
発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

パラコート製剤の気管直接刺激および気管内
挿管チューブが原因と思われた声門下狭窄に
対して喉頭気管形成術を施行した1例

森山　悟,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第22回静岡呼吸器外科医会,
2009年1月10日(静岡)

2009年1月10日

大学 看護必要度を用いたリスク評価と、リスク別に見
た外科的治療における包括評価と出来高評価
の差違

原　賢康,  高橋広城,  高山　悟,  佐藤幹則,  鈴
木貞夫,  竹山廣光

第70回大腸癌研究会,  2009年1
月16日(東京)

2009年1月16日

名古屋徳洲会
総合病院

PEGによる経管栄養が困難でPEJを行った症例 可児久典,  坂本宣弘,  設楽将之,  篠田憲幸 第3回東尾張地域連携栄養カン

ファレンス,  2009年1月17日(春日

井)

2009年1月17日

あいち小児保健
医療総合セン
ター

術前重症肺炎、肺出血のためＥＣＭＯを施行し
た後に根治術で救命した完全大血管転位症
（Ⅱ）

鵜飼知彦,  角美和子,  横手　淳,  為西顕則,  前
田正信

第90回東海心臓血管外科懇話

会,  2009年1月17日(名古屋)
2009年1月17日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

＜講演＞切除標本から見た胸部単純X線写真
読影ー微小肺癌の存在診断と進行肺癌の病期
診断

丹羽　宏 浜松市肺癌検診従事者講習会,
2009年1月23日(浜松)

2009年1月23日

大学 長期TPN管理中に発症したセレン欠乏症の診

断・治療にNSTが機能した1症例　合同ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ「栄養療法の成功例、失敗例」

祖父江和哉,  伊藤明美,  水野裕之,  打田由美

子,  太田美穂,  丹羽里美,  水落雄一朗,  竹山
廣光

第24回日本静脈経腸栄養学会,
2009年1月29-30日(鹿児島)

2009年1月29日

大隈病院 Nutrition Day 2008に参加して 谷口正哲,  河合直子,  樋口久美子,  松崎明美,
矢野裕子,  天野直美,  松原貴代美,  山田香織,
太田彰子,  横井綾子,  今井大介

第24回日本静脈経腸栄養学会,
2009年1月29-30日(鹿児島)

2009年1月29日

NTT西日本東
海病院

寝たきり患者への経腸栄養剤投与量に関する
考察　第1報

長谷川正光,  中川京子,  北村洋子 第24回日本静脈経腸栄養学会,
2009年1月29-30日(鹿児島)

2009年1月29日

大学 半身肥大を伴い，切除不能PRETEXT IIIと多
発肺転移StageIVのHigh risk因子を併せ持った
乳児期発症肝芽腫の一例

近藤知史,  鈴木達也,  佐藤陽子,  伊藤康彦,
横井　誉,  平谷俊樹

JPLT研究会2009,  2009年1月31
日(東京)

2009年1月31日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

特殊な外鼠径ヘルニア(Ⅰ型)滑脱型の腹腔内
から見た構造と検討

早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,  清水保延,
山本　 稔,  宮井博隆,  森本　 守,  坪井　 謙,  佐
藤崇文,  齊藤健太,  長島美貴

第6回東海ヘルニアフォーラム,
2009年1月31日(名古屋)

2009年1月31日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

左上葉+S6のDouble Sleeve Resection 幸　大輔,  山田　健 第18回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting,  2009
年2月6-8日(福島)

2009年2月6日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

声門下狭窄に対して喉頭気管形成術を施行し
た1例

丹羽　宏, 鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  森山　悟,
羽田裕司,  吉井直子

第18回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting,  2009
年2月6-8日(福島)

2009年2月6日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

輪状軟骨まで進展した気管原発腺様嚢胞癌に
対して気管管状切除術を施行した1例

吉井直子,  棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  丹羽　宏

第18回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting,  2009
年2月6-8日(福島)

2009年2月6日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

横突起，椎体浸潤が疑われ，術前治療後に完
全切除しえた右肺扁平上皮癌の1例

鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  森山　悟,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第18回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting,  2009
年2月6-8日(福島)

2009年2月6日

大学 より低侵襲な腹腔鏡下S状結腸切除術の2例 高山　悟,  高橋広城,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

いなべ総合病
院

積極的治療を拒否した担癌患者が受傷した肝
損傷の1例

小川正樹,  山岸庸太,  岡田祐二,  石川雅一,
水野　章

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術を施行した原発性小腸癌の3例 佐藤怜央,  森本　守,  早川哲史,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本

稔,  谷村愼哉,  清水保延,  田中守嗣,  真辺忠
夫

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

城西病院 バリウム結石の変形を経時的に観察できた急性
虫垂炎の1例

高木大輔,  杉戸信好,  工藤淳三,  谷脇　聡,  岸
川博隆,  伊藤 寛

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

経静脈性 CT Angiography により早期診断し、
血栓除去術にて治療しえた上腸間膜動脈塞栓
症の1例

舘　秀和,  榊原堅式,  中前勝視,  安藤拓也,  小
林正学

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

東市民病院 胃癌、大腸癌に、胃迷入膵、胃GIST、食道平

滑筋腫を重複した1例
佐本洋介,  伊藤由加志,  柴田康行,  友田佳介,
関村　敦,  遠藤友美,  石川倫子,  田中宏紀,  全
並秀司,  柴田孝弥,  黒野格久

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

豊川市民病院 左傍十二指腸ヘルニアの一例 中屋誠一,  岩佐麻衣,  杉浦弘典,  林　久乃,  神
谷賢吾,  横田圭右,  三田圭子,  高嶋伸宏,  三
井敬盛,  柄松章司,  西田　勉,  佐々木信義

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

名古屋共立病
院

胆道出血の３例 斎藤慎一郎,  岩田　宏,  服部浩次,  内藤明広,
寺下幸夫,  森　亮太

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

名古屋記念病
院

術前胸腺腫を疑った縦隔ホジキンリンパ腫の1
例

山村智美,  佐野正明,  稲岡健一,  田中晴祥,
高見秀樹,  村上弘城,  福岡伴樹,  武内有城,
三輪高也

第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

大学 臍ヘルニアの内容となり症状が顕在化した乳児
急性虫垂炎の１例

今藤裕之,　佐藤陽子,　近藤知史,　鈴木達也 第31回愛知臨床外科学会,  2009
年2月11日(名古屋)

2009年2月11日

大学 クローン病難治例に対する治療戦略 春田純一,  山口丈夫,  竹山廣光,  高橋広城 第5回日本消化管学会総会学術

集会,  2009年2月12-13日(東京)
2009年2月12日

大学 PSE11年後に脾膿瘍結腸瘻の閉鎖を施行した
一例

鈴木達也,  近藤知史,  佐藤陽子 第22回日本小児脾臓研究会,
2009年2月14日(東京)

2009年2月14日

東京医科歯科
大学

肝移植術前の胆道閉鎖症例における
ADAMTS-13活性測定の意義

日比将人,  橋本　俊,  加藤充純,  原普二夫,  冨
重博一,  奥村尚威,  松井太衛

第22回日本小児脾臓研究会,
2009年2月14日(東京)

2009年2月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

胸膜播種巣に対して化学療法および3回の胸
膜播種巣摘出術を施行し，長期生存が得られ
ている胸腺腫の1例

森山　悟,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第28回日本胸腺研究会,  2009年
2月14日(福岡)

2009年2月14日

大学 正の選択によって胸腺細胞に発現するRANKL
を介した胸腺髄質形成

彦坂　雄,  新田　剛,  藤井義敬,  高浜洋介 第28回日本胸腺研究会,  2009年
2月14日(福岡)

2009年2月14日

大学 横隔神経浸潤を伴うIII期胸腺腫に対する神経
合併切除と神経温存の検討

矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,  川野　理,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  藤井義敬

第28回日本胸腺研究会,  2009年
2月14日(福岡)

2009年2月14日

大学 胸腺腫放射線療法後に収縮性心膜炎を合併し
た2例

雪上晴弘,  矢野智紀,  佐々木秀文,  川野　理,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  藤井義敬

第28回日本胸腺研究会,  2009年
2月14日(福岡)

2009年2月14日

大学 Gefitinib服用後肝障害をきたしたがerlotinibで
は肝障害を認めなかった肺癌術後再発症例

佐々木秀文,  矢野智紀,  雪上晴弘,  川野　理,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  藤井義敬

第94回中部肺癌学会,  2009年2
月14日(豊明)

2009年2月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

術後11年目に胸壁転移を来した肺腺癌の1例 吉井直子,  棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  丹羽　宏

第94回中部肺癌学会,  2009年2
月14日(豊明)

2009年2月14日

名古屋徳洲会
総合病院

Pulmonary hyalinizing granulomaの1例 可児久典,  坂本宣弘,  設楽将之,  篠田憲幸 第94回中部肺癌学会,  2009年2
月14日(豊明)

2009年2月14日

鈴鹿中央総合
病院

同時発生した原発性肺癌と腎癌肺転移の1治
療例

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第94回中部肺癌学会,  2009年2
月14日(豊明)

2009年2月14日

幕張メッセ国際
会議場

シンバイオテック療法が著効した短腸症候群の
一例

加藤充純,  日比将人,  奥村尚威,  冨重博一,
原普二夫,  橋本　俊

第39回日本小児消化管機能研究

会,  2009年2月21日(千葉)
2009年2月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 半身肥大を伴い，切除不能PRETEXT IIIと多

発肺転移StageIVのHigh risk因子を併せ持った
乳児期発症肝芽腫の一例

近藤知史,  鈴木達也,  佐藤陽子,  伊藤康彦,
横井　誉,  平谷俊樹

第55回東海小児がん研究会,
2009年2月21日(名古屋)

2009年2月21日

豊川市民病院 <パネルディスカッション>がん診療拠点病院と
の地域連携医の可能性

柄松章司 第7回愛知乳癌チーム医療研究

会,  2009年2月21日(名古屋)
2009年2月21日

大学 腹部大動脈閉塞、右下肢虚血を伴った急性大
動脈解離の１例

三島　晃,  西村健二,  水野明宏,  佐々木滋,  野
村則和,  浅野實樹

第9回ＶＳＡ研究会,  2009年2月21
日(名古屋)

2009年2月21日

大学 Microscopic perinodal involvement as a new
factor predicting prognosis of gastric carcinoma.
International Session1「Pathology, Molecular
Biology」

Akamo Y,  Takeyama H,  Wakasugi T,
Funahashi H

第81回日本胃癌学会総会,  2009
年3月4-6日(東京)

2009年3月4日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下幽門側胃切除、Roux-en-Y再建術に
おける残胃空腸体内吻合法　ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
13「再建3」

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
森本　守,  長島美貴,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  山本　稔,  清水保延,  加藤克己,  真辺
忠夫

第81回日本胃癌学会総会,  2009
年3月4-6日(東京)

2009年3月4日

名古屋市立緑
市民病院

Clinical trial of liposome-adriamycin(Lipo-
ADR) for prophylaxis and treatment after
hepatic resection of liver metastasis in advanced
gastric cancer. International Session8「QOL and
Nutrition, Drug Delivery System」

Mizuno I,  Mohri N,  Shamoto T,  Ishida M,
Takayama M,  Fukui T,  Takeyama H,  Manabe
T,  Yotsuyanagi T

第81回日本胃癌学会総会,  2009
年3月4-6日(東京)

2009年3月4日

豊川市民病院 講演：乳癌の薬物療法 柄松章司 第26回病診連携フォーラム,  2009
年3月5日(豊川)

2009年3月5日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

肺癌に対する3 port VATS lobectomyの成績 山田　健,  幸　大輔 第13回東海胸腔鏡研究会,  2009
年3月7日(名古屋)

2009年3月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 当院における手掌多汗症手術症例の検討 矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,  川野　理,

彦坂　雄,  藤井義敬

第13回東海胸腔鏡研究会,  2009
年3月7日(名古屋)

2009年3月7日

刈谷豊田総合
病院

外傷性左大腿動脈損傷の１例 神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二,  鈴木克昌 第17回日本血管外科学会,  東海

北陸地方会,  2009年3月7日(岐
阜)

2009年3月7日

刈谷豊田総合
病院

多発性骨髄腫に合併し術前にSeptic Shockと
なった急性腸間膜動脈閉塞症の1救命例　要

望演題5「異常な腹痛1」

宮井博隆,  早川哲史,  田中守嗣,  長島美貴,
斉藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  森本　守,  山
本　稔,  谷村愼哉,  清水保延,  真辺忠夫

第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下虫垂切除術の導入と教育(診療と研究

のﾄﾋﾟｯｸｽ5)
佐藤崇文,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,
長島美貴,  齊藤健太,  坪井　謙,  森本　守,  宮
井博隆,  幸　大輔,  山本　稔,  清水保延,  山田

健,  加藤克己,  真辺忠夫

第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日

刈谷豊田総合
病院

特発性横行結腸穿孔の1例 齊藤健太,  清水保延,  田中守嗣,  長島美貴,
佐藤崇文,  坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山
本　稔,  谷村慎哉,  早川哲史

第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日

刈谷豊田総合
病院

腹部刺創の注意点(7手術症例の検討) 坪井　謙,  田中守嗣,  早川哲史,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  森本　守,  宮井博隆,  山本

稔,  真辺忠夫

第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日

大垣徳洲会病
院

過食に伴う急性胃拡張により胃破裂を来した１
例

榊原一貴,  春日井貴雄,  森洋一郎 第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日

大学 腸管ベーチェットにて大腸穿孔をきたした１例 堅田武保,  桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  石
黒秀行,  小川　了,  原田幸志朗,  田中達也,  塩
崎みどり

