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プログラム
1月 26日（土）

第1会場（メインホールA）

8：20～	 開会の辞 （第1会場・メインホールA）

8：30～9：45	 藤田医科大学特別企画 （第1会場・メインホールA）
座長：宇山　一朗（藤田医科大学 総合消化器外科） 

住友　　誠（藤田医科大学 腎泌尿器外科）　

藤田医科大学と学会場を InTouch で結びます

	 当院のロボット支援手術総括
深谷　孝介（藤田医科大学 腎泌尿器外科）

	 トレーニングセンターの紹介
須田　康一（藤田医科大学 総合消化器外科）

	 手術室A棟22番より（da	Vinci	Xi）
日下　　守（藤田医科大学 腎泌尿器外科）

高原　　健（藤田医科大学 腎泌尿器外科）

吉澤　篤彦（藤田医科大学 腎泌尿器外科）

	 低侵襲手術トレーニングセンターから実演
稲葉　一樹（藤田医科大学 総合消化器外科）

中村　謙一（藤田医科大学 総合消化器外科）

菊地　健司（藤田医科大学 総合消化器外科）

	 カダバーセンターの紹介
石原　　慎（藤田医科大学 総合消化器外科）

協力：インテュイティブサージカル合同会社
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10：00～11：40	 パネルディスカッション１ （第1会場・メインホールA）
座長：坂井　義治（京都大学大学院医学研究科 消化管外科学） 

白木　良一（藤田医科大学 腎泌尿器外科）　　　　　

保険適応の拡大における現状と今後の課題

PD1-1	 心臓外科領域におけるda	Vinci	surgical	system使用の現状と今後の展望
国立循環器病研究センター 心臓血管外科 　⻆田　宇司

PD1-2	 保険診療における呼吸器外科領域での運用と課題
福岡大学病院 呼吸器・乳腺内分泌・小児外科 　山下　眞一

PD1-3	 下部消化管領域におけるロボット手術の現状と課題
東京医科歯科大学 消化管外科学分野 　絹笠　祐介

PD1-4	 肝胆膵外科領域におけるロボット支援下手術の現状と展望
藤田医科大学 総合消化器外科 　杉岡　　篤

PD1-5	 婦人科領域のロボット支援手術に対する保険適応の拡大における現状と今後の
課題

京都大学医学研究科 婦人科学産科学分野 　万代　昌紀

PD1-6	 泌尿器科領域におけるプロクター制度・教育プログラムの構築
名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 　後藤　百万

11：50～12：50	 ランチョンセミナー1 （第1会場・メインホールA）
座長：渡邊　昌彦（北里大学 外科）

LS1-1	 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
宇山　一朗（藤田医科大学 総合消化器外科）

LS1-2	 History	and	Current	Status	of	the	Robotic	Surgery
Mario Gyung Tak Sung（Department of Urology, Dong-A University Hospital, Korea）

共催：インテュイティブサージカル合同会社
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13：00～13：25	 特別講演 （第1会場・メインホールA）
座長：渡邊　　剛（ニューハート・ワタナベ国際病院）

SL	 ロボット支援腎部分切除術の魅力
藤澤　正人（神戸大学大学院 腎泌尿器科学分野）

13：25～13：50	 招請講演 （第1会場・メインホールA）
座長：内藤　誠二（原三信病院）

IL	 The	Da	Vinci	Code:	What	Does	the	Future	Hold	for	Robotic	
Surgery?
Mario Gyung Tak Sung（Department of Urology, Dong-A University Hospital, Korea）

14：10～15：50	 ビデオシンポジウム1 （第1会場・メインホールA）
座長：寺島　雅典（静岡県立静岡がんセンター 胃外科） 

杉岡　　篤（藤田医科大学 総合消化器外科）　　

消化器外科：胃・直腸・肝臓

VS1-1	 ロボット支援胃切除を導入して見えてきた基本操作と手技のコツ
埼玉県立がんセンター 消化器外科 　江原　一尚

VS1-2	 ダヴィンチを用いた上部消化管領域の手術
藤田医科大学 総合消化器外科 　菊地　健司

VS1-3	 膵臓外科領域におけるロボット支援下手術
東京医科大学 消化器・小児外科学分野 　永川　裕一

VS1-4	 ロボット肝切除術の現状と展望―当科における73例の経験から
藤田医科大学 総合消化器外科 　加藤悠太郎

VS1-5	 当院におけるロボット支援下直腸癌手術の導入と実際
がん研究会有明病院 消化器センター大腸外科 　山口　智弘

VS1-6	 直腸癌に対するロボット手術
札幌医科大学 消化器・総合、乳腺・内分泌外科 　竹政伊知朗

共催：コヴィディエンジャパン株式会社
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16：00～17：00	 Future	Perspectives （第1会場・メインホールA）
座長：絹笠　祐介（東京医科歯科大学大学院 消化管外科） 

