
2022年7月22日（金）13:30～18:00
パシフィコ横浜 展示Cホール（第11会場）
アネックスホール F203＋F204（第12会場）



目 次

ご挨拶 … 1
日本消化器外科学会
理事長 北川 雄光（慶應義塾大学医学部外科学 教授）

広報委員会・JESUS実行委員会
委員長 猪股 雅史（大分大学医学部消化器・小児外科学講座 教授）

参加者へのご案内とお願い … 3

タイムスケジュール … 4

ハンズオン紹介 … 5
・腸管吻合
・トレーニングボックス
・トレーニングボックスコンテスト

委員紹介 … 7
・広報委員会
・Under 40委員会
・JESUS実行委員

共催企業 … 10



ご挨拶

日本消化器外科学会
理事長 北川 雄光
（慶應義塾大学医学部外科学 教授）
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新しい時代、新しいJESUSが躍動します

本学会が消化器外科の基本手技、自らの手を動かして患者さんの命に向き合う消化器
外科医の醍醐味、喜びを研修医の皆様に伝える活動として2015年から開始した
Japanese skill education for young gastroenterological Surgeons (JESUS)も新
型コロナウイルス感染拡大のため大変大きな影響を受けました。2020年は中止を余
儀なくされましたが、「コロナに屈することなく若手を育てる」信念のもと、2021
年は猪股雅史実行委員会委員長はじめ全国各エリアの実行委員の皆様、若手支援組織
U-40委員会の皆様のご尽力で、新しい形のJESUSが企画されオンラインで開催いた
しました。本年は、コロナ禍が続く中でも皆様が安全に集うことができるよう第77
回総会とリンクして、感染対策を講じた上で、現地での懇談やハンズオンセミナーを
企画いたしました。JESUSを経て消化器外科に進んだ先輩医師や、若手の活動を自
ら創り出し、活性化するU-40メンバーとの交流は研修医の皆様にとって大きな刺激
になると期待しています。
消化器外科は、外科領域の中でも最も疾患頻度の多い領域であり、第一線の急性期病
院の中心を担っています。医療の現場で患者さんや仲間に頼りにされながら、力を発
揮することは何にも代え難い大きな喜びをもたらしてくれます。高い技術と信頼され
る人間性を身につけて、最前線で外科医として活躍できることは生涯の幸せをもたら
してくれます。消化器外科の未来を担う若者が一人でも多くJESUSから輩出される
ことを祈って私からのメッセージとさせていただきます。



ご挨拶

広報委員会・JESUS実行委員会
委員長 猪股 雅史
（大分大学医学部消化器・小児外科学講座 教授）
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新しいJESUS 2022で消化器外科の魅力を体験しよう！

この度は、全国から新進気鋭の58名の研修医の諸君をお迎えし、心よりうれしく思います。
このJESUSは日本消化器外科学会（北川雄光理事長）が最も力を注いでいる取り組みの一つです。
研修医の皆さんに、「消化器外科の魅力」や「外科医のやりがい」をじっくり知っていただくために
2015年より開催しています。新型コロナの影響で、過去2年間は現地開催が叶いませんでしたが、
今回、学術総会とのジョイントやU-40委員会とのコラボなど種々の創意工夫を凝らし、
3年ぶりの現地開催が実現しました。その新しい「JESUS 2022」の3つの特色をご紹介します。

＜特色1： 基本的手技がじっくり学べるハンズオンプログラム＞
ドライボックスを用いた腹腔鏡下縫合結紮手技や腸管モデルを用いた腸管吻合を
じっくり体験できます。この機会に正しい手技や上手くできるコツをしっかり身に着けてください。

＜特色2： 日本を代表するセミナー講師陣23名＞
日本を代表するエキスパート講師陣および皆さんの兄貴、姉貴分となるU-40委員会の先生方が
皆さんをお待ちしています。
上手にいかない手技や曖昧な知識は，さらには皆さんの将来について、お気軽に相談できます。

＜特色３： 学術総会とのジョイントおよびU-40委員会とのコラボ＞
U-40委員会が中心となって、皆さんのキャリアパスに関する悩みにお応えするコーナーを
企画しています。また午前中は学術総会に参加し、学会発表や機器展示、ランチョンセミナーを
自由に体験できます。

このJESUSが皆さんの将来にとって、かけがえのないすばらしい機会となり、
近い将来、消化器外科の扉を開くことを、講師陣一同、心より楽しみにしています。



参加者へのご案内とお願い

■開催前
✓当日の持ち物
本テキスト，筆記用具，健康保険証

✓当日の服装
暑い時期ですので，ノーネクタイ，カジュアルな動きやすい服装でご参加ください．

✓写真撮影
本学会Webサイトや紙媒体等に掲載するための写真を会場で撮影する場合があります．
映ることを拒否される方はお申し出ください．

✓会場案内・アクセス
パシフィコ横浜 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1
・展示Cホール（第11会場）
・アネックスホールF203＋F204（第12会場）

詳細はこちら（https://www.pacifico.co.jp/visitor/access/tabid/236/Default.aspx）
をご確認ください．

■開催中
✓受け付け
第77回日本消化器外科学会総会【総合受付】にて参加証，受領証をお渡しします．
受け付けにて［JESUS（ジーザス）参加の旨］をお伝えください．
参加証受け取り後は総会会場内を自由にご移動いただけます．
開会式までに展示Cホール（第11会場）にお越しください．

