
第 50 回 九州外科学会

一般演題

プログラム



第1日目　5月10日金

大腸・肛門 1　　9:00～9:40 第1会場（A1）

座長：赤木　由人（久留米大学 外科）
　　　藤田　文彦（長崎大学病院 移植・消化器外科（第二外科））

S001 下行結腸まで重積を来たした盲腸癌腸重積症の一例
○成富　一哉、川畑　方博、間野　正衛
福岡県済生会二日市病院 外科

S002 大腸癌と類似した所見を呈した大腸憩室炎に伴う腸閉塞の1例
○竹下　洋平、隅　健次、伊藤　孝太朗、山地　康太郎、篠崎　由賀里、田中　雅之、 

田中　聡也、廣橋　喜美、　佐藤　清治
佐賀県立病院好生館 消化器外科

S003 開腹下に摘出した直腸異物の一例
○池田　拓人、田中　宏明、中村　豪、下薗　孝司、上田　祐滋
県立宮崎病院 外科

S004 虫垂癌との鑑別が困難であった黄色肉芽腫性虫垂炎の1例
○古賀　直樹1）、今村　一歩1）、眞田　雄市1）、川下　雄丈1）、東　尚1）、松尾　繁年1）、 

林　徳眞吉2）

1）長崎県島原病院 外科、2）長崎県島原病院 病理部

S005 直腸癌術後のACIONs bundle遵守率
○野口　忠昭、緒方　俊二、山田　一隆、深見　賢作、入江　朋子、佐藤　太一、中村　寧、 

村田　隆二、田中　正文、福永　光子、佐伯　泰慎、久野　三朗、辻　順行、高野　正博
高野病院

大腸・肛門 2　　9:40～10:20 第1会場（A1）

座長：江見　泰徳（済生会福岡総合病院 外科）
　　　盛　真一郎（鹿児島大学大学院腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学）

S006 腸閉塞を契機に発見された虫垂粘液嚢腫を腹腔鏡下に切除した1例
○原　征史朗1）、愛洲　尚哉1）、谷村　修1）、内藤　雅康1）、別府　理智子1）、吉田　陽一郎1）、 

星野　誠一郎1）、二村　聡2）、山下　裕一1）

1）福岡大学 医学部 消化器外科、2）福岡大学 医学部 病理学講座

S007 直腸前方切除術におけるリニアステープラーを用いた吻合法の工夫
○沖　英次、池田　哲夫、安藤　幸滋、井田　智、木村　和恵、佐伯　浩司、森田　勝、 

楠本　哲也、　前原　喜彦
九州大学大学院 消化器・総合外科

S008 Interval laparoscopic appendectomy（ILA） ～対照的経過の2例～
○村山　良太、伊波　悠吾、黒田　宏昭、佐古　達彦、坂本　喜彦、永田　直幹
北九州総合病院 外科



S009 腹腔鏡下に治療し得た上行結腸捻転症の1例
○中村　賢二、阿部　俊也、三浦　哲文、西岡　泰信、岩村　道憲、鬼塚　幸治、 

北原　光太郎、八谷　泰孝、　福山　時彦
九州労災病院 外科

S010 直腸脱に対する腹腔鏡下手術の経験
○菅　和男、宇賀　達也、佐野　信也、渡邊　健人、千葉　憲哉
祥仁会西諫早病院 外科

大腸・肛門 3　　10:20～11:00 第1会場（A1）

座長：赤木　智徳（大分大学 消化器外科・小児外科）
　　　中山　善文（産業医科大学若松病院 消化器・一般外科）

S011 局所進行大腸癌に対し術前化学療法後に治癒切除を行い得た1例
○楠元　英次、堤　敬文、松本　載恭、山口　将平、遠藤　和也、池尻　公二
国立病院機構九州医療センター 消化器センター外科・臨床研究センター

S012 FOLFOX4が著効した直腸癌膀胱前立腺浸潤の1例
○的野　敬子1）、荒木　靖三1）、野明　俊裕1）、岩本　一亜1）、鍋山　健太郎1）、新垣　淳也1）、 

岩谷　泰江1）、小篠　洋之1）、佐藤　郷子1）、白水　和雄2）

1）大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院、2）久留米大学 外科

S013 骨転移を来した直腸癌の2例
○岩本　一亜、荒木　靖三、野明　俊裕、鍋山　健太郎、新垣　淳也、的野　敬子、 

岩谷　泰江、小篠　洋之、佐藤　郷子、高野　正博
大腸肛門病センター 高野会 くるめ病院

S014 大腸癌卵巣転移の2手術例
○水野　隆之、河野　文彰、仙波　速見、池ノ上　実、長濱　博幸、清水　哲哉、中村　都英
宮崎大学 医学部外科学講座 循環呼吸・総合外科学分野

S015 多発性骨髄腫を合併した，遠隔転移を伴う大腸癌の2例
○田中　侑哉、岡　洋右、赤木　由人、衣笠　哲史、溝部　智亮、白水　和雄
久留米大学 医学部 外科

大腸・肛門 4　　11:00～11:40 第1会場（A1）

座長：石㟢　秀信（宮崎大学医学部 腫瘍機能制御外科学）
　　　佐村　博範（琉球大学大学院 消化器・腫瘍外科学（第一外科））

S016 遺残虫垂断端より生じたと考えられた虫垂癌の1例
○黨　和夫1）、竹下　浩明1）、石井　光寿1）、荒井　淳一1）、高木　克典1）、國崎　真己1）、 

阿保　貴章1）、　日高　重和1）、七島　篤志1）、澤井　照光1）、安武　亨1）、木下　直江2）、 
永安　武1）

1）長崎大学 医学部 腫瘍外科（第一外科）、2）長崎大学病院病理部 / 臨床病態病理学



S017 結腸癌による閉塞性大腸炎と鑑別が困難であった結腸憩室炎の1例
○内藤　雅康、愛洲　尚哉、松岡　信秀、吉田　陽一郎、谷村　修、星野　誠一郎、山下　裕一
福岡大学 医学部 消化器外科

S018 腹腔鏡下低位前方切除術後に生じた直腸精嚢瘻の2例
○三島　壯太、藤田　文彦、岡田　怜美、小坂　太一郎、足立　智彦、曽山　明彦、 

虎島　泰洋、北里　周、伊藤　信一郎、山之内　孝彰、金高　賢悟、高槻　光寿、 
南　恵樹、黒木　保、江口　晋
長崎大学大学院 移植・消化器外科

S019 魚骨による急性虫垂炎の一症例
○山下　りさこ1）、宇治　祥隆2）、新上　浩司2）、高尾　貴史2）、山下　裕一1）

1）福岡大学病院 消化器外科、2）天神会 新古賀病院 消化器外科

S020 S状結腸ストーマ脚穿孔の2例
○松本　彩、木戸川　秀生、久永　真、桝屋　隆太、野口　純也、山吉　隆友、井上　征雄、 

岡本　好司、伊藤　重彦
北九州市立八幡病院 外科

大腸・肛門 5　　14:05～14:45 第1会場（A1）

座長：佛坂　正幸（潤和会記念病院 外科）
　　　竹下　浩明（長崎大学 腫瘍外科）

S021 自然脱落型の膵管ステントによってS状結腸憩室穿孔を来した一例
○原武　直紀1）、太田　光彦1）、定永　倫明1）、原田　昇1）、山崎　宏司1）、江見　泰徳1）、 

