
発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 pSM, pMP患者におけるリンパ節転移個数と予

後との検討
原　賢康,  高橋広城,  石黒秀行,  高山　悟,  佐
藤幹則,  桑原義之,  竹山廣光

第72回大腸癌研究会,  2010年1
月15日(久留米)

2010年1月15日

刈谷豊田総合
病院

小腸癌に対する腹腔鏡下手術(Staging
Laparoscopyおよび小腸切除術)

山本　稔,  谷村愼哉,  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,  清水保延,  田中守嗣,  真辺

忠夫,  宇佐美詞津夫

第72回大腸癌研究会,  2010年1
月15日(久留米)

2010年1月15日

刈谷豊田総合
病院

cIA期肺癌に対する術式の妥当性 山田　健,  幸　大輔 第21回静岡呼吸器外科医会,
2010年1月16日(静岡)

2010年1月16日

松波総合病院 肝移植後の肝癌再発に対するソラフェニブ投与 松波英寿,  花立史香,  小林建司,  上田修久,
湯澤浩之,  東　雅朗,  清水幸雄,  松波英一,  夏
目裕代,  長田真二,  市田隆文

第1回日本肝がん分子標的治療

研究会,  2010年1月16日(神戸)
2010年1月16日

大学 部検にて判明した多発性微小肝膿瘍を伴うガ
ス壊疽の1例

若杉健弘,  竹山廣光 第41回東海抗菌化学療法研究

会,  2010年1月23日(名古屋)
2010年1月23日

豊川市民病院 虫垂低分化型腺癌の一例 岩佐麻衣,  三井敬盛,  林　久乃,  神谷賢吾,  横
田圭右,  三田圭子,  高嶋伸宏,  杉浦弘典,  柄
松章司,  西田　勉

第29回病診連携フォーラム,  2010
年2月4日(豊川)

2010年2月4日

豊川市民病院 豊川市における乳がん検診の現状と当院の取
り組み

柄松章司,  三井敬盛,  林　久乃,  神谷賢吾,  岩
佐麻衣,  横田圭右,  三田圭子,  高嶋伸宏,  杉
浦弘典,  西田　勉

第29回病診連携フォーラム,  2010
年2月4日(豊川)

2010年2月4日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

術前化学放射線治療後に完全切除司得た
Pancoast型肺癌の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19回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting ,  2010
年2月5-7日(越後湯沢)

2010年2月5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3病変に対し，

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

第19回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting ,  2010
年2月5-7日(越後湯沢)

2010年2月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

遠位大動脈弓に浸潤した左上葉肺癌に対して
大動脈璧合併切除を行った1例

山田　健,  幸　大輔 第19回呼吸器外科医会・冬季学

術集会 Snow Side Meeting ,  2010
年2月5-7日(越後湯沢)

2010年2月5日

松波総合病院 消化器一般外科におけるSSIサーベイランス～
手術時手洗い法を速乾性手指消毒薬によるラ
ビング法に変更して～

五十川将弘,  小林建司,  松波恵美子,  文字雅

義,  桑原小百合

第25回日本環境感染学会総会,
2010年2月5-6日(東京)

2010年2月5日

鈴鹿中央総合
病院

肺癌との鑑別が困難であった異物性肉芽腫の1
切除例

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第96回中部肺癌学会,  2010年2
月6日(名古屋)

2010年2月6日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

気管顆粒細胞腫瘍とPancoast型肺癌を同時に

切除した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回中部肺癌学会,  2010年2
月6日(名古屋)

2010年2月6日

腫瘍・免疫 前縦隔腫瘍を疑った転移性肺腫瘍の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33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

いなべ総合病
院

同時性5多発早期胃癌の1例 村松伸之介,  杉浦元紀,  山岸庸太,  石川雅一,
水野　章

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

いなべ総合病
院

術前に診断し得た特発性大網出血の一例 福定繁紀,  杉浦元紀,  山岸庸太,  石川雅一,
水野　章

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

刈谷豊田総合
病院

結腸癌と鑑別が困難であった放線菌症の一例 松下知可,  早川哲史,  田中守嗣,  小森徹也,
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,  山本　稔,  谷村

愼哉,  清水保延

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

名古屋市立東
部医療センター
東市民病院

大網原発脂肪肉腫に一例 佐本洋介,  全並秀司,  伊藤由加志,  柴田康行,
友田佳介,  関村　敦,  柴田孝弥,  大久保友貴,
石川倫子,   田中宏紀

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 ＣＴが有用であったMeckel憩室穿孔の1例 鈴木卓弥,  呉原裕樹,  山川雄士,  安藤菜奈子,

立松　勉,  前田頼佑,  山川洋右

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

中野胃腸病院 胃空腸結腸瘻の１例 溝口公士,  深尾俊一,  鈴木智貴,  小川　了,  舟
曳純仁,  前田祐三,  山崎雅彦,  横田広子

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

名古屋徳洲会
総合病院

術前腹部超音波検査が有用であった虫垂憩室
虫垂間膜内穿孔の１例

徳丸剛久,  坂本宣弘,  篠田憲幸,  可児久典,
設楽将之,  暁天孝之

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

豊川市民病院 虫垂低分化型腺癌の一例 岩佐麻衣,  三井敬盛,  林　久乃,  神谷賢吾,  横
田圭右,  三田圭子,  高嶋伸宏,  杉浦弘典,  柄
松章司,  西田　勉

第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

刈谷豊田総合
病院

化学療法後にサルベージ手術を施行した胸腺
原発セミノーマの1例

山田　健,  幸　大輔 第33回愛知臨床外科学会,  2010
年2月11日(名古屋)

2010年2月11日

大学 当院における消化管低侵襲手術に対する取り
組み　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「鏡視下手術の現状と未来」

高山　悟,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第6回日本消化管学会総会学術

集会,  2010年2月19-20日(福岡)
2010年2月19日

大学 治癒切除胃癌におけるnomogramを用いた予後
予測

赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  原　賢康,  坂
本雅樹,  松尾洋一,  高山　悟,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光

第6回日本消化管学会総会学術

集会,  2010年2月19-20日(福岡)
2010年2月19日

大学 食道扁平上皮癌におけるTCF4の発現とその臨
床的意義

石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  堅
田武保,  田中達也,  塩崎みどり,  長縄康浩,  藤
井義敬,  竹山廣光

第6回日本消化管学会総会学術

集会,  2010年2月19-20日(福岡)
2010年2月19日

大学 長期生存が得られた胃小細胞癌の症例報告 舟橋　整,  赤毛義実,  石黒秀行,  三井　章,  高
山　悟,  木村昌弘,  佐藤幹則,  岡田祐二,  桑原

義之,  竹山廣光

第6回日本消化管学会総会学術

集会,  2010年2月19-20日(福岡)
2010年2月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋共立病
院

透析患者に発生した腸管虚血症例の検討 寺下幸夫 第6回日本消化管学会総会学術

集会,  2010年2月19-20日(福岡)
2010年2月19日

掛川市立総合
病院

いかに魅力的な医療を 神谷保廣 静岡地域医療シンポジウム,2010
年2月20日(掛川)

2010年2月20日

大隈病院 2回のNutrition Dayに参加して(Nutrition Day) 谷口正哲,  河合直子,  樋口久美子,  松崎明美,
天野直美,  松原喜代美,  山田香織,  太田彰子,
横井綾子,  今井大介

第25回日本静脈経腸栄養学会,
2010年2月25-26日(幕張)

2010年2月25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　第2報(ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ応募者ｾｯｼｮﾝ)

長谷川正光,  北村洋子,  貫井裕次,  松田直美 第25回日本静脈経腸栄養学会,
2010年2月25-26日(幕張)

2010年2月25日

泰玄会病院 安定した状態の高齢者経管栄養患者の長期予
後因子について　第2報　要望演題05「摂食障

害に対する栄養管理5」

長谷川正光 第25回日本静脈経腸栄養学会,
2010年2月25-26日(幕張)

2010年2月25日

腫瘍・免疫 胸腺内に限局する胸腺腫に対する胸腺腫切除
術：多施設共同研究（JART02）経過報告

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

第27回日本胸腺研究会,  2010年
2月27日(大阪)

2010年2月27日

腫瘍・免疫 ヒト胸腺腫における機能分子の発現解析 彦坂　雄,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
川野　理,  藤井義敬

第27回日本胸腺研究会,  2010年
2月27日(大阪)

2010年2月27日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

48年前の縦隔腫瘍切除後に発生し緩徐に増大
した縦隔濾胞樹状細胞腫瘍の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29回日本胸腺研究会,  2010年
2月27日(大阪)

2010年2月27日

刈谷豊田総合
病院

術後気管支瘻膿胸に対する開窓術ならびに広
背筋弁の有用性

山田　健 第3回General Thoracic Surgical
Forum,  2010年2月27日(東京)

2010年2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

小児肝臓移植と脾臓 橋本　俊 第23回日本小児脾臓研究会,
2010年2月27日(栃木)

2010年2月27日

藤田保健衛生
大学小児外科

部分脾動脈塞栓術後の門脈径の変化と
vonWillebrnd因子活性の変動

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

第23回日本小児脾臓研究会,
2010年2月27日(栃木)

2010年2月27日

大学 腹腔鏡下に結紮切離した門脈体循環シャントの
1例

鈴木達也,  佐藤陽子,  近藤知史 第23回日本小児脾臓研究会,
2010年2月27日(栃木)

2010年2月27日

刈谷豊田総合
病院

当院におけるLPEC法の導入と安全性の検討 清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
山本　稔,  宮井博隆,  坪井　謙,  佐藤崇文,  牛
込　創,  小森徹也,  佐藤怜央

第7回日本ヘルニア学会東海地

方会,  2010年2月27日(名古屋)
2010年2月27日

大学 残胃癌の臨床的検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  竹山廣光 第82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3月3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　ﾋﾞﾃﾞｵ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「鏡視下噴切および全摘の工夫」

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  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

第82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3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　ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ6「鏡視下手術の適応拡大」

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  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

第82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3月3日

刈谷豊田総合
病院

80歳以上高齢者胃癌に対する腹腔鏡下手術

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ9「80歳以上高齢者胃癌に対する治
療戦略」

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,  齊藤健太,  佐
藤崇文,  坪井　謙,  山本　稔,  清水保延,  真辺
忠夫

第82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3月3日

松波総合病院 腹腔鏡下胃切除術・Roux-en Y再建における鏡
視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82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立緑
市民病院

腹膜播腫を伴った胃癌の外科的治療；徐放化
抗癌剤の腹腔内投与の基礎検討とその臨床応
用の試み

水野　勇,  安井　保,  毛利紀章,  石田理子,  社
本智也,  高山宗之,  福井拓治,  舟橋　整,  竹山
廣光

第82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3月3日

名古屋市立緑
市民病院

噴門側胃切除後の空腸間置術の試みと術後愁
訴の検討

社本智也,  水野　勇,  福井拓治,  高山宗之,  石
田理子,  山田幸治,  長崎高也

第82回日本胃癌学会総会,  2010
年3月3-5日(新潟)

2010年3月3日

藤田保健衛生
大学小児外科

Higher Complement Component C5a,
transforming growth factor-β1 and Oxidative
Stress Index in Living Related Liver
Transplantation Patients for Inherited Metabolic
Diseases

Hussein MH,  Nakajima Y,  Ichiki S,  Kato T,
Hibi M,  Okumura N,  Tomishige H,  Hara F,
Suzuki T,  Ito T,  Sugioka A,  Hashimoto T,
Togari H

The 1st Asian Congress for
Inherited Metabolic Diseases/第一

回アジア先天代謝異常学会議,
2010年3月6日(福岡)

2010年3月6日

刈谷豊田総合
病院

腕神経(Th1)から発生した神経鞘腫に対し胸腔

鏡下核出術を行った1例
山田　健,  幸　大輔 第14回東海胸腔鏡研究会,  2010

年3月6日(名古屋)
2010年3月6日

刈谷豊田総合
病院

腹腔動脈閉塞を伴った前上膵十二指腸動脈瘤
の1例

神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二,  鈴木克昌 第18回日本血管外科学会東海北

陸地方会,  2010年3月6日(一宮)
2010年3月6日

静岡がんセン
ター

肝右葉・尾状葉切除、膵頭十二指腸切除、門
脈合併切除・再建を施行した広範囲胆管癌の1
例

安田　顕,  杉浦禎一,  金本秀行,  水野隆史,  長
尾厚樹,  住吉辰朗,  鹿股宏之,  上坂克彦

第215回静岡県外科医会,  2010
年3月6日(三島)

2010年3月6日

鈴鹿中央総合
病院

抗酸菌症を否定できない未確定診断肺腫瘍に
対する曝露を防ぐ診断法の検討

水野幸太郎,  桜井香織,  別所裕二,  鈴木まど

か,  小林百合,  松島由実,  村田哲也,  川上恵

基,  山本伸仁

第17回三重細菌真菌感染症研究

会,  2010年3月13日(津)
2010年3月13日

トヨタ記念病院 多発肋骨骨折に対する肋骨プレート固定術の
経験

立松　勉,  斎藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右,  桑
原浩彰,  大野徹二郎

第18回東海呼吸器外科セミナー,
2010年3月13日(名古屋)

2010年3月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

3cmのUtility thoracotomyを併用した胸腔鏡下
右肺上葉切除術

山田　健,  幸　大輔 第18回東海呼吸器外科セミナー,
2010年3月13日(名古屋)

2010年3月13日

大学 IVR処置により待機的に根治術が施行できた仮

性膵嚢胞内出血の1例
松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  原
賢康,  坂本雅樹,  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46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

大学 経過観察した特発性気腹症の1例 石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  堅
田武保,  田中達也,  塩崎みどり,  長縄康浩,  竹
山廣光

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術における腹部救急患者受け入れ
体制の現状と対策　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ1「腹部救
急患者受け入れ体制の現状と対策」

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

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

大腸癌イレウスに対する腹腔鏡下大腸切除術
を目指した治療戦略　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ6「大腸癌イレ
ウス症例の治療ストラテジー」

宮井博隆,  早川哲史,  谷村愼哉,  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,  山本　稔,  清水
保延

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下に治療し得た閉鎖孔ヘルニア嵌頓の
一例　要望演題13-3「腹腔鏡を用いた腹部救急
疾患の治療」

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

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

胃潰瘍の穿通により肝膿瘍を併発したと考えら
れた1例

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

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

誤嚥した爪楊枝が小腸、大網を貫通、腹壁に
刺入し膿瘍形成を起こした1例

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

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

出血のコントロール及び部位の同定に術前の
選択的TAEによるコイリングが有用であった小

腸出血の1例

牛込　創,  早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  谷
村愼哉,  清水保延,  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,  宇佐美詞津夫

