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一
般
演
題
（
留
学
報
告
） 山田顕光 先生 澤田　雄 先生廣島幸彦 先生

兵庫医科大学 上部消化管外科
教授　笹子三津留 先生

「がん治療～世界とどう渡り合うか」

清水康博 先生

「食道胃接合部癌術後の大動脈穿孔に対し
　大動脈ステントグラフト内挿術により救命し得た1例」

特別講演

第37回神奈川術後代謝栄養研究会（2015.1.12）
横浜ロイヤルパークホテル

学会賞報告（第50回日本腹部救急医学会総会 第50回記念会長特別賞）

田中邦哉 先生　　秋山浩利 先生　　小坂隆司 先生　　石川　孝 先生
（帝京ちば総合医療センター）　　　　　　　 　　 　　　　　  （東京医科大学 乳腺科学） 

遠藤　格 先生　　　　笹子三津留 先生　　　　國崎主税 先生　

Jan.
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横浜ロイヤルパークホテル同門会総会（2015.1.12）

柳川荘一郎 先生

司 会
松山隆生 先生

神谷周明 同門会会長遠藤　格 教授 嶋田　紘 名誉教授土屋周二 名誉教授

金賞・銀賞
廣島幸彦 先生

銅　賞
清水康博 先生

山田淳貴 先生
（平成27年度入局）
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大阪府立成人病センター 消化器検診科
井岡達也 先生

「切除不能の局所進行膵癌に対する治療」

特別講演

特別講演

大阪府立成人病センター 肝胆膵内科
田村　猛 先生

「進行膵胆道癌患者に合併したDICに対する
　　　　　　　適正なAT製剤の投与方法の検討」

松山隆生 先生　　　　森　隆太郎 先生
井岡達也 先生　　　　 遠藤　格 先生　　　 田村　猛 先生

附属病院臨床講堂

横浜敗血症セミナーⅡ（2016.2.16）Feb.
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ホテルニューグランド

横浜消化器・腫瘍外科フォーラム2015（2015.2.27）

群馬大学 病態総合外科学
教授　桑野博行 先生

『消化管外科学の「これまで」と「これから」』

特別講演

松山隆生 先生　　秋山浩利 先生　　市川靖史 先生
遠藤　格 先生　　　　桑野博行 先生　　　　國崎主税 先生
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IPC生産性国際交流センター

サージカルセミナー2015（2015.3.7）Mar.
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TKPガーデンシティ横浜

