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座長・コメンテーター 一覧

第 1 会場（３F　中岳）

肝臓１
9:00 ～ 9:56

座長 林　 　洋光 済生会熊本病院　外科　

迫田 　雅彦 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科

コメンテーター 吉住 　朋晴 九州大学　消化器・総合外科

肝臓２
10:00 ～ 11:56

座長 岩下 　幸雄 大分大学　消化器・小児外科

日高 　匡章 長崎大学　移植・消化器外科

コメンテーター 別府 　　透 山鹿市民医療センター　外科

胃
15:40 ～ 16:36

座長 衛藤 　　剛 大分大学　消化器・小児外科

上之園 芳一 鹿児島大学　分子応用外科学

コメンテーター 坂口 　善久 九州医療センター　消化管外科

胃・食道
16:40 ～ 17:36

座長 日高　 秀樹 県立宮崎病院　外科

武野 　慎祐 宮崎大学　外科学講座

コメンテーター 森田 　　勝 九州がんセンター　消化管外科

第 2 会場（３F　烏帽子）

第54回九州外科学会
5 月 26 日 金　第 1 日目

肺・気管支
14:00 ～ 14:48

座長 宮脇 美千代 大分大学　呼吸器・乳腺外科

山口 　正史 九州がんセンター　呼吸器腫瘍科

コメンテーター 岡本 　龍郎 大分大学　呼吸器・乳腺外科

救急１
15:45 ～ 16:41

座長 辛島　 龍一 熊本大学　救急・総合診療部　

杉山 　雅彦 九州大学　消化器・総合外科　

コメンテーター 尾崎　 宣之 人吉医療センター　外科

救急２
16:45 ～ 17:41

座長 緒方　 健一 済生会熊本病院　外科

猪熊 　孝実 長崎大学　救命救急センター

コメンテーター 梶山 　　潔 麻生飯塚病院　外科
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第 3 会場（３F　杵島岳）

胆道良性・脾臓
13:45 ～ 14:41

座長 赤星 朋比古 九州大学　先端医療医学

平下 禎二郎 大分大学　消化器・小児外科

コメンテーター 山内 　　靖 福岡大学　消化器外科　

胆道癌
14:45 ～ 15:33

座長 足立 　智彦 長崎大学　移植・消化器外科

安永　 昌史 久留米大学　外科

コメンテーター 前村 　公成 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科

第 4 会場（2F　有明）

結腸癌
16:00 ～ 16:56

座長 村野　 武志 玉名地域保健医療センター　

赤木 　智徳 大分大学　消化器・小児外科

コメンテーター 衣笠 　哲史 久留米大学　外科　

直腸・肛門
17:00 ～ 18:04

座長 日吉　 幸晴 熊本大学　消化器外科　

真鍋 　達也 佐賀大学　一般・消化器外科　消化器外科　

コメンテーター 福永　 光子 大腸肛門病センター高野病院

第54回九州外科学会
5 月 27 日 土　第 2 日目

第 1 会場（３F　中岳）

NEC
9:00 ～ 9:56

座長 橋本　 大輔 熊本大学　消化器外科

陶山　 浩一 熊本大学　 外来化学療法センター　

コメンテーター 又木 　雄弘 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科

結腸癌・直腸癌
10:00 ～ 10:56

座長 佐伯 　泰愼 大腸肛門病センター高野病院

野中 　　隆 長崎大学　腫瘍外科

コメンテーター 倉本　 正文 人吉医療センター　外科

結腸・その他・ヘルニア
11:00 ～ 11:50

座長 池田 　拓人 宮崎大学　外科学講座　消化管・内分泌・小児外科学分野

宮本 　裕士 熊本大学　消化器外科

コメンテーター 佐村 　博範 浦添総合病院　 消化器外科 下部消化管外科

食道良性・縦隔
13:00 ～ 13:48

座長 下地 　英明 琉球大学　第一外科　

木村 　和恵 麻生飯塚病院　外科

コメンテーター 定永　 倫明 済生会福岡総合病院　外科
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第 2 会場（3F　烏帽子）

