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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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<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.
5. Koda K, Kosugi C, Shuto K, Matsuo K, Mori M, Hirano A, Hiroshima Y, Sazuka T, Tochigi T, Kasahara K, Tanaka K : A
study for etiology of low anterior resection syndrome. 40thWorld Congress of The International College of Surgeons,
一般演題, 京都, 2016, 10.
6. Kosugi C, Koda K, Tanaka K, Miyazawa Y, Shuto K, Matsuo K, Mori M, Hirano A, Endo S, Hiroshima Y, Sazuka T,
Yanagibashi H, Kikuchi Y : Feasibility of neoadjuvant chemotherapy with modified FOLFOX6 (combination chemotherapy of infusional 5-FU/I-Leucovorin and intermittent oxaliplatin) with bevacizumab in patients with locally
advanced lower rectal cancer. 18thWorld Congress on Gastrointestinal Cancer, ポスター, Barcelona, Spain, 2016, 6.
7. Matsuo K, Murakami T, Kawaguchi D, Hiroshima Y, Koda K, Yamazaki K, Ishida Y, Tanaka K : Histologic features after
surgery associating liver partition and portal vein ligation for staged hepatectomy (ALLPS) vs. those following
hepatectomy with portal vein embolization. 7thInternational Forum of Liver Surgery Osaka 2016, 一般演題, 大阪,
2016, 4.
8. Mori M : Successful application of laparoscopic and endoscopic cooperative surgery for gastrointestinal stromal
tumor with anatomical complexity : Report of two cases. International Meeting on Clinical Case Reports, ポスター,
Dubai, UAE, 2016, 4.
9. Murakami T, Hiroshima Y, Y Zhang, M Zhao, Kikuya T, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, M Bouvent, Endo I, R M
Hoffman : Efficacy of tumor-targeting salmonella typhimurium A1-R against a syngeneic pancreatic cancer mouse
model is associated with CD8-T cell infiltration. 50thAnnual Meeting of the Pancreas Club, ポスター, San Diego,
CA2016, 5.
10. Tanaka K, Kikuchi Y, Kasahara K, Kawaguchi D, Murakami T, Hiroshima Y, Matsuo K : Modified ALPPS procedures
avoiding division of major portal pedicles. 7thInternational Forum of Liver Surgery Osaka 2016, 一般演題, 大阪, 2016,
4.
11. Yamazaki M, Oneyama M, Ohta R, Narita K, Goto M, Koda K : We should pay attention to pancreatic fistula as postoperative complications of laparoscopic distal gastrectomy (LDG). 40thWorld Congress of The International College of
Surgeons, 一般演題, 京都, 2016, 10.
12. 菊地 祐太郎 : 高齢者急性胆嚢炎に対する待機的胆嚢摘出術の妥当性. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題,
千葉, 2016, 3.
13. 幸田 圭史, 小杉 千弘, 平野 敦史, 遠藤 悟史, 塚越 美典, 鈴木 里恵 : 大腸癌に投与される抗がん剤と副作用. 第33回日本ストーマ・
排泄リハビリテーション学会, 講演・ランチョン, 山梨, 2016, 2.
14. 幸田 圭史 : 教室トピックス 2 : 肝胆膵外科. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 座長・司会, 千葉, 2016, 3.
15. 幸田 圭史 : 骨盤外科としての直腸癌手術治療. 第20回膀胱がん治療カンファレンス, 講演・ランチョン, 東京, 2016, 3.
16. 小杉 千弘, 幸田 圭史, 平野 敦史, 遠藤 悟史, 首藤 潔彦, 森 幹人, 柳橋 浩男, 田中 邦哉, 松尾 憲一, 廣島 幸彦, 菊地 祐太郎：下部
直腸癌に対する括約筋間切除術の予後と術後排便機能障害. 第84回大腸癌研究会, ポスター, 熊本, 2016, 1.
17. 小杉 千弘, 幸田 圭史, 平野 敦史, 遠藤 悟史, 塚越 美典, 鈴木 里恵：大腸内圧センサーによる直腸癌術後排便機能障害に対する評価
と投薬方法選択. 第33回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会, シンポジウム, 山梨, 2016, 2.
18. 小杉 千弘, 幸田 圭史, 田中 邦哉, 首藤 潔彦, 松尾 憲一, 森 幹人, 平野 敦史, 廣島 幸彦, 遠藤 悟史, 柳橋 浩男, 菊地 祐太郎, 宮澤
幸正, 佐塚 哲太郎, 安田 秀喜：小腸腸閉塞に対する鏡視下手術の短期・長期成績. 第52回日本腹部救急医学会, ワークショップ, 東
京, 2016, 3.
19. 小杉 千弘 : 下部直腸癌に対する当科のISR手術の成績. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題, 千葉, 2016,
3.
20. 小杉 千弘, 幸田 圭史, 田中 邦哉, 首藤 潔彦, 松尾 憲一, 森 幹人, 平野 敦史, 廣島 幸彦, 遠藤 悟史, 柳橋 浩男, 菊地 祐太郎：cN3
