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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＞ 
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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. 
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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
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5. Kuroki H, Koganei K, Tatsumi K, Futatsuki R, Obara N, Sugita A : The analysis of 9 Crohn disease patients with fistula
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zation 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 dis-
ease and the cancer surveillance in Japan. The 4thAnnual Meeting of Asian Organization for Crohn's & Colitis, 口演,
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7. Kozanei K : Poster Presentation. The 4thAnnual Meeting of Asian Organization for Crohn's & Colitis, 座長, Kyoto, July
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8. Sahara K, Matsushima S, Obara N, Kondo H, Ota Y, Yabuno T, Takahashi M : The QOL assessment of postgastrecto-
my 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PGSAS-
37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.
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6. 松原 由佳, 原田 郁, 山本 晋也, 門倉 俊明, 木村 万里子, 千島 隆司 : シリコンインプラント挿入による豊胸術後に発生した乳癌に対
し手術を行った 4例の検討. 第24回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 東京, 2016, 6. 

7. 山本 康, 北山 晋也, 志田 真由香, 南 ひろこ, 松原 由佳, 門倉 俊明, 木村 万里子, 千島 隆司 : 下垂乳房症例に対するインプラント
挿入. 第 1回神奈川乳房再建セミナー, 一般演題, 横浜, 2016, 8. 

8. 片岡 郁美, 堀内 浩昭，川嶋 柳子 : 多職種合同乳がんチーム医療講座（青森乳がん学校）の実施報告. 第32回日本診療放射線技師学
術大会, 一般演題, 岐阜, 2016, 9. 

9. 佐治 詩保子, 千島 隆司, 門倉 俊明, 山本 康, 木村 万里子, 松原 由佳, 北山 晋也, 志田 真由香, 南 ひろこ, 原田 郁, 和田 朋子, 佐
武 利彦 : エキスパンダーを用いた乳房再建の早期有害事象とリスク因子に関する検討. 第 4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, 一般演題, 浦安, 2016, 10. 

10. 門倉 俊明, 原田 郁, 木村 万里子, 北山 晋也, 志田 真由香, 南 ひろこ, 松原 由佳, 和田 朋子, 長谷川 直樹, 角田 幸雄, 山本 康, 千
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島 隆司 : 乳房一次再建後に針生検部から局所再発を認めた皮膚温存乳房切除術の一例. 第 4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, 一般演題, 浦安, 2016, 10. 

11. 大椛 裕美 : 再発乳がん患者へのかかわり. 第13回日本乳がん看護研究会, ワークショップ, 東京, 2016, 10. 
12. 千島 隆司, 久保内 光一, 土井 卓子, 俵矢 香苗, 石山 暁, 清水 哲, 山田 隆之, 小田切 邦雄, 有田 英二, 秋元 政博, 有馬 正明, 水野 

哲宏, 太田 恵蔵, 八十島 唯一, 福田 護 : 平成25年度横浜市乳がん検診の現状と問題点. 第26回日本乳癌検診学会学術総会, 一般演
題, 久留米, 2016, 11. 

13. 菅江 貞亨, 木村 安希, 鈴木 千穂, 島 秀栄, 石井 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pN2 の危険因子の検討（YCOG1303）. 第18回Sentinel Node 
Navigation Surgery研究会学術集会, 一般演題, 東京, 2016, 11. 

14. 菅江 貞亨, 木村 安希, 遠藤 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（YCOG1303）. 第78回日本
臨床外科学会総会, シンポジウム, 東京, 2016, 11. 

15. 千島 隆司 : 乳がんの化学療法と副作用対策. よこはま乳がん学校第 6期生（第 2回講義）, 座長・司会, 横浜, 2016, 1. 
16. 千島 隆司 : チームで取り組む乳がん診療. 琉球乳腺倶楽部第 2回沖縄乳がん学校, 座長・司会, 那覇, 2016, 1. 
17. 千島 隆司 : 高齢者乳癌 1. 第24回日本乳癌学会学術総会, 座長・司会, 東京, 2016, 6. 
18. 千島 隆司 : がんになっても自分らしく生きていくための方法～アドバンス・ケア・プランニング～. 横浜北東部緩和ケア週間市民講

演会2016, 座長・司会, 横浜, 2016, 10. 
19. 千島 隆司 : 乳がん患者の就労支援～病院全体の支援力を上げるには？. 第26回神奈川乳腺疾患懇話会, 座長・司会, 横浜, 2016, 11. 
20. 千島 隆司 : 乳房超音波～検査と診断のツボを押さえる～. 横浜乳腺画像診断勉強会2016, 座長・司会, 横浜, 2016, 11. 
21. 千島 隆司 : HER2陰性MBCの治療について. Yokohama ABC Expert Meeting, 座長・司会, 横浜, 2016, 11. 
22. 千島 隆司 : 一般演題M. 第13回日本乳癌学会関東地方会, 座長・司会, さいたま, 2016, 12. 
23. 千島 隆司 : チーム医療のABC 2016 in 沖縄. 琉球乳腺倶楽部第 2回沖縄乳がん学校（第 1回講義）, 講演・ランチョン, 那覇, 2016, 

