9 月 19 日（土）
講演会場

大宮ソニックシティホール

4F

国際会議室
プログラム

9：10 ～ 10：10

要望演題 1-1 「切除不能膵癌に対する conversion surgery, salvage surgery」
座長：田島 義証（島根大学医学部 消化器・総合外科学）
村上 義昭（広島大学大学院 外科学（第一外科）
）
コメンテーター：伊佐地秀司（三重大学大学院 肝胆膵・移植外科）
O-01

切除不能局所進行膵癌に対する Conversion Surgery の治療成績
雅之 1、木下 正一 1、長井美奈子 1、田中 利洋 2、
赤堀 宇広 1、庄
3
玉本 哲郎 、西和田 敏 1、長谷川正俊 3、吉川 公彦 2、中島 祥介 1
（1 奈良県立医科大学 消化器・総合外科、2 奈良県立医科大学 放射線科、
3
奈良県立医科大学 放射線治療科）

O-02

局所進行 Unresectable 膵癌に対する術前化学放射線療法
天野 良亮、木村健二郎、山添 定明、三浦光太郎、西尾
平川 弘聖
（大阪市立大学大学院 腫瘍外科学）

O-03

康平、大平

高度局所進行膵癌に対する術前化学放射線療法の治療成績と課題
章 1、西村
聡 2、栗田
内田洋一朗 1、寺嶋 宏明 1、森
八隅秀二郎 2
（1 田附興風会医学研究所 北野病院 消化器センター 外科、
2
田附興風会医学研究所 北野病院 消化器センター 内科）

豪、

亮 2、

O-04

局所進行切除不能膵癌に対し手術を企図して化学放射線治療を行った症例の検討
亀山眞一郎、伊佐
勉、伊志嶺朝成、原
鐵洋、金井 理紗、本成
永、
堀
義城、谷口 春樹、新垣 淳也
（浦添総合病院消化器病センター外科）

O-05

局所進行切除不能膵癌膵癌に対する Adjuvant surgery の検討
亀井 敬子、松本 逸平、松本 正孝、村瀬 貴昭、里井 俊平、石川
中居 卓也、竹山 宜典
（近畿大学 外科 肝胆膵部門）

O-06

原、

局所進行膵癌に対する術前化学放射線療法の効果予測因子としての腫瘍マーカーの意義
原田
郁、森 隆太郎、松山 隆生、平谷 清吾、大田 洋平、澤田
雄、
熊本 宜文、武田 和永、遠藤
格
（横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学）

－9－

10：10 ～ 11：00

要望演題 1-2 「切除不能膵癌に対する conversion surgery, salvage surgery」

プログラム

座長：中郡 聡夫（東海大学医学部 消化器外科）
堀口 明彦（藤田保健衛生大学医学部 総合外科・膵臓外科）
コメンテーター：杉山 政則（杏林大学医学部 消化器・一般外科）
O-07

O-08

切除不能膵癌に対する Conversion surgery の意義
和田 慶太、佐野 圭二、天野 穂高、三浦 文彦、伊藤
池田
豊、貝沼 雅彦、高橋 邦彦、川村 幸代
（帝京大学医学部 外科学講座）
切除不能膵癌に対する Adjuvant Surgery
中村
透、平野
聡、浅野 賢道、岡村
村上 壮一、海老原裕磨、倉島
庸、野路
（北海道大学病院 消化器外科Ⅱ）

圭祐、土川
武寛、中西

博道、澁谷

誠、

貴裕、田本
喜嗣、七戸

英司、
俊明

O-09

切除不能膵癌に対し、adjuvant surgery を行い得た症例の検討
弘 1、川崎 洋太 1、米盛 圭一 1、
又木 雄弘 1、前村 公成 1、蔵原
新地 洋之 2、夏越 祥次 1
（1 鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科、2 鹿児島大学 医学部 保健学科）

O-10

化学療法後切除した膵癌遠隔転移例の検討
生田 真一 1、園田
隆 2、相原
司 1、小野朋二郎 1、中島
1
1
柳
秀憲 、山中 若樹
1
（ 明和病院 外科、2 明和病院 腫瘍内科）

O-11

隆善 1、

遠隔転移を伴う切除不能膵癌に対して化学療法の奏効により切除が試みられた 4 例の
検討
前田
栄、福田 泰也、濱
直樹、宮本 敦史、山本 和義、植村
守、
西川 和宏、平尾 素宏、三宅 正和、池田 正孝、関本 貢嗣、中森 正二
（独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 外科）

