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との鑑別が困難であった後腹膜原発神経鞘腫に対し腹腔鏡下に切除した１例. 山梨医学, 41 : 26-29, 2013.
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−外科のパラダイムシフト−. 山梨県立中央病院年報, 39 : 6-9, 2013.
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鏡下大腸癌手術の検討. 第26回日本内視鏡外科学会総会. 一般演題, 東京, 2013, 11.
15. 原田 真吾, 山岸 茂, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 笠原 康平, 泉澤 祐介, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : 貧血を契機に診断し得
た肺多形癌術後小腸転移の1例. 第75回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
16. 原田 真吾, 山岸 茂, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : 当院における大腸憩室症に対する手術症例の検討. 第68回日本大腸肛門病学会
学術集会. 一般演題, 東京, 2013, 11.
17. 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 本庄 優衣, 高橋 直行, 春田 浩一, 和田 朋子, 佐藤 渉, 樅山 将士, 山岸 茂, 仲野 明 : 当院における残胃癌症
例の治療成績. 第68回日本消化器外科学会総会. 要望演題, 宮崎, 2013, 7.
18. 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 笠原 康平, 原田 真吾, 樅山 将士, 山岸 茂, 仲野 明 : 当院における残胃癌症
例の検討. 第75回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
19. 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 足立 祥子, 本庄 優衣, 髙橋 直行, 春田 浩一, 和田 朋子, 佐藤 渉, 樅山 将士, 山岸 茂, 仲野 明 : 当院にお
ける胆道癌の治療成績. 第33回神奈川術後代謝栄養研究会, 一般演題, 横浜, 2013, 1.
20. 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 笠原 康平, 原田 真吾, 樅山 将士, 山岸 茂, 仲野 明 : 膵尾部腫瘍の1例. 第
21回21世紀外科セミナー, 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
21. 佐藤 渉, 山岸 茂, 足立 祥子, 本庄 優衣, 和田 朋子, 髙橋 直行, 泉澤 祐介, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : NPWTによる下部消化
管穿孔症例術後の新しい創管理. 第68回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
22. 本庄 優衣, 山岸 茂, 足立 祥子, 和田 朋子, 髙橋 直行, 佐藤 渉, 泉澤 祐介, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : 直腸癌に対する局所切
除術の治療成績. 第68回日本消化器外科学会総会. 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
23. 山岸 茂, 樅山 将士, 足立 祥子, 本庄 優衣, 和田 朋子, 髙橋 直行, 佐藤 渉, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸癌同時性腹膜播種
症例の予後規定因子からみた治療戦略. 第68回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
24. 和田 朋子, 山岸 茂, 樅山 将士, 足立 祥子, 本庄 優衣, 髙橋 直行, 佐藤 渉, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸憩室症による緊急
手術症例の検討. 第68回日本消化器外科学会総会, 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
25. 樅山 将士, 山岸 茂, 足立 祥子, 本庄 優衣, 和田 朋子, 髙橋 直行, 佐藤 渉, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸癌イレウス症例に
おける腸管減圧の意義. 第68回 日本消化器外科学会総会. 要望演題, 宮崎, 2013, 7.
26. 高橋 弘毅, 樅山 将士, 山岸 茂, 山本 淳, 中本 礼良,

本庄 優衣, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸内分泌細胞癌の

一例. 第137回神奈川県臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2013, 9.
27. 樅山 将士, 山岸 茂, 原田 真吾, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸癌イレウス症例における腸管減圧の意義. 第68回日本大腸肛門病学会学術
集会, 一般演題, 東京, 2013, 11.
28. 山岸 茂,

樅山 将士, 原田 真吾, 松尾 憲一, 仲野 明 : 脾彎曲部大腸癌に対する腹腔鏡補助下直腸切除術の定型化. 第68回日本大腸

肛門病学会学術集会, 一般演題, 東京, 2013, 11.
29. 樅山 将士, 山岸 茂, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 笠原 康平, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸癌イレウス症例に
おける大腸ステントの有用性. 第75回日本臨床外科学会総会. ワークショップ, 名古屋, 2013, 11.
30. 本庄 優衣, 山岸 茂, 山本 淳, 中本 礼良, 笠原 康平, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : 絞扼性イレウスに診断
における判別式の有用性についての検討. 第75回日本臨床外科学会総会, 要望演題, 名古屋, 2013, 11.
31. 山岸 茂, 樅山 将士, 笠原 康平, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 大腸癌腹膜播種手術症
例に対する予後規定因子の検討. 第75回日本臨床外科学会総会, 要望演題, 名古屋, 2013, 11.
32. 山本 淳, 山岸 茂, 中本 礼良, 本庄 優衣, 笠原 康平, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : 当院における大腸癌術
後切開部SSIの検討. 第75回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
33. 笠原 康平, 山岸 茂, 樅山 将士, 松尾 憲一, 仲野 明 : 当院における大腸憩室症に対する手術症例の検討. 第75回日本臨床外科学会総
会, ワークショップ, 名古屋, 2013, 11.
34. 山岸 茂,

樅山 将士, 笠原 康平, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 左側横行結腸癌／下

行結腸癌に対する腹腔鏡補助下結腸切除術の定型化. 第26回日本内視鏡外科学会総会. 要望演題, 福岡, 2013, 11.
35. 樅山 将士, 山岸 茂, 山本 淳, 中本 礼良, 本庄 優衣, 笠原 康平, 原田 真吾, 泉澤 祐介, 松尾 憲一, 仲野 明 : 当院における腹腔鏡下
大腸切除症例における切開部SSIの検討. 第26回日本内視鏡外科学会総会, 要望演題, 福岡, 2013, 11.
※ 松尾 憲一, 内藤 亜由美, 仲野 明 : 下部消化管穿孔による汎発性腹膜炎術後の創管理におけるV.A.C.の有用性. 1st V.A.C. Summit,
講演・ランチョン, 東京, 2013, 6.
※ 仲野 明 : 特別講演「食道アカラシアに対する最新の治療 (POEM)」
（昭和大学横浜市北部病院消化器センター教授

井上晴洋先生）
.

