
招 請 講 演

7月 30日（水） 第 1会場 10：30～11：30
「The Latest and Future Management of Pancreatic Disease」

Hans G. Beger
University of Ulm, Germany

司会 羽生富士夫
東京女子医科大学名誉教授
八王子消化器病院

特 別 講 演

7月 31日（木） 第 1会場 10：30～11：30
「鈍感力」

渡辺 淳一
作家 医学博士

司会 今泉 俊秀
東海大学医学部消化器外科

教 育 講 演 1
7月 31日（木） 第 1会場 13：00～13：30

「膵線維化の分子機構の解明と治療法の開発に関する現状と未来」
朴沢 重成
慶應義塾大学医学部消化器内科

司会 白鳥 敬子
東京女子医科大学消化器内科

教 育 講 演 2
7月 31日（木） 第 1会場 13：30～14：00

「膵臓病の臨床：膵癌の正確な進展度診断を行うための術前画像診断
―切除標本との対比から学ぶ―」

蒲田 敏文
金沢大学医学部放射線科

司会 跡見 裕
杏林大学医学部外科



会 長 講 演

7月 30日（水） 第 1会場 11：30～12：00
「私の膵外科 温故知新―拡大手術から縮小手術まで―」

今泉 俊秀
東海大学医学部消化器外科

司会 田中 雅夫
日本膵臓学会理事長
九州大学大学院臨床・腫瘍外科



シンポジウム 1

7月 30日（水） 第 1会場（301＋302） 8：00～10：30

「膵癌治療の最前線」
司会 船越 顕博 国立病院機構九州がんセンター消化器内科

太田 哲生 金沢大学医学部消化器・乳腺外科
S1―1 腹腔動脈合併切除を伴う尾側膵切除術（DP�CAR）による進行膵体部癌の局

所制御と術後QOL
北海道大学大学院腫瘍外科学 平野 聡，他

S1―2 膵体尾部癌に対する適切な術式選択は？
東京女子医科大学消化器外科 羽鳥 隆，他

S1―3 膵癌に対する術前化学放射線療法とその臨床的意義―切除単独例との比較
関西医科大学外科 里井 壯平，他

S1―4 STAGE IV進行膵癌に対する術前化学療法（NAC）の効果
東北大学医学部肝胆膵外科 元井 冬彦，他

S1―5 進行膵癌に対するGemcitabine（GEM）を用いた術後補助化学療法の意義
千葉大学大学院臓器制御外科学 吉富 秀幸，他

S1―6 術後早期の新規抗癌剤補助化学療法導入による膵癌の治療戦略とその成績
広島大学大学院病態制御外科 村上 義昭，他

S1―7 経口抗癌剤TS�1 を用いた新しい膵癌治療―TS�1 併用放射線療法 第 I・II
相臨床試験―

鹿児島大学腫瘍制御学・消化器外科 新地 洋之，他
S1―8 切除不能局所進行膵癌に対する S�1 併用放射線療法

千葉県がんセンター消化器内科 須藤研太郎，他
S1―9 進行膵臓癌に対する治療―動注療法，化学放射線療法，化学療法（Gemcitabine）

の選択基準―
札幌厚生病院第 2消化器科 平山 敦，他

S1―10 膵癌に対するVEGFR2 を分子標的とした epitope peptide と gemcitabine
併用療法

和歌山県立医科大学第 2外科 宮澤 基樹，他
S1―11 進行膵癌に対する化学療法～Gemcitabine・S�1 と 2 次治療以降の成績～

東京大学医学部消化器内科 中井 陽介，他
S1―12 GEM耐性膵癌に対する治療開発

国立がんセンター中央病院肝胆膵内科 森実 千種，他



シンポジウム 2

7月 31日（木） 第 1会場（301＋302） 8：00～10：30

「長期予後からみた慢性膵炎の治療―内科 vs 外科」
司会 神澤 輝実 都立駒込病院内科

武田 和憲 国立病院機構仙台医療センター外科
S2―1 長期成績からみた慢性膵炎に対する内科的治療の適応

東北大学病院消化器内科 廣田 衛久，他
S2―2 慢性膵炎に対する非観血的の成績

手稲渓仁会病院消化器病センター 深澤 光晴，他
S2―3 長期予後，合併症からみた慢性膵炎に対する内視鏡的膵管ドレナージ術

名古屋大学医学部消化器内科学 川嶋 啓揮，他
S2―4 慢性膵炎症例に対する内視鏡的膵管ステント留置術の有用性と長期予後

札幌厚生病院第 2消化器科 長川 達哉，他
S2―5 膵石症に対する内科的治療成績と予後

千葉大学大学院腫瘍内科学 石原 武，他
S2―6 当院での慢性膵炎・膵石症 218 例に対する治療の現状とその予後の検討

さいたま市立病院消化器内科 辻 忠男，他
S2―7 慢性膵炎・膵石症に対する内視鏡治療の成績

東京大学医学部消化器内科 笹平 直樹，他
S2―8 ESWLを第一選択とした膵石治療の長期予後の検討

名古屋市立大学大学院消化器・代謝内科学 奥村 文浩，他
S2―9 ESWLを行った膵石症例の長期予後

藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院消化器内科 奥嶋 一武，他
S2―10 長期予後からみた慢性膵炎外科治療症例における膵切除の意義

八王子消化器病院 鈴木 修司，他
S2―11 慢性膵炎に対する外科的治療の成績と術後膵機能

広島大学大学院病態制御外科 首藤 毅，他
S2―12 慢性膵炎病理組織所見からみた自家膵島移植の可能性

新潟大学大学院消化器，一般外科 小林 隆，他



パネルディスカッション 1

7月 31日（木） 第 1会場（301＋302） 14：00～16：30

「この症例をどうする？―難渋例に学ぶ」
司会 真口 宏介 手稲渓仁会病院消化器病センター

伊佐地秀司 三重大学医学部肝胆膵外科
柳澤 昭夫 京都府立医科大学大学院人体病理学

PD1―討論者
東京医科大学消化器内科 糸井 隆夫

仙台市医療センター消化器内科 小林 剛
金沢大学医学部放射線科 蒲田 敏文

東京女子医科大学消化器外科 羽鳥 隆
金沢大学大学院消化器外科 萱原 正都

東北大学大学院消化器外科学 江川 新一



パネルディスカッション 2

7月 30日（水） 第 2会場（303） 15：00～17：30

「IPMNをめぐって：手術 vs 経過観察」
司会 山雄 健次 愛知県がんセンター中央病院消化器内科

木村 理 山形大学医学部消化器・一般外科学
PD2―1 経過観察中に進展した IPMN（主膵管型と分枝型）の検討

旭川医科大学総合診療部 丹野 誠志，他
PD2―2 組織学的悪性度と予後を考慮した分枝型 IPMNの診療アルゴリズム

東北大学医学部消化器内科 菅野 敦，他
PD2―3 画像所見からみた IPMNの自然史

名古屋大学大学院消化器内科学 大野栄三郎，他
PD2―4 経過観察中に通常型膵癌が発生した IPMN症例の特徴

東京大学医学部消化器内科 多田 稔，他
PD2―5 IPMN経過観察例の長期経過と予後

手稲渓仁会病院消化器病センター 小山内 学，他
PD2―6 分枝型膵管内乳頭腫瘍（IPMN）における長期経過観察の課題

JA広島厚生連尾道総合病院内視鏡センター 花田 敬士，他
PD2―7 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の手術適応の再検討―経過観察後に切除した

