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18. 千島 隆司：横浜市乳がん検診から教訓を得た 5 症例. FUJIFILM MEDICAL SEMINAR エクセレントカンファレンス2021, 講演・ラ
ンチョン, 大阪/Web, 2021, 7.
19. 千島 隆司：一般演題：エリブリン使用経験（NLR/ALCを中心に）
. Halaven Meet The Experts in Yokohama, 座長・司会, Web,
2021, 2.
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20. 千島 隆司：HER2陽性乳癌の治療方針. Yokohama Mammography breast Cancer Association, 座長・司会, Web, 2021, 4.
21. 千島 隆司：CDK4/6阻害剤の特徴を理解するために. Lilly Breast Cancer Interactive Web Coference, 座長・司会, Web, 2021,
5.
22. 千島 隆司：がんゲノム医療の現状と課題. Pfizer Breast Cancer Internet Symposium in Yokohama 2021, 座長・司会, Web,
2021, 5.
23. 千島 隆司：HER2陽性乳がんにおける周術期エビデンスの整理. Yokohama Breast Cancer College, 座長・司会, Web, 2021, 7.
24. 千島 隆司：当院における乳房再建を取り巻く現状（乳腺外科の立場から）
. 第 6 回神奈川乳房再建研究会, 座長・司会, Web, 2021, 11.
25. 千島 隆司：遺伝性乳がんと非遺伝性乳癌における手術、再建の違いについて. 第 6 回神奈川乳房再建研究会, 座長・司会, Web, 2021,
11.
26. 千島 隆司：生存曲線を正しく読み取るために必要な統計的素養. 横浜北部・川崎エリア乳がんガイドラインカンファレンス2021, 座
長・司会, Web, 2021, 11.
27. 有岡 仁：オピオイドと投与経路の選択〜より質の高い鎮痛をめざして〜. 令和時代のがん・緩和ケアを考える Webセミナー, 座長・
司会, Web, 2021, 12.
28. Mikami Y, Yamada A, Suzuki C, Adachi S, Harada F, Yamamoto S, Shimada K, Sugae S, Narui K, Chishima T, Ishikawa
T, Ichikawa Y, Endo I：Predicting Nonsentinel Lymph Node Metastasis in Breast Cancer：A Multicenter Retrospective
Study. J Surg Res. 264：45-50, 2021.
29. Yamamoto S, Narui K, Ishikawa T, Adachi S, Shimada K, Shimizu D, Yamada A, Sugae S, Tanabe M, Oba M, Morita S,
Doi T, Hasegawa S, Morita T, Kito A, Chishima T, Ichikawa Y, Endo I：First-line Gemcitabine Versus Treatment of Physician s Choice for Metastatic Breast Cancer：A Prospective Cohort Study. Anticancer Res. 41 (3)：1671-1676,
2021.
30. Yamamoto S, Chishima T, Shibata Y, Harada F, Takeuchi H, Yamada A, Narui K, Misumi T, Ishikawa T, Endo I：Clinical
Impact of a Novel Model Predictive of Oncotype DX Recurrence Score in Breast Cancer. In Vivo. 35 (4)：2439-2444,
2021.
31. Shimoi T, Nagai SE, Yoshinami T, Takahashi M, Arioka H, Ishihara M, Kikawa Y, Koizumi K, Kondo N, Sagara Y,
Takada M, Takano T, Tsurutani J, Naito Y, Nakamura R, Hattori M, Hara F, Hayashi N, Mizuno T, Miyashita M,
Yamashita N, Yamanaka T, Saji S, Iwata H, Toyama T：Correction to：The Japanese Breast Cancer Society Clinical
Practice Guidelines for systemic treatment of breast cancer, 2018 edition. Breast Cancer, 28 (4)：985-986, 2021.
32. 大椛 裕美：
【患者の"自分らしさ"を最後まで支えるアピアランスケア】
（Part 2）諸症状と対処

脱毛・毛髪変色. 看護技術. 67 (2)：

129-136, 2021.
33. 塚野 佳世子：がん患者のこころを支える−各ライフステージの特徴を理解した支援に向けて−
患者への心理社会的支援

思春期・若年成人（AYA）世代がん

妊孕性温存に焦点を当てて. ストレス科学, 36 (1)：36-43, 2021.