第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日

トヨタ記念病院 魚骨による消化管穿孔の1例 前田祐三,  佐藤篤司,  春木伸裕,  呉原裕樹,
辻　秀樹

第45回日本腹部救急医学会総

会,  2009年3月12-13日(東京)
2009年3月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Randomized phase III study of adjuvant
endocrine-therapy with or without chemotherapy
for postmenopausal breast cancer patients who
responded to neoadjuvant letrozole

Iwata H,  Yamaguchi T,  Masuda N,  Toyama T,
Taira N,  Yamamoto Y,  Saji S,  Kashiwaba M,
on behalf of the NEOS

St gallen Oncology conference
2009, poster session,  Mar11-14,
2009(St Gallen)

2009年3月13日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

再ドレナージを要した降下性壊死性縦隔炎の1
例

幸　大輔,  山田　健 第17回東海呼吸器外科セミナー,
2009年3月14日(名古屋)

2009年3月14日

名古屋徳洲会
総合病院

左上大区切除後に気管支断端瘻性膿胸を生じ
開創窓術を施行した肺癌の１例

可児久典,  坂本宣弘,  設楽将之,  篠田憲幸 第17回東海呼吸器外科セミナー,
2009年3月14日(名古屋)

2009年3月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

左主気管支，上幹，B6入口部の腫瘍に対し，

左上葉+S6区域管状切除術を施行した1例
鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  森山　悟,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第17回東海呼吸器外科セミナー,
2009年3月14日(名古屋)

2009年3月14日

鈴鹿中央総合
病院

術後補助化学療法後に発症した晩期肺瘻に対
して胸腔鏡下フィブリンシート貼付術で治癒せ
しめ得た1例

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第17回東海呼吸器外科セミナー,
2009年3月14日(名古屋)

2009年3月14日

大学 先天性大動脈弁上狭窄症の1例 伊賀登志峰,  浅野實樹,  西村健二,  水野明宏,
佐々木滋,  野村則和,  長崎里香,  山口幸子,
三島　晃

第99回東海小児循環器談話会,
2009年3月14日(愛知)

2009年3月14日

大学 生後3カ月時に大動脈弁交連切開術を行った
大動脈弁狭窄、大動脈縮窄症、低出生体重児
の一例

長崎里香,  山口幸子,  磯浦　東,  西村健二,  水
野明宏,  佐々木滋,  野村則和,  浅野實樹,  三
島　晃

第99回東海小児循環器談話会,
2009年3月14日(愛知)

2009年3月14日

あいち小児保健
医療総合セン
ター

肺動脈絞扼術を行い結果的にJatene手術に到
達した肺動脈弁逆流を伴う大血管転位症（Ⅱ）
の1例

鵜飼知彦,  前田正信,  村上弘臣,  長谷川広樹,
藤井玄洋,  安田東始哲,  福見大地,  沼口　敦,
足達武憲

第99回東海小児循環器談話会,
2009年3月14日(愛知)

2009年3月14日

菰野厚生病院 腹腔鏡下大腸癌手術 古田明良,  岩井昭彦,  武田佳秀,  小出修司 第175回木曜集談会,  2009年3月
19日(菰野)

2009年3月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 術後薬物療法としてタモキシフェンを単独投与

された腋窩リンパ節転移院生乳癌患者における
CYP2D6*10遺伝子多型の影響

遠山竜也,  杉浦博士,  近藤直人,  岩瀬弘敬,
山下啓子

第7回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2009年3月20-21日(名古屋)
2009年3月20日

NTT西日本東
海病院

寝たきり患者への経腸栄養剤投与量の集計か
ら新しい投与カロリー推定式への試み

長谷川正光,  野田　武,  川村道広,  北村洋子,
中川京子,  貫井裕次

第2回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2009年3月21
日(岐阜)

2009年3月21日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

HER2陽性乳がんの更なる個別化に向けて 岩田広治 第109回日本外科学会定期学術

集会,  パネルディスカッション,
2009年4月2-4日(福岡)

2009年4月2日

大学 膵癌における腫瘍由来CXC-chemokineの役割 松尾洋一,  沢井博純,  越智靖夫,  安田　顕,  高
橋広城,  坂本雅樹,  若杉健弘,  高山　悟,  舟橋

整,  佐藤幹則,  赤毛義実,  竹山廣光

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 PTEN発現と大腸癌肝転移・予後との関連 沢井博純,  安田　顕,  越智靖夫,  松尾洋一,  馬
家弛,  高橋広城,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹

則,  赤毛義実,  竹山廣光

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 外科医がコアメンバーである当院の緩和ケア
チーム

坂本雅樹,  竹山廣光,  伊藤嘉規,  奥山　徹,  明
智龍男,  丹村貴之,  木下和子

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 治癒切除胃癌における予後不良因子としての
節外転移の検討

赤毛義実,  竹山廣光,  若杉健弘,  舟橋　整 第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 n-6とn-3多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌細胞
増殖、浸潤能に対する効果

舟橋　整,  沢井博純,  原　賢康,  安田　顕,  越
智靖夫,  坂本雅樹,  高橋広城,  松尾洋一,  若
杉健弘,  高山　悟,  佐藤幹則,  赤毛義実,  竹山
廣光

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

刈谷豊田総合
病院

大腸癌と胃癌の重複例に対する腹腔鏡下手術
～7例から得た手技の工夫～

宮井博隆,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,
長島美貴,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  森
本　守,  山本　稔,  清水保延,  加藤克己,  真辺

忠夫,  宇佐美詞津夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

難易度の高い横行結腸癌に対する腹腔鏡下手
術の工夫

山本　稔,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  森本　守,  宮井

博隆,  清水保延,  長島美貴,  真辺忠夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

刈谷豊田総合
病院

高齢者における胃十二指腸潰瘍穿孔に対する
腹腔鏡下手術の有用性

森本　守,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  長
島美貴,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  宮井

博隆,  幸　大輔,  山本　稔,  山田　健,  清水保

延,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

刈谷豊田総合
病院

術後無疼痛・術後無再発を追求した鼠径部ヘ
ルニアにおけるメッシュ展開層とメッシュの選択
ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ9「鼠径部ヘルニア修復術、術
式の工夫」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  山本　稔,  宮
井博隆,  森本　守,  坪井　謙,  佐藤崇文,  齊藤

健太,  長島美貴,  清水保延,  宇佐美詞津夫,
真辺忠夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

刈谷豊田総合
病院

高齢者に対する腹腔鏡下虫垂切除術 佐藤崇文,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,
齊藤健太,  坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山
本　稔,  清水保延,  加藤克己,  真辺忠夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

刈谷豊田総合
病院

上部胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術における
吻合法　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5「腹腔鏡下胃切除術

における吻合法の工夫(特に胃全摘術、噴門切

除術)」

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  宮
井博隆,  森本　守,  坪井　謙,  佐藤崇文,  齊藤

健太,  長島美貴,  清水保延,  宇佐美詞津夫,
真辺忠夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

名古屋市立緑
市民病院

肝切除後残肝再発の防止を目指した徐放化抗
癌剤Liposome-Adriamycin(Lipo-ADR)を用い
た局所癌化学療法の臨床応用の試みの検討

水野　勇,  毛利紀章,  柴田直史,  石田理子,  社
本智也,  高山宗之,  福井拓治,  竹山廣光,  真
辺忠夫

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

国立がんセン
ター

早期乳癌における短期滞在手術の利点と欠点
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ7「日帰り・短期滞在外科手術のメリッ
トとデメリット」

廣川高久,  木下貴之,  北條　隆,  明石定子,  菊
山みずほ

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

再発肺癌治療における抗癌剤感受性試験
(HDRA)の有用性

棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

大腸癌転移性肺腫瘍に対する外科治療成績と
予後因子の検討

鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  森山　悟,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

血栓症発生リスク分類に基づく肺癌周術期管
理

羽田裕司,  棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

名古屋共立病
院

腹腔鏡下胃全摘術におけるpouch Roux-Y再建
術の工夫

服部浩次,  岩田　宏,  内藤明広,  寺下幸夫,  森
亮太,  斎藤慎一郎

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

名古屋共立病
院

救急外来を利用した日帰り手術の運営 寺下幸夫,  岩田　宏,  服部浩次,  内藤明広,  森
亮太,  斎藤慎一郎

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 胸腺腫の治療戦略とその予後 矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,  川野　理,
彦坂　雄,  藤井義敬

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

<パネルディスカッション5>(乳がんに対する

target therapyの新展開－HER2陽性乳がんの
更なる個別化に向けて

岩田広治 第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 Notch receptor gene mutation search in
esophageal squamous cell carcinoma

堅田武保,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  小川　了,  原田幸志朗,  田中達也,
塩崎みどり,  藤井義敬

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 肺癌手術症例におけるEGFR遺伝子コピー数
増加、タンパク発現と臨床病理学的因子の相関

佐々木秀文,  彦坂　雄,  奥田勝裕,  川野　理,
雪上晴弘,  矢野智紀,  藤井義敬

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

あいち小児保健
医療総合セン
ター

肺生検によるダウン症を伴う乳児期完全型心内
膜床欠損症の肺高血圧に対する外科的治療戦
略の検討

鵜飼知彦,  前田正信,  村山弘臣,  横手　淳,  藤
井玄洋

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月2日

大学 食道癌におけるHypoxia-inducible factor-１aの
発現

田中達也,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  原田幸志朗,  小川　了,  堅田武保,
塩崎みどり,  藤井義敬

第109回日本外科学会定期学術

集会,  2009年4月2-4日(福岡)
2009年4月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

鼠径部膜解剖を重要視して定型化した腹腔鏡
下鼠径部ヘルニア修復手術－
TAPP(transabdominal preperitoniar repair)法－

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  清水保延,
山本　稔,  宮井博隆,  森本　守,  坪井　謙,  佐
藤崇文,  齊藤健太,  長島美貴,  牛込　創,  小森

徹也,  佐藤怜央,  真辺忠夫

第7回日本ヘルニア学会学術集

会,  2009年4月10-11日(東京)
2009年4月10日

トヨタ記念病院 ヘルニア嚢に嵌頓したまま腹腔内に還納された
内鼠径ヘルニアの１例

杉浦正彦,  辻　秀樹,  佐藤篤司,  春木伸裕,  呉
原裕樹,  前田祐三,  山川雄士,  立松　勉,  安藤

菜奈子,  前田頼佑

第7回日本ヘルニア学会学術集

会,  2009年4月10-11日(東京)
2009年4月11日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

降下性壊死性縦隔炎の1経験例 幸　大輔,  山田　健 第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

大学 腸軸捻で発症し診断に苦慮したHirschsprung
病類縁疾患の一例

今藤裕之,  佐藤陽子,  近藤知史,  鈴木達也 第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

いなべ総合病
院

上行結腸癌が先進部となった腸重積の一例 小野和臣,  小川正樹,  山岸庸太,  岡田祐二,
石川雅一,  水野　章

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

いなべ総合病
院

直腸癌術後に発生した異時性3多発結腸癌を
含む大腸ポリポ－シスの一例

真鍋良彦,  山岸庸太,  岡田祐二,  石川雅一,
水野　章

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

刈谷豊田総合
病院

術前の診断に難渋した肝十二指腸間膜内嚢胞
の1例

牛込　創,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,  坪
井　謙,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊藤

健太,  佐藤崇文,  森本　守,  宮井博隆,  山本

稔,  清水保延,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

泰玄会病院 乳頭部切除術をおこなった早期十二指腸乳頭
部癌の1例

花井拓美,  斉藤高明,  品川直哉,  加藤英夫,
真辺忠夫

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

松波総合病院 原発性と思われる肝カルチノイドの1例 福田恵子,  小林建司,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  清水幸雄,  池田庸子,  松
波英寿

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立緑
市民病院

胃潰瘍術後、19年目に発生した残胃癌の一例 山田幸治,  高山宗之,  社本智也,  福井拓治,
水野　勇

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

術後9年8ヶ月で洞不全症候群にて発見された

胸腔扁平上皮癌再発の1例
中前勝視,  榊原堅式,  安藤拓也,  小林正学,
舘　秀和

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

名古屋市立東
部医療センター
守山市民病院、
東市民病院

魚骨による小腸穿孔により偶然発見された多発
小腸潰瘍の一例

石川倫子,  伊藤由加志,  柴田康行,  友田佳介,
関村 敦,  遠藤友美,  佐本洋介,  田中宏紀,  全
並秀司,  柴田孝弥,  黒野格久

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

名古屋徳洲会
総合病院

血小板無力症を合併した胆嚢癌の手術経験 坂本宣弘,  可児久典、設楽将之,  篠田憲幸 第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

名古屋市立東
部医療センター
守山市民病院、
東市民病院

小腸切除術後に発生したサイトメガロウイルス腸
炎の１例

柴田孝弥,  全並秀司,  伊藤由加志,  柴田康行,
友田佳介,  関村　敦,  遠藤友美,  黒野格久,  石
川倫子,  佐本洋介,  田中宏紀

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

名古屋共立病
院

鼠径ヘルニア再々発症例に対して腹腔鏡補助
下修復術を施行した１例

斎藤慎一郎,  岩田　宏,  服部浩次,  内藤明広,
寺下幸夫,  森　亮太

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

大学 原発不明縦隔リンパ節転移肺腺癌の1例 増渕孝道,  矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,
川野　理,  彦坂　雄,  藤井義敬

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(名古屋)

2009年4月12日

藤田保健衛生
大学小児外科

小児漏斗胸における胸郭変形の自然経過 原普二夫,  冨重博一,  日比将人,  加藤充純,
奥村尚威,  橋本　俊

第277回東海外科学会,  2009年4
月12日(愛知県)

2009年4月12日

刈谷豊田総合
病院

腕神経叢発生神経鞘腫の1切除例－アプロー
チならびに手術適応について－

山田　健,  幸　大輔 第2回東海呼吸器外科懇談会,
2009年4月15日(名古屋)

2009年4月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 治療に難渋した高度進行食道癌の1例 石黒秀行 第5回消化器低侵襲治療研究会,

2009年4月16日(名古屋)
2009年4月16日

刈谷豊田総合
病院

2.鏡視下のRoux-Y再建法 谷村愼哉,  勝部隆男,  木村正之,  木山輝郎,
国崎主税,  鈴木恵史,  高橋孝行,  瀧口修司,
比企直樹,  早川哲史,  林　賢,  藤原道隆,  山口

浩和,  永井祐吾,  松井英男,  桜本信一

第15回関東腹腔鏡下胃切除研究

会,  2009年4月18日(東京)
2009年4月18日

名古屋共立病
院

Our Poutch Roux-Y reconstruction technique
after laparoscopically assisted total gastrectomy

Hattori K,  Terashita Y,  Mori R,  Saito S SAGES Annual meeting,  Apr22-
25,  2009(Phoenix)

2009年4月22日

大学 選択的脳灌流を用いた心大血管手術後の脳血
流障害について

水野明宏,  浅野實樹,  西村健二,  佐々木滋,
野村則和,  飛田秀樹,  三島　晃

第39回日本心臓血管外科学会学

術総会,  2009年4月22-24日(富山)
2009年4月22日

豊川市民病院 初診時の超音波検査で異常なく、経過を追って
いくうちに所見が捕らえられた乳癌症例の検討

柄松章司 第22回日本乳腺甲状腺超音波診

断会議,  2009年4月25-26日(東京)
2009年4月25日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

Lymphatic or Vascular Invasion Factor Is an
Important Prognostic Factor in Patients with
Pathological Stage IA Lung Adenocarcinoma
Less Than 20 mm in Diameter.

