
12 13

日　程　表

２月26日㈮
ウェスティンナゴヤキャッスル　2F　青雲の間

12：00

受付

ポスター貼付

12：55
開会の挨拶

13：00

第5回　膵癌早期診断研究会
　司会：花田敬士、吉田浩司
 （共催：膵癌早期診断研究会・エーザイ株式会社）

企業展示
病理閲覧

15：00

肝・その他（１～３）
　　　　　　　　座長：廣橋伸治・力山敏樹
　病理コメンテーター：尾島英知

16：00

膵臓Ⅰ（４～６）
　　　　　　　　座長：糸井隆夫・土井隆一郎
　病理コメンテーター：能登原憲司

17：00

Meet the 
Professors

（ポスター　セッション）
18：30

休　憩
19：00

21：00

全員懇親会
（天守の間）
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２月27日㈯
ウェスティンナゴヤキャッスル　2F　青雲の間

8：00

受付
８：30

胆道Ⅰ（7～9）
　　　　　　　　座長：伊佐山浩通・佐野力
　病理コメンテーター：大池信之

企業展示
病理閲覧

９：30

胆道Ⅱ（10～12）
　　　　　　　　座長：植木敏晴・佐野圭二
　病理コメンテーター：全陽

10：30

膵臓Ⅱ（13～15）
　　　　　　　　座長：北野雅之・中村雅史
　病理コメンテーター：古川徹

11：30
休　憩

11：40
ランチョンセミナー
　司会：海野倫明　　演者：藤井努
 （共催：大鵬薬品工業株式会社）

世話人会
（銀の間）

12：30
休　憩

12：40
鼎談+１
　　司会：真口宏介
　討論者：渡邊五朗、角谷眞澄、須山正文＋山雄健次

13：20
休　憩

13：25
世話人会報告

13：30

膵臓Ⅲ（16～18）
　　　　　　　　座長：岡庭信司・小西大
　病理コメンテーター：安川覚

14：30

膵臓Ⅳ（19～21）
　　　　　　　　座長：菊山正隆・伊佐勉
　病理コメンテーター：山野三紀

15：30

膵臓Ⅴ（22～24）
　　　　　　　　座長：入澤篤志・清水泰博
　病理コメンテーター：佐々木恵子

16：30

16：40
閉会の挨拶
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プ ロ グ ラ ム
１日目　２月26日㈮

12：55～13：00　開会の挨拶
 第64回当番世話人　山雄健次（愛知県がんセンター中央病院　消化器内科）

13：00～15：00　第5回　膵癌早期診断研究会
　　　　　　　　司　　会：花田敬士（JA尾道総合病院　消化器内科）
　　　　　　　　　　　　　吉田浩司（川崎医科大学　胆膵インターベンション学）
　　　　　　　　症例提示：１．手稲渓仁会病院　消化器病センター
　　　　　　　　　　　　　２．東北大学大学院　消化器内科
 （共催：膵癌早期診断研究会・エーザイ株式会社）

15：00～16：00　肝・その他
　　　　　　　　座長：廣橋伸治（大阪暁明館病院　放射線科）
　　　　　　　　　　　力山敏樹（自治医科大学附属さいたま医療センター　一般・消化器外科）
　病理コメンテーター：尾島英知（慶應義塾大学　病理学教室）

　１　術前診断が困難であった肝孤立性壊死性結節の１例 
　　　　　森田慎一（新潟大学地域医療教育センター魚沼基幹病院　消化器内科）

　２　大腸癌肝転移、肝細胞癌、肝血管腫、胆管腺腫が重複した１切除例 
　　　　　澤田雄（横浜市立大学　消化器・腫瘍外科）

　３　術前診断が困難であった後腹膜平滑筋腫の１例 
　　　　　木下陽亮（大阪市立大学　消化器内科）

16：00～17：00　膵臓Ⅰ
　　　　　　　　座長：糸井隆夫（東京医科大学　消化器内科）
　　　　　　　　　　　土井隆一郎（大津赤十字病院　外科）
　病理コメンテーター：能登原憲司（倉敷中央病院　病理診断科）

　４　術前画像診断および細胞診で膵癌を疑い切除を行った１例 
　　　　　中島陽平（九州大学　臨床腫瘍外科）

　５　脾静脈内腫瘍栓を認めたSolid-pseudopapillaly neoplasmの１例 
　　　　　紺野直紀（福島県立医科大学　消化器・リウマチ膠原病内科）

　６　外傷を契機に形態変化を来した膵嚢胞性病変の１例 
　　　　　北川洸（手稲渓仁会病院　消化器病センター）
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17：00～18：30　 Meet the Professors（ポスターセッション）