<横浜市立みなと赤十字病院＞
1. 山田 淳貴, 本間 祐樹, 清水 康博, 中山 岳龍, 三宅 謙太郎, 藪下 泰宏, 熊本 宜文, 松山 隆生, 遠藤 格：重粒子線治療後 4 年後に急
激な腹膜播種再発, 癌性腹膜炎を呈した膵体部癌の 1 例. 第51回日本膵臓学会総会, 一般演題, 神戸, 2021, 1.
2. 大川 李絵, 馬場 裕之, 松嶋 真哉, 永田 功, 福澤 賢, 武居 哲洋：ICU入室7日目の蛋白投与量は転帰時のADLに影響を与えるか？.
第48回日本集中医療学会学術集会, ポスター, 香川, 2021, 2.
3. 田 鍾寛, 山岸 茂, 河内 大倫, 川島 圭, 小倉 巧也, 小崎 良平, 増田 太郎, 吉川 俊輔, 浅野 史雄, 大田 洋平, 菅江 貞亨, 岡 智, 牧野
洋知：腹腔鏡下手術におけるアドスプレーの使用法. 神奈川Abdominal Surgical Webinar, 一般演題, 横浜, 2021, 3.
4. 馬場 裕之：デジタルポスター；大腸：手術手技②・人工肛門. 第33回日本内視鏡外科学会総会, 座長・司会, 横浜, 2021, 3.
5. 田 鍾寛, 山岸 茂, 河内 大倫, 川島 圭, 小倉 巧也, 小崎 良平, 増田 太郎, 吉川 俊輔, 浅野 史雄, 大田 洋平, 菅江 貞亨, 岡 智, 牧野
洋知：閉塞性大腸癌におけるBTSとしての大腸ステントの有用性. 日本外科学会総会, ワークショップ, Web, 2021, 4.
6. 佐藤 圭, 神田 智希, 川口 祐香理, 清水 亜希子, 堀内 真樹, 甲斐 貴之, 山田 淳貴, 森 康一, 大田 貢由, 馬場 裕之, 杉田 光隆：腹腔
鏡下胃切除を行ったAdachi分類VI型動脈破格併存胃癌の一例. 第43回日本癌局所療法研究会, 一般演題, 横浜, 2021, 5.
7. 藤田 亮, 小野 秀高, 下澤 元晴, 竹下 祐介, 竹ノ内 晶, 小林 圭, 大坊 侑, 酒井 淳, 山口 敬司, 鈴木 千穂, 諏訪 宏和, 南 裕太, 野尻
和典, 吉田 謙一, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：食道胃接合部NECに合併した脾悪性リンパ腫の一例. 第43回癌局所療法研究会, ポ
スター, オンライン, 2021, 5.
8. 杉田 光隆, 目黒 直人, 藤田 亮, 大西 宙, 田 鍾寛, 佐藤 圭, 大田 貢由, 馬場 裕之：当院における胆石症治療の現況（TG18新基準を
もとに）
. 第32回横浜消化器疾患研究会, 一般演題, 横浜, 2021, 5.
9. 佐藤 圭, 目黒 直人, 藤田 亮, 大西 宙, 田 鍾寛, 大田 貢由, 馬場 裕之, 杉田 光隆：当院における胃・食道癌の治療. 第32回横浜消化
器疾患研究会, 一般演題, 横浜, 2021, 5.
10. 大田 貢由, 目黒 直人, 藤田 亮, 大西 宙, 田 鍾寛, 大田 貢由, 馬場 裕之, 杉田 光隆：当院における大腸治療up to date. 第32回横
浜消化器疾患研究会, 一般演題, 横浜, 2021, 5.
11. 山田 淳貴, 藪下 泰宏, 竹下 裕介, 工藤 孝迪, 松木 裕輝, 高橋 智昭, 清水 康博, 三宅 謙太郎, 澤田 雄, 本間 祐樹, 松山 隆生, 遠藤
格：SMA神経叢の合併切除を要した後腹膜Ganglioneuromaの 1 切除例. 第860回外科集談会, 一般演題, 東京, 2021, 6.
12. 佐藤 圭, 目黒 直人, 藤田 亮, 大西 宙, 田 鍾寛, 大田 貢由, 馬場 裕之, 杉田 光隆：切除不能進行胃癌に対するオプジーボ実臨床にお
ける経験を踏まえて. オプジーボstep up web seminar, 一般演題, 横浜, 2021, 6.
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13. 目黒 直仁, 佐藤 圭, 藤田 亮, 大西 宙, 田 鐘寛, 馬場 裕之, 大田 貢由, 杉田 光隆：骨盤内リンパ節郭清術後の露出閉鎖神経により小
腸絞扼性腸閉塞を来した一例. 第860回外科集談会, 一般演題, 東京, 2021, 6.
14. 杉田 光隆, 神田 智希, 川口 祐香理, 清水 亜希子, 堀内 真樹, 山田 淳貴, 森 康一, 佐藤 圭, 大田 貢由, 馬場裕之：異なる画像所見を
呈した膵solid pseudopapillary neoplasm肝転移の 2 切除例. 第76回日本消化器外科学会総会, ポスター, 京都, 2021, 7.
15. 森 康一, 大田 貢由, 清水 亜希子, 堀内 真樹, 山田 淳貴, 佐藤 圭, 杉田 光隆, 渡邊 純, 石部 敦士：結腸癌に対する体内吻合の方法