Haneda H,  Niwa H,  Tanahashi M,  Moriyama
S,  Suzuki E,  Yoshii N

European Multidisciplinary
Conference in Thoracic Oncology,
May1-3,  2009,
(Lugano/Switzerland)

2009年5月3日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

Adjuvant Chemotherapy Based on Histoculture
Drug Response Assay (HDRA) for Pathological
Stage III Non-Small-Cell Lung Cancer Improves
Survival.

Tanahashi M,  Niwa H,  Moriyama S,  Suzuki E,
Haneda H,  Yoshii N

European Multidisciplinary
Conference in Thoracic Oncology,
May1-3,  2009,
(Lugano/Switzerland)

2009年5月3日

大学 治癒切除胃癌における再発危険因子であるリン
パ節節外転移の検討

赤毛義実,  竹山廣光,  若杉健弘,  舟橋　整 第95回日本消化器病学会総会,
2009年5月7-9日(札幌)

2009年5月7日

大学 対照的な効果を有するn-6,n-3多価不飽和脂肪

酸(PUFA)の膵癌細胞増殖能、浸潤能に対する
役割

舟橋　整,  沢井博純,  原　賢康,  安田　顕,  坂
本雅樹,  高橋広城,  松尾洋一,  若杉健弘,  高
山　悟,  佐藤幹則,  赤毛義実,  竹山廣光

第95回日本消化器病学会総会,
2009年5月7-9日(札幌)

2009年5月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 膵癌浸潤・血管新生におけるCXCL8および

CXCL12の役割と相互作用

松尾洋一,  沢井博純,  越智靖夫,  安田　顕,  原
賢康,  坂本雅樹,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤幹

則,  赤毛義実,  竹山廣光

第95回日本消化器病学会総会,
2009年5月7-9日(札幌)

2009年5月7日

鈴鹿中央総合
病院

80歳以上高齢者肺癌に対する手術症例の検討 水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

鈴鹿中央総合
病院

自然気胸手術症例における年齢別ブラの胸壁
癒着頻度の検討

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

豊川市民病院 急性膿胸に対する胸腔鏡下手術11例の検討 横田圭右,  西田　勉 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

左上葉+S6管状切除術に肺動脈管状切除を加

えた肺扁平上皮癌の1例
幸　大輔,  山田　健 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

胸腔鏡下操作を併用し腫瘍摘出術を行った胸
椎ダンベル型腫瘍の1例

幸　大輔,  山田　健 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

肺放線菌目感染症8例の検討 羽田裕司,  棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

肺放線菌目感染症8例の検討気管原発腺様嚢
胞癌に対する輪状軟骨に切り込んだ気管管状
切除の1例

羽田裕司,  棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

IASLC提案新TNM病期分類の評価 棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

原発性非小細胞肺癌手術例における胸腔洗浄
細胞診陽性例の検討

鈴木恵理子, 棚橋雅幸,  森山　悟, 羽田裕司，

吉井直子,  丹羽　宏

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

横突起，椎体浸潤が疑われ，術前治療後に完
全切除しえた右肺扁平上皮癌の1例

鈴木恵理子, 棚橋雅幸,  森山　悟, 羽田裕司，

吉井直子,  丹羽　宏

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

発声不能となった声門下狭窄に対する喉頭気
管形成術

丹羽　宏, 鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  森山　悟,
羽田裕司,  吉井直子

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

大学 縦隔悪性腫瘍の治療戦略 横隔神経浸潤を伴う

III期胸腺腫に対する神経合併切除と神経温存
の検討

矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,  川野　理,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  藤井義敬

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

原因不明胸水および胸膜肥厚例に対する全麻
下胸膜生検と悪性胸膜中皮腫の治療成績-長
期生存例の病理組織像

森山　悟,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月14日

掛川市立総合
病院

巨大感染性膵仮性のう胞をきたした胆石症の1
例

佐川弘之,  神谷保廣,  宮前　拓,  柴田直史,  中
村善則,  羽藤誠記

第19回中東遠腫瘍外科研究会,
2009年5月14日(掛川)

2009年5月14日

藤田保健衛生
大学小児外科

＜講演＞肝移植の方法と現状 橋本　俊 第19回中東遠腫瘍外科研究会,
2009年5月14日(掛川)

2009年5月14日

名古屋徳洲会
総合病院

BPFM(Broncho plumonary forgut malfomation)
の１例

可児久典,  坂本宣弘,  設楽将之,  篠田憲幸 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月15日

大学 胸腺腫放射線療法後に収縮性心膜炎を合併し
た2例

彦坂　雄,  雪上晴弘,  矢野智紀,  佐々木秀文,
川野　理,  奥田勝裕,  藤井義敬

第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 3DCTによる肺動静脈評価 齋藤雄史,  佐竹　章,  浦上年彦,  山川洋右 第26回日本呼吸器外科学会総

会,  2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月15日

大学 呼吸器外科手術の診療ガイドライン：縦隔腫瘍
取り扱い規約とガイドライン

藤井義敬 第26回日本呼吸器外科学会総

会, 2009年5月14-15日(北九州)
2009年5月15日

菰野厚生病院 In Situ Saphenous Vein Graftを用いたF-PTA
bypassの経験

武田佳秀,  岩井昭彦,  古田明良,  小出修司 第177回木曜集談会,  2009年5月
21日(菰野)

2009年5月21日

名古屋共立病
院

当院の短期滞在・腹腔鏡下胆嚢摘出術 服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  斎藤慎一
郎

第5回日本短期滞在外科手術研

究会学術総会,  平成21年5月23
日(鎌倉)

2009年5月23日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

気管支鏡検査の安全対策・緊急処置 山田　健 第21回気管支鏡セミナー,  2009
年5月27日(東京)

2009年5月27日

トヨタ記念病院 肝損傷に合併した右横隔膜破裂の１例 山川雄士,  佐竹　章 第23回日本外傷学会総会・学術

集会,  2009年5月28-29日(大阪)
2009年5月29日

鈴鹿中央総合
病院

リピオドールとジアグノグリーンを用いたCTガイ
ドマーキング法の検討

水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第32回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2009年5月28-29日(東京)
2009年5月29日

鈴鹿中央総合
病院

術後補助化学療法後に発症した晩期肺瘻に対
して胸腔鏡下フィブリンシート貼付術で治癒せ
しめ得た1例

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第32回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2009年5月28-29日(東京)
2009年5月29日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

原因不明胸水および胸膜肥厚症例に対する全
麻下胸腔鏡による胸膜生検の診断成績

森山　悟,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第32回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2009年5月28-29日(東京)
2009年5月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

肺癌に対する肺切除における気管支処理法の
検討―特に気管支単結紮法の合併症発生例

について―

幸　大輔,  山田　健 第32回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2009年5月28-29日(東京)
2009年5月29日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

結核性気管・気管支狭窄に対してバルーン拡
張術が奏功した2例

吉井直子, 棚橋雅幸,  森山　悟,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  丹羽　宏

第32回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2009年5月28-29日(東京)
2009年5月29日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

左主気管支，上幹，B6入口部の腫瘍に対し，

左上葉+S6区域管状切除術を施行した1例
鈴木恵理子, 棚橋雅幸,  森山　悟, 羽田裕司，

吉井直子,  丹羽　宏

第32回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2009年5月28-29日(東京)
2009年5月29日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

地域連携パス「乳がん」：全県下統一パス作成
に向けての取り組み

岩田広治 第14回愛知クリニカルパス研究会,
パネルディスカッション,  2009年5
月30日(名古屋)

2009年5月30日

大学 CXC-chemokine/CXCR2 biological axis
promotes angiogenesis in vitro and in vivo in
pancreatic cancer.

Raimondo M,  Matsuo Y,  Woodward TA,
Wallace MB,  Gill KR,  Ochi N,  Tong Z,
Strieter RM,  Hoffman RM,  Guha S

2009 Digestive Disease Week
(DDW),  May31,  2009 (Chicago)

2009年5月31日

藤田保健衛生
大学小児外科

小児肝移植術後の免疫抑制療法の検討 原普二夫,  冨重博一,  日比将人,  加藤充純,
奥村尚威,  橋本　俊

第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日

藤田保健衛生
大学小児外科

糖原病Ib型に対する生体肝移植術の一例 加藤充純,  冨重博一,  日比将人,  奥村尚威,
原普二夫,  橋本　俊

第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日

藤田保健衛生
大学小児外科

胆道閉鎖症におけるvon Willebrand因子及び

同切断酵素(ADAMTS-13)活性測定

日比将人,  橋本 俊,  加藤充純,  冨重博一,  原
普二夫,  奥村尚威,  松井太衛

第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日

藤田保健衛生
大学小児外科

当科で経験した先天性嚢胞状腺腫様奇形４例-
Stocker新分類の検討-

奥村尚威,  原普二夫,  冨重博一,  日比将人,
加藤充純,  橋本　俊,  溝口良順

第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学小児外科

小児肛門周囲膿瘍、痔瘻の臨床的特徴と治療
法の検討

冨重博一,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純,
奥村尚威,  橋本　俊

第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日

大学 小児の気道異物および消化管異物の検討 鈴木達也,  近藤知史,  佐藤陽子 第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日

大学 先天性気管狭窄症における食道パッチ手術の
基礎と臨床応用－気管ステントの使用法を含め
て－

近藤知史,  鈴木達也,  佐藤陽子,  藤井義敬 第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月1日

大学 1歳になって診断されたextensive aganglionosis
の1例

佐藤陽子,  鈴木達也,  近藤知史,  藤井義敬 第46回日本小児外科学会学術集

会,  2009年6月1-3日(大阪)
2009年6月3日

大学 胸郭出口に発生した悪性神経鞘腫の1例 彦坂　雄,  矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,
川野　理,  藤井義敬

第52回関西胸部外科学会学術集

会,  2009年6月4-5日(岡山)
2009年6月4日

あいち小児保健
医療総合セン
ター

肺動脈絞扼術を行い結果的にJatene手術に到
達した肺動脈弁逆流を伴う大血管転位症（Ⅱ）
の1例

鵜飼知彦,  前田正信,  村上弘臣,  長谷川広樹,
藤井玄洋,  安田東始哲,  福見大地,  沼口　敦,
足達武憲

第52回関西胸部外科学会学術集

会,  2009年6月4-5日(岡山)
2009年6月4日

鈴鹿中央総合
病院

当院で経験した月経随伴性気胸の2例 遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第52回関西胸部外科学会学術集

会,  2009年6月4-5日(岡山)
2009年6月5日

愛知県がんセン
ター中央病院

HER2陽性乳癌における分子標的治療 山下年成 金沢薬剤師会講演会,  2009年6
月6日(金沢)

2009年6月6日

大学 食道癌に対する集学的治療　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「消化
器癌に対する集学的治療」

桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  石黒秀行,  赤
毛義実,  竹山廣光

日本消化器病学会総会東海支部
第110回例会,  2009年6月6日(津)

2009年6月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 術後9年目に腹膜再発を来し卵巣癌との鑑別に

苦慮した胃癌の1例
今藤裕之,  原　賢康,  舟橋　整,  岡田祐二,  佐
藤幹則,  赤毛義実,  竹山廣光

日本消化器病学会総会東海支部
第110回例会,  2009年6月6日(津)

2009年6月6日

名古屋市立緑
市民病院

Clinical trial of liposome-adriamycin (Lipo-
ADR) via the portal vein and hepatic artery for
prophylaxis and treatment after hepatic resection
on liver metastasis in advanced gastric cancer.

