
発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

Bronchoscopic Balloon Dilation Niwa H,  Tanahashi M,  Yukiue H,  Suzuki E,
Haneda H,  Yoshii N

4th Asian Pasific Congress on
Bronchology and Interventional
Pulmonology,  Jan19-22,
2012(Jaipur/India)

2012年1月19日

松波総合病院 大腸癌同時性腹膜播腫症例および腹膜播腫
再発の治療成績

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76回大腸癌研究会,  2012年1
月20日(宇都宮)

2012年1月20日

大学　消化器外
科学

消化器外科手術の進歩 竹山廣光 第1回救急医療特別研修会,
2012年1月21日(名古屋)

2012年1月21日

刈谷豊田総合
病院

当院における腹腔鏡下直腸切断術についての
検討

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,  加
藤知克,  西本真弓,  松下知可,  牛込　創,  佐藤

怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本

守,  清水保延,  田中守嗣

第16回愛知内視鏡外科研究会,
2012年1月28日(名古屋)

2012年1月28日

大学　腫瘍・免
疫外科学

前縦隔未分化肉腫の１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31回日本胸腺研究会,  2012年
2月4日(大宮)

2012年2月4日

聖隷三方原病
院

胸腺カルチノイドの多発骨転移による疼痛に対
し、ストロンチウム-89投与が奏功した一例

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

第31回日本胸腺研究会,  2012年
2月4日(大宮)

2012年2月4日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胸腺内に限局する胸腺腫に対する胸腺腫切除
術：他施設共同研究（JART02）中間解析

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31回日本胸腺研究会,  2012年
2月4日(大宮)

2012年2月4日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

胸腔鏡下に摘出した左上肺静脈遺残を伴う胸
腺嚢胞の一例

水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第31回日本胸腺研究会,  2012年
2月4日(大宮)

2012年2月4日

がん研有明病
院

進行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2「腹腔鏡手術は進行癌に対し
てどこまで適応拡大が可能か」

谷村愼哉,  比企直樹,  布部創也,  渡邊良平,
熊谷厚志,  愛甲　丞,  窪田　健,  峯　真司,  山
田和彦,  福長洋介,  佐野　武,  山口俊晴,  佐藤

崇文,  宮井博隆,  東野正幸

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

胃粘膜下腫瘍に対する単孔式腹腔鏡下胃局所
切除術

小菅敏幸,  比企直樹,  布部創也,  愛甲　丞,  窪
田　健,  熊谷厚志,  渡邊良平,  佐藤崇文,  千葉

丈広,  橋本佳和,  関川小百合,  谷村愼哉,  佐
野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

がん研有明病
院

Modified Glasgow Prognostic Score(mGPS)を用
いた術前リスク評価

窪田　健,  比企直樹,  布部創也,  熊谷厚志,  愛
甲　丞,  渡邊良平,  千葉丈広,  佐藤崇文,  橋本

佳和,  小菅敏幸,  関川小百合,  谷村愼哉,  佐
野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

がん研有明病
院

早期胃癌ESD後の非治癒切除症例に対する追
加胃切除術の検討

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

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

がん研有明病
院

左胃大網動脈領域と右胃大網動脈領域のリン
パ節転移を認めたM領域のSM癌の一例

関川小百合,  比企直樹,  小菅敏幸,  佐藤崇文,
橋本佳和,  渡邊良平,  窪田　健,  愛甲　丞,  熊
谷厚志,  布部創也,  峯　真司,  山田和彦,  谷村

愼哉,  佐野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

がん研有明病
院

胃癌術後合併症の予後に及ぼす影響 窪田　健,  比企直樹,  布部創也,  熊谷厚志,  愛
甲　丞,  渡邊良平,  千葉丈広,  佐藤崇文,  橋本

佳和,  小菅敏幸,  関川小百合,  谷村愼哉,  佐
野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

がん研有明病
院

胃癌術後再発との鑑別が問題となった腹腔内
肉芽腫の2例

佐藤崇文,  比企直樹,  布部創也,  千葉丈広,
小菅敏幸,  渡邊良平,  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84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

刈谷豊田総合
病院

膜切開を先行させながら発生学的な血管走行
と神経走行を重要視した腹腔鏡下胃癌リンパ節
郭清　ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ2「腹腔鏡(補助)下D2手
術」

早川哲史,  北上英彦,  森本　守 第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月9日

がん研有明病
院

当院でのLDG症例における肥満症例の治療成

績　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ6「肥満患者の術前評価と合併症
軽減に向けた取り組み」

関川小百合,  比企直樹,  佐藤崇文,  千葉丈広,
橋本佳和,  渡邊良平,  窪田　健,  愛甲　丞,  熊
谷厚志,  布部創也,  峯　真司,  山田和彦,  谷村

愼哉,  佐野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

がん研有明病
院

高齢者腹腔鏡下胃切除術における合併症の危
険因子

熊谷厚志,  比企直樹,  布部創也,  谷村愼哉,
窪田　健,  愛甲　丞,  渡邊良平,  橋本佳和,  千
葉丈広,  佐藤崇文,  小菅敏幸,  関川小百合,
佐野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

当院における胃癌に対する腹腔鏡手術の再発
症例に関する検討

千葉丈広,  比企直樹,  布部創也,  愛甲　丞,  熊
谷厚志,  窪田　健,  渡邊良平,  橋本佳和,  小菅

敏幸,  佐藤崇文,  谷村愼哉,  峯　真司,  山田和

彦,  佐野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

がん研有明病
院

当院における腹腔鏡下胃癌手術：開腹移行例
から見たpitfallの対処

橋本佳和,  比企直樹,  布部創也,  千葉丈広,
小菅敏幸,  佐藤崇文,  渡邊良平,  熊谷厚志,
愛甲　丞,  窪田　健,  峯　真司,  山田和彦,  谷
村愼哉,  佐野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

がん研有明病
院

当院での腹腔鏡下幽門保存胃切除術における
神経温存手技

佐藤崇文,  比企直樹,  布部創也,  千葉丈広,
小菅敏幸,  渡邊良平,  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84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

がん研有明病
院

突然の下血で発症し出血性ショックを呈した腹
腔鏡下胃切除後の膵十二指腸動脈瘤の十二
指腸穿破の一例

橋本佳和,  比企直樹,  布部創也,  渡邊良平,
千葉丈広,  佐藤崇文,  小菅敏幸,  熊谷厚志,
愛甲　丞,  窪田　健,  峯　真司,  山田和彦,  谷
村愼哉,  佐野　武,  山口俊晴

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

刈谷豊田総合
病院

脾温存脾門部リンパ節郭清のコツとポイント　ﾋﾞ
ﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ5「腹腔鏡下胃全摘術(郭清と再

建を中心とした手術手技のコツと工夫)」

北上英彦,  早川哲史,  田中守嗣,  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

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播腫例の化学療法：レジメン･抗癌剤
の投与経路の変更時期を中心とした検討　要
望演題4「腹膜播腫に対する化学療法－レジメ

ン変更の最適なtimingは－」

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  寺西　太,  今
藤裕之,  神谷保廣,  竹山廣光,  四ツ柳智久

第84回日本胃癌学会総会,  2012
年2月8-10日(大阪)

2012年2月10日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

化学放射線療法による完全寛解後、横隔膜転
移を来した肺大細胞癌の一例

小田梨紗,  立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

トヨタ記念病院 穿刺吸引細胞診後急速にびまん性甲状腺腫大
を来した1例

溝口公士,  伊藤和子,  波戸ゆかり,  佐竹　章,
辻　秀樹,  齋藤雄史,  春木伸裕,  呉原裕樹,  原
田幸志朗,  鈴木卓弥,  高須惟人,  林　祐一,  坂
根理司,  山川洋右

第37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下腫瘍摘出術で確定診断し得た腸間膜
悪性リンパ腫の1例

加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  齊藤健太,
牛込　創,  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37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
西部医療セン
ター

A型胃炎に伴う多発カルチノイドの1例 杉戸伸好,  榊原堅式,  桑原義之,  中前勝視,
三井　章,  佐藤陽子,  杉浦博士,  長縄康浩

第37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

第一なるみ病院 用手的整復が可能であった嵌頓閉鎖孔ヘルニ
アの2例

高木　格,  藤井　康,  原　臣平 第37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

東部医療セン
ター

早期胃癌ESD後に発生した遅発性穿孔の1例 佐本洋介,  羽藤誠記,  谷脇　聡,  柴田康行,  越
智靖夫,  友田佳介,  遠藤克彦,  前田祐三,  服
部かをり,  田中宏紀

第37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

豊川市民病院 膵管内に乳頭状増殖を呈した早期膵癌の1例 藤幡士郎,  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,  中屋誠一,  佐々木信義

第37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

豊川市民病院 胆石イレウスの一治験例 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37回愛知臨床外科学会,  2012
年2月11日(名古屋)

2012年2月11日

刈谷豊田総合
病院

成人大腸腸重積症11例の検討 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,  佐藤怜央

第8回日本消化管学会総会学術

集会,  2012年2月10-11日(仙台)
2012年2月11日

大学　消化器外
科学

5年以上の長期生存を果たした胃小細胞癌の
症例報告

舟橋　整,  木村昌弘,  竹山廣光 第8回日本消化管学会総会学術

集会,  2012年2月10-11日(仙台)
2012年2月11日

大学　消化器

外科学

Cancer cell-derived interleukin-1alpha promotes
HGF secretion by stromal cells and enhances
metastatic potential in colon cancer cells

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

7th Annual Academic Surgical
Congress(AAS),  Feb14-16,
2012(Las Vegas,   Nevada)

2012年2月14日

大学　消化器

外科学

Zerumbone inhibits tumor angiogenesis in
gastric cancer

Tsuboi K, Matsuo Y, Shamoto T, Koide S, Ochi
N, Takahashi H, Wakasugi T, Funahashi H,
Kimura M, Sato M, Okada Y, Takeyama H

7th Annual Academic Surgical
Congress(AAS),  Feb14-16,
2012(Las Vegas,   Nevada)

2012年2月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

Simultaneous knock-down of Bcl-xL and Mcl-1
induces apoptosis in gemcitabine-sensitive and -
resistant pancreatic cancer cells

Takahashi H, Brovman EY, Matsuo Y, Ishiguro
H, Chen M, Pham H, Reber HA, Takeyama H,
Eibl G, Hines OJ

7th Annual Academic Surgical
Congress(AAS),  Feb14-16,
2012(Las Vegas,   Nevada)

2012年2月15日

大学　腫瘍・免
疫外科学

異なるEGFR遺伝子変異を発現した多発肺癌の

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100回日本肺癌学会中部支部

会,  2012年2月18日(名古屋)
2012年2月18日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

