
発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

パンコースト肺癌と誤認した右肺癌肋骨転移の
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22回静岡呼吸器外科医会,
2011年1月15日(浜松)

2011年1月15日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

気管支鏡下気管支塞栓術（EWS）に胸腔鏡下
肺縫縮術を併用し、治癒せしめた難治性気胸
の1例

幸　大輔,  設楽将之,  山田　健 第22回静岡呼吸器外科医会,
2011年1月15日(浜松)

2011年1月15日

消化器外科学 わが国の栄養療法の将来を見つめて：外科医
の立場から

谷口正哲,  竹山廣光 第14回日本病態栄養学会年次学

術集会,  2011年1月15-16日(横浜)
2011年1月15日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

AMIに対しDES留置後stent malappositionと
stent fractureから超遅発性ステント血栓症を来

たした1例

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

第21回心血管画像動態学会,
2011年1月21-22日(愛媛)

2011年1月22日

藤田保健衛生
大学

化学療法後に肝移植術を選択した門脈腫瘍栓
をともなうStageIIIB肝芽腫の1例

原普二夫,  日比将人,  加藤充純,  小倉　薫,  冨
重博一,  橋本　俊,  菅田　健,  中井英剛,  吉川
哲史

日本小児肝癌スタディグループ
JPLT研究会,  2011年1月22日(東
京)

2011年1月22日

鈴鹿中央総合
病院

高齢者肺癌患者の現状と評価について 水野幸太郎,  川野　理,  深井一郎 第21回三重県呼吸不全研究会,
2011年1月22日(津)

2011年1月22日

聖隷三方原病
院

胸腺原発非定型カルチノイドの1手術例 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30回日本胸腺研究会,  2011年
2月5日　(長崎)

2011年2月5日

腫瘍・免疫外科
学

胸腺内に限局する胸腺腫に対する消先腫切除
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,  彦坂　雄,
横田圭右,  藤井義敬

第30回日本胸腺研究会,  2011年
2月5日(長崎)

2011年2月5日

刈谷豊田総合
病院

粗大な石灰化を伴い、奇形腫との鑑別が困難
であった胸腺腫の1例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第30回日本胸腺研究会,  2011年
2月5日(長崎)

2011年2月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

Ⅳa期胸腺腫に対し、胸膜肺全摘術を施行した

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30回日本胸腺研究会,  2011年
2月5日(長崎)

2011年2月5日

鈴鹿中央総合
病院

Transmanuburial approachを用いた胸壁および

胸骨浸潤肺癌の1切除例

川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第98回日本肺癌学会中部支部

会,  2011年2月5日(名古屋)
2011年2月5日

聖隷三方原病
院

食道癌リンパ節転移と肺癌リンパ節転移との鑑
別に苦慮した扁平上皮癌の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98回日本肺癌学会中部支部

会,  2011年2月5日(名古屋)
2011年2月5日

大学 乳児期に神経芽腫を発症し、11年後にEwing
肉腫、14年後に神経芽腫の再発と病理組織学

的に診断された1例

亀井美智,  伊藤康彦,  長屋嘉顕,  田代友加,
佐藤陽子,  近藤友史,  鈴木達也,  原普二夫

第59回東海小児がん研究会,
2011年2月5日(名古屋)

2011年2月5日

腫瘍・免疫外科
学

膿胸腔発生扁平上皮癌の1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35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日

名古屋市立東
部医療センター

症状出現後7日目に非観血的嵌頓整復術を

行った閉鎖孔ヘルニアの1例
芦刈周平,  田中宏紀,  谷脇　聡,  柴田康行,  友
田圭介,  遠藤克彦,  大久保友貴,  佐本洋介,
石川倫子

第35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日

刈谷豊田総合
病院

食餌性イレウスの2例 沼田幸英,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
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,  野沢雅之,  宮
井博隆,  山本　稔

第35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日

中野胃腸病院 腹腔鏡下低位前方切除術中に血胸を発症した
von Recklinghausen病の1例

前田頼佑,  深尾俊一,  鈴木智貴,  田中達也,
舟曳純仁,  前田祐三,  山崎雅彦

第35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日

名古屋共立病
院

S状結腸人工肛門閉鎖術後に縫合不全を合併
し、外来経過観察にて改善した一例

齋藤慎一郎,  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,  波戸ゆか
り

第35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 化学療法中に穿孔をきたした肺癌多発腹膜小

腸転移の1例
藤幡士郎,  佐々木信義,  西田　勉,  柄松章司,
篠田憲幸,  杉浦弘典,  髙嶋伸宏,  三田圭子,
堅田武保,  安藤菜奈子,  中屋誠一

第35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日

トヨタ記念病院 縦隔原発血管腫の1例 立松　勉,  齋藤雄史,山川洋右,佐竹　章,  杉野

安輝,  高木康之,  加藤誠章,  藤井美智子,  山
田　健

第35回愛知臨床外科学会,  2011
年2月11日(名古屋)

2011年2月11日

大学 名古屋市立大学病院で提供している4段階の

嚥下咀嚼訓練食の物性評価　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ3「病
院食改革」

伊藤明美,  太田美穂,  山田悠史,  杉岡佳世子,
嘉村由美子,  小澤元美,  三井　章,  祖父江和

哉,  山縣誉志江,  栢下　淳

第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日

大学 中心静脈カテーテル至適挿入長の簡易予測式
とその有用性の検証

嘉村由美子,  松尾洋一,  舟橋　整,  笹野　寛,
祖父江和哉,  竹山廣光

第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日

大学 胃食道逆流症治療のNissen手術後にダンピン
グ症候群を来たし、ミルク半固形化で血糖維持
可能であった一例

嘉村由美子,  伊藤孝一,  伊藤明美,  稲垣幸恵,
小澤元美,  山田悠史,  太田美穂,  三井　章,  祖
父江和哉

第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日

大隈病院 わが国の栄養療法の将来を見つめて：外科医
の立場から　薬剤師部会ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「がん
と栄養」

谷口正哲,  竹山廣光 第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日

大隈病院 がん治療における栄養管理　薬剤師部会ﾊﾟﾈﾙ
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ「がんと栄養」

谷口正哲 第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日

泰玄会病院 栄養剤投与量に関する考察第3報　要望演題7
「慢性期医療施設の栄養管理」

長谷川正光,  野田　武,  北村洋子,  貫井裕次,
松田直美,  保原怜子,  山本貴子,  北林　紘,  杉
山桃子,  宇都宮成洋

第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日

泰玄会病院 安定した状態での経腸栄養患者のBMI,  投与

カロリー,  体重当りカロリーについて　要望演題

7「慢性期医療施設の栄養管理」

長谷川正光,  中川京子 第26回日本静脈経腸栄養学会,
2011年2月17-18日(名古屋)

2011年2月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 当院における抗菌薬適正使用への取り組みと

その成果－届出制から介入へ－
小林建司,  松本理恵,  黒宮浩嗣,  中山清吾,
五十川将弘,  文字雅義

第26回日本環境感染学会総会,
2011年2月18-19日(横浜)

2011年2月19日

掛川市民病院 単孔式胆嚢摘出術の定型化と他の術式への応
用

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3回単孔式内視鏡手術研究会,
2011年2月19日(東京)

2011年2月19日

大学 SILS bariatric surgery for animal model Takayama S,  Sakamoto M,  Takeyama H The International Federation of
Surgery Obesity-Asia Pacific
Chapter & Japanese Society for the
Surgery of Obesity and Metabolic
Disorder Congress 2011,  Feb22-
25,  2011(Rusutsu)

2011年2月22日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

胸腔鏡下肺区域切除術における色素注入法を
用いた区域間の同定法

幸　大輔,  設楽将之,  山田　健 第20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月25日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

甲状腺喉頭全摘および縦隔気管瘻造設術を施
行した気管腺様嚢胞癌の１例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月25日

腫瘍・免疫外科
学

高度肺浸潤を認めたIVa期胸腺腫に対する一
期的胸膜肺全摘術

横田圭右,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  奥田勝裕,  設楽将之,  藤井義敬

第20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月25日

聖隷三方原病
院

上大静脈を合併切除した胸腺原発カルチノイド
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20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月25日

聖隷三方原病
院

気管分岐部・左房浸潤を認めた右肺扁平上皮
癌に対する拡大手術

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20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月25日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

甲状腺喉頭全摘術ならびに縦隔気管瘻造設術
を施行した気管腺様嚢胞癌の1例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月26日

鈴鹿中央総合
病院

上下葉切除術後の中葉捻転予防のためにス
テープルラインと心嚢を縫合固定し良好な経過
を得た1例

水野幸太郎,  川野　理,  深井一郎 第20回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2011年2月25-27日(富
良野)

2011年2月26日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃切除術後の膵液瘻症例の検討　要
望演題(ﾐﾆﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ)3「胃体上部早期胃癌に
対する手術術式

宮井博隆,  早川哲史,  田中守嗣,  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,  山本　稔,  清水保延

第83回日本胃癌学会総会,  2011
年3月3-5日(三沢)

2011年3月3日

愛知県がんｾﾝ
ﾀｰ

幽門周囲リンパ節転移から見た幽門保存胃切
除術の適応

金城和寿,  三澤一成,  伊藤誠二,  伊藤友一,
清水泰博,  佐野　力,  金光秀幸,  小森康司,  千
田嘉毅,  森本　守,  志村正博,  松井　聡

第83回日本胃癌学会総会,  2011
年3月3-5日(三沢)

2011年3月3日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

腹部大動脈瘤手術後Y脚吻合部瘤に対してス

テントグラフト内挿術を施行した1例
沼田幸英,  神谷信次,  斎藤隆之,  山中雄二 第19回日本血管外科学会東海北

陸地方会,  2011年3月5日(福井)
2011年3月5日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

腹部大動脈瘤破裂術後、空置総腸骨動脈瘤に
対して瘤切除を施行した1例

神谷信次,  沼田幸英,  斎藤隆之,  山中雄二 第19回日本血管外科学会東海北

陸地方会,  2011年3月5日(福井)
2011年3月5日

がん・感染症セ
ンター都立駒込
病院

<ランチョンセミナー>乳癌における分子標的治
療の戦略

山下年成 第8回乳癌学会東北地方会,
2011年3月5日(仙台)

2011年3月5日

成田記念病院 切除不能転移性結腸癌に対するTS-
1+Irinotecan+Bevacizumab併用療法の治療経
験

栗本昌明 第9回東三河消化器癌治療セミ

ナー,  2011年3月11日(豊橋)
2011年3月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院循環器外
科

An Arterial Pressure-Based Cardiac Index
Measurement during Primary Percutaneous
Coronary Intervention Predicts Clinical
Outcomes in Patients with ST-Elevation
Myocardial Infarction

Harada M,  Miyoshi A,  Asano Y,  Kajiguchi M,
Kamiya S,  Saito T,  Yamanaka Y,  Mokuno S

The 75th Annual Scientific
Meeting of the Japanese
Circulation Society,  Mar18-20,
2011(Yokohama)

2011年3月19日

大学 Minimum invasive colorectal surgery Takayama S,  Hara M,  Sato M,  Takeyama H Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic
Surgeons 2011(SAGES),  Mar30-
Apr2,  2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年3月30日

大学 Laparoscopic major hepatic resection Inagaki H,  Kurokawa T,  Yokoyama T,  Kikuchi
M,  Ito N,  Yokoyama Y,  Takeyama H,  Nonami
T

Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic
Surgeons 2011(SAGES),  Mar30-
Apr2,  2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年3月30日

掛川市民病院 Our new method of Roux en Y reconstruction
with pouch in laparoscopically assisted total
gastrectomy

Hattori K,  Kamiya Y,  Hato M,  Ito Y,
Miyamae T,  Sagawa H

Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic
Surgeons 2011(SAGES),  Mar30-
Apr2,  2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年3月30日

名古屋市立東
部医療センター

乳腺扁平上皮癌の１例 石川倫子,  谷脇　聡,  柴田康行,  友田佳介,  遠
藤克彦,  大久保友貴,  佐本洋介,  芦刈周平,
伊藤由加志,  田中宏紀

第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日

腫瘍・免疫外科
学

乳管内乳頭腫と線維腺腫を伴った潜在性乳癌
の一例

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

第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日

刈谷豊田総合
病院　　　　　呼
吸器外科

肺MALTリンパ腫の3手術例 設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日

刈谷豊田総合
病院

原発性肺癌の小腸転移による腸重積の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,  野澤雅之,  佐藤崇文,  齊
藤健太,  牛込　創,  佐藤怜央,  松下知可

第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 イレウスで来院し腹腔鏡下に解除した虫垂憩室

穿孔の1例
藤播士郎,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄松章司,  杉
浦弘典,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  堅田武保,  安
藤菜奈子,  中屋誠一,  佐々木信義

第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日

松波総合病院 上行結腸軸捻転をきたした結腸固定異常の2例 東田昭彦,  大原永子,  花立史香,  東　雅朗,  上
田修久,  小林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日

愛知県がんｾﾝ
ﾀｰ

Kras遺伝子解析により術前診断した原発性膵

癌の1例
松井　聡,  清水泰博,  佐野　力,  千田嘉毅,  金
光幸秀,  伊藤誠二,  小森康司,  三澤一成,  伊
藤友一,  石黒成治,  森本　守,  志村正博,  金城

和寿,  服部憲史,  大沢高陽,  二村雄次

第281回東海外科学会,  2011年4
月10日(名古屋)

2011年4月10日

腫瘍・免疫外科
学

漏斗胸と睡眠障害 近藤知史 第3回桜山睡眠研究会,  2011年4
月14日(名古屋)

2011年4月14日

腫瘍・免疫外科
学

初回治療としてアロマターゼ阻害剤（AI）を使用
した乳癌症例の検討

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

第50回東海乳腺疾患懇話会,
2011年4月16日(名古屋)

2011年4月16日

湘南鎌倉総合
病院

臍創部2port+no port Needle鉗子で行う腹腔鏡
下手術

服部浩次,  渡部和巨,  荻野秀光,  下山ライ,  河
内　順,  中山文彦,  池谷祐樹,  大田修平,  西田

智喜,  加藤一郎,  神谷保廣,  羽藤誠記,  伊藤

慶則,  宮前　拓,  佐川弘之

第5回Needlescopic Surgery
Meeting,  2011年4月16日(横浜)

2011年4月16日

大学 Interleukin-1alpha regulates VEGF production
from gastric cancer cell lines and is associated
with both metastatic potential and angiogenesis

Matsuo Y,  Wakasugi T,  Funahashi H,  Koide S,
Ochi N,  Takayama S,  Sato M,  Okada Y,
Takeyama H

9th International Gastric Cancer
Congress(IGCC),  Apr20-23,
2011(Seoul/Korea)

2011年4月20日

大学 Zerumbone, a component of subtropical ginger,
inhibits angiogenesis via reduction of VEGF
secretion in gastric cancer

Tuboi K,  Matsuo Y,  Koide S,  Wakasugi T,
Ochi N,  Sato M,  Funahashi H,  Okada Y,
Takeyama H

9th International Gastric Cancer
Congress(IGCC),  Apr20-23,
2011(Seoul/Korea)

2011年4月20日

大学 Bone marrow recurrence from early gastric
cancer developed more than five years after
curative operation and well-responded to S-1

Wakasugi T,  Funahashi H 9th International Gastric Cancer
Congress(IGCC),  Apr20-23,
2011(Seoul/Korea)

2011年4月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 Two long-term survivors of gastric small cell

carcinoma and examine the prognostic factor by
using immnohistochemical analysis

Funahashi H,  Wakasugi T,  Shiozaki M,  Ogawa
R,  Hara M,  Ochi N,  Sakamoto M,  Matsuo Y,
Mitsui A,  Takayama S,  Kimura M,  Sato M,
Okada Y,  Kuwabara Y,  Takeyama H

9th International Gastric Cancer
Congress(IGCC),  Apr20-23,
2011(Seoul/Korea)

2011年4月20日

名古屋市立名

古屋市立緑市

民病院

Prophylaxis and treatment of peritoneal
metastasis in advanced gastric cancer with
intraperitoneal(I.P.) administration of liposome-
carboplatin(Lipo-CBDCA) and its clinical trial
in P.C.