藤沢市医師会消化器病医会学術講演会, 座長・司会, 藤沢, 2013, 2.
※ 仲野 明 : 第21回21世紀外科セミナー, その他, 宮崎 2013, 7.
※ 松尾 憲一 : 演題2. 第21回21世紀外科セミナー, 座長・司会, 宮崎, 2013, 7.
※ 山岸 茂 : 一般講演「抗EGFR抗体における皮膚障害対策について」
（横浜市立大学附属病院看護部
癌化学療法における最新の話題」（横浜市立大学大学院医学研究科臨床腫瘍科学准教授
conference,

加藤亮子先生）
／特別講演「大腸

市川靖史先生）. 湘南colon cancer

座長・司会, 藤沢, 2013, 10.

※ 山岸 茂 : 一般演題144

症例

単孔小腸・他 (１）
. 第26回日本内視鏡外科学会総会, 座長・司会, 福岡, 2013, 11.

<横須賀市立市民病院＞
1. 関澤 健太郎, 亀田 久仁郎, 遠藤 和伸, 清水 康博, 島 秀栄, 藤井 一博, 杉浦 浩朗, 長嶺 弘太郎, 久保 章, 竹川 義則 : 副膵管原発膵
癌の１例, 第68回日本消化器外科学会, 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
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2. 清水 康博, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 島 秀栄, 藤井 一博, 遠藤 和伸, 杉浦 浩朗, 久保 章 : Pagetoid spreadを伴う直腸肛門管癌
に対して術前放射線療法を行い根治切除をし得た１例. 第68回日本消化器外科学会. 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
3. 杉浦 浩朗, 長嶺 弘太郎, 亀田 久仁郎, 久保 章, 藤井 一博, 宮本 洋, 三宅 益代, 森 康一, 竹川 義則 : 狭窄症状を呈しＳ状結腸癌と
の鑑別を要したＳ状結腸憩室炎の１例. 第75回日本臨床外科学会総会, ポスター, 名古屋, 2013, 11.
4. 藤井 一博, 亀田 久仁郎, 森 康一, 三宅 益代, 宮本 洋, 杉浦 浩朗, 長嶺 弘太郎, 久保 章 : 直腸癌術後横隔膜転移の１例. 第75回日
本臨床外科学会総会, 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
5. 鈴木 伸吾, 宮本 洋, 三宅 益代, 森 康一, 藤井 一博, 杉浦 浩朗, 長嶺 弘太郎,

亀田 久仁郎, 久保 章 : 十二指腸潰瘍穿孔術後にカ

ンジダ菌血症を呈した１例. 第136回神奈川臨床外科I医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2013, 12.

<横浜労災病院＞
1. 山本 晋也, 千島 隆司, 原田 郁, 舛本 真理子, 赤塚 壮太郎, 戸田 陽子, 有岡 仁, 田山 芳史, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 80歳以上の
高齢者乳癌. 第21回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 浜松, 2013, 6.
2. 山本 晋也, 千島 隆司, 足立 祥子, 原田 郁, 赤塚 壮太郎, 戸田 陽子, 有岡 仁, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 乳癌患者における血清抗
p53抗体測定の意義. 第51回日本癌治療学会学術集会. 一般演題, 京都, 2013, 10.
3. 山本 晋也, 千島 隆司, 足立 祥子, 原田 郁, 赤塚 壮太郎, 戸田 陽子, 有岡 仁, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 腋窩リンパ節転移を伴い、
稀な進展形式を示した乳腺腺様嚢胞癌の1例. 第75回日本臨床外科学会総会, 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
4. 山本 晋也, 千島 隆司, 足立 祥子, 有岡 仁, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 胸筋間リンパ節へ単独転移を認めた乳癌の1例. 第10回日本乳
癌学会関東地方会. 一般演題, 大宮, 2013, 12.
5. 石丸 純子, 千島 隆司, 足立 祥子, 山本 晋也, 有岡 仁, 長谷川 直樹, 角田 幸雄, 佐々木 毅 : エストロゲン受容体陽性を示した
Matrix-producing carcinoma の一例. 第10回日本乳癌学会関東地方会. 一般演題, 大宮, 2013, 12.
6. 足立 祥子, 千島 隆司, 山本 晋也, 阿部 大二郎, 長谷川 直樹, 角田 幸雄 : 脊髄圧迫症状を呈した乳房原発悪性リンパ腫の一例. 第
10回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 大宮, 2013, 12.
7. 千島 隆司 : 乳癌薬物療法 up date −SABCS 2012−. 第7回神奈川乳腺カンファレンス学術集会. ワークショップ, 横浜, 2013, 1.
8. 千島 隆司 : 閉経後ホルモン受容体陽性乳癌に対する 術後アロマターゼ阻害剤と経口フッ化ピリミジン系薬剤併用療法の効果と安全
性に対する前向きコホート試験. 第3回Kanagawa Breast Cancer Oncology Groupプロトコール検討会. 一般演題, 横浜, 2013,
6.
9. 千島 隆司, 大椛 裕美, 八木 智子 : 乳がん診療で求められる患者サポート. 第23回神奈川乳腺疾患懇話会, 一般演題, 横浜, 2013,
11.
10. 山本 豊, 石川 孝, 穂積 康夫, 池田 雅彦, 岩田 広治, 山下 啓子, 遠山 竜也, 千島 隆司, 君島 伊造, 佐治 重衡, 指宿 睦子, 岩瀬 弘
敬 : Non-steroidal AI無効の進行再発乳癌に対する高用量TORとEXEの無作為化第II相試験. 第50回日本癌治療学会学術集会, 一般演
題, 横浜, 2012, 10. (2012追加分)
※ 千島 隆司 : 一般演題Y. 第10回日本乳癌学会関東地方会, 座長・司会, 大宮, 2013, 12.
※ 千島 隆司 : 化学療法の副作用対策−ネイルケアと賢い食事. 第12回With You Tokyo〜あなたとブレストケアを考える会〜, 座長・
司会, 東京, 2013, 9.
※ 千島 隆司 : 再発乳癌の治療. 第14回よこはま乳癌シンポジウム, 座長・司会, 横浜, 2013, 10.
※ 千島 隆司 : 進行再発乳癌における分子標的治療. 新横浜, Breast Cancer Seminar 2013. 座長・司会, 横浜, 2013, 10.
※ 千島 隆司 : 多職種を対象としたチーム医療講座. 神奈川乳癌研究グループ平成25年度総会,講演・ランチョン, 横浜, 2013, 5.
※ 千島 隆司 : 乳がんホルモン療法の効果と可能性〜閉経前後×術後治療・再発治療〜. Voice of Life NET 乳癌講演会 2013, 講演・
ランチョン, 東京, 2013, 6.
※ 千島 隆司 : 乳がん検診の不安と疑問解消セミナー, 美活・健活フェスタ2013 SUMMER, 講演・ランチョン, 東京, 2013, 6.
※ 千島 隆司 : 〜今日から役立つ〜女性のための乳がんセミナー. 第50回全国生協保険関東甲信越地区講演会. 講演・ランチョン, さい
たま, 2013, 7.
※ 千島 隆司 : 乳がん治療の基礎知識と最新情報. 第12回乳房再建講演会. 講演・ランチョン,甲府, 2013, 8.
※ 千島 隆司 : 乳がん診療における Bad News とコミュニケーション. 第2回青森ピンクリボンプロジェクト. 講演・ランチョン, 青
森, 2013, 10.
※ 千島 隆司 : 遺伝性乳がんのABC. 第2回青森ピンクリボンプロジェクト（ナイトレクチャー）
, 講演・ランチョン, 青森, 2013, 10.
※ 千島 隆司 : 乳がん検診のいろは. 第1回横浜北部乳がん検診講演会. 講演・ランチョン, 横浜, 2013, 11.
※ 千島 隆司 : 乳がんを知ろう（検診から最新治療）ピンクリボントークショー（FM放送） エフエム青森特別番組.「青森ピンクリボン
プロジェクト〜あなたのこと守りたい〜」, ラジオ・テレビ, 青森, 2013, 10.
※ 千島 隆司 : 乳がんについての知識をこれからの業務に活かすこと（ファシリテーター）
. 第50回全国生協保険 関東甲信越地区講演会,
その他, さいたま, 2013, 7.
※ 千島 隆司 :「楽しく・うまく暮らす」何でも相談コーナー（コメンテーター）
. 第12回With You Tokyo〜あなたとブレストケアを考
える会〜, その他, 東京, 2013, 9.