境界不明瞭なスリガラス陰影で発見された右下
葉肺癌の一例

立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第100回日本肺癌学会中部支部

会,  2012年2月18日(名古屋)
2012年2月18日

知多厚生病院 単孔式内視鏡手術parallel法におけるやさしい
内視鏡下結紮法

角田直樹,  小森徹也,  山岸庸太,  村元雅之 第5回単孔式内視鏡手術研究会,
2012年2月18日(広島)

2012年2月18日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

栄養剤投与量に関する考察　第4報 長谷川正光,  野田　武,  北村洋子,  松田直美,
保原怜子,  山本貴子,  宇都宮成洋,  北林　紘,
高田耕二,  望月弘彦,  木原八千代,  近藤由利,
内田信之,  奥田恵子,  川崎さやか

第27回日本静脈経腸栄養学会,
2012年2月23-24日(神戸)

2012年2月23日

大学　消化器

外科学

最大舌圧値の低下は何を意味するのか?－栄
養療法施行時の指標としての有用性－

伊藤明美,  小川　了,  嘉村由美子,  山田悠史,
太田美穂,  竹山廣光,  祖父江和哉

第27回日本静脈経腸栄養学会,
2012年2月23-24日(神戸)

2012年2月23日

大学　消化器

外科学

Natural Product Zerumboneの抗腫瘍効果の検
討

松尾洋一,  越智靖夫,  小出修司,  坪井　謙,  社
本智也,  柴田孝弥,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光,  Sung B,  Guha S

第27回日本静脈経腸栄養学会,
2012年2月23-24日(神戸)

2012年2月23日

大学　消化器

外科学

n-3系多価不飽和脂肪酸はAKTのリン酸化を抑
制し、膵臓癌のアポトーシスを亢進させる

高橋広城,  松尾洋一,  石黒秀行,  舟橋　整,  竹
山廣光

第27回日本静脈経腸栄養学会,
2012年2月23-24日(神戸)

2012年2月24日

大学　消化器

外科学

大腸癌化学療法中の低栄養、炎症改善のため
のプロシュア内服

原　賢康,  小川　了,  安藤拓也,  高橋広城,  佐
藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第27回日本静脈経腸栄養学会,
2012年2月23-24日(神戸)

2012年2月24日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

高周波スネアにて切除した気管支腫瘍の4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21回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2012年2月24-26日(群
馬)

2012年2月24日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

術中大動脈からの出血を伴い、長時間の心臓
マッサージを必要とした左肺動脈根部浸潤肺
癌の1切除例

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗 第21回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2012年2月24-26日(群
馬)

2012年2月24日

鈴鹿中央総合
病院

左主気管支粘表皮癌に対し左主気管支楔状切
除術を施行した1例

川野　理,  幸　大輔,  深井一郎 第21回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2012年2月24-26日(群
馬)

2012年2月24日

聖隷三方原病
院

気管，食道への浸潤が疑われた上縦隔未分化
癌の1例

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

第21回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会,  2012年2月24-26日(群
馬)

2012年2月25日

大学　腫瘍・免
疫外科学

乳腺mucocele-like tumorの2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18回日本乳腺疾患研究会,
2012年2月24-25日（徳島）

2012年2月25日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

左肺動脈起始部までの浸潤のある左肺癌に対
して胸骨正中経路で全摘術を施行した一例

水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 静岡呼吸器外科医会第23回集談

会,  2012年2月25日(静岡)
2012年2月25日

刈谷豊田総合
病院

感染性大腿動脈瘤破裂の1例 神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二 第20回日本血管外科学会東海・

北陸地方会,  2012年3月3日(津)
2012年3月3日

刈谷豊田総合
病院

当科における十二指腸潰瘍穿孔例の検討～保
存的治療と腹腔鏡手術～　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ2
「腹部救急治療における腹腔鏡手術の適応と
限界」

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,  佐藤怜央

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

肺癌の小腸転移による成人腸重積症を繰り返
した1例

沼田幸英,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  青
山佳永,  加藤知克,  西本真弓,  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48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

Interval appendectomyを予定し、保存的治療中

の腫瘍合併虫垂炎に緊急手術を必要とした2例
牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  清
水保延,  山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  齊藤

健太,  中村謙一,  佐藤怜央,  松下知可,  青山

佳永,  加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

腸管狭窄をきたした乳腺浸潤性小葉癌による
腹腔内転移の1例

松下知可,  早川哲史,  野澤雅之,  青山佳永,
加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  牛込　創,  佐
藤怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  森本　守,  山本

稔,  北上英彦,  清水保延,  田中守嗣,  加藤克
己

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

十二指腸憩室穿孔の3例 齊藤健太,  早川哲史,  田中守嗣,  青山佳永,
加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  松下知可,
牛込　創,  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48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

多発結腸穿孔を来たし緊急結腸亜全摘を施行
した小腸大腸型Crohn病の1例

佐藤怜央,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  沼田幸英,  松下知可,  牛込　創,  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48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

大量の腹水貯留を認めたアルコール性慢性膵
炎仮性膵のう胞破裂の1例

山本　稔,  田中守嗣,  早川哲史,  沼田幸英,  西
本真弓,  加藤知克,  青山佳永,  松下知可,  佐
藤怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森
本　守,  北上英彦,  清水保延

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下にて治癒し得た回盲部子宮内膜症の
1例

小田梨紗,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  松下友可,
牛込　創,  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48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

内視鏡的止血術およびTAEで止血しえず、外

科的止血術を要した十二指腸潰瘍出血の1例
青山佳永,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  松下知可,
牛込　創,  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

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

知多厚生病院 人的制約の中、救命しえた左胃動脈損傷、膵
完全断裂の一例「生涯忘れられないこの1例」

角田直樹,  山岸庸太,  小森徹也,  村元雅之 第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
知多厚生病院 腹部臓器損傷をまぬがれた深部穿通性外傷の

2例
小森徹也,  角田直樹,  山岸庸太,  村元雅之 第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

名古屋共立病
院

部分内臓逆位に伴う腸回転異常症に発生した
絞扼性イレウスの1例

寺下幸夫,  森洋一郎,  大久保友貴,  佐藤篤司 第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

大学　消化器

外科学

膵頭十二指腸切除後に発症したHemosuccus
pancreaticusの1例

松尾洋一,  越智靖夫,  岡田祐二,  高橋広城,
石黒秀行,  若杉健弘,  高山　悟,  舟橋　整,  佐
藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月14日

刈谷豊田総合
病院

S状結腸間膜内ヘルニアによるイレウスに対し

緊急手術を施行した1例
加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  齊藤健太,
青山佳永,  沼田幸英,  西本真弓,  牛込　創,  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48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月15日

刈谷豊田総合
病院

急激に増大し腹痛で発症した
myxofibrosarcomaの1例

中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  佐
藤怜央,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月15日

西部医療セン
ター

十二指腸憩室穿孔と十二指腸憩室内結石落下
嵌頓による腸石イレウスを合併した1例

長縄康浩,  杉戸伸好,  三井　章,  桑原義之,  榊
原堅式

第48回日本腹部救急医学会総

会,  2012年3月14-15日(金沢)
2012年3月15日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Identification of recurrent oncogenic KIF5B-
RET rearrangements in non-small cell lung
cancer

Capelletti M,  Lipson D,  Otto G,  Yelensky R,
Ercan D,  Kim J,  Sasaki H,  Kim HP,  Park SI,
Ross JS,  Stephens PJ,  Cronin MT,  Janne PA

The 103th Annual Meeting of
American Association for Cancer
Research (AACR),  Mar31-Apr4,
2012(Chicago/USA)

2012年3月31日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺結核を合併した肺癌の一例 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283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

胸腔鏡下手術で切除した胸腺血管腫の一例 立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第283回東海外科学会,  2012年４

月8日(名古屋)
2012年4月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
いなべ総合病
院

同時性三重複癌の1手術例 野村ゆづき,  小出修司,  長谷川　毅,  中村善

則,  石川雅一,  水野　章

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

トヨタ記念病院 S状結腸子宮内膜症の1例 溝口公士,  辻　秀樹,  呉原裕樹,  原田幸志朗,
高須惟人,  坂根理司,  春木伸裕

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下摘出術を施行した左側胆嚢の1例 沼田幸英,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  西本真弓,  松下知可,  牛込　創,  佐
藤怜央,  中村謙一,  齊藤健太,  野沢雅之,  森
本　守,  山本　稔,  清水保延,  田中守嗣

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

松波総合病院 再肝切除術時に完全腹腔鏡下にSpiegel葉切
除術と肝外側区部分切除術を行った再発性肝
細胞癌の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283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

西部医療セン
ター

左鼠径ヘルニアに膀胱腫瘍が嵌入した1例 鈴木卓弥,  榊原堅式,  中前勝視,  三井　章,  佐
藤陽子,  杉浦博士,  杉戸伸好,  長縄康浩,  桑
原義之,  伊藤恭典,  加藤利基,  廣瀬康彦

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

知多厚生病院 術前に留置した下大静脈フィルターで術後急
性期の肺血栓塞栓症が回避された進行胃癌の
一例

角田直樹,  小森徹也,  山岸庸太,  村元雅之 第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

中野胃腸病院 胃神経鞘腫に対して腹腔鏡下胃局所切除術を
行った１例

田中達也,  深尾俊一,  鈴木智貴,  榊原一貴,
前田頼佑,  林　久乃,  山崎雅彦

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

中野胃腸病院 潰瘍性大腸炎に合併したcolitic cancerの1例 林　久乃,  深尾俊一,  鈴木智貴,  田中達也,  榊
原一貴,  前田頼佑,  山崎雅彦

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

東部医療セン
ター

絞扼性イレウスを発症した大網裂孔ヘルニアの
1例

服部かをり,  大見　関,  佐本洋介,  前田祐三,
遠藤克彦,  越智靖夫,  友田佳介,  柴田康行,
谷脇　聡,  羽藤誠記,  田中宏紀

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
尾西病院 術前に診断し得た左鼡径ヘルニアに続発した

大網捻転症の一例
志賀一慶,  高山宗之,  伊藤浩一,  真下啓二 第283回東海外科学会,  2012年4

月8日(名古屋)
2012年4月8日

豊川市民病院 腸間膜血腫を形成し腹腔内出血にて発症した
大腸GISTの一例

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

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

豊川市民病院 胃癌を合併した十二指腸水平脚GISTの1治験
例

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

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

名古屋市立緑
市民病院

十二指腸球部に嵌入し貧血を来した胃体部ポ
リープの一例

今藤裕之,  寺西　太,  毛利紀章,  水野　勇,  神
谷保廣

第283回東海外科学会,  2012年4
月8日(名古屋)

2012年4月8日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

炭酸ガス早期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 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

間質性肺炎合併肺切除例の術後急性増悪予
測因子ならびに予防薬の検討

立松　勉,  水野幸太郎,  山田　健 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

Utility thoracotomy+2 portによる安全な完全胸
腔鏡下肺切除術

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

藤田保健衛生
大学　小児外科

小児生体肝移植後におけるHHV-6の動向 加藤充純,  日比将人,  原普二夫,  鈴木達也 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

