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12. 田中 邦哉, 藪下 泰宏, 中川 和也, 遠藤 格 :【概日リズムと疾患−病態・診断・治療の最新知見−】概日リズムと疾患

転移性肝癌に

対する概日リズムを応用した癌化学療法. 日本臨床, 71 (12) : 2158-2164, 2013.
13. 田中 邦哉, 藪下 泰宏, 中川 和也, 大山 倫男, 武田 和永, 大田 貢由, 市川 靖史, 遠藤 格 :【大腸癌肝転移 ; Consensus &
Controversy】局所治療

進行多発肝転移に対する計画的二期的切除術. 肝・胆・膵, 67 (4) : 487-499, 2013.

14. 田中 邦哉, 藪下 泰宏, 中川 和也, 大山 倫男, 熊本 宜文, 松山 隆生, 大田 貢由, 市川 靖史, 遠藤 格 :【大腸癌肝転移 ; Consensus
& Controversy】局所治療

多発肝転移に対する切除を前提とした肝動注化学療法. 肝・胆・膵, 67 (4) : 501-512, 2013.

15. 田中 邦哉 : Ⅱ-2. 大腸癌高度肝転移に対する化学療法後肝切除の手技と成績. 手術, 67 (4) : 494-501, 2013.
16. 大田 貢由, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 :【一般外科医が知っ
ておくべき小児患者への対応】知っておきたい疾患と治療のポイント イレウス. 臨床外科, 68 (5) : 544-547, 2013.
17. 大田 貢由, 渡辺 一輝, 石部 敦士, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 藤井 正一, 市川 靖史, 遠藤 格 :【エキスパートが教える内視鏡外科手術−ポ
イントとなる解剖の理解】結腸・直腸・肛門の鏡視下手術

結腸癌に対する鏡視下手術

腹腔鏡下S状結腸切除術. 消化器外科, 36

(5) : 696-705, 2013.
18. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 徳久 元彦, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 :【胃癌肝転移に対する
治療戦略】胃癌肝転移症例に対する治療戦略. 癌の臨床, 59 (5) : 491-500, 2013.
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19. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 谷口 浩一, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 遠藤 格 :【胆道癌診療の最前線】胆道癌の外科治療
進行胆嚢癌. 消化器外科, 36 (7) : 1065-1074, 2013.
20. 松山 隆生,

森 隆太郎,

平谷 清吾,

熊本 宜文,

野尻 和典,

谷口 浩一,

武田 和永, 田中 邦哉, 前川 二郎, 遠藤 格 :【吻合・縫

合手技のコツと注意点】門脈再建および肝動脈再建. 消化器外科, 36 (10) : 1505-1517, 2013.
21. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 純, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 :【Clostridium
difficile感染 (CDI) 対策】大腸癌患者における術前Clostridium difficileスクリーニングの意義. 日本外科感染症学会雑誌, 10 (6) :
737-741, 2013.
22. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 武田 和永, 森岡 大介, 窪田 徹, 関戸 仁, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 秋山 浩利, 斉藤 聡,
窪田 賢輔, 前川 二郎, 嶋田 紘, 遠藤 格 : 当科における生体肝移植ドナー手術の安全性についての検討. 横浜医学, 64 (1) : 1-6,
2013.
23. 森 隆太郎, 上田 倫夫, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除術を施行した十二指腸GISTの1例. 日本外科系連合学会
誌, 38 (6) : 1207-1213, 2013.
24. 嶋田 和博, 千島 隆司, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 乳腺線維腺腫に併存した浸潤性乳管癌の1例. 日本臨床外科学会雑誌, 74 (2) :
371-375, 2013.
25. 嶋田 和博, 石川 孝, 喜多 久美子, 成井 一隆, 菅江 貞亨, 清水 大輔, 田辺 美樹子, 千島 隆司, 佐々木 毅, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術
前化学療法を施行したMatrix-producing carcinoma (MPC) の1例. 乳癌の臨床, 28 (6) : 629-636, 2013.
26. 渡部 顕, 絹笠 祐介, 賀川 弘康, 山川 雄士, 森谷 弘乃介, 塚本 俊輔, 山口 智弘, 塩見 明生 : 手術ビデオから記録した手術操作時間
による腹腔鏡下大腸切除術定型化の評価. 日本内視鏡外科学会雑誌, 18 (2) : 205-209, 2013.
27. 藪下 泰宏, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 :【消化器外科領域
におけるドレーンの適正使用】肝切除後の予防的ドレーン管理. 日本外科感染症学会雑誌, 10 (4) : 409-414, 2013.
28. 宮本 洋, 秋山 浩利, 小坂 隆司, 太田 貢由, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 :【GISTの治療における分子標的薬の位置づけ】GISTの
治療におけるイマチニブ療法と外科切除. 癌の臨床, 59 (5) : 543-548, 2013.
29. 浅野 史雄, 野尻 和典, 武田 和永, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 益田 宗孝, 遠藤 格 : 右胃大網動脈グラ
フトによる冠動脈バイパス術後の肝切除術の経験. 日本消化器外科学会雑誌, 46 (3) : 183-188, 2013.
30. 川口 大輔, 高橋 正純, 山口 直孝, 村上 あゆみ, 林 宏行, 遠藤 格 : トラスツズマブ療法中にHER2陰性肝転移をきたした胃癌の1例.
日本臨床外科学会雑誌, 74 (8) : 2157-2161, 2013.
31. 開田 脩平, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 藤井 正一, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡補助下に切除した虫垂粘液嚢胞腺腫の2例. 横浜医学, 64
(2) : 59-62, 2013.
32. 和田 朋子, 國崎 主税, 長谷川 慎一, 開田 脩平, 田村 周三, 小野 秀高, 大島 貴, 藤井 正一, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 秋山 浩利, 遠藤
格 : Bi-Weekly S-1/Docetaxel療法により治癒切除が可能となった局所進行胃癌の1例. 癌と化学療法, 40 (11) : 1533-1536,
2013.
33. 久保 博一, 國崎 主税, 大西 宙, 原田 真吾, 井上 英美, 田中 優作, 大山 倫男, 渡部 顕, 小野 秀高, 上田 倫夫, 大島 貴, 大田 貢由,
福島 忠男, 遠藤 格 : 胃癌術後仮性肝動脈瘤が破裂し救命しえた1例. 日本腹部救急医学会雑誌, 33 (6) : 1071-1075, 2013.
34. 窪田 賢輔, 藤田 祐司, 関野 雄典, 細野 邦広, 小林 規俊, 佐藤 高光, 加藤 真吾, 渡辺 誠太郎, 山中 正二, 中島 淳, 遠藤 格 :【ドレ
ナージ大全】胆道ドレナージ術

悪性中下部胆道閉塞

Potential resectable pancreatic head cancer (PRPHC) に対する術前内

視鏡的治療戦略. 胆と膵, 34臨増特大 : 809-815, 2013.
35. 藤田 祐司, 渡邉 誠太郎, 佐藤 高光, 加藤 真吾, 細野 邦広, 小林 規俊, 遠藤 格, 山中 正二, 窪田 賢輔 : 嚢腫状に拡張した下部胆管
に認められた十二指腸乳頭部癌の1例. 胆道, 27 (2) : 240-246, 2013.
36. 高松 英夫, 新井田 達雄, 遠藤 格, 窪田 正幸, 島田 光生, 土岐 彰, 野田 卓男, 松村 敏信, 加治 建, 嶋田 紘, 日本膵・胆管合流異常
研究会登録委員会 :【膵・胆管合流異常アップデート】 膵・胆管合流異常の全国集計

小児の特徴. 小児外科, 45 (6) : 609-613,

2013.
37. 木下 裕人, 国崎 玲子, 池田 良輔, 佐々木 智彦, 原田 真吾, 木村 英明, 遠藤 格, 前田 愼 :【炎症性腸疾患の診断と治療 ; 最近の進
歩】重症潰瘍性大腸炎の内科的治療とその限界. 消化器外科, 36 (1) : 21-28, 2013.

◆著 書
1. Endo I, Matsuyama R, Tanaka K, Wendt N, Schenk A, Peitgen O H : Role of 3D Reconstructive Imaging. Hilar
Cholangiocarcinoma, DOI 10.1007/978-94-007-6473-6̲6.
2. 遠藤 格 : 第1章 胆の外科手術 肝門部胆管癌 (右葉系切除術). 術中写真で見る胆・膵の外科手術, 34-43, 2013.
3. 田中 邦哉, 遠藤 格 : Ⅲ. 各種疾患と時間治療 7. 癌 1)癌の時間治療. 時間薬理学による最新の治療戦略, 292-302, 2013.
4. 嶋田 紘 : 明日の医療のための医学教育. 1-75, 2013.
5. 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝疾患 転移性肝癌. 消化器外科学レビュー2013-'14, 83-91, 2013.
6. 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 第8章 臨床現場の敗血症治療のニーズと研究開発