橋爪　　誠（北九州中央病院）  　　　　　　　

FP-1	 ロボットを活用したリハビリテーションの可能性
藤田医科大学 リハビリテーション医学Ⅰ 　平野　　哲

FP-2	 国産手術支援ロボット開発の取組み
株式会社メディカロイド 　田中　博文

FP-3	 大学発ベンチャーによる空気圧駆動を用いた手術支援ロボットの開発
リバーフィールド株式会社／東京医科歯科大学 生体材料工学研究所 　川嶋　健嗣

FP-4	 リアルハプティクス技術を用いた外科支援手術ロボット
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート ハプティクス研究センター／          

神奈川県立産業技術総合研究所 力を感じる医療・福祉介護次世代ロボットプロジェクト 　大西　公平

FP-5	 The	da	Vinci	Ecosystem	–	4	Generations	of	Innovation
インテュイティブサージカル合同会社 グローバルクリニカルデベロップメント 　金田　浩之

17：05～	 閉会の辞 （第1会場・メインホールA）
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第2会場（メインホールB）

8：30～9：45	 第 1会場の中継 （第2会場・メインホールB）
	 藤田医科大学特別企画

10：00～11：40	 シンポジウム1 （第2会場・メインホールB）
座長：井坂　惠一（東京医科大学 産科婦人科学分野）  

能城　浩和（佐賀大学 一般・消化器外科学講座）

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

SY1-1	 食道がんに対するロボット支援手術の現状
国立がん研究センター中央病院 食道外科 　大幸　宏幸

SY1-2	 胃癌に対するロボット支援手術の現状と展望
佐賀大学 一般・消化器外科 　與田　幸恵

SY1-3	 肝胆膵領域におけるロボット支援下手術の現状
藤田医科大学 総合消化器外科 　小島　正之

SY1-4	 泌尿器科ロボット手術における基本と工夫
浜松医科大学 泌尿器科 　三宅　秀明

SY1-5	 婦人科良性疾患に対するロボット支援手術の取り組み
藤田医科大学 産婦人科 　西澤　春紀

SY1-6	 ロボット手術の基本手技とPit	Fall～子宮がんに対するロボット手術～
東京医科大学 産科婦人科学分野 　伊東　宏絵

11：50～12：50	 ランチョンセミナー2 （第2会場・メインホールB）
座長：大家　基嗣（慶應義塾大学 泌尿器科）

LS2	 がん免疫療法の進歩～現状と今後の課題～
北野　滋久（国立がん研究センター 中央病院 先端医療科）

共催：ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社
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13：00～13：25	 第 1会場の中継 （第2会場・メインホールB）
	 特別講演

13：25～13：50	 第 1会場の中継 （第2会場・メインホールB）
	 招請講演

14：10～15：50	 ビデオシンポジウム2 （第2会場・メインホールB）
座長：武中　　篤（鳥取大学 器官制御外科学講座腎泌尿器学分野） 

小林　裕明（鹿児島大学 産科婦人科）          

泌尿器・婦人科

VS2-1	 前立腺癌に対するロボット支援前立腺全摘除術における機能温存の工夫
福島県立医科大学 泌尿器科学講座 　小島　祥敬

VS2-2	 腎門部腫瘍に対するロボット支援腎部分切除術
藤田医科大学 腎泌尿器外科 　深見　直彦

VS2-3	 ロボット支援膀胱全摘除術
鳥取大学 泌尿器科 　森實　修一

VS2-4	 ロボット支援下子宮体癌根治術	-肥満症例に対する対応も含めて-
三重大学 産科婦人科 　近藤　英司

VS2-5	 ロボット支援下広汎子宮全摘術‐神経温存術式
京都大学医学研究科 婦人科学産科学分野 　万代　昌紀

VS2-6	 子宮がんロボット支援手術におけるセンチネルリンパ節生検
鹿児島大学病院 産婦人科 　神尾　真樹

共催：コンメッド・ジャパン株式会社
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第3会場（中会議室301）

10：00～11：40	 シンポジウム2 （第3会場・中会議室301）
座長：小林順二郎（国立循環器病研究センター 心臓血管外科） 

神崎　正人（東京女子医科大学 呼吸器外科学講座）  

ロボット手術の基本手技とPit	Fall　心臓・呼吸器外科

SY2-1	 呼吸器外科ロボット支援手術の基本手技とPit	Fall
藤田医科大学 呼吸器外科 　須田　　隆

SY2-2	 当科で施行したrobotic	lobectomy～手術手技の異なる症例を比較して～
岐阜大学医学部附属病院 呼吸器外科 　岩田　　尚

SY2-3	 ロボット補助下内胸動脈剥離を用いたMIDCABにおけるFirefly	
Fluorescence	Imagingの有効性

千葉西総合病院 心臓血管外科 　中村　喜次

SY2-4	 MICSからロボット僧帽弁形成術へ
愛媛大学大学院 心臓血管・呼吸器外科学 　泉谷　裕則

SY2-5	 当院におけるロボット支援下僧帽弁形成術の現状
大阪大学 心臓血管外科 　吉川　泰司

11：50～12：50	 ランチョンセミナー3 （第3会場・中会議室301）
座長：中村　廣繁（鳥取大学 器官制御外科学講座胸部外科学分野）

LS3	 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
須田　　隆（藤田医科大学 呼吸器外科）

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
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13：00～14：00	 シンポジウム3 （第3会場・中会議室301）
座長：安井　孝周（名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野） 