藤田保健衛生
大学　小児外科

小児漏斗胸における胸郭変形の自然経過－改
善例の特徴－

原普二夫,  日比将人,  加藤充純,  鈴木達也 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

小型肺癌に対するGGO面積比率，FDG-PETに
基づく外科治療と，脈管侵襲，抗癌剤感受性試
験に基づく術後補助化学療法

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112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

聖隷三方原病
院

低肺機能患者における術前呼吸リハビリテー
ションの効果

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112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

刈谷豊田総合
病院

当院における腹腔動脈起始部圧迫症候群に伴
う動脈瘤の治療方針の検討

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

健太,  中村謙一,  小森徹也,  佐藤怜央,  山中

雄二,  斉藤隆之,  神谷信次

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

刈谷豊田総合
病院

ｲﾌﾞﾆﾝｸﾞｾﾐﾅｰ2「エキスパートに学ぶ膜解剖の
新たな理解～より安全で精緻な手術の実現～」

早川哲史 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下幽門側胃切除術におけるデルタ吻合
再建の成績

北上英彦,  早川哲史,  田中守嗣,  青山佳永,
加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  松下知可,
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

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

藤田保健衛生
大学

da Vinci S Systemによるロボット肝切除術15 例
の経験　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ5「Robotic Surgery：外科手
術の新たなる可能性」

棚橋義直,  所　隆昌,  吉田淳一,  香川　幹,  竹
浦千夏,  加藤悠太郎,  杉岡　篤,  石田善敬,  宇
山一朗

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

大学　消化器

外科学

効率的かつ安全ながん化学療法レジメンシステ
ムの構築と運用

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,  木村昌弘,  岡田祐二,  竹山
廣光

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月12日

大学　腫瘍・免
疫外科学

外科的手術を行った肺腺癌におけるLKB1遺
伝子変異についての検討

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

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

III期非小細胞肺癌に対する術前導入化学放射
線療法の有効性

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

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

刈谷豊田総合
病院

残胃癌に対する腹腔鏡手術の適応への既往疾
患の影響について

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  沼田幸英,  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,  中村謙一,  齊藤

健太,  野澤雅之,  森本　守,  清水保延,  田中守
嗣

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

刈谷豊田総合
病院

当科における上部消化管穿孔例の検討～保存
的治療の妥当性と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,
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,  西本真弓,  沼田幸英

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

大学　消化器

外科学

当院における十二指腸乳頭部癌の治療成績か
ら考える適正な切除範囲

岡田祐二,  松尾洋一,  越智靖夫,  大見　関,  塩
﨑みどり,  小川　了,  原　賢康,  坂本雅樹,  安
藤拓也,  若杉健弘,  高山　悟,  舟橋　整,  木村

昌弘,  佐藤幹則,  竹山廣光

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

大学　消化器

外科学

食道扁平上皮癌の浸潤・転移におけるGirdinの
役割

柴田孝弥,  松尾洋一,  齋藤慎一郎,  社本智也,
長﨑高也,  廣川高久,  坪井　謙,  宮前　拓,  宮
井博隆,  石黒秀行,  竹山廣光

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

大学　消化器

外科学

BclxLとMcl1はGemcitabine抵抗性膵癌におけ
る治療ターゲットとなりうる

高橋広城,  松尾洋一,  舟橋　整,  岡田祐二,  竹
山廣光

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

大学　消化器

外科学

膵癌におけるサイトカインネットワークの解明と
分子標的治療への応用

松尾洋一,  越智靖夫,  小出修司,  坪井　謙,  社
本智也,  柴田孝弥,  高橋広城,  舟橋　整,  佐藤

幹則,  岡田祐二,  竹山廣光,  Guha S

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日

名古屋市立緑
市民病院

腹膜転移部治療を目的としたdrug carrierを用
いた徐放化抗癌剤の検討；臨床応用を目指し
たアルファーリン酸三カルシウム(TCP)細粒およ

びliposomeによる徐放化Carboplatin(CBDCA)
の腹腔内投与

水野　勇,  植田拓也,  毛利紀章,  石田理子,  今
藤裕之,  社本智也,  寺西　太,  神谷保廣,  竹山

廣光,  四ツ柳智久

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

当院における胃癌患者の他臓器重複癌に関す
る検討

佐藤崇文,  比企直樹,  熊谷厚志,  布部創也,
谷村愼哉,  峯　真司,  山田和彦,  有田淳一,  小
西　毅,  藤本佳也,  古賀倫太郎,  長山　聡,  福
長洋介,  上野雅資,  斉浦明夫,  佐野　武,  山口
俊晴

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

がん研有明病
院

腹腔鏡下胃切除術後の胆石合併症例の検討 渡邊良平,  比企直樹,  布部創也,  熊谷厚志,
窪田　健,  愛甲　丞,  千葉丈広,  小菅敏幸,  橋
本佳和,  佐藤崇文,  関川小百合,  山田和彦,
峯　真司,  齋浦明夫,  上野雅資,  谷村愼哉,  佐
野　武,  山口俊晴

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

がん研有明病
院

Modified Glasgow Prognostic Score(mGPS)を用
いた術前リスク評価

窪田　健,  比企直樹,  布　創也,  熊谷厚志,  愛
甲　丞,  渡邊良平,  千葉丈広,  橋本佳和,  佐藤

崇文,  小菅敏幸,  関川小百合,  谷村慎哉,  佐
野　武,  山口俊晴

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

刈谷豊田総合
病院

腹壁瘢痕ヘルニアに対する腹腔鏡下修復術の
有用性と術式の工夫

齊藤健太,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  西本真弓,  沼田幸英,  松下知可,
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112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

刈谷豊田総合
病院

当院における小児鼠径ヘルニア修復術の現状 清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  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,  小森徹也,  佐藤怜央,  松下

知可,  青山佳永,  加藤知克,  西本真弓,  沼田
幸英

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡補助下膵頭十二指腸切除術における血
中サイトカインの変動

田中守嗣,  早川哲史,  山本　稔,  青山佳永,  加
藤知克,  西本真弓,  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,  清水保延,  北上英彦

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

刈谷豊田総合
病院

音声・映像の双方向性アノテーションシステムを
利用したGeneral Laparoscopic Surgeonの育成

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ15「内視鏡外科手術の標準化を目指
した教育法と修練法」

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  加藤知克,
西本真弓,  沼田幸英,  青山佳永,  牛込　創,  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

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

大学　消化器

外科学

膵癌細胞におけるzerumboneのVEGF・IL8分泌
抑制による血管新生抑制効果の検討

社本智也,  松尾洋一,  長﨑高也,  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112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

抗インターロイキン6受容体抗体の大腸癌細胞
に対する抗腫瘍効果

長﨑高也,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

大学　消化器

外科学

神経栄養因子による膵癌細胞の浸潤能の変化
に対するNFκBとMMPの役割

舟橋　整,  高橋広城,  松尾洋一,  木村昌弘,  竹
山廣光

第112回日本外科学会総会,
2012年4月12-14日(幕張)

2012年4月14日

大学　消化器

外科学

グリア細胞由来神経栄養因子(GDNF)による膵

癌細胞の活動性の変化に対するuPAとMMPの
役割

舟橋　整,  松尾洋一,  石黒秀行,  岡田祐二,  木
村昌弘,  竹山廣光

第98回日本消化器病学会総会,
2012年4月19-21日(東京)

2012年4月19日

愛知県がんセン
ター中央病院

Role of serological marker and others in
recurrence surveillance

Iwata H 1st International Breast Cancer
Symposium & 27th Annual
meeting of KBCS,  Apr27-28,
2012(Korea)

2012年4月27日

愛知県がんセン
ター中央病院

Neoadjuvant endocrine therapy & predictive
markers

Iwata H 1st International Breast Cancer
Symposium & 27th Annual
meeting of KBCS,  Apr27-28,
2012(Korea)

2012年4月28日

刈谷豊田総合
病院

LPEC法により治療した鼠径部水腫の1例 清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  齊藤健太,   中
村謙一,  佐藤怜央,  牛込　創,  青山佳永,   加
藤知克,  西本真弓,  沼田幸英

第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

鼠径部嵌頓ヘルニアに対する腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア修復術(TAPP法)　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「鼠径部嵌
頓ヘルニアに対する手術法」

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,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤

知克,  西本真弓,  沼田幸英

第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

当科における膜構造を重要視したヘルニア修
復術のトレーニング法

中村謙一,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
北上英彦,  山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  牛
込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤知克,  小田

梨沙,  早川俊輔

第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

前立腺全摘術後の鼠径ヘルニアに対する腹腔
鏡下修復術の有用性

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,  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10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下ヘルニア修復術で重要な鼠径部解剖
－技術認定を取得するための大切なポイントは
何か？－

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  早川俊輔,  青
山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中村

謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  清水保

延,  北上英彦

第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

Transabdominal preperitoneal repair (TAPP)
with a high regard for the anatomical membrane
structure

Hayakawa T 第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

日本ヘルニア学会鼠径ヘルニア分類法の腹腔
内から見た妥当性・有用性・問題点

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  早川俊輔,  青
山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中村

謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  清水保

延,  北上英彦

第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

術後疼痛ゼロを目指した膜構造温存TAPP法 齊藤健太,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  沼田幸英,  西本真弓,  牛込　創,  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10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月27日

刈谷豊田総合
病院

横隔膜ヘルニアに対する鏡視下手術の有用性 牛込　創,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,  北
上英彦,  山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  中村

謙一,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤知克,  小田

梨沙,  早川俊輔

第10回日本ヘルニア学会学術集

会,  2012年4月27-28日(名古屋)
2012年4月28日

大学　消化器

外科学

EPA and pancreatic cancer Takeyama H 3rd Interanational Conference on
Cancer Nutrition Therapy,  May9-
10,  2012(Madrid/Spain)

2012年5月9日

藤田保健衛生
大学　小児外科

小児鏡空鏡下肺葉切除術の経験 加藤充純,  日比将人,  原普二夫,  杉村裕志,
服部良信,  鈴木達也

第49回日本小児外科学会学術集

会,  2012年5月14-16日(横浜)
2012年5月14日

藤田保健衛生
大学　小児外科

胆道閉鎖症術後胆道拡張に対して経皮経肝的
に内瘻化及び狭窄部拡張を施行した３例

日比将人,  加藤充純,  原普二夫,  鈴木達也,
加藤良一

第49回日本小児外科学会学術集

会,  2012年5月14-16日(横浜)
2012年5月15日

藤田保健衛生
大学　小児外科

自己肝において成人期に達した胆道閉鎖症術
後症例の検討

鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純,
冨重博一

第49回日本小児外科学会学術集

会,  2012年5月14-16日(横浜)
2012年5月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立西
部医療センター