Mizuno I,  Ishida M,  Mohri N,  Shamoto T,
Takayama M,  Fukui T,  Takeyama H,  Manabe
T,  Yotsuyanagi T

8th International Gastric Cancer
Congress,  Jun10-13,  2009
(Krakow)

2009年6月10日

名古屋共立病
院

腹腔鏡下胆嚢炎手術に対する 術後no drian管
理の可能性

寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第21回日本肝胆膵外科学会・学

術集会,  2009年6月10-12日(名古

屋)

2009年6月10日

名古屋共立病
院

胆嚢捻転症の1例 服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  斎藤慎一
郎

第21回日本肝胆膵外科学会・学

術集会,  2009年6月10-12日(名古

屋)

2009年6月10日

松波総合病院 胸骨正中切開にTrasmanubrial　 approachを追
加して右肺上葉切除および前胸壁、上大静
脈、右腕頭静脈を合併切除した多形癌の1例

春日井敏夫,  野垣晴彦 岐阜県胸部外科フォーラム,  2009
年6月12日(岐阜)

2009年6月12日

掛川市立総合
病院

自治体病院が行う病院祭り 神谷保廣,  萩田和彦,  石山久子,  榛葉　馨,  山
田智也,  五島一征

第11回日本医療マネジメント学会

学術総会,  2009年6月12-13日(長
崎)

2009年6月12日

刈谷豊田総合
病院

Outcome of laparoscopic gastrectomy for gastric
cancer.

Tanimura S,  Hayakawa T,  Tanaka M,
Ushigome S,  Komori T,  Satou R,  Nagashima
M,  Saitou K,  Satou T,  Tsuboi K,  Morimoto
M,  Miyai H,  Yamamoto M,  Shimizu Y,  Usami
S,  Manabe T

17th European Association for
Endoscopic Surgery (EAES),
Jun17-20,  2009 (Prague)

2009年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

<シンポジウム＞本邦における小児臓器移植の
現況と必要性

橋本　俊 第23回日本小児救急医学会,
2009年6月19-20日(熊本)

2009年6月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学小児外科

胆道閉鎖症術後胆管炎に対する救急処置とし
ての経皮経肝胆管ドレナージ(PTBD)

冨重博一,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純,
奥村尚威,  橋本　俊,  加藤良一,  伴野辰雄

第23回日本小児救急医学会,
2009年6月19-20日(熊本)

2009年6月19日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

新しい肺癌病期分類の妥当性の検討 棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第17回静岡Cancer Therapy
Conference,  2009年6月20日(浜
松)

2009年6月20日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

広範囲良性気道狭窄に対するバルーン拡張術 吉井直子, 棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,   丹羽　宏

第118回遠江医学会,  2009年6月
21日(浜松)

2009年6月21日

大学 食道扁平上皮癌におけるmicroRNA-21の発現
と細胞増殖との関連

森洋一郎,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  小川　了,  堅田武保,  原田幸志朗,
田中達也,  塩崎みどり

第63回日本食道学会学術集会,
2009年6月25-26日(横浜)

2009年6月25日

刈谷豊田総合
病院

内視鏡下食道癌手術における体位変換の工夫 谷村慎哉,  早川哲史,  田中守嗣,  山田　健,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山本

稔,  清水保延

第63回日本食道学会学術集会,
2009年6月25-26日(横浜)

2009年6月25日

大学 食道癌67例におけるCD44v6の発現と臨床病理
学的因子の検討

塩崎みどり,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  原田幸志朗,  小川了,  堅田武保,  田
中達也,  藤井義敬

第63回日本食道学会学術集会,
2009年6月25-26日(横浜)

2009年6月26日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

右肺下葉切除後の中間幹膜様部穿孔に対し，
大網被覆術を施行した1例

羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

静岡呼吸器外科医会,  2009年6
月27日(刈谷)

2009年6月27日

名古屋記念病
院

多発性骨髄腫合併肺癌の一例 浅野貴光,  山田勝康,  前田浩義,  正木彩子,
佐野正明,  冨田勇樹

第113回日本結核病学会東海地

方学会,  第95回日本呼吸器学会

東海地方学会,  2009年6月27-28
日(名古屋)

2009年6月27日

鈴鹿中央総合
病院

自然気胸手術における胸壁癒着の検討 遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第95回日本呼吸器学会東海地方

学会,  2009年6月27-28日(名古屋)
2009年6月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

PEG後の胃食道逆流ー誤嚥性肺炎の対策ー 篠田憲幸 第4回東尾張地域連携栄養カン

ファレンス,  2009年6月27日(春日

井)

2009年6月27日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

原発性非小細胞肺癌手術時における胸腔洗浄
細胞診陽性例の検討

鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  森山　悟,　羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第50回臨床細胞診学会,  2009年
6月27-28日(東京)

2009年6月28日

大学 尤度比、検査後確率を用いたstageⅡ術後フォ

ローアップ時の血中CEA値の有用性の検討

原　賢康,  高橋広城,  高山　悟,  三井　章,  佐
藤幹則,  桑原義之,  竹山廣光

第71回大腸癌研究会,  2009年7
月2日(さいたま)

2009年7月2日

トヨタ記念病院 大網充填および遊離植皮術により胸壁再建し
た乳癌術後放射線性胸骨骨髄炎・皮膚浪瘻の
一例

原　泰夫,  伊藤和子 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

名古屋共立病
院

術後長期を経て再燃した縦隔内過剰腺腫大に
二次性上皮小体機能亢進症の2例

内藤明広,  服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

大学 術後薬物療法としてタモキシフェンを単独投与
されたn0乳癌患者におけるCYP2D6*10遺伝子
多型の予後への影響

遠山竜也,  杉浦博士,  近藤直人,  岩瀬弘敬,
山下啓子

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

大学 ＜シンポジウム　乳癌における治療効果予測因
子の現状と今後の展望＞　ホルモン療法の効
果予測因子　－臨床の立場から－

山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,  近藤直人,
小林俊三

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

大学 再発乳癌症例における再発発見動機の検討 杉浦博士,  遠山竜也,  近藤直人,  小林俊三,
岩瀬弘敬,  山下啓子

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

大学 Triple negative乳癌におけるmicroRNA-210発
現

近藤直人,  遠山竜也,  杉浦博士,  山下啓子 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 石灰化病変における乳腺造影CT-MIP像の有

用性の検討（疑似MLO,CC像作成による試み）

白木法雄,  山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,
近藤直人

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

大学、東市民病
院、他

多施設共同臨床第二相試験(TBCRG03)にお

ける術後TC(Docetaxel+Cyclophosphamide)療
法の認容性の検討

間瀬隆弘,  藤田崇史,  林　孝子,  中野正吾,  和
田応樹,  樫塚登美男,  水野聡朗,  杉浦博士,
重盛千香,  伊藤由加志,  窪田智行,  古田美保,
久野　泰,  川口順敬,  小倉寛之,  岩田広治

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

豊川市民病院 初診時の超音波検査で異常なく、経過を追って
いくうちに所見が捕らえられた乳癌症例の検討

柄松章司,  三田圭子,  岩佐麻衣,  伊藤光代 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

豊川市民病院 乳腺intracystic tumor 10症例の検討 三田圭子,  柄松章司,  岩佐麻衣,  杉浦博士 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

東市民病院 Radial scarの１例 遠藤友美,  伊藤由加志,  石川倫子,  田中宏紀 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

東市民病院 抗ウイルス薬を併用して術後化学療法を施行し
たB型肝炎キャリア乳癌の一例

石川倫子,  伊藤由加志,  遠藤友美,  田中宏紀 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

名古屋共立病
院

Trastuzumab投与により長期生存が得られてい
る乳癌肺転移疑いの一例

内藤明弘,  三浦重人 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

刈谷豊田総合
病院

針生検、マンモトーム生検で診断されたDuctal
adenomaの2例

川口暢子,  加藤克己,  長島美貴 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

刈谷豊田総合
病院

術後全身化学療法におけるドセタキセル＋シク
ロフォスファミド(TC)療法の安全性についての
検討

加藤克己,  川口暢子,  長島美貴 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

急速に多発転移をきたした乳腺間質肉腫の1例 長島美貴,  加藤克己,  川口暢子 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

国立がんセン
ター

早期乳癌手術の低侵襲化手術にともなうDay
surgery化への安全性試験

廣川高久,  木下貴之,  長尾知哉,  北條　隆,  明
石定子,  菊山みずほ

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

愛知県がんセン
ター中央病院

鎖骨上リンパ節単独再発の治療戦略に関する
検討

山下年成,  藤田崇史,  林　裕倫,  安藤由明,  波
戸ゆかり,  堀尾章代,  豊島千絵子,  山田　舞,
岩田広治

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月3日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

ホルモン受容体陽性乳癌の再発時期に関する
検討

波戸ゆかり,  藤田崇史,  山下年成,  安藤由明,
林　裕倫,  都築則正,  堀尾章代,  豊島千絵子,
山田　舞,  岩田広治

第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月4日

トヨタ記念病院 乳癌センチネルリンパ節生検臨床導入後の成
績

伊藤和子,  原　泰夫 第17回日本乳癌学会学術総会,
2009年7月3-4日(東京)

2009年7月4日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Next Step for HER2 Postive Breast Cancer  -
Part 1-

岩田広治 第17回日本乳癌学会学術総会,
モーニングセミナー,  2009年7月3-
4日(東京)

2009年7月4日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Next Step for HER2 Postive Breast Cancer  -
Part 2-

岩田広治 第17回日本乳癌学会学術総会,
ランチョンセミナー,  2009年7月3-4
日(東京)

2009年7月4日

大学 気管支異物による無気肺が疑われた炎症性筋
繊維芽細胞性腫瘍（IMT)の１例

佐藤陽子,  鈴木達也,  近藤知史,  矢野智紀,
雪上晴弘,  川野　理,  藤井義敬

第36回日本小児内視鏡研究会,
2009年7月4日(富山)

2009年7月4日

大学 非小細胞肺癌におけるEGFR変異と

TKI(tyrosine kinase inhibitor)の役割

佐々木秀文 名古屋市立大学消化器代謝セミ
ナー(消化器代謝内科学),  2009
年7月7日(名古屋)

2009年7月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 Intra-abdominal endoscopic operation Takayama S,  Takeyama H 4th International Conference on

NOTES,  Jul9-11,  2009 (Boston)
2009年7月9日

藤田保健衛生
大学小児外科

小児肝移植術後早期免疫抑制療法におけるｼ
ｸﾛｽﾎﾟﾘﾝとﾀｸﾛﾘﾑｽの比較

加藤充純,  原普二夫,  冨重博一,  日比将人,
奥村尚威,  小倉　薫,  橋本　俊

第27回日本肝移植研究会,  2009
年7月10-11日(静岡)

2009年7月10日

松波総合病院 肝癌に対する肝移植後の予防的動注化学療法
の有用性

湯澤浩之,  東　雅朗,  上田修久,  小林建司,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿,  伊原　昇

第27回日本肝移植研究会,  2009
年7月10-11日(静岡)

2009年7月10日

鈴鹿中央総合
病院

先天性気管支閉鎖症の1例 遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第37回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2009年7月11日(名
古屋)

2009年7月11日

名古屋徳洲会
総合病院

重症気道熱傷の１例 堯天孝之　可児久典,  坂本宣弘,  設楽将之,
篠田憲幸

第37回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2009年7月11日(名
古屋)

2009年7月11日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

縦隔鏡下縦隔リンパ節生検のPitfallーリンパ節
からの静脈性出血に対する酸化セルロース圧
迫止血の有用性ー

山田　健,  幸　大輔 第37回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2009年7月11日(名古

屋)

2009年7月11日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

左主気管支を閉塞する易出血性ポリープ状腫
瘍に対し高周波スネアを用い内視鏡的に摘出
した1例

羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第37回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2009年7月11日(名古

屋)

2009年7月11日

トヨタ記念病院 気管支顆粒細胞腫の1例 立松　勉,  斎藤雄史,  山川洋右,  杉野安輝,  高
木康之,  加藤誠章,  藤井美智子,  大田亜希子,
三田　亮,  川端　厚

第37回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2009年7月11日(名古

屋)

2009年7月11日

あいち小児保健
医療総合セン
ター

肺動脈絞扼術を行い結果的にJatene手術に到
達した肺動脈弁逆流を伴う大血管転位症（Ⅱ）
の1例

鵜飼知彦,  前田正信,  村上弘臣,  長谷川広樹,
藤井玄洋,  安田東始哲,  福見大地,  沼口　敦,
足達武憲

第45回日本小児循環器学会総

会・学術集会,  2009年7月15-17日
(神戸)

2009年7月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋共立病
院

腹腔鏡下急性胆嚢炎手術におけるドレーン留
置に関する検討

寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

トヨタ記念病院 十二指腸出血で発症し十二指腸胆管瘻をきた
した膵動静脈奇形の1例

呉原裕樹,  辻　秀樹,  佐藤篤司,  杉浦正彦,  春
木伸裕,  前田祐三,  山川雄士

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

大学 残胃癌症例の検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  沢井博純,  佐
藤幹則,  竹山廣光

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

大学 大腸癌術後年数と腫瘍マーカー上昇時、正常
時の再発確率

原　賢康,  高橋広城,  高山　悟,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

大学 進行・再発大腸癌に対するペパシズマブ併用
化学療法の安全性と有用性の検討

佐藤幹則,  原　賢康,  安田　顕,  坂本雅樹,  松
尾洋一,  高山　悟,  沢井博純,  舟橋　整,  赤毛

義実,  竹山廣光

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

大学 n-6とn-3多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌細胞
に対する正反対の効果

舟橋　整,  原　賢康,  安田　顕,  坂本雅樹,  松
尾洋一,  若杉健弘,  沢井博純,  竹山廣光

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

いなべ総合病
院

経皮経肝胆道内瘻術が奏功した外傷性総胆管
狭窄の1例

山岸庸太,  岡田祐二,  石川雅一,  水野　章 第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

掛川市立総合
病院

腹腔鏡下生検術が診断に有効であった小腸退
縮性腸間膜炎の1例

神谷保廣,  佐川弘之,  宮前　拓,  柴田直史,  中
村善則

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

当院における大腸癌イレウスに対する一期的腹
腔鏡下大腸切除術を目指した治療方針　要望
演題20-1「大腸癌イレウスの治療方針1」

宮井博隆,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,
山本　稔,  森本　守,  坪井　謙,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  長島美貴

