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門病学会雑誌, 70：35-40, 2017.
9. 矢澤 慶一, 杉田 光隆, 長田 俊一：血管内治療によって腸管大量切除を回避し得た上腸間膜動脈塞栓症の 1 例. 日本腹部救急医学会雑
誌, 37 (6)：935-940, 2017.
10. 小野 秀高, 金城 美幸, 中嶌 雅之, 馬場 裕之, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗, 杉田 光隆：化学療法が著効し、Conversion Therapyを行っ
た多発肝転移を伴うHER2陽性胃癌の 2 例. 癌と化学療法, 44 (12)：1662-1664, 2017.
11. 清水 康博, 杉田 光隆, 大石 裕佳, 中嶌 雅之, 小野 秀高, 馬場 裕之：腹腔鏡手術が診断・治療に有効であったMeckel憩室穿孔の 1
例. 横浜医学, 65：517-521, 2017.

<済生会横浜市南部病院＞
1. 橋本 至, 大島 貴, 長澤 伸介, 山田 貴允, 原田 浩, 山本 直人, 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を内視鏡下に全層縫合器Over-The-Scope-Clipping Systemにより閉鎖しえた 1 例. 日消外会誌, 50 (7)：521-27,
2017.
2. 橋本 至, 山田 貴允, 瀬上 顕貴, 大島 貴, 湯川 寛夫, 塩澤 学, 森永 聡一郎, 利野 靖, 益田 宗孝：腹腔鏡補助下に診断治療した
Meckel憩室卵黄血管遺残による腸閉塞の 1 例. 日本外科系連合学会雑誌, 42 (5)：783-88, 2017.
3. 橋本 至, 林

勉, 嶋田 裕子, 村上 仁志, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 利野 靖, 益田 宗孝：Meckel憩室穿孔によるバリウム腹膜炎の 1

例. 日本腹部救急医学会雑誌, 37 (7)：1001-1003, 2017.
4. 橋本 至, 村上 仁志, 有坂 早香, 菅原 裕子, 瀬上 顕貴, 高川 亮, 林 勉, 嶋田 和博, 平川 昭平, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 今
田 敏夫, 利野 靖, 益田 宗孝：Capecitabine+CDDP+Trastuzumab療法によりCRを得たHER2陽性進行再発胃癌の 1 例. 癌と化
学療法, 44 (12)：1455-1457, 2017.
5. 稲垣 大輔, 塩澤 学, 里吉 哲太, 他：原発巣切除を施行した腹膜播種を伴う大腸癌の治療成績と予後因子. 日消外会誌, 50：607613, 2017.
6. 横井 英人, 長谷川 誠司, 和田 朋子, 菅原 裕子, 渡辺 卓央, 池 秀之, 福島 忠男：自慰目的にハンドグリッパーを経肛門的に挿入し直
腸穿通をきたした 1 例. 日本大腸肛門病学会誌, 70 (8)：543-548, 2017.

<JCHO横浜中央病院＞
1. 三松 謙司, 吹野 信忠, 小笠原 康夫：Utility of Inflammatory Marker-and Nutritional Status-based Prognostic Factors for
Predicting the Prognosis of Stage Ⅳ Gastric Cancer Patients Undergoing Non-curative Surgery. ANTICANCER
RESEARCH, 37：4215-4222, 2017.
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<横浜掖済会病院＞
1. Nakagawa K, Tanaka K, Nojiri K, Sawada Y, Kumamoto T, Ueda M, Minami Y, Mochizuki Y, Morioka D, Kubota T：
Predictive factors for bile leakage after hepatectomy for hepatic tumors：a retrospective multicenter study with 631
cases at Yokohama Clinical Oncology Group (YCOG). J Hepatobiliary Pancreat Sci, 24：33-41, 2017.
2. Yamaguchi K, Morioka D, Kobayashi A, Horii N, Miyake K, Takakura H, Sato Y：Utilization of distilled water lavage for
localized fluid collection after combined hepatectomy and cyst fenestration for polycystic liver disease. Int Surg,
(epub aehead of print) 2017.

<長津田厚生総合病院＞
1. 平谷 清吾, 松山 隆生, 森 隆太郎, 遠藤 格：膵腸吻合 −柿田変法−. 臨床外科, 72 (4)：482-486, 2017.
2. 平谷 清吾, 松山 隆生, 森 隆太郎, 原田 郁, 薮下 泰宏, 澤田 雄, 熊本 宜文, 遠藤 格：術後出血

肝胆膵術後 (特集

術後重大合併

症：これだけは知っておきたい緊急処置法). 臨床外科, 72 (6)：667-673, 2017.

<松島病院大腸肛門病センター＞
1. Inoue E, Hata K, Kimura H, Yamaguchi K, Nojima M, Endo I, Shinozaki M：Altered expression of microRNAs in patients
with pouchitis after restorative proctocolectomy. Surgery Today, 47 (12)：1484-1491, 2017.
2. 井上 英美, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格：安全に胆嚢摘出術を施行しえた胆道走向異常の 1 例. 日本臨床外
科学会雑誌, 78 (12)：127-132, 2017.
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<帝京大学ちば総合医療センター＞
1. 幸田 圭史：技術認定医取得への道. Chiba Colon Conference, 座長・司会, 東京, 2017, 1.
2. 幸田 圭史：口演Ⅲ-1

直腸癌に対する手術の工夫：より安全に手術を行うために. 第86回大腸癌研究会, 座長・司会, 岩手, 2017, 1.

