 

 

17. 成人鼠径ヘルニアに対する高容量 CO2ガス注入併用膨潤 TAPP法(modified 膨潤 TAPP法)  

厚生連糸魚川総合病院 外科 田澤 賢一 

 

【 主題１】食道癌に対する内視鏡手術  15:19～15:54     座長：福井県済生会病院 外科  天谷 奨 

石川県立中央病院 消化器外科  辻 敏克 

 

18. 当院における胸腔鏡下食道粘膜下腫瘍核出術  

富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 武田  直也 

 

19. 胸腔鏡下食道切除パスの導入  

富山県立中央病院 外科 柄田  智也 

 

20. ステージⅣ食道癌に対するコンバージョン手術における胸腔鏡下食道切除術  

富山大学 消化器・腫瘍・総合外科 東海  竜太朗 

 

21. 胸部上部～食道入口部に及ぶ食道癌に対し胸腔鏡下食道全摘術・喉頭温存胃管再建術を施行し得た 1例  

福井県済生会病院 外科 島田  雅也 

 

22. 鏡視下食道癌手術の難易度を規定する因子の解析  

金沢大学 消化器・腫瘍・再生外科 岡本  浩一 

 



 

【 特別講演 】15:54-16:54             司会：富山大学 消化器・腫瘍・総合外科  奥村 知之 

 

 

「食道癌に対する内視鏡外科手術 -大学病院としての役割-」  

 

大阪大学医学部 消化器外科 病院教授 山﨑 誠 先生 

                                               共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 

 

  

 

【 閉会挨拶 】16:54-17:00   第 57回当番幹事         恵寿総合病院 消化器外科 佐藤 就厚 

 

 

 

 

 

富山大学杉谷キャンパス 医薬イノベーションセンター1階 日医工オーディトリアム 

車: 北陸自動車道「富山西 IC」から約 5 分 

 

 

 

正面ゲート 

駐車券を取って 

入場して下さい 

日医工オーディトリアム 

(医薬イノベーションセンター) 

 

 

駐車場      

(無料駐車券を発行)  

会場案内 

外来駐車場は有料です。 

正門 

バス停・タクシー乗り場 

https://www.kotobuki-seating.co.jp/cd/sites/files/_another/modal_04199_toyama_univ_0065.jpg

