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Welcome Message
48th World Congress of Surgery (WCS)

2019 11-15 August 2019 Krakow， Poland

の

Krakow， Poland

President ISS/SIC & Congress President
Andrew G. Hill，
Auckland， New Zealand

Dear ] apanese Colleagues
Recently 1 had the privilege of flying over the ]apanese Alps and seeing
M ount Fuji in出e distance standing proudly by itself and covered in snow.
Before landing in Tokyo 1 was able to view the ordered farms and gardens
on the outskirts of one of the world' s great cities. What a contrast to the
amazing Tokyo. 1 am continually amazed at what has been achieved in
]apan and the activity going on there. 1 was first introduced to it when
1 attended the World Congress of Surgery ( International Surgical Week
then) in Yokohama. Coming from New Zealand. my home， 1 was struck by
the sheer numbers of people， the order of society， and 1 was impressed by
the surgical advances presented by my ]apanese colleagues. Thus. 1 am
honoured to write to you in my role as the President of the 1nternational
Society of Surgery.
1 recently visited Krakow to see the city and the venue for the World
Congress of Surgery next year. This is going to be a fantastic meeting. The
city is a great place to visit and the conference venue is world c1ass and
nice and compact meaning that this will be a g1'eat place for renewing of
friendships and the making of new ones.
A t our Executive Committee meeting in Zurich earlier this year we
focussed on growing our membership. the programme for the upcoming
World Congress. and Global Surgery and how we might be involved. It
is my hope that we can grow as a Society and grow in our usefulness for
Surgeons throughout the world. We are uniquely positioned to do this
as we have members in ove1' 100 countries and have a strong reputation
amongst surgeons worldwide. As part o[ this vision 1 have travelled to the
US. Switzerland， Poland， South Korea. Sri Lanka. Fiji， and will be travelling
to Africa later in the year to discuss with surgeons how we might work
together to across the world to advance surgery and seek to provide
surgery for alL
1 am often asked by people why they should join the Society. There are a
few obvious benefits to individuals such as the ]ournal， cheaper rales for
the Congress and the enjoyment of international networking opportunities
offered nowhere else. But the real benefits are about being involved in the
broader area of being a Global Surgical Citizen. something much bigger
than ourselves. the opportunity to help others and to use our Surgical
knowledge and experience to develop surgery throughout the world，
fulfilling the mission of the 1SS to further the surgery worldwide. 1t is vital
出at all surgeons who see this is important to join us and to get involved.
Without you we wiU not be able to fulfil our mission and in reality it is only
this society that is genuinely able to influence the direction of surgery at
the highest levels due to our broad global membership and commitment. 1n
this light it is our plan to further develop our advocacy role at the highest
levels and also to work towards helping surgeons throughout the world
especially through education in the 'art and science of surgery'.
So what can you do to help the Society fulfil our mission of furthering the
art and science of surgery worldwide?
M ake plans to come to the World Congress of Surgery in Krakow next
year. We aim to have our biggest and best Congress ever. The Polish
surgeons have cancelled their own meeting and are combing with us and
their involvement will add a great deal both in terms of numbers but also in
their breadth of experience and history.
The 1SS is open for business. We are inte1'ested in contributing to Surgical
meetings/congresses. postgraduate symposia or workshops 01' to contribute
to skills courses. The 1SS doesn' t want to tell you how we will contribute.

We want you to tell us how we can help. We have many members from top
institutions around the world who are keen to help in these sorts o[ ways.
Talk to your National Delegate about how you can be involved with the
]apanese chapter.
Contribute to our ]ournal. the World ]ournal of Surgery. The ]ournal has a
history of publishing articles from all over the world.
Consider joining one of our 1ntegrated societies. A SAP. for example.
is especially designed for those with an interest in Global Surgery and
A naesthesia. We have specialised societies also with interests in Endocrine，
Breast， G1 Surge1'Y， Trauma and Nutrition and M etabolism. They all
welcome new members and are cheap to join.
Talk to your National Delegate and seek to be nominated to our・Travellers
Programme' for younger surgeons to be funded to the World Congress next
year in Krakow. Talk to your friends and get them to join.
Follow us on Facebook and Twitter and contribute to the conversation.
The 1SS/S1C is the world' s oldest and most prestigious international
surgical association. It is a privilege to be a part of and 1 look forward to
many more of you stepping up to be involved and don' t forget to register
for the World Congress in Krakow which promises to be the best and
biggest ever.
Andrew Hill
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欧米のメンバーとのやり取りの中で、日本は経済的に豊かなのだから、 個人

