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※ Endo I : Preoperative and intraoperative navigation technology. 講演・ランチョン.
※ Endo I : Session 9/ oral presentations. 座長・司会.
10th Liver anatomy workshop, Jeonju, 2015/3/7
1. Matsuyama R, Mori R, Kumamoto T, Takeda K, kohn A, Shenk A, Endo I : The technical development of image-guided
operation using 3D-CT technology for safety hepatectomy. 一般演題.
A-PHPBA, Singapore, 2015/3/18〜21
1. Matsuyama R, Mori R, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Surgical strategy for pT2 gallbladder cancer. ポスター.
2. Takeda K, Kumamoto T, Nojiri K, Mori R, Taniguchi K, Matsuyama R, Tanaka K, Endo I : Usefullness of circulating
blood volume after liver transplantation by using stroke volume variation. ポスター.
3. Kumamoto T, Takeda K, Asano F, Sawada Y, Ota Y, HommaY, Mori R, Akiyama H, Endo I : Usefulness of measuring
functional liver volume by using 99mTc-galactosyl human serum albumin scintigraphy single-photon emission
computed tomography. ポスター.
4. Ota Y, Mori R, Matsuyama R, Miyake K, Asano F, Homma Y, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Therapeutic strategy for
hepatobiliary and pancreatic disease comorbid cardiovascular disease requiring antithrombotic therapy. ポスター.
5. Nakayama G, Takeda K, Sawada Y, Asano F, Ota Y, Homma Y, Mori R, Kumamoto T, Matsuyama R, Endo I : One case
that caused the pneumococcal sepsis after splenectomy by living donor liver transplantation. ポスター.
6. Yamamoto J, Mori R, Matsuyama R, Ota Y, Homma Y, Kumamoto T, Takeda K, Hosono K, Kubota K, Endo I :
Significance of endoscopic transgastric drainage postoperative pancreatic fistula. ポスター.
※ Endo I : Concurrent Session 11. Malignant HPB Diseases. 座長・司会.
AACR, Annual Meeting 2015, Philadelphia, 2015/4/18〜4/19
1. Suzuki S, Ichikawa Y, Nakagawa K, Kumamoto T, Mori R, Matsuyama R, Takeda K, Ota Y, Tanaka K, Endo I : High
infiltration of mast cells predicts worse outcome following resection of colorectal liver metastases. 一般演題.
2. Hiroshima Y, Maawy A, Murakami T, Magalhaes N.Z, Kawaguchi D, Matsuo K, Tanaka K, Bouvet M, Hoffman R.M,
Endo I : Efficacy of photo-immunotherapy in combination with surgical resection on a pancreatic cancer patient
derived orthotopic xenograft(PDOX). ポスター.
3. Hiroshima Y, Maawy A, Zhang Y, Sato S, Murakami T, Yamamoto M, Uehara F, Miwa S, Yano S, Momiyama M,
Chishima T, Tanaka T, Bouvet M, Endo I, Hoffman R.M : Curative fluorescence-guided surgery of pancreatic cancer in
combination with UVC irradiation in orthotopic mouse models. ポスター.
4. Hiroshima Y, Maawy A, Zhang Y, Murakami T, Momiyama M, Mori R, Matsuyama R, Katz MH, Fleming JB, Chishima T,
Tanaka T, Ichikawa Y, Endo I, Hoffman RM, Bouvet M : Fluorescence-guided surgery with an anti-CA 19-9-conjugated
fluorophore in combination with neoadjuvant chemotherapy inhibits metastatic recurrence in a pancreatic cancer
patient derived orthotopic xenograft (PDOX) nude mouse model. ポスター.
5. Sawada Y, Yoshikawa T, Ofuji K, Yoshimura M, Tuchiya N, Takahashi M, Nobuoka D, Mizuno S, Endo I, Nakatsura T :
Phase Ⅱstudy of the GPC3-derived peptide vaccine as an adjuvant therapy for hepatocellular carcinoma patients.
ポスター.
6. Murakami T, Hiroshima Y, Miwa S, Yano S, Toneri M, Yamamoto M, Momiyama M, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M,
Hasegawa S, Endo I, Hoffman R.M : Fluorescence-guided of liver metastasis in orthotopic nude-mouse models. ポス
ター.
7. Kawaguchi D, Hiroshima Y, Murakami T, Matsuo K, Kosugi C, Syuto K, Yamada A, Endo I, Koda K, Tanaka K : The
correlation between the change future remnant liver volume and functional capacity in ALPPS(associating liver
partition and portal vein ligation for staged hepatectomy), and establishment of ALPPS model in lats. ポスター.
The American Society of Colon and Rectal Surgeons Annual Scientific Meeting, Boston, 2015/5/30〜6/3
1. Kimura H, Kunisaki R, Tatsumi K, Koganei K, Sugita A, Endo I : The effectiveness of biological therapy in the prevention of reoperation in patients with luminal Crohn disease. ポスター.
The international College of Surgeons, The 61st Annual Congress of the Japan Section, Tokyo, 2015/6/20
1. Kosaka T, Akiyama H, Makino H, Kimura J, Takagawa R, Ono A.H, Kunisaki C, Endo I : Impact of Neoadjuvant Chemotherapy among Pancreatic fistula after Gastrectomy in Patients with Advanced Gastric Cancer. The international
College of Surgeons, 一般演題.
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11th International Gastric Cancer Congress 2015. Sao Paulo Brazil, 2015/64〜6/6
1. Miyamoto H, Kunisaki C, Makino H, Kimura J, Takagawa R, Ota M, Tsuburaya A, Sato K, Izumisawa Y, Kosaka T,
Akiyama H, Endo I : Significance of S-1 plus cisplatin neoadjuvant chemotherapy in scirrhous gastric cancer. 一般演題.
WSC 2015, Bangkok, 2015/8/23〜8/27
1. Sawada Y : The study of thrombosis of portal vein and mesenteric after portal vein embolization. 一般演題.
18th ECCO, Vienna, 2015/9/25〜9/29
※ Endo I : Surgery of advanced hilar cholangiocarcinoma utilising 3D computer assisted surgery planning and navigation. シンポジウム.

◆ 国内学会
第87回胃癌学会総会, 広島, 2015/3/4〜3/6.
1. 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, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Laparoscopic
total gastrectomy (LTG) における circular stapler を用いた食道空腸吻合再建法. 一般演題.
第51回日本腹部救急医学会総会, 京都, 2015/3/5〜3/6
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌術後再発症例における oncologic emergency. 一般演題.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 有坂 早香, 諏訪 雄亮, 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・胆道疾患に対する肝切除術後ｒTM 製剤投与の安全性と効果. 一般演題.
3. 石部 敦士, 大田 貢由, 山口 和哉, 開田 脩平, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 國崎 主税, 遠藤 格 : 左側閉塞性大腸癌における術前腸管減圧の
治療成績. 一般演題.
4. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 大田 洋平, 本間 祐樹, 松山 隆生, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Tokyo Guidelines 2013中等症胆嚢
炎に対する早期手術の妥当性. 一般演題.
5. 中山 岳龍, 松山 隆生, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 下部胆管癌術後の残膵炎に対して膵管ステント留置
が有効であった１例. 第 51 回日本腹部救急医学会総会, 一般演題, 京都, 2015, 3.
6. 中山 岳龍, 武田 和永, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 生体肝移植による脾臓摘出後に肺炎球菌性敗血症を発症した 1 例. 一般演題.
7. 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, 國崎 主税, 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.
8. 有坂 早香, 森 隆太郎, 松山 隆生, 諏訪 雄亮, 門倉 俊明, 山本 淳, 松木 裕輝, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 本間 祐樹, 大田 洋平, 熊本
宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Endotoxin Activity Assay (EAA) による胆道炎重症化予測の可能性. 一般演題, 京都.
9. 山本 淳, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 澤田 雄, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 細野 邦広, 窪田 賢
輔, 遠藤 格 : 膵切除後膵液瘻に対する内視鏡的経胃ドレナージの意義. 要望演題.
※ 遠藤 格 : 主題関連演題 05 急性胆管炎・胆嚢炎 1. 座長・司会.
第115回日本外科学会定期学術集会, 名古屋, 2015/4/16〜4/18
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 大田 洋平, 本間 祐樹, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する血行再建術を伴う
左右３区域切除術の主義と治療成績. シンポジウム.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 大田 洋平, 浅野 史雄, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌
に対する術前化学療法後 Total mesopancreas resection を意識した SMA orientated 膵頭十二指腸切除術. シンポジウム.
3. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行右
側結腸癌に対する腹腔鏡手術における郭清範囲の定型化と長期成績の検討. シンポジウム.
4. 熊本 宜文, 武田 和永, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 99mTc-GSA シン
チグラフィーを用いた門脈塞栓術前後の分肝機能評価の有用性. パネルディスカッション.
5. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 渡辺 一輝, 渡邉 純, 石部 敦士, 樅山 将士, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳佑, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行下
部直腸癌に対する側方郭清を含めた腹腔鏡手術の手技と成績. 一般演題.
6. 木村 英明, 矢沢 慶一, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 井上 英美, 遠藤 格 : Crohn 病結腸十二指腸瘻に対する手術術
式. 一般演題.
7. 武田 和永, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 術前 3D 画像を応用
した下大動脈、肝静脈切除・再建を伴う肝切除. 一般演題.
8. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 徳久 元彦, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : yc-NearT4 食道癌の
治療戦略. 一般演題.
9. 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 :
腹腔鏡下脾臓摘出症例の検討. 一般演題.
10. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : StageⅢ進行直腸癌
に対する mFOLFOX6 併用周術期化学療法の治療成績. 一般演題.
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11. 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, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 結腸癌
手術におけるFast-track surgeryの現状と今後. 一般演題.
12. 木村 準, 國崎 主税, 前澤 幸男, 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治療成績. 一般演題.
13. 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 : 教室における膵癌術
前放射線化学療法の現状. 一般演題.
14. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 小坂 隆司, 菅江 貞亨, 石部 敦士, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 若手
外科医の労働環境の現状と施設間の相違〜アンケート調査の結果から〜. 一般演題.
15. 浅野 史雄, 森 隆太郎, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵胆管合流異常における胆嚢の
病理組織学的所見の検討. 一般演題.
16. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川
靖史, 遠藤 格 : 高齢者結腸癌に対する腹腔鏡の治療成績の検討. 一般演題.
17. 三宅 謙太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 広範囲胆管癌に対する肝葉切除+膵頭
十二指腸切除術の適応と限界. 一般演題.
18. 川口 大輔, 松尾 憲一, 平野 敦士, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : ALPPS (associating liver
partition and portal vein ligation for staged hapatectomy) 手術における残存予定肝容量変化と機能的容量変化. 一般演題.
19. 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, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : 直腸切断術におけるドレーン挿入経路別短期成績の検討. 一般演題.
20. 中山 岳龍, 武田 和永, 澤田 雄, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 樅山 将士, 石部 敦士, 大田
貢由, 松山 隆生, 遠藤 格 : 肝外転移並存大腸癌肝転移に対する外科治療の意義. 一般演題.
21. 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 : 胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) の臨床病理学的特徴につい
ての検討. 一般演題.
22. 矢澤 慶一, 木村 英明, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 明, 井上 英美, 遠藤 格 : 潰瘍性大腸炎術後妊娠出産例の検討. 一
般演題.
23. 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, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術後患者の体組成
の変化の検討. 一般演題.
24. 足立 祥子, 成井 一隆, 山田 顕光, 田辺 美樹子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 針生検で DCIS と
診断された症例の病理組織学的分類に関する検討. 一般演題.
25. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 石部 敦士, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 当教室における男
女共同参画の現状と今後の対策. 一般演題.
26. 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 : 教室に
おける膵 NET の治療成績と展望. 一般演題.
27. 山本 淳, 森 隆太郎, 中山 岳龍, 澤田 雄, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 術前診断
で胆道癌が疑われた膵頭部癌切除例の臨床・病理学的特徴. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 特別企画(７)「国際化時代における邦文学会誌の在り方」. 座長・司会.
※ 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 高川 亮, 林 勉, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 空腸間置.（ディベート）
. そ
の他.
第51回日本肝臓学会総会, 熊本, 2015/5/21〜5/22
1. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 肝内胆管癌の治療成績および予後因子の検討. ワークショップ.
第27回日本肝胆膵外科学会・学術集会, 東京, 2015/6 /11〜6/13
1. 遠藤 格 : 国際胆道炎特別研究プロジェクトの現状とこれからの展望. シンポジウム.
2. 遠藤 格 : 若手育生への情熱と使命―肝胆膵外科医への道. パネルディスカッション.
3. 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 長坂 学, 菊川 孝明, 河野 充, Kohn A : 安全な肝切除術のための術前 3D-CT を用い
た画像支援手術の開発. ビデオシンポ.
4. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 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 : 進行胆道癌に対する
術前化学療法の有用性.（ディベート）
. その他.
5. 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 : 教室における膵癌治
療戦略の現状と治療成績. ワークショップ.
6. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 待機的肝切除施行患
者における腹腔内ドレーンの有効性と適切な管理. ワークショップ.
7. 熊本 宜文, 武田 和永, 澤田 雄, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 99mTc-GSA シン
チグラフィーを用いた門脈塞栓術前後の分肝機能評価の有用性. 要望演題.
8. 田中 優作, 本間 祐樹, 松山 隆生, 村上 崇, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管癌患者における化学療法による免疫能
の変化. 要望演題.
9. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 広範囲胆管癌に対する肝膵
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同時切除の検討. 要望演題.
10. 武田 和永, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 術前3D画像を応用
した下大動脈、肝静脈切除・再建を伴う肝切除. ポスター.
11. 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 胆道
癌切除例における胃内容排出遅延の現状と危険因子の検討. ポスター.
12. 澤田 雄, 森 隆太郎, 森 康一, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 門脈塞栓
施行後の門脈血栓, 上腸間膜静脈血栓の危険因子の検討. ポスター.
13. 浅野 史雄, 森 隆太郎, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文、松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 成人先天性胆道拡張症例の分流
手術後に発生した肝内結石症の臨床的検討. ポスター.
14. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : ラットモデルを用い
たALPPSにおける残肝容量の増大機序の解明. ポスター.
15. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 浅野 史雄, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵切除後における
難治性下痢発症原因と術後栄養状態への影響. ポスター.
16. 原田 郁, 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 本間 祐樹, 大田 洋平, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) の臨
床病理学的特徴. ポスター.
17. 中山 岳龍, 武田 和永, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌
肝転移に対する肝動注クロノセラピーの成績. ポスター.
18. 朴 峻, 武田 和永, 杉政 奈津子, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 本間 祐樹, 大田 洋平, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 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.
19. 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 : 膵神経
内分泌腫瘍リンパ節転移の意義と郭清省略の可能性. ポスター.
20. 山本 淳, 森 隆太郎, 松山 隆生, 澤田 雄, 浅野 史雄, 本間 祐樹, 大田 洋平, 熊本 宜文, 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.
※ 遠藤 格 : 膵癌診療ガイドラインの要点解説.（教育セミナー）
. 講演・ランチョン.
※ 遠藤 格 : 腹腔鏡下膵体尾部切除術の安全な施行を目指して. 講演・ランチョン.
※ 遠藤 格 : がん免疫治療における免疫寛容の対策と工夫. 講演・ランチョン.
※ 武田 和永 : ポスター133. 胆道・術後合併症. 座長・司会.
※ 松山 隆生 : ポスター127. 胆道・良性 診断 3.（座長）
. 座長・司会.
第46回日本膵臓学大会, 名古屋, 2015/6/19〜6/20
※ 遠藤 格 : 会長企画アジアフォーラム. 座長・司会.
第69回日本食道学会学術集会, 横浜, 2015/7/2〜7/4
1. 高川 亮, 國崎 主税, 木村 準, 林 勉, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Overlap法を用いた鏡視下食
道切除術後の胸腔内再建法. ポスター.
第23回日本乳癌学会学術総会, 東京, 2015/7/2〜7/4
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, 鳥井 郁雄, 立石 宇貴秀, 井上 登美夫, 市川 靖史, 遠藤 格 :
新規乳房専用PET装置の使用経験. ポスター.
2. 山田 顕光, 成井 一隆, 足立 祥子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 当院におけるフルベ
ストラントの使用経験. ポスター.
3. 成井 一隆, 石川 孝, 足立 祥子, 山田 顕光, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 田辺 美樹子, 大庭 真梨, 土井 卓子, 長谷川 聡, 盛田
智之, 鬼頭 礼子, 千島 隆司, 市川 靖史, 遠藤 格 : 転移・再発乳癌に対する Gemcitabine の有効性と安全性および健康関連 QOL に
関する前向きコホート研究. その他.
4. 足立 祥子, 成井 一隆, 山田 顕光, 田辺 美樹子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 皮下乳腺全摘後の
再建乳房局所再発に関する検討. その他.
第70回日本消化器外科学会総会, 浜松, 2015/7/15〜7/17
1. 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知 大田 貢由, 円谷 彰, 矢澤 慶一,