3. 栃木 透, 小杉 千弘, 笠原 康平, 佐塚 哲太郎, 平野 敦史, 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：直腸癌に対する手術の工夫：より安全に手術を行うために. 第86回大腸癌研究会, ポスター, 岩手, 2017, 1.
4. 首藤 潔彦, 森 幹人, 松尾 憲一, 小杉 千弘, 平野 敦史, 宮澤 幸正, 幸田 圭史, 山崎 将人：Ⅳ

消化器手術の定型化と核心. 第22回

千葉内視鏡外科研究会, 講演・ランチョン, 千葉, 2017, 2.
5. 幸田 圭史：シンポジウム

癌化学療法施行患者におけるストーマ・皮膚・排泄管理. 第34回日本ストーマ・排泄リハビリテーション

学会, 座長・司会, 愛知, 2017, 2.
6. 平野 敦史, 小杉 千弘, 栃木 透, 塚越 美典, 鈴木 理恵, 幸田 圭史：双孔式横行結腸ストーマ脱出に対するストーマ部からの腸切除の
経験. 第34回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会, ポスター, 愛知, 2017, 2.
7. 栃木 透, 小杉 千弘, 平野 敦史, 幸田 圭史：抗菌性創傷被覆ハイドロファイバーを用いて人工肛門閉鎖術後創管理の有用性. 第34回
日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会, 一般演題, 愛知, 2017, 2.
8. 幸田 圭史：講演. 第 4 回北総がんフォーラム, 講演・ランチョン, 千葉, 2017, 2.
9. 田中 邦哉：大腸癌肝転移症例における治療戦略

切除不能大腸癌における抗EGFR抗体の位置づけ. Fukuoka Colorectal Seminar,

講演・ランチョン, 福岡, 2017, 2.
10. 首藤 潔彦, 森 幹人, 小杉 千弘, 平野 敦史, 栃木 透, 松尾 憲一, 廣島 幸彦, 笠原 康平, 田中 邦哉, 幸田 圭史：高齢者胃癌手術例に
おける術前絶食の及ぼす影響−propensity scoreを用いた検討. 第32回日本静脈経腸栄養学会, ポスター, 岡山, 2017, 2.
11. 田中 邦哉：第 3 回南多摩消化器がんフォーラム, 講演・ランチョン, 東京, 2017, 2.
12. 宮澤 幸正：二次精密検診施設の癌症例, 興味ある症例, 診断難渋症例等. 第 2 回乳がん検診合同カンファレンス, 講演・ランチョン,
千葉, 2017, 3.
13. 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, 栃木 透, 笠原 康平, 佐塚 哲太郎, 宮澤
幸正：小腸腸閉塞腹腔鏡手術の長期成績と限界. 第53回日本腹部救急医学会, ワークショップ, 神奈川, 2017, 3.
14. 小杉 千弘：一般演題（口演）12 メッケル憩室− 1 . 第53回日本腹部救急医学会, 座長・司会, 神奈川, 2017, 3.
15. 幸田 圭史：特別講演 Liquid biopsyを用いた大腸癌化学療法. 千葉大腸癌カンファレンス, 座長・司会, 千葉, 2017, 3.
16. 栃木 透, 宮澤 幸正, 佐塚 哲太郎, 笠原 康平, 平野 敦史, 廣島 幸彦, 森 幹人, 小杉 千弘, 松尾 憲一, 首藤 潔彦, 田中 邦哉, 幸田
圭史：線種様甲状腺腫の診断にて嚢胞洗浄を繰り返していたところ充実性腫瘤に変化した甲状腺悪性リンパ腫の 1 例. 第79回千葉県
外科医会, 一般演題, 千葉, 2017, 3.
17. Mori M, Shuto K, Hirano A, Tochigi T, Kosugi C, Matsuo K, Hiroshima Y, Kasahara K, Sazuka T, Tanaka K, Koda K：
Application of Endo GIATM reinforced reload with Tri-StapleTM technology to laparoscopic gastrectomy,（組織補強材
一体型自動縫合器の腹腔鏡下胃切除術への導入）
. 第89回日本胃癌学会, ポスター, 広島, 2017, 3.
18. Shuto K, Mori M, Kosugi C, Hirano A, Tochigi T, Koda K：Disadvantage of preoperative fasting of advanced gastric
cancer of the elderly.（高齢者進行胃癌における術前絶食の不利益性に関する検討）
. 第89回日本胃癌学会, ポスター, 広島, 2017,
3.
19. 松尾 憲一：教室トピックス1：消化管外科. 平成29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, 2017, 3.
20. 森 幹人：当科におけるHer2陰性高度進行胃癌に対する分割DCS療法の治療成績. 平成29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, 2017, 3.
21. 小杉 千弘：下部直腸癌に括約筋間切除術の成績と術後排便機能. 平成29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, 2017, 3.
22. 平野 敦史：高齢者大腸癌に対するE-PASS・COUNT scoreを用いた術前リスク評価の有用性の検討. 平成29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, 2017, 3.
23. 首藤 潔彦：臨床研究−食道癌・胃癌. 平成29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, 2017, 3.
24. 栃木 透：当院における閉塞大腸癌に対するBridge to Surgeryとしての大腸ステントの安全性と有用性の検討. 平成29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, 2017, 3.
25. 森 幹人：教室トピックス 2：肝胆膵外科・乳腺外科 平成29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, 2017,
3.
26. 松尾 憲一：心臓血管外科とコラボレーションして行う肝部下大静脈合併再建を併施した肝切除術. 平成29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, 2017, 3.
27. 廣島 幸彦：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−. 平成29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, 2017, 3.
28. 笠原 康平：80歳以上の高齢者肝切除における呼吸器合併症の予防と対策. 平成29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, 2017, 3.
29. 佐塚 哲太郎：乳癌症例のまとめ. 平成29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, 2017, 3.
30. 小杉 千弘：教室トピックス3：看護研究・外科まとめ. 平成29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,