と治療成績. 第76回日本消化器外科学会総会, ポスター, 京都, 2021, 7.
16. Onishi H, Kosaka T, Kasahara K, Kondo H, Tsuchiya N, Sato S, Sato T, Akiyama H, Kunisaki C, Endo I：Results of
Gastric Cancer Patients with positive for intraoperative lavage cytology. 第76回日本消化器外科学会総会, ポスター, 京都,
2021, 7.
17. 田 鍾寛, 山岸 茂, 河内 大倫, 川島 圭, 小倉 巧也, 小崎 良平, 増田 太郎, 吉川 俊輔, 浅野 史雄, 大田 洋平, 菅江 貞亨, 岡 智, 牧野
洋知：局所進行結腸癌に対する術前化学療法の可能性. 第76回日本消化器外科学会総会, 一般演題, Web, 2021, 7.
18. 須藤（三神）友奈, 嶋田 和博, 柴田 侑華子, 山田 顕光, 遠藤 格：当院のアベマシクリブと内分泌療法との併用療法についての検討.
第29回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
19. 窪田 流布人, 清水 大輔, 門倉 俊明, 熊谷 二郎：HER2陽性乳癌に対する術前薬物療法でのPertuzumab併用の効果. 第29回日本乳
癌学会学術総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
20. 門倉 俊明, 窪田 硫富人, 堀内 真樹, 須藤 友奈, 木村 万里子, 盛田 知幸, 熊谷 二郎, 清水 大輔：当院における腋窩リンパ節郭清省略
の検討. 第29回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
21. 清水 大輔, 門倉 俊明, 窪田 硫富人, 嶋田 和博, 須藤 由奈, 木村 万里子, 清水 寛章, 横山 明子：ブレストインプラント出荷停止が乳
房再建に与えた影響. 第29回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
22. 藤田 亮, 杉田 光隆, 目黒 直仁, 山田 淳貴, 大西 宙, 田 鍾寛, 佐藤 圭, 中嶌 雅之, 馬場 裕之, 大田 貢由：胆嚢結石症に対する腹腔
鏡下胆嚢摘出術. 第23回横浜サージカルビデオフォーラム, ビデオクリニック, オンライン, 2021, 9.
23. 杉田 光隆：進行再発胃癌に対する薬物療法の支持療法〜癌悪液質に対するアナモレリンの有用性〜. エドルミズエリアWEBセミナー,
座長・司会, 横浜, 2021, 9.
24. 須藤 友奈, 熊谷 二郎, 大西 宙, 門倉 敏明, 盛田 知幸, 清水 大輔：当院で診断されたEncapsulated papillary carcinomaの8例.
第17回日本乳癌学会関東地方会, ポスター, 神奈川, 2021, 12.
25. 佐藤 圭, 山田 淳貴, 大西 宙, 田 鍾寛, 大田 貢由, 馬場 裕之, 杉田 光隆：腹腔鏡下胃切除術を行った内臓逆位併存胃癌の一例. 第34
回日本内視鏡外科学会総会, 一般演題, 神戸, 2021, 12.
26. 佐藤 圭, 神田 智希, 川口 祐香理, 山田 淳貴, 清水 亜希子, 堀内 真樹, 森 康一, 大田 貢由, 馬場 裕之, 杉田 光隆：Adachi Ⅵ型動
脈破格併存胃癌に対し腹腔鏡下胃切除術を施行した1例癌と化学療法誌, 48 (13)：1743-1745, 2021.
27. Sugita M, Endo I, Matsuyama R, Akiyama H, Takeda K, Kunisaki C：Perioperative risk and prognostic factors for pulmonary thromboembolism developing after abdominal surgery (YCOG1105 Study) 日本外科系連合学会誌, 46 (5)：539547, 2021.
28. Sudo (Mikami) Y, Yamada A, Suzuki C, Adachi S, Harada F, Yamamoto S, Shimada K, Sugae S, Narui K, Ishikawa T,
Ichikawa Y, Endo I：Prediction of non-sentinel lymph node metastasis：multicenter retrospective cohort (YCOG1303)
Journal of Surgical Research, 264：45-50, 2021.
29. 馬場 裕之【正しく深く知ってベストな栄養管理を