伊東　啓行1）、立花　雄一2）、明石　哲郎2）、松浦　弘1）、岡留　健一郎1）

1）済生会福岡総合病院 外科、2）済生会福岡総合病院 内科

S022 Linear staplerによる局所治療にて修復した人工肛門脱の3例
○渡海　大隆、森田　道、井上　悠介、米田　晃、永吉　茂樹、大野　毅、鬼塚　伸也、 

井上　啓爾
長崎市立市民病院 外科

S023 腹腔鏡下大腸手術における臍創部SSIに対する低圧創洗浄の有効性
○廣橋　喜美、伊藤　孝太朗、山地　康大郎、篠崎　由賀里、隅　健次、田中　雅之、 

田中　聡也、佐藤　清治
佐賀県立病院好生館 外科

S024 高カリウム血症治療中の高齢者に発症した大腸潰瘍、腹膜炎の2例
○山地　康大郎1）、隅　健次1）、伊藤　孝太朗1）、姉川　剛1）、篠崎　由賀里1）、田中　雅之1）、 

田中　聡也1）、廣橋　喜美1）、佐藤　清治1）、明石　道昭2）、森　大輔2）

1）佐賀県立病院好生館 消化器外科、2）佐賀県立病院好生館 病理部

S025 特発性腸間膜静脈硬化症の1例
○丸屋　安広、金井　俊和、矢田　達朗、中村　明子、大菊　正人、林　忠毅、田村　浩章、 

平山　一久、池松　禎人、西脇　由朗
浜松医療センター 外科



大腸・肛門 6　　14:45～15:25 第1会場（A1）

座長：宮本　裕士（熊本大学大学院生命科学研究部 消化器外科学）
　　　古賀　靖大（佐賀大学 一般・消化器外科）

S026 Lynch症候群と考えられた右側結腸癌の1切除例
○石井　光寿1）、黨　和夫1）、荒井　淳一1）、高木　克典1）、國崎　真己1）、阿保　貴章1）、 

竹下　浩明1）、日高　重和1）、七島　篤志1）、澤井　照光1）、安武　亨1）、安倍　邦子2）、 
永安　武1）

1）長崎大学 医学部 腫瘍外科（第一外科）、2）長崎大学病院病理部 / 臨床病態病理学

S027 肺癌術後の同時性下行結腸左副腎転移の1切除例
○辺木　文平1）、小倉　芳人1）、中島　三郎1）、伊地知　徹也1）、柳　正和2）、西島　浩雄2）、 

松木田　純香3）、前之原　茂穂1）、夏越　祥次4）

1）鹿児島厚生連病院 外科、2）同 呼吸器外科、3）同 病理部、
4）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学

S028 急性虫垂炎で腹腔鏡下虫垂切除を行った虫垂神経内分泌腫瘍の1例
○原田　勝久1）、松永　宗倫1）、岡村　一樹1）、内田　雄三1）、野口　剛2）

1）医療法人 慈恵会 西田病院 外科、2）大分大学医学部 地域医療学センター 外科分野

S029 虫垂炎として発症した原発性早期虫垂癌の1例
○渡邉　元己、田中　将也、黒田　久志、中野　昌彦、今泉　拓也、守永　暁生、吉富　宗宏、

東舘　成希、吉田　直裕、竜口　崇明、片桐　光浩
雪の聖母会 聖マリア病院 外科

S030 イレウスを契機に診断された虫垂粘液嚢胞腺癌の1例
○藍澤　哲也1）、川野　まどか1）、野口　琢矢1）、柴田　浩平1）、久保　宣博1）、内田　雄三2）、 

野口　剛3）

1）大分県厚生連 鶴見病院 外科、2）大分中村病院 外科、3）大分大学医学部地域医療学センター外科

大腸・肛門 7　　15:25～16:05 第1会場（A1）

座長：緒方　俊二（高野病院 外科）
　　　野中　　隆（長崎医療センター 外科）

S031 血行再建術を併用した大腸切除術
○江川　紀幸、古賀　靖大、梁井　公輔、浦田　雅子、池田　貯、能城　浩和
佐賀大学 医学部 一般・消化器外科 

S032 大腸癌における腫瘍先進部の神経侵襲に関する検討
○田中　正文、山田　一隆、緒方　俊二、佐伯　泰愼、福永　光子、中村　寧、佐藤　太一、 

野口　忠昭、入江　朋子、村田　隆二、深見　賢作、辻　順行、高野　正博
高野病院 外科

S033 悪性リンパ腫による腸重積に対しての腹腔鏡下右結腸切除術の一例
○鬼塚　哲、田中　雅夫、植木　隆、真鍋　達也、山田　大輔、木村　英世、山本　猛雄
九州大学 大学院 臨床腫瘍外科



S034 左骨盤腎を伴ったS状結腸癌に対して腹腔鏡下手術を行った1例
○本郷　貴大、森田　圭介、宮成　信友、泉　大輔、冨口　麻衣、木下　浩一、冨樫　陽彦、 

松本　克孝、多森　靖洋、芳賀　克夫、片渕　茂
国立病院機構 熊本医療センター

食道  　16:05～16:45 第1会場（A1）

座長：森田　　勝（九州大学 消化器・総合外科）
　　　田中　寿明（久留米大学 外科）

S035 粘膜下腫瘍様に発育した食道胃接合部癌の一例
○大賀　丈史、井口　友宏、伊藤　修平、野添　忠浩、江崎　卓弘
独立行政法人国立病院機構 福岡東医療センター 外科

S036 食道癌術後の胃管穿孔による縦隔炎に対し保存的に治療し得た1例
○江藤　二男、渡邊　雅之、尾崎　宣之、石本　崇胤、馬場　祥史、岩槻　政晃、坂本　快郎、

宮本　裕士、吉田　直矢、馬場　秀夫
熊本大学 大学院 消化器外科学

S037 食道癌根治術後に左胸膜播種再発を来した1例
○玉置　裕香、渡邊　雅之、岩槻　政晃、尾崎　宣之、石本　崇胤、馬場　祥史、坂本　快郎、

宮本　裕士、吉田　直矢、馬場　秀夫
熊本大学大学院 消化器外科学

S038 進行食道癌における術前化学放射線療法の治療成績とその問題点
○山本　学、藤家　雅志、岩永　彩子、大垣　吉平、前原　信一郎、江頭　明典、根東　順子、

南　一仁、池田　泰治、坂口　善久、藤　也寸志、岡村　健
国立病院機構九州がんセンター 消化器外科

S039 食道癌術後難治性乳糜胸の1例
○下之園　将貴、奥村　浩、内門　泰斗、大脇　哲洋、松本　正隆、瀬戸山　徹郎、 

喜多　芳昭、尾本　至、佐々木　健、桜井　俊秀、石神　純也、夏越　祥次
鹿児島大学 医学部 消化器乳腺甲状腺外科学

胃・十二指腸 1　　16:45～17:33 第1会場（A1）

座長：宮里　　浩（那覇市立病院 外科）
　　　奥村　　浩（鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科）