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

胆道再建術にてPDを回避できた膵頭部動静脈
奇形の胆道出血の一例

山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,  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,  清水保

延,  真辺忠夫

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術における術中偶発症に対する対
策　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ7「腹腔鏡に伴う偶発症への対
応」

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,  幸　大輔,  山本

稔,  山田　健,  加藤克己,  清水保延,  宇佐見詞

津夫,  真辺忠夫

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

名古屋共立病
院

透析患者に発生した下部消化管穿孔症例の治
療成績

寺下幸夫,  原田幸志朗 第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

名古屋共立病
院

当院における透析患者の虚血性腸疾患の治療
成績

原田幸志朗,  寺下幸夫 第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

松波総合病院 軽微な外傷により大量出血を来たした肝細胞癌
破裂の1例

濱田　知,  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,  荒
木恒敏,  池田庸子

第46回日本腹部救急医学会総

会,  2010年3月18-19日(富山)
2010年3月18日

松波総合病院 進行結腸癌に対して化学療法(FOLFOX6、
FOLFIRI、bevacizumab)中に薬剤性間質性肺

炎を発症した1例

小牧千人,  小林建司,  花立史香 第8回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2010年3月18-19日(東京)
2010年3月18日

腫瘍・免疫 日本人女性におけるエストロゲンレセプター陽
性乳癌の罹患率増加について

山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,
遠藤友美

第8回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2010年3月18-19日(東京)
2010年3月19日

心外 ＜講演＞病院における医療安全投資の実態と
課題

三島　晃 看護経済・政策研究会シンポジウ
ム「医療安全に必要な投資と負
担」,  2010年3月20日(東京)

2010年3月20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

COMPARISON OF TWO PHASE II TRIALS
EVALUATING THREE DOSING REGIMENS
OF FULVESTRANT IN JAPANESE VS NON-
JAPANESE POSTMENOPAUSAL WOMEN
WITH ADVANCED BREAST CANCER
(FINDER1 AND FINDER2)

Iwata H,  Ohno S,  Rai Y,  Yamamoto N,
Yoshida M,  Iwase H,  Lindemann J,
Macpherson M,  Noguchi S,  Pritchard KI

7th European Breast Cancer
Canference,  Mar24-27,
2010(Barcelona/Spain)

2010年3月25日

腫瘍・免疫 JES- Sponsored Symposia “Estrogen-dependent
cancer: From bench to bed”The role of
microRNAs in estrogen receptor α-positive
human breast cancer.

Yamashita H The 14th International Congress of
Endocrinology,  Mar26-30,
2010(Kyoto)

2010年3月29日

藤田保健衛生
大学　小児外科

胆道閉鎖症の治療と向き合って 橋本　俊 第26回鹿児島小児外科研究会,
2010年4月3日(鹿児島)

2010年4月3日

腫瘍・免疫 初回治療として内分泌療法を施行した閉経後
乳癌症例の検討

遠藤友美,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,
山下啓子

第35回乳癌懇話会,  2010年4月8
日(名古屋)

2010年4月8日

大学 神経栄養因子による膵癌細胞の増殖能の変化
に対するuPAとMMPの役割

舟橋　整,  原　賢康,  坂本雅樹,  松尾洋一,  若
杉健弘,  石黒秀行,  高山　悟,  三井　章,  木村

昌弘,  岡田祐二,  赤毛義実,  桑原義之,  竹山
廣光

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

大学 膵癌浸潤・血管新生におけるCXCL12の役割と
シグナルの解明

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  原
賢康,  坂本雅樹,  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110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術における教育的定型化手技と若
手医師の段階的指導法　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ11
「外科医の教育：内視鏡手術の時代における教
育のノウハウと工夫」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  牛込　創,  小
森徹也,  佐藤怜央,  齊藤健太,  佐藤崇文,  宮
井博隆,  山本　稔,  清水保延,  宇佐美詞津夫,
真辺忠夫,  坪井　謙,  竹山廣光

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8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　ﾊﾟ
ﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ14「消化管の内視鏡手術：標準
治療かオプションか」

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,  幸　大輔,  山本

稔,  山田　健,  加藤克己,  清水保延,  宇佐美詞

津夫,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

小腸イレウスに対する治療方針の検討～高気
圧酸素療法の有用性について～

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

崇文,  齊藤健太,  小森徹也,  佐藤怜央,  宇佐

美詞津夫,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

急性胆嚢炎に対する、緊急手術、早期手術、待
機手術の比較検討

坪井　謙,  早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  牛
込　創,  小森徹也,  齊藤健太,  佐藤崇文,  宮井

博隆,  山本　稔,  清水保延,  宇佐美詞津夫,  真
辺忠夫,  竹山廣光

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

当院における小腸腫瘍25例の検討および診断
と治療戦略

齊藤健太,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  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

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

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

宮井博隆,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
清水保延,  山本　稔,  坪井　謙,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  宇佐

美詞津夫,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

直腸切断術における腹腔鏡下手術と開腹手術
との比較検討

山本　稔,  早川哲史,  谷村愼哉,  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,  清水保延,  田中

守嗣,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

大腸手術症例における創感染減少への取り組
み

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

美詞津夫,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

GISTの22例と外科的治療戦略 清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
山本　稔,  宮井博隆,  坪井　謙,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  宇佐

美詞津夫,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

刈谷豊田総合
病院

当科における腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除
術

田中守嗣,  早川哲史,  谷村愼哉,  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,  宇佐

美詞津夫,  真辺忠夫

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

松波総合病院 再発例から見た腹腔鏡下大腸切除術の検討 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110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立緑
市民病院

進行消化管癌の腹膜転移の防止と治療を目指
した徐放化抗癌剤の腹腔内投与；徐放化抗癌
剤(Liposome-Carboplatin)の基礎的検討と腹腔

内投与の臨床応用の試み　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ6「消化
器癌腹膜転移の治療：基礎と臨床」

水野　勇,  社本智也,  石田理子,  高山宗之,  毛
利紀章,  福井拓治,  竹山廣光,  四ッ柳智久

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

名古屋市立緑
市民病院

下部直腸癌に対する局所再発防止を目的とし
た術前短期放射線療法

福井拓治,  水野　勇,  高山宗之,  社本智也 第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

愛知県がんセン
ター

胃癌術後患者の縫合不全、膵液瘻、腹腔内膿
瘍発生の予測

森本　守,  伊藤誠二,  三澤一成,  中村一郎,  千
田嘉毅,  小森康司,  金光幸秀,  佐野　力,  清水

泰博,  平井　孝

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月8日

名古屋記念病
院

夜間救急受診患者に対するチャートレビュー・
システムにおける外科・外傷医の重要性につい
て

武内有城,  佐野正明,  福岡伴樹,  村井俊文,
高見秀樹,  稲岡健一,  三輪高也,  山村義孝

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月9日

腫瘍・免疫 Triple Negative乳癌における癌幹細胞マー

カーALDH1蛋白発現の解析

遠山竜也,  山下啓子,  杉浦博士,  吉本信保,
遠藤友美,  岩瀬弘敬,  藤井義敬

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

シンポジウム：局所進行肺癌に対する外科治療
と抗癌剤感受性試験

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

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2001年4月8-10日(名古屋)
2010年4月9日

名古屋記念病
院

透析患者の手術例の検討 高見秀樹,  三輪高也,  稲岡健一,  村井俊文,
福岡伴樹,  武内有城,  佐野正明,  山村義孝

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月10日

腫瘍・免疫 進行浸潤性胸腺腫に対する治療戦略とその予
後に関する検討（パネルディスカッション）

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

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月10日

腫瘍・免疫 日本人肺腺癌患者におけるMEK1及びAKT2
遺伝子変異の検討

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

第110回日本外科学会定期学術

集会,  2010年4月8-10日(名古屋)
2010年4月10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

肺癌治療における抗癌剤感受性試験
(Histoculture Drug Response Assay: HDRA)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110回日本外科学会定期学術

集会,  2001年4月8-10日(名古屋)
2010年4月10日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

GGO病変の治療方針　－当院における2㎝以
下小型肺癌の手術症例による検討－

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110回日本外科学会定期学術

集会,  2001年4月8-10日(名古屋)
2010年4月10日

刈谷豊田総合
病院

ポートサイトヘルニアを防止する我々の工夫
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ7「ポートサイトヘルニアの予防
法とその治療法」

佐藤崇文,  早川哲史,  清水保延 第8回日本ヘルニア学会学術集

会,  2010年4月16-17日(東京)
2010年4月16日

刈谷豊田総合
病院

ポートサイトヘルニアを防止するためのOptical
法によるトロッカーの挿入方法　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮ
ﾝ7「ポートサイトヘルニアの予防法とその治療
法」

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

徹也,  松下知可

第8回日本ヘルニア学会学術集

会,  2010年4月16-17日(東京)
2010年4月16日

刈谷豊田総合
病院

当院でのLPEC法の導入と安全性の検討　ﾗｳﾝ

ﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ8「小児鼠径ヘルニアの治

療戦略(LPEC法)」

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
山本　稔,  宮井博隆,  坪井　謙,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央

第8回日本ヘルニア学会学術集

会,  2010年4月16-17日(東京)
2010年4月16日

刈谷豊田総合
病院

TAPP法における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復
術のコツと押さえておきたい重要なポイント　ﾌﾞ
ﾚｯｸﾌｧｰｽﾄｾﾐﾅｰ3「エキスパートに訊く各ヘルニ
ア手術のコツ」

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

徹也,  松下知可

第8回日本ヘルニア学会学術集

会,  2010年4月16-17日(東京)
2010年4月16日

刈谷豊田総合
病院

再発性鼠径ヘルニアに対する手術に対応する
ためのTAPP法における解剖の理解と手術手技

ﾗｳﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ11-1「再発性鼠径ヘル

ニアに対する治療法-1(腹腔鏡下手術)」

植野　望,  裏川直樹,  家永徹也,  早川哲史 第8回日本ヘルニア学会学術集

会,  2010年4月16-17日(東京)
2010年4月16日

腫瘍・免疫 NFE2L2 gene mutation in Japanese lung cancer
patients

Sasaki H,  Hikosaka Y,  Kawano O,  Okuda K,
Moriyama S,  Yano M,  Fujii Y

AACR 101st annual meeting,
Apr17-21,
2010(WashingtonDC/USA)

2010年4月17日

腫瘍・免疫 乳腺悪性筋上皮腫の１例 遠藤友美,  遠山竜也,  杉浦博士,  高橋　智,  吉
本信保,  山下啓子

第48回東海乳腺疾患懇話会,
2010年4月17日(名古屋)

2010年4月17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

術前薬物療法と画像診断－術前ホルモン療法
を中心に－

岩田広治 第24回日本乳腺甲状腺超音波診

断会議,  ランチョンセミナー,  2010
年4月17-18日(仙台)

2010年4月18日

大学 胃癌術後残胃癌の臨床的検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  原　賢康,  坂
本雅樹,  松尾洋一,  高山　悟,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光

第96回日本消化器病学会総会,
2010年4月22-24日(新潟)

2010年4月22日

腫瘍・免疫 多発胸腺腫の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279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

名古屋市立東
部医療センター
東市民病院

乳腺腺様嚢胞癌の一例 石川倫子,  伊藤由加志,  柴田康行,  友田佳介,
関村　敦,  柴田孝弥,  大久保友貴,  佐本洋介,
田中宏紀

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

豊川市民病院 後腹膜原発リンパ管嚢腫の1例 中屋誠一,  高嶋伸宏,  西田　勉,  三井敬盛,  柄
松章司,  杉浦弘典,  三田圭子,  横田圭介,  岩
佐麻衣,  林　久乃,  神谷賢吾,  藤幡士郎,  佐々
木信義

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

刈谷豊田総合
病院

術前に多発縦隔リンパ節転移を疑った胸腺癌
の1切除例

幸　大輔,  山田　健 第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

大学 特殊な発育形態を示した胃癌の1例 武嶋宏治,  三井　章,  桑原義之,  赤毛義実,  岡
田祐二,  佐藤幹則,  木村昌弘,  舟橋　整,  高山

悟,  石黒秀行,  若杉健弘,  松尾洋一,  坂本雅

樹,  原　賢康,  堅田武保,  田中達也,  塩﨑みど

り,  小出修司,  長縄康浩,  今藤裕之,  仲井　希,
竹山廣光

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

大学 末梢血管疾患に対してハイブリッド治療を行っ
た数例

仲井　希,  水野明宏,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅
野實樹,  三島　晃

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
いなべ総合病
院

腸回転異常症に内蔵逆位症を伴い絞扼性イレ
ウスを発症した1例

村松　愛,  杉浦元紀,  中村善則,  石川雅一,  水
野　章

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

掛川市立総合
病院

当院での腹腔鏡下単孔式胆嚢摘出術の導入と
経験

佐川弘之,  服部浩次,  宮前　拓,  柴田直史,  羽
藤誠記,  神谷保廣,  竹山廣光

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

掛川市立総合
病院

胃小細胞癌の1例 岩崎文貴,  神谷保廣,  佐川弘之,  宮前　拓,  柴
田直史,  服部浩次,  羽藤誠記

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

刈谷豊田総合
病院

巨大十二指腸傍乳頭憩室穿孔の1例 小森徹也,  宮井博隆,  早川哲史,  田中守嗣,
谷村愼哉,  清水保延,  山本　稔,  坪井　謙,  佐
藤崇文,  齊藤健太,  長島美貴,  牛込　創,  佐藤
怜央

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

刈谷豊田総合
病院

鼠径ヘルニア嵌頓を繰り返す為Laparoscopic
percutaneous extraperitoneal closeure(LPEC法)
にて治療を行った3ヶ月男児の1例

加藤知克,  清水保延,  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,  谷村愼哉

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

豊川市民病院 後腹膜原発リンパ管嚢腫の1例 中屋誠一,  高嶋伸宏,  西田　勉,  三井敬盛,  柄
松章司,  杉浦弘典,  三田圭子,  横田圭右,  岩
佐麻衣,  林　久乃,  神谷賢吾,  藤幡士郎

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

名古屋共立病
院

臀部壊死性筋膜炎に対して広範なデブリードメ
ントを施行した2例

齊藤慎一郎,  佐藤篤司,  内藤明広,  寺下幸夫,
原田幸志朗

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

名古屋徳洲会
総合病院

十二指腸第4部に発生した原発性十二指腸癌

の1例
坂本宣弘,  篠田憲幸,  高須惟人,  設楽将之,
可児久典

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

東市民病院 乳腺腺様嚢胞癌の1例 石川倫子,  伊藤由加志,  柴田康行,  友田佳介,
関村　敦,  柴田孝弥,  大久保友貴,  佐本洋介,
田中宏紀

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 統合失調症患者に発症した右側結腸軸捻転症

の1例
河田　陵,  大原永子,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  小林建司,  清水幸雄,  松
波英寿

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

名古屋市立緑
市民病院

回盲部狭窄を伴い、イレウス症状を繰り返し手
術を要した異所性子宮内膜症の1例

寺西　太,  水野　勇,  水野昌彦,  社本智也,  高
山宗之,  糠谷治彦

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

愛知県がんセン
ター

pagetoid spreadをともなった肛門管癌の1例 森本　守,  平井　孝,  榊原　巧,  金光幸秀,  小
森康司,  伊藤友一,  三澤一成,  伊藤誠二,  千
田嘉毅,  佐野　力,  清水泰博,  金城和寿,  志村

正博,  松井　聡,  中村一郎

第279回東海外科学会,  2010年4
月25日(名古屋)

2010年4月25日

大学 Can lipocalin 2/NGAL in exocrine pancreatic
secretions distinguish chronic pancreatitis from
pancreatic cancer?