秋山 浩利, 遠藤 格 : Lymph node dissection

for gastric cancer in reduced-port distal gastrectomy with OCTO port. ビデオシンポ.
2. Kimura H, Goto K, Kunisaki R, Tatsumi K, Koganei K, Sugita A, Inoue E, Endo I : Surgical timing for severe ulcerative
colitis. ワークショップ.
3. 鈴木 紳祐, 市川 靖史, 樅山 将士, 渡邉 純, 石部 敦士, 熊本 宜文, 武田 和永, 大田 貢由, 田村 智彦, 遠藤 格 : High Infiltration of
Mast Cells Predicts Worse Outcome of Colorectal Liver Metastases. ワークショップ.
4. 有坂 早香, 松山 隆生, 諏訪 雄亮, 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 : The relationship
between inflammation and coagulation after hepatectomy. ワークショップ.
5. 秋山 浩利, 小坂 隆司, 高川 亮, 市川 靖史, 木村 準, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術前化学療法症例に対する大動脈周囲リ
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ンパ節郭清. 一般演題.
6. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石破 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対
する腹腔鏡手術に必要な解剖学的ランドマークと手技. 一般演題.
7. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌における血行再建術の意義.
一般演題.
8. 熊本 宜文, 武田 和永, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝切除術後の播種性
血管内凝固症候群の診断法に関する検討. 一般演題.
9. 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.
10. 南 裕太, 林 勉, 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, 遠藤 格 : 指導的立場から見た若手術
者による単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討. 一般演題.
11. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 左側横行結腸癌に対
する腹腔鏡下切除術の至適リンパ節郭清. 一般演題.
12. 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 : GS療法を用いた
Borderline resectable膵癌に対する術前放射線科学療法. 一般演題.
13. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 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 : 肝内胆管癌の治療成
績および予後因子の検討. 一般演題.
14. 澤田 雄, 吉川 聡明, 遠藤 格, 中面 哲也 : 肝細胞癌に対するペプチドワクチン・PD-1抗体併用療法の開発を目指した研究. 一般演題.
15. 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, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 当院における腹腔鏡
下肝切除術の治療成績と課題. 一般演題.
16. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 有坂 早香, 門倉 俊明, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 宮庄 拓, 遠藤 格 : 胆道感染症患者における
BioPlex®を用いて測定したサイトカインに関する検討. 一般演題.
17. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 絞扼性イレウスの
診断における判別式の有用性. 一般演題.
18. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 村上 崇, 松尾 憲一, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 肝切除術における閉腹
時腹腔内洗浄及び術後早期経腸栄養の術後感染性合併症に及ぼす影響. 一般演題.
19. 後藤 晃紀, 木村 英明, 津田 早耶, 小柏 剛, 安原 ひさ惠, 髙 蓮浩, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 潰瘍性大腸炎関連大腸癌の検討. 一般演題.
20. 高槁 直行, 石部 敦士, 樅山 将士, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌術前化学療法
施行例に対しての単孔式腹腔鏡下ストーマ造設術の有用性. 一般演題.
21. 中山 岳龍, 松山 隆生, 浅野 史雄, 本間 祐樹, 太田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除
時における効率的なSMA周囲郭清術の工夫. 一般演題.
22. 久保 博一, 大田 貢由, 清水 康博, 中川 和也, 開田 脩平, 宮本 洋, 大田 洋平, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 遠藤 格 : 高齢者における
進行直腸癌術後短期成績の検討. 一般演題.
23. 大西 宙, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 林 勉, 円谷 彰, 大田 貢由, 大庭 真梨, 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. 一般演題.
24. 小暮 悠, 大田 貢由, 遠藤 千穂, 清水 康博, 中川 和也, 後藤 晃紀, 開田 脩平, 渡邉 純, 長堀 薫, 遠藤 格 : 直腸癌に対する側方リン
パ節郭清の短期成績の検討. 一般演題.
25. 遠藤 千穂, 大田 貢由, 小暮 悠, 清水 康博, 中川 和也, 開田 修平, 後藤 晃紀, 渡邉 純, 長堀 薫, 遠藤 格 : 自立神経温存直腸癌手術
後の排尿障害の危険因子の検討. 一般演題.
26. 松木 裕輝, 大田 貢由, 清水 大輔, 中川 和也, 開田 修平, 後藤 晃紀, 遠藤 千穂, 原田 郁, 国崎 主税, 遠藤 格 : 肥満患者における進
行直腸癌術後合併症の検討. 一般演題.
27. 武田 和永, 藪下 泰宏, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 熊本 宜文, 大庭 真梨, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 超高齢者肝切除における肝再生
能と成績. 一般演題.
28. 前澤 幸男, 林 勉, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 大島 貴, 円谷 彰, 利野 靖, 益田 宗孝, 國崎 主税 : 供存疾患が胃癌治癒切除後の長
期予後に与える影響−Charison Index Score を用いた検討. 一般演題.
29. 森 隆太郎, 松山 隆生, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管癌手術における膵消化管吻合としての
膵胃吻合の安全性と有用性. 要望演題.
30. 高川 亮, 國崎 主税, 木村 準, 林 勉, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Overlap 法を用いた鏡視下食
道切除術後の胸腔内再建法. 要望演題.
31. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 左側大腸癌に対する
単孔式腹腔鏡下手術の手技の工夫と短期・中期成績の検討. 要望演題.
32. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 高橋 正純, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 噴門側胃切除術後の His
角・穹窿部形成(PF)食道残胃吻合再建術の有用性. 要望演題.
33. 三宅 謙太郎, 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 : 非機能性膵神経内
分泌腫瘍に対する治療戦略. 要望演題.
※ 遠藤 格 : ランチョンセミナー14 : 腹腔鏡下食道切除術と術後合併症対策 up to date. 座長・司会.
※ 遠藤 格 : シンポジウム 10 : Multidisciplinary Treatment of Progressive Gastroenterological Cancers ̶Update on Treat-
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ment of Progressive Gastroenterological Cancers̶（進行消化器癌に対する集学的治療）
. 座長・司会.
※ 遠藤 格 : ランチョンセミナー25 : 腹壁ヘルニア患者を抱えるあなたへ 開腹術と腹腔鏡下術 明日から使える腹壁ヘルニア修復術の
すべて. 第 70 回日本消化器外科学会総会, 座長・司会, 浜松, 2015, 7.
※ 秋山 浩利 : [ME-4]医学生・研修医・メディカルスタッフ４ : 症例報告 : 食道. 座長・司会.
第13回日本臨床腫瘍学会学術集会, 札幌, 2015/7/16〜7/18
1. 菅江 貞亨, 成井 一隆, 嶋田 和博, 盛田 知幸, 喜多 久美子, 大庭 真梨, 千島 隆司, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : nab-paclitaxel
起因性抹消神経障害に対するラフチジンの予防効果に関する他施設共同第Ⅱ相臨床試験. 一般演題.
第 3 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, 札幌, 2015, 9/3〜9/4
1. 成井 一隆, 佐武 利彦, 山田 顕光, 足立 祥子, 渋谷 麻衣, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 内視鏡
補助下皮下全乳房切除と遊離脂肪移植を併用した minimal inscision による乳房切除一次再建. 一般演題.
2. 山田 顕光, 成井 一隆, 足立 祥子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 渋谷 麻衣, 佐武 利彦, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 原発性
乳癌に対する皮下乳腺全摘施行後の局所再発に関する検討. 一般演題.
第51回日本胆道学会学術集会, 栃木, 2015/9/17〜9/18
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 胆嚢癌における胆道癌取扱い規約第 6 版の検証. パネルディスカッション.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 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. ワークショップ.
3. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) の臨床病理学的
特徴. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 日本胆道学会認定指導医養成講座 7.「胆道癌に対する集学的治療.」. 講演・ランチョン.
※ 遠藤 格 : 緊急企画ワークショップ「急性胆嚢炎に対するベストプラクティスを探求する」
（特別発言）
. その他.
第51回日本移植学会総会, 熊本, 2015/10/1〜10/3
1. 武田 和永, 久保 博一, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 術前門脈血栓を伴った生体肝移
植の治療成績. ポスター.
JDDW2015, 高輪, 2015/10/8〜10/11
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 胆嚢癌の予後因子と、そこからみた Borderline resectable の定義. パネルディスカッション.
2. 武田 和永, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌
同時性肝転移症例に対する肝切除先行治療についての検討. ポスター.
3. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 堀井 伸利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 術前補助化学療法施行 (NAC) の
胃切除患者の栄養状態に関する検討. ポスター.
4. 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, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : ＜優秀演題＞直腸癌側方リンパ節郭清の至適郭清範囲の検討. ポスター.
5. 川口 大輔, 松尾 憲一, 平野 敦士, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 化学療法後肝切除における肝組
織所見とアシアロシンチグラフィ (99ｍTｃ-GSA) フラクタル次元解析との相関. ポスター.
6. 平谷 清吾, 松山 隆生, 遠藤 格 : 肝門部領域胆管癌と肝門湿潤型肝内胆管癌の臨床病理学的異同. 一般演題.
※ 遠藤 格 : ブレックファーストセミナー15 重症胆道炎の診断と治療戦略. 講演・ランチョン.
※ 遠藤 格 : パネルディスカッション 9 胆管癌・膵癌に対する集学的治療 Up-to-date＜アンサーパッド＞. 座長・司会.
※ 遠藤 格 : デジタルポスターセッション（消化器病学会）膵臓（癌）2. 座長・司会.
第53回日本癌治療学会学術集会, 京都, 2015/10/29〜10/31
1. 大田 貢由, 中川 和也, 開田 脩平, 後藤 晃紀, 遠藤 千穂, 諏訪 雄亮, 原田 郁, 大田 洋平, 諏訪 宏和, 杉政 奈津子, 渡邉 純, 市川
靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対する術後補助化学療法の実際. ビデオセッション.
2. 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 喜多 久美子, 島 秀栄, 原田 郁, 有坂 早香, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤
格 : 乳癌術前補助化学療法における nab-paclitaxel 療法の妥当性の検討. ポスター.
3. Momiyama M, Ishibe A, Ota M, Kubo H, Suwa Y, Suzuki S, Suwa H, Watanabe J, Ichikawa Y, Oba MS, Kunisaki C, Endo
I : The Effect of TJ-28(Eppikajutsuto), a Kampo Medicine, on Prevention of Hand-Foot Syndrome in Colorectal Cancer
Patients with Adjuvant Chemotherapy Using Capecitabine. ポスター.
4. 澤田 雄, 武田 和永, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移に対す
る術前化学療法併用下肝切除における切除断端の意義. ポスター.
5. 小笠原 康夫, 清水 哲也, 山本 悠史, 和田 朋子, 平谷 清吾, 松田 悟郎, 関戸 仁, 國崎 主税 : 近年のレゴラフェニブ使用症例につい
て. ポスター.
6. 菅野 伸洋, 大田 貢由, 山田 淳貴, 加藤 綾, 小笠原 康夫, 中川 和也, 諏訪 宏和, 石部 敦士, 渡邉 純, 大島 貴, 市川 靖史, 利野 靖,
國崎 主税, 益田 宗孝, 遠藤 格 : 進行再発大腸癌に対するレゴラフェニブの有用性と安全性. ポスター.
7. 武田 和永, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 術前3D画像を応用した下大動脈、肝静脈切除・再建を伴う肝切
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除. ワークショップ.
8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 切除不能膵癌に対する長期
化学放射線療法後切除の治療成績. ワークショップ.
9. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 徳久 元彦, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : CstageⅡ/Ⅲ食道癌に