S040 CT検査で偶然発見された壁外発育型有茎性巨大胃GISTの1例
○沖野　秀宣、三好　修、金澤　昌満、田上　和夫、上野　毅一郎
上野外科胃腸科病院

S041 極めて稀な横紋筋肉腫への分化を示した胃癌肉腫の一例
○藤家　雅志、山本　学、岩永　彩子、大垣　吉平、江頭　明典、南　一仁、坂口　善久、 

藤　也寸志、岡村　健
九州がんセンター 消化器外科



S042 DCSによるNACにて病理学的CRとなった胃癌の1例
○林　裕樹、狩俣　弘幸、長濱　正吉、下地　英明、西巻　正
琉球大学 医学部 消化器腫瘍外科学講座

S043 後腹膜腫瘍との鑑別に難渋した胃GISTの1例
○中村　悠太、小川　克大、大内　繭子、藤木　義敬、東　孝暁、井上　光弘、田中　秀幸、 

杉山　眞一、井上　耕太郎、土居　浩一、高森　啓史
済生会熊本病院 外科センター

S044 一期的治癒切除が可能であった同時性3重複癌の1例
○中嶋　遥美、村上　光彦、加藤　雅人、中島　陽平、後藤　佳登、吉田　真樹、森山　大樹、

松本　耕太郎、許斐　裕之、大城戸　政行、一宮　仁
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 外科

S045 進行胃癌に対する根治を目指したConversion therapyの検討
○堤　智崇1）、安藤　幸滋1）、沖　英次1）、井田　智1,2）、木村　和恵1）、佐伯　浩司1）、森田　勝1）、 

楠本　哲也1）、前原　喜彦1）

1）九州大学大学院 消化器・総合外科、2）熊本大学大学院 生命科学研究部 消化器外科学

後腹膜・腹壁 1　　14:05～14:37 第2会場（B1）

座長：白石　祐之（琉球大学大学院 消化器・腫瘍外科学（第一外科））

S046 UHSを用いて修復した上腰ヘルニアの1例
○日高　敦弘、吉田　正、松尾　英生、森　龍祐、室屋　大輔、國武　真史
筑後市立病院 外科 

S047 妊娠中に増大した巨大腹壁腫瘍の一例
○畑島　皓、村上　光彦、許斐　裕之、後藤　佳登、中島　陽平、吉田　真樹、森山　大樹、 

松本　耕太郎、大城戸　政行、加藤　雅人、一宮　仁
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院外科

S048 フレキシシール使用が有効であったフルニエ壊疽の一例
○爲廣　一仁1）、荒木　恒敏1）、島　弘志1）、黒田　久志2）、田中　将也2）、中野　昌彦2）、 

今泉　拓也2）、守永　暁生2）

1）社会医療法人雪の聖母会 聖マリア病院 救急科、2）聖マリア病院 外科

S049 当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP）
○脇山　幸大、吉田　武史、下西　智徳、檜垣　賢作、松山　悟
医療法人社団 高邦会 高木病院 外科

後腹膜・腹壁 2　　14:37～15:17 第2会場（B1）

座長：中村　　登（鹿児島市立病院 外科）

S050 大動脈周囲LN転移と鑑別困難であったparagangliomaの1切除例
○山懸　基維、宮崎　充啓、園田　孝志
済生会唐津病院 外科



S051 当科における閉鎖孔ヘルニア13例の検討
○厚井　志郎、森　泰寿、上原　智仁、皆川　紀剛、柴尾　和徳、日暮　愛一郎、山口　幸二
産業医科大学第一外科

S052 仙骨部奇形腫に対して腹腔鏡下腫瘍摘出術施行した1例
○目井　孝典、橋本　幸枝、伊波　悠吾、村山　良太、黒田　昭博、坂本　喜彦、永田　直幹
北九州総合病院

S053 特発性気腹症の1例
○前田　詠理、冨樫　陽彦、木下　浩一、森田　圭介、松本　克孝、多森　靖洋、宮成　信友、

芳賀　克夫、片渕　茂
国立病院機構熊本医療センター 外科

S054 アイソレーションバッグを用い開腹創管理を行った多発外傷の1例
○伊東山　瑠美、泉　大輔、宮成　信友、冨口　麻衣、木下　浩一、森田　圭介、冨樫　陽彦、

松本　克孝、多森　靖洋、芳賀　克夫、片渕　茂
国立病院機構 熊本医療センター

肝臓 1　　9:00～9:48 第3会場（B5・6・7）

座長：奥田　康司（久留米大学医学部 外科学）
　　　友利　寛文（那覇市立病院 外科）

S055 肝切除術後門脈血栓症に対し血栓除去術を施行し救命しえた一例
○大石　純、乗富　智明、山内　靖、和田　義人、前田　洋恵、山下　裕一
福岡大学 医学部 消化器外科学講座

S056 複数回のTAEにより安全に肝右葉切除をなし得た肝細胞癌の一例
○山下　晃平、小澄　敬祐、水元　孝郎、辛島　龍一、田浦　尚宏、松下　弘雄、西村　卓祐、

下川　恭弘、木村　正美
健康保険人吉総合病院 外科 

S057 肝切除後も凝固異常が遷延し肺塞栓を生じた巨大肝血管腫の1例
○龍　知記、高見　裕子、立石　昌樹、和田　幸之、才津　秀樹
国立病院機構 九州医療センター 肝胆膵外科

S058 肝細胞癌ラジオ波焼灼術後に胆汁漏・十二指腸皮膚瘻を認めた1例
○野田　尚孝、斎藤　信明、坂牧　仁
福西会病院 消化器外科

S059 肝内胆管癌と鑑別が困難であった肝腫瘍の1切除例
○津留崎　早也佳、安永　昌史、平川　雄介、福與　健二郎、赤須　玄、御鍵　和弘、 

丸山　祐一郎、川原　隆一、酒井　久宗、緒方　俊郎、堀内　彦之、奥田　康司、木下　壽文
久留米大学 医学部 外科学

S060 単純性肝嚢胞破裂に緊急開腹術を要した1例
○井上　健太郎1,2）、井口　友宏1,2）、伊藤　修平1,2）、大賀　丈史1,2）、野添　忠浩1,2）、江崎　卓弘1,2）