Mizuno I,  Yotsuyanagi T,  Ishida M,  Morri N,
Shamoto T,  Teranishi F,  Yasui T,  Akamo Y,
Wakasugi T,  Takeyama H

9th International Gastric Cancer
Congress(IGCC),  Apr20-23,
2011(Seoul/Korea)

2011年4月20日

心臓血管外科
学

下肢動脈疾患に対しHybrid治療を行った３例 鵜飼知彦,  水野明宏,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月21日

心臓血管外科
学

成人期大動脈離断症の外科治療 浅野實樹,  水野明宏,  鵜飼知彦,  野村則和,
三島　晃

第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月21日

心臓血管外科
学

全身性エリテマトーデス患者に発生した腹部大
動脈破裂の1例

水野明宏,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月21日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

複数回の心臓血管術後に生じた感染性上行大
動脈仮性瘤に対する外科治療の1例

斉藤隆之,  山中雄二,  神谷信次 第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月21日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

多発性感染性大動脈瘤に対する1手術例 山中雄二,  神谷信次,  斉藤隆之 第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月21日

心臓血管外科
学

内腸骨動脈瘤に対するハイブリッド治療の経験 野村則和,  浅野實樹,  鵜飼知彦,  水野明宏,
下平政史,  三島　晃

第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院循環器外
科

急性動脈閉塞を初発症状とした両側膝窩動脈
瘤の１例

神谷信次,  斎藤隆之,  山中雄二 第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月22日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

複数回の心臓血管手術後に生じた感染性上甲
大動脈仮性瘤に対する外科治療の一例

斉藤隆之,  神谷信次,  山中雄二 第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月22日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

多発制感染症大動脈瘤に対する一手術例 山中雄二,  神谷信次,  斎藤隆之 第39回日本血管外科学会学術総

会,  2011年4月20-22日(沖縄)
2011年4月22日

刈谷豊田総合
病院

＜要望ビデオ＞甲状腺喉頭全摘術ならびに縦
隔気管瘻造設術を施行した気管腺様嚢胞癌の
1例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

名古屋徳洲会
総合病院

大動脈弓部置換により完全切除できた左上葉Ｔ
４肺癌の1例

可児久典,  坂本宣弘,  神谷賢吾,  林　久乃,  大
橋壮樹,  平井康隆,  矢野智紀,  彦坂　雄

第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

甲状腺喉頭全摘術ならびに縦隔気管瘻造設術
を施行した気管腺様嚢胞癌の1例

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

原発性肺癌に対する胸腔鏡下肺切除術クリティ
カルパスの有用性

幸　大輔,  設楽将之,  山田　健 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

聖隷三方原病
院

抗癌剤感受性からみた非小細胞肺癌の臨床病
理学的特徴

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28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

聖隷三方原病
院

肺癌周術期血栓症予防のための血栓症発症リ
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28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

日本呼吸器外科学会賞受賞講演：呼吸器外科
疾患、とくに胸腺腫に対する個別化治療の確立
をめざして

矢野智紀 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(大分)
2011年5月12日

腫瘍・免疫外科
学

肺癌に対する肺全摘術の手術適応-術後予測
肺機能および一側肺動脈閉塞試験における平
均肺動脈圧の検討

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

第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

鈴鹿中央総合
病院

気胸手術後再発症例の検討 水野幸太郎,  川野　理,  深井一郎 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月12日

鈴鹿中央総合
病院

Induction chemotherapy後の気管楔状切除を伴
う右肺全摘術

川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月13日

聖隷三方原病
院

術前導入化学放射線療法を施行したT4肺癌16
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28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月13日

トヨタ記念病院 CTによる術前肺血管評価 齋藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右 第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月13日

腫瘍・免疫外科
学

線維化像を伴う肺癌症例における述語間質性
肺炎急性増悪因子の検討

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

第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月13日

腫瘍・免疫外科
学

<要望ビデオ>高度肺浸潤を認めたIVa期胸腺
腫に対する一期的胸膜肺全摘術

横田圭右,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山

悟,  彦坂　雄,  奥田勝裕,  設楽将之,  藤井義敬

第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月13日

腫瘍・免疫外科
学

悪性腫瘍に対する肺部分切除術時洗浄細胞診
の意義についての検討

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

第28回日本呼吸器外科学会総

会,  2011年5月12-13日(別府)
2011年5月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年

ACC Entecavir for the prevention of chemotherapy-
induced hepatitis B virus (HBV) reactivation in
breast cancer patients with chronic HBV
infection

Hattori M,  Ito Y,  Takahashi S,  Inoue K,  Iwata
H,  Hatake K

OOTR 7th Annual Conference,
may13-14,  2011(HongKong)

2011年5月13日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

講演；乳癌の最新治療 柄松章司 第1回豊川市乳がん市民公開講

座　2011/5/14(豊川)
2011年5月14日

藤田保健衛生
大学

左胃動脈,  左右下横隔膜動脈‐肺静脈シャント
および肝肺症候群を合併したアランチウス管開
存症の一例

鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純,
近藤知史,  佐藤陽子

第24回日本小児脾臓研究会,
2011年5月14日(山梨)

2011年5月14日

大学 Role of CXC-Chemokines/CXCR2 biological
axis in pancreatic cancer

Matsuo Y,  Ochi N,  Yasuda A,  Sawai H,  Koide
S,  Funahashi H,  Okada Y,  Takeyama H,  Guha
S

The Joint International Meeting of
The 76th Annual Meeting of the
Japanese Society for Interferon and
Cytokine Research The 19th
International Symposium of
Macrophage Molecular and Cell
Biology (JSICR-MMCB2011),
May25-27,  2011(Osaka)

2011年5月25日

大学 膵癌におけるProtein Kinase D(PKD)の役割と

PKD阻害剤の効果の検討

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

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

大学 多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌細胞に対す
る影響

舟橋　整,  原　賢康,  若杉健弘,  松尾洋一,  石
黒秀行,  高山　悟,  三井　章,  木村昌弘,  佐藤

幹則,  岡田祐二,  桑原義之,  竹山廣光

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

大学 Gemcitabine耐性膵癌細胞株はCXCL8産生・分
泌の亢進により血管新生を促進する

小出修司,  松尾洋一,  越智靖夫,  原　賢康,  若
杉健弘,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  桑原義之,  竹山廣光

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

大学 膵癌細胞におけるProtein kinase D1(PKD1)の
生物学的役割

越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,  竹山廣光,
Guha S

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 大腸癌におけるCD44variavnt6発現の臨床病

理学的意義
塩﨑みどり,  石黒秀行,  桑原義之,  木村昌弘,
三井　章,  長縄康浩,  竹山廣光

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

大学 大腸癌stageⅡ患者の予後規定因子としての血

中IL-6値の有用性

原　賢康,  長﨑高也,  塩﨑みどり,  石黒秀行,
高山　悟,  三井　章,  木村昌弘,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

大学 膵頭十二指腸切除後における膵液瘻の発生要
因とその対策について

岡田祐二,  松尾洋一,  仲井　希,  塩﨑みどり,
原　賢康,  坂本雅樹,  越智靖夫,  若杉健弘,  石
黒秀行,  高山　悟,  三井　章,  舟橋　整,  木村

昌弘,  佐藤幹則,  桑原義之,  竹山廣光

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

大学 Recent colorectal surgery toward NOTES 高山　悟,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

刈谷豊田総合
病院

鏡視下手術を中心とした新しい教育的手術室
の構築

早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,  山本　稔,  野
澤雅之,  宮井博隆,  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111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

刈谷豊田総合
病院

小児鼠径ヘルニア修復術における
Laparoscopic percutaneous extraperitoneal
closeteの有用性

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

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下総胆管切石術における総胆管Tube挿
入法の工夫

山本　稔,  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,  野澤雅之,  佐藤崇文,  宮井博隆,  清水

保延,  真辺忠夫

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

刈谷豊田総合
病院

当院での腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 佐藤崇文,  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,  野澤雅之,  宮井博隆,  山本　稔,  清水

保延,  幸　大輔,  山田　健,  加藤克己,  宇佐美

詞津夫,  真辺忠夫

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

80歳以上高齢者胃癌患者に対する腹腔鏡下手
術の検討

宮井博隆,  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,  設楽将之,  佐藤崇文,  野澤雅之,  幸
大輔,  山本　稔,  山田　健,  加藤克己,  清水保
延

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

刈谷豊田総合
病院

成人腸重積症17例の検討～腹腔鏡下手術は
有用か～

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,  佐藤怜央,  小森徹也,  松下
知可

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

名古屋市立緑

市民病院

転移部位治療を目指した徐放化抗癌剤による
腹膜播腫の防止と治療；水酸アパタイト(HAp)
細粒およびliposomeによる徐放化

Carboplatin(CBDCA)の腹腔内投与(i.p.)の基礎
的検討と進行胃癌における臨床応用の試み

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  社本智也,  寺
西　太,  今藤裕之,  赤毛義実,  竹山廣光,  四ツ
柳智久

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

腫瘍・免疫外科
学

胸腺腫治療の新たなる展開 再発胸腺腫に対す
る予後因子の検討

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

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月26日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳癌術後骨単独転移症例の検討 藤田崇史,  林　裕倫,  服部正也,  堀尾章代,  山
田　舞,  末田愛子,  牛尾文,  足立理恵,  権藤な

おみ,  岩田広治

第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年4月10日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

肺癌手術における開胸時,  閉胸時洗浄細胞診
の臨床的意義

山田　健,  幸　大輔,  設楽将之 第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月10日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

自然気胸術後再発低減に対する再生酸化セル
ロース膜を用いた被覆の有用性についての検
討

幸　大輔,  設楽将之,  山田　健 第111回日本外科学会定期学術

集会,  2011年5月26-28日(東京)
2011年5月10日

刈谷豊田総合
病院

左側結腸癌に対する腹腔鏡手術におけるポー
トサイトの工夫と定型化

野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
北上英彦,  山本　稔 ,  齊藤健太,  中村謙一,
牛込　創,  佐藤怜央,  小森徹也

第25回東海大腸外科治療研究

会,  2011年6月3日(名古屋)
2011年6月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

非結核性抗酸菌症（NTM）に対して外科的切

除を施行した34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86回日本結核病学会総会シン

ポジウム,  2011年6月2-3日(東京)
2011年6月3日

いなべ総合病
院

ミニ・レクチャー－付典型症例集:顕著な体重減
少がある胃癌患者の周術期栄養管理

石川雅一,  瀬古ちさと,  伊藤広樹,  藤田征志,
小林郁美

第13回三重NST研究会学術集会,
2011年6月4日(伊賀市)

2011年6月4日

腫瘍・免疫外科
学

A study of the recurrence score by the 21-gene
signatureassay as a predictor of clinical response
to neoadjuvant exemestane for 24 weeks in
estrogen receptor-positive breast cancer

Masuda N,  Toi M,  Ueno T,  Yamashita T,  Daji
S,  Kuroi K,  Sato N,  Takei H,  Ya,mamoto Y,
Ohno H,  Yamashita H,  Hisamatsu K,  Aogi H,
Iwata H,  Saji S,  Sasano H

2011 ASCO Annual Meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月4日

国立がん研究
センター中央病
院

Neoadjuvant anastrozale or tamoxifen for
premenopausal breast cancer : Ki67 expression
data from the STAGE study

Kinoshita K,  Masuda N,  Iwata H,  Nakamura S,
Yanagita Y,  Nishimura R,  Iwase H,  Kamigaki
S,  Takei H,Noguchi S

2011 ASCO annual meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月5日

Massachusetts
general Hospital
Cancer Center

A Phase Ⅲ trial of adjuvant neratinib(NER)
after trastuzumab(TRAS) in women with early-
stage HER2+ breast cancer(BC)

Gross P.E.,  Barrios C.H.,  Chan A,  Chia S.K.,
Delaloge S,  Ejlertsen B,  Ingle J.N. Moy B,
Iwata H,  Holmes F.A.,  Mausi J,  Minckwitz G,
Han L,  Thiele A,  Agrapart V

2011 ASCO annual meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月6日

Massachusetts
general Hospital
Cancer Center

A randomaized, double-blind, placebo-controlled
murticenter phase Ⅲ study comparing
denosumab with placebo as adjuvant treatment
for women with early-stage

Gross P.E.,  Barrios C.H.,  Bell R,  Finkelstein
D,  Iwata H,  Martin M,  Braun H,  Dansey R.D.,
Coleman R.E.

2011 ASCO annual meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月6日

国立病院機構
大阪医療セン
ター

A study of the reccurence score by the 21 -gene
signiture assay as a predictor of clinical response
to neoadjuvant exemestane for 24 weeks in
estrogen receptor-

Masuda N,  Toi M,  Yamanaka T,  Ueno T,  Saji
S,  Kuroi K,  Sata N,  Takei H,  Yamamoto Y,
Ohno S,  Yamashita H,  Hisamatsu K,  Aogi K,
Iwata H,  Sasano H

2011 ASCO annual meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月6日

京都大学乳腺
外科

A multicenter phaseⅡ trial neoadluvant
letrozole plus low dose cyclophosphamide in
postmenopausal patients with estrogen receptor-
positive breast cancer

Ueno T,  Masuda N,  kamigaki S,  Morimoto T,
Nakamura S,  Kuroi K,  Iwata H,  Ohno S,
Tanaka M,  Toi M

2011 ASCO annual meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月6日

癌研究会有明
病院

Efficacy of first-line bevacizumab(Bev)
combined with weekly paclitaxel(ePac) for
HER2-negative metastatic breast cancer(MBC):
Results of a Japanese PhaseⅢ study(n=120)

Ito Y,  Masuda N,  Ohno S,  Iwata H,  kashiwaba
M,  Fujiwara Y,  kamigaki S,  Ueno T,
Takashima S

2011 ASCO annual meeting,
Jun3-7,  2011(Chicago/U.S.A.)

2011年6月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 当院における膵頭十二指腸切除術式の変更と

膵液瘻の発生　要望ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ4「膵切除術

後合併症対策1」

岡田祐二,  松尾洋一,  越智靖夫,  舟橋　整,  竹
山廣光

第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8日

大学 膵癌に対するProtein kinase D1(PKD1)の生物

学的効果　要望ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ6「肝胆膵領域に

おける分子標的治療/トランスレーショナルリ
サーチ」

越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,  竹山廣光 第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8日

大学 膵癌血管新生におけるProtein kinase D(PKD)
の役割　要望ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ6「肝胆膵領域にお

ける分子標的治療/トランスレーショナルリサー
チ」

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

第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8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,  越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,  竹
山廣光

第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8日

名古屋共立病
院

慢性腎不全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 第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8日

愛知県がんｾﾝ
ﾀｰ

原発巣術後に卵巣転移を切除した胆嚢癌の1
例

森本　守,  清水泰博,  佐野　力,  千田嘉毅,  小
森康司,  安藤公隆,  松井　聡,  志村正博,  二村
雄次

第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8日

静岡がんｾﾝﾀｰ 胆管非拡張型膵胆管合流異常に合併した胆
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,  上
坂克彦

第23回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2011年6月8-10日(東京)
2011年6月8日

名古屋市立緑

市民病院

胃癌腹膜転移・再発の防止と治療；臨床応用を
目指した徐放化抗癌剤(Liposome-
Carboplatin:L-C)の腹腔内投与(i.p.)