山田　幸子（藤田医科大学病院 看護部中央手術室）          

メディカルスタッフセッション

SY3-1	 当院における健康保険拡大後のロボット支援手術に対する看護師体制の再構築
鳥取大学医学部附属病院 看護部 　森田　理恵

SY3-2	 健康保険適用後の各領域に於けるシミュレーション、セッティングを経験して
名古屋市立大学病院 臨床工学室 　藤井　久人

SY3-3	 ロボット手術下で緊急時を想定した訓練を行って	
－看護師視点から問題点を検討する－

済生会横浜市東部病院 手術センター 　中西さおり

SY3-4	 ロボット手術下での緊急時対応	～手術チーム対象シミュレーションを実施して～
藤田医科大学病院 看護部中央手術室 　柴田　朋恵

SY3-5	 ロボット支援下手術トラブル時のCEに必要な役割
東京医科歯科大学医学部附属病院 MEセンター 　瀬島　啓史

14：10～15：50	 ビデオシンポジウム3 （第3会場・中会議室301）
座長：下川　智樹（帝京大学 心臓血管外科）           

中村　廣繁（鳥取大学 器官制御外科学講座胸部外科学分野）

心臓・肺・頭頚部

VS3-1	 僧帽弁形成術におけるロボット支援下手術と右側開胸手術の比較
ニューハート・ワタナベ国際病院 心臓血管外科 　瀬口　龍太

VS3-2	 da	Vinci	surgical	systemを用いた低侵襲僧帽弁形成術の戦略と成績
国立循環器病研究センター 心臓血管外科 　⻆田　宇司

VS3-3	 da	Vinci	staplerを用いたロボット支援下肺葉切除の極意
浜松医科大学 外科学第一講座 　船井　和仁

VS3-4	 デュアルコンソールを用いた肺癌に対するロボット手術
鳥取大学 胸部外科 　谷口　雄司
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VS3-5	 経口的手術におけるダビンチ・サージカルシステムの有用性と問題点
京都大学大学院医学研究科 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 　楯谷　一郎

VS3-6	 ロボット支援下甲状腺切除術の実際
ニューハート・ワタナベ国際病院 内分泌・呼吸器外科 　石川　紀彦

16：00～17：00	 パネルディスカッション2 （第3会場・中会議室301）
座長：石川　紀彦（ニューハート・ワタナベ国際病院 内分泌・呼吸器外科） 

新村友季子（にいむら病院）                   

専門病院へのロボット導入と課題

PD2-1	 当院におけるダヴィンチ導入時の課題と対策
別府湾腎泌尿器病院 腎泌尿器外科 / 大分大学 腎泌尿器外科学講座 　佐藤　文憲

PD2-2	 ダビンチ手術でコストをどこまで抑えられるか！泌尿器科単科施設での挑戦
にいむら病院 泌尿器科 　新村　眞司

PD2-3	 長久保病院（ベッド数22床の泌尿器科専門病院）におけるロボットの導入と
課題

長久保病院 　桑原　勝孝

PD2-4	 心臓血管外科専門病院におけるロボット手術の導入と課題
ニューハート・ワタナベ国際病院 麻酔科 　重松　明香
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9：50～10：40	 一般口演① ［前立腺１］ （第4会場・中会議室302）
座長：江藤　正俊（九州大学 泌尿器科）　   　　　　　　　　　 

加藤　真史（名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学教室）

O1-1	 当院におけるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術(RARP)400例の臨床的
検討

高知大学 泌尿器科学講座泌尿器科 　深田　　聡

O1-2	 高リスク前立腺癌に対する術前内分泌化学療法後のロボット支援前立腺全摘除
術の成績

弘前大学 泌尿器科 　米山　高弘

O1-3	 ハイリスク前立腺癌に対するRARPにおいて尖部断陽性を防ぎ残尿道を長く
残すための工夫

恵佑会札幌病院 泌尿器科 　平川　和志

O1-4	 腹腔鏡下，ロボット支援前立腺全摘除術の手術成績および尿禁制の比較検討
杏林大学 泌尿器科 　桶川　隆嗣

O1-5	 ロボット支援前立腺全摘除術後の腸閉塞発症リスク因子の探索
福島県立医科大学 泌尿器科学講座 　小名木彰史

O1-6	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術における術後ヘルニア	
-3つの“IH”への対策-