症例を含めて―
愛知県がんセンター中央病院消化器外科 清水 泰博，他

PD2―8 IPMNに対する手術適応―分枝型に対する手術適応を中心として―
国立がんセンター東病院上腹部外科 中郡 聡夫，他

PD2―9 IPMNに対する手術適応の再検討
東京女子医科大学消化器外科 羽鳥 隆，他

PD2―10 壁在結節を伴わない分枝型 IPMNに対する治療
九州大学医学部臨床・腫瘍外科 貞苅 良彦，他

PD2―11 手術例および経過観察から検討した IPMNの癌化危険因子の検討
和歌山県立医科大学第 2外科 川井 学，他

PD2―12 IPMNの治療―経過観察VS手術―
山形大学医学部消化器・一般外科学 森谷 敏幸，他



ラウンドテーブルディスカッション 1

7月 30日（水） 第 1会場（301＋302） 13：00～15：30

「忘れられないこの研究・この症例・この手術」
司会 角田 司 川崎医科大学消化器外科

大槻 眞 産業医科大学消化器・代謝内科
RD1―1 私の膵臓病学：高齢者剖検膵から学んだ経験

山形大学医学部消化器・一般外科学 木村 理
RD1―2 急性膵炎重症化における bacterial translocation の意義と対策

三重大学医学部肝胆膵外科 伊佐地秀司
RD1―3 日本から世界へ発信した膵腫瘍におけるムチン（MUC1とMUC2）発現の研究

鹿児島大学大学院人体がん病理学 米澤 傑
RD1―4 PanIN から浸潤癌までの膵癌自然史：忘れられない膵上皮内癌の症例

京都大学大学院肝胆膵・移植外科 高折 恭一
RD1―5 膵管上皮粘液細胞過形成に癌遺伝子K�ras の突然変異あり

京都府立医科大学大学院人体病理学 柳澤 昭夫
RD1―6 膵頭一括切除術を施行した膵頭部癌患者から学んだもの

金沢大学附属病院消化器・乳腺外科 太田 哲生
RD1―7 膵臓外科と門脈切除

名古屋大学大学院消化器外科学 中尾 昭公
RD1―8 膵癌の集学的治療―忘れられない 2症例―

国立病院機構九州がんセンター消化器内科 船越 顕博
RD1―9 膵癌に対する膵組織片自家移植を伴う膵全摘術

川崎医科大学消化器外科 角田 司，他
RD1―10 膵癌に対する拡大郭清手術からみた今後の視点

熊本労災病院 平岡 武久，他



ラウンドテーブルディスカッション 2

7月 30日（水） 第 1会場（301＋302） 16：00～18：30

「忘れられないこの研究・この症例・この手術」
司会 平田 公一 札幌医科大学第 1外科

下瀬川 徹 東北大学医学部消化器病態学
RD2―1 膵消化酵素療法中断の臨床的意義

弘前大学医学部保健学科病因病態検査学 中村 光男，他
RD2―2 重症急性膵炎に対する膵局所動注療法―動物実験から臨床への応用―

国立病院機構仙台医療センター外科 武田 和憲
RD2―3 主膵管内色素注入法による副膵管機能の検索

都立駒込病院内科 神澤 輝実
RD2―4 自己免疫性膵炎とのめぐりあい

関西医科大学消化器・肝臓内科 岡崎 和一
RD2―5 わが国における生体膵臓移植の導入と臨床成績

国立病院機構千葉東病院外科 剣持 敬，他
RD2―6 SPINK1 と膵癌

東北大学医学部消化器病態学 下瀬川 徹，他
RD2―7 忘れられない“症例”―IPMNなど 2症例―

手稲渓仁会病院消化器病センター 真口 宏介
RD2―8 MCNと IPMNは異なる疾患

愛知県がんセンター中央病院消化器内科 山雄 健次，他
RD2―9 剖検膵における粘液細胞化生�過形成（PanIN�1 相当）の検討，IPMNとMCN

の鑑別に役立つ
東京西徳洲会病院病理科 須田 耕一

RD2―10 EPCGの開発
板橋中央総合病院内視鏡センター 大井 至



ワークショップ 1

7月 30日（水） 第 2会場（303） 13：00～15：00

「膵癌診断の最前線：1cm以下小膵癌の診断は可能か」
司会 今井 裕 東海大学医学部画像診断学

藤田 直孝 仙台市医療センター消化器内科
W1―1 1cm以下小膵癌の臨床病理学的検討

東海大学医学部消化器内科 川口 義明，他
W1―2 小膵癌における臨床的・病理学的検討

仙台市医療センター消化器内科 高澤 磨，他
W1―3 膵管上皮内癌の診断は可能か

川崎医科大学肝胆膵内科 吉田 浩司，他
W1―4 当院で経験した 1cm以下小膵癌症例の検討

虎の門病院消化器科 今村 綱男，他
W1―5 1cm以下の小膵癌例の検討

手稲渓仁会病院消化器病センター 栗田 亮，他
W1―6 10mm以下の小膵癌の診断・治療成績と早期診断におけるEUSの有用性

JA広島厚生連尾道総合病院内視鏡センター 飯星 知博，他
W1―7 膵癌早期診断の為のアプローチ：US,EUS を中心に

近畿大学医学部消化器内科 坂本 洋城，他
W1―8 当院における 10mm以下の小膵癌の検討

愛知県がんセンター中央病院消化器内科 高木 忠之，他



ワークショップ 2

7月 31日（木） 第 2会場（303） 14：00～16：00

「膵性糖尿病」
司会 中村 光男 弘前大学医学部保健学科病因病態検査学

杉山 政則 杏林大学医学部外科
W2―1 膵性糖尿病の全国疫学調査 2005 年

九州大学大学院病態制御内科 伊藤 鉄英，他
W2―2 膵性糖尿病の臨床的特徴

弘前大学医学部内分泌代謝内科 柳町 幸，他
W2―3 膵性糖尿病における膵外分泌機能評価

青森市民病院第 1内科 松本 敦史，他
W2―4 膵頭十二指腸（PD）術後長期経過例の膵内分泌機能の推移とその管理

広島大学大学院病態制御外科 村上 義昭，他
W2―5 膵性糖尿病患者における超速効型インスリンの有用性

産業医科大学消化器・代謝内科 木原 康之，他
W2―6 膵性糖尿病に対する膵消化酵素剤大量補充療法と強化インスリン療法

九州大学大学院病態制御内科 河邉 顕，他
W2―7 膵切除後の膵性糖尿病に対する人工膵臓を用いた血糖管理法の有用性：前向

き比較試験
高知大学医学部外科一 岡林 雄大，他



ワークショップ 3

7月 30日（水） 第 2会場（303） 8：00～10：00

「膵機能に配慮した膵手術」
司会 永井 秀雄 茨城県立中央病院

山上 裕機 和歌山県立医科大学第 2外科
W3―1 膵頭十二指腸切除術における膵空腸密着吻合の残膵機能の評価

北里大学医学部外科 古田 一徳，他