<横須賀共済病院＞
1. Minami Y : Single drainage after pancreaticoduodenectomy reduces the risk of pancreatic fistura. 10th
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垣 雅俊, 舛井 秀宜 : 浸潤性膵管癌切除後長期生存の条件. 第51回日本癌治療学会学術集会. ポスター, 京都, 2013, 10.
40. 高川

亮, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 久保 博一, 中山 岳龍, 後藤 晃紀, 川元 真, 小西 隆行, 本間 祐樹, 渡邉 純, 南 裕太, 盛田 知幸,

茂垣 雅俊, 舛井 秀宜 : 腹腔鏡補助下胃全摘の再建法. 第43回胃外科・術後障害研究会. 要望演題, 新潟, 2013, 10.
41. 高川 亮, 遠藤 千穂, 堀井 伸利, 川元 真, 千葉 創, 開田 脩平, 諏訪 雄亮, 伊藤 慎吾, 小西 隆行, 本間 祐樹, 渡邉 純, 南 裕太, 盛田
知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜 : cT4食道癌に対する術前補助療法後手術の治療成績. 第51回日本癌治療学会学術集会. ポスター, 京都,
2013, 10.
42. 久保 博一, 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣 :
進行・再発大腸癌におけるPanitumumabの使用成績の検討. 第51回日本癌治療学会学術集会, 一般演題, 京都, 2013, 10.
43. 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡邉 一輝, 本間 祐樹, 大田 貢由 : ICG蛍光法を用いた直腸S状部付近の血流境界の評価.
第68回日本大腸肛門病学会. 一般演題, 新宿, 2013, 11.
44. 諏訪 雄亮, 渡邉 純, 本間 祐樹, 鈴木 紳祐, 石部 敦士, 渡辺 一輝, 大田 貢由, 舛井 秀宣 : 大腸癌イレウスに対する 大腸ステント留
置術の成績. 第68回日本大腸肛門病学会学術集会, 一般演題, 東京, 2013, 11.
45. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 一輝, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛
井秀宣 : 縫合不全の予防としてのICG蛍光法を用いた直腸S状部付近の血流境界の評価. 第75回日本臨床外科学会総会. ワークショッ
プ, 名古屋, 2013, 11.
46. 久保 博一, 本間 祐樹, 小西 隆行, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 後藤 晃紀, 中山 岳龍, 小西 隆行, 高川 亮, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅
俊, 舛井秀宜 : 当院における単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出手術の検討. 第75回日本臨床外科学会総会. 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
47. 井口 健太, 渡邉 純, 石部 敦士, 渡邉 一輝, 大田 貢由, 久保 博一, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 津浦 幸夫,
舛井 秀宜 : 回腸腫瘍による成人腸重積に対し待期的に単孔式腹腔鏡手術を施行した1例. 第75回日本臨床外科学会総会. 一般演題, 名
古屋, 2013, 11.
48. 千葉 創, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 久保 博一, 川元 真, 後藤 晃紀, 中山 岳龍, 小西 隆行, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 渡邉 純, 盛田
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知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜 : 腹水濾過濃縮再潅流法を計画的、短期入院で行うことで終末期を在宅で過ごせた癌性腹膜炎の一例. 第
75回日本臨床外科学会総会. ポスター, 名古屋, 2013, 11.
49. 片野 俊弘, 川元 真, 南 裕太, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 久保 博一, 後藤 晃紀, 中山 岳龍, 小西 隆行, 本間 祐樹, 高川 亮, 渡邉 純, 盛
田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜 : 精索転移をきたした膵癌の一例. 第75回日本臨床外科学会総会. 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
50. 茂垣 雅俊 : 食道：良性疾患２. 第75回日本臨床外科学会総会, 座長・司会, 名古屋, 2013, 11.
51. 南 裕太, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 久保 博一, 中山 岳龍, 後藤 晃紀, 川元 真, 小西 隆行, 本間 祐樹, 高川 亮, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂
垣 雅俊, 舛井 秀宜 : 巨大な膵粘液性嚢胞腫瘍 (MCN) に対して腹腔鏡補助下膵体尾部切除を施行した一例. 第26回日本内視鏡外科