第48回WCS in Krakowを
迎えるにあたって

ことを実感しました。 本邦における消化器外科医の減少や大学財政の悪化な
ど日本の現状を説明し、 ISS/SIC全体として基金を準備すべきこと、 何より
ISDSが若手消化器外科医にとって、もっと魅力ある学会になる必要があるな

浜松医科大学学長

どと私も遠慮のない見解を述べています。

President of ISOS

今野

及び施設として途上国の支援を積極的に担うべきだという見方が根強くある

とはいえ、 ISDSのセッションも先進国に特化したテーマだけではなく、発

弘之

展途上国の現状に即したテーマを設定したり、 若手外科医の教育を目的とし
た奨学金制度等を設けることなどは私も賛成ですし、 ISDS ]apanとしても、

来年8月、 ポーランドの古都Kr叫wwで開催される WCS201 9 は、 ISDSが

世界をリードする消化器外科医療を提示すると共に、 どのように低・中所得

設立されて丁度50年目となる節目の学会となります。 さて、 昨年支部ニュー

国の消化器外科医療の発展に貢献するかという視点も大切だと，思っています。

スでもご挨拶申し上げましたが、 パーゼルで開催された WCS
201 7におい

現在、 President Electの Fichera教授を中心としてプログラム案が詰められ

て、 アルゼンチンのFerreres教授の後任として会長に指名されました。 ま

ています。 日本人の modulator. presenterの増加を要請していますが、 WCS

ず行ったことは S. Law教授、 D. Hahnloserに加え、 馬場秀夫教授にVice

における各学会のセッション数は限定されており、Fichera教授も調整に苦慮

presidentにご就任頂き、Councilor ( 1 0名 ) として回遊稔教授に加わって頂き、

している様です。 いずれ

Consultant 5人を含めた ISDS Executive Committee memberは北島先生、

にしても、 来年も ISDS

河野先生を含めて25名中日本人が 5人となりました。 また、 前回の日本支部

のセッション、 共同開催

会議でご承認頂きましたが、 ISDS ]apanを設立することになりました。 なか

のセッション、 北島1'l:、

なか思い通りにいかないのが、 会員増です。 ISDSにおける日本のプレゼンス

Grassi 1'l:と多彩な企画に

を碓固たるものにするためにも、 引き続き教室の先生方に入会を勧めて頂け

なっており、 さらに若い

れば幸いです。

先生方には oral session

さて、 前回もご紹介しましたが、 現ISS/SIC 会長の A ndrew Hill教授から、

などで経験を和むいい機

低・中所得国の外科医療の発展に ISS/SICとして積極的に支援すべきとの提

会ですので、 振るってご

案が為されました。 その一環として最・近、 南米の外科学会に参加し、 彼らの

参加いただきます様、 宜

教育に貢献できないかという要請がISDSにありましたが、 問題は資金です。

しくお願い致します。

パベル城 クラクフ歴史地区(世界遺産)

Week ISW201 1 からと、 かなり奥手のスタートとなりました。 その後、2013
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万国外科学会の思い出

年ヘルシンキにはスタッフ2名と参加し、 帰りにロシアのサンクトペトログ
Jレプまで小旅行してエルミタージュ美術館に感激しましたが、その後は ACS

座
講

学

学慢

収
医 主 制J
会科 1

やInternational Liver Cancer Association I
( LCA) などの雑事』こー追われ、ま
た時期的に法事と重なることが多く、 特に2017年のパーゼルに関しては座長
のお誘いまでいただいたにもかかわらず、 失礼し、たしております。
次回の2019年8月 1 1- 1 5日のポーランドのクラクフには必ず参加すべく、
すでに家内と二人分の航空券を購入して万全を則しています。
国際学会、 特に米国以外での学会は学術活動はもちろんのこと、 ついでに