Ochi N, Wallace MB, Woodward TA, Matsuo
Y, Guha S, Raimondo M

2010 Digestive Disease Week,
May1-5,  2010(New Orleans)

2010年5月1日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

単結紮法による気管支断端処理 丹羽　宏 3rd General Thoracic Surgical
Forum,  2010年5月8日(東京)

2010年5月8日

刈谷豊田総合
病院

超高齢者に対する腹腔鏡下胃癌手術の検討 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,  宇佐見詞津夫,  真辺忠夫

第79回日本消化器内視鏡外科学

会総会,  2010年5月13-15日(東京)
2010年5月13日

鈴鹿中央総合
病院

高齢者手術における嚥下機能評価の有用性－
誤嚥性肺炎を予防するために－

水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月13日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

肺癌に対する肺動脈形成を伴う気管支形成術
（double plasty）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27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月13日

トヨタ記念病院 MDCTによる術前肺動静脈の評価 齋藤雄史,  山川洋右,  佐竹　章,  立松　勉 第27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

間質性肺炎(IP)合併肺癌切除例におけるIP急
性増悪症例の検討

幸　大輔,  山田　健 第27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月13日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

ePTFEシート（デュアルメッシュ）と胸肩峰動脈の
みを残した両側有茎性大胸筋弁にて胸骨再建
を行った胸骨原発海綿状血管腫の1例

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27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

高齢者肺癌術後血栓症予防のためのリスク分
類に基づいた周術期管理

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27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

椎間孔に腫瘍進入を認めたSuperious Salcus
Tumorの1切除例

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27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

非小細胞肺癌手術例の胸膜浸潤における予後
の検討

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27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

名古屋徳洲会
総合病院

開窓術後に充填術を施行せず治癒した気管支
断端瘻を伴ったＭＲＳＡ性膿胸の1例

設楽将之,  可児久典,  佐野正明 第27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

腫瘍・免疫 肺癌術後間質性肺炎急性増悪予測因子の検
討

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

第27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

腫瘍・免疫 右上下葉管状切除術を施行した肺癌の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27回日本呼吸器外科学会総

会,  2010年5月13-14日(仙台)
2010年5月14日

大隈病院 臨床薬剤師に必要な栄養管理の知識～水分
管理も含めて

谷口正哲 NPO名古屋臨床薬剤師研究会,
2010年5月15日(名古屋)

2010年5月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 進行食道癌に対する放射線化学療法後7年を

経て再発した1例
河田　陵,  小林建司,  大原永子,  東　雅朗,  湯
澤浩之,  上田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松
波英寿

第214回岐阜外科集談会,  2010
年5月15日(岐阜)

2010年5月15日

腫瘍・免疫 新生児のミルク（母乳）アレルギー 佐藤陽子 第28回愛知県母性衛生学会学術

集会,  2010年5月16日(名古屋)
2010年5月16日

大学 Evaluating patients' outcome post Kasei
operation: A 19-year experience with
modification of the hepatic portoenterostmy and
applying a novel setroid therapy regimen

Suzuki T, Hashimoto T, Kondo S, Sato Y,
Hussein MH

43rd Annual Meeting Pacific
Association of Pediatric
Surgeons(PAPS),  May23-
27,2010(Kobe)

2010年5月23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　ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ07「膵切除後合併

症の治療-1」

岡田祐二,  松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  舟
橋　整,  竹山廣光

第22回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2010年5月26-28日(仙台)
2010年5月26日

大学 膵癌血管新生における腫瘍由来IL-1αと間質由

来HGF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,  竹山廣光

第22回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2010年5月26-28日(仙台)
2010年5月26日

掛川市立総合
病院

院の単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出の導入(安全な

導入と手技の定型化を目指して)
服部浩次,  神谷保廣,  羽藤誠記,  柴田直史,
宮前　拓,  佐川弘之,  寺下幸夫,  原田幸志朗,
齊藤慎一郎,  竹山廣光

第22回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2010年5月26-28日(仙台)
2010年5月26日

名古屋共立病
院

急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡手術の治療成
績

寺下幸夫,  服部浩次 第22回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2010年5月26-28日(仙台)
2010年5月26日

名古屋共立病
院

日帰りできなかった日帰り腹腔鏡下胆摘術症例
の検討

原田幸志朗,  服部浩次,  寺下幸夫 第22回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2010年5月26-28日(仙台)
2010年5月26日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

左B10発生扁平上皮癌に対するS10区域楔状
切除術

丹羽　宏 第1回区域切除研究会,  2010年5
月29日(東京)

2010年5月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋共立病
院

日帰り手術に対するインフォームドコンセント 寺下幸夫,  服部浩次,  原田幸志朗,  佐藤篤司 第6回日本短期滞在手術研究会,
2010年5月29日 (広島)

2010年5月29日

名古屋共立病
院

日帰り腹腔鏡下胆摘術へのTAP block導入の
効果

佐藤篤司,  内藤明広,  春木伸裕,  寺下幸夫,
森洋一郎,  原田幸志朗,  齋藤慎一郎,  波戸ゆ
かり

第6回日本短期滞在手術研究会,
2010年5月29日 (広島)

2010年5月29日

名古屋共立病
院

当院における日帰り手術の運営 原田幸志朗,  佐藤篤司,  内藤明広,  春木伸裕,
寺下幸夫,  森洋一郎,  齋藤慎一郎,  波戸ゆか

り,  岩田　宏

第6回日本短期滞在手術研究会,
2010年5月29日 (広島)

2010年5月29日

腫瘍・免疫 Association of gender and passive smoking with
epidermal growth factor receptor mutations in
never-smokers with non-small cell lung cancer:
A prospective study based on detailed passive
smoking questionnarire

Kawaguchi T,  Ando M,  Kubo A,  Takada M,
Atagi S,  Okishio K,  Asami K,  Matsumura A,
Tsujino K,  Sasaki H

2010 ASCO Annual Meeting,
General poster session,  Jun4-8,
2010(Chicago/USA)

2010年6月4日

愛知県がんセン
ター中央病院

EFFICACY AND SAFETY OF ERIBULIN IN
JAPANESE PATIENTS (PTS) WITH
ADVANCED BREAST CANCER

Iwata H,  Aogi K,  Masuda N,  Mukai H,
Yoshida M,  Rai Y,  Taguchi K,  Sasaki Y,
Takashima S

2010 ASCO Annual Meeting,
General poster session,  Jun4-8,
2010(Chicago/USA)

2010年6月6日

腫瘍・免疫 乳がんの手術とリンパ浮腫 遠山竜也 がんのリンパ浮腫研究会,  第5回
講習会,  2010年6月5-6日(名古屋)

2010年6月5日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

肺癌手術時に抗血小板薬によると思われる術
中大量出血を来した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

静岡呼吸器外科医会平成22年度

夏期例会,  2010年6月5日(沼津)
2010年6月5日

刈谷豊田総合
病院

EF22%の慢性心不全合併肺癌に対して、IABP
併用し肺部分切除術を施行した1例

山田　健,  幸　大輔 静岡呼吸器外科医会平成22年度

夏期例会,  2010年6月5日(沼津)
2010年6月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大隈病院 経口摂取を意識した栄養管理 谷口正哲 第4回知多半島栄養サポート

フォーラム,  2010年6月5日(常滑)
2010年6月5日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

気管支鏡検査の安全管理・緊急処置 丹羽　宏 第33回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  第22回気管支鏡セミ

ナー,  2010年6月8日(東京)

2010年6月8日

鈴鹿中央総合
病院

肺腫瘤性病変に対するCTガイド下肺生検と胸
腔鏡下肺生検の検討

水野幸太郎,  深井一郎,  遠藤克彦 第33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

気管支断端処理法の工夫－単結紮法の有用
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33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

原発性肺癌に対する気管・気管支形成術135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33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

誤嚥性肺炎，重症心身障害児に対する喉頭気
管分離術

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33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

気管支形成・肺動脈形成（double plasty）同時
施行症例の検討

雪上晴弘,  棚橋雅幸,   羽田裕司,  鈴木恵理

子,  吉井直子,  丹羽　宏

第33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

右肺上葉切除（ND2a）後に発生した気管原発と
思われる腺癌に対する気管管状切除術

雪上晴弘,  棚橋雅幸,   羽田裕司,  鈴木恵理

子,  吉井直子,  丹羽　宏

第33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

導入化学療法後のdouble plastyを伴う左肺上

葉・S6切除術

雪上晴弘,  棚橋雅幸,   羽田裕司,  鈴木恵理

子,  吉井直子,  丹羽　宏

第33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

胸腔鏡下肺癌切除における気管支処理法－膜
様部折り込みOverholt法の有用性－

山田　健,  幸　大輔 第33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月9日

名古屋記念病
院

両側開胸術半年後に発症した縦隔型気管支動
脈瘤破裂の1例

佐野正明,  可児久典 第33回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2010年6月9-10日(横浜)
2010年6月10日

豊川市民病院 シンポジウム３「甲状腺微小癌の取り扱い」　甲
状腺外科医の甲状腺微小癌に対する対応－ア
ンケートの結果からみえてきたもの－

柄松章司,  日比八束,  水野　豊,  伊藤朝子,  岩
瀬克己

第22回日本内分泌外科学会総

会,  2010年6月11-12日(大阪)
2010年6月12日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

Simple ligation technique for bronchial stump
closure

Niwa H,  Tanahashi M,  Yukiue H,  Suzuki E,
Haneda H,  Yoshii N

16th World Congress for
Bronchology /16th World
Congress for
Esophagobronchology,  June 15,
2010(Budapest)

2010年6月15日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

Invited lecture: Bronchoscopy and IP in Japan Niwa H 16th World Congress for
Bronchology /16th World
Congress for
Esophagobronchology,  June15,
2010(Budapest)

2010年6月15日

大学 膵癌血管新生における癌-間質相互作用の役
割とサイトカインの関与　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「がん転移
病態」

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  舟
橋　整,  岡田祐二,  竹山廣光

第19回日本がん転移学会学術集

会・総会,  2010年6月16-17日(金
沢)

2010年6月16日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

T1a肺癌（腺癌，非腺癌）に対するGGO面積比

率，腫瘍径とPET所見からみた縮小手術の妥当
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35回日本外科系連合学会学術

集会,  2010年6月17-18日(浦安)
2010年6月17日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下幽門側胃切除術におけるRoux-en-Y
体内吻合による再建法　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1.2「安
全な鏡視下手術を行うための我々の工夫：鏡視
下胃手術における吻合と再建」

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,  清水

保延,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第35回日本外科系連合学会学術

集会,  2010年6月17-18日(浦安)
2010年6月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

膜構造を重要視して標準化させたD3郭清を伴

う腹腔鏡下大腸癌手術　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「安
全な鏡視下手術を行うための我々の工夫：大腸
手術」

早川哲史,  谷村愼哉,  田中守嗣,  宮井博隆,
佐藤崇文,  齊藤健太,  山本　稔,  清水保延,  牛
込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  松下知可

第35回日本外科系連合学会学術

集会,  2010年6月17-18日(浦安)
2010年6月17日

刈谷豊田総合
病院

軽量メッシュと吸収性タックを使用した腹腔鏡下
鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)とその検討　ﾜｰ

ｸｼｮｯﾌﾟ3「ヘルニア修復における術式の選択」

早川哲史,  田中守嗣,  佐藤崇文,  齊藤健太,
清水保延,  谷村愼哉,  山本　稔,  宮井博隆,  牛
込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  松下知可

第35回日本外科系連合学会学術

集会,  2010年6月17-18日(浦安)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

大学病院の手術における小児の医療安全報告
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

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

マルチスライスCTによる膵管構築像が術式決
定に有用であった膵頭部腫瘍の一例

日比将人,  橋本　俊,  加藤充純,  原普二夫,  冨
重博一,  奥村尚威,  西田純久,  加藤良一

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

肝移植における免疫寛容機序解明に関する検
討－レシピエント細胞の肝移植細胞への分化
の可能性－

小倉　薫,  橋本　俊,  原普二夫,  冨重博一,  日
比将人,  加藤充純,  奥村尚威,  森田美和,  杉
岡　篤

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17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経時的変化と
「胸郭の厚み」の関連性

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

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

胆道閉鎖症治療から与えられた発想の展開と
夢

橋本　俊 第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

Oxidative stress subsides by time after living
related liver transplantation in pediatric age

Hussein MH,  Hashimoto T,  Daoud GA,  Togari
H,  Hibi M,  Okumura N,  Tomishige H,  Hara F,
Suzuki T

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

Neuroblastoma supresses bone marrow stem
cells through nitric oxide over-production and
cen be overcomed by edaravone

Hussein MH,  Aoyama M,  Hashimoto T,
Daoud GA,  Asai K

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17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

AnodermによるSliding Skin Flapを利用した肛
門形成術

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

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

藤田保健衛生
大学小児外科

胆道閉鎖症におけるADAMTS-13活性の動態 日比将人,  橋本　俊,  加藤充純,  原普二夫,  冨
重博一,  小倉　薫,  奥村尚威

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

大学 漏斗胸に対する肋軟骨ブリッジ法施行後のアン
ケート調査

近藤知史,  鈴木達也,  佐藤陽子,  藤井義敬 第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

大学 小児慢性便秘症例の検討 鈴木達也,  近藤知史,  佐藤陽子 第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

