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11. Kawaguchi D, Hiroshima Y, Matsuo K, Endo I, Koda K, Tanaka K : Parenchymal Congestion Is Important for Rapid
Regeneration of the Future Liver Remnant Following the ALPPS Procedure. Anticancer Res, 36 (9) : 4731-8, 2016.
12. Kikuchi Y, Hiroshima Y, Matsuo K, Kawaguchi D, Murakami T, Yabushita Y, Endo I, Taguri M, Koda K, Tanaka K : A
Randomized Clinical Trial of Preoperative Administration of Branched-Chain Amino Acids to Prevent Postoperative
Ascites in Patients with Liver Resection for Hepatocellular Carcinoma. Ann Surg Oncol, 23 (11) : 3727-35, 2016.
13. Katsuno H, Maeda K, Ohya M, Yoshioka K, Tsunoda A, Koda K, Matsuoka H, Ohge H, Morita S, Saji S, Kanematsu T,
Kitajima M : Clinical pharmacology of daikenchuto assessed by transit analysis using radiopaque markers in patients
with colon cancer undergoing open surgery : a multicenter double-blind randomized placebo-controlled study
(JFMC39-0902 additional study) J Gastroenterol, 51 : 222-229, 2016.
14. Shuto K, Kono T, Akutsu Y, Uesato M, Mori M, Matsuo K, Kosugi C, Hirano A, Tanaka K, Okazumi S, Koda K, Matusbara H : Naso-esophageal extraluminal drainage for postoperative anastomotic leak after thoracic esophagectomy
for patients with esophageal cancer. Dis Esophagus, doi : 10.1111/dote.12492. [Epub ahead of print], 2016.
15. 幸田 圭史 : 特集

術後障害のリアル−外来フォローの実力が臓器損失を補う評価・対応の実際 大腸

排尿・性機能障害、排便機能

障害. 臨床外科, 71 (3) : 310-314, 2016.
16. 幸田 圭史, 小杉 千弘, 平野 敦史, 首藤 潔彦, 松尾 憲一, 栃木 透, 田中 邦哉 : 特集

主題Ⅱ：直腸・肛門部疾患に対する各種肛門

内手術後の排便機能障害 Ⅲ. 排便のメカニズムからみたISR後のLAR Rsyndromeとその対策. 日本大腸肛門病学会雑誌, 69 (10) :
507-512, 2016.
17. 幸田 圭史 : Ⅴ.下部直腸癌に対する剥離授動 2 腸管・腸間膜の剥離・授動、直腸切離におけるコツ・工夫④distal marginの推定と確
保の工夫. Knack&Pitfalls 腹腔鏡下大腸癌手術の要点と盲点, 141-144, 2016.
18. 小杉 千弘, 幸田 圭史, 平野 敦史, 栃木 透 : 特集

ストーマケアに役立つ知識の整理と活用 ストーマ（消化管）構造の理解. WOC

Nursing, 4 (12) : 7-13, 2016.
19. 小林 亮介, 山本 宏, 所 為然, 知花 朝史, 有光 秀仁, 柳橋 浩男, 斉藤 洋茂, 外岡 亨, 趙 明浩, 池田 篤, 早田 浩明, 貝沼 修, 滝口
伸浩, 鍋谷 圭宏, 永田 松夫 : 症例49-2術前診断に苦慮した肝外腫瘤の 1 例. 千葉消化器疾患研究会症例集

記念号 (50), 37-38,

2016.
20. 天海 博之, 神宮 和彦, 北林 宏之, 栃木 透, 植松 武史 : 粘液性嚢胞腫瘍との鑑別が困難であった非機能性膵神経内分泌腫瘍の 1 例.
千葉医学, 92 : 45-50, 2016.
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21. 田中 邦哉, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 小杉 千弘, 幸田 圭史 :【大腸癌肝転移−最新の治療ステラテ
ジー】肝切除法・治療戦略のトピックス

多発肝転移に対する適応拡大を目指したtwo-stage hepatectomyとALLPS. 臨床外科, 71

(4) : 443-455, 2016.
22. 田中 邦哉 :【新/アトラスで学ぶ達人の手術】肝・胆・膵・脾の手術

ALLPS手術. 消化器外科, 39 (5) : 757-763, 2016.

23. 武藤 頼彦, 滝口 伸浩, 鍋谷 圭宏, 池田 篤, 貝沼 修, 早田 浩明, 趙 明浩, 外岡 亨, 柳橋 浩男, 升田 貴仁, 山本 宏, 永田 松夫, 横井
左奈 : 症例48-2家族性大腸線種の一例. 千葉消化器疾患研究会症例集

記念号 (50) : 27-28, 2016.

24. 平野 敦史：幸田圭史これも知りたい術式イラスト便利帳 骨盤内臓全摘術. 消化器外科NURSING, 21 (1) : 76-78, 2016.
25. 柳橋 浩男, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 森 幹人, 平野 敦史, 佐塚 哲太郎, 菊地 祐太郎, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 田中 邦哉, 宮澤 幸正, 幸
田 圭史 : Laparoscopic interval appendectomy適応のためのスコアリングシステムの構築−手術導入と治療成績からみた検討−.
日本腹部救急医学会雑誌, 36 (6) : 1013-1019, 2016.

＜国立病院横浜医療センター＞
1. Takei T, Sakai M, Suzuki T, Yamamoto Y, Ogasawara Y, Shimizu T, Imaizumi J, Furuya R, Sekido H, Koizumi Y : Surgical resection of a ruptured pancreaticoduodenal artery aneurysm. Am J Case Rep, 17 : 39-42, 2016.
2. 三宅 謙太郎, 松田 悟郎, 押 正徳, 小暮 悠, 田 鍾寛, 土屋 伸広, 清水 哲也, 新野 史, 関戸 仁, 遠藤 格 : FDG-PET/CT後期相で偽
陽性を示した縫合糸によるforeign body granulomaの 1 例. 日本消化器外科学会雑誌, 49 (1) : 58-65, 2016.
3. 坂本 里紗, 渡部 顕, 関戸 仁, 清水 哲也, 朴 峻, 中﨑 佑介, 新野 史 : 直腸切除と肝切除術を施行したDubin-Johnson症候群の 1
例. 日本臨床外科学会雑誌, 77 (6) : 1513-1518, 2016.
4. 松木 裕輝, 清水 哲也, 山本 悠史, 杉政 奈津子, 坂本 里紗, 齊藤 修治, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 頸椎前方固定術後に合併した食道穿孔
の 1 例. 日本消化器外科学会雑誌, 49 (7) : 594-601, 2016.

＜横浜市立市民病院＞
1. Higashi D, Katsuno H, Kimura H, Takahashi K, Ikeuchi H, Kono T, Nezu R, Hatakeyama K, Kameyama H, Sasaki I, Fukushima K, Watanabe K, Kusunoki M, Araki T, Maeda K, Kameoka S, Itabashi M, Nakao S, Maeda K, Ohge H, Watadani
Y, Watanabe T, Sunami E, Hotokezaka M, Sugita A, Funayama Y, Futami K：Current State of and Problems Related to
Cancer of the Intestinal Tract Associated with Crohn's Disease in Japan. Anticancer Res, 36 (7) : 3761-3766, 2016.
2. Nakada K, Takahashi M, Ikeda M, Kinami S, Yoshida M, Uenosono Y, Kawashima Y, Nakao S, Oshio A, Suzukamo Y,
Terashima M, Kodera Y : Factors affecting the quality of life of patients after gastrectomy as assessed using the newly developed PGSAS-45 scale : A nationwide multi-institutional study. World J Gastroenterol, 22 (40) : 8978-8990,
2016.
3. Tanizawa Y, Tanabe K, Kawahira H, Fujita J, Takiguchi N, Takahashi M, Ito Y, Mitsumori N, Namikawa T, Oshio A,
Nakada K : Specific Features of Dumping Syndrome after Various Types of Gastrectomy as Assessed by a Newly
Developed Integrated Questionnaire, the PGSAS-45. Dig Surg, 33 (2) : 94-103, doi : 10.1159/000442217, 2016.
4. Yamasaki K, Matsui T, Hisabe T, Yano Y, Hirai F, Morokuma T, Iwao Y, Matsumoto T, Ohi H, Andoh A, Esaki M, Aoyagi
K, Sugita A, Nakase H, Fujiya M, Higashi1 D, Futami K : Retrospective Analysis of Growth Speed of 54 Lesions of Colitis-associated Colorectal Neoplasia. Anticancer Res, 36 (7) : 3731-3740, 2016.
5. 小原 尚, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 杉田 昭, 林 宏行, 福島 恒男 : 2ヵ所の小腸癌を合併
したクローン病の 1 例. 日本消化器病学会雑誌, 113 (11) : 1901-1908, 2016.
6. 小金井 一隆, 杉田 昭 : 炎症性腸疾患 外科医にコンサルトするタイミング. Medical Practice, 33 (5) : 755-759, 2016.
7. 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介, 木村 英明, 杉田 昭 : 1. 大腸切除後再建 7）回腸嚢肛門（管）吻合. 外科, 78 (12) :
1401-1406, 2016.
8. 二木 了, 杉田 昭, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 黒木 博介, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 木村 英明, 福島 恒男 : 高齢者潰瘍性大腸炎に対する
回腸囊肛門管吻合術の術後排便機能の検討. 日本消化器外科学会雑誌, 49 (8) : 714-720, 2016.
9. 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介, 杉田 昭 : クローン病の最新外科治療. 医学と薬学. 73 (1) : 35-42, 2016.
10. 杉田 昭, 小金井 一隆 : 炎症性腸疾患に対する外科治療の最近の動向と位置付け. 医学のあゆみ, 256 (10) : 1099-1106, 2016.
11. 杉田 昭, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介 : Colitic cancerの疫学. 日本臨牀, 74 (11) : 1796-1801, 2016.
12. 大山 亘, 山岡 正慶, 横井 健太郎, 岩橋 めぐみ, 稲毛 由佳, 有廣 誠二, 小金井 一隆, 杉田 昭, 井田 博幸, 秋山 政晴 : 母親のクロー
ン病に関連した乳児ビタミンB12欠乏性巨赤芽球性貧血. 臨床血液, 57 (1) : 15-19, 2016.

＜藤沢市民病院＞
1. 樅山 将士, 山岸 茂, 高橋 直行, 佐藤 渉, 松尾 憲一, 仲野 明 : 術前CTコロノグラフィーが病変範囲決定に有用であった腹腔鏡下結
腸亜全摘術を施行した突発性腸間膜静脈硬化症の 1 例. 横浜医学, 67 (1) : 17-21, 2016.
2. 高橋 智昭, 渡部 顕, 山岸 茂, 押 正徳, 上田 倫夫, 仲野 明 : 腹腔鏡下に診断・治療した外側型盲腸周囲ヘルニアの 1 例. 日本内視鏡
外科学会雑誌, 21 (1) : 45-50, 2016.
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<横須賀市立市民病院＞
1. 宮本 洋, 亀田 久仁郎, 佐藤 渉, 杉浦 浩朗, 長嶺 弘太郎, 竹川 義則, 久保 章 : 原発巣切除後13年で肝再発をきたしたvon Recklinghausen病合併十二指腸GISTの 1 例. 横浜医学, 67 : 23-28, 2016.
2. 三宅 益代, 杉浦 浩朗, 宮本 洋, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 久保 章, 竹川 義則, 松村 舞依 : 術後 2 年間無再発生存中のG-CSF産生
胃癌の 1 例. 日臨外科学会誌, 77 (4) : 822-827, 2016.
3. 三宅 益代, 山本 淳, 佐藤 渉, 長嶺 弘太郎 : 幽門側胃切除術後の重症縫合不全に対して経鼻的ドレナージが奏功した 1 例. 日本腹部
救急医学会雑誌, 36 (4) : 727-731, 2016.
4. 山本 淳, 杉浦 浩朗, 三宅 益代, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 久保 章, 竹川 義則 : 鼠径ヘルニア嵌噸しヘルニア嚢内で穿通した S 状
結腸癌の 1 例. 日臨外科学会誌, 77 (6) : 1500-1504, 2016.
5. 佐藤 渉, 亀田 久仁郎, 山本 淳, 三宅 益代, 長嶺 弘太郎, 久保 章, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 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. 横浜医学, 67 : 75-78, 2016.
6. 山本 淳, 長嶺 弘太郎, 佐藤 渉, 杉浦 浩朗, 亀田 久仁郎, 竹川 義則, 久保 章 : 胸腔内で結腸穿孔をきたした食道癌術後横隔膜ヘル
ニア嵌噸の 1 例. 日臨外科学会誌, 77 (11) : 2701-2705, 2016.