第6節[1]肝移植における敗血症の予防・治療の

ニーズ. 敗血症の診断/治療の実情と病態・メカニズムをふまえた開発戦略, 609-613, 2013.
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◆ 国際学会
Japan-Taiwan Project Meeting in hepatobiliary pancreatic surgery. Tokyo, 2013/3/2
※ Endo I : Diagnostic criteria,Severity assessment and Therapeutic flowcharts of Acute cholangitis and cholecystitis.
Chairperson.
8th China-Korea-Japan Laparoscopic Gastrectomy Joint Seminar. Shanghai, 2013/3/6〜7
1. Kunisaki C, Ono A H, Oshima T, Takagawa R, Kimura J, Kosaka T, Makino H, Akiyama H, Endo I : The relevance of
reduced-port laparoscopic distal gastrectomy for gastric cancer.
4th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association. Shanghai, 2013/3/27〜3/30
1. Endo I : Biliary anatomy-from basic to clinical applications.
2. Endo I : Incidental carcinoma of gallbladder.
3. Endo I : Three-dimensional imaging reconstruction: Does it help liver surgeons?
4. Tanaka K : Strategy for improve operability for colorectal liver metastases.
5. Matsuyama R, Taniguchi K, Mori R, Nojiri K, Kumamoto T, Takeda K, Ueda M, Sugita M, Tanaka K, Maekawa J, Endo
I : Surgical Outcome of Biliary Tract Cancer: Single Institution Experience.
※ Endo I : Biliary section. Chairman.
AACR ANNUAL MEETING 2013. Washington, 2013/4/6〜4/10
1. Kida K, Ishikawa T, Yamada A, Shimada K, Narui K, Sugae S, Shimizu D, Tnabe M, Ichikawa Y, Endo I : Identification of
subgroup of triple negative breast cancer by stem cell markers. Poster.
SAGES 2013. Baltimore, 2013/4/17〜4/20
1. Kunisaki C, Ono A H, Oshima T, Fujii S, Fukushima T, Kosaka T, Makino H, Akiyama H, Endo I : Reduced-port
laparoscopic total gastrectomy for gastric cancer using acess transformer OCTO™. Poster.
2. Ishibe A, Fujii S, Suzuki S, Suwa U, Kanazawa A, Watanabe J, Watanebe K, Ota M, Ichikawa Y, Kunisaki C, Endo I :
Laparoscopic surgery with TME for lower rectal cancer comparing with open surgery: a propensity-matched study.
9th Women's Health Research Day annual meeting. VCU, 2013/4/24
1. Yamada A : Human breast cancers that co-express sphingosine kinase 1 and ABCC1 have significantly shorter
disease free survival. Poster.【Clinical Award (臨床研究部門賞)】
【The Elizabeth Fries Young Investigator Award (若手研
究者最優秀賞)】
10th

International Gastric Cancer Congress (IGCC 2013)．Verona, 2013/6/19〜6/22

1. Kunisaki C, Ono A H, Tsuchida K, Oshima T, Ota M, Takagawa R, Kimura J, Kosaka T, Makino H, Akiyama H, Endo I :
Application of reduced-port laparoscopic total gastrectomy for gastric cancer. Poster.
2. Makino H, Kunisaki C, Ono A H. Ota M, Takagawa R, Kimura J, Tokuhisa M, Akiyama H, Endo I : The relevance of
reduced-port laparoscopic distal gastrectomy for gastric cancer.
3. Kosaka T, Akiyama H, Makino H, Kimura J, Takagawa R, Ono H, Kunisaki C,Endo I : Application of laparoscopy-assisted
distal gastrectomy for clinical T2/3 (MP/SS) gastric cancer. Poster.
4. Kimura J, Kunisaki C, Ono H, Ota M, Tokuhisa M, Takagawa R, Kosaka T, Makino H, Akiyama H, Endo I :
Multidisciplinary treatment using S1/CDDP chemotherapy for unresectable scirrhous type gastric cancer. Poster.
ISW2013. Helsinki, 2013/8/25〜8/29
1. Kimura J, Ono H, Kosaka T, Akiyama H, Ichikawa Y, Hirai S, Kunisaki C, Endo I : Application of conditionally
replicative adenovirus for chemosensitivity of pancreatic cancer cells. Poster.【Yokohama Award】
2. Ota Y, Kumamoto T, Mori R, Taniguchi K, Matsuyama R, Ichikawa Y, Tanaka K, Endo I : Recombinant human soluble
thrombomodulin prevents liver failure after excessive hepatectomy in rats. Poster.【Yokohama Award】
IAP&KPBA2013. Seoul, 2013/9/4〜9/7
1. Murakami T, Mori R, Nojiri K, Kumamoto T, Matsuyama R, Ueda M, Takeda K, Akiyama H, Tanaka K, Taniguchi K,
Endo I : Indication for staging laparoscopy for patients with pancreatic cancer. Poster.【Young investigator award】
Breast Cancer Symposium 2013. San Francisco，2013/9/7〜9/9
1. Shimada K, Ishikawa T, Tanabe M, Shimizu D, Ichikawa Y, Sasaki T, Nozawa A, Endo I : Biomarkers predictive for
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pathological responce to neoadjuvant

docetaxel/cyclophosphamide chemotherapy in primary breast cancer. poster.

The European Cancer Congress 2013. Amsterdam, 2013/9/27〜10/1
1. Narui K, Ishikawa T, Satake T, Shimada K, Shimizu D, Tanabe M, Sasaki T, Sugae S, Ichikawa Y, Endo I : Outcomes of
Immediate Perforator Flap Reconstruction after Skin-Sparing Mastectomy. Poster.

