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企業展示
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第 11 回日本ロボット外科学会 The 11th Annual Congress of Japan Robotic Surgery Society 

－ 10 － － 11 －

8：20　　開会の辞
8：30 ～ 9：45

藤田医科大学特別企画

第 1 会場中継

10：00 ～ 11：40

パネルディスカッション１
「保険適応の拡大における現状と 

今後の課題」
座長：坂井 義治 
　　　白木 良一
演者：⻆田 宇司、山下 眞一 
　　　絹笠 祐介、杉岡　 篤 
　　　万代 昌紀、後藤 百万

10：00 ～ 11：40

シンポジウム 1
「ロボット手術の基本手技と Pit Fall　
消化器外科、肝胆膵、婦人科、泌尿器」
座長：井坂 惠一 
　　　能城 浩和
演者：大幸 宏幸、與田 幸恵 
　　　小島 正之、三宅 秀明 
　　　西澤 春紀、伊東 宏絵

10：00 ～ 11：40

シンポジウム 2
「ロボット手術の基本手技と Pit Fall　 

心臓・呼吸器外科」
座長：小林 順二郎 
　　　神崎 正人
演者：須田 　隆、岩田 　尚 
　　　中村 喜次、泉谷 裕則 
　　　吉川 泰司

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 1

「消化器外科領域におけるロボット手術の現状と将来展望」 
「History and Current Status of the Robotic Surgery」

座長：渡邊 昌彦
演者：宇山 一朗 
　　　Mario Gyung Tak Sung
共催：インテュイティブサージカル合同会社

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 2

「がん免疫療法の進歩～現状と今後の課題～」
座長：大家 基嗣
演者：北野 滋久
共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社

11：50 ～ 12：50
ランチョンセミナー 3

「ロボット支援手術における適切な器具の選択と安全対策」
座長：中村 廣繁
演者：須田 　隆
共催：ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社　メディカルカンパニー

13：00 ～ 13：25 特別講演
「ロボット支援腎部分切除術の魅力」

13：00 ～ 13：50

第 1 会場
中継

13：00 ～ 14：00
シンポジウム 3

「メディカルスタッフセッション」
座長：安井 孝周、山田 幸子
演者：森田 理恵、藤井 久人 
　　　中西 さおり、柴田 朋恵、瀬島 啓史

13：25 ～ 13：50 招請講演
「The Da Vinci Code: What Does the Future Hold for Robotic Surgery?」

14：10 ～ 15：50

ビデオシンポジウム 1
「消化器外科：胃・直腸・肝臓」

座長：寺島 雅典、杉岡 　篤

演者： 
江原 一尚、菊地 健司、永川 裕一 
加藤 悠太郎、山口 智弘、竹政 伊知朗

共催：コヴィディエンジャパン株式会社

14：10 ～ 15：50

ビデオシンポジウム 2
「泌尿器・婦人科」

座長：武中　 篤、小林 裕明

演者： 
小島 祥敬、深見 直彦、森實 修一 
近藤 英司、万代 昌紀、神尾 真樹

共催：コンメッド・ジャパン株式会社

14：10 ～ 15：50

ビデオシンポジウム 3
「心臓・肺・頭頚部」

座長：下川 智樹、中村 廣繁

演者： 
瀬口 龍太、⻆田 宇司、船井 和仁 
谷口 雄司、楯谷 一郎、石川 紀彦

16：00 ～ 17：00
Future Perspectives

「Future Perspectives」
座長：絹笠 祐介、橋爪 　誠
演者：平野　 哲、田中 博文 
　　　川嶋 健嗣、大西 公平 
　　　金田 浩之

17：15 ～ 19：00

全員懇親会

16：00 ～ 17：00
パネルディスカッション 2

「専門病院へのロボット導入と課題」
座長：石川 紀彦、新村 友季子
演者：佐藤 文憲、新村 眞司 
　　　桑原 勝孝、重松 明香

8：30 ～ 9：45
藤田医科大学特別企画

「藤田医科大学と学会場を InTouch で結びます」
座長：宇山 一朗、住友 　誠
演者：深谷 孝介、須田 康一 
　　　日下 　守、高原 　健 
　　　吉澤 篤彦、稲葉 一樹 
　　　中村 謙一、菊地 健司 
　　　石原 　慎

17：05 ～ 17：10　　閉会の辞

座長：渡邊 　剛
演者：藤澤 正人

座長：内藤 誠二
演者：  Mario Gyung 

Tak Sung

9：50 ～ 10：40

一般口演①［前立腺１］
座長：江藤 正俊、加藤 真史

10：40 ～ 11：40

一般口演③［前立腺２］
座長：大山 　力、深沢 　賢

14：00 ～ 14：45
一般口演⑤［食道・胃１］

座長：木下 敬弘、瀧口 修司

14：45 ～ 15：30
一般口演⑦［食道・胃２］

座長：角田 　茂、與田 幸恵

15：30 ～ 16：15
一般口演⑨［腎］

座長：東　 治人、浮村 　理

16：15 ～ 17：00
一般口演⑪［膀胱］

座長：川喜田 睦司、日向 信之

9：50 ～ 10：40

一般口演②［心臓］
座長：柴田 利彦、手取屋 岳夫

9：50 ～ 10：30
デジタルポスター①［大腸・直腸］
座長：花井 恒一

9：00 ～ 16：00

10：40 ～ 11：40

一般口演④［肺］
座長：小田 　誠、谷口 雄司

10：30 ～ 11：05
デジタルポスター②［胃］

座長：須田 康一

11：05 ～ 11：40
デジタルポスター③［婦人科・他］
座長：廣田　 穰

14：05 ～ 15：10

一般口演⑥ 
［ヘルニア・看護・他］

座長：早川 哲史、斉藤 史郎

14：00 ～ 14：25
デジタルポスター④［腎・膀胱１］
座長：戸澤 啓一
14：25 ～ 14：50
デジタルポスター⑤［腎・膀胱２］
座長：吉野　 能

15：10 ～ 16：10

一般口演⑧［直腸・小児］
座長：川合 一茂、塩見 明生

14：50 ～ 15：25
デジタルポスター⑥［前立腺１］

座長：岩村 正嗣

15：25 ～ 16：00
デジタルポスター⑦［前立腺２］

座長：大堀　 理

16：15 ～ 17：00
一般口演⑩［婦人科・他］

座長：梅村 康太、藤井 多久磨

16：05 ～ 16：35
デジタルポスター⑧［心臓・肺］

座長：瀬口 龍太
16：35 ～ 16：55

デジタルポスター⑨［看護・ME］
座長：稲葉 一樹

企
業
展
示