核出術を施行した膵頭部solid pseudopapillary
tumorの1例

榊原堅式,  佐藤陽子 第49回日本小児外科学会学術集

会,  2012年5月14-16日(横浜)
2012年5月16日

聖隷三方原病
院

病理病期II期以上の進行肺癌に対する抗癌剤
感受性試験オーダーメード補助化学療法

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29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月17日

大学　腫瘍・免
疫外科学

縦隔原発悪性胚細胞性腫瘍症例の治療成績 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月17日

大学　腫瘍・免
疫外科学

異時性多発肺癌に対する第二手術の検討 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29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月17日

名古屋市立東
部医療センター

気管支内腔に進展した肺平滑筋肉腫の1手術
例

遠藤克彦,  田中宏紀,  羽藤誠記,  谷脇　聡,  柴
田康行,  越智靖夫,  友田佳介,  前田祐三,  佐
本洋介,  服部かをり,  大見　関

第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月17日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

非結核性抗酸菌症に対する肺区域切除術の検
討

水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨沙,  山田　健 第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月17日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

肺癌に対する胸腔鏡下区域切除術の検討（ア
プローチ別の検討）

立松　勉,  水野幸太郎,  小田梨沙,  山田　健 第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月17日

聖隷三方原病
院

虚血性心疾患，脳梗塞発症リスクを有する肺癌
手術症例の周術期管理

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29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

聖隷三方原病
院

大動脈弓部，左鎖骨下動脈浸潤を伴う肺癌の1
切除例

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回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

重症心身障害児に対する誤嚥防止手術 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29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

大学　腫瘍・免
疫外科学

先天性肺動静脈奇形に対し術中肺動脈クラン
プテストを行った１例

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

第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

鈴鹿中央総合
病院

左主気管支粘表皮癌に対し左主気管支楔状切
除術を施行した1例

川野　理,  幸　大輔,  深井一郎 第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

鈴鹿中央総合
病院

右上葉肺静脈後枝（V2)の破格3例の検討 幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

名古屋徳洲会
総合病院

可動性ブロッカー付気管内チューブ（ユニベン
トチューブ）が有効であった外傷性肺挫傷の1
手術例

可児久典,  坂本宣弘,  佐川弘之,  神谷賢吾 第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胸腺内に限局する胸腺腫に対する胸腺腫切除
術：他施設共同研究（JART02）中間解析

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29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

開胸下右中葉切除後の再発肺癌に対する胸腔
鏡下下葉切除術

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,
佐野正明

第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

トヨタ記念病院
呼吸器外科

術前CTによる切除肺領域の解剖学的評価につ
いて

齋藤雄史,  山川洋右,  佐竹　章,  横田圭右 第29回日本呼吸器外科学会総

会,  2012年5月17-18日(秋田)
2012年5月18日

刈谷豊田総合
病院

下大静脈内血栓を伴う腹部大動脈瘤－下大静
脈瘻の1例

神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二 第40回日本血管外科学会,  2012
年5月23-25日(長野)

2012年5月25日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

門脈狭窄を認めた小児肝限局性結節性過形成
の1切除例

田中守嗣,  早川哲史,  山本　稔,  森本　守 第24回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2012年5月30-1日(大阪)
2012年5月30日

名古屋共立病
院

経口内視鏡を使用し、後腹膜アプローチにてネ
クロセクトミーを施行した急性重症膵炎の1例

寺下幸夫 第24回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2012年5月30-1日(大阪)
2012年5月30日

愛知医科大学 主膵管狭窄を伴った漿液性嚢胞腺腫の一例 安田　顕,  有川　卓,  田嶋久子,  中尾野生,  藤
崎宏之,  安藤景一,  伊藤暢宏,  小竹克博,  永
田　博,  野浪敏明

第24回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2012年5月30-1日(大阪)
2012年5月31日

大学　消化器

外科学

直腸消化管間質腫瘍術後に合併し、肝転移と
の鑑別に苦慮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,  沢井博純,  岡田

祐二,  木村昌弘,  竹山廣光

第24回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2012年5月30-1日(大阪)
2012年5月31日

大学　消化器

外科学

膵切除後の腹腔内動脈出血の検討 岡田祐二,  松尾洋一,  舟橋　整,  竹山廣光 第24回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2012年5月30-1日(大阪)
2012年6月1日

大学　消化器

外科学

術前ENPD挿入を行った膵体尾部切除術の2例 高山　悟,  坂本雅樹,  松尾洋一,  竹山廣光 第24回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2012年5月30-1日(大阪)
2012年6月1日

名古屋市立東
部医療センター

肺原発間葉系悪性腫瘍の1手術例 遠藤克彦,  田中宏紀,  新美　岳 第35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月30日

聖隷三方原病
院

良性気道狭窄に対するバルーン拡張術 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回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月30日

聖隷三方原病
院

当科における気管腫瘍治療例の検討 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35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

重症心身障害児における全身麻酔下気管支鏡
圧負荷検査の有用性　-喉頭気管分離術後のス

テント留置の決定-

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35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月30日

鈴鹿中央総合
病院

気管支鏡下に切除を行い自覚症状の改善を得
た気管支内過誤腫の1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月30日

大学　腫瘍・免
疫外科学

左肺癌術後1ヶ月で左主気管支閉塞をきたした

1例
森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
横田圭右,  設楽将之,  藤井義敬

第35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月31日

聖隷三方原病
院

左S6区域管状切除術を行った気管支カルチノ

イドの1例
吉井直子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  丹羽　宏

第35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月31日

聖隷三方原病
院

術前化学療法五に主気管支の縫縮で径の調
整を行い右上葉管状切除術を施行した肺腺癌
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35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月31日

聖隷三方原病
院

気管支インターベンション，手術にて救命した
大量喀血の3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35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月31日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

肺非結核性抗酸菌症に対する肺区域切除術 水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月31日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

縦隔リンパ節生検が病期診断に有用であった
舌癌肺転移の一例

立松　勉,  水野幸太郎,  小田梨沙,  山田　健 第35回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2012年5月30-31日(東京)
2012年5月31日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Discovery of recurrent KIF5B-RET fusions and
other targetable alterations from clinical NSCLC
specimens

Capelletti M, 　Lipson D, 　Otto G, 　Yelensky
R, 　Ercan D, 　Kim J, 　Sasaki H, 　Kim HP,
Park SI,  Ross JS,  Stephens P,  Cronin MT,
Janne PA

2012 ASCO Annual Meeting,
Clinical Science Symposium,
Jun1-5,  2012(Chicago/USA)

2012年6月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

Characteristics of NSCLCs harboring NRAS
mutations

Ohashi K,  Sequist LV,  Sos M,  Chen X,  Rudin
CM,  Moran T,  Arcila ME,  Lovly CM,
Vnencak-Jones CL,  Sasaki H,  Dias-santagata
D,  Dubinett SM,  Riely GJ,  Ladanyi M,
Franklin WA,  Kris MG,  Camidge DR,  Bunn
PA,  Pao W

2012 ASCO Annual Meeting,
Poster Discussion session,  Jun1-5,
2012(Chicago/USA)

2012年6月1日

愛知県がんセン
ター中央病院

ALTERNATIVE (EGF 114299):A study of
lapatinib, trastuzumab, and endocrine therapy in
patients who received neo-/adjuvant trastuzumab
(IV) and endocrine therapy

Gradishar WJ,  Kahan Z,  Tsang J,  Timcheva C,
Tjulandin S,  Cardoso F,  Grigiene R,  Iwata H,
Keane M,  Luebbe K,  Neskovic-Konstantinovic
Z,  Simon D,  Stemmer S,  Vrbanec D,  Arbani
T,  Florance M,  Huang Y,  Leigh M,
Wroblewski S,  Johnston R.D.

2012 ASCO Annual Meeting,
poster,  Jun1-5,
2012(Chicago/USA)

2012年6月2日

愛知県がんセン
ター中央病院

Denosumab  versus placebo as adjuvant
treatment for women with early-stage breast
cancer who are at high risk of disease recurrence
(D-CARE) : An international, randomized,
double-blind, placebo-controlled phase Ⅲ
clinical trial

Goss PE,  Barrios CH,  Bell R,  Finkelstein MD,
Iwata H,  Martin M,  Braun AH,  Ke C,  Maniar
T,  Coleman RE

2012 ASCO Annual Meeting,
poster,  Jun1-5,
2012(Chicago/USA)

2012年6月2日

愛知県がんセン
ター中央病院

BOLERO-2 : Everolimus with exemestane
versus exemestane alone in Asian patients with
HER2-negative, hormone receptor-positive
breast cancer

Noguchi S,  Masuda N,  Ito Y,  Iwata H,  Mukai
H,  Horiguchi J,  Tokuda N,  Kuroi K,  Iwase H,
Inaji H,  Ohsumi S,  Piccart-Gebhart MJ,
Hortobagyi GN,  Rugo S,  Gnant M,  Compone
M,  Sahmoud T,  Pritchard KI,  Burris HA,
Baselga J

2012 ASCO Annual Meeting,
poster,  Jun1-5,
2012(Chicago/USA)

2012年6月2日

愛知県がんセン
ター中央病院

Effcts of everolimus (EVE) on disease
progression on bone and bone markers (BM) in
patients (pts) with bone metastases(mets)

Gnant M,  baselga J,  Rugo SH,  Noguchi S,
Pritchard IK,  Burris HA,  Piccart-Gebhart MJ,
Eakle JF,  Mukai H,  Iwata H,  El-Hashimy M,
Rao S,  Taran T,  Sahmoud T,  Lebwohl D.E.
,Hortobagyi GN

2012 ASCO Annual Meeting,
poster,  Jun1-5,
2012(Chicago/USA)

2012年6月2日

聖隷三方原病
院

Bronchoscopic Balloon Dilation improves
pulmonary function and disappears symptoms
due to Benign Tracheobronchial Stenosis

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

The 17th World Congress for
Bronchology and Interventional
Pulmonology(WCBIP),  Jun15-18,
2012(Cleveland/USA)

2012年6月15日

聖隷三方原病
院

Tracheal capillary hemangioma in adult treated
with interventional pulmonology.