聖路加国際病院 泌尿器科 　新保　正貴

O1-7	 ロボット支援前立腺全摘除術でのリンパ節郭清手技におけるメリーランド・バ
イポーラ切離の有用性

済生会滋賀県病院 ロボット手術センター泌尿器科 　鴨井　和実

9：50～10：40	 一般口演② ［心臓］ （第5会場・中会議室201）
座長：柴田　利彦（大阪市立大学 心臓血管外科）    　 

手取屋岳夫（上尾中央総合病院 心臓血管外科）

O2-1	 ロボット支援下僧帽弁形成術と小開胸僧帽弁形成術後のリハビリ状況の比較
（第2報）

ニューハート・ワタナベ国際病院 リハビリテーション部 　渕野　幸則
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O2-2	 daVinci支援下僧帽弁形成術の一例
帝京大学医学部附属病院 心臓血管外科 　尾澤　直美

O2-3	 MICS僧帽弁形成術からda	Vinci手術へ安全に導入するための取り組み	
―インナーポート法によるアプローチー

愛媛大学医学部附属病院 心臓血管・呼吸器外科 　浪口　謙治

O2-4	 ロボット支援下僧帽弁形成術-ループテクニックを用いた人工腱索再建へ-
大阪市立大学 心臓血管外科 　高橋　洋介

O2-5	 手術支援ロボットda	Vinciを併用したMICS-CABG（Robotic	MIDCAB）の
手術経験

医療法人徳洲会名古屋徳洲会総合病院 心臓血管外科 　児島　昭徳

O2-6	 手術支援ロボット導入によるMIDCABの低侵襲化の検討
千葉西総合病院 心臓血管外科 　黒田　美穂

O2-7	 ロボット支援下内胸動脈剥離における術中低体温に関する検討
社会医療法人社団木下会千葉西総合病院 臨床工学科 　岡村　祐貴

10：40～11：40	 一般口演③ ［前立腺２］ （第4会場・中会議室302）
座長：大山　　力（弘前大学 泌尿器科）　　   　　　　　　　　 

深沢　　賢（千葉県がんセンター 泌尿器科・前立腺センター）

O3-1	 クラスター分析によるロボット支援前立腺全摘除術患者の術前後膜様部尿道長
に基づく分類法の開発と術後早期尿禁制獲得への影響

福島県立医科大学 泌尿器科学講座 / 岩手医科大学 泌尿器科学講座 　小野田充敬

O3-2	 ロボット支援前立腺全摘術の神経温存が術後性機能および下部尿路症状に与え
る影響

鳥取大学 器官制御外科学講座腎泌尿器学分野 　本田　正史

O3-3	 ロボット支援下腹腔鏡根治的前立腺摘除(RARP)における神経温存手技が尿
道機能に与える影響

名古屋大学大学院医学系研究科 泌尿器科学 　松川　宜久

O3-4	 ロボット支援下前立腺全摘除術（RARP）のQOLに関する検討
浜松医科大学 泌尿器科学講座 　田村　啓多
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O3-5	 前立腺癌に対するRetzius腔温存ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘術
(Retzius	spearing	RARP)の有用性

名古屋市立大学大学院医学研究科 腎・泌尿器科学分野 　濵本　周造

O3-6	 Retzius温存前立腺全摘における術式の工夫
北海道がんセンター 泌尿器科 　原林　　透

O3-7	 正中臍索温存法によるRALPの尿禁制に対する有用性の検討
原三信病院 泌尿器科 　志賀健一郎

O3-8	 Retzius-sparing	RARPにおける神経非温存の経験
自治医科大学附属さいたま医療センター 泌尿器科 　齊藤　公俊

10：40～11：40	 一般口演④ ［肺］ （第5会場・中会議室201）
座長：小田　　誠（新百合ヶ丘総合病院 呼吸器外科） 

谷口　雄司（鳥取大学 胸部外科）      

O4-1	 当院におけるロボット支援下肺葉切除の周術期成績
順天堂大学 呼吸器外科 　平山　俊希

O4-2	 前方アプローチによるロボット支援下肺葉切除術の検討
国立病院機構九州医療センター 呼吸器外科 　山﨑　宏司

O4-3	 横隔膜直上の縦隔腫瘍に対するロボット支援下切除術の工夫	
-前立腺手術用見下げセットアップの活用-

東京女子医科大学 呼吸器外科 　坂本　　圭

O4-4	 ロボット支援下右上葉切除術における肺動脈切離の工夫
札幌医科大学 呼吸器外科 　髙橋　有毅

O4-5	 当科におけるロボット支援下肺癌手術の初期経験
札幌医科大学 呼吸器外科 　宮島　正博

O4-6	 da	Vinci	Siによる拡大胸腺全摘術の工夫
順天堂大学 呼吸器外科 　今清水恒太

O4-7	 当院での縦隔腫瘍に対するロボット支援下手術の手術成績
順天堂大学 呼吸器外科 　渡邊　敬夫
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O4-8	 左腕頭静脈浸潤を伴う胸腺腫に対する剣状突起下アプローチによるロボット支
援縦隔腫瘍摘出術