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

結腸癌に対するポートサイト、剥離層、剥離手
順を定型化した教育的手術手技　企画関連ﾋﾞ
ﾃﾞｵ2「内視鏡外科手術(結腸)2」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  山本　稔,  宮
井博隆,  森本　守,  佐藤崇文,  齊藤健太,  長島

美貴,  真辺忠夫

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

十二指腸上行部癌の1切除例 田中守嗣,  早川哲史,  齊藤健太,  佐藤崇文,
坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山本　稔,  谷
村愼哉,  清水保延

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

当院におけるBevacizumab使用患者における高
血圧についての検討

山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  齊藤健太,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  谷村愼哉,  清水

保延,  真辺忠夫

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

当院における急性胆嚢炎の重症度分類による
緊急手術と待機手術との比較検討

坪井　謙,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  森本　守,  宮井博隆,  山本

稔,  真辺忠夫

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

長期間狭心症と診断され腹腔鏡下手術にて治
癒した成人横隔膜ヘルニアの2症例

齊藤健太,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,
佐藤崇文,  坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山
本　稔,  清水保延

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の標準化　企
画関連ﾋﾞﾃﾞｵ7「内視鏡手術(胃)5」

谷村慎哉,  早川哲史,  田中守嗣,  佐藤崇文,
坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山本　稔,  清
水保延,  真辺忠夫

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

高齢者の胃十二指腸潰瘍穿孔に対する治療方
法の検討

森本　守,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  山
本　稔,  宮井博隆,  坪井　謙,  齊藤健太,  長島

美貴,  真辺忠夫

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

刈谷豊田総合
病院

交通外傷による外傷性小腸穿孔 長島美貴,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
齊藤健太,  坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  山
本　稔,  真辺忠夫

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

松波総合病院 全病院的なSSIサーベイランスの取り組みと問

題点　要望演題1-4「チーム医療とSSI対策4」
小林建司,  五十川将弘,  文字雅義,  東　雅朗,
湯澤浩之,  上田修久,  花立史香,  清水幸雄,
印田宏子,  松波英寿

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 十二指腸GISTを合併した胆嚢原発悪性リンパ

腫の一例
花立史香,  福田恵子,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  小林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

国立がんセン
ター

横行結腸癌、下行結腸癌とその他の結腸癌に
対する腹腔鏡下手術の比較検討

廣川高久,  山本聖一郎,  藤田　伸,  赤須孝之,
山口智弘,  森谷宜晧

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

社会保険中央
総合病院

当院におけるクローン病腹腔鏡下手術症例の
検討

森本幸治,  佐原力三郎,  山名哲郎,  岡本欣也,
古川聡美,  岡田大介,  金古　康,  西尾梨沙,  田
中浩司,  黒木ゆり

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

大学 食道癌におけるVEGF-C （vascular endothelial
growth factor-C）の発現 解析

田中達也,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  原田幸志朗,  小川　了,  堅田武保,
塩崎みどり,  藤井義敬

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

名古屋共立病
院

腹腔鏡補助下胃全摘術におけるPouch Roux-Y
再建の工夫と成績

服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  斎藤慎一
郎

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月16日

名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

Biliobiliary fistulaの1例 安藤拓也,  榊原堅式,  中前勝視,  小林正学,
舘　秀和

第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月17日

大垣徳洲会病
院

胃と横行結腸が同時に嵌入した成人両側胸骨
後ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を施行した1
例

森洋一郎,  春日井貴雄,  榊原一貴 第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月17日

名古屋徳洲会
総合病院

手術が先かＰＣＩが先か～薬剤溶出性ステント
時代のリスク管理～

坂本宣弘,  篠田憲幸,  設楽将之,  可児久典 第64回日本消化器外科学会総

会,  2009年7月16-18日(大阪)
2009年7月17日

鈴鹿中央総合
病院

小開胸下の気管支形成術における成毛式深部
結紮器の有用性

水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第22回中部肺癌手術研究会,
2009年7月18日(名古屋)

2009年7月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

腹腔内膿瘍を呈した胃巨大ＧＩＳＴの1例 設楽将之,  坂本宣弘,  可児久典,  篠田憲幸 第32回愛知臨床外科学会,  2009
年7月20日(名古屋)

2009年7月20日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

PET-CTにて軽度集積を認めた傍気管支神経

鞘腫の1切除例

幸　大輔,  山田　健 第32回愛知臨床外科学会,  2009
年7月20日(名古屋)

2009年7月20日

いなべ総合病
院

憩室を経由して膀胱に浸潤したと考えられたS
状結腸癌の1例

大見　関,  杉浦元紀,  山岸庸太,  岡田祐二,  石
川雅一,  水野　章

第32回愛知臨床外科学会,  2009
年7月20日(名古屋)

2009年7月20日

大学 大腸癌血管新生における腫瘍由来IL-1αの役

割と肝転移への関与　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2「血管新生」

松尾洋一,  沢井博純,  越智靖夫,  安田　顕,  原
賢康,  坂本雅樹,  高橋広城,  若杉健弘,  高山

悟,  舟橋　整,  岡田祐二,  佐藤幹則,  赤毛義

実,  竹山廣光

第18回日本がん転移学会学術集

会,  2009年7月23-24日(旭川)
2009年7月23日

大学 がん転移におけるがん細胞・間質相互作用

(International Young Investigators Meeting with
Breakfast)

McAllister,  松尾洋一,  樋田京子,  品川　慶,
笹島順平,  Mittal

第18回日本がん転移学会学術集

会,  2009年7月23-24日(旭川)
2009年7月23日

大学 NSTが介入した退院可能となったがん患者の栄

養評価とNST活動の今後の課題

伊藤明美,  三井　章,  打田由美子,  太田美穂,
峯　惠,  水野裕之,  上林里絵,  祖父江和哉,  竹
山廣光

第3回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2009年7月25
日(静岡)

2009年7月25日

大学 終末期がん患者へのNST介入の現状と今後の
課題

打田由美子,  三井　章,  伊藤明美,  太田美穂,
草野ひろ子,  水野裕之,  丹羽里実,  祖父江和

哉,  竹山廣光

第3回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2009年7月25
日(静岡)

2009年7月25日

大学 膵癌浸潤・血管新生におけるNGALの役割 松尾洋一,  沢井博純,  越智靖夫,  安田　顕,  原
賢康,  坂本雅樹,  高橋広城,  若杉健弘,  高山

悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  赤毛義

実,  竹山廣光,  Tong Z,  Guha S

第40回日本膵臓学会大会,  2009
年7月30-31日(東京)

2009年7月30日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

In vitro histoculture drug response Assay
(HDRA)-based adjuvant chemotherapy improves
survival of　locally invasive non-small cell lung
cancer (NSCLC) patients

Niwa H,  Tanahashi M,  Moriyama S,  Suzuki E,
Haneda H,  Yoshii N

13th World Conference on Lung
Cancer,  Jul31-Aug4,  2009(San
Francisco)

2009年7月31日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 エストロゲンレセプター陽性乳癌におけるKi67

発現とホルモン療法の効果および予後に関す
る検討

山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,
高橋　智

第10回ホルモンと癌研究会,  2009
年7月31日-8月1日(仙台)

2009年7月31日

大学 Epidermal growth factor receptor gene
amplification in surgical resected Japanese lung
cancer

Sasaki H,  Okuda K,  Hikosaka Y,  Kawano O,
Yano M,  Fujii Y,  Takada M,  Kawaguchi T,
Kawahara M

13th World Conference on Lung
Cancer,  Jul31-Aug4,  2009(San
Francisco)

2009年8月1日

大学 ＜シンポジウム　ステロイドホルモンとアポトーシ
ス＞　乳  癌のエストロゲン依存性増殖機構

山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保 第18回日本アポトーシス研究会

(日本Cell Death学会)学術集会,
2009年8月1-2日(長崎)

2009年8月1日

Clinical and surgical staging Masaoka A 1st Interanational Conference on
Thymic Malignancies,  Aug20-21,
2009,  (Bethesda/USA)

2009年8月20日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

術前ホルモン療法の新展開 岩田広治 第10回最新情報カンファレンス,
スポンサードシンポ,  2009年8月22
日(金沢)

2009年8月22日

泰玄会病院 A new predictive equation for administrated
calorie to old bedridden tube-fed patients -1st
report-

Hasegawa M,  Noda T,  Kawamura M,
Kitamura Y,  Nakagawa K,  Nukui Y

31st European Society for
Parenteral Enteral Nutrition
Congress(ESPEN),  Aug29-1,
2009(Vienna)

2009年8月29日

泰玄会病院 Survival estimates using abc index -2nd report- Hasegawa M,  Mabuchi M,  Takeyama H 31st European Society for
Parenteral Enteral Nutrition
Congress(ESPEN),  Aug29-1,
2009(Vienna)

2009年8月29日

大学 術前反復化学療法により切除し得た多発肺転
移を伴うPRETEXTⅢ肝芽腫の一例

鈴木達也,  近藤知史,  佐藤陽子,  伊藤康彦,
平谷俊樹

第39回日本小児外科学会総会北

陸地方会,  2009年8月29日(金沢)
2009年8月29日

藤田保健衛生
大学坂文種報
徳會病院

Usefulness of contrast-enhanced ultrasongraphy
using a new contrast agentin differential
diagnosis of gallbladder polypoid lesions

Hattori M,  Inui K,  Yoshino J,  Miyoshi H,
Yamamoto S,  Fukao S,  Yamazaki M

12th World Congress of the World
Federation for Ultra-Sound in
Medicine and Biology,  Aug30-
Sep3,  2009(Sydney/Australia)

2009年8月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 検診施設との連携から見たマンモグラフィ検診

の実態
柄松章司 第50回日本人間ドック学会学術大

会,  2009年9月3-4日(東京)
2009年9月4日

豊川市民病院 当院における乳癌検診の現状と考察 滝野好美,  柄松章司 第50回日本人間ドック学会学術大

会,  2009年9月3-4日(東京)
2009年9月4日

刈谷豊田総合
病院

Laparoscopic gastrectomy with regional lymph
node dissection for gastric cancer.

Tanimura S,  Hayakawa T,  Tanaka M,
Yamamoto M,  Miyai H,  Morimoto M,  Tsuboi
K,  Satou T,  Saitou K,  Nagashima M,  Shimizu
Y,  Manabe T

International Surgical Week(ISW)
2009,  Sep6-10,  2009(Adelaid)

2009年9月6日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

初回手術時に発生した癒着が原因となり、頻回
に再発を繰り返した左自然気胸の1例

幸　大輔,  山田　健 第13回日本気胸・嚢胞性肺疾患

学会総会,  2009年9月11-12日(大
阪)

2009年9月11日

藤田保健衛生
大学小児外科

先天性嚢胞状腺腫様奇形に対する解剖学的亜
区域切除の有用性と問題点

原普二夫,  冨重博一,  日比将人,  加藤充純,
奥村尚威,  小倉　薫,  橋本　俊

第13回日本気胸・嚢胞性肺疾患

学会総会,  2009年9月11-12日(大
阪)

2009年9月11日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

当院で経験した乳癌髄膜播種の検討 波戸ゆかり,  藤田崇史,  山下年成,  安藤由明,
林　裕倫,  都築則正,  堀尾章代,  豊島千絵子,
山田　舞,  岩田広治

第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

刈谷豊田総合
病院

乳頭異常分泌にてみつかった神経内分泌乳癌
の1例

長島美貴,  加藤克己,  川口暢子 第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

刈谷豊田総合
病院

ハーセプチン併用術前化学療法中にうっ血性
心不全をきたした症例

加藤克己,  長島美貴,  川口暢子 第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

トヨタ記念病院 乳癌術後患者上肢の蜂窩織炎から敗血症をき
たした１例

安藤菜奈子,  伊藤和子,  原　泰夫,  内田直子,
永田友美

第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009月9月12-13日(浜松)

2009年9月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 トラスツズマブ投与中に心不全を来した2例 杉浦博士,  遠山竜也,  吉本信保,  遠藤友美,

浅田　馨,  北田修一,  山下啓子

第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

大学 術前化学療法が著効したにも関わらず術後早
期に脳転移をきたした2例

岡本亜希子,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,
遠藤友美,  山下啓子

第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

大学 外来化学療法室における発熱・感冒症状出現
時の電話対応フローシートについて

春田真弓,  辻かおり,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉
本信保,  山下啓子

第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

大学 緊急時におけるRIセンチネルリンパ節検査の下
限投与量の決定について

中野真有子,  川野　誠,  廣瀬保次郎,  宮地重

徳,  山下 啓子,  遠山竜也,  杉浦博士

第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

トヨタ記念病院 乳癌病診連携クリニカルパスへの取り組み　当
院の場合

伊藤和子,  原　泰夫,  内田直子,  永田友美 第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

トヨタ記念病院 進行再発乳癌に対するカペシタビン使用症例
の検討

原　泰夫,  伊藤和子 第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

豊川市民病院 乳管内に発生した葉状腫瘍の一例 岩佐麻衣,  柄松章司,  林　久乃,  三田圭子 第6回日本乳癌学会中部地方会,
2009年9月12-13日(浜松)