<茅ヶ崎市立病院＞
1. Yamada A, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Takabe K, Ichikawa Y, Ishikawa T, Endo I : Operation with less adjuvant
therapy for elderly breast cancer. J Surg Res, 204 (2) : 410-417,2016.
2. Kida K, Ishikawa T, Yamada A, Shimada K, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Tanabe M, Sasaki T, Ichikawa Y, Endo I : Effect of ALDH1 on prognosis and chemoresistance by breast cancer subtype. Breast Cancer Res Treat, 156 (2) :
261-9, 2016.
3. Huang WC, Liang J, Nagahashi M, Avni D, Yamada A, Maceyka M, Wolen AR, Kordula T, Milstien S, Takabe K,
Oravecz T, Spiegel S : Sphingosine-1-phosphate phosphatase 2 promotes disruption of mucosal integrity, and contributes to ulcerative colitis in mice and humans. FASEB J, 30 (8) : 2945-58, 2016.
4. Nagahashi M, Yamada A, Miyazaki H, Allegood JC, Tsuchida J, Aoyagi T, Huang WC, Terracina KP, Adams BJ, Rashid
OM, Milstien S, Wakai T, Spiegel S, Takabe K : Interstitial Fluid Sphingosine-1-Phosphate in Murine Mammary Gland
and Cancer and Human Breast Tissue and Cancer Determined by Novel Methods. J Mammary Gland Biol Neoplasia, 21 (1-2) : 9-17, 2016.
5. Shima H, Yamada A, Ishikawa T, Endo I : Are breast cancer stem cells the key to resolving clinical issues in breast
cancer therapy?. Gland Surgery, doi : 10.21037/gs, 2016.
6. Zembutsu H, Nakamura S, Akashi ST, Kuwayama T, Watanabe C, Takamaru T, Takei H, Ishikawa T, Miyahara K,
Matsumoto H, Hasegawa Y, Kutomi G, Shima H, Satomi F, Okazaki M, Zaha H, Onomura M, Matsukata A, Sagara Y,
Baba S, Yamada A, Shimada K, Shimizu D, Tsugawa K, Shimo A, Tan EY, Hartman M, Chan CW, Lee SC, Nakamura
Y：Significant Effect of Polymorphisms in CYP2D6 on Response to Tamoxifen Therapy for Breast Cancer : a Prospective Multicenter Study. Clin Cancer Res, pii : clincanres.1779, 2016. [Epub ahead of print].
7. 三宅 謙太郎, 松田 悟郎, 押 正徳, 小暮 悠, 田鍾 寛, 土屋 伸広, 清水 哲也, 新野 史, 関戸 仁, 遠藤 格 : FDG-PET/CT後期相で偽
陽性を示した縫合糸によるforeign body granulomaの 1 例. 日本消化器外科学会雑誌, 49 (1) : 58-65, 2016.

<横浜労災病院＞
1. 大椛 裕美 : スペシャリストが行く！乳がん看護認定看護師・がん看護専門看護師−乳がん患者さんの力を信じて−. KANAGAWA
看護だより, 166 : 3, 2016.
2. 千島 隆司 : 乳がん検診の現状と展望〜受診者にとっての利益とは〜. 茅ヶ崎医師会報, 104 : 20, 2016.
3. Murakami T, DeLong J, Eilber FC, Zhao M, Zhang Y, Zhang N, Singh A, Russell T, Deng S, Reynoso J, Quan C, Hiroshima Y, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Chawla S, Endo I, Hoffman RM : Tumor-targeting Salmonella
typhimurium A1-R in combination with doxorubicin eradicate soft tissue sarcoma in a patient-derived orthotopic xenograft (PDOX) model. Oncotarget. 2016 Mar 15 ; 7 (11) : 12783-90.
4. Murakami T, Singh AS, Kiyuna T, Dry SM, Li Y, James AW, Igarashi K, Kawaguchi K, DeLong JC, Zhang Y, Hiroshima
Y, Russell T, Eckardt MA, Yanagawa J, Federman N, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, Eilber
FC, Hoffman RM : Effective molecular targeting of CDK4/6 and IGF-1R in a rare FUS-ERG fusion CDKN2A-deletion
doxorubicin-resistant Ewing's sarcoma patient-derived orthotopic xenograft (PDOX) nude-mouse model. Oncotarget,
26 ; 7 (30) : 47556-47564, 2016.
5. Hiroshima Y, Lwin TM, Murakami T, Mawy AA, Kuniya T, Chishima T, Endo I, Clary BM, Hoffman RM, Bouvet M : Effective fluorescence-guided surgery of liver metastasis using a fluorescent anti-CEA antibody. J Surg Oncol, 114 (8) :
951-958, 2016.
6. Hiroshima Y, Maawy A, Zhang Y, Zhang N, Murakami T, Chishima T, Tanaka K, Ichikawa Y, Bouvet M, Endo I, Hoffman
RM : Patient-derived mouse models of cancer need to be orthotopic in order to evaluate targeted anti-metastatic
therapy. Oncotarget, 1 ; 7 (44) : 71696-71702, 2016.
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7. 松木 裕輝, 森 隆太郎, 松山 隆生, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 術中ICG蛍光法で残胃血流を確認した幽門側胃切除術後膵尾部癌
の 1 例. 日本臨床外科, 77 (9), 2016.

<横須賀共済病院＞
1. Watanabe J, Ota M, Fujii S, Suwa H, Ishibe A, Endo I : Randomized clinical trial of single-incision versus multiport laparoscopic colectomy. British Journal of Surgery, 103 (10) : 1276-81, Epub. 2016.
2. Watanabe J, Ota M, Suwa Y, Ishibe A, Masui H, Nagahori K : Real-Time Indocyanine Green Fluorescence Imaging‒
Guided Complete Mesocolic Excision in Laparoscopic Flexural Colon Cancer Surgery. Diseases of the Colon &
Rectum, 59 (7) : 701-705, 2016.
3. Watanabe J, Ota M, Suwa Y, Ishibe A, Masui H, Nagahori K : Single-incision laparoscopic anterior resection using a
curved stapler. Diseases of the Colon & Rectum, 59 (11) : 1105-1109, 2016.
4. Watanabe J, Mitsuyoshi Ota, Yusuke Suwa, Atsushi Ishibe, Hidenobu Masui, Kaoru Nagahori : Clinicopathological and
Prognostic Evaluations of Mixed Adenoneuroendocrine Carcinoma of the Colon and Rectum : A Case-Matched Study.
Diseases of the Colon & Rectum, 59 (12) : 1160-1167, 2016.
5. Watanabe J, Ota M, Suwa Y, Ishibe A, Masui H, Nagahori K : Evaluation of lymph flow patterns in splenic flexural colon cancers using laparoscopic real-time indocyanine green fluorescence imaging. Int J Colorectal Dis, Oct 1.
Online first, 2016.
6. Watanabe J, Ota M, Kawamoto M, Yago A, Suwa Y, Suwa H, Momiyama M, Ishibe A, Watanabe K, Masui H, Nagahori
K : A randomized controlled trial of subcutaneous closed-suction Blake drains for the prevention of incisional surgical
site infection after colorectal surgery. Int J Colorectal Dis, Oct 1. Online first, 2016.
7. Kimura J, Kunisaki C, Makino H, Oshima T, Ota M, Oba M, Takagawa R, Kosaka T, Ono HA, Akiyama H, Endo I : Evaluation of the Glasgow Prognostic Score in patients receiving chemoradiotherapy for stage III and IV esophageal cancer. Dis Esophagus, 29 (8) : 1071-1080, 2016.
8. 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 直腸癌治療の最前線. 共済医報, 65 (2) : 178-180, 2016.
9. 渡邉 純, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当院における腹腔鏡下大腸癌手術の現状. 共済医報, 65 (4) : 345-349, 2016.
10. 大西 宙, 渡邉 純, 矢後 彰一，諏訪 雄亮, 舛井 秀宜, 長堀 薫 : 中毒性巨大結腸症を合併した劇症型Clostridium difficile腸炎の 1例.
日本臨床外科学会雑誌, 77 (10) : 2509-2514, 2016.

<横浜市立みなと赤十字病院＞
1. 柿添 学, 中嶌 雅之, 大山 倫男, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆 : Pfannenstiel切開後に発生した両側性腹壁瘢痕ヘルニアの 1 例.
日本臨床外科学会雑誌, 77 (7) : 1843-1847, 2016.

<済生会横浜市南部病院＞
1. Ogawa S, Hida J, Ike H, Kinugasa T, Ota M, Shinto E, Itabashi M, Kameoka S, Sugihara K : Selection of Lymph NodePositive Cases Based on Perirectal and Lateral Pelvic Lymph Nodes Using Magnetic Resonance Imaging : Study of
the Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum. Ann Surg Oncol, 23 : 1187-1194, 2016.
2. Ogawa S, Hida J, Ike H, Kinugasa T, Ota M, Shinto E, Itabashi M, Okamoto T, Sugihara K : The important risk factor
for lateral pelvic lymph node metastasis of lower rectal cancer is node-positive status on magnetic resonance imaging : study of the Lymph Node Committee of Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum. Int J Colorectal
Dis, 31 (10) : 1719-1728, 2016.
3. 渡辺 卓央, 池 秀之, 澁谷 泰介, 根本 大士, 横井 英人, 嶋田 裕子, 和田 朋子, 高川 亮, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 今田
敏夫 : 神奈川県下における大腸癌イレウス治療に対する大腸ステントの普及の現状. 神奈川医学会雑誌, 43 (20) : 220-225, 2016.
4. 嶋田 裕子, 林 勉, 南澤 恵佑, 澁谷 泰介, 根本 大士, 横井 英人, 和田 朋子, 渡辺 卓央, 高川 亮, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福島 忠
男, 池 秀之, 利野 靖, 益田 宗孝 : 多発遠隔リンパ節転移を伴う進行胃癌に対し化学療法後に救済手術を施行し長期生存が得られた一
例. 癌と化学療法, 43 (12) : 1908-1910, 2016.
5. 橋本 至, 青山 徹, 山田 貴允, 蓮尾 公篤, 福島 忠男, 松川 博史, 山本 裕司, 小澤 幸弘, 吉川 貴己, 利野 靖 : 益田宗孝80歳以上の
高齢者における胃切除後の術後合併症評価−80歳未満の非高齢者との比較−. 癌と化学療法, 43 : 1515-17, 2016.
6. 有坂 早香, 小坂 隆司, 國崎 主税, 市川 靖史, 秋山 浩利, 古谷 充子, 大橋 健一, 遠藤 格 : DOC/S-1併用術前補助化学療法により
Pathological Complete Responseが得られた進行胃癌の 1 例. 癌と化学療法, 43 (7) : 889-892, 2016.
7. 池 秀之, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 楢崎 まどか, 大林 亜由美 : 術後合併症を起こさないストーマの作り方（単孔式、双孔式）①結腸
ストーマ. WOC Nursing, 4 (6) : 4-11, 2016.
8. 池 秀之, 長谷川 誠司, 渡辺 卓央, 高川 亮, 和田 朋子, 嶋田 裕子, 林 勉, 村上 仁志, 福島 忠男 : 精嚢腺・前立腺合併切除を伴う直
腸癌手術. 臨外, 71 (8) : 956-961, 2016.
9. 瀬上 顕貴, 長 晴彦, 白井 順也, 浅利 昌大, 川邉 泰一, 林 茂也, 幕内 洋介, 佐藤 勉, 尾形 高士, 吉川 貴己 : 脾膿瘍を併発した胃癌
の 1 例. 消化器外科, 9 (39) : 1329-1332, 2016.
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<済生会若草病院＞
1. 峯岸 裕蔵, 佐藤 靖郎, 山口 直孝, 吉田 謙一 : 胃癌術後腹膜播種再発に対しKM-CARTを併用して化学療法を施行した 1 例. 横浜医
学, 67 (2) : 83-88, 2016.

<横浜保土ヶ谷中央病院＞
1. 上向 伸幸, 高橋 智昭, 中島 隆宏, 小林 敦夫, 平野 進, 長堀 優, 宇高 直子, 遠藤 格 : IgG4関連硬化性胆管炎に併発した胆管癌の 1
例. 日本消化器外科学会雑誌, 49 (3) : 207-215, 2016.
2. 小林 敦夫, 上向 伸幸, 齋藤 健人, 渡邉 昌俊, 長堀 優 : 腫瘍露出を認めない粘膜下腫瘍様の形態を呈した胃未分化癌の 1 例. 日本臨
床外科学会雑誌, 77 (10) : 2480-2487, 2016.
3. 小林 敦夫, 上向 伸幸, 齋藤 健人, 平野 進, 野澤 昭典, 長堀 優 : 腸閉塞で発症した腸間膜線維腫症の 1例. 横浜医学, 67 : 11-16,
2016.