心臓・大血管
9:00 ～ 9:48

座長 松本 　和久 鹿児島大学　心臓血管外科

和田 　朋之 大分大学　心臓血管外科

コメンテーター 内田 　孝之 麻生飯塚病院　心臓血管外科

末梢血管
11:00 ～ 11:24

座長 岡本 　　健 熊本大学　心臓血管外科

虫垂
13:00 ～ 13:56

座長 三宅　 修輔 佐賀大学　一般・消化器外科　

鳥越 　貴行 産業医科大学　第一外科　

コメンテーター 堀野 　　敬 熊本総合病院　

第 3 会場（３F　杵島岳）

膵臓
9:00 ～ 9:56

座長 蔵原 　　弘 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科

大塚 　隆生 九州大学　臨床・腫瘍外科

コメンテーター 髙森 　啓史 済生会熊本病院　外科

後腹膜・その他
13:00 ～ 13:56

座長 石川 　博人 久留米大学　外科

水元 　孝郎 熊本医療センター　外科　

コメンテーター 那須 　二郎 熊本中央病院　外科

第 3 会場（３F　杵島岳）

第54回九州小児外科学会
5 月 26 日 金　第 1 日目

移植・小児悪性腫瘍
9:00 ～ 9:56

座長 曽山　 明彦 長崎大学　移植・消化器外科

林田 信太郎 熊本大学　小児外科・移植外科

コメンテーター 木下 　義晶 九州大学　小児外科

小児消化管・感染
10:00 ～ 10:56

座長 橋詰　 直樹 久留米大学　 小児外科

中目 　和彦 鹿児島大学　小児外科

コメンテーター 靏 　　知光 聖マリア病院　臨床・教育研究本部　

小児胸部、新生児
13:00 ～ 13:40

座長 甲斐　 裕樹 九州医療センター　小児外科　

朝川　 貴博 聖マリア病院　小児外科

コメンテーター 加治 　　建 鹿児島大学　小児外科
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第 4 会場（2F　有明）

第53回九州内分泌外科学会
5 月 26 日 金　第 1 日目

乳腺１
9:00 ～ 9:56

座長 宮国 　孝男 那覇市立病院　外科 　

竹中 　美貴 九州医療センター　乳腺外科

コメンテーター 徳永 えり子 九州がんセンター　乳腺科

乳腺２
10:00 ～ 10:56

座長 唐 　　宇飛 久留米大学　 外科学

西村 　卓祐 人吉医療センター　乳腺・甲状腺外科

コメンテーター 甲斐　 昌也 九州大学　臨床・腫瘍外科

乳腺・甲状腺
13:00 ～ 13:56

座長 川添 　　輝 熊本赤十字病院　乳腺内分泌外科　

河野 　文彰 宮崎大学　外科学講座

コメンテーター 前田 　茂人 長崎医療センター　外科

第 1 会場（3F　中岳）

ビデオセッション
5 月 26 日 金　第 1 日目

上部胆膵
14:00 ～ 14:48

座長 佐伯 　浩司 九州大学　外科分子治療学

森 　　直樹 久留米大学　外科　

コメンテーター 太田 　正之 大分大学　消化器・小児外科

下部ほか
14:50 ～ 15:38

座長 藤田 　文彦 久留米大学　外科学講座

外山 栄一郎 天草地域医療センター　外科

コメンテーター 柳　　 政行 鹿児島市立病院　消化器外科　
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第 2 会場（3F　烏帽子）

研修医セッション
5 月 26 日 金　第 1 日目

食道・胃
9:00 ～ 9:48

座長 江頭　 明典 別府医療センター消化器外科

安藤　 幸滋 九州大学　消化器・総合外科

コメンテーター 奥村 　　浩 鹿児島厚生連病院　外科　

胃・小腸・大腸
9:55 ～ 10:43

座長 柴尾 　和徳 産業医科大学　第一外科　

池田　　 貯 佐賀県医療センター好生館　消化器外科

コメンテーター 宮成　 信友 熊本医療センター　外科

後腹膜・その他
10:50 ～ 11:46

座長 當寺ヶ盛 学 大分大学　消化器・小児外科

小倉 　康裕 福岡赤十字病院　外科　

コメンテーター 髙見 　裕子 九州医療センター　肝胆膵外科

肺・気管支
1500 ～ 15:40

座長 土谷　 智史 長崎大学　腫瘍外科

光岡 　正浩 久留米大学　外科

コメンテーター 竹之山 光広 九州がんセンター　呼吸器腫瘍科

第 4 会場（2F　有明）

第 3 会場（3F　杵島岳）

乳腺・甲状腺
14:00 ～ 14:48

座長 喜島 　祐子 鹿児島大学　消化器・乳腺甲状腺外科

久芳 さやか 長崎大学　移植・消化器外科

コメンテーター 指宿 　睦子 熊本大学　乳癌分子標的治療学講座

研修医セッション
5 月 27 日 土　第 2 日目

肝胆膵
10:00 ～ 10:56

座長 高槻 光寿 長崎大学　移植・消化器外科

辻田 英司 福岡東医療センター　肝胆膵外科　

コメンテーター 藤岡 ひかる 長崎医療センター　外科

急性腹症
11:00 ～ 11:48

座長 田中 聡也 佐賀県医療センター好生館　消化器外科

金城 達也 琉球大学　第一外科　

コメンテーター 平田 稔彦 熊本赤十字病院　外科