19：00～21：00　全員懇親会
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２日目　２月27日㈯

８：30～９：30　胆道Ⅰ
　　　　　　　　座長：伊佐山浩通（東京大学　消化器内科）
　　　　　　　　　　　佐野力（愛知医科大学病院　消化器外科）
　病理コメンテーター：大池信之（昭和大学藤が丘病院　臨床病理診断科）

　７　管状増殖を示した胆管内腫瘍の１例 
　　　　　松本和幸（岡山大学病院　消化器内科）

　８　肝外胆管過形成性ポリープの１切除例 
　　　　　阪上尊彦（久留米大学　消化器内科）

　９　胆管粘液癌の１例 
　　　　　中山雄介（国立がん研究センター東病院　肝胆膵外科）

９：30～10：30　胆道Ⅱ
　　　　　　　　座長：植木敏晴（福岡大学筑紫病院　消化器内科）
　　　　　　　　　　　佐野圭二（帝京大学　外科）
　病理コメンテーター：全陽（神戸大学医学部附属病院　病理診断科）

　10　乳頭型の肉眼型を呈し、急激な経過をたどった肝門部領域胆管癌の１例 
　　　　　池本珠莉（JA広島厚生連尾道総合病院　消化器内科）

　11　下部胆管adenomyomatous hyperplasiaの１例 
　　　　　永塩美邦（国立病院機構九州がんセンター　消化器・肝胆膵内科）

　12　腫瘤形成を伴う肝門部胆管狭窄の１例 
　　　　　伊志嶺朝成（特定医療法人仁愛会浦添総合病院　消化器病センター　外科）

10：30～11：30　膵臓Ⅱ
　　　　　　　　座長：北野雅之（近畿大学　消化器内科）
　　　　　　　　　　　中村雅史（九州大学　臨床・腫瘍外科）
　病理コメンテーター：古川徹（東京女子医科大学　統合医科学研究所）

　13　未分化癌に相当する微小浸潤巣を伴ったIPMNに下部胆管癌が重複した１例 
　　　　　羽場真（釧路労災病院　内科）

　14　発生から経過を追えた膵尾部嚢胞およびincidental膵癌の１例 
　　　　　佐藤高光（横浜市立大学附属病院　肝胆膵消化器病学）

　15　小膵癌との鑑別に苦慮したIPMCの１例 
　　　　　梶本展明（国立病院機構大分医療センター　消化器内科）
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11：40～12：30　ランチョンセミナー『外科医の行う膵癌に対する集学的治療』
　　　　　　　　司会：海野倫明（東北大学大学院医学系研究科　消化器外科）
　　　　　　　　演者：藤井努（名古屋大学大学院医学系研究科　消化器外科）
　　　　　　　　共催：大鵬薬品工業株式会社

12：40～13：20　鼎談+１
　　　　　　　　司会：真口宏介（手稲渓仁会病院　消化器病センター）
　　　　　　　討論者：渡邊五朗（虎の門病院　消化器外科）
　　　　　　　　　　　角谷眞澄（信州大学　画像医学教室）
　　　　　　　　　　　須山正文（順天堂大学医学部附属浦安病院　消化器内科）
　　　　　　　　　　　　　＋
　　　　　　　　　　　山雄健次（愛知県がんセンター中央病院　消化器内科）

13：25～13：30　世話人会報告

13：30～14：30　膵臓Ⅲ
　　　　　　　　座長：岡庭信司（飯田市立病院　消化器内科）
　　　　　　　　　　　小西大（国立がん研究センター東病院　肝胆膵外科）
　病理コメンテーター：安川覚（京都府立医科大学　人体病理学）

　16　長期経過観察され、粘液癌の形態で微小浸潤を呈したIPMN由来浸潤癌の１例 
　　　　　小堺史郷（仙台市医療センター仙台オープン病院　消化器内科）

　17　膵管内腫瘍の１例 
　　　　　栗田亮（公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院　消化器内科）

　18　術前診断が困難であったMacrocystic serous cystoadenomaの１切除例 
　　　　　高舘達之（東北大学　消化器外科）
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14：30～15：30　膵臓Ⅳ
　　　　　　　　座長：菊山正隆（静岡県立総合病院　肝胆膵内科）
　　　　　　　　　　　伊佐勉（浦添総合病院消化器病センター　外科）
　病理コメンテーター：山野三紀（順天堂大学医学部附属静岡病院　病理診断科）

