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主題Ⅱ　若年者大腸癌に対する診断と治療

会場 セッション名 演題番号 発表日時 登録番号 発表者 1.所属機関名 演題名

P2-1 10029 鈴木 卓弥 名古屋市立大学消化器外科 T因子に着目した若年者大腸癌の臨床病理学的検討

P2-2 10075 梅本 芳寿 京都大学消化管外科学
下部進行直腸癌における若年（40歳未満）症例の臨床的特徴―CEAは低値だが進行
症例が多い－

P2-3 10082 舩越 徹 JA北海道厚生連　札幌厚生病院 当科における若年性大腸癌症例の検討

P2-4 10070 高山 裕司 自治医科大学附属さいたま医療センター 若年性大腸癌患者の根治切除術後の適切なサーベイランスについての検討

P2-5 10080 井関 康仁 大阪市立総合医療センター　消化器外科 手術を施行した若年者大腸癌患者31例の後方視的検討

P2-6 10042 近藤 宏佳 東京女子医科大学消化器・一般外科 若年者大腸癌の症状の有無による比較検討

P2-7 10019 代田 利弥 杏林大学医学部付属病院　下部消化管外科 若年者大腸癌患者の臨床病理学的特徴

P2-8 10047 小林 龍太朗 名古屋大学大学院医学系研究科腫瘍外科学 当科で手術を施行した40歳未満の大腸癌の臨床病理学的検討

P2-9 10039 初沢 悠人 自治医科大学附属さいたま医療センター
当院における若年者大腸癌患者の特徴　～診断に至る過程と予後の関連性について
～

P2-10 10093 奥谷 浩一 札幌医大　消化器・総合、乳腺・内分泌外科 若年者大腸癌に対する外科治療の成績

P2-11 10016 竹原 悠大 広島大学病院 内視鏡診療科 長期予後を追えた若年者大腸癌の臨床病理学的特徴

P2-12 10086 岡本 亮 医療法人明和病院 当院の若年大腸癌の特徴と早期診断・治療についての検討

P2-13 10009 浜辺 太郎 聖マリアンナ医科大学　消化器・一般外科 当院における若年性大腸癌の手術症例の検討

P2-14 10081 湯徳 祐樹 松下記念病院 当院における近年の大腸癌の年齢別傾向と若年者症例の検討

P2-15 10041 斎藤 健一郎 福井県済生会病院　外科 若年者大腸癌症例の検討

P2-16 10064 田中 寛人 群馬大学大学院　消化器・肝臓内科学 大腸pT1癌における若年者大腸癌の特徴と予後についての検討

P2-17 10059 大澤 日出樹 八尾市立病院　消化器外科 当院における若年者大腸癌の検討

P2-18 10056 田中 千弘 岐阜県総合医療センター　外科 当院における若年者大腸癌の臨床像の検討

P2-19 10089 吉川 幸宏 大阪労災病院　外科 当科における若年性大腸癌の検討

P2-20 10091 島田 麻里 金沢大学 消化管外科学 当院における若年者大腸癌の治療経験

P2-21 10055 福本 結子 関西労災病院 当院における若年発症大腸癌(EOCRC)症例についての臨床病理学的特徴の検討

P2-22 10037 雪本 龍平 市立伊丹病院 50歳未満の若年者大腸癌の検討

P2-23 10094 西森 英史 札幌道都病院　外科 地方中小病院における若年者大腸癌症例の現況

P2-24 10031 森川 達也 加古川市民病院機構　加古川中央市民病院 当院で経験した若年性大腸癌5例の検討

P2-25 10023 松中 喬之 福井大学　第一外科 若年性下部直腸癌患者に対する肛門機能温存手術の適応についての検討

P2-26 10043 永野 慎之介 堺市立総合医療センター　消化器外科 有茎性腹直筋皮弁による会陰部再建術を施行した若年発症の痔瘻癌の一例

P2-27 10084 秋元 直彦 日本医科大学付属病院消化器肝臓内科 40歳未満で発症した若年者大腸腫瘍の臨床病理学的特徴

P2-28 10024 小嶋 忠浩 浜松医科大学消化器外科 若年性大腸癌に対する臨床病理学的検討

P2-29 10073 池田 裕二 関西医科大学附属病院消化管外科 当院における40歳未満の若年者大腸癌切除症例の検討

P2-30 10032 寺石 文則 岡山大学病院　消化管外科 当施設のAYA世代大腸癌手術症例に関する検討

P2-31 10083 藤井 正一 横浜総合病院消化器センター 若年者大腸癌の臨床病理学的特徴