✓感染症対策
新型コロナウイルス感染症対策にご協力をお願いします．
・会場入口での検温にご協力ください
・会場内ではマスクをご着用ください
・こまめな手指消毒にご協力ください（会場にアルコール消毒液をご用意します）
・体調が優れない場合のご参加はお控えください

✓手荷物
13:30～14:30（第11会場） ご自身で管理してください．
15:00～18:00（第12会場） 会場近くに臨時クロークを設置します．

■開催後
✓後日お送りするもの
記念写真，修了証は後日データを所定のサーバにアップロードしますので
各自ダウンロードをお願いします．
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■展示Cホール（第11会場）

13:30～13:45 開会式 司会 JESUS運営事務局

挨拶 日本消化器外科学会理事長 北川 雄光

挨拶 広報委員会・JESUS実行委員会委員長 猪股 雅史

13:45～13:50 事務局から留意事項等の説明

13:50～14:30 Under 40 委員会コラボ企画

司会 Under 40委員会委員長 松田 諭

14:30～14:40 記念写真撮影

↓↓ ↓移動します↓ ↓ ↓

■アネックスホールF203＋F204（第12会場）

15:00～16:00 腸管吻合（グループA）／トレーニングボックス（グループB）

16:00～17:00 腸管吻合（グループB）／トレーニングボックス（グループA）

17:05～17:50 トレーニングボックスコンテスト

司会 実務担当委員 遠藤 裕一

17:50～17:55 表彰式

17:55～18:00 閉会挨拶

広報委員会・JESUS実行委員会委員長 猪股 雅史

※終了後にアンケートのご記入にご協力ください

タイムスケジュール
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腸管吻合

Albert-Lembert法※にて豚小腸を2人1組になり吻合します．
最後にスポイトで水を入れ，きちんと吻合ができているかを確認します．

※事前に手技の動画をメールにてご案内いたします

ハンズオン紹介

5

1 2 3
4

5 6 7
8

9 10 11
12

13 14 15
16

17 18 19
20

21 22 23
24

委員① 委員② 委員③

委員④ 委員⑤

委員⑦

委員⑧ 29

25 26 27
28

委員⑥

テーブルレイアウト（第12会場）ステージ



ハンズオン紹介
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トレーニングボックス

1人1台でラパロスーチャリングの手技を学びます．
委員がデモを実施しその様子を会場のスクリーンに映します．

トレーニングボックスコンテスト

どれだけ速く正確に手技を完遂できるか，タイムを競います．
練習の成果を存分に発揮してください．

優勝者には豪華賞品をご用意していますのでお楽しみに！
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テーブルレイアウト（第12会場）
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委員紹介

委員長 猪股 雅史
大分大学医学部消化器・小児外科学講座

植村 守 ◆⑨
大阪大学消化器外科

五井 孝憲 ◎
福井大学 第一外科

（消化器外科学・乳腺内分泌外科学・
小児外科学講座）

瀧口 修司
名古屋市立大学消化器外科

多田 和裕 ◆⑩
大分赤十字病院 外科

野原 京子 ◎①
国立国際医療研究センター 外科

又木 雄弘 ◎②
鹿児島大学 消化器・乳腺甲状腺外科

丸橋 繁 ◆
福島県立医科大学 肝胆膵・移植外科

吉川 幸造 ◆⑪
徳島大学 消化器外科

渡邉 純 ◆⑫
横浜市立大学附属市民総合医療センター

消化器病センター外科

腸管吻合担当：◎
責任者 五井 孝憲

トレーニングボックス担当：◆
責任者 丸橋 繁

広報委員会
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委員紹介

担当理事 調 憲
群馬大学大学院 医学系研究科
総合外科学講座 肝胆膵外科学分野

委員長 松田 諭 ◎③
慶應義塾大学医学部

外科学（一般・消化器）

阪田 麻裕 ◆⑬
浜松医科大学 外科学第二講座

長瀬 勇人 ◆⑭
弘前大学消化器外科学講座

鍋屋 まり ◆⑮
山口大学 消化器腫瘍外科

深田 真宏 ◆⑯
岐阜大学医学部医学科

消化器外科・乳腺外科・小児外科

松島 肇 ◎④
長崎大学病院 移植・消化器外科

腸管吻合担当：◎

トレーニングボックス担当：◆

Under 40委員会
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委員紹介

石川 喜也 ◎⑤
東京医科歯科大学肝胆膵外科

遠藤 裕一
大分大学医学部附属病院肝胆膵外科

佐藤 健太郎 ◎⑥
市立函館病院 消化器外科

園田 智洋 ◎⑦
鹿児島大学病院 消化器乳腺・甲状腺外科

二宮 繁生
大分大学消化器・小児外科学講座

岳藤 良真 ◎⑧
南海医療センター 外科

腸管吻合担当：◎

トレーニングボックス担当：◆

JESUS実行委員
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【お問い合わせ】

〒108-0073
東京都港区三田三丁目1番17号 アクシオール三田6階

Email：jesus2022@jsgs.or.jp
Tel：03-5427-5500

一般社団法人 日本消化器外科学会
JESUS運営事務局（内田）