1）国立病院機構福岡東医療センター 外科、2）九州大学大学院消化器・総合外科（第二外科）



肝臓 2　　9:48～10:36 第3会場（B5・6・7）

座長：奥田　康司（久留米大学医学部 外科学）
　　　調　　　憲（九州大学 消化器・総合外科）

S061 Real Time Fusion Imasing Echoが有用であった一例
○木村　真大1）、平川　浩明1）、村上　英嗣1）、田中　克明1）、亀井　英樹1）、石橋　生哉1）、 

内田　信治1）、緒方　裕1）、白水　和雄2）

1）久留米大学医療センター 外科、2）久留米大学 医学部 外科学講座

S062 成人に発症した肝間葉性過誤腫の1切除例
○岡留　一雄、小澄　敬祐、辛島　龍一、田浦　尚宏、水元　孝郎、松下　弘雄、西村　卓祐、

下川　恭弘、木村　正美
健康保険人吉総合病院 外科

S063 肝外胆管に孤立性再発を来した胆管内腫瘍栓合併肝細胞癌の1例
○三原　勇太郎、御鍵　和弘、平川　雄介、福與　健二郎、北里　雄平、川原　隆一、 

酒井　久宗、久下　亨、緒方　俊郎、安永　昌史、堀内　彦之、奥田　康司、木下　壽文、 
田中　啓之、白水　和雄
久留米大学 医学部 外科学講座

S064 門脈腫瘍栓を伴う混合型肝癌が疑われた硬化性胆管炎の一例
○荒木　将裕、高見　裕子、立石　昌樹、龍　知記、和田　幸之、才津　秀樹
国立病院機構 九州医療センター 肝胆膵外科

S065 細胆管癌の5切除例
○西田　良介、堀内　彦之、久下　亨、石川　博人、川嶋　裕資、川原　隆一、木下　壽文、 

白水　和雄
久留米大学 医学部 外科

S066 G-CSF産生肝細胞癌の1例
○黒田　大介1）、新田　英利1）、蔵元　一崇1）、今井　克憲1）、林　洋光1）、橋本　大輔1）、 

生田　義明1）、近本　亮1）、石河　隆敏1）、別府　透2）

1）熊本大学大学院 消化器外科学、2）熊本大学病院 消化器癌集学的治療講座

肝臓 3　　10:36～11:16 第3会場（B5・6・7）

座長：上野　真一（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 臨床腫瘍学）
　　　白石　祐之（琉球大学大学院 消化器・腫瘍外科学（第一外科））

S067 単孔式腹腔鏡下開窓術を施行した閉塞性黄疸合併巨大肝嚢胞の1例
○今村　一歩、川下　雄丈、古賀　直樹、眞田　雄市、東　尚、松尾　繁年
長崎県島原病院 外科

S068 当科における腹腔鏡下肝切除術の安全性に関する検討
○田村　利尚、森　泰寿、皆川　紀剛、佐藤　典宏、日暮　愛一郎、山口　幸二
産業医科大学 第一外科



S069 単孔式腹腔鏡下嚢胞開窓術を施行した肝嚢胞の3症例
○藤沢　重元1）、白石　祐之1）、石野　信一郎1）、赤松　道成2）、豊田　亮1）、西巻　正1）

1）琉球大学大学院 消化器・腫瘍外科学、2）北部地区医師会病院

S070 生体肝移植後に生じた肝動脈仮性動脈瘤が画像上消失した稀な一例
○別城　悠樹、調　憲、戸島　剛男、池上　徹、中川原　英和、播本　憲史、山下　洋市、 

吉住　朋晴、副島　雄二、池田　哲夫、前原　喜彦
九州大学大学院 消化器・総合外科

S071 Caroli病に対して外科的治療を行った3例
○夏田　孔史、曽山　明彦、高槻　光寿、虎島　泰洋、大野　慎一郎、北里　周、足立　智彦、 

小坂　太一郎、三島　壯太、伊藤　信一郎、山之内　孝彰、藤田　文彦、金高　賢悟、 
南　恵樹、黒木　保、江口　晋
長崎大学 移植・消化器外科

大血管  　11:16～11:56 第3会場（B5・6・7）

座長：橋詰　浩二（長崎大学病院 心臓血管外科）
　　　永野　貴昭（琉球大学 胸部心臓血管外科学講座）

S072 肺癌による上大静脈症候群に対してステントを留置した2症例
○満安　絵梨奈、奈田　慎一、古山　正、小野原　俊博
国立病院機構 九州医療センター 血管外科

S073 両側内腸骨動脈閉鎖を要したEVAR12例の検討
○前田　達也、永野　貴昭、小崎　教史、神谷　知里、新垣　涼子、喜瀬　勇也、稲福　斉、 

仲栄真　盛保、山城　聡、國吉　幸男
琉球大学大学院 胸部心臓血管外科学講座

S074 感染性大動脈瘤に対しステントグラフト内挿術を施行した3症例
○上門　あきの1）、西島　功1）、池村　綾1）、宮城　和史1）、伊波　潔1）、永野　貴昭2）、 

國吉　幸男2）

1）中部徳洲会病院、2）琉球大学医学部大学院 胸部心臓血管外科学講座

S075 下大静脈原発平滑筋肉腫の1例
○西村　征憲、中村　都英、長濱　博幸、松山　正和、遠藤　穣治、石井　廣人、米井　彰洋、

中尾　大伸
宮崎大学 医学部附属病院 第二外科

S076 受動喫煙による高齢女性のバージャー病の1例
○今釜　逸美1）、荒田　憲一1）、牛島　孝2）、井本　浩1）

1）鹿児島大学大学院 心臓血管・消化器外科学、2）鹿児島市立病院



胆道 1　　14:05～14:53 第3会場（B5・6・7）

座長：中野　　徹（北九州市立医療センター 外科）
　　　七島　篤志（長崎大学大学院 腫瘍外科）

S077 術前経過中に後天性血友病を発症した下部胆管癌の1例
○小田　桂子、松本　耕太郎、森山　大樹、村上　光彦、許斐　裕之、大城戸　政行、 

加藤　雅人、一宮　仁
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 外科

S078 胆管癌と鑑別困難であった胆管断端神経腫の1例
○山田　兼史、横溝　博、日高　悠嗣、山永　成美、永末　裕友、中嶌　雅之、田中　栄治、 

木村　有、林　亨治、平田　稔彦
熊本赤十字病院 外科

S079 集学的治療で長期生存している粘液産生胆嚢癌の1例
○龍　知記、高見　裕子、立石　昌樹、和田　幸之、才津　秀樹
国立病院機構 九州医療センター 肝胆膵外科

S080 胆嚢カルチノイドの1例
○平沼　正明、庄野　正規、大橋　生嗣、西中　秀和、山崎　徹、西浦　三郎
国家公務員共済組合連合会 新小倉病院

S081 先天性膵胆管合流異常に合併した胆嚢全体癌の一例
○植木　香奈、高見　裕子、立石　昌樹、龍　知記、和田　幸之、才津　秀樹
国立病院機構 九州医療センター 肝胆膵外科