W3―2 術後膵管開存性に配慮した膵管空腸粘膜吻合法と今永法術後の内視鏡追跡成績

さいたま市立病院外科 松井 淳一
W3―3 膵頭切除術および尾側膵切除術における縮小手術の機能温存効果

広島大学大学院病態制御外科 中村 浩之，他
W3―4 残膵機能温存に留意した膵縮小手術

八王子消化器病院 鈴木 修司，他
W3―5 膵機能温存を配慮した膵切除の手技と成績

筑波大学大学院消化器外科学 佐々木亮孝，他
W3―6 Middle segment preserving pancreatectomy 施行例の検討

帝京大学医学部外科 三浦 文彦，他
W3―7 膵嚢胞性腫瘍に対する膵中央切除術―残膵機能温存術式としての意義―

和歌山県立医科大学第 2外科 廣野 誠子，他
W3―8 脾動・静脈および脾臓を温存した膵体尾部切除術

山形大学医学部消化器・一般外科学 平井 一郎，他



ワークショップ 4

7月 31日（木） 第 2会場（303） 8：00～10：00

「膵内・外分泌機能の基礎と臨床：相互相関をめぐって」
司会 岡崎 和一 関西医科大学消化器・肝臓内科

高折 恭一 京都大学大学院肝胆膵・移植外科
W4―1 単離膵導管におけるグルコース吸収が膵液分泌に与える影響

名古屋大学大学院健康栄養医学 石黒 洋，他
W4―2 Spontaneously Diabetic Torii（SDT）ラットにおけるセルレイン膵炎とRAGE

の発現
弘前大学医学部内分泌代謝内科 佐藤 江里，他

W4―3 胃全摘の膵に対する影響
近畿大学医学部ER 橋本 直樹

W4―4 慢性膵炎における消化酵素活性低下についての検討―蛋白と脂肪分解酵素の
相関について

大阪医科大学第 2内科 瀧井 道明，他
W4―5 膵疾患の画像所見と 13Cジペプチド呼気テストの関連性

日本大学医学部付属練馬光が丘病院外科 石井 敬基，他
W4―6 膵内・外分泌機能不全を推定するCT・US画像の疫学抽出

京都府立医科大学大学院消化器内科学 阪上 順一，他
W4―7 膵機能からみた早期膵炎の提言とEUS診断の有用性

横浜市立大学医学部消化器内科 窪田 賢輔，他
W4―8 自己免疫性膵炎（AIP）および特発性慢性膵炎（ICP）における膵内・外分泌

機能相関
愛知県がんセンター中央病院消化器内科 水野 伸匡，他



特別企画 1

7月 30日（水） 第 2会場（303） 17：30～19：30

イブニングセミナー「膵癌取扱い規約（第 5版）改訂に向けて」
司会 中尾 昭公 名古屋大学大学院消化器外科

乾 和郎 藤田保健衛生大学第 2病院内科
特別企画1―1 改訂の経緯

名古屋大学大学院消化器外科 中尾 昭公
特別企画1―2 UICC（AJCC）との相違点

三重大学医学部肝胆膵外科 伊佐地秀司
特別企画1―3 病理所見の変更点

京都府立医科大学大学院人体病理学 柳澤 昭夫
特別企画1―4 腹腔洗浄細胞診について

名古屋大学大学院消化器外科 竹田 伸
特別企画1―5 局所進展度（T）分類について

東北大学大学院消化器外科学 江川 新一
特別企画1―6 外科的治療の記載における変更点

京都大学大学院肝胆膵・移植外科 高折 恭一



特別企画 2

7月 31日（木） 第 2会場（303） 16：00～18：15

公聴会「科学的根拠に基づく膵癌診療ガイドライン改訂に向けて」
司会 船越 顕博 国立病院機構九州がんセンター消化器内科

中尾 昭公 名古屋大学大学院消化器外科
特別企画2―1 改訂の経緯

産業医科大学第 1外科 山口 幸二
特別企画2―2 診断法

東京女子医科大学消化器内科 白鳥 敬子
特別企画2―3 化学療法

国立がんセンター中央病院消化器内科 奥坂 拓志
特別企画2―4 放射線療法

都立駒込病院放射線科 唐澤 克之
特別企画2―5 外科治療法

産業医科大学第 1外科 山口 幸二
特別企画2―6 補助療法

大阪府立成人病センター外科 石川 治



ビデオセッション

7月 31日（木） 第 3会場（304）

14：00～15：00 ビデオセッション 1 座長 竹山 宜典 近畿大学医学部外科肝胆膵部門
コメンテーター 宮崎 勝 千葉大学大学院臓器制御外科学

V―1 衣類圧縮袋を用いたzipper techniqueによるplanned necrosectomyの有用性
金沢大学肝胆膵移植外科 中川原寿俊，他

V―2 Peripancreatic fluid collection に対する IV�EUS
岡山大学大学院消化器・肝臓・感染症内科学 河本 博文，他

V―3 Multislice CTによる下膵十二指腸動脈分岐形態の検討
藤田保健衛生大学医学部消化器第 2外科 堀口 明彦，他

V―4 IPMCを合併した慢性膵炎に対する膵空腸側々吻合による膵頭十二指腸切除術
帝京大学医学部外科 天野 穂高，他

15：00～16：00 ビデオセッション 2
座長 近藤 哲 北海道大学大学院腫瘍外科学
コメンテーター 千々岩一男 宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学

V―5 小開腹膵頭十二指腸第 II 部切除術の手術手技における工夫
長崎大学大学院移植消化器外科 黒木 保，他

V―6 膵機能温存を配慮した膵切除の手技
筑波大学大学院消化器外科学 佐々木亮孝，他

V―7 腹腔鏡下脾臓・脾動静脈温存膵体尾部切除術にて切除しえた膵体部インスリ
ノーマの 1例

日本医科大学外科学消化器外科 上田 純志，他
V―8 巨大膵嚢胞性腫瘍に対する腹腔鏡下尾側膵切除術

日本医科大学外科学消化器外科 中村 慶春，他



一般演題（要望演題）

7月 30日（水） 第 3会場（304）

8：00～9：30 要望演題 膵炎 座長 清水 京子 東京女子医科大学消化器内科
コメンテーター 宮坂 京子 東京家政大学栄養学科

D―1 膵炎発症におけるオートファジーの関与
熊本大学大学院消化器外科学 陶山 浩一，他

D―2 アルコール性慢性膵炎患者のCFTRおよびALDH2 遺伝子多型の解析
名古屋学芸大学管理栄養学部 藤木 理代，他

D―3 本邦の自己免疫性膵炎における結節性膵炎像の検討
順天堂大学医学部病理病態学 高瀬 優，他

D―4 自己免疫性膵炎の治療と予後
旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科 西川 智哉，他