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

The 17th World Congress for
Bronchology and Interventional
Pulmonology(WCBIP),   June15-
18,  2012(Cleveland/USA)

2012年6月16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

原発性硬化性胆管炎に対する肝移植術後に潰
瘍性大腸炎、アトピー性皮膚炎の憎悪緩解を
繰り返している一例

鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純 第30回日本肝移植研究会,  2012
年6月14-15日(福岡)

2012年6月15日

大学 腫瘍・免
疫外科学

胸腺癌を疑い胸腔鏡下胸腺亜全摘術を施行し
た高齢者胸腺腫の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55回関西胸部外科学会学術集

会,  2012年6月21-22日(大阪)
2012年6月21日

聖隷三方原病
院

間質性肺炎合併肺癌に対する術後急性増悪予
防の試み

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

第55回関西胸部外科学会学術集

会,  2012年6月21-22日(大阪)
2012年6月21日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

炭酸ガス送気法を併用した胸腔鏡下拡大胸腺
胸腺腫摘出術

立松　勉,  水野幸太郎,  小田梨沙,  山田　健 第55回関西胸部外科学会学術集

会,  2012年6月21-22日(大阪)
2012年6月21日

名古屋市立大
学 心臓血管外
科学

Fontan術後急性期の感染性心内膜炎に対し心
外導管再置換術を施行した１例

鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,  三島　晃 第55回関西胸部外科学会学術集

会,  2012年6月21-22日(大阪)
2012年6月22日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

高齢者肺癌に対する完全胸腔鏡下肺切除術の
有用性に関する検討

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗 第55回関西胸部外科学会学術集

会,  2012年6月21-22日(大阪)
2012年6月22日

大学　消化器

外科学

小児における緩和ケア家族ケアの重要性　ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ7「高齢者の緩和ケア」

伊藤嘉規,  奥山　徹,  亀井美智,  伊藤康彦,  内
田　恵,  坂本雅樹,  古賀和子,  丹村貴之,  明智
龍男

第17回日本緩和医療学会学術大

会,  2012年6月21-23日(神戸)
2012年6月22日

大学　消化器

外科学

黄疸による皮膚掻痒感に牛車腎気丸が有効で
あった2例

坂本雅樹,  古賀和子,  丹村貴之,  内田　恵,  奥
山　徹,  明智龍男,  竹山廣光

第17回日本緩和医療学会学術大

会,  2012年6月21-23日(神戸)
2012年6月23日

大学　消化器

外科学

食道癌におけるmicroRNA発現 石黒秀行,  木村昌弘,  舟橋　整,  若杉健弘,  安
藤拓也,  小川　了,  塩﨑みどり,  柴田孝弥,  齋
藤慎一郎,  竹山廣光

第66回日本食道学会学術集会,
2012年6月21-22日(軽井沢)

2012年6月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

当科における食道癌手術症例におけるPNIと予
後の検討

小川　了,  木村昌弘,  石黒秀行,  安藤拓也,  塩
﨑みどり,  竹山廣光

第66回日本食道学会学術集会,
2012年6月21-22日(軽井沢)

2012年6月22日

聖隷三方原病
院

非結核性抗酸菌症手術時に偶然発見された微
小定型カルチノイドの1例

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

第101回日本呼吸器学会東海地

方会,  2012年6月23-24日(名古屋)
2012年6月23日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

術前化学療法と外科的治療が奏功した縦隔胚
細胞性腫瘍の1例

小田梨紗,  水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第101回日本呼吸器学会東海地

方会,  2012年6月23-24日(名古屋)
2012年6月23日

鈴鹿中央総合
病院

胸膜癒着術中に右下葉に限局して発生し急激
に増悪した再膨張性肺水腫の1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第101回日本呼吸器学会東海地

方会,  2012年6月23-24日(名古屋)
2012年6月24日

大学　腫瘍・免
疫外科学

術前化学療法中に肝転移が出現し急速な転移
をきたしたトリプルネガティブ乳癌の2例

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

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

大学　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,  浅野倫子,  山下啓子

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

大学　腫瘍・免
疫外科学

日本乳癌学会研究奨励賞受賞者講演: エストロ
ゲンレセプター陽性乳癌の発症メカニズムと生
物学的特性に関する研究

吉本信保 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

トリプルネガティブ乳癌に対する化学療法：術前
化学療法と手術選考で予後に差はあるか？

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20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

非浸潤性乳管癌治療の現状～多施設共同コ
ホート研究の結果から～

近藤直人,  相良安昭,  岩田広治,  武井寛幸,
穂積康夫,  山口博志,  石飛真人,  柄川千代美,
田中司郎,  相原智彦

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28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

再発乳癌治療におけるアンスラサイクリンの効
果と安全性

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

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

当院における乳癌脳転移症例について 牛尾　文,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  権藤なおみ,  足立恵理,
岩田広治

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

局所治療の日米比較（Z0011＋MA20と当院の
治療成績の比較検討）

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

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

Phase Ⅱ study of intraoperative radiotherapy for
early breast cancer in Japan

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,  足立恵理,
岩田広治

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳がん国際共同治験成功の鍵 岩田広治 第20回日本乳癌学会学術総会,
プレジデンシャルシンポジウム2,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

Triple Negative乳癌の治療成績からみた今後
の課題

加藤克己,  川口暢子,  松下知可,  西本真弓 第20回日本乳癌学会総会,  2012
年6月28日-30日(熊本)

2012年6月28日

名古屋市立西
部医療センター

乳腺扁平上皮癌の1例 杉浦博士,  安藤由明,  白木法雄,  高橋　智,  榊
原堅式,  小林俊三

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

知多厚生病院 地域医療における乳腺外来立ち上げとその必
要性

保里恵一 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月28日

大学　腫瘍・免
疫外科学

エストロゲンレセプター陽性乳癌における術前
化学療法の効果予測因子としてBcl2発現の検
討

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

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月29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

ラパチニブ治療後HER2陽性進行再発乳癌に
対するトラスツズマブの再治療

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

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月29日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

乳腺線維腫症（fibromatosis of the breast）の１
例

川口暢子,  加藤克己,  松下知可,  西本真弓 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月29日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

非浸潤性乳管癌における乳房温存術後の断端
陽性例についての検討

松下知可,  加藤克己,  川口暢子,  西本真弓 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月29日

都立駒込病院 術前化学療法によりHER2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,  重川　崇,  本田弥生,  堀口慎一郎,
黒井克昌

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月29日

大学　腫瘍・免
疫外科学

HER2陽性早期乳癌に対する適切なレジメン選

択に関する考察-トラスツズマブによる心機能障
害の側面より‐

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

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月30日

豊川市民病院 乳癌の癌性胸腹膜炎症例におけるセルブロック
法を用いた免疫組織染色の有用

三田圭子,  柄松章司 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月30日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳癌転移巣に対するRebiopsyの検討 藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,  近藤直人,
堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,  足立恵理,
岩田広治

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月30日

愛知県がんセン
ター中央病院

異時両側乳癌における第2癌発症期間の検討 末田愛子,  藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,
足立恵理,  岩田広治

第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月30日

トヨタ記念病院
乳腺内分泌外
科

stage4乳癌に対する手術症例の検討 伊藤和子,  波戸ゆかり 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

乳腺原発の印環細胞癌の1例 西本真弓,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可 第20回日本乳癌学会学術総会,
2012年6月28-30日(熊本)

2012年6月30日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種の治療を目指したdrug carrier と
徐放化抗癌剤の検討；α-リン酸三カルシウム(α-
TCP) 細粒とliposomeを用いた徐放化

Carboplatinの腹腔内投与

水野　勇,  植田拓也,  毛利紀章,  石田理子,  今
藤裕之,  寺西　太,  神谷保廣,  竹山廣光,  四ツ
柳智久

第28回日本DDS学会学術集会,
2012年7月4-5日(札幌)

2012年7月5日

名古屋市立大
学 心臓血管外
科学

両側肺動脈絞扼術を用いて根治術に至った総
動脈幹症(A1)の２手術例

鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,  三島　晃 第48回日本小児循環器学会,
2012年7月5-7日(京都)

2012年7月5日

松波総合病院 当院における76歳以上の大腸癌術後補助療法
の現況

小林建司,  柴田直史,  東田昭彦,  仲井　希,  大
原永子,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第77回大腸癌研究会,  2012年7
月6日(東京)

2012年7月6日

松波総合病院 当院における高齢者切除不能進行再発大腸癌
に対する化学療法

柴田直史,  小林建司,  大原永子,  仲井　希,  東
田昭彦,  花立史香,  松波英寿

第77回大腸癌研究会,  2012年7
月6日(東京)

2012年7月6日

大学　消化器

外科学

植物由来ポリフェノールbaicaleinはEPAの抗腫
瘍効果を増強する

高橋広城,  松尾洋一,  石黒秀行,  舟橋　整,  木
村昌弘,  竹山廣光

日本外科代謝栄養学会第49回学

術集会,  2012年7月5-6日(浦安)
2012年7月6日

大学　消化器

外科学

Natural product(Zerumbone)の抗癌作用に関す
る検討

松尾洋一,  越智靖夫,  坪井　謙,  社本智也,  柴
田孝弥,  長﨑高也,  高橋広城,  石黒秀行,  若
杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹山

廣光,  Sung B,  Guha S

日本外科代謝栄養学会第49回学

術集会,  2012年7月5-6日(浦安)
2012年7月6日

名古屋市立大
学 心臓血管外
科学

体肺動脈短絡術後の感染性仮性動脈瘤に対し
感染人工血管抜去及び仮性動脈瘤切除を経
て心内修復に至った1例

中井洋佑,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第139回日本循環器学会東海地

方会,  2012年7月7日(浜松)
2012年7月7日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺粘表皮癌の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,  藤井義敬

第43回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2012年7月7日(名古

屋)

2012年7月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

Hunter症候群に伴う気管狭窄に対し、ラリンジ
アルマスクによる換気下に金属ステントを留置し
た1例

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

第43回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2012年7月7日(名古

屋)

2012年7月7日

大学　消化器

外科学

膵癌におけるProtein Kinase D(PKD)の分子生
物学的役割の検討

松尾洋一,  越智靖夫,  高橋広城,  舟橋　整,  佐
藤幹則,  岡田祐二,  竹山廣光,  Guha S

第21回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2012年7月12-13日(広
島)

2012年7月12日

大学　腫瘍・免
疫外科学

外傷性横隔膜ヘルニアの一例 奥田勝裕,  佐々木秀文,  矢野智紀,  森山　悟,
彦坂　雄,  設楽将之,  藤井義敬

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

刈谷豊田総合
病院

ペースメーカーリードにより右室穿孔を来たした
1例

沼田幸英,  神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二 第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

豊川市民病院 遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの１例 上野修平,  高嶋伸宏,  篠田憲幸,  杉浦弘典,
堅田武保,  安藤菜奈子,  中屋誠一,  藤幡士郎,
柄松章司,  三田圭子,  西田　勉,  佐々木信義

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

名古屋市立大
学 心臓血管外
科学

体肺動脈短絡術後の感染性仮性動脈瘤に対
する2手術例

中井洋佑,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

炭酸ガス送気装置併用し胸腔鏡下にて切除し
得た前縦隔気管支嚢胞の1切除例

小田梨紗,  水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

あま市民病院 回腸悪性リンパ腫穿孔の1例 伊藤慶則,  赤毛義実,  毛利紀章,  松本一明 第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

刈谷豊田総合
病院

de Garengeot herniaの1例 野々山敬介,  早川哲史,  北上英彦,  中村謙一,
野澤雅之,  山本　稔,  清水保延,  田中守嗣

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
西部医療セン
ター

腸重積で発症し、内分泌細胞癌(小細胞癌)と
診断された盲腸腫瘍

渡邊拓弥,  三井　章,  榊原堅式,  中前勝視,  佐
藤陽子,  杉浦博士,  杉戸伸好,  長縄康浩,  鈴
木卓弥,  新井根洋,  上田悟郎,  桑原義之