　19　悪性を否定できず膵体尾部切除を行った自己免疫性膵炎の１例 
　　　　　中村知香（東京大学医学部附属病院　消化器内科）

　20　多発膵腫瘤像を呈した膵癌の１例 
　　　　　友野輝子（京都大学医学部附属病院　消化器内科）

　21　膵多発嚢胞性病変を背景とした膵癌の１例 
　　　　　増井雄一（静岡県立総合病院　消化器内科）

15：30～16：30　膵臓Ⅴ
　　　　　　　　座長：入澤篤志（福島県立医科大学会津医療センター　消化器内科）
　　　　　　　　　　　清水泰博（愛知県がんセンター中央病院　消化器外科）
　病理コメンテーター：佐々木恵子（静岡県立静岡がんセンター　病理診断科）

　22　術前診断が困難であった微小浸潤癌を含む３個の非連続性膵管内腫瘍を有した１例 
　　　　　赤尾潤一（東京女子医科大学　消化器内科）

　23　膵体尾部に発生した15cmの嚢胞性病変の１切除例 
　　　　　余語覚匡（大津赤十字病院　外科）

　24　診断に苦慮した１型自己免疫性膵炎の１例 
　　　　　阿部友太朗（大阪府立成人病センター　肝胆膵内科）

16：30～16：40　閉会の挨拶
　　　　　　　　新代表世話人
　　　　　　　　次回当番世話人　植木敏晴（福岡大学筑紫病院　消化器内科）
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Meet the Professors（ポスターセッション）
２月26日㈮（１日目）　17：00～18：30

肝
　　　　　　　　司会：角谷眞澄（信州大学　画像医学）
　病理コメンテーター：中島収（久留米大学病院　臨床検査部）

　P-1　リンパ節転移を伴う肝腫瘍の１例 
　　　　　伊藤孝（大津赤十字病院　外科）

　P-2　P-Vシャントを伴った肝細胞腺腫の１例 
　　　　　大西佳文（静岡医療センター　消化器内科）

　P-3　門脈内腫瘤の１例 
　　　　　早田有希（三井記念病院　消化器内科）

　P-4　胆管内発育を伴った直腸癌肝転移の１例 
　　　　　金光芳生（順天堂大学医学部附属静岡病院　消化器内科）

　P-5　術前診断に苦慮した肝外発育型肝血管腫の１例 
　　　　　中島正人（釧路労災病院　内科）

胆道
　　　　　　　　司会：須山正文（順天堂大学医学部附属浦安病院　消化器内科）
　病理コメンテーター：鬼島宏（弘前大学　病理生命科学）

　P-6　十二指腸乳頭部癌の後縦隔リンパ節転移をEUS-FNAで診断し得た１例 
　　　　　関根匡成（秋田大学　第一内科）

　P-7　分流手術後33年経過し嚢胞性腫瘍として認められた遺残膵内胆管癌の１例 
　　　　　末廣智之（長崎大学病院　消化器内科）

　P-8　左肝管内に限局した肝細胞癌の１例 
　　　　　永山林太郎（福岡大学筑紫病院　消化器内科）

　P-9　胆道出血を契機に診断された腎細胞癌胆嚢転移の１例 
　　　　　竹中完（神戸大学医学部附属病院　消化器内科）

　P-10　粘液産生胆嚢癌の１例 
　　　　　比佐岳史（佐久総合病院佐久医療センター　消化器内科）

　P-11　術前診断が困難であった、下部胆管、膵頭部の重複癌の１切除例 
　　　　　平野拓己（千葉徳洲会病院　消化器内科）
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腹腔内腫瘍・その他
　　　　　　　　司会：野田裕（仙台市医療センター仙台オープン病院　消化器内科）
　病理コメンテーター：濱田義浩（福岡大学　病理学）

　P-12　胆管内腫瘍栓を形成し、特異な病理所見を認めた十二指腸粘膜内癌の１例 
　　　　　所智和（金沢大学　消化器・腫瘍・再生外科学）

　P-13　腫瘤像を呈した脂肪壊死の１例 
　　　　　鈴木康治郎（自治医科大学附属さいたま医療センター　一般・消化器外科）

　P-14　 S状結腸憩室穿孔による急性汎発性腹膜炎ののち，急速に多発性肝・脾転移があらわ
れた腎集合管癌の１例 
　大村範幸（大曲厚生医療センター　外科）

　P-15　術前診断に難渋した腹腔内線維腫症の１例 
　　　　　小澤範高（帝京大学医学部附属溝口病院　消化器内科）

　P-16　胃壁外発育型GISTと術前診断した膵内埋没腹腔内デスモイド腫瘍の１例 
　　　　　水野万里（東海大学　消化器内科）

　P-17　胆嚢炎を契機に発見された胆嚢癌肉腫の１切除例 
　　　　　浅野之夫（藤田保健衛生大学　総合外科・膵臓外科）

膵Ⅰ
　　　　　　　　司会：真口宏介（手稲渓仁会病院　消化器病センター）
　病理コメンテーター：須田耕一（東京西徳洲会病院　病理科）

　P-18　術前に通常型膵癌の併存が疑われた混合型IPMNの１例 
　　　　　古賀毅彦（済生会熊本病院　消化器病センター）

　P-19　 急速な膨張性発育を呈した、横紋筋肉腫を伴う膵原発anaplastic carcinoma with 
spindle cell typeの１例 
　兼光梢（JA尾道総合病院　消化器内科）

