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ご　挨　拶

第５回臨床肛門病研究会学術集会を迎えました。
今回はすぐ役立つ痔疾治療、痔瘻治療の流れ、肛門科は必要か否かと複数テーマの演題募
集に、多数応募いただき誠にありがとうございました。

臨床演題の主題「痔瘻治療の流れ」「痔疾治療の工夫」テーマに加え、今回は特別に肛門科
標榜と肛門科専門医の環境に対応するため、「肛門科は必要か否か」のセッションを企画し
臨床肛門病研究会が果たす役割が討論討議され、総会では代表世話人の岩垂純一、幹事の
金井忠男、黒川彰夫３先生から本会が革新的に脱皮する今後の方針と提案がされることが
期待されます。

　今回の進行は
　　主題　Ⅰ 痔疾治療の工夫
　　　　　Ⅱ 肛門科は必要か否か
　　　　　Ⅲ 痔瘻治療の流れ　　　　と なります。

ランチョンセミナーは秋田 恵一教授に「肛門管とそれを支える構造について」の局所解剖
講演を頂き肛門科医必須の基礎を学びます。

今回、多数応募いただき全演題採用の方針としたため、演者は要点を絞り５分間発表厳守
とし、討論４分間とさせていただきます。

特別討論およびシンポジウムも討論時間を十分取れるよう会員は発表、発言内容を要約さ
れ、座長の進行にご協力をお願い致します。

　平成26年2月９日

第５回臨床肛門病研究会学術集会 当番世話人
小杉　光世
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交通のご案内 
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会場のご案内 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の皆様へ 
 

１) 参加受付は、エミネンス総合受付にて行います。総合受付にて参加費 5,000 円をお支払いのうえ、

ネームカード兼領収証をお受け取りください。学会期間中、会場内ではネームカードを必ずご携帯

ください。 

２）参加受付は朝 7 時 30 分より行います。 

３）会場内での呼び出しは総合受付横の呼び出し用掲示板をご利用ください。 

 

【クローク】 

クロークはホテルクロークにございます。 

ご利用ください。 
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発表者／司会の先生方へのご案内 

 

発表者の皆様へ 
発表時間が発表 5 分 討論 4 分合計 9 分です。 

発表の際は演台に設置しております操作用キーパッドを使って、演者ご本人により操作をお願いいた

します。オペレーターに操作を依頼希望の方は会場にて、事前に進行係にお伝えください。また、ご

自身のパソコンを操作されることも可能です。 

 

＜PC 発表＞ 

1. Windows7、Mac、動画をご使用の先生は PC 本体をご持参ください 

①ご持参される PC での外部ディスプレー出力が可能であることを必ずご確認ください。 

また、バッテリー切れを防ぐために電源アダプターをご持参ください。 

②PC 接続は外部出力端子が D-Sub-15pin です。PC の機種によっては外部出力端子が D-Sub-15pin 以外

のものがございますので、必ず D-Sub-15pin で接続できるコネクターを各自ご持参ください。 
 
2.USB でお持ち込みの方は下記の予備環境に従ってください 

当方での予備環境について 

① OS：Windows XP、Vista、7 

② アプリケーション：Windows 版 PowerPoint 2003、2007、2010 

③ 発表に使用できるデータ 

Windowsで作成したMicrosoft PowerPoint のファイルのみとします。画面サイズはXGA（1024×768）

になります。Mac 版 PowerPoint で作成したファイルを Windows 版の PowerPoint に変換した場合、

データが正確に表現できない場合があります。上記環境の PC ですべての画面が不具合なく表現され

ることをあらかじめご確認のうえ、完成した形でお持ちください。 

④ フォント 

Windows XP、Vista（日本語版）に標準搭載されているフォントのみ使用可能です。 

日本語：MS ゴシック、MSP ゴシック、MS 明朝、MSP 明朝の 4 種類のみ。 

英 語：Times New Roman、Arial、Arial Black、Arial Narrow、Century、 

    Century Gothic、Courier、Courier New、Georgia の 9 種類のみ 

これ以外のフォントを使用した場合、正確に表現できない場合があります。 

⑤ データ容量 

データの容量を、100MB（総量）までとさせていただきます。 

⑥ 動画について 

動画を PowerPoint に埋め込む場合、Windows 版の Media Player で動作する形式をお使いください。

1. Windows8、Mac、動画をご使用の先生はPC本体をご持参ください 

2. USBでお持ち込みの方は下記の予備環境に従ってください
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1. Windows8、Mac、動画をご使用の先生はPC本体をご持参ください 
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これ以外のリアルタイムプレーヤー、クイックタイムプレーヤーなどの動画ソフトはご利用できません。 