対する術前治療症例の治療成績. ワークショップ.
10. 成井 一隆, 石川 孝, 山田 顕光, 足立 祥子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞了, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行再発乳癌に対するエリブリ
ンの隔週投与スケジュールの検討. ワークショップ.
11. 山田 顕光, 永橋 昌幸, 青柳 智義, 青木 寛明, 足立 祥子, 喜多 久美子, 菅江 貞了, 成井 一隆, 市川 靖史, 石川 孝, 高部 和明, 遠藤
格 : ABCC11 はスフィンゴシン 1 リン酸 (S1P) を輸送し乳癌の増殖に寄与する. ワークショップ.
12. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 木村 準, 高川 亮, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 大田 貢由, 秋山
浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : OCTOTM Port を用いた Reduced-port laparoscopic total gastrectomy (RPLDG) の有用性. ワー
クショップ.
13. 中川 和也, 大田 貢由, 山田 淳貴, 加藤 綾, 小笠原 康夫, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川
靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行再発大腸癌に対するオキザリプラチン使用化学療法による好中球減少症の予測因子. ワークショップ.
14. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 林 勉, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主
税, 遠藤 格 : 当院における食道癌根治切除後の再発形式と治療法についての検討. ワークショップ.
15. Matsuyama R, Mori R, Ota Y, Hiratani S, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : The SMA orientated pancreaticoduodenectomy for borderline resectable pancreatic cancer. 一般演題.
16. 宮本 洋, 國崎 主税, 片山 雄介, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 山口 直孝, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山
浩利, 遠藤 格 : 当院における胃GISTの治療成績の検討. 一般演題.
※ 遠藤 格 : ワークショップ 8 肝臓 2 : 肝がん手術療法の個別化. 座長・司会.
※ Matsuyama R : FACO Surgery Session 8/Pancreas 2. 座長・司会.
第70回日本大腸肛門病学会学術集会, 名古屋, 201511/13〜11/14
1. 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 : 進行下部直腸癌に対する FOLFOX を用い
た周術期化学療法の安全性と有用性. シンポジウム.
2. 木村 英明, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 井上 英美, 遠藤 格 : 内科治療効果不十分な重症潰瘍性大腸炎に対する至適手術タイミ
ング. パネルディスカッション.
3. 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, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 直腸癌
局所再発に対する集学的治療の現状と治療成績. 一般演題.
4. 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 : 肥満症例に対する腹
腔鏡下大腸切除術の長期成績に関する検討. 一般演題.
5. 開田 脩平, 渡邉 純, 大田 貢由, 神谷 紀之, 石部 敦士, 市川 靖史, 遠藤 格 : 直腸癌に対する低位前方切除術後直腸膣瘻症例の検討.
一般演題.
第77回日本臨床外科学会総会, 福岡, 2015/11/26〜28
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, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : 80 歳以上高齢者結腸癌に対する腹腔鏡と開腹手術の短期・長期成績の検討. シンポジウム.
2. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 進行胆嚢癌に対する治療戦略. パネルディスカッショ
ン.
3. 大田 洋平, 森 隆太郎, 三宅 謙太郎, 松山 隆生, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Tokyo Guidelines 2013 における中等症胆嚢炎
に対する手術時期と安全性の検討. パネルディスカッション.
4. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 大田 洋平, 平谷 清吾, 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. パネルディスカッション.
5. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 木村 準, 高川 亮, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山
浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : OCTOTMPort を用いた Reduced-port laparoscopic distal gastrectomy (RPLDG) の有用性. ビデ
オシンポ.
6. 木村 英明, 小暮 悠, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : クローン病術後再手術例の再燃形式と再手術予防のための治療方
針. ワークショップ.
7. 大田 貢由, 山中 竹春, 松山 隆生, 遠藤 格 : 他施設試験グループによるこれからの医師主導型臨床試験のあり方. ワークショップ.
8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌
に対する術前化学放射線療法の治療成績. ワークショップ.
9. 中川 和也, 大田 貢由, 山田 淳貴, 加藤 綾, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖
史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術前における下肢静脈超音波による深部静脈血栓症スクリーニングの有用性. ワークショップ.
10. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 髙橋 弘毅, 久保 博一, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 細野 邦広, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 膵切除
術後膵液瘻に対する内視鏡的経胃ドレナージの有用性. ワークショップ.
11. 武田 和永, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : Stroke volume variation (SVV) を用い
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た肝移植術後における循環血液量評価の有用性. 一般演題.
12. 熊本 宜文, 武田 和永, 浅野 史雄, 澤田 雄, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 術前肝不全の早期予
測因子の検討. 一般演題.
13. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 山口 直孝, 泉澤 祐介, 佐藤 圭, 牧野 洋知, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 國崎 主税, 遠藤 格 : SM2 胃癌の
リンパ節転移危険因子の検討. 一般演題.
14. 南 裕太, 笠原 康平, 佐藤 圭, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 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膵切離法の検討. 一般演題.
15. 山口 直孝, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤
格 : 当院で施行した腹腔鏡下食道切除術後の胸腔内再建法として Overlap 法を安全に行う手技上の留意点. 一般演題.
16. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : cStage
Ⅳ大腸癌の集学的治療における原発巣切除の意義. 一般演題.
17. 山田 顕光, 成井 一隆, 足立 祥子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 当院の超高齢者乳癌に対する集
学的治療. 一般演題.
18. 澤田 雄, 熊本 宜文, 髙橋 弘毅, 久保 博一, 平谷 清吾, 浅野 史雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 当院に
おける非B非C型肝細胞癌の切除症例の臨床病理学的検討. 一般演題.
19. 宮本 洋, 國崎 主税, 片山 雄介, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知,
秋山 浩利, 円谷 彰, 遠藤 格 : 術前化学療法（Docetaxel + CDDP + S-1 療法）と DVT 発症の関係. 一般演題.
20. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤
格 : 当院における高齢者食道癌患者に対する治療成績. 一般演題.
21. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除後
胃内容排出遅延発生の危険因子に関する検討. 一般演題.
22. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 慢性膵炎に対する外科治療の課題.
一般演題.
23. 久保 博一, 熊本 宜文, 高橋 弘毅, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝切除術後切離面感
染の穿刺ドレナージ危険因子の検討. 一般演題.
24. 小暮 悠, 木村 英明, 遠藤 格 : 腸管ベーチェット病および単純性潰瘍に対する手術成績. 一般演題.
25. 髙橋 弘毅, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 大田 洋平, 久保 博一, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管内血腫形成を伴
う微小浸潤肝門部胆管癌の 1 切除例. 一般演題.
26. 山田 淳貴, 大田 貢由, 加藤 綾, 小笠原 康夫, 中川 和也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 渡邉 純, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎
主税, 遠藤 格 : 直腸癌手術時に増設した一時的人工肛門出口部狭窄の危険因子. 一般演題.
27. 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, 渡辺一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : 絞扼性イレウスの診断における判別式と乳酸値の有用性. 要望演題.
28. 小笠原 康夫, 大田 貢由, 山田 淳貴, 加藤 綾, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 菅野 伸洋, 虫明
寛行, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 結腸癌におけるドレーンの必要性についての検討. 要望演題.
※ 遠藤 格 : パネルディスカッション 04 進行胆嚢癌に対する治療戦略. 座長・司会
第28回日本外科感染症学会学術集会, 名古屋, 2015/12/2〜12/3
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, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : ERAS プロトコール導入による腹腔鏡下結腸癌手術の SSI 予防効果. シンポジウム.
2. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 髙橋 弘毅, 久保 博一, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田
和永, 遠藤 格 : 膵・胆道癌手術症例における術中胆汁培養検査結果を踏まえた術後治療抗菌薬の選択. 一般演題.
3. 髙橋 弘毅, 森 隆太郎, 松山 隆生, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 周術期にカルバペネ
ム耐性腸内細菌科細菌が同定された肝門部領域胆管癌の 3 例. 一般演題.
第28回日本内視鏡外科学会総会, 大阪, 2015/12/10〜12/12
1. 南 裕太, 笠原 康平, 佐藤 圭, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 :
医療経済を考慮した当院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の工夫. 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, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡
下結腸癌手術における ERAS プロトコール導入の有用性. パネルディスカッション.
3. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 高川 亮, 木村 準, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山
浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡下胃切除 : 視野展開の工夫. パネルディスカッション.
4. 木村 英明, 小暮 悠, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : ワークショップ.
5. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下側方郭清の定型化され
た手技と転移陽性例での注意点. ワークショップ.
6. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 側方郭清に有用な内腸骨血管の
解剖. ワークショップ.
7. 山口 直孝, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤
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格 : 胃癌に対する OCTO port を用いた reduced-port distal gastrectomy (RPLDG) の有用性. 一般演題.
8. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 堀井 伸利, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 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 QOL の検討. 一般演題.
9. 中川 和也, 大田 貢由, 山田 淳貴, 加藤 綾, 小笠原 康夫, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川
靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : pN2 結腸癌に対する腹腔鏡下手術の長期成績に関する検討. 一般演題.
10. 宮本 洋, 國崎 主税, 片山 雄介, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 山口 直孝, 小野 秀高, 牧野 洋知, 小坂 隆司,
秋山 浩利, 円谷 彰, 遠藤 格 : 胃 GIST 症例に対する内視鏡外科手術の有用性. 一般演題.
11. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤
格 : 当院における腹腔鏡下噴門側胃切除術再建法の工夫. 一般演題.
※ 遠藤 格 : シンポジウム 16 胆嚢癌、胆道癌に対する腹腔鏡手術 : 適応と成績. 座長・司会.