<横浜掖済会病院＞
1. Kobayashi A, Morioka D, Matsumoto C, Miura Y, Miura M : Hepatocellular carcinoma incidentally detected at second
hepatectomy for repeated colorectal liver metastasis in a patient with hepatitis C virus-related cirrohosis : a case report. J Med Case Rep, 10 : 136-141, doi : 10. 1186/s13256-016-0927-2, 2016.
2. Horii N, Morioka D, Yamaguchi K, Sato Y, Miura M, Tanabe M : Bowel strangulation caused massive intraperitoneal
adhesion due to effective chemotherapy for multiple peritoneal metastases originating from descending colon cancer.
Clin J Gastroenterol, 9：306-311, doi : 10. 1007/s12328-016-0679-y, 2016.
3. 矢澤 慶一, 森岡 大介, 小林 敦夫, 佐藤 芳樹, 遠藤 格 : 化学療法により長期生存中の切除不能胆管癌症例に発症した胆石イレウスの
1例. 胆道, 30 : 228-233, 2016.
4. 堀井 伸利, 森岡 大介, 山口 和哉, 佐藤 芳樹 : 術前化学療法でHER2が陰転化したが再発に対しTrastuzumabが著効した胃癌の 1例.
癌と化学療法, 43 : 1207-1209, 2016.

<がん・感染症センター都立駒込病院＞
1. 本間 祐樹, 本田 五郎, 坂本 克考, 倉田 昌直, 本庄 真彦, 平田 義弘, 新屋 智志 : 膵癌に対する術前化学放射線療法. 癌と化学療法,
特集43 (10) : 1166-1170, 2016.

<藤沢湘南台病院＞
1. 大木 繁雄, 鈴木 紳一郎, 山本 裕司, 岡本 広直, 松田 大助, 松田 好雄, 大高 京子 : 直腸肛門部の解剖. 成人病と生活習慣病, 46
(12) : 1489-1496, 2016.
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◆ 国際学会
Gastrointestinal Cancers Symposium, San Francisco, 2016/1/21〜23
1. Ishibe A, Ota M, Tsuboi H, Takeshita A, Suwa H, Momiyama M, Watanabe J, Kosaka T, Watanabe K, Akiyama H,
Ichikawa Y, Kunisaki C, Endo I : The novel diagnostic method for colorectal cancer : Detection of methyl mercaptan
from flatus. ポスター.
Academic Suragical Congress（ASC）11th Annual Congress, Florida, 2016/2/4〜6
1. Yamada A, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Takabe K, Ichikawa Y, Ishikawa T, Endo I : Operation with less adjuvant
therapy for elderly breast cancer. ポスター.
Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons, Boston, 2016/3/16〜19
1. Suwa Y, Watanabe J, Ota M, Suwa H, Momiyama M, Ishibe A, Watanabe K, Masui H, Nagahori K : EVALUATION OF
THE LYMPHATIC FLOW AT THE SPLENIC FLEXURE IN THE LAPAROSCOPIC COLON CANCER SURGERY. ポスター.
AACR Annual Meeting, New Orleans, 2016/4/16〜20
1. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, Hoffman R :
Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R efficacy on colon cancer liver metastasis alone and in combination
with fluorescence-guided surgery. ポスター.
2. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Kiyuna T, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I,
Hoffman R : Tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R promotes CD8+ T cell infiltration in pancreatic cancer in
an orthotopic syngeneic mouse model. ポスター.
12th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Sao Paulo, 2016/4/20〜23
1. Endo I : The Quandary of the Margins. 講演.
The American Society of Colon and Rectal Surgeons（ASCRS）Annual Scientific Meeting,
Los angeles, 2016/4/30〜5/4
1. Kimura H, Kunisaki R, Tatsumi K, Koganei K, Sugita A, Endo I : One Stage Restorative Proctocolectomy With a
Stapled Ileal Pouch-anal Anastomosis Using Hand-assisted Laparoscopic Surgery (HALS) for Ulcerative Colitis. ポス
ター.
50th annual Pancreas Club Meeting, San Diego, USA, 2016/5/20〜21
1. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Kiyuna T, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, and
Robert M. Hoffman : EFFICACY OF TUMOR-TARGETING SALMONELLA TYPHIMURIUM A1-R AGAINST A SYNGENEIC
PANCREATIC CANCER MOUSE MODEL IS ASSOCIATED WITH CD8+ T CELL INFILTRATION. ポスター.
ASCO, Chicago, USA, 2016/6/3〜7
1. Murakami T, Jonathan C. DeLong, Frederick C. Eilber, Zhao M, Zhang Y, Zhang N, Arun S. Singh, Russell T, Tanaka K,
Endo I, Robert M. Hoffman : Eradication of soft-tissue sarcoma in a patientderived orthotopic xenograft (PDOX)
model by tumor-targeting Salmonella typhimurium A1-R in combination with doxorubicin. ポスター.
2. Narui K,Ohno S, Mukai H, Hozumi Y, Miyoshi Y, Yoshino H, Doihara H, Suto A, Tamura M , Morimoto T, Zaha H,
Chishima T, Nishimura R, Ishikawa T, Uemura Y, Ohashi Y : Participants in randomized-controlled trial (SELECT BC)
had longer overall survival than non-participants: a prospective cohort study. ポスター.
World Congress of IASGO, Seoul, 2016/9/8〜10
1. Endo I : SY19-1 Regional Difference : Pathogenesis & Epidemiology. 講演・ランチョン.
2. Kumamoto T, Sawada Y, Yabushita Y, Hiratani S, Nakayama G, Takeda K, Tanaka K, Mori R, Matsuyama 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.
3. Hiratani S, Matsuyama R, Yabushita Y, Sawada Y, Kumamoto T, Mori R, Endo I : The difference in clinicopathological
characteristics betwee perihilar cholangiocarcinoma and hilar intrahepatic cholangiocarcinoma. ポスター.
4. Oshi M, Ishibe A, Ota M, Suwa Y, Suwa H, Momiyama M, Watanabe J, Watanabe K, Kunisaki C, Endo I : Visceral obesity umbilical hernia are risk factors for incisional hernia hernia after laparoscopic colorectal surgery. ポスター.
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4th Intermational Conference of Federation of Asian Clinical Oncology. Xiamen, 2016/9/21〜25
1. Sato K, Kunisaki C, Kosaka T, Takagawa R, Takahashi M, Izumisawa Y, Miyamoto H, Yamaguchi N, Kimura J, Ono H,
Makino H, Akiyama H, Endo I : A Multicenter Phase Ⅱ Study of Capecitabine plus Cisplatin as First-line Therapy for
HER2-negative Advanced Gastric Cancer. ポスター.
The 19th Annual Meeting of Chinese Society of Clinical Oncology. Xiamen, 2016/9/21〜25
1. Sato S, Kunisaki C, Tanaka Y, Miyamoto H, Kosaka T, Yukawa N, Ota M, Sato K, Izumisawa Y, Akiyama H, Endo I :
Safety of Laparoscopic Gastric Cancer Surgery with Patients Receiving Antithrombotic Therapy. ポスター.
International Shock Congress, Tokyo, 2016/10/3〜5
1. Endo I, Matsuyama R, Mori R, Kumamoto T, Arisaka Y, Suwa Y, Gotoh K, Nakayama G : EARLY DETECTION AND
TREATMENT FOR POSTOPERATIVE LIVER FAILURE BASED ON THE MECHANISTICAL INSIGHTS. シンポジウム.
40th World Congress of the International College, Kyoto, 2016/10/23〜26
1. Kunisaki C, Kosaka T, Miyamoto H, Tanaka Y, Sato S, Yukawa N, Ota M, Sato K, Izumisawa Y, Akiyama H, Endo I :
Surgical Advantages of Reduced-port Laparoscopic Gastrectomy in Gastric Cancer. シンポジウム.
2. Endo I : Oral 17 Liver&Biliary Tract 6. 座長・司会.
3. Kumamoto T : Usefulness of measuring functional liver volume by using 99mTc-galactosyl human serum albumin scintigraphy single-photon emission computed tomography. ポスター.
4. Kosaka T, Kunisaki C, Miyamoto H, Sato S, Tanaka Y, Ota M, Yukawa N, Sato K, Izumisawa Y, Akiyama H, Endo I :
Long term outcome of laparoscopy-assisted distal gastrectomy for clinical T2/3 (MP/SS) gastric cancer. ポスター.
5. Sugae S, Shima H, Suzuki C, Ishii S, Narui K, Shimada K, Harada F, Yamamoto S, Chishima T, Ishikawa T, Ichikawa Y,
Endo I : Predicting non-sentinel Iymph node status in sentinel Iymph node positive breast cancer patients
(YCOG1303). ポスター.
6. Nakagawa K, Ota M, Suwa K, Sugano N, Mushiake H, Suwa Y, Momiyama M, Ishibe A, Yukawa N, Kunisaki C, Endo I :
Short-term outcomes of laparoscopic surgery for colon and rectal cancer in patients with over 80years old. ポスター.
7. Miyamoto H, Kunisaki C, Sato S, Tanaka Y, Sato K, Izumisawa Y, Kosaka T, Yukawa N, Ota M, Akiyama H, Endo I :
Tumor Volume as a Prognostic Factor in Patients with Esophageal Cancer. ポスター.
8. Suwa Y, Momiyama M, Ishibe A, Nakagawa K, Suwa H, Watanabe J, Watanabe K, Ota M, Akiyama H, Ichikawa Y, Endo
I : Surgical outcomes of Laparoscopic rectal cancer surgery in obese patients. ポスター.
ctos Annual Meeting, Lisbon, Portugal, 2016/11/9〜12
1. Murakami T, Arun S. Singh, Kiyuna T, Sarah M. Dry, Yunfeng Li, Igarashi K, Kawaguchi K, Zhang Y, Russell T, Mark A.
Eckardt, Yanagawa J, Federman N, Endo I, Fritz C. Eilber, Robert M. Hoffman : MOLECULAR TARGETING OF CDK4/6
AND IGF-1R IN A FUS-ERG FUSION DOXORUBICIN-RESISTANT EWING SARCOMA/PNET PATIENT-DERIVED
ORTHOTOPIC XENOGRAFT (PDOX) MODEL. ポスター.
San Antonio Breast Cancer Symposium, San Antonio, 2016/12/6〜10
1. Narui K, Ishikawa T, Shimizu D, Tanabe M, Sasaki T, Oba M, Morita S, Nawata S, Kida K, Mogami M, Doi T, Tsugawa K,
Ogata H, Ota T, Kosaka Y, Sengoku N, Kuranami M, Saito Y, Suzuki Y, Suto A, Arioka H, Chishima T, Ichikawa Y, Endo
I, Tokuda Y, KBOG Study Group : A randomized Phase Ⅱ neoadjuvant study comparing docetaxel and cyclophosphamide therapy with 5-fluorouracil,epirubicin, and cyclophosphamide followed by docetaxel for hormone receptornegative breast cancer. ポスター.