2009年9月12日

がん・感染症セ
ンター都立駒込
病院

症例から学ぶSt.Gallen 2009 山下年成,  遠山竜也,  水野聡朗,  井口雅史,
川口順敬,  笠原善郎

第6回日本乳癌学会中部地方会,
パネルディスカッション,  2009月9
月12-13日(浜松)

2009年9月12日

大学 神経原性腫瘍を疑うも術前診断を変更した
Solitary Fibrous tumorの1例

森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文, 川野　理,
彦坂　雄,  藤井義敬

第95回中部肺癌学会,  2009年9
月12日(四日市)

2009年9月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
鈴鹿中央総合
病院

気管支鏡下擦過細胞診で術前診断を得た
ProGRPが異常高値を示した非定型的肺カルチ

ノイドの1切除例

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第95回中部肺癌学会,  2009年9
月12日(四日市)

2009年9月12日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

多発性内分泌腫瘍(MEN I型)に合併した胸腺

カルチノイド・気管支カルチノイドの1例
吉井直子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  丹羽　宏

第95回中部肺癌学会,  2009年9
月12日(四日市)

2009年9月12日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

抗HER2治療実践のポイント 岩田広治 第6回日本乳癌学会中部地方会,
ランチョンセミナー,  2009年9月12-
13日(浜松)

2009年9月13日

刈谷豊田総合
病院

胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術900例を経験
して

谷村愼哉 第20回長野県内視鏡外科研究

会,  2009年9月26日(長野)
2009年9月26日

大学 胃癌術後再発危険であるリンパ節節外転移の
検討

赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  竹山廣光

第68回日本癌学会学術総会,
2009年10月1-3日(横浜)

2009年10月1日

大学 膵癌血管新生におけるCXC-
chemokine/CXCR2 biological axisの役割

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  沢井博純,  小
出修司,  舟橋　整,  岡田祐二,  赤毛義実,  竹山
廣光

第68回日本癌学会学術総会,
2009年10月1-3日(横浜)

2009年10月1日

大学 ＜シンポジウム　肥満とがんとその予防：アジア
のエビデンス＞　肥満と乳癌

山下啓子 第68回日本癌学会学術総会,
2009年10月1-3日(横浜)

2009年10月1日

大学 Expression of CD44v6 in esophageal carcinoma 塩崎みどり,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  堅田武保,  田中達也,  長縄康浩,  藤
井義敬

第68回日本癌学会学術総会,
2009年10月1-3日(横浜)

2009年10月2日

大学 日本人肺腺癌患者におけるMEK1およびAKT2
遺伝子変異の検討

佐々木秀文,  奥田勝裕,  雪上晴弘,  矢野智紀,
藤井義敬

第68回日本癌学会学術総会,
2009年10月1-3日(横浜)

2009年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

胸膜肺全摘術後5年以上生存した悪性胸膜中
皮腫症例の検討

森山　悟,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第16回中皮腫研究会,  2009年10
月3日(岐阜)

2009年10月3日

掛川市立総合
病院

上行結腸癌術後9年目に孤立性膵転移を来た

した1例
中村善則,  佐川弘之,  宮前　拓,  柴田直史,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

刈谷豊田総合
病院

横行結腸異物穿通に対して腹腔鏡によるアプ
ローチが有用であった1例

牛込　創,  清水保延,  早川哲史,  谷村愼哉,  田
中守嗣,  山本　稔,  宮井博隆,  坪井　謙,  佐藤

崇文,  齊藤健太,  長島美貴,  小森徹也,  佐藤
怜央

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

松波総合病院 切除・再建方法を工夫した十二指腸GISTの1例 湯澤浩之,  東　雅朗,  上田修久,  小林建司,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

名古屋市立緑
市民病院

回腸軸捻転症を合併したため、術前閉塞部位
診断に苦慮した下行結腸癌の1例

山田幸治,  水野　勇,  社本智也,  高山宗之,  福
井拓治

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

大動脈弓に浸潤した左上葉肺癌に対し、体外
循環を用いて大動脈壁合併切除を行い根治切
除し得た1例

幸　大輔,  山田　健 第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

名古屋徳洲会
総合病院

小腸腸管嚢胞様機気腫症の１例 高須惟人,  設楽将之,  坂本宣弘,  可児久典,
篠田憲幸

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

名古屋市立東
部医療センター
守山市民病院、
東市民病院

原発不明の転移性直腸癌の1例 大久保友貴,  伊藤由加志,  柴田康行,  友田佳

介,  関村　敦,  柴田孝弥,  遠藤友美,  石川倫

子,  全並秀司,  田中宏紀

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

術前化学放射線療法後に胸壁合併切除した肺
癌の1例

鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第278回東海外科学会,  2009年
10月4日(浜松)

2009年10月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

抗癌剤感受性試験（HDRA）に基づいた非小細
胞肺癌術後補助化学療法の有用性

棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第14回外科癌化学療法研究会,
2009年10月8日(名古屋)

2009年10月8日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Chylous fistulas in cases treated surgically for
breast cancer

Hato Y,  Fujita T,  Yamashita T,  Ando Y,
Hayashi H,  Horio A,  Toyoshima C,  Yamada
M,  Iwata H

Global Breast Cancer Conference
2009 with the 7th Biennial
Meeting the Asian Breast Cancer
Society,  Oct8-10,  2009(Korea)

2009年10月11日

大学 選択的脳灌流を用いた心大血管手術の脳血流
障害について

水野明宏,  浅野實樹,  佐々木滋,  野村則和,
飛田秀樹,  三島　晃

第62回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2009年10月11-14日(横
浜)

2009年10月11日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

T1a肺癌に対するHRCTにおけるGGO面積比

率ならびにPET所見からみた縮小手術の適応

棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第62回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2009年10月11-14日(横
浜)

2009年10月12日

大学 横隔神経浸潤を伴う胸腺腫症例の検討 矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,  川野　理,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  藤井義敬

第62回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2009年10月11-14日(横
浜)

2009年10月13日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

3ポート胸腔鏡下肺切除術における気管支処理

法－手縫いOverholt法による気管支処理－

山田　健,  幸　大輔 第62回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2009年10月11-14日(横
浜)

2009年10月13日

大学 日本人肺腺癌患者におけるCHRNA5
polymorphism(D398N)と臨床病理学的因子と
の相関の検討

佐々木秀文,  彦坂　雄,  川野　理,  森山　悟,
矢野智紀,  藤井義敬

第62回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2009年10月11-14日(横
浜)

2009年10月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

高齢者や低肺機能者のI期非小細胞肺癌に対
する治療法の選択

吉井直子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  丹羽　宏

第62回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2009年10月11-14日(横
浜)

2009年10月14日

大学 残胃癌の臨床的検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  原　賢康,  安
田　顕,  坂本雅樹,  松尾洋一,  高山　悟,  沢井

博純,  佐藤幹則,  竹山廣光

第51回日本消化器病学会大会,
2009年10月14-17日(京都)

2009年10月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 炎症と消化器発癌～癌間質相互作用からみた

炎症性サイトカインの役割と臨床への応用　ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ9「炎症と消化器発癌」

松尾洋一,  沢井博純,  竹山廣光 第51回日本消化器病学会大会,
2009年10月14-17日(京都)

2009年10月14日

豊川市民病院 シンポジウム４「微小癌の取り扱い」甲状腺微小
癌に対するアンケート結果の報告

柄松章司,  伊藤朝子,  岩瀬克己 第42回日本甲状腺外科学会学術

集会,  2009年10月15-16日(名古

屋)

2009年10月16日

大学 Minor brain damage by selective Csrebral
perfusion:Assesment on Argyophill Ⅲ stainingin
rats

Mizuno A,  Hida H,  Fujita M,  Ishida A,  Ueda
Y,  Mishima A

Neuroscience 2009,  oct17,  2009
(Chicago/USA)

2009年10月17日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

ホルモン受容体陽性乳癌における化学療法の
現状と展望

岩田広治 第47回日本癌治療学会学術集

会,  ランチョンセミナー,  2009年10
月22-24日(横浜)

2009年10月22日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳癌の臨床とcancer stem cell-がん細胞の気持
ちになって考えようー

岩田広治 第47回日本癌治療学会学術集

会,  乳腺教育セッション,  2009年
10月22-24日(横浜)

2009年10月22日

大学 膵癌におけるLipocalin-2の役割 松尾洋一,  安田　顕,  越智靖夫,  沢井博純,  小
出修司,  原　賢康,  坂本雅樹,  若杉健弘,  高山

悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  赤毛義

実,  竹山廣光

第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月22日

大学 食道胃癌境界部に発生した内分泌細胞癌の一
切除例

岡田祐二,  赤毛義実,  佐藤幹則,  舟橋　整,  若
杉健弘,  松尾洋一,  安田　顕,  山岸庸太,  竹山
廣光

第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月22日

大学 残胃癌の検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  竹山廣光

第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月22日

大学 新規分子標的治療薬セツキシマブのチーム医
療－愛知県での取り組み－

室　圭,  佐藤洋造,  坪井賢治,  横山裕之,  柴田

佳久,  近藤　健,  佐藤幹則,  渡辺正一,  坂本英

至,  鈴木達也

第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 GlutathioneはOxaliplatinの末梢神経障害をど

れほど予防できるか？
小林建司,  東　雅朗,  花立史香,  松波英寿 第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月22日

愛知県がんｾﾝ
ﾀｰ中央病院, が
ん･感染症ｾﾝ
ﾀｰ都立駒込病
院

原発性乳癌に対するTrastuzumab 補助療法91
例の検討

山下年成,  藤田崇史,  林　裕倫,  安藤由明,  堀
尾章代,  波戸ゆかり,  豊島千絵子,  山田　舞,
岩田広治

第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月22日

豊川市民病院 直腸癌皮膚浸潤部にモーズペーストを使用し、
ADLの改善をみた1例

三田圭子 第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月23日

トヨタ記念病院 化学放射線療法が奏効しCRを得た肛門管扁

平上皮癌の1例
辻　秀樹,  伊藤和子,  原　泰夫 第47回日本癌治療学会学術集

会,  2009年10月22-24日(横浜)
2009年10月23日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Oncotype DX:JBCRG多施設共同試験による日
本人での有用性検証試験結果

岩田広治 第47回日本癌治療学会学術集

会,  イブニングセミナー,  2009年
10月22-24日(横浜)

2009年10月23日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

ラパチニブの現状と今後の課題 岩田広治 第47回日本癌治療学会学術集

会,  パネルディスカッション,  2009
年10月22-24日(横浜)

2009年10月23日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

分子標的薬が乳がんに与えたインパクト 岩田広治 第47回日本癌治療学会学術集

会,  特別企画シンポジウム,  2009
年10月22-24日(横浜)

2009年10月24日

大学 在宅中心静脈栄養法(HPN)における経口セレ

ン(Se)補充の有用性

伊藤明美,  谷田諭史,  水野裕之,  打田由美子,
太田美穂,  水落雄一朗,  祖父江和哉,  竹山廣
光

第6回日本在宅静脈経腸栄養研

究会学術集会,  2009年10月24日
(名古屋)

2009年10月24日

泰玄会病院 寝たきり患者への経腸栄養剤投与量に関する
考察

松田直美,  長谷川正光,  貫井裕次,  北村洋子 第6回日本在宅静脈経腸栄養研

究会学術集会,  2009年10月24日
(名古屋)

2009年10月24日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

胃癌に対する腹腔鏡下噴門側胃切除における
再建法の検討

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  佐藤怜央,
小森徹也,  牛込　創,  長島美貴,  齊藤健太,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  清水

保延,  加藤克己,  宇佐見詞津夫,  真辺忠夫

第39回胃外科・術後障害研究会,
平成22年10月29-30日(仙台)

2009年10月30日

名古屋共立病
院

腹腔鏡補助下胃全摘術におけるPouch Roux-Y
再建法の工夫と成績

服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  斎藤慎一
郎

第39回胃外科・術後障害研究会,
平成22年10月29-30日(仙台)

2009年10月30日

豊川市民病院 当院における乳がん検診の現状と問題点 柄松章司,  岩佐麻衣,  三田圭子 第19回日本乳癌検診学会総会,
2009年11月5-6日(札幌)

2009年11月5日

豊川市民病院 豊川市民病院健診センターにおけるMMG・US
による乳癌検診

岩佐麻衣,  三田圭子,  柄松章司 第19回日本乳癌検診学会総会,
2009年11月5-6日(札幌)

2009年11月5日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

女子プロゴルフトーナメント会場での乳がん検
診活動について－その１

安藤由明,  近藤直人,  加藤保夫,  岩田広治 第19回日本乳癌検診学会総会,
2009年11月5-6日(札幌)

2009年11月5日

がん・感染症セ
ンター都立駒込
病院

HER2陽性乳癌に対する分子標的治療－現状
から展望－

山下年成 第19回日本乳癌検診学会総会,
2009年11月5-6日(札幌)

2009年11月5日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳癌検診受診率向上のためのピンクリボンイベ
ントの効果

岩田広治,  中村清吾,  戸井雅和,  大野真司,
田中完児,  渡辺　亨,  遠藤登喜子,  大内憲明,
福田護

第19回日本乳癌検診学会総会,
パネルディスカッション,  2009年11
月5-6日(札幌)

2009年11月6日

名古屋共立病
院

透析患者における虚血性腸炎の検討 原田幸志朗,  服部浩次,  寺下幸夫 第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

名古屋共立病
院

大腸穿孔３１症例の検討 寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 進行・再発大腸癌に対する分子標的薬併用化