P2-32 10008 阿部 智喜 神戸大学　食道胃腸外科 当院における若年者大腸癌手術症例の検討

P2-33 10079 宮本 裕士 熊本大大学院・消化器外科学 若年者切除不能大腸癌の治療成績

P2-34 10065 大友 直樹 国立病院機構相模原病院　外科 当院における手術治療を行った若年大腸癌治療成績の検討

P2-35 10077 和田 聡朗 近畿大学医学部 外科 下部消化管外科 当科における若年性大腸癌の検討

P2-36 10071 亀井 佑太郎 東海大学医学部消化器外科 腫瘍減量手術と集学的治療により長期生存が得られた若年のS状結腸癌の一例

P2-37 10030 菊池 亮佑 東京大学　腫瘍外科 当院におけるAYA世代大腸癌の臨床病理学的因子と予後に関する検討

P2-38 10012 北山 紀州 大阪公立大学消化器外科学 当院における若年者大腸癌の臨床病理学的検討

P2-39 10062 高島 順平 帝京大学溝口病院外科 当院における若年性大腸癌の検討

P2-40 10038 小川 克大 熊本大学大学院消化器外科学 若年者大腸癌の臨床的特徴と短期長期予後の検討

P2-41 10044 小野 智之 東北大学　消化器外科学 若年者大腸癌の臨床病理学的特徴

P2-42 10033 伊勢 一郎 東京都立駒込病院　大腸外科 若年性大腸癌術後再発症例の解析
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P2-43 10054 三宅 英輝 国立病院機構岩国医療センター　外科 若年者大腸癌の臨床病理学的特徴

P2-44 10066 浅野 栄介 香川大学　消化器外科 若年者大腸癌に対する手術症例の検討

P2-45 10006 遠藤 悟史 千葉大学大学院医学研究院　先端応用外科学 当院における若年者大腸癌診療の現状

P2-46 10026 深瀬 正彦 山形県立中央病院　外科 当院における若年者大腸癌の臨床病理学的検討

P2-47 10096 川村 幹雄 三重大学　消化管小児外科
小児発症潰瘍性大腸炎患者における直腸粘膜microRNA-124メチル化レベルと大腸
癌発症リスクに関しての検討

P2-48 10048 井上 悠介 長崎大学大学院　移植・消化器外科 当科における40歳未満の大腸癌症例の検討

P2-49 10035 河内 雅年 東広島医療センター　消化器外科 若年性大腸癌における臨床病理学的検討

P2-50 10017 赤羽 慎太郎 広島大学病院　消化器・移植外科 当科における若年性大腸癌の臨床病理学的検討

P2-51 10015 近 範泰 埼玉医科大学総合医療センター消化管外科 40歳未満大腸癌におけるリンチ症候群の頻度－40歳代との比較

P2-52 10074 島村 智 久留米大学外科学講座 当院における若年性大腸癌79例の検討

P2-53 10068 近藤 圭策 医療法人達瑛会　鳳胃腸病院　外科 当施設における若年者大腸癌の実際

P2-54 10057 武田 和 箕面市立病院　外科 当院における若年者大腸癌12例の臨床病理学的検討

P2-55 10095 小島 正継 滋賀医科大学 外科学講座 当院における若年性大腸癌手術症例に関する検討

P2-56 10088 宮田 敏弥 帝京大学医学部附属病院外科 当院における若年者大腸癌の臨床病理学的検討

P2-57 10061 藤本 浩輔 奈良県立医科大学　消化器・総合外科 当科における若年性大腸癌症例に関する検討

P2-58 10001 鈴木 陽三 市立豊中病院　外科 AYAチームと共に治療方針決定を行った30歳代StageIV直腸癌の1例

P2-59 10053 杢谷 友香子 八尾市立病院
AYA世代癌患者における妊孕性温存に対する当院のサポート体制の構築ならびに今
後の展望

P2-60 10022 田宮 雅人 和歌山県立医科大学 外科学第2講座 術前化学放射線療法を施行したMSI-High若年者直腸癌の1例

P2-61 10051 望月 秀太郎 山形県立中央病院 妊娠合併若年者大腸癌の2症例

P2-62 10007 兵 貴彦 和歌山県立医科大学　第2外科 当科の家族性大腸腺腫症（FAP）患者の若年大腸癌の検討

P2-63 10060 笠原 健大 東京医科大学　消化器・小児外科学分野 AYA世代の大腸癌治療における長期成績と術後補助化学療法の実際
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