学会総会, 一般演題, 福岡, 2013, 11.
52. 久保 博一, 高川 亮, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 中山 岳龍, 後藤 晃紀, 川元 真, 小西 隆行, 本間 祐樹, 渡邉 純, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊,
舛井 秀宜 : 当院における腹腔鏡下噴門側胃切除術の手術手技と治療成績. 第26回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 福岡, 2013,
11.
53. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 一輝, 川元 真, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂垣
雅俊, 舛井 秀宣 : 大腸癌手術における皮下閉鎖式吸引ドレーンの有用性〜プロペンシティスコアマッチングを用いた検討〜. 第26回
日本外科感染症学会総会. シンポジウム, 神戸, 2013, 11.
54. 渡邉 純, 大田 貢由, 諏訪 雄亮, 鈴木 紳祐, 渡部 顕, 石部 敦士, 渡邉 一輝, 本間 祐樹, 高川 亮, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂垣 雅俊, 舛
井 秀宣, 遠藤 格 : 大腸癌に対する単孔式腹腔鏡下手術の手技と短期・中期成績の検討. 第26回日本内視鏡外科学会総会, シンポジウ
ム, 福岡, 2013, 11.
55. 高川 亮, 矢後 彰一, 遠藤 千穂, 久保 博一, 中山 岳龍, 後藤 晃紀, 川元 真, 小西 隆行, 本間 祐樹, 渡邉 純, 南 裕太, 盛田 知幸, 茂
垣 雅俊, 舛井 秀宜 : 腹腔鏡補助下胃全摘の成績と工夫. 第26回日本内視鏡外科学会総会. 要望演題, 福岡, 2013, 11.
※ 渡邉 純 : エネルギーデバイス使用のコツ. 第5回横浜腹腔鏡手術手技研究会（ラパロ予備校）
, 講演・ランチョン, 横浜, 2013, 11.
※ 渡邉 純 : Bundle(束)で考える直腸癌手術後の縫合不全の予防 第75回 日本臨床外科学会総会. 講演・ランチョン, 名古屋, 2013, 11.
※ 茂垣 雅俊 : ピロリ菌がいなくなると胃がんにならないの？ 胃がんリスク検診講演会, 講演・ランチョン, 横須賀, 2013, 5.
※ 橋本 淳, 渡邉 純 : 大腸原発神経内分泌細胞癌の肝転移に対しmFOLFOX6+Cetuximabが著効した1例. 第68回日本消化器外科学
会, その他, 宮崎, 2013, 7.

<横浜みなと赤十字病院＞
1. 稲垣 里紗, 杉田 光隆, 丸山 高, 小笠原 康夫, 長田 俊一, 長谷川 誠司, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗 : S状結腸癌イレウスに合
併した非閉塞性腸間膜虚血の1例. 第828回外科集談会. 一般演題, 東京, 2013, 3.
2. 長田 俊一, 稲垣 里紗, 丸山 高, 小笠原 康夫, 清水 大輔, 杉田 光隆, 長谷川 誠司 : 小尾芳郎,阿部哲夫: 80歳以上の高齢者大腸癌症
例の予後規定因子の検索. 第113回日本外科学会. 一般演題, 福岡, 2013, 4.
3. 峯岸 裕蔵, 長田 俊一, 大西 宙, 矢澤 慶一, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 杉田 光隆, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗 : S状結腸癌術後、孤立性に鼠
径リンパ節転移がみられた1例. 第829回外科集談会, 一般演題, 東京, 2013, 6.
4. 杉田 光隆, 稲垣 里紗, 丸山 高, 小笠原 康夫, 長田 俊一, 長谷川 誠司, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗 : 肝内胆管癌と胆管付属腺
由来胆管内乳頭状腫瘍 (IPNB) を合併した1切除例. 第25回日本肝胆膵外科学会, ポスター, 宇都宮, 2013, 6.
5. 矢澤 慶一, 杉田 光隆, 峯岸 裕蔵, 大西 宙, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗 : S状結腸癌イレウスに合併し
た非閉塞性腸間膜虚血の1例. 第23回横浜消化器疾患研究会, 一般演題, 横浜, 2013, 6.
6. 稲垣 里紗, 長田 俊一, 小笠原 康夫, 杉田 光隆, 長谷川 誠司, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫 : 大腸癌同時性腹膜播種症例における術後/術前
CEA値の有用性. 第67回日本消化器外科学会, 一般演題, 宮崎, 2013, 7.
7. 長田 俊一, 稲垣 里紗, 小笠原 康夫, 杉田 光隆, 長谷川 誠司, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫 : StageⅣ大腸癌CurB症例における全身化学療
法併用多段階切除の有用性. 第67回日本消化器外科学会, パネルディスカッション, 宮崎, 2013, 7.
8. 長田 俊一, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 杉田 光隆, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫 : 大腸癌同時性・異時性腹膜播種症例における予後規定因子の検
索-術後/術前CEA値」に着目して

第11回日本消化器外科大会, ポスター, 東京, 2013, 10.