◆ 国内学会、研究会
第82回大腸癌研究会, 東京, 2015/1/23
1. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 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手術の適応と限界. パネルディスカッション.
第12回Needlescopic Surgery Meeting, 北九州, 2015/1/31
1. 高川 亮, 國崎 主税, 木村 準, 林 勉, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 当院における腹腔鏡下胃全摘
術の現状と細径鉗子導入の可能性について. 一般演題.
2. 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 : Reduced-port laparoscopic gastrectomy (RPG) の手術手技における細径鉗子の有用性., 一般演題.
第62回日本消化器画像診断研究会, 東京, 2015/2/28
1. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 澤田 雄, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 三宅 暁夫, 加藤 生真, 遠藤 格 : 門脈腫
瘍栓を伴った肝原発 Inflammatory myofibroblastic tumor の 1 例. 一般演題.
2. 高橋 直行, 樅山 将士, 石部 敦士, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡下に切除し得た横行結腸リンパ管嚢腫の 1 例. 一般演題.
第48回制癌剤適応研究会, 一般演題, 浜松, 2015/3/20
1. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 高川 亮, 木村 準, 小野 秀高, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術前補助化学療法の胃切除術に与える影
響. 一般演題.
2. 田中 優作, 本間 祐樹, 松山 隆生, 村上 崇, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管癌患者における化学療法による免疫能
の変化. 一般演題.
第836回外科集談会，東京，2015/3/28
1. 齊藤 学, 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, 遠藤 格 : 膵神経内分泌腫瘍に対
し膵全摘を施行した１例. 一般演題.
第15回京都肝移植周術期研究会, 京都, 2015/3/28
1. 中山 岳龍, 武田 和永, 澤田 雄, 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 : 生体肝移植による脾
臓摘出後に肺炎球菌性敗血症を発症した症例の検討. 一般演題.
第36回癌免疫外科研究会, 奄美, 2015/5/14〜5/15
1. 鈴木 紳祐, 市川 靖史, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 渡邉 純, 石部 敦士, 熊本 宜文, 武田 和永, 諏訪 宏和, 大田 貢由, 田村 智彦, 遠藤
格 : 大腸癌肝転移巣周囲間室における肥満細胞浸潤と予後に関する検討. 一般演題.
2. 山本 淳, 林 勉, 泉澤 祐介, 木村 準, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 積極的
栄養管理に留意した局所進行食道癌に対する化学放射線療法の治療経験. 一般演題.
第69回手術手技研究会, 高崎, 2015/5/15〜5/16
1. 遠藤 格, 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 前川 次郎 : 肝門部胆管癌に対する血管合併切除にお
ける 3D simulation の臨床効果. 一般演題.
2. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に対する効率的な
SMA 周囲郭清術の工夫. 一般演題.
3. 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, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 下部進行直腸癌に対
する腹腔鏡下側方郭清〜膜構造を意識した定型化〜. 一般演題.
※ 大田 貢由 : 進行直腸癌に対する腹腔鏡下超低位前方切除術と縫合不全対策. 第69回手術手技研究会, 講演・ランチョン, 高崎, 2015,
5.
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第30回日本Shock学会. 八王子, 2015/5/22〜5/23
1. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 諏訪 雄亮, 本間 祐樹, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝切除後肝不全予測因子の検
討. 一般演題.
第837回外科集談会, 東京, 2015/6/13
1. 道佛 美帆子, 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 島 秀栄, 原田 郁, 有坂 早香, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤
格 : 胃癌乳腺転移の 1 切除例. 一般演題.
※ 菅江 貞亨 : 研修医演題 6「乳腺・ヘルニア」. 座長・司会.
第40回日本外科系連合学会学術集会, 東京, 2015/6/18〜6/19
1. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知, 鈴木 喜裕, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する reduced-port distal gastrectomy (RPLDG) の現状と今後の展望. パネルディスカッション.
2. 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 :
単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の定型化の工夫とその意義. ワークショップ.
3. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 澤田 雄, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 北山 晋也, 前川 次郎, 遠藤
格 : 動脈合併切除再建症例に対する形成外科とのコラボレーション手術の現状と治療成績. ワークショップ.
4. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋知, 徳久 元彦, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 集学的治療後食道癌の
bulky リンパ節転移の意義. 一般演題.
※ 遠藤 格 : ワークショップ 1-3 高齢者悪性腫瘍手術 : 中部. 第 40 回日本外科系連合学会学術集会, 座長・司会, 東京, 2015, 6.
第24回日本癌病態治療研究会, ポスター, 2015/6/25〜6/26
1. 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. ポスター.
第25回骨盤外科機能温存研究会, 米子, 2015/6/27
1. 大田 貢由, 三好 康秀, 石田 寛明, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡
の視野を利用した骨盤内蔵全摘術でみる内骨盤筋膜の解剖. 一般演題.
第83回大腸癌研究会, 久留米, 2015/7/3
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 澤田 雄, 樅山 将士, 渡邉 純, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 渡辺 一輝, 松山 隆
生, 武田 和永, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 肝転移を有する大腸癌肝転移に対する外科治療の意義. ポスター.
第37回日本癌局所療法研究会, 幕張, 2015/7/10
1. 澤田 雄, 熊本 宜文, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 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効性の検討. 一般演題.
2. 矢澤 慶一, 國崎 主税, 井上 広英, 前澤 幸男, 大西 宙, 林 勉, 木村 準, 南 裕太, 牧野 洋知, 鈴木 喜裕, 円谷 彰, 遠藤 格 : ステン
ト留置, 化学療法後に治癒切除した進行胃癌の 1 例. 一般演題.
日本消化器病学会関東支部第335回例会, 東京, 2015/7/18
1. 鈴木 千穂, 小坂 隆司, 樅山 将士, 石部 敦士, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腫瘍径 1cm で肝転移を認めた十二指腸神経内分泌腫瘍の１例.
一般演題.
第51回日本肝癌研究会, 神戸, 2015/7/23〜7/24
1. 熊本 宜文, 武田 和永, 浅野 史雄, 澤田 雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 99mTc-GSA シン
チグラフィーを用いた門脈塞栓術前後の分肝機能評価の有用性. 一般演題.
4th Reduced Port Surgery Forum 2015 in Akita, 秋田, 2015/7/31〜8/1
1. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 國崎 主税, 樅山 将士, 石部 敦士, 遠藤 格, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大庭 真梨, 藤井 正一 : 肥満患者に対する単
孔式腹腔鏡下大腸手術の検討. パネルディスカッション.
2. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 木村 準, 高川 亮, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 大田 貢由, 秋山
浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : OCTOTM Port を用いた Reduced-port laparoscopic total gastrectomy (RPLTG) の治療成績. パ
ネルディスカッション.
第42回日本膵切研究会, 大阪, 2015/8/28〜8/29
1. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 大田 洋平, 平谷 清吾, 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. ポスター.
2. 佐藤 圭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 廣島 幸彦, 中川 和也, 熊本 宜文, 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
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る膵癌術後腹膜播種再発予測. 要望演題.
第10回膵癌術前治療研究会,大宮, 2015/9/19
1. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : PET による膵癌術前化学放射線
療法効果予測. 要望演題.
2. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 局所進行膵癌に対する術前化学放
射線療法の効果予測因子としての腫瘍マーカーの意義. 要望演題.
※ 遠藤 格 : 要望演題 3-1「術前化学療法、化学放射線療法の治療効果判定−画像検査と病理検査の対比−」. 座長・司会.
第24回消化器疾患病態治療研究会, 東京, 2015/ 9/11〜9/12
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 片山 雄介, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 平澤 欣吾, 粉川 敦史, 木村 準, 高川 亮, 小野 秀高,
小坂 隆司, 牧野 洋知, 秋山 浩利, 円谷 彰, 遠藤 格 : 腹腔鏡・内視鏡合同手術 (Laparoscopy and Endoscopy Cooperative
Surgery、LECS) の経験. 一般演題.
2. 小暮 悠, 木村 英明, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腸管ベーチェット病・単純性潰瘍に対する手術治療の検討. 一般演題.
第38回日本膵・胆管合流異常研究会, 新潟, 2015/9/12
1. 浅野 史雄, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 胆管非拡張型膵胆管合流異常に
胆嚢癌・胆管癌を併発した例.

一般演題.

第 3 回日本神経内分泌腫瘍研究会学術集会, 仙台, 2015/9./12
1. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 髙橋 弘毅, 久保 博一, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 小林 規俊, 市川 靖史, 遠藤
格 : 膵体尾部切除後の膵体部 NET の残膵再発に対し残膵全摘出術を施行した 1 例. ポスター.
第 6 回HALS Group Meeting, 東京, 2015/10/17
1. 木村 英明, 小暮 悠, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : Hand assisted laparoscopic surgery (HALS) を併用した潰瘍
性大腸炎に対する一期的大腸全摘, 回腸嚢肛門管吻合術. 一般演題.
第45回胃外科・術後障害研究会, 名古屋, 2015/11/6〜11/7
1. 山口 直孝, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 進行胃癌開腹手術におけ
る膵液漏発生危険因子の検討. 一般演題.
2. 矢澤 慶一, 國崎 主税, 泉澤 祐介, 宮本 洋, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌症例における骨粗
鬆症の危険因子からみた予防対策 一般演題.
3. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 木村 準, 高川 亮, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 円谷 彰, 大田 貢由, 秋山
浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : Reduced-port laparoscopic total gastrectomy (RPLTG) の治療成績. 要望演題.
第17回SNNS研究会学術集会, 横浜, 2015/11/13〜11/14
1. 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 島 秀栄, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 嶋田 和博, 長谷川 聡, 山本 晋也, 原田 郁, 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非センチネルリンパ節転移予測因子の検討(YCOG1303). 一般
演題.
第19回臨床解剖研究会, 東京, 2015/11/14
1. 平谷 清吾, 河内 大倫, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術の際に考慮しなければならない上腸間膜静脈の合流形態に関する検
討. ポスター.
2. 河内 大倫, 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術の際に考慮しなければならない replaced hepatic artery から分岐
する膵頭枝の検討. 一般演題.
第 9 回肝臓内視鏡外科研究会, 福岡, 2015/11/25
1. 澤田 雄, 熊本 宜文, 浅野 史雄, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 当院における腹腔鏡
下肝切除術の開腹移行症例の検討. 第 9 回肝臓内視鏡外科研究会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
第22回外科侵襲とサイトカイン研究会, 京都, 2015/12/12
1. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 後藤 晃紀, 有坂 早香, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 宮庄 拓, 遠藤 格 : 胆道感染症における
サイトカインおよび EAA に関する検討. 一般演題.
2. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 有坂 早香, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 術前化学 (放射線)
療法における重症好中球減少症発生の危険因子の検討. 一般演題.
3. 有坂 早香, 松山 隆生, 後藤 晃紀, 諏訪 雄亮, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤
格 : 肝切除後肝不全の予測因子. 一般演題.
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◆ 地方会
平成26年度横浜市医師会マンモグラフィ研修会, 横浜, 2015/1/23
1. 菅江 貞亨 : 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関する検討. 一般演題.
日本消化器病学会関東支部第333回例会, 東京, 2015/2 /28
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, 遠藤 格 : 腹腔鏡下に摘出した肝臓内異物
の経験. 一般演題.
第142回神奈川臨床外科医学会集談会, 横浜, 2015/2/28
※ 菅江 貞亨 : レジデントプレゼンテーション セッション３. 座長・司会.
日本消化器病学会関東支部第334回例会, 東京, 2015/5/23
1. 澤田 雄, 熊本 宜文, 中山 岳龍, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 小西 裕美, 澤住 知枝, 山中
正二, 遠藤 格 : 肝細胞癌と副腎癌の重複癌の一切除例. 一般演題.
第60回神奈川県消化器病研究会, 横浜, 2015/7/11
1. 久保 博一, 熊本 宜文, 髙橋 弘毅, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 後腹膜脂肪肉腫術後
に 4 度の局所再発切除を施工した 1 例. 一般演題.
第143回神奈川県臨床外科医学会, 横浜, 2015/9/26
1. 成井 一隆, 佐武 利彦, 山田 顕光, 足立 祥子, 渋谷 麻衣, 島秀 栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 内視鏡
補助下皮膚温存乳房切除と遊離脂肪移植を併用した minimal incision による乳房切除一次再建. 一般演題.
2. 鈴木 千穂, 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 島 秀栄, 原田 郁, 有坂 早香, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 :
HER2 陽性進行乳癌に対してペルツズマブ・トラスツズマブ・ドセタキセル併用療法が奏功した 1 例. 一般演題.
日本消化器病学会関東支部第336回例会, 東京, 2015/9/26
1. 古木 佐知, 樅山 将士, 石部 敦士, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 直腸癌術後に syndrome of inappropriate of antidiuretic hormone を合併した１例. 一般演題.
神奈川消化器病医学会総会, 新横浜, 2015/10/31
1. 久保 博一, 熊本 宜文, 高橋 弘毅, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝切除術後肝切離面
感染の穿刺ドレナージ予測因子の検討. 一般演題.
※ 遠藤 格 : ワークショップ『肝胆膵疾患に対する内科医と外科医のコラボレーション』. 座長・司会.
第34回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会, 松本, 2015/11/21〜11/22
※ 遠藤 格 : 胆管癌の外科的切除および高難度手術に対する教育システム. 講演・ランチョン.
第12回日本乳癌学会関東地方会, 大宮, 2015/12/5
1. 山田 顕光, 成井 一隆, 足立 祥子, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 乳癌術後再発化学療法中に発症
し, 癌性リンパ管症との鑑別が困難であったニューモシスチス肺炎の一例. 一般演題.
2. 木村 安希, 鈴木 千穂, 菅江 貞亨, 島 秀栄, 原田 郁, 有坂 早香, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 右乳癌に
対して乳房切除、広背筋皮弁再建後に腋窩リンパ節再発をきたした 1 例. 一般演題.
日本消化器病学会関東支部第337回例会, 東京, 2015/12/5
1. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : Malignant melanoma 再発後の長期無増悪生存に合併した直腸癌に 1 切除例. 一般演題.
第 7 回神奈川ヘルニア研究会, 横浜, 2015/12/5
1. 石部 敦士, 樅山 将士, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア根治術における ReliaTacktm の使用経験. 一般
演題.
第144回神奈川臨床外科医学会集談会, 横浜, 2015/12/19
1. 樅山 将士, 石部 敦士, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 菱川 美紀, 三上 太郎, 遠藤 格 : 直腸癌術後の難治性直腸膣瘻に対して薄筋筋皮弁充
填術により治癒しえた一例. 一般演題.
※ 秋山 浩利 : セッション８. 座長・司会.
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関連病院学会発表
<帝京大学ちば総合医療センター＞
1. Tanaka K, Kawaguchi D, Murakami T, Hiroshima Y, Matsuo K : Associated iver partition and portal vein ligation for
staged hepatectomy (ALPPS) : Short-term outcome and functional changes in the future liver remnamt. 1st
International Consensus Meeting of ALPPS, ポスター, Hamburg, GERMANY, 2015, 2.
2. 田中 邦哉 : 肝胆膵チームの取り組み. 平成27年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題, 千葉, 2015, 3.
3. 田中 邦哉, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森

幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史 : ALPPS手術におけ

るmortality回避のための手術手技の工夫. 第70回日本消化器外科学会, ビデオシンポ, 浜松, 2015, 7.
4. 田中 邦哉 : ALPPSに必要な肝解剖