下部進行直腸癌に対する集学的治療としての術前分子標的薬化学療法. 第116回日本外科学会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
21. 首藤 潔彦 : 胃・十二指腸（胃消化管出血）. 第52回日本腹部救急医学会, 座長・司会, 東京, 2016, 3.
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22. 田中 邦哉 : 肝臓外科領域の治療最前線. 印旛市郡外科医会, 講演・ランチョン, 千葉, 2016, 2.
23. 田中 邦哉 : 胆道（手術）. 第52回日本腹部救急医学会, 座長・司会, 東京, 2016, 3.
24. 田中 邦哉 : 教室トピックス 3：乳腺甲状腺外科・看護研究. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 座長・司会, 千葉,
2016, 3.
25. 田中 邦哉 : 切除を軸とした高度肝転移治療戦略. 第 8 回大阪キャンサーチームカンファレンス, 講演・ランチョン, 大阪, 2016, 4.
26. 田中 邦哉, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 廣島 幸彦, 松尾 憲一：国際ディベート : Associating live partition and portal
vein occlusion for staged hepatectomy (ALPPS) −Pro−. 第28回日本肝胆膵外科学会, シンポジウム, 大阪, 2016, 6.
27. 田中 邦哉 : 切除適応拡大を目指した肝転移切除戦略. 東葛消化器セミナー in 船橋, 講演・ランチョン, 千葉, 2016, 11.
28. 栃木 透, 小杉 千弘, 平野 敦史, 笠原 康平, 佐塚 哲太郎, 廣島 幸彦, 森 幹人, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 宮澤 幸正, 田中 邦哉, 幸田
圭史：肥満症例に対する腹腔鏡下大腸切除術の検討. 第84回大腸癌研究会, ポスター, 熊本, 2016, 1.
29. 平野 敦史 : 高齢者大腸癌に対するEstimation pf physiologic ability and surgical stress (E−PASS) を用いた手術リスク評価の
有用性の検討. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題, 千葉, 2016, 3.
30. 廣島 幸彦 : 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ー（99ｍTc-GSA）フラクタル次元解析との相関. 平成
28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一般演題, 千葉, 2016, 3.
31. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 川口 大輔, 菊地 祐太郎, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 田中 邦
哉：同時性肝転移に対するLiver first approachの有用性. 第116回日本外科学会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
32. 松尾 憲一 : 切除不能大腸癌肝転移に対するクロノ肝動注療法の安全性と効果. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会,
一般演題, 千葉, 2016, 3.
33. 松尾 憲一, 廣島 幸彦, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 柳橋 浩男, 遠藤 悟史, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 幸田
圭史, 田中 邦哉：大腸癌肝転移巣におけるTumor growth patternの意義. 第116回日本外科学会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
34. 遠藤 悟史, 小杉 千弘, 平野 敦史, 鈴木 里恵, 塚越 美典, 幸田 圭史 : 抗菌性創傷被覆ハイドロファイバー使用によるストーマ閉鎖術
後表層SSI予防への効果. 第33回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会, ポスター, 山梨, 2016, 2.
35. 遠藤悟史 : 大腸癌イレウスに対するSEMステントと経肛門イレウス管の比較. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会,
一般演題, 千葉, 2016, 3.
36. 遠藤 悟史, 小杉 千弘, 柳橋 浩男, 菊地 祐太郎, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 森 幹人, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 田中 邦哉, 幸田 圭史：大腸
癌イレウスに対するSEMステントと経肛門イレウス管の比較. 第116回日本外科学会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
37. 笠原 康平 : 再肝切除における横隔膜切開の有用性. 第 2 回千葉肝胆膵外科勉強会, 一般演題, 千葉, 2016, 5.
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2016, 11.
148. 平野 敦史, 小杉 千弘, 笠原 康平, 栃木 透, 佐塚 哲太郎, 廣島 幸彦, 森 幹人, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 宮澤 幸正, 田中 邦哉, 幸田
圭史：当院における大腸悪性狭窄に対する大腸ステント留置の治療成績. 第78回日本臨床外科学会, ポスター, 東京, 2016, 11.
149. 柳橋 浩男 : Laparoscopic interval appendectomyの導入と成績の検討. 平成28年度帝京大学ちば総合医療センター外科例会, 一
般演題, 千葉, 2016, 3.
150. 柳橋 浩男, 小杉 千弘, 遠藤 悟史, 平野 敦史, 菊地 祐太郎, 廣島 幸彦, 森 幹人, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 田中 邦哉, 幸田 圭史：肥
満症例に対する腹腔鏡下大腸切除術の検討. 第116回日本外科学会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
151. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 遠藤 格, 渡会 伸治, 田中 邦哉：IVC合併切除を伴う右肝・全
尾状葉切除の安全性を向上させるためのModified liver hanging maneuver. 第28回日本肝胆膵外科学会, ビデオセッション, 大阪,
2016, 6.
152. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 遠藤 格, 渡会 伸治, 田中 邦哉：切除不能大腸癌肝転移の
conversion surgeryにおける術前肝動注療法の有用性