◆ 国内学会
第85回日本胃癌学会総会，大阪，2013/2/27〜3/1
1. 國崎 主税, 小野 秀高, 土田 知史, 大島 貴, 福島 忠男, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 秋山 浩利, 遠藤 格 : Reduced-port laparoscopic
distal gastrectomy における左手によるエナジーデバイス操作の有用性. ビデオ.
2. 小野 秀高, 國崎 主税, 土田 知史, 大島 貴, 福島 忠男, 徳久 元彦, 泉澤 祐介, 高川 亮, 木村 準, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 秋山 浩利,
遠藤 格: 食道・胃接合部癌における Ovil™を用いた再建の有用性. ビデオ.
3. 田中 優作, 國崎 主税, 渡部 顕, 小野 秀高, 土田 知史, 大島 貴, 福島 忠男, 遠藤 格 : 胃癌における血清ｐ53 抗体測定の意義. ワー
クショップ.
4. 國崎 主税, 小野 秀高, 土田 知史, 大島 貴, 福島 忠男, 高川 亮, 木村 準, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 秋山 浩利, 遠藤 格 : スキルス胃
癌に対する TS-1/CDDP 療法の有用性. ポスター.
5. 渡辺 卓央, 國崎 主税, 小野 秀高, 橋本 一樹, 田中 優作, 土田 知史, 大島 貴, 藤井 正一, 福島 忠男, 利野 靖, 益田 宗孝 : OrVil を
用いた腹腔鏡補助下胃全摘術の再建法. 一般演題.
第49回日本腹部救急医学会総会，福岡，2013/3/13〜3/14
1. 福島 忠男, 國崎 主税, 中村 京太, 春成 伸之, 森村 尚登, 遠藤 格: 若手腹部救急医育成には高次センターにおける外傷の修練が不可
欠である.シンポジウム.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 平谷 清吾, 門倉 俊明, 佐々木 真理, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 :
膵・胆道癌術前化学療法中急性胆管炎の病態と危険因子.要望演題.
3. 平谷 清吾, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 急性胆嚢炎切除症例における
急性胆道炎の診療ガイドラインの検証. 要望演題.
4. 門倉 俊明, 松山 隆生, 佐々木 真理, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 敗
血症における Endotoxin Activity Assay(EAA)測定の定義. 一般演題.
5. 井上 英美, 木村 英明, 原田 真吾, 池田 良輔, 木下 裕人, 佐々木 智彦, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 炎症性腸疾患 (IBD) 合併妊娠における
病勢悪化時の緊急対応. 要望演題.
6. 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由, 藤井 正一, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 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. 要望演題.
※ 遠藤 格 : 一般演題 胆道４. 座長・司会.
※ 遠藤 格 : ランチョンセミナー３. 座長・司会.
第99回日本消化器病学会総会，鹿児島，2013/3/21〜3/23
1. 遠藤 格, 窪田 賢輔, 中島 淳 : Borderline resectable 膵頭部癌に対する術前内視鏡的治療戦略.シンポジウム.
2. 松山 隆生, 遠藤 格, 吉田 一徳, 大川 伸一, 田中 淳一, 朝倉 武士, 杉森 一哉, 川口 義明, 峰 徹哉 : 非切除胆道癌に対する集学的治
療の現況 : 神奈川胆膵癌研究会アンケート調査から. ポスター.
第113回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013/4/11〜4/13
1. 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 中川 和也, 藪下 泰宏, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 大田 貢由, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸
癌高度進行肝転移に対する集学的治療下での減量肝切除の可能性. シンポジウム.
2. 平谷 清吾, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 血管合併切除再建
を伴う肝門部胆管癌手術におけるバーチャル 3D-CT の有用性. シンポジウム.
3. 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 前川 二郎, 遠藤 格 : 胆道癌肝切除術後
の仮性動脈瘤破裂に対する肝動脈塞栓術における門脈動脈血化の有用性. パネルディスカッション.
4. 市川 靖史, 小林 規俊, 後藤 歩, 嶌村 健, 徳久 元彦, 中山 岳龍, 武田 和永, 谷口 浩一, 松山 隆生, 野尻 和典, 渡辺 一輝, 石部 敦
士, 大田 貢由, 門倉 俊明, 田中 邦哉, 藤井 正一, 秋山 浩利, 中島 淳, 前田 慎, 遠藤 格 : 切除不能 P-NET に対する治療経験―
90Y, 177Lu-DOTATOC の可能性. ワークショップ.
5. 牧野 洋知, 杉山 保幸, 國崎 主税, 小野 秀高, 福島 忠男, 小坂 隆司, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌肝転移に対する治療戦略.
ワークショップ.
6. 宮本 洋, 秋山 浩利, 小坂 隆司, 小野 秀高, 大田 貢由, 田中 邦哉, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : GIST の治療におけるイマチニ
ブ療法と外科切除. ワークショップ.
7. 上田 倫夫, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 國崎 主税, 遠藤 格 : 単項式腹腔鏡下胆
のう摘出後の成績. ビデオフォーラム.
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8. 野尻 和典, 田中 邦哉, 上田 倫夫, 武田 和永, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 本田 五郎, 遠藤 格 : 腹腔鏡下手術の系
統的肝切除への適応拡大. ビデオフォーラム.
9. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 渡部 顕, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 石部 敦士, 藤井 正一, 市川 靖史, 遠藤 格 : 腹腔鏡下結腸右半分切
除術における Surgical trunk 周囲郭清の手技とその成績. ビデオフォーラム.
10. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 田中 邦哉, 藤井 正一, 舛井 秀宣, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌
への単孔式腹腔鏡下手術導入の問題点とその克服の試み.ビデオフォーラム.
11. 大山 倫男, 小野 秀高, 田中 優作, 渡部 顕, 土田 知史, 大島 貴, 藤井 正一, 福島 忠男, 國崎 主税, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡補
助下胃全摘出術・Roux-en-Y 法再建における、OrVil を用いた hemi-double stapling technique による食道空腸吻合のポイントと
安全性. ビデオフォーラム.
12. 秋山 浩利, 高川 亮, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 大田 貢由, 小野 秀高, 藤井 正一, 國崎 主税, 市川 靖史, 田中 邦哉, 遠藤 格 : スキル
ス胃癌に対する術前補助化学療法 (NAC) の有用性. ポスター.
13. 木村 英明, 井上 英美, 松林 真央, 佐々木 智彦, 木下 裕人, 国崎 玲子, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 潰瘍性大腸炎術後回腸嚢炎
の現状と問題点. ポスター.
14. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 遠藤 格 : 当院における生体肝移植後の門脈血栓の
発生危険因子の検討. ポスター.
15. 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 80 歳以上の超高
齢者に対する膵頭十二指腸切除術の検討. ポスター.
16. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 嶋田 和博, 喜多 久美子, 佐々木 真理, 太田 郁子, 木内 幸之助, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞
亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 皮下乳腺全摘, 遊離穿通枝皮弁による一期再建の成績と予後. ポスター.
17. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 武田 和永, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 生体肝移植ドナー
の手術の安全性と術後社会復帰に関する検討. ポスター.
18. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 小野 秀高, 藤井 正一, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌切除症例における術前
CRP の意義. ポスター.
19. 菅江 貞亨, 石川 孝, 木村 万里子, 佐々木 真理, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 成井 一隆, 山中 正二, 稲山 嘉明, 田辺 美樹子, 佐々木
毅, 千島 隆司, 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腋窩郭清省略のための検討. ポスター.
20. 木村 準, 小野 秀高, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 秋山 浩利, 市川 靖史, 長嶋 洋治, 平井 秀一, 小野 茂男, 國崎 主税, 遠藤 格 :
Conditionally Replicative Adenovirus (CRAD) を用いた化学療法効果判定の有用性の検討. ポスター.
21. 嶋田 和博, 石川 孝, 喜多 久美子, 成井 一隆, 清水 大輔, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : Triple
negative 乳癌に対する術前 Docetaxel/Cyclophosphamide (TC) 療法の治療効果予測因子についての検討. ポスター.
22. 泉澤 祐介, 秋本 和憲, 佐藤 圭, 喜多 久美子, 菅江 貞亨, 千島 隆司, 市川 靖史, 石川 孝, 石黒 斉, 長嶋 洋治, 大野 茂男, 遠藤 格 :
乳癌における aPKCλ/ι-IL6axis の役割解析. ポスター.
23. 本間 祐樹, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 村上 崇, 中川 和也, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 山中 正二, 田中 邦哉, 遠藤
格 : 腫瘍関連リンパ球および Calreticulin の変化からみた膵癌に対する術前放射線化学療法の意義. ポスター.
24. 山本 晋也, 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : 大腸癌肝転移巣における癌幹細胞マーカー (CD44, CD133) 発現の意義. ポスター.
25. 徳久 元彦, 市川 靖史, 小坂 展慶, 落合 孝広, 八代 正和, 平川 弘聖, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌
癌性腹水・術中洗浄水及び細胞株におけるエクソソーム miRNA の発現解析. ポスター.
26. 藪下 泰宏, 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田 和永, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤
格 : 超高齢者における肝切除の成績. ポスター.
27. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 長嶺 弘太郎, 神谷 紀之, 三浦 靖彦, 佐藤 靖郎, 窪田 徹, 長堀 優, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行胃癌
回復手術における膵液瘻発生危険因子の検討. ポスター.
28. 村上 崇, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田 和永, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 切除不
能危険因子からみた膵癌に対する staging laparoscopy の適応. ポスター.
29. 門倉 俊明, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 松山 隆生, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 当科
における PNET の診断と治療. ポスター.
30. 喜多 久美子, 石川 孝, 佐々木 真理, 山田 顕光, 嶋田 和博, 太田 郁子, 成井 一隆, 菅江 貞亨, 清水 大輔, 田辺 美樹子, 佐々木 毅,
市川 靖史, 遠藤 格 : 乳癌における Aldehyde dehydrogenase1 の発現と予後および化学療法耐性に関する検討. ポスター.
31. 井上 英美, 木村 英明, 松林 真央, 木下 裕人, 佐々木 智彦, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 在宅中心静脈栄養法における中心静脈カテーテル
交換法の検討. ポスター.
32. 森 康一, 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 膵切除
術後腹腔内出血の治療方針. ポスター.
33. 後藤 晃紀, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由, 藤井 正一, 市川 靖史, 遠藤 格 : 腹腔鏡下大腸癌手術
における術中輸液量と術後短期成績の検討. ポスター.
34. 山崎 益代, 田中 邦哉, 野尻 和典, 上田 倫夫, 武田 和永, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 肝臓外科周術期管
理の工夫

―包括的周術期プログラム(fast-track program)の有用性―. ポスター.

35. 久保 博一, 藤井 正一, 石部 敦士, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 山岸 茂, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌に
対する標準化に向けて : 技術継承の工夫. ポスター.
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36. 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由,