1. 
24. 千島 隆司 : 乳がん告知に伴うメンタルケア（乳がん診療における Bad News の伝え方）2016 in 沖縄. 琉球乳腺倶楽部第 2回沖

縄乳がん学校（第 1回講義）, 講演・ランチョン, 那覇, 2016, 1. 
25. 千島 隆司 : 乳がん診療におけるコミュニケーションスキル. 琉球乳腺倶楽部第 2回沖縄乳がん学校（第 2回講義）, 講演・ランチョン,

那覇, 2016, 1. 
26. 千島 隆司 : 乳がん検診の現状と展望－早期発見の意義と治療の変遷－. 茅ヶ崎乳がん勉強会2016, 講演・ランチョン, 茅ヶ崎, 

2016, 2. 
27. 大椛 裕美, 松尾 典子, 古川 尚美 : 乳がん看護とチーム医療. よこはま乳がん学校第 6期生（第 3回講義）, 講演・ランチョン, 横浜, 

2016, 2. 
28. 千島 隆司 : 乳がん診療におけるコミュニケーションスキル. よこはま乳がん学校第 6期生（第 3回講義）, 講演・ランチョン, 横浜, 

2016, 2. 
29. 千島 隆司 : 乳がんの臨床. 平成27年度横浜市医師会マンモグラフィ読影講習会, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 3. 
30. 千島 隆司 : 症例ごとに作るオーダーメイドのチーム医療. よこはま乳がん学校第 6期生（第 4回講義）, 講演・ランチョン, 横浜, 

2016, 3. 
31. 千島 隆司 : チーム医療講座から学ぶ乳腺専門医に必要なリーダーシップ. 平成28年度第 2回日本乳癌学会教育・研修合同委員会, 講

演・ランチョン, 東京, 2016, 6. 
32. 千島 隆司 : 乳がん患者が自分らしく生きるために～地域に根ざしたチーム医療の実践～. セルビア国乳がん早期発見プログラム改善

プロジェクト研修会, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 7. 
33. 千島 隆司 : 乳腺外科医に聞く臨床現場における乳房再建術の実際. 神奈川県乳腺外科コンサルタントミーティング, 講演・ランチョ

ン, 横浜, 2016, 9. 
34. 千島 隆司 : がん患者が自分らしく生きられるために～チームで支える乳がん診療～. Breast Cancer Debate Meeting -

Kanagawa- 2016, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 10. 
35. 千島 隆司 : Bad Newsの伝え方～コミュニケーションスキル（SHARE編）2016 in 青森. 青森ピンクリボンプロジェクト／青森乳

がん学校2016, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 10. 
36. 千島 隆司 : ピアサポートって？. 第15回With You Tokyo～あなたとブレストケアを考える会～, 講演・ランチョン, 東京, 2016, 

10. 
37. 大椛 裕美 : 進行乳がん患者への看護.乳がん看護Webセミナーアドバンスコース, 講演・ランチョン, 全国, 2016, 11. 
38. 千島 隆司 : チーム医療のABC. よこはま乳がん学校第 7期生（第 1回講義）, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 12. 
39. 千島 隆司 : 乳がん告知に伴うメンタルケア－乳がん診療におけるBad Newsの伝え方－. よこはま乳がん学校第 7期生（第 1回講

義）, 講演・ランチョン, 横浜, 2016, 12. 
（雑誌・新聞） 
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. 
2. 千島 隆司 :「がんを治すこと」だけではなく「治った後の生活」まで 一歩進んだ乳がん治療を. 週刊朝日 第121巻第47号通巻
5390号, P110 9月 2日号. 

3. 川嶋 啓明, 千島 隆司 : 乳がんの知識深めて 青森 医療従事者に「学校」. 東奥日報第45010号, 第 3社会面, 2016年10月16日号. 
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<横須賀共済病院＞ 
1. Watanabe J, Ota M, Watanabe K, Saito S, Nagamine K, Suwa H, Suwa Y, Momiyama M, Ishibe A, Ichikawa Y, Oba M,

Endo I : Randomized phase II trial of prophylactic use of celecoxib for the prevention of oxaliplatin-related peripheral 
vascular pain in CapeOX for stage II/III colon cancer patients (YCOG1207). ASCO-GI 2016, ポスター, San Francisco, 
2016, 1. 

2. 小笠原 康夫, 渡邉 純, 大矢 浩貴, 北嶋 達也, 藤本 章博, 小川 薫, 久保 俊裕, 武井 将伍, 田中 淑恵, 田村 裕子, 中崎 佑介, 山口
敬史, 朴 峻, 木村 準, 野尻 和典, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当院における緊急腹腔鏡下手術の現状. 第45回神奈
川県消化器外科研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 6.

3. 小笠原 康夫, 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, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井
秀宣, 長堀 薫 : 大腸におけるMixed Adenoneuroendcrine Carcinoma (MANEC) の臨床病理学的予後評価. 第78回日本臨床外科
学会総会, ワークショップ, 東京, 2016, 11.