新規全身化学療法の比較から. 第28回日本肝胆膵外科学会, ワークショッ

プ, 大阪, 2016, 6.
153. 廣島 幸彦, 川口 大輔, 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 幸田 圭史, 田中 邦哉：大腸癌肝転移
に対する切除前化学療法の意義と化学療法後肝組織障害の新規評価法の検討. 第41回日本外科系連合学会, ワークショップ, 大阪,
2016, 6.
154. 廣島 幸彦 : 一般演題（ポスター）54

肝臓：術後合併症.

第71回日本消化器外科学会, 座長・司会, 徳島, 2016, 7.

155. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭史, 渡合 伸治, 田中 邦哉：右肝・全尾状葉
一括切除の安全性を向上させるためのModified liver hanging maneuver. 第71回日本消化器外科学会, 一般演題, 徳島, 2016, 7.
156. 廣島 幸彦, 川口 大輔, 菊地 祐太郎, 松尾 憲一, 笠原 康平, 村上 崇, 田中 邦哉：肝細胞癌におけるOsteopontinの発現と術前分枝
鎖アミノ酸製剤投与の意義. 第54回日本癌治療学会, ワークショップ, 神奈川, 2016, 10.
157. 廣島 幸彦, 川口 大輔, 田中 邦哉：大腸癌Marginally resectable肝転移に対する切除前化学療法の意義. 第24回日本消化器関連学
会週間（JDDW2016）
, パネルディスカッション, 兵庫, 2016, 11.
158. 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 笠原 康平, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 遠藤 格, 幸田 圭
史, 渡合 伸治, 田中 邦哉：大腸癌両葉多発肝転移の治療戦略−肝切除前化学療法の選択と有用性の検討−. 第78回日本臨床外科学
会, パネルディスカッション, 東京, 2016, 11.

