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佐藤 英章 : 病理組織から見たcolitic cancerの初期病変. 胃と腸. 49 (10) : 1407-1422, 2014. 
23. 松井 敏幸, 山崎 一朋, 久部 高司, 青見 賢明, 諸隈 強, 矢野 豊, 高木 靖寛, 平井 郁仁, 岩下 明徳, 岩男 泰, 松本 主之, 大井 秀久, 

安藤 朗, 江崎 幹宏, 青柳 邦彦, 杉田 昭, 仲瀬 裕志, 藤谷 幹浩, 田中 信治, 清水 誠治, 国崎 玲子, 飯塚 文瑛, 春間 賢 : 潰瘍性大
腸炎に伴うcolitic cancertの発育進展. 胃と腸, 49 (10) : 1517-1532, 2014. 

 
＜藤沢市民病院＞ 
1. 土屋 伸広, 山岸 茂, 石部 敦士, 松尾 憲一, 簾田 康一郎, 仲野 明 : 上行結腸癌術後、大動脈周囲リンパ節転移再発に対しUFT/LVを

用いてCRを得た1例. 癌と化学療法, 41 (2) : 261-263, 2014. 
2. 和田 朋子, 山岸 茂, 樅山 将士, 原田 真吾, 佐藤 渉, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸憩室炎緊急手術症例における術後合併症のリスク因

子の検討. 日本大腸肛門病学会雑誌, 67 (3) : 145-150, 2014. 
3. 開田 脩平, 山岸 茂, 石部 敦士, 松尾 憲一, 三邉 大介, 仲野 明 : 腹腔鏡補助下横行結腸部分切除後に、門脈血流障害を合併した内ヘ

ルニアの1例. 横浜医学, 65 (1･2) : 29-33, 2014. 
4. 村田 希吉, 大友 康裕, 山崎 繁, 小泉 雅典, 瀧口 典聡, 丸山 尚嗣, 磯部 陽, 長島 敦, 仲野 明 : Acute Care Surgeonは救命救急セ

ンターと外科専門医指定施設のローテーションを育成する. 日本腹部救急医学会雑誌, 34 (5) : 969-974, 2014. 
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<横須賀市立市民病院＞ 
1. 亀田 久仁郎, 久保 章, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 藤井 一博, 宮本 洋, 竹川 義則 : 心臓転移を認めたＳ状結腸内分泌細胞癌の１例. 日
本臨床外科学会誌, 75 (9) : 2504-2507, 2014. 

2. 清水 康博, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 藤井 一博, 久保 章, 竹川 義則 : 術前放射線療法を行い根治切除したPaget現象を呈する肛門
管癌の1例. 日本臨床外科学会誌, 75 (1) : 169-174, 2014. 

3. 藤井 一博, 長嶺 弘太郎 : 胃全摘術後の輸入脚絞やく性イレウスに伴う輸入脚閉塞症により十二指腸穿孔を来した１例. 日本腹部救急
医学会雑誌, 34 (4) : 849-853,  2014. 

4. 藤井 一博, 亀田 久仁郎, 森 康一, 三宅 益代, 宮本 洋, 久保 章, 竹川 義則 : 結腸間膜内に穿通し膿瘍を形成した横行結腸憩室炎の
１例. 日本臨床外科学会誌, 75 (6) : 1621-1626, 2014. 

5. 藤井 一博, 亀田 久仁郎, 森 康一, 宮本 洋, 長嶺 弘太郎, 久保 章, 竹川 義則 : 胃切除術後52年目に輸入脚閉塞症をきたした残胃癌
の１例. 日本臨床外科学会誌, 75 (7) : 1862-1866, 2014. 

 

<横浜労災病院＞ 
1. Ishikawa T, Ichikawa Y, Shimizu D, Sasaki T, Tanabe M, Chishima T, Takabe K, Endo I : The role of HER-2 in Breast 

Cancer. J Surg Sci, 2 (1) : 4-9, 2014. 
2. Yamamoto S, Chishima T, Adachi S, Harada F, Toda Y, Arioka H, Hasegawa N, Kakuta Y: Serum p53 antibody in 

breast cancer. Cancer Biomarkers, 14 (4) : 203-206, 2014. 
3. Yamamoto S, Chishima T, Adachi S. Nodular Fasciitis of the Breast Mimicking Breast Cancer. Case Rep Surg, 
Volume 2014 (Article ID 747951) : 1-4, 2014. 

4. Yamamoto S, Chishima T, Mastubara Y, Adachi S, Harada F, Toda Y, Arioka H, Hasegawa N, Kakuta Y, Sakamaki K : 
Variability in Measuring the Ki-67 Labelling Index in Breast Cancer Patients. Clin Breast Cancer, Epub 2014 Oct 22. 

5. Oshiro H, Fukumura H, Nagahama K, Sato I, Sugiura K, Iobe H, Okiyama E, Nagao T, Nagashima Y, Aoki I, Yamanaka 
S, Murakami A, Maegawa J, Chishima T, Ichikawa Y, Ishikawa Y, Nagai T, Nomura M, Ohashi K, Okudela K : 
Establishment of successively transplantable rabbit VX2 cancer cells that express enhanced green fluorescent 
protein. Med Mol Morphol, 2014 Feb 27. [Epub ahead of print] 

 
（著書） 
 千島 隆司 : CQ17 妊娠期乳癌のがん治療は安全か？ 乳がん患者の妊娠出産と生殖医療に関する診療の手引き（2014年版, 金原出

版株式会社）, 67-75, 東京, 2014年9月１日発刊. 
 

<横須賀共済病院＞ 
1. 盛田知幸, 茂垣雅俊, 津浦幸夫, 舛井秀宣, 長堀 薫 : 骨軟骨分化成分が優勢であった乳腺間質肉腫の1例. 日本臨床外科学会雑誌, 75 

(10) : 2702-2706, 2014. 
2. 高川 亮, 茂垣 雅俊, 渡邉 純, 南 裕太, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : クリニカルパスによる食道癌周術期管理の安全性と有効性  

一般病院における評価. 横浜医学, 65 (1-2) : 13-16, 2014. 
3. 三宅 謙太郎, 高川 亮, 諏訪 雄亮, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 :［平成27年度日本外科系連合会学会賞最優秀論文賞］幽門側胃切

除術後における食事形態 段階食は必要か. 日本外科系連合学会誌, 39 (5) : 827-832, 2014. 
4. 三宅 益代, 杉田 光隆, 茂垣 雅俊, 福島 忠男, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 津浦 幸夫 : 切除標本により自然完全壊死を証明できた肝細胞癌

の1例. 日本臨床外科学会雑誌, 75 (7) : 1972-1978, 2014. 
5. 遠藤 千穂, 南 裕太, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣 : 救急手術で救命した99歳大腸穿孔の1例. 日本臨床外科学会雑誌, 
75 (4) : 987-991, 2014. 

6. 鎌田 和明, 池田 隆明, 渡邉 純 : S状結腸憩室に迷入したPTPの1例. 日本消化器内視鏡学会雑誌, 56 (7) : 2196-2197, 2014. 
7. 井口 健太, 渡邉 純, 本間 祐樹, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 術前に腸重積を整復し単孔式腹腔鏡手術を行ったPeutz-Jeghers

型ポリープの1例. 日本臨床外科学会雑誌, 75 (8) : 2214-2218, 2014. 
8. 伊藤 慎吾, 高川 亮, 南 裕太, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣 : 進行・再発胃癌に対しSecond-Line以降で低用量CDDP+ 

CPT-11を用いた外来化学療法症例の検討. 癌と化学療法. 41 (9) : 1107-1111, 2014. 
 

<横浜みなと赤十字病院＞ 
1. Shimizu D, Ishikawa T, Tanabe M, Sasaki T, Ichikawa Y, Chishima T, Endo I : Preoperative endocrine therapy with 

goserelin acetate and tamoxifen in hormone receptor-positive premenopausal breast cancer patients. Breast 
Cancer, 21 (5) : 557-562, 2014. 

 

<済生会横浜市南部病院＞ 
1. 池 秀之, 大田 洋平, 福島 忠男, 長谷川 誠司, 虫明 寛行, 長谷川 聡, 平川 昭平, 土田 知史, 三箇 山洋, 渡辺 卓央, 原田 郁, 岡本 

直道, 山田 滋 : 側方リンパ節転移陽性直腸癌の治療方針, 消化器外科, 37 : 171-178, 2014. 
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2. 長谷川 聡, 原田 郁, 大田 洋平, 福島 忠男, 泊 咲江, 池 秀之 : 再発乳癌に対するトラスツズマブ投与中に発症したたこつぼ型心筋症
の一例. 日臨外会誌, 75 : 1813-1817, 2014. 

3. 長谷川 聡, 原田 郁, 大田 洋平, 福島 忠男, 中山 崇, 池 秀之 : 術前化学療法後に化生癌成分が残存した乳癌の一例. 日臨外会誌, 
75 : 2140-2144, 2014. 

4. 樋口 晃生, 斉藤 修治, 池 秀之, 三箇 山洋, 原田 浩, 三辺 大介, 今田 敏夫, 山本 直人, 湯川 寛夫, 利野 靖, 益田 宗孝 : 3D-CT血
管造影による大腸術前症例の上・下腸間膜動脈の分岐走行分類. 日本大腸肛門病会誌, 67 : 68-73, 2014. 

 

<横浜保土ヶ谷中央病院＞ 
1. Ozawa M, Ichikawa Y, Zheng Y.W, Oshima T, Miyata H, Nakazawa K, Guan H.B, Shiozawa M, Akaike M, Watanabe K, 

Ota M, Fujii S, Kunisaki C, Ishikawa T, Tanaka K, Akiyama H, Endo I, Taniguchi H : Prognostic significance of CD44 
variant 2 upregulation in colorectal cancer. British Journal of Cancer, 111 (2) : 365-374, doi: 10. 1038, 2014. 

2. 山本 晋也, 長田 俊一, 窪田 徹, 長堀 優, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫 : 胆嚢胃瘻を介した胆石イレウスの1例. 臨床外科, 69 (8) : 1014-
1017,  2014. 

3. 村上 崇, 上向 伸幸, 星野 博之, 斎藤 健人, 平野 進, 佐藤 直夫, 長堀 優 : 腹腔鏡下胆嚢摘出術後に迷入した金属クリップを核とし
た総胆管結石症の1例 : 本邦報告例の検討. 横浜医学, 64 : 7-12, 2013. 

 

<NTT東日本関東病院＞ 
1. 開田 脩平, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 藤井 正一, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下に切除した虫垂粘液嚢胞腺腫の二例. 横浜医学, 65 

(1.2) : 29-34, 2014. 
 

<聖路加国際病院＞ 
1. Kida K, Ishikawa T, Yamada A, Shimizu D, Tanabe M, Sasaki T, Ichikawa Y, Endo I : A prospective feasibility study of 

sentinel node biopsy by modified Indigocarmine blue dye methods after neoadjuvant chemotherapy for breast 
cancer. European Journal of Surgical Oncology, Available online 22 January 2015 (in press). 

 

<帝京大学ちば総合医療センター＞ 
1. Tanaka K, Nakagawa K, Yabushita Y, Hiroshima Y, Matsuo K, Ota M, Ichikawa Y, Taguri M, Tanabe M, Koda K, Endo 

I : Reversal of attachment to or invasion of major intrahepatic vessels by colorectal liver metastases according to 
prehepatectomy chemotherapy regimen. Surgery, 155 (5) : 936-44, 2014. 

2. Tanaka K, Murakami T, Yabushita Y, Hiroshima Y, Matsuo K, Endo I, Koda K: Maximal debulking liver resection as a 
beneficial treatment strategy for advanced and aggressive colorectal liver metastases. Anticancer Res, 34 (10) : 
5547-5554, 2014. 

3. 小杉 千弘, 幸田 圭史, 田中 邦哉, 鈴木 正人, 山崎 将人, 首藤 潔彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 有光 秀仁, 白神 梨沙 : 術前診断により
腹腔鏡下手術を施行した子宮広間膜裂肛ヘルニアの1例. 日本外科系連合学会誌, 39 (4) : 799-803, 2014. 

 

<University of California, San Diego＞ 
1. Maawy AA, Hiroshima Y, Zhang Y, Luiken GA, Hoffman RM, Bouvet M : Polyethylene glycol (PEG) linked to near 

infrared (NIR) dyes conjugated to chimeric anti-carcinoembryonic antigen (CEA) antibody enhances imaging of liver 
metastases in a nude-mouse model of human colon cancer. PLoS One, 9 (5) : e97965, 2014. 