D―5 膵石の twinkling artifact 出現メカニズムの解析とRVSを用いた臨床評価
京都府立医科大学大学院消化器内科学 阪上 順一，他

D―6 膵石症治療に関する多施設症例調査
杏林大学医学部外科 鈴木 裕，他

D―7 慢性膵炎，特に慢性膵炎臨床的疑診例（疑診例）の初期治療と長期予後の解析
労働者健康福祉機構関西労災病院消化器内科 伊藤 敏文，他

D―8 早期慢性膵炎の診断における新しいEUS criteria の提唱
福島県立医科大学第 2内科 佐藤 愛，他

D―9 ソナゾイドを用いた造影超音波検査による慢性膵炎診断の試み
愛媛大学大学院先端病態制御内科学 横田 智行，他

18：00～19：30 要望演題 膵癌 基礎
座長 土井隆一郎 京都大学大学院肝胆膵・移植外科
コメンテーター 諸星 利男 昭和大学医学部第 1病理学

D―10 膵癌におけるNestin の発現と浸潤との関連性
日本医科大学大学院臓器病態制御外科学 川本 聖郎，他

D―11 p�ERK測定による新規膵臓癌診断法への挑戦
千葉大学医学部臓器制御外科 高野 重紹，他

D―12 膵癌診断における膵液中RCAS1，CEA抗原量測定の有用性
久留米大学医学部病理学講座 内藤 嘉紀，他

D―13 浸潤性膵管癌における術前CA19�9 値とDUPAN�2 値の予後規定因子として
の重要性

大分大学医学部第 1外科 柴田 浩平，他
D―14 ゲムシタビンによるアデノウイルスを用いた遺伝子治療への効果増強作用

九州大学大学院臨床・腫瘍外科 鬼丸 学，他



D―15 通常型膵癌と IPMNにおける細胞周期制御因子および分化関連因子の発現の
検討

山形大学医学部消化器・一般外科学 神尾 幸則，他
D―16 当科における膵癌術前進展度診断の時期的変遷とその影響

関西医科大学外科 柳本 泰明，他
D―17 膵癌における PET�CTの SUV値の意義

神奈川県立がんセンター消化器内科肝胆膵 上野 誠，他
D―18 pN0 膵頭部癌におけるリンパ行性転移に関する検討

鹿児島大学大学院腫瘍制御学・消化器外科 蔵原 弘，他



一般演題（要望演題）

7月 31日（木） 第 3会場（304）

8：00～9：30 要望演題 症例 座長 羽鳥 隆 東京女子医科大学消化器外科
コメンテーター 峯 徹哉 東海大学医学部消化器内科

D―19 保存的治療後繰り返す膵・胆管炎のため手術を施行した胆石性重症壊死性膵
炎の 1例

大阪警察病院外科 鳥 正幸，他
D―20 癌との鑑別が困難であった自己免疫性膵炎の一例

獨協医科大学第 2外科 阿部 曉人，他
D―21 臨床所見と病理所見が乖離したMEN�1 型合併膵十二指腸多発内分泌腫瘍の

1例
京都大学医学部肝胆膵・移植外科 新田 隆士，他

D―22 急性膵炎にて発症し，発育経過を追えた混合型 IPMNの 1例
JA長野厚生連佐久総合病院内科 比佐 岳史，他

D―23 病変の拡がりの診断に難渋した通常型膵癌の一例
川崎医科大学付属病院肝胆膵内科 河瀬 智哉，他

D―24 診断に難渋した慢性膵炎合併膵体部癌の一例
国立病院機構九州がんセンター消化器内科 大内 二郎，他

D―25 感染を合併し，診断に苦慮した膵腺房細胞癌の 1切除例
伊達赤十字病院消化器科 梅田いく弥，他

D―26 膵尾部仮性膵嚢胞術後早期に巨大仮性膵嚢胞再発を呈した膵頭部内分泌細胞
癌の 1例

名古屋大学大学院腫瘍外科 伊神 剛，他



一般演題（口演）

7月 30日（水） 第 3会場（304）

9：30～10：30 膵炎 座長 北川 元二 名古屋学芸大学管理栄養学部
コメンテーター 西野 博一 東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科