S082 胆嚢癌の術前診断で拡大手術を施行した黄色肉芽腫性胆嚢炎の一例
○宮城　幹史、宮城　和史、眞榮城　兼清、玉榮　剛、池原　康一、池村　綾、仲宗根　由幸、

西島　功、江口　征臣、手登根　勇人、上門　あきの
中部徳洲会病院 外科

胆道 2　　14:53～15:33 第3会場（B5・6・7）

座長：乘富　智明（福岡大学病院 消化器外科）
　　　髙見　裕子（九州医療センター 肝胆膵外科）

S083 繰り返す胆管炎と出血性膵炎にて発症した胆嚢横行結腸ろうの1例
○山口　怜子、内山　秀昭、永田　茂行、東　貴寛、是永　大輔、竹中　賢治
福岡市民病院 外科

S084 遊離胆嚢による胆嚢捻転症の1例
○肥川　和寛1）、井久保　丹1）、山田　浩平1）、馬塲　耕一1）、神谷　尚彦1）、酒井　正1）、 

鮫島　隆一郎1）、田渕　正延1）、湯ノ谷　誠二1）、木戸　伸一2）

1）唐津赤十字病院 外科、2）唐津赤十字病院 病理診断科



S085 膵管胆道合流異常症に合併した胆嚢石灰乳胆汁の1例
○五十川　智司1）、北島　知夫1）、蒲原　行雄1）、土肥　良一郎1）、平山　昂仙1）、渡海　由貴子1）、 

野中　隆1）、徳永　隆幸1）、遠山　啓亮1）、原口　正史1）、前田　茂人1）、永田　康浩1）、 
伊東　正博2）、藤岡　ひかる1）

1）国立病院機構 長崎医療センター 外科、2）同 臨床検査科

S086 術中ドップラー血流計を利用した腹腔鏡下胆嚢摘出術の工夫
○平野　拓郎1）、前村　公成1）、又木　雄弘1）、蔵原　弘1）、川崎　洋太1）、飯野　聡1）、 

迫田　雅彦1）、上野　真一2）、新地　洋之3）、尾身　尊身4）、夏越　祥次1）

1）鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科、2）鹿児島大学臨床腫瘍学、3）鹿児島大学保健学科、
4）鹿児島大学フロンティアサイエンス研究推進センター

S087 胆嚢捻転症による急性壊疽性胆嚢炎の2例
○久木山　直貴、木下　浩一、山口　充、冨口　麻衣、泉　大輔、森田　圭介、冨樫　陽彦、 

松本　克孝、多森　靖洋、宮成　信友、芳賀　克夫、片渕　茂
国立病院機構 熊本医療センター 外科

S088 術前に診断しえた胆嚢捻転症の1例
○伊藤　孝太朗、田中　聡也、山地　康大郎、姉川　剛、篠崎　由賀里、田中　雅之、 

隅　健次、廣橋　喜美、佐藤　清治
佐賀県立病院 好生館 消化器外科

膵臓 1　　15:33～16:13 第3会場（B5・6・7）

座長：近藤　千博（宮崎大学 腫瘍機能制御外科）
　　　永井　英司（九州大学 臨床・腫瘍外科）

S089 切離断端陽性の膵癌に対し、集学的治療を行い5年生存を得た1例
○木村　有、千場　隆、中田　由紀子、永末　裕友、中嶌　雅之、山田　兼史、横溝　博、 

平田　稔彦
熊本赤十字病院 外科

S090 膵癌切除後のジェムシタビン3年長期術後補助化学療法の成績
○和田　幸之1）、高見　裕子1）、立石　昌樹1）、龍　知記1）、才津　秀樹1,2）

1）国立病院機構九州医療センター 肝胆膵外科、2）国立病院機構九州医療センター 臨床研究センター

S091 膵鉤部神経鞘腫の一例
○伊地知　徹也1）、辺木　文平1）、中島　三郎1）、小倉　芳人1）、前之原　茂穂1）、夏越　祥次2）

1）鹿児島厚生連病院 外科、2）鹿児島大学 消化器外科・乳腺甲状腺外科

S092 切除不能膵頭部癌における腹腔鏡下ダブルバイパス術の1例
○古賀　敦大、佐藤　典宏、日暮　愛一郎、山口　幸二
産業医科大学 医学部 消化器・内分泌外科

S093 局所進行膵体部癌に対して化学放射線療法後にDP-CARを行った1例
○最所　公平、石川　博人、奥田　康司、堀内　彦之、木下　壽文、白水　和雄
久留米大学 医学部 外科



膵臓 2　　16:13～16:53 第3会場（B5・6・7）

座長：黒木　　保（長崎大学 移植・消化器外科）
　　　北原　賢二（佐賀大学 一般・消化器外科）

S094 仮性膵嚢胞を伴う慢性膵炎に対してFrey手術を施行した一例
○大田　守仁、土井　篤、島袋　誠守、城間　寛
友愛会豊見城中央病院

S095 術前診断で膵粘液嚢胞腺腫が疑われ仮性膵嚢胞と診断した1切除例
○片山　修浩、田浦　尚宏、木村　正美
健康保険人吉総合病院

S096 膵内分泌腫瘍との鑑別が困難であった十二指腸GISTの一例
○吉満　工平1）、新地　洋之2）、前村　公成1）、又木　雄弘1）、川崎　洋太1）、上野　真一1）、 

迫田　雅彦1）、飯野　聡1）、高尾　尊身3）、夏越　祥次1）

1）鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科、2）鹿児島大学 医学部 保健学科、
3）鹿児島大学 フロンティアサイエンス研究推進センター

S097 Gastrinoma再発治療中に発熱性好中球減少症を来した1例
○小嶋　聡生、安永　昌史、平川　雄介、福與　健二郎、赤須　玄、御鍵　和弘、 

丸山　祐一郎、川原　隆一、　酒井　久宗、緒方　俊郎、堀内　彦之、奥田　康司、 
木下　壽文
久留米大学 医学部 外科学

S098 術前診断が困難であった膵尾部嚢胞性腫瘍の1例
○赤須　玄、安永　昌史、福與　健二郎、北里　雄平、御鍵　和弘、川原　隆一、酒井　久宗、

石川　博人、久下　亨、堀内　彦之、奥田　康司、木下　壽文
久留米大学 医学部 外科学

膵臓 3　　16:53～17:25 第3会場（B5・6・7）

座長：岩下　幸雄（大分大学 消化器外科）
　　　近本　　亮（熊本大学大学院 消化器外科）

S099 腹腔鏡下にて膵管空腸吻合を施行した6例
○砂川　宏樹、小倉　加奈子、春松　敏夫、卸川　智文、間山　泰晃、嘉数　修、中村　陽二、 

兼城　達也、稲嶺　進、當山　鉄男、與那覇　俊美、大田　守雄、大城　直人
中頭病院 外科

S100 術後膵液漏へのRendezvous techniqueを用いた経皮的ドレナージ
○今井　大祐、調　憲、山下　洋市、戸島　剛男、播本　憲史、池上　徹、吉住　朋晴、 