9. 長田 俊一, 諏訪 宏和, 矢澤 慶一, 大西 宙, 峯岸 裕蔵 : StageⅣ大腸癌CurB症例dの治療成績. 第68回日本大腸肛門病学会, 一般演
題, 大阪, 2013, 11.
10. 諏訪 宏和, 峯岸 裕蔵, 大西 宙, 矢澤 慶一, 長田 俊一 : 高齢者大腸癌の治療成績の検討. 第68回日本大腸肛門病学会, 一般演題, 大
阪, 2013, 11.
11. 峯岸 裕蔵, 長田 俊一, 諏訪 宏和, 矢澤 慶一, 大西 宙 : StageⅡ大腸癌における再発リスク因子と予後規定因子の検索. 第68回日本
大腸肛門病学会. 大阪, 2013, 11.
12. 矢澤 慶一, 長田 俊一, 諏訪 宏和, 大西 宙, 峯岸 裕蔵 : 大腸癌StageⅣにおけるbuddingの有用性. 第68回日本大腸肛門病学会, 一
般演題, 大阪, 2013, 11.
13. 大西 宙, 長田 俊一, 諏訪 宏和, 矢澤 慶一, 峯岸 裕蔵 : StageⅢ大腸癌における再発リスク因子と予後規定因子の検索. 第68回日本
大腸肛門病学会, 大阪, 2013, 11.
14. 杉田 光隆, 大西 宙, 峯岸 裕蔵, 矢澤 慶一, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一 : 当院における早期退院を目指した膵頭十二指腸切除
術の術式および術後管理の工夫. 第75回日本臨床外科学会. ポスター, 名古屋, 2013, 11.
15. 杉田 光隆, 峯岸 裕蔵, 大西 宙, 矢澤 慶一, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一, 阿部 哲夫 : 当科における肝切除の現況−開腹術から
腹腔鏡下手術まで−. 第24回横浜消化器疾患研究会. 一般演題, 横浜, 2013, 11.
16. 矢澤 慶一, 杉田 光隆, 峯岸 裕蔵, 大西 宙, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一 : IVRによって大量切除を回避し得たSMA血栓症の1例.
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第24回横浜消化器疾患研究会. 一般演題, 横浜, 2013, 11.
17. 伊藤 篤史, 杉田 光隆, 大西 宙, 峯岸 裕蔵, 矢澤 慶一, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一 : 巨大子宮筋腫によって憩室穿孔を引き起
こした一例. 第75回日本臨床外科学会, その他, 名古屋, 2013, 11.
18. 小笠原 康夫, 杉田 光隆, 稲垣 里紗, 丸山 高, 清水 大輔, 長田 俊一, 長谷川 誠司, 小尾 芳郎, 阿部 哲夫 : 小腸神経内分泌腫瘍によ
る緊急手術の1例. 第75回日本臨床外科学会. 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
19. 諏訪 宏和, 長田 俊一, 大西 宙, 矢澤 慶一, 小野 秀高, 杉田 光隆, 阿部 哲夫 : 子宮直接浸潤を伴う直腸癌に対し腹腔鏡下に合併切
除しえた1例. 第26回日本内視鏡外科学会. 一般演題, 福岡, 2013, 11.
20. 成相 諒子, 矢澤 慶一, 峯岸 裕蔵, 大西 宙, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一, 杉田 光隆, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗 : 膣瘻形成を伴った
S状結腸癌の1例. 第138回神奈川臨床外科医学会. 一般演題, 横浜, 2013, 12.
21. 大西 宙, 杉田 光隆, 峯岸 裕蔵, 矢澤 慶一, 諏訪 宏和, 小野 秀高, 長田 俊一, 阿部 哲夫, 熊谷 二朗 : 外鼡径ヘルニアに合併した鼡
径部子宮内膜症の1例. 第831回外科集談会, 一般演題, 東京, 2013, 12.
※ 小野 秀高, 國崎 主税, 木村 準, 土田 知史, 大島 貴, 牧野 洋知, 大田 貢由, 福島 忠男, 徳久 元彦, 泉澤 祐介, 高川 亮, 小坂 隆司,
秋山 浩利, 遠藤 格 : 食道癌に対する放射線化学療法の治療戦略. 第75回日本臨床外科学会, その他, 名古屋, 2013, 11.

<済生会横浜市南部病院＞
1. Tsuchida K, Yoshikawa T, Aoyama T, Hayashi T, Yamada T, Cho H, Ohshima T, Kunisaki C, Yukawa N, Rino Y,
Masuda M : Unfavorable subset of clinical T4M0 gastric cancer: another promising candidate for neo-adjuvant
chemotherapy. 10th International Gastric Cancer Congress, Poster, 2013, 6.
2. Saito S, Fujita S, Mizusawa J, Saito N, Kinugasa Y, Akazai Y, Fujii S, KanemitsuY, Akasu T, Moriya Y : Sexual
dysfunction after rectal cancer surgery - the results from a prospective randomized trial comparing mesorectal
excision with and without lateral lymph node dissection for clinical stage II or stage III lower rectal cancer :
JCOG0212. 2013European Cancer Congress, ポスター, Amsterdam, 2013, 9.
3. 虫明 寛行, 牧野 洋知, 奥村 武弘, 丸野 要, 藤野 昇三, 杉山 保幸 : 成人鼠径ヘルニア修復術のキーポイント−再発36例の検討から
−. 第38回日本外科系連合学会学術集会. 要望演題, 東京, 2013, 6.
4. 原田 郁, 福島 忠男, 岡本 浩直, 渡辺 卓央, 大田 洋平, 三箇 山洋, 土田 知史, 平川 昭平, 長谷川 聡, 虫明 寛行, 長谷川 誠司, 池
秀之 : 当科で経験した大網裂孔ヘルニアの3例. 第58回 神奈川消化器病研究会, 一般演題, 横浜, 2013, 7.
5. 原田 郁, 長谷川 聡, 岡本 浩直, 渡辺 卓央, 大田 洋平, 三箇 山洋, 土田 知史, 平川 昭平, 虫明 寛行, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 小野
麻衣, 中山 崇, 池 秀之 : 乳腺基質産生癌の1例. 第138回神奈川臨床外科医学会集談会, 一般演題, 横浜, 2013, 12.
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9. 三箇 山洋, 福島 忠男, 岡本 浩直, 長谷川 聡, 原田 郁, 渡辺 卓央, 大田 洋平, 三箇 山洋, 土田 知史, 平川 昭平, 虫明 寛行, 長谷川
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14. 長谷川 聡, 樋口 晃生, 椎野 王久, 三ツ堀 隼弘, 平川 昭平, 窪田 徹, 杉政 奈津子, 片山 雄介, 原田 浩, 斉藤 修治, 池 秀之 : 乳癌
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ステントorバイパス
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36. 椎野 王久, 池 秀之, 今田 敏夫, 木村 直子, 小嶋 亮太, 堀田 信之, 宮沢 直幹, 西井 鉄平, 荒井 弘雅, 坪井 正博, 乾 健二 : 肺がん
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40. 福島 忠男 : パニツムマブを併用した術前化学療法が著効した同時性肝転移を伴う局所進行直腸癌の一例. 八王子分子標的治療セミ
ナー, 発表, 八王子, 2013, 10.
41. 福島 忠男 : SSIゼロを目指した腹腔鏡下虫垂切除術の定型化. 第75回日本臨床外科学会総会,主題関連演題, 2013, 11.
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134