O―1 マウス系統間における膵炎の重症度の比較
熊本大学大学院消化器外科学 井田 智，他

O―2 ラット重症急性膵炎モデルに対する経静脈的 ω�3 系脂肪乳剤投与の免疫能改
善効果

近畿大学医学部外科 新崎 亘，他
O―3 若年発症の自己免疫性膵炎の臨床病理学的特徴

都立駒込病院消化器内科 今井 光穂，他
O―4 自己免疫性膵炎に対するステロイド治療における IgG4 測定の意義

東京女子医科大学消化器内科 鈴木 大輔，他
O―5 悪性腫瘍との鑑別を要した自己免疫性膵炎の検討

神戸大学肝胆膵外科 松本 逸平，他
O―6 膵管狭窄を伴う慢性膵炎に対する内視鏡的治療の有用性

岡山大学大学院消化器・肝臓・感染症内科学 小川 恒由，他



一般演題（口演）

7月 30日（水） 第 4会場（311＋312）

8：00～9：00 IPMN（1） 座長 山口 武人 千葉県がんセンター
コメンテーター 須山 正文 順天堂大学医学部消化器内科

O―7 IPMN切除例と疑いで経過観察した 84 例からみた治療方針に関する検討
慶應義塾大学医学部一般・消化器外科 山本 立真，他

O―8 膵管内乳頭腫瘍（IPMN）切除適応外病変の解析
昭和大学附属豊洲病院内科 牛尾 純，他

O―9 IPMNの良悪性診断における PET�CTの有用性
国立病院機構四国がんセンター消化器外科 大田 耕司，他

O―10 分枝型 IPMNの経過観察には 6ヵ月毎の画像検査と腫瘍マーカーの併用が必
要である

岡山大学大学院消化器・肝臓・感染症内科学 水野 修，他
O―11 分枝型 IPMNの経過観察例からみた治療方針―経過中の増悪例も含めて―

東京医科大学消化器内科 池内 信人，他
O―12 分枝型 IPMNの膵管癌合併例を考慮した経過観察

昭和大学医学部第 2内科 吉田 仁，他

9：00～10：00 IPMN（2）
座長 花田 敬士 JA 広島厚生連尾道総合病院内視鏡センター
コメンテーター 山口 幸二 産業医科大学第 1外科

O―13 分枝型膵管内乳頭粘液腫瘍に対する自作カテーテルを用いた膵液洗浄細胞診
の有用性

順天堂大学消化器内科 高橋 靖，他
O―14 IPMNにおける壁内結節の意義

鹿児島大学腫瘍制御学・消化器外科 又木 雄弘，他
O―15 膵 IPMNに対する手術療法の成績

広島大学第 1外科 上村健一郎，他
O―16 当科における分枝型 IPMN手術症例の検討

広島大学大学院分子病態制御内科学 芹川 正浩，他
O―17 長期経過観察後に手術を施行し病理学的に悪性と診断された IPMN症例

埼玉医科大学国際医療センター消化器外科 岡本 光順，他
O―18 急性膵炎におけるオートファジーの誘導と食餌の影響

熊本大学大学院消化器外科学 橋本 大輔，他



一般演題（口演）

7月 30日（水） 第 3会場（304）

13：00～14：00 膵癌 治療（1） 座長 金光敬一郎 済生会熊本病院外科
コメンテーター 石川 治 大阪府立成人病センター

O―19 膵癌の標準治療を考える
国立病院機構仙台医療センター外科 島村 弘宗，他

O―20 局所進行膵癌の治療：UICC�T分類に基づいた治療選択
三重大学医学部肝胆膵外科 岸和田昌之，他

O―21 当科における膵癌切除症例の検討と長期生存の可能性について
兵庫県立がんセンター 藤野 泰宏，他

O―22 膵頭部癌に対する小腸間膜根部郭清の意義
金沢大学消化器・乳腺外科 北川 裕久，他

O―23 切除不能膵癌に対するテーラーメード治療―EUS�FNAを用いた抗癌剤感受
性試験の可能性―

福島県立医科大学第 2内科 若槻 尊，他
O―24 切除不能膵癌に対する化学療法の検討

広島大学大学院分子病態制御内科学 藤本 佳史，他

14：00～15：00 膵癌 治療（2）
座長 小菅 智男 国立がんセンター中央病院
コメンテーター 宮川 秀一 藤田保健衛生大学医学部消化器第 2外科

O―25 切除不能局所進行膵癌に対するゲムシタビンとS�1 を併用した化学放射線療
法の第 I相試験

大阪府立成人病センター消化器検診科 井岡 達也，他
O―26 切除不能膵癌に対する S�1＋gemcitabine 隔週投与の臨床第 I相試験

大阪市立大学大学院腫瘍外科 仲田 文造，他
O―27 膵癌 GEM化学療法における早期減量群と非減量群の比較検討

岡山大学病院消化器内科 平尾 謙，他
O―28 膵癌治療における局所動注全身化学療法の有用性

熊本大学大学院消化器外科学 高森 啓史，他
O―29 切除不能・再発膵癌に対する 2次治療としてのTS�1 先行投与 Gemcitabine

併用療法の検討
国立病院機構大阪医療センター外科 中森 正二，他

O―30 Gemcitabine＋TS�1 併用療法の治療成績
岩手医科大学外科 高橋 正浩，他



15：00～16：00 膵癌 治療（3）
座長 古川 敬芳 静岡県立静岡がんセンター画像診断科
コメンテーター 唐澤 英偉 国際医療福祉大学熱海病院消化器科

O―31 Nek2 を標的にした新規膵癌分子標的治療法の開発
名古屋大学医学部腫瘍外科 横山 幸浩，他

O―32 MDCTを用いた Perfusion CTによる膵癌組織血流量の評価
国立病院機構仙台医療センター外科 武田 和憲，他

O―33 膵癌患者における PET�CTの評価
鹿児島大学腫瘍制御学・消化器外科 又木 雄弘，他

O―34 MRI で発見された膵尾部癌（Stage 1）の 1例
福岡大学筑紫病院消化器科 植木 敏晴，他

O―35 非典型的な画像所見で術前診断に難渋した膵頭部癌の一例
京都大学医学部肝胆膵・移植外科 増井 俊彦，他

O―36 膵切除術後残膵癌の検討
熊本大学大学院消化器外科学 田中 洋，他

16：00～17：00 膵癌 基礎（1）
座長 中泉 明彦 大阪府立成人病センター消化器検診科
コメンテーター 井口 東郎 国立病院機構四国がんセンター

O―37 膵臓癌におけるFibroblast growth factor receptor（FGFR）�2 の発現と役割
の検討

日本医科大学病理学統御機構・腫瘍学 石渡 俊行，他
O―38 膵癌の新しいマーカーとしてのハプトグロビンの糖鎖解析と産生機序に関す

る検討
大阪大学大学院機能診断科学消化器疾患病態研究室 成定 愛，他

O―39 培養ヒト膵管上皮細胞におけるタイト結合蛋白 claudin の解析とその展望
札幌医科大学大学院外科腫瘍学・消化器外科学 山口 洋志，他

O―40 膵癌における Serine protease inhibitor Kazal type 1（SPINK1）の発現とその
意義

熊本大学大学院消化器外科学 尾崎 宣之，他
O―41 ヒト膵癌におけるNeuropilin�1 と c�Met，HGFの関連について

日本医科大学多摩永山病院外科 松下 晃，他
O―42 尿中ジアセチルスペルミンの膵癌腫瘍マーカーとしての可能性

都立駒込病院消化器内科 江川 直人，他



17：00～18：00 膵癌 基礎（2） 座長 砂村 眞琴 大泉中央クリニック
コメンテーター 木下 壽文 久留米大学医学部外科

O―43 膵嚢胞性疾患に対する嚢胞液腫瘍マーカー測定および細胞診の意義
愛知県がんセンター中央病院消化器内科 澤井 勇悟，他

O―44 当院における膵嚢胞腫瘍切除例の検討
京都第二赤十字病院外科 大垣 雅晴，他

O―45 分枝型 IPMN，膵嚢胞経過観察例の長期予後の検討（膵癌および他臓器癌の
合併）

藤枝市立総合病院 景岡 正信，他
O―46 膵管内乳頭粘液性腫瘍由来の浸潤癌の臨床的解析

東京女子医科大学消化器外科 藤田 泉，他
O―47 膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）に合併した通常型膵管癌の検討