副島　雄二、池田　哲夫、前原　喜彦
九州大学大学院 消化器・総合外科

S101 多発内分泌腫瘍（MEN-1）に合併した膵内分泌腫瘍（PNET）の検討
○糸山　明莉、生田　義明、橋本　大輔、近本　亮、石河　隆敏、別府　透、馬場　秀夫
熊本大学大学院 消化器外科学



S102 術前診断に苦慮した膵lymphoepithelial cystの1例
○江口　裕可、有上　貴明、上之園　芳一、石神　純也、平原　徹志、伊地知　徹也、 

夏越　祥次
鹿児島大学 医学部 消化器・乳腺甲状腺外科

小腸 1　　9:00～9:40 第4会場（B2）

座長：湯ノ谷誠二（唐津赤十字病院 外科）

S103 腹腔鏡補助下に切除した小腸神経内分泌細胞癌の1例
○愛洲　尚哉1）、谷村　修1）、塩飽　洋生1）、吉田　陽一郎1）、佐々木　隆光1）、別府　理智子1）、

武野　慎祐1）、山内　靖1）、星野　誠一郎1）、乗富　智明1,2）、山下　裕一1）、二村　聡1,2）

1）福岡大学 医学部 外科学講座 消化器外科、2）福岡大学 医学部 病理学講座

S104 腹腔鏡補助下に切除した小腸動静脈奇形の1例
○鎌田　芳子1）、愛洲　尚哉1）、塩飽　洋生1）、吉田　陽一郎1）、谷村　修1）、別府　理智子1）、 

佐々木　隆光1）、武野　慎祐1）、山内　靖1）、星野　誠一郎1）、乗富　智明1）、山下　裕一1）、 
二村　聡2）

1）福岡大学 医学部 外科学講座 消化器外科、2）福岡大学 医学部 病理学講座

S105 腹腔鏡下に診断した腸管嚢腫様気腫症の1例
○井上　真岐、大迫　政彦、石崎　直樹、田畑　峯雄
鹿児島市医師会病院 外科

S106 内視鏡にて術前診断し完全腹腔鏡下に切除した原発性小腸癌の1例
○松島　肇1）、藤田　文彦1）、三島　壯太1）、小坂　太一郎1）、足立　智彦1）、曽山　明彦1）、 

虎島　泰洋1）、北里　周1）、伊藤　信一郎1）、金高　賢悟1）、高槻　光寿1）、南　恵樹1）、 
黒木　保1）、橋口　慶一2）、中山　敏幸3）、江口　晋1）

1）長崎大学大学院 移植・消化器外科、2）長崎大学大学院 消化器病態制御学、3）長崎大学大学院 病態病理学

S107 腹腔鏡補助下に切除した空腸憩室腸間膜穿通から穿孔に至った1例
○太田　美穂、篠崎　由賀里、廣橋　喜美、佐藤　清治
佐賀県立病院好生館 消化器外科

小腸 2　　9:40～10:20 第4会場（B2）

座長：西原　一善（北九州市立医療センター 外科）

S108 急性虫垂炎と鑑別が困難であった腸間膜リンパ管腫の一例
○高橋　梓、森山　大樹、村上　光彦、松本　耕太郎、許斐　裕之、大城戸　政行、加藤　雅人、 

一宮　仁
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院

S109 腸間膜キャッスルマン病の一切除例
○平川　浩明1）、石橋　生哉1）、内田　信治1）、亀井　英樹1）、田中　克明1）、山口　倫3）、白水　和雄2）、 

緒方　裕1）

1）久留米大学医療センター 外科、2）久留米大学 医学部 外科、3）久留米大学医療センター 臨床検査室



S110 胃癌にて胃全摘術後2年半に空腸癌を発症した一例
○松本　載恭、楠元　英次、山口　将平、堤　敬文、遠藤　和也、池尻　公二
国立病院機構 九州医療センター 消化器センター外科

S111 魚骨誤飲を契機に発見された小腸悪性リンパ腫の1例
○徳永　美喜、宇治　祥隆、新上　浩司、山口　方規、高尾　貴史
医療法人天神会 新古賀病院 消化器外科

S112 腸重積を来たした小腸GISTの1例
○武岡　陽介、梶原　啓司、草場　隆史、重政　有、羽田野　和彦、佐々木　伸文、碇　秀樹
白十字会 佐世保中央病院

小腸 3　　10:20～11:00 第4会場（B2）

座長：濵田　信男（鹿児島市立病院 外科）

S113 成人小腸間膜リンパ管腫の1例
○門屋　一貴1,3）、末吉　晋1）、久保田　雅博1）、津福　達二1）、堀尾　卓也1）、衛藤　大明1）、 

日野　東洋1）、島松　一秀2）、白水　和雄3）

1）大牟田市立病院 外科、2）大牟田市立病院 病理部、3）久留米大学 外科

S114 診断に苦慮した移動盲腸を伴う虫垂炎症後癒着性イレウスの一症例
○草場　隆史、梶原　啓司、永松　雅朗、武岡　陽介、羽田野　和彦、佐々木　伸文、重政　有、 

碇　秀樹、國崎　忠臣
社会医療法人佐世保中央病院 外科

S115 術前診断しえた魚骨による小腸穿孔の1例
○渡邉　千夏、久保田　竜生、小林　広典、山口　賢治、外山　栄一郎、大原　千年
熊本再春荘病院

S116 診断に苦慮した糞便性小腸閉塞性イレウスの一症例
○永松　雅朗、草場　隆史、武岡　陽介、梶原　啓司、羽田野　和彦、佐々木　伸文、重政　有、

碇　秀樹、國崎　忠臣
社会医療法人佐世保中央病院 外科

S117 腸管嚢胞様気腫症の一例
○倉八　朋宏、東舘　成希、片桐　光浩、吉田　直裕、竜口　崇明、渡邉　元己、板垣　有亮、

吉富　宗宏、守永　暁生、今泉　拓也、中野　昌彦、黒田　久志、田中　将也
社会医療法人 雪の聖母会 聖マリア病院 外科

小腸 4　　11:00～11:32 第4会場（B2）

座長：二見喜太郎（福岡大学筑紫病院 外科）

S118 穿孔を契機に診断された小腸B細胞悪性リンパ腫の1例
○福富　章悟、鈴木　稔、白濱　靖久、真栄城　兼誉、今村　真大、篠崎　広嗣、島　一郎
朝倉医師会病院 外科