藤井 正一, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌

術前の深部静脈血栓症スクリーニングにおける D ダイマーの意義. ポスター.
37. 中山 岳龍, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 大田 貢由, 藤井 正一, 市川 靖史, 遠藤 格 : Propensity score マッチン
グ法を用いた Modified Glasgow Prognostic Score(mGPS)による大腸癌術後合併症予測. ポスター.
38. 諏訪 雄亮, 大田 貢由, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 藤井 正一, 市川 靖史, 遠藤 格 : 直腸癌術前腸管前処置のプロペ
ンシティスコアマッチングを用いた検討. ポスター.
39. 土田 知史, 國崎 主税, 田中 優作, 渡部 顕, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 長谷川 慎一, 玉川 洋, 佐藤 勉, 湯川 寛夫, 吉川 貴己,
利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : cT4N0 胃癌の術前診断精度. 第 113 回日本外科学会総会, ポスター, 福岡, 2013, 4.
40. 渡辺 卓央, 大島 貴, 赤池 信, 塩澤 学, 湯川 寛夫, 吉川 貴己, 藤井 正一, 利野 靖, 國崎 主税,今田 敏夫, 益田 宗孝 : 大腸癌患者に
おける Stanniocalcin2 遺伝子発現の臨床的意義. 一般演題.
※ 田中 邦哉 : ポスターセッション (217) 肝 大腸癌肝転移-5. 座長・司会.
第38回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013/6/6〜6/7
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 平谷 清吾, 門倉 俊明, 佐藤 真理, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 膵癌
術前化学療法中の急性胆管炎の病態と危険因子に関する検討. パネルディスカッション.
2. 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由, 藤井 正一, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌術後早期腸管
運動における大建中湯の投与効果.パネルディスカッション.
3. 久保 博一, 上田 倫夫, 原田 真吾, 谷口 浩一, 大田 貢由, 福島 忠男, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下脾臓摘出術の有用性. ビデオ
セッション.
※ 遠藤 格 :【ランチョンセミナー】みんなで考えよう！経管栄養における感染対策. 座長・司会.
第25回日本肝胆膵外科学会学術集会，宇都宮，2013/6/12〜14
1. 佐藤 真理 : Endotoxin Activity Assay (EAA) による胆道炎の重症化予測の検討. プレナリーセッション.【肝胆膵外科学会理事長賞】
2. 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 藪下 泰宏, 中川 和也, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 遠藤 格 : 両葉多発肝転移に対する化学
療法併用下での切除術式と予後. シンポジウム.
3. 上田 倫夫, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 膵・
胆道合流異常症に対する非分流手術の治療成績. シンポジウム.
4. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 門倉 俊明, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 進行胆道癌に対す
る術前化学療法の有用性の検討. シンポジウム,
5. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 平谷 清吾, 本間 祐樹, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 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妥当性. シンポジウム.
6. 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 膵頭十二指腸切除
術における soft pancreas 症例に対する Harmoic FOCUS を用いた膵切離の治療成績. ワークショップ.
7. 大田 洋平, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 過大肝切除後肝不
全におけるトロンボモジュリンの肝保護作用と有用性. 要望演題.
8. 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田 和永, 遠藤 格 : 肝切除における術中イメージオーバーレ
イあるいはリアルタイム 3D-CT ナビゲーションの有用性. ポスター.
9. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 遠藤 格 : Stroke volume variation (SVV) を用
いた肝移植後の循環血液量評価の有用性. ポスター.
10. 野尻 和典, 田中 邦哉, 武田 和永, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 非ウィルス性・肝硬変非合併
肝細胞癌切除例の切除成績. ポスター.
11. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 門倉 俊明, 平谷 清吾, 佐々木 真理, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 :
膵・胆道癌術前化学療法中の急性胆管炎の病態と危険因子に関する検討. ポスター.
第67回日本食道学会学術集会，大阪，2013/6/13〜6/14
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小野 秀高, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 経口アンビル (OrVil)
を用いた鏡視下食道胃管胸腔内吻合のコツとピットフォール. 第67回日本食道学会学術集会. ポスター. 大阪.
第68回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013/7/17〜7/19
1. 松山 隆生, 森 隆太郎, 平谷 清吾, 門倉 俊明, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌の外
科治療戦略と術前術後補助療法の意義. シンポジウム.
2. 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 切除可能および
borderline resectable 膵癌の予後向上を目指した治療戦略の新たな展開. シンポジウム.
3. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 上田 倫夫, 遠藤 格 : 再発肝細胞癌に対する再肝切
除の有用性. シンポジウム.
4. 渡部 顕, 大田 貢由, 石部 敦士, 鈴木 紳祐, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 藤井 正一, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 最新の Surgical Site
Infection (SSI) 予防策と対処法.パネルディスカッション.
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5. 平谷 清吾, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 予後因子からみた
中下部胆管癌に対する塩酸ゲムシタビンを用いた術後化学療法の有用性. パネルディスカッション.
6. 木村 英明, 原田 真吾, 井上 英美, 池田 良輔, 佐々木 智彦, 木下 裕人, 国崎 玲子, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : クローン病腸管
病変の外科治療における新たな治療戦略. ワークショップ.
7. 上田 倫夫, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 國崎 主税, 遠藤 格 : 膵分枝型 IPMN
に対する局所切除の適応と成績. ワークショップ.
8. 田中 優作, 小野 秀高, 久保 博一, 井上 英美, 土田 知史, 大島 貴, 大田 貢由, 福島 忠男, 國崎 主税, 遠藤 格 : 食道再建手技の実際
と工夫. 要望ビデオ.
9. 秋山 浩利, 高川 亮, 小坂 隆司, 牧野 洋知, 小野 秀高, 大田 貢由, 藤井 正一, 國崎 主税, 市川 靖史, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 高度進
行胃癌に対する外科治療の意義. 一般演題.
10. 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 後藤 歩, 市川 靖史, 遠藤 格 : 同時性高度進行肝転移に対する
切除と化学療法のタイミング. 一般演題.
11. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡辺 純, 石部 敦士, 田中 邦哉, 藤井 正一, 市川 靖史, 立石 陽子, 遠藤 格 : 側方郭
清症例からみた進行下部直腸癌に対する術前化学療法の意義. 一般演題.
12. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 門倉 俊明, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 膵癌切除後長期成
績に対する術後合併症と炎症・栄養・免疫指標の意義. 一般演題.
13. 小坂 隆司, 秋山 浩利, 牧野 洋知, 大田 貢由, 市川 靖史, 小野 秀高, 藤井 正一, 國崎 主税, 遠藤 格 : ｃT4 食道癌・集学的治療後
ｃT3-3. 5 症例の治療戦略. 一般演題.
14. 石部 敦士, 大田 貢由, 金澤 周, 鈴木 紳祐, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 藤井 正一, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : Enhanced
Recovery After Surgery (ERAS) を応用した消化器外科手術. 一般演題.
15. 村上 崇, 松山 隆生, 森 隆太郎, 上田 倫夫, 本間 祐樹, 亀田 久仁郎, 泉澤 祐介, 窪田 徹, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 予後因子からみた十
二指腸乳頭部癌に対する治療戦略 : Yokohama Clinical Oncology Group (YCOG) 集計報告から. 一般演題.
16. 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由, 藤井 正一, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌
術後早期腸管運動における大建中湯の投与効果.一般演題.
17. 後藤 晃紀, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 高度進行胆嚢癌に
対する治療戦略. 一般演題.
18. 中山 岳龍, 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 高齢
者消化器癌に対する外科的治療戦略.一般演題.
19. 笠原 康平, 熊本 宜文, 田中 邦哉, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 肝切除におけるア
シアロ SPECT/MDCT 融合画像による機能的肝容量評価の有用性. 一般演題.
20. 山崎 益代, 田中 邦哉, 野尻 和典, 上田 倫夫, 武田 和永, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 肝切除における手
術部位感染 (SSI: Surgical site infection) 発生危険因子の検討. 一般演題.
21. 渡辺 卓央, 小野 秀高, 田中 優作, 土田 知史, 大島 貴, 福島 忠男, 國崎 主税, 利野 靖, 益田 宗孝 : OrVil を用いた腹腔鏡補助下胃
全摘術の再建法. 一般演題.
22. 久保 博一, 大島 貴, 井上 英美, 田中 優作, 土田 知史, 小野 秀高, 大田 貢由, 福島 忠男, 國崎 主税, 遠藤 格 : GIST に対する
neoadjuvant chemotherapy の有用性. 要望演題.
23. 市川 靖史, 徳久 元彦, 渡辺 一輝, 野尻 和典, 熊本 宜文, 大田 貢由, 藤井 正一, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移症例
に対する FOLFOXIRI+bevacizumab の術前治療の安全性と有効性（第 2 報）. ミニオーラル.
24. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 遠藤 格 : Stroke volume variation (SVV) を用
いた肝移植後の循環血液量評価の有用性. ミニオーラル.
25. 野尻 和典, 田中 邦哉, 武田 和永, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 腫瘍個数４個以上多発肝細胞
癌に対する肝切除の意義. ミニオーラル.
26. 中川 和也, 田中 邦哉, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移にお
ける予後予測因子としての modified Glasgou prognostic score (mGPS) の有用性の検討. ミニオーラル.
27. 徳久 元彦, 市川 靖史, 小林 規俊, 後藤 歩, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 田中 邦哉, 藤井 正一, 秋山 浩利, 遠藤
格 : 進行再発大腸癌に対するオキサリプラチン「stop and go」症例の検討. ミニオーラル.
28. 宮本 洋, 國崎 主税, 大塚 裕一, 高橋 正純, 高川 亮, 簾田 康一郎, 亀田 久仁郎, 牧野 洋知, 松田 悟郎, 山口 直孝, 神谷 紀之, 村上 崇,
秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃 GIST の肉眼発育形式と再発危険因子の検討. 第 68 回日本消化器外科学会総会. ミニオーラル.
29. 中川 和也, 田中 邦哉, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移にお
ける予後予測因子としての modefied Glasgow prognostic score (mGPS) の有用性の検討. ミニオーラル.
30. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 小野 秀高, 牧野 洋知, 福島 忠男, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胃癌術前診断における FDG−PET 検査の
有用性. ミニオーラル.
31. 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 膵癌
術前放射線化学療法効果予測における hENT1, TS, DPD 発現の意義. ミニオーラル. 2013, 7.
32. 井上 英美, 田中 邦哉, 武田 和永, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 國崎 主税, 遠藤 格 : 術前肝予備能評価
方法の比較検討. ミニオーラル.
33. 原田 真吾, 木村 英明, 池田 良輔, 佐々木 智彦, 木下 裕人, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 潰瘍性大腸炎における深部静脈血栓症の術前診断
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の検討. ミニオーラル.
34. 森 康一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 門脈塞栓後の門脈・
上腸間膜静脈血栓症の検討. ミニオーラル.
35. 峯岸 裕蔵, 小坂 隆司, 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格, 市川 靖史, 瀧本 篤 : Ball valve syndrome を来た
した I 型早期胃癌の 1 例. ミニオーラル.
※ 田中邦哉 : ミニオーラル 49 「膵 内分泌腫瘍 1」. 座長・司会.
※ 田中邦哉 : 要望演題 30 「3cm、3 個以下肝細胞癌に対する治療戦略」. 座長・司会.
第44回日本膵臓学会大会，仙台，2013/7/25〜7/26
1. 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 局所進行膵癌に対
する術前 GEM+TS-1+放射線療法の治療成績と腫瘍マーカー, SUV 値の意義. シンポジウム.
2. 神垣 隆, 谷口 浩一, 市川 靖史, 野口 敦崇, 近藤 隆重, 井邉 寛, 金子 亨, 内藤 恵子, 前川 隆司, 後藤 重則, 遠藤 格 : 進行膵癌に
対する活性化リンパ球療法としてのαβT 細胞療法の治療成績. パネルディスカッション.
3. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 村上 崇, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 尾側膵切除後膵液瘻
予測因子としての残膵体積の意義. 一般演題.
4. 村上 崇, 本間 祐樹, 松山 隆生, 中澤 正年, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中
邦哉, 遠藤 格 : 膵癌における術前放射線化学療法に伴う免疫能の変化. 一般演題.【PanCAN Young Investigator Award 2 位】
※ 遠藤 格 : 膵癌治療 3. 座長・司会.
第49回日本移植学会総会，京都，9/3〜9/6
1. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 大段 秀樹, 遠藤 格 : 生体肝移植後晩期サイトメガ
ウィルス (CMV) 感染 2 症例の検討. ポスター.
第49回日本胆道学会学術集会，浦安，9/19〜9/20
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌に対する術前化学療法を前提とした胆道ドレナージの現状と展開. シンポジウム.
2. 松山 隆生, 前川 二郎, 遠藤 格 : 肝門周囲癌に対する左側肝切除における右肝動脈・門脈合併切除再建術の成績. ビデオシンポ.
3. 平谷 清吾, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 黄色肉芽腫胆嚢炎
と胆嚢癌の鑑別と治療方針. 一般演題.
4. 原田 郁, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永,田中 邦哉, 遠藤 格 : 当科で経験した intraductal
papillary neoplasm of the bile duct (IPNB) の検討. 一般演題.
5. 村上 崇, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 予後因子からみた十二指腸乳頭
部癌に対する治療戦略. ポスター.
※ 遠藤 格 : 肝胆膵外科領域における凝固異常. 講演・ランチョン.
第72回日本癌学会学術総会，横浜，2013/10/3〜10/5
1. 成井 一隆, 清水 大輔, 宮城 洋平, 猿木 信裕, 山門 實, 新原 温子, 山本 浩史, 石川 孝, 遠藤 格 : 血漿中アミノ酸濃度に基づくスク
リーニング検査 AICS(乳腺)の乳がん切除術前後でのモニタリング.一般演題.
2. 喜多 久美子, 石川 孝, 嶋田 和博, 成井 一隆, 山田 顕光, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 宮城 洋平, 遠藤 格 : 乳
癌癌幹細胞マーカーALDH1 に関する研究. ポスター.
第11回日本消化器外科学会大会，高輪，2013/10/11〜10/12
1. 木村 英明, 国崎 玲子, 遠藤 格 : 術後合併症からみた重症潰瘍性大腸炎における内科的治療の限界. シンポジウム.
2. 森 隆太郎, 松山 隆生, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌術後補助化学療法の現状と術前化学療法, 残肝予備能との関連. パネルディスカッション.
3. 國崎 主税, 牧野 洋知, 遠藤 格 : 胃癌に対する Reduced-port laparoscopic gastrectomy (RPG) の有用性. ワークショップ.
4. 田中 邦哉 : 特別企画「大腸癌肝転移診療 国内外の Up to date (外科)」. 一般演題.