<国立病院横浜医療センター＞
1. 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 渡部 顕, 髙橋 直行, 坂本 里紗, 山本 悠史, 朴 峻, 中﨑 佑介, 金村 栄秀 : 高度肥満例に対する腹腔
鏡下手術のStrategy. 第28回日本肝胆膵外科学会･学術集会, ビデオセッション, 大阪, 2016, 6.
2. 関戸 仁，武田 和永, 松田 悟郎, 渡部 顕, 坂本 里紗, 久保 博一, 山本 悠史, 豊田 純哉 : 腹腔鏡下手術における止血法の検討. 第78
回日本臨床外科学会総会, ビデオシンポジウム, 東京, 2016,11.
3. 関戸 仁, 武田 和永, 松田 悟郎, 清水 哲也, 渡部 顕, 坂本 里紗, 久保 博一, 山本 悠史, 豊田 純哉 : 硬化した慢性胆嚢炎に対する腹
腔鏡下胆嚢摘出術の手技とコツ. 第29回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 神奈川, 2016, 12.
4. 髙橋 哲, 松田 悟郎, 関戸 仁, 山本 悠史, 髙橋 直行, 清水 哲也, 渡部 顕, 坂本 里紗, 朴 峻, 中﨑 佑介 : 腹腔内大量出血を来した大
網静脈大循環シャント破裂の1例. 第145回神奈川県消化器外科医学会集談会, レジデントプレゼンテーション, 2016, 2.
5. 朴 峻, 渡部 顕, 中﨑 佑介, 山本 悠史, 坂本 里紗, 髙橋 直行, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁, 新野 史 : 術後12年目にリンパ節再
発を認めた遺伝性大腸癌の 1 例. 第145回神奈川県消化器外科医学会集談会, 一般演題, 2016, 2.
6. 望月 聡之, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 古谷 良輔, 宮崎 弘志, 岩下 眞之, 大塚 剛, 祐森 章幸 : 当院におけるSurgical Critical
Careの実践

−穿孔性腹膜炎術後ICU入室症例の検討−. 第116回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 2016, 4.