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

知多厚生病院 上行結腸癌の十二指腸局所合併切除後に有
茎小腸パッチを施行した1例

小森徹也,  村元雅之,  角田直樹,  山岸庸太 第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

東部医療セン
ター

嵌頓鼠径ヘルニア内で魚骨による穿孔をきたし
た1例

佐本洋介,  羽藤誠記,  谷脇　聡,  柴田康行,  越
智靖夫,  友田佳介,  遠藤克彦,  前田祐三,  齊
藤健太,  大見　関,  服部かをり,  田中宏紀

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

尾西病院 S状結腸間膜内ヘルニアの1例 高山宗之,  志賀一慶,  伊藤浩一,  真下啓二 第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

豊川市民病院 圧搾空気による横行結腸破裂の一例 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,  上野修平,  佐々木信義

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

豊川市民病院 遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの1例 上野修平,  髙嶋伸宏,  篠田憲幸,  杉浦弘典,
堅田武保,  安藤菜奈子,  中屋誠一,  藤幡士郎,
柄松章司,  三田圭子,  西田　勉,  佐々木信義

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

大学　消化器

外科学

後腹膜へ進展した巨大虫垂粘液嚢胞腺腫の一
例

今神　透,  高橋広城,  宮井博隆,  佐藤幹則,  木
村昌弘,  竹山廣光

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

大学　消化器

外科学

リンパ節転移を伴う小腸カルチノイドの一例 林　祐一,  木村昌弘,  石黒秀行,  安藤拓也,  竹
山廣光

第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日

名古屋徳洲会
総合病院

急性腹症で発症した副脾茎捻転の1例 神谷賢吾,  坂本宣弘,  可児久典,  佐川弘之 第38回愛知臨床外科学会,  2012
年7月16日(名古屋)

2012年7月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

胃癌に対する審査腹腔鏡の有用性 佐藤崇文,  比企直樹,  布部創也,  小西　毅,  長
山　聡,  福長洋介,  谷村愼哉,  齋浦明夫,  佐野

武,  山口俊晴

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

刈谷豊田総合
病院

根治切除不能胃癌に対する胃空腸バイパス術
の検討～腹腔鏡手術は有用か～　要望演題4
「外科医が行う緩和手術/緩和医療1」

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

刈谷豊田総合
病院

当院での安全で確実なD3郭清を伴う腹腔鏡下

横行結腸切除術の実際　要望ﾋﾞﾃﾞｵ12「腹腔鏡

下横行結腸切除の際のアプローチ2」

森本　守,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  清
水保延,  山本　稔,  野澤雅之,  齊藤健太,  牛込

創,  佐藤怜央

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

刈谷豊田総合
病院

直腸癌に対する腹腔鏡下直腸切断術について
の検討

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  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67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

刈谷豊田総合
病院

LPEC法での観察で内鼠径輪と腹膜鞘状突起
の開口部にづれを生じていたため注意を要した
4例

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  齊藤健太,  中
村謙一

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

社会保険中央
総合病院

クローン病における腸管遊離穿孔症例の検討 金澤　周,  山名哲郎,  金子由紀,  高橋　聡,  森
本幸治,  西尾梨沙,  岡田大介,  古川聡美,  岡
本欣也,  佐原力三郎

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

社会保険中央
総合病院

外科治療を行ったクローン病症例の特徴および
手術適応とタイミング　企画関連口演5「IBD」

西尾梨沙,  高橋　聡,  森本幸治,  岡田大介,  古
川聡美,  岡本欣也,  山名哲郎,  佐原力三郎

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

松波総合病院 切除不能進行再発大腸癌に対してKRAS
statusを基準にしたfirst line chemotherapyの治
療効果

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67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

松波総合病院 bevacizumab+mFOLFOX6施行中の結腸穿孔

術後にXELOXでPRを得た横行結腸癌術後再

発の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67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学

da Vinci Surgical Systemによる肝切除術の現状
と問題点

所　隆昌,  加藤悠太郎,  棚橋義直,  吉田淳一,
古田晋平,  香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤,  宇
山一朗

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

名古屋共立病
院

当院の重症膵炎に対する外科治療の変遷 寺下幸夫,  森洋一郎,  大久保友貴,  内藤明広,
佐藤篤司

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

名古屋共立病
院

術後に腹部コンパートメント症候群をきたした高
度肥満女性の臍ヘルニア嵌頓の1例

大久保友貴,  佐藤篤司,  内藤明広,  寺下幸夫,
森洋一郎

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

大学　消化器

外科学

当院における十二指腸乳頭部癌の治療成績か
ら考える適正な郭清範囲　要望演題11「乳頭部
腫瘍に対する治療戦略」

岡田祐二,  松尾洋一,  高橋広城,  石黒秀行,
若杉健弘,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  木
村昌弘,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

大学　消化器

外科学

進行･再発大腸癌に対するベバシズマブ併用
症例の検討

佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  小川　了,  安
藤拓也,  松尾洋一,  高山　悟,  木村昌弘,  岡田

祐二,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

大学　消化器

外科学

切除不能食道癌に対する食道バイパス術の検
討

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

大学　消化器

外科学

針上把持鉗子MiniLapの腹腔鏡下大腸手術へ
の応用

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月18日

刈谷豊田総合
病院

膿瘍形成型虫垂炎に対する当院でのInterval
appendectomyの検討

牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  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67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

刈谷豊田総合
病院

当院における原発性小腸癌10例の検討と今後
の診断治療戦略

齊藤健太,  早川哲史,  田中守嗣,  牛込　創,  佐
藤怜央,  中村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  北上英彦

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

肝転移を伴った巨大十二指腸Gastrointestinal
stromal tumor(GIST)の一切除例

田中守嗣,  早川哲史,  森本　守,  牛込　創,  中
村謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  山本　稔,  北上

英彦,  清水保延

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃全摘術再建方法の工夫－機能的
端々吻合とOverLap吻合を比較して－　要望ﾋﾞ

ﾃﾞｵ15「胃全摘術における再建の工夫4」

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

社会保険中央
総合病院

Crohn病と潰瘍性大腸炎に対するHALS症例の
検討

森本幸治,  山名哲郎,  金澤　周,  金子由紀,  高
橋　聡,  西尾梨沙,  岡田大介,  古川聡美,  岡本

梨沙,  佐原力三郎

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

松波総合病院 急性虫垂炎～開腹と鏡視下、患者･病院にとっ
て利益となるのは？～

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67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

藤田保健衛生
大学

再発肝細胞癌に対する外科治療―再肝切除お
よび肝外再発巣切除の成績と意義　企画関連
口演36「進行再発肝細胞癌」

加藤悠太郎,  香川　幹,  吉田淳一,  棚橋義直,
所　隆昌,  竹浦千夏,  杉岡　篤

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

大学　消化器

外科学

当科における喉頭食道全摘術症例の検討 小川　了,  塩﨑みどり,  安藤拓也,  石黒秀行,
若杉健弘,  舟橋　整,  木村昌弘,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

大学　消化器

外科学

食道扁平上皮癌におけるGPS(Glasgow
Prognostic Score)の有用性

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

大学　消化器

外科学

当院における集学的術後感染症対策 高山　悟,  原　賢康,  坂本雅樹,  高橋広城,  若
杉健弘,  佐藤幹則,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日

大学　消化器

外科学

肝･胆道系感染症における分離菌種、薬剤感
受性の年次推移

若杉健弘,  竹山廣光,  谷口正哲,  石川　周,  品
川長夫

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 膵腺房･内分泌混合癌(mixed acinar and

endcrine carcinoma)の一例

原田幸志朗,  辻　秀樹,  春木伸裕,  呉原裕樹,
溝口公士,  佐藤篤司,  内藤明広,  寺下幸夫,
森洋一郎,  大久保友貴

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

愛知医科大学 当科における門脈圧亢進症に対する治療戦略
と成績

有川　卓,  黒川　剛,  安藤景一,  藤崎宏之,  安
田　顕,  小竹克博,  永田　博,  鈴村和義,  宮地

正彦,  野浪敏明

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

刈谷豊田総合
病院

消化管腹腔鏡下手術におけるSurgical Site
Infectionの検討と創感染防止対策　特別ｾｯｼｮ

ﾝ3「創閉鎖とSSI」

早川哲史 第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

刈谷豊田総合
病院

発生学的膜構造と神経走行を重要視したこだ
わりの腹腔鏡下胃癌リンパ節郭清　要望ﾋﾞﾃﾞｵ
29「胃癌手術におけるこだわりのリンパ節郭清

4」

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  中村謙一,
齊藤健太,  森本　守,  野澤雅之,  山本　稔,  清
水保延,  牛込　創

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

刈谷豊田総合
病院

当院における残胃癌の検討～腹腔鏡下手術の
適応～

佐藤怜央,  早川哲史,  田中守嗣,  中村謙一,
齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  山本　稔,  清
水保延,  北上英彦

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

刈谷豊田総合
病院

当科における腹腔鏡下Hassab手術の検討 中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  佐
藤怜央,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  山本

稔,  田中守嗣

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

松波総合病院 下行結腸と十二指腸の粘膜内癌に対し腹腔鏡
補助下部分切除した1例

東田昭彦,  小林建司,  上田修久 第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

湘南鎌倉総合
病院

完全腹腔内再建にこだわった腹腔鏡下幽門側
胃切除術R-Y再建の工夫　要望ﾋﾞﾃﾞｵ27「幽門

側胃切除術における再建の工夫3」

服部浩次,  渡部和巨,  荻野秀光,  河内　順,  下
山ライ

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

知多厚生病院 脾動脈瘤破裂に対してTAEにより救命し待機的

に膵体尾部脾合併切除を施行した1例
山岸庸太,  小森徹也,  角田直樹,  保里恵一,
村元雅之

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋共立病
院

膵癌の小腸転移により短期間に2度小腸穿孔を

来した1例
森洋一郎,  佐藤篤司,  内藤明広,  寺下幸夫,
大久保友貴

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

大学　消化器

外科学

食道癌周術期管理におけるリスク因子　要望演
題50「食道癌の周術期管理･特にハイリスク症
例について」

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

大学　消化器

外科学

肛門側鏡視下手縫い吻合、反転法を駆使した
single stapling technique法によるより確実な直

腸吻合　要望ﾋﾞﾃﾞｵ32「腹腔鏡下低位前方切除

における切離吻合の工夫4」

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

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

大学　消化器

外科学

亜熱帯性ハナショウガの成分、Zerumboneは胃

癌細胞株AGSの血管新生を抑制する

坪井　謙,  松尾洋一,  社本智也,  柴田孝弥,  小
出修司,  高橋広城,  若杉健弘,  舟橋　整,  木村

昌弘,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

大学　消化器

外科学

大腸癌血管新生における癌-間質相互作用の

役割とHGFの関与

松尾洋一,  越智靖夫,  高橋広城,  石黒秀行,
若杉健弘,  舟橋　整,  木村昌弘,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