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  今藤裕之,  寺
西　太,  安井　保,  赤毛義実,  竹山廣光,  四ツ
柳智久

第27回日本DDS学会学術集会,
2011年6月9-10日(東京)

2011年6月9日

聖隷三方原病
院

気道ステント、充填術 棚橋雅幸 第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

完全胸腔鏡下肺葉切除における手縫い
Overholt法の有用性

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16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手術例

川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

鈴鹿中央総合
病院

摂食・嚥下機能障害のハイリスク患者に対する
周術期管理

水野幸太郎,  川野　理,  深井一郎 第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

聖隷三方原病
院

安全な気管分岐部切除再建を目指して 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34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

聖隷三方原病
院

<会長講演>外科医と気管支－患者さんと共に

33年－

丹羽　宏 第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

聖隷三方原病
院

空洞切開術、大胸筋弁充填術を施行した肺ア
スペルギローマの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34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

腫瘍・免疫外科
学

複雑気管・気管支形成術の安全性と工夫 右肺
上下葉管状切除術　残存中葉の捻転をいかに
予防するか?

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

第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

胸腔鏡下肺区域切除術における色素注入法を
用いた区域間の同定法

幸　大輔,  設楽将之,  山田　健 第34回日本呼吸器内視鏡学会総

会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

完全胸腔鏡下肺葉切除における気管支断端縫
合術-手縫いOverholt法の有用性-

設楽将之,  幸　大輔,  山田　健 第34回日本呼吸器内視鏡学会総

会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

胸腔鏡下に摘出した食道平滑筋種の1例 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
奥田勝啓,  横田圭右,  藤井義敬

第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日（浜
松）

2011年6月16日

聖隷三方原病
院

結核性気道狭窄に対するバルーン拡張術 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34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月17日

聖隷三方原病
院

低肺機能,  亜区域・区域気管支レベル発生扁
平上皮癌に対する区域気管支形成術

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34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月17日

聖隷三方原病
院

気管肉芽形成により気管切開チューブ抜去困
難をきたした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34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月17日

聖隷三方原病
院

気管内腫瘍に対する高周波スネアによる切除 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34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月17日

聖隷三方原病
院

<市民公開講座>肺癌時代を生き抜く　肺癌をよ
く知ろう－早期発見と早期治療－

丹羽　宏 第34回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2011年6月16-17日(浜松)
2011年6月18日

刈谷豊田総合
病院

音声・映像双方向性アノテーションシステムを使
用した腹腔鏡下胃癌手術　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5
「各科における最新の内視鏡手術(体腔鏡2)上
部消化管」

早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,  山本　稔,  齊
藤健太,  森本　守,  清水保延,  牛込　創,  佐藤

怜央,  野澤雅之

第36回日本外科系連合学会学術

集会,  2011年6月16-17日(東京)
2011年6月16日

大学 多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌に対する影

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「食成分と癌病態」

舟橋　整,  竹山廣光 第20回日本癌病態治療研究会,
2011年6月17-18日(東京)

2011年6月17日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

広背筋による横隔膜再建を伴う胸膜肺全摘術 山田　健,  幸　大輔,  立松　勉 第1回Japan Mesothelioma Interest
Group研究会,  2011年6月18日

2011年6月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔内から見た層解剖を重要視して一から始
める腹腔鏡下鼠径部ヘルニア修復術

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

第7回日本短期滞在外科手術研

究会学術総会,  2011年6月18日
(名古屋)

2011年6月18日

湘南鎌倉総合
病院

短期滞在手術への単孔式及び細径鉗子を用
いた胆嚢摘出術の応用

服部浩次,  篠崎伸明,  渡部和巨,  荻野秀光,
下山ライ,  河内　順,  神谷保廣,  羽藤誠記,  伊
藤慶則,  宮前　拓,  佐川弘之

第7回日本短期滞在外科手術研

究会学術総会,  2011年6月18日
(名古屋)

2011年6月18日

腫瘍・免疫外科
学

当院における漏斗胸手術 -歴史と治療成績- 近藤知史 第155回名古屋市立大学医学会

例会,  2011年6月21日(名古屋)
2011年6月21日

大学 特別講演Ⅰ「高齢者食道癌手術の問題点」 木村昌弘 第155回名古屋市立大学医学会

例会,  2011年6月21日(名古屋)
2011年6月21日

大学 膵癌におけるanti-CXCR2 Ab療法 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15回日本がん分子標的治療学

会学術集会,  2011年6月22-24日
(東京)

2011年6月22日

大学 Protein kinase D1 promotes proliferation,
invasion, and angiogenesis in vitro in human
pancreatic cancer cells

Ochi N,  Matsuo Y,  Okada Y,  Takeyama H The International College of
Surgeons The 57th Annual
Congress of the Japan Section and
The 27th Colorectal Conference in
Aichi(ICS),  June25,

2011年6月25日

大学 Baicalein, a component of scutellaria
baicalensis, induces apoptosis through down-
regulation of Mcl-1 in human pancreatic cancer
cells

Takahashi H,  Ochi N,  Matsuo Y,  Go VLW,
Eibl G,  Takeyama H

The International College of
Surgeons The 57th Annual
Congress of the Japan Section and
The 27th Colorectal Conference in
Aichi(ICS),  June25,

2011年6月25日

大学 Laparoscopic low anterior resection with rectal
reverse extraction technique

Takayama S,  Takahashi H,  Hara M,  Sato M,
Takeyama H

The International College of
Surgeons The 57th Annual
Congress of the Japan Section and
The 27th Colorectal Conference in
Aichi(ICS),  June25,

2011年6月25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

ｽﾘｶﾞﾗｽ影を呈し肺癌との鑑別が困難であった
転移性肺癌合併器質化肺炎

立松　勉,  幸　大輔,  山田　健 第99回日本呼吸器学会東海地方

会,  2011年6月25-26日(名古屋)
2011年6月25日

鈴鹿中央総合
病院

EWSを用いた気管支充填術が奏功した肺癌術
後肺瘻の一例

川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第99回日本呼吸器学会東海地方

会,  2011年6月25-26日(名古屋)
2011年6月25日

大学 在宅療養連携における病院看護師と近隣地域
訪問看護師の教育ニーズへの対応～倫理的問
題の事例検討を通して～

古賀和子,  坂本雅樹,  足立珠美,  前川有希,
池田美絵,  小黒智恵子,  梅田　恵

第22回日本在宅医療学会学術集

会,  2011年6月25-26日(名古屋)
2011年6月25日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

二弁置換術後13年目に発見された上行大動脈

瘤の1例
神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二 第54回関西胸部外科学会学術集

会,  2011年6月30-7月1日(高松)
2011年6月30日

聖隷三方原病
院

<教育講演>術前導入療法後の肺癌手術 丹羽　宏 第54回関西胸部外科学会学術集

会,  2011年6月30-7月1日(高松)
2011年6月30日

聖隷三方原病
院

進行肺癌に対する導入療法：心・大血管浸潤肺
癌手術例の治療成績

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54回関西胸部外科学会学術集

会,  2011年6月30-7月1日(高松)
2011年6月30日

心臓血管外科
学

ファロー四徴症術後の心房粗動に対しirregated
radiofrequency ablation-maza手術をした1例

鵜飼知彦,  福田恵子,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第54回関西胸部外科学会学術集

会,  2011年6月30-7月1日(高松)
2011年6月30日

刈谷豊田総合
病院循環器外
科

左房内巨大血栓を伴った僧帽弁狭窄症の1例 斉藤隆之,  神谷信次,  山中雄二 第54回関西胸部外科学会学術集

会,  2011年6月30-7月1日(高松)
2011年7月1日

腫瘍・免疫外科
学

Castleman病の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54回関西胸部外科学会学術集

会,  2011年6月30-7月1日(高松)
2011年7月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 Protein kinase D1(PKD1)の発現が膵癌細胞に

与える効果　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ5「分子標的1」
越智靖夫,  松尾洋一,  高橋広城,  岡田祐二,
竹山廣光

第20回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2011年6月30-1日(浜松)
2011年6月30日

大学 膵癌血管新生におけるLipocalin-2の役割　ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ10「血管新生」

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  沢井博純,  小
出修司,  高橋広城,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光,  Tong Z,  Guha S

第20回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2011年6月30-1日(浜松)
2011年6月30日

大学 膜結合ケモカイン(CX3CL1, CXCL16)の発現が
膵癌に及ぼす影響

高橋広城,  越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,
竹山廣光

第20回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2011年6月30-1日(浜松)
2011年6月30日

腫瘍・免疫外科
学

シングレアが著効した好酸球性胃腸炎の１例 佐藤陽子,  高木大輔,  近藤知史 第38回日本小児内視鏡研究会,
2011年7月2日(長野)

2011年7月2日

腫瘍・免疫外科
学

Postoperative acute exacerbation of pulmonary
fibrosis in lung cancer patients and preoperative
CT findings

Yano M,  Sasaki H,  Moriyama S,  Hikosaka Y,
Okuda K,  Yokot K,  Hara M,   Fujii Y

14th World Conference On Lung
Cancer,  Jul3-7,  2011(Amsterdam)

2011年7月4日

腫瘍・免疫外科
学

Evaluation of Kras Gene Mutation and Copy
number in Non-small Cell Lung Cancer

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

14th World Conference On Lung
Cancer,  Jul3-7,  2011(Amsterdam)

2011年7月5日

聖隷三方原病
院

GGO ratio on HRCT and SUV using PET
indicate limited surgery for cT1aN0M0
non-small-cell lung cancer

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

14th World Conference On Lung
Cancer,  Jul3-7,  2011(Amsterdam)

2011年7月7日

心臓血管外科
学

multi-detector-row (MD)-CTが診断,  治療に有
用であった新生児期冠動脈奇形の２手術例

鵜飼知彦,  水野明宏,  福田恵子,  野村則和,
浅野實樹,  三島　晃

第47回日本小児循環器学会総

会・学術集会,  2011年7月6-8日
(福岡)

2011年7月6日

国立病院機構
長良医療セン
ター

総肺静脈灌流異常症術後遠隔期のQOLと運動
耐容能についての検討

水野明宏,  浅野實樹,  福田恵子,  鵜飼知彦,
野村則和,  長崎里香,  山口幸子,  武田　裕,  三
島　晃

第47回日本小児循環器学会総

会・学術集会,  2011年7月6日-8日
(福岡)

2011年7月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 Zerumbone inhibits angiogenesis via reduction

of VEGF in AGS, gastric cancer cell line.
International Session1「Cancer Metabolism 1」

Tsuboi K,  Matsuo Y,  Shamoto T,  Nagasaki T,
Hirokawa T,  Shibata T,  Koide S,  Ochi N,
Wakasugi T,  Funahashi H,  Kimura M,  Okada
Y,  Takeyama H

日本外科代謝栄養学会第48回学

術集会,  2011年7月7-8日(名古屋)
2011年7月7日

大学 大腸癌手術における当院でのERASによる周術

期管理　Requested Session1「Enhanced
Recovery after Surgery」

原　賢康,  高橋広城,  高山　悟,  木村昌弘,  佐
藤幹則,  竹山廣光

日本外科代謝栄養学会第48回学

術集会,  2011年7月7-8日(名古屋)
2011年7月7日

大学 Scutellariabaicalensis（SB）およびSB由来ポリ
フェノールの膵臓癌に対する抗腫瘍効果につ
いて　Requested Session4「Cancer Metabolism」

高橋広城,  越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,
竹山廣光

日本外科代謝栄養学会第48回学

術集会,  2011年7月7-8日(名古屋)
2011年7月7日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

胃瘻造設判定因子としてのABCindexの可能性
について

長谷川正光 日本外科代謝栄養学会第48回学

術集会,  2011年7月7-8日(名古屋)
2011年7月7日

腫瘍・免疫外科
学

Number of recurrent lesions is  a prognostic
factor  in recurrent thymoma

Yano M,  Sasaki H,  Moriyama S,  Hkosaka Y,
Yokota K,  Masaoka A,  Fujii Y

2nd International Thymic
Malignancy Interest Group Annual
Meeting,  Jul8-9,
2011(Amsterdam)

2011年7月8日

腫瘍・免疫外科
学

<要望演題　乳癌薬物療法の展望>エストロゲン
レセプター陽性乳癌の薬物療法

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23回日本内分泌外科学会総

会,  2011年7月7-8日(東京)
2011年7月8日

鈴鹿中央総合
病院

先天性気管支閉鎖症の2例 川野　理,  水野幸太郎,  深井一郎 第41回呼吸器内視鏡学会中部支

部会,  2011年7月9日(名古屋)
2011年7月9日

名古屋徳洲会
総合病院

ＥＷＳにより治療した、胸部大動脈瘤術後有瘻
性膿胸の1例

神谷賢吾,  可児久典,  坂本宣弘,  佐川弘之,
佐野正明,  深井一郎

第41回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2011年7月9日(名古

屋)

2011年7月9日

聖隷三方原病
院

中間幹の閉塞、縦隔リンパ節腫大を来たし、肺
癌が疑われた気管支異物の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41回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2011年7月9日(名古

屋)

2011年7月9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

挿管後声門下狭窄をきたした１例 立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第41回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2011年7月9日(名古

屋)

2011年7月9日

大学 器械吻合器を用いた食道―胃管吻合法の工夫

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「食道再建術･吻合法の工夫」

桑原義之,  木村昌弘,  三井　章,  石黒秀行,  小
川　了,  塩﨑みどり,  舟橋　整,  若杉健弘,  長
縄康浩,  竹山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 腹腔鏡下直腸切除におけるループ針を用いた
single stapling techniqueによる反転法　企画関

連口演87「鏡視下手術　大腸-5」

原　賢康,  高山　悟,  佐藤幹則,  竹山廣光 第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 Hemi-Double stapling 法を用いた幽門側および

噴門側胃切除後の再建術　企画関連口演4「胃
切除後再建法-4」

三井　章,  桑原義之,  木村昌弘,  石黒秀行,  小
川　了,  塩﨑みどり,  舟橋　整,  若杉健弘,  原
賢康,  竹山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 高齢者食道癌手術の問題点－周術期合併症
を中心に－

木村昌弘,  桑原義之,  三井　章,  石黒秀行,  小
川　了,  塩﨑みどり,  舟橋　整,  若杉健弘,  竹
山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 進行・再発大腸癌に対するXELOX 療法の有
害事象対策とその評価

佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  松尾洋一,  高
山　悟,  舟橋　整,  木村昌弘,  岡田祐二,  桑原

義之,  竹山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 膵癌におけるPKD阻害剤の効果の検討 松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  舟
橋　整,  沢井博純,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹山
廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 膵癌細胞におけるProtein kinase D1(PKD1)の
生物学的役割

越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,  竹山廣光 第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 Gemcitabine耐性膵癌細胞株はCXCL-8産生・
分泌の亢進により血管新生を促進する

小出修司,  松尾洋一,  越智靖夫,  岡田祐二,
竹山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 膵癌細胞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,  原　賢康,  若杉健弘,  高
山　悟,  三井　章,  木村昌弘,  岡田祐二,  桑原

義之,  竹山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

大学 当院における単孔式ヘルニア手術 高山　悟,  坂本雅樹,  若杉健弘,  竹山廣光 第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

解剖学的膜構造と術者・助手の鉗子展開牽引
軸を重要視した腹腔鏡下胃切除術　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ2「胃癌に対する腹腔鏡下手術の新たな考
え方と工夫」

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  山本　稔,  野
澤雅之,  齊藤健太,  牛込　創,  佐藤怜央,  小森

徹也,  清水保延

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

結腸癌の腹腔鏡下手術の適応の現状について
要望ﾋﾞﾃﾞｵ4「結腸癌に対する内視鏡下手術の

適応-1」

山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  牛込　創,  小
森徹也,  齊藤健太,  佐藤崇文,  野澤雅之,  宮
井博隆,  清水保延

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

当院における胃切除術後再建法の変遷～開腹
術から腹腔鏡下手術へ～　企画関連口演2「胃
切除後再建法-2」

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

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

小腸疾患に対する腹腔鏡手術の限界 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,  牛
込　創,  佐藤怜央

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

前立腺全摘術後に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニ
ア修復術の有用性

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

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

下部消化管穿孔55例の検討 佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  野澤雅之,
小森徹也,  齊藤健太,  佐藤崇文,  宮井博隆,
山本　稔,  清水保延

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

刈谷豊田総合
病院

水腫を合併した小児鼠径ヘルニアに対する
Laparoscopic percutaneous extraperitoneal
closureの有用性

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

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院高浜分院

消化器外科術後創感染からの分離細菌の状況
と抗菌薬感受性の検討

石川　周,  品川長夫,  谷口正哲,  若杉健弘,  竹
山廣光

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

西部医療ｾﾝﾀｰ 急速に敗血症を呈した急性虫垂炎の1 例 安藤拓也,  榊原堅式,  中前勝視,  近藤直人,
榊原一貴

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

松波総合病院 大腸癌同時性腹膜播種症例および腹膜播種
再発の治療　要望演題39「腹膜播腫に対する

治療戦略-4」

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66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

松波総合病院 腹部CT で術前診断し得たMeckel 憩室穿孔に

対する単孔式腹腔鏡下手術の1 例
湯澤浩之,  小林建司,  大原永子,  上田修久,
花立史香

第66回日本消化器外科学会総

会,  2011年7月13-15日(名古屋)
2011年7月13日

藤田保健衛生
大学

当科における血管腫・血管奇形に対するブレオ
マイシン局注療法

日比将人,  加藤充純,  原普二夫,  鈴木達也 第8回血管腫・血管奇形研究会,
2011年7月15日(名古屋)

2011年7月15日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

PET検診にて発見され肺癌との鑑別を要した肺
内リンパ節の一例

立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第38回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

腫瘍・免疫外科
学

血胸のために緊急手術を施行し救命し得た肺
癌肉腫の１例

設楽将之,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  奥田勝裕,  横田圭右,  藤井義敬

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

腫瘍・免疫外科
学

自然閉経が内分泌療法として作用し無治療で
経過観察している再発乳癌の1例

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

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

腫瘍・免疫外科
学

Good症候群の1例 横田圭右,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂雄,  奥田勝裕,  設楽将之,  藤井義敬

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 緊急膵頭十二指腸切除にて根治しえた膵頭部

動静脈奇形の一例
大見　関,  越智靖夫,  松尾洋一,  高橋広城,  舟
橋　整,  木村昌弘,  竹山廣光

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

刈谷豊田総合
病院

小腸捻転によるイレウスで発症した小腸間膜リ
ンパ管腫の1例

中村謙一,  早川哲史,  山本　稔,  加藤知克,  青
山佳永,  西本真弓,  松下知可,  佐藤怜央,  小
森徹也,  牛込　創,  長島美貴,  齊藤健太,  野澤

雅之,  森本　守,  北上英彦,  清水保延,  田中守
嗣

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

西部医療ｾﾝﾀｰ 脾血管肉腫の1例 黒野格久,  榊原堅式,  桑原義之,  中前勝視,
三井　章,  杉浦博士,  杉戸伸好,  長縄康浩,  榊
原一貴

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

豊川市民病院 潰瘍穿通による肝腫瘍を併発した進行胃癌の
一例

中屋誠一,  堅田武保,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄
松章司,  杉浦弘典,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  安
藤菜奈子,  藤幡士郎,  佐々木信義

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

豊川市民病院 外科的切除し得た超高齢者の虫垂、盲腸重複
癌の一例

安藤菜奈子,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄松章司,
杉浦弘典,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  堅田武保,
中屋誠一,  藤幡士郎,  佐々木信義

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

トヨタ記念病院 肺ヒストプラズマ症と考えられた1例 坂根理司,  齋藤雄史,  鈴木卓弥,  林　祐一,  高
須惟人,  佐竹　章,  杉野安輝,  高木康之,  山川
洋右

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

トヨタ記念病院 心タンポナーデをきたした再発乳癌の1例 鈴木卓弥,  伊藤和子,  林　祐一,  高須惟人,  坂
根理司,  波戸ゆかり,  山川洋右

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

トヨタ記念病院 瘢痕部皮下腫瘤にて見つかった腹壁子宮内膜
症の一例

高須惟人,  辻　秀樹,  杉浦正彦,  工藤淳三,  呉
原裕樹,  溝口公士,  鈴木卓弥,  林　祐一,  坂根

理司,  山川洋右

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 小腸GIST捻転による絞扼性イレウスの一例 林　祐一,  辻　秀樹,  杉浦正彦,  工藤淳三,  呉

原裕樹,  溝口公士,  鈴木卓弥,  高須惟人,  坂
根理司,  山川洋右

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

名古屋共立病
院

腹腔鏡下大腸癌術後の小開腹創に腹壁デスモ
イドを生じた1例

大久保友貴,  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

第36回愛知臨床外科学会,  2011
年7月18日(名古屋)

2011年7月18日

藤田保健衛生
大学

生体部分肝移植術を施行した肝芽腫の3例－
移植時期や適応の検討－

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

第48回日本小児外科学会学術集

会,  2011年7月20-22日(東京)
2011年7月20日

藤田保健衛生
大学

小児生体肝移植後のEpstein-Barr virusの動向 加藤充純,  日比将人,  冨重博一,  原普二夫 第48回日本小児外科学会学術集

会,  2011年7月20-22日(東京)
2011年7月20日

藤田保健衛生
大学

血管腫・血管奇形に伴う軟部組織の炎症に対
するブレオマイシン局注

日比将人,  橋本　俊,  加藤充純,  冨重博一,  原
普二夫,  鈴木達也

第48回日本小児外科学会学術集

会,  2011年7月20-22日(東京)
2011年7月20日

藤田保健衛生
大学

小児の異物に対する対策：消化管二重造影用
発泡剤内服が存在部位の特定に有用であった
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48回日本小児外科学会学術集

会,  2011年7月20-22日(東京)
2011年7月20日

腫瘍・免疫外科
学

治療に苦慮した乳児先天性右肺無形成、左気
管支狭窄症の１例

佐藤陽子,  鈴木達也,  近藤知史,  浅野寛樹,
川野　理,  藤井義敬

第48回日本小児外科学会学術集

会,  2011年7月20-22日(東京)
2011年7月21日

松波総合病院 乳癌化学療法中に心機能障害を発症した2例 花立史香,  小牧千人,  丹羽　崇,  小林建司,  松
本利恵

第9回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2011年7月21-23日(横浜)
2011年7月21日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳癌における血管新生阻害剤の効果と問題点 岩田広治 第9回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2011年7月21-23日(横浜)
2011年7月23日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

Establishment of risk prediction models for
estrogen receptor-positive breast cancer in
Japanese women

Yoshimoto N,  Toyama T,  Sugiura H,  Endo Y,
Iwasa M,  Nishiyama T,  Takahashi S,  Shiraki
N,  Yamashita H

第9回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2011年7月21-23日(横浜)
2011年7月23日

大学 腹水濾過濃縮再静注法10例の合併症の検討 坂本雅樹,  古賀和子,  佐川竜一,  丹羽貴之,
杉山洋介,  奥山　徹,  明智龍男

第16回日本緩和医療学会学術大

会,  2011年7月29-30日(札幌)
2011年7月29日

大学 膵癌増殖血管新生におけるProtein Kinase
D(PKD)の役割とその制御

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  高
橋広城,  舟橋　整,  沢井博純,  岡田祐二,  竹山

廣光,  Guha S

第42回日本膵臓学会大会,  2011
年7月29-30日(弘前)

2011年7月29日

大学 膵癌の鑑別における膵液中のLipocalin
2/NGAL測定の意義の検討

越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,  高橋広城,
竹山廣光

第42回日本膵臓学会大会,  2011
年7月29-30日(弘前)

2011年7月29日

大学 膵臓癌における抗アポトーシスBcl-2 family蛋
白の役割

高橋広城,  越智靖夫,  松尾洋一,  岡田祐二,
竹山廣光

第42回日本膵臓学会大会,  2011
年7月29-30日(弘前)

2011年7月29日

愛知県がんｾﾝ
ﾀｰ

膵頭十二指腸切除後に発症した肝内結石の2
例

森本　守,  清水泰博,  佐野　力,  千田嘉毅,  安
藤公隆,  松井　聡,  志村正博,  二村雄次,  水野

伸匤,  原　和生,  肱岡　範,  山雄健次

第42回日本膵臓学会大会,  2011
年7月29-30日(弘前)

2011年7月29日

聖隷三方原病
院

外科医が知っておきたい気道再建術 丹羽　宏 第18回外科フォーラム,  2011年7
月30日(東京)

2011年7月30日

刈谷豊田総合
病院

日本ヘルニア学会分類に基づいた個別化した
腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP法)　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ
1「日本ヘルニア学会･鼠径ヘルニア分類法

(2009年度版)の妥当性と問題点」

早川哲史,  田中守嗣,  清 保延,  山本　稔,  野
澤雅之,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  牛
込　創,  小森徹也,  佐藤怜央

第9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下ヘルニア修復術から見た鼠径部ヘル
ニアガイドライン　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「鼠径ヘルニアガ
イドライン作成の指標」

早川哲史,  田中守嗣,  清 保延,  山本　稔,  野
澤雅之,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  牛
込　創,  小森徹也,  佐藤怜央

第9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔内からみた鼠径部解剖の理解を重要視し
たヘルニア修復術のトレーニング法　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ
ｶｼｮﾝ6「ヘルニア修復術の効果的なトレーニン
グシステムの構築」

齊藤健太,  早川哲史,  清水保延,  牛込　創,  佐
藤怜央,  佐藤崇文,  加藤知克,  西本真弓,  沼
田幸英,  松下知可,  小森徹也,  野澤雅之,  宮
井博隆,  山本　稔,  田中守嗣

第9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日

刈谷豊田総合
病院

DPC病院経営面から見た腹腔鏡下ヘルニア修

復術(TAPP法)　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「病院経営から見た
ヘルニア手術」

早川哲史,  田中守嗣,  清 保延,  山本　稔,  野
澤雅之,  宮井博隆,  佐藤崇文,  齊藤健太,  牛
込　創,  小森徹也,  佐藤怜央

第9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日

刈谷豊田総合
病院

小児鼠径ヘルニア手術において当院で注意し
ている点と工夫　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4「小児鼠径ヘルニ
ア手術のコツ」

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  山本　 稔,
宮井博隆,  野澤雅之,  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9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日

刈谷豊田総合
病院

ポートサイトヘルニアの防止を考慮したトロッ
カー挿入法

牛込　創,  早川哲史,  田中守嗣,  加藤知克,  沼
田幸英,  松下知可,  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

第9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日

刈谷豊田総合
病院

後期研修医からみた腹腔鏡下鼠径ヘルニア修
復術の長所と短所

佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  加藤知克,
沼田幸英,  松下知可,  牛込　創,  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

第9回日本ヘルニア学会学術集

会,  2011年8月1-2日(福岡)
2011年8月1日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

炎症を伴い診断に難渋した乳癌の2例 足立恵理,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,
岩田広治

第12回乳癌最新情報カンファラン

ス,  2011年8月5-6日(熊本)
2011年8月5日

愛知がんセン
ター中央病院

腋窩リンパ節転移3個以下の乳房温存・腋窩郭
清症例に対する領域リンパ節照射の意義の検
討

権藤なおみ,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  牛尾　文,  岩
田広治

第12回乳癌最新情報カンファラン

ス,  2011年8月5-6日(熊本)
2011年8月5日

愛知がんセン
ター中央病院

塩酸ｹﾞﾑｼﾀﾋﾞﾝにより腫瘍崩壊症候群（Tumor
Lysis syndrome)を来した乳癌骨転移の1例

牛尾　文,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  権藤なおみ,
岩田広治

第12回乳癌最新情報カンファラン

ス,  2011年8月5-6日(熊本)
2011年8月5日

腫瘍・免疫外科
学

乳癌組織におけるERとKi67の発現レベルはア
ロマターゼ阻害剤による一次内分泌療法の奏
功期間に関与する

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

第12回乳癌最新情報カンファレン

ス,  2011年8月5-6日(熊本)
2011年8月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん・感染症セ
ンター　都立駒
込病院

TKIによる抗HER2療法の現状と展望 山下年成 第12回乳癌最新情報カンファラン

ス,  2011年8月5-6日(熊本)
2011年8月6日

刈谷豊田総合
病院

大腿ヘルニア陥嵌術後にし遅発性の小腸狭
窄、穿孔を起こした1例

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

健太,  長島美貴,  小森徹也,  佐藤怜央

第47回日本腹部救急医学会総

会,  2011年8月11-12日(福岡)
2011年8月11日

刈谷豊田総合
病院

下血にて発症、カプセル内視鏡にて出血源を
同定し、腹腔鏡補助下に切除しえた小腸GIST
の1例

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,  野
澤雅之,  宮井博隆,  山本　稔,  清水保延

第47回日本腹部救急医学会総

会,  2011年8月11-12日(福岡)
2011年8月11日

刈谷豊田総合
病院

非穿孔性多発腹腔内腫瘍による敗血症の1例 佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  牛込　創,  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

第47回日本腹部救急医学会総

会,  2011年8月11-12日(福岡)
2011年8月11日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡手術を施行した成人腸重積症10例の検
討