伊達赤十字病院消化器科 久居 弘幸，他
O―48 術前樹状細胞腫瘍内局注を施行した進行膵癌症例の検討

福島県立医科大学第 1外科 見城 明，他



一般演題（口演）

7月 30日（水） 第 4会場（311＋312）

13：00～14：00 膵炎 他 座長 村上 義昭 広島大学大学院病態制御外科
コメンテーター 土岐 文武 土岐医院

O―49 当院での hemosuccus pancreaticus の手術経験
山形県立中央病院外科 石田 晶玄，他

O―50 膵癌との鑑別が困難だった慢性膵炎（腫瘤形成性膵炎）7例の検討
東京医科大学消化器内科 石井健太郎，他

O―51 Frey 術後に再手術を要した特発性慢性膵炎の 1例
東北大学病院肝胆膵外科 北村 洋，他

O―52 ERCP後膵傷害の評価に血中アミラーゼは適切か？
水戸済生会総合病院消化器内科 鹿志村純也，他

O―53 膵腫瘍性疾患におけるテロメアーゼ活性化機構の膵液細胞診への応用
広島大学大学院病態制御外科 中島 亨，他

O―54 膵疾患に対する栄養療法―NSTの取り組み
滋賀医科大学消化器外科 塩見 尚礼，他

14：00～15：00 手術（1） 座長 水元 一博 九州大学病院がんセンター
コメンテーター 高橋 伸 日本鋼管病院外科

O―55 胆管金属ステント挿入後に膵頭十二指腸切除術を施行した 4例の検討
広島大学大学院病態制御外科 浦部 和秀，他

O―56 膵動静脈奇形の一例
豊田厚生病院内科 大久保賢治，他

O―57 術前ENPD留置により安全に核出術を施行し得た膵体部非機能性内分泌腫瘍
の一例

慶應義塾大学医学部外科学 高野 公徳，他
O―58 膵切除例における定量的な膵臓の硬さと組織所見

国立長寿医療センター外科 北川 雄一，他
O―59 膵頭十二指腸切除術に及ぼす肥満の影響についての検討

福島県立医科大学第 1外科 斎藤 拓朗，他
O―60 当院における膵島分離・移植成績

国立病院機構千葉東病院外科 丸山 通広，他



15：00～16：00 手術（2） 座長 窪田 敬一 獨協医科大学第 2外科
コメンテーター 安田 秀喜 帝京大学ちば総合医療センター外科

O―61 進行膵癌に対する術中照射の意義について
名古屋大学大学院消化器外科 竹田 伸，他

O―62 R0 手術を目指した術中迅速病理組織診断による膵頭神経叢切離断端の検討
山形大学医学部消化器・一般外科学 渡邊 利広，他

O―63 膵頭部膵癌に対する上腸間膜静脈合併切除非再建による膵頭十二指腸切除術
虎の門病院消化器外科 橋本 雅司，他

O―64 膵頭十二指腸切除術後の有茎肝円索―肝鎌状間膜による主要血管被覆
杏林大学医学部外科 阿部 展次，他

O―65 HALS による脾温存膵尾部切除術を施行したCA19�9 高値を伴う膵内異所性
脾嚢胞の 1例

名古屋第一赤十字病院外科 三宅 秀夫，他
O―66 完全内臓逆位を伴う膵頭部癌症例の膵頭十二指腸切除経験

久留米大学医学部外科 丸山祐一郎，他

16：00～17：00 合併症 座長 中森 正二 国立病院機構大阪医療センター
コメンテーター 細谷 亮 神戸市立医療センター中央市民病院外科

O―67 膵臓外科術後合併症とソマトスタチンアナログ―メタアナリシス
日本大学医学部付属練馬光が丘病院 間崎 武郎，他

O―68 当科における膵液瘻の検討～腹水アミラーゼ測定の意義～
島根大学医学部消化器・総合外科 西 健，他

O―69 膵頭部内分泌腫瘍核出術後の難治性膵液漏に対する経皮的ドレナージ法の工夫
三重大学医学部肝胆膵外科 臼井 正信，他

O―70 膵体尾部切除術後合併症の時期的変遷
関西医科大学外科 由井倫太郎，他

O―71 当院における膵頭十二指腸切除術施行後の手術部位感染（SSI）の検討
国立病院機構大阪医療センター外科 安達 智洋，他

O―72 術後肺合併症高リスク患者の周術期管理
関西医科大学外科 豊川 秀吉，他

17：00～18：00 化学療法（1） 座長 古瀬 純司 杏林大学医学部内科学腫瘍科
コメンテーター 田尻 孝 日本医科大学外科学

O―73 Stage3 及び 4a膵癌に対する塩酸ゲムシタビンによる術後補助化学療法の効果
北里大学医学部外科 石井健一郎，他

O―74 切除不能進行膵癌に対するゲムシタビン＋TS1，UFT併用療法の検討
旭川医科大学消化器・血液腫瘍制御内科 笹島 順平，他

O―75 切除不能進行膵癌に対するTS1＋low dose CDDPによる第 2相臨床試験
和歌山県立医科大学第 2外科 伊奈志乃美，他



O―76 TS�1 長期投与時の問題点について
虎の門病院消化器外科 松田 正道，他

O―77 局所進行膵癌に対し放射線化学療法を施行した一例
東京医科歯科大学肝胆膵・総合外科 中村 典明，他

O―78 放射線化学療法が奏功した膵尾部腺房細胞癌の一例
杏林大学医学部付属病院 中里 徹矢，他

18：00～19：00 化学療法（2） 座長 奥坂 拓志 国立がんセンター中央病院肝胆膵内科
コメンテーター 黒田 嘉和 神戸大学大学院外科

O―79 膵癌切除後ゲムシタビンによる補助療法の生存効果
鹿児島大学腫瘍制御学・消化器外科 新地 洋之，他

O―80 進行膵癌におけるゲムシタビン（GEM）�カペシタビン（CAP）併用療法の検討
―第二報―

日本医科大学多摩永山病院消化器外科・乳腺外科・一般外科 横山 正，他
O―81 当科膵癌症例における治療成績の変遷

東北大学大学院消化器外科学 乙供 茂，他
O―82 膵癌二次治療としての S�1 の有用性についての検討

国立病院機構四国がんセンター 浅木 彰則，他
O―83 浸潤性膵管癌切除後の肝転移再発の検討

和歌山県立医科大学第 2外科 谷 眞至，他
O―84 膵癌切除術後 5年生存例の検討

熊本大学大学院消化器外科学 生田 義明，他



一般演題（口演）

7月 31日（木） 第 3会場（304）

9：30～10：30 膵内分泌腫瘍 座長 伊藤 鉄英 九州大学大学院病態制御内科
コメンテーター 片岡 慶正 京都府立医科大学大学院消化器内科学

O―85 膵消化管内分泌腫瘍に対する手術法の選択
大阪府済生会野江病院外科 河本 泉，他

O―86 膵内分泌腫瘍切除例の検討
札幌厚生病院消化器科 岡村 圭也，他

O―87 同時性肝転移を伴う膵ラ氏島腫瘍の検討
熊本大学大学院消化器外科学 坂本 快郎，他

O―88 主膵管内への進展を来たした小膵内分泌癌の 1例
三重大学医学部肝胆膵外科 安積 良紀，他

O―89 膵外性に発育し術前診断に難渋した膵原発神経内分泌腫瘍の 1例
京都大学医学部附属病院肝胆膵移植外科 片山 外大，他

O―90 膵管内進展を伴う膵内分泌腫瘍の一例
茨城県立中央病院・茨城県地域がんセンター外科 稲垣 冬樹，他



一般演題（ポスター）

7月 31日（木） 第 5会場（3F）

16：00～17：00 膵炎（1） 座長 安藤 朗 滋賀医科大学消化器内科
コメンテーター 伊藤 博 深谷赤十字病院外科

P―1 当院での重症急性膵炎剖検 8例の検討
京都府立医科大学消化器内科 鈴木 教久，他

P―2 当科における急性膵炎手術症例の検討
獨協医科大学第 2外科 下田 貢，他

P―3 当院における重症急性膵炎の治療成績―死亡例の検討を中心に―
大垣市民病院消化器科 桐山 勢生，他

P―4 EUS下穿刺嚢胞ドレナージ術が奏効した隔壁形成，仮性膵嚢胞の 1例
国立静岡医療センター消化器科 山崎 哲，他

P―5 生体肝移植後重症急性膵炎を発症した一例
日本大学医学部消化器外科 渡邊 慶史，他

P―6 膵炎後仮性嚢胞が十二指腸へ穿通した 2症例
東海大学医学部消化器内科 築根 陽子，他

P―7 高脂血症が原因と思われる重症急性膵炎の 2例
東京女子医科大学中央検査部臨床検査科 小山 祐康，他

P―8 尿中 trypsinogen�2 による ERCP後膵炎の早期診断
京都大学医学部消化器内科 貴田 雅也，他

P―9 呼気膵外分泌機能検査法において疑陽性を来す原因
青森市民病院第 1内科 松本 敦史，他

16：00～17：00 膵炎（2） 座長 中村 早人 産業医科大学進路指導部
コメンテーター 大原 弘隆 名古屋市立大学大学院消化器・代謝内科学

P―10 当施設の重症急性膵炎おける新しい重症度判定基準に関する検討
関西医科大学消化器・肝臓内科 池浦 司，他

P―11 胆石性急性膵炎における膵液胆道逆流現象―急性胆道炎との比較
昭和大学医学部消化器内科学 北村 勝哉，他

P―12 急性膵炎後の膵仮性嚢胞に対する内視鏡的嚢胞内洗浄ドレナージ術の有効性
の検討

福島県立医科大学第 2内科 渋川 悟朗，他
P―13 急性膵炎診療に与えるVisceral Fat Accumulation の影響について

京都府立医科大学大学院消化器内科学 阪上 順一，他
P―14 市販鎮痛剤の多量服用により代謝性アシドーシスと膵炎を繰り返した一例

九州大学大学院病態制御内科 五十嵐久人，他



P―15 当院における薬剤性膵炎の現状
倉敷中央病院消化器内科 衣笠 秀明，他

P―16 急性膵炎を発症した膵動静脈奇形の 1切除例
京都府立医科大学消化器内科 長谷川弘人，他

P―17 絶食下に GFOを長期投与した重症急性膵炎の 1剖検例
京都府立医科大学消化器内科 谷口 浩也，他

P―18 発症より約 7ヶ月を要した重症急性膵炎の一例
東海大学八王子病院外科 西村 謙一，他

16：00～17：00 膵炎（3） 座長 多田 稔 東京大学医学部消化器内科
コメンテーター 成瀬 達 三好町民病院内科

P―19 重症壊死性膵炎に伴う膵仮性嚢胞の胃穿破および脾梗塞を合併した 1例
杏林大学医学部第 3内科 田部井弘一，他

P―20 中国で開腹術施行後，腹腔内膿瘍と腸管出血を併発するも救命し得た急性膵
炎の一例

日本大学医学部消化器外科 中山 壽之，他
P―21 膵石内にカンジダを認めた若年の特発性慢性膵炎の一手術例

東北厚生年金病院外科 中村 隆司，他
P―22 ラット慢性膵炎モデルにおける膵管の形態変化

玉造厚生年金病院消化器科 芦澤 信雄，他
P―23 膵頭十二指腸切除後の非アルコール性脂肪肝炎（NASH）の 1例

北海道消化器科病院内科 碇 修二，他
P―24 幽門輪温存膵頭十二指腸切除術後，吻合部潰瘍穿孔に対し保存的治療が奏功

した 1例
聖隷三方原病院外科 後藤 直大，他

P―25 広範囲に脆弱化した肝動脈に対するカバー付き血管内ステントの有用性
大阪府立成人病センター消化器外科 田中 晃司，他

P―26 進行膵癌に対する自動吻合器を用いたDevine 変法胃腸バイパス術
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学 上野 富雄，他