5. 大田 貢由, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 渡邉 純, 鈴木 紳祐, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腸癌における血清
ｐ53 抗体測定の有用性. ポスター.
6. 武田 和永, 田中 邦哉, 後藤 晃紀, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 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.
7. 松山 隆生, 佐野 渉, 森 隆太郎, 杉田 光隆, 山口 直孝, 窪田 徹, 亀田 久仁郎, 望月 康久, 高川 亮, 門倉 俊明, 松田 悟朗, 神谷 紀
之, 遠藤 格 : 胆嚢摘出後に判明した潜在性胆嚢癌の現状と治療方針 : Yokohama Clinical Oncology Group (YCOG) アンケート
調査から. ポスター.【ポスター優秀演題賞】
8. 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 局所進行膵体部癌
に対する術前化学放射線療法+腹腔動脈合併膵体部切除術の治療成績. ポスター.
9. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 笠原 康平, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : アシアロ
SPECT/MDCT 融合画像による門脈塞栓術前後の肝容積と機能的肝容積評価の有用性. ポスター.【ポスター優秀演題賞】
10. 野尻 和典, 田中 邦哉, 中川 和也, 藪下 泰宏, 山本 晋也, 廣島 幸彦, 武田 和永, 熊本 宜文, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森
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隆太郎, 遠藤 格 : 血清アルブミンの質に注目した肝切除後腹水発生危険因子の検討. ポスター.
11. 石部 敦士, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡
下超低位前方切除術における定型化の要点と成績. ポスター.【ポスター優秀演題賞】
12. 佐藤 圭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 術前化学放射線療法後に切除し
えた G-CSF 産生膵癌の 1 例. ポスター.
13. 村上 崇, 本間 祐樹, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤
格 : 膵癌における術前放射線化学療法に伴う腫瘍関連リンパ球および Calreticulin 発現の変化. ポスター.【ポスター優秀演題賞】
14. 平谷 清吾, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 高度血管浸潤と肝門浸潤をきたした肝内
胆管癌に対し肝右 3 区域尾状葉切除術, 下大静脈人工血管置換術,左肝静脈再建術を施行した 1 例. ポスター.
15. 土田 知史, 國崎 主税, 渡辺 卓央, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 湯川 寛夫, 吉川 貴己, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : cstageIII/IV 胃癌における診断的腹腔鏡の成績. 第 11 回日本消化器外科学会大会（DDW Japan 2013）
. ポスター.
第51回日本癌治療学会学術集会，京都，2013/10/24〜10/26
1. 國崎 主税, 牧野 洋知, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する Reducedport lapaloscopic gastrectomy(RPG)の有用性. 一般演題.
2. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格: 進行度Ⅲ胃癌への術前
DCS療法の第Ⅰ相試験. 一般演題.
3. 松山 隆生, 森 隆太郎, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌切除後の予後指標としての Glasgow prognostic score の有用性. 一般演
題.
4. 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格 : GEM、TS-1 耐性
進行膵癌に対する Interferon-α+CDDP +5FU 療法の有用性. 一般演題.
5. 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. 一般演題.
6. 菅江 貞亨, 千島 隆司, 石川 孝, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 成井 一隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : Nab-paclitaxel による末梢性神経障害に
対する Lafutidine の有効性の検討. 一般演題.
7. 石部 敦士, 大田 貢由, 金澤 周, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 進行再発大
腸癌おける FOLFOX、XELOX の L-OHP 休薬中における B-mab の上乗せ意義について. 一般演題.
8. 木村 準, 國崎 主税, 牧野 洋知, 小野 秀高, 大島 貴, 大田 貢由, 大庭 真梨, 森田 智視, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 :
非切除食道癌に対する CRT 後の予後規定因子としての Glasgow prognostic score の意義. 一般演題.
9. 佐藤 圭, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 廣島 幸彦, 中川 和也, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 腹腔洗
浄液浮遊細胞の遺伝子発現解析による膵癌腹膜播種再発予測. 一般演題.
10. 土田 知史, 國崎 主税, 大島 貴, 渡辺 卓央, 虫明 寛行, 長谷川誠司, 福島 忠男, 池 秀行, 長谷川慎一, 山本 直人, 湯川 寛夫, 吉川
貴己, 利野 靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : cT4N0胃癌の術前診断精度からみた術前補助化学療法の適応. 第51回日本癌治療学会学術集
会. 一般演題, 京都, 2013,10.
11. 野尻 和典, 田中 邦哉, 大田 貢由, 武田 和永, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 中川 和也, 藪下 泰宏, 渡辺
一輝, 市川 靖史, 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. ポスター.
12. 渡部 顕, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 大田 貢由, 市川 靖史, 遠藤 格 : WHO 分類 2010 に基づいた大腸神経内分
泌腫瘍Ｇ3 の 5 症例の検討. ポスター.
13. 嶋田 和博, 石川 孝, 喜多 久美子, 成井 一隆, 清水 大輔, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 乳癌に対する術
前 Docetaxel/Cyclophosphamide (TC) 療法の効果予測因子についての検討. ポスター.
※ 遠藤 格 : 肝臓 分子標的治療・ＩＶＲ治療. 座長・司会.
第68回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013/11/15〜11/16
1. 木村 英明, 井上 英美, 佐々木 智彦, 国崎 玲子, 辰巳 健志, 小金井 一隆, 杉田 昭, 遠藤 格 : 潰瘍性大腸炎に対する外科治療の現状
と展望. 一般演題.
2. 大田 貢由, 渡邉 純, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳佑, 渡部 顕, 金澤 周, 田中 邦哉, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 :
脾彎曲部癌に対する腹腔鏡下手術の定型化と成績. 一般演題.
3. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 石部 敦士, 市川 靖史, 遠藤 格 : 進行下部直腸癌に対する術前化学
放射線療法の組織学的効果. 一般演題.
4. 石部 敦士, 大田 貢由, 山口 和哉, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳佑, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 望月 康久, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 :
大腸癌イレウスにおける再発危険因子の検討. 一般演題.
※ 木村英明 : 外科治療から考えるUC治療. 講演・ランチョン.
第75回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013/11/21〜11/23
1. 佐藤 渉, 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 高齢者肝細胞癌に対
する肝切除の意義. シンポジウム.
2. 田中 邦哉, 谷口 浩一, 藪下 泰宏, 中川 和也, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 松山 隆生, 遠藤 格 : 切除不能肝転移の
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コンバージョンセラピーにおける計画的二期的切除および ALPPS 手術の有用性. パネルディスカッション.
3. 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 教室における局所進行胆嚢癌に対する手
術成績と治療戦略. パネルディスカッション.
4. 菅江 貞亨, 石川 孝, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 成井 一隆, 山中 正二, 稲山 嘉明, 田辺 美樹子,千島 隆司, 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腋窩郭清省略のための検討. パネルディスカッション.
5. 田中 邦哉, 藪下 泰宏, 中川 和也, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 松山 隆生, 遠藤 格 : 進行肝癌に対する
術後インターフェロン併用肝動注療法を前提とした積極的肝切除. ワークショップ.
6. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 石部 敦士, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 腹膜転移
陽性大腸癌の治療戦略. ワークショップ.
7. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 村上 崇, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 自動縫合器での膵切
離とフィブリン接着剤による断端閉鎖の膵体尾部切除術後膵液瘻予防効果. ワークショップ.
8. 石部 敦士, 大田 貢由, 山口 和哉, 鈴木 紳佑, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 舛井 秀宣, 望月 康久, 市川 靖史, 國崎 主
税, 遠藤 格 : 大腸癌イレウスの治療成績に関する多施設共同後ろ向き研究. ワークショップ.
9. 平谷 清吾, 松山 隆生, 門倉 俊明, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌の治
療戦略. ワークショップ.
10. 川口 大輔, 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 上田 倫夫, 遠藤 格 : 非大腸癌肝転移に
対する切除戦略. ワークショップ.
11. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する Reducedport laparoscopic distal gastrectomy の Learning curve. 一般演題.
12. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 嶋田 和博, 喜多 久美子, 佐々木 真理, 太田 郁子, 木内 幸之助, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞
亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術前化学療法後の皮下乳腺全摘,穿通枝皮弁による一期再建の成績と予後. 一般演題.
13. 木村 準, 國崎 主税, 牧野 洋知, 小野 秀高, 大島 貴, 大田 貢由, 大場 真梨, 森田 智視, 高川 亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 :
非切除食道癌に対する CRT の効果予測因子と予後規定因子としての Glasgow prognostic score の意義. 一般演題.
14. 渡部 顕, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 有坂 早香, 関澤 健太郎, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡邉 純, 大田 貢由, 市川 靖史, 田中 邦哉, 秋山
浩利, 遠藤 格 : 大腸神経内分泌腫瘍 (NET) の WHO 分類 2010 に基づいた分類と予後. 一般演題.
15. 佐藤 圭, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 木村 準, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 上部進行胃癌手術における脾摘の有用性. 一般演題.
16. 門倉 俊明, 松山 隆生, 佐藤 真理, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 上田 倫夫, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤
格 : 当科における肝門部胆管癌術後 SSI (surgical site infection) の検討. 一般演題.
17. 諏訪 雄亮, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸切除術術後イレウス発生と腸
内細菌叢との関係についての検討. 一般演題.
18. 大山 倫男, 田中 邦哉, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 松山 隆生, 渡辺 一輝, 谷口 浩一, 武田 和永, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤
格 : 大腸癌肝転移に対する肝切除前長期化学療法施行症例の検討. 一般演題.
19. 有坂 早香, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 :
大腸癌に対する Hartmann 手術の適応とその成績. 清水 康博, 木村 準, 菅野 伸洋, 牧野 洋知, 大島 貴, 大田 貢由, 國崎 主税, 遠藤
格 : 720 度捻転をきたした胆嚢捻転症の 1 例. 一般演題.
20. 押 正徳, 上田 倫夫, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡
下胆嚢摘出術術前 MRCP 検査の有用性. 一般演題.
21. 山口 和哉, 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳佑, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 舛井 秀宣, 望月 康久, 市川 靖史, 國崎主税,
遠藤 格 : 右側大腸癌イレウスに対する術前腸管減圧の検討. 一般演題.
22. 田 鍾寛, 木村 英明, 佐々木 智彦, 遠藤 格 : クローン病に合併した腸管膀胱瘻手術例の検討. 一般演題.
23. 菊地 祐太郎, 松山 隆生, 森 隆太郎, 野尻 和典, 熊本 宜文, 谷口 浩一, 武田 和永, 杉田 光隆, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 7 年後に異時性
発生を認めた intraductal papillary neoplasm of the bile duct の１例. 一般演題.
24. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 遠藤 格 : 血液型不適合肝移植後の敗血症発症危険
因子についての検討. ポスター.
25. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 笠原 康平, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 上田 倫夫, 秋山 浩利, 遠藤 格 : アシ
アロ SPECT/MDCT 融合画像による門脈塞栓術後の機能的肝容積評価の有用性. ポスター.
26. 田中 優作, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 村上 崇, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 術前化学放射線療法
後の膵切除症例における術後脂肪肝の検討. ポスター.
27. 小暮 悠, 上田 倫夫, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 國崎 主税, 遠藤 格 : 膵頭部
癌局所再発により門脈狭窄を生じた５例の検討. ポスター.
※ 遠藤 格 : 肝門部胆管癌の治療戦略. 座長・司会.
第26回日本外科感染症学会総会学術集会，神戸，2013/11/25〜11/26
1. 野尻 和典, 田中 邦哉, 武田 和永, 大山 倫男, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 藪下 泰宏, 遠藤 格 : 肝切除術後腹腔内
感染症患者の治療における tazobactam/piperacillin(TAZ/PIPC)の臨床有用性. 一般演題.
2. 川口 大輔, 谷口 浩一, 松山 隆生, 森 隆太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 膵頭
十二指腸切除術における膵液漏の危険因子とドレーン排液培養結果の検討. 一般演題.
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3. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 肝門部胆管癌切除症例にお
ける術前・術中胆汁培養の意義. 一般演題.
第26回日本内視鏡外科学会総会，福岡，2013/11/28〜11/30
1. 土屋 伸広, 國崎 主税, 瀬上 顕貴, 牧野 洋知, 木村 準, 菅野 伸洋, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利,
遠藤 格 : 胃癌に対する OCTO port を用いた reduced-port distal gastrectomy におけるリンパ節郭清の工夫. ワークショップ.
2. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 渡邉 純, 石部 敦士, 秋山 浩利, 田栗 正隆, 市川 靖史, 遠藤 格 : 大腸癌に
対する単孔式腹腔鏡下手術における肥満の影響. 一般演題.
3. 渡部 顕, 大田 貢由, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術前 3Ｄ-ＣＴを用いた下腸間膜動脈 (IMA)
分岐形態の把握. 一般演題.
4. 諏訪 雄亮, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 腹腔鏡下大腸切除手術における臍
部創に対するダーマボンドの使用成績. 要望演題.
5. 石部 敦士, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 金澤 周, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡下
超低位前方切除における計画的２回切離法の有用性.一般演題.
6. 押 正徳, 上田 倫夫, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 國崎 主税, 遠藤 格 : 腹腔鏡
下総胆管切石術の手技と成績. 一般演題.
7. 高橋 智昭, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 純, 小坂 隆司, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡下
結腸切除術後のポートサイトヘルニアに対し腹腔鏡下修復術を施行した１例. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 各領域における reduced port surgery の手技と位置付け. 座長・司会.