◆ 国内学会
第52回日本腹部救急医学会総会, 東京, 2016/3/3〜4
1. 遠藤 格 : 特別企画 急性胆嚢炎のベストプラクティスを探る : 2016. 指定発言.
2. 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. ワークショップ.
3. 有坂 早香, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 諏訪 雄亮, 門倉 俊明, 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 : EAA による急性胆管炎の重症度診断. ワークショップ.
4. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 急性胆管炎による重症敗血症 DIC に対するｒTM の
治療成績. 一般演題.
第15回日本再生医療学会総会, 大阪, 2016/3/17〜19
1. 遠藤 格 : シンポジウム. 座長・司会.
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第88回日本胃癌学会総会, 大分, 2016/3/17〜19
1. 秋山 浩利：80 歳以上の高齢者胃癌に対する外科治療の功罪．ポスター．
2. 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.
3. 宮本 洋, 國崎 主税, 笠原 康平, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 超高齢者
胃癌症例に対する外科治療の戦略. ポスター.
4. 小笠原 康夫, 國崎 主税, 片山 雄介, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 遠藤 格 : 心疾患を合併した高齢者胃癌症例
に対する腹腔鏡下胃切除術の意義. ポスター.
第116回日本外科学会定期学術集会, 大阪, 2016/4/14〜16
1. 遠藤 格 : シンポジウム. 座長・司会
2. 秋山 浩利, 小坂 隆司, 石部 敦士, 木村 準, 高川 亮, 牧野 洋和, 泉澤 祐介, 國崎 主税, 徳久 元彦, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行食道
癌に対する術前化学療法を施行症例の予後因子解析. ポスター.
3. 大田 貢由, 渡邉 純, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : OSNA 法を用いた直腸癌側方セ
ンチネルリンパ節生検法の確立. 一般演題.
4. 木村 英明, 小暮 悠, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 当院における潰瘍性大腸炎術後妊娠出産例の特徴, 一般
演題.
5. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 武田 和永, 森岡 大介, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝動脈再建術を要する肝門部
胆管癌切除における 3D-CT を用いた術前切除再建シミュレーションの有用性. シンポジウム.
6. 熊本 宜文, 高橋 弘毅, 久保 博一, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 武田 和永, 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早期診断についての検討. ポスター.
7. 成井 一隆, 佐武 利彦, 山田 顕光, 足立 祥子, 渋谷 麻衣, 島 秀栄, 原田 郁, 山本 晋也, 嶋田 和博, 田辺 美樹子, 喜多 久美子, 菅江
貞亨, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 遊離脂肪移植による乳房切除一次再建. パネルディスカッション.
8. 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 : 初回切除不能・進行膵胆道癌に対する長期
化学療法後切除の意義, 一般演題.
9. 石部 敦士, 大田 貢由, 坪井 宏之, 竹下 朱美, 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, 國崎 主税, 遠藤 格 : メチルメルカプタンによる大腸癌新規診断法. 一般演題.
10. 南 裕太, 笠原 康平, 佐藤 圭, 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 : 80 歳以上の
高齢者に対する高難度肝胆膵手術の検討. ポスター.
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, 市川 靖史, 遠藤
格 : 結腸癌手術における Enhanced recovery after surgery の導入と現状. ワークショップ.
12. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 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 : 側方リンパ節転移を伴う下部進行直腸癌の手術単独治療成績. パネルディスカッション.
13. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 山口 直孝, 小坂 隆司, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道胃接合部癌の治療成
績. ポスター.
14. 山田 顕光, 成井 一隆, 足立 祥子, 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 : 当院の超高齢者乳
癌に対する集学的治療の現状. ポスター.
15. 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 : 先天性胆道拡張症における術後
フォローアップの課題. 一般演題.
16. 澤田 雄, 武田 和永, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 南 裕太, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌肝
転移に対する肝切除療法の癌―切除断端距離の意義. ポスター.
17. 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 : 大腸癌術後フォローアップにおける血清ｐ53 抗体測定の意義. ポスター.
18. 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 : 胃切除術における肥満の影響に関する検討. 一般演題.
19. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : NCCN ガイドラ
インにおける Borderline resectable 膵癌に対する術前化学放射線療法の治療成績. 一般演題.
20. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 石部 敦士, 樅山 将士, 大田 洋平, 澤田 雄, 武田 和永, 秋山
浩利, 遠藤 格 : 女性外科医が希望するキャリア. 一般演題.
21. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 軽症・中等症胆管炎
における DIC 発生予測因子の検討. 一般演題.
22. 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. ポスター.
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 : 進行胃癌に対する術前
化学療法による骨格筋減少と術後合併症の関連についての検討. ポスター.
24. 山田 淳貴, 大田 貢由, 加藤 綾, 中川 和也, 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. 一般演題.
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第102回日本消化器病学会総会, 東京, 2016/4/21〜23
1. 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, 一般演題.
2. 宮本 洋, 國崎 主税, 笠原 康平, 片山 雄介, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 木村 準, 高川 亮, 小野 秀高, 牧
野 洋知, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌における腫瘍容積の予後規定因子としての意義, 一般演題.
第105回日本病理学会総会, 宮城, 2016/5/12〜14
1. 田辺 美樹子, 筒井 美帆, 岡田 千尋, 千葉 佐和子, 大谷 方子, 山田 顕光, 成井 一隆, 稲山 嘉明 : 乳房温存術後同側乳房内再発の３
例. ポスター.
第339回日本消化器病学会, 東京, 2016/5/21
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, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤
格 : 絞扼性イレウスの判別式と ICG 蛍光法による血流評価で長官切除を回避できた１例. 講演・ランチョン.
2. 高橋 弘毅, 國崎 主税, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 南 裕太, 大田 貢由, 円谷 彰, 遠藤 格 : 脾臓出血を
契機に発見された膵神経内分泌細胞癌の一切除例. 一般演題.
第28回日本肝胆膵外科学会学術集会, 大阪, 2016/6/2〜4
1. 遠藤 格 : プレナリーセッション. 座長・司会.
2. 遠藤 格, 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 太田 洋平, 秋山 浩利 : 特別企画 アンケートからみた肝胆膵若手外科医の現在の問題点
とこれからの方策. 講演・ランチョン.
3. 遠藤 格, 松山 隆生, 森 隆太郎, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 本間 祐樹 : 切除境界および切除不能膵癌に対する術前治療の現状と問題点.
講演・ランチョン.
4. 遠藤 格 : IHPBA/APHPBA 合同シンポジウム State-of-the-art in pancreatic surgery. 座長・司会.
5. 武田 和永, 澤田 雄, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 3D 画像を利用した転移性肝癌に対する下大
静脈、肝静脈切除・再建を伴う肝切除の妥当性. ポスター.
6. 松山 隆生 : ポスター91

胆道癌・その他 5. 座長・司会.

7. 松山 隆生, 森 隆太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 熊本 宜文, 武田 和永, 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＋尾状葉切除術. シンポジウム.
8. 熊本 宜文, 澤田 雄, 武田 和永, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 門脈塞栓術後の 99ｍTc-GSA
シンチグラフィーを用いた分肝機能評価の有用性. ポスター.
9. 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 : 初回切除不能・進行膵胆道癌に対する長期
化学療法後切除の意義. ワークショップ.
10. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 三宅 謙太郎, 原田 郁, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田
和永, 遠藤 格 : 高度血管浸潤と肝門浸潤をきたした肝内胆管癌に対する血管合併切除再建の実際. ビデオセッション.
11. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 藪下 泰宏, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 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肝動注クロノセラピー療法の成績. ポスター.
12. 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 : 教室における分枝型 IPMN に対
する局所切除の適応と成績. パネルディスカッション.
13. 原田 郁, 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 : 膵切除術後の腹腔内出血に対する
治療経験. ポスター.
14. 久保 博一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に
対する安全で確実な SMA 周囲郭清術. シンポジウム.
15. 山田 淳貴, 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 : 教室における膵
NET の治療成績と展望. ポスター.
第41回日本外科系連合学会学術集会, 大阪, 2016/6/15〜17
1. 遠藤 格 : ワークショップ①−１ 各科手術におけるエネルギーデバイス使用の現状①. 座長・司会.
2. 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. ポスター.
3. 南 裕太, 加藤 綾, 佐藤 圭, 山口 直孝, 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, 遠藤 格 : 卒
後 5 年目以下の外科医による単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術. ワークショップ.
4. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port 腹腔鏡下
胃切除のコードレス超音波擬固切開装置の有用性. ビデオセッション.
5. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 高川 亮, 高橋 正純, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 宮本 洋, 大田 貢由, 秋山 浩利, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 :
HER2 陰性進行再発胃癌に対する初回 XP 療法の有用性 横浜臨床腫瘍研究会 Study YCOG. ポスター.
6. 久保 博一, 森 隆太郎, 松山 隆生, 山田 淳貴, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 前川 二郎, 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. ビデオシンポジウム.
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第24回日本乳癌学会学術総会, 東京, 2016/6/16〜18
1. 成井 一隆, 佐武 利彦, 山田 顕光, 足立 祥子, 渋谷 麻衣, 仲宗根 令子, 島 秀栄, 原田 郁, 喜多 久美子, 山本 晋也, 嶋田 和博, 田辺
美樹子, 菅江 貞亨, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 内視鏡補助下乳房切除と脂肪移植による乳房切除一次再建. ポスター.
2. 山田 顕光, 成井 一隆, 佐武 利彦, 足立 祥子, 仲宗根 令子, 渋谷 麻衣, 島 秀栄, 原田 郁, 喜多 久美子, 山本 晋也, 嶋田 和博, 田辺
美樹子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格 : 穿通枝皮弁による一次一期再建乳房に対する放射線療法の検討. ポスター.
3. 島 秀栄, 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 喜多 久美子, 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.
第70回日本食道学会学術集会, 東京, 2016/7/4〜6
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌における腫瘍容積と予後の検
討. ポスター.
第7回日本炎症性腸疾患学会定期学術集会, 京都, 2016/7/9〜10
1. 木村 英明 : I BD 外科. 座長・司会.
第71回日本消化器外科学会総会, 徳島, 2016/7/14〜16
1. 遠藤 格 : ランチョンセミナー10 デンプン由来止血材で仕上げる術中出血−消化器外科手術における補助的止血材の意義−. 座長・司会.
2. 遠藤 格 : パネルディスカッション４【ENGLISH】 Multidisciplinary treatment of liver metastasis from colorectal cancer.
座長・司会.
3. 秋山 浩利, 小坂 隆司, 石部 敦士, 高川 亮, 木村 準, 牧野 洋和, 大田 貢由, 市川 靖史, 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ンパ節郭清. ワークショップ.
4. 木村 英明, 笠原 康平, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 生物学的製剤時代におけるクローン病術後再手術例
の再燃形式と問題点. ポスター.
5. 武田 和永, 澤田 雄, 熊本 宜文, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 血液型不適合肝移植後の重症敗血症・敗血
症性ショック発症危険因子についての検討. ポスター.
6. 熊本 宜文, 武田 和永, 澤田 雄, 田中 邦哉, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝切除術後肝不全早
期予測因子の検討. ポスター.
7. 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 : 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. ポスター.
8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 三宅 健太郎, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : The outcome and future
prospects of the multidisciplinary treat-ment for BR and UR pancreatic cancer. シンポジウム.
9. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下結腸癌手術
における ERAS の有用性. ポスター.
10. 南 裕太, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高難度肝胆膵手術にお
ける VTE 対策の検討. ポスター.
11. 樅山 将士, 大田 貢由, 中川 和也, 開田 修平, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 渡邉

純, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌切除後縫合

不全に関する危険因子の検討. ポスター.
12. 諏訪 宏和, 大田 貢由, 石部 敦士, 藤井 正一, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 國崎 主税, 遠藤 格 : 肥満患者に対する単
孔式腹腔鏡下大腸手術の QOL 調査. ポスター.
13. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 山口 直孝, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 円谷 彰, 遠藤 格 : Reduced-port Iaparoscopic distal gastrectomy（RPLDG）の短期・長期成績. ビデオ.
14. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 浅野 史雄, 久保 博一, 平谷 清吾, 南 裕太, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵胆管合流異常症に
対する術式選択と分子生物学的検討. ポスター.
15. 澤田 雄, 森 隆太郎, 山田 淳貴. 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 門脈塞栓施行後の門
脈血栓症の危険因子の検討. ポスター.
16. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port laparoscopic gastrectomy の体腔内吻合の成績. ポスター.
17. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 國崎主税, 遠藤 格 : 当院における腹腔鏡下胃切除術開
腹移行例に関する検討. ポスター.
18. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 久保 博一, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格, 山田 淳貴 : 膵頭十二指腸切除術
を施工した肝硬変合併膵頭部癌の３例. ポスター.
19. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療
法施行例の病理組織学的な治療効果判定と好中球／リンパ球比の相関. ポスター.
20. 三宅 謙太郎, 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 : 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.
21. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜史, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 女性外科医はなぜ消化器外科
を選ばないのか？ 〜消化器外科におけるワークライフバランス〜. ポスター.
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22. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 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 : 肝門部胆管癌における ERAS プ
ログラムの臨床効果の検討. ポスター.
23. 原田 郁, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 大田 洋平, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, Schenk Andrea, 遠藤 格 : ipad guided
right hemihepa-tectomy with a new application. ワークショップ.
24. 久保 博一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : The SMA orientated pancreaticoduodenectomy for borderline resectable pancreatic cancer. シンポジウム.
25. 堀井 伸利, 小坂 隆司, 和田 朋子, 泉澤 祐介, 高川 亮, 木村 準, 山口 直孝, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術後の脂肪量、筋
肉量の減少に関する検討. ポスター.
26. 小暮 悠, 大田 貢由, 中川 和也, 開田 修平, 後藤 晃紀, 鈴木 千穂, 諏訪 雄亮, 原田 郁, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸切断術後の手術部
位感染に関する検討 〜YCOG 多施設共同後ろ向き観察研究〜. ポスター.
27. 高橋 弘毅, 國崎 主税, 小笠原 康夫, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 山口 直孝, 大田 貢由, 円谷 彰, 遠藤 格 : 当院で経験した食道
GIST の３切除例. ポスター.
第47回日本膵臓学会, 仙台, 2016/8/4〜7
1. Endo I : Luncheon Seminar9/Aggressive surgical resection for locally advanced pancreatic cancer combininig with
current chemotherapy protocols. 座長・司会.
2. Endo I : Forum11/Pancreatic Cancer Multimodal Treatment. 座長・司会.
3. Matsuyama R, Mori R, Ota Y, Hiratani S, Kumamoto T, Endo I : Pancreaticoduodenectomy with simultaneous re-section of the artery and portal vein for locally ad-vanced pancreatic cancer. シンポジウム.
4. Ota Y, Mori R, Matsuyama R, Homma Y, Kubo H, Hiratani S, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Investigation of the
effect of perioperative factors using catheter bypass with portal vein resection for pancreatic cancer. ポスター.
5. Mori R, Matsuyama R, Ota Y, Hiratani S, Goto K, Miyake K, Sawada Y, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : The risk factors of postoperative pancreatic fistula after distal pancreatectomy. ポスター.
6. Hiratani S, Matsuyama R, Yamada J, Kubo H, Sawada Y, Ota Y, Mori R, Kumamoto T, Takeda K, Endo I : Analysis of
anatomic variants of jejunal vein trunk (JVT) drained into the superior mesenteric vein (SMV) to help the decision
making of reconstruction of JVT in pancreatic surgery. ポスター.
7. Goto K, Matsuyama R, Mori R, Ota Y, Hiratani S, Kumamoto T, Endo I : Surgical anatomy of the pancreatic head artery
branching from replaced hepatic artery. ポスター.
8. Harada F, Mori R, Matsuyama R, Ota Y, Hiratani S, Sawada Y, Kumamoto T, Takeda K, Kubota K, Endo I : Current
surgical outcome for chronic pancreatitis refractory to medical treatment. ポスター.
9. Yazawa K, Nakamura F, Satou S, Hiroshima Y, Goshima Y, Endo I : The relationship between pancreatic cancer and
phosphorylation mechanism of CRMP4. ポスター.
10. Kubo H, Mori R, Matsuyama R, Yamada J, Miyake K, Hiratani S, Sawada Y, Ota Y, Kumamoto T, Takeda K, Endo I :
Prognostic factors for patients with borderline resectable pancreatic cancer treated with neoadjuvant chemoradiotherapy. 一般演題.
第21回日本外科病理学会学術集会, 埼玉, 2016/9/2〜3
1. 遠藤 格 : 化学療法・分子標的薬治療・放射線療法の病理学的効果判定と治療成績−膵−. 座長・司会.
2. 菊地 祐太郎, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 遠藤 格 : 術前化学療法後に CT で検知不能になった
大腸癌肝転移の治療方針. シンポジウム.
3. 田 鍾寛, 松山 隆生, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 術中病理診断からみた肝門部領域胆管癌にお
ける胆管断端癌陰性化の意義. 一般演題.
第52回日本胆道学会学術集会, 神奈川, 2016/9/29〜30
1. 遠藤 格 : パネルディスカッション２「胆道癌に対する化学療法の現状と展望」. 座長・司会.
2. 松山 隆生, 森 隆太郎, 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. パネルディスカッション.
3. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎 : 進行胆嚢癌に対する治療戦略. ワークショップ.
4. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 胆管内乳頭状腫瘍（IPNB）における予後予測因子の探
索. ポスター.
第54回日本癌治療学会学術集会, 神奈川, 2016/10/20〜22
1. 遠藤 格 : ミニシンポジウム 15 膵臓８ : 進行膵がんに対するアプローチ. 座長・司会.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 本間 祐樹, 村上 崇, 遠藤 格 : 膵癌術後肺転移再発症例の治療
成績. ミニシンポジウム.
3. 中川 和也, 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 : 進行下部直腸癌に対する術後補助化学療法
を阻害する因子の検討. ミニシンポジウム.
4. 宮本 洋, 田中 優作, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 平澤 欣吾, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 円谷 彰, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃
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GIST に対する腹腔鏡・内視鏡合同手術（LECS）の有用性. ポスター.
第24回日本消化器関連学会週間 JDDW, 神戸, 2016/11/3〜6
1. 遠藤 格 : ワークショップ 13 進行胆道癌に対する外科治療の新しい試み. 座長・司会.
2. 遠藤 格 : ブレックファーストセミナー21