経腸栄養の迷いどころ15

一挙解決！】術前患者の栄養剤は何を使用すべきか？

(解説/特集) Nutrition Care. 14 (1)：10-12, 2021.
30. 馬場 裕之【正しく深く知ってベストな栄養管理を

経腸栄養の迷いどころ15

一挙解決！】早期経腸栄養管理は本当に有用か？ (解

経腸栄養の迷いどころ15

一挙解決！】経腸栄養プランニングで注意すべきこと

説/特集) Nutrition Care. 14 (1)：13-15, 2021.
31. 馬場 裕之【正しく深く知ってベストな栄養管理を

は何？ (解説/特集) Nutrition Care. 14 (1)：16-18, 2021.
32. 清水 亜希子, 渡部 顕, 久保 博一, 大田 貢由, 杉田 光隆：外傷性壁内血腫による空腸の通過障害をきたした 6 歳男児に対し, 腹腔鏡
下に血腫除去を行った1例. 日本内視鏡外科学会雑誌, 26 (5)：371-376, 2021.

<横須賀共済病院＞
1. 大坊 侑, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 石部 敦士, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：絞扼性腸閉塞
に対する腹腔鏡下手術の手術成績の検討. 第121回日本外科学会, ポスター, 千葉, 2021, 4.
2. 酒井 淳, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 小林 圭, 藤田 亮, 大坊 侑, 山口 敬史, 南 裕太, 石部 敦士, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 茂垣
雅俊, 舛井秀宣：癒着性腸閉塞に対する腹腔鏡下手術の検討. 第121回日本外科学会, ポスター, 千葉, 2021, 4.
3. 諏訪 宏和, 渡邉 純, 大坊 侑, 酒井 淳, 山口 敬史, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 小澤 真由美, 石部 敦士, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高,
吉田 謙一, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：尿路系直接浸潤を伴う局所進行大腸癌に対する根治手術. 第121回日本外科
学会, シンポジウム, 千葉, 2021, 4.
4. 小野 秀高, 諏訪 宏和, 南 裕太, 野尻 和典, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 津浦 幸夫：米国でFOLFOXを施行した後、本邦で胃切
除と補助化学療法を導入した胃癌の1例. 第43回日本癌局所療法研究会, ポスター, 横浜, 2021, 5.
5. 藤田 亮, 小野 秀高, 津浦 幸夫, 矢毛石 真由美, 小林 圭, 大坊 侑, 酒井 淳, 諏訪 宏和, 南 裕太, 野尻 和典, 吉田 謙一, 茂垣 雅俊,
舛井 秀宣, 長堀 薫：食道胃接合部神経内分泌癌（NEC）に合併した脾悪性リンパ腫の一例. 第43回日本癌局所療法研究会, ポスター,
横浜, 2021, 5.
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6. 酒井 淳. 諏訪 宏和, 渡邉 純, 南 裕太, 石部 敦士, 野尻 和典, 小野 秀高, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：当院における膿瘍形成性
急性虫垂炎の外科的治療の成績と方針の選択の検討. 第76回日本消化器外科学会総会, ポスター, 京都, 2021, 7.
7. 諏訪 宏和. 渡邉 純, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 小澤 真由美, 石部 敦士, 大田 貢由, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：近赤外光観察を併
用した腹腔鏡下側方リンパ節郭清手技と短期成績. 第76回日本消化器外科学会総会, 要望演題, 京都, 2021, 7.
8. 下澤 元晴, 諏訪 宏和, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 渡邉 純, 石部 敦士, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：大腸憩室穿孔に対する
腹腔鏡手術の検討. 第76回日本消化器外科学会総会, 要望演題, 京都, 2021, 7.
9. 大坊 侑, 渡邉 純, 後藤 晃紀, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 諏訪 宏和, 小澤 真由美, 石部 敦士, 舛井 秀宣, 長堀 薫：大腸癌手術における