大学 臍ヘルニア内に迷入した乳児急性虫垂炎の1
例

佐藤陽子,  鈴木達也,  近藤知史,  藤井義敬 第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

刈谷豊田総合
病院

門脈狭窄をきたした肝限局性結節性過形成の1
例

清水保延 第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月17日

名古屋市立西
部医療センタ城
北病院外科

生下時より認められた前頚部軟骨組織の４例 榊原堅式,  中前勝視,  安藤拓也,  近藤直人,
小林正学

第47回日本小児外科学会学術集

会,  2010年6月17-19日(名古屋)
2010年6月18日

名古屋共立病
院

透析患者に発症した急性胆嚢炎症例の検討 寺下幸夫,  原田幸志朗,  齋藤慎一郎,  内藤明

広,  岩田　宏,  竹田欽一,  鳥山高伸

第55回日本透析医学会学術集

会･総会,  2010年6月18-20日(神
戸)

2010年6月18日

名古屋共立病
院

透析患者における腸管アメーバ症の経験 原田幸志朗,  寺下幸夫,  齋藤慎一郎 第55回日本透析医学会学術集

会･総会,  2010年6月18-20日(神
戸)

2010年6月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋共立病
院

透析患者に発症した壊死性筋膜炎の1例 齋藤慎一郎,  服部浩次,  寺下幸夫,  原田幸志
朗

第55回日本透析医学会学術集

会･総会,  2010年6月18-20日(神
戸)

2010年6月18日

大学 当院の緩和ケアチーム　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ4「緩
和ケアチームが取り組む精神症状の緩和」

坂本雅樹 第15回日本緩和医療学会学術大

会,  2010年6月18-19日(東京)
2010年6月18日

トヨタ記念病院 難治性癌性腹水に対するデンバーシャントの検
討

杉浦正彦,  辻　秀樹,  加藤久美子,  福田仁代,
成瀬美和,  鈴木美由紀,  古川俊子

第15回日本緩和医療学会学術大

会,  2010年6月18-19日(東京)
2010年6月19日

トヨタ記念病院 一般病院における緩和ケアチームの問題点と
今後

辻　秀樹,  杉野安揮,  杉浦正彦,  加藤久美子 第15回日本緩和医療学会学術大

会,  2010年6月18-19日(東京)
2010年6月19日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

GGO面積比率，腫瘍径，PET所見からみた2cm
以下小型肺癌に対する縮小手術の適応

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18回静岡Cancer Therapy
Conference,  2010年6月19日(静
岡)

2010年6月19日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

当科における原発性肺癌に対する気管・気管
支形成術の検討

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120回遠江医学会,  2010年6月
20日(浜松)

2010年6月20日

トヨタ記念病院 局所進行乳癌に対するMohsペーストの使用経
験

原　泰夫,  伊藤和子 第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

豊川市民病院 センチネルリンパ節生検における微小転移症
例の検討

三田圭子,  柄松章司,  岩佐麻衣 第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

愛知県がんセン
ター中央病院

再発・乳癌治療における新たなる治療戦略 岩田広治 第18回日本乳癌学会学術総会,
ランチョンセミナー4,  2010年6月
24-25日(札幌)

2010年6月24日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立東
部医療センター
東市民病院

PET検診で発見された非浸潤性乳管癌の一例 石川倫子,   伊藤由加志,   田中宏紀 第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

腫瘍・免疫 トリプルネガティブ乳癌における 癌幹細胞マー

カーALDH1蛋白発現の解析

遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,  遠藤友美,
岩瀬弘敬,  山下啓子

第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

刈谷豊田総合
病院

HER2陽性再発乳癌の治療成績からみたラパ
チニブの投与時期について

加藤克己,  川口暢子,  長島美貴,  松下知可 第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

刈谷豊田総合
病院

乳腺神経内分泌腫瘍(小細胞癌)の1例 長島美貴,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可 第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

刈谷豊田総合
病院

乳腺顆粒細胞腫の1例 松下知可,  加藤克己,  川口暢子,  長島美貴 第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月24日

腫瘍・免疫 ホルモン受容体陽性・HER2陰性乳癌に対する
化学療法の適応について

遠山竜也 第18回日本乳癌学会学術総会,
ランチョンセミナー,  2010年6月24-
25日(札幌)

2010年6月24日

名古屋共立病
院

局所再発を繰り返す乳腺線維腫症Fibrous
diseaseの一例

内藤明広,  三浦重人 第18回日本乳癌学会,  2010年6
月24日-25日(札幌)

2010年6月25日

愛知県がんセン
ター中央病院

血管新生を標的とした分子標的薬 岩田広治 第18回日本乳癌学会学術総会,
パネルディスカッション3－分子標
的治療の有効性の検証と新しい
進歩－,  2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月25日

名古屋共立病
院、愛知県がん
センター中央病
院

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,  安藤由明,  林　裕倫,
堀尾章代,  豊島千絵子,  山田　舞,  岩田広治

第8回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25(北海道)

2010年6月25日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫 ＜プレジデンシャルシンポジウム　今,  乳癌の

最先端研究はどこまで進んでいるのか＞乳が
んにおけるmicroRNA研究の現状と今後の展望

山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,
遠藤友美,  小林俊三

第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月25日

腫瘍・免疫 日本人女性におけるエストロゲンレセプター陽
性乳癌の罹患率増加について

吉本信保,  遠山竜也,  杉浦博士,  遠藤友美,
高橋　智,  山下啓子

第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月25日

腫瘍・免疫 初回治療におけるアロマターゼ阻害剤の効果
予測因子に関する検討

遠藤友美,  高橋　智,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉
本信保,  山下啓子

第18回日本乳癌学会学術総会,
2010年6月24-25日(札幌)

2010年6月25日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

T4肺癌の治療成績 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53回関西胸部外科学会学術集

会,  2010年6月24-25日(名古屋)
2010年6月24日

心外 15年間に発症した異時性大動脈4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,
伴野辰雄,  金子　完,  安藤太三,  三島　晃

第53回関西胸部外科学会学術集

会,  2010年6月24-25日(名古屋)
2010年6月24日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

Invited lecture: Current state of pulmonary
interventional therapy
in Japan

Niwa H 2nd Shanghai Oriental Respiratory
diseases Forum,  June25-27,
2010(Shanghai)

2010年6月26日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

Invited lecture: Complicated segmentectomy for
early lung cancer-S10 segmentectomy with
bronchoplasty through minithoracotomy-

Niwa H 2nd Shanghai Oriental Respiratory
diseases Forum,  June25-27,
2010(Shanghai)

2010年6月26日

腫瘍・免疫 治療方針に難渋した完全型房室中隔欠損症の
1例～二心室修復or単心室修復～

岩佐麻衣,  浅野實樹,  水野明宏,  鵜飼知彦,
野村則和,  長崎理香,  山口幸子,  三島　晃

第103回東海小児循環器談話会,
2010年6月26日(名古屋)

2010年6月26日

腫瘍・免疫 乳がん治療の最前線 遠山竜也 ピンクリボン早期発見啓発セミ
ナー「女性のための健康セミ
ナー」,  2010年6月26日(名古屋)

2010年6月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
掛川市立総合
病院

開腹手術における皮下ドレーン有用性の検討 服部浩次,  神谷保廣,  羽藤誠記,  伊藤慶則,
宮前　拓,  佐川弘之

第216回静岡県外科医会,  2010
年6月26日(静岡)

2010年6月26日

大学 XELOX療法に対するチーム医療の実践　ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ「大腸癌の診断の進歩と最近の治療」

佐藤幹則,  桑原義之,  竹山廣光 日本消化器病学会東海支部第
112回例会,  2010年6月26日(三
島)

2010年6月26日

鈴鹿中央総合
病院

先天性横隔膜弛緩症に対しコンポジットメッシュ
を用いたduplication手術を行った１例

遠藤克彦,  深井一郎,  水野幸太郎 第97回日本呼吸器学会東海地方

学会,  2010年6月26-27日(名古屋)
2010年6月26日

刈谷豊田総合
病院

間質性肺炎の術後急性増悪に対しステロイド治
療が奏効し救命しえた1例

幸　大輔,  山田　健,  岡田木綿,  加藤聡之,  岩
田　勝

第97回日本呼吸器学会東海地方

学会,  2010年6月26-27日(名古屋)
2010年6月26日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

肺内発生solitary fibrous tumor(SFT)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115回日本結核病学会東海地

方学会,  第97回日本呼吸器学会

東海地方学会,  2010年6月26-27
日(名古屋)

2010年6月27日

藤田保健衛生
大学小児外科

レシピエント細胞の移植肝細胞への分化―
EGFPマウスを用いた検討―

小倉　薫,  橋本　俊,  原普二夫,  冨重博一,  日
比将人,  加藤充純,  奥村尚威,  Hussein MH,
森田美和,  杉岡　篤

第28回日本肝移植研究会,   2010
年7月1-2日(広島)

2010年7月1日

松波総合病院 当院における大腸癌同時性肝転移(H3)症例の
治療実績

小林建司,  大原永子,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第73回大腸癌研究会,  2010年7
月2日(奄美)

2010年7月2日

大学 本邦における肺癌登録の現状と展望－肺癌登
録合同委員会について

藤井義敬 第25回日本肺癌学会ワークショッ

プ, 2010年7月3日（東京）

2010年7月3日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

化学放射線療法後に左房合併右肺管状全摘
術を施行したT4扁平上皮癌の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23回日本胸部外科学会教育施

設協議会学術集会・総会,  2010
年7月3日(静岡)

2010年7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

聖隷三方原病院の歴史と現状 丹羽　宏 第23回日本胸部外科学会教育施

設協議会学術集会・総会,  2010
年7月3日(静岡)

2010年7月3日

腫瘍・免疫 難治性食物アレルギーの1例 佐藤陽子,  近藤知史,  鈴木達也 第37回日本小児内視鏡研究会,
2010年7月3日(東京)

2010年7月3日

大学 n-6とn-3多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌細胞
に対する効果

舟橋　整,  桑原義之,  竹山廣光 日本外科代謝栄養学会第47回学

術集会,  2010年7月8-9日(横浜)
2010年7月8日

鈴鹿中央総合
病院

気管支鏡下気管支塞栓術で止血を得た大量喀
血の2例

水野幸太郎,  深井一郎,  川野　理 第39回呼吸器内視鏡学会中部支

部会,  2010年7月10日(名古屋)
2010年7月10日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

左主気管支からの繰り返す喀血に対して，気管
支管状切除術を施行した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

第39回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2010年7月10日(名古

屋)

2010年7月10日

腫瘍・免疫 左残存肺全摘後膿胸の開窓術に対し閉窓術を
施行した1例

彦坂　雄,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟，

川野　理,  横田圭右,  藤井義敬

第40回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2010年7月10日(名古

屋)

2010年7月10日

掛川市立総合
病院

当院での腹腔鏡下単孔式胆嚢摘出術の導入と
経験

宮前　拓,  佐川弘之,  伊藤慶則,  服部浩次,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第13回静岡内視鏡外科研究会,
2010年7月10日(静岡)

2010年7月10日

掛川市立総合
病院

腹腔鏡下虫垂切除術における手技の選択肢 佐川弘之,  宮前　拓,  伊藤慶則,  服部浩次,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第13回静岡内視鏡外科研究会,
2010年7月10日(静岡)

2010年7月10日

掛川市立総合
病院

総胆管のCtubeを留置した腹腔鏡下総胆管結

石手術の1例
伊藤慶則,  服部浩次,  宮前　拓,  佐川弘之,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第13回静岡内視鏡外科研究会,
2010年7月10日(静岡)

2010年7月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
掛川市立総合
病院

組織補強film一体型linear staplerを用いた腹腔

鏡下胃全摘術Pouch roux-Y再建の工夫

服部浩次,  神谷保廣,  羽藤誠記,  伊藤慶則,
宮前 拓,  佐川弘之

第13回静岡内視鏡外科研究会,
2010年7月10日(静岡)

2010年7月10日

大学 Stimulating actions of N-6 polyunsaturated fatty
acid on pancreatic cancer cell proliferation and
invasion

Funahashi H, Matsuo Y, Okada Y, Kuwabara Y,
Takeyama H

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology and
the Japan Pancreas Society
2010(IAP/JPS),  Jul11-
13,2010(Fukuoka)

2010年7月11日

静岡がんｾﾝﾀｰ Pancreaticoduodenectomy in patients with the
celiac axis stenosis

Yasuda A, Kanemoto H, Sugiura T, Mizuno T,
Nagao A, Sumiyoshi T, Kanomata H, Terashima
M, Bando E, Saito S, Uesaka K

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology and
the Japan Pancreas Society
2010(IAP/JPS),  Jul11-
13,2010(Fukuoka)

2010年7月11日

藤田保健衛生
大学小児外科

High cerebrospinal fluid antioxidants and
interleukin 8 are protective of hypoxic brain
damage in newborns

Hussein MH,  Daoud GA,  Kakita H,  Kato S,
Goto T,  Kamei M,  Goto K,  Nobata M,  Ozaki
Y,  Ito T,  Fukuda S,  Kato I,  Suzuki S,
Sobajima H,  Hara F,  Hashimoto T,  Togari H

第46回日本周産期新生児医学会

学術集会,  2010年7月11-13日(神
戸)

2010年7月11日

名古屋徳洲会
総合病院

緩和的高気圧酸素療法の試み～末期癌から難
病までの腸管閉塞症状に対して～

坂本宣弘,  篠田憲幸,  可児久典,  設楽将之 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

名古屋市立西
部医療センタ城
北病院外科

術前診断可能であった腸回転異常に合併した
急性虫垂炎の1例

安藤拓也,  榊原堅式,  中前勝視,  近藤直人,
小林正学

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

名古屋市立東
部医療センター
東市民病院

肝・両肺・左副腎の異時性多発転移巣を切除
し，長期無再発生存中であるAFP産生胃癌の1
例

柴田康行,  石川倫子,  佐本洋介,  大久保友貴,
柴田孝弥,  関村　敦,  友田佳介,  木村昌弘,  全
並秀司,  田中宏紀

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 食道癌における食道－胃管吻合法の工夫　ﾊﾟ
ﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ1「食道癌手術における再建術式
の工夫」

桑原義之 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 合併症を有する食道癌手術症例の治療方針お

よび周術期管理　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「術前合併症を有
する食道癌の治療方針」

木村昌弘,  三井　章,  石黒秀行,  堅田武保,  桑
原義之,  竹山廣光

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14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　要望演題21「膵尾側切除にお

ける膵切離の工夫とその成績2」

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

義実,  竹山廣光

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 膵癌におけるani-CXCR2 Ab療法～膵癌血管
新生に対する新たな分子標的薬剤の可能性

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,  竹山廣光

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 食道癌におけるCD44variant6の発現とその臨
床的意義

塩﨑みどり,  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,  竹
山廣光,  藤井義敬

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 食道癌患者においてNOTCH1遺伝子高発現は
予後不良である