私はキャリア形成の過程で米国との縁が深いこともあってか、万国外科学

各地の食べ物プチ観光などソーシャルなインパクトが大きく、 家内が希望す

会との最初の接点は、 比較的新しく、 2005年になります。 圏内の学会場で、

ればできるだけ連れて行くようにしており、 また医局1�にもその面も含めて

現在日本支部長を務めておられる大分大学の北野正剛先生から「矢永君も入

積極的な参加を推奨しています。

りなさい」と入会のお誘いをいただき、 2006年 1 月に入会したことに端を発
します。

今後の万国外科学会、 そして日本支部の今後の益々のご発展を祈念いたし
ます。

その後、 同年 11 月の広島での臨床外科学会の際の日本支部総会 ( 北島政
樹会長、 翌2007年から北川雄光会長 ) への参加にはじまり、以降毎年2回
の例会にはほぼ毎回出席していますが、実際の万国外科学会での活動として
は、20061.1::: 11月に、 現在は本学会の関連学会となったISDS I
( nternational
Society of Digestive Surgery) がローマで開催された|際、 座長の任と医局
貝の発表のため、 慈恵医大のス タッフ4人と共に参加したことにはじまり
ます。 その後は米国の A merican ColJege of Surgeons ( ACS) や Academic
Surgical Congress ( A SC)、 そ し て International Association of Surgeons.
Gastroenterologists and Oncologists ( IA SGO) などに附わっており、 2007年
のモントリオールと2009年のアデレードには参加できず、実際の本学会へ
の参加は201 1 年に横浜で渡辺昌彦会長が開催された、 International Surgical

NIGI NIGI
にぎにぎ微調整。

GST・カートリッジを60nmと45聞でラインアップ

GST・.
ISW 2013のHelsinki Nightにて、 American College of Surgeonsの
Brent Eastman会長(当時)と共に(2013年8月26日)
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女性の悪性腫協の第1位であり、年間 1 0万人近い女性が治療を受け、生涯擢

2019年WCSでのBSI総会の
準備状況

患率は 12人にl人と推 計されています。 若年の定義は様々ですが、 遺伝性乳
癌卵巣癌症候群(hereditary breast and ovarian cancer. HBOC)を含め若年
性乳描の診療は重要な課題です。
さ て、 企 画 側 と し て 初 め て の 参 加 で すが、まず総会に先立つ日曜の

杏林大学医学部付属病院
乳腺外科

井本

educational course iinnovational surgical procedureJで講師を担当させてい

滋

ただきます。 ラジオ波焼灼治療、 凍結治療、 磁性体・蛍光色素によるセンチ
ネルリンパ節生検、 reverse mapping、 radio- guided occult lesion localization
( ROL L)など、国内外で試みられている主に低侵製治療に関する手技につい

昨年8月のスイスのBaselで開催されましたBreast Surgery International

て講義を行います。 若年性乳癌は悪性度の高いサブタイプが多く、HBOC関

(BSI)総会にて councilorに推 挙されました。 推 薦いただきました昭和大学

連のBRCAl/BRCA2変異陽性の乳癌患者も含まれます。 従って、術 前薬物
療法、患側乳房の切除と再建、 健側乳房の予防的切除、予防的卵巣卵管切除、

医学部教授 中村清吾先生始め、関係各位に厚く御礼申し上げます。
BSI総 会 は A SCO、 SABCS、 EBCCな ど 乳 癌 全般、 特に薬物療法が中

BRCA 検査とスクリーニングなどのセッションが企画されます。 若年性乳癌

心に討議される学会と異なり、外科療法を中心に symposium、 workshop、

の治療における consensus sessionに ついても現在検討中です。 さらに、日本

debate session、 oral session、 poster sessionで構成 さ れ て い ま す。 し か

ではまだ馴染みの少ない oncoplastic surgeryの educational courseも予定さ

しpresidentがマレーシアの Cheng- Har Yip先生からエジプトの Omar Z.

れています。 日本支部会員の皆様におかれましては、ご施設で乳癌を担当さ

Youssef先生に代わり、2019年ポーランドのKrakowでのBSI総会のテーマ

れます先生、とりわけ若手医師に演題応募と WCS参加を勧めていただけます

は若年性乳痛の診断と治療に決まりました。 ご存知のように、乳癌は日本人

と幸いです。 次回BSI総会が盛会となりますよう鋭意準備を進めて参ります。

の出席率は非常に高く、また参加者の会場滞在率が高い熱心なグループ

第45回万国外科学会(lSS/SIC)日本支部総会議事録
2018年4月7日(土曜日)午前7:15�8:00
於:東京国際フォーラム ガラス棟4階会議室 G402
出席者.伊藤康弘、 猪股雅史、
岡本高宏、 掛地吉弘、
菊池寛利、 北川雄光、
小寺泰弘、 島田英昭、
西田俊閉、 野村幸世、
比企直樹、 福島亮治、
前田耕太郎、 溝端康光、
守瀬善一、 矢永勝彦