◆ 国内学会、研究会
第78回大腸癌研究会，東京，2013/1/18
1. 渡辺 一輝, 大田 貢由, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 石部 敦士, 後藤 歩, 田中 邦哉, 藤井 正一, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 :
進行下部直腸癌に対する術前化学放射線療法および拡大郭清の短期成績と課題. ポスター.
第 8 回NET Work Japan，大阪，2013/2/23
1. 門倉 俊明, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 非機能性膵神経内分泌腫瘍の
WHO2010 分類と転移・再発因子の検討.
第58回日本消化器画像診断研究会，那覇，2013/3/1〜2
1. 山崎 益代, 谷口 浩一, 中山 岳龍, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 小林 規俊, 窪田 賢輔, 松村
舞衣, 田中 邦哉, 遠藤 格. 膵尾部デスモイド腫瘍の 1 例. ポスター.
制癌剤適応研究会，軽井沢，2013/3/8
1. 徳久 元彦, 市川 靖史, 小林 規俊, 後藤 歩, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 田中 邦哉, 藤井 正一, 秋山 浩利, 遠藤
格 : 進行再発大腸癌に対するオキサリプラチン「stop and go」症例の検討. 一般演題.
2. 藪下 泰宏, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田 和永, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 武田
和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 膵癌術前放射線化学療法効果予測における hENT1,TS,DPD 発現の意義. 一般演題.
第13回京都肝移植周術期研究会，京都，2013/4/27
1. 武田 和永 : 生体肝移植後晩期 CMV 感染症２例の検討. 一般演題.
第11回日本ヘルニア学会学術集会，仙台，2013/5/10〜5/11
1. 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 石部 敦士, 大田 貢由, 藤井 正一, 國崎 主税, 遠藤 格 : 傍ストマヘルニア発症における
危険因子の検討. 一般演題.
第34回癌免疫外科研究会，岡山，2013/5/16〜5/17
1. 中川 和也, 田中 邦哉, 山本 晋也, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 大田 貢由, 秋山 浩利, 市川
靖史, 遠藤 格 : 大腸癌肝転移巣での予後因子としての CD133 発現の意義. 一般演題.
第67回手術手技研究会，札幌，2013/5/17〜5/18
1. 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 村上 崇, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 尾側膵切除後膵液瘻予防を目的
とした組織接着シートによる膵断端被覆の有用性. サージカルフォーラム.
第35回日本癌局所療法研究会，神戸，2013/5/31
1. 大田 貢由, 渡辺 一輝, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 金澤 周, 石部 敦士, 後藤 歩, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 下部直腸癌に対する術前
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化学放射線療法併用側方郭清の短期成績. 一般演題.
2. 土田 知史, 國崎 主税, 笠原 康平, 井上 英美, 白井 順也, 渡辺 卓央, 小野 秀高, 大島 貴, 福島 忠男, 湯川 寛夫, 吉川 貴己, 利野
靖, 今田 敏夫, 益田 宗孝 : 胃癌幽門狭窄に対するステント治療の検討. 第 35 回日本癌局所療法研究会, 一般演題, 神戸, 2013, 5.
※ 國崎主税 : 一般演題「食道 2」. 座長・司会.
第30回日本胆膵病態・生理研究会，仙台，2013/ 6/22
1. 佐藤 圭 : 膵全摘術施行症例の治療成績についての検討. 一般演題.
第21回日本乳癌学会学術総会，浜松，2013/6/27〜6/29
1. 菅江 貞亨, 石川 孝, 喜多 久美子, 嶋田 和博, 成井 一隆, 稲山 嘉明, 佐々木 毅, 千島 隆司, 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腋窩郭清省略のための検討. 一般演題.
2. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 嶋田 和博, 喜多 久美子, 佐々木 真理, 太田 郁子, 木内 幸之助, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞
亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 当院における皮下乳腺全摘, 遊離穿通枝皮弁による一期再建の成績と予後. ポスター.
3. 嶋田 和博, 石川 孝, 中村 史雄, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 市川 靖史, 長嶋 洋二, 遠藤 格, 五嶋 良郎 : 微小管制御因子 CRMP
(collapsin response mediator protein)と乳癌の関係. ポスター.
4. 喜多 久美子, 石川 孝, 佐々木 真理, 山田 顕光, 嶋田 和博, 太田 郁子, 成井 一隆, 清水 大輔, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 市川 靖史,
遠藤 格 : 乳癌癌幹細胞における遺伝子発現に関する検討. ポスター.
7th Colorectal Disease Symposium in Tokyo,Tokyo,2013/6/29
1. Watanabe A, Watanabe K, Fujii S, Ishibe A, Watanabe J, Ota M, Kunisaki C, Oba M, Morita S, Endo I : High vs low tie of
the inferior mesenteric artery in rectal anterior resection. HTLT study (RCT). Oral presentation.
日本外科代謝栄養学会第50回学術集会，東京，2013/7/4〜7/5
1. 藪下 泰宏, 田中 邦哉, 田栗 正隆, 中川 和也, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 上田 倫夫, 大田 貢由, 秋山
浩利, 遠藤 格 : 超高齢者肝切除における肝済生能と成績.シンポジウム.
2. 野尻 和典, 田中 邦哉, 中川 和也, 藪下 泰宏, 山本 晋也, 廣島 幸彦, 武田 和永, 熊本 宜文, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 森
隆太郎, 遠藤 格 : 血清アルブミンの質に注目した肝切除後腹水発生危険因子の検討. ポスター.
3. 三宅 益代, 田中 邦哉, 野尻 和典, 藪下 泰宏, 中川 和也, 上田 倫夫, 武田 和永, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 遠藤
格 : 肝臓手術における包括的周術期プログラム（fast-track program) の有用性の検討. ポスター.
第31回日本肝移植研究会，熊本，2013/7/4〜7/5
1. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 遠藤 格 : 当院における緊急肝移植症例の治療成績
の検討. 一般演題.
第49回日本肝癌研究会，東京，2013/7/11
1. 笠原 康平, 田中 邦哉, 野尻 和典, 武田 和永, 上田 倫夫, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 立石陽子, 大橋 健一, 近藤
福雄, 遠藤 格 : 先天性門脈欠損症に合併した肝細胞腺腫の 1 切除例. ポスター.
第45回胃病態機能研究会，名古屋，2013/8/2〜8/3
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胃癌に対する Reducedport laparoscopic distal gastrectomy の有用性. 一般演題.
第17回臨床解剖研究会，鹿児島，2013/8/23〜8/24
1. 森 悠祐, 松山 隆生, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : ３D 画像を用いた肝内脈管の立
体的構造の理解. 一般演題.
第40回日本膵切研究会，高松，2013/8/30〜8/31
1. 門倉 俊明, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 小林 規俊, 武田 和永, 上田 倫夫, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 遠藤 格 : 非機
能性膵神経内分泌腫瘍の治療戦略. 要望演題.
2. 村上 崇, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 野尻 和典, 熊本 宜文, 武田 和永, 田中 邦哉, 小林 規俊, 窪田 賢輔, 遠藤 格 : 切除不
能進行膵癌に対する長期化学療法後切除例の検討. 要望演題.
第59回日本消化器画像診断研究会，尾道，2013/9/6
1. 関澤 健太郎, 武田 和永, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 田中 邦哉, 山中 正二, 遠藤 格 : 粘液塞栓による
閉塞性黄疸を呈した胆嚢原発腺内分泌細胞癌の 1 例. 一般演題.
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第36回日本膵・胆管合流異常研究会，淡路，2013/9/14
1. 川口 大輔, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 分流手術後肝内結石症に対し
肝前区域切除を施行した膵胆管合流異常症の 1 例. 一般演題.
2. 中山 岳龍, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 胆管非拡張型膵・胆管合流異
常に合併した胆嚢穿孔の一例. 一般演題.
第 1 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，福岡，2013/9/19〜9/20
1. 成井 一隆, 石川 孝, 佐武 利彦, 嶋田 和博, 喜多 久美子, 佐々木 真理, 太田 郁子, 木内 幸之助, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞
亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術前化学療法後の皮下乳腺全摘,穿通枝皮弁による一期再建の成績と予後. 一般演題.
第18回日本外科病理学会学術集会，東京，2013/9/27〜9/28
1. 田中 邦哉, 中川 和也, 藪下 泰宏, 大山 倫男, 市川 靖史, 田辺 美樹子, 田栗 正隆, 遠藤 格 : 肝内脈管浸潤を伴う大腸癌肝転移の化
学療法後の変化−レジメンによる脈管離脱頻度の比較−. 一般演題.
第 1 回日本神経内分泌腫瘍研究会学術集会，京都，2013/9/28
1. 渡部 顕, 渡辺 一輝, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 市川 靖史, 遠藤 格 : Lynch症候群に合併した10ｍｍの進行大腸内分泌細胞癌の1症例.
ポスター.
2. 押 正徳, 上田 倫夫, 門倉 俊明, 野尻 和典, 熊本 宜文, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 國崎 主税, 遠藤
格 : 膵神経内分泌腫瘍肝転移の治療戦略. ポスター.
第 8 回肝癌治療シミュレーション研究会，東京，2013/9/28
1. 熊本 宜文, 田中 邦哉, 笠原 康平, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 遠藤 格 : アシアロ
SPECT/MDCT 融合画像による機能的肝容積評価の有用性. ワークショップ.
第 8 回膵癌術前治療研究会，東京，2013/10/13
1. 遠藤 格 : 一般演題「borderline resectable 症例の術前診断・手術手技」コメンテーター.
第43回胃外科・術後障害研究会，新潟，2013/11/1〜11/2
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 瀬上 顕貴, 小暮 悠, 木村 準, 菅野 伸洋, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 大
庭 真梨, 遠藤 格 : 胃癌に対するD2郭清を伴うReduced-port distal gasterectomyのリンパ節郭清、再建における工夫とlearning
curve. 要望演題.
2. 木村 準, 國崎 主税, 牧野 洋知, 菅野 伸洋, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 腹腔鏡下胃
全摘術式後の再建法の変遷と治療成績. 一般演題.
※ 國崎 主税 : 要望演題「腹腔鏡下胃切除術におけるリンパ節郭清と再建手技」. 座長・司会.
第23回日本乳癌検診学会学術総会，東京，2013/11/8〜11/9
1. 菅江 貞亨, 石川 孝, 久保内 光一, 土井 卓子, 松宮 彰彦, 八十島 唯一, 太田 恵蔵, 木村 博和, 市川 靖史, 遠藤 格 : 横浜市乳がん検
診における40歳乳がん検診成績. 一般演題.
第20回外科侵襲とサイトカイン研究会，伊香保，2013/12/14
1. 門倉 俊明, 松山 隆生, 諏訪 雄亮, 佐藤 真理, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤
格 : 血液培養陽性胆道感染症の重症度評価における予後予測因子の検討. 一般演題.
2. 諏訪 雄亮, 松山 隆生, 門倉 俊明, 佐藤 真理, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 谷口 浩一, 武田 和永, 遠藤 格 : 重症感染症患者の
Bio-Plex®を用いたサイトカインに関する検討. 一般演題.