P―27 十二指腸，肝，下大静脈，右腎，結腸間膜に浸潤した膵原発内分泌腫瘍の 1例
名古屋大学大学院腫瘍外科 河合 徹，他

16：00～17：00 膵炎（4） 座長 西森 功 高知大学医学部光学医療診療部
コメンテーター 川 茂幸 信州大学健康安全センター

P―28 生体肝移植となった自己免疫性膵炎に合併する硬化性胆管炎の 1例
関西医科大学第 3内科 内田 一茂，他

P―29 短期間に限局性からびまん性に膵の形態変化をきたした自己免疫性膵炎の1例
愛媛大学大学院先端病態制御内科学 畔元 信明，他



P―30 限局性の膵腫大を有する自己免疫性膵炎の検討
福島県立医科大学第 2内科 今村 秀道，他

P―31 涙腺，唾液腺腫大及び全身リンパ節腫脹が先行した自己免疫性膵炎の青年女性
の 1例

秋田大学医学部消化器内科 山田 育弘，他
P―32 膵癌と診断し術前動注化学療法にて縮小後に切除された自己免疫性膵炎の一例

富山大学大学院消化器腫瘍総合外科 吉岡 伊作，他
P―33 特発性血小板減少性紫斑病及び器質化肺炎を合併した自己免疫性膵炎の一例

産業医科大学消化器・代謝内科 田口 雅史，他
P―34 下垂体・涙唾液腺・肺・腎・後腹膜・前立腺・リンパ節と多発病変を伴う自己

免疫性膵炎
信州大学医学部消化器内科 張 淑美，他

P―35 当科における慢性膵炎の治療成績
山形大学医学部消化器・一般外科学 福元 剛，他

P―36 炎症細胞浸潤の消退をきたした lymphoplasmacytic sclerosing pancreatitis
の 2 例

倉敷中央病院病理検査科 能登原憲司，他

16：00～17：00 膵癌 基礎 座長 信川 文誠 順天堂大学医学部人体病理病態学
コメンテーター 廣田 昌彦 熊本地域医療センター外科

P―37 N�6 多価不飽和脂肪酸（PUFA）による膵癌細胞の活性効果
名古屋市立大学大学院消化器外科 舟橋 整，他

P―38 膵癌切除症例における樹状細胞の評価
関西医科大学外科 山本 智久，他

P―39 膵癌の静脈侵及び肝転移におけるKGF，KGF receptor（KGFR）とMMP�9
の関与

日本医科大学大学院臓器病態制御外科学 張 一光，他
P―40 膵癌の浸潤・転移における Snail 遺伝子発現の役割に関する検討

和歌山県立医科大学第 2外科 西岡 亮平，他
P―41 膵発癌過程における LMO4 発現に関する検討

九州大学医学部臨床・腫瘍外科 余 俊，他
P―42 膵管内乳頭粘液性腫瘍の粘液形質に関する検討

山形大学医学部消化器・一般外科学 高須 直樹，他
P―43 IPMA，IPMC，IPMN由来浸潤癌の相互における臨床病理学的特徴の比較

京都府立医科大学人体病理学 曽我 耕次，他
P―44 膵管内に鋳型に発育し興味ある病理像を呈した膵管内腫瘍の 1例

大阪医科大学第 2内科 増田 大介，他



16：00～17：00 膵癌 他 座長 元雄 良治 金沢医科大学腫瘍内科学
コメンテーター 安波 洋一 福岡大学医学部再生・移植医学

P―45 in vitro および in vivo における放射線による膵癌遺伝子治療の促進作用
九州大学医学部臨床・腫瘍外科 江上 拓哉，他

P―46 膵癌切除例に対する補助療法の検討
県立広島病院一般外科 眞次 康弘，他

P―47 非切除膵癌に対する抗癌剤感受性試験（HDRA法）に基づいた化学療法の有
効性

鹿児島大学腫瘍制御学 尾本 至，他
P―48 cT1 膵癌症例の検討

熊本大学大学院消化器外科学 辛島 龍一，他
P―49 TS1 膵癌症例の検討

宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学 大内田次郎，他
P―50 術前診断が困難であったTS1 膵癌の 1例

山形大学医学部消化器・一般外科 千葉 眞人，他
P―51 膵管拡張を契機に発見された膵上皮内癌の 1例

千葉大学大学院臓器制御外科学 橋場 隆裕，他
P―52 膵炎を契機に発見された StageI 膵腺扁平上皮癌の 1例

日本医科大学大学院臓器病態制御外科学 川本 聖郎，他
P―53 膵原発と考えられた悪性リンパ腫の一例

京都府立与謝の海病院 保田 宏明，他

16：00～17：00 嚢胞性膵腫瘍 座長 角 昭一郎 京都大学再生医科学研究所
コメンテーター 木村 壽成 社会保険仲原病院内科

P―54 術前診断に苦慮した嚢胞性膵腫瘍の 1例
東海大学医学部付属病院消化器外科 河合恵美子，他

P―55 膵ラ氏島腫瘍との異時性重複が認められた膵管内乳頭粘液性腫瘍の 1例
済生会富山病院外科 坂東 正，他

P―56 急性膵炎を繰り返した分枝型 IPMNの 1例
大阪医科大学第 2内科 小倉 健，他

P―57 若年男性に発生した IPMNの 1切除例
東京女子医科大学消化器外科 藤田 泉，他

P―58 膵粘液性嚢胞腫瘍が自然破裂したと考えられた一例
JA愛知厚生連豊田厚生病院消化器内科 松原 浩，他

P―59 Intraductal tubulopapillary neoplasmの 5 例
埼玉医科大学国際医療センター病理診断科 山口 浩，他

P―60 膵と胆管で乳頭粘液性腫瘍が同時重複した一例
札幌医科大学第 1外科 永山 稔，他



P―61 細経内視鏡を用いた経口直接膵管鏡が有用であった膵管内乳頭粘液性腫瘍
（IPMN）の 2例

新潟大学医歯学総合病院光学医療診療部 塩路 和彦，他
P―62 主膵管狭窄を併発した SCTの 2症例

東海大学医学部消化器内科 大北 一郎，他

16：00～17：00 嚢胞性膵腫瘍 他
座長 新地 洋之 鹿児島大学大学院腫瘍制御学・消化器外科
コメンテーター 小泉 勝 栗原市立栗原中央病院

P―63 膵炎を契機に増大傾向を認めた粘液性嚢胞腺腫の 1例
久留米大学医学部外科 中山 剛一，他

P―64 胃静脈瘤を契機に発見された膵粘液性嚢胞腺腫の 1例
藤田保健衛生大学坂文種報徳會病院内科 中村 雄太，他

P―65 当科における膵漿液性嚢胞腺腫切除 10 例の検討
東北大学大学院消化器外科学 塚本 信和，他

P―66 術前診断に苦慮した主膵管浸潤を伴った非機能性膵内分泌腫瘍の 1例
聖マリアンナ医科大学消化器・一般外科 小林慎二郎，他

P―67 膵全摘術を施行した非機能性膵内分泌腫瘍の 1例
大阪市立大学大学院腫瘍外科 土井 洋輔，他

P―68 診断に難渋した膵内分泌腫瘍の 1例
神奈川県立がんセンター消化器内科肝胆膵 坂本 康成，他

P―69 術中エコーが術式決定に有用であったインスリノーマの一例
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学 飯田 通久，他