学療法施行症例の検討
佐藤幹則,  原　賢康,  高山　悟,  竹山廣光 第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

大学 当院における早期大腸癌の治療 高山　悟,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下大腸全摘術における手術の工夫点～
12例から得た手技の工夫～

宮井博隆,  早川哲史,  山本　稔,  坪井　謙,  宇
佐美詞津夫

第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

刈谷豊田総合
病院

術前イマチニブ投与を施行した下部直腸GIST
の1例

山本　稔,  早川哲史,  宇佐美詞津夫,  宮井博
隆

第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

松波総合病院 当科における進行再発大腸癌治療に対する分
子標的薬の効果と位置付け

小林建司,  東　雅朗,  上田修久,  花立史香,  清
水幸雄,  松波英寿

第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

社会保険中央
総合病院

クローン病に対する腹腔鏡下手術症例の検討 森本幸治,  佐原力三郎,  山名哲郎,  岡本欣也,
古川聡美,  岡田大介,  西尾梨沙,  小野朋二郎,
黒木ゆり,  高橋　聡,  金子由紀,  法地聡果

第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

名古屋共立病
院

当院の維持透析患者に対する腸管手術症例の
検討

服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗 第64回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2009年11月6-7日(福岡)
2009年11月6日

掛川市立総合
病院

当院における新型インフルエンザ対策 神谷保廣,  羽藤誠記,  五島一征,  後藤誠一 第66回小笠医師会集談会,  2009
年11月7日(掛川)

2009年11月7日

名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

最近の創傷処置について 中前勝視 第10回城北病院北区守山区西区
西春日井歯科医師会合同学術集
会,  2009年11月12日(名古屋)

2009年11月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 赤痢アメーバによる症状により発症したRs結腸

癌の1例
田邉　淳,  小林建司,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第17回岐阜大腸疾患研究会,
2009年11月12日(岐阜)

2009年11月12日

大学 前方アプローチで手術施行した肺癌症例の検
討

矢野智紀,  佐々木秀文,  雪上晴弘,  川野　理,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  藤井義敬

第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月12日

鈴鹿中央総合
病院

肺癌との鑑別を要する孤立結節影を呈した非
結核性抗酸菌症：曝露を防ぐ診断法の検討

水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月12日

大学 原発性肺癌に対する気管・気管支形成術の検
討

森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文, 川野　理,
彦坂　雄,  藤井義敬

第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

精巣原発悪性胚細胞性腫瘍肺転移2切除例の
検討

幸　大輔,  山田　健 第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

80歳以上高齢者肺癌手術例の検討 羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

非小細胞肺癌に対する抗癌剤感受性試験
（Histoculture Drug Response Assay: HDRA）に
基づく術後補助化学療法の有用性

棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

CDDP+VNRによる導入化学放射線療法後に

胸壁合併切除した2例
鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

Pancoast型肺癌に対する外科治療－アプロー
チの選択と術前化学放射線療法の重要性－

雪上晴弘,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
鈴鹿中央総合
病院

肺癌手術症例における微小肺癌合併例につい
ての検討ー縮小手術についての考察を加え
てー

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第50回日本肺癌学会総会,  2009
年11月12-13日(東京)

2009年11月13日

刈谷豊田総合
病院

2.鏡視下のRoux-Y再建法 谷村愼哉,  勝部隆男,  木村正之,  木山輝郎,
国崎主税,  鈴木恵史,  高橋孝行,  瀧口修司,
比企直樹,  早川哲史,  林　賢,  藤原道隆,  山口

浩和,  永井祐吾,  松井英男,  桜本信一

第16回関東腹腔鏡下胃切除研究

会,  2009年11月14日(東京)
2009年11月14日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

当科における高齢者肺癌手術症例の検討－年
齢だけで手術適応か否かは決まらない－

羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第119回遠江医学会,  2009年11
月15日(浜松)

2009年11月15日

国立病院機構
名古屋医療セ
ンター

HIV感染者に発症したFournier症侯群の1例 片岡政人,  中山裕史,  堀田佳宏,  田中晴祥,
矢野雅博,  高野奈緒,  菱田光洋,  加藤　彩,  初
野　剛,  近藤　建,  吉本信保,  榊原堅式

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

大学 T4食道癌に対する治療方針　ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ

16「T4進行食道癌に対する治療戦略-1」
桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  石黒秀行,  堅
田武保,  田中達也,  塩崎みどり,  長縄康浩,  竹
山廣光

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

大学 治癒切除胃癌において節外転移の検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  原　賢康,  安
田　顕,  坂本雅樹,  松尾洋一,  高山　悟,  佐藤

幹則,  岡田祐二,  竹山廣光

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

大学 尾側膵切除における膵液漏の発生要因とその
対策について　ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ8「膵切除後の

膵液瘻の定義と対策-2」

岡田祐二,  松尾洋一,  安田　顕,  原　賢康,  坂
本雅樹,  若杉健弘,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤

幹則,  赤毛義実,  竹山廣光

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

大学 当院の緩和ケアチーム活動における工夫　ｻｰ
ｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ66「緩和ケアチームの現状と展望」

坂本雅樹,  竹山廣光 第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

掛川市立総合
病院

結腸皮膚瘻を来した下行結腸憩室炎の1例 柴田直史,  佐川弘之,  宮前　拓,  中村善則,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
掛川市立総合
病院

巨大膵腫瘍を来し治療に難渋した胆石症の1例 佐川弘之,  神谷保廣,  宮前　拓,  柴田直史,  中
村善則,  羽藤誠記

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術　ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ2「進行胃癌に対する腹腔鏡下手術－腹腔
鏡と開腹手術、それぞれの立場から－」

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  牛込　創,  小
森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊藤健太,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  加藤

克己,  清水保延,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

胆道出血を来した膵頭部動静脈奇形の1例 山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  牛込　創,  佐
藤怜央,  小森徹也,  長島美貴,  齊藤健太,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  清水保延,  谷村

愼哉,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

膵腺房細胞癌の1切除例 田中守嗣,  早川哲史,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  宮井

博隆,  山本　稔,  清水保延,  谷村愼哉,  宇佐美

詞津夫,  真辺忠夫

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

下腹神経前筋膜、直腸固有筋膜、腹壁腹膜前
筋膜深葉の膜合流を重要視した腹腔鏡下低位
前方切除手術　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ8「腹腔鏡下低
位前方切除のコツとピットフォール」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  山本　稔,  清
水保延,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  宇
佐美詞津夫,  真辺忠夫

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

我々の考える、腹腔鏡下胃癌手術の要点と盲
点　ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ55「腹腔鏡下胃癌手術の要
点と盲点」

佐藤崇文,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
長島美貴,  齊藤健太,  坪井　謙,  宮井博隆,  山
本　稔,  幸　大輔,  清水保延,  加藤克己,  山田

健,  真辺忠夫,  宇佐美詞津夫

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術での教育を中心とした新しい消
化器外科医の教育　ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ57「外科教

育-2」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  清水保延,
山本　稔,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  宇
佐美詞津夫,  真辺忠夫

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

針生検で悪性葉状腫瘍と診断できた1症例 長島美貴,  加藤克己,  川口暢子 第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡手術で用いたリングステイプラー落下に
よる術後イレウスの1例

齊藤健太,  早川哲史,  谷村愼哉,  牛込　創,  小
森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  清水保延,  宇佐

美詞津夫,  真辺忠夫,  田中守嗣

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

手術可能乳癌に対するハーセプチン併用化学
療法

加藤克己,  長島美貴,  川口暢子 第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院

上部胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術～160例
の経験から得た工夫～　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ7「上部

胃癌に対する手術(腹腔鏡・開腹)」

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  幸　大輔,  山本

稔,  山田　健,  清水保延

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

松波総合病院 当科における大腸手術時のSSI対策とその結果

ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ32「手術時のSSI対策、ドレーン

管理-3」

小林建司,  五十川将弘,  東　雅朗,  湯澤浩之,
上田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

松波総合病院 深部静脈血栓症と無症候性肺塞栓を契機に発
見され膵全摘術を施行したIPMCの1例

湯澤浩之,  東　雅朗,  上田修久,  小林建司,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

松波総合病院 急性膵炎を契機に発見された、直径7mmの膵
頭部内分泌細胞癌の一例

河田　陵,  小林建司,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿,  池
田庸子

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

名古屋市立緑
市民病院

虫垂粘液嚢胞腺腫の1例 社本智也,  高山宗之,  福井拓治,  水野　勇 第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

愛知県がんセン
ター

胃切除Roux-Y再建後輸入脚症候群の8例 森本　守,  伊藤誠二,  三澤一成,  伊藤友一,  中
村一郎,  千田嘉毅,  佐野　力,  清水泰博,  榊原

巧,  小森康司,  金光幸秀,  平井　孝,  望月能

成,  山村義孝

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

名古屋記念病
院

小腸嚢胞様気腫症の1例 稲岡健一,  三輪高也,  高見秀樹,  村井春文,
福岡伴樹,  武内有城,  佐野正明,  山村義孝

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

刈谷豊田総合
病院外科

腹腔鏡下幽門側胃切除術～術者助手それぞ
れの役割

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  斉
藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  幸　大輔,  山本

稔,  山田　健,  清水保延

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
城西病院 膵臓に穿破した仮性膵嚢胞の1例 杉戸伸好,  岸川博隆, 谷脇 聡,  工藤淳三,  黒

野格久,  伊藤　寛

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

トヨタ記念病院 十二指腸狭窄により明らかになった後腹膜線維
症の１例

安藤菜奈子,  辻　秀樹,  佐藤篤司,  杉浦正彦,
春木伸裕,  呉原裕樹,  山川雄士,  立松　勉,  前
田頼佑,  鈴木卓弥

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

名古屋共立病
院

オメガ3被覆メッシュにて修復した閉鎖孔へルニ
アの一例

原田幸志朗,  服部浩次,  内藤明広,  寺下幸夫,
斉藤慎一郎

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

名古屋共立病
院

腹腔鏡補助下手術が有用であった 特発性回

腸間膜膿瘍の1例
寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

名古屋共立病
院

胆嚢転移を認めた胃癌の1例 斉藤慎一郎,  服部浩次,  内藤明広,  寺下幸夫,
原田幸志朗

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

名古屋共立病
院

開腹胃癌手術における皮下ドレーンの有用性
の検討

服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  斎藤慎一
郎

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月19日

トヨタ記念病院 直腸原発悪性リンパ腫の１例 杉浦正彦,  辻　秀樹,  佐藤篤司,  春木伸裕,  呉
原裕樹,  山川雄士,  立松　勉,  安藤菜奈子,  前
田頼佑,  鈴木卓弥

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月20日

愛知県がんｾﾝ
ﾀｰ中央病院, が
ん･感染症ｾﾝ
ﾀｰ都立駒込病
院

乳癌術後TC療法の認容性の検討 山下年成,  藤田崇史,  林　裕倫,  安藤由明,  堀
尾章代,  波戸ゆかり,  豊島千絵子,  山田　舞,
岩田広治

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月20日

大学 無気肺にて発見された炎症性筋繊維芽細胞性
腫瘍の１例

佐藤陽子,  鈴木達也,  近藤知史,  矢野智紀,
雪上晴弘,  川野　理,  藤井義敬

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大垣徳洲会病
院

成人に発症した仙骨前部epidermoid cystの1例 森洋一郎,  春日井貴雄,  榊原一貴 第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月21日

トヨタ記念病院 家族歴を有した中結腸動脈瘤破裂の１例 春木伸裕,  辻　秀樹,  佐藤篤司,  杉浦正彦,  呉
原裕樹,  山川雄士,  立松　勉,  安藤菜奈子,  前
田頼佑,  鈴木卓弥

第71回日本臨床外科学会総会,
2009年11月19-21日(京都)

2009年11月21日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

サルコイドーシス病変を原因とする気管支閉塞
にアスペルギルス感染を合併した1例

羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第96回日本呼吸器学会東海地方

会,  2009年11月22-23日(名古屋)
2009年11月22日

鈴鹿中央総合
病院

術前に肺静脈瘤との鑑別に苦慮した腎癌肺転
移の一例

水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第96回日本呼吸器学会東海地方

会,  2009年11月22-23日(名古屋)
2009年11月22日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

核出術にて切除可能であった多発肺過誤腫の
1例

幸　大輔,  山田　健 第96回日本呼吸器学会東海地方

会,  2009年11月22-23日(名古屋)
2009年11月23日

大学 診断・治療に難渋した回盲部放線菌症の1例 若杉健弘,  竹山廣光 第52回日本感染症学会中日本地

方会学術集会,  2009年11月26-28
日(名古屋)

2009年11月26日

大隈病院 外科感染症の分離菌とその薬剤感受性の動向 谷口正哲,  品川長夫,  平田公一,  相川直樹,
竹山廣光,  水野　章,  石川　周,  真下啓二,  久
保正二,  山上裕機,  田中紀章,  横山　隆,  竹末

芳生,  末田泰二郎,  安波洋一,  及川　悟

第57回日本化学療法学会西日本

支部総会,  2009年11月26-28日
(名古屋)

2009年11月26日

泰玄会病院 イリノテカンの血液性化学的副作用に対する一
考察

長谷川正光 第57回日本化学療法学会西日本

支部総会,  2009年11月26-28日
(名古屋)

2009年11月26日

藤田保健衛生
大学小児外科

生体肝移植後原発性硬化性胆管炎の原病再
発と消化管病変

加藤充純,  日比将人,  奥村尚威,  小倉　薫,  冨
重博一,  原普二夫,  橋本　俊

第22回東海肝移植研究会,  2009
年11月27日(名古屋)