動画を使用する場合、リンク切れにご注意ください。メディアにコピーした後、作成した PC 以外で

の PC で動作確認することにより解決できます。なお、動画ファイルには拡張子を必ずつけてください。 

⑦ 音声について 

PC からの音声再生につきましては一切対応いたしません。 

⑧ メディアの持ち込み形式について 

USB フラッシュメモリーのみの受付とさせていただきます。 

MO ディスク、スマートメディア、SD カード、メモリースティック、コンパクトフラッシュ等のメ

ディアによる受付はいたしませんのでご注意ください。不測の事態に備えて、必ずバックアップデー

タをお持ちいただきますようお願い申し上げます。 

⑨ データ名の統一について 

持ち込まれるメディアには、当日発表されるデータ（完成版）以外のデータを入れないでください。 

また、データのファイル名には、演題番号（半角）に続けて発表者の氏名（漢字）を必ずつけてくだ

さい。 

上記ルールに基づいた PC 接続の標準環境のみをご用意いたします。 

表現される画面の不具合についてはすべて演者の責任となりますのでご注意ください。 

司会の方々へ 
１）セッション開始 30 分前までに必ず進行係（各会場右前方）にお声をおかけください。 

２）各セッションの進行は司会の先生方にお任せいたします。定刻通りの進行をお願いいたします。 

討論・発言について 

１）多くの会員の活発な討論・発言を歓迎いたします。 

２）発言される方はあらかじめフロアマイクの前に待機し、司会者の指示に従って氏名・所属を述べた

うえで簡潔明瞭に行ってください。 

呼び出しについて 

各会場とも緊急時以外の呼び出しはいたしませんのでご了承ください。 

メッセージボードを用意いたしますのでご利用ください。 

 

＜お問い合わせ＞ 
臨床肛門病研究会事務取扱い 

株式会社協同コンベンションサービス 

第５回臨床肛門病研究会学術集会事務局 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 7-7-26 ワコーレ新宿第一ビル 507 号 

TEL：03-5937-4656 FAX：03-5386-6649 

E-mail：rinkoken-office@umin.ac.jp 



プログラム 
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9：00～9：05	 開会の辞

9：05～9：50	 痔核	 司会：松尾　恵五（東葛辻仲病院）

Ⅰ-1	 PPHの術式の再検討と外痔核症例への効果
下呂市立金山病院　外科1、山内ホスピタル　外科2、安江病院　外科3、 
岐阜県総合医療センター　外科4、岐阜大学腫瘍外科5

○須原　貴志1、今井　健晴1、古田　智彦1、若原　正幸2、安江　紀裕3、種田　靖久4、
河合　雅彦4、国枝　克行4、岩田　至徳5、舘　　正仁5、杉山　太郎5、福田　賢也5、
山田　敦子5、高橋　孝夫5、長田　真二5、吉田　和弘5

Ⅰ-2	 初心者でも容易にできる完全閉鎖式結紮切除術の工夫
西新井大腸肛門科1、新越谷肛門胃腸クリニック2

○奥田　哲也1、久保田　至1、大塚　新一1、山本　哲久2

Ⅰ-3	 外痔核先行切除後、内痔核に対してALTAを行う併用療法の検討
津山クリニック1、もりクリニック2、金沢赤十字病院3

○津山　　博1、森　　和弘2、大畠　慶直3、二上　文夫3、西村　元一3

Ⅰ-4	 痔核に対するLE＋ACL＋ALTA併用療法の有用性
四日市社会保険病院　外科　大腸肛門病・IBDセンター
○梅枝　　覚、中山　茂樹、馬場　卓也、松本　好市

Ⅰ-5	 痔核治療に役立つ痔核の血流について
宮本病院外科・肛門外科
○宮本　英典

9：50～10：20	 その他Ⅰ	 司会　中島　久幸（なかしま大腸・肛門外科クリニック）

Ⅱ-1	 肛門痛と肛門小窩炎
増田医院
○増田　和人

Ⅱ-2	 当院における直腸膣瘻症例の検討
社会保険中央総合病院大腸肛門病センター
○仕垣幸太郎、山名　哲郎、助川　晋作、左雨　元樹、日高　　仁、高橋　　聡、

森本　幸治、西尾　梨沙、岡田　大介、古川　聡美、岡本　欣也、佐原力三郎

Ⅱ-3	 粘膜脱症候群（MPS）合併内痔核に対する低侵襲手術
おなかクリニック・おしりセンター1、東京慈恵会医科大学消化管外科2

○羽田　丈紀1、飯田　直子2
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10：20～10：55	 その他Ⅱ	 司会　瀧上　隆夫（チクバ外科・胃腸科・肛門科病院）