石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  堅
田武保,  田中達也,  塩﨑みどり,  長縄康浩,  竹
山廣光,  藤井義敬

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 食道扁平上皮癌におけるFBXW7の発現と臨床
病理学的意義

長縄康浩,  石黒秀行,  田中達也,  塩﨑みどり,
堅田武保,  三井　章,  木村昌弘,  桑原義之,  竹
山廣光,  藤井義敬

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 n-6とn-3多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌細胞
に対する効果

舟橋　整,  松尾洋一,  若杉健弘,  石黒秀行,  三
井　章,  木村昌弘,  岡田祐二,  赤毛義実,  桑原

義之,  竹山廣光

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 分子標的薬併用化学療法を施行した進行・再
発大腸癌の検討

佐藤幹則,  原　賢康,  松尾洋一,  若杉健弘,  高
山　悟,  舟橋　整,  岡田祐二,  桑原義之,  赤毛

義実,  竹山廣光

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

大学 Notch1が胃癌患者の予後に及ぼす影響 堅田武保,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  田中達也,  塩﨑みどり,  長縄康浩,
竹山廣光,  藤井義敬

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
いなべ総合病
院

経上皮性に連続性のないPagetoid spreadを呈

した肛門管癌の1例
山岸庸太,  岡田祐二,  石川雅一,  水野　章 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

掛川市立総合
病院

腹腔鏡下胃全摘術における空腸pouch Roux-Y
再建法の工夫　要望ﾋﾞﾃﾞｵ11「腹腔鏡下胃切除

術における再建術2」

服部浩次 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

人工肛門造設術40例における腹腔鏡下手術の

有用性に対する検討　要望演題29「人工肛門

の諸問題1」

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

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃全摘術における食道空腸体内吻合
法の工夫　要望ﾋﾞﾃﾞｵ12「腹腔鏡下胃切除術に

おける再建術3」

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,  宮井博隆,  山
本　稔,  清水保延

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

側方郭清にSILSポートを使用して標準化させた
進行直腸癌に対する腹腔鏡下低位前方切除術

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,  佐
藤怜央,  真辺忠夫

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

膵粘液性嚢胞腺癌との鑑別を要した膵腺房細
胞癌の1切除例

田中守嗣,  早川哲史,  齊藤健太,  佐藤崇文,
宮井博隆,  山本　稔,  清水保延,  谷村愼哉,  真
辺忠夫

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

急性胆嚢炎緊急手術における術者経験の検討 坪井　謙,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,  清
水保延,  山本　稔,  宮井博隆,  佐藤崇文,  真辺

忠夫,  竹山廣光

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

切除不能進行胃癌に対して完全腹腔鏡下胃空
腸バイパス術を施行した7例の検討

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

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

術前化学療法施行後に腹腔鏡下胃切除術D2
郭清を行った、高度進行胃癌11例の検討

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,  清水保延

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

癒着性イレウスに対する術式選択 佐藤崇文,  早川哲史,  谷村愼哉,  齊藤健太,
坪井　謙,  宮井博隆,  山本　稔,  清水保延,  田
中守嗣

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

刈谷豊田総合
病院

小腸癌に対するStaging Laparoscopy 山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,  佐
藤怜央,  齊藤健太,  佐藤崇文,  坪井　謙,  宮井

博隆,  真辺忠夫

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

名古屋共立病
院

急性胆嚢炎早期腹腔鏡下手術に対する治療効
果の比較検討

寺下幸夫 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

名古屋共立病
院

当院における日帰り腹腔鏡下胆摘術の検討 原田幸志朗,  服部浩次,  内藤明広,  寺下幸夫,
齊藤慎一郎

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

名古屋徳洲会
総合病院

緩和的高気圧酸素療法の試み－末期癌から難
病までの腸管閉塞症状に対して－

坂本宣弘,  篠田憲幸,  可児久典,  設楽将之 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

松波総合病院 当科における腹腔鏡下横行結腸切除術－尾側
からの中結腸動静脈の展開とその処理－

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65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

松波総合病院 上腹部に開腹創をおかない腹腔鏡下幽門側胃
切除の再建－B-1法とR-Y法について－

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65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

名古屋市立緑
市民病院

肝転移合併胃癌の手術と局所癌化学療法；残
肝再発の防止と治療への徐放化抗癌剤の臨床
応用　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ2「高度進行胃癌に対す
る外科治療の有用性」

水野　勇 第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日

愛知県がんセン
ター

術前・術後血清CEA値の変動パターンと根治

度B stageⅣ大腸癌症例の予後

森本　守,  金光幸秀,  榊原　巧,  小森康司,  三
澤一成,  伊藤誠二,  千田嘉毅,  佐野　力,  清水

泰博,  平井　孝

第65回日本消化器外科学会総

会,  2010年7月14-16日(下関)
2010年7月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立東
部医療センター
東市民病院

早期胃癌穿孔の１例 大久保友貴,  全並秀司,  谷脇　聡,  柴田康行,
友田佳介,  佐本洋介,  石川倫子,  芦刈周平,
田中宏紀

第34回愛知臨床外科学会,  2010
年7月19日(名古屋)

2010年7月19日

刈谷豊田総合
病院

術前の画像診断で奇形腫との鑑別が困難で
あった浸潤胸腺癌の1切除例

幸　大輔,  山田　健 第34回愛知臨床外科学会,  2010
年7月19日(名古屋)

2010年7月19日

刈谷豊田総合
病院

十二指腸水平脚の潰瘍穿通による後腹膜血腫
の1例

松下知可,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮井博隆,  山
本　稔,  谷村愼哉

第34回愛知臨床外科学会,  2010
年7月19日(名古屋)

2010年7月19日

豊川市民病院 胃穿孔にて発症した胃・十二指腸・小腸多発悪
性リンパ腫の1例

藤幡士朗,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  西田　勉,  柄
松章司,  三井敬盛,  杉浦弘典,  岩佐麻衣,  林
久乃,  中屋誠一,  篠田憲幸

第34回愛知臨床外科学会,  2010
年7月19日(名古屋)

2010年7月19日

中野胃腸病院 胆嚢異所性胃粘膜の1例 前田頼佑,  深尾俊一,  鈴木智貴,  奥嶋一武,
小川　了,  舟曳純仁,  前田祐三,  山崎雅彦,  横
田広子,  片岡　誠

第34回愛知臨床外科学会,  2010
年7月19日(名古屋)

2010年7月19日

腫瘍・免疫 外科的疾患との鑑別を必要とした新生児－乳
児アレルギー性胃腸炎の治療経験

佐藤陽子,  近藤知史,  鈴木達也 第4回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2010年7月24
日(名古屋)

2010年7月24日

大隈病院 ESPEN-LLLについて　肥満者の栄養(体重)管
理

谷口正哲 第4回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2010年7月24
日(名古屋)

2010年7月24日

大隈病院 がん患者対応経腸栄養剤の進行胃癌患者に
対する臨床的有用性

谷口正哲,  樋口久美子,  加藤直子,  山田香織,
太田彰子,  今井大介,  石田容子,  山本茂美,
伊藤由佳,  沢井博純

第4回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2010年7月24
日(名古屋)

2010年7月24日

泰玄会病院 経腸栄養剤投与量に関する考察～寝たきりの
人に対する投与カロリー式の完成を目指して～

野田　武,  長谷川正光 第4回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2010年7月24
日(名古屋)

2010年7月24日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
泰玄会病院 注射用抗菌薬のナトリウム量について 長谷川正光,  野田　武,  原澤　健,  戸田寿栄子 第4回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2010年7月24
日(名古屋)

2010年7月24日

泰玄会病院 グループ施設における栄養評価の標準化 大笹枝美果,  長谷川正光,  福西志穂,  長谷川

香里,  山下千絵,  船橋　瞳,  宇佐美一政

第4回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2010年7月24
日(名古屋)

2010年7月24日

腫瘍・免疫 乳癌のエストロゲンレセプターαの発現調節に

関与するmicroRNAの解析

吉本信保,  遠山竜也,  杉浦博士,  遠藤友美,
藤井義敬,  山下啓子

第11回ホルモンと癌研究会,  2010
年7月30日(名古屋)

2010年7月30日

足助病院 当院の褥瘡対策におけるリハビリテーション処
方の現状

轟木孝浩,  後藤俊介,  永田　治,  林　美往,  大
山君代,  長谷川毅

第12回日本褥瘡学会学術集会,
2010年8月20-21日(千葉)

2010年8月20日

足助病院 患者と共に取り組むことのできた褥瘡ケアの1例 大山君代,  林　美往,  後藤俊介,  轟木孝浩,  永
田　治,  長谷川毅

第12回日本褥瘡学会学術集会,
2010年8月20-21日(千葉)

2010年8月20日

足助病院 DESIGN-Rの合計点を用いた褥瘡ケアに必要
な日数の予測調査

永田　治,  林　美往,  後藤俊介,  大山君代,  轟
木孝浩,  長谷川毅

第12回日本褥瘡学会学術集会,
2010年8月20-21日(千葉)

2010年8月20日

足助病院 褥瘡在宅ケアのための患者及び介護者へのポ
イント指導～入退院を繰り返す1症例より～

林　美往,  永田　治,  後藤俊介,  大山君代,  轟
木孝浩,  長谷川毅

第12回日本褥瘡学会学術集会,
2010年8月20-21日(千葉)

2010年8月20日

中野胃腸病院 胃のESD 深尾俊一 第22回川島セミナープログラム,
2010年8月22日(名古屋)

2010年8月22日

いなべ総合病
院

「北勢・地域連携栄養カンファレンス」を運営し
て分かった課題

石川雅一 第32回日本臨床栄養学会総会・

第31回日本臨床栄養協会総会

第8回大連合大会,  2010年8月28-
29日(名古屋)

2010年8月28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

Educational lecture: Malignant mesothelioma-
new diagnostic tools

Robinson B:Chair person Niwa H The 10th International Conference
of IMIG,  Aug31-Sept3,  2010
(Kyoto)

2010年8月31日

腫瘍・免疫 Extrapleural pneumonectomy for malignant
pleural mesothelioma

Moriyama S,  Niwa H,  Tanahashi M,  Yukiue
H,  Suzuki E,  Haneda H,  Yoshii N,  Yano M,
Sasaki H,  Kawano O,  Hikosaka Y,  Fujii Y

The 10th International Conference
of IMIG,  Aug31-Sept3,  2010
(Kyoto)

2010年9月2日

大学 治療に難渋した食道気管支瘻の1例 三井　章,  桑原義之,  木村昌弘,  石黒秀行,  堅
田武保,  田中達也,  塩﨑みどり,  長縄康浩,  竹
山廣光

第64回日本食道学会学術集会,
2010年8月31-9月1日(久留米)

2010年8月31日

豊川市民病院 当院における乳房温存術後温存乳房内再発症
例の検討

柄松章司,  三田圭子,  岩佐麻衣 第7回日本乳癌学会中部地方会,
2010年9月4-5日(名古屋)

2010年9月4日

豊川市民病院 乳癌症例におけるセルブロック法を用いた免疫
染色の有用性の検討

三田圭子,  柄松章司 第7回日本乳癌学会中部地方会,
2010年9月4-5日(名古屋)

2010年9月4日

豊川市民病院 乳癌手術標本MRI画像とHE標本との一致性に
ついての検討

伊藤光代,  柄松章司,  三田圭子 第7回日本乳癌学会中部地方会,
2010年9月4-5日(名古屋)

2010年9月4日

腫瘍・免疫 Florid papillomatosis of the nippleの一例 岩佐麻衣,  高橋　智,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉
本信保,  遠藤友美,  小林俊三,  山下啓子

第7回日本乳癌学会中部地方会,
2010年9月4-5日(名古屋)

2010年9月4日

刈谷豊田総合
病院

乳癌術後鎖骨転移のみを来した1例 長島美貴,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可 第7回日本乳癌学会中部地方会,
2010年9月4-5日(名古屋)

2010年9月4日

トヨタ記念病院 センチネルリンパ節生検の導入により乳癌術後
のリンパ浮腫発症は回避される

伊藤和子,  原　泰夫,  内田直子,  永田友美,  福
田仁代

第7回日本乳癌学会中部地方会,
2010年9月4-5日(名古屋)

2010年9月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
泰玄会病院 A new predictive equation for administrated

calorie to old bedridden tube-fed patients -1st
report-

Hasegawa M,  Hosaka R,  Kawamura M,
Kitamura Y,  Matsuda N,  Nakagawa K,  Noda
T,  Nukui Y,  Yamamoto T

32nd European Society for
Parenteral Enteral Nutrition
Congress(ESPEN),  Sep5-8,  2010
(Nice)

2010年9月5日

松波総合病院 肝癌肝移植後長期生存、後期再発例の検討 松波英寿,  花立史香,  小林建司,  上田修久,
湯澤浩之,  東　雅朗,  大原永子,  清水幸雄,  松
波英一

第12回岐阜県肝疾患セミナー,
2010年9月9日(岐阜)

2010年9月9日

大学 当院におけるSILSヘルニアの経験 高山　悟,  仲井　希,  坂本雅樹,  竹山廣光 第2回小切開・鏡視外科学会,
2010年9月10-11日(東京)

2010年9月10日

鈴鹿中央総合
病院

悪性関節リウマチ患者に見られた メソトレキ
セート関連リンパ腫の１例

川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第97回中部肺癌学会,  2010年9
月11日(岐阜)

2010年9月11日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

化学療法無効T4肺癌紹介例に化学放射線治
療を施行し，左房合併右管状全摘術が可能と
なった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97回中部肺癌学会,  2010年9
月11日(岐阜)

2010年9月11日

刈谷豊田総合
病院

肺癌を含む3重複癌に対する同時手術 設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第97回中部肺癌学会,  2010年9
月11日(岐阜)

2010年9月11日

中野胃腸病院 胆嚢異所性胃粘膜の一例 前田頼佑 第13回豊田消化器疾患研究会,
2010年9月11日(豊田)

2010年9月11日

藤田保健衛生
大学小児外科

An Acetylated Anti-C5A Complementary
Peptide Reduced Cytokines and Free Radicals
and Prolongs Survival Time in a Neonatal Sepsis
Model

Hussein MH,  Hashimoto T,  Kato T,  Hibi M,
Tomishige H,  Hara F,  Daoud GA,  Goto T,
Suzuki T,  Ito T,  Kato I,  Sugioka A,  Togari H

23rd International Symposium on
Paediatric Surgical Research,
2010年9月12-14日(東京)

2010年9月12日

藤田保健衛生
大学小児外科

Higher Serum Transforming Growth Factor-β1,
Interferon-ｙ and Inetrukin-2 in Pediatric ABO-
Incompatible Living Related Liver
Transplantation Patients