◆ 地方会
臨床研究を考える会，横浜，2013/1/11
1. 市川 靖史 : 標準治療に不応・不耐となった KRAS 野生型の進行・再発大腸癌に対する Panitumumab 投与の臨床第Ⅱ相試験. 臨床
研究を考える会. 一般演題. 横浜, 2013,1.
2. 大田 貢由 : 局所進行直著癌に対する mFOLFOX6+Panitumumab 併用周術期化学療法の臨床第Ⅱ相試験. 一般演題.
3. 野尻 和典 : 多施設共同研究の進捗状況. 臨床研究を考える会. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 特別講演【座長】
. 座長・司会.
第10回神奈川膵疾患研究会，横浜，2013/1/24
1. 中山 岳龍, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 小林 規俊, 窪田 賢輔, 松村 舞依, 田中
邦哉, 遠藤 格 : 腹腔内デスモイド腫瘍の 1 例.
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第22回神奈川外科手術手技研究会，横浜，2013/2/15
1. 小野 秀高 : 完全鏡視下幽門側胃切除術における Billroth-I 法吻合術の手技. 一般演題.
2. 小坂 隆司 : 食道癌における回結腸による胸壁前再建の手技. 一般演題.
Yokohama Conference of Clinical Oncology，横浜，2013/2/18
1. 大田 貢由 : 大腸癌肝転移切除後患者を対象とした S-1/L-OHP(SOX)補助化学療法のランダム化第Ⅱ相試験. 一般演題.
2. 渡辺 一輝 : 大腸癌化学療法に伴う悪心・嘔吐リスク因子探索のための前向きコホート研究について. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 直腸癌に対する新しい治療戦略. 座長・司会.
※ 市川 靖史 : 座長・司会.
第136回神奈川臨床外科医学会，横浜，2013/2/23
1. 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 : 大腿ヘルニア嚢に孤立性腹膜播種を来し
た横行結腸癌の１例. 一般演題.
2. 渡辺 卓央, 平澤 欣吾, 田中 優作, 小野 秀高, 土田 知史, 大島 貴, 大田 貢由, 福島 忠男, 佐々木 毅, 國崎 主税 : 興味ある進展様式
を呈した Barrett 食道早期癌の 1 例.

一般演題.