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,  牛
込　創,  佐藤怜央,  小森徹也

第47回日本腹部救急医学会総

会,  2011年8月11-12日(福岡)
2011年8月11日

知多厚生病院 救急外来で診断されない危険性があった重症
腹部外傷の4例　要望演題3「腹部外傷に対す

るIVR」

角田直樹,  山田幸治,  山岸庸太,  村元雅之 第47回日本腹部救急医学会総

会,  2011年8月11-12日(福岡)
2011年8月11日

名古屋共立病
院

Bevacizumab使用中に発症した横行結腸癌術

後吻合部穿孔の1例
寺下幸夫,  原田幸志朗,  佐藤篤司 第47回日本腹部救急医学会総

会,  2011年8月11-12日(福岡)
2011年8月11日

大学 Intra-abdominal endoscopic operation　ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ2「NOTES関連手技の開発と展望」

Takayama S,  Sakamoto M,  Sato M 第81回日本消化器内視鏡学会総

会,  2011年8月17-19日(名古屋)
2011年8月17日

大学 膵切除における術後早期ドレーンアミラーゼ値
と膵液瘻発生について

岡田祐二,  越智靖夫,  松尾洋一,  竹山廣光 第38回日本膵切研究会,  2011年
8月26-27日(久留米)

2011年8月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
知多厚生病院 臍部ポートの留意点～肝円索に気腫を生じた

症例から～
角田直樹,  村元雅之,  山田幸治,  山岸庸太 第4回単孔式内視鏡手術研究会,

2011年8月27日(東京)
2011年8月27日

鎌倉湘南病院 胆嚢摘出術における単孔式と臍創部2port+no
port Needle鉗子で行う術式の比較検討

服部浩次,  渡部和巨,  荻野秀光,  下山ライ,  河
内　順

第4回単孔式内視鏡手術研究会,
2011年8月27日(東京)

2011年8月27日

大学 Laparoscopic rectal resection without mini-
lapatomy with tieless single stapling technique
using loop suture

Hara M,  Takayama S,  Sato M,  Takeyama H International Surgical Week(ISW),
Aug28-1,  2011(Yokohama)

2011年8月28日

大学 Protein kinase D1 promotes proliferation,
invasion, and angiogenesis in vitro in human
pancreatic cancer cells

Ochi N,  Matsuo Y,  Okada Y,  Takeyama H,
Guha S

International Surgical Week(ISW),
Aug28-1,  2011(Yokohama)

2011年8月28日

大学 Single incision transabdominal preperitoneal
repair for inguinal hernia

Takayama S,  Sakamoto M,  Takeyama H International Surgical Week(ISW),
Aug28-1,  2011(Yokohama)

2011年8月28日

大学 The effects of n-6 polyunsaturated fatty acid on
pancreatic cancer cell proliferation and invasion

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

International Surgical Week(ISW),
Aug28-1,  2011(Yokohama)

2011年8月28日

大学 Cytokine network in pancreatic cancer: IL-
1alpha from cancer cells and HGF from stromal
cells oo-operatively enhance the pancreatic
cancer angiogenesis

Matsuo Y,  Ochi N,  Koide S,  Takeyama H,
Okada Y

International Surgical Week(ISW),
Aug28-1,  2011(Yokohama)

2011年8月28日

掛川市民病院 Our new procedure of RY reconstruction with
inverted J-shaped pouch in laparoscopically
assisted total gastrectomy

Hattori K,  Kamiya Y,  Takeyama H,  Hato M,
Ito Y,  Miyamae T,  Sagawa H

International Surgical Week(ISW),
Aug28-1,  2011(Yokohama)

2011年8月28日

腫瘍・免疫外科
学

術前化学療法を施行した乳癌における効果と
予後に関する検討

岩佐麻衣,  遠山竜也,  杉浦博士,  高橋　智,  白
木法雄,  吉本信保,  遠藤友美,  山下啓子

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2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

術前化学療法の治療効果と予後の検討 足立恵理,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,
岩田広治

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

愛知がんセン
ター中央病院

ホルモン陽性乳癌におけるBMI（body mass
index）の検討

権藤なおみ,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  牛尾　文,  岩
田広治

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

愛知県がんセン
ター中央病院

ICG蛍光法を用いた　Axillary Reverse Mapping
(ARM)の臨床的意義の検討

堀尾章代,  藤田崇史,  林　裕倫,  服部正也,  山
田　舞,  足立恵理,  牛尾　文,  権藤なおみ,  末
田愛子,  岩田広治

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

ACC 転移再発乳癌に対するゲムシタビンの有効性と
安全性

服部正也,  藤田崇史,  林　裕倫,  堀尾章代,  岩
田広治

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

愛知がんセン
ター中央病院

当院での原発性乳癌におけるKi67発現状況の
検討

牛尾　文,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  権藤なおみ,
岩田広治

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

豊川市民病院 当院における初診時８０歳以上の高齢者乳癌
症例の検討

柄松章司,  三田圭子 第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

刈谷豊田総合
病院

自然治癒した肉芽腫性乳腺炎8例の検討 加藤克己,  川口暢子,  長島美貴,  松下知可,
西本真弓

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

刈谷豊田総合
病院

当院における高齢者乳癌の術前ホルモン療法
の検討

長島美貴,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可,
西本真弓

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

刈谷豊田総合
病院

当院における乳腺葉状腫瘍の検討 松下知可,  加藤克己,  川口暢子,  長島美貴,
西本真弓

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

乳腺偽血管腫性過形成の1例 西本真弓,  加藤克己,  川口暢子,  長島美貴,
松下知可

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

がん・感染症セ
ンター　都立駒
込病院

乳癌術前化学療法後の鎖骨上領域への照射
の検討

山下年成,  鈴木栄治,  有賀智之,  堀口和美,
北川　大,  鴇田博美,  堀口慎一郎,  黒井克昌

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月2日

豊川市民病院 当院における浸潤性小葉癌の検討 三田圭子,  柄松章司 第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

トヨタ記念病院 乳癌術後リンパ浮腫に関わる臨床的因子の検
討

伊藤和子,  原　泰夫,  内田直子,  永田友美,  福
田仁代

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

腫瘍・免疫外科
学

乳癌組織におけるエストロゲンレセプタαを標的

とするmicroRNAの解析

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

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

腫瘍・免疫外科
学

日本人女性のエストロゲンレセプター陽性乳癌
の罹患リスクモデルの構築

吉本信保,  遠山竜也,   杉浦博士,  遠藤友美,
岩佐麻衣,  西山　毅,  高橋　智,  白木法雄,  山
下啓子

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳癌診療ガイドライン2011ハイライト 岩田広治,  大野真司,  徳田裕,  角田博子,  光
森通英,  村上　茂,  向井博文,  中村清吾

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

骨転移を有する日本人乳癌患者に対するデノ
スマブの有効性および安全性の検討

岩田広治,  藤原康弘,  増田慎三,  高野利実 第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

分子サブタイプで考える進行・再発乳癌治療 岩田広治 第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3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

乳癌のサブタイプ別にみた再発形式の検討 藤田崇史,  林　裕倫,  服部正也,  堀尾章代,  山
田　舞,  末田愛子,  牛尾　文,  足立理恵,  権藤

なおみ,  岩田広治

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月3日

腫瘍・免疫外科
学

microRNA-210はトリプルネガティブ乳癌におい
て高発現し独立した予後因子となる

遠山竜也,  近藤直人,  遠藤友美,  杉浦博士,
吉本信保,  岩佐麻衣,  岩瀬弘敬,  山下啓子

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月4日

西部医療セン
ター

ER陽性HER2陰性早期乳癌に対してoncotype
DXを利用した症例の検討

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

第19回日本乳癌学会学術総会,
2011年9月2-4日(仙台)

2011年9月4日

聖隷三方原病
院

診断および治療方針決定に難渋した縦隔腫瘍
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

静岡呼吸器外科医会平成23年度

夏期例会,  2011年9月3日(静岡)
2011年9月3日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

炭酸ガス送気装置を用いて良好な視野を得た
胸腔鏡下拡大胸腺摘出術の一例

水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 静岡呼吸器外科医会平成23年度

夏期例会,  2011年9月3日(静岡)
2011年9月3日

藤田保健衛生
大学

日本小児外科領域での合成皮膚表面接着剤
(ダーマボンド）を用いた手術創閉鎖に関する検
討

鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純 第41回日本小児外科学会北陸地

方会,  2011年9月3日(金沢)
2011年9月3日

大学 日本における麻酔前絶飲食時間の現状と課題 冨田麻衣子,  志馬伸朗,  伊藤明美,  嘉村由美

子,  太田美穂,  竹山廣光,  祖父江和哉

第5回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2011年9月3日
(名古屋)

2011年9月3日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

経腸栄養剤投与量に関する考察－男性86人女

性187人より－

長谷川正光,  中川京子,  保原怜子,  木原八千
代

第5回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2011年9月3日
(名古屋)

2011年9月3日

名古屋共立病
院

胆嚢炎早期手術に対する術後合併症例の検討 寺下幸夫 第47回日本胆道学会学術集会,
2011年9月16-17日(宮崎)

2011年9月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

エストロゲンレセプター陽性乳癌の生物学的特
性に関与するmicroRNAとその標的遺伝子の解
析

遠藤友美,  高橋　智,  遠山竜也,  吉本信保,  岩
佐麻衣,  藤井義敬,  山下啓子

東海バイオサイエンス,  2011年9
月16日(名古屋)

2011年9月16日

腫瘍・免疫外科
学

Bubble-like appearanceを呈した肺癌の１切除例 奥田勝裕,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第99回日本肺癌学会中部支部

会,  2011年9月17日(静岡)
2011年9月17日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

転移性脳腫瘍摘出術の4年9ヶ月後に原発巣と
判断される右上葉肺癌を切除した一例

水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第99回日本肺癌学会中部支部

会,  2011年9月17日(静岡)
2011年9月17日

聖隷三方原病
院

腺癌の術前診断にて手術を施行した気管支多
形腺腫の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99回日本肺癌学会中部支部

会,  2011年9月17日(静岡)
2011年9月17日

大学 食道扁平上皮癌におけるWRNmRNAの発現と
臨床病理学的意義

長縄康浩,  石黒秀行,  齋藤慎一郎,  柴田孝弥,
塩﨑みどり,  小川　了,  三井　章,  木村昌弘,
桑原義之,  竹山廣光

第65回日本食道学会学術集会,
2011年9月26日(仙台)

2011年9月26日

腫瘍・免疫外科
学,  千葉県がん
センター

Shf, a novel adaptor protein, inhibits ALK-
mediated survival signals in neuroblastoma

高木大輔,  巽　康利,  高取敦志,  大平美紀,  上
條岳彦,  近藤知史,  中川原章

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

腫瘍・免疫外科
学

ERCC1 polymorphisms predict overall survival
after platinum-based chemotherapy for
completely resected NSCLC

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

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

大学 ゼルンボンはNF-κBの活性を抑えることにより膵
癌血管新生を抑制する

社本智也,  松尾洋一,  長﨑高也,  廣川高久,
齋藤慎一郎,  坪井　謙,  柴田孝弥,  小出修司,
越智靖夫,  高橋広城,  舟橋　整,  岡田祐二,  竹
山廣光

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

大学 抗血管新生作用,  抗腫瘍増生作用両面を介し

た抗インターロイキン-6レセプター抗体の抗腫
瘍作用

長﨑高也,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 膵臓癌アポトーシス抵抗性におけるAnti-

apoptotic Bcl-2ファミリー蛋白の役割

高橋広城,  越智靖夫,  松尾洋一,  舟橋　整,  岡
田祐二,  竹山廣光

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

大学 Zerumboneは胃癌のVEGF産生を減らし、血管
新生を抑制する

坪井　謙,  松尾洋一,  社本智也,  長﨑高也,  廣
川高久,  柴田孝弥,  小出修司,  越智靖夫,  若
杉健弘,  舟橋　整,  木村昌弘,  岡田祐二,  竹山
廣光

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

大学 膵癌におけるPKD阻害薬の効果の検討 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70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

大学 Aktの基質であるGirdinと食道扁平上皮癌細胞
の移動との関連

柴田孝弥,  松尾洋一,  齋藤慎一郎,  廣川高久,
社本智也,  長﨑高也,  坪井　謙,  小出修司,  原
賢康,  越智靖夫,  高橋広城,  石黒秀行,  竹山
廣光

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

がん・感染症セ
ンター　都立駒
込病院

HER2陽性乳癌におけるHER3発現症例の臨床
病理学的特徴

山下年成,  重川　崇,  堀口慎一郎,  黒井克昌 第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月3日

腫瘍・免疫外科
学

乳癌におけるエストロゲンレセプターαを標的と

するmicroRNAの解析

吉本信保,  遠山竜也,  高橋智,  遠藤友美,  岩
佐麻衣,  藤井義敬,  山下啓子

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月4日

腫瘍・免疫外科
学

microRNAs and their target proteins associated
with characteristics of estrogen receptor-positive
breast cancer

Endo Y,  Toyama T,  Sugiura H,  Yoshimoto N,
Iwasa M,  Fujii Y,  Yamashita H

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月4日

腫瘍・免疫外科
学

<Symposia: New therapeutic targets in breast
cancer biology>The role of microRNAs in breast
cancer pathogenesis

Yamashita H,  Toyama T,  Yoshimoto N,  Endo
Y,  Iwasa M,  Fujii Y

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月4日

腫瘍・免疫外科
学

非小細胞肺癌におけるKras遺伝子変異とコ
ピー数増加に関する検討

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

第70回日本癌学会学術総会,
2011年10月3-5日(名古屋)

2011年10月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

医療機器の効率的な運用の検討 細江諒太,  天野陽一,  生嶋政信,  植本将史,
今井大輔,  八瀬文克,  竹内文菜,  杉浦芳雄,
清水信之,  藤田智一,  早川哲史

第33回日本手術医学会総会,
2011年10月7-8日(鹿児島)

2011年10月7日

刈谷豊田総合
病院

大腸手術におけるSSI発生とリスク因子の検討 佐藤浩二,  早川哲史 第33回日本手術医学会総会,
2011年10月7-8日(鹿児島)

2011年10月7日

藤田保健衛生
大学

幹細胞癌に対して腹腔鏡下肝切除を行った後,
約一年で生体肝移植を行ったC型肝硬変の1例

加藤悠太郎,  所　隆昌,  棚橋義直,  吉田淳一,
香川　幹,  杉岡　篤,  加藤充純,  日比将人,  原
普二夫,  鈴木達也,  伊東昌広,  堀口明彦,  奥
本隆行

第26回東海肝移植研究会,  2011
年10月7日(名古屋)

2011年10月7日

腫瘍・免疫外科
学

胸腺腫術後再発症例の検討：再発病総数は再
発胸腺腫の予後因子である

矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,  彦坂　雄,
奥田勝裕,  横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第64回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2011年10月9-12日(名古

屋)

2011年10月9日

腫瘍・免疫外科
学

肺癌におけるKras遺伝子変異および増幅に関
する検討

佐々木秀文,  設楽将之,  横田圭右,  奥田勝裕,
彦坂　雄,  森山　悟,  矢野智紀,  藤井義敬

第64回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2011年10月9-12日(名古

屋)

2011年10月9日

聖隷三方原病
院

虚血性心疾患,  脳梗塞リスクを有する原発性肺
癌手術症例に対する治療戦略

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64回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2011年10月9-12日(名古

屋)

2011年10月10日

聖隷三方原病
院

低肺機能患者における肺癌周術期呼吸リハビリ
テーションの有用性

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64回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2011年10月9-12日(名古

屋)