106

業績・研究／学会発表

2017, 3.
31. 高栖 里佳子：ターミナル期患者の家族に対する看護についての報告. 平成29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, 2017, 3.
32. 高橋 絵理奈：当科におけるCLABSI発生率の検討と今後の課題. 平成29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, 2017, 3.
33. 吉澤 彩貴：ストーマ皮膚接合部が離開した症例に対するケア. 平成29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,
2017, 3.
34. 幸田 圭史：2016年度の外科業績と今後の展望. 平成29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, 2017, 3.
35. 幸田 圭史：症例検討. 第56回千葉消化器疾患研究会, 座長・司会, 千葉, 2017, 3.
36. Koda K：Fecal Incontinence：Basic research for better treatment.16th APFCP 2017 (16th Asia Pacific Federation of
Coloproctolgy), シンポジウム, Seoul, Korea, 2017, 3.
37. Koda K：APFCP/ECTA Symposium 16：Complicated Anorectal Fistula.16th APFCP 2017 (16th Asia Pacific Federation of Coloproctolgy), 座長・司会, Seoul, Korea, 2017, 3.
38. 幸田 圭史：サージカルフォーラム（12）大腸−バイオマーカー−2. 第117回日本外科学会, 座長・司会, 神奈川, 2017, 4.
39. 清水 宏明：ポスターセッション（48）胆道−胆道癌−1. 第117回日本外科学会, 座長・司会, 神奈川, 2017, 4.
40. 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, 栃木 透, 笠原 康平, 佐塚 哲太郎, 宮澤
幸正：下部直腸癌に対する括約筋間切除の成績と術後排便機能障害. 第117回日本外科学会, パネルディスカッション, 神奈川,
2017, 4.
41. 栃木 透, 小杉 千弘, 笠原 康平, 佐塚 哲太郎, 平野 敦史, 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：当院における閉塞性大腸癌に対するBridge to surgeryとしての大腸ステントの安全性と有用性の検討. 第117回日本外科学会,
ポスター, 神奈川,

2017, 4.

42. 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, 田中 邦哉, 宮澤 幸正, 幸田
圭史：高齢者大腸癌手術症例におけるEstimation of physiologic ability and surgical stress (E-PASS)・Controing nutritional
status (CONUT) scoreを用いた術前リスク評価の有用性の検討. 第117回日本外科学会, ポスター, 神奈川, 2017, 4.
43. 首藤 潔彦, 森 幹人, 小杉 千弘, 平野 敦史, 河野 世章, 阿久津 泰典, 上里 昌也, 松尾 憲一, 田中 邦哉, 宮澤 幸正, 山崎 将人, 松原
久裕, 幸田 圭史：食道癌結腸再建術の工夫−縫合不全リスク因子からみた検討. 第117回日本外科学会, ワークショップ, 神奈川,
2017, 4.
44. 森 幹人, 首藤 潔彦, 平野 敦史, 栃木 透, 小杉 千弘, 松尾 憲一, 廣島 幸彦, 笠原 康平, 佐塚 哲太郎, 宮澤 幸正, 田中 邦哉, 幸田
圭史：ICG蛍光イメージを用いた消化管吻合部血流の評価方法に関する検討. 第117回日本外科学会, 一般演題, 神奈川, 2017, 4.
45. 成島 一夫, 宮内 英聡, 大平 学, 加賀谷 暁子, 武藤 頼彦, 斉藤 洋茂, 今西 俊介, 松原 久裕：当院における大腸癌肝転移肝切除の治
療成績. 第117回日本外科学会, ポスター,神奈川, 2017, 4.
46. 佐塚 哲太郎, 宮澤 幸正, 栃木 透, 平野 敦史, 森 幹人, 小杉 千弘, 首藤 潔彦, 笠原 康平, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 田中 邦哉, 幸田
圭史, 松原 久裕：乳癌術後局所再発および所属リンパ節再発に対する切除例のまとめ. 第117回日本外科学会, ポスター, 神奈川,
2017, 4.
47. 田中 邦哉, 笠原 康平, 菊地 祐太郎, 川口 大輔, 村上 崇, 廣島 幸彦, 松尾 憲一, 山崎 一人：Modified ALPPS procedures
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1. 井上 栞, 関戸 仁, 松田 悟郎, 武田 和永, 清水 哲也, 渡部 顕, 久保 博一, 山本 悠史, 豊田 純哉：過剰抗凝固により腹壁血腫をきた
した一例. 第148回神奈川県臨床外科医学会集談会, 口演, 神奈川, 2017, 2.
2. 武田 知晃, 望月 聡之, 古谷 良輔, 宮崎 弘志, 祐森 章幸, 余湖 直紀, 鈴木 誠也, 山縣 英尋, 三澤 菜穂, 関戸 仁, 清水 哲也, 渡部
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第53回日本腹部救急医学会総会, 口演, 神奈川, 2017, 3.
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12. 井上 栞：診断に難渋したアメーバ性大腸炎の一例. 第72回日本消化器外科学会総会, 示説, 石川, 2017, 7.
13. 関戸 仁, 武田 和永, 松田 悟郎, 清水 哲也, 渡部 顕, 久保 博一, 坂本 里紗, 山本 悠史, 豊田 純哉：連続縫合による膵管空腸粘膜吻
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<横須賀市立市民病院＞
1. 泉澤 祐介, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 峯岸 裕蔵, 山田 淳貴, 久保 章：当院における幽門狭窄を有する胃癌症例の検討.
第26回日本癌病態治療研究会, ポスター, 横浜, 2017, 6.
2. 山田 淳貴, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 泉澤 祐介, 峯岸 裕蔵, 久保 章：下膵十二指腸動脈瘤破裂に伴う後腹膜血腫により
十二指腸狭窄を来した直腸癌術後の 1例. 第79回日本臨床外科学会総会, ポスター, 東京, 2017, 11.
3. 山田 淳貴, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 泉澤 祐介, 峯岸 裕蔵, 竹川 義則, 久保 章：腹腔鏡下に手術を行った虫垂神経内
分泌腺癌の 1 例. 第30回日本内視鏡外科学会総会, ポスター, 京都, 2017, 12.
4. 山田 淳貴, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 泉澤 祐介, 峯岸 裕蔵, 竹川 義則, 久保 章：長期生存を得た副膵管原発膵癌の 1
例. 第44回日本膵切研究会, ポスター, 横浜, 2017, 8.
5. 山田 淳貴, 亀田 久仁郎, 長嶺 弘太郎, 杉浦 浩朗, 泉澤 祐介, 峯岸 裕蔵, 山本 淳, 高橋 弘毅, 竹川 義則, 久保 章：虫垂原発GIST
の 1例. 第344回日本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2017, 5.

