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プログラム　6 月 11 日（土）

ビデオシンポジウム 1� 9:45 ～ 11:10　会場 1（Room2+3)
座長：古山　将康（大阪市立大学　産科婦人科）

「骨盤底再建術を極める」

VSY1-01	 骨盤臓器脱に対する腹腔鏡下仙骨腟固定術
　―発展の歴史からその意義を再考する―
明樂　重夫（明理会東京大和病院）

VSY1-02	 骨盤臓器脱 (POP) を極める
西　　洋孝（東京医科大学　産科婦人科学分野）

VSY1-03	 完全直腸脱に対する外科的治療
岡本　欣也（東京山手メディカルセンター　大腸肛門病センター）

共催：ジョンソンエンドジョンソン株式会社

ビデオシンポジウム 2� 13:55 ～ 15:20　会場 1（Room2+3)
座長：石原聡一郎（東京大学医学部　大腸・肛門外科）

「骨盤外科医の育成を目指した今後の教育のあり方 
～診療科の枠を超えたスキルの共有の重要性～」

VSY2-01	 骨盤外科医としての泌尿器腹腔鏡・ロボット手術の現状と課題
三木　　淳（東京慈恵会医科大学附属柏病院　泌尿器科）

VSY2-02	 婦人科腫瘍医における骨盤内蔵全摘術
金尾　祐之（がん研有明病院　婦人科）

VSY2-03	 当院での骨盤拡大手術の教育と実際
的場周一郎（虎の門病院　消化器外科）

VSY2-04	 骨盤外科診療科の横断的取り組みの困難性と解決法
武中　　篤（鳥取大学医学部器官制御外科学講座腎泌尿器学分野）

共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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シンポジウム� 11:10 ～ 12:35　会場 1（Room2+3)
座長：船橋　公彦（東邦大学医学部外科学講座　一般・消化器外科学分野）

「中部・下部直腸癌に対する括約筋温存術後の排便障害 (LARS)： 
発生の現状・課題・対応・新たな治療法」

SY-01	 直腸癌術後の排便障害に対するバイオフィードバック療法を用いた治療効果
浜畑　幸弘（辻仲病院柏の葉　大腸肛門外科	）

SY-02	 直腸がん術後排便障害（LARS）に関する排便専門診療の現状と提言
錦織　英知（えさか駅前にしごりおなかとおしりのクリニック）

SY-03	 下部直腸癌に対して経肛門吻合を行った括約筋温存術患者の術後排便障害の検討
甲田　貴丸（東邦大学医療センター大森病院　一般・消化器外科）

SY-04	 TaTME 併用 ISR 症例における肛門管内 SST 吻合の安全性と術後排便機能の検討
北口　大地（国立がん研究センター東病院大腸外科）

SY-05	 当院における内肛門括約筋切除術 (ISR) 後の排便機能に着目した治療成績
田島ジェシー雄（岐阜大学医学部付属病院　消化器外科）

共催：ミヤリサン製薬株式会社

ランチョンセミナー� 12:45 ～ 13:45　会場 1（Room2+3)
座長：前田耕太郎（湘南慶育病院）

「排尿・排便機能障害に対する仙骨神経刺激療法の適応」

LS-01	 直腸癌手術と術後ＱＯＬ
西澤　祐吏（国立がん研究センター東病院　大腸外科・クオリティマネジメント室）

LS-02	 過活動膀胱、切迫性尿失禁に対する SNM（Sacral	Neuromodulation）
林　　篤正（亀田総合病院　ウロギネ・女性排尿機能センター）

共催：日本メドトロニック株式会社

要望演題 1� 15:30 ～ 16:30　会場 1（Room2+3)
座長：勝又　健次（東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

加藤　友康（国立がんセンター中央病院　婦人腫瘍科）

「骨盤の外科解剖」

O1-01	 広汎子宮全摘術・女性の直腸間膜全切除・側方郭清で温存すべき膀胱枝は
Denonvilliers 筋膜のすぐ腹側のものである
近澤　研郎（自治医科大学附属さいたま医療センター産婦人科	/	

東京医科歯科大学臨床解剖学分野）
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O1-02	 婦人科ロボット支援下手術において見直した子宮頸部周辺の系統解剖
仲村　　勝（藤田医科大学医学部先端ロボット・内視鏡手術学講座）