11：00 ～ 12：00

一般演題 「Borderline Resectable 膵癌、GS 療法」
座長：新地 洋之（鹿児島大学医学部 外科分野）
高折 恭一（京都大学大学院 肝胆膵・移植外科学）
コメンテーター：内田 英二（日本医科大学 消化器外科）
O-12

Borderline resectable 膵癌に対する術前補助治療の意義
山本 智久、里井 壯平、柳本 泰明、廣岡
智、山木
良田 大典、井上健太郎、道浦
拓、松井 陽一、權
（関西医科大学 外科）

－ 10 －

壮、小塚
雅憲

雅也、

O-13

切除可能、borderline resectable 膵癌に対する術前 GS 療法の有効性
松下
晃、中村 慶春、住吉 宏樹、勝野
暁、山初 和也、横山
内田 英二
（日本医科大学 消化器外科）
BR-A 膵癌に対する術前補助化学療法の腫瘍辺縁部への有効性の検討
山田 美鈴 1、古川 大輔 1、矢澤 直樹 1、和泉 秀樹 1、増岡 義人 1、
益子 太郎 1、中郡 聡夫 1、平林 健一 2
（1 東海大学消化器外科学、2 東海大学病理診断科）

O-15

当科における膵癌術前 GS 療法の経験
小坂
久、麻野 泰包、鈴村 和大、近藤
藤元 治朗
（兵庫医科大学 外科学 肝胆膵外科）

O-16

O-17

祐一、岡田

高齢者膵癌における術前 GS 療法の安全性に関する検討
川口
桂、元井 冬彦、前田 晋平、水間 正道、林
中川
圭、森川 孝則、内藤
剛、海野 倫明
（東北大学 消化器外科学）

プログラム

O-14

正、

敏弘、平野

公通、

洋毅、坂田

直昭、

JASPAC01 時代における術前治療後膵癌に対する術後補助化学療法
青野 髙志、鈴木
晋、阿部
馨、金子 和弘、佐藤 友威、岡田
武藤 一朗、長谷川正樹
（新潟県立中央病院 外科）

貴幸、

12：00 ～ 12：50

ランチョンセミナー
「術前化学療法に期待すること ～腫瘍内科の立場から～」
座長：海野 倫明（東北大学大学院 医学系研究科 消化器外科学分野 教授）
演者：井岡 達也（大阪府立成人病センター 膵がんセンター 内科系部門長）
共催：大鵬薬品工業株式会社
13：00 ～ 13：30

事務局報告

「膵癌術前治療のエビデンス創出を目指した多施設共同前向き臨床試験
（Prep-01, 02, 03, 04）の進捗状況」
座長：海野 倫明（東北大学大学院 医学系研究科
演者：元井 冬彦、里井 壯平、庄
雅之、松本
和田 慶太、土田 明彦、新地 洋之、力山
神宮 啓一、海野 倫明
（膵癌術前治療研究会）

－ 11 －

消化器外科学分野）
逸平、本田 五郎、
敏樹、中村 聡明、

13：30 ～ 14：10

要望演題 2 「膵癌術前化学療法− GEM ＋ nab PTX、FOLFIRINOX の可能性 −」

プログラム

座長：鈴木 康之（香川大学医学部 消化器外科学）
中村 雅史（九州大学大学院 臨床・腫瘍外科）
コメンテーター：山本 順司（防衛医科大学校 外科学講座）
O-18

Borderline resectable 膵癌に対する術前 GEM+nPTX 療法を用いた集学的治療への
取り組み
優 1、武田 良祝 1、
井上 陽介 1、齋浦 明夫 1、田中 真之 1、松村
三瀬 祥弘 1、石沢 武彰 1、佐々木 隆 2、松山 眞人 2、尾阪 将人 2、
祐1
高野 浩一 2、笹平 直樹 2、高橋
（1 がん研究会 有明病院 肝胆膵外科、2 がん研究会 有明病院 肝胆膵内科）

O-19

Borderline resectable 膵癌に対する術前補助療法の 2nd line としてゲムシタビン /
ナブパクリタキセル併用療法を施行した 2 例
松本 尊嗣、青木
琢、礒
幸博、田中 元樹、櫻岡 佑樹、白木 孝之、
小菅 崇之、加藤 正人、下田
貢、窪田 敬一
（獨協医大第二外科）