Hussein MH,  Hashimoto T,  Kato T,  Hibi M,
Tomishige H,  Hara F,  Daoud GA,  Goto T,
Suzuki T,  Ito T,  Kato I,  Sugioka A,  Togari H

23rd International Symposium on
Paediatric Surgical Research,
2010年9月12-14日(東京)

2010年9月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫 Estrogen receptor-positive breast cancer in

Japanese women: trends in incidence,
characteristics,  and prognosis

Yamashita H,  Iwase H,  Toyama T,  Takahashi
S,  Sugiura H,  Yoshimoto N,  Endo Y,
Kobayashi S

The 6th International symposium
on Hormonal Oncogenesis,  Sep12-
16,  2010(Tokyo)

2010年9月14日

豊川市民病院 ＜講演＞現在の乳癌の薬物療法Typeによる治
療の個別化

柄松章司 愛知県病院薬剤師会東三河支部
学術講演会,  2010年9月16日(豊
橋)

2010年9月16日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

乳児期に手術を施行した先天性嚢胞性肺疾患
の2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14回日本気胸・嚢胞性肺疾患

学会,  2010年9月17-18日(大宮)
2010年9月17日

刈谷豊田総合
病院

酸化セルロース膜を用いた臓側胸膜被覆後に
ブラ発生を認めた自然気胸術後再発の1 例

幸　大輔,  山田　健 第14回日本気胸・嚢胞性肺疾患

学会総会,  2010年9月17-18日(大
宮)

2010年9月17日

腫瘍・免疫 乳癌のエストロゲンレセプターαの発現調節に

関与するmicroRNAの解析

吉本信保,  遠山竜也,  杉浦博士,  遠藤友美,
岩佐麻衣,  藤井義敬,  山下啓子

東海乳癌バイオサイエンス2010,
2010年9月17日(名古屋)

2010年9月17日

大隈病院 MUSTとCONUTによる栄養不良の検出 谷口正哲,  樋口久美子,  山田香織,  太田彰子,
石田容子,  山本茂美,  伊藤由佳,  松崎明美,
藤下聡美,  鶴我志津

第15回愛知NST研究会,  2010年9
月18日(名古屋)

2010年9月18日

腫瘍・免疫 肺癌におけるNRF2遺伝子変異は男性扁平上
皮癌に多く予後と相関する

佐々木秀文,  奥田勝裕,  彦坂　雄,  森山　悟,
矢野智紀,  藤井義敬

第69回日本癌学会学術総会,
2010年9月22-24日(大阪)

2010年9月22日

大学 膵癌由来IL-1αは間質由来のHGF分泌を促進
し、転移能に関与する

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  舟
橋　整,  岡田祐二,  竹山廣光

第69回日本癌学会学術総会,
2010年9月22-24日(大阪)

2010年9月22日

大学 膵癌細胞のゲムシタビン耐性獲得はIL-8産生
の活性化により血管新生を促進する

小出修司,  松尾洋一,  岡田祐二,  佐藤幹則,
舟橋　整,  高山　悟,  若杉健弘,  原　賢康,  竹
山廣光

第69回日本癌学会学術総会,
2010年9月22-24日(大阪)

2010年9月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 Bevacizumab耐性癌細胞株に対する抗血管新

生
原　賢康,  佐藤幹則,  中西速夫,  竹山廣光 第69回日本癌学会学術総会,

2010年9月22-24日(大阪)
2010年9月22日

大学 胃癌再発高危険群に対するTS-1の効果 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  桑原義之,  竹山廣光

第69回日本癌学会学術総会,
2010年9月22-24日(大阪)

2010年9月22日

大学 大腸癌におけるCD44v6の発現とその意義 塩﨑みどり,  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,  竹
山廣光

第69回日本癌学会学術総会,
2010年9月22-24日(大阪)

2010年9月22日

腫瘍・免疫 Estrogen receptor-positive breast cancer in
Japanese women: recent increase in the
incidence and its characteristics

Yamashita H,  Takahashi S,  Toyama T,  Sugiura
H,  Yoshimoto N,  Endo Y,  Fujii Y,  Iwase H

第69回日本癌学会学術総会,
2010年9月22-24日(大阪)

2010年9月24日

静岡がんｾﾝﾀｰ 十二指腸乳頭部癌の予後因子と術後の再発形
式

安田　顕,  杉浦禎一,  金本秀行,  水野隆史,  住
吉辰朗,  鹿股宏之,  山本立真,  青木修一,  木
原康宏,  上坂克彦

第46回日本胆道学会学術集会,
2010年9月24-25日(広島)

2010年9月24日

静岡がんｾﾝﾀｰ 胆道癌に対する膵頭十二指腸切除術とその合
併症とリスクファクターの検討

杉浦禎一,  金本秀行,  水野隆史,  安田　顕,  住
吉辰朗,  鹿股宏之,  上坂克彦

第46回日本胆道学会学術集会,
2010年9月24-25日(広島)

2010年9月24日

刈谷豊田総合
病院

特別講演1 大規模病院での腹腔鏡下手術導入
と教育体制の変遷ー神経・膜構造を重要視した
腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術ー

早川哲史 第21回長野県内視鏡外科研究

会,  2010年9月25日(松本)
2010年9月25日

藤田保健衛生
大学小児外科

自己肝摘出後に肝不全となったAPOLT適用後

の糖原病Ib症例の経験

加藤充純,  日比将人,  小倉　薫,  冨重博一,  原
普二夫,  杉岡　篤,  橋本　俊

第24回東海肝移植研究会,   2010
年10月1日(名古屋)

2010年10月1日

静岡がんｾﾝﾀｰ 膵胆管合流異常（胆管非拡張型）に合併した胆
嚢・胆管同時性重複癌の1例

安田　顕,  金本秀行,  杉浦禎一,  水野隆史,  住
吉辰朗,  鹿股宏之,  山本立真,  青木修一,  松
林宏行,  上坂克彦

第67回東海胆道研究会,  2010年
10月2日(名古屋)

2010年10月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 病院と在宅の架け橋　病診連携の視点 小林建司 日本在宅ホスピス協会第13回全

国大会in岐阜,  2010年10月8-10
日(岐阜)

2010年10月8日

名古屋記念病
院

三重複癌（多発肺癌・多発性骨髄腫・Ｓ状結腸
癌）の一例

間下直樹,  佐野正明,  澤木康一,  稲岡健一,
村井俊文,  福岡伴樹,  三輪高也,  武内有城,
山村義孝

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

名古屋徳洲会
総合病院

腹腔内血腫の1例の経時的画像所見 林　久乃,  坂本宣弘,  可児久典,  神谷賢吾 第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

腫瘍・免疫 術後8日目に血胸にて再手術を施行した肺癌

の1手術例

横田圭右,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  藤井義敬

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

刈谷豊田総合
病院

胸腺胎児性癌に対して術前化学療法を施行し
完全切除し得た１例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

豊川市民病院 マンモグラフィでカテゴリ－１であった乳癌症例
の検討

柄松章司 第25回日本乳腺甲状腺超音波診

断会議2010年10月10日(札幌)
2010年10月10日

いなべ総合病
院

横行結腸癌後フォローアップ中に発症した虫垂
カルチノイドの一例

小椋俊太郎,  石川雅一,  杉浦元紀,  中村善則,
水野　章

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

刈谷豊田総合
病院

PTP(press through pack)誤食によるS状結腸穿

孔の1例
小森徹也,  清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,
山本　稔,  宮井博隆,  野沢雅之,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  牛込　創,  佐藤怜央,  松下知可

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

豊川市民病院 保存的治療にて軽快した門脈ガス血症を伴う
NOMIと考えられた一例

中屋誠一,  岩佐麻衣,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄
松章司,  三井敬盛,  杉浦弘典,  髙嶋伸宏,  三
田圭子,  堅田武保,  安藤菜々子,  林　久乃,  藤
幡士郎,  佐々木信義

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

急性腹症にて来院した胃リンパ管腫の1例 神谷賢吾,  坂本宣弘,  可児久典,  林　久乃 第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

松波総合病院 待機的に手術を行い良好な経過を得た上腸間
膜動脈血栓症の一例

東田昭彦,  大原永子,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  小林建司,  清水幸雄,  松
波英寿

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

松波総合病院 腎細胞癌からの転移性膵腫瘍の1例 古賀正一,  小林建司,  東　雅朗,  大原永子,  湯
澤浩之,  上田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松
波英寿

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

静岡がんｾﾝﾀｰ 自己免疫性膵炎に合併した膵頭部癌の一例 住吉辰朗,  水野隆史,  上坂克彦,  金本秀行,
杉浦禎一,  鹿股宏之,  山本立真,  青木修一,
安田　顕

第280回東海外科学会,  2010年
10月10日(岐阜)

2010年10月10日

大学 胃癌再発高危険群に対するTS-1投与の検討 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  原　賢康,  坂
本雅樹,  松尾洋一,  高山　悟,  石黒秀行,  三井

章,  木村昌弘,  佐藤幹則,  岡田祐二,  桑原義

之,  竹山廣光

第52回日本消化器病学会大会,
2010年10月13-16日(横浜)

2010年10月13日

大学 CXC-Chemokine/CXCR2　axis～膵癌血管新生
に対する新たな分子標的治療

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  舟
橋　整,  岡田祐二,  竹山廣光

第52回日本消化器病学会大会,
2010年10月13-16日(横浜)

2010年10月13日

大学 当院でのNOTESに向けた取り組み　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ

18「NOTES-安全な臨床応用に向けての取り組

み-」

高山　悟,  原　賢康,  竹山廣光 第80回日本消化器内視鏡学会総

会,  2010年10月13-16日(横浜)
2010年10月13日

松波総合病院 当院で経験した転移性胃腫瘍の5例 佐野明江,  伊藤康文,  早崎直行,  東　雅朗,  湯
澤浩之,  花立史香,  松波英寿,  池田庸子

第80回日本消化器内視鏡学会総

会,  2010年10月13-16日(横浜)
2010年10月13日

大学 膵癌細胞の活動性の変化に対するグリア細胞
由来神経栄養因子(GDNF)を介したuPAとMMP
の役割

舟橋　整,  松尾洋一,  木村昌弘,  岡田祐二,  桑
原義之,  竹山廣光

第80回日本消化器内視鏡学会総

会,  2010年10月13-16日(横浜)
2010年10月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

大腿ヘルニアとの鑑別に難渋した大伏在静脈
瘤の一例

斉藤隆之,  神谷信次,  山中雄二 第51回日本脈管学会総会,  2010
年10月14-16日(旭川)

2010年10月16日

名古屋共立病
院

当院における腎性副甲状腺機能亢進症手術症
例の変遷について

内藤明広 第43回日本甲状腺外科学会,
2010年10月14-15日(岡山)

2010年10月15日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃切除術を行った未分化型早期胃癌
257例の臨床病理学的検討

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,  清水

保延,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第8回日本消化器外科学会大会,
2010年10月15-16日(横浜)

2010年10月15日

名古屋共立病
院

透析患者の大腸癌症例の検討 佐藤篤司,  寺下幸夫,  原田幸志朗,  齊藤慎一

郎,  内藤明広,  岩田　宏

第8回日本消化器外科学会大会,
2010年10月15-16日(横浜)

2010年10月15日

名古屋共立病
院

当院における透析患者の下部消化管穿孔手術
症例の検討

原田幸志朗,  佐藤篤司,  内藤明広,  春木伸裕,
寺下幸夫,  森洋一郎,  齊藤慎一郎

第8回日本消化器外科学会大会,
2010年10月15-16日(横浜)

2010年10月15日

名古屋共立病
院

外科的治療を施行した腸管虚血症例の検討 寺下幸夫,  佐藤篤司,  原田幸志朗,  齊藤慎一

郎,  内藤明広,  岩田　宏

第8回日本消化器外科学会大会,
2010年10月15-16日(横浜)

2010年10月15日

静岡がんｾﾝﾀｰ 腹腔動脈起始部狭窄症例に対する膵頭十二指
腸切除術

安田　顕,  金本秀行,  杉浦禎一,  水野隆史,  長
尾厚樹,  住吉辰朗,  鹿股宏之,  上坂克彦

第8回日本消化器外科学会大会,
2010年10月15-16日(横浜)

2010年10月15日

刈谷豊田総合
病院

3cmのutility thoracotomy+2 port法による胸腔
鏡下肺葉切除術

山田　健,  幸　大輔,  設楽将之 第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

General laparoscopic surgeonの育成と教育のあ

り方　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「内視鏡外科における教育の
あり方」

早川哲史,  田中守嗣,  宮井博隆,  山本　稔,  野
澤雅之,  佐藤崇文,  齊藤健太,  牛込　創,  小森

徹也,  佐藤怜央,  清水保延

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃全摘術における食道空腸吻合法の
検討　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ15「腹腔鏡下胃全摘術
－再建の標準化に向けて－」

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  松下知可,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮井博隆,  山
本　稔,  清水保延,  宇佐美詞津夫,  真辺忠夫

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

鏡視下手術における手術部での看護師と臨床
工学士の協調による機器管理と患者管理　ｺﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「内視鏡外科におけるﾒﾃﾞｨｶﾙ
ﾁｰﾑの役割」

早川哲史,  田中守嗣,  宮井博隆,  藤田智一,
八瀬文克,  杉浦芳雄,  天野陽一,  鶴羽美紀,
中野真弓,  高須恭子

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18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

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
松下知可,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長
島美貴,  齊藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  山
本　稔,  清水保延

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

後期研修医における腹腔鏡下胆嚢摘出術の安
全性

牛込　創,  早川哲史,  田中守嗣,  宮井博隆,  山
本　稔,  野澤雅之,  清水保延,  佐藤崇文,  齊藤

健太,  長島美貴,  小森徹也,  佐藤怜央

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下総胆管切石術におけるERBD tubeを
用いた総胆管一期的閉鎖法について

山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  宮井博隆,  松
下知可,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島

美貴,  齊藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  清水
保延

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

後期研修医教育としての腹腔鏡下虫垂切除術
の意義

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

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下虫垂切除術における開腹移行症例の
検討

佐藤崇文,  早川哲史,  田中守嗣,  宮井博隆,
長島美貴,  牛込　創,  佐藤怜央,  小森徹也,  齊
藤健太,  野澤雅之,  山本　稔,  清水保延

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下人工肛門造設術の有用性に対する検
討～人工肛門造設術51例の経験から～

齊藤健太,  早川哲史,  田中守嗣,  宮井博隆,
松下知可,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長
島美貴,  佐藤崇文,  野澤雅之,  山本　稔,  清水
保延