大学　消化器

外科学

大腸癌におけるCD44v6発現の検討 塩﨑みどり,  石黒秀行,  木村昌弘,  佐藤幹則,
安藤拓也,  小川　了,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

大学　消化器

外科学

グリア細胞由来神経栄養因子によるNF-κBと
MMPを介した膵癌細胞の増殖能･浸潤能に対
する影響

舟橋　整,  高橋広城,  松尾洋一,  石黒秀行,  若
杉健弘,  岡田祐二,  木村昌弘,  竹山廣光

第67回日本消化器外科学会総

会,  2012年7月18-20日(富山)
2012年7月20日

愛知医科大学 下大静脈腫瘍栓を伴う同時性右副腎転移を有
する巨大肝細胞癌の1切除例

有川　卓,  安田　顕,  黒川　剛,  藤崎宏之,  小
竹克博,  永田　博,  中尾春壽,  野浪敏明

第48回日本肝癌研究会,  2012年
7月20-21日(金沢)

2012年7月20日

藤田保健衛生
大学

da Vinci Surgical systemによる肝細胞癌に対す
る肝切除の経験

所　隆昌,  加藤悠太郎,  竹浦千夏,  香川　幹,
新田隆士,  棚橋義直,  杉岡　篤

第48回日本肝癌研究会,  2012年
7月20-21日(金沢)

2012年7月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学

肝癌に対する体系的グリソン一括処理による系
統的肝切除術

加藤悠太郎,  所　隆昌,  棚橋義直,  新田隆士,
香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤

第48回日本肝癌研究会,  2012年
7月20-21日(金沢)

2012年7月20日

愛知医科大学 切除、肝動注化学療法、ラジオ波焼灼により長
期生存が得られたVp4門脈腫瘍栓を伴う肝細

胞癌の1例

安田　顕,  有川　卓,  中尾野生,  藤崎宏之,  安
藤景一,  伊藤暢宏,  小竹克博,  永田　博,  黒川

剛,  野浪敏明

第48回日本肝癌研究会,  2012年
7月20-21日(金沢)

2012年7月21日

愛知県がんセン
ター中央病院

HER2陽性乳癌治療の最前線 岩田広治 第10回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  シンポジウム10,  2012年7月
26-28日(横浜)

2012年7月27日

松波総合病院 多剤耐性再発性乳癌に対しCMF療法が奏効し
た一例

花立史香,  小林建司,  丹羽　崇,  藤井　淳,  小
牧千人,  松本利恵,  横山英典

第10回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2012年7月26-28日(横浜)
2012年7月27日

愛知県がんセン
ター中央病院

転移再発乳癌に対するエリブリンメシル酸塩の
有効性と安全性

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

第10回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2012年7月26-28日(横浜)
2012年7月27日

松波総合病院 非小細胞肺がんに対するShort hydrationシスプ
ラチン併用化学療法の年齢階層別腎機能マー
カーの推移の検討

小牧千人,  丹羽　崇,  藤井　淳,  花立史香,  小
林建司,  松本利恵

第10回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2012年7月26-28日(横浜)
2012年7月28日

松波総合病院 XELOX療法における薬薬連携の効果 松本利恵,  横山英典,  小林建司,  花立史香,
小牧千人,  丹羽　崇,  藤井　淳

第10回日本臨床腫瘍学会学術集

会,  2012年7月26-28日(横浜)
2012年7月28日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

経管栄養剤蛋白濃度に関する一考察　当院で
行われた変更より

長谷川正光 第6回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2012年7月28
日(松阪)

2012年7月28日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

下腿周囲長(CC)測定の基礎的研究～測定方
法の統一に向けて～

水野智之,  百木　和,  中務律子,  長谷川正光 第6回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2012年7月28
日(松阪)

2012年7月28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

経腸栄養剤投与量に関する考察－年齢制限な
くして－

茨木あづさ,  木原八千代,  中川京子,  保科怜

子,  長谷川正光

第6回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2012年7月28
日(松阪)

2012年7月28日

大学　消化器

外科学

食道亜全摘術後の最大舌圧値低下は全身筋
力低下と関連する

伊藤明美,  小川　了,  山田悠史,  富田麻衣子,
石黒秀行,  太田美穂,  木村昌弘,  竹山廣光,
祖父江和哉

第6回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2012年7月28
日(松阪)

2012年7月28日

刈谷豊田総合
病院

当科における十二指腸潰瘍穿孔例の検討～腹
腔鏡手術の適応と限界～

野澤雅之,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦 第21回潰瘍病態研究会フォーラ

ム,  2012年8月18日(横浜)
2012年8月18日

刈谷豊田総合
病院

Needlescopic Surgery・Reduced Port Surgeryに
おける 機器管理法・視野確保の工夫・手術手
技の定型化

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  早川俊輔,  青
山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中村

謙一,  齊藤健太,  野澤雅之,  森本　守,  清水保

延,  北上英彦

第6回単孔式内視鏡手術研究会,
2012年8月24-25日(札幌)

2012年8月24日

北海道大学 <Workshop: Molecular targeted cancer therapy
and histochemistry> Role of microRNAs in
estrogen receptor α-positive breast cancer

Yamashita H,  Toyama T,  Takahashi S,
Yoshimoto N,  Endo Y

14th International Congress of
Histochemistry and
Cytochemistry(ICHC 2012),
Aug26-29,  2012(Kyoto)

2012年8月26日

大学　腫瘍・免
疫外科学

治療方針に苦悩する小児期発症巨大後腹膜神
経芽腫群腫瘍の1例

高木大輔,  近藤知史,  藤井義敬,  伊藤康彦,
亀井美智,  青山幸平,  齋藤伸治

第62回東海小児がん研究会,
2012年9月1日(名古屋)

2012年9月1日

トヨタ記念病院
乳腺内分泌外
科

進行再発乳癌に対するフルベストラントの使用
経験

波戸ゆかり,  伊藤和子 第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月8日

愛知県がんセン
ター中央病院

エストロゲン療法が著効したホルモン感受性・転
移性乳癌の2例

権藤なおみ,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  井戸田愛,  市
川茉莉,  岩田広治

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月8日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳腺Matrix-producing carcinomaの2例 牛尾　文,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  権藤なおみ,  井戸田愛,
市川茉莉,  岩田広治

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月8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

当院における乳房再建の現状 奥村誠子,  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,
井戸田愛,  市川茉莉,  岩田広治

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月8日

愛知県がんセン
ター中央病院

転移・再発悪性葉状腫瘍の治療に難渋した症
例

井戸田愛,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  権藤なおみ,  牛尾　文,
市川茉莉,  岩田広治

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月8日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

非浸潤性小葉癌・浸潤性小葉癌・非浸潤性乳
管癌が混在した１例

内藤明広,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可,
西本真弓

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8日-9日(富山)

2012年9月8日

名古屋市立西
部医療センター

当院の乳癌症例におけるIHC4 scoreの検討 杉浦博士,  安藤由明,  岩佐麻衣,  榊原堅式,
高橋　智,  佐藤慎哉,  小林俊三

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月8日

大学　腫瘍・免
疫外科学

トラスツズマブを含む集学的治療にて長期cCR
が継続している縦隔リンパ節転移を伴った
HER2陽性乳癌の1例

岩佐麻衣,  吉本信保,  遠藤友美,  浅野倫子,
遠山竜也

第9回日本乳癌学会中部地方会,
2012年9月8-9日(富山)

2012年9月9日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

Modified MNA-SF - Change cut-off points in
BMI

Hasegawa M, Momoki C, Nakatsukasa R,
Mizuno T, Mochizuki H.

34th ESPEN Congress,  Sep8-11,
2012(Barcelona/Spain)

2012年9月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Operative indication of extrapleural
pneumonectomy for malignant pleural
mesothelioma

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

The 11Th International Conference
of the International Mesothelioma
Interest Group(IMIG),  Sep11-14,
2012(Boston/USA)

2012年9月12日

鈴鹿中央総合
病院

肺癌術後の病理学的検査にて同一肺葉内に微
小肺癌が指摘された1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第101回日本肺癌学会中部支部

会,  2012年9月15日(松本)
2012年9月15日

聖隷三方原病
院

舌区下葉管状切除を施行し，全摘を回避した
左肺門リンパ上皮腫様癌の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101回日本肺癌学会中部支部

会,  2012年9月15日(松本)
2012年9月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

CTガイド下生検によるImplantationが疑われた

肺癌の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,  藤井義敬

第101回日本肺癌学会中部支部

会,  2012年9月15日(松本)
2012年9月15日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

複数の結節病変を呈した前縦隔原発胚細胞性
腫瘍の１例

小田梨紗,  水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第101回日本肺癌学会中部支部

会,  2012年9月15日(松本)
2012年9月15日

刈谷豊田総合
病院

TAPPにおける左鼠径ヘルニア腹膜切開の開
始位置と注意点

野澤雅之,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,
清水保延,  山本　稔,  小出　亨,  森本　守,  中
村謙一,  牛込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤

知克,  早川俊輔

第1回日本腹腔鏡下ヘルニア手

術手技研究集会,  2012年9月15
日(名古屋)

2012年9月15日

刈谷豊田総合
病院

TAPPにおけるメッシュ固定の注意点と固定法 早川哲史 第1回日本腹腔鏡下ヘルニア手

術手技研究集会,  2012年9月15
日(名古屋)

2012年9月15日

刈谷豊田総合
病院

TAPPにおける腹膜閉鎖の注意点と閉鎖法 佐藤怜央 第1回日本腹腔鏡下ヘルニア手

術手技研究集会,  2012年9月15
日(名古屋)

2012年9月15日

知多厚生病院 TAPPにおけるメッシュ挿入の注意点と展開法 小森徹也,  角田直樹,  山岸庸太,  村元雅之 第1回日本腹腔鏡下ヘルニア手

術手技研究集会,  2012年9月15
日(名古屋)

2012年9月15日

東部医療セン
ター

私のTAPP手術　ﾐﾆｾﾐﾅｰ 齊藤健太 第1回日本腹腔鏡下ヘルニア手

術手技研究集会,  2012年9月15
日(名古屋)

2012年9月15日

大学　消化器

外科学

膵癌におけるPKDの役割と分子標的治療の可
能性

松尾洋一,  越智靖夫,  高橋広城,  坪井　謙,  柴
田孝弥,  社本智也,  長﨑高也,  石黒秀行,  舟
橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹山廣光,
Guha S