O-20

局所進行膵癌に対する術前 FOLFIRINOX 療法の効果と問題点
中川 直哉、村上 義昭、上村健一郎、橋本 泰司、近藤
成、浦部
原田 拓光、末田泰二郎
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院応用生命科学部門外科学）

O-21

和秀、

FOLFIRINOX 療法後に Conversion surgery を施行した局所進行膵癌の 2 例
裕 1、阿部 展次 1、正木 忠彦 1、
中里 徹矢 1、小暮 正晴 1、鈴木
森
俊幸 1、古瀬 純司 2、杉山 政則 1
（1 杏林大学医学部付属病院 消化器・一般外科、
2
杏林大学医学部付属病院 腫瘍内科）

14：10 ～ 15：10

要望演題 3-1 「術前化学療法、化学放射線療法の治療効果判定− 画像検査と病理検査の対比 −」
座長：遠藤
格（横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学）
コメンテーター：石田 和之（岩手医科大学 病理診断学）
中村 聡明（関西医科大学 放射線科学講座）
O-22

膵頭部癌における膵外神経叢浸潤
勇 2、田島 秀浩 2、宮下 知治 2、
北川 裕久 1、寺川 裕史 2、牧野
太田 哲生 2、八木 康道 1、池田 博子 3、大坪公士郎 4、蒲田 敏文 5
（1 富山市民病院外科、2 金沢大学肝胆膵移植外科、3 金沢大学病理、
4
金沢大学腫瘍内科、5 金沢大学放射線科）

－ 12 －

O-23

術前 GEM/TS1 併用療法における腫瘍進展の評価
増井 俊彦、佐藤 朝日、伊藤 達雄、細川 慎一、高折
上本 伸二
（京都大学 肝胆膵・移植外科講座）

恭一、川口

道也、

膵癌術前治療における動脈接触角度の変化と治療効果
桂 1、
伊関 雅裕 1,2、水間 正道 1、青木 修一 1、前田 晋平 1、川口
1
1
1
1
圭 、林
洋毅 1、
大塚 英郎 、坂田 直昭 、森川 孝則 、中川
内藤
剛 1、元井 冬彦 1、海野 倫明 1
（1 東北大学消化器外科学、2 石巻赤十字病院外科）

O-25

膵癌術前化学療法治療効果判定における画像診断と病理診断の意義
村上 義昭、上村健一郎、橋本 泰司、近藤
成、中川 直哉、浦部
原田 拓光
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院外科学）

O-26

O-27

PET による膵癌術前化学放射線療法効果予測
後藤 晃紀、森 隆太郎、松山 隆生、大田 洋平、平谷
熊本 宜文、武田 和永、遠藤
格
（横浜市立大学医学部 消化器・腫瘍外科学）

清吾、澤田

プログラム

O-24

和秀、

雄、

切除不能局所進行膵癌に対する化学放射線治療後の FDG-PET による治療効果判定と
病理学的効果
岡野 圭一、山本 尚樹、須藤 広誠、前田 詠理、若林 彩香、竹谷
洋、
上村
淳、野毛 誠示、前田 典克、浅野 栄介、岸野 貴賢、赤本伸太郎、
藤原 理朗、臼杵 尚志、鈴木 康之
（香川大学消化器外科）

15：10 ～ 16：00

要望演題 3-2 「術前化学療法、化学放射線療法の治療効果判定− 画像検査と病理検査の対比 −」
座長：佐田 尚宏（自治医科大学 消化器・一般外科学）
コメンテーター：福嶋 敬宜（自治医科大学 病理診断部）
神宮 啓一（東北大学大学院 放射線腫瘍学分野）
O-28

膵癌術前化学放射線治療によるリンパ節の病理組織学的治療効果
−治療前画像診断と病理検査との対比−
倉田 昌直、本田 五郎、坂元 克考、本間 祐樹、本庄 真彦
（都立駒込病院 肝胆膵外科）

O-29

Borderline resectable 膵癌と Unresectable 膵癌に対し、術前治療を施行し R0
切除した症例の術前画像と病理の乖離
田島
弘、隈元 雄介、西山
亮、河又
寛、海津 貴史、片桐 寛之、
渡邊 昌彦
（北里大学医学部 外科学）