7. 山本 悠史, 松田 悟郎, 関戸 仁, 清水 哲也, 渡部 顕, 髙橋 直行, 坂本 里紗, 朴 峻, 中﨑 佑介 : 虫垂腫瘍との鑑別に苦慮した周囲膿
瘍を伴う穿孔性虫垂炎の 1 例. 日本消化器病学会関東支部第339回例会, 一般演題, 2016, 5.
8. 武田 和永, 豊田 純哉, 山本 悠史, 久保 博一, 坂本 里紗, 渡部 顕, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 当院における膵嚢胞性疾患治療
の現状. 第39回神奈川術後代謝栄養研究会, 一般演題, 2016, 7.
9. 坂本 里紗, 渡部 顕, 中﨑 佑介, 山本 悠史, 朴 峻, 髙橋 直行, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 直腸癌を契機に発見されたDubinJohnson症候群症例に対し直腸切除と肝切除を行った 1 例. 第71回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 2016, 7.
10. 渡部 顕, 清水 哲也, 中﨑 佑介, 朴 峻, 山本 悠史, 坂本 里紗, 髙橋 直行, 松田 悟郎, 関戸 仁 : T4結腸癌に対する腹腔鏡手術の短期
及び中期成績の評価. 第71回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 2016, 7.
11. 中﨑 佑介, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 渡部 顕, 髙橋 直行, 坂本 里紗, 朴 峻, 山本 悠史 : 小腸軸捻転に続発した乳糜腹水を伴
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う腸閉塞の 1 例. 第71回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 2016, 7.
12. 清水 哲也, 関戸 仁, 松田 悟郎, 渡部 顕, 髙橋 直行, 坂本 里紗, 朴 峻, 山本 悠史, 中﨑 佑介 : 当院における切除不能進行再発大腸
癌に対するレゴラフェニブ使用例の検討. 第71回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 2016, 7.
13. 豊田 純哉, 関戸 仁, 松田 悟郎, 武田 和永, 清水 哲也, 渡部 顕, 久保 博一, 坂本 里紗, 山本 悠史 : 当院における消化管手縫い吻合.
第18回横浜サージカルビデオフォーラム, 一般演題, 2016, 9.
14. 涌井 直人, 清水 哲也, 関戸 仁, 松田 悟郎, 武田 和永, 渡部 顕, 久保 博一, 坂本 里紗, 山本 悠史, 豊田 純哉 : 診断が困難であった
アメーバ性大腸炎の 1 症例. 第146回神奈川県臨床外科医学会集談会, レジデントプレゼンテーション, 2016, 9.
15. 豊田 純哉, 関戸 仁, 武田 和永, 松田 悟郎, 清水 哲也, 渡部 顕, 坂本 里紗, 久保 博一, 山本 悠史 : 腹腔ドレーンの先端が右心房内
に迷入した 1 例. 第146回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 2016, 9.
16. 渡部 顕, 清水 哲也, 中﨑 佑介, 朴 峻, 山本 悠史, 坂本 里紗, 髙橋 直行, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 大腸癌手術時の検体付着リンパ節の
重要性について. 第24回日本消化器関連学会週間

JDDW2016KOBE, 一般演題, 2016, 11.

17. 渡部 顕, 清水 哲也, 坂本 里紗, 豊田 純哉, 山本 悠史, 久保 博一, 武田 和永, 松田 悟郎, 関戸 仁 : 腹腔鏡下大腸癌手術後の表層
SSIに対する対策. 第71回日本大腸肛門病学会学術集会, 一般演題, 2016, 11.
18. 渡部 顕, 山之上 麻由美, 清水 哲也, 田中 帆波, 近藤 智美, 関戸 仁 : 手術関連時間短縮のための手術室での取り組みとコスト削減効
果. 第70回国立病院総合医学会, 一般演題, 2016, 11.
19. 豊田 純哉, 渡部 顕, 関戸 仁, 松田 悟郎, 武田 和永, 清水 哲也, 久保 博一, 坂本 里紗, 山本 悠史 : 腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術後
に早期に発症した会陰ヘルニアの 1 例. 第78回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 2016, 11.
20. 塩賀 太郎, 細矢 さやか, 野登 はるか, 鈴木 大輔, 宮澤 志朗, 松島 昭三, 小松 達司, 新野 史, 山本 悠史, 関戸 仁 : 高度の発熱を呈
したG-CSFおよびIL-2産生腫瘍と考えられた食道癌肉腫の 1 例. 第629回日本内科学会関東地方会, 一般演題, 2016, 12.