S119 Meckel憩室による食餌性イレウスの一例
○谷口　竜太、田村　利尚、日暮　愛一郎、山口　幸二
産業医科大学 医学部 消化器内分泌外科

S120 有症状の重複腸管に対し単孔式腹腔鏡下手術を行った一例
○鶴田　祐介、盛　真一郎、馬場　研二、高江　芳恵、田辺　寛、柳田　茂寛、又木　雄弘、 

奥村　浩、夏越　祥次
鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科

S121 腸瘻を利用した術前化学療法で安全に切除しえた空腸GISTの1例
○木村　英世1）、大塚　隆生1）、当間　宏樹2）、植木　隆1）、上田　純二1）、高畑　俊一1）、相島　慎一3）、 

田中　雅夫1）

1）九州大学 臨床・腫瘍外科、2）原三信病院 外科、3）九州大学 形態機能病理学

胃・十二指腸 2　　16:34～17:22 第4会場（B2）

座長：沖　　英次（九州大学大学院 消化器・総合外科）

S122 化学療法中の胃穿孔を契機にCA19-9産生胃癌の診断がついた1例
○宮崎　充啓、川崎　淳司、福田　篤志、山懸　基維、園田　孝志
済生会唐津病院 外科

S123 腹腔鏡下に手術をしえた腸回転異常症を伴った胃癌の1例
○草場　真一郎、奥村　隆志、浦田　雅子、池田　貯、能城　浩和
佐賀大学 一般・消化器外科

S124 術後7年目に腹膜播種再発を来した若年女性早期胃癌の1症例
○岩永　彩子、藤家　雅志、大垣　吉平、江頭　明典、山本　学、南　一仁、坂口　善久、 

藤　也寸志
九州がんセンター 消化器外科

S125 集学的治療により、術後5年半経過した大網原発平滑筋肉腫の1例
○新上　浩司1）、高尾　貴史1）、宇治　祥隆1）、山口　方規1）、徳永　美喜1）、入江　康司2）

1）社会医療法人 天神会 新古賀病院 消化器外科、2）社会医療法人 天神会 新古賀病院 病理学

S126 化学療法が奏功したG-CSF産生胃癌の1例
○川井田　啓介1,2）、田畑　峯雄1）、石崎　直樹1）、門野　潤1,2）、大迫　政彦1）、井本　浩2）

1）鹿児島市医師会病院、2）鹿児島大学大学院 心臓血管・消化器外科学

S127 残胃癌術後に血腫による輸入脚閉塞を来した1例
○高木　克典、日高　重和、國崎　真己、石井　光寿、黨　和夫、阿保　貴章、竹下　浩明、 

七島　篤志、永安　武
長崎大学 大学院 腫瘍外科



その他の消化器 1　　14:05～14:45 第5会場（A2）

座長：白尾　一定（社会保険 宮崎江南病院 外科）

S128 残胃胃石による腸閉塞の1例
○鬼塚　幸治、阿部　俊也、西岡　泰信、岩村　道憲、北原　光太郎、中村　賢二、 

八谷　泰孝、福山　時彦、平野　豊
九州労災病院 外科

S129 直腸潰瘍により発症した門脈ガス血症の一例
○山下　兼史、佐々木　隆光、加藤　大祐、松岡　信秀、乗富　智明、山下　裕一
福岡大学医学部外科学講座消化器外科

S130 術前診断しえた急性虫垂炎に続発した大網捻転症の一例
○室屋　大輔、新井　相一郎、森　龍祐、日高　敦弘、松尾　英生、吉田　正
筑後市立病院 外科

S131 直腸膀胱瘻に対しOTSCにて瘻孔閉鎖を行った1例
○前田　洋恵、愛洲　尚哉、中島　亮、塩飽　洋生、谷村　修、星野　誠一郎、山下　裕一
福岡大学 医学部 消化器外科

S132 腹腔鏡下に摘出した尿膜管臍瘻の一例
○島田　幸典、太田　光彦、定永　倫明、原武　直紀、吉田　佳弘、栗原　健、中司　悠、 

増山　恵理、山村　謙介、原田　昇
済生会福岡総合病院

その他の消化器 2　　14:45～15:35 第5会場（A2）

座長：奥濱　幸博（沖縄県立宮古病院 外科）

S133 食道裂孔ヘルニア嵌頓により片側肺の完全虚脱に至った成人の一例
○島田　英二郎、田中　雅之、伊藤　孝太朗、山地　康大郎、篠崎　由賀里、隅　健次、 

田中　聡也、廣橋　喜美、佐藤　清治
佐賀県立病院 好生館

S134 鼠径部膀胱ヘルニアの2例
○山田　浩平、神谷　尚彦、肥川　和寛、馬塲　耕一、鮫島　隆一郎、酒井　正、井久保　丹、 

田渕　正延、湯ノ谷　誠二
唐津赤十字病院 外科

S135 直腸癌術後孤立性脾転移の1例
○本池　悠、井手　貴雄、古賀　浩木、三好　篤、北原　賢二、能城　浩和
佐賀大学 医学部 一般・消化器外科

S136 脾臓原発悪性腫瘍の二切除例
○福久　はるひ1）、上野　真一2）、迫田　雅彦1）、飯野　聡1）、南　幸次1）、安藤　慶1）、 

川崎　洋太1）、橋口　真征1）、又木　雄弘1）、前村　公成1）、石神　純也1）、新地　洋之1）、 
夏越　祥次1）

1）鹿児島大学 腫瘍学講座 消化器・乳腺甲状腺外科学、2）鹿児島大学 臨床腫瘍学講座



S137 ジアゾキシド内服が有効であったインスリノーマの1例
○朝長　哲生、松尾　光敏、水谷　明正、塩竈　利昭、福井　洋
長崎記念病院 外科

その他の外科  　15:35～16:07 第5会場（A2）

座長：長濱　正吉（那覇市立病院 外科）

S138 当院における鏡視下鼠径ヘルニア手術の導入とその短期成績
○中嶌　雅之、山永　成美、永末　裕友、山田　兼史、田中　栄治、木村　有、林　亨治、 

横溝　博、平田　稔彦
熊本赤十字病院 外科

S139 巨大類表皮腫の1例
○山本　玲於那1）、井上　健太郎1,2）、井口　友宏1,2）、伊藤　修平1,2）、大賀　丈史1,2）、 

野添　忠浩1,2）、　江崎　卓弘1,2）

1）国立病院機構福岡東医療センター 外科、2）九州大学大学院消化器・総合外科（第二外科）

S140 術前に小腸GISTを疑い手術を施行した異所性褐色細胞腫の一例
○兼武　秀和、小澄　敬祐、辛島　龍一、田浦　尚宏、水元　孝郎、松下　弘雄、西村　卓祐、

下川　恭弘、木村　正美
健康保険 人吉総合病院

S141 腹腔鏡下に摘出した異所性褐色細胞腫の1例
○辻　顕、坂本　快郎、宮本　裕士、渡邊　雅之、馬場　秀夫
熊本大学大学院 消化器外科学



第2日目　5月11日土

胃・十二指腸 3　　9:00～9:48 第2会場（B1）

座長：狩俣　弘幸（琉球大学大学院 消化器・腫瘍外科学）
　　　佐伯　浩司（九州大学大学院 消化器・総合外科）

S142 2次治療にハーセプチン併用療法を用いたHER2陽性胃癌の1例
○久保田　竜生、小林　広典、山口　賢治、外山　栄一郎、大原　千年
熊本再春荘病院

S143 完全腹腔鏡下幽門側胃切除術（TLDG）導入後360例の検討
○田中　秀幸1）、高森　啓史1）、土居　浩一1）、井上　耕太郎1）、杉山　眞一1）、井上　光弘1）、 