<茅ヶ崎市立病院＞
1. 山田 顕光：乳癌検診の現状と展望, 当院における乳癌診療の実際. 茅ヶ崎医師会乳癌勉強会, 講演・ランチョン, 茅ヶ崎, 2017, 2.
2. 山田 顕光：トリプルネガティブ乳癌のこれまでの試み. 第14回武蔵野乳癌研究会, 講演・ランチョン, 東京, 2017, 3.
3. 山田 顕光：HER2陽性進行再発乳癌の治療戦略. 西湘乳癌セミナー, 講演・ランチョン, 小田原, 2017, 4.
4. 山田 顕光：HER2陽性乳癌の臨床上の特徴と治療方針. 第38回日本乳腺甲状腺超音波医学会, 講演・ランチョン, 宇都宮, 2017, 5.
5. 山田 顕光, 永橋 昌幸, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 島 秀栄, 菅江 貞亨, 成井 一隆, 市川 靖史, 高部 和明, 石川 孝, 遠藤 格：ABCC11
はスフィンゴシン 1リン酸（S1P）を輸送して微小環境を整え, 乳癌の増殖に寄与する. 第26回日本癌病態治療研究会, ポスター, 横
浜, 2017, 6.
6. 山田 顕光：HER2陰性乳癌における術前化学療法. 第 5回Fresh up Breast Cancer Conference, 座長・司会, 鎌倉, 2017, 6.
7. 山田 顕光, 成井 一隆, 鈴木 千穂, 足立 祥子, 島 秀栄, 原田 郁, 門倉 俊明, 喜多 久美子, 山本 晋也, 嶋田 和博, 清水 大輔, 田辺
美樹子, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 石川 孝, 遠藤 格：トリプルネガティブアポクリン癌の臨床病理学的特徴. 第25回日本乳癌学会学術総
会, ポスター, 博多, 2017, 7.
8. 山田 顕光：チーム医療のための乳がん診療基礎知識. Breast Cancer Teambuilding Seminar, 講演・ランチョン, 平塚, 2017, 11.
9. 山田 顕光：Translational research of ALDH1 in triple negative breast cancer. 第15回Breast Cancer Frontier Meeting,
講演・ランチョン, 東京, 2017, 11.
10. 山田 顕光：乳癌にまつわるウソ・ホント. 茅ヶ崎市立病院出張講座, 講演・ランチョン, 茅ヶ崎, 2017, 11.
11. 高畑 太輔, 山田 顕光, 遠藤 格：乳房部分切除後10年で同側乳房に発症した乳腺がん肉腫の 1例. 第14回日本乳癌学会関東地方会, ポ
スター, 大宮, 2017, 12.
12. Yamada A, Nagahashi M, Aoyagi T, Huang W-C, Lima S, Miyazaki H, Narui K, Ishikawa T, Endo I, Waters MR, Milstien S,
Spiegel S, Takabe K ： Sphingosine-1-phosphate Produced by Sphingosine Kinase 1 and Exported via ABCC1
Shortens Survival of Mice and Humans with Breast Cancer. 第40回San Antonio Breast Cancer Symposium, ポスター,
サンアントニオ, 2017, 12.

<横浜労災病院＞
（乳腺外科）
1. 大椛 裕美：乳がん治療と仕事の両立支援において看護師ができること.釧路乳癌セミナー2017, 講演・ランチョン, 釧路, 2017, 10.
2. 大椛 裕美：乳がん看護とチーム医療. Breast Cancer Teambuilding Seminar, 講演・ランチョン, 平塚, 2017, 11.
3. 千島 隆司：エビデンスに基づいた「患者中心の医療」〜医学から医療を創るチーム力〜. 第10回阪神乳がんチーム医療を考える会,
講演・ランチョン, 尼崎, 2017, 11.
4. 千島 隆司：いまだからこそ知っておきたい

乳がんに負けないための３つのコツ . 第12回コープのがんセミナー, 講演・ランチョン,

横浜, 2017, 11.
5. 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 7 期生（第 2 回講義）
, 座長・司会, 横浜, 2017, 1.
6. 千島 隆司：乳がん脳転移に対する治療戦略（ケースディスカッション）
. 第15回神奈川乳腺カンファレンス学術集会, 座長・司会, 横
浜, 2017, 1.
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7. 千島 隆司：乳がん診療におけるBad Newsの伝え方. 第 3 回琉球乳腺倶楽部沖縄乳がん学校（第 1 回講義）, 座長・司会, 沖縄市,
2017, 1.
8. 千島 隆司：チームで取り組む乳がん診療. 第 3 回琉球乳腺倶楽部沖縄乳がん学校（第 2 回講義）
, 座長・司会, 沖縄市, 2017, 1.
9. 千島 隆司：教育講演・乳癌術後フォローアップの画像診断. 第26回日本乳癌画像研究会, 座長・司会, 横浜, 2017, 2.
10. 千島 隆司：症例ごとにつくるオーダーメイドのチーム医療. よこはま乳がん学校第 7 期生（第 4 回講義）
, 座長・司会, 横浜, 2017,
2.
11. 千島 隆司：アドバンスケアプランニング〜基礎知識と実践のポイント〜. 第 2 回がんの支持療法と緩和セミナー, 座長・司会, 横浜,
2017, 5.
12. 千島 隆司：薬物療法 2 ホルモン付加療法. 第25回日本乳癌学会, 座長・司会, 福岡, 2017, 7.
13. 千島 隆司：乳房再建についての現状−乳腺外科と形成外科のコラボレーション−. 第 2 回神奈川乳房再建研究会, 座長・司会, 横浜,
2017, 8.
14. 千島 隆司：エキスパンダーを用いた乳房一次再建のコツと工夫−ビデオセッション−. 第 2 回神奈川乳房再建研究会, 座長・司会, 横
浜, 2017, 8.
15. 千島 隆司：乳房再建術後ケアについて−術後の下着やスキンケアなどの注意点−. 第 2 回神奈川乳房再建研究会, 座長・司会, 横浜,
2017, 8.
16. 千島 隆司：乳腺