2011年10月10日

大学 <シンポジウム呼吸器２>全国肺癌登録事業の
データベースから見たＮ２ⅢＡ期肺癌手術外科
症例の変遷

肺癌登録合同委員会－澤端章好,  奥村明之

進,  淺村尚生,  藤井義敬,  野守裕明,  中西洋

一,  江口研二,  森　雅樹,  宮岡悦良,  横井香平

第64回日本胸部外科学会定期学

術集会，2011年10月9-12日(名古

屋)

2011年10月11日

トヨタ記念病院 ビスフォスフォネート長期投与中に大腿骨骨折
を認めた乳癌の1例

波戸ゆかり，伊藤和子 第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月9日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
愛知がんセン
ター中央病院

腋窩リンパ節転移3個以下の乳房温存・腋窩郭
清症例に対する領域リンパ節照射の意義の検
討

権藤なおみ,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  牛尾　文,  岩
田広治

第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月9日

愛知がんセン
ター中央病院

術前術前広がり診断に苦慮した線維腺腫様過
形成（Fibroadenomatous hyperplasia）を周囲に

伴った乳癌の1例

牛尾　文,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  権藤なおみ,
岩田広治

第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月9日

西部医療セン
ター

ジェムシタビン単剤投与が奏効した再発乳癌の
1例

杉浦博士,  遠山達也,  吉本信保,  遠藤友美,
岩佐麻衣,  山下啓子

第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月9日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

乳房切除術後１５日目に出血した症例と当科に
おける乳癌手術後出血の検討

柄松章司,  三田圭子 第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月10日

腫瘍・免疫外科
学

自然閉経が内分泌療法として作用し無治療で
経過観察している再発乳癌の1例

浅野倫子,  遠山竜也,  吉本信保,  遠藤友美,
岩佐麻衣,  山下啓子

第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月10日

がん・感染症セ
ンター　都立駒
込病院

<教育講演>早期乳癌における化学療法の検討
－タキサンの役割－

山下年成 第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月10日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

Micrograndular adenosisを背景とした乳癌の一
例

足立恵理,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,
岩田広治

第8回日本乳癌学会中部地方会,
2011年10月9-10日(甲府)

2011年10月10日

腫瘍・免疫外科
学

Distinct expressions of microRNAs that directly
target estrogen receptor・in human breast cancer

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

AACR Special Conference,
Advances in Breast Cancer
Research,  Oct12-15,  2011(San
Francisco/U.S.A.)

2011年10月13日

腫瘍・免疫外科
学

胸腔鏡下に切除した胸腺脂肪腫の１例 設楽将之,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  奥田勝裕,  横田圭右,  藤井義敬

第282回東海外科学会,  2011年
10月16日(四日市)

2011年10月16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

腎癌多発肺転移に対する化学療法後遺残腫瘍
に対する2期的肺切除術

立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第282回東海外科学会,  2011年
10月16日(四日市)

2011年10月16日

刈谷豊田総合
病院

腫瘍破裂を疑い緊急手術施行したGISTの一例 西本真弓,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  沼田幸英,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森
本　守,  山本　稔,  清水保延,  田中守嗣

第282回東海外科学会,  2011年
10月16日(四日市)

2011年10月16日

松波総合病院 手術支援ロボット･da Vinciを使用した直腸切除

4例の検討

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

第282回東海外科学会,  2011年
10月16日(四日市)

2011年10月16日

愛知医科大学 脾出血を契機に発見されたIgG4関連後腹膜線

維症の1例
田嶋久子,  宮地正彦,  倉橋真太郎,  山中美歩,
中尾野生,  藤崎浩之,  安田　顕,  安藤景一,  伊
藤暢宏,  有川　卓,  清田義治,  小竹克博,  永田

博,  鈴村和義,  野浪敏明

第282回東海外科学会,  2011年
10月16日(四日市)

2011年10月16日

トヨタ記念病院 腹腔鏡下に十二指腸空腸側々吻合術を施行し
た上腸間膜動脈症候群の１例

呉原裕樹,  辻　秀樹,  春木伸裕,  工藤淳三,  溝
口公士,  杉浦正彦

第19回日本消化器関連学会週間

(JDDW),  2011年10月20-23日(福
岡)

2011年10月20日

豊川市民病院 腹腔鏡下に切除した完全型虫垂重積を伴う虫
垂子宮内膜症の一例

高嶋伸宏,  篠田憲幸,  杉浦弘典,  堅田武保,
柄松章司,  三田圭子,  安藤菜奈子,  中屋誠一,
藤幡士郎,  上野修平,  西田　勉,  佐々木信義

第19回日本消化器関連学会週間

(JDDW),  2011年10月20-23日(福
岡)

2011年10月23日

大学 炎症と消化器癌～NF-κBを中心とした炎症性サ
イトカンネットワークと腫瘍血管新生

松尾洋一,  越智靖夫,  小出修司,  舟橋　整,  岡
田祐二,  竹山廣光

第53回日本消化器病学会大会,
2011年10月20-23日(福岡)

2011年10月20日

大学 多価不飽和脂肪酸(PUFA)の膵癌細胞に対す
る増強と抑制効果

舟橋　整,  若杉健弘,  松尾洋一,  岡田祐二,  木
村昌弘,  竹山廣光

第9回日本消化器外科学会大会,
2011年10月20-23日(福岡)

2011年10月20日

知多厚生病院 広背筋皮弁にて腹壁再建を施行した腹壁膿瘍
合併下行結腸癌の1切除例

山岸庸太,  山田幸治,  角田直樹,  保里恵一,
村元雅之

第9回日本消化器外科学会大会,
2011年10月20-23日(福岡)

2011年10月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋共立病
院

胆嚢炎早期手術後合併症予測に関する
prognostic nutritional index（PNI）の有用性

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

第9回日本消化器外科学会大会,
2011年10月20-23日(福岡)

2011年10月20日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

豊川市住民の乳がん検診受診率向上に向けて
の取り組み

柄松章司 第21回日本乳癌検診学会学術総

会,  2011年10月21-22日(岡山)
2011年10月21日

愛知がんセン
ター中央病院

腫瘍径1㎝以下のTriple negative 乳癌の検討 牛尾　文,  澤木正孝,  澤木正孝,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  権藤なおみ,
岩田広治

第21回日本乳癌検診学会学術総

会,  2011年10月21-22日(岡山)
2011年10月21日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳頭異常分泌を伴う非触知乳癌の画像モダリ
ティの比較検討

足立恵理,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,
岩田広治

第21回日本乳癌検診学会学術総

会,  2011年10月21-22日(岡山)
2011年10月21日

腫瘍・免疫外科
学

自然閉経が内分泌療法として作用し無治療で
経過観察している再発乳癌の2例

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

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

大学 進行・再発大腸癌に対する抗EGRF抗体薬治
療症例の検討

佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  塩﨑みどり,
小出修司,  小川　了,  若杉健弘,  松尾洋一,  安
藤拓也,  高山　悟,  舟橋　整,  木村昌弘,  岡田

祐二,  竹山廣光

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

大学 膵癌血管新生に対するPKD 阻害剤の効果 松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  小出修司,  高
橋広城,  舟橋　整,  佐藤幹則,  沢井博純,  岡田

祐二,  竹山廣光,  Guha S

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

松波総合病院 抗EGFR抗体をfirst lineで使用しPR を得た切

除不能進行大腸癌の2例
小林建司,  仲井　希,  大原永子,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松本利恵,  横山英典,  松
波英寿

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

松波総合病院 XELOX レジメンにおけるオキサリプラチン投与
時の血管痛軽減への取り組み

横山英典,  松本利恵,  荒川大輔,  大橋　洵,  小
島伸栄,  野々垣智子,  小林建司,  野田孝夫

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 XELOX 療法における病院・保険薬局の情報共

有の効果
松本利恵,  横山英典,  荒川大輔,  小林建司,
後藤政和,  恩田哲裕,  山田隆博,  野田孝夫

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

名古屋市立緑

市民病院

胃癌腹膜播種の防止と治療を目指した,  抗癌
剤の投与経路と徐放化の検討とその臨床応用

水野　勇,  四ツ柳智久,  石田理子,  毛利紀章,
今藤裕之,  社本智也,  安井　保,  寺西　太,  竹
山廣光

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

名古屋市立緑

市民病院

ダカルバジンが有用であった多発肝転移再発
した非機能性悪性膵内分泌腫瘍の2例

稲垣　均,  寺西　太,  今藤裕之,  神谷保廣 第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

愛知医科大学 異時性膵転移を来した大腸癌の2例 中尾野生,  伊藤暢宏,  鈴村和義,  安藤景一,
安田　顕,  有川　卓,  勝野伸介,  小竹克博,  永
田　博,  野浪敏明

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

がん・感染症セ
ンター　都立駒
込病院

術前化学療法によりエストロゲンレセプター発
現が変化した乳癌症例の検討

山下年成,  鴇田博美,  有賀智之,  堀口和美,
北川　大,  堀口慎一郎,  黒井克昌

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

愛知がんセン
ター中央病院

HER2陽性DCISの検討 権藤なおみ,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  牛尾　文,  岩
田広治

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

愛知がんセン
ター中央病院

再発乳癌患者へのアブラキサン投与による特
異的有害事象の報告

牛尾　文,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  権藤なおみ,
岩田広治

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

注目すべき治験薬(pertuzumab) 岩田広治 第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳癌同側乳房内再発のリンパ節転移診断に,
術前超音波とセンチネルリンパ節生検が有効で
あった一例

足立恵理,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,
岩田広治

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

<ミニシンポジウム5 TR・基礎>日本人女性のエ
ストロゲンレセプター陽性乳癌の罹患リスクモデ
ルの構築

吉本信保,  遠山竜也,  杉浦博士,  遠藤友美,
岩佐麻衣,  西山　毅,  高橋　智,  白木法雄,  山
下啓子

第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月28日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

ＨＥＲ2陽性乳癌の更なる個別化 岩田広治 第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月28日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

日本のがん臨床研究・臨床試験の現状-乳がん

-
岩田広治 第49回日本癌治療学会学術集

会,  2011年10月27-29日(名古屋)
2011年10月30日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

EWS留置により治癒を得た難治性気胸の一例 水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第118回日本結核病学会東海地

方学会,  第100回日本呼吸器学

会東海地方学会,  2011年10月29-
30日(浜松)

2011年10月29日

聖隷三方原病
院

抗がん剤感受性試験について 棚橋雅幸 第118回日本結核病学会東海地

方学会,  第100回日本呼吸器学

会東海地方学会,  2011年10月29-
30日(浜松)

2011年10月29日

腫瘍・免疫外科
学

左肺全摘術後難治性膿胸に対する一治療経験 彦坂　雄,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
奥田勝裕,  横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第118回日本結核病学会東海地

方学会,  第100回日本呼吸器学

会東海地方学会,  2011年10月29-
30日(浜松)

2011年10月29日

鈴鹿中央総合
病院

乳糜胸を契機として診断された濾胞性リンパ腫
の1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第118回日本結核病学会東海地

方学会,  第100回日本呼吸器学

会東海地方学会,  2011年10月29-
30日(浜松)

2011年10月29日

腫瘍・免疫外科
学

<ワークショップ：胸腺上皮性腫瘍の治療 up to
date>胸腺癌におけるTS,OPRT,ERCC1, Class
Ⅲ β-tubulinタンパク発現の検討

奥田勝裕,  横田圭右,  矢野智紀,  佐々木秀文,
森山　悟,  彦坂　雄,  設楽将之,  藤井義敬

第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

重複癌とともに一期的手術を施行した原発性肺
癌4例の検討

立松　勉,  幸　大輔,  山田　健 第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3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

Utility thoracotomy+2ポートによる完全胸腔鏡
下肺切除術

山田　健,  幸　大輔,  立松　勉 第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3日

鈴鹿中央総合
病院

ProGRPが高値を示した肺カルチノイドの2例 川野　理,  幸　大輔,  深井一郎 第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3日

腫瘍・免疫外科
学

術前CT画像で線維化像を認めた肺癌手術症
例の検討

矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,  彦坂　雄,
奥田勝裕,  横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3日

聖隷三方原病
院

<ビデオワークショップ>気管形成術－端々吻合
と縦隔気管瘻－

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52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3日

腫瘍・免疫外科
学

肺全摘術の機能的手術適応：術後予測肺機能
およびブロックテストを利用した手術適応の検
討

森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
奥田勝啓,  横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月3日

聖隷三方原病
院

高齢者肺癌の定位照射及び手術治療成績 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52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日 (大阪)

2011年11月4日

聖隷三方原病
院

術前導入化学放射線療法を施行した非小細胞
肺癌46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52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月4日

聖隷三方原病
院

上大静脈・右上葉合併切除を要したIVa期胸腺

腫の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52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月4日

聖隷三方原病
院

心・大血管浸潤肺癌に対する術前補助療法の
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52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外科
学

肺癌におけるKras遺伝子変異およびコピー数
の増加に関する検討

佐々木秀文,  設楽将之,  横田圭右,  奥田勝裕,
彦坂　雄,  森山　悟,  矢野智紀,  藤井義敬

第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月4日

腫瘍・免疫外科
学

当院における肺悪性腫瘍に対する縮小手術時
の断端洗浄細胞診の実施とその陽性例の検討

彦坂　雄,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
奥田勝裕,  横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第52回日本肺癌学会総会,  2011
年11月3-4日(大阪)

2011年11月4日

大学 腹腔鏡下直腸切除における反転法の工夫と応
用

原　賢康,  小川　了,  安藤拓也,  高橋広城,  高
山　悟,  佐藤幹則,  竹山廣光

第26回東海大腸外科治療研究

会,  2011年11月4日(名古屋)
2011年11月4日

松波総合病院 Mini Lap TMを使用した単孔式結腸切除術 小林建司,  仲井　希,  大原永子,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第26回東海大腸外科治療研究

会,  2011年11月4日(名古屋)
2011年11月4日

大学 Reduced port surgery placing multi-port device
on stoma site for laparoscopic colorectal surgery.
Symposium 'Laparoscopic Colon Surgery'

Hara M,  Takahashi H,  Takayama S,  Kimura
M,  Sato M,  Takeyama H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 Optimal prediction of the central venous catheter
insertion depth on a routine chest x-ray.
symposium'Nutrition Support Team(NST)(2)'

Matsuo Y,  Uchida Y,  Koide S,  Ochi N,
Sakamoto M,  Takahashi H,  Hara M,  Wakasugi
T,  Takayama S,  Funahashi H,  Sato M,  Okada
Y,  Kimura M,  Takeyama H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 The significance of NGAL in pancreatic juice to
distinguish chronic pancreatitis from pancreatic
cancer

Ochi N,  Matsuo Y,  Takahashi H,  Funahashi H,
Okada Y,  Takeyama H,  Guha S

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 The early postoperative drain amylase is the
predictive risk factor of postoperative
pancreatic fistula in pancreatectomy

Okada Y,  Matsuo Y,  Ochi N,  Omi K,  Ogawa
R,  Shiozaki M,  Ando T,  Hara M,  Takahashi
H,  Wakasugi T,  Takayama S,  Funahashi H,
Sato M,  Kimura M,  Takeyama H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 Transgastric Hybrid NOTES Cholecystectomy Takayama S,  Koide S,  Funahashi H,  Takeyama