<横浜市立市民病院＞
1. Futatsuki R, Sugita A, Koganei K, Tatsumi K, Kuroki H, Yamada K, Arai K, Kimura H, Fukushima T : Clinical analysis of
the postoperative bowel function in elderly patients with ulcerative colitis. 11thCongress of ECCO, ポスター, RAI
Amsterdam, March 16-19, 2016.
2. Sugita A, Ikeuchi H, Futami K, Fukushima K, Funayama H, Araki T, Suzuki Y : surgical Treatment for Elderly Ulcerative
Colitis Patients by Multicenter Analysis in Japan-Surgical Indication, Operative Procedure, Prognosis. The American
Society of Colon and rectal Surgeons Annual Scientific Meeting, MAY 4, 2016.
3. Koganei K, Sugita A, Tatsumi K, Futatsuki R, Kuroki H, Kimura H : Prognosis of Adominoperineal Resection for Severe
Anorectal Crohn's Disease. The American Society of Colon and rectal Surgeons Annual Scientific Meeting, abstract,
PO, LOS ANGELES, CALIFORNIA, APRIL 30-MAY 4, 2016.
4. 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. The American
Society of Colon and rectal Surgeons Annual Scientific Meeting, Annual Scientific Meeting, PO, LOS ANGELES,
CALIFORNIA, APRIL 30-MAY 4, 2016.
5. Kuroki H, Koganei K, Tatsumi K, Futatsuki R, Obara N, Sugita A : The analysis of 9 Crohn disease patients with fistula
from the perineal wound and the ileum following abdominoperineal resection. The 4thAnnual Meeting of Asian Organization for Crohn's & Colitis, PO, Kyoto, July 7〜9, 2016.
6. Sugita A, Koganei K, Tatsumi K, Futatsuki R, Kuroki H, Kimura H, Fukushima T : Anorectal cancer with Crohn's disease and the cancer surveillance in Japan. The 4thAnnual Meeting of Asian Organization for Crohn's & Colitis, 口演,
Kyoto, July 7〜9, 2016.
7. Kozanei K : Poster Presentation. The 4thAnnual Meeting of Asian Organization for Crohn's & Colitis, 座長, Kyoto, July
7〜9, 2016.
8. Sahara K, Matsushima S, Obara N, Kondo H, Ota Y, Yabuno T, Takahashi M : The QOL assessment of postgastrectomy syndrome in gastric cancer patients undergoing function-preserving gastrectomy. The 40thWorld Congress of the
International College of Surgeons, ポスター, Kyoto, October 23-26, 2016.
9. 渋谷 陽子, 中垣 いずみ, 上月 まや, 杉田 昭 : セーフティマネジャグループ活動におけるKYT（危険予知トレーニング）の取り組み
報告. 第15回日本医療マネジメント学会

神奈川支部学術集会, 口演, 横浜, 2016, 3.

10. 中澤 明尋, 竹内 剛, 沼崎 伸, 森脇 絢弘, 高川 修, 鹿野島 祐子, 小澤 裕樹, 佐々木 嵩泰, 杉田 昭, 中垣 いずみ, 渋谷 陽子, 上月
まや, 石原 淳 : 院内の転倒・転落により発生した大腿骨近位部骨折. 第15回日本医療マネジメント学会

神奈川支部学術集会, 口演,

横浜, 2016, 3.
11. 近藤 裕樹, 小原 尚, 佐原 康太, 阿部 有佳, 南 宏典, 藪下 泰宏, 薮野 太一, 高橋 正純 : 胃癌幽門保存胃切除例における残胃炎・残
胃癌とH.pylori感染. 第88回日本胃癌学会総会, ポスター, 別府, 2016, 3.
12. 佐原 康太, 近藤 裕樹, 藪下 泰宏, 薮野 太一, 望月 康久, 高橋 正純 : 胃癌に対する噴門側胃切除術・幽門保存胃切除術のPGSAS37を用いたQOL評価. 第88回日本胃癌学会総会, ポスター, 別府, 2016, 3.
13. 中田 浩二, 池田 正視, 高橋 正純, 木南 伸一, 吉田 昌, 上之園 芳一, 川島 吉之, 寺島 雅典, 小寺 泰弘 : 胃切除後のQOLに影響を及
ぼす因子の探索

PGSASのパス解析による検討. 第88回日本胃癌学会総会, ポスター, 別府, 2016, 3.