患者支援1（デジタルポスター 70）
. 第55回日本癌治療学会学術集会, 座長・司会, 横浜, 2017, 10.

17. 千島 隆司：乳腺診療におけるMRI 検査. 横浜乳腺画像診断勉強会2017, 座長・司会, 横浜, 2017, 11.
18. 千島 隆司：【ディベートディスカッション Ⅱ】乳房SBI 再建症例に対するPMRT適応について. Breast Cancer Debate Meeting Kanagawa- 2017, 座長・司会, 横浜, 2017, 11.
19. 千島 隆司：一般演題M. 第14回日本乳癌学会関東地方会, 座長・司会, さいたま, 2017, 12.
（講演）
1. 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 7 期生（第 3 回講義）
, 講演・ランチョン, 横浜,
2017, 1.
2. 千島 隆司：チーム医療のABC 2017＠沖縄. 琉球乳腺倶楽部第 3 回沖縄乳がん学校（第 1 回講義）, 講演・ランチョン, 沖縄市,
2017, 1.
3. 千島 隆司：乳がん告知に伴うメンタルケア 2017 in 沖縄. 琉球乳腺倶楽部第 3 回沖縄乳がん学校（第 1 回講義）
, 講演・ランチョン,
沖縄市, 2017, 1.
4. 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 3 回沖縄乳がん学校（第 2 回講義）
, 講演・ランチョン,
沖縄市, 2017, 1.
. 大椛 裕美：乳がん看護とチーム医療. よこはま乳がん学校第 7 期生（第 4 回講義）
, 講演・ランチョン, 横浜, 2017, 2.
6. 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 7 期生（第 4 回講義）, 講演・ランチョン, 横浜,
2017, 2.
7. 千島 隆司：乳がんの臨床. 平成28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, 2017, 3.
8. 千島 隆司：乳がん治療の最近の話題〜患者中心の乳がん診療をめざして〜. 第44回乳腺腫瘍セミナー, 講演・ランチョン, 日高,
2017, 3.
9. 千島 隆 司：乳 が ん 診療 で求め ら れ るチ ーム医 療 と は〜 がん患 者 が 自分 らしく 生 き るた めに〜 . 第17 回 BREAST IMAGINGSetagaya）
, 講演・ランチョン, 東京, 2017, 5.
10. 千島 隆司：患者中心のチーム医療をめざして〜医学から医療を創るためのチーム力〜. 第 3 回乳がんチーム医療研究会 in 瀬戸内, 講
演・ランチョン, 岡山, 2017, 6.
11. 大椛 裕美：チーム医療に必要な看護力〜よこはま乳がん学校が育てる看護師とは〜. 第 3 回乳がんチーム医療研究会 in 瀬戸内, 講
演・ランチョン, 岡山, 2017, 6.
12. 千島 隆司：乳がんを克服するために必要なこと〜早期発見からチーム医療まで〜. JICA Project for improvement of National
Program for Early Detection of Breast Cancer 2017, 講演・ランチョン, 横浜, 2017, 6.
13. 千島 隆司：患者に寄り添った

医療

とは−がん診療におけるBad Newsの伝え方−. 第71回千葉撮影技術研究会, 講演・ランチョ

ン, 千葉, 2017, 7.
14. 千島 隆司：患者中心の乳がん診療をめざして−包括的乳腺先進医療センターができること−. 第19回横浜市北東部病診連携講演会
（登録医の会）
, 講演・ランチョン, 横浜, 2017, 7.
15. 千島 隆司：学校では教わらない本当の乳がん診療−患者中心の医療をめざして−. Q-Collegeマスター特別講義（Oncology Course
2017）
, 講演・ランチョン, 東京, 2017, 7.
16. 千島 隆司：乳腺科が考える乳房再建とは−症例報告におけるインフォームドコンセント−. 乳房再建エキスパートミーティング
2017, 講演・ランチョン, 横浜, 2017, 7.
17. 千島 隆司：乳がん術後リンパ浮腫−その発症および傾向と対策について−. 横浜市北東部乳がん術後患者支援講演会2017, 講演・ラ
ンチョン, 横浜, 2017, 8.
18. 竹内 英樹：乳がんと向き合っていくうえでのよもやま話. 第30回埼玉医科大学国際医療センターやまぶきの会, 講演・ランチョン, 日
高, 2017, 9.
19. 大椛 裕美：乳がん治療と仕事の両立支援において看護師ができること. 釧路乳癌セミナー2017, 講演・ランチョン, 釧路, 2017, 10.
20. 大椛 裕美：乳がん看護とチーム医療. Breast Cancer Teambuilding Seminar, 講演・ランチョン, 平塚, 2017, 11.
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21. 千島 隆司：エビデンスに基づいた「患者中心の医療」〜医学から医療を創るチーム力〜. 第10回阪神乳がんチーム医療を考える会,
講演・ランチョン, 尼崎, 2017, 11.
22. 千島 隆司：いまだからこそ知っておきたい 乳がんに負けないための 3 つのコツ . 第12回コープのがんセミナー, 講演・ランチョン,
横浜, 2017, 11.
（雑誌・新聞）
1. 千島 隆司：横浜労災病院

乳がん対策を講義−セルビアの医師らが視察−. タウンニュース港北区版 (934)：2, 2017.