―Mortalityを回避するための肝脈管解剖の把握―. 第19回臨床解剖研究会, シンポジウム, 東

京, 2015, 11.
5. 田中 邦哉, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史 : 転移
性肝癌に対する切除限界を目指した術式の工夫. 第77回日本臨床外科学会, パネルディスカッション, 福岡, 2015, 11.
6. Matsuo K, Kawaguchi D, Murakami T, Hiroshima Y, Koyasu T, Yamazaki K, Ishida Y, Koda K, Tanaka K : Histological
and ultrastructural studies of liver parenchyma in ALPPS procedure. 1st International Consensus Meeting of ALPPS,
ポスター, Hamburg, GERMANY, 2015, 2.
7. 松尾 憲一, 小杉 千弘, 森 幹人, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 安田 秀喜, 田中 邦哉 : 腹部汚染創に対する
Vacuum-assisted closure (VAC) 療法の使用経験. 第51回日本腹部救急医学会総会, ワークショップ, 京都, 2015, 3.
8. 松尾 憲一 : 腹部汚染創に対してVAC療法を適応した 6 例の治療成績. 平成27年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演
題, 千葉, 2015, 3.
9. 松尾 憲一, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 熊本 宣文, 遠藤 格, 山崎 一人,
石田 康生, 田中 邦哉 : 大腸癌両葉多発肝転移に対する集学的治療の功罪. 第115回日本外科学会, パネルディスカッション, 名古屋,
2015, 4.
10. 松尾 憲一, 川口 大輔, 村上 崇, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 子安 貴良, 山崎 一人, 石田 康生, 幸田 圭
史, 田中 邦哉 : ALLPS手術とPVE併用切除における肝組織の光学顕微鏡と電子顕微鏡を用いた組織学的検討. 第27回日本肝胆膵外科
学会, ポスター, 東京, 2015, 6.
11. 松尾 憲一, 川口 大輔, 村上 崇, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 安田 秀喜, 田中 邦哉 : 当科に
おける高難易度肝切除の若手医師の指導. 第40回日本外科系連合学会, ワークショップ, 東京, 2015, 6.
12. 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 村上 崇, 柳橋 浩男, 遠藤 悟史, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤
格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 主題演題 : Borderline resectableな大腸癌同時性肝転移に対する切除前化学療法を併用した肝切除術の
効果とタイミング. 第83回大腸癌研究会, その他, 久留米, 2015, 7.
13. 松尾 憲一, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 切除不能大腸癌肝転
移に対するサーカディアンクロノ肝動注療法の安全性と効果. 第70回日本消化器外科学会, 一般演題, 浜松, 2015, 7.
14. 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 村上 崇, 柳橋 浩男, 遠藤 悟史, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤
格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 切除不能大腸癌肝転移に対するクロノ肝動注療法の安全性と効果. 第77回日本臨床外科学会, パネルディ
スカッション, 福岡, 2015, 11.
15. 松尾 憲一, 小杉 千弘, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 廣島 幸彦, 村上 崇, 柳橋 浩男, 遠藤 悟史, 平野 敦史, 森 幹人, 首藤 潔彦, 幸田
圭史, 田中 邦哉 : 腹部汚染創に対してVAC療法を適応した 8 例の治療成績−VAC導入 1 年間の治療成績−. 第28回日本外科感染症
学会, 一般演題, 名古屋, 2015, 12.
16. 廣島 幸彦 : 膵癌ヒト腫瘍移植片 (PDX) を用いた蛍光ガイド下手術と術前化学療法併用の有用性の検討. 平成27年度帝京大学ちば総
合医療センター外科例会, 一般演題, 千葉, 2015, 3.
17. 廣島 幸彦, 山崎 一人, 川口 大輔, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 高度静脈浸潤を認
め, 腫瘍組織内に合胞体様の多核巨細胞を多数認めた再発肝細胞癌の一例. 第51回肝癌症例検討会, 一般演題, 東京, 2015, 4.
18. Hiroshima Y, A. Maawy, Murakami T, N. D .Magalhaes, Kawaguchi D, Matsuo K, Tanaka K, M.Bouvet, R. M. Hoffman,
Endo I : Efficacy of photo-immunotherapy in combination with surgical resection on a pancreatic cancer patient
derived orthotropic xenograft (PDOX). American Association for Cancer Research 2015. ポスター, Philadelphia, U.S.A,
2015, 4.
19. Hiroshima Y, A. Maawy, Y. Zhang, Sato S, Murakami T, Yamamoto M, Uehara F, Miwa S, Yano S, Momiyama M,
Chishima T, Tanaka K : Curative fluorescence-guided surgery of pancreatic cancer in combination with UVC
irradiation in orthotopic mouse models. American Association for Cancer Research 2015, ポスター, Philadelphia,
U.S.A, 2015, 4.
20. Hiroshima Y, A. Maawy, Y. Zhang, Murakami T, Momiyama M, Mori R, Matsuyama R, M. H. Katz, J. B. Fleming, Chishima
T, Tanaka K, Ichikawa Y, Endo I : Fluorescence-guided surgery with an anti-CA 19-9-conjugated fluorophore in
combination with neoadjuvant chemotherapy inhibits metastatic recurrence in a pancreatic cancer patient derived
orthotropic xenograft (PDOX) nude mouse model. American Association for Cancer Research 2015, ポ ス タ ー ,
Philadelphia, U.S.A, 2015, 4.
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21. Matsumoto Y, Miwa S, M. Zhao, Y. Shang, Yano S, Uehara F, Yamamoto M, Hiroshima Y, Toneri M, M. Bouvet,
Matsubara H, R. Hoffmann : Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R inhibits peritoneal dissemination of ovarian
cancer and prolongs survival of the tumor-bearing nude mice. American Association for Cancer Research 2015, ポス
ター, Philadelphia, U.S.A, 2015, 4.
22. 廣島 幸彦, 田中 邦哉, 村上 崇, 川口 大輔, 松尾 憲一, Mattew H.G.Katz, Jason B.Fleming, R.M.Hoffman, M. Bouvet, 遠藤
格 : 膵癌ヒト腫瘍移植片（PDX）を用いた術中photoimmunotherapyの有用性の検討. 第27回日本肝胆膵外科学会, 要望演題, 東京,
2015, 6.
23. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 全尾状葉と右肝一括切
除におけるModified hanging maneuverの有用性. 第27回日本肝胆膵外科学会, ポスター, 東京, 2015, 6.
24. 廣島 幸彦, 田中 邦哉, 村上 崇, 川口 大輔, 松尾 憲一, Matthew H G. Katz; J.B. Fleming, R.M. Hoffman, M.Bouvet, 遠藤 格 :
企画関連口演10 : 膵癌ヒト腫瘍移植片(PDX)を用いた蛍光ガイド下手術と術前化学療法併用の有用性の検討. 第70回日本消化器外科
学会, その他, 浜松, 2015, 7.
25. 廣島 幸彦, 村上 崇, 川口 大輔, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 遠藤 格, 田中 邦哉 : 膵癌の浸
潤, 転移過程におけるCollapin Response Mediator Potein4の役割. 第13回日本消化器外科学会大会（JDDW2015）. ポスター,
東京, 2015, 10.
26. 廣島 幸彦, 首藤 潔彦, 山崎 一人, 川口 大輔, 菊地 祐太郎, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 松尾 憲一, 石田康生, 幸田 圭史, 田中
邦哉 : 化学療法後肝切除における肝組織所見と99mTc-GSAフラクタル次元解析との相関. 第53回日本癌治療学会, ポスター, 京都,
2015, 10.
27. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦
哉 : 大腸癌同時性肝転移例における肝切除のタイミングの検討. 第77回日本臨床外科学会, ポスター, 福岡, 2015, 11.
28. 廣島 幸彦, 首藤 潔彦, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 松尾 憲一, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦
哉 : ALLPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy) 手術における残存予定肝容量変化
とPerfusion CTを用いた肝血流量変化との関連. 第77回日本臨床外科学会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
29. 廣島 幸彦, 小杉 千弘, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 抗菌
性創傷被覆ハイドロファイバー使用による肝胆膵外科手術後表層SSI予防への効果. 第28回日本外科感染症学会, 一般演題, 名古屋,
2015, 12.
30. Kawaguchi D, Murakami T, Hiroshima Y, Matsuo K, Tanaka K : Parenchymal congestion plays an important role for
rapid hypertrophy of future liver remnant during ALPPS (associating liver partition and portal vein ligation for staged
hepatectomy) treatment. 1st International Consensus Meeting of ALPPS, ポスター, Hamburg, GERMANY, 2015, 2.
31. 川口 大輔, 小杉 千弘, 平野 敦史, 森 幹人, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : Hinchey StageⅡの結腸憩室炎に対する
内視鏡を用いた治療戦略. 第51回日本腹部救急医学会総会, 要望演題, 京都, 2015, 3.
32. 川口 大輔 : Role of congestion during ALPPS in a Rat model. 平成27年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題,
千葉, 2015, 3.
33. 川口 大輔, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : ALPPS (associating liver
partition and portal vein ligation for staged hepatectomy)手術における残存予定肝容量変化と機能的容量変化. 第115回日本外
科学会, 一般演題, 名古屋, 2015, 4.
34. Kawaguchi D, Hiroshima Y, Murakami T, Matsuo K, Kosugi C, Syuto K, Yamada A, Endo I, Koda K, Tanaka K : The
correlation between the change of future remnant liver volume and functional capacity in ALPPS(associating liver
partition and portal vein ligation for staged hepatectomy), and establishment of ALPPS model in rats. American
Association for Cancer Research 2015, ポスター, Philadelphia, U.S.A, 2015, 4.
35. 川口 大輔 : 肝悪性腫瘍に対する全尾状葉IVC一括切除の妥当性. 第1回千葉肝臓外科勉強会, 一般演題, 千葉, 2015, 5.
36. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : ラットモデルを用い
たALPPSにおける残肝容量の増大機序の解明. 第27回日本肝胆膵外科学会, ポスター, 東京, 2015, 6.
37. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 待機的肝切除施行患
者における腹腔内ドレーンの有効性と適切な管理. 第27回日本肝胆膵外科学会, ワークショップ, 東京, 2015, 6.
38. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 松尾 憲一, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 切除不能大腸癌肝転
移に対するChrono肝動注の安全性と効果. 第37回日本癌局所療法研究会, 一般演題, 千葉, 2015, 7.
39. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 村上 崇, 松尾 憲一, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 企画関連口演39 : 肝
切除後における開腹時腹腔内洗浄及び術後早期経腸栄養の術後感染性合併症に及ぼす影響. 第70回日本消化器外科学会, その他, 浜松,
2015, 7.
40. 川口 大輔, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦哉 : 化学療法後肝切除に
お け る 肝 組 織 所 見 と アシアロシンチグラフィ (99mTc-GSA) フラクタル 次 元 解 析 と の 相 関 . 第 13 回 日 本 消 化 器 外 科 学 会 大 会
(JDDW2015）
. ポスター, 東京, 2015, 10.
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21. 杉田 昭, 小金井 一隆, 辰巳 健志 : 生物学的製剤のCrohn病手術に与える影響からみた外科治療の位置づけ. 第101回日本消化器病学
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24. 黒木 博介, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 杉田 昭, 福島 恒男 : クローン病出血例の臨床経過と特徴から
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例の臨床経過. 第70回日本消化器外科学会総会, 静岡, 2015.7.15〜17, P.
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門病学会学術集会, 一般演題, 名古屋, 2015, 11.
30. 渡部 顕, 山岸 茂, 高橋 弘毅, 高橋 智昭, 押 正徳, 仲野 明 : 教育面, 経済面を考慮した腹腔鏡下虫垂切除術の工夫とその成績. 第70
回日本大腸肛門病学会学術集会, 一般演題, 名古屋, 2015, 11.
31. 山岸 茂, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 松木 裕輝, 清水 康博, 仲野 明 : 高齢者大腸癌に対する腹腔鏡下手術の検討. 第70回日本大腸肛門病
学会学術集会, 要望演題, 名古屋, 2015, 11.
32. 鈴木 紳祐, 山岸 茂, 清水 康博, 山本 晋也, 仲野 明 : 大腸癌イレウス症例に対する大腸ステントの有用性. 第70回日本大腸肛門病学
会学術集会, 一般演題, 名古屋, 2015, 11.
33. 牧野 洋知, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 上田 倫夫, 仲野 明 : 高齢者胃癌症例の治
療戦略. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
34. 清水 康博, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 中本 礼良, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 絞扼性イレウスの診
断における判別式の有用性の検討. 第77回日本臨床外科学会総会, ワークショップ, 福岡, 2015, 11.
35. 山岸 茂, 山本 晋也, 鈴木 紳祐, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 松木 裕輝, 中本 礼良, 清水 康博, 本庄 優衣, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野
明 : 超高齢者 (80歳以上) に対する大腸癌手術における術後合併症リスク因子の検討. 第77回日本臨床外科学会総会, ワークショッ
プ, 福岡, 2015, 11.
36. 本庄 優衣, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 松木 裕輝, 中本 礼良, 清水 康博, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 上田 倫夫, 仲野 明 : 急性汎
発性腹膜炎に対する緊急手術症例における長期入院規定因子の検討. 第77回日本臨床外科学会総会, パネルディスカッション, 福岡,
2015, 11.
37. 鈴木 紳祐, 山岸 茂, 内藤 亜由美, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 松木 裕輝, 清水 康博, 中本 礼良, 本庄 優衣, 山本 晋也, 上田 倫夫, 仲野
明 : 下部消化管穿孔による汎発性腹膜炎術後の創管理におけるVacuum Assisted Closure療法（V.A.C.）の有用性. 第77回日本臨
床外科学会総会, パネルディスカッション, 福岡, 2015, 11.
38. 田中 淑恵, 山岸 茂, 鈴木 紳祐, 松木 裕輝, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 山本 晋也, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 直腸癌
手術後縫合不全予測因子としてのCRPの意義. 第77回日本臨床外科学会総会, 要望演題, 福岡, 2015, 11.
39. 上田 倫夫, 仲野 明, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 清水 康博, 中本 礼良, 本庄 優衣, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 牧野 洋知, 山岸 茂 : クリニ
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カルパス化を目指した膵頭十二指腸切除術の周術期管理と短期成績, 第77回日本臨床外科学会総会．一般演題, 福岡, 2015, 11.
40. 松木 裕輝, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 清水 康博, 中本 礼良, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 肥満患
者に対する大腸癌の腹腔鏡下手術の有用性の検討, 第77回日本臨床外科学会総会. 一般演題, 福岡, 2015, 11.
41. 山本 晋也, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 清水 康博, 中本 礼良, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 左側大
腸癌イレウス症例における大腸ステントの有用性. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
42. 中堤 啓太, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中本 礼良, 清水 康博, 本庄 優衣, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 渡部 顕, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 :
Uncomplicated appendicitisにおける発症から手術までの時間の影響についての検討. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福
岡, 2015, 11.
43. 鈴木 紳祐, 山岸 茂, 田中 淑恵, 松木 裕輝, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 山本 晋也, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 腹腔鏡
下大腸癌手術後縫合不全予測因子としてのCRPの意義, 第28回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 大阪, 2015, 12.
44. 山本 晋也, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 鈴木 紳祐, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 腹腔鏡下大腸切除術
における切開創SSIの検討, 第28回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 大阪, 2015, 12.
45. 牧野 洋知, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 上田 倫夫, 仲野 明 : 急性虫垂炎に対する
腹腔鏡下虫垂切除術におけるPort site数に影響する因子. 第28回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 大阪, 2015, 12.
46. 清水 康博, 上田 倫夫, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 中本 礼良, 本庄 優衣, 鈴木 紳祐, 山本 晋也, 牧野 洋知, 山岸 茂, 仲野 明 : 当院に
おける腹腔鏡下肝嚢開窓術の検討と手技. 第28回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 大阪, 2015, 12.
47. 山岸 茂, 山本 晋也, 鈴木 紳祐, 清水 康博, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 腹腔鏡下左側横行結腸癌手術における中結腸動脈領域
郭清と脾彎曲部授動の定型化. 第28回日本内視鏡外科学会総会, パネルディスカッション, 大阪, 2015, 12.
48. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 高川 亮, 木村 準, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山
浩利, 遠藤 格 : Reduced-port laparoscopic total gastrectomy (RPLTG) の治療成績. 第28回日本内視鏡外科学会総会, パネル
ディスカッション, 大阪, 2015, 12.
49. 上田 倫夫 : 座長：腹腔鏡下胆嚢摘出術. 第17回横浜サージカルビデオフォーラム (LOOK & LEARN). 座長・司会, 横浜, 2015, 9.
50. 山岸 茂 : 座長：レジデントプレゼンテーション セッション3. 第143回神奈川県臨床外科医学会集談会, 座長・司会, 横浜, 2015, 9.
51. 仲野 明 : 司会：一般演題（P&PC)虫垂