－ 13 －

O-30

画像検査と病理検査による術前治療効果判定の対比
小林 亮介、貝沼
修、山本
宏、趙
明浩、今西
柳橋 浩男、知花 朝史、石毛 文隆、佐々木亘亮、鍋谷
（千葉県がんセンター 消化器外科）

俊介、有光
圭宏

秀人、

プログラム

O-31

IMRT を用いた術前化学放射線療法を行った症例における切除標本の病理組織学的検討
伊藤 達雄 1、川口 道也 1、高折 恭一 1、中村
晶 2、増井 俊彦 1、
1
1
1
水本 雅巳 、波多野悦朗 、海道 利実 、岡島 英明 1、平岡 真寛 2、
上本 伸二 1
（1 京都大学 外科（肝胆膵・移植外科）
、2 京都大学 放射線医学講座）

O-32

Borderline resectable 膵癌に対する術前化学放射線療法としての強度変調放射線治療
（IMRT）＋ GS 療法の有用性
細川 勇一、永川 裕一、佐原 八束、瀧下 智恵、和田 貴宏、粕谷 和彦、
土田 明彦
（東京医科大学 消化器・小児外科）

ポスター会場

パレスホテル大宮

4F

コスモス

16：20 ～ 17：20

ポスター演題 「バイオマーカー」
座長：長田
P-01

真二（岐阜大学大学院

膵臓癌に対するエリブリンの有効性
竹﨑 由佳、宗景 匡哉、北川 博之、並川
（高知大学 外科学講座 外科 1）

肝胆膵・がん集学的治療学講座）
努、花﨑

和弘

P-02

CA19-9 正常膵癌の術前治療において DUPAN-2 は surrogate marker となりうるか
前田 晋平、水間 正道、林
洋毅、川口
桂、青木 修一、坂田 直昭、
大塚 英郎、中川
圭、森川 孝則、内藤
剛、元井 冬彦、海野 倫明
（東北大学 消化器外科学）

P-03

膵癌術前治療選択におけるマーカーとしての Metadherin の可能性
鈴木 謙介、高野 重紹、吉富 秀幸、清水 宏明、大塚 将之、加藤
古川 勝規、高屋敷 吏、久保木 知、鈴木 大亮、酒井
望、賀川
野島 広之、宮崎
勝
（千葉大学 臓器制御外科）

P-04

厚、
真吾、

局所進行膵癌に対する術前化学放射線療法後切除検体における癌幹細胞の多様性と予
後の検討
蒲池 浩文 1、水上 達三 1、敦賀 陽介 1、島田 慎吾 1、若山 顕治 1、
折茂 達也 1、横尾 英樹 1、柿坂 達彦 1,2、田原 宗徳 1,2、神山 俊哉 1、
武冨 紹信 1
（1 北海道大学消化器外科Ⅰ、2 札幌厚生病院外科）

－ 14 －

P-05

厚、古川
真吾、宮崎

勝規、
勝

局所進行切除不能膵癌に対する化学放射線療法後切除例における組織学的効果と
Tenascin C 発現
早﨑 碧泉 1、岸和田昌之 1、村田 泰洋 1、飯澤 祐介 1、加藤 宏之 1、
種村 彰洋 1、栗山 直久 1、安積 良紀 1、水野 修吾 1、臼井 正信 1、
櫻井 洋至 1、吉田 利通 2、伊佐地秀司 1
（1 三重大学 肝胆膵・移植外科、2 三重大学 修復再生病理学）

16：20 ～ 17：10

ポスター演題 「手術、腹膜播種」
座長：松本
P-07

P-08

P-09

P-10

P-11

逸平（近畿大学医学部

膵硬度による膵頭十二指腸切除術後 膵液漏発症の予測
清水 朋宏、伊東 昌広、石原
慎、浅野 之夫、津田
越智 隆之、清水謙太郎、大城友有子、藤田 正博、堀口
（藤田保健衛生大学病院 総合膵臓外科）
術前治療後の occult M 病変に対する治療戦略
青木 修一、水間 正道、前田 晋平、川口
森川 孝則、元井 冬彦、内藤
剛、海野
（東北大学 消化器外科学）