術中近赤外光観察を用いた腸管血流評価の有用性. 第76回日本消化器外科学会総会, 要望演題, 京都, 2021, 7.
10. 諏訪 宏和, 竹之内 晶, 下澤 元晴, 竹下 裕介, 小林 圭, 酒井 淳, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 渡邉 純, 石部 敦士, 舛
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11. 小林 圭, 諏訪 宏和, 竹之内 晶, 下澤 元晴, 竹下 裕介, 酒井 淳, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 渡邉 純, 石部 敦士, 舛
井 秀宣, 長堀 薫：当院における膿瘍形成性急性虫垂炎の外科的治療の成績と方針の選択の検討. 第83回日本臨床外科学会, ポスター,
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大田 貢由, 舛井 秀宣, 長堀 薫：尿路系直接浸潤を伴う局所進行大腸癌に対する根治手術. 第19回日本消化器外科学会大会, ポスター,
神戸, 2021, 11.
13. 諏訪 宏和, 渡邉 純, 酒井 淳, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 小澤 真由美, 石部 敦士, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 大田 貢
由, 舛井 秀宣, 長堀 薫：尿路系直接浸潤を伴う局所進行大腸癌に対する根治手術. 第83回日本臨床外科学会, シンポジウム, 東京,
2021, 11.
14. 諏訪 宏和, 渡邉 純, 酒井 淳, 諏訪 雄亮, 中川 和也, 小澤 真由美, 石部 敦士, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 大田 貢
由, 舛井 秀宣, 長堀 薫：尿路系直接浸潤を伴う局所進行大腸癌に対する根治手術. 第34回日本内視鏡外科学会, シンポジウム, 神戸,
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15. 竹下 裕介, 野尻 和典, 下澤 元晴, 竹ノ内 昌, 小林 圭, 大坊 侑, 藤田 亮, 酒井 淳, 山口 敬士, 諏訪 宏和, 南 裕太, 小野 秀高, 吉田
謙一, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宜, 津浦 幸夫, 長堀 薫：術前診断可能であった胆嚢捻転症の 2 例. 第860回外科集談会, 一般演題, 横浜
（web）
, 2021, 6.
16. 小林 圭, 諏訪 宏和, 竹之内 晶, 下澤 元晴, 竹下 裕介, 酒井 淳, 南 裕太, 野尻 和典, 小野 秀高, 吉田 謙一, 渡邉 純, 石部 敦士, 舛
井 秀宣, 長堀 薫：大腸憩室穿孔における腹腔鏡手術の検討. 第34回日本内視鏡外科学会, ポスター, 神戸, 2021, 12.
17. 鈴木 千穂, 山田 顕光, 山本 晋也, 太田 郁子, 吉田 謙一, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：臨床的リンパ節転移陽性乳癌に対する術前
化学療法施行後のセンチネルリンパ節生検症例の検討. 第29回日本乳癌学会総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
18. 竹之内 晶, 南 裕太, 野尻 和典, 大坊 侑, 中谷 行雄, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫：腹腔鏡下に切除した脾臓Sclerosing angiomatoid nodular transformation（SANT）の 1 例. 第76回日本消化器外科学会総会, ポスター, 京都, 2021, 7.
19. 小野 秀高, 諏訪 宏和, 南 裕太, 野尻 和典, 茂垣 雅俊, 舛井 秀宣, 長堀 薫, 津浦 幸夫：米国でFOLFOXを施行した後、本邦で胃切
除と補助化学療法を導入した胃癌の 1 例. 癌と化学療法, 48 (13)：1904-1906, 2021.
20. 工藤 孝迪, 諏訪 宏和, 渡邉 純, 笹本 真覇人, 佐藤 清哉, 大矢 浩貴, 柿添 学, 小澤 真由美, 石部 敦士, 津浦 幸夫：低異型度虫垂粘
液性腫瘍による腸重積に対し、腹腔鏡補助下に切除を施行した 1 例. 日本大腸肛門病学会雑誌, 74 (5)：296-302, 2021.
21. 大矢 浩貴, 諏訪 宏和, 笹本 真覇人, 渡邉 純, 石部 敦士：閉塞性脾彎曲部大腸癌に対し緊急経人工肛門的減圧チューブを施行した 1
例. 日本大腸肛門病学会雑誌, 74 (2)：76-81, 2021.
22. 山口 敬史, 諏訪 宏和, 渡邊 活, 川村 祐介, 土井 智喜, 舛井 秀宣, 竹内 一郎：近赤外光観察を用いた腸管血流評価の外傷症例への適
応. 日本外傷学会雑誌, 35 (2)：166, 2021.