H
21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 Baicalein, a component of Japanese kampo
medicine Ogon, induces apoptosis through
down-regulation of Mcl-1 in human pancreatic
cancer cells

Takahashi H,  Ochi N,  Matsuo Y,  Funahashi H,
Okada Y,  Takeyama H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 Reports of two long-term survivors and
clinicopathological analysis of gastric small cell
carcinoma

Funahashi H,  Wakasugi T,  Omi K,  Koide S,
Hara M,  Ochi N,  Ando T,  Takahashi H,
Matsuo Y,  Takayama S,  Kimura M,  Takeyama
H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 Hemorrhagic duodenal ulcer associated with
pancreatic arteriovenous malformation: a case
report

Omi K,  Ochi N,  Matsuo Y,  Takahashi H,
Wakasugi T,  Takayama S,  Funahashi H,  Sato
M,  Okada Y,  Kimura M,  Takeyama H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 Bone marrow recurrence from early gastric
cancer developed more than five years after
curative operation and well-responded to S-1

Wakasugi T,  Funahashi H 21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

大学 Relationship between expression of 5-
fluorouracil metabolic enzymes and 5-
fluorouracil sensitivity in esophageal carcinoma
cell lines

Ando T,  Ishiguro H,  Ogawa R,  Shiozaki M,
Kimura M,  Takeyama H

21st World Congress of the
International Association of
Surgeons Gastroenterologists and
Oncologists(IASGO2011),  Nov9-
12,  2011(Tokyo)

2011年11月9日

聖隷三方原病
院

<ワークショップ>気管および分岐部周辺腫瘍の
アプローチと切除再建術式－端々吻合と縦隔
気管瘻－

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63回日本日本気管食道科学会

総会,  2011年11月10-11日(名古

屋)

2011年11月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
知多厚生病院 亜鉛欠乏症が原因と思われた低アルブミン血

症の1例
榊原香代子,  村元雅之,  上原恵子,  金原真紀,
沖田英人,  佐藤由美子

第60回日本農村医学会学術総

会,  2011年11月10-11日(岐阜)
2011年11月10日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

再発乳癌の治療戦略 岩田広治 第60回日本農村医学会学術総

会,  2011年11月10-11日(岐阜)
2011年11月11日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

Utility thoracotomy+2 portアプローチと画像倒
立法を用いた完全胸腔鏡下肺切除術

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉 第3回小切開・鏡視外科学会総

会,  2011年11月11-12日(東京)
2011年11月11日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳がん～個別化治療と副作用対策～ 岩田広治 がん医療研修機構 第11回オンコ

ロジーセミナー,  2011年11月12日
(東京)

2011年11月12日

聖隷三方原病
院

術前化学放射線療法によるT4肺癌への挑戦－
決してあきらめない

丹羽　宏 第157回日本胸部外科学会関東

甲信越地方会,  2011年11月12日
(東京)

2011年11月12日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

乳がん 岩田広治 日本がん治療認定医機構2011年
度がん治療認定医教育セミナー,
2011年11月12-13日(千葉)

2011年11月13日

名古屋市立東
部医療センター

腹腔鏡補助下に修復した腰ヘルニアの1例 石川倫子,  谷脇　聡,  柴田康行,  友田佳介,  遠
藤克彦,  佐本洋介,  鬼原真理子,  服部かをり,
田中宏紀

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 安心・安全なCV挿入法　総会特別企画6「あな

たのその治療,  本当に正しいですか？専門家
に学ぶ日常臨床における治療手技－研修医必
見！明日から使える技とコツ－」

竹山廣光 第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 当院におけるNOTESへの取り組み　ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ11「ここまで出来るNOTES」
高山　悟,  大見　関,  小出修司,  原　賢康,  坂
本雅樹,  高橋広城,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤

幹則,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 電子カルテシステムにおけるがん化学療法レジ

メン指示システムとチーム医療による安全で効
率的な外来化学療法の運用　主題関連演題40
「外来化学療法の効率化と安全への取り組み2」

佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  大見　関,  塩
﨑みどり,  小出修司,  若杉健弘,  松尾洋一,  安
藤拓也,  高山　悟,  木村昌弘,  岡田祐二,  竹山
廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 高齢者食道癌手術の問題点　要望演題10「食
道5」

小川　了,  木村昌弘,  塩﨑みどり,  安藤拓也,
若杉健弘,  舟橋　整,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 当院での難治性腸瘻の経験　要望演題6「腸
瘻」

高山　悟,  原　賢康,  高橋広城,  坂本雅樹,  越
智靖夫,  若杉健弘,  松尾洋一,  舟橋　整,  木村

昌弘,  岡田祐二,  佐藤幹則,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 膵切除後腹腔内出血症例の検討 岡田祐二,  越智靖夫,  松尾洋一,  大見　関,  塩
﨑みどり,  原　賢康,  安藤拓也,  高橋広城,  坂
本雅樹,  高山　悟,  若杉健弘,  舟橋　整,  木村

昌弘,  佐藤幹則,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 膵頭部動静脈奇形による出血性十二指腸潰瘍
に対して緊急膵頭十二指腸切除術を施行し救
命しえた1例

大見　関,  越智靖夫,  松尾洋一,  高橋広城,  若
杉健弘,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  木村昌弘,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 食道裂孔ヘルニアに合併した胃GISTの1例 塩﨑みどり,  木村昌弘,  舟橋　整,  石黒秀行,
若杉健弘,  安藤拓也,  小川　了,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 直腸GIST術後に発症した肝炎症性偽腫瘍の1
例

松尾洋一,  佐藤幹則,  越智靖夫,  安田　顕,  高
橋広城,  若杉健弘,  舟橋　整,  岡田祐二,  木村

昌弘,  竹山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

大学 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,  木村昌弘,  竹
山廣光

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術を極める－術後
疼痛がなく再発させない解剖学的理論と確実な
手術手技－　総会特別企画1「次世代へのメッ
セージ－達人の手術に学ぶ－」

早川哲史 第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

鼠径ヘルニアガイドライン作成に向けて腹腔鏡
下手術の位置付けを考える　ｼﾝﾎﾟｲｳﾑ10「日本
ヘルニア学会における鼠径ヘルニアガイドライ
ンに作成にむけて」

早川哲史,  北上英彦,  齊藤健太,  野澤雅之,
牛込　創,  佐藤怜央,  小森徹也,  松下知可,  青
山佳永,  加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  中
村謙一,  森本　守,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

再発ゼロを目指した経腹的腹腔鏡下鼠径ヘル
ニア修復術(TAPP法)　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ4「再発
ゼロを目指した鼠径ヘルニア手術」

野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
清水保延,  山本　稔,  森本　守,  齊藤健太,  中
村謙一,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  青山

佳永,  加藤知克,  沼田幸英

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

当院における小児鼠径ヘルニアおよび類縁疾
患に対する手術の現状　要望演題21「小児1」

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  森本　守,  齊藤健太,  佐藤怜央,  小
森徹也,  牛込　創,  松下知可,  青山佳永,  加藤

知克,  西本真弓,  沼田幸英

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

再発鼠径ヘルニアに対する経腹的腹腔鏡下鼠
径ヘルニア修復術(TAPP法)の検討　要望演題

(ﾋﾞﾃﾞｵ)15「鼠径ヘルニア2」

野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
北上英彦,  山本　稔,  森本　守,  齊藤健太,  中
村謙一,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  青山

佳永,  加藤知克,  沼田幸英

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

初診時に心嚢転移を認め、癌性心タンポナー
デをきたした乳癌の2例

松下知可,  加藤克己,  川口暢子,  長島美貴 第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

低位筋間痔瘻に対する術前検査としてのMRI
の有用性

山本　稔,  早川哲史,  田中守嗣,  青山佳永,  加
藤知克,  沼田幸英,  小森徹也,  佐藤怜央,  牛
込　創,  中村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本

守,  北上英彦,  清水保延

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

前立腺全摘出後に発症した鼠径ヘルニアに対
する腹腔鏡下修復術の有用性

齊藤健太,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  沼田幸英,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  中村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

腹壁瘢痕ヘルニア、右再発性鼡径ヘルニア、
左鼡径ヘルニアの3種ヘルニアに対して、鏡視

下にて一括で修復した1例

牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  佐
藤崇文,  清水保延,  山本　稔,  森本　守,  野澤

雅之,  齊藤健太,  小森徹也,  佐藤怜央,  加藤

知克,  沼田幸英

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下にヘルニア修復術(TAPP法)及び肝

嚢胞開窓術を同時施行した1例
佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
清水保延,  青山佳永,  加藤知克,  沼田幸英,
牛込　創,  小森徹也,  中村謙一,  齊藤健太,  野
澤雅之,  森本　守,  山本　稔

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

成人男性に発症した膵solid-pseudopapillary
tumorの1切除例

田中守嗣,  早川哲史,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森
本　守,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

小腸捻転によるイレウスで発症した成人小腸間
膜リンパ管腫の1例

中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  加藤知克,
山本　稔,  松下知可,  小森徹也,  佐藤怜央,  牛
込　創,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  加藤

克己,  清水保延,  田中守嗣

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

Osler-Weber-Rendu病に伴う肺動静脈瘻のため
低酸素血症である患者に対して腹腔鏡下右半
結腸切除を施行した1例

加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  齊藤健太,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  中村謙一,  野
澤雅之,  森本　守,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

腹膜播種を来たした浸潤性小葉癌に対してホ
ルモン療法が著効した1例

西本真弓,  加藤克己,  川口暢子,  長島美貴,
松下知可

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

刈谷豊田総合
病院

遅発性に腹腔内穿孔を来たした外傷性十二指
腸穿孔の1例

青山佳永,  早川哲史,  田中守嗣,  野澤雅之,
加藤知克,  沼田幸英,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  森本　守,  山本

稔,  清水保延,  北上英彦

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

名古屋共立病
院

当院における短期滞在腹腔鏡下胆嚢摘出術の
現状　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2「短期滞在手術の現状」

佐藤篤司,  春木伸裕,  寺下幸夫,  森洋一郎,
原田幸志朗,  大久保友貴

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

名古屋共立病
院

切除不能進行、再発大腸癌に対するストーマ造
設症例の検討

寺下幸夫,  春木伸裕,  森洋一郎,  原田幸志朗,
大久保友貴,  内藤明広,  佐藤篤司,  岩田　宏

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

知多厚生病院 entry holeのみを切離の基準点とする簡潔で合

理的なFEEAの腸管切離法　要望演題(ﾋﾞﾃﾞ
ｵ)11「大腸･器械吻合」

角田直樹,  山岸庸太,  山田幸治,  保里恵一,
村元雅之

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 大腸癌に対するダヴィンチ手術　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑ3「次世代を目指す新しい手術手技(小腸･大

腸･肛門)」

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

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

松波総合病院 一般病院における大腸癌に対するダヴィンチ手
術の現況　要望演題(ﾋﾞﾃﾞｵ)16「ロボット手術」

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

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

松波総合病院 肝転移巣の切除から2年以上経過し原発巣が

診断された膵カルチノイドの1例
仲井　希,  小林建司,  大原永子,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

松波総合病院 GISTを合併した巨大胃カルチノイドの1例 花立史香,  仲井　希,  大原永子,  上田修久,  小
林建司,  清水幸雄,  松波英寿,  村瀬貴幸

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

松波総合病院 成人で腸軸捻転を発症した結腸固定異常の3
例

東田昭彦,  仲井　希,  大原永子,  花立史香,  上
田修久,  小林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

がん研有明病
院

腹腔鏡・内視鏡合同手術(LECS)による胃局所

切除術　要望演題(ﾋﾞﾃﾞｵ)2「GIST2」
佐藤崇文,  比企直樹,  布部創也,  佐野　武,  峯
真司,  小西　毅,  山田和彦,  藤本佳也,  古賀倫

太郎,  谷村愼哉,  長山　聡,  福長洋介,  上野雅

資,  齋浦明夫,  山口俊晴

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

鎌倉湘南病院 使用物品コストを抑えた腹腔鏡下虫垂切除術
の工夫　主題関連演題44「外科医療におけるエ

コ対策2」

服部浩次,  渡部和巨,  荻野秀光,  河内　順,  下
山ライ,  池谷祐樹,  磯貝尚子,  大西貴久,  伴卓
史郎

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月17日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

ベバシズマブによる進行・再発乳癌における
ニューパラダイム

岩田広治 第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月18日

豊川市民病院 多発骨折を契機に発見された副甲状腺癌の1
例

三田圭子,  柄松章司,  上野修平,  中屋誠一,
藤幡士郎,  安藤菜奈子,  堅田武保,  高嶋伸宏,
杉浦弘典,  篠田憲幸,  西田　勉

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 腹腔鏡下胆嚢摘出術中の遺残落下結石により

腹壁膿瘍を形成した1例
上野修平,  高嶋伸宏,  篠田憲幸,  杉浦弘典,
堅田武保,  西田　勉,  柄松章司,  三田圭子,  安
藤菜奈子,  中屋誠一,  藤幡士郎,  佐々木信義

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月18日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

電子カルテのない当院での外来化学療法室の
運用

柄松章司,  三田圭子,  安藤菜奈子,  杉浦弘典,
高嶋伸宏,  堅田武保,  中屋誠一,  藤幡士郎,
篠田憲幸,  西田　勉,  佐々木信義

第73回日本臨床外科学会総会,
ワークショップ,  2011年11月17-19
日(東京)

2011年11月18日

愛知県がんセン
ター中央病院

<シンポジウム>センチネルリンパ節生検におけ
る術中診断の精度と長期成績

堀尾章代,  藤田崇史,  澤木正孝,  近藤直人,
足立恵理,  牛尾　文,  権藤なおみ,  山田　舞,
谷田部恭,  岩田広治

第73回日本臨床外科学会総会,
2011年11月17-19日(東京)

2011年11月19日

聖隷三方原病
院

低肺機能患者に対する肺癌術前呼吸リハビリ
テーションの肺機能改善効果

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123回遠江医学会,  2011年11
月20日(浜松)

2011年11月20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59日本化学療法学会西日本支

部総会,  2011年11月24-16日(奈
良)

2011年11月24日

大学 膵癌におけるProtein Kinase D (PKD)の役割と

PKD阻害剤の効果の検討　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ5「消化
器癌における新しい分子標的」

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,  Guha S

第22回日本消化器癌発生学会総

会,  2011年11月25-26日(佐賀)
2011年11月25日

大学 直腸癌腹腔鏡下手術における反転法の適応拡
大

原　賢康,  高橋広城,  高山　悟,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25日

大学 盲腸腫瘍に対するHybrid NOTESの1例 高山　悟,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25日

大学 上行結腸癌を合併したCrohn病の1例 安藤拓也,  榊原堅式 第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25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セツキシマブによる2

次3次治験症例の検討

佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  宮井博隆,  坪
井　謙,  安藤拓也,  高山　悟,  竹山廣光

第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25日

大学 Loop colostomyが奏功した成人発症遺糞症の1
例

高橋広城,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25日

松波総合病院 当科における右側結腸癌の治療方針の現況
ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5「右側結腸癌の標準術式－

OS.HALS.LAC－」

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

第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25日

松波総合病院 First lineでのcetuximab+mFOLFOX6でPRを得

た肛門管Baseloid carcinmaの1例
仲井　希,  小林建司,  大原永子,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿,  池田庸子