大腸癌肝転移の治療成績向上を目指して−外科医がなしうること、なすべきこと−. 座

長・司会.
3. 木村 英明, 笠原 康平, 村上 麻友, 西尾 匡史, 津田 早耶, 小柏 剛, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : クロー
ン病手術後における再手術回避のための治療方針. ポスター.
4. 武田 和永, 澤田 雄, 大田 洋平, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 松山 隆生, 田中 邦哉, 田栗 正隆, 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.
5. 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 教室における広範囲胆管癌に対する肝膵同時切除時の胃膵吻合術. ポスター.
6. 熊本 宜文, 武田 和永, 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 : 術後肝不全の術前予測因子につ
いての検討. ポスター.
7. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 小野 秀高, 高川 亮, 木村 準, 山口 直孝, 泉澤 祐介, 佐藤 圭, 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. ポスター.
8. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎
主税, 遠藤 格 : 進行右側結腸癌に対する腹腔鏡下結腸右半切除の定型化と注意点について. ポスター.
第26回日本乳癌健診学会学術総会, 福岡, 2016/11/4〜5
1. 菅江 貞亨, 久保内 光一, 土井 卓子, 俵矢 香苗, 松宮 彰彦, 太田 恵蔵, 船山 和志, 市川 靖史, 遠藤 格 : 横浜市乳がん健診における
40 歳代乳がん健診の成績と問題点. 一般演題.
第71回日本大腸肛門病学会学術集会, 三重, 2016/11/18〜19
1. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 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 : Stage Ⅲ 直腸癌に
対する周術期化学療法の効果. ポスター.
2. 木村 英明, 井上 英美, 西尾 匡史, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 重症潰瘍性大腸炎治療における内科と外科の連携. パ
ネルディスカッション.
3. 木村 英明 : 一般演題 ポスター 潰瘍性大腸炎 1. 座長・司会.
4. 石部 敦士, 大田 貢由, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎
主税, 遠藤 格 : 左側大腸癌における大動脈周囲リンパ節転移切除の意義について. 一般演題.
5. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : StageⅡ大腸癌症例における再発危険因子の検討. 要望演題.
6. 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, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 市川 靖史, 湯川
寛夫, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 : 当院における Lynch 症候群サーベイランスとしての改訂ベセスダガイドライン合致症例の予後
の検討. 一般演題.
7. 中川 和也, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 湯川
寛夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術前における深部静脈血栓症の予測因子に関する検討. ポスター.
8. 井上 英美, 松島 誠, 下島 祐寛, 香取 玲美, 杉田 博俊, 松村 奈緒美, 河野 洋一, 長谷川 信吾, 岡本 康介, 黒水 丈二, 鈴木 和徳, 遠
藤 格 : 痔核結紮切除術の術後出血予測因子の検討. ポスター.
9. 清水 康博, 石部 敦士, 大田 貢由, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川
靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 4 型大腸癌 22 例の臨床病理学的検討. ポスター.
10. 山口 和哉, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤
格 : Diverting stoma 閉鎖術の短期成績の検討. 一般演題.
第78回日本臨床外科学会総会, 東京, 2016/11/24〜26
1. 遠藤 格 : シンポジウム６

切除不能から可能へ−Conversion Therapy（肝・胆・膵）
. 座長・司会.

2. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 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 : 解剖学的ランドマー
クに基づいた下部直腸癌に対する側方郭清の方法と成績. ビデオパネルディスカッション.
3. 松山 隆生 : 切除不能から可能へ-Conversion Therapy（肝・胆・膵）2. 座長・司会.
4. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 藪下 泰宏, 三宅 謙太郎, 後藤 晃紀, 原田 郁, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 広範囲胆管癌に対す
る肝膵同時切除術の手技と治療成績. 一般演題.
5. 熊本 宜文, 澤田 雄, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 99ｍTc-GSA シンチグラフィー
を用いた分肝機能評価の有用性. ワークショップ.
6. 小坂 隆司, 國崎 主税, 宮本 洋, 佐藤 渉, 田中 優作, 大田 貢由, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下噴門側胃切
除術後の食道残胃吻合・偽穹窿部形成+偽 His 角形成術の有用性. 特別演題.
7. 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, 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状況の検討. シンポジウム.
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8. 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : Borderline resectable 膵癌に対する Total mesopancreas resection を意識した SMA orientated 膵頭十二指腸切除術. ビデオ シンポジウム.
9. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤
格 : 腹腔鏡下直腸切断術の手術手技と短期成績の検討. 要望演題ビデオ.
10. 樅山 将士, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡邊 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川
靖史, 遠藤 格 : 絞扼性イレウスの早期診断における判別式の有用性. パネルディスカッション.
11. 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 : 腹腔鏡
下側方リンパ節郭清のランドマーク. 要望演題ビデオ.
12. 澤田 雄, 熊本 宜文, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 山口 和哉, 清水 康博, 堀井 伸利, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤
格 : 大腸癌肝転移に対する術前化学療法不応時における肝切除の意義. 一般演題.
13. 中川 和也, 大田 貢由, 南澤 恵佑, 平井 公也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 市川
靖史, 湯川 寛夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療法中の深部静脈血栓症に関する検討. 一般演題.
14. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 超高齢者胃
癌症例に対する腹腔鏡手術の有用性. ワークショップ.
15. 佐藤 圭, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 木村 凖, 高川 亮, 山口 直孝, 小坂 隆司, 小野 秀高, 牧野 洋和, 大田
貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌根治切除症例における術前 PET-CT の有用性. 一般演題.
16. 平谷 清吾, 松山 隆生, 森 隆太郎, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : ハイリスク症例の肝門部領域胆管癌に対する縮小手術
の実際. ワークショップ.
17. 藪下 泰宏, 松山 隆生, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 教室における膵全摘術の治療成績. 一般演題.
18. 佐藤 渉, 國崎 主税, 井口 健太, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 抗血小板
薬・抗擬固薬内服胃癌症例に対する腹腔鏡補助下手術の安全性の検討. ワークショップ.
19. 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 抗血小板薬内服中の
大腸切除手術の検討. ワークショップ.
20. 田中 優作, 宮本 洋, 井口 健太, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌患者における血清
ｐ53 抗体測定の意義. 一般演題.
21. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 教室の分枝型 I PMN に対する局所切除の適
応と成績. ワークショップ.
22. 中山 岳龍, 森 隆太郎, 松山 隆生, 澤田 雄, 浅野 史雄, 大田 洋平, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術
後の胃空腸吻合部潰瘍穿孔に対し手術を施行した３例. ポスター.
23. 原田 郁, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 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. シンポジウム.
24. 田 鍾寛, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 教室における膵 NET の治療成績. 一般演題.
25. 堀井 伸利, 泉澤 祐介, 佐藤 圭, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 宮本 洋, 石部 敦士, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行胃癌に対する術前化学療法中
に進行する体組成変化と術後合併症に関する検討. ワークショップ.
26. 押 正徳, 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 :
大腸癌同時性肝転移症例に対する同時切除術の検討. 一般演題.
27. 清水 康博, 森 隆太郎, 松山 隆生, 矢後 彰一, 山口 和哉, 高橋 智昭, 堀井 利伸, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 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. 要望演題.
28. 高橋 智昭, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 超高齢者に対する肝門部胆管癌の手術成績.
ワークショップ.
29. 山口 和哉, 石部 敦士, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎
主税, 遠藤 格 : Diverting stoma 閉鎖術の短期成績の検討. 要望演題.
30. 矢後 彰一, 熊本 宜文, 澤田 雄, 高橋 智昭, 山口 和哉, 清水 康博, 堀井 伸利, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤
格 : ALPPS 手技を用いた２段階肝切除後に薬物性肝障害を起こした 1 例. 一般演題.
31. 平井 公也, 中川 和也, 南澤 恵佑, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 肥満症例における
右側結腸癌に対する腹腔鏡手術の短期成績に関する検討. 一般演題.
32. 南澤 恵佑, 中川 和也, 平井 公也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 高齢
者（80 歳以上）大腸癌手術症例における術後短期成績の検討. ポスター.
第29回日本外科感染症学会総会学術集会, 東京, 2016/11/30〜12/1
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 三宅 謙太郎, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 熊本 宜文, 遠藤 格 : Tokyo Guidelines2013 における中等症胆嚢炎に
対する早期手術の妥当性の検討. シンポジウム.
2. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 矢後 彰一, 清水 康博, 山口 和哉, 高橋 智昭, 堀井 伸利, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤
格 : 胆道癌術後サイトメガロウイルス腸炎の３例. ポスター.
3. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 石部 敦士, 後藤 晃紀, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 森 隆太
郎, 熊本 宜文, 大田 貢由, 遠藤 格 : 血中エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）の有用性. 一般演題.

112

業績・研究／学会発表

第29回日本内視鏡外科学会総会, 神奈川, 2016/12/8〜10
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤
格 : 進行右側結腸癌に対する腹腔鏡下結腸右半切除のリンパ節郭清の要点と治療成績. 一般演題.
2. 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : 肥満症例の直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術の検討. 一般演題.
3. 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, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 市川 靖史, 國崎
主税, 遠藤 格 : 下部進行直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清のコツ. ワークショップ.
4. 中川 和也, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 湯川 寛夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 脾彎
曲部癌に対する腹腔鏡下手術の標準化と短期成績. 一般演題.
5. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃 GIST に
対する腹腔鏡下切除術の有用性. 一般演題.
6. 佐藤 渉, 國崎 主税, 井口 健太, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 心疾患を有
する胃癌症例に対する腹腔鏡補助下手術の安全性の検討. 一般演題.
7. 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 抗凝固・抗血小板薬
内服症例の大腸切除術におけるヘパリンブリッジの検討. 一般演題.
8. 田中 優作, 國崎 主税, 宮本 洋, 井口 健太, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 :
胸腔鏡下食道切除術における Overlap 法を用いた胸腔内再建法. 一般演題.
9. 平井 公也, 中川 和也, 南澤 恵佑, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 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長に関する検討. 一般演題.
10. 南澤 恵佑, 中川 和也, 平井 公也, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 高齢者（80 歳以
上）大腸癌腹腔鏡下手術症例における術後短期成績の検討. 一般演題.