井本 滋、
片井 均、
北川博昭、
鈴木真一、
馬場秀夫、
藤田 尚、
宮内 昭、

海野倫明、
加納宣康、
北島政樹、
田遁 稔、
原口義座、
藤村 隆、
宮崎 勝、

である。
IATSIC溝端康光先生 . 今年の6月18日�20日 に か け て神戸の

J

遠藤 格、
金子弘真、
北野正剛、
中村清吾、
東日高志、
堀口明彦、
村尾佳則、

M EDDECにて、 麻酔集中治 療領域の先生方にもご参加頂き、 DSTC/
DA TCコースとして開催予定。 外科医を 12名、 麻酔集中治療領域の先
生を 6名、 計 18名の参加となる。 南アフリカからKenne出Bo任ard先生、
IA TSIC プレジデントの Elmin Steyn先生を招聴し、 DATCとしては日
本で初めての開催。2019年の WCSに関しては、 来日される Steyn先生
と相談し日本からの演題・ セッション 等を企画できればと考えている。
8.

機関誌(WJS)について

片井

(敬称略、 五十音I1慎、計37名)

(事務局:奥田京子 猪瀬純子)

均先生:論文投稿数の変遊を見ると2005年には約 700であったも

のが2017年には約 1800となり、かなり増えてきている。目各国からどれ

1.

開会の挨拶 北野正剛日本支部長

くらいの論文が投稿されているかというと、北米の雑誌なので、米国が多

2.

前回議事録の確認 ( 日本支部ニュースの通り)

く、日本、中国と 次いでいる。 その中で採択されたものは、やはり米国

3.

支部活動報告

( 日本支部ニュースの通り)

が多い。 日本からは肝胆勝外科領域に関する良い投稿が多く、採択率も

4.

決算・予算案

( 日本支部ニュースの通り)

高い。 新しい術式を開発した 等の論文はまさしく 世界に広げて頂きたい

5.

ISS/SIC理事会報告

ものと考えられている。 どれぐらいの人が W]Sのサイトにアクセスし論

北野日本支部長:先般3月にチューリッヒにて開催。 日本の活動が評価

文 等を見ているかというと、全体の30%がアジア、 次いで北米の29%、

されているので、講演や司会など積極的に参加して欲しいとの意見在り。

欧州の25%となっている。 日本からのアクセス数は全体の4%、米国は

展示のみのポスターも 引き続き使用していく。

26%。 このような実態からも米国からの論文採択率がJ.::;v、事に影響を与

6. World Congress of Surgery (WCS) 2019クラクフについて

えていると考えている。

北野日本支部長:2019年8月 1 1 日�5日間、ポーランドのクラクフにて。

9.

7.

次回支部総会日程について

次回の総会は恒例どおり日本臨床外科学会最終日早朝を予定している。

特別プログラムを開催するにあたり日本から講演者を推服したい。

以上(文武

Collective Member Societiesについて

和田則仁)

ISDS菊池寛利先生: 様々な先生か らご尽力を頂き、
WCS2019の ISDSプログラムを作成し、2018年3月1 7
日の ISS/ SIC Executive Committee M eetingで承認され
た。8月1 4 日にはトレーニングコースを開催する為、モ
デレーターとスピーカーをフィックス予定。 日本人のリ

視認性と吸収性が求められる術後創へ

ロイコメドC

フィルムドレッシンク

ストを現地に送付し、ほぽ了承を得ている。
IASMEN東口高志先生:コ ラボレーションのセッショ

ハイドロゲルパッドが
視認性と吸水性を提供

ンを一致団結して行う事がキーポイントとなる。 アジア
静脈経脇学会が今年はIASM ENとコラボレーションし

-創の観察を容易にする視認性

セッションを設けるとのこと。 アジアに裾野を広げ、 出

・湿潤環境を維持するための適度芯吸水性

来るだけ多くメンバーを集めてクラクフに行きたい。
BSI井本

・固定性と飢への優しさ

滋先生:現在のプレジデント はエジプトのカ

イロの Youseff先生だが、フェイスブックを立ち上げ交
流をはかつていきたいとのこと。 実際のプログレスに つ
いては、これからなので未だ進捗はなし。
IAES宮内

昭先生: 昨 年、 パーゼ ル 学 会 に お い て

President- Electに任命され、3年後に開催されるクラク
フの 次のクアラルンプールでの学会においてプレジデン
トを務めさせて頂くことになった。 規模は小さいが会貝