2. 千島 隆司：コープのがんセミナー
けんだより

今だからこそ知っておきたい

乳がんに負けないための 3 つのコツ . コープライフサービスのほ

10月号：1, 2017.

（外科）
1. 水藤 広, 篠藤 浩一, 尾崎 正彦, 大島 郁也, 松原 久裕：白線ヘルニアの 1 手術例. 第53回日本腹部救急医学会総会, 一般演題, 横浜,
2017, 3.
2. Shinoto K, Ozaki M：A case of follicular dendritic cell sarcoma of the liver. 第29回日本肝胆膵外科学会・学術集会（29th
JSHBPS）
, ポスター, 横浜, 2017, 7.
3. 篠藤 浩一, 岡崎 靖史, 尾崎 正彦：膵頭十二指腸切除術（PD）後の術後出血の検討. 第72回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 金
沢, 2017, 7.
4. 平田 篤史, 篠藤 浩一, 松木 裕輝, 水藤 広, 花岡 俊晴, 佐藤 公太, 岡崎 靖史, 吉村 清司, 大島 郁也, 尾崎 正彦：術後早期の経腸栄
養投与中に生じた非閉塞性腸管虚血症例の検討. 第72回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 金沢, 2017, 7.
5. 佐藤 公太：地域に必要とされる外科治療を目指して −低侵襲手術から高難度手術まで−. 横浜労災病院

平成27年度消化器病セン

ターカンファレンス, 一般演題, 横浜, 2017, 9.
6. 村上 剛之, 尾崎 正彦：腹腔鏡下に水圧法を用いて整復した閉鎖孔ヘルニア嵌頓の1例. 第42回港北医学会, 一般演題, 横浜, 2017, 9.
7. 水藤 広, 篠藤 浩一, 岡崎 靖史, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 佐藤 公太, 花岡 俊晴, 會田 直弘, 池田 優子, 村上 剛之, 松原 久裕：化学療
法により壊死・脳よう形成した胃癌術後再発リンパ節が胃内に穿破し長期生存している 1例. 第79回日本臨床外科学会総会, ポスター,
東京, 2017.1.
8. 水藤 広, 岡崎 靖史, 篠藤 浩一, 廣島 幸彦, 平野 敦史, 佐藤 公太, 花岡 俊晴, 會田 直弘：白線ヘルニアに対し腹腔鏡手術を行った 1
例. 第30回日本内視鏡外科学会総会, ポスター, 京都, 2017.2.
9. 花岡 俊晴, 岡崎 靖史、會田 直弘, 水藤 広, 平野 敦史, 廣島 幸彦, 佐藤 公太, 篠藤 浩一：当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復
術の導入と治療成績. 第30回日本内視鏡外科学会総会, その他, 京都, 2017.2.
10. 岡崎 靖史, 篠藤 浩一, 佐藤 公太, 平野 敦史, 花岡 俊晴, 水藤 広, 曾田 直弘：腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP法）における再
発症例の検討. 第30回日本内視鏡外科学会総会, その他, 京都, 2017.2.
11. 岡崎 靖史：ePoster 28, ヘルニア 6. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 座長・司会, 京都, 2017.2.
12. 村上 剛之, 松尾 憲一, 岡崎 靖史, 池田 優子, 會田 直弘, 水藤 広, 花岡 俊晴, 平野 敦史, 佐藤 公太, 尾崎 正彦, 篠藤 浩一：腹腔鏡
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一般演題, 京都, 2017. 12.
9. 大佛 智彦：人工肛門造設患者における術前ストーマサイトマーキングの重要性. 第42回日本外科系連合学会学術集会, 一般演題, 徳
島, 2017. 6.
10. 大佛 智彦：市中病院から技術認定医（胃）への道. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 京都, 2017. 12.
11. 稲垣 大輔, 長谷川 誠司, 橋本 至, 他：当科におけるStageⅢ大腸癌に対する腹腔鏡下手術の治療成績. 第30回日本内視鏡外科学会総
会, 一般演題, 京都, 2017. 12.
12. 稲垣 大輔, 塩澤 学, 里吉 哲太：直腸癌に対する左結腸動脈温存下腸間膜根リンパ節郭清の検討. 第72回日本大腸肛門病学会学術集
会, 一般演題, 福岡, 2017. 11.
13. 稲垣 大輔, 塩澤 学, 里吉 哲太：他臓器浸潤を伴った直腸癌の治療成績と予後因子. 第72回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 金沢,
2017. 7.
14. 稲垣 大輔, 塩澤 学, 里吉 哲太：大腸癌における原発巣部位と遺伝子変異の関係. 第117回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 横
浜, 2017. 4.
15. 有坂 早香, 高川 亮, 瀬上 顕貴, 菅原 裕子, 横井 英人, 水野 香世, 池田 孝秀, 橋本 至, 古波蔵 かおり, 須藤 友奈, 嶋田 和博, 林
勉, 村上 仁志, 平川 昭平, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 池 秀之, 中山 崇：混合型肝癌と術前診断した細胆管細胞癌の 1例. 第344回日
本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2017. 5.
16. 玉田 涼子, 大佛 智彦, 池田 孝秀, 水野 香世, 橋本 至, 菅原 裕子, 嶋田 和博, 高川 亮, 稲垣 大輔, 村上 仁志, 平川 昭平, 上田 倫
夫, 長谷川 誠司, 池 秀之, 福島 忠男, 今田 敏夫：PD-1阻害薬投与中に肺がん小腸転移によるイレウスに対して緩和手術を施行した
一例. 第149回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2017. 9.