<横浜保土ケ谷中央病院＞
1. 池 秀之：一般演題 2
2. 池 秀之：一般演題

大腸
大腸 7 .

合併症（予防）
. 第33回日本内視鏡外科学会総会, 司会, 2021, 3.
第43回日本癌局所療法研究会, 座長, 横浜, 2021. 5.

3. 神藤 英二, 池 秀之, 伊藤 雅昭, 高橋 慶一, 大植 雅之, 金光 幸秀, 須藤 剛, 衣笠 哲史, 上野 秀樹, 杉原 健一：側方転移陽性下部直
腸癌治癒切除症例の予後解析. 第76回日本消化器外科学会, 要望演題, 京都+WEB, 2021, 7.
4. 林 沙知, 大林 亜由美, 池 秀之：HCU病棟スタッフのストーマケアを促す取り組み. 第43回神奈川ストーマ研究会, WEB, 2021, 10.
5. 渡邉 純, 池 秀之ほか：脾弯曲部癌におけるリンパ節転移領域と頻度に関する他施設共同コホート試験（SP study）
. 第34回内視鏡外
科学会総会, パネルディスカッション17, 神戸+WEB, 2021, 12.
6. 池 秀之：直腸手術と機能障害. 横浜市オストミー協会, 講演, 横浜, 2021, 10.
7. Ishibe A, Watanabe J, Suwa Y, Suzuki S, Nakagawa K, Suwa H, Ozawa M, Ota M, Fujii S, Ike H, Ichikawa Y, Endo I：
Oncological outcomes of lateral lymph node dissection (LLND) for locally advanced rectal cancer：is LLND alone
sufficient?. Int J Colorectal Dis 36 (2)：293-301, 2021.
8. Kanemitsu Y, Shitara K, Mizusawa J, Hamaguchi T, Shida D, Komori K, Ikeda S, Ojima H, Ike H, Shiomi A, Watanabe J,
Takii Y, Yamaguchi T, Katsumata K, Ito M, Okuda J, Hyakudomi R, Shimada Y, Katayama H, Fukuda H, JCOG
Colorectal Cancer Study Group：Primary Tumor Resection Plus Chemotherapy Versus Chemotherapy Alone for
Colorectal Cancer Patients With Asymptomatic, Synchronous Unresectable Metastases (JCOG1007; iPACS) ： A
Randomized Clinical Trial. J Clin Oncol, 39 (10)：1098-1107, 2021.
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9. Takii Y, Mizusawa J, Kanemitsu Y, Komori K, Shiozawa M, Ohue M, Ikeda S, Takiguchi N, Kobatake T, Ike H, Sato T,
Tomita N, Ota M, Masaki T, Hamaguchi T, Shida D, Katayama H, Shimada Y, Fukuda H, Colorectal Cancer Study
Group of Japan Clinical Oncology Group (JCOG) ： The Conventional Technique Versus the No-Touch Isolation
Technique for Primary Tumor Resection in Patients With Colon Cancer (JCOG1006)：A Multicenter, Open-Label,
Randomized, Phase ⅢTrial. Ann Surg. 2021 Oct 12. Online ahead of print doi：10. 1097/SLA. 0000000000005241
10. Shinto E, Ike H, Ito M, Takahashi K, Ohue M, Kanemitsu Y, Suto T, Kinugasa T, Watanabe J, Hida J, Itabashi M, Ozawa
H, Nozawa H, Kobayashi H, Hashiguchi Y, Hase K, Sugihara K：Optimizing nodal and staging classification in low
rectal cancers with lateral node metastasis：a multicenter retrospective cohort study. BJS open (in press)
11. 泉澤 祐介, 河原 拓也, 谷口 浩一, 簾田 康一郎, 斎藤 健人, 上向 伸幸, 池 秀之：腸重積で判明した盲腸扁平上皮癌の 1 例. 第13回
横浜西部消化器病連携セミナー, 口演, 横浜, 2021. 2.
12. 有坂 早香：腹壁再建を要した腹壁デスモイド腫瘍の 1 例. 第860回外科集談会, 口演, 横浜, 2021. 6.