業績・研究／学会発表
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※ 福島 忠男 : 済生会南部病院外科スタッフの紹介. 第2回横浜市南部地域病診連携の会, 講演, 横浜, 2013. 11. 19.
※ 福島 忠男 :「消化器がんの最新外科治療」大腸がん. 南部病院市民公開講座, 講演, 横浜,
※ 福島 忠男 : レジデントプレゼンテーション

2013. 11. 30.

セッション２, 第138回神奈川臨床外科医学会集談会, 座長, 2013, 12.

※ 池 秀之 : 大腸癌における治療と今後の展望. 社内勉強会, 講演, 東京, 2013. 10. 18.
※ 池 秀之 :「直腸癌の拡大手術と合併症の管理」第2回大腸がん治療勉強会, 講演, 長野, 2013. 5. 25.
※ 池 秀之 :「腸閉塞」. 横浜市オストミー協会 人工肛門医療講演会, 横浜, 2013. 10. 12.
※ 齊藤 修治 : イブニングセミナー 直腸がん手術セミナー 〜困難症例に対する施設の工夫〜. 第78回大腸癌研究会. 講演・ランチョン,
東京, 2013, 1.
※ 池 秀之 :（閉会の辞）
. Yokohama Conference of Clinical Oncology−大腸癌治療を紐解く−, 座長・司会, 横浜，2013. 2.18.
※ 池 秀之 : 第184回港南区学術講演会. 総合司会, 横浜, 2013. 1. 29.
※ 池 秀之 : 第1回NNの会. 座長, 東京, 2013. 2. 20.
※ 池 秀之 : 第10回港南医学会. 司会, 横浜, 2013. 2. 23.
※ 池 秀之 : 第185回港南区学術講演会 CPC 総合司会, 横浜, 2013. 4. 16.
※ 池 秀之 : 第19回神奈川大腸肛門手術手技研究会. 当番世話人, 横浜, 2013. 5. 24.
※ 池 秀之 : 第186回港南区医師会学術講演会. 総合司会, 横浜, 2013. 6. 18.
※ 池 秀之 : 第79回大腸癌研究会. 口演座長, 大阪, 2013. 7. 5.
※ 池 秀之 : 第5回大腸CLINICAL ONCOLOGY研究会. 座長, 東京, 2013. 9. 28.
※ 池 秀之 : 第68回日本大腸肛門病学会学術集会一般演題

下部直腸癌2. 座長, 2013. 11. 15.

※ 池 秀之 : 第75回日本臨床外科学会総会パネルディスカッション 化学療法の進歩−Conversion therapy のコツとピットフォール
（大腸）
. 座長, 名古屋, 2013. 11. 21.
※ 池 秀之 : 第187回港南区医師会学術講演会. 総合司会, 横浜, 2013. 12. 4.
※ 福島 忠男 : セッションＶ「大腸・小腸③」. 第58回
※ 福島 忠男 : 恩賜財団済生会横浜市南部病院

神奈川消化器病研究会, 座長・司会, 横浜, 2013. 7. 20.

第一回がん診療公開カンファレンス, 横浜, 2013. 10. 1.

※ 福島 忠男 : テーマ : 幽門側胃切除 第一部「廓清」. 第15回横浜サージカルビデオフォーラム, 座長・司会, 横浜, 2013. 9. 9.

<横浜船員保険病院＞
1. 堀井 伸利, 上向 伸幸, 和田 朋子, 小澤 真由美, 齋藤 健人, 窪田 徹, 平野 進, 長堀 優, 野澤 昭典 : 急速に進行し十二指腸に陥入し
た胃神経内分泌細胞癌の1例. 第51回日本社会保険医学会総会, 一般演題, 前橋, 2013, 11.
2. 小林 敦夫, 上向 伸幸, 中島 隆宏, 堀井 伸利, 長堀 優, 野澤 昭典 : 腸閉塞を呈した腸間膜線維腫症の1例. 第75回日本臨床外科学会
総会, 一般演題, 名古屋, 2013, 11.
3. 堀井 伸利, 上向 伸幸, 和田 朋子, 小澤 真由美, 齋藤 健人, 平野 進, 長堀 優, 野澤 昭典 : IgG４関連硬化性胆管炎に合併した下部胆
管癌の1例. 第7回横浜船員保険病院消化器病連携セミナー, 一般演題, 横浜, 2013, 11.
4. 齋藤 健人, 堀井 伸利, 上向 伸幸, 和田 朋子, 小澤 真由美, 平野 進, 長堀 優 : 術後化学療法を行った症例に対するフィルグラス
ティムモチダの使用経験. バイオシミラー研究会, その他, 横浜, 2013, 12.
5. 和田 朋子, 上向 伸幸, 堀井 伸利, 小澤 真由美, 齋藤 健人, 平野 進, 長堀 優 : 噴門側胃切除術後の再建方法−空腸嚢間置と食道残
胃吻合の比較−, 第45回神奈川胃癌治療研究会, 一般演題, 横浜, 2013, 12.
※ 長堀 優 : 第45回神奈川胃癌治療研究会, 当番世話人, 横浜, 2013, 12.