<横浜保土ヶ谷中央病院＞
1. 有坂 早香, 松山 隆生, 森 隆太郎, 後藤 晃紀, 諏訪 雄亮, 澤田 雄, 大田 洋平, 熊本 宜文, 遠藤 格：肝切除後肝不全の予測因子. 第
117回日本外科学会, 一般演題, 神奈川, 2017, 4.
2. 有坂 早香, 高川 亮, 瀬上 顕貴, 菅原 裕子, 林 勉, 横井 英人, 橋本 至, 古波蔵 かおり, 須藤 友奈, 平川 昭平, 嶋田 和博, 村上 仁
志, 長谷川 誠司, 池 秀之, 中山 崇, 福島 忠男：混合型肝癌と術前診断した細胆管細胞癌の 1 例. 第344回消化器病学会関東支部例
会, 一般演題, 東京, 2017, 5.
3. 有坂 早香, 長谷川 誠司, 瀬上 顕貴, 嶋田 裕子, 高川 亮, 林 勉, 池 秀之, 福島 忠男：左側大腸癌イレウスに対するステント留置と
経肛門イレウス管留置後の手術成績の比較. 第72回消化器外科学会, 要望演題, 石川, 2017, 7.
4. 朴 峻, 上向 伸幸, 高畑 大輔, 有坂 早香, 小澤 真由美, 谷口 浩一, 斉藤 健人：ランブル鞭毛虫症に合併した胆管癌の一例. 第344回
消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2017, 5.
5. 朴 峻, 谷口 浩一, 有坂 早香, 斉藤 健人, 上向 伸幸：80歳以上の高齢者に対する膵頭十二指腸切除術の治療成績. 第44回日本膵切研
究会, 一般演題, 神奈川, 2017, 8.
6. 有坂 早香, 谷口 浩一, 朴 峻, 斉藤 健人, 上向 伸幸：最近の急性虫垂炎治療について. 第10回横浜西部消化器病連携セミナー, 一般
演題, 神奈川, 2017, 11.
7. 朴 峻, 谷口 浩一, 有坂 早香, 斉藤 健人, 上向 伸幸：保土ヶ谷中央病院における腹腔鏡下虫垂切除術. Look and Learn, 一般演題,
神奈川, 2017, 9.

<横浜中央病院＞
1. 吹野 信忠, 小笠原 康夫, 三松 謙司：肺動脈血栓塞栓症を合併した大網裂孔ヘルニアの 1例. 第79回日本臨床外科学会総会, ポスター,
東京, 2017, 11.
2. 吹野 信忠, 小笠原 康夫, 三松 謙司：Incidental gall bladder carcinoma after cholecystectomy. 第29回日本肝胆膵外科学会総
会, ポスター, 横浜, 2017, 6.

<横浜掖済会病院＞
1. 大山 倫男, 森岡 大介, 浅野 史雄, 三浦 勝, 佐藤 芳樹：当院で施行した切除不能進行・再発悪性腫瘍による消化管通過障害に対する
緩和的手術の検討. 第117回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 神奈川, 2017, 4.
2. 浅野 史雄, 森岡 大介, 大山 倫男, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 渡會 伸治：小規模一般病院においての大腸癌肝転移に対する肝切除は許容で
きるか. 第117回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 神奈川, 2017, 4.
3. 佐藤 芳樹, 森岡 大介, 大山 倫男, 浅野 史雄, 三浦 勝, 渡會 伸治：H3大腸癌肝転移に対する治療成績. 第117回日本外科学会定期学
術集会, ポスター, 神奈川, 2017, 4.
4. 森岡 大介, 大山 倫男, 浅野 史雄, 佐藤 芳樹, 三浦 勝, 渡會 伸治：胃癌肝転移に対する肝切除. 第117回日本外科学会定期学術集会,
ポスター, 神奈川, 2017, 4.
5. 堀井 伸利, 森岡 大介, 大山 倫男, 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
344回日本消化器病学会関東支部例会, その他, 東京, 2017, 5.
6. 堀井 伸利, 森岡 大介, 中山 岳龍, 大山 倫男, 佐藤 芳樹：化学療法により長期生存した腹膜播種陽性胆道癌の 2例. 第26回日本癌病
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態治療研究会, その他, 神奈川, 2017, 6.
7. Morioka D, Oyama N, Asano F, Sato Y, Miura M, Togo S：Prognostic similarities of hepatic resection for gastric cancer liver metastasis in selected patients to that for colorectal liver metastasis. 第28回日本肝胆膵外科学会学術集会, その
他, 神奈川, 2017, 6.
8. 浅野 史雄, 森岡 大介, 大山 倫男, 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72回日本消
化器外科学会総会, その他, 石川, 2017, 7.
9. 森岡 大介, 大山 倫男, 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
72回日本消化器外科学会総会, その他, 石川, 2017, 7.
10. 堀井 伸利, 森岡 大介, 浅野 史雄, 小林 敦夫, 三宅 謙太郎, 佐藤 芳樹：膵頭十二指腸切除後門脈狭窄の 1例. 第44回日本膵切研究会,
その他, 神奈川, 2017, 8.
11. 堀井 伸利, 森岡 大介, 豊田 純哉, 中山 岳龍, 大山 倫男, 佐藤 芳樹, 三浦 勝：new oral anticoagulant（NOAC）が肝硬変合併門
脈血栓の開腹術後急性増悪に有効と思われた 1例. 第79回日本臨床外科学会総会, その他, 東京, 2017, 11.
12. 浅野 史雄, 森岡 大介, 堀井 伸利, 大山 倫男, 三浦 勝：腹壁瘢痕ヘルニアに対する IPOM Plus法の短期的検討. 第30回日本内視鏡外
科学会総会, その他, 京都, 2017, 12.