堺市立総合医療センター 呼吸器外科 　池田　直樹

14：00～14：45	 一般口演⑤ ［食道・胃１］ （第4会場・中会議室302）
座長：木下　敬弘（国立がん研究センター東病院 胃外科） 

瀧口　修司（名古屋市立大学 消化器外科）    

O5-1	 DVSS	Xiによるロボット支援胸腔鏡下食道切除術の初期経験
京都大学 消化管外科 　角田　　茂

O5-2	 ロボット支援下胃癌手術の定型化の工夫
順天堂大学医学部附属浦安病院 消化器・一般外科 　稲木　紀幸

O5-3	 ロボット支援胃全摘術の安全性・妥当性に関する検討
京都大学大学院医学研究科 消化管外科 　小濱　和貴

O5-4	 	ロボット支援下噴門側胃切除、観音開き法再建の安全性について
静岡県立静岡がんセンター 胃外科 　大森　隼人

O5-5	 ロボット支援腹腔鏡下幽門側胃切除術からみる止血手技
名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・一般外科 　佐川　弘之

O5-6	 出血とエネルギデバイスを考慮したロボット支援胃切除術
新潟市民病院 消化器外科 　桑原　史郎

14：05～15：10	 一般口演⑥ ［ヘルニア・看護・他］ （第5会場・中会議室201）
座長：斉藤　史郎（独立行政法人国立病院機構東京医療センター 泌尿器科） 

早川　哲史（刈谷豊田総合病院 腹腔鏡ヘルニアセンター）　　　　

O6-1	 多職種での災害訓練を経験して
愛媛大学医学部附属病院 診療支援部ME機器センター 　杉村　直紀

O6-2	 ロボット支援腹腔鏡前立腺全摘術後、早期退院に向けての看護師の取り組み
恩賜財団済生会横浜市東部病院 7東病棟 　北浦　彩菜

O6-3	 当院でのda	Vinci	Siとda	Vinci	Xiでのトラブル対応比較
聖路加国際病院 臨床工学科 　谷本　慎弥
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O6-4	 当院のロボット支援手術におけるインストゥルメントの点検
鳥取大学医学部附属病院 MEセンター 　市谷　　聡

O6-5	 インストゥルメントトラブルについての検討
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 診療技術部臨床工学科 　島田　俊樹

O6-6	 腎部分切除術における合併症出現の比較調査
社会福祉法人恩賜財団済生会熊本病院 中央手術部 　興梠　優子

O6-7	 ロボット支援腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術50例の経験
千葉愛友会記念病院 外科 　峯田　　章

O6-8	 ロボット支援下鼠径ヘルニア修復術における各術者のラーニングカーブの検討
上尾中央総合病院 外科 　田中　　求

O6-9	 内視鏡ホルダーロボットを使用した腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術
特定医療法人静便堂白石共立病院 外科 　脇山　幸大

14：45～15：30	 一般口演⑦ ［食道・胃２］ （第4会場・中会議室302）
座長：角田　　茂（京都大学 消化管外科）　   　 

與田　幸恵（佐賀大学 一般・消化器外科）

O7-1	 胸部食道癌に対するロボット支援手術の導入と短期成績
佐賀大学 一般・消化器外科 　梶原　脩平

O7-2	 進行胃癌に対するロボット支援下胃癌手術の安全性と妥当性
京都大学 消化管外科 　久森　重夫

O7-3	 進行胃癌に対するロボット支援下胃癌手術
日本赤十字社和歌山医療センター 消化管外科 　山下　好人

O7-4	 ロボット支援下胃全摘術における脾門郭清手技
和歌山県立医科大学 第2外科 　尾島　敏康

O7-5	 十二指腸球部癌に対するロボット支援下手術
佐賀大学 一般・消化器外科 　日暮　一貴

O7-6	 ロボット支援胃癌手術の術後疼痛に関する検討
公益財団法人倉敷中央医療機構倉敷中央病院 外科 　長久　吉雄
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15：10～16：10	 一般口演⑧ ［直腸・小児］ （第5会場・中会議室201）
座長：川合　一茂（東京大学 腫瘍外科）         

塩見　明生（静岡県立静岡がんセンター 大腸外科）

O8-1	 小児先天性胆道拡張症:	細径総肝管に対するda	Vinci支援総肝管空腸吻合
順天堂大学 小児外科・小児泌尿生殖器外科 　山高　篤行

O8-2	 ロボット支援下直腸授動の定型化
横浜市立大学 外科治療学 　沼田　正勝

O8-3	 ロボット支援下直腸手術での工夫：ポート配置を中心に
東京大学 腫瘍外科 　佐々木和人

O8-4	 直腸癌手術におけるロボット支援下手術と腹腔鏡下手術の比較
弘前大学 消化器外科 　諸橋　　一

O8-5	 当院におけるロボット支援腹腔鏡下直腸切除術の導入とFirefly機能を用いた
血流評価の有用性

名古屋市立大学 消化器外科 　高橋　広城

O8-6	 ロボット支援下直腸癌手術における術前3Dシミュレーションと術中リアルタ
イム超音波ナビゲーション

国立国際医療研究センター 大腸肛門外科 　清松　知充

O8-7	 	超低位直腸癌に対するロボット支援下機能温存根治手術	～肛門管内DSTに
よる不要なISRの回避～

大阪赤十字病院 消化器外科 　野村　明成

O8-8	 左膀胱半切と左尿管再建が必要となる外科・泌尿器科合同ダビンチ支援下進行
直腸癌手術

千葉西総合病院 外科 　小林　昭広
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15：30～16：15	 一般口演⑨ ［腎］ （第4会場・中会議室302）
座長：東　　治人（大阪医科大学 泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室） 