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

根治切除不能胃癌に対する腹腔鏡下胃空腸バ
イパス術の有用性

野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  谷村愼哉,
清水保延,  山本　稔,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  長島美貴,  牛込　創,  佐藤怜央,  小森

徹也,  松下知可

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

内視鏡光源装置における照度の検討 杉浦芳雄,  八瀬文克,  今井大輔,  竹内文菜,
細江諒太,  生嶋政信,  植本将史,  清水信之,
藤田智一,  天野陽一,  中村清忠,  早川哲史

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

刈谷豊田総合
病院

鏡視下手術用カメラヘッド・光学視管の点検・管
理方法の検討

八瀬文克,  今井大輔,  竹内文菜,  細江諒太,
生嶋政信,  植本将史,  杉浦芳雄,  清水信之,
藤田智一,  天野陽一,  中村清忠,  早川哲史

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

知多厚生病院 Sliding functional end to end anastomosisが影響
したと考えられる絞扼性イレウスをきたした結腸
癌の1例

角田直樹,  山岸庸太,  山田幸治,  村元雅之 第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

中野胃腸病院 胆嚢原発神経線維腫の1例 小川　了,  鈴木智貴,  前田祐三,  前田頼佑 第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

中野胃腸病院 腹腔鏡下に切除し得た腸重積合併回腸悪性リ
ンパ腫の1例

鈴木智貴,  小川　了,  前田祐三,  前田頼佑 第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

名古屋共立病
院

腹腔鏡下にてCAPDカテーテルを留置・修復を
繰り返した一例

原田幸志朗,  佐藤篤司,  内藤明広,  春木伸裕,
寺下幸夫,  森洋一郎,  齊藤慎一郎,  波戸ゆか
り

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

松波総合病院 後腹膜原発神経節細胞腫を腹腔鏡下に摘出し
た1例

花立史香,  東　雅朗,  大原永子,  湯澤浩之,  上
田修久,  小林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

松波総合病院 Stage4大腸癌に対する腹腔鏡下手術の治療成
績

小林建司,  大原永子,  東　雅朗,  湯澤雅之,  上
田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第23回日本内視鏡外科学会総

会,  2010年10月18-20日(横浜)
2010年10月18日

大学 気管支動脈蔓状血管腫を合併した食道癌の1
例

木村昌弘,  桑原義之,  石黒秀行,  竹山廣光 第63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月24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

cT1aN0M0肺癌に対する予後因子から決定し
た縮小手術の治療成績

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63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月26日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

原発性肺癌に対する気管分岐部形成術施行11
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63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月27日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

術前導入化学放射線療法施行例の検討 雪上晴弘,  棚橋雅幸,   羽田裕司,  鈴木恵理

子,  吉井直子,  丹羽　宏

第63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月27日

腫瘍・免疫 肺癌術後間質性肺炎急性増悪予測因子の検
討

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

第63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月27日

腫瘍・免疫 日本人肺扁平上皮癌におけるNRF2遺伝子変
異は予後と相関する

佐々木秀文,  彦坂　雄,  森山　悟,  矢野智紀,
藤井義敬

第63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月27日

腫瘍・免疫 悪性胸膜中皮腫に対する胸膜肺全摘術の治療
成績

森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  川野　理,
彦坂　雄,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  吉井直子,  丹羽　宏,  藤井義敬

第63回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2010年10月24-27日(大
阪)

2010年10月27日

トヨタ記念病院 センチネルリンパ節生検導入による乳癌術後リ
ンパ浮腫発症の検討

伊藤和子 第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月28日

大学 胃癌再発高危険群に対するTS-1の効果 赤毛義実,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  桑原義之,  竹山廣光

第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月28日

大学 ZerumboneはCXCR4発現を抑制し癌の浸潤能
を低下する

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  舟
橋　整,  岡田祐二,  竹山廣光,  Bokyung Sung,
Sushovan Guha

第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月28日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

血管走行と膜構造に従って結腸・直腸全間膜
切除を伴う大腸癌鏡視下手術の標準術式　ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ17「大腸がん鏡視下手術の標準化」

早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,  山本　稔,  宮
井博隆,  野澤雅之,  佐藤崇文,  斎藤健太,  牛
込　創,  佐藤怜央,  小森徹也,  坪井　謙,  竹山
廣光

第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月28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　ﾊﾟ
ﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ18「腹腔鏡手術vs開腹手術（胃
がん）

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  松下知可,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮井博隆,  山
本　稔,  清水保延,  宇佐美詞津夫

第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月28日

名古屋市立緑
市民病院

進行胃癌の腹膜転移の防止と治療；徐放化抗
癌(Liposome-Carboplatin)の腹腔内投与

水野　勇,  毛利紀章,  社本智也,  安井　保,  寺
西　太,  石田理子,  今藤裕之,  赤毛義実,  竹山

廣光,  真辺忠夫,  四ツ柳智久

第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

再発乳癌の個別化治療戦略 岩田広治 第48回日本癌治療学会学術集

会,  学術セミナー26,  2010年10月
28-30日(京都)

2010年10月29日

腫瘍・免疫 内分泌高感受性乳癌に対する今後の分子標的
治療

山下啓子,  遠山竜也,  杉浦博士,  吉本信保,
遠藤友美,  岩佐麻衣,  藤井義敬

第48回日本癌治療学会学術集

会,  シンポジウム：乳がん分子標

的治療薬の今後の展開について,
2010年10月28-30日(京都)

2010年10月29日

豊川市民病院 Trastuzumab単剤治療で長期ＰＲとなっている再
発乳癌症例

柄松章司,  三田圭子 第48回日本癌治療学会学術集

会,  2010年10月28-30日(京都)
2010年10月30日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳がん術前内分泌療法の意義と臨床試験の展
望

岩田広治 第48回日本癌治療学会学術集

会,  ワークショップ5,  2010年10月
28-30日(京都)

2010年10月30日

大学 全国肺癌登録事業：新たなＴＮＭ分類を見据え
て

澤橋章好,  奥村明之進,  中西洋一,  江口研二,
藤井義敬,  野守裕明,  森　雅樹,  宮岡悦良,  淺
村尚生,  横井香平(肺癌登録合同委員会)

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日（広島）

2010年11月3日

鈴鹿中央総合
病院

術後再発を来たした IA期非小細胞肺癌の検討 川野　理,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  横田圭右,  水野幸太郎,  深井一郎

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11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

術前化学放射線療法が奏効した気管分岐部・
左房浸潤肺癌手術の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51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月3日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

肺癌手術例における開胸時胸腔洗浄細胞診の
検討

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51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月3日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

光線力学的治療（PDT）後に再増大した左B10
扁平上皮癌に対し,  左S10楔状区域切除術を

施行した1例

雪上晴弘,  棚橋雅幸,   羽田裕司,  鈴木恵理

子,  吉井直子,  丹羽　宏

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月3日

刈谷豊田総合
病院

び漫性悪性胸膜中皮腫に対する広背筋による
横隔膜再建，胸壁筋肉を切離しない胸膜肺全
摘除術

幸　大輔,  山田　健 第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月3日

鈴鹿中央総合
病院

肺癌以外の癌による悪性胸水に対する胸腔鏡
下胸膜癒着術の有用性

水野幸太郎,  川野　理,  深井一郎 第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

当院における心・大血管浸潤T4肺癌手術症例
の検討

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51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

再発あるいは異時性多発癌の診断にて再切除
を施行した40例の検討

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

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日

腫瘍・免疫 当院における高齢者肺癌症例の検討 矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,  川野　理,
彦坂　雄,  横田圭右,  藤井義敬

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日

腫瘍・免疫 肺癌におけるNRF2遺伝子変異と予後との相関
に関する研究

佐々木秀文,  横田圭右,  彦坂　雄,  森山　悟,
矢野智紀,  藤井義敬

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫 悪性胸膜中皮腫に対する治療成績 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  川野　理,

彦坂　雄,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  吉井直子,  丹羽　宏,  藤井義敬

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日

腫瘍・免疫 定位放射線治療後局所再発に対して外科的切
除を施行した転移性肺腫瘍の1例

彦坂　雄,　矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
横田圭右,  藤井義敬

第51回日本肺癌学会総会,  2010
年11月3-4日(広島)

2010年11月4日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

誤嚥防止術としての喉頭気管分離術の検討 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62回日本気管食道科学会総

会,  2010年11月4-5日(別府)
2010年11月4日

大学 新しいJ型回腸嚢の作成法 佐藤幹則 第24回東海大腸外科治療研究

会,  2010年11月5日(名古屋)
2010年11月5日

掛川市立総合
病院

食道裂孔ヘルニアに対する腹腔鏡下根治術の
施行経験

佐川弘之,  宮前　拓,  伊藤慶則,  服部浩次,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第217回静岡県外科医会,  2010
年11月6日(浜松)

2010年11月6日

掛川市立総合
病院

当院のLADGBillrothⅠ法再建法の工夫 服部浩次,  佐川弘之,  宮前　拓,  伊藤慶則,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第217回静岡県外科医会,  2010
年11月6日(浜松)

2010年11月6日

掛川市立総合
病院

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の工夫 宮前　拓,  佐川弘之,  伊藤慶則,  服部浩次,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第217回静岡県外科医会,  2010
年11月6日(浜松)

2010年11月6日

刈谷豊田総合
病院

AMIに対してCypher stent留置術後malposition
とstent fractureによるvery late thrombosisを来し
た一例

三好亜弥,  山中雄二,  杢野晋司,  原田光徳,
斉藤隆之,  梶口雅弘,  浅野喜澄,  神谷信次

日本循環器学会第136回東海・第

121回北陸合同地方会,  2010年
11月6-7日(金沢)

2010年11月6日

刈谷豊田総合
病院

アルカプトン尿症に合併した僧帽弁狭窄症に弁
置換術を施行した一例

斉藤隆之,  神谷信次,  山中雄二,  三好亜弥,
浅野喜澄,  梶口雅弘,  原田光徳,  杢野晋司

日本循環器学会第136回東海・第

121回北陸合同地方会,  2010年
11月6-7日(金沢)

2010年11月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
足助病院 褥瘡予防対策委員会における「チーム医療」の

評価と今後の課題分析
永田　治,  長谷川毅,  林　美往,  後藤俊介,  原
田正弥

第59回日本農村医学会学術総

会,  2010年11月11-12日(岩手)
2010年11月11日

足助病院 褥瘡に起因した壊死性筋膜炎からみる地域医
療における褥瘡ケアの問題点とその対策

長谷川毅,  永田　治,  林　美往,  酒井順子,  後
藤俊介,  永井雄太,  山本玲子,  鈴木祥子,  柴
田はるか

第59回日本農村医学会学術総

会,  2010年11月11-12日(岩手)
2010年11月12日

いなべ総合病
院

腸回転異常症に内蔵逆位を伴い絞扼性イレウ
スを発症した一例

村松　愛,  石川雅一,  杉浦元紀,  中村善則,  水
野　章

第59回日本農村医学会学術総

会,  2010年11月11-12日(岩手)
2010年11月12日

名古屋記念病
院

孤立性結節影を呈した非結核性抗酸菌症の1
例

中村祐美,  浅野貴光,  福田悟史,  佐野正明 第116回日本結核病学会東海地

方学会,  第98回日本呼吸器学会

東海地方学会,  2010年11月13-14
日(三重)

2010年11月13日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

肺原発高分化硬化型脂肪肉腫の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116回日本結核病学会東海地

方学会,  第98回日本呼吸器学会

東海地方学会,  2010年11月13-14
日(三重)

2010年11月13日

鈴鹿中央総合
病院

胸腔鏡手術で治癒を得た高齢者有瘻性膿胸の
１例

渡邊拓弥,  川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第116回日本結核病学会東海地

方学会,  第98回日本呼吸器学会

東海地方学会,  2010年11月13-14
日(三重)

2010年11月13日

刈谷豊田総合
病院

肺癌手術時に発見された胸腔内遊離体の1例 小田梨紗,  幸　大輔,  設楽将之,  山田　健,  武
田直也

第116回日本結核病学会東海地

方学会,  第98回日本呼吸器学会

東海地方学会,  2010年11月13-14
日(三重)

2010年11月13日

掛川市立総合
病院

内視鏡外科センター設立後の当院における手
術変遷

佐川弘之,  宮前　拓,  伊藤慶則,  服部浩次,  羽
藤誠記,  神谷保廣

第67回小笠医師会集談会,  2010
年11月13日(掛川)

2010年11月13日

豊川市民病院 ＜講演＞５年間ピンクリボンセミナーをやってき
て

柄松章司 東日新聞ピンクリボンセミナー
2010「もっと乳癌を知ろう」,  2010
年11月13日(豊橋)

2010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

保存的治療で治癒を得た左膿胸を伴う特発性
食道破裂の1例

水野幸太郎,  川野　理,  深井一郎 第23回日本外科感染症学会総

会,  2010年11月18-19日(東京)
2010年11月18日

大学 消化器癌血管新生における癌-間質相互作用

の役割とサイトカインの関与　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4「消化
器癌における分子標的薬」

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  沢
井博純,  舟橋　整,  岡田祐二,  竹山廣光

第21回日本消化器癌発生学会総

会,  2010年11月18-19日(軽井沢)
2010年11月18日

豊川市民病院 東三河地区におけるピンクリボンセミナー５年間
の成果と今後の課題

柄松章司,  吉原　基,  岩佐麻衣,  松尾康治 第20回日本乳癌検診学会総会,
2010年11月19-20日(福岡)

2010年11月19日

大学 当院における術後手術創管理　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2「手
術創管理のベストプラクティス」

高山　悟,  原　賢康,  坂本雅樹,  若杉健弘,  松
尾洋一,  舟橋　整,  岡田祐二,  佐藤幹則,  竹山
廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

大学 当院における膵頭十二指腸切除後の膵液瘻の
発生とその対策　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4「膵頭十二指腸切
除における術後合併症とその対策」

岡田祐二,  松尾洋一,  安田　顕,  仲井　希,  田
中達也,  坂本雅樹,  原　賢康,  石黒秀行,  三井

章,  高山　悟,  舟橋　整,  木村昌弘,  佐藤幹則,
桑原義之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

大学 大腸癌化学療法(XELOX療法)に対する外来

化学療法室の取り組み　要望演題6「外来化学
療法のノウハウ」

佐藤幹則,  原　賢康,  田中達也,  坂本雅樹,  松
尾洋一,  若杉健弘,  石黒秀行,  高山　悟,  三井

章,  舟橋　整,  木村昌弘,  岡田祐二,  桑原義

之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

大学 上腸間膜動脈解離と腹腔動脈解離が合併した
1例

田中達也,  長縄康浩,  塩﨑みどり,  石黒秀行,
三井　章,  木村昌弘,  桑原義之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