◆ 国内学会、研究会
第84回大腸癌研究会, 熊本, 2016/1/15
1. 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, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 市川 靖史, 円谷 彰, 國崎 主
税, 遠藤 格 : cStageⅣ大腸癌の治療成績. ポスター.
2. 中川 和也, 大田 貢由, 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, 円谷 彰, 市川 靖史, 國崎 主税,
遠藤 格 : 大腸癌術後フォローアップにおける血清ｐ53 抗体測定の意義. ポスター.
第25回日本乳癌画像研究会, 名古屋, 2016/2/20〜21
1. 山田 顕光, 成井 一隆, 田辺 美樹子, 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 : マンモトーム生検
後 5 年目で再び石灰化が出現した Mucocele like tumor の一例. ポスター.
第64回日本消化器画像診断研究会, 名古屋, 2016/2/26〜27
1. 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 久保 博一, 山田 淳貴, 立石 陽子, 大橋 健一, 遠藤 格 : 長期化学療法後に切除術を施
行しえた局所進行膵癌の 1 例. ポスター.
2. 澤田 雄, 熊本 宜文, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 松村 舞依, 立石 陽子, 山中
正二, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移、肝細胞癌、肝血管腫、肝管腺腫が重複した 1 切除例. 一般演題.
第13回日本免疫治療学研究会学術集会, 東京, 2016/2/27
1. 中川 和也, 田中 邦哉, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 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 細胞浸潤と血清 CRP 値の肝切除後遠隔成績におよぼす影響. ポスター.
2. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 市川 靖史, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 加藤 生真, 大田 貢由, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療法施行例における腫
瘍免疫の微小環境と病理組織学的効果測定の相関. ポスター.
第16回京都肝移植周術期研究会, 京都, 2016/3/19
1. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 術前スクリーニング
にて悪性腫瘍を認めた生体肝移植の１例. 一般演題.
第49回制癌剤適応研究会, 福島, 2016/3/25
1. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 樅山 将士, 石部 敦士, 山口 直孝, 泉澤 祐介, 宮本 洋, 佐藤 圭, 國崎 主税, 遠藤 格 : impact of body
weight loss for survival in advanced gastric cancer patients with neoadjuvant chemotherapy. 一般演題.
2. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 藪下 泰宏, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 大田 洋平, 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肝道注クロノセラピー療法の成績. 一般演題.
3. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 本間 祐樹, 大田 洋平, 村上 崇, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 中澤 正年, 遠藤
格 : 膵癌に対する化学放射線療法による局所免疫能の変化. シンポジウム.
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第70回手術主技研究会, 東京, 2016/5/21
1. 遠藤 格 : 主題Ⅱ-４肝胆膵. 座長・司会.
2. 大田 貢由, 諏訪 宏和, 中川 和也, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下低位直腸癌手術に役立つデバイス
の開発と使用法. サージカルフォーラム.
3. 大田 洋平, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 三宅 謙太郎, 原田 郁, 山田 淳貴, 久保 博一, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田
和永, 遠藤 格 : 高度血管浸潤と肝門浸潤をきたした肝内胆管癌に対する血管合併切除再建の実際. 東京.
第46回 I BD Club Jr. 研究会, 東京, 2016/6
1. 木村 英明 : 特別企画 回腸囊炎. ディスカッサント.
第25回日本癌病態治療研究会, 千葉, 2016/6/8〜9
1. 泉澤 祐介, 國崎 主税, 佐藤 圭, 宮本 洋, 山口 直孝, 小坂 隆司, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 切除不能胃癌における
Conversion 手術の治療成績. ワークショップ.
2. 佐藤 圭, 山口 直孝, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 円谷 彰, 國崎 主税, 遠藤 格 : 食道癌切除症例における
術前 PET-CT の有用性. ポスター.
第38回日本癌局所療法研究会, 東京, 2016/6/10
1. 木村 英明 : 一般演題 十二指腸. 座長・司会.
第33回日本胆膵病態・生理研究会, 大阪, 2016/6/11
1. 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 諏訪 雄亮, 澤田 雄, 熊本 宜文, 武田 和永, 細野 邦広, 窪田 賢輔, 遠藤
格 : 胆管空腸吻合術後の胆管炎に対するダブルバルーン内視鏡を用いた胆道造影の有用性. 一般演題.
第85回大腸癌研究会, 兵庫, 2016/7/1
1. 石部 敦士, 大田 貢由, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 樅山 将士, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対する側方リ
ンパ節の至適郭清範囲の検討. ポスター.
第34回日本肝移植研究会, 北海道, 2016/7/7〜8
1. 澤田 雄, 武田 和永, 熊本 宜文, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 山口 和哉, 清水 康博, 堀井 伸利, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 松山
隆生, 遠藤 格 : 生体肝移植術後における重症敗血症のリスク因子の検討. ワークショップ.
第23回外科侵襲とサイトカイン研究会, 東京, 2016/7/9
1. 遠藤 格 : 口演 2. 座長・司会.
2. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 後藤 晃紀, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 血中エンドトキシン吸着療法（PMX-DHP）の有用性. 一般演題.
3. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 諏訪 雄亮, 有坂 早香, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵・胆道癌術前化学（放射
線）療法における重症好中球減少症発生危険因子の検討（第２報）
. 一般演者.
5th reduced Port Surgery Forum 2016 in Osaka, 大阪, 2016/8/5〜6
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 小坂 隆司, 円谷 彰, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port laparoscopic distal gastrectomy のリンパ節郭清における視野展開とエナジーデバイスの使用方法. 一般演題.
第43回日本膵切研究会, 東京, 2016/8/19〜20
1. 遠藤 格 : 全員討論会 膵癌における手術適応はどこまで許容されるか？. 座長・司会.
2. 松山 隆生 : ポスター19

膵疾患. 座長・司会.

3. 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術後、遅発性胃切離断端皮膚瘻の３
例. ポスター.
4. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 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. 要望演題.
5. 高橋 智昭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除術における早
期ドレーン抜去後に遅発性出血をきたした２例. ポスター.
第842回外科集談会, 埼玉, 2016/9/2〜3
1. 佐藤 清哉, 佐藤 圭, 秋山 浩利, 泉澤 祐介, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 遠藤 格 : SOX 療法中に横紋筋融解症を発症した胃癌
術後肝転移再発の１例. 一般演題.
第39回日本膵・胆管合流異常研究会, 東京, 2016/9/10
1. 遠藤 格 : 6. 一般演題２（２）成人. 座長・司会.
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2. 清水 康博, 森 隆太郎, 松山 隆生, 矢後 彰一, 高橋 智昭, 山口 和哉, 堀井 伸利, 藪下 泰宏, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤
格 : 術後長期予後からみた膵胆管合流異常症に対する術式. 一般演題.
第4回日本神経内分泌腫瘍研究会, 東京, 2016/9/24
1. 田 鍾寛, 森 隆太郎, 松山 隆生, 三宅 謙太郎, 大田 洋平, 平谷 清吾, 澤田 雄, 熊本 宜文, 小林 規俊, 市川 靖史, 遠藤 格 : 神経内
分泌腫瘍肝転移に対する治療成績と課題. ポスター.
第65回日本消化器画像診断研究会, 福岡, 2016/9/23〜24
1. 遠藤 格 : 膵３. 座長・司会.
第25回消化器疾患病態治療研究会, 群馬, 2016/9/23〜24
1. 田中 優作, 國崎 主税, 宮本 洋, 井口 健太, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : ステロイド投与で著明
な改善を認めた特発性食道潰瘍の２例. 一般演題.
第11回膵癌術前治療研究会, 仙台, 2016/10/15
1. 遠藤 格 : 要望演題２「術前治療の判断に迷う症例」. コメンテーター.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 高橋 智昭, 清水 康博, 田 鍾寛, 後藤 晃紀, 原田 郁, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 遠藤 格 : 膵癌術前治
療症例に対する免疫・栄養学的指標の意義. ワークショップ.
3. 高橋 智昭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格 : 膵癌術前化学療法における骨格
筋量と有害事象との関係. ポスター.
第46回胃外科・術後障害研究会, 鳥取, 2016/10/27〜28
1. 宮本 洋, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者胃癌症例に対する
腹腔鏡手術の有用性. 一般演題.
2. 佐藤 圭, 國崎 主税, 佐藤 渉, 田中 優作, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 教室における Reduced port laparoscopic total gastrectomy（RPLTG）
. 一般演題.
3. 佐藤 渉, 國崎 主税, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者進行胃癌症例の治
療成績からみた戦略. 一般演題.
4. 田中 優作, 國崎 主税, 宮本 洋, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 大田 貢由, 佐藤 圭, 泉澤 祐介, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌術後骨粗鬆症症例に
対するアレンドロネート点滴静注製剤と経口ゼリー剤の安全性・有用性比較試験討. 要望演題.
第18回SNNS研究会学術集会, 東京, 2016/11/11〜12
1. 大田 貢由, 中川 和也, 諏訪 宏和, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡邉 純, 國崎 主税, 遠藤 格 : 直腸癌におけるサンプリング郭
清による側方リンパ節転移診断法の確立. シンポジウム.
第8回膵臓内視鏡外科研究会, 東京, 2016/11/23
1. 遠藤 格 : 一般演題① 「LPD,シュミレーション」. 座長・司会.
日本炎症性腸疾患学会

教育セミナー, 京都, 2016/11/23

1. 木村 英明 : I BD 診療 : ここがポイント！. 座長・司会.
第843回外科集談会, 埼玉, 2016/12/3
1. 山口 和哉, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 片岡 俊朗, 遠藤

格 : 肛門

管転移をきたした S 状結腸癌の一例. 一般演題.

◆ 地方会
消化器・腫瘍外科学セミナー, 横浜, 2016/2/3
1. 國崎 主税 : 胃癌に対する内視鏡外科手術の新展開. 講演・ランチョン.
第145回神奈川県臨床外科医学会集談会, 横浜, 2016/2/27
1. 妹尾 政行, 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 男性副乳癌の 1 例. ポスター.
第8回Tokyo Bay-area Clinical Oncology Group, 東京, 2016/3/11
1. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎, 有坂 早香, 諏訪 雄亮, 平谷 清吾, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 武田 和永, 遠藤 格：胆膵癌術
前化学（放射線）療法のマネジメントの工夫．一般演題.
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第61回神奈川県消化器研究会, 神奈川, 2016/6/18
1. 木村 英明 : 炎症性腸疾患の診断と治療. 座長・司会.
第45回神奈川県消化器外科研究会, 神奈川, 2016/6/11
1. 佐藤 渉, 國崎 主税, 井口 健太, 田中 優作, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 祐介, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 抗
血小板薬・抗擬固薬内服胃癌症例に対する腹腔鏡補助下手術の安全性の検討. 一般演題.
2. 平井 公也, 中川 和也, 南澤 恵佑, 諏訪 宏和, 菅野 伸洋, 虫明 寛行, 大田 貢由, 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.
第18回横浜サージカルビデオフォーラム（LOOK&LEARN）
, 神奈川, 2016/9/5
1. 木村 英明 : 手縫い消化管吻合. ミニレクチャー.
第146回神奈川臨床外科医学会集談会, 神奈川, 2016/9/24
1. 堀井 伸利, 菅江 貞亨, 押 正徳, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 乳癌を契機に Li-Fraumeni 症候群が疑われ
た１例. 一般演題.
日本消化器病学会関東支部第341回例会, 東京, 2016/9/24
1. 池田 孝秀, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 直腸巨大糞石を契
機に発見された Tailgut cyst の一例. 一般演題.
日本消化器病学会関東支部第342回例会, 東京, 2016/12/3
1. 押 正徳, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 後藤 晃紀, 原田 郁, 平谷 清吾, 藪下 泰宏, 澤田 雄, 遠藤 格 : 肝部下大静脈背側に発生
した巨大褐色細胞腫の一切除例. 一般演題.
第103回日本消化器内視鏡学会関東支部例会, 東京, 2016/12/17
1. 南澤 恵佑, 宮本 洋, 末松 秀明, 田中 優作, 佐藤 渉, 小坂 隆司, 湯川 寛夫, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤 格 : 巨大胃神経鞘腫の２
例. 一般演題.
第147回神奈川県臨床外科医学会集談会, 神奈川, 2016/12/23
1. 小暮 悠, 石部 敦士, 小島 結, 諏訪 雄亮, 佐藤 圭, 樅山 将士, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 直腸肛門部悪性黒色腫に対して局所切除を施行
した一例. 一般演題.
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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. Hiroshima Y, Kawaguchi D, Matsuo K, Kikuchi Y, Koda K, Togo S, Tanaka K : Parenchymal congestion is important for
rapid regeneration of the future liver remnant following surgical treatment associating liver partition with portal vein
ligation for staged hepatectomy (ALLPS). 7thInternational Forum of Liver Surgery Osaka 2016, 一般演題, 大阪, 2016,
4.
2. Kikuchi Y, Hiroshima Y, Matsuo K, Murakami T, Kawaguchi D, Koda K, Yamazaki K, Ishida Y, Togo S, Tanaka K : Remnant liver tumor growth activity during associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy
(ALLPS). 7thInternational Forum of Liver Surgery Osaka 2016, 一般演題, 大阪, 2016, 4.
3. Koda K : Causes of low anterior resection syndrome : a prospective observational study. International Colorectal
Research Summit Vilnius, 一般演題, Vilnius, LITHUANIA, 2016, 5.
4. Koda K : Etiology and treatment of low anterior resection syndrome. 21th中日消化器外科学会, 一般演題,上海（中国）
,
2016, 9.
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Clinical Oncology Annual Meeting, ポスター, Chicago, Illinois, 2016, 6.
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1. 千島 隆司 : セルビア政府職員