2. Maawy AA, Hiroshima Y, Zhang Y, Luiken GA, Hoffman RM, Bouvet M : Specific tumor labeling enhanced by poly-
ethylene glycol linkage of near infrared dyes conjugated to a chimeric anti-carcinoembryonic antigen antibody in a 
nude mouse model of human pancreatic cancer. J Biomed Opt, 19 (10) : 101504, 2014. 

3. Yano S, Miwa S, Mii S, Hiroshima Y, Uehara F, Yamamoto M, Kishimoto H, Tazawa H, Bouvet M, Fujiwara T, Hoffman 
RM : Invading cancer cells are predominantly in G0/G1 resulting in chemoresistance demonstrated by real-time 
FUCCI imaging. Cell Cycle, 13 (6) : 953-960, 2014. 

4. Yano S, Zhang Y, Miwa S, Tome Y, Hiroshima Y, Uehara F, Yamamoto M, Suetsugu A, Kishimoto H, Tazawa H, Zhao M, 
Bouvet M, Fujiwara T, Hoffman RM : Spatial-temporal FUCCI imaging of each cell in a tumor demonstrates locational 
dependence of cell cycle dynamics and chemoresponsiveness. Cell Cycle, 13 (13) : 2110-2119, 2014. 

5. Yano S, Zhang Y, Zhao M, Hiroshima Y, Miwa S, Uehara F, Kishimoto H, Tazawa H, Bouvet M, Fujiwara T, Hoffman 
RM : Tumor-Targeting Salmonella Typhimurium A1-R Decoys Quiescent Cancer Cells to Cycle as Visualized by Fucci 
Imaging and Become Sensitive to Chemotherapy. Cell Cycle, 2014 Sep 19 : 0. [Epub ahead of print]. 

6. Miwa S, Yano S, Zhang Y, Matsumoto Y, Uehara F, Yamamoto M, Hiroshima Y, Kimura H, Hayashi K, Yamamoto N, 
Bouvet M, Tsuchiya H, Hoffman RM, Zhao M : Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R prevents experimental 
human breast cancer bone metastasis in nude mice. Oncotarget, 5 (16) : 7119-7125, 2014. 

7. Miwa S, Matsumoto Y, Hiroshima Y, Yano S, Uehara F, Yamamoto M, Zhang Y, Kimura H, Hayashi K, Yamamoto N, 
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Bouvet M, Sugimoto N, Tsuchiya H, Hoffman RM : Fluorescence-guided surgery of prostate cancer bone metastasis. 
J Surg Res, 192 (1) : 124-133, 2014. 

8. Miwa S, Yano S, Yamamoto M, Matsumoto Y, Uehara F, Hiroshima Y, Toneri M, Murakami T, Kimura H, Hayashi K, 
Yamamoto N, Efimova EV, Tsuchiya H, Hoffman RM : Real-Time Fluorescence Imaging of the DNA Damage Repair 
Response During Mitosis. J Cell Biochem. Doi : 10. 1002/jcb. 25021. [Epub ahead of print], 2014. 

9. Miwa S, Hiroshima Y, Yano S, Zhang Y, Matsumoto Y, Uehara F, Yamamoto M, Kimura H, Hayashi K, Bouvet M, 
Tsuchiya H, Hoffman RM : Fluorescence-guided surgery improves outcome in an orthotopic osteosarcoma nude-
mouse model. J Orthop Res. 32 (12) : 1596-1601, 2014. 

10. Miwa S, Yano S, Yamamoto M, Matsumoto Y, Uehara F, Hiroshima Y, Toneri M, Murakami T, Kimura H, Hayashi K, 
Yamamoto N, Efimova EV, Tsuchiya H, Hoffman RM : Real-Time Fluorescence Imaging of the DNA Damage Repair 
Response During Mitosis. J Cell Biochem. Doi : 10. 1002/jcb. 25021. [Epub ahead of print], 2014. 

11. Uehara F, Tome Y, Miwa S, Hiroshima Y, Yano S, Yamamoto M, Mii S, Maehara H, Bouvet M, Kanaya F, Hoffman RM : 
Osteosarcoma cells enhance angiogenesis visualized by color-coded imaging in the in vivo Gelfoam® assay. J Cell 
Biochem, 115 (9) : 1490-1194, 2014. 

12. Uehara F, Miwa S, Tome Y, Hiroshima Y, Yano S, Yamamoto M, Efimova E, Matsumoto Y, Maehara H, Bouvet M, 
Kanaya F, Hoffman RM : Comparison of UVB and UVC effects on the DNA damage-response protein 53BP1 in human 
pancreatic cancer. J Cell Biochem. 115 (10) : 1724-1728, 2014. 

13. Bouvet M, Matsubara H, Hoffman RM, Zhao M : Efficacy of tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R on nude 
mouse models of metastatic and disseminated human ovarian cancer. J Cell Biochem. 115 (11) : 1996-2003, 2014. 

14. Matsumoto Y, Miwa S, Zhang Y, Hiroshima Y, Yano S, Uehara F, Yamamoto M, Toneri M, 
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◆国際学会 
11th International conferefce of the Asian clinical oncology society, Taiwan, 2014/5/2～5/4 
※ Endo I : Adjuvant therapy for bile duct cancer. 講演・ランチョン. 

 
2014 ASCO Annual Meeting, Chicago, 2014/5-6 
1. Narui K, Ishikawa T, Shimada K, Kida K, Shimizu D, Ota I, Kiuchi K, Tanabe M, Sasaki T, Oba M, Morita S, Sugae S, Doi 

T, Hasegawa S, Morita T, Kito A, Chishima T, Ichikawa Y, Endo I : First-line gemcitabine versus treatment of 
physician’s choice in patients with metastatic and stage IV breast cancer: a prospective cohort study. Publication 
only（誌上掲載）. 

 
CARS 2014-28th International Congress and Exhibition, Fukuoka, 2014/6/25～6/28 
1. Köhn A, Schenk A, Matsuyama R, Endo I : Liver surgery data and augmented reality in the operation room : experi-

ences using atablet device. 一般演題. 
      
The Scientific Meeting of Japan-Hungary-Poland Surgical Society【Triangle Symposium 2014】,  
Tokyo, 2014/10/17～19 
1. Kosaka T, Akiyama H, Makino H, Kimura J, Takagawa R, H.A Ono, Kunisaki C, Endo I : Preoperative S-1 and 

docetaxel combination chemotherapy in patients with locally advanced gastric cancer. ポスター. 
2. Momiyama M, Ishibe A, Ota M, Suwa Y, Suzuki S, Suwa H, Watanabe J, Masui H, Mochizuki Y, Ichikawa Y, Endo I: 

Decompression of acute left-sided malignant colorectal obstruction by proximal diversion : comparison with emergen-
cy surgery.ポスター. 

3. Homma Y, Matsuyama R, Murakami T, Mori R, Takeda K, Ichikawa Y, Endo I : Immunological impact of neoadjuvant 
chemoradiotherapy for pancreatic cancer. ポスター. 

※ Endo I : Oral Session 5 : Vascular and  Transplantation. 座長・司会. 
 
45th Anniversary Meeting of the American Pancreatic Association & Japan Pancreas Society, 
Hawaii, 2014/11/5～11/8 
1. Murakami T, Mori R, Matsuyama R, Homma Y, Nakazawa M, Tanaka Y, Miyake K, Sawada Y, Ota Y, Hiroshima Y, 

Kumamoto T, Ueda M, Takeda K, Ichikawa Y, Tanaka K, Endo I :【Young Investigator Travel Award】Local 
immunological effect of neoadjuvant chemoradiotherapy in patients with borderline resectable pancreatic cancer. ポ
スター. 

  
ⅩⅨCongreso Chileno de Anatomia Patologica, Chile, 2014/11/12～13 
※ Endo I : Surgical treatment of pancreatic cancer in Japan. 講演・ランチョン. 

 
 

◆国内学会 
第10回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014/2/14～2/15 
1. 土田 知史, 國崎 主税, 白井 順也, 渡辺 卓央, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 三輪 治生, 金子 卓, 杉森 一哉, 湯川 寛夫, 吉川 貴

己, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : 胃癌幽門狭窄に対するステント留置と胃空腸吻合術の成績. 一般演題. 
2. 小笠原 康夫, 石部 敦士, 山口 和哉, 林 茂也, 金澤 周, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : Pseudo-Meigs 症候群を呈した直腸 S状部

癌異時性卵巣転移の１例. ポスター. 
3. 林 茂也, 大島 貴, 小笠原 康夫, 木村 準, 金澤 周, 菅野 伸洋, 牧野 洋知, 湯川 寛夫, 利野 靖, 國崎 主税, 益田 宗孝 : 胃癌による

Plumonary tumor thrombotic micropathy (PTTM) を生前診断し得た１例. ポスター. 
 
第50回日本腹部救急医学会総会，東京，2014/3/6～3/7 
1. 諏訪 雄亮, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 遠藤 格 : 絞扼性腸閉塞診断における判別式

と乳酸値の有用性. シンポジウム. 
2. 石部 敦士, 大田 貢由, 山口 和哉, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 閉塞性大

腸癌における術前腸管減圧法別の治療成績の検討. パネルディスカッション. 
3. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 木村 準, 高川 亮, 小野 秀高, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術前補助化学療法 (NAC) の胃切除術に

与える影響. 一般演題. 
4. 佐藤 圭, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 遠藤 格 : PD術後出血に対す

るIVR治療戦略. 一般演題. 
5. 押 正徳, 上田 倫夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 膵体尾部切除後に発生した胃大網動静脈瘻の１例. 一般演題. 
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6. 清水 康博, 石部 敦士, 山口 和哉, 押 正徳, 土屋 伸広, 金澤 周, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 術前点滴により消化管穿孔を起こ
したS状結腸癌の１例. 一般演題. 

7. 三宅 謙太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : Tokyo 
Guidelines2013における急性胆嚢炎治療方針の検討. 要望演題. 

8. 清水 康博, 木村 準, 菅野 伸洋, 牧野 洋知, 大島 貴, 國崎 主税, 遠藤 格 :【第50回記念会長特別賞】食道胃接合部癌術後の大動脈
穿孔に対し大動脈ステントグラフト内挿術により救命し得た１例. ポスター. 

 
第86回日本胃癌学会総会，横浜，2014/3/20～3/22 
1. 木村 準, 國崎 主税, 菅野 伸洋, 小野 秀高, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 

胃切除術後の胆嚢結石症、急性胆嚢炎発生頻度の解析. 一般演題. 
 
第114回日本外科学会定期学術集会，京都，2014/4/3～4/5 
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 平谷 清吾, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 田中 邦哉, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌手術

における肝動脈再建術の手技と治療成績. ビデオシンポ. 
2. 石部 敦士, 大田 貢由, 押 正徳, 清水 康夫, 土屋 伸広, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 金澤 周, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 

市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術に必要な解剖の理解と手技. ビデオシンポ. 
3. 藪下 泰宏, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝静脈根部に位置する巨大肝

細胞癌切除における胸骨縦切開・肝上部下大静脈先行テーピングの有用性. ビデオシンポ. 
4. 木村 準, 國崎 主税, 菅野 伸洋, 小野 秀高, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌術後

における長期経腸栄養の有用性の検討. ワークショップ. 
5. 渡部 顕, 渡辺 一輝, 高橋 智昭, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡邉 純, 田栗 正隆, 大田 貢由, 市川 靖史, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 

大腸癌術後乳糜腹水発症の危険因子と難治例から見た治療戦略. 一般演題, 第 114回日本外科学会定期学術集会, 京都, 2014, 4. 
6. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 木村 準, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 教室におけるP0CY1胃癌症例の治療成績. 一般演題. 
7. 大山 倫男, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 武田 和永, 谷口 浩一, 松山 隆生, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 腹腔鏡下系統的肝

切除術の短期成績解析と手術手技. 一般演題. 
8. 佐藤 渉, 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝切除術時における

閉腹時腹腔内洗浄のSSI に及ぼす影響. 一般演題. 
9. 諏訪 雄亮, 大田 貢由, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌同時性腹膜播種における予

後因子の検討. 一般演題. 
10. 関澤 健太郎, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邊 純, 大田 貢由, 遠藤 格 : 4 型大腸癌 18 例の臨床病理学

的検討. 一般演題. 
11. 田 鍾寛, 木村 英明, 稲垣 尚子, 佐々木 智彦, 高 蓮浩, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 内視鏡所見から見た生物学的製剤によるクローン病術

後吻合部再燃防止効果. 一般演題. 
12. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝門板－グリソン鞘境界点

の外科解剖, 一般演題. 
13. 秋山 浩利, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 國崎 主税, 市川 靖史, 遠藤 格 : StageⅣ胃癌に対する外科治療の意義. ポスター. 
14. 武田 和永, 田中 邦哉, 後藤 晃紀, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 遠藤 格 : 当院における生体肝移植術後

敗血症発生危険因子の検討. ポスター. 
15. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 笠原 康平, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : アシアロ

SPECT/MDCT融合画像による肝予備能評価の有用性. ポスター. 
16. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 嶋田 和博, 喜多 久美子, 佐々木 真理, 太田 郁子, 木内 幸之助, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞

亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術前化学療法後の皮下乳腺全摘, 遊離穿通枝皮弁による自家組織一期再建の成績と予後. ポスター. 
17. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 門倉 俊明, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 小林 規俊, 市川 靖史, 遠藤 

格 : 教室における膵ＮＥＴの治療成績と展望. ポスター. 
18. 菅江 貞亨, 石川 孝, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 成井 一隆, 山中 正二, 田辺 美樹子, 千島 隆司, 市川 靖史, 遠藤 格 : センチネルリン

パ節転移陽性症例に対する腋窩郭清省略のための方策. ポスター. 
19. 山田 顕光, 永橋 昌幸, 青柳 智義, Milstien S, Spiegel S, 高部 和明, 石川 孝, 遠藤 格 : ABC輸送体 (ABVV1) とスフィンゴキ

ナーゼ1が共発現する乳癌は予後不良である. ポスター. 
20. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 中下部胆管癌切除

症例における術中胆汁培養の意義. ポスター. 
21. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 村上 崇, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 切除不能膵癌に対

する術前化学放射線療法の治療成績と切除可能予測因子の同定. ポスター. 
 