14. 藪下 泰宏, 高橋 正純, 佐原 康太, 阿部 有佳, 黒木 博介, 二木 了, 薮野 太一, 辰巳 健志, 鬼頭 礼子, 望月 康久, 小金井 一隆, 石山
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暁, 杉田 昭 : 進行再発胃癌に対する化学療法の効果予測および予後因子としての好中球・リンパ球比, リンパ球・単球比, 血小板・リ
ンパ球比の意義. 第116回日本外科学会定期学術集会, P, 大阪, 2016, 4.
15. 黒木 博介, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 福島 恒男, 杉田 昭 : 若年者クローン病手術例の術後経過. 第
116回日本外科学会定期学術集会, ポスターセッション, 大阪, 2016, 4.
16. 杉田 昭, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 二木 了, 黒木 博介, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 木村 英明, 福島 恒男 : Crohn病に合併した直腸肛門
管癌の予後と癌サーベイランス法の検討. 第116回日本外科学会定期学術集会, ポスターセッション, 大阪, 2016, 4.
17. 辰巳 健志, 杉田 昭, 小金井 一隆, 二木 了, 黒木 博介, 山田 恭子, 木村 英明, 荒井 勝彦, 福島 恒男 : 潰瘍性大腸炎に対する回腸嚢
肛門管吻合術後の肛門管癌. 第116回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 大阪, 2016, 4.
18. 小金井 一隆, 黒木 博介, 二木 了, 辰巳 健志, 木村 英明, 福島 恒男, 杉田 昭 : 難治性潰瘍性大腸炎に対する外科治療とQOL. 第
116回日本外科学会定期学術集会, パネルディスカッション, 大阪, 2016, 4.
19. 二木 了, 小金井 一隆, 辰巳 健志, 小原 尚, 黒木 博介, 山田 恭子, 荒井 勝彦, 杉田 昭, 福島 恒男 : 大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術が
行われた高齢者の術後排便機能についての検討. 第116回日本外科学会定期学術集会, ポスターセッション, 大阪, 2016, 4.
20. 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. 第
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52. 鈴木 紳祐, 山岸 茂, 田中 淑恵, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 森 康一, 山本 晋也, 牧野 洋知, 上田 倫夫, 仲野 明 : 左側大腸
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1. 佐藤 渉 : 一般演題 セッション5. 第145回神奈川県臨床外科学会集談会, 座長・司会, 横浜, 2016, 2.
2. 亀田 久仁郎 : 特別講演. 第145回神奈川県臨床外科学会集談会, 座長・司会, 横浜, 2016, 2.
3. 亀田 久仁郎 : 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, 座長・司会, 横浜, 2016, 9.
4. 山本 淳, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 佐藤 涉, 三宅 益代, 竹川 義則 : 嵌噸状態の鼠径ヘルニア嚢内に穿孔した S 状結腸
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71回日本消化器外科学会, ポスター, 徳島, 2016, 7.
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東京, 2016, 10.
2. 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. 第116回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 大
阪, 2016, 4.
3. 島 秀栄, 菅江 貞亨, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 喜多 久美子, 山田 顕光, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : Triple Negative乳癌に対す
る術前nab-paclitaxel療法の妥当性の検討. 第78回日本臨床外科学会総会, ポスター, 東京, 2016, 11.
4. 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. 第71回日本消化器外科学会総会, ポスター, 徳島, 2016.7
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除後ドレーン早期抜去の現状と問題点. 第43回日本膵切研究会, 要望演題, 東京, 2016, 8.
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癌に対する集学的治療の現状. 第116回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 大阪, 2016, 4.
10. 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
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12. 山田 顕光 : 当院における乳がん治療について. 平成28年度 第 1 回地域医療支援研修会, 講演・ランチョン, 茅ヶ崎, 2016, 7.
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, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 12.
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17. 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
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1. Murakami T, Hiroshima Y, Zhang Y, Zhao M, Kiyuna T, Matsuyama R, Chishima T, Tanaka K, Bouvet M, Endo I, Robert
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挿入. 第 1 回神奈川乳房再建セミナー, 一般演題, 横浜, 2016, 8.
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術大会, 一般演題, 岐阜, 2016, 9.
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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.
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