Ⅲ-1	 直腸脱に対するガント三輪ティールシュ法における我々の工夫
福井県済生会病院外科
○飯田　善郎

Ⅲ-2	 痔核結紮器の臨床応用
八ヶ崎医院　こすぎ肛門病センター
○小杉　光世

Ⅲ-3	 １、摘便　２、自己撮影
誠心会吉田病院
○笹口　政利

11：00～12：10	 肛門科は必要か否か
　　　　　司会　黒川　彰夫（黒川梅田診療所）  
　　　　　　　　　鮫島　隆志（潤愛会　鮫島病院）
コメンテーター 	稲次　直樹（健生会土庫病院奈良大腸肛門病センター）	

金井　忠男（所沢肛門病院）	
丸田　守人（三恵会服部病院）

　　　特別発言　岩垂　純一（岩垂純一診療所）

Ⅳ-1	 患者の声
誠心会吉田病院
○笹口　政利、小林　康雄

Ⅳ-2	 肛門科は必要か否か？
松田病院　大腸肛門外科
○松田　保秀、田中　荘一、尾田　典隆、長嶋　康雄、相川　佳子、川上　和彦、

中井　勝彦、野中　雅彦、木村　浩三、松田　　聡

Ⅳ-3	 肛門科は必要か否か
日高大腸肛門クリニック
○日高　久光、日高　　仁、佐々木俊治

Ⅳ-4	 肛門科は必要か否か？
くにもと病院肛門外科
○海老澤良昭、安部　達也、鉢呂　芳一、國本　正雄、菱山　豊平
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12：20～13：05　ランチョンセミナー（共催：天藤製薬株式会社）

タイトル：「肛門管とそれを支える構造について」
司会：小杉　光世（八ヶ崎医院こすぎ肛門病センター）
演者：秋田　恵一（�東京医科歯科大学大学院医学総合

研究科　臨床解剖学分野　教授）

13：10～13：30　総会

13：35～14：20	 痔瘻	 司会　宮崎　道彦（道仁病院）	
	 辻　　順行（高野病院）

Ⅴ-1	 肛門周囲膿瘍と痔瘻の治療の流れ
誠心会吉田病院
○笹口　政利、小林　康雄

Ⅴ-2	 前側方痔瘻に対する宮田式括約筋温存術
森外科医院
○森　　俊治

Ⅴ-3	 肛門括約筋固定を付加した開放式痔瘻根治術
くにもと病院肛門外科
○安部　達也、鉢呂　芳一、海老澤良昭、菱山　豊平、國本　正雄

Ⅴ-4	 前側方型痔瘻の一次口に対するALTA使用経験について
いきめ大腸肛門外科内科
○柴田　直哉、柴田みつみ

Ⅴ-5	 痔瘻画像診断（超音波検査とMRI検査の比較）
アルト新橋胃腸肛門クリニック1、辻仲病院柏の葉2

○中島　康雄1、辻仲　康伸2
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14：25～15：55	 痔瘻シンポジウム	 司会　栗原　浩幸（所沢肛門病院）	
	 岡本　欣也（社会保険中央総合病院）

S-1	 坐骨直腸窩膿瘍に対する治療の流れについて
渡辺病院
○小野　芳人、竹田　正範、友澤　　滋、松本　欣也、渡辺　　学、渡辺　英生

S-2	 経肛門的超音波検査を利用した痔瘻の治療
寺田病院　大腸肛門病センター1、アイビー大腸肛門クリニック2、 
東邦大学医療センター大橋病院3

○田中　良明1、寺田　俊明1、葛岡健太郎1、岩本　真帆1、堀　　孝吏1、山田　麻子2、
榎本　俊之3、高林　一彦3、大辻　絢子3、高石　祐子1

S-3	 肛門科医からのクローン病併発痔瘻・肛門周囲膿瘍治療指針の提案
生駒胃腸科肛門科診療所1、奈良大腸肛門病センター2

○増田　　勉1、稲次　直樹2、吉川　周作2、内田　秀樹2、久下　博之2、横谷　倫世2、
山岡健太郎2、下林　孝好2、稲垣　水美2、横尾　貴史2、栗崎　　基2

S-4	 音羽病院における痔瘻治療の流れ
洛和会音羽病院
○加川隆三郎

S-5	 当院における直腸肛門周囲膿瘍に対する切開排膿後の経過について
日高大腸肛門クリニック
○日高　　仁、福永　亮大、佐々木俊治、日高　久光

15：55～　閉会の辞