横浜消化器・腫瘍外科フォーラム 2013，横浜，2013/3/1
※ 遠藤 格 :（特別講演）座長・司会.
※ 市川 靖史 :（研究報告）座長・司会.
第 1 回神奈川敗血症セミナー，横浜，2013/3/6
※ 遠藤 格 : 重症敗血症の診断と治療. 講演・ランチョン.
第 1 回神奈川周術期管理研究会，横浜，2013/3/8
※ 遠藤 格 : 座長・司会.
第 2 回TKB，高輪，2013/3/15
※ 松山 隆生 : 肝門浸潤型肝内胆管癌の１切除例. 講演・ランチョン.
第828回外科集談会，東京，2013/3/23
1. 山崎 益代, 小坂 隆司, 鈴木 紳祐, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格. Neoadjuvant TS-1+DOC により
pathological CR が得られた進行胃癌の 1 例. 一般演題.
第 3 回東京・神奈川劇症肝炎研究会，東京，2013/4/6
1. 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 斉藤 聡, 遠藤 格. 当院における緊急肝移植症例の
治療成績の検討. 一般演題.
第 2 回消化器癌臨床研究カンファレンス，横浜，2013/4/17
1. 大田 貢由 : Oxaliplatin ベース術後補助化学療法の適応と注意点〜COX 試験の進捗状況を踏まえて〜. 一般演題.
2. 野尻 和典 : YCOG 臨床試験の現状について. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 特別講演、座長.
第324回日本消化器病学会関東支部例会，東京，2013/4/20
1. 後藤 晃紀, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格, 上田 倫夫, 國崎 主税 : 膵粘液性嚢胞腫瘍に対して腹
腔鏡補助下膵頭十二指腸切除術を施行した１例. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 一般演題（22）胆Ⅱ. 座長・司会.
第 4 回横浜腹腔鏡手術手技研究会（ラパロ予備校）
，横浜，2013/5/1
1. 大田 貢由 :「腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術」「腹腔鏡下大腸切除術」. ビデオクリニック.
※ 遠藤 格 : 特別講演「腹腔鏡下ヘルニア修復術について」. 座長・司会.
第 2 回神奈川外科栄養懇談会，横浜，2013/5/8
※ 遠藤 格 : 特別講演「膵切除と周術期栄養管理」. 座長・司会.
第24回神奈川移植医学会，横浜，2013/5/16
1. 菊地 祐太郎, 武田 和永, 田中 邦哉, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 斉藤 聡, 大段 秀樹, 遠藤 格 : 肝移
植後のサイトメガウィルス感染に対し、リンパ球混合刺激試験を含めた修学的治療が奏功した１例. 一般演題.
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がん薬物療法マネジメント研究会，横浜，2013/5/21
1. 市川 靖史 : ―がん化学療法時の悪心・嘔吐と制吐療法を紐解く―. がん薬物療法マネジメント研究会. 一般演題.
Yokohama Surgical Oncology Forum，横浜，2013/5/23
※ 遠藤 格: 一般演題、座長.
第52回日本消化器病学会甲信越支部例会．第29回日本消化器病学会甲信越支部教育講演会，甲府，2013/5/25
※ 田中 邦哉 : 化学療法新時代における大腸癌肝転移治療の新展開. 講演・ランチョン.
第42回神奈川県消化器外科研究会，横浜，2013/6/1
1. 牧野 洋知, 國崎 主税, 木村 準, 大島 貴, 大田 貢由, 高川 亮, 小坂 隆司, 小野 秀高, 秋山 浩利, 遠藤 格. 胃癌に対する Reducedport laparoscopic distal gastrectomy における modified δ吻合の有用性.一般演題.
第 2 回研修医のための輸液セミナー，横浜，2013/6/8
1. 秋山 浩利, 松山 隆生, 熊本 宜文, 小坂 隆司, 関澤 健太郎, 有坂 早香 :『シミュレーターで実践エコーガイド下穿刺』. 第 2 回研修
医のための輸液セミナー. 一般演題.
※ 遠藤 格 :『中心静脈穿刺』の部屋. 座長・司会.
第829回外科集談会，東京，2013/6/29
1. 菊地 祐太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉. 秋山 浩利, 遠藤 格 : 胆嚢原発腺内分
泌細胞癌の 1 切除例. 一般演題.
第34回神奈川術後代謝栄養研究会，横浜，2013/7/6
1. 徳久 元彦 : 食道癌に対する化学放射線療法後に切除術を施行した症例の治療成績. 一般演題.
※ 遠藤 格 : 術後病態と個別化治療. 座長・司会.
※ 牧野洋知 : 一般演題、座長.
※ 市川靖史 : 一般演題、座長.コメンテーター.
第44回神奈川胃癌治療研究会，横浜，2013/7/6
1. 有坂 早香, 小坂 隆司, 渡部 顕, 渡辺 一輝, 市川 靖史, 秋山 浩利, 國崎 主税, 遠藤 格 : Neoadjuvant TS-1+DOC により pathological
CR が得られた進行胃癌の 1 例. 一般演題.
※ 秋山浩利: SessionⅡ. 座長・司会.
第325回日本消化器病学会関東支部例会，東京，2013/7/13
1. 川口 大輔, 熊本 宜文, 野尻 和典, 森 隆太郎, 谷口 浩一, 松山 隆生, 武田 和永, 田中 邦哉, 遠藤 格 : 術前化学療法が奏功し切除可
能となった AFP 産生肝内胆管癌の 1 例. 一般演題.
第58回神奈川県消化器病研究会，横浜，2013/7/20
1. 三宅 謙太郎, 森 隆太郎, 松山 隆生, 谷口 浩一, 熊本 宜文, 野尻 和典, 武田 和永, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 長期化学療法後
に腹腔動脈幹合併膵体尾部切除術を施行した膵体部癌の 1 例. 一般演題.
2. 押 正徳, 上田 倫夫, 久保 博一, 渡部 顕, 國崎 主税, 遠藤 格 : 胆嚢原発神経内分泌癌の 1 例. 一般演題,
3. 有坂 早香, 渡辺 一輝, 渡部 顕, 石部 敦士, 大田 貢由, 田中 邦哉, 秋山 浩利, 金田 幸枝, 大橋 健一, 遠藤 格 : 骨盤内膿瘍を合併し
て放射線誘発大腸癌の 1 例. 一般演題.
4. 石部 敦士, 大田 貢由, 金澤 周, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 渡部 顕, 渡邉 純, 渡辺 一輝, 藤井 正一, 市川 靖史, 國崎 主税, 遠藤 格 :
StageⅡ,Ⅲにおける KRAS 遺伝子変異の臨床的意義.

ポスター.

臨床研究を考える会，横浜，2013/7/26
1. 遠藤 格 : 上部消化器癌の診断と治療〜ミクロとマクロの視点から〜. 座長・司会.
2. 野尻 和典 : 多施設共同研究の進捗状況. 座長・司会.
日本消化器病学会関東支部326回例会，東京，2013/9/14
1. 関澤 健太郎, 谷口 浩一, 森 隆太郎, 熊本 宜文, 野尻 和典, 松山 隆生, 武田 和永, 秋山 浩利, 田中 邦哉, 遠藤 格, 矢尾 正祐 : 術
前膵管ステントにより安全に施行しえた Von Hippel-Lindau 病に伴う Pancreatic neuroendocrine tumor の 1 核出術例. 一般演
題.
第137回神奈川県臨床外科医学会集談会，横浜，2013/9/28
1. 菊地 祐太郎, 渡辺 一輝, 渡部 顕, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 遠藤 格 : 術前放射線化学療法後に根治切除が可能
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になった痔瘻癌の 1 例. 一般演題.
第15回横浜サージカルビデオフォーラム，横浜，2013/9/9
1. 小暮 悠 : 第一部【郭清】①. 一般演題.
2. 高橋 智昭 : 第二部【再建】①. 一般演題.
※ 牧野 洋知 : 第二部【再建】. 座長・司会.
Yokohama Surgical Oncology Forum，横浜，2013/10/7
1. 渡辺 一輝 : 大腸癌化学療法に伴う悪心・嘔吐リスク因子探索のための前向きコホート研究について. Yokohama Surgical
Oncology Forum. 一般演題.
2. 菅江 貞亨 : 乳癌に対する nab-paclitaxel を用いた臨床研究について. Yokohama Surgical Oncology Forum. 一般演題.
第46回神奈川県消化器病医学会総会，横浜，2013/10/26
1. 高橋 智昭, 渡部 顕, 鈴木 紳祐, 諏訪 雄亮, 石部 敦士, 小坂 隆司, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 秋山 浩利, 遠藤 格 : ノマトスタチンアナ
ログ、成分栄養剤で改善を得た直腸癌術後乳糜腹水の 1 例. 一般演題.
第 9 回がんプロ市民公開セミナー，横浜，2013/11/2
※ 市川 靖史 : スイス・バーゼル大学における神経内分泌腫瘍の治療法. 座長・司会.
※ 松山 隆生 : 治療をあきらめない−海外で治療を受けるために−. 座長・司会.
第 5 回ラパロ予備校横浜腹腔鏡手術手技研究会，横浜，2013/11/18
※ 秋山 浩利 : 腹腔鏡下手術におけう体内結紮について. 講演・ランチョン.
※ 大田 貢由 : 講義セッション司会. 座長・司会.
※ 渡邉 純 : エネルギーデバイス使用のコツ. 講演・ランチョン.
第45回神奈川胃癌治療研究会，横浜，2013/12/7
1. 関澤 健太郎, 小坂 隆司, 秋山 浩利, 渡部 顕, 渡辺 一輝, 牧野 洋知, 國崎 主税, 遠藤 格 : 範囲診断が困難であった手つなぎ型腺管
癌の 2 例. 一般演題.
第10回日本乳癌学会関東地方会，大宮，2013/12/7
1. 嶋田 和博, 石川 孝, 喜多 久美子, 成井 一隆, 清水 大輔, 田辺 美樹子, 佐々木 毅, 菅江 貞亨, 市川 靖史, 遠藤 格 : 術前化学療法に
よる病理学的完全奏効後に早期中枢神経再発した乳癌の 1 例. 一般演題.
第831回外科集談会，東京，2013/12/21
1. 菊地 祐太郎, 菅江 貞亨, 喜多 久美子, 石川 孝, 市川 靖史, 遠藤 格 : 腎細胞癌乳腺転移の一例. 一般演題.
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