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22. 熊本 宜文, 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 : PTBDによる直接胆道造影. 肝胆膵, 71
(3) : 389-397, 2015.
23. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 遠藤 格 : 超音波凝固切開装置を駆使した肝胆膵手術. 手術, 69 (3) : 231-235,
2015.
24. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 膵癌・胆道癌−基礎と臨床の最新研究動向− 胆道癌 Ⅱ. 各論
腺癌 胆嚢癌 鑑別診断. 日本臨牀, 73 (3) : 567-571, 2015.
25. 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 平谷 清吾, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 乳頭部腫瘤性病変の鑑別診断. 胆と膵, 36 (12) : 1379-1384,
2015.
26. 大田 洋平 : 外科医待遇の施設間格差は大きい. Medical Tribune, 48 (21) : 10, 2015.
27. 大田 洋平 : 第115回日本外科学会定期学術集会記録 特別企画 こんなにも違う外科医の待遇 若手外科医の労働環境の現状と施設間
の相違 −アンケートの結果から−. 日本外科学会雑誌, 116 臨時増刊号 (2) : 6-8, 2015.
28. 渡部 顕, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 平澤 欣吾, 田辺 美紀子, 遠藤 格 :
WHO2010に基づく大腸神経内分泌腫瘍の再評価. 日本大腸肛門病会誌, 68 : 61-67, 2015.
29. 浅野 史雄, 新開 真人, 武 浩志, 北河 徳彦, 望月 響子, 臼井 秀仁, 宮城 久之, 大浜 用克 : 肝門性門脈圧亢進症に対する臍静脈を用
いたRexバイパス手術. 小児外科, 47 (1) : 65-69, 2015.
30. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 門倉 俊明, 佐藤 真理, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 急性胆管炎の重症度測定 : Endotoxin Activity Assay. 肝胆膵,
70 (5) : 735-742, 2015.
31. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 大田 洋平, 本間 祐樹, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 肝門部領域胆管癌切除症例における術中胆汁培養
の意義. 日本外科感染症学会雑誌, 12 (3) : 127-135, 2015.
32. 後藤 晃紀, 木村 英明, 津田 早耶, 小柏 剛, 安原 ひさ恵, 高 蓮浩, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 当科における潰瘍性大腸炎に合併したColitis associated cancer切除症例の検討. 横浜医学, 66 : 31-38, 2015.
33. 矢澤 慶一, 國崎 主税, 木村 準, 高川 亮, 南 裕太, 牧野 洋知, 鈴木 喜裕, 円谷 彰, 秋山 浩利, 遠藤 格 : ステント留置後の化学療法
により治癒切除した進行胃癌の 1 例. 癌と化学療法, 42 : 2049-2051, 2015.
34. 足立 祥子, 成井 一隆, 山田 顕光, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 乳癌骨転移に対するbisphosphonate長期投与に伴う大腿骨非定
型骨折の1例. 日本臨床外科学会雑誌, 76 (12) : 2930-2934, 2015.
35. 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
栄養補助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. 癌と化学療法, 42 : 1246-1248, 2015.
36. 瀬戸 泰之, 遠藤 格, 渡邊 昌彦 : 第115回日本外科学会定期学術集会記録 特別企画 国際化時代における邦文学会誌の在り方 日本消
化器外科学会の立場から. 日本外科学会雑誌, 116 臨時増刊号 (2) : 23-24, 2015.
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◆ 国際学会
eastern & western association liver tumors. Italy, 2015/1/22〜1/24
※ 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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