桂、林
倫明

膵癌に対する審査腹腔鏡導入時の安全性、有用性の検討
森川 孝則、石田 昌玄、青木
豪、岡田
良、川口
深瀬 耕二、坂田 直昭、大塚 英郎、水間 正道、林
元井 冬彦、内藤
剛、海野 倫明
（東北大学 消化器外科学）
腹膜転移を有する切除不能膵癌に対する治療戦略
小塚 雅也、里井 壯平、柳本 泰明、山本 智久、廣岡
良田 大典、道浦
拓、井上健太郎、松井 陽一、權
（関西医科大学 外科）

外科学）

一樹、志村
明彦

正博、

洋毅、中川

圭、

桂、益田
洋毅、中川

邦洋、
圭、

智、山木
雅憲

壮、

S-1/PTX（ip+iv）治療後に adjuvant surgery を施行した腹水細胞診陽性・切除不
能膵頭部癌の 1 例
山木
壮、里井 壯平、柳本 泰明、山本 智久、廣岡
智、小塚 雅也、
良田 大典、松井 陽一、權
雅憲
（関西医科大学 外科）

－ 15 －

プログラム

P-06

Prrx1 isoform と gemcitabine 耐性及び CD133 との関連
高野 重紹、吉富 秀幸、清水 宏明、大塚 将之、加藤
高屋敷 吏、久保木 知、鈴木 大亮、酒井
望、賀川
（千葉大学 臓器制御外科）

16：20 ～ 17：20

ポスター演題 「重粒子線治療、化学放射線療法」
座長：庄
プログラム

P-12

雅之（奈良県立医科大学

重粒子線照射後に切除術を行った局所進行膵頭部癌の 2 例
篤 2、森
藤本 崇聡 1、大塚 隆生 1、持留 直希 2、阿部
1
3
2
誠 、小田 義直 、中村 雅史 1
宮坂 義浩 、篠藤
（1 九州大学 臨床・腫瘍外科、2 同 形態機能病理学、
3
九州国際重粒子線がん治療センター）

消化器・総合外科）
泰寿 1、

P-13

UR 膵癌に対し化学療法および重粒子線照射後に根治切除をしえた 1 例
米浦 直子 1、吉富 秀幸 1、高野 重紹 1、清水 宏明 1、大塚 将之 1、
望 1、
古川 勝規 1、高屋敷 吏 1、久保木 知 1、鈴木 大亮 1、酒井
滋 2、宮崎
勝1
賀川 真吾 1、野島 広之 1、山田
（1 千葉大学大学院 医学研究院 臓器制御外科学、
2
放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター）

P-14

膵癌術後の孤立性遠隔転移巣に対し一年以上の観察期間後に切除を行った 2 例
朝隈 光弘、清水徹之介、井上 善博、廣川 文鋭、林
道廣、内山 和久
（大阪医科大学 一般消化器小児外科）

P-15

術前化学放射線療法により組織学的 CR が得られた膵頭部癌の 1 例
大澤 一郎、田端 正己、阪本 達也、藤村
侑、前田 光貴、春木
加藤 憲治、岩田
真、三田 孝行
（松阪中央総合病院 外科）

祐司、

P-16

切除不能進行膵癌に対して、放射線化学療法施行後に病理学的完全寛解を得た 1 例
齋藤
晶、佐久間康成、田口 昌延、笠原 尚哉、森嶋
計、三木
厚、
遠藤 和洋、小泉
大、笹沼 英紀、佐田 尚宏
（自治医科大学附属病院 消化器・一般外科）

P-17

放射線化学療法後の原発巣著効例に対し肝転移を同時切除した 1 例
本間 祐樹 1、本田 五郎 1、倉田 昌直 1、坂元 克考 1、本庄 真彦 1、
新地 洋之 2、前村 公成 2、又木 雄弘 2
（1 がん・感染症センター 都立駒込病院 肝胆膵外科、
2
鹿児島大学大学院 消化器・乳腺甲状腺外科学）

－ 16 －

16：20 ～ 17：10

ポスター演題 「GS 療法」
座長：和田

慶太（帝京大学医学部

外科）

著名な膵外神経叢浸潤と伴う局所進行切除不能膵癌に対し全身化学療法後 conversion
surgery 施行し pCR を得られた 1 例
崇 1、信岡 大輔 1、
吉田 龍一 1、加藤 博也 2、高木 弘誠 1、杭瀬
先 1、八木 孝仁 1、藤原 俊義 1
楳田 佑三 1、篠浦
（1 岡山大学大学院消化器外科学講座、2 岡山大学大学院消化器内科学講座）