P18-1

〜

P18-5. 第7回日本Acute Care Surgery学会学術集会, 座長・司会, 福岡,

2015, 10.
52. 山岸 茂 : 司会：一般演題 267 大腸 縫合・吻合手技1 OS267‐1 〜 OS267-6. 第28回日本内視鏡外科学会総会, 座長・司会, 大
阪, 2015, 12.

<横須賀市立市民病院＞
1. 山本 淳, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩明, 佐藤 涉, 三宅 益代, 鈴木 伸吾, 久保 章 : 残胃全摘後に十二指腸断端縫合不全をき
たし治療に難渋した 1例. 第 4回周術期合併症研究会, 一般演題, 横浜, 2015, 6.
2. 鈴木 伸吾, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩明, 佐藤 涉, 三宅 益代, 山本 淳, 久保 章 : 経肛門的イレウス管挿入後にＳ状結腸穿
孔をきたしたＳ状結腸癌の 1例. 第44回神奈川消化器外科研究会, 一般演題, 横浜, 2015, 6.
3. 山本 淳, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 杉浦 浩明, 佐藤 涉, 三宅 益代, 鈴木 伸吾, 久保 章 : 卒後 5年目の腹腔鏡下胆嚢摘出術. 第17
回横浜サージカルビデオフォーラム, ビデオクリニック, 横浜, 2015, 9.
4. 鈴木 伸吾, 佐藤 涉, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩明, 三宅 益代, 山本 淳, 久保 章 : 直腸癌術後に吻合部口側腸管の広範な索
状狭窄を生じた1例. 第143回神奈川臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2015, 9.
5. 鈴木 伸吾, 佐藤 涉, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩明, 三宅 益代, 山本 淳, 久保 章 : 大網の腹壁外脱出を伴う成人臍ヘルニア
破裂の 1例. 第48回神奈川県消化器病学会総会, 一般演題, 横浜, 2015, 10.
6. 佐藤 涉, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩明, 三宅 益代, 山本 淳, 鈴木 伸吾, 久保 章 : 腹部食道癌術後の孤立性脾転移に対して
脾臓摘出術を施行した 1例. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
7. 山本 淳, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 杉浦 浩明, 佐藤 涉, 三宅 益代, 鈴木 伸吾, 久保 章 : 残胃全摘術後に十二指腸断端の縫合不全
をきたし治療に難渋した 1例. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.

<横浜労災病院＞
1. 木村 万里子, 藤木 夏, 花村 徹, 丹羽 俊文, 山口 ゆり, 遠藤 格, 林 慎一 : AI 耐性かつmTOR阻害剤エベロリムス耐性を示す乳癌細
胞株に対する次治療としての薬物療法の検討. 第23回 日本乳癌学会学術総会, ポスター, 東京2015, 7.
2. 蔵下 要,宮里 恵子, 新里 藍, 宮良 球一郎, 千島 隆司, 原 真喜子 : 地域におけるチーム医療を担う人材育成のための取り組み. 第23
回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 東京, 2015, 7.
3. 嶋田 和博, 石川 孝, 長谷川 聡, 千島 隆司, 福島 忠男, 國谷 澪, 安岡 真吾, 中山 崇, 喜多 久美子, 山田 顕光, 成井 一隆, 清水 大
輔, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 転移再発乳癌におけるVinorelbine療法の奏功率と治療継続期間に関
する因子についての検討. 第23回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 東京, 2015, 7.
4. 成井 一隆, 石川 孝, 足立 祥子, 山田 顕光, 島 秀栄, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 田辺 美樹子, 大庭 真梨, 土井 卓子, 長谷川 聡, 盛田
智之, 鬼頭 礼子, 千島 隆司, 市川 靖史, 遠藤 格 : 転移・再発乳癌に対するGemcitabineの有効性と安全性および健康関連QOLに関
する前向きコホート研究. 第23回 日本乳癌学会学術総会,ポスター, 東京, 2015, 7.
5. 吉田 敦, 千島 隆司, Highlight 1（外科治療、チーム医療ほか）: 第23回日本乳癌学会学術総会, 要望演題, 東京, 2015, 7.
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6. 菅江 貞亨, 成井 一隆, 嶋田 和博, 盛田 知幸, 喜多 久美子, 大庭 真梨, 千島 隆司, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : nab-paclitaxel起
因性末梢神経障害に対するラフチジンの予防効果に関する多施設共同第II相臨床試験. 第13回日本臨床腫瘍学会, 一般演題, 札幌,
2015, 7
7. 山本 晋也, 原田 郁, 松原 由佳, 木村 万里子, 橋本 一樹, 山本 健嗣, 前原 孝光, 千島 隆司 : 肋骨切除生検にて骨転移陰性を確認し
た浸潤性乳管癌の２例. 第77回日本臨床外科学会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
8. 濱村 尚也, 内田 雅子, 宮下 浩子, 増田 麻紀, 武藤 美智子, 遠山 麻希子, 山上 朋之, 佐藤 義雄, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 急速な増
大を示した乳房原発髄外性形質細胞腫の 1例. 第54回日本臨床細胞学会秋期大会. ポスター, 名古屋, 2015, 11.
9. 松原 由佳, 門倉 俊明, 木村 万里子, 原田 郁, 長谷川 直樹, 角田 幸雄, 千島 隆司 : 針生検で診断された乳腺偽血管腫様過形性の一
例. 第12回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 大宮, 2015, 12.
※ 千島 隆司 : 基調講演：乳癌治療の最新情報神奈川乳腺カンファレンス. 第11回学術集会, 座長・司会, 横浜, 2015, 1.
※ 千島 隆司 : 特別講演：基礎データからみた今後の乳がんの治療戦略. 神奈川乳腺カンファレンス. 第11回学術集会, 座長・司会, 横
2015, 1.
※ 千島 隆司 : 実践！チームで取り組む患者支援. 琉球乳腺倶楽部. 第 1回沖縄乳がん学校座長・司会, 那覇, 2015, 2.
※ 千島 隆司 : 乳がん診療における コミュニケーションスキル, 琉球乳腺倶楽部. 第 1回沖縄乳がん学校, 座長・司会, 那覇, 2015, 2.
※ 千島 隆司 : 挙児希望のある患者への意思決定支援（Case Coference 1）よこはま乳がん学校特別講義. 2015, 座長・司会, 横浜,
2015, 6.
※ 千島 隆司 : 化学療法を受ける患者への就労支援（Case Coference 2）よこはま乳がん学校特別講義2015, 座長・司会, 横浜,
2015, 6.
※ 千島 隆司 : 一般演題：HBOCを考えた一症例. 第30回神奈川乳腺疾患症例検討会, 座長・司会, 横浜, 2015, 6.
※ 千島 隆司 : 特別講演Ⅱ：遺伝性乳がんの臨床−知識を提供し、選択をサポートする−第30回神奈川乳腺疾患症例検討会, 座長・司
会, 横浜, 2015, 6.
※ 千島 隆司 :【ディベートディスカッション I】HER2陽性の再発乳癌に対する薬物療法Breast Cancer Debate Meeting -Kanagawa2015, 座長・司会, 横浜, 2015, 10.
※ 千島 隆司 : 乳がんの画像診断 〜検診から遺伝性乳癌まで〜横浜乳腺画像診断勉強会2015. 座長・司会, 横浜, 2015, 11.
※ 千島 隆司 : 転移・再発乳がんにおける治療戦略. 第18回神奈川AI研究会, 座長・司会, 横浜, 2015, 11.
※ 千島 隆司 : HER2陽性乳癌の治療−脳転移症例はどう治療するか？, 第12回日本乳癌学会関東地方会, 座長・司会, 大宮, 2015, 12.
※ 有岡 仁 : 乳癌補助化学療法におけるRDI維持の意義, 第12回日本乳癌学会関東地方会,座長・司会, 大宮, 2015, 12.
※ 千島 隆司 : 乳がん診療におけるBad Newsの伝え方, 第 6期よこはま乳がん学校（第 1回）
, 座長・司会, 横浜, 2015, 12.
※ 千島 隆司 : チーム医療のABC. 第 1回琉球乳腺倶楽部, 第 1回沖縄乳がん学校, 講演・ランチョン, 那覇, 2015, 2.
※ 千島 隆司 : 乳がん告知に伴うメンタルケア（乳がん診療における Bad News の伝え方）
, 第 1回琉球乳腺倶楽部, 第 1回沖縄乳がん
学校, 講演・ランチョン, 那覇, 2015, 2.
※ 千島 隆司 : よこはま乳がん学校平成26年度活動実績報告, 第 4回神奈川乳癌研究グループ通常総会, 講演・ランチョン, 東京, 2015,
4.
※ 千島 隆司 : 知っておきたい乳がんという病気, 平成27年度横浜市保健活動推進員委嘱状伝達式基調講演, 講演・ランチョン, 横浜,
2015, 4.
※ 千島 隆司 : もっと知って欲しい乳がんのこと

〜乳がんに負けないための３つのコツ〜 第10回 横浜労災病院市民公開講座, 講演・

ランチョン, 横浜, 2015, 5.
※ 千島 隆司 : いざ、再び立ち上がらん！〜よこはま乳がん学校再開に寄せて, よこはま乳がん学校特別講義2015, 講演・ランチョン,
横浜, 2015, 6.
※ 千島 隆司 : 自分の体は自分で守る！乳がん講習会. ユーコープ がんセミナー 2015・夏, 講演・ランチョン, 横浜. 2015, 7.
※ 千島 隆司 : がん細胞を標的とした次世代の乳がん治療. 第14回かながわ乳がん市民フォーラム, 講演・ランチョン, 横浜. 2015, 8.
※ 千島 隆司 : 次世代の乳がん治療 〜分子標的薬について知る〜青森ピンクリボンプロジェクト／青森乳がん学校2015. 講演・ラン
チョン, 横浜, 2015, 10.
※ 千島 隆司 : チーム医療のABC. 第 6 期よこはま乳がん学校（第 1回）
, 講演・ランチョン, 横浜, 2015, 12.
※ 千島 隆司 : 乳がん告知に伴うメンタルケア. 第 6 期よこはま乳がん学校（第 1回）
, 講演・ランチョン, 横浜, 2015, 12.
※ 千島 隆司 : 乳がん患者と「こころ」の問題（ファシリテーター）
, 第14回 With You Tokyo 〜あなたとブレストケアを考える会〜.
ワークショップ, 東京, 2015, 10.
（雑誌・新聞）
1. 千島 隆司 : 乳がん学校診療に幅−医師・看護師・薬剤師 沖縄にチーム医療−, 沖縄タイムス（朝刊）
，17面．2015年 3月 2日号.
2. 千島 隆司 : 垣根超えチーム医療推進

沖縄に「乳がん学校」, 沖縄タイムス・プラス，ネット版（医療・健康）
, 2015年 3月 2日 15 :

15掲載.
3. 千島 隆司 : ピンクリボンキャンペーン2015.「乳がん 自己検診の達人になろう」ピンクリボン運動・オリジナルリーフレット（大
丸・松坂屋発行）
．2015年 9月号.
4. 千島 隆司 : からことピンクリボン2015. 乳がん検診を知ろう−自分の体は自分で守る！

指先から始めるピンクリボン−. 月刊「か

らだにいいことWEB」. 2015年 9月号.
5. 千島 隆司 : もし乳がんになってしまったら？

自分で見つかられる「がん」

早期発見のためにも検診を！.mio（生活協同組合ユー

コープ発行）10月号, 2015. 2015年 9月28日号.
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6. 川嶋 啓明, 千島 隆司 : 乳がん正確な知識を−青森医療従事者向け「学校」−東奥日報：第44647号（朝刊）
, 23面．2015年10月
18日号.