第100回日本消化器病学会総会，東京，2014/4/23～4/26 
1. 國崎 主税, 牧野 洋知, 遠藤 格 : 胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の最先端～Reduced-port laparoscopic gastrectomy (RPG) の

有用性～. ワークショップ. 
2. Yabushita Y, Mori R, Matsuyama R, Taniguchi K, Kumamoto T, Nojiri K, Takeda K, Endo I : Combination of human 
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equilibrative nucleoside transporter 1 and thymidylate synthase expression could predict prognosis after surgery in 
the locally advanced cholangiocarcinoma patients treated with NAC with gemcitabine and S-1. 一般演題 . 

3. 押 正徳, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下胃全摘術にお
ける縫合不全の危険因子. 一般演題. 

          
第87回日本消化器内視鏡学会総会，福岡，2014/5/15～5/17 
1. 戸塚 雄一朗, 杉森 一哉, 國崎 主税 : 術後再建腸管の悪性狭窄に対する内視鏡的 self-expandable stent (SEMS) 留置術. ワーク

ショップ. 
 
第26回日本肝胆膵外科学会学術集会，和歌山，2014/6/11～6/13 
1. 川口 大輔, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する術前化学療法の有

用性の検討. シンポジウム. 
2. 高橋 智昭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 当科におけるpT2胆嚢癌に対

する手術成績と治療戦略. パネルディスカッション. 
3. 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する右肝動脈・門脈同

時合併切除再建術を伴う肝左葉+尾状葉切除術. ビデオシンポ. 
4. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 広範囲胆管癌に対する肝・

膵同時切除の妥当性. ワークショップ 
5. 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 当院における生体肝移植術後敗血症発生

危険因子の検討. ポスター. 
6. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌術後放射線療法の意義. ポ

スター. 
7. 佐藤 圭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 廣島 幸彦, 中川 和也, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 腹腔洗浄液浮遊細胞

の遺伝子発現解析による膵癌術後腹膜播種再発予測. ポスター. 
8. 村上 崇, 谷口 浩一, 本間 祐樹, 田中 優作, 森 隆太郎, 松山 隆生, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 秋山 

浩利, 遠藤 格 : 術前放射線化学療法が膵癌に及ぼす免疫学的影響. ポスター. 
9. 田中 優作, 森 隆太郎, 上田 倫夫, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室における分枝型IPMNに

対する局所切除の適応と成績. ポスター. 
10. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 末梢型肝内胆管

癌と肝門型肝内胆管癌の臨床病理学的異同. ポスター. 
※ 遠藤 格 : 安全かつ根治的な肝門部胆管癌の手術. 講演・ランチョン. 
※ 遠藤 格 : 教育セミナー9. 肝門部胆管癌の手術. 座長・司会. 

 
第39回日本外科系連合学会学術集会，東京，2014/6/19～6/20 
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 山口 和哉, 金澤 周, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃

癌に対するReduced-port laparoscopic distal gastrectomy の有用性. シンポジウム. 
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆道癌におけるセンチネルリ

ンパ節同定とSNNSの可能性. シンポジウム. 
3. 山口 和哉, 牧野 洋知, 木村 準, 金澤 周, 大島 貴, 大田 貢由, 國崎 主税, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌に対す

る腹腔鏡下食道切除術の有用な再建法. シンポジウム. 
4. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝胆膵領域における抗血栓薬服用患者

の周術期管理. ワークショップ. 
5. 押 正徳, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 抗凝固治療を必要とする腹

腔鏡補助下胃切除術症例における周術期ヘパリン化の安全性. ワークショップ. 
6. 田 鍾寛, 國崎 主税, 木村 準, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道内分泌細胞癌切除症例

の治療成績. 一般演題. 
7. 小暮 悠, 大田 貢由, 田 鍾寛, 林 茂也, 石部 敦士, 菅野 伸洋, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : Sheet型mesh

による腹壁瘢痕ヘルニア修復術後に腹腔鏡下結腸右半分切除術を施工した1例. 一般演題. 
※ 遠藤 格 : 一般口演 胆嚢良性１. 座長・司会. 
※ 國崎 主税 : パネルディスカッション4-1 各領域の外科手術における術前画像シミュレーション・術中ナビゲーション手術. 座長・司会. 

 
第68回日本食道学会学術集会，東京，2014/7/3～7/4 
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 山口 和哉, 金澤 周, 木村 準, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : StageⅡ、Ⅲ

食道癌に対する胸腔鏡補助下食道切除術の有用性. ポスター. 
2. 高川 亮 : cT4M0食道癌に対する治療. ポスター. 
※ 國崎 主税 :「鏡視下手術1」. 座長・司会. 
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第23回日本がん転移学会学術集会，金沢，2014/7/10～7/11 
1. 中川 和也, 熊本 宜文, 浅野 史雄, 澤田 雄, 本間 祐樹, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移巣周囲

組織における制御性Ｔ細胞の肝切除後遠隔成績におよぼす影響. ワークショップ. 
2. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 術前化学放射線療法後の局

所進行膵癌切除例における凝固線溶系の意義. ポスター. 
※ 遠藤 格 : がん免疫治療における免疫寛容の対策と工夫（教育セミナー）. 講演・ランチョン. 

 
第69回日本消化器外科学会総会，郡山，2014/7/16～7/18 
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Surgical strategy for pT2 gallbladder cancer. シンポジウム. 
2. 高川 亮, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : OCTOTM Portを用いた

Reduced-port laparoscopic gastrectomy(RPG)の有用性. ビデオシンポ. 
3. 三宅 謙太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 前川 二郎, 遠藤 格 : 血管合併切除を伴う肝門部

胆管癌の手術手技. ビデオシンポ. 
4. 後藤 晃紀, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 単孔式左側結腸癌手術

に対するDST再建時の直腸切離の工夫. 要望ビデオ, 第 69回日本消化器外科学会総会. 郡山, 2014, 7. 
5. 秋山 浩利, 高川 亮, 木村 準, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 超高齢者胃癌に対する外科治療の功罪. 一般

演題. 
6. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道・胃接合部癌に対する治療戦

略. 一般演題. 
7. 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : Stroke volume variation(SVV)を用い

た肝移植後の循環血液量評価の有用性. 一般演題. 
8. 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 武田 和永, 窪田 吉信, 菊川 孝明, 河野 充, Kohn A, Schenk A, 遠藤 格 : 安全な肝切除術のた

めの術前3D-CTを用いたイノベーション. 一般演題. 
9. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 笠原 康平, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : アシアロ

SPECT/MDCT融合画像による門脈塞栓前後の有用性. 一般演題. 
10. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管癌手術における膵胃吻合の安全性と有用性. 一般

演題. 
11. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 木村 準, 高川 亮, 小野 秀高, 國崎 主税, 遠藤 格 : StageⅢ胃癌に対する術前TS-1+DOC療法

(NAC-DS)の検討. 一般演題. 
12. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌手術患者の術前アミノ酸加

栄養剤負荷に対する臨床第Ⅱ相試験. 一般演題. 
13. 諏訪 雄亮, 大田 貢由, 石部 敦士, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行直腸癌に対する腹

腔鏡下手術の成績. 一般演題. 
14. 田中 優作, 森 隆太郎, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵癌切除例における術後脂肪

肝の検討. 一般演題. 
15. 川口 大輔, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 超高齢者に対する胆道癌の手術成績. 一

般演題. 
16. 清水 康博, 國崎 主税, 木村 準, 牧野 洋知, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌に対する腹腔鏡下食道切除

術の有用な再建法. 一般演題. 
17. 押 正徳, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 術中輸液量が大腸癌術後SSIに与える影響につ

いての検討. 一般演題. 
18. 田 鍾寛, 國崎 主税, 木村 準, 牧野 洋知, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : GISTに対するイマチニブの治療成

績. 要望演題. 
19. 高橋 智昭, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 松山 隆生, 武田 和永, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 膵癌術後長期生存

例の検討. 要望演題. 
20. 山口 和哉, 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 左側大腸癌イレウスの

術前腸管減圧の意義. 要望演題. 
21. 木村 準, 國崎 主税, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 大島 貴, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃切除術後胆石症、急性

胆嚢炎、胆管炎発生頻度の解析からみた予防的胆嚢摘出術の意義. ミニオーラル. 
22. 中川 和也, 田中 邦哉, 野尻 和典, 上田 倫夫, 南 裕太, 望月 康久, 森岡 大介, 窪田 徹, 遠藤 格 : 胆道再建を伴わない肝切除後胆汁

漏危険因子に関する多施設共同検討. ミニオーラル. 
23. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 木村 準, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行胃癌手術における脾摘の有用性. ミニオーラル. 
24. 関澤 健太郎, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 食道切除術における結腸再建の検討とICG蛍光法を用いた術中

グラフト血流確認. ポスター. 
25. 杉政 奈津子, 齋藤 修治, 松木 裕輝, 山本 悠史, 稲垣 里沙, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 直腸子宮内膜症に対して腹腔鏡下直腸

切除術を施工した一例. ポスター. 
※ 遠藤 格 : ビデオシンポジウム6. 血管合併切除を伴う肝門部胆管癌の手術手技. 座長・司会. 
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第52回日本癌治療学会学術集会，横浜，2014/8/28～8/30 
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 廣島 幸彦, 佐藤 圭, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 腹腔内遊離細胞の上皮間葉転換

関連遺伝子発現解析による膵癌腹膜播腫再発予測. 一般演題. 
2. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 菅野 伸洋, 武田 和永, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主

税, 遠藤 格 : 進行再発大腸癌における FOLFOX/XELOX±B-mab療法におけるメンテナンス治療の有用性. ポスター. 
3. 押 正徳, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下胃全摘術にお

ける縫合不全の危険因子. ポスター. 
 
第50回日本胆道学会学術集会，高輪，2015/9/26～9/27 
1. 菊池 祐太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 遠藤 格 : 特異な胆管, 門脈の走行変異を認めた

肝門部胆管癌の1切除例. ポスター. 
※ 遠藤 格 : 日本胆道学会認定指導医養成講座8. 胆管癌に対する外科手術. 講演・ランチョン. 
※ 遠藤 格 : イブニングセミナー. 外科医が行う胆・膵癌治療. 講演・ランチョン. 