P―70 Nesidioblastoma 様の発育を示した膵びまん性 insulinoma の一切除例
市立秋田総合病院外科 古屋 智規，他

P―71 リンパ節再発をきたしたインスリノーマの一例
藤崎病院外科 藤崎 滋，他

16：00～17：00 膵癌 症例（1） 座長 正宗 淳 東北大学病院消化器内科
コメンテーター 鈴木 衛 八王子消化器病院外科

P―72 巨大膵腺房細胞癌の 1切除例
関西医科大学 廣岡 智，他

P―73 左腎細胞癌術後膵転移症例における外科的治療の一例
日本医科大学外科学 山初 和也，他

P―74 Squamoid Cyst of Pancreatic Ducts の 1 例
鹿児島大学大学院腫瘍制御学・消化器外科 蔵原 弘，他

P―75 非特異的な画像所見を呈した膵尾部腫瘍の 1例
杏林大学医学部第 3内科 土岐 真朗，他



P―76 若年女性に発症したAFP高値を示す膵腫瘍の 1例
名古屋大学医学部消化器外科 2 菅江 崇，他

P―77 主膵管拡張を認めた膵上皮内癌の一例
愛知医科大学消化器外科 中尾 野生，他

P―78 膵腺扁平上皮癌の 1剖検例
弘前大学医学部内分泌代謝内科 松橋 有紀，他

P―79 興味ある画像所見を呈した膵体部癌の 1例
杏林大学医学部第 3内科 妹尾 孝浩，他

P―80 粘液癌と IPMN由来浸潤癌との鑑別が問題となった 3例
愛知県がんセンター中央病院消化器外科 安藤 公隆，他

16：00～17：00 膵癌 症例（2） 座長 木村 康利 札幌医科大学第 1外科
コメンテーター 田尻 久雄 東京慈恵会医科大学消化器肝臓内科

P―81 小膵癌との鑑別が困難だった嚢胞径 1cmの IPMCの 1切除例
山形県立中央病院外科 石澤 哲也，他

P―82 教室における小膵癌（ts1）症例の検討
札幌医科大学第 1外科 木村 康利，他

P―83 切除不能局所進行膵癌に対し全身化学療法施行にて長期間PRを得られた一例
八王子消化器病院消化器内科 森下 慶一，他

P―84 術後病理診断で転移と判明した卵巣腫瘍を伴った通常型膵癌の一例
国立病院機構九州がんセンター消化器膵臓内科 新名 雄介，他

P―85 膵癌皮膚転移の 1例
東海大学医学部消化器内科 田島 佳奈，他

P―86 残膵全摘をおこなった膵癌の 2例
川崎医科大学消化器外科 浦上 淳，他

P―87 膵頭部 IPMN由来浸潤癌の術後 5年後に膵体部に発生した浸潤性膵管癌の
1切除例

静岡県立静岡がんセンター肝胆膵外科 長尾 厚樹，他
P―88 膵全摘術を施行した膵尾部 SCT合併膵頭部癌の一例

久留米大学医学部外科 赤須 玄，他
P―89 Stage 4膵癌の放射線化学療法後にサイトメガロウイルス肺炎をきたした1症例

愛媛大学大学院器官制御外科学 羽田野雅英，他

16：00～17：00 膵癌 症例（3） 座長 川口 義明 東海大学医学部消化器内科
コメンテーター 渡辺 学 東邦大学医学部第 3外科

P―90 TS1 膵癌の一例
函館協会病院 及能 大輔，他

P―91 広範な主膵管内進展を伴ったTS1 膵癌の 1例
広島大学病院消化器内科 壷井 智史，他



P―92 MD�CTおよび PET�CTにて術前診断しえた膵体部小膵癌の一例
愛媛大学大学院器官制御外科 今井 良典，他

P―93 急速増大し，膵管内および門脈内腫瘍栓を形成した退形成性膵管癌の 1例
静岡県立静岡がんセンター肝胆膵外科 松永 和哉，他

P―94 早期再発をきたした退形成性膵管癌（紡錘細胞型）の 1例
山口大学大学院消化器・腫瘍外科学 吉田 晋，他

P―95 PPPD後早期に肺転移を来し原発・転移の判断に苦慮した退形成性膵管癌の
1例

東京女子医科大学消化器内科 高山 敬子，他
P―96 通常型膵管癌の術前診断におけるMRI・T2 強調画像の有用性

日本医科大学外科学 相本 隆幸，他
P―97 膵内分泌腫瘍肝転移切除における術中造影超音波検査の有用性

東京大学肝胆膵外科・人工臓器移植外科 高橋 道郎，他
P―98 術前に組織型を指摘し得た退形成性膵癌の 1例

日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター 野村 聡，他

16：00～17：00 その他の膵腫瘍（1） 座長 内田 英二 日本医科大学外科学
コメンテーター 原田信比古 八王子消化器病院外科

P―99 急速に増大した膵腫瘍の 1例
北里大学医学部外科 大山 哲平，他

P―100 膵管癌と膵腺房細胞癌との鑑別が困難であった 1例
公立学校共済組合東海中央病院消化器内科 渡邉 大輔，他

P―101 無症状で診断可能であった膵管癌の一例
公立学校共済組合東海中央病院消化器内科 石川 英樹，他

P―102 当院における Solid �pseudopapillary tumor の検討
東京医科大学病院消化器内科 辻 修二郎，他

P―103 著明な石灰化を伴った悪性膵 solid�pseudopapillary tumor の 1 男性例
宮崎大学医学部腫瘍機能制御外科学 今村 直哉，他

P―104 膵神経鞘腫の 1例
八王子消化器病院 鈴木 修司，他

P―105 膵疾患に対するFDG�PETの有用性
獨協医科大学第 2外科 阿部 曉人，他

P―106 転移性膵腫瘍診断における超音波内視鏡下穿刺吸引生検の有用性の検討
福島県立医科大学第 2内科 鈴木 玲，他

P―107 局所切除後 17 年目に膵転移をきたした直腸カルチノイドの 1例
山形大学医学部消化器・一般外科学 竹下 明子，他



16：00～17：00 その他の膵腫瘍（2） 座長 鈴木 康之 香川大学医学部消化器外科学
コメンテーター 世古口 務 松阪市民病院外科

P―108 腎細胞癌術後 15 年目に発見された膵転移の 1切除例
神奈川警友会けいゆう病院外科 古川 大輔，他

P―109 転移性膵腫瘍の 3切除例
大分大学医学部第 1外科 内田 博喜，他

P―110 肺癌術後の膵・左副腎転移の 1切除例
鈴鹿回生病院外科 冨田 隆，他

P―111 PETにて高集積を認めた充実性Solid�Pseudopapillary Neoplasmの 1男性例
呉医療センター消化器科 山口 厚，他

P―112 膵 Solid�pseudopapillary tumor の 4 例
帝京大学医学部外科 加藤賢一郎，他

P―113 膵神経鞘腫の 1切除例
久留米大学医学部外科 衛藤 大明，他

P―114 術前検査で良悪性の鑑別が困難であった膵管内腫瘍の一例
国立病院機構九州がんセンター消化器膵臓内科 肱岡 真之，他

P―115 横行結腸癌術後，膵周囲に発生した後腹膜デスモイド腫瘍の 1例
兵庫県立がんセンター外科 吉川 卓郎，他

P―116 膵悪性リンパ腫の 1例
東海大学医学部消化器外科 岡田 健一，他

16：00～17：00 その他の膵腫瘍（3）
座長 木原 康之 産業医科大学消化器・代謝内科
コメンテーター 江上 寛 宇賀岳病院

P―117 MCNと鑑別が困難であった膵内異所性脾嚢胞の 1例
大阪大学医学部消化器外科 秋田 裕史，他

P―118 IPMNの合併が疑われたMCNの一例
川崎医科大学肝胆膵内科 鳥越 晃之，他

P―119 6 年後に肝再発した微小浸潤 IPMCの 1例
国立病院機構静岡医療センター消化器科 大西 佳文，他

P―120 完全腹腔鏡下に切除し得た巨大MCNの 1例
日本医科大学武蔵小杉病院消化器病センター 水谷 聡，他

P―121 早期胃癌にて発見された膵リンパ上皮嚢胞の一切除例
藤田保健衛生大学医学部胆膵外科 伊東 昌広，他

P―122 Phyllodes�like tumor of the pancreas の一例
東海大学医学部病理診断学 平林 健一，他

P―124 Intraductal Tubular Carcinoma の一例
東北大学医学部消化器内科 菅野 敦，他

P―125 膵 Lymphoepithelial cyst の 2 例
東海大学医学部消化器内科 藤澤 美亜，他



ランチョンセミナーのご案内

7月 30日（水） 12：00～13：00

第 2会場
ランチョンセミナー 1 「IPMN�MCN診療ガイドラインを検証する」
司会：跡見 裕（杏林大学外科）
演者：山雄 健次（愛知県がんセンター中央病院消化器内科）

＜共催：大鵬薬品工業株式会社＞

第 3会場
ランチョンセミナー 2 「重症急性膵炎における腹部臓器血流障害

～Perfusion CT を用いた診療の strategy～」
司会：松野 正紀（東北厚生年金病院）
演者：辻 喜久（京都大学大学院医学研究科消化器内科学）

＜共催：鳥居薬品株式会社＞

7月 31日（木） 12：00～13：00

第 2会場
ランチョンセミナー 3 「New Advances in the Treatment of Pancreatic Malignancy」
司会：高田 忠敬（帝京大学医学部外科学名誉・客員教授）
演者：Hans G. Beger（Hospital of the University of Ulm, Germany）

＜共催：日本イーライリリー株式会社＞

第 3会場
ランチョンセミナー 4 「自己免疫性膵炎：診断基準の検証」
司会：白鳥 敬子（東京女子医科大学消化器内科）
演者：神澤 輝実（都立駒込病院消化器内科）

＜共催：小野薬品工業株式会社＞
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