大学 皮下埋め込み型中心静脈ポートに対する患者
の満足度調査

坪井　謙,  早川哲史,  田中守嗣,  原　賢康,  石
黒秀行,  松尾洋一,  若杉健弘,  高山　悟,  三井

章,  舟橋　整,  木村昌弘,  佐藤幹則,  岡田祐

二,  桑原義之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

大学 長期生存が得られた胃小細胞癌の症例報告と
臨床病理学的検討

舟橋　整,  若杉健弘,  松尾洋一,  石黒秀行,  三
井　章,  木村昌弘,  桑原義之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 膵管癒合不全に合併した十二指腸乳頭部癌の

2例
松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  沢井博純,  舟
橋　整,  岡田祐二,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

大学 限局型キャッスルマン病の1例 佐藤陽子,  鈴木達也,  近藤知史,  藤井義敬 第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

NTT西日本東
海病院

当院のNSTの取り組みと現状　要望演題9「NST
の取り組みと現状」

柴田直史,  福井拓治 第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

掛川市立総合
病院

腹腔鏡下虫垂切除術における当院での手技の
選択肢と変遷　主題関連演題6「腹腔鏡下虫垂

切除術1」

佐川弘之,  神谷保廣,  羽藤誠記,  服部浩次,
伊藤慶則,  宮前　拓,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

掛川市立総合
病院

単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の短期滞在手術
への導入(安全な導入と手技の定型化を目指し

て)　要望演題4「Day surgeryとその問題点」

服部浩次,  神谷保廣,  羽藤誠記,  伊藤慶則,
宮前　拓,  佐川弘之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

掛川市立総合
病院

低肺機能患者の難治性自然気胸に対する自己
血注入による癒着療法の検討　要望演題17「難
治性気胸・胸膜中皮腫」

宮前　拓,  佐川弘之,  伊藤慶則,  服部浩次,  羽
藤誠記,  神谷保廣,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

掛川市立総合
病院

腹腔鏡下総胆管結石手術で総胆管からC tube
を留置した1例

伊藤慶則,  神谷保廣,  羽藤誠記,  服部浩次,
宮前　拓,  佐川弘之,  竹山廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

膜構造・神経走行を重要視して標準化させた腹
腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)と腹壁瘢

痕ヘルニア修復術　総会特別企画1ﾋﾞﾃﾞｵ特別

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「名人が魅せるオープン手術vs内視
鏡手術」

早川哲史 第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃癌手術における術中偶発症とその
対策　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「胃癌の内視鏡下手術

(ヒヤリハット集)」

谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,  松下知可,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮井博隆,  山
本　稔,  清水保延,  真辺忠夫

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

術者・助手の鉗子展開方向と牽引軸を重要視
した腹腔鏡下直腸癌手術の標準術式　ﾋﾞﾃﾞｵｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ4「腹腔鏡下直腸癌手術における安全
な剥離と切除」

早川哲史,  宮井博隆,  田中守嗣,  山本　稔,  松
下知可,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  齊藤

健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  清水保延,  真辺
忠夫

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の成績　ﾊﾟﾈﾙ
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ4「胃癌腹腔鏡手術の長期成績・予
後」

宮井博隆,  谷村愼哉,  早川哲史,  田中守嗣,
松下知可,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長
島美貴,  齊藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  山
本　稔,  清水保延

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

術者・助手の鉗子展開方向と膜構造を重要視
した腹腔鏡下胃切除術　ﾋﾞﾃﾞｵでみるこだわりの
手術手技「胃1」

早川哲史,  宮井博隆,  田中守嗣,  牛込　創,  佐
藤怜央,  小森徹也,  齊藤健太,  佐藤崇文,  野
澤雅之,  山本　稔,  清水保延,  真辺忠夫

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

大腸癌と鑑別に苦慮した骨盤内放線菌症の1
例

小森徹也,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
山本　稔,  宮井博隆,  野澤雅之,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  牛込　創,  佐藤怜央

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃瘻造設術が有用であった一例 佐藤崇文,  早川哲史,  田中守嗣,  松下知可,
長島美貴,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  齊
藤健太,  野澤雅之,  宮井博隆,  山本　稔,  清水

保延,  幸　大輔,  山田　健

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

閉鎖孔ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の有
用性に対する検討

齊藤健太,  早川哲史,  田中守嗣,  佐藤崇文,
松下知可,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  長
島美貴,  野澤雅之,  宮井博隆,  山本　稔,  清水
保延

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

乳腺悪性葉状腫瘍の3例 松下知可,  加藤克己,  長島美貴,  川口暢子,
早川哲史,  田中守嗣,  清水保延

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

胆道狭窄症、総胆管結石症に対して総胆管切
開採石及び胆道形成術を施行した1例

佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
松下知可,  牛込　創,  小森徹也,  長島美貴,  齊
藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮井博隆,  山
本　稔

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

孤立性膵癌肺転移の一切除例 田中守嗣,  早川哲史,  山田　健,  幸　大輔,  松
下知可,  牛込　創,  佐藤怜央,  小森徹也,  齊藤

健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮井博隆,  山本

稔,  清水保延,  真辺忠夫

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

小腸疾患に対する腹腔鏡手術の有用性 野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
山本　稔,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  長
島美貴,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  松下
知可

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

門脈狭窄をきたした小児肝限局性結節性過形
成の1例

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  宮
井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  佐藤怜央,  小
森徹也,  松下知可

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

刈谷豊田総合
病院

当院における乳腺mucocele-like tumorの検討 長島美貴,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可 第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

第一なるみ病院 腸管嚢腫様気腫症を併発したMRSA腸炎の1
例

藤井　康,  高木　格 第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

名古屋共立病
院

当科におけるDay surgeryの現状と問題点　要

望演題4「Day surgeryとその問題点」

佐藤篤司,  春木伸裕,  寺下幸夫,  森洋一郎,
原田幸志朗,  齋藤慎一郎,  波戸ゆかり

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

名古屋共立病
院

左開胸開腹により安全に手術しえた巨大胃
GISTの一例

春木伸裕,  佐藤篤司,  寺下幸夫,  森洋一郎,
原田幸志朗,  齋藤慎一郎,  波戸ゆかり,  内藤
明広

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜転移の臨床病理学的検討と腹膜再発
の防止と治療；徐放化抗癌剤の腹膜内投与の
臨床応用　主題関連演題28「再発胃癌の治療
と進歩と限界」

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  今藤裕之,  社
本智也,  寺西　太,  安井　保,  赤毛義実,  竹山
廣光

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

守山市民病院 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72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
愛知県がんセン
ター

腹腔鏡補助下胃癌手術後の縫合不全・膵液
漏・腹腔内腫瘍発生の予測

森本　守,  伊藤誠二,  三澤一成,  伊藤友一,  金
城和寿,  服部憲史,  松井　聡,  小森康司,  金光

幸秀,  大澤高陽,  志村正博,  千田嘉毅,  佐野

力,  清水泰博

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

静岡がんｾﾝﾀｰ 急激な増大と腫瘍内出血により緊急手術を施
行した横行結腸間膜原発平滑筋肉腫の1例

安田　顕,  水野隆史,  金本秀行,  杉浦禎一,  住
吉辰朗,  鹿股宏之,  山本立真,  青木修一,  木
原康宏,  絹笠祐介,  坂東悦郎,  寺島雅典,  上
坂克彦

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

知多厚生病院 吻合部の血流と整容性を考慮した機能的端々
吻合における2nd fork使用法の工夫

角田直樹,  山岸庸太,  山田幸治,  村元雅之 第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月21日

名古屋市立西
部医療センタ城
北病院外科

中心壊死をきたし消化管出血にて発症した胃
原発巨大GISTの1例

安藤拓也,  榊原堅式,  中前勝視,  近藤直人,
榊原一貴

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月22日

トヨタ記念病院 胃小細胞癌の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72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月22日

豊川市民病院 鼠径部膀胱ヘルニアの1例 林　久乃,  高嶋伸宏,  西田　勉,  柄松章司,  篠
田憲幸,  杉浦弘典,  三田圭子,  堅田武保,  藤
幡士郎,  中屋誠一

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月22日

都立駒込病院 閉経後乳癌ホルモン治療の現状と展望－Seed
and Soil 仮説から考える－

山下年成 第72回日本臨床外科学会総会,
ランチョンセミナー,  2010年11月
21-23日(横浜)

2010年11月22日

名古屋記念病
院

尿閉を伴った後腹膜傍神経節腫の一切除例 福岡伴樹,  三輪高也,  澤木康一,  稲岡健一,
間下直樹,  村井俊文,  武内有城,  佐野正明,
山村義孝

第72回日本臨床外科学会総会,
2010年11月21-23日(横浜)

2010年11月23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,  鈴木　昌,  竹山廣光,  水
野　章,  石川　周,  真下啓二,  久保正二,  横山

隆,  竹末芳生,  末田泰二郎,  及川　悟

第58回日本化学療法学会総会西

日本支部総会,  2010年11月25-26
日(大分)

2010年11月25日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 XEROX療法に対するチーム医療の実践と課題 佐藤幹則,  高山　悟,  石黒秀行,  原　賢康,  竹

山廣光
第65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

刈谷豊田総合
病院

Pagetoid spreadを伴う肛門管原発印環細胞癌

の2例
宮井博隆,  早川哲史,  山本　稔,  宇佐美詞津
夫

第65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

刈谷豊田総合
病院

Apocrine Hidrocystomaと考えられた肛門管嚢

胞腫瘤の1例
山本　稔,  早川哲史,  宮井博隆,  宇佐美詞津
夫

第65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

名古屋共立病
院

慢性腎不全患者に発症した下部消化管穿孔14
例の検討

森洋一郎,  寺下幸夫,  原田幸志朗 第65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

名古屋共立病
院

腸管虚血症例19例の検討 寺下幸夫,  森洋一郎,  原田幸志朗 第65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

松波総合病院 当科における大腸癌化学療法における分子標
的薬の使用成績

小林建司,  大原永子,  東　雅朗,  湯澤浩之,  上
田修久,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

松波総合病院 高齢者に発症した大腸型クローン病の1例 大原永子,  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65回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2010年11月26-27日(浜松)
2010年11月26日

聖隷三方原病
院呼吸器ｾﾝﾀｰ
外科

気管支鏡にて菌塊が確認できた右肺アスペル
ギローマの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39回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2010年12月4日(名古

屋)

2010年12月4日

鈴鹿中央総合
病院

両側胸水にて発見された転移性癌性胸膜炎の
１例

川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第40回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2010年12月4日(名古

屋)

2010年12月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫 真菌感染を認めた気管支カルチノイドの1例 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,

横田圭右,  藤井義敬

第40回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2010年12月4日(名古

屋)

2010年12月4日

刈谷豊田総合
病院

気管腺様嚢胞癌にて気管切除，甲状腺喉頭全
摘，縦隔気管瘻増設術を施行した１例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第40回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2010年12月4日(名古

屋)

2010年12月4日

掛川市立総合
病院

単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の定型化と他の術
式への展開

服部浩次 第15回愛知内視鏡外科研究会,
2010年12月4日(小牧)

2010年12月4日

都立駒込病院 乳癌薬物療法におけるタキサンの役割 山下年成 第7回日本乳癌学会関東地方会,
ランチョンセミナー,  2010年12月4
日(大宮)

2010年12月4日

刈谷豊田総合
病院

示指頭大の肺動脈出血孔に対してTachoComb
にて止血し得た１例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第8回東海呼吸器外科懇談会,
2010年12月7日(名古屋)

2010年12月7日

愛知県がんセン
ター中央病院

The stage study: A phase III comparison
anastrozole plus goserelin with tamoxifen plus
goserelin as pre-operative treatments in pre-
menapousal breast cancer patients

Sagara Y,  Masuda N,  Iwata H,  Nakamura S,
Yanagita Y,  Nisimura R,  Iwase H,  Kamigaki S,
Takei H,  Noguchi S

33rd Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  general
poster,  Dec8-12,
2010(SanAntonio/USA)

2010年12月10日

腫瘍・免疫 Estrogen receptor-positive breast cancer in
Japanese women: trends in incidence,
characteristics,  and prognosis

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

33rd Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec8-12,
2010(SanAntonio/USA)

2010年12月10日

愛知県がんセン
ター中央病院

An approach for the differential diagnosis of
primary lung cancer and breast cancer relapse
presenting as a solitary pulumonary nodeke in
patients after breast surgery

Fujita T,  Hayashi H,  Hattori M,  Horio A,
Yamada M,  Ushio A,  Gondou N,  Adachi E,
Sueta A,  Iwata H

33rd Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  general
poster,  Dec8-12,
2010(SanAntonio/USA)

2010年12月12日

松波総合病院 SILS portTMを使用した単孔式腹腔鏡下結腸
切除術の適応と限界

小林建司,  大原永子,  東　雅朗,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第16回岐阜内視鏡外科研究会,
2010年12月11日(岐阜)

2010年12月11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

急性虫垂炎と鑑別が困難な回腸末端炎の2例 小倉　薫,  原普二夫,  冨重博一,  日比将人,  加
藤充純,  中井英剛,  吉川哲史,  橋本　俊

第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(静岡)
2010年12月12日

藤田保健衛生
大学小児外科

胆道閉鎖症術後32年を経過した症例に生じた

管内結石に対し,  経腸的に採血を施行した1例
日比将人,  橋本　俊,  加藤充純,  原普二夫,  冨
重博一,  小倉　薫

第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(静岡)
2010年12月12日

藤田保健衛生
大学小児外科

化学療法後に生体肝移植術を選択した門脈腫
瘍栓を伴う1歳のStageIIIB肝芽腫症例

原普二夫,  加藤充純,  日比将人,  小倉　薫,  冨
重博一,  橋本　俊,  杉岡　篤,  鈴木達也

第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(静岡)
2010年12月12日

藤田保健衛生
大学小児外科

発泡剤内服で胃内の存在が明瞭となった異物
誤飲症例

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

第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(静岡)
2010年12月12日

大学 先天性C型食道閉鎖症と先天性十二指腸閉鎖
症を合併した、極低出生体重児の治療

近藤知史,  鈴木達也,  佐藤陽子 第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(浜松)
2010年12月12日

大学 上腸間膜動脈症候群の1例 佐藤陽子,  近藤知史,  鈴木達也 第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(浜松)
2010年12月12日

掛川市立総合
病院

胆道穿孔に対して2期的手術を行った先天性

胆管拡張症の1例
神谷保廣,  佐川弘之,  宮前　拓,  伊藤慶則,  服
部浩次,  羽藤誠記

第44回日本小児外科学会東海地

方会,  2010年12月12日(浜松)
2010年12月12日
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