O1-03	 新しい “Fascia” の考え方を通した骨盤内膜解剖の再考
川島　清隆（熊谷総合病院）

O1-04	 肛門挙筋の支持における内閉鎖筋の重要性
室生　　暁（東京医科歯科大学臨床解剖学分野）

O1-05	 男性の肛門直腸移行部前方の解剖について
石井　正之（神鋼記念病院消化器外科）

O1-06	 中直腸動脈の有無の実際と分岐形態の検討
中村　公彦（慶應義塾大学医学部　外科学　( 一般・消化器 )　）

要望演題 2� 16:30 ～ 17:40　会場 1（Room2+3)
座長：中田　真木（三井記念病院）

野明　俊裕（大腸肛門病センターくるめ病院）

「骨盤臓器脱（直腸脱を含む）」

O2-01	 骨盤臓器脱手術の実勢と開発の方向性について
中田　真木（三井記念病院	産婦人科）

O2-02	 当院での腹腔鏡下仙骨膣固定術の成績と術後QOL について
藤田　直子（潤和会記念病院泌尿器科）

O2-03	 ロボット支援下仙骨膣固定術（RASC）の初期治療成績
山口　徳也（鳥取大学医学部　器官制御外科学講座　腎泌尿器学分野）

O2-04	 Capio™	Sutures を用いた腟式両側仙棘靱帯固定術の 1例
林　　元茂（東京医科大学病院産科婦人科学分野）

O2-05	 直腸脱に対する suture	rectopexy の治療成績
伊禮　靖苗（大腸肛門病センター高野病院）

O2-06	 90 歳以上の直腸脱 18 例に対する腹腔鏡下直腸吊り上げ固定手術
梅谷　直亨（河北総合病院消化器外科）

O2-07	 高度直腸脱に対して、ロボット支援下直腸後方固定術を施行した１例
鈴木　紳祐（藤沢湘南台病院　外科）
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要望演題 3� 17:40 ～ 18:50　会場 1（Room2+3)
座長：坂本　一博（順天堂大学　下部消化管外科）

藤井　靖久（東京医科歯科大学大学院　腎泌尿器外科学）

「骨盤外科領域におけるロボット支援下手術」

O3-01	 当科におけるロボット支援下直腸手術の短期成績
有働竜太郎（東京医科大学病院消化器外科・小児外科）

O3-02	 直腸癌に対する腹腔鏡とロボット手術の術後排尿障害 :	
プロペンシティスコアマッチングを用いた多施設データの検討
諏訪　雄亮（横浜市立大学附属市民総合医療センター　消化器病センター外科）

O3-03	 直腸癌局所再発に対して泌尿器科と合同で
ロボット支援下前立腺合併直腸切断術を施行した 1例
腰野　蔵人（東京女子医科大学病院　消化器・一般外科）

O3-04	 AI による神経認識モデルのロボット支援下直腸癌手術への応用
木下　和也（千葉大学食道胃腸外科）

O3-05	 ロボット支援前立腺全摘における骨盤機能温存　当科での取り組み
山辺　史人（東邦大学泌尿器科学講座）

O3-06	 骨盤底筋温存がロボット支援根治的前立腺摘除術後の早期尿禁制回復に与える影響
中村　真樹（NTT 東日本関東病院　泌尿器科）

O3-07	 ロボット支援前立腺全摘除における術後鼠径ヘルニア予防の取り組み：
腹膜鞘状突起切断および腹膜閉鎖
福田　翔平（東京医科歯科大学大学院　腎泌尿器外科学）

要望演題 4� 9:45 ～ 11:05　会場 2（Room5）
座長：幸田　圭史（帝京大学ちば総合医療センター外科）

前田耕太郎（湘南慶育病院）

「機能」

O4-01	 陰部神経伝導速度検査のピットフォール
吉敷　智和（杏林大学医学部付属病院　下部消化管外科）

O4-02	 直腸切除術後の排便排尿および性機能障害に対する
スマート問診システムの確立と機能障害評価
梶原　大輝（東北大学大学院　消化器外科学）

O4-03	 当院における ISR の治療成績の検討
久保山　侑（東京医科大学　消化器・小児外科学分野）

O4-04	 taTME における術後排尿障害の後方視的検討	
鏡　　　哲（東邦大学医療センター大森病院　一般・消化器外科）
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O4-05	 下部直腸癌に対する術前化学放射線療法 (CRT) が術後排便機能に及ぼす影響の検討
坂元　　慧（東京大学腫瘍外科）

O4-06	 直腸癌におけるロボット手術の排便機能温存効果
高島　順平（帝京大学溝口病院外科）

O4-07	 女性膀胱癌における婦人科臓器温存膀胱全摘除術の機能的アウトカム
畠山　真吾（弘前大学泌尿器科学講座）

O4-08	 高度局所進展進行癌や再発手術における泌尿器系の臓器温存手術
およびその短期成績
小森　康司（愛知県がんセンター　消化器外科部）

一般演題� 11:05 ～ 11:45　会場 2（Room5）
座長：高橋　慶一（東京都保健医療公社大久保病院　外科）

O5-01	 経肛門操作併用骨盤内臓全摘術からみた骨盤解剖
別府　直仁（兵庫医科大学下部消化管外科）

O5-02	 肛門機能温存を意識した経肛門的内視鏡下腫瘍切除 -TAMIS-NU ポートの有用性 -
代永　和秀（日本医科大学付属病院消化器外科）

O5-03	 TaTME 併用直腸癌手術後における early	stoma	closure の短期治療成績
池田　公治（国立がん研究センター東病院　大腸外科）

O5-04	 経肛門的洗腸療法が有効であった難治性低位前方切除術後症候群の 1例
長嶋　康雄（東邦大学医療センター大森病院　消化器センタ―外科）
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