<横浜掖済会病院＞
1. 矢澤 慶一, 森岡 大介, 松本 千鶴, 三浦 靖彦, 渡會 伸治 : 切除不能消化器癌患者の消化器閉塞に対する姑息的手術. 第113回日本外
科学会定期学術集会, ポスター, 2013, 4.
2. 松本 千鶴, 森岡 大介, 矢澤 慶一, 三浦 靖彦, 渡會 伸治, 高倉 秀樹, 三浦 勝 : 両葉多発肝転移切除例の検討. 日本外科学会定期学術
集会, ポスター, 2013, 4.
3. 森岡 大介, 渡會 伸治, 矢澤 慶一, 高倉 秀樹, 松本 千鶴, 中山 岳龍, 三浦 靖彦, 三浦 勝 : 胃癌肝転移に対する肝切除, 第113回日
本外科学会定期学術集会, ポスター, 2013, 4.
4. 矢澤 慶一, 森岡 大介, 松本 千鶴, 三浦 靖彦, 渡會 伸治 : 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68回日本消化
器外科学会総会, 一般演題, ミニオーラル, 2013, 7.
5. 松本 千鶴, 森岡 大介, 矢澤 慶一, 三浦 靖彦, 渡會 伸治, 高倉 秀樹, 三浦 勝 : 大腸癌両葉多発肝転移切除例の検討. 第68回日本消
化器外科学会総会, 一般演題, ミニオーラル, 2013, 7.
6. 森岡 大介, 渡會 伸治, 高倉 秀樹, 矢澤 慶一, 中山 岳龍, 三浦 靖彦, 三浦 勝 : 興味深い経過を示すHCV肝硬変に対する肝移植後の
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de novo HBV肝炎の１例. 第68回日本消化器外科学会総会, 一般演題, ミニオーラル, 2013, 7.
7. 矢澤 慶一, 森岡 大介, 松本 千鶴, 三浦 靖彦, 渡會 伸治 : 多発肝嚢胞に対する外科治療, 第25回日本肝胆膵外科学会・学術集会,
ポスター, 2013, 5.
8. 森岡 大介, 矢澤 慶一, 松本 千鶴, 三浦 靖彦, 渡會 伸治 : 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25回日本肝胆
膵外科学会・学術集会, ポスター, 2013, 5.
9. 三浦 靖彦, 矢澤 慶一, 松本 千鶴, 森岡 大介, 三浦 勝, 渡會 伸治 : 一般病院における鼠径ヘルニア日帰り手術の現況, 第11回日本
ヘルニア学会, パネルディスカッション, 2013, 5.

<済生会若草病院＞
1. 山口 直孝, 吉田 謙一, 佐藤 靖郎 : 胃癌・肝転移stageⅣ症例で術前化学療法を施行し、肝切除でPathological CRであった症例. 第
25回横浜GI-Congress, コメンテーター, 横浜, 2013, 9.
2. 吉田 謙一, 山口 直孝, 佐藤 靖郎 : 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術について. 第21回金沢区医師会, コメンテーター, 横浜,
2013, 7.

<NTT東日本関東病院＞
1. 大塚 裕一, 野原 京子, 長尾 厚樹, 藤井 正一, 奈良 智之, 野家 環, 針原 康, 古嶋 薫, 小西 敏郎 : 高齢者に発症した男性乳癌、膵癌
の重複癌の一例. 第22回日本乳癌学会学術集会, ポスター, 浜松, 2013, 3.

<山梨県立中央病院＞
1. 中山 裕子, 長堀 薫, 高橋 和徳, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 須貝 英光, 羽田 真朗, 宮坂 芳明, 中込 博 : 当院にて経験した完
全腹腔鏡下膵体尾部切除術の１例. 第39回山梨総合医学会, 2013, 3.
2. 中山 裕子, 中込 博, 古屋 一茂, 高橋 和徳, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 長堀 薫, 石井 理恵, 本田 智美, 小山 敏雄 : 腋窩リンパ節転移の
FNA；セルブロック法を活用した乳癌5症例についての検討. 第21回乳癌学会学術総会, 2013, 6.
3. 中山 裕子, 中込 博, 丸山 正裕, 高橋 和徳, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 長堀 薫, 石井 理恵, 本田 智美, 小山 敏雄 : 貧血を契機に発見さ
れた乳癌, 骨髄癌症の1例, 第10回乳癌学会中部地方会. 2013, 9.
4. 中山 裕子, 長堀 薫, 鷹野 敦史, 丸山 正裕, 高橋 和徳, 古屋 一茂, 須貝 英光, 羽田 真朗, 宮坂 芳明, 中込 博, 小林 辰輔, 宮崎 善
史, 岩瀬 史明 : 外傷性肝内胆管狭窄の１例. 第21回日本消化器関連学会週間, 2013, 10.
5. 中山 裕子, 長堀 薫, 古屋 一茂、丸山 正裕, 高橋 和徳, 鷹野 敦史, 須貝 英光, 羽田 真朗, 宮坂 芳明, 中込 博 : 腹部大動脈瘤人工
血管（Y-graft）置換術後に腹腔鏡補助下で結腸切除術を施行した２例. 第26回日本内視鏡外科学会総会, 2013, 11.
6. 古屋 一茂, 鷹野 敦史, 高橋 和徳, 中山 裕子, 中田 祐紀, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 羽田 真朗, 中込 博, 長堀 薫 : ERCP後重症急性膵
炎から横行結腸に穿通した膵仮性嚢胞に対して開腹ドレナージ回腸人工肛門造設術により救命しえた一例. 第68回日本消化器外科学会
総会, 宮崎.
7. 古屋 一茂, 長堀 薫, 高橋 和徳, 中山 裕子, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 羽田 真朗, 中込 博, 小山 敏雄 : 肝腫瘍
との鑑別が困難であった後腹膜原発神経鞘腫に対し腹腔鏡下に切除した１例. 第39回山梨総合医学会, 2013, 3.
8. 古屋 一茂, 鷹野 敦史, 中山 裕子, 中田 祐紀, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 羽田 真朗, 中込 博, 長堀 薫 : 周囲に膿瘍を伴った横行結腸間
膜デスモイド腫瘍の1例. 第74回日本臨床外科学会総会, 東京, 2013, 11.
9. 丸山 正裕, 鷹野 敦史, 宮坂 芳明, 高橋 和徳, 中山 裕子, 古屋 一茂, 須貝 英光, 羽田 真朗, 中込 博, 長堀 薫 : 小山敏雄転移性痔瘻
癌の一例. 第52回日本消化器病学会甲信越支部例会, 2013, 5.
10. 丸山 正裕, 宮坂 芳明, 高橋 和徳, 中山 裕子, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 須貝 英光, 羽田 真朗, 中込 博, 長堀 薫 : 直腸癌の膀胱浸潤・
回腸浸潤により発症した高アンモニア血症の一例. 第70回山梨臨床外科医学会, 2013, 10.
11. 高橋 和徳, 羽田 真朗, 丸山 正裕, 中山 裕子, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 中込 博, 長堀 薫 : 異時性に胃がん
GISTデスモイド腫瘍を切除した一例. 山梨県臨床外科医学会, 2013, 4.
12. 鷹野 敦史, 長堀 薫, 高橋 和徳, 羽田 真朗, 丸山 正裕, 中山 裕子, 古屋 一茂, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 中込 博 : 診断に苦慮した転移
性肝神経内分泌癌の一例. 第52回日本消化器病学会