4. 小笠原 康夫, 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, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井
秀宣, 長堀 薫 : 下行結腸癌におけるComplete Mesocolic Excisionの手術手技. 第29回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 横浜,
2016, 12.

5. 木村 準, 茂垣 雅俊, 大矢 浩貴, 高畑 太輔, 武井 将伍, 矢後 彰一, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当科にお
ける胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の手術手技の工夫と治療成績. 第88回日本胃癌学会総会, ポスター, 大分, 2016, 3.

6. 木村 準, 茂垣 雅俊, 川村 祐介, 矢後 彰一, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 当科における胃癌に対
する腹腔鏡補助下胃全摘術の再建手技の工夫と治療成績. 第71回日本消化器外科学会総会, ポスター, 徳島, 2016, 7.

7. 木村 準, 茂垣 雅俊, 大矢 浩貴, 田中 淑恵, 小笠原 康夫, 渡邉 純, 野尻 和典, 盛田 知幸, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : 胃癌に対する腹腔鏡
補助下胃全摘術の再建手技の工夫と治療成績. 第51回神奈川胃癌治療研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 12.

8. 田中 淑恵, 野尻 和典, 木村 準, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 長堀 薫 : 大腸癌肝転移に対する化学療法後肝切除症例
の検討－腫瘍の放射線学的, 病理組織学的治療効果を中心に－. 第16回横須賀消化器病セミナー, 一般演題, 横須賀, 2016, 6.

9. 田中 淑恵, 野尻 和典, 木村 準, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 長堀 薫 : 扁平上皮分化を示した胆嚢癌の一例. 第17回
横須賀消化器病セミナー, 一般演題, 横須賀, 2016, 11.

10. 田中 淑恵, 野尻 和典, 小笠原 康夫, 木村 準, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 長堀 薫 : 私のライフスタイル紹介～これ
からキャリアアップを目指す立場から～. 第78回日本臨床外科学会総会, ワークショップ, 東京, 2016, 11.

11. 田中 淑恵, 山岸 茂, 鈴木 紳佑, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 本庄 優衣, 森 康一, 山本 信也, 牧 洋知, 植田 倫夫, 仲野 明 :
横行結腸を先進部とした腸重積症に対して単孔式腹腔鏡下腫瘍核出術を施行した一例. 第339回日本消化器病学会関東支部, 一般演題,
東京, 2016, 5.

12. 田中 淑恵, 山岸 茂, 鈴木 紳佑, 中堤 啓太, 中本 礼良, 清水 康博, 本庄 優衣, 森 康一, 山本 信也, 牧野 洋知, 植田 倫夫, 仲野 明 :
直腸癌術後縫合不全予測因子としてのCRPの意義. 第116回日本外科学会総会, ポスター, 大阪, 2016, 4.

13. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 木村 準, 野尻 和典, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀
薫 : Bundle（束）で考える縫合不全の予防. 第22回神奈川大腸肛門手術手技研究会, 一般演題, 横浜, 2016, 9.

14. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 野尻 和典, 舛井 秀宣, 長堀 薫 : ICG蛍光法を術中ナ
ビゲーションとした腹腔鏡下大腸切除術. 第 9回蛍光Navigation Surgery研究会, 一般演題, 京都, 2016, 10.

15. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 遠藤 格 : 腹腔鏡下結腸切除術における内臓
肥満患者の問題点. 第116回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 大坂, 2016, 4.

16. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 宏和, 樅山 将士, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 木村 準, 野尻 和典, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 市川 靖史,
遠藤 格 : 切除不能大腸癌に対するTFTD (ロンサーフ) 使用の現状. Colorectal Cancer Forum in Yokohama, 一般演題, 横浜,
2016, 9.

17. 渡邉 純 : Clinical Anatomy Based TME：腹腔鏡下直腸癌手術～究極のQOL向上を目指して～. 第71回日本大腸肛門病学会学術集
会, 講演・ランチョン, 三重, 2016, 11.

18. 渡邉 純 : リンパ節郭清を極める ～リンパ流評価がもたらすbest practice～. 第 1回北陸大腸癌セミナー, 講演・ランチョン, 富山,
2016, 8.

19. 渡邉 純 : 腹腔鏡下大腸癌手術の追及～State of the ARTを目指して～. 第 4回若手LACカンファレンス in Fukui, 講演・ランチョ
ン, 福井, 2016, 7.

20. 渡邉 純 : 解剖学的理解を深めて 腹腔鏡下S状結腸切除術をマスターしよう. 第 9回さいたま鏡視下手術手技セミナー, 講演・ラン
チョン, 富士宮, 2016, 5.

21. 渡邉 純 : リンパ流評価に基づいた大腸癌に対する腹腔鏡手術. 第10回大腸Reduced port surgery勉強会, 講演・ランチョン, 徳島,
2016, 7.

22. 渡邉 純, 大田 貢由, 藤井 正一, 諏訪 宏和, 石部 敦士, 遠藤 格 : Randomized clinical trial of single-incision versus Multiport
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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 gastrec-
tomy 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 endos-
copy 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 medi-
cal 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
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