浮村　　理（京都府立医科大学 泌尿器外科学教室）　　　  　　　

O9-1	 当院のロボット支援下腹腔鏡下腎部分切除術と腹腔鏡下腎部分切除術および開
腹腎部分切除の治療成績の比較

関西医科大学附属病院 腎泌尿器外科 　杉　　素彦

O9-2	 3Dプリントモデルを用いたロボット支援腎部分切除（RAPN）のシミュレー
ション

京都府立医科大学 泌尿器科 　本郷　文弥

O9-3	 	冷阻血を行ったロボット支援腎部分切除術の経験
関西労災病院 泌尿器科 　川端　　岳

O9-4	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）におけるAPF（Adherent	
Perinephric	Fat）の影響についての検討

大阪医科大学 泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室 　伊夫貴直和

O9-5	 ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術における術後腎機能の推移
広島大学大学院医歯薬保健学研究科 腎泌尿器科学 　亭島　　淳

O9-6	 先天性水腎症に対するロボット腎盂形成術
名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 　水野健太郎

16：15～17：00	 一般口演⑩ ［婦人科・他］ （第5会場・中会議室201）
座長：梅村　康太（豊橋市民病院 女性内視鏡外科） 

藤井多久磨（藤田医科大学 産婦人科）　 　

O10-1	 婦人科におけるロボット支援下手術のラーニングカーブについて
豊橋市民病院 産婦人科 　梅村　康太

O10-2	 ダヴィンチXiシステムを用いた子宮体がんデュアルドッキング手術
鹿児島大学病院 産科婦人科 　簗詰伸太郎

O10-3	 ロボット支援下広汎子宮全摘術における膀胱子宮靭帯後層処理
北海道がんセンター 婦人科 　藤堂　幸治



－ 28 －

第 11 回日本ロボット外科学会

O10-4	 岩手県におけるロボット支援下子宮体癌手術の導入
岩手医科大学 産婦人科 　尾上　洋樹

O10-5	 肥満合併子宮体癌症例に対するロボット支援手術
藤田医科大学 産婦人科 　宮村　浩徳

O10-6	 経口的ロボット支援手術トレーニング用シミュレータ開発（第1報）
東京医科大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科 　清水　　顕

16：15～17：00	 一般口演⑪ ［膀胱］ （第4会場・中会議室302）
座長：川喜田睦司（神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科） 

日向　信之（神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野）

O11-1	 膀胱尿管逆流に対するロボット逆流防止術
名古屋市立大学大学院医学研究科 小児泌尿器科学分野 　水野健太郎

O11-2	 常磐病院でのロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術の初期経験
常磐病院 泌尿器科 　蓑田　　亮

O11-3	 ロボット支援根治的膀胱摘除術における周術期アウトカムの検討
千葉西総合病院 泌尿器科 　久末　伸一

O11-4	 当院でのロボット支援膀胱全摘における体腔内外併用尿路変向の初期成績
鳥取大学 器官制御外科学講座腎泌尿器学分野泌尿器科 　岩本　秀人

O11-5	 当科でのロボット支援膀胱全摘除術および体腔内尿路変向術における周術期合
併症について

徳島県立中央病院 泌尿器科 　佐々木雄太郎

O11-6	 ロボット支援下根治的膀胱全摘徐術（RARC）は低侵襲か？開腹下根治的膀胱
全摘除術（ORC）との比較

弘前大学 泌尿器科 　畠山　真吾
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デジタルポスター会場（小会議室303）

9：50～10：30	 デジタルポスター① ［大腸・直腸］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：花井　恒一（藤田医科大学 総合消化器外科）

DP1-1	 直腸癌に対するロボット支援下側方リンパ節郭清について
藤田医科大学 総合消化器外科 　勝野　秀稔

DP1-2	 当院におけるコンソールサージョン育成状況の検討
東京医科歯科大学 消化器・一般外科 　馬場　裕信

DP1-3	 当科におけるロボット手術の導入とその経験
順天堂大学 下部消化管外科 　小島　　豊

DP1-4	 直腸癌ロボット手術における当院の工夫
南風病院 外科 　北薗　正樹

DP1-5	 	当院における直腸癌に対するロボット支援下手術の導入と短期成績
がん・感染症センター都立駒込病院 大腸外科 　中野　大輔

DP1-6	 	当科におけるロボット支援下直腸切除術の導入期の成績
福岡赤十字病院 外科 　井上　重隆

DP1-7	 当科における直腸癌に対するロボット手術の導入
東京女子医科大学 消化器外科 　大木　岳志

DP1-8	 当科におけるロボット支援下直腸がん手術の短期成績
東京医科歯科大学 消化管外科学分野 　松山　貴俊

10：30～11：05	 デジタルポスター② ［胃］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：須田　康一（藤田医科大学 総合消化器外科）