 
第27回日本内視鏡外科学会総会，盛岡，2014/10/2～10/4 
1. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 他臓器浸潤結腸癌に対する腹腔

鏡下手術に関する妥当性の検討. パネルディスカッション. 
2. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-

port laparoscopic gastrectomyから conventional laparoscopic gastrectomyへの還元. ワークショップ. 
3. 諏訪 雄亮, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 石部 敦士, 市川 靖史, 遠藤 格 : 単孔式腹腔鏡下大腸切除手術創

に対するダーマボンドを用いた閉創法の検討. ワークショップ. 
4. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 大島 貴, 大田 貢由, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 大場 真梨, 遠藤 格 : Stage Ⅱ、

Ⅲ食道癌に対する腹腔鏡補助下食道切除術の有用性. 一般演題. 
5. 高川 亮, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 林 勉, 大島 貴, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-

port laparoscopic total gastrectomy (RPLTG)における食道空腸吻合法の工夫. 一般演題. 
6. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 

格 : 8 横行・下行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績. 一般演題. 
7. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 堀井 伸利, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 

格 : 高齢者大腸癌に対する開腹と腹腔鏡手術における術後QOLの検討. 一般演題. 
8. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 単孔式腹腔鏡下大腸切除術

(SILS) の learning curve に関する検討. 一般演題. 
9. 後藤 晃紀, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術前化学療法施工例に対

する単孔式腹腔鏡下人工肛門造設術の検討. 一般演題. 
10. 土屋 伸広, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者胃癌症例に対する

腹腔鏡下胃切除術の有用性について. 一般演題. 
11. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 國崎 主税, 遠藤 格 : 当科における clinical T2 (MP), 

T3 (SS) 症例に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の成績. 一般演題. 
12. 清水 康博, 上田 倫夫, 林 茂也, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下に解除した開腹歴のない大網癒着による絞扼性イレウスの１例. 一般

演題. 
13. 前澤 幸男, 南 裕太, 朴 峻, 後藤 晃紀, 高橋 直行, 諏訪 宏和, 木村 準, 高川 亮, 林 勉, 菅野 伸洋, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 

円谷 彰, 國崎 主税 : 単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の手術コスト削減の工夫. 一般演題. 
14. 鈴木 喜裕, 白石 龍二, 神尾 一樹, 原田 浩, 山仲 一輝, 谷 和行, 國崎 主税, 益田 宗孝 : 当院における Reduced Port Surgery 

(RPS) である Single Port Surgery (SPS) の導入と意義. 一般演題. 
15. 林 勉, 國崎 主税, 高川 亮, 清水 康博, 菅野 伸洋, 木村 準, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 円谷 彰, 利野 靖, 益田 宗孝 : 腹部操

作先行HALS/VATS胸部食道癌根治術: 食道裂孔周囲の剥離層を意識した経食道裂孔下縦隔リンパ節郭清. 一般演題. 
16. 大田 貢由, 平田 稔, 遠藤 格 : 腹腔内深部操作における効果的な排煙を可能にする排煙機能つき把持鉗子の開発. 要望演題. 
※ 遠藤 格 : ワークショップ9 胆道癌における内視鏡手術の妥当性. 座長・司会. 

 
JDDW2014，神戸，2014/10/23～10/26 
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 局所進行膵体尾部癌に対する術前化学放射線療法+腹腔動脈幹合併膵体尾部切除術の治療成績. シン

ポジウム. 
2. 武田 和永, 後藤 晃紀, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 当院における生体肝移植術後敗血症発生

危険因子の検討. ポスター. 
3. 熊本 宜文, 武田 和永, 大山 倫男, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 野尻 和典, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 再発

肝細胞癌に対する再肝切除の有用性. ポスター. 
4. 木村 準, 國崎 主税, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者胃癌術後の胆石

症, 急性胆嚢炎, 胆管炎発生頻度の解析からみた予防的胆嚢摘出術の意義. ポスター. 
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5. 関澤 健太郎, 武田 和永, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 当院における腹腔鏡下切除
術の短期成績. ポスター. 

6. 斉藤 聡, 武田 和永, 留野 渉, 馬渡 弘典, 今城 健人, 小川 祐二, 結束 貴臣, 桐越 博之, 加藤 由理, 遠藤 格, 中島 淳 : 肝移植後のC
型慢性肝炎に対する3剤併用療法の問題点. ポスター. 

 
第69回日本大腸肛門病学会学術集会，横浜，2014/11/7～11/8 
1. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌手術における

一時的人工肛門増設に伴う合併症の検討. パネルディスカッション. 
2. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 単孔式腹腔鏡下ス

トーマ造設術の有用性. 一般演題. 
3. 井上 英美, 木村 英明, 矢澤 慶一, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 中毒性巨大結腸症を合併した重症潰瘍性大腸炎の12例の検討. 一般演題. 
4. 山本 淳, 石部 敦士, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 結腸癌に対する腹腔鏡下手術と開

腹手術における再発形式の検討. 一般演題. 
5. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 望月 康久, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 閉塞性

大腸癌の再発予後不良因子の検討. 要望演題. 
6. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄祐, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌治癒切除症例における異

時性腹膜播種再発の検討. 要望演題. 
7. 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌手術患者の術前アミノ酸

加栄養剤負荷に対する臨床第Ⅱ相試験. 要望演題. 
8. 後藤 晃紀, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行右側結腸癌に対する至適リンパ節郭清

範囲の検討. ポスター. 
※ 遠藤 格 : 招請講演７. Colorectal Liver Metastasis. 座長・司会. 

 
第76回日本臨床外科学会総会，郡山，2014/11/20～11/22 
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 局所再

発からみた直腸癌側方リンパ節郭清の限界. シンポジウム. 
2. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝胆膵悪性疾患手術における心疾患併

存例の周術期管理. シンポジウム. 
3. 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平. 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌術後放

射線療法の意義. パネルディスカッション. 
4. 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に対する Total mesopancreas 

resection を念頭においたSMA orientated PD. ビデオシンポ. 
5. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 足立 祥子, 山田 顕光, 喜多 久美子, 田辺 美樹子, 島 秀栄, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 自家

組織による一次一期再建における皮下乳腺全摘の実際. ビデオシンポ. 
6. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 林 勉, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する

Reduced-port laparoscopic distal gastrectomy(RPLDG)におけるConverse Ω吻合の有用性. ワークショップ. 
7. 高川 亮, 木村 準, 林 勉, 牧野 洋知, 円谷 彰, 大田 貢由, 國崎 主税, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Overlap 法を用い胸腔鏡下

食道切除術後の胸腔内再建法. ワークショップ. 
8. 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 大田 洋平, 浅野 史雄, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室における膵頭十

二指腸切除後ドレーン早期抜去の現状と問題点. ワークショップ. 
9. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行直腸癌に対する

腹腔鏡下手術の手技と成績. 一般演題. 
10. 熊本 宜文, 武田 和永, 大田 洋平, 本間 祐樹, 南 裕太, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝細胞癌術後残肝再

発に対する再肝切除の有用性. 一般演題. 
11. 菅江 貞亨, 島 秀栄, 喜多 久美子, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 山中 正二, 田辺 美樹子, 千島 隆司, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 

格 : 原発性乳癌に対するセンチネルリンパ節転移陽性症例の検討. 一般演題. 
12. 南 裕太, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 

尾側膵切除における自動縫合器による膵切離の検討. 一般演題. 
13. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 結腸癌

手術における Fast-track programの有用性の検討. 一般演題. 
14. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 石部 敦士, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行直腸癌に対する腹

腔鏡下手術の成績. 一般演題. 
15. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対するOCTO port を

用いた reduced-port distal gastrectomy(RPLDG)におけるリンパ節郭清手技. 一般演題. 
16. 澤田 雄, 武田 和永, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 当院での生体肝移植

における感染症予防の取り組み. 一般演題. 
17. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 國崎 主税, 遠藤 格 : 術前補助化学療法施行の胃切除患
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者の栄養状態に関する検討. 一般演題. 
18. 山本 淳, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 

肛門管癌に対する鼠径リンパ節郭清の治療成績の検討. 一般演題. 
19. 松木 裕輝, 森 隆太郎, 本間 祐樹, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 術中

ICG蛍光法で残胃血流を確認し得た幽門側胃切除術後膵尾部癌の１切除例. 一般演題. 
20. 杉政 奈津子, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術前における下肢静脈

超音波検査の有用性. 一般演題. 
21. 前澤 幸男, 南 裕太, 朴 峻, 杉政 奈津子, 井上 広英, 坂本 理紗, 後藤 晃紀, 高橋 直行, 諏訪 宏和, 木村 準, 高川 亮, 林 勉, 鈴木 

喜裕, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税 : 胆嚢印環細胞癌の2切除例. 一般演題. 
22. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌手術における

術前BNP測定の意義. 要望演題. 
23. 島 秀栄, 菅江 貞亨, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 乳房転移を来した子宮頸癌の一例. ポスター. 
※ 遠藤 格 : 膵臓 : 悪性３. 座長・司会, 第 76回日本臨床外科学会総会, 郡山, 2014, 11. 
※ 國崎 主税 : 内視鏡外科手術における工夫. 座長・司会. 

 
第27回日本外科感染症学会総会学術集会，東京，2014/12/4～12/5 
1. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵・胆道癌手術症例

における術前・術中胆汁培養検査の意義と術後治療抗菌薬の選択. シンポジウム. 
2. 諏訪 雄亮, 森 隆太郎, 松山 隆生, 細野 邦広, 本間 祐樹, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 腸管空腸吻合後の

胆管炎におけるダブルバルーン小腸内視鏡を用いた胆道造影の有効性. シンポジウム. 
 
 

◆国内学会、研究会 
第80回大腸癌研究会，東京，2014/1/24 
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 渡辺 一輝, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 市川 靖史, 國崎 主税 : 進行直腸癌に対する mFOLFOX6 による

周術期化学療法. 一般演題. 
2. 渡部 顕, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 遠藤 格 : WHO 分類 2010 に基づいた大腸

NET G2について. ポスター. 
 
第10回Needlescopic Surgery Meeting，鎌倉，2014/11/25 
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する Reduced-

port laparoscopic distal gastrectomyの治療成績. 一般演題. 
 
第 9回NET Work Japan，福岡，2014/1/25 
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 門倉 俊明, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : The significance of LN 

metastases as prognostic factor in patients with PNET. 一般演題. 
 
第60回日本消化器画像診断研究会，東京，2014/3/1 
1. 渡部 顕, 渡辺 一輝, 三宅 暁夫, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 術前尿幕管浸潤を疑ったが、術後診断で重

複腸管への浸潤が考えられた進行Ｓ状結腸癌の１例. 一般演題. 
※ 遠藤 格 : 膵臓Ⅰ. 座長・司会. 
 
第47回制癌剤適応研究会，名古屋，2014/3/7 
1. 松山 隆生, 野尻 和典, 菅江 貞亨, 熊本 宜文, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 市川 靖史, 石川 孝, 舛胃 秀宣, 國崎 主税, 遠藤 格 : 横浜に

おける臨床試験の取り組みとNPO法人の設立. シンポジウム. 
2. 牧野 洋知, 國崎 主税, 田 鍾寛, 金澤 周, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 進行

度Ⅲ胃癌に対する術前化学療法（bi-weekly docetaxel/cisplatin/S-1 療法）の第Ⅰ相試験. 一般演題. 
 
大腸癌肝転移セミナー，横浜，2014/4/18 
※ 遠藤 格 : 座長・司会. 
 
第35回癌免疫外科研究会，大阪，2014/5/22～5/23 
1. 中川 和也, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移巣周囲組織にお

ける制御性Ｔ細胞の肝切除後遠隔成績におよぼす影響. 一般演題. 
2. 村上 崇, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌術後感染性合併症が長期成績に

及ぼす影響. 一般演題. 
3. 三宅 謙太郎, 谷口 浩一, 村上 崇, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 術前化学放射線療
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法後の局所進行膵癌切除症例における予後予測因子の検討. 一般演題. 
 
第40回日本急性肝不全研究会，東京，2014/5/28 
1. 中山 岳龍, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 斉藤 聡, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 当院における脳症を

伴う緊急肝移植症例の治療成績の検討. シンポジウム. 
 
第23回日本癌病態治療研究会，岐阜，2014/6/12～6/13 
1. 土屋 伸広, 國崎 主税, 木村 準, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者胃癌症例に対する

腹腔鏡下胃切除術の有用性について. 一般演題. 
2. 押 正徳, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下胃全摘術にお

ける縫合不全の危険因子. 一般演題. 
 
第31回日本胆膵病態・生理研究会，東京，2014/6/14 
1. 田中 優作, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 村上 崇, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵癌切除例における術後脂肪肝

の検討. 一般演題. 
 
第36回日本癌局所療法研究会，八尾，2014/6/27 
1. 木村 準, 國崎 主税, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者胃癌患者に対する

予防的胆嚢摘出術の意義. 一般演題. 
2. 土田 知史, 國崎 主税, 渡辺 卓央, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 吉川 貴己, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : T1N2/3 胃癌の予

後から見た補助科学療法の適応. 一般演題. 
3. 瀬上 顕貴, 大島 貴, 菅野 伸洋, 青山 徹, 林 勉, 山田 貴充, 佐藤 勉, 湯川 寛夫, 吉川 貴己, 利野 靖, 國崎 主税, 今田 敏男, 益田 

宗孝 : CPT-11+CDDPで長期生存が得られた胃小細胞癌の1例. 一般演題. 
※ 國崎 主税 : 一般演題「食道4」. 座長・司会. 
 
第32回日本肝移植研究会，東京，2014/7/3～7/4 
1. 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 当院における生体肝移植後の門脈血栓の

発生危険因子の検討. 一般演題. 
 