第66回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2011年11月25-26日(東京)
2011年11月25日

大学 関連病院を含めた大学としての教育　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳ
ﾑ2「外科感染症教育の創造と変革」

竹山廣光,  若杉健弘,  木村昌弘 第24回日本外科感染症学会総

会,  2011年12月1-2日(志摩)
2011年12月1日

大学 門側胃切除後の残胃壊死にて残胃全摘術後,
十二指腸断端縫合不全に起因する重篤な合併
症から救命し得た1例　要望演題11「忘れられな

い1例3」

若杉健弘,  塩﨑みどり,  小出修司,  小川　了,
原　賢康,  越智靖夫,  高橋広城,  坂本雅樹,  松
尾洋一,  高山　悟,  舟橋　整,  木村昌弘,  佐藤

幹則,  岡田祐二,  竹山廣光

第24回日本外科感染症学会総

会,  2011年12月1-2日(志摩)
2011年12月1日

大学 肝・胆道系感染症の分離菌とその薬剤感受性
の動向

若杉健弘,  竹山廣光,  谷口正哲,  石川　周,  品
川長夫

第24回日本外科感染症学会総

会,  2011年12月1-2日(志摩)
2011年12月1日

大学 急性腹膜炎からの分離菌の変遷 谷口正哲,  品川長夫,  石川　周,  若杉健弘,  竹
山廣光

第24回日本外科感染症学会総

会,  2011年12月1-2日(志摩)
2011年12月1日

がん・感染症セ
ンター都立駒込
病院

<ランチョンセミナー>もし,  乳癌を2つの「Seed」
仮説から考えると・・・

山下年成 第8回乳癌学会関東地方会,
2011年12月3日(大宮)

2011年12月3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

再発乳癌治療の動向-エビデンスとコンセンサス

-
岩田広治 第9回日本乳癌学会近畿地方会,

2011年12月3日(奈良)
2011年12月3日

藤田保健衛生
大学

閉塞性黄疸にて発症した膵頭部腫瘍の1例 日比将人,  加藤充純,  原普二夫,  鈴木達也 第45回日本小児外科学会東海地

方会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

藤田保健衛生
大学

「オンディーヌの呪い」を合併したHirschsprung
病の1例

加藤充純,  日比将人,  原普二夫,  鈴木達也 第45回日本小児外科学会東海地

方会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

西部医療セン
ター

CTガイド下胸腔ドレナージ術が有効であった新
生児膿胸の１例

佐藤陽子,  榊原堅式,  長縄康浩,  杉戸伸好,
杉浦博士,  三井　章,  中前勝視,  桑原義之

第45回日本小児外科学会東海地

方会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

腫瘍・免疫外科
学

TOFと右側大動脈弓を合併し、上部食道が2つ
に分かれ、そのうち尾側の食道が盲端部に異
所性膵を伴って気管から発生していたlong gap
C型食道閉鎖症の1例

近藤知史,  高木大輔,  佐藤陽子 第45回日本小児外科学会東海地

方会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

腫瘍・免疫外科
学

再発後、保存的に治癒し得た正中頸嚢胞の一
例

高木大輔,  近藤知史,  佐藤陽子,  藤井義敬 第45回日本小児外科学会東海地

方会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

大学 中心静脈カテーテル合併症 竹山廣光 第62回名古屋市立大学医学会総

会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

西部医療ｾﾝﾀｰ 名古屋市立西部医療センターの紹介－名古屋
市立大学との連携－

桑原義之 第62回名古屋市立大学医学会総

会,  2011年12月4日(名古屋)
2011年12月4日

大学 当院におけるNOTESへの取り組み　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ

ｶｯｼｮﾝ16「NOTES今後の展望」

高山　悟,  原　賢康,  高橋広城,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 single stapling techniqueの反転法による下部直

腸癌器械吻合の安定化　要望演題3「外科領域

における合併症軽減の工夫(3)(直腸癌)」

原　賢康,  塩﨑みどり,  小川　了,  高橋広城,
安藤拓也,  高山　悟,  木村昌弘,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

大学 腹腔鏡下手術にて切除した腸回転異常症に
伴った異時性多発大腸癌の1例

安藤拓也,  榊原堅式 第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

大学 経腹腔的腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP
法)におけるV-LocTM180を用いた腹膜閉鎖の
有用性

坂本雅樹,  高山　悟,  高橋広城 第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

光ファイバーによる音声・映像双方向性転送シ
ステムを使用した最新のリアルタイム腹腔鏡下
手術教育　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ30「最良のトレーニ

ングシステムは何か(2)(教育システム)」

早川哲史,  北上英彦,  山本　稔,  森本　守,  野
澤雅之,  齊藤健太,  中村謙一,  牛込　創,  佐藤

怜央,  清水保延,  田中守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

屋根瓦式教育による腹腔鏡下ヘルニア修復術
とadvanced surgery教育への展望　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯ

ｼｮﾝ41「腹腔鏡下ヘルニア修復術はよみがえっ

たのか(2)(総論)」

齊藤健太,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  沼田幸英,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  中村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

超高齢者における腹腔鏡下ヘルニア手術
(TAPP法)の安全性,  有用性の検討

佐藤怜央,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  沼田幸英,  牛込　創,  小森徹也,  中
村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下に摘出しえた後腹膜神経鞘腫の2例 中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  野澤雅之,
齊藤健太,  松下知可,  牛込　創,  佐藤怜央,  小
森徹也,  森本　守,  山本　稔,  山田　健,  加藤

克己,  清水保延,  田中守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

大腿ヘルニア陥頓による小腸イレウスに対して
緊急でTAPPを行い、明暗の分かれる術後経過

をだどった2例

牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  野
澤雅之,  清水保延,  山本　稔,  森本　守,  齊藤

健太,  小森徹也,  佐藤怜央,  加藤知克,  沼田
幸英

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胆嚢摘出術(LC)と経腹的腹腔鏡下鼠

径ヘルニア修復術(TAPP)との同時手術8例の
経験

野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
北上英彦,  山本　稔,  森本　守,  齊藤健太,  中
村謙一,  牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  青山

佳永,  加藤知克,  沼田幸英

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

デルタ吻合におけるステープリングディバイスの
選択と使用の現状

北上英彦,  早川哲史,  齊藤健太,  牛込　創,  小
森徹也,  佐藤怜央,  中村謙一,  野澤雅之,  森
本　守,  山本　稔,  清水保延,  田中守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下腫瘍摘出術にて悪性リンパ腫と診断
しえた腸間膜腫瘍の1例

加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  齊藤健太,
牛込　創,  小森徹也,  佐藤怜央,  中村謙一,  野
澤雅之,  森本　守,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹腔内リンパ節腫大に対する腹腔鏡下腹腔内
リンパ節生検の5例

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,  加
藤知克,  沼田幸英,  佐藤怜央,  小森徹也,  牛
込　創,  中村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本

守,  清水保延,  田中守嗣

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

当院における単孔式腹腔鏡下虫垂切除術の導
入と検討

沼田幸英,  早川哲史,  田中守嗣,  齊藤健太,
青山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  小森徹也,  佐
藤怜央,  中村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  北上英彦,  清水保延

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術時における曇り止め防止目的で
の温水ボトルの効果的な使用方法　ｺﾒﾃﾞｨｶﾙｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「内視鏡外科への私たちの貢献(手術

室看護師部門1)危機管理･介助」

下林里穂,  鶴羽美紀,  加藤　恵,  早川哲史 第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

手術室専属臨床工学技士配属から5年を向か

えて(～内視鏡外科領域での関わり～)　ｺﾒﾃﾞｨｶ
ﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「内視鏡外科への私たちの貢献

(臨床工学技士部門)」

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

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院

内視鏡手術に特化した高機能手術室の有用性
ｺﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「内視鏡外科への私たちの

貢献(臨床工学技士部門)」

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

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

知多厚生病院 欠損部の形成面積から考察した大腸切除後の
腸間膜欠損部閉鎖の指針　要望演題1「外科領

域における合併症軽減の工夫(1)(大腸･合併

症･偶発症)」

角田直樹,  山田幸治,  山岸庸太,  村元雅之 第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

東部医療ｾﾝﾀｰ 術前より診断し、腹腔鏡下に切除した重複胆嚢
管の1例

柴田康行,  谷脇　聡,  田中宏紀 第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日
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松波総合病院 民間病院における大腸癌に対するダヴィンチ手

術の現況　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ2「各領域における

ロボット手術　現状と今後の展望(2)(消化器)」

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

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

松波総合病院 Laparoscopic initial appendectomyと
laparoscopic interval appendectomyの比較検討

花立史香,  仲井　希,  大原永子,  上田修久,  小
林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

湘南鎌倉総合
病院

臍創部2port+Needle鉗子で行う腹腔鏡下手術

の利点、欠点　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ26「Reduced
Port Surgeryの利点、欠点(2)(胆嚢・胆石)」

服部浩次,  渡部和巨,  荻野秀光,  下山ライ,  河
内　順

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

がん研有明病
院

胃粘膜下腫瘍に対するReduced Port Surgery
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ25「Reduced Port Surgeryの利

点、欠点(1)(食道・胃)」

佐藤崇文,  比企直樹,  布部創也,  関川小百合,
小菅敏幸,  千葉丈広,  渡辺良平,  熊谷厚志,
愛甲　丞,  橋本佳和,  窪田　健,  谷村愼哉,  佐
野　武,  山口俊晴

第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月7日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

色素注入法を用いた胸腔鏡下右S1区域切除
術の一例

立松　勉,  幸　大輔,  山田　健 第24回日本内視鏡外科学会総

会,  2011年12月7-9日(大阪)
2011年12月8日

愛知がんセン
ター中央病院

Impact of Body Mass Index (BMI) for Clinical
Outcoms in Japanese Breast Cancer

権藤なおみ,  澤木正孝,  澤木正孝,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  足立恵理,  牛尾　文,  岩
田広治

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月7日

京都大学乳腺
外科

Relationship between Body mass Index and
Preoperative Treatment Pesponse to Aromatase
Inhibitor Exemenopausal Patients with Primary
Breast Cancer

Takada M,  Saji S,  Masuda N,  Kuroi K,  Sato
N,  Takei H,  yamamoto Y,  Ohno S,  Yamashita
H,  Hisamatsu K,  Aogi K,  Iwata H,  Ueno T,
Sasano H,  Toi M

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月7日

国立病院機構
大阪医療セン
ター外科・乳腺
外科

A Randomaized, double-blinded, Controlled
Study of Ezemestane v.s. Anastrozole for the
First-Line treatment of Postmenopausal Japanese
Women with Hormone Receptor Positive
Advanced Breast Cancer

Masuda N,  Iwata H,  Ohno S,  Rai Y,  Sato Y,
Ohsumi S,  Hashigaki S,  Nishizawa Y,  Saeki T,
Noguchi S

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月7日
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Massachusetts
general Hospital
Cancer Center

A Phase 3 Randmaized, Double-Blind, Placebo-
Controlled Multicenter Study Comparing
Denosumab with Placebo as Adjuvant Treatment
for Women with Early-Stage Breast Cancer Who
Are at High Risk of Disease Recurrence(D-
CARE)

Goss P.E.,  Barrios C.H.,  Bell R,  Finkelstein D,
Iwata H,  Martin M,  Braun A,  Ke C,  Maniar T,
Braun S,  Dansey R,  Coleman R.E.

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月7日

国立病院機構
四国がんセン
ター,  乳腺外科

PhaseⅠ study of single Agent Trastuzumab
Emtansine in Japanese Patients with Human
Epodermal Growth Factor Receptor 2(HER2)-
positive metastatic Breast Cancer(JO22591)

Aogi K,  Ando M,  Iwata H,  Hara F,  Matsubara
M,  Fujiwara Y

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月7日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

A Genetic Predictor for Breast Cancer Risk in a
Japanese Population

Sueta A,  Ito H,  Iwata H,  Hosono S,  Watanabe
M,  Iwase H,  Tajima K,  Tanaka H,  Matsuo K

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月7日

腫瘍・免疫外科
学

Low Expression of microRNA-210 Is an
Independent Good Prognostic Factor in Japanese
Triple-Negative Breast Cancer Patients

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

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月8日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

An interim Efficacy Analysis of Neoadjuvant
Letrozole in the New Primary Endocrine-therapy
Origination Study(NEOS/N-SASBC06) : A
Randmized 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,
Kashiwaba M,  yamamoto Y,  Taira N,  Saji S,
Ohashi Y

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月8日

腫瘍・免疫外科
学

Genetic and Environmental Predictors,
Endogenous Hormones and Growth Factors and
Risk of Estrogen Receptor-Positive Breast
Cancer in Japanese Women

Yoshimoto N,  Nishiyama T,  Toyama T,
Takahashi S,  Shiraki N,  Sugiura H,  Endo Y,
Iwasa M,  Fujii Y,  Yamashita H

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月9日

愛知県がんセン
ター中央病院

The accuracy of preoperative ultrasonography
guided vacuum-assisted breast biopsy in
determining histological type, ER status, PgR
status, HER2 status and Ki67 level in invasive
breast cancer.

Fujita T,  Sawaki M,   Hattori M,  Kondo N,
Horio A,  Ushio A,  Gondou N,  Adachi E,
Iwata H

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月9日
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浜松オンコロ
ジーセンター

Docetaxel is Superior to Pclitaxel Given Every
Three Weeks in Post Operarive Patients with
Node-Positive Breast Cancer : Results of the
Final Analysis of the NSAS-BC(National
Surgical Adjuvant Study of Breast Cancer)02
trial from JAPAN

Watanabe T,  Kuranami M,  Inoue K,  Masuda
N,  Aogi K,  Ohno S,  Iwata H,  Uemura Y,
Ohashi Y

34th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium, Dec6-10,
2011(San Antonio/U.S.A.)

2011年12月9日

腫瘍・免疫外科
学

肺原発炎症性筋繊維芽細胞性腫瘍
（Inflamatory myofibroblastic tumor:IMT）の1例

横田圭右,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  奥田勝裕,  設楽将之,  藤井義敬

第42回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2011年12月10日(名古

屋)

2011年12月10日

鈴鹿中央総合
病院

可及的切除により喘鳴と呼吸機能改善を認め
た気管支発生軟骨過誤腫の1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第42回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2011年12月10日(名古

屋)

2011年12月10日

刈谷豊田総合
病院呼吸器外
科

主気管支管状切除再建を行った腎盂癌気管支
転移の一例

水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第42回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2011年12月10日(名古

屋)

2011年12月10日

松波総合病院 当院における腹腔鏡下胆嚢摘出術の現状 仲井　希,  小林建司,  大原永子,  上田修久,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第17回岐阜内視鏡外科研究会,
2011年12月10日(岐阜)

2011年12月10日

藤田保健衛生
大学

胆道閉鎖症の胆管造影所見 鈴木達也,  加藤充純,  日比将人,  原普二夫,
冨重博一

第38回日本胆道閉鎖症研究会,
2011年12月10日(名古屋)

2011年12月10日

藤田保健衛生
大学

胆道閉鎖症術後27年目に発症した出血源の同
定に難渋している消化管出血の一例

日比将人,  鈴木達也,  加藤充純,  原普二夫 第38回日本胆道閉鎖症研究会,
2011年12月10日(名古屋)

2011年12月10日
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