BSN二ニコ

THERAPIES. HAND IN HAND.
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World Congress of Surgery (WCS) 2019
2019年8月11 -1 5日 Krakow， Poland

ISSjSIC日本支部よりWCS2019のご案内
2019年8月11日(日)- 15日(木)の5日間、ポーランドのクラクフにおきまして、World
Congress of Surgery (旧1nternational SurgicalWeek) WCS2019が開催されます。

主な日程

日本の皆様の多数のご参加を心よりお待ち申し上げます。

8月11 B(日) 17:00

学術集会 8月12日�15日
オープニングセレモニー ・レセプション

8月12日(月) 19:00 Krakow Night (全体懇親会)
~クラクフは~

8月13日(火) 1SDS， 1AES， 1ATS1C， BS1， ASAP， 1ASMEN各学会夕食会

かつてのポーランド王国

?

8月14日(水) 12:15 1SS/SIC総会

の首都

演題登録締め切り 2019年1月24日(木)

中世の街並みが残る

Yokohama Award

美しい文化都市

5名程度

世界遺産にち霊堂録

Award一人当たり10万円

1SS/SIC日本支部は、 日本からの若手外科医のWCSの参加を支援しています。
応募条件は、 応募時点に40歳以下の日本人外科医で、 ①WCS2019クラクフに

学術、 研究、 経済の中心
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であり、 アクセスがよい

Oralの演題を提出、 かつ②1SS/S1C日本支部会員からの推薦があること、 です。

.

詳細は日本支部のウエブサイトを参照ください

hはp://www.wss寸p.org/

"

漢方医学と西洋医学の融合により
世界で類のない最高の医療提供に貢献します

プロトンポンプ・インヒビター
エソメプラゾールマグネシウム水和物カプセル・懸濁凋頼粒

プゼル10m山mg
懸濁用頼粒分包10mg/20mg
ネキシウla力
|

|

薬価基準収載

処方筆医薬品法}

注)注 意ー医師等の処方築により使用すること

守言立施ラ

効能・効果、 用法・用量、 効能・効果に関連する使用上の注意、
禁忌を含も怪1用上の注意等にっし、ては添付文書をご参照ください。

http://www.tsumura.co.jp/
.お問い合せは、お客様相談窓口まで。
[医療関係者の皆機]Te1.0120・329・970 [患者様・ー鍛のお客様]TeI.0120-329-930
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PVCAz20-K⑧

製造販売元{資料訓:R先}

アストラゼネ力練式会柱
大阪市北区大深町3雷1号

E百日3SLIPZjj」Ee刀υシ・
2018年6月作成
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(2017年B月創作)

販売元{資料E南京先)

三共株式会社
ι斗)O 第一
東京都 中 央 区 日'"惜 本町3-5-1
�

官

AVASTIN'

手足』
血類分菌製剤{遜状・服用人免疫グロプリン製剤)

画霊園

献血ヴエノグロブリプIH10%静注

「効能・効果j、「効能・効果に関連する使用上の注意」、
「用法・用量j、「用法・用量に関連する使用上の注意」、
「醤告・禁忌を含む使用上の注意j等については、
添付文容をと参照ください。

0.5g/ 5mL.2.5g/25mL.5g/50mL.1 Og/l 00mL.20g/200mL

Ven。哩lobutin叫H 10% I.V. 0.5g/5mL. 2.5gI25mL.5g/50叩L.10g/100mL.20唱1200mL

医�(生物学的製剤基準ポリ工チレンタJコール処理人免疫グロヲJン)

亙霊雪量豆璽��童画困注}注意ー医師轄の処方劃こよリ使用すること

※効能・効果、用法・用量、禁忌を含む使用上の注意等に
ついては、添付文書をご参照ください。
111遭蔵l\!元

Jß面盟議製剤機構
[資料情求先]

VG(B7回。18隼7月作成

日本血滋製剤機構くすり梱桜室 〒105-6107東京都港区浜干阻J2-4・1
軍疲聞係者向け製晶情報廿イト

h世p://www.jbpo.or.jp/med/dil

軍亙亘亙量目

�"f1J'鏡25mg
UZEL.tablet 25mg ホリナートカルシウム錠
品工業林式会社
型空塑き
直 漏 ど-、
'\..141"'1 大鵬薬
干101-8444東京都千代田区神田錦町日7
康
田川 相

、..J

TEL.0120-20-4527
FAX.03必93剖51
世 s:llw
p

ww.taiho.co.jp/

2018�李9月作成