2009年11月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学小児外科

Klippel-Trenaunay症候群における合併症の検
討

日比将人,  原普二夫,  冨重博一,  加藤充純,
小倉　薫,  奥村尚威,  橋本　俊

第25回日本小児がん学会,  2009
年11月27-29日(東京)

2009年11月27日

刈谷豊田総合
病院

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の検討 佐藤怜央,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,
佐藤崇文,  牛込　創,  小森徹也,  長島美貴,  齊
藤健太,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  清水
保延

第14回愛知内視鏡外科研究会,
2009年11月28日(名古屋)

2009年11月28日

大学 異時性多発大動脈病変に対し手術および血管
内治療を行った1例

鵜飼知彦,  水野明宏,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第45回東海血管外科研究会,
2009年11月28日(名古屋)

2009年11月28日

名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

腹腔鏡下手術にて切除した腸回転異常症に
伴ったS状結腸癌の1例

安藤拓也,  榊原堅式,  中前勝視,  近藤直人,
小林正学

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

名古屋共立病
院

左側胆嚢結石に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の
経験

原田幸志朗,  服部浩次,  内藤明広,  寺下幸夫 第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

名古屋共立病
院

当院のday surgeryとしての内視鏡手術－胆石
手術を中心に－

寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

名古屋共立病
院

腹膜、腹壁病変に対する腹腔鏡手術の有用性 寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

大学 Pure-Laparoscopic Sigmoidectomy. 高山　悟,  佐藤幹則,  竹山廣光 第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術の地域医師会との連携と地域医
療としての標準化

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  山本　稔,  宮
井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  坪井　謙,  小森

徹也,  牛込　創,  佐藤怜央

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹部刺創に対して腹腔鏡診断が有用であった2
症例

佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
牛込　創,  小森徹也,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  宮井博隆,  山本　稔

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

当院における腹腔鏡下手術のintroductionと
penetration　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ4「内視鏡外科手術の普

及度(penetration,adoption rate)」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  山本　稔,  宮
井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  坪井　謙,  小森

徹也,  佐藤怜央,  牛込　創

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

急性胆嚢炎における緊急手術後在院日数の検
討

坪井　謙,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  宮井博隆,  山本　稔,  牛込

創,  小森徹也,  佐藤怜央

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術が有用であった特発性下腰ヘル
ニアの一例

佐藤崇文,  早川哲史,  谷村愼哉,  長島美貴,
齊藤健太,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  田
中守嗣

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の治療成績 谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  牛込　創,  小
森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊藤健太,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  幸
大輔,  山田　健,  清水保延,  真辺忠夫

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

進行胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術D2郭清
の検討

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
佐藤怜央,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  山
本　稔

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃切除術におけるLinear Staplerを用
いた再建法　要望演題「腹腔鏡下胃切除術の
再建法の工夫：噴門側胃切除術」

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
佐藤怜央,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  山
本　稔

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

腸管内異物の穿通に対して腹腔鏡によるアプ
ローチが有用であった1例

牛込　創,  早川哲史,  谷村愼哉,  佐藤怜央,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  山本

稔,  田中守嗣

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

Staging laparoscopyと腹腔鏡下バイパス術が有
効であった切除不能膵頭部癌の一例

山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,  牛
込　創,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊藤健太,  佐藤

崇文,  坪井　謙,  宮井博隆,  清水保延,  小森徹
也

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

手術室ネットワークシステムへの臨床工学技士
参画の有用性

生嶋政信,  清水信之,  八瀬文克,  植本将史,
杉浦芳雄,  今井大輔,  藤田智一,  天野陽一,
早川哲史

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院

内視鏡下手術における手術看護師と臨床工学
技士の役割と工夫　ｺﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「内視
鏡外科手術におけるｺﾒﾃﾞｨｶﾙｽﾀｯﾌの役割と工
夫2」

花井咲子,  中野眞弓,  杉林保幸,  内田勝規,
森谷文彦,  靏羽美紀,  早川哲史

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

松波総合病院 腹腔鏡下虫垂切除術の収益はあるか？　要望
演題「内視鏡手術のコストに関する諸問題」

小林建司,  湯澤浩之,  上田修久,  花立史香,
清水幸雄,  松波英寿

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月3日

名古屋共立病
院

腹腔鏡下胃全摘術におけるPouch Roux-Y再建
法の工夫

服部浩次,  内藤明広,  寺下幸夫,  原田幸志朗,
斎藤慎一郎

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月4-5日(東京)
2009年12月3日

名古屋共立病
院

腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるSILS手術の手技
上の工夫

服部浩次,  内藤明広,  寺下幸夫,  原田幸志朗,
斎藤慎一郎

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月4-5日(東京)
2009年12月3日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

肺癌に対する3 port VATS lobectomyの成績 山田　健,  幸　大輔 第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月4日

城西病院 右肝動脈の走行異常を伴った胆石症の1例 工藤淳三,  岸川博隆,  谷脇 聡,  杉戸伸好,  黒
野格久,  伊藤　寛

第22回日本内視鏡外科学会総

会,  2009年12月3-5日(東京)
2009年12月4日

大学 心臓手術時の最適な脳灌流圧の検討：
ArgyrophilⅢ法による微細な細胞障害性の解
析から

水野明宏,  石田章真,  藤田政隆,  三島　晃,  飛
田秀樹

第56回中部日本生理学会,  2009
年12月4-5日(金沢)

2009年12月4日

鈴鹿中央総合
病院

気管支原発glandular papillomaの１例 遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第38回呼吸器内視鏡学会中部支

部会,  2009年12月5日(名古屋)
2009年12月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 気管支異物の1例 彦坂　雄,  矢野智紀,   佐々木秀文,  森山　悟,

川野　理,  藤井義敬

第38回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2009年12月5日(名古

屋)

2009年12月5日

聖隷三方原病
院　呼吸器セン
ター外科

気管支動脈蔓状動脈瘤に対し，血管摘出術を
施行した1例

鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第38回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2009年12月5日(名古

屋)

2009年12月5日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳癌抗体療法の展望 岩田広治 第6回日本乳癌学会関東地方会,
教育講演,  2009年12月5日(大宮)

2009年12月5日

大学 経皮経空腸的超音波内視鏡下ドレナージが奏
功した術後膵仮性嚢胞の1例

林　香月,  大原弘隆,  中沢貴宏,  安藤朝章,  田
中創始,  内藤　格,  奥村文浩,  宮部勝之,  吉田

道弘,  石黒秀行,  三井　章,  木村昌弘,  桑原義

之,  城　卓志

日本消化器病学会東海支部第
111回例会,  2009年12月5日(名古

屋)

2009年12月5日

大学 胎児水腫を来した巨大嚢胞性胎便性腹膜炎の
1例

佐藤陽子,  近藤知史,  鈴木達也 第43回日本小児外科学会東海地

方会,  2009年12月6日(名古屋)
2009年12月6日

藤田保健衛生
大学小児外科

自己肝にて長期生存中の胆道閉鎖症例の肝線
維化に関する検討

奥村尚威,  日比将人,  加藤充純,  小倉　薫,  冨
重博一,  原普二夫,  Mohamed Hamed Hussein,
橋本　俊

第43回日本小児外科学会東海地

方会,  2009年12月6日(名古屋)
2009年12月6日

藤田保健衛生
大学小児外科

両側卵巣奇形腫の2例 原普二夫,  日比将人,  加藤充純,  奥村尚威,
小倉　薫,  冨重博一,  Mohamed Hamed
Hussein,  橋本　俊

第43回日本小児外科学会東海地

方会,  2009年12月6日(名古屋)
2009年12月6日

藤田保健衛生
大学小児外科

自施設の小児外科病棟における医療安全報告
の検討

冨重博一,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純,
小倉　薫,  奥村尚威,  橋本　俊,  山田治基

第43回日本小児外科学会東海地

方会,  2009年12月6日(名古屋)
2009年12月6日

大学 横行結腸が陥入していた食道裂孔ヘルニアの1
例

鈴木達也,  佐藤陽子,  近藤知史 第43回日本小児外科学会東海地

方会,  2009年12月6日(名古屋)
2009年12月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 新生児胃穿孔の1例 近藤知史,  鈴木達也,  佐藤陽子 第43回日本小児外科学会東海地

方会,  2009年12月6日(名古屋)
2009年12月6日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

左肺不全分葉の葉間に発生した肺癌に対する
手術

山田　健,  幸　大輔 第4回東海呼吸器外科懇談会,
2009年12月8日(名古屋)

2009年12月8日

大学 部検にて判明した多発性微小肝腫瘍を伴うガ
ス壊疽の1例

若杉健弘,  竹山廣光 第22回日本外科感染症学会総

会,  2009年12月10-11日(山口)
2009年12月9日

名古屋共立病
院

上行結腸腸間膜に穿通した劇症型アメーバ性
大腸炎の1例

原田幸志朗,  服部浩次,  寺下幸夫 第22回日本外科感染症学会総

会,  2009年12月10-11日(山口)
2009年12月10日

名古屋共立病
院

透析患者の大腸穿孔症例の検討 寺下幸夫,  服部浩次,  内藤明広,  原田幸志朗,
斉藤慎一郎

第22回日本外科感染症学会総

会,  2009年12月10-11日(山口)
2009年12月10日

名古屋共立病
院

開腹消化器外科手術における皮下ドレーンの
有用性の検討

服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  斎藤慎一
郎

第22回日本外科感染症学会総

会,  2009年12月10-11日(山口)
2009年12月10日

大学 Predictors of Response to Exemestane as
Primary Endocrine Therapy in Estrogen
Receptor-Positive Breast Cancer

Yoshimoto N,  Takahashi S,  Ito Y,  Yamashita
T,  Ando Y,  Toyama T,  Sugiura H,  Kobayashi
S,  Fujii Y,  Iwase H,  Yamashita H

32nd Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2009(San Antonio/USA)

2009年12月11日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

phase III randomized trial of sunitinib (SU) vs
capecitabine? in patients (pts) with previously
treated HER2-negative advanced breast cancer
(ABC)

Barrios C,  Liu M-C,  Lee SC,  Vanlemmens L,
Ferrero J-M,  Tabei T,  Pivot X,  Iwata H,  Aogi
K,  Brickman MJ,  Zhang K,  Kern K,  Martin M

32nd Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium: poster,  Dec9-
13,  2009(San Antonio/USA)

2009年12月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Phase II Clinical Study of Protection of Nail
Change and Skin Toxicity by using a Frozen
Glove in Japanese Patients with Early Breast
Cancer treated by Docetaxel and
Cyclophosphamide (TC) [TBCRG-03 study].

Hayashi T,  Fujita T,  Mase T,  Nakano S,  Wada
M,  Kashizuka T,  Sugiura H,  Mizuno T,  Iwata
H

32nd Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium: poster,  Dec9-
13,  2009(San Antonio/USA)

2009年12月12日

中野胃腸病院 ESD広汎切除後におきた合併症の２例 舟曳純仁,  深尾俊一,  山崎雅彦,  横田広子,
鈴木智貴,  小川　了,  溝口公士,  前田祐三

第52回日本消化器内視鏡学会東

海地方会,  2009年12月12日(名古

屋)

2009年12月12日

中野胃腸病院 広範囲大腸腸間膜脂肪織炎の長期経過の１例 溝口公士,  深尾俊一,  山崎雅彦,  横田広子,
鈴木智貴,  小川　了,  舟曳純仁,  前田祐三

第52回日本消化器内視鏡学会東

海地方会,  2009年12月12日(名古

屋)

2009年12月12日

名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

乳癌治療の現状 近藤直人 名古屋市北区医師会学術講演
会,  2009年12月12日(名古屋)

2009年12月12日

名古屋市立西
部医療センター
城北病院外科

乳癌治療の最前線 小林俊三 名古屋市北区医師会学術講演
会,  2009年12月12日(名古屋)

2009年12月12日

松波総合病院 当科における潰瘍性大腸炎症例に対して腹腔
鏡下手術を施行した2例

小林建司,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第15回岐阜内視鏡外科研究会,
2009年12月12日(岐阜)

2009年12月12日

松波総合病院 腹腔鏡下胃切除術・Roux-enY再建における鏡
下胃空腸デルタ吻合

花立史香,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上田修久,  小
林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第15回岐阜内視鏡外科研究会,
2009年12月12日(岐阜)

2009年12月12日

松波総合病院 腹腔鏡下脾動静脈温存脾温存膵尾側切除術
を施行した膵尾部副腎epidermoid cystの1例

湯澤浩之,  東　雅朗,  上田修久,  小林健司,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿,  池田庸子

第15回岐阜内視鏡外科研究会,
2009年12月12日(岐阜)

2009年12月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学小児外科

胆道閉鎖症術後の脾腫に伴う血小板減少の要
因に関する検討

日比将人,  加藤充純,  奥村尚威,  小倉　薫,  冨
重博一,  原普二夫,  Mohamed Hamed Hussein,
橋本　俊

第36回日本胆道閉鎖症研究会,
2009年12月12日(神奈川)

2009年12月12日

藤田保健衛生
大学小児外科

自己肝にて長期生存中の胆道閉鎖症症例の肝
線維化に関する検討

奥村尚威,  日比将人,  加藤充純,  小倉　薫,  冨
重博一,  原普二夫,  Mohamed Hamed Hussein,
橋本　俊

第36回日本胆道閉鎖症研究会,
2009年12月12日(神奈川)

2009年12月12日

大学 肝門部腸吻合術成績における術直後からのス
テロイド療法の検討

鈴木達也,  近藤知史,  佐藤陽子,  橋本　俊 第36回日本胆道閉鎖症研究会,
2009年12月12日(横浜)

2009年12月12日
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