P-19

膵体部癌十二指腸浸潤に対し GS 療法後に治癒切除し得た一症例
工藤 宏樹 1、脊山 泰治 1、鹿股 宏之 1、蕨
雅大 2、谷澤
高橋 正道 3、松岡勇二郎 3、宮本 幸雄 1、梅北 信孝 1
（1 都立墨東病院 外科、2 都立墨東病院 検査科、3 都立墨東病院

徹 2、
放射線科）

P-20

Gemcitabine+S-1 を用いた術前化学療法が有効であった膵体部癌の 1 例
島村 弘宗、遠藤 文庫、兒玉 英謙、武田 和憲
（国立病院機構仙台医療センター 外科）

P-21

術前治療後に切除し、2 年無再発生存が得られている膵体部癌同時性単発肝転移の 1 例
谷口
肇、水間 正道、林
洋毅、前田 晋平、川口
桂、大塚 英郎、
坂田 直昭、中川
圭、森川 孝則、内藤
剛、元井 冬彦、海野 倫明
（東北大学 消化器外科学）

P-22

術前補助化学療法後に切除し、3 年後に残膵再発し残膵全摘を施行した膵癌の 1 例
客本ゆき恵、水間 正道、益田 邦洋、前田 晋平、川口
桂、大塚 英郎、
坂田 直昭、中川
圭、森川 孝則、林
洋毅、内藤
剛、元井 冬彦、
海野 倫明
（東北大学 肝胆膵外科）

16：20 ～ 17：20

ポスター演題 「FOLFIRINOX 療法」
座長：本田
P-23

五郎（がん・感染症センター都立駒込病院

肝胆膵外科）

遠隔転移合併進行膵体尾部癌に対し化学療法後 conversion therapy として尾側膵切
除を施行した 2 例
寿 2、奥村 直樹 2、
松井
聡 1、長田 真二 1、佐々木義之 2、今井
学 2、
棚橋 利行 2、田中 善宏 2、松橋 延壽 2、高橋 孝夫 2、二村
山口 和也 2、吉田 和弘 2
（1 岐阜大学 肝胆膵・がん集学的治療学講座、2 岐阜大学 腫瘍外科）

－ 17 －

プログラム

P-18

プログラム

P-24

FOLFIRINOX 療法後に切除し、長期生存が得られている癌性腹膜炎合併膵体部癌の 1 例
久居 弘幸 1、櫻井
環 1、釋
亮也 1、小柴
裕 1、池田 裕貴 1、
洋 2、横山 啓介 2、宮崎
悦 3、
佐藤 正文 2、川﨑 亮介 2、行部
嘉成 悠介 4
（1 伊達赤十字病院 消化器科、2 伊達赤十字病院 外科、3 伊達赤十字病院 内科、
4
札幌医科大学 腫瘍・血液内科学講座）

P-25

FOLFIRINOX により切除可能となった切除不能膵癌（肝転移・傍大動脈リンパ節転
移・腹膜播種）の 1 例
瀧端 康博、西川
誠、星川真有美、野呂 拓史、青笹 季文、神藤 英二、
辻本 広紀、上野 秀樹、長谷 和生、山本 順司
（防衛医科大学校 外科学講座）

P-26

局所進行膵癌に対する化学放射線療法後切除例における放射線治療の骨髄への影響を
みた 1 剖検例
岸和田昌之、早崎 碧泉、松井 俊樹、松田 明敏、飯澤 祐介、加藤 宏之、
村田 泰洋、種村 彰洋、栗山 直久、安積 良紀、水野 修吾、臼井 正信、
櫻井 洋至、伊佐地秀司
（三重大学 肝胆膵・移植外科）

P-27

Gemcitabine + low dose FP（GFP）療法と放射線治療で CR を得られた 12 年後
に再発をきたした膵頭部癌の 1 切除例
吉田 佳弘、伊藤 心二、坂田 一仁、下川 雅弘、木村 光一、岡部 弘尚、
播本 憲史、池上
徹、内山 秀昭、吉住 朋晴、調
憲、前原 喜彦
（九州大学 消化器・総合外科）

P-28

当院における膵癌に対して FOLFIRINOX 療法を施行した 6 例の検討
渡部 文昭、野田 弘志、柿澤 奈緒、兼田 裕司、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）

全員懇親会会場 パレスホテル大宮 4F ローズルーム（西）
17：30 ～

全員懇親会
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