東　孝暁1）、藤木　義敬1）、大内　繭子1）、馬場　秀夫2）

1）済生会熊本病院 外科センター、2）熊本大学 消化器外科

S144 管腔内突出型胃GISTに対するLECSの経験
○伊藤　信一郎1）、金高　賢悟1）、黒木　保1）、大仁田　賢2）、橋口　慶一2）、卜部　繁俊2）、 

中尾　一彦2）、江口　晋1）

1）長崎大学 移植・消化器外科、2）長崎大学 消化器内科

S145 難治性十二指腸潰瘍に対しReduced Port Surgeryを施行した一例
○川下　雄丈、今村　一歩、古賀　直樹、眞田　雄一、東　尚、松尾　繁年
長崎県島原病院 外科

S146 ENBD catheterを用いて治癒し得た十二指腸傍乳頭憩室穿孔の一例
○橋本　恭弘、坂本　良平、佐藤　雅之、吉岡　晋吾、冨田　昌良
糸島医師会病院 外科

S147 腹腔鏡下胃切除術における肝挙上法の工夫
○馬塲　耕一、鮫島　隆一郎、神谷　尚彦、湯ノ谷　誠二
唐津赤十字病院 外科

胃・十二指腸 4　　9:48～10:28 第2会場（B1）

座長：吉田　直矢（熊本大学 消化器外科）
　　　宮平　　工（ハートライフ病院 外科）

S148 LATG後の内ヘルニアによる輸入脚症候群に待機的手術を行った1例
○三好　敬之、永田　康浩、平山　昂仙、土肥　良一郎、渡海　由貴子、野中　隆、 

徳永　隆幸、遠山　啓亮、北島　知夫、原口　正史、蒲原　行雄、前田　茂人、藤岡　ひかる
国立病院機構 長崎医療センター 外科

S149 腹腔鏡下胃全摘術後に発症した乳び腹水を伴う内ヘルニアの1例
○松永　壮人、仲田　興平、大内田　研宙、前山　良、永井　栄司、田中　雅夫
九州大学 臨床腫瘍外科



S150 食道狭窄症例に対し単孔式腹腔鏡下胃瘻造設術を施行した1例
○秋山　泰樹、森　泰寿、皆川　紀剛、柴尾　和徳、日暮　愛一郎、山口　幸二
産業医科大学 第一外科

S151 十二指腸癌出血に対し動脈塞栓術を行い、根治術を施行した一例
○中村　陽二、砂川　宏樹、小倉　加奈子、春松　敏夫、間山　泰晃、卸川　智文、嘉数　修、 

當山　鉄男、稲嶺　進、大城　直人
敬愛会 中頭病院 外科

S152 自転車事故による鈍的腹部外傷の2例
○深田　理沙、冨樫　陽彦、泉　大輔、木下　浩一、森田　圭介、松本　克孝、多森　靖洋、 

宮成　信友、芳賀　克夫、片渕　茂
国立病院機構 熊本医療センター 外科

胸部外科  　9:00～9:40 第3会場（B5・6・7）

座長：白石　武史（福岡大学医学部 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科）

S153 外傷性血胸増悪に対する細径チューブを用いたドレナージの検討
○千場　隆、中田　由紀子、日高　悠嗣、松田　史雄、田中　栄治、林　亨治、平田　稔彦
熊本赤十字病院外科

S154 男性に発症した多発性肺血管腫の一症例
○宮本　詩子1）、中西　香織1）、冨満　信二1）、林　明宏1）、光武　良幸2）

1）新古賀病院 呼吸器外科、2）田主丸中央病院

S155 悪性線維性組織球腫に対して胸壁腫瘍切除再建術を施行した一例
○赤司　桃子1）、鹿田　康紀1）、森　遼1）、桂　正和1）、高祖　英典1）、牛島　千衣1）、 

竹尾　貞徳1）、村野　絵美2）、森久　陽一郎2）、桃崎　征也3）、中山　吉福3）

1）国立病院機構九州医療センター 呼吸器外科、2）国立病院機構九州医療センター 形成外科、
3）国立病院機構九州医療センター 病理部

S156 外傷性多発肋骨骨折に対し観血的治療を施行した1例
○西村　祐紀、小澄　敬祐、辛島　龍一、田浦　尚宏、水元　孝郎、松下　弘雄、西村　卓祐、 

下川　恭弘、木村　正美
健康保険 人吉総合病院 外科

S157 Micronodular thymoma with lymphoid stromaの1例
○森　遼1）、桂　正和1）、高祖　英典1）、鹿田　康紀1）、牛島　千衣1）、桃崎　征也2）、 

古谷　清美3）、竹尾　貞徳1）

1）独立行政法人 国立病院機構 九州医療センター 呼吸器外科、2）同病理部、3）同放射線科



心臓外科  　9:40～10:12 第3会場（B5・6・7）

座長：山城　　聡（琉球大学 胸部心臓血管外科）
　　　鬼塚　誠二（久留米大学医学部 外科）

S158 心臓血管外科領域におけるSSIの検討
○久田　洋一1）、橋詰　浩二1）、三浦　崇1）、谷川　和好1）、橋本　亘1）、尾立　朋大1）、 

横瀬　昭豪1）、田崎　雄一1）、恒任　章2）、江石　清行1）

1）長崎大学病院 心臓血管外科、2）長崎大学病院 循環器内科

S159 大動脈弁温存基部再建術（David手術）16例の検討
○喜瀬　勇也、小崎　教史、神谷　知里、新垣　涼子、前田　達也、深町　俊之、古堅　智則、

稲福　斉、仲栄真　盛保、永野　貴昭、照屋　孝夫、平安　恒男、山城　聡、國吉　幸男
琉球大学大学院 胸部心臓血管外科

S160 結腸癌による転移性心臓腫瘍に対する一切除例
○小崎　教史、神谷　知里、新垣　涼子、前田　達也、喜瀬　勇也、古堅　智則、深町　俊之、 

稲福　斉、仲栄真　盛保、永野　貴昭、平安　恒男、山城　聡、國吉　幸男
琉球大学大学院 胸部心臓血管外科学

S161 治療に難渋している体外型補助人工心臓関連血流感染の1例
○新垣　涼子、小崎　教史、神谷　知里、前田　達也、喜瀬　勇也、稲福　斉、仲栄真　盛保、 

永野　貴昭、山城　聡、國吉　幸男
琉球大学大学院医学研究科 胸部心臓血管外科学講座