がん治療戦略を考える会（2015.3.9）

大阪大学 消化器外科学
准教授　瀧口修司 先生

「食道・胃外科における治療戦略決定プロセス」

特別講演

松山隆生 先生　秋山浩利 先生　大田貢由 先生
遠藤　格 先生　山本浩文 先生　瀧口修司 先生　國崎主税 先生

松山隆生 先生　　森　隆太郎 先生
三浦文彦 先生　　高田忠敬 先生　　遠藤　格 先生

大阪大学 消化器外科学
准教授　山本浩文 先生

「大阪大腸外科の取り組み」

特別講演

神奈川肝・胆・膵周術期感染症フォーラム（2015.4.1）
ホテルニューグランド

帝京大学医学部 外科学講座
准教授　三浦文彦 先生

「急性胆道炎の診断
　　～TG13と最新の知見」

特別講演

Apr.
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ホテルPLUMM

第4回周術期合併症研究会（2015.6.3）

東邦大学 一般・消化器外科
教授　金子弘真 先生

「安全な腹腔鏡下肝切除と
　　　　　その周術期管理」

特別講演

質疑応答

松山隆生 先生　　熊本宜文 先生
遠藤　格 先生　　金子弘真 先生　　武田和永 先生

Jun.
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崎陽軒本店

第4回神奈川外科栄養懇談会（2015.6.5）

広島大学 外科学
准教授　村上義昭 先生

「膵癌長期生存の為の外科治療戦略と膵切後の栄養管理」

特別講演

市立豊中病院 外科
部長　今村博司 先生

「胃がん術後の体重減少に対する栄養サポートの重要性」

特別講演

森隆太郎 先生　松山隆生 先生　小坂隆司 先生
大坪毅人 先生　　今村博司 先生　　村上義昭 先生　　遠藤　格 先生

（聖マリアンナ医科大学）   　　　　　　  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル

仲野 明先生 藤沢市民病院長 就任祝賀会（2015.6.6）

花束贈呈仲野　明先生と奥様
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横浜ロイヤルパークホテル

土屋周二 名誉教授の卒寿を祝う会（2015.7.18）

土屋周二　名誉教授御夫妻

Jul.
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ホテルPLUMM

消化器・腫瘍外科学セミナー（2015.7.24）

横浜敗血症セミナーⅡ（2016.2.16）
パシフィコ横浜ANNEXホール

第38回神奈川術後代謝栄養研究会（2015.7.25）

東京医科歯科大学 総合外科学分野
教授　植竹宏之 先生

「切除不能・進行再発大腸癌の
　　　　　化学療法 Up to Date」

特別講演

松山隆生 先生　　　石部敦士 先生
遠藤　格 先生　　　　植竹宏之 先生　　　　大田貢由 先生

京都府立医科大学 消化器外科部門
教授　大辻英吾 先生

「胃癌に対する臨床的研究」

一般演題

特別講演

木村　準 先生 清水康博 先生高川　亮 先生
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海の公園

消化器・腫瘍外科学バーベキュー大会（2015.8.1）Aug.
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附属病院シミュレーションセンター

2015年度ヘルニア教育セミナー（2015.9.7）

東京慈恵会医科大学附属第3病院
診療医長　諏訪勝仁 先生

「腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の
　　　　　　　基礎から応用まで」

特別講演

横浜敗血症セミナーⅡ（2016.2.16）
鎌倉プリンスホテル

第63回日本消化器画像診断研究会（2015.9.11～12）

Sep.



74 写真で振り返る１年間



75写真で振り返る１年間

横浜ベイシェラトンホテル

第17回横浜サージカルビデオフォーラム（2015.9.14）

テーマ「腹腔鏡下胆嚢摘出術」

金賞：平井公也 先生（横浜みなと赤十字病院）

銀賞：田中淑恵 先生（藤沢市民病院）

銅賞：阿部有佳 先生（横浜市立市民病院）

最先端手術支援ロボット
「ダ・ヴィンチ」による手術指導（2015.10.1）

　石部敦士 先生　　　秋山浩利 先生
  大田　貢 先生　　　 絹笠祐介 先生  　　　樅山将士 先生

静岡県立静岡がんセンター 大腸外科
部長　絹笠祐介 先生

Oct.
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みなとみらい第25回神奈川乳腺疾患懇話会（2015.10.2）

附属病院臨床講堂横浜敗血症セミナーⅢ（2015.10.14）

遠藤　格 先生　　大谷彰一郎 先生　　石川　孝 先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （東京医科大学病院）

松山隆生 先生　　岡本好司 先生　　遠藤　格 先生　　熊本宜文 先生

特別講演

広島市立市民病院 乳腺外科
部長　大谷彰一郎 先生

「ACPも活用した進行再発乳癌の治療について」

北九州市立八幡病院
副院長　岡本好司 先生

「外科領域における敗血症DIC」

特別講演
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横浜ロイヤルパークホテルYokohama Surgical Oncology Forum（2015.10.21）

横浜ベイシェラトン横浜肝臓セミナー（2015.11.11）

松山隆生 先生　　　　　　武田和永 先生
遠藤　格 先生 　海道利実 先生

松山隆生 先生　 遠藤　格 先生　 梛野正人 先生　 森隆太郎 先生

京都大学 肝胆膵・移植外科学
准教授　海道利実 先生

「肝疾患における栄養療法とサルコペニアの意義」特別講演

名古屋大学 腫瘍外科学
教授　梛野正人 先生

「肝門部胆管癌の外科治療」特別講演

Nov.
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附属病院臨床講堂横浜肝移植セミナー（2015.11.30）

岡山大学病院 看護部・移植コーディネーター室
保田裕子 先生

「当院におけるコーディネーター業務の
　　　　　　　　諸問題とこれからの課題」

特別講演

京都大学 肝胆膵・移植外科
准教授　波多野悦朗 先生

「切除不能な
　　大腸癌肝転移は
　　　どこまで切れるか？
　～BECK試験の結果から～」

特別講演

京都大学 消化器内科・臓器移植医療部
講師　上田佳秀 先生

「肝炎ウイルス治療の新時代～肝移植症例への応用～」

特別講演

ホテルPLUMM大腸癌肝転移セミナー（2015.12.7）

Dec.

熊本宜文 先生　 波多野悦朗 先生　 遠藤　格 先生　 松山隆生 先生
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横浜ロイヤルパークホテル医局忘年会（2015.12.18）

遠藤　格 教授市川靖史 教授国崎主税 先生

山岡博之 先生

放射線科
金田朋洋 先生

臨床統計学
山中　竹春 先生

外科治療学
利野　靖 先生 武田　和永 先生