労災病院を視察「乳がん対策を学ぶ」. タウンニュース港北版 No.884, 1 面 2016年 7 月14日号.
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についての検討. 第29回日本外科感染症学会学術集会, シンポジウム, 東京, 2016, 12.
46. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 癒着性腸閉塞に対する
腹腔鏡手術. 第52回日本腹部救急医学会総会, 一般演題, 新宿, 2016, 3.
47. 藤本 章博, 押 正徳, 川村 祐介, 諏訪 雄亮, 木村 準, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 長堀 薫 : 右卵巣に穿
破し卵巣膿瘍を形成した虫垂炎の 1 例. 第52回日本腹部救急医学会総会, 一般演題, 新宿, 2016, 3.
48. 藤本 章博, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 木村 準, 野尻 和典, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 長堀 薫 :
高齢者大腸癌手術に対する腹腔鏡と開腹手術の成績の検討. 第78回日本臨床外科学会総会, ワークショップ, 東京, 2016, 11.
49. 藤本 章博, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 太田 貢由, 小笠原 康夫, 木村 準, 野尻 和典, 茂垣 雅俊, 舛井
秀宜, 長堀 薫 : 絞扼性イレウスに対する腹腔鏡下手術の手術成績の検討. 第29回日本内視鏡外科学会, 一般演題, 横浜, 2016, 12.
50. 武井 将伍, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 大田 貢由, 小笠原 康夫, 木村 準, 野尻 和典, 茂垣 雅俊, 舛井
秀宣, 長堀 薫 : 大腸穿孔に対する腹腔鏡手術の検討. 第78回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 東京, 2016, 11.
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<横浜みなと赤十字病院＞
1. 杉田 光隆, 中尾 詠一, 鳥谷 建一郎, 藤原 大樹, 前橋 学, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部
哲夫, 熊谷 二朗：術前solid pseudopapillary neoplasmとの鑑別が困難であった膵内副脾に発生したepidermoid cystの一例. 第
78回日本臨床外科学会総会,ポスター, 東京，2016, 11.
2. 杉田 光隆：一般演題 (口頭) 27 消化管外科Ⅱ. 第52回日本赤十字社医学会総会, 座長・司会,宇都宮, 2016, 10.
3. 関口 真貴子, 柿添 学, 平井 公也, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 中山 岳龍, 大山 倫男, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場
裕之, 阿部 哲夫, 杉田 光隆：IｇA血管炎に起因した成人腸重積例に対し手術治療を施行した一例. 第145回神奈川県臨床外科医学会
集談会, 一般演題, 横浜, 2016, 2.
4. 時任 崇聡, 高橋 直行, 中尾 詠一, 鳥谷 建一郎, 藤原 大樹, 前橋 学, 杉政 奈津子, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 杉田 光隆, 馬場
裕之, 阿部 哲夫：胆嚢十二指腸瘻を介して発症した胆石性イレウスの 1 例. 第842回外科集談会, 一般演題, 東京, 2016, 9.
5. 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部 哲夫, 杉田
光隆：下部直腸sm癌で側方リンパ節転移を認めた一例. 第26回横浜GIコングレス, 一般演題, 横浜, 2016, 9.
6. 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部 哲夫, 杉田
光隆：経肛門的異物挿入により緊急手術を行った6例. 第52回日本赤十字社医学会総会,一般演題,宇都宮，2016,10.
7. 前橋 学, 阿部 哲夫, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田
光隆, 熊谷 二朗：原発性甲状腺乳頭癌に腎癌甲状腺転移を合併した一例. 第78回日本臨床外科学会総会,ポスター,東京，2016,11.
8. 阿部 哲夫, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田
光隆, 下山 武彦, 牧山 祐希, 熊谷 二朗：レンバチニブが縦隔リンパ節転移に著効であった甲状腺乳頭癌の一例. 第49回日本甲状腺外
科学会学術集会, ポスター, 甲府, 2016, 10.
9. 柿添 学, 中嶌 雅之, 平井 公也, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 中山 岳龍, 大山 倫男, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田
光隆：The outcomes of preoperative metallic stent placement for obstructive colorectal cancer（vs. ileus tube）
. 第71
回日本消化器外科学会総会, ポスター, 徳島, 2016, 7.
10. 柿添 学, 中嶌 雅之, 大石 裕佳, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部
哲夫, 杉田光隆：大腸癌副腎転移に対する一期的両側副腎全摘術の治療経験. 第52回日本赤十字社医学会総会, 一般演題, 宇都宮,
2016, 10.
11. 柿添 学, 中嶌 雅之, 大石 裕佳, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部
哲夫, 杉田 光隆：口側および肛門側腸管脱を伴った回腸双孔式人工肛門に対する腸管切除とボタン固定術の併用療法. 第71回日本大
腸肛門病学会学術集会, 一般演題, 伊勢, 2016, 11.
12. 杉政 奈津子, 杉田 光隆, 中尾 詠一, 鳥谷 建一郎, 藤原 大樹, 前橋 学, 高橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部
哲夫, 熊谷 二朗：胆嚢原発大細胞神経内分泌癌の一例. 第78回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 東京, 2016, 11.
13. 中嶌 雅之, 平井 公也, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 中山 岳龍, 大山 倫男, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆：直腸癌手
術での縫合不全防止の取り組み. 第116回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
14. 中嶌 雅之, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆：みな
と赤十字病院大腸外科10年のあゆみ. 第28回横浜消化器疾患研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 5.
15. 中嶌 雅之, 平井 公也, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 中山 岳龍, 大山 倫男, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆：共働き
家庭における男性外科医師の育児参加とその意義について. 第71回日本消化器外科学会総会, その他, 徳島, 2016, 7.
16. 中嶌 雅之, 大石 裕佳, 中尾 詠一, 鳥谷 建一郎, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田
光隆：腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の治療経験について. 横浜ヘルニア研究会, ビデオセッション, 横浜, 2016, 10.
17. 中嶌 雅之, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 藤原 大樹, 前橋 学, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆：下腹
部正中腹壁瘢痕ヘルニアに対してIPOM-plusを施行した 1 例. 第52回日本赤十字社医学会総会, 一般演題, 宇都宮, 2016, 10.
18. 中嶌 雅之, 杉政 奈津子, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆：レゴラフェニブの使用経験と80㎎による投与開始.
第54回日本癌治療学会学術集会, ワークショップ, 横浜, 2016, 10.
19. 中嶌 雅之, 中尾 詠一, 鳥谷 建一郎, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆 : 腹
腔鏡下胆嚢摘出術における術中胆道造影の意義について. 第14回日本消化器外科学会大会, 一般演題, 神戸, 2016, 11.
20. 中嶌 雅之, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆 : 傍ス
トーマヘルニアに対する腹腔鏡下Sandwich plusの経験. 第71回日本大腸肛門病学会定期学術集会, ビデオセッション, 伊勢, 2016,
11.
21. 中嶌 雅之, 鳥谷 建一郎, 前橋 学, 杉政 奈津子, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 杉田 光隆 : 腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア手術
（IPOM Plus）の治療経験. 第78回日本臨床外科学会総会, 要望演題, 東京, 2016, 11.
22. 中嶌 雅之, 中尾 詠一, 前橋 学, 藤原 大樹, 杉政 奈津子, 高橋 直行, 柿添 学, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部 哲夫, 杉田 光隆 : 腹腔
鏡下鼠径ヘルニア根治術の短期成績. 第29回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 横浜, 2016, 12.
23. 田中 駿, 藤原 大樹, 中尾 詠一, 鳥谷 建一郎, 前橋 学, 杉政 奈津子, 髙橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部
哲夫, 杉田 光隆 : 腹壁瘢痕ヘルニア術後の再開腹の際メッシュを除去することなく切離して開腹し再縫合して閉創した 1 例. 第146
回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2016, 9.
24. 藤原 大樹, 鳥谷 建一郎, 中尾 詠一, 前橋 学, 杉政 奈津子, 髙橋 直行, 柿添 学, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之, 阿部 哲夫, 熊谷
二朗, 杉田 光隆 : 病理学的診断に難渋した子宮頸部原発紡錘細胞扁平上皮癌による小腸穿孔の一例. 第52回日本赤十字社医学会総会,
一般演題, 宇都宮, 2016, 10.
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25. 藤原 大樹, 鳥谷 建一郎, 杉政 奈津子, 柿添 学, 中嶌 雅之, 杉田 光隆 : 乳癌原発転移性大腸癌の一例. 第71回日本大腸肛門病学会定
期学術集会, ポスター, 伊勢, 2016, 11.