　P-20　膵管内管状乳頭腫瘍（ITPN）が疑われ診断に苦慮した膵管内腫瘍の１切除例 
　　　　　香川幸一（NTT東日本関東病院　消化器内科）

　P-21　主膵管型IPMNと自己免疫性膵炎が合併した１例 
　　　　　中野絵里子（東北大学　消化器内科）

　P-22　膵神経内分泌腫瘍の１例 
　　　　　山子泰加（愛媛県立中央病院　消化器内科）

　P-23　術前診断に難渋した膵腫瘤の１例 
　　　　　丸山雅史（長野赤十字病院　消化器内科）
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膵Ⅱ
　　　　　　　　司会：山上裕機（和歌山医科大学　第２外科）
　病理コメンテーター：渡辺英伸（ PCJ Japan病理・細胞診センター）

　P-24　興味深い画像所見を呈した膵管内腫瘍の１例 
　　　　　本定三季（東京医科大学　消化器内科）

　P-25　術前診断に難渋した膵原発髄外形質細胞腫の１切除例 
　　　　　倉橋真太郎（愛知医科大学病院　消化器外科）

　P-26　非典型的な画像所見を呈した膵神経内分泌腫瘍の１例 
　　　　　津島健（広島大学病院　消化器・代謝内科）

　P-27　McCune-Albright症候群に合併した膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN）の１例 
　　　　　北出卓（三重大学医学部附属病院　光学医療診療部）

　P-28　膵癌疑いで切除した慢性膵炎の１例 
　　　　　柳井優香（大分赤十字病院　肝胆膵内科）

　P-29　画像診断に苦慮した多房性膵嚢胞性腫瘍の１例 
　　　　　川野道隆（山口大学　消化器病態内科）

膵Ⅲ
　　　　　　　　司会：花田敬士（JA尾道総合病院　消化器内科）
　病理コメンテーター：柳澤昭夫（京都府立医科大学　人体病理学）

　P-30　術前化学療法施行後に出血壊死を生じた膵管癌の１例 
　　　　　松原崇史（金沢大学　放射線科）

　P-31　ITPNと術前診断した膵管内腫瘍の１例 
　　　　　丹家元祥（大阪赤十字病院　消化器内科）

　P-32　Mucinous cystadenocarcinoma内に発生したanaplastic carcinomaの１例 
　　　　　塩路和彦（新潟県立がんセンター新潟病院　内科）

　P-33　画像診断が困難であった膵腫瘍の１剖検例 
　　　　　松崎晋平（鈴鹿中央総合病院　消化器内科）

　P-34　特異な画像所見を呈したLPSPの１例 
　　　　　吹上綾美（県立広島病院　消化器内科）

　P-35　石灰化を伴い内部debris様エコーと充実構造を認めた膵粘液性嚢胞腺腫の１例 
　　　　　小泉一也（湘南鎌倉総合病院　消化器病センター）
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膵Ⅳ
　　　　　　　　司会：平野聡（北海道大学　消化器外科Ⅱ）
　病理コメンテーター：福嶋敬宜（自治医科大学　病理学・病理診断科）

　P-36　感染性膵嚢胞治療中に嚢胞内に浸潤性膵癌が判明した１例 
　　　　　平田渉（彦根市立病院　外科）

　P-37　術前診断に難渋した膵多房性嚢胞の１例 
　　　　　白田龍之介（日本赤十字社医療センター　消化器内科）

　P-38　腫瘍境界の診断に苦慮した膵癌症例 
　　　　　藤澤真理子（福島県立医科大学会津医療センター　消化器内科）

　P-39　clinically aggressive SPNの１例 
　　　　　中島義博（川崎医科大学　肝胆膵内科）

　P-40　長期化学療法後に切除術を施行しえた局所進行膵癌の１例 
　　　　　大田洋平（横浜市立大学　消化器・腫瘍外科）

　P-41　膵管内進展を伴った膵神経内分泌腫瘍の１例 
　　　　　吉田司（愛知県がんセンター中央病院　消化器内科）
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