第81回大腸癌研究会，名古屋，2014/7/4 
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 市川 靖史, 遠藤 格 : 高齢者結腸癌に対する腹腔鏡と

開腹手術の治療成績の検討. 一般演題. 
 
第22回日本乳癌学会学術総会，大阪，2014/7/10～7/12 
1. 山田 顕光, 永橋 昌幸, 青柳 智義, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 菅江 貞亨, 成井 一隆, Spiegel S, 高部 和明, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 

格 : 活性化スフィンゴキナーゼ1とABC輸送体C1(ABCC1)が共発現する乳癌は予後不良である. 一般演題. 
2. 成井 一隆, 宮城 洋平, 山本 浩史, 新原 温子, 嶋田 和博, 喜多 久美子, 山田 顕光, 菅江 貞亨, 石川 孝, 遠藤 格 : 血漿中アミノ酸濃

度に基づくスクリーニング検査AICS(乳腺)の乳癌切除術前後でのモニタリング. ポスター. 
 
第136回肝胆膵疾患研究会，横浜，2014/7/31 
1. 小林 規俊, 徳久 元彦, 後藤 歩, 遠藤 格, 市川 靖史 : 肝神経内分泌癌の一例. 一般演題. 
 
第46回胃病態機能研究会，新横浜，2014/8/1～8/2 
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 大田 貢由, 徳久 元彦, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Siewert TypeⅡ/Ⅲ

食道・胃接合部癌に対する治療戦略. 一般演題. 
2. 田 鍾寛, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 大田 貢由, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 早期胃癌における胃切除

後の骨密度についての検討. 一般演題. 
 
3rd Reduced Port Surgery Forum，福井，2014/8/1～8/2 
1. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌に対する単孔式腹腔鏡下手術の短・中期成績. 一

般演題. 
 
第41回日本膵切研究会，東京，2014/8/22～8/23 
1. 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 大田 洋平, 浅野 史雄, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室における膵頭十

二指腸切除後胃内容排出遅延の現状と危険因子に関する検討. ポスター. 
2. 田中 優作, 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵癌切除例における術後膵内・外分泌機能と脂肪肝

の検討. 全員討論会. 
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※ 遠藤 格 : 残膵病変切除. 座長・司会. 
 
第61回日本消化器画像診断研究会，奈良，2014/9/5～9/6 
1. 澤田 雄, 森 龍太郎, 松山 隆生, 松木 裕輝, 中山 岳龍, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格, 山中 正二 : 術前画

像診断に苦慮した細胆管細胞癌の1切除例. 一般演題. 
 
第37回日本膵・胆管合流異常研究会，横浜，2014/9/13 
1. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 浅野 史雄, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 非拡張型膵胆管合流異常における腹腔鏡

下胆嚢摘出術の認容性. 一般演題. 
2. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 先天性胆道拡張症を伴う膵胆管合流異

常症に合併した進行胆嚢癌の１切除例. 一般演題. 
3. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 分流手術後晩期合併

症としての胆管炎・肝内結石症の検討. 一般演題. 
 
第16回SNS研究会学術集会，鹿児島，2014/9/19～9/20 
1. 菅江 貞亨, 島 秀栄, 喜多 久美子, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 山中 正二, 田辺 美樹子, 千島 隆司, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 

格 : センチネルリンパ節転移陽性症例に対する1次乳房再建（エキスパンダー挿入）の可能性に関する検討. 一般演題. 
 
第 2回日本神経内分泌腫瘍研究会学術集会，東京，2014/9/20 
1. 松木 裕輝, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 進行非

機能性膵神経内分泌腫瘍に対する積極的外科治療と集学的治療. ポスター. 
 
第 6回日本Acute Surgery学会学術集会，青森，2014/9/20～9/21 
1. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄祐, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 舛井 秀宣, 望月 康久, 市川 靖史, 遠藤 格 : 左側大

腸癌イレウスにおける緊急vs腸管減圧後切除術の治療成績. 一般演題. 
2. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 有坂 早香, 門倉 俊明, 本間 祐樹, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 血中エンドトキシ

ン除去カラム(PMX)の有用性の検討. シンポジウム. 
 
第50回日本胆道学会学術集会，高輪，2014/9/26～9/27 
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 優作 : 切除不能・進行胆道癌に対する長期化学療法後切除例の検討. パネルディスカッション. 
2. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌における血行再建術の意義と限界. 一般演題. 
3. 原田 郁, 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 当科で経験した胆管内乳頭状腫瘍(IPNB)の臨床病理学

的特徴. ポスター. 
 
第 6回膵臓内視鏡外科研究会，盛岡，2014/10/1 
1. 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 大田 洋平, 浅野 史雄, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 教室で施工した腹腔

鏡下脾臓・脾動静脈温存膵体尾部切除の2例. 一般演題. 
2. 川口 大輔, 森 隆太郎, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 松山 隆生, 熊本 宜文, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 

格 : 教室における腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除術の導入と工夫. 一般演題. 
 
第 2回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会，東京，2014/10/3～10/4 
1. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 足立 祥子, 山田 顕光, 喜多 久美子, 田辺 美樹子, 島 秀栄, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 当科

における皮下乳腺全摘の実際. 一般演題. 
 
第 2回乳房分子イメージング研究会，横浜，2014/10/10 
1. 菅江 貞亨, 島 秀栄, 菅沼 伸康, 鳥井 郁雄, 立石 宇貴秀, 井上 登美夫, 市川 靖史, 遠藤 格 : リング型乳房専用PET装置（座位型）

の使用経験. 一般演題. 
 
第 9回膵癌術前治療研究会，鹿児島，2014/10/18 
1. 三宅 謙太郎, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 村上 崇, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 中澤 正年, 遠藤 格 : Immunological 

impact of chemotherapy or chemoradiotherapy for pancreatic cancer. 一般演題. 
 
第44回胃外科・術後障害研究会，郡山，2014/10/30～10/31 
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 前澤 幸男, 林 勉, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌

に対するReduced-port laparoscopic distal gastrectomy(RPLDG)におけるConverse Ω吻合の有用性. 一般演題. 
2. 高川 亮, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 林 勉, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 安全な再建を目指したReduced-

port laparoscopic total gastrectomy(RPLTG)における食道空腸吻合の工夫. 一般演題. 
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3. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者に対する腹腔鏡下胃切
除術の意義―中年者との比較から―. 一般演題. 

4. 田 鍾寛, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 大田 貢由, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 早期胃癌における胃切除
後の骨密度についての検討. 一般演題. 

5. 押 正徳, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 大田 貢由, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 早期胃癌に対する噴門側胃切除術の
再建法の変遷と有用性. 一般演題. 

 
第24回日本乳癌検診学会学術総会，前橋，2014/11/7～11/8 
1. 菅江 貞亨, 石川 孝, 久保内 光一, 土井 卓子, 俵屋 香苗, 松宮 彰彦, 八十島 唯一, 太田 恵蔵, 市川 靖史, 遠藤 格 : 横浜市乳がん検

診における年齢層別の検診成績と不利益に検する検討. 一般演題. 
 
第835回外科集談会，東京，2014/12/6 
1. 面川 育, 菅江 貞亨, 島 秀栄, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術後23年目に複視で発見された乳癌晩期再発

の一例. 一般演題. 
 
第21回外科侵襲とサイトカイン研究会，徳島，2014/12/13 
1. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 森 隆太郎, 有坂 早香, 門倉 俊明, 本間 祐樹, 大田 洋平. 熊本 宜文, 武田 和永, 宮庄 拓, 遠藤 格 : 胆道感染

症患者のBio-Plexを用いたサイトカインに関する検討. 一般演題. 
2. 有坂 早香, 松山 隆生, 諏訪 雄亮, 門倉 俊明, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 本間 祐樹, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和

永, 遠藤 格 : 肝切除後の炎症と凝固の関係に関する検討. 一般演題. 
 
 

◆地方会 
第139回神奈川臨床外科医学会集談会，横浜，2014/2/22 
1. 田 鍾寛, 牧野 洋知, 金澤 周, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃MALTリンパ腫に早期胃がんを合併した１例. 

一般演題. 
 
日本消化器病学会関東支部第329回例会，東京，2014/5/10 
1. 菊地 祐太郎, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 渡部 顕, 遠藤 格 : 原発性小腸癌の一切除例. 一般演題. 
2. 三箇 克幸, 小林 亮介, 金子 裕明, 桑島 拓史, 平澤 欣吾, 岡 裕之, 杉森 一哉, 粉川 敦史, 沼田 和司, 石部 敦士, 大田 貢由, 國崎 

主税, 田中 克明, 佐藤 知己, 前田 愼 : 腸閉塞を繰り返した回腸子宮内膜症に対して単孔式腹腔鏡下切除を施工した１例. 一般演題. 
 
第25回神奈川移植医学会，横浜，2014/6/7 
1. 澤田 雄, 武田 和永, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 小林 則俊, 斉藤 聡, 遠藤 格 : 

当院での生体肝移植における現況と課題. 一般演題. 
 
第43回神奈川県消化器外科研究会，横浜，2014/6/7 
1. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 結腸癌手術における

包括的周術期プログラム(fast-track program)の有用性の検討. 一般演題. 
2. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌

術後における長期経腸栄養の有用性. 一般演題. 
 
第59回神奈川県消化器病研究会，横浜，2014/6/21 
1. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 國崎 主税, 遠藤 格 : 術前補助化学療法施行胃切除患者

の栄養状態に関する検討. 一般演題. 
 
第833回外科集談会，東京，2014/6/28 
1. 島 秀栄, 菅江 貞亨, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 浸潤性微小乳管癌と診断された男性乳癌の一例. 一般演

題. 
2. 有坂 早香, 石部 敦士, 小坂 隆司, 渡部 顕, 大田 貢由, 秋山 浩利, 後藤 歩, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 化学療法中に Fournier's 

Gangrene を発症した局所進行直腸癌の一例. 一般演題. 
3. 杉政 奈津子, 菅野 伸洋, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 後藤 晃紀, 高橋 直行, 國崎 主税 : 免疫組織化学染色により術前診断が可能であっ

たPagetoid Spread を伴った肛門管癌の一例. 一般演題. 
※ 大田 貢由 : 大腸（悪性2）. 座長・司会. 
 
第46回神奈川胃癌治療研究会，横浜，2014/7. 
1. 高川 亮, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 林 勉, 大島 貴, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-
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port laparoscopic total gastrectomy(RPLTG)における食道空腸吻合再建法の工夫. 一般演題. 
※ 國崎 主税 : ビデオクリニックⅠ. 座長・司会. 
 
日本消化器病学会関東支部第330回例会，東京，2014/7/26 
1. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 樅山 将士, 石部 敦士, 高川 亮, 木村 準, 牧野 洋知, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下胃全摘術後にPetersen's 

hernia を来たした2例. 一般演題. 
 
日本消化器病学会関東支部第331回例会，東京，2014/9/20 
1. 澤田 雄, 森 隆太郎, 松山 隆生, 松木 裕輝, 中山 岳龍, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 十二指腸乳頭部腺腫に対

する内視鏡的乳頭切除後8年で発症した十二指腸乳頭部癌の1切除例. 一般演題. 
 
第 5回TKB in 浦安，浦安，2014/9/20 
1. 松山 隆生 : 高度技能医・内視鏡認定医を目指す外科医のビデオクリップ ④開腹 PD. ビデオセッション, 第 5 回 TKB in 浦安, 浦安, 

2014, 9. 
※ 松山 隆生 : 高度技能医の見本ビデオ②. 座長・司会. 
 
第140回神奈川県臨床外科医学会集談会，横浜，2014/9/27 
1. 浅野 史雄, 熊本 宜文, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 片岡 俊朗, 遠藤 格 : 肝血管筋脂肪腫の 1

切除例. 一般演題. 
2. 坂本 里紗, 高川 亮, 木村 準, 林 勉, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下摘出術を施工した食道 GIST の

一例. 一般演題. 
 
第40回神奈川大腸肛門疾患懇話会，横浜，2014/10/14 
1. 高橋 直行, 諏訪 宏和, 杉政 奈津子, 井上 広英, 鈴木 善弘, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下に切除し得た骨盤内神経鞘腫

の1例. 一般演題. 
 
第47回神奈川消化器病医学会総会，新横浜，2014/11/15 
1. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 日比谷 孝志, 加藤 生真, 窪田 賢輔, 大橋 健一, 遠藤 格 : 上腸間膜動脈神経叢に発生

した神経線維腫の1切除例. 一般演題. 
 
第99回日本消化器内視鏡学会関東地方会，東京，2014/12/6 
※ 遠藤 格 : 症例検討セッション1. 「胆・膵」画像読影コメンテーター. その他. 
 