<済生会横浜市南部病院＞
1. Segami K, Aoyama T, Kano K, Maezawa Y, Nakajima T, Ikeda K, Sato T, Yamada T, Hayashi T, Fujikawa H, Rino Y,
Masuda M, Ogata T, Cho H, Yoshikawa T : Body composition analysis of the over 80 years old patients after gastrectomy for gastric cancer. 第16回ASCO-GI, ポスター, サンフランシスコ, 2016, 1.
2. 片山 裕貴, 瀬上 顕貴, 須藤 友奈, 古波蔵 かおり, 橋本 至, 横井 英人, 有坂 早香, 嶋田 裕子, 林 勉, 高川 亮, 嶋田 和博, 村上 仁
志, 平川 昭平, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 後腹膜原発の孤立性線維性腫瘍の 1 手術症例. 第147回神奈川県臨床
外科学会集談会, 一般演題, 横浜, 2016, 12.
3. 嶋田 裕子, 林 勉, 南澤 恵佑, 澁谷 泰介, 根本 大士, 横井 英人, 和田 朋子, 渡辺 卓央, 高川 亮, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福島 忠
男, 池 秀之, 利野 靖, 益田 宗孝 : 多発遠隔リンパ節転移を伴う進行胃癌に対し化学療法後に救済手術を施行し長期生存が得られた一
例. 第88回日本胃癌学会総会, ポスター, 別府, 2016, 3.
4. 瀬上 顕貴, 青山 徹, 神尾 一樹, 前澤 幸男, 中島 哲史, 池田 耕介, 佐藤 勉, 山田 貴允, 林 勉, 藤川 寛人, 利野 靖, 益田 宗孝, 尾形
高士, 長 晴彦, 吉川 貴己 : 高齢者胃癌術後の体組成変化の検討. 第116回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 大阪, 2016, 4.
5. 瀬上 顕貴, 神尾 一樹, 前澤 幸男, 里吉 哲太, 中島 哲史, 池田 耕介, 佐藤 勉, 青山 徹, 大島 貴, 利野 靖, 益田 宗孝, 尾形 高士, 長
晴彦, 吉川 貴己 : 腹腔鏡下胃切除術での幽門下領域の廓清. 第88回日本胃癌学会総会, ビデオセッション, 別府, 2016, 3.
6. 瀬上 顕貴, 尾形 高士, 神尾 一樹, 前澤 幸男, 中島 哲史, 池田 耕介, 佐藤 勉, 大島 貴, 利野 靖, 益田 宗孝, 村松 美穂, 中田 恵津
子, 長 晴彦, 吉川 貴己 : 胃癌術後縫合不全に対する経腸栄養の検討. 第31回日本静脈経腸栄養学会, 一般演題, 福岡, 2016, 2.
7. 瀬上 顕貴, 青山 徹, 神尾 一樹, 前澤 幸男, 中島 哲史, 池田 耕介, 佐藤 勉, 山田 貴允, 林 勉, 藤川 寛人, 利野 靖, 益田 宗孝, 尾形
高士, 長 晴彦, 吉川 貴己 : 80歳以上の超高齢者胃癌術後の体組成変化の検討. 第71回日本消化器外科学会総会, ポスター, 徳島,
2016, 7.
8. 二宮 啓彰, 嶋田 裕子, 須藤 夕奈, 橋本 至, 有坂 早香, 瀬上 顕貴, 高川 亮, 林 勉, 嶋田 和博, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 平川 昭平,
福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 診断に苦慮した多発空腸憩室炎の 1 例. 第61回神奈川県消化器病研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 8.
9. 濱口 智美, 瀬上 顕貴, 須藤 友奈, 古波蔵 かおり, 橋本 至, 横井 英人, 有坂 早香, 嶋田 裕子, 林 勉, 高川 亮, 嶋田 和博, 村上 仁
志, 平川 昭平, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 診断に苦慮した肝肉芽腫性病変の1手術例. 第147回神奈川県臨床外科
学会集談会, 一般演題, 横浜, 2016, 12.
10. 横井 英人, 嶋田 裕子, 須藤 夕奈, 橋本 至, 有坂 早香, 瀬上 顕貴, 高川 亮, 林 勉, 嶋田 和博, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 平川 昭平,
福島 忠男, 池 秀之, 今田 敏夫 : 自慰目的にハンドグリッパーを経肛門的に挿入し直腸穿通をきたし開腹手術にて摘出しえた 1 例. 日
本臨床外科学会総会, ポスター, 東京, 2016, 11.
11. 橋本 至, 青山 徹, 山田 貴允, 蓮尾 公篤, 福島 忠男, 松川 博史, 山本 裕司, 小澤 幸弘, 吉川 貴己, 利野 靖, 益田 宗孝 : 80歳以上
の高齢者における胃切除後の術後合併症評価. 第38回日本癌局所療法研究会, 一般演題, 東京, 2016, 6.
12. 橋本 至, 長澤 伸介, 山田 貴允, 原田 浩, 山本 直人, 大島 貴, 湯川 寛夫, 利野 靖, 益田 宗孝 : 食道癌手術における胸腔内吻合の
major leakageをOver-The-Scope-Clipping-systemにより閉鎖し得た 1 例. 第339回例会日本消化器病学会関東支部, 一般演題,
東京, 2016, 6.
13. 橋本 至, 青山 徹, 山田 貴允, 蓮尾 公篤, 福島 忠男, 松川 博史, 山本 裕司, 小澤 幸弘, 吉川 貴己, 利野 靖, 益田 宗孝 : 80歳以上
の高齢者における胃切除後の術後合併症評価. 第71回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 徳島, 2016, 7.
14. 橋本 至, 長澤 伸介, 山田 貴允, 原田 浩, 山本 直人, 大島 貴, 湯川 寛夫, 利野 靖, 益田 宗孝 : 胃癌手術症例における併存症と予後.
第24回日本消化器関連学会集会, 一般演題, 神戸, 2016, 11.
15. 橋本 至, 神谷 真梨子, 長澤 伸介, 山田 貴允, 田村 周三, 原田 浩, 山本 直人, 大島 貴, 湯川 寛夫, 利野 靖, 益田 宗孝 : Meckel憩
室の卵黄血管遺残によりイレウスを来した 1 例. 第78回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 東京, 2016, 11.
16. 橋本 至, 神谷 真梨子, 天野 新也, 青山 徹, 田村 周三, 原田 浩, 佐藤 勉, 大島 貴, 利野 靖, 益田 宗孝 : 小児胃GIST再発の 1 例.
第51回神奈川胃癌治療研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 12.
17. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 石部 敦士, 樅山 将士, 大田 洋平, 澤田 雄, 武田 和永, 秋山
浩利, 遠藤 格 : 女性外科医が希望するキャリア. 第116回日本外科学会総会, 一般演題, 大阪, 2016, 4.
18. 有坂 早香, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 諏訪 雄亮, 門倉 俊明, 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 : EAA による急性胆管炎の重症度診断. 第52回日本腹部救急医学会, ワークショップ, 東京, 2016, 3.
19. 有坂 早香, 松山 隆生, 菅江 貞亨, 小坂 隆司, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 女性外科医はなぜ消化器外科
を選ばないのか?〜消化器外科におけるワークライフバランス〜. 第71回日本消化器外科学会総会, ポスター, 徳島, 2016, 7.

<済生会若草病院＞
1. Sato Y, Yoshida K, Minegishi Y, Tanaka Y, Sekizawa K. : The Effectveness of the Symptoms Other than Pain for the
Start of Opioid Therapy. 9thWorld Research Congress of the European Association for Palliative Care, ポスター,
Dublin, Ireland, 2016, 6.
2. Yoshida K, Yamaguchi N, Tanaka Y, Sekizawa K, Miyake K, Minegishi Y, Segami N, Sato Y : Three-dimentional endoscopy improves operative time and hospital stay in laparoscopic hernia surgery: Evidence from 189 cases. The
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12thInternational Congress of the Asia Pacific Hernia Society, ビデオセッション, Tokyo, Japan, 2016, 10.
3. 山口 直孝, 加藤 綾, 佐藤 圭, 宮本 洋, 泉澤 裕介, 南裕 太, 大田 貢由, 円谷 彰, 國崎 主税, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : von
Recklinghausen病に合併した十二指腸GISTの 1 例. 第61回神奈川県消化器病研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 6.
4. 吉田 謙一, 峯岸 裕蔵, 三宅 健太郎, 関澤 健太郎, 田中 優作, 佐藤 靖郎 : 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術における3D内視鏡手術の有用
性. 第145回神奈川臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2016, 2.
5. 吉田 謙一, 山口 直孝, 佐藤 靖郎 : 当院における腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略. 第24回横浜市金沢区医師会学術懇話会, 一般演
題, 横浜, 2016, 7.

<横浜保土ヶ谷中央病院＞
1. 田中 優作, 小澤 真由美, 谷口 浩一, 齋藤 健人, 上向 伸幸 : 大腸内視鏡によって虫垂憩室炎穿孔をきたした 1 例. 第145回神奈川臨
床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2015, 2.
2. 小澤 真由美, 齋藤 健人, 高畑 太輔, 谷口 浩一, 上向 伸幸 : 中毒性巨大結腸症を併発した直腸癌術後偽膜性腸炎の 1 例. 第339回例
会日本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2015, 5.
3. 高畑 太輔, 上向 伸幸, 齋藤 健人, 谷口 浩一, 小澤 真由美 : 高齢男性に発症した稀な膵粘液嚢胞性腫瘍の 1 例. 第61回神奈川県消化
器病研究会, 一般演題, 横浜, 2015, 6.
4. 高畑 太輔, 上向 伸幸, 小澤 真由美, 谷口 浩一, 齋藤 健人 : 手縫い消化管吻合. 第18回横浜サージカルビデオフォーラム, 一般演題,
横浜, 2015, 9.

<横浜掖済会病院＞
1. 佐藤 芳樹, 山口 和哉, 堀井 伸利, 森岡 大介, 三浦 勝, 渡會 伸治 : 中小病院における大腸癌肝転移に対する肝切除 (tertiary medical centerの負担を減らすために）. 第116回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
2. 山口 和哉, 森岡 大介, 堀井 伸利, 佐藤 芳樹, 三浦 勝 : 切除不能消化器癌による消化管閉塞に対する緩和手術. 第116回日本外科学
会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
3. 浅野 史雄, 大山 倫男, 森岡 大介, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 山口 和哉, 堀井 伸利 : 結腸直腸吻合部の完全閉塞を非手術的に解除した 1
例. 第339回日本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2016, 5.
4. 大山 倫男, 浅野 史雄, 森岡 大介, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 山口 和哉, 堀井 伸利 : 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339回日本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2016, 5.
5. 森岡 大介, 山口 和哉, 堀井 伸利, 佐藤 芳樹, 高倉 秀樹, 渡會 伸治 : 多発肝嚢胞に対する外科治療. 第28回日本肝胆膵外科学会学
術集会, ポスター, 大阪, 2016, 6.
6. 山口 和哉, 森岡 大介, 堀井 伸利, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 渡會 伸治 : 小規模一般病院での大腸癌肝転移に対する肝切除は許容できる
か. 第71回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 徳島, 2016, 7.
7. 森岡 大介, 山口 和哉, 堀井 伸利, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 渡會 伸治 : 当院における大腸癌H3肝転移に対する治療成績. 第71回日本消
化器外科学会総会, 一般演題, 徳島, 2016, 7.
8. 森岡 大介, 大山 倫男, 浅野 史雄, 佐藤 芳樹, 三浦 勝 : 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52回日本胆道学
会学術集会, ポスター, 東京, 2016, 9.
9. 浅野 史雄, 森岡 大介, 大山 倫男, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 渡會 伸治 : 胃癌肝転移に対する肝切除. 第78回日本臨床外科学会総会, 一般
演題, 東京, 2016, 11.
10. 大山 倫男, 森岡 大介, 浅野 史雄, 高倉 秀樹, 佐藤 芳樹, 渡會 伸治 : 当科の多発肝嚢胞に対する肝切除＋残存嚢胞開窓術の成績. 第
78回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 東京, 2016, 11.

<がん研究会有明病院＞
1. 鈴木 紳祐, 長嵜 寿矢, 南 宏典, 福岡 宏倫, 宮成 淳, 村橋 賢, 武田 泰裕, 小倉 淳司, 牛込 創, 三城 弥範, 日吉 幸晴, 秋吉 高志, 小
西 毅, 藤本 佳也, 長山 聡, 福長 洋介, 上野 雅資 : 腹腔鏡補助下小腸切石術を施行した 胆石イレウスの 1 例. 第71回日本大腸肛門
病学会学術集会, ポスター, 三重, 2015, 11.
2. 鈴木 紳祐, 秋吉 高志, 牛込 創, 武田 泰裕, 福岡 宏倫, 小倉 淳司, 三城 弥範, 日吉 幸晴, 長嵜 寿矢, 小西 毅, 藤本 佳也, 長山 聡,
福長 洋介, 上野 雅資 : 腹部手術複数回既往例に対する腹腔鏡下大腸切除術の安全性の検討. 第29回日本内視鏡外科学会総会, 要望演
題, 横浜, 2015, 12.

<都立駒込病院＞
1. Homma Y, Honda G, Honjo M, Doi M, Hirata Y : Laparoscopic left hemihepatectomy by dorsal approach. IASGO, ポス
ター, ソウル, 2016, 9.
2. 本間 祐樹, 本田 五郎, 本庄 真彦, 坂本 克考 : 腹腔鏡下手術における肝S7亜区域切除. 日本外科学会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
3. 本間 祐樹, 本田 五郎, 本庄 真彦, 坂本 克考 : Laparoscopic left hemihepatectomy by dorsal approach. 肝胆膵外科学会, ビ
デオセッション, 大阪, 2016, 6.
4. 本間 祐樹, 本田 五郎, 本庄 真彦, 坂本 克考 : 膵体尾部癌に対する腹腔鏡下RAMPSの手術手技. 日本消化器外科学会, ポスター, 徳
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島, 2016, 7.
5. 本間 祐樹, 本田 五郎, 本庄 真彦, 土井 愛美, 平田 義弘 : 当科における膵癌Adjuvant Surgeryの経験. 膵癌術前治療研究会, ポス
ター, 仙台, 2016, 10.
6. 本間 祐樹, 本田 五郎, 本庄 真彦, 土井 愛美, 平田 義弘 : 腹腔鏡下手術における系統的肝S8切除. 日本内視鏡外科学会, ワーク
ショップ, 横浜, 2016, 12.

<NTT東日本関東病院＞
1. 関澤 健太郎, 石部 敦士, 市川 靖史, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 加藤 生真, 大田 貢由, 遠藤 格 : 直腸癌術前化学療法施行例における腫
瘍免疫の微小環境と病理組織学的効果判定の相関. 第13回日本免疫治療学研究会学術集会, ポスター, 東京, 2016, 2.
2. 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 : 絞扼
性腸閉塞診断における判別式の有用性. 第52回日本腹部救急医学会, ワークショップ, 東京, 2016, 3.
3. Sekizawa K, Ichikawa Y, Ishibe A, Suwa K, Momiyama M, Kato I, Ota M, Endo I : Relationship of characterization of the
immunological microenvironment and pathological response in advanced rectal cancer after oxaliplatin-based neoadjuvant chemotherapy. 107thAmerican Association for Cancer Research, ポスター, ニューオリンズ, 2016, 4.
4. 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 : 絞扼
性イレウスの判別式とICG蛍光法による血流評価で腸管切除を回避できた 1 例. 第339回消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京,
2016, 5.
5. 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 : 直腸
癌術前化学療法施行例の病理組織学的治療効果判定と好中球／リンパ球比の相関. 第71回日本消化器外科学会, ポスター, 徳島,
2016, 7.
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