DP2-1	 	ロボット支援胃切除術の初期成績
兵庫県立尼崎総合医療センター 外科 　川田　洋憲

DP2-2	 手術手技におけるロボット支援下胃切除と腹腔鏡手術との相違		
-助手からconsole	surgeonへの導入、経験から-

和歌山県立医科大学 第2外科 　早田　啓治
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DP2-3	 ロボット支援下胃切除術の安全な導入について；当院での準備と工夫
社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院 外科 　廣方玄太郎

DP2-4	 ロボット支援下幽門側胃切除術R-Y再建におけるneedle鉗子の使用
高知赤十字病院 外科 　山井　礼道

DP2-5	 当科における胃がん手術へのda	Vinci導入およびSからXiへの転換における
工夫

兵庫医科大学 上部消化管外科 　石田　善敬

DP2-6	 ロボット支援下胃切除術におけるindocyanine	green(ICG)蛍光ガイド下手
術の経験	

藤田医科大学 総合消化器外科 　松尾　一勲

DP2-7	 広範囲な食道浸潤を認めた食道胃接合部腺癌に対しロボット支援下手術を施行
した一例

藤田医科大学 総合消化器外科 　服部　　豊

11：05～11：40	 デジタルポスター③ ［婦人科・他］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：廣田　　穰（藤田医科大学 産婦人科）

DP3-1	 子宮頚癌T1b1または2a1,	N0症例におけるロボット支援下広汎子宮全摘術
の実施妥当性

北海道がんセンター 婦人科 　山崎　博之

DP3-2	 ロボット支援下広汎子宮全摘術におけるセンチネルリンパ節マッピングを利用
した総腸骨リンパ節の転移リスク評価

北海道がんセンター 婦人科 　嶋田　知紗

DP3-3	 3D操作における疲労に対する手術支援ロボットスキルスシュミレータの有用性
岩手医科大学 泌尿器科学講座 　高田　　亮

DP3-4	 ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘術（RARC）における当院の工夫
横浜市立大学附属病院 臨床工学担当 　山田二三歩

DP3-5	 ロボット支援下直腸手術導入に向けた看護師への教育について
箕面市立病院 看護局手術室 　永田　明子
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DP3-6	 ロボット支援下直腸切除術における、ピンクパッド®の有効性と安全性の検証
がん・感染症センター東京都立駒込病院 看護部手術室 　白髭　千鶴

DP3-7	 モノポーラ2系統の同時出力によるda	Vinci	Xiの停止
京都大学医学部附属病院 医療器材部 　奥田　勝紀

14：00～14：25	 デジタルポスター④ ［腎・膀胱１］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：戸澤　啓一（名古屋市立大学大学院医学研究科 医療安全管理学分野）

DP4-1	 高知大学における腎腫瘍に対するロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術の初期経験
高知大学 泌尿器科 　福原　秀雄

DP4-2	 ロボット支援後腹膜腔鏡下腎部分切除術の導入初期における困難度を決める要
因の検討

山梨大学大学院 総合研究部泌尿器科 　吉良　　聡

DP4-3	 腎癌T1b症例に対するロボット支援腎部分切除術の周術期成績
九州大学大学院医学研究院 泌尿器科学分野 　小林　　武

DP4-4	 当院におけるロボット支援腎部分切除術の臨床成績の検討
浜松医科大学 泌尿器科学講座 　渡邉　弘充

DP4-5	 ロボット支援腎部分切除術における腫瘍の解剖学的特性の温阻血時間延長	
（＞25分）に影響する因子の検討

神戸市立医療センター中央市民病院 泌尿器科 　土肥洋一郎

14：25～14：50	 デジタルポスター⑤ ［腎・膀胱２］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：吉野　　能（国立病院機構名古屋医療センター 泌尿器科）

DP5-1	 ロボット支援腎部分切除術におけるR.E.N.A.L.	nephrometry	scoreと手術
成績の検討

箕面市立病院 泌尿器科 　高田　　剛

DP5-2	 当科におけるRAPNの治療成績及び残腎機能の評価
大阪医科大学 泌尿生殖・発達医学講座泌尿器科学教室 　上原　博史

DP5-3	 当科におけるRAPNの治療成績
野崎徳洲会病院 泌尿器科 　反田　直希
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DP5-4	 当科におけるロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術（RAPN）	200例の治療成績
藤田医科大学 腎泌尿器外科 　城代　貴仁