日本消化器病学会関東支部第332回例会，東京，2014/12/13 
1. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 山本 淳, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵、肺、

上顎洞の同時性3重複癌に対し治癒切除を施工した１例. 一般演題. 
 
第141回神奈川県臨床外科医学会集談会，横浜，2014/12/20 
1. 大西 宙, 國崎 主税, 牧野 洋知, 前澤 幸男, 木村 準, 高川 亮, 林 勉, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 

格 : XP療法が奏功した肝転移を伴う非切除胃癌の1例. 一般演題. 
2. 本村 優佳, 菅江 貞亨, 関野 雄典, 窪田 賢輔, 島 秀栄, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 両側乳房切除術後 6

年目に十二指腸乳頭部転移を呈した1例，一般演題. 
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関連病院学会発表 
 

<国立病院横浜医療センター＞ 
1. 京 里佳, 齊藤 修治, 林 公博, 服部 純治, 芹沢 ありさ, 田邊 暢, 河島 奈々子, 渡邉 誠太郎, 所 知加子, 菱木 智, 川名 一郎, 池 秀

之 : 当院における大腸悪性腫瘍に対するステント留置19症例の治療成績および経ステント大腸内視鏡検査の経験. 第87回日本消化器
内視鏡学会総会, ポスター, 福岡, 2014, 5. 

2. 山本 悠史, 齊藤 修治, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 稲垣 里紗, 杉政 奈津子, 松木 裕輝, 小松 達司, 松島 昭三, 鈴木 大輔, 能登
はるか, 塩原 康正, 伴野 繁雄, 小林 亜也子, 柏木 宏幸, 大腸癌イレウスに対してステント治療を行った 9例の検討. 第87回日本消化
器内視鏡学会総会. ポスター, 福岡, 2014, 5. 

3. 齊藤 修治, 山本 悠史, 松木 裕輝, 杉政 奈津子, 稲垣 里紗, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁: ステントを留置した狭窄性S状結腸がん
の口側に認めた狭窄性横行結腸がんに対してステント留置を行った 1例. 第 3回大腸ステント安全手技研究会, 一般演題, 福岡, 2014, 
5. 

4. 齊藤 修治, 山本 悠史, 松木 裕輝, 杉政 奈津子, 稲垣 里紗, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁, 樋口 晃生, 池 秀之 : 腹腔鏡下横行結腸
癌手術での術前CTシミュレーションとリンパ節郭清アプローチ方法の実際. 第69回日本消化器外科学会総会, ビデオシンポ, 福島, 
2014, 7. 

5. 齊藤 修治 : 第23回神奈川消化器内視鏡外科研究会 実技講習会, その他, 須賀川, 2014, 5. 
6. 山本 悠史, 齊藤 修治, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 稲垣 里紗, 杉政 奈津子, 松木 裕輝 : 大腸癌イレウスに対してステント治療

を行った 9例の検討. 第69回日本消化器外科学会総会. 一般演題, 福島, 2014, 7. 
7. 杉政 奈津子, 齊藤 修治, 松木 裕輝, 山本 悠史, 稲垣 里紗, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 直腸子宮内膜症に対して腹腔鏡下直腸

切除術を施行した一例. 第69回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 福島, 2014, 7. 
8. 齊藤 修治, 山本 悠史, 和田 朋子, 小笠原 康夫, 平谷 清吾, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 進行結腸癌に対してD3郭清を伴った腹

腔鏡下手術を安全に行うには. 第27回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 岩手, 2014, 10. 
9. Yoshida S, Isayama H, Matsuzawa T, Kuwai T, Maetani I, Yamada T, Saito S, Tomita M, Sasaki T, Saida Y : Prospective 

multicenter study of self-expandable metallic stents for malignant colorectal obstruction in Japan: short-term safety 
and efficacy in 512 patients. 22nd United European Gastroenterology Week 2014, ポスター, Vienna, Austria 2014, 
10. 

10. 齊藤 修治, 山本 悠史, 和田 朋子, 小笠原 康夫, 清水 哲也, 関戸 仁, 福島 忠男, 池 秀之 : 腹腔鏡下低位前方切除術における吻合の
コツとこだわり. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会, 一般演題, 横浜, 2014, 11. 

11. 和田 朋子, 齊藤 修治, 山本 悠史, 杉政 奈津子, 清水 哲也, 関戸 仁 : 術前イマニチブで治療を行い肛門機能を温存しえた下部直腸
GISTの1例. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会. 一般演題, 横浜, 2014, 11. 

12. 山本 悠史, 齊藤 修治, 関戸 仁, 清水 哲也, 小笠原 康夫, 和田 朋子 : 大腸癌イレウスに対してステント治療を行った10例の検討. 第
69回日本大腸肛門病学会学術集会. 一般演題, 横浜, 2014, 11. 

※ 齊藤 修治 : 大腸がん薬物療法UP to date. 大腸癌治療薬ミーティング, 講演・ランチョン, 横浜, 2014, 2. 
※ 齊藤 修治 : 大腸癌ガイドライン2014年版の変更点. 第15回神奈川大腸疾患腹腔鏡下手術セミナー学術集会, 講演・ランチョン, 横

浜, 2014, 3. 
※ 齊藤 修治 : 第15回神奈川大腸疾患腹腔鏡下手術セミナー学術集会, 座長・司会, 横浜, 2014, 3. 
※ 齊藤 修治 : 大腸 ステント 1. 第87回日本消化器内視鏡学会総会. 座長・司会, 福岡, 2014, 5. 
※ 齊藤 修治 : 大腸ステント挿入手技の工夫と合併症対策. 第3回大腸ステント安全手技研究会, 座長・司会, 福岡, 2014, 5. 
※ 齊藤 修治 : 大腸ステントと胃十二指腸ステントの留置基本テクニック 大腸悪性狭窄に対する大腸ステント治療の実際. 第69回日本

消化器外科学会総会, 講演・ランチョン, 福島, 2014, 7. 
※ 齊藤 修治 : 大腸・肛門悪性 成績 ハイリスク 1. 第27回日本内視鏡外科学会総会. 座長・司会, 岩手, 2014, 10. 
※ 齊藤 修治 : 当院における大腸癌治療の現状. Colorectal Cancer Meeting in KANAGAWA, 講演・ランチョン, 横浜, 2014, 10. 
※ 齊藤 修治 : 大腸癌転移/再発 基礎. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会. 座長・司会, 横浜, 2014, 11. 
※ 齊藤 修治 : 平成26年診療報酬改定に対する横浜医療センター外科の取り組み ～大腸がんを中心に～. 第68回国立病院総合医学会. 

講演・ランチョン, 横浜, 2014, 11. 
※ 齊藤 修治 : 大腸癌イレウスに対する術前減圧目的のColonic Stent Stenting Strategy. 岐阜, Colonic Stentセミナー. 講演・ラン

チョン, 岐阜, 2014, 12. 
 
<横浜市立市民病院＞ 
1. Sugita A, Futami K, R, Nezu R, Ikeuchi H, Furukawa S, Haneda H, Watanabe K, ,Watanabe M : The Analysis of Colorec-

tal Cancer with Crohn's Disease and Pilot Study of Cancer Surveillance by Multicenter Analysis in Japan. Annual 
Scientific Meeting, P, Florida, 2014, 5. 

2. Kimira H, Kunisaki R, Tatsumi K, Koganei K, Sugita A, Endo I : Long Periods of Medical Therapy Increase Surgical 
Complications in Patients with Severe Ulcerative Colitis. Annual Scientific Meeting, P, Florida, 2014, 5. 

3. 杉田 昭 : SB.Clinical Forum 4.Recent Advances in Multidisciplinary Approach for IBD. The 2nd Annual Meeting of 
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Asian Organization for Crohn's ＆ Colitis (AOCC), Korea, 2014, 6. 
4. 神野 雄一, 高橋 正純, 朴 峻, 南 宏典, 石井 洋介, 中川 和也, 薮野 太一, 望月 康久, 杉田 昭, 村上 あゆみ : 無回転型腸回転異常を

伴ったスキルス胃癌の１例. 日本消化器病学会関東支部第328例会. 東京, 2014, 2. 
5. 高橋 正純, 円谷 彰, 吉田 和弘, 小林 道也, 吉野 茂文, 滝口 伸浩, 田邊 和照, 高橋 直人, 今村 博司, 坂本 純一 : 切除可能胃癌に対

するPaclitaxel/フッ化ピリミジン逐次併用による術後補助化学療法：SAMIT試験結果概要. 第86回日本胃癌学会総会, パネル, 横浜, 
2014, 3. 

6. 西川 和宏, 辻仲 利政, 藤谷 和正, 川田 純司, 高橋 正純, 吉川 貴己, 円谷 彰, 森田 智視, 宮下 由美, 坂本 純一 : 進行胃癌に対する
二次治療以降の治療戦略：ECRIN試験（TRICS、XParTS1）について. 第86回日本胃癌学会総会, シンポ, 横浜, 2014, 3. 

7. 杉田 昭, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 木村 英明, 福島 恒男 : Crohn病に対するFunctional 
end to end anastomosisの合併症の検討. 第114回日本外科学会定期学術集会, PS, 京都, 2014, 4. 

8. 高橋 正純, 川口 大輔, 中川 和也, 山口 直孝, 薮野 太一, 國崎 主税, 遠藤 格 : HER2陽性進行胃発癌の臨床病理学的特徴とその治療
戦略. 第114回日本外科学会定期学術集会, OP, 京都, 2014, 4. 

9. 辰巳 健志, 杉田 昭, 小金井 一隆, 二木 了, 黒木 博介, 山田 恭子, 木村 英明, 荒井 勝彦, 福島 恒男 : 潰瘍性大腸炎合併大腸癌に対
する手術治療の予後の検討 ―早期診断、再発形式から見た問題点―. 第114回日本外科学会定期学術集会, OP, 京都, 2014. 

10. 薮野 太一, 望月 康久, 南 宏典, 朴 峻, 石井 洋介, 中川 和也, 高橋 正純, 杉田 昭 : 大腸癌に対するOxaliplatin併用レジメンにおけ
る前投薬の有用性. 第114回日本外科学会定期学術集会, OP, 京都, 2014, 4. 

11. 黒木 博介, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 木村 英明, 杉田 昭 : 血栓を合併した炎症性腸疾患例の臨床学
的背景と経過. 第114回日本外科学会定期学術集会, OP, 京都, 2014, 4. 

12. 二木 了, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 山田 恭子, 黒木 博介, 木村 英明, 荒井勝彦, 杉田 昭, 福島恒男: 高齢者潰瘍性大腸炎手術例の排
便機能についての検討. 第114回日本外科学会定期学術集会, OP, 京都, 2014, 4. 

13. 小金井 一隆, 杉田 昭, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介, 木村 英明, 福島 恒男 : Crohn病に対する外科治療の現況と課題. 第114回日
本外科学会定期学術集会, PD, 京都, 2014, 4. 

14. 木村 英明, 田 鍾寛, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 井上 英美, 遠藤 格 : 潰瘍性大腸炎外科治療に対する新規薬物療
法の影響. 第114回日本外科学会定期学術集会, PD, 京都, 2014, 4. 