<横須賀共済病院＞
1. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 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
術の有用性, 安全性の検討. 第24回神奈川県消化器病学会, 一般演題, 神奈川, 2015, 6.
2. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 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

手術の有用性, 安全性の検討. 第28回小切開・鏡視外科学会, 要望演題, 福岡, 2015, 9.
3. 押 正徳, 野尻 和典, 田村 裕子, 木村 準, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 再肝切除症例におけるPrecoagulationの有用性. 第34回Microwave Surgery研究会, 一般演題, 東京, 2015, 9.
4. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅俊,
舛井 秀宣, 長堀 薫 : 進行再発大腸癌に対するTAS-102の使用成績の検討. 第53回日本癌治療学会, ポスター, 京都, 2015, 10.
5. 押 正徳, 野尻 和典, 田村 裕子, 木村 準, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀

薫 : 急速な経過をたどった胆嚢扁平上

皮癌の 1 例. 第13回横須賀消化器病セミナー. 一般演題, 神奈川, 2015, 11.
6. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 野尻 和典, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 高齢者結腸癌手術に対する 腹腔鏡と開腹手術の短期成績の検討. 第
70回日本大腸肛門病学会学術集会, 要望演題, 愛知, 2015, 11.
7. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 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有用性, 安全性の検討. 第77回日本臨床外科学会, ワークショップ, 福
岡, 2015, 11.
8. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅俊,
舛井 秀宣, 長堀 薫 : 大腸癌手術における Clostridium difficile感染と縫合不全との関連. 第28回日本外科感染症学会総会学術集会,
シンポジウム, 愛知, 2015, 12.
9. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪雄亮, 木村

準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 癒着性腸閉塞に対する腹腔鏡下手術

の検討. 第28回日本内視鏡外科学会総会, パネルディスカッション, 大阪, 2015, 12.
10. 押 正徳, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 直腸癌に対する低位前方切除術にお
ける縫合不全の危険因子. 第24回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 神奈川, 2015, 4.
11. 押 正徳, 山岸 茂, 高橋 弘毅, 中堤 啓太, 高橋 智昭, 中本 礼良, 本庄 優依, 泉澤 祐介, 渡部 顕, 上田 倫夫, 仲野 明 : 術前胃粘膜
か腫瘍と診断した肝外発育型肝細胞癌の 1 例. 第101回日本消化器病学会総会, ポスター, 宮城, 2015, 4.
12. 押 正徳, 山岸 茂, 高橋 弘毅, 中堤 啓太, 高橋 智昭, 中本 礼良, 本庄 優依, 泉澤 祐介, 渡部

顕, 上田 倫夫, 仲野 明 : 下部消化管

穿孔による汎発性腹膜炎術後に対してV.A.C.を用いたNPWTによる新しい創管理の有用性. 第115回日本消化器外科学会総会, 一般演
題, 静岡, 2015, 7.
13. 押 正徳, 山岸 茂, 高橋 弘毅, 中堤 啓太, 高橋 智昭, 中本 礼良, 本庄 優依, 泉澤 祐介, 渡部 顕, 上田 倫夫, 仲野 明 : 下部消化管
穿孔による汎発性腹膜炎術後の創管理に おけるVacuum Assisted Closure 療法（V.A.C.）の有用性. 第51回日本腹部救急医学会,
ワークショップ, 京都, 2015, 3.
14. 大西 宙, 國崎 主税, 前澤 幸男, 木村 準, 高川 亮, 牧野洋 知, 林 勉, 円谷 彰, 大田 貢由, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 大庭
真梨, 遠藤 格 : Usefulness of video-assisted thoracoscopic esophagectomy for stage II/III esophageal cancer in longterm surgi-cal outcome. 第70回日本消化器外科学会, 一般演題, 静岡, 2015, 7.
15. 木澤 莉香, 押 正徳, 田村 裕子, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : PTGBD刺入部胸壁に転移した胆
嚢癌の 1 例. 第48回神奈川県消化器病医学会総会, 一般演題, 神奈川, 2015, 10.
16. 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 (RPG) の手術手技における細径鉗子の有用性. 第12回 Needlescopic Surgery
Meeting. 一般演題, 北九州, 2015, 1.
17. 木村 準, 國崎 主税, 前澤 幸男, 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治療成績. 第115回日本外科学会総会, 一般演題, 愛知, 2015, 4.
18. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 林 勉, 牧野 洋知, 鈴木 喜裕, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する
reduced-port distal gastrectomy (RPLDG) の現状と今後の展望. 第40回日本外科系連合学会学術集会, パネルディスカッション,
東京, 2015, 6.
19. 木村 準, 國崎 主税, 高川 亮, 牧野 洋知, 大田 貢由, 円谷 彰, 高橋 正純, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : The usefulness of
esophagogastrostomy (PF) in laparoscopic proximal gastrectomy (LPG) for gastric cancer. 第70回日本消化器外科学会総
会, 一般演題, 静岡, 2015, 7.
20. 木村 準, 茂垣 雅俊, 大矢 浩貴, 武井 将伍, 矢後 彰一, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当科における胃癌に対
する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の再建手技の工夫と治療成績. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
21. 木村 準, 茂垣 雅俊, 大矢 浩貴, 武井 将伍, 矢後 彰一, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 高齢者に対する腹腔鏡
補助下幽門側胃切除術の治療成績. 第28回日本内視鏡外科学会, 一般演題, 大阪, 2015, 12.
22. Takahashi T, Matsuyama R, Mori R, Homma Y, Ota Y, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Favorable Prognostic factors
after resection of pancreatic cancer. 5thA-PHPBA, ポスター, Shingapore, 2015, 3.
23. 高橋 智昭, 山岸 茂, 高橋 弘毅, 中堤 啓太, 中本 礼良, 押 正徳, 本庄 優衣, 泉澤 祐介, 渡部 顕, 上田 倫夫, 仲野 明 : 急激な経過
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をたどった直腸内分泌細胞癌の1例. 第41回神奈川大腸肛門疾患懇話会, 一般演題, 神奈川, 2015, 5.
24. 高橋 智昭, 山岸 茂, 高橋 弘毅, 中堤 啓太, 中本 礼良, 押 正徳, 本庄 優衣, 泉澤 祐介, 渡部 顕, 上田 倫夫, 仲野 明 : 腹腔鏡補助
下回盲部切除術を施行した虫垂粘液嚢腫の 7 例. 第70回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 静岡, 2015, 7.
25. 高橋 智昭, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅
俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 直腸癌術後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評価. 第77回日本臨床外
科学会総会, ワークショップ, 福岡, 2015, 11.
26. 武井 将伍, 木村 準, 大矢 浩貴, 矢後 彰一, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 腹腔鏡下手術にて治療
し得た落下胃石による小腸イレウスの１例. 第77回日本臨床外科学会総会, ポスター, 福岡, 2015, 11.
27. 田村 裕子, 木村 準, 諏訪 雄亮, 高畑 太輔, 武井 将伍, 川村 祐介, 矢後 彰一, 押 正徳, 高橋 智昭, 大西 宙, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛
田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : Braun吻合で治療した急性輸入脚症候群の 1例. 第77回日本臨床外科学会, ポスター, 福
岡, 2015, 11.
28. 田村 裕子, 野尻 和典, 押 正徳, 高畑 太輔, 武井 将伍, 川村 祐介, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 大西 宙, 諏訪 雄亮, 木村 準, 渡邉 純, 盛
田 知幸, 津浦 幸夫, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 腹腔鏡下胆嚢摘出術手技と当院における腹腔鏡トレーニング. 第17回横浜サー
ジカルビデオフォーラム, 一般演題, 神奈川, 2015, 9.
29. 矢後 彰一, 茂垣 雅俊, 武井 将伍, 田村 祐子, 高畑 太輔, 川村 祐介, 押 正徳, 高橋 智昭, 大西 宙, 諏訪 雄亮, 木村 準, 渡邉 純, 野
尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : Barrett食道癌術後 後腹膜に類上皮血管内皮腫を併発し急速な経過をたどった 1例. 第77
回日本臨床外科学会, ポスター, 福岡, 2015, 11.
30. 矢後 彰一, 舛井 秀宣, 茂垣 雅俊, 諏訪 雄亮, 木村 準, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 中島 進, 長堀 薫 : 当院で経験した腹腔鏡下
Sugarbaker法で修復した傍ストーマヘルニアの 1例. 第 7回神奈川ヘルニア研究会, 一般演題, 神奈川, 2015, 12.
31. 矢後 彰一, 茂垣 雅俊, 諏訪 雄亮, 木村 準, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当院シニアレジデントによる腹腔
鏡補助下幽門側胃切除術とトレーニングシステム. 第28回日本内視鏡外科学会, 要望演題, 大阪, 2015, 12.
32. 吉田 健太, 野尻 和典, 山田 淳貴, 遠藤 千穂, 高畑 太輔, 武井 将伍, 田村 裕子, 川村 祐介, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 押 正徳, 大西
宙, 諏訪 雄亮, 木村 準, 渡邉 純, 盛田 知幸, 津浦 幸夫, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 穿孔性腹膜炎をきたした小腸悪性リンパ
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37. 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀
宣, 長堀 薫 : 大腸手術における閉鎖式皮下ドレーン留置による手術部位感染予防効果に対する無作為化臨床第Ⅱ相試験. 第77回日本
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42. 北嶋 達也, 諏訪 雄亮, 高畑 太輔, 武井 将伍, 田村 裕子, 川村 祐介, 矢後 彰一, 押 正徳, 高橋 智昭, 大西 宙, 木村 準, 渡邉 純, 野
尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 腹腔鏡下併用大腿法で修復した大腿ヘルニア嵌頓の 1例. 第 7回神奈川ヘルニ
ア研究会, 一般演題, 神奈川, 2015, 12.
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45. 川村 祐介, 盛田 知幸, 山田 淳貴, 遠藤 千穂, 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
秀宜, 長堀 薫 : 平成26年度乳癌検診症例報告. 第16回乳がん検診症例検討会, 一般演題, 神奈川, 2015, 2.