<済生会南部病院＞
1. 窪田 硫富人, 虫明 寛行, 磯田 まや, 田中 玲於奈, 窪田 硫富人, 石黒 哲史, 伊豆川 翔太, 佐原 康太, 神谷 真梨子, 三宅 益代, 瀬上
顕貴, 渡辺 卓央, 高橋 航, 吉田 達也, 上田 倫夫, 長谷川 誠司, 福島 忠男：憩室内に増殖した壁外発育型大腸癌の 1 例. 第76回日本
大腸肛門病学会, 一般演題, 広島, 2021. 11.
2. 伊豆川 翔太, 虫明 寛行, 磯田 まや, 田中 玲於奈, 窪田 硫富人, 石黒 哲史, 佐原 康太, 神谷 真梨子, 三宅 益代, 瀬上 顕貴, 渡辺 卓
央, 高橋 航, 吉田 達也, 上田 倫夫, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 利野 靖：下腸間膜静脈腫瘍塞栓を伴った大腸癌 3 例の検討. 第76回日
本大腸肛門病学会, 一般演題, 広島, 2021. 11.
3. 高橋 航, 虫明 寛行, 磯田 まや, 田中 玲於奈, 窪田 硫富人, 石黒 哲史, 伊豆川 翔太, 佐原 康太, 神谷 真梨子, 三宅 益代, 瀬上 顕
貴, 渡辺 卓央, 吉田 達也, 上田 倫夫, 長谷川 誠司, 福島 忠男, 利野 靖：当院でのトランジション症例への対応〜在宅診療との連携
を通じて. 第83回日本臨床外科学会, パネルディスカッション, 東京, 2021. 11.
4. 窪田 硫富人, 虫明 寛行, 磯田 まや, 田中 玲於奈, 窪田 硫富人, 石黒 哲史, 伊豆川 翔太, 佐原 康太, 神谷 真梨子, 三宅 益代, 瀬上
顕貴, 渡辺 卓央, 高橋 航, 吉田 達也, 上田 倫夫, 長谷川 誠司, 福島 忠男：当科における虫垂炎の術式の変遷とその検討. 第34回日
本内視鏡外科学会, 一般演題, 神戸, 2021. 12.
5. 古賀 大靖, 虫明 寛行, 渡辺 卓央, 高橋 航, 福島 忠男, 村上 あゆみ, 益田 宗孝：虫垂炎に対するinterval appendectomyで診断さ
れた虫垂癌の 2 例. 日臨外会誌, 82 (10)：1861-1866, 2021.
6. 原田 龍之介, 虫明 寛行, 渡辺 卓央, 瀬上 顕貴, 稲垣 大輔, 福島 忠男, 中山 崇, 益田 宗孝：3D CTCとCT-AVが結腸温存に有用で
あった同時性 6 多発大腸がんの 1 例. 日臨外会誌, 82 (9)：1721-1726, 2021.

<茅ヶ崎市立病院＞
1. 嶋田 和博, 三神 友奈, 柴田 侑華子, 山田 顕光, 遠藤 格：当院の閉経後ホルモン受容体陽性HER2陰性転移再発乳癌に対するフルベ
ストラント単剤療法の検討. 第29回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
2. 嶋田 和博, 柴田 侑華子, 村上 剛之, 千島 隆司, 遠藤 格：乳腺後隙脂肪と大胸筋から, 腋窩を介して上腕まで穿波した広範なTropical Pyomyositisと考えられる 1 例. 第17回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 横浜, 2021, 12.
3. 村上 剛之, 嶋田 和博, 須藤 友奈, 小林 侑華子, 千島 隆司, 遠藤 格：5 次治療としてオラパリブ使用し長期病勢安定を得られた症例.
第17回日本乳癌学会関東地方会, 一般演題, 横浜, 2021, 12.
4. 須藤 友奈, 嶋田 和博, 柴田 侑華子, 山田 顕光, 遠藤 格：当院のアベマシクリブと内分泌療法剤との併用療法についての検討. 第29
回日本乳癌学会学術総会, ポスター, 横浜, 2021, 7.
5. 村上 剛之, 荒木 健太郎, 長谷川 誠司, 上田 倫夫, 福島 忠男：高齢者大腸癌high risk stageII、low risk stageIIIの術後化学療法の
臨床的効果の検討. 第121回日本外科学会定期学術集会, ポスター, 幕張, 2021, 4.
6. 村上 剛之, 荒木 健太郎, 長谷川 誠司, 上田 倫夫, 福島 忠男：膿瘍形成性憩室炎から発生した大腸癌の 1 例. 第83回日本臨床外科学
会総会, ポスター, 新宿, 2021, 11.