DP5-5	 当院におけるロボット支援根治的膀胱全摘除術の成績
神戸大学大学院医学研究科 腎泌尿器科学分野 　日向　信之

14：50～15：25	 デジタルポスター⑥ ［前立腺１］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：岩村　正嗣（北里大学 泌尿器科学）

DP6-1	 腹膜外到達法によるロボット支援下前立腺全摘除術を安全に施行するための手
術チームの検討～322例の経験から～

名古屋徳洲会総合病院 泌尿器科 　黒川　覚史

DP6-2	 ロボット支援下根治的前立腺全摘除術における膀胱尿道吻合の練習と
learning　curveとの相関

独立行政法人国立病院機構東京医療センター 泌尿器科 　小池　　慎

DP6-3	 当院におけるロボット用ベッセルシーラーを用いたRALPの検討
独立行政法人国立病院機構岩国医療センター 泌尿器科 　中田　哲也

DP6-4	 60g以上の大きな前立腺に対する伊勢崎市民病院でのRARPの検討
伊勢崎市民病院 泌尿器科 　藤塚　雄司

DP6-5	 腹腔鏡下前立腺全摘除術、ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における切除
断端の検討

北里大学病院 泌尿器科 　高田　治子

DP6-6	 鼠経ヘルニア術後のロボット支援下前立腺全摘除術の経験
佐賀大学 泌尿器科学講座 　草野　脩平

DP6-7	 胃癌術後でロボット支援前立腺全摘（RARP）時のポート作成に難渋し、術後
にポートサイトヘルニアを生じた1例	

聖隷浜松病院 泌尿器科 　米田　達明
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15：25～16：00	 デジタルポスター⑦ ［前立腺２］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：大堀　　理（東京国際大堀病院）

DP7-1	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術後尿禁制におけるMRI骨盤底解剖学因
子の検討

北里大学 泌尿器科 　村上　泰清

DP7-2	 ロボット支援前立腺全摘除	(RALP)のおける膀胱尿道吻合糸の差による術後
尿禁制の比較

国立がん研究センター東病院 泌尿器・後腹膜腫瘍科 　増田　　均

DP7-3	 パッドテストを用いた術前尿失禁の評価とロボット支援前立腺全摘除術後の尿
失禁とQOLの予測

福島県立医科大学 泌尿器科 / 広島大学 泌尿器科 　栗村　嘉昌

DP7-4	 ロボット支援前立腺全摘除術後に発症する重症尿失禁遷延予測因子の探索
太田西ノ内病院 泌尿器科 / 福島県立医科大学 泌尿器科学講座 　丹治　　亮

DP7-5	 EPICを用いたロボット支援前立腺全摘前後のQOL変化と治療満足度の検討
金沢大学大学院医薬保健学総合研究科 泌尿器集学的治療学 　中川　朋美

DP7-6	 ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術における神経温存が尿禁制に及ぼす影響
安佐市民病院 泌尿器科 　村田　大城

DP7-7	 当院におけるロボット支援前立腺全摘術（RARP）の術後尿禁制についての検討
藤田医科大学 腎泌尿器外科 　市野　　学

16：05～16：35	 デジタルポスター⑧ ［心臓・肺］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：瀬口　龍太（ニューハート・ワタナベ国際病院 心臓血管外科）

DP8-1	 ドライラボにおけるロボット心臓手術のoff	the	job	trainingの開発
大阪警察病院 心臓血管外科 　西　　宏之

DP8-2	 	Da	Vinciシステム支援下僧帽弁形成術におけるコーダライザーの使用経験		
上尾中央総合病院 心臓血管センター 　手取屋岳夫

DP8-3	 ダヴィンチXiによるロボット支援下肺葉切除術の初期経験
静岡県立静岡がんセンター 呼吸器外科 　児嶋　秀晃
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DP8-4	 当院におけるロボット支援肺葉切除術の導入と助手の役割
堺市立総合医療センター 呼吸器外科 　平岡　　圭

DP8-5	 市中病院で各科に先立ち呼吸器外科がロボット支援手術を始めた経験：主に
チームビルディングについて

足利赤十字病院 呼吸器外科 　橋本　浩平

DP8-6	 前方アプローチによるロボット支援下右肺上葉切除の1例
九州医療センター 呼吸器外科 　庄司　文裕

16：35～16：55	 デジタルポスター⑨ ［看護・ME］ （デジタルポスター会場・小会議室303）
座長：稲葉　一樹（藤田医科大学 総合消化器外科）

DP9-1	 当院のロボット手術に関わる臨床工学技士の現状
熊本大学医学部附属病院 医療技術部ME機器技術部門 　吉田　尚史

DP9-2	 手術支援ロボット更新における臨床工学技士の業務の変化と役割
兵庫医科大学病院 臨床工学部 　高橋　篤志

DP9-3	 当院におけるロボット支援手術の導入から１年が経過して
済生会滋賀県病院 臨床工学科 　本村　了祐

DP9-4	 新術式導入の際の先行施設見学の重要性
竹田綜合病院 手術室 　千代　清美