<がん・感染症センター都立駒込病院＞
1. Homma Y, Honda G, Ishida H, Honjo M, Doi M, Hirata Y：Laparoscopic distal pancreatectomy for invsive ductal
carcinoma of the pancreatic body and tail. 第29回日本肝胆膵外科総会, ワークショップ, 神奈川, 2017, 6.
2. 本間 祐樹, 本田 五郎, 土井 愛美, 本庄 真彦, 平田 義弘：当科における腹腔鏡下肝右葉切除. 第72回日本消化器外科学会総会, ワー
クショップ, 石川, 2017, 7.
3. 本間 祐樹, 本田 五郎, 土井 愛美, 山本 淳, 大目 祐介：当科おける腹腔鏡下肝前区域切除. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 一般演
題, 京都, 2017, 12.
4. 本間 祐樹, 本田 五郎, 山本 淳, 土井 愛美, 大目 祐介：当科における膵癌術前化学放射線療法. 第12回膵癌術前治療研究会, ポス
ター, 広島, 2017, 10.
5. Homma Y, International Laparoscopic liver society：Laproscopic right hemihepatectomy. 第 1回 International Laparoscopic liver society (ILLS), ポスター, パリ, 2017, 7.
6. 山本 淳, 本田 五郎, 本間 祐樹, 土井 愛美, 平田 義弘：遠隔転移を伴う膵粘液性嚢胞腫瘍に対して化学療法後に治癒切除を施行し長
期生存中の一例. 第44回膵切研究会, ポスター, 神奈川, 2017, 8.
7. Yasmamoto J, Honda G, Homma Y, Ome Y, Doi M：Results of laparoscopic choledochojejunostomy using continuous
suture. 第12回 International Congress of Association of Minimal Access Surgeons of India, 一般演題, コチ, 2017, 10.
8. 山本 淳, 土井 愛美, 大目 祐介, 本間 祐樹, 本田 五郎：当科における連続縫合を用いた腹腔鏡下胆管空腸吻合術の治療成績. 第 9 回
膵臓内視鏡外科研究会, シンポジウム, 京都, 2017, 12.
9. 山本 淳, 土井 愛美, 大目 祐介, 本間 祐樹, 本田 五郎：右側肝円索を伴う転移性肝癌に対し腹腔鏡下肝S5系統的切除術を施行した 1
例. 第30回日本内視鏡外科学会, 一般演題, 京都, 2017, 12.

<NTT東日本関東病院＞
1. 山口 和哉, 渡辺 一輝, 中島 啓, 吉本 雄太郎, 北村 嘉久, 真木 治文, 佐久間 淳, 中嶋 健太郎, 佐藤 彰一, 長尾 厚樹, 里舘 均, 奈良
智之, 古嶋 薫, 針原 康：当院における単孔式腹腔鏡下ストーマ造設術. 第72回大腸肛門病学会, 要望演題, 福岡, 2017, 10.
2. 渡辺 一輝, 大圃 研, 山口 和哉, 村本 喬, 中嶋 健太郎, 古嶋 薫, 松橋 信行, 針原 康：早期下部直腸癌の治療戦略. 第72回大腸肛門
病学会, パネルディスカッション, 福岡, 2017, 10.
3. 山口 和哉, 渡辺 一輝, 中島 啓, 吉本 雄太郎, 北村 嘉久, 真木 治文, 佐久間 淳, 中嶋 健太郎, 佐藤 彰一, 長尾 厚樹, 里舘 均, 奈良
智之, 古嶋 薫, 針原 康：当院における 腹腔鏡下ストーマ造設術の変遷 〜単孔+1から単孔式へ. 第30回内視鏡外科学会, 一般演題,
京都, 2017, 12.
4. 渡辺 一輝, 中嶋 健太郎, 北村 嘉久, 山口 和哉, 真木 治文, 佐久間 淳, 長尾 厚樹, 里舘 均, 針原 康：GCTをランドマークにした
Surgical trunk郭清の手技と成績. 第30回内視鏡外科学会, 一般演題, 京都, 2017, 12.
5. 渡辺 一輝：縫合不全ゼロこそ、最強の腹部救急外科手術

Vol.2 〜術中の（縫合部）出血を最小限に抑える〜. 第53回日本腹部救急

医学会総会, 講演・ランチョン, 神奈川, 2017, 3.
6. 渡辺 一輝：GCTはこう攻める. 第117回日本外科学会, 講演・ランチョン, 神奈川, 2017, 4.

<長津田厚生総合病院＞
1. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 萩原 朋子, 真丸 祐一, 藤田 裕次, 石田 秀夫, 戸田 憲孝：腸回転異常を合併し盲腸に穿通した巨大横行結腸癌
の 1例. 第346回日本消化器病学会関東支部例会, 一般演題, 東京, 2017, 9.

<松島病院大腸肛門病センター＞
1. 井上 英美, 木村 英明, 大竹 はるか, 西尾 匡史, 小柏 剛, 国崎 玲子, 遠藤 格：大腸全摘回腸嚢肛門（管）吻合後に広範な小腸炎を発
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症した潰瘍性大腸炎の症例の検討. 第117回日本外科学会定期学術集会, 一般演題, 横浜, 2017, 4.
2. 井上 英美, 下島 祐寛, 彦坂 吉興, 若林 秀幸, 小菅 経子, 香取 玲美, 杉田 博俊, 松村 奈緒美, 河野 洋一, 深野 雅彦, 栗原 聰元, 長
谷川 信吾, 宋 江楓, 鈴木 裕, 岡本 康介, 永澤 康滋, 鈴木 和徳, 黒水 丈次, 松島 誠：痔核結紮切除術の術後出血危険因子の検討. 第
72回日本大腸肛門病学会, 一般演題, 福岡, 2017, 11.
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