甲信越支部例会, 2013, 5.

13. 鷹野 敦史, 長堀 薫, 高橋 和徳, 羽田 真朗, 丸山 正裕, 中山 裕子, 古屋 一茂, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 中込 博 : 進達度（ｍ）の早期
胆嚢癌でリンパ節転移をきたしたsolid adenocarcinomaの一例. 第25回日本肝胆膵外科学会・学術集会, 2013, 6.
14. 鷹野 敦史, 長堀 薫, 高橋 和徳, 羽田 真朗, 丸山 正裕, 中山 裕子, 古屋 一茂, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 中込 博 : 肝破裂にて発見され
たRFA後, 未治療の肝細胞癌の一例. 第32回 Micro wave Surgery 研究会, 2013, 9.
15. 鷹野 敦史, 羽田 真朗, 高橋 和徳, 丸山 正裕, 中山 裕子, 古屋 一茂, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 中込 博, 長堀 薫 : 食道, 直腸の異時性
重複癌を伴う早期胃小細胞癌の一例. 第75回日本臨床外科学会総会. 2013, 11.
16. 羽田 真朗, 須貝 英光, 高橋 和徳, 中山 裕子, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 宮坂 芳明, 中込 博, 長堀 薫, 勝部 隆男 : 胃切除
後器械吻合による再建の実際」幽門側胃切除後のヘミダブルステープリングテクニックによるビルロート1法再建術. 第38回日本外科
系連合学会学術集会, シンポジウム, 東京, 2013, 6.
17. 羽田 真朗, 須貝 英光, 古屋 一茂, 高橋 和徳, 中山 裕子, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 宮坂 芳明, 中込 博, 長堀 薫 : 集学治療を施行し長
期生存中の進行食道癌の１例. 第38回日本食道学会学術集会, 大阪, 2013, 6.
18. 羽田 真朗, 須貝 英光, 丸山 正裕, 高橋 和徳, 中山 裕子, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 宮坂 芳明, 中込 博, 長堀 薫 : 山梨県立中央病院の
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腹腔鏡下胃手術の現況, 山梨腹腔鏡下手術勉強会, 甲府, 2013, 8.
19. 中込 博, 中山 裕子, 古屋 一茂, 高橋 和徳, 丸山 正裕, 鷹野 敦史, 長堀 薫, 小山 敏雄 : トリプルネガティブ乳癌における術前化学
療法実施症例の検討. 第10回乳癌学会中部地方会, 2013, 9.
20. 中込 博, 古屋 一茂, 中山 裕子, 高橋 和徳, 鷹野 敦史, 中田 祐紀, 長堀 薫 : 乳癌ホルモン療法・有害事象についての後方視的検討.
第21回乳癌学会学術総会, 浜松, 2013, 6.
21. 中込 博, 中山 裕子, 高橋 和徳, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 須貝 英光, 羽田 真朗, 宮坂 芳明, 長堀 薫 : 乳癌治療における
Docetaxelの多彩な有害事象について. 第39回山梨総合医学会, 2013, 3.
22. 中込 博, 中山 裕子, 高橋 和徳, 中田 祐紀, 鷹野 敦史, 古屋 一茂, 須貝 英光, 羽田 真朗, 宮坂 芳明, 長堀 薫 : 乳癌治療における
Docetaxelの適応拡大と多彩な副作用について. 第11回日本臨床腫瘍学会学術集会, 仙台, 2013, 8.
23. 鷹野 敦史, 須貝 英光, 高橋 和徳, 中山 裕子, 中田 祐紀, 古屋 一茂, 羽田 真朗, 宮坂 芳明, 中込 博, 長堀 薫 : 発熱を契機に発見さ
れた小腸間膜脂肪肉腫の一例. 日本臨床外科学会, 東京, 2013, 11.
24. 古屋 一茂, 鷹野 敦史, 中山 裕子, 中田 祐紀, 須貝 英光, 宮坂 芳明, 羽田 真朗, 中込 博, 長堀 薫 : 周囲に膿瘍形成を伴った横行結
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