<藤沢湘南台病院＞
1. 鈴木 紳祐, 五代 天偉, 磯田 まや, 小野寺 篤, 遠藤 和也, 大沼 静音, 本庄 優衣, 白井 順也, 熊切 寛, 鈴木 紳一郎, 山本 裕司：高度
直腸脱に対してロボット支援下直腸固定術を施行した 1 例. 第13回日本ロボット外科学会学術集会, 一般演題, 福岡, 2021, 1.
2. 鈴木 紳祐, 五代 天偉, 加藤 真, 小野寺 篤, 大沼 静音, 井上 広英, 藤川 寛人, 熊切 寛, 山本 裕司, 鈴木 紳一郎：当科のロボット支
援下直腸切除術の導入と短期成績. 第95回大腸癌研究会, 一般演題, 旭川, 2021, 7.
3. 鈴木 紳祐, 五代 天偉, 加藤 真, 小野寺 篤, 大沼 静音, 井上 広英, 藤川 寛人, 沼田 正勝, 熊切 寛, 鈴木 紳一郎：高度直腸脱に対し
て、ロボット支援下直腸固定術を施行した 8 例. 第76回日本大腸肛門病学会学術集会, 一般演題, 広島, 2021, 11.
4. 鈴木 紳祐, 五代 天偉, 加藤 真, 小野寺 篤, 遠藤 和也, 大沼 静音, 本庄 優衣, 白井 順也, 沼田 正勝, 熊切 寛, 鈴木 紳一郎, 山本
裕司：高度直腸脱に対するロボット支援下直腸固定術の可能性. 第19回日本消化器外科学会大会, 一般演題, 神戸, 2021, 11.
5. 鈴木 紳祐, 五代 天偉, 加藤 真, 小野寺 篤, 大沼 静音, 井上 広英, 藤川 寛人, 沼田 正勝, 熊切 寛, 鈴木 紳一郎：高度直腸脱に対し
て、ロボット支援下直腸固定術を施行した10例. 第34回日本内視鏡外科学会学術集会, 一般演題, 神戸, 2021, 12.
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<国立病院横浜医療センター＞
1. 木村 準, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 柿添 学, 大西 宙, 堀井 伸利, 山本 悠史, 藤原 大樹, 田中 裕佳, 鶴丸 裕司：当院の高齢者
胃癌に対する開腹幽門側胃切除術の治療成績. 第43回日本癌局所療法研究会, ポスター, 横浜, 2021, 5.
2. 秋山 信助, 藤原 大樹, 大石 裕佳, 堀井 伸利, 山本 悠史, 矢澤 慶一, 柿添 学, 木村 準, 清水 哲也, 松田 悟郎, 関戸 仁：異所性子宮
内膜症による虫垂重積症の 1 例. 第860回外科集談会, 一般演題, Web会場, 2021, 6.
3. 木村 準, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 柿添 学, 大西 宙, 堀井 伸利, 山本 悠史, 藤原 大樹, 田中 裕佳, 鶴丸 裕司：高齢者胃癌に
対する開腹幽門側胃切除術の治療成績. 第76回日本消化器外科学会総会, ポスター, 京都, 2021, 7.
4. 大石 裕佳, 関戸 仁, 松田 悟郎, 清水 哲也, 木村 準, 鶴丸 裕司：急性虫垂炎術後の急性副腎不全の 1 例. 日本臨床外科学会雑誌, 82
(6)：1142-1147, 2021.
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