15. 小金井 一隆, 辰巳 健志, 杉田 昭 : IBDの手術と術後治療. 第100回日本消化器病学会総会, S, 東京, 2014, 4. 
16. 辰巳 健志, 杉田 昭, 小金井 一隆, 二木 了, 黒木 博介, 山田 恭子, 木村 英明, 荒井 勝彦, 福島 恒男 : クローン病手術後妊娠・出産
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の治療方針. 新横浜, Breast Cancer Seminar 2014, 一般演題, 横浜, 2014, 10. 
14. 菅江 貞亨, 島 秀栄, 喜多 久美子, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 山中 正二, 田辺 美樹子, 千島 隆司, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 

格 : 原発性乳癌に対するセンチネルリンパ節転移陽性症例の検討. 第76回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 郡山, 2014, 11. 
15. 山本 晋也, 千島 隆司, 足立 祥子, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 乳癌との鑑別が困難であった結節性筋膜炎の1例. 第76回日本臨床外科

学会総会, ポスター, 郡山, 2014, 11. 
16. 山本 晋也, 原田 郁, 木村 万里子, 松原 由佳, 北村 翔, 内山 佑美, 山本 康, 千島 隆司 : インプラントによる豊胸術後に認めた同時

性両側乳癌の1例. 第11回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題,さいたま, 2014, 12. 
17. 原田 郁, 松原 由佳, 木村 万里子, 山本 晋也, 有岡 仁, 角田 幸雄, 千島 隆司 : 若年で発症した浸潤性微小乳頭癌の1例. 第11回日本

乳癌学会関東地方会, 一般演題, さいたま, 2014, 12. 
18. 松原 由佳, 原田 郁, 山本 晋也, 木村 万里子, 有岡 仁, 山本 康, 長谷川 直樹, 角田 幸雄, 千島 隆司 : 皮膚筋炎を合併した若年性炎

症性乳癌の一例. 第11回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, さいたま, 2014, 12. 
※ 千島 隆司 : 教育講演 9：乳がん化学療法の基礎とその後の変化. 第33回日本画像医学会, 座長・司会, 東京, 2014, 2. 
※ 大椛 裕美 : 看護３（ポスターレビュー）. 第22回日本乳癌学会学術集会, 座長・司会, 大阪, 2014, 7. 
※ 千島 隆司 : アバスチンを上手く使いこなすには～静岡がんセンターの経験から～. 新横浜, Breast Cancer Seminar 2014, 座長・

司会, 横浜, 2014, 10. 
※ 千島 隆司 : ホルモン受容体陽性HER2陰性進行再発乳癌に対する内分泌療法. 第17回神奈川AI研究会, 座長・司会, 横浜, 2014, 10. 
※ 千島 隆司 : ディベートディスカッションII「家族歴のあるトリプルネガティブ乳癌に対する再発化学療法」. Breast Cancer Debate 

Meeting -Kanagawa- 2014, 座長・司会, 横浜, 2014, 11. 
※ 千島 隆司 : 新しいBI-RADSに基づいた乳房MRI診断. 横浜乳腺画像診断勉強会2014, 座長・司会, 横浜, 2014, 11. 
※ 千島 隆司 : シンポジウム14：乳がん患者における就労支援－現状と今後の展望－. 第62回日本職業・災害医学会学術大会, 座長・司

会, 神戸, 2014, 11. 
※ 千島 隆司 : 一般演題V. 第11回日本乳癌学会関東地方会, 座長・司会, さいたま, 2014, 12. 
※ 大椛 裕美 : 一般演題A. 第11回日本乳癌学会関東地方会, 座長・司会, さいたま, 2014, 12. 
※ 千島 隆司 : 石灰化・その他の所見・総合読影. 平成25年度横浜市医師会マンモグラフィ読影講習会, 講演・ランチョン, 横浜, 2014, 2. 
※ 千島 隆司 : チームで創る乳がん診療. 第1回北里乳腺セミナー, 講演・ランチョン, 町田, 2014, 3. 
※ 千島 隆司 : あらためて知る乳がんのこと～乳がんを早期発見するための心構え～. 健康になる！キレイになる！楽しくなる！「なる

なるフェスタ2014」, 講演・ランチョン, 東京, 2014, 3. 
※ 千島 隆司 : 乳がん診療の最前線 2014. 平成25年度金沢区地域薬事連携協議会実務実習研修会, 講演・ランチョン, 横浜, 2014, 3. 
※ 千島 隆司 : 乳腺疾患に携わる人材の育成事業（よこはま乳がん学校開催に向けて）. 第3回神奈川乳癌研究グループ通常総会, 講演・

ランチョン, 横浜, 2014, 4. 
※ 千島 隆司 : がん診療で必要とされるサイコオンコロジー. サイコオンコロジーセミナー in Yokohama, 講演・ランチョン, 横浜, 

2014, 5. 
※ 大椛 裕美 : 乳がんと診断されても自分らしく生きるために. 日本対がん協会・朝日新聞社主催／ピンクリボンフェスティバルシンポ

ジウム, 講演・ランチョン, 東京, 2014, 10. 
※ 千島 隆司 : 乳がんのA to Z；乳がんの手術とチーム医療. 第 3回青森ピンクリボンプロジェクト／青森乳がん学校, 講演・ランチョ

ン, 青森, 2014, 10. 
※ 千島 隆司 : 遺伝性乳がんの基礎＆ロールプレー（ファシリテーター）, 第 3回青森ピンクリボンプロジェクト／青森乳がん学校, その

他, 青森, 2014, 10. 
※ 千島 隆司 : 女性として、家族として知っておきたい”乳がん”という病気. 第9回コープのがんセミナー, 講演・ランチョン, 横浜, 

2014, 11. 
※ 千島 隆司 : 地域医療支援病院におけるチーム医療の重要性. 第 1回（横浜南部医療圏）乳がん治療研究会, 講演・ランチョン, 横浜, 

2014, 12. 
 
（ラジオ・テレビ） 
1. 千島 隆司 : 臨床医、そして研究者としての「がん診療」. 第22回Dream Talk, エフエム戸塚, 横浜, 2014年 1月 7日. 
2. 千島 隆司 : 健康の源とは「勇気」と「元気」を使うこと. 第18回アフター５放送部, エフエム戸塚, 横浜, 2014年 1月30日. 
3. 千島 隆司 : 医学教育の変遷. 教育の語り場, エフエム戸塚, 横浜, 2014年 3月10日. 
4. 千島 隆司 :「断捨離」で心身共にリフレッシュ！ 第26回アフター５放送部, エフエム戸塚,横浜, 2014年 3月27日. 
5. 千島 隆司 : 女性として、家族として知っておきたい乳がんの話・乳がんを早期発見するための心構え. 健康知りたい話, ラジオ日本, 
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関東, 2014年 4月21日－24日. 
6. 千島 隆司 : 最適な「がん治療」を選択するためのコミュニケーション法. 第 9回ときめきパーク, エフエム戸塚, 横浜, 2014年 5月

28日. 
 
（雑誌・新聞） 
1. 千島 隆司 : 乳がん検診の不安と疑問を解消. 広報しんじゅく（東京都）, 第2094号, 3面, 平成26年 2月15日. 
2. 千島 隆司 : 指先から始めるピンクリボン. からだにいいこと, 10(11) : 119-121, 2014年 9月16日. 
3. 千島 隆司 : 女性として、家族として知っておきたい”乳がん”という病気. mio（生活協同組合ユーコープ発行）, 10月号 : 14, 

2014年 9月29日. 
4. 川嶋 啓明, 千島 隆司 : 青森ピンクリボンプロジェクト－乳がん学校やコラボ行事多彩に－.東奥日報（朝刊）, 12面, 2014年10月01

日号. 
5. 川嶋 啓明, 千島 隆司 : 青森で乳がん学校－検査技師、ケア看護師学ぶ－. 東奥日報（朝刊），社会面, 2014年10月25日号. 
 
<横須賀共済病院＞ 
1. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 津

浦 幸夫, 舛井 秀宣 : 当院におけるMixed adenoneuroendocrine carcinoma (MANEC)症例の検討. 第80回大腸癌研究会. 一般演
題, 東京, 2014, 1. 

2. 石井 慧, 高川 亮, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 千葉 創, 久保 博一, 川元 真, 後藤 晃紀, 中山 岳龍, 小西 隆行, 本間 祐樹, 南 裕太, 渡邉 
純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 腹腔内遊離ガス像を呈した腸管嚢腫様気腫症の1例. 第139回神奈川臨床外科医学会
集団会. 一般演題, 横浜, 2014, 2. 

3. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 後藤 晃紀, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂
垣 雅俊, 舛井 秀宣, 市川 靖史, 遠藤 格 : ICG蛍光リンパ流評価を併用した脾彎曲部癌 に対するリンパ節郭清. 第114回日本外科学
会定期学術集会, 一般演題, 京都, 2014, 4. 

4. 菊池 祐太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝門板‐グリソン鞘境界点
の外科解剖. 第114回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 京都, 2014, 4. 

5. 小暮 悠, 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 菅野 伸洋, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 
Reduced-port laparoscopy-assisted total gastrectomyの有用性. 第114回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 京都, 2014, 
4. 

6. 南 裕太, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 久保 博一, 中山 岳龍, 後藤 晃紀, 川元 真, 小西 隆行, 本間 祐樹, 高川 亮, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂
垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 尾側膵切除における膵切離法の検討. 第26回日本肝胆膵外科学会学術集会, ポスター, 和歌山, 2014, 
6. 

7. 本間 祐樹, 南 裕太, 後藤 晃紀, 中山 岳龍, 渡邉 純, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫: 膵癌に対する消化管バイパス術の意義. 第26
回日本肝胆膵外科学会, ポスター,和歌山, 2014, 6. 

8. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 末梢型肝内胆管
癌と肝門型肝内胆管癌の臨床病理学的異同. 第26回日本肝胆膵外科学会, ポスター, 和歌山, 2014, 6. 

9. 山田 淳貴, 渡邉 純, 遠藤 千穂, 小暮 悠, 菊地 祐太郎, 門倉 俊明, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 
知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 津浦 幸夫 : 肛門管に発生したMixed adenoneuroendocrine carcinomaの一例. 第833回
外科集団会, 一般演題,東京, 2014, 6. 

10. 遠藤 千穂, 高川 亮, 久保 博一, 千葉 創, 川元 真, 後藤 晃紀, 中山 岳龍, 小西 隆行, 本間 祐樹, 南 裕太, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣
雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当院における腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略. 第12回日本ヘルニア学会, ポスター, 東京, 2014, 6. 

11. 小暮 悠, 大田 貢由, 田 鍾寛, 林 茂也, 石部 敦士, 菅野 伸洋, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : Sheet型mesh
による腹壁瘢痕ヘルニア修復術後に腹腔鏡下結腸右半切除術を施行した1例. 第39回日本外科系連合学会, 一般演題, 東京, 2014, 6. 

12. 熊野 曜平, 盛田 知幸, 遠藤 千穂, 山田 淳貴, 矢後 彰一, 川村 祐介, 小暮 悠, 菊地 祐太郎, 門倉 俊明 山口 直孝, 渡邉 純, 野尻 和
典, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 津浦 幸夫 : 小腸転移による穿孔を来したhCG産生肺大細胞癌の1例. 第43回神奈川県消化器外
科研究会. 一般演題, 横浜, 2014, 6. 

13. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 縫合不全の予防として
のICG蛍光法を用いた直腸S状部付近の腸管血流の評価. 第69回日本消化器外科学会総会, パネルディスカッション, 郡山, 2014, 7. 

14. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 当院における肝
内胆管癌の治療成績および予後因子の検討. 第69回日本消化器外科学会総会. 一般演題, 郡山, 2014, 7. 

15. 遠藤 千穂, 高川 亮, 本間 祐樹, 渡邉 純, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 胃全摘を必要とする高齢者胃癌（75
歳以上）に対する治療戦略の検討. 第69回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 郡山, 2014, 7. 

16. 後藤 晃紀, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 単孔式左側結腸癌手術
に対するDST再建時の直腸切離の工夫. 第69回日本消化器外科学会総会, 要望演題, 郡山, 2014, 7. 

17. 久保 博一, 渡邉 純, 川元 真, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 長堀 薫 : 当院における絞扼性イレ
ウスに対する腹腔鏡下手術の検討. 第69回日本消化器外科学会総会, 要望演題, 郡山, 2014, 7. 

18. 小暮 悠, 大田 貢由, 石部 敦士, 菅野 伸洋, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下超低位前方切除における
計画的 2回切離法の有用性. 第69回日本消化器外科学会総会, 要望演題, 郡山, 2014, 7. 
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19. 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 本間 祐樹, 高川 亮, 渡邉 純, 南 裕太, 舛井 秀宣, 北村 理絵子, 津浦 幸夫, 長堀 薫 : 腹直筋皮弁再建後に急
速増大した局所再発巣に対し、再建皮弁を温存し切除した一例. 第22回日本乳癌学会, ポスター, 大阪, 2014, 7. 

20. 渡邉 純, 大田 貢由, 石部 敦士, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 下行結腸癌に対する
単孔式腹腔鏡下 Complete Mesocolic Excision (CME)の手術手技. 第 8回単孔式内視鏡手術研究会, ビデオシンポ, 福井, 2014, 8. 

21. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 遠藤 格 : 特異な胆管, 門脈の走行変異を認めた
肝門部胆管癌の 1切除例. 第50回日本胆道学会, ポスター, 東京, 2014, 9. 

22. 山田 淳貴, 茂垣 雅俊, 野尻 和典, 矢後 彰一, 小暮 悠, 遠藤 千穂, 菊地 祐太郎, 門倉 俊明, 山口 直孝, 渡邉 純, 盛田 知幸, 舛井 
秀宣, 長堀 薫 : 分流手術後遺残胆管内蛋白栓形成に対し胆管切除・主乳頭形成術を施行、その後副膵管内に蛋白栓を形成し14年経過
観察している 1例. 第37回日本膵胆管合流異常研究会, 一般演題, 横浜, 2014, 9. 

23. 矢後 彰一, 野尻 和典, 山田 淳貴, 川村 祐介, 遠藤 千穂, 小暮 悠, 菊地 祐太郎, 門倉 俊明, 山口 直孝, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 
雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 院で経験したRFA施行後再発HCCに対し手術治療を行った 3例の検討. 第33回Microwave Surgery研
究会, 一般演題, 大阪, 2014, 9. 

24. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 
薫 : 下行結腸癌に対する単孔式腹腔鏡下 Complete Mesocolic Excision (CME)の手術手技. 第27回日本内視鏡外科学会総会, パネ
ルディスカッション, 岩手, 2014, 10. 

25. 門倉 俊明, 門倉 俊明, 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 
秀宜, 長堀 薫 : 左側結腸癌に対するTMRadial Reloadを用いた臍からの直腸切離の工夫. 第27回日本内視鏡外科学会総会, ワーク
ショップ, 岩手 2014, 10. 

26. 遠藤 千穂, 渡邉 純, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀
宜, 長堀 薫 : 当院における絞扼性イレウスに対する腹腔鏡下手術の検討. 第27回日本内視鏡外科学会総会. 一般演題, 岩手, 2014, 
10. 

27. 渡邉 純 : 直腸癌に対する腹腔鏡下側方郭清の手技. 第27回日本内視鏡外科学会総会, その他, 岩手, 2014, 10. 
28. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 

舛井 秀宣, 長堀 薫 : ICG蛍光リンパ流観察を術中ナビゲーションとした脾彎曲部癌に対するリンパ節郭清. 第 7回蛍光Navigation 
Surgery研究会, 一般演題, 京都, 2014, 10. 

29. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 津浦 幸夫, 長堀 薫 : 
WHO分類に基づいたMixed adenoneuroendocrine carcinoma（MANEC)症例の検討. 第22回日本消化器関連学会週間, ポスター, 
神戸, 2014, 10. 

30. 門倉 俊明, 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 野尻 和典, 市川 靖史, 遠藤 格 : ICG蛍光
リンパ流観察を術中ナビゲーションとした脾彎曲部癌に対するリンパ節郭清. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会, パネルディスカッ
ション, 横浜, 2014, 11. 

31. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 門倉 俊明, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 野尻 和典, 市川 靖史, 遠藤 格 : ICG蛍光
法を併用した直腸癌に対する 腹腔鏡下自律神経温存側方リンパ節郭清. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会, ビデオシンポ, 横浜, 
2014, 11. 

32. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 門倉 俊明, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 野尻 和典, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌
に対する単孔式腹腔鏡下手術の短期・中期成績. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会, 要望演題, 横浜, 2014, 11. 

33. 門倉 俊明, 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 野尻 和典, 市川 靖史, 遠藤 格 : WHO分
類に基づいたMixed adenoneuroendocrine carcinoma（MANEC)症例の検討. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会, 要望演題, 横
浜, 2014, 11. 

34. 遠藤 千穂, 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 
長堀 薫 : 絞扼性イレウスに対する腹腔鏡下手術の適応の妥当性と短期成績の検討. 第76回日本臨床外科学会総会, ワークショップ, 
郡山, 2014, 11. 

35. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 
舛井 秀宣, 長堀 薫 : ICG蛍光リンパ流観察を術中ナビゲーションとした脾彎曲部癌に対するリンパ節郭清. 第76回日本臨床外科学会
総会. 一般演題, 郡山, 2014, 11. 

36. 小暮 悠, 渡邉 純, 遠藤 千穂, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 茂垣 雅
俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 絞扼性イレウスに対する腹腔鏡下手術の適応の妥当性と短期成績の検討. 第76回日本臨床外科学会総会. 一
般演題, 郡山, 2014, 11. 

37. 山田 淳貴, 渡邉 純, 門倉 俊明, 菊地 祐太郎, 遠藤 千穂, 小暮 悠, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 
茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 腹腔鏡下低位前方切除術を施行後、両側腸腰筋膿瘍を形成し、術後治療に難渋した 1例. 第76回日
本臨床外科学会総会, 一般演題, 郡山, 2014, 11. 

38. 山田 淳貴, 渡邉 純, 門倉 俊明, 菊地 祐太郎, 遠藤 千穂, 小暮 悠, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 
茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 上行結腸癌術後に発生したSister Mary Joseph's noduleの1例. 第76回日本臨床外科学会総会, 
一般演題, 郡山, 2014, 11. 

39. 武井 将伍, 渡邉 純, 門倉 俊明, 山口 直孝, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 
長堀 薫 : 術前化学療法が著効した膀胱浸潤、多発リンパ節転移を伴うS状結腸癌の 1例. 第76回日本臨床外科学会総会. 一般演題, 郡
山, 2014, 11. 
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40. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 遠藤 格 : Surgical anatomy of the plate 
system - Glisson's capsule border. 第18回臨床解剖研究会, ポスター, 東京, 2014, 11. 

41. 渡邉 純, 大田貢由, 諏訪宏和, 樅山将士, 石部敦士, 渡辺一輝, 矢後彰一, 野尻和典, 茂垣雅俊, 舛井秀宣, 長堀 薫: 創感染予防対策と
しての皮下閉鎖式吸引ドレーン留置. 第27回日本外科感染症学会総会学術集会, シンポジウム, 東京, 2014, 12. 

42. 石井 慧, 山口 直孝, 山田 淳貴, 矢後 彰一, 川村 祐介, 小暮 悠, 菊地 祐太郎, 門倉 俊明, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅
俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 結石の自然排石を認めた胆石イレウスの2例. 第332回日本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 横浜, 
2014, 12. 

※ 渡邉 純 : 腹腔鏡下直腸切除術～直腸垂直切離の工夫～. 第80回大腸癌研究会, 講演・ランチョン, 東京, 2014, 1. 
※ 渡邉 純 : ここまでできる！！腹腔鏡下直腸癌手術 ～超低位2回切離＆側方郭清～. 第76回日本臨床外科学会総会. 講演・ランチョン, 

郡山, 2014, 11. 
 
<横浜みなと赤十字病院＞ 
1. 清水 大輔, 菅沼 伸康, 山田 彰光, 山中 隆司, 千葉 明彦, 石川 孝, 吉田 明, 清水 哲, 遠藤 格 : 術後補助療法としてのTC療法の認

容性と効果に関する多施設共同研究. 第22回日本乳癌学会学術総会, 一般演題, 大阪, 2014, 7. 
2. 清水 大輔, 矢野 智之, 石井 義剛, 島 秀栄, 山口 和哉, 伊藤 理 : 乳房再建方法の選択に関する検討. 第2回日本乳房オンコプラス

ティックサージャリー学会総会. 一般演題, 東京, 2014, 10. 
3. 矢野 智之, 清水 大輔, 石井 義剛, 山口 和哉, 島 秀栄, 伊藤 理 : 形成外科̶乳腺外科の包括的チーム連携が当院乳房再建にもたらし

たインパクト. 第2回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会総会, 一般演題, 東京, 2014, 10. 
4. 山口 和哉, 清水 大輔, 島 秀栄 : 当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検の現状. 第50回日本赤十字社医学会総会, 一般演

題, 熊本, 2014, 10. 
5. 山口 和哉, 清水 大輔, 島 秀栄, 伊藤 美奈子 : 当院における乳癌検診の現状. 第26回日本乳癌検診学会学術集会, 一般演題, 群馬, 

2014, 11. 
6. 清水 康博, 清水 大輔, 島 秀栄, 河手 敬彦, 熊谷 二郎 : 化学療法にて病勢進行し、内分泌治療で著明な効果を得た進行粘液癌の１例. 

第11回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 埼玉, 2014, 12. 
 

<済生会横浜市南部病院＞ 
1. 土田 知史, 國崎 主税, 白井 順也, 渡辺 卓央, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 三輪 治生, 金子 卓, 杉森 一哉, 湯川 寛夫, 吉川 貴

己, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : 胃癌幽門狭窄に対するステント留置と胃空腸吻合術の成績（口演）. 第10回日本消化管学会, 一
般演題, 福島, 2014, 2. 

2. 渡辺 卓央, 國崎 主税, 白井 順也, 土田 知史, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 三輪 治生, 金子 卓, 杉森 一哉, 湯川 寛夫, 吉川 貴
己, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : 当院におけるMalignant Gastric Outlet Obstructionに対するバイパス術および十二指腸ステ
ント留置術の有用性について. 第10回日本消化管学会, 一般演題, 福島, 2014, 2. 

3. 柊 陽平, 渡辺 卓央, 岡本 浩直, 原田 郁, 大田 洋平, 三箇 山洋, 土田 知史, 平川 昭平, 長谷川 聡, 虫明 寛之, 長谷川 誠司, 福島 
忠男, 中山 崇, 池 秀之, 今田 敏夫 : Meckel憩室による絞扼性イレウスの一例. 第139回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 
横浜, 2014, 2. 

4. 渡辺 卓央, 池 秀之, 岡本 直浩, 原田 郁, 大田 洋平, 三箇 山洋, 土田 知史, 平川 昭平, 長谷川 聡, 虫明 寛行, 長谷川 誠司, 福島 
忠男, 利野 靖, 益田 宗孝, 今田 敏夫 : 大腸癌イレウスに対するステント留置の治療成績. 第36回日本癌局所療法研究会, 一般演題, 
八尾市, 2014, 6. 

5. 土井 雄喜, 虫明 寛行, 森 康一, 原田 真吾, 藤川 善子, 薮下 泰宏, 渡辺 卓央, 三箇 山洋, 嶋田 和博, 土田 知史, 平川 昭平, 長谷川
誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 子宮広間膜裂孔ヘルニアの 1例. 第59回神奈川消化器病研究会, 一般演題, 横浜, 2014, 6. 

6. 菊池 友章 : 複数科、多職種の介入を要したS状結腸癌の一例. 第 1回院内がん診療支援センター主催合同公開カンファレンス, 一般演
題, 横浜, 2014, 8. 

7. 小島 朋之, 薮下 泰宏, 土井 雄喜, 菊池 彰友, 森 康一, 原田 真吾, 藤川 善子, 渡辺 卓央, 嶋田 和博, 土田 知史, 村上 仁志, 平川 
昭平, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 腹腔鏡下に整復したS状結腸と後腹膜の生理的癒着に起因する内ヘルニアの1例. 
第140回神奈川臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2014, 9. 

8. 藤川 善子, 長谷川 誠司, 土井 雄喜, 薮下 泰宏, 三箇 山洋, 渡辺 卓央, 土田 知史, 虫明 寛行, 福島 忠男, 池 秀之, 今田敏夫 : 高齢
者大腸癌症例に対する鏡視下外科手術成績の検討. 第27回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 盛岡, 2014, 10. 

9. 藤川 善子, 長谷川 誠司, 土井 雄喜, 薮下 泰宏, 三箇 山洋, 渡辺 卓央, 土田 知史, 虫明 寛行, 福島忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 高齢
者大腸癌症例に対する鏡視下外科手術成績の検討. 第69回日本大腸肛門病学会学術集会, 要望演題, 横浜, 2014, 11. 

10. 福山 龍太郎, 渡辺 卓央, 澁谷 泰介, 菊池 彰友, 森 康一, 原田 真吾, 藤川 善子, 薮下 泰宏, 嶋田 和博, 土田 知史, 村上 仁志, 平川
昭平, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : イレウス症状で発症した腸アニサキス症の 1例. 第141回神奈川臨床外科医学会
集談会, 一般演題, 横浜, 2014, 12. 

※ 池 秀之 : 第188回港南区医師会学術講演会, 座長・司会, 横浜 2014, 1. 
※ 池 秀之 : 第31回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会, 座長・司会, 仙台, 2014, 2. 
※ 池 秀之 :「直腸癌治療の進歩－手術と化学療法－」. 第11回横浜港南医学会, 特別講演, 講演・ランチョン, 横浜, 2014, 2. 
※ 池 秀之 : 第189回港南区医師会学術講演会, 座長・司会, 横浜, 2014, 3. 
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※ 池 秀之 : 第114回日本外科学会定期学術集会, 座長・司会, 京都, 2014, 4. 
※ 平川 昭平 : 第26回日本内分泌外科学会, 座長・司会, 名古屋, 2014, 5. 
 
<横浜保土ヶ谷中央病院＞ 
1. 堀井 伸利, 上向 伸幸, 和田 朋子, 小澤 真由美, 齋藤 健人, 平野 進, 長堀 優 : S状結腸間膜裂孔ヘルニアの 1例. 第50回日本腹部救
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学会学術集会, ポスター, 横浜, 2014, 8. 
 
<NTT東日本関東病院＞ 
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4. 村上 崇 : 膵癌における術前放射線化学療法に伴う免疫能の変化. 平成26年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題, 市
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術を安全に行うためのVirtual navigation technique. 第22回日本乳癌学会, ポスター, 大阪, 2014, 7. 
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