業績・研究／学会発表

137

46. 小暮 悠, 渡邉 純, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 :
癒着性イレウスに体する腹腔鏡下イレウス解除術. 第51回日本腹部救急医学会, ワークショップ, 京都 2015, 3.
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大腸がんに対する腹腔鏡下手術のアクセスポート数による治療効果の検討 : Single-incision vs. Multi-port Laparoscopic Colectomy Study (SIMPL Study). 第28回日本内視鏡外科学会総会, シンポジウム, 大阪, 2015, 12.
60. 渡邉 純, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 遠藤 格 : 大腸癌に
対する単孔式腹腔鏡下手術の手技の実際と短期・中期成績の検討. 第70回日本大腸肛門病学会学術集会, ワークショップ, 名古屋,
2015, 11.
61. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 市川 靖史,
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脾彎曲部癌に対するリンパ節郭清. 第70回日本消化器外科学会総会, シンポジウム, 浜松, 2015, 7.
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64. 開田 脩平, 渡辺 一輝, 東 侑生, 風見 由祐, 初沢 悠人, 浅岡 礼人, 森 一洋, 長田 梨比人, 長尾 厚樹, 里舘 均, 奈良 智之, 野家 環,
古嶋 薫, 針原 康 : 大腸癌手術におけるSSI危険因子の検討. 第115回日本外科学会, 一般演題, 名古屋, 2015, 4.
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秀之 : 当院における大腸印環細胞癌の 2例. 第36回癌免疫外科研究会, 奄美, 一般演題, 奄美, 2015, 5.
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12. 和田 朋子, 高川 亮, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 嶋田 裕子, 渡辺 卓央, 林 勉, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 池 秀之,
福島 忠男, 今田 敏夫 : 高齢者胃癌に対する治療戦略の検討. 第88回日本胃癌学会, シンポジウム, 別府, 2015, 5.
13. 和田 朋子, 渡辺 卓央, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 原田 真吾, 京 里佳, 土田 和史, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福島
忠男, 池 秀之 : 当院における大腸ステント留置の治療成績. 第44回神奈川消化器外科研究会, 一般演題, 横浜, 2015, 6.
14. 高川 亮, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 和田 朋子, 嶋田 裕子, 渡辺 卓央, 林 勉, 京 里佳, 嶋田 和博, 所 知加子, 村
上 仁志, 平川 昭平, 長谷川 誠司, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫 : 当院における腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の現状と治療成
績. 第38回神奈川術後代謝栄養研究会, 一般演題, 横浜, 2015, 7.
15. 和田 朋子, 高川 亮, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 嶋田 裕子, 渡辺 卓央, 林 勉, 京 里佳, 嶋田 和博, 所 知加子, 村
上 仁志, 平川 昭平, 長谷川 誠司, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫 : 当院における腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の現状と治療成
績. 第48回神奈川消化器病学会総会, シンポジウム, 横浜, 2015, 10.
16. 南澤 恵佑, 高川 亮, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 和田 朋子, 原田 真吾, 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, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫, 中山 崇, 片岡 俊朗 : 小腸重複腸管を疑い腹腔鏡下小腸切除を施行した 1例. 第
60回神奈川消化器研究会, 一般演題, 横浜, 2015, 7.
17. 和田 朋子, 渡辺 卓央, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 原田 真吾, 京 里佳, 土田 和史, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福島
忠男, 池 秀之 : 閉塞性大腸癌に対しステントを留置した症例に対する腹腔鏡手術の有効性の検討. 第77回日本臨床外科学会総会, 要
望演題, 福岡, 2015, 11.
18. 豊田 純哉, 土田 知史, 渡辺 卓央, 澁谷 泰介, 菊池 章友, 森 康一, 原田 真吾, 藪下 泰宏, 藤川 善子, 嶋田 和博, 村上 仁志, 平川
昭平, 長谷川 誠司, 中山 崇, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫 : GISTに合併し FDG-PET陽性であった腸間膜線維腫の一例. 第77回日
本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
19. 原田 真吾, 渡辺 卓央，豊田 純也，澁谷 泰介, 土井 雄喜, 菊池 章友, 森 康一, 藪下 泰宏, 土田 知史, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福
島忠男, 池 秀之 : 炭酸ランタン水和物チュアブル錠の腸管内遺残を認めた 1 例. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡,
2015, 11.
20. 稲澤 真, 長谷川 誠司, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 嶋田 裕子, 和田 朋子, 渡辺 卓央, 高川 亮, 林 勉, 嶋田 和博,
長西 祐樹, 村上 仁志, 平川 昭平, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫 : 横行結腸癌術後, 難治性十二指腸瘻（唇状瘻）を形成したが,
component separationを併用し治癒できた一例. 第143回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2015, 9.
21. 根本 大士, 渡辺 卓央, 澁谷 泰介, 和田 朋子, 原田 真吾, 高川 亮, 嶋田 和博, 土田 知史, 村上 仁志, 平川 昭平, 長谷川 誠, 福島
忠男, 池 秀之, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : 胃穿孔を伴った毛髪胃石の 1例. 第77回日本臨床外科学会総会, ポスター, 福岡, 2015, 11.
22. 長谷川 誠司, 福島 忠男, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 嶋田 裕子, 和田 朋子, 渡辺 卓央, 高川 亮, 林 勉, 嶋田 和
博, 長西 祐樹, 村上 仁志, 平川 昭平, 池 秀之, 今田 敏夫 : 当院における大腸癌術後, 地域連携パス導入の効果. 第14回日本医療マ
ネジメント学会神奈川支部学術集会, シンポジウム, 横浜, 2015, 3.
23. 土田 知史, 村上 仁志, 土井 雄喜, 菊池 章友, 森 康一, 原田 真吾, 藪下 泰宏, 渡辺 卓央, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 中山
崇, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : 当院におけるHER2陽性胃癌の特徴と治療の現状. 第87回日本胃癌学会総会, ポスター, 広島,
2015, 3.
24. 原田 真吾, 渡辺 卓央，豊田 純也，澁谷 泰介, 土井 雄喜, 菊池 章友, 森 康一, 藪下 泰宏, 土田 知史, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福
島 忠男, 池 秀之 : 腸重積を来した上行結腸平滑筋肉腫の 1例. 第51回腹部救急医学会総会, ポスター, 京都, 2015, 3.
25. 豊田 純哉, 長谷川 誠司, 土田 知史, 渡辺 卓央, 澁谷 泰介, 菊池 章友, 森 康一, 原田 真吾, 藪下 泰宏, 藤川 善子, 嶋田 和博, 村上
仁志, 平川 昭平, 中山 崇, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫 : 下行結腸憩室穿孔を契機に血管型Ehlers-Danlos症候群と臨床的に診断
した一例. 第142回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2015, 2.
26. 土田 知史, 村上 仁志, 土井 雄喜, 澁谷 泰介, 菊池 章友, 森 康一, 原田 真吾, 藪下 泰宏, 渡辺 卓央, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池
秀之, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : Dダイマーによる胃癌術前DVTスクリーニングの意義. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演
題, 福岡, 2015, 11.
27. 横山 千咲, 高川 亮, 南澤 恵佑, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 嶋田 裕子, 和田 朋子, 渡辺 卓央, 林 勉, 嶋田 和博, 村上 仁志,
平川 昭平, 長谷川 誠司, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫, 中山 崇, 片岡 俊朗 : 約9㎝径の嚢胞様の形態を呈した非機能性膵内分泌腫
瘍の一例. 第48回神奈川県消化器病医学会総会, 一般演題, 横浜, 2015, 11.
28. 嶋田 裕子, 沼田 正勝, 林 勉, 福島 忠男, 松川 博史, 蓮尾 公篤, 谷 和行, 山本 祐司, 鈴木 紳一郎, 利野 靖, 湯川 寛夫, 吉川 貴己,
大島 貴, 山本 直人, 益田 宗孝 : 80歳以上の高齢者における腹腔鏡下大腸がん切除の合併症評価 -Claven-Dindo - 分類を用いた評
価. 第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2015, 11.
29. 嶋田 裕子, 平川 昭平, 和田 修幸, 池 秀之, 福島 忠男, 益田 宗孝 : 術中intactPTH測定が有用であった完全埋没型副甲状腺腫の一
例. 第48回日本甲状腺外科学会学術集会, 一般演題, 東京, 2015, 10.
30. 南澤 恵佑, 長谷川 誠司, 稲澤 真, 根本 大士, 澁谷 泰介, 横井 英人, 嶋田 裕子, 和田 朋子, 渡辺 卓央, 高川 亮, 林 勉, 嶋田 和博,
長西 祐樹, 村上 仁志, 平川 昭平, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫 : 横行結腸癌術後に十二指腸瘻（唇状瘻）を形成し瘻孔処置に難渋
した 1例. 第38回神奈川ストーマ研究会, 一般演題, 神奈川, 2015, 12.
※ 福島 忠男 : SoTM説明会, 第 1回SoTM説明会, 座長・司会, 横浜, 2015, 10.
※ 福島 忠男 : 大腸がんの発見から治療まで〜手術治療と抗がん剤療法について. 第 1回平成27年度市民公開講座, 講演・ランチョン,
横浜, 2015, 6.
※ 池 秀之 : 一般演題
※ 池 秀之 : 転移

再発

消化管 虫垂. 第115回日本外科学会定期学術集会, 座長・司会, 名古屋, 2015, 4.
手術治療 1. 第70回日本大腸肛門病学会学術集会, 座長・司会, 名古屋, 2015, 11.
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※ 福島 忠男 : 副作用マネジメントとチーム医療. 第 2回YOKOHAMA Cororectal Cancer Seminar, 座長・司会, 横浜, 2015, 10.
※ 福島 忠男 : SoTM説明会. 第 2回 SoTM説明会, 座長・司会, 横浜, 2015, 10.
※ 福島 忠男 : 進行再発大腸癌の実践的治療について. 第 1回YOKOHAMA Cororectal Cancer Seminar, 座長・司会, 横浜, 2015,
1.
※ 長谷川 誠司 : 大腸癌治療の最近の現況. 第 2回YOKOHAMA Cororectal Cancer Seminar, 講演・ランチョン, 横浜, 2015, 10.

<済生会若草病院＞
1. 佐藤 靖郎 : 外科疾患における漢方. 横浜市立大学エクステンション講座, シンポジウム, 横浜, 2015, 1.
2. 吉田 謙一, 田中 優作, 三宅 謙太郎, 関澤 健太郎, 峯岸 裕蔵, 佐藤 靖郎 : 当院における鼠径ヘルニアに対する治療戦略. 第115回日
本外科学会, ポスター, 名古屋, 2015, 4.
3. Sato Y, Yoshida K : A new detailed three-dimensional anatomical scheme for the education of open inguinal hernia
repair. 1st World Conference on Abdominal Wall Hernia Surgery, ポスター, Milan (Italy). 2015, 5.
4. 吉田 謙一, 峯岸 裕蔵, 関澤 健太郎, 佐藤 靖郎 : 当院における鼠径ヘルニアに対する治療の進歩. 第23回金沢区医師会学術懇話会,
一般演題, 横浜, 2015, 7.
5. 佐藤 靖郎 : がん地域連携パスから始める地域連携」 〜どうしたら, はじめられるのか…. 横浜市立大学附属病院 がん総合医療セン
ター講演会, パネルディスカッション, 横浜, 20015, 11.
6. 峯岸 裕蔵 : 当院における鼠径ヘルニアに対する治療の進歩. 第143回神奈川臨床外科医学会集談会, 横浜, 2015,9,26.
※ 佐藤 靖郎 : がん化学療法マネジメントのフロンティア

クリニカルパス開発の歴史的な考察より. 第13回かながわ薬剤師学術大会,

講演・ランチョン, 横浜, 2015, 1.
※ 佐藤 靖郎 : Letter from menbers 論文感想 Diagnostic Procedure Combinationデーターを用いた全国大学ランキング. 品質工
学学会, その他, 東京, 2015, 1.
※ 佐藤 靖郎 : がん患者の栄養管理と地域連携. 第 6回横浜（南）がん病病連携会, NST講演会兼第24回がんセンター講演会, 講演・ラ
ンチョン, 横浜, 2015, 3.
※ 佐藤 靖郎 : 腹水の診断・臨床における地域医療機関の役割とその重要性 当院における腹水治療の実際. 体液貯留を考える会, 講演・
ランチョン, 横浜, 2015, 3.
※ 佐藤 靖郎 : 内科疾患における地域医療機関の役割とその重要性. 関節リウマチを考える会, 講演・ランチョン, 横浜, 2015, 3.
※ 佐藤 靖郎 : 酸関連疾患の診断・臨床における地域連携医療機関の役割とその重要性. 横浜南部消化器病フォーラム. 講演・ランチョ
ン,横浜, 2015, 5.
※ 佐藤 靖郎 : 内科疾患における地域医療機関の役割とその重要性. 高尿酸血症を考える会, 講演・ランチョン, 横浜, 2015, 5.
※ 佐藤 靖郎 : 地域医療における済生会若草病院の取り組み. 糖尿病患者指導を考えてみようin 京急. 講演・ランチョン, 横浜, 2015,
6.
※ 佐藤 靖郎 : 緩和医療における疼痛管理〜新しい医療用麻薬を用いたがん性疼痛治療. 高山市医師会学術講演会, 講演・ランチョン, 岐
阜県高山市, 2015, 6.
※ 佐藤 靖郎 : 済生会若草病院の地域医療における取り組み. 血液疾患を考える会,講演・ランチョン, 横浜, 2015, 11.

<横浜保土ヶ谷中央病院＞
1. 森 康一, 田中 優作, 小澤 真由美, 谷口 浩一, 齋藤 健人, 上向 伸幸 : 胃癌術後に肺塞栓症を合併した１例. 第 4回周術期合併症研究
会, 一般演題, 横浜, 2015, 6.
2. 田中 優作, 森 康一, 小澤 真由美, 谷口 浩一, 齋藤 健人, 上向 伸幸 : 臍ヘルニアに対し腹腔鏡下ヘルニア根治術を施行した一例. 第
3回JCHO横浜保土ヶ谷中央病院院内症例検討会, 一般演題, 横浜, 2015, 7.
3. 上向 伸幸, 田中 優作, 小澤 真由美, 谷口 浩一, 齋藤 健人 : ＮＡＳＨ関連肝細胞癌の 1例. 第 9回横浜西部 消化器病連携セミナー,
一般演題, 横浜, 2015, 11.

<横浜掖済会病院＞
1. 森岡 大介, 渡會 伸治, 高倉 秀樹, 小林 敦夫, 松本 千鶴, 三浦 勝, 三浦 靖彦, 佐藤 芳樹 : 中小病院における大腸癌肝転移に対する
肝切除. 第70回日本消化器外科学会定期学術集会, 一般演題, 浜松, 2015,7,14.
2. 森岡 大介, 小林 敦夫, 松本 千鶴, 佐藤 芳樹, 渡會 伸治 : 化学療法により長期生存中の腹膜播種陽性胆道癌の 2例. 第27回日本肝胆
膵外科学会定期学術集会, ポスター, 東京, 2015,6,13.
3. 堀井 伸利, 森岡 大介, 山口 和哉, 佐藤 芳樹, 三浦 勝 : 中小病院における大腸癌肝転移に対する肝切除. 第143回神奈川県臨床外科
医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2015,9,26.
4. 堀井 伸利, 森岡 大介, 山口 和哉, 佐藤 芳樹, 三浦 勝 : 胃癌肝転移に対する肝切除.第77回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 福岡,
2015,11,26.
5. 山口 和哉, 森岡 大介, 堀井 伸利, 佐藤 芳樹, 三浦 勝 : 大腸癌肝転移残肝再発に対する再肝切除時に原発性肝癌との併存を認めたC
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