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月19日

大学　消化器

外科学

抗インターロイキン-6レセプター抗体の抗腫瘍
作用　直接作用と癌間質相互作用について－
続報－

長﨑高也,  原　賢康,  高橋広城,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

RET expression and detection of KIF5B/RET
gene rearrangements in Japanese lung cancer

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

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月20日

大学　腫瘍・免
疫外科学

MicroRNAs and their targets associated with
characteristics of estorogen receptor positive
breast cancer

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

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月20日

大学　消化器

外科学

ゼルンボンはNF-κBの活性とCXCR4の発現を
抑制することにより、膵癌細胞株の血管新生･浸
潤を抑制する

社本智也,  松尾洋一,  長﨑高也,  坪井　謙,  高
橋広城,  石黒秀行,  舟橋　整,  岡田祐二,  竹山
廣光

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月20日

大学　消化器

外科学

膵癌におけるLeptinの細胞増殖効果の検討 石黒秀行,  岡田祐二,  佐藤幹則,  舟橋　整,  松
尾洋一,  高橋広城,  小川　了,  塩﨑みどり,  竹
山廣光

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月20日

大学　消化器

外科学

大腸癌の抗EGFR療法におけるEGERリガンド
解析の意義

吉田道弘,  志村貴也,  佐藤幹則,  海老正秀,
中沢貴宏,  竹山廣光,  城　卓志

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月20日

大学　消化器

外科学

n-3多価不飽和脂肪酸の膵癌細胞に対する増
殖抑制効果

舟橋　整,  高橋広城,  石黒秀行,  松尾洋一,  岡
田祐二,  竹山廣光

第71回日本癌学会学術総会,
2012年9月19-21日(札幌)

2012年9月21日

名古屋市立大
学

当院における低侵襲胆嚢摘出術の工夫 高山　悟 第48回日本胆道学会学術集会,
2012年9月20-21日(東京)

2012年9月20日

藤田保健衛生
大学　小児外科

肝移植後にパルボウイルスB19持続感染による
赤芽球癆を来した１例

加藤充純,  日比将人,  原普二夫,  鈴木達也 第48回日本移植学会総会,  2012
年9月20-22日(名古屋)

2012年9月22日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

尋常性乾癬治療中の患者に発生した黒色甲状
腺・甲状腺濾胞腺腫(好酸性細胞腺腫)の1例

内藤明広,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可,
西本真弓

第45回日本甲状腺外科学会学術

集会,  2012年10月4-5日(横浜)
2012年10月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

分子標的治療を目的とした膵癌Protein Kinase
D (PKD) signal機構の解明

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  高橋広城,  若
杉健弘,  石黒秀行,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤

幹則,  岡田祐二,  竹山廣光,  Guha S

第54回日本消化器病学会大会,
2012年10月10-13日(神戸)

2012年10月10日

大学　消化器

外科学

食道扁平上皮癌における膜タンパク(Eカドヘリ

ン、ベータカテニン)の関わり

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

第54回日本消化器病学会大会,
2012年10月10-13日(神戸)

2012年10月10日

大学　消化器

外科学

当院における食道小細胞癌3例の検討 森　義徳,  田中　守,  尾関啓司,  塚本宏延,  岡
本泰幸,  海老正秀,  溝下　勤,  谷田諭史,  片岡

洋望,  神谷　武,  小川　了,  石黒秀行,  木村昌

弘,  竹山廣光,  城　卓志

第54回日本消化器病学会大会,
2012年10月10-13日(神戸)

2012年10月10日

大学　消化器

外科学

胃小細胞癌の長期生存例による予後因子の検
討

舟橋　整,  宮井博隆,  若杉健弘,  石黒秀行,  松
尾洋一,  木村昌弘,  竹山廣光

第54回日本消化器病学会大会,
2012年10月10-13日(神戸)

2012年10月11日

大学　消化器

外科学

イレウスに対する一時的PEG留置術 高山　悟,  小川　了,  安藤拓也 第54回日本消化器病学会大会,
2012年10月10-13日(神戸)

2012年10月11日

大学　消化器

外科学

鼡径ヘルニアに対する腹腔鏡下Onlay Mesh法 高山　悟,  塩﨑みどり,  坂本雅樹,  竹山廣光 第10回日本消化器外科学会大

会,  2012年10月10-13日(神戸)
2012年10月13日

松波総合病院 当院で経験した悪性リンパ腫の消化管病変20
例の臨床的検討

佐野明江,  伊藤康文,  藤井　淳,  朝川英範,  浅
野剛之,  棚橋弘成,  早崎直行,  小林建司,  村
瀬貴幸,  池田庸子

第84回日本消化器内視鏡学会総

会,  2012年10月10-13日(神戸)
2012年10月13日

大学　消化器

外科学

軟性内視鏡の腹腔内手術への応用 高山　悟,  塩﨑みどり,  小川　了,  安藤拓也,
坂本雅樹,  高橋広城

第84回日本消化器内視鏡学会総

会,  2012年10月10-13日(神戸)
2012年10月13日

聖隷三方原病
院

胸部悪性腫瘍に対する気管気管支形成術の検
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65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

非小細胞肺癌手術症例におけるFDG-PETの
maxSUV値と病理学的因子，生物学的悪性度
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65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月18日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

完全胸腔鏡下肺切除のアクシデントに対応した
アプローチと対策

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗 第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月18日

大学　腫瘍・免
疫外科学

日本人肺癌症例におけるRET発現と

KIF5B/RET遺伝子転座の同定法

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

第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月19日

大学　腫瘍・免
疫外科学

当科における胸腺癌の治療成績 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
設楽将之,  藤井義敬

第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月19日

大学 腫瘍・免
疫外科学

KIF5B/RET fusion gene in Japanese female
adenocarcinoma of the lung

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

第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月19日

大学　腫瘍・免
疫外科学

非小細胞肺癌縮小手術症例の検討 矢野智紀,  佐々木秀文,  森山   悟,  彦坂   雄,
奥田勝裕,  設楽将之,  藤井義敬

第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月19日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胸腔鏡下に切除し得た胸腺脂肪肉腫の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,  藤井義敬

第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月20日

鈴鹿中央総合
病院

自然気胸における作治癒着の頻度と病理学的
検討

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第65回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2012年10月17-20日(福
岡)

2012年10月20日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

胸鎖関節周囲膿瘍から骨髄炎をきたした一手
術例

立松　勉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  山田　健 第284回東海外科学会,  2012年
10月21日(浜松)

2012年10月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
いなべ総合病
院

脊髄損傷後の坐骨部褥創に起因した壊死性筋
膜炎の一例

藤井善章,  長谷川　毅,  小出修司,  中村善則,
石川雅一,  水野　章

第284回東海外科学会,  2012年
10月21日(浜松)

2012年10月21日

刈谷豊田総合
病院

消化管領域に限局して発生した多重複癌の1
例

早川俊輔,  早川哲史,  清水保延,  青山佳永,
加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中村謙一,  野
澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  山本　稔,  北上

英彦,  田中守嗣

第284回東海外科学会,  2012年
10月21日(浜松)

2012年10月21日

松波総合病院 中部胆管癌に対する胆管切除術後に発生した
十二指腸乳頭部癌に対して膵頭十二指腸切除
術を施行した1例

仲井　希,  花立史香,  東田昭彦,  大原永子,  柴
田直史,  小林建司,  清水幸雄,  松波英寿

第284回東海外科学会,  2012年
10月21日(浜松)

2012年10月21日

西部医療セン
ター

経口糖尿病薬が原因と考えられた腸管嚢腫様
気腫症の1例

上田悟郎,  三井　章,  榊原堅式,  中前勝規,  佐
藤陽子,  杉浦博士,  杉戸伸好,  長縄康浩,  鈴
木卓弥,  新井根洋,  渡邊拓弥,  桑原義之

第284回東海外科学会,  2012年
10月21日(浜松)

2012年10月21日

豊川市民病院 結腸瘻を形成した尿嚢腫の一例 中屋誠一,  杉浦弘典,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄
松章司,  髙嶋伸宏,  三田佳子,  堅田武保,  安
藤菜奈子,  藤幡士郎,  上野修平,  佐々木信義

第284回東海外科学会,  2012年
10月21日(浜松)

2012年10月21日

大学　消化器

外科学

食道癌術後の血行性転移再発症例の検討 安藤拓也,  石黒秀行,  廣川高久,  若杉健弘,
松尾洋一,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹
山廣光

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月25日

大学　消化器

外科学

膵切除術後の腹腔内出血についての検討 岡田祐二,  松尾洋一,  塩﨑みどり,  小川　了,
宮井博隆,  坂本雅樹,  安藤拓也,  若杉健弘,
高橋広城,  石黒秀行,  高山　悟,  舟橋　整,  佐
藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月25日

大学　消化器

外科学

膵癌におけるPKD inhibitor(低分子化合物阻害

剤)の効果の検討

松尾洋一,  越智靖夫,  高橋広城,  石黒秀行,
舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹山廣光,
Guha S

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月26日

大学　消化器

外科学

電子カルテシステムを利用した効率的かつ安全
なレジメンシステムの構築と運用

佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  塩﨑みどり,
小川　了,  宮井博隆,  若杉健弘,  松尾洋一,  石
黒秀行,  安藤拓也,  高山　悟,  舟橋　整,  木村

昌弘,  岡田祐二,  竹山廣光

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月26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

当院の転移性乳癌に対するベバシズマブ・パク
リタキセル併用療法の治療経験

近藤直人,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,  井戸田愛,
市川茉莉,  岩田広治

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月26日

愛知県がんセン
ター中央病院

トラスツズマブ投与後の再発乳癌患者における
再発一次治療でのトラスツズマブの有効性

権藤なおみ,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,
近藤直人,  堀尾章代,  牛尾　文,  井戸田愛,  市
川茉莉,  岩田広治

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月26日

愛知県がんセン
ター中央病院

Gemcitabine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,  澤木正孝,  藤田崇史,  服部正也,  近
藤直人,  堀尾章代,  権藤なおみ,  井戸田愛,
市川茉莉,  岩田広治

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月26日

愛知県がんセン
ター中央病院

複数の前治療歴を有するER陽性進行再発乳
癌に対するフルベストラントの有効性と安全性

服部正也,  澤木正孝,  藤田崇史,  近藤直人,
堀尾章代,  牛尾　文,  権藤なおみ,  井戸田愛,
市川茉莉,  岩田広治

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月26日

愛知県がんセン
ター中央病院

高齢者乳癌治療の現状と課題 岩田広治 第50回日本癌治療学会学術集

会,  ワークショップ,  2012年10月
25-27日(横浜)

2012年10月26日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種治療に対するα-TCP細粒及び

liposomeを用いた徐放化抗癌剤の腹腔内投与

水野　勇,  植田拓也,  石田理子,  毛利紀章,  安
井　保,  今藤裕之,  寺西　太,  佐藤篤司,  神谷

保廣,  竹山廣光,  四ッ柳智久

第50回日本癌治療学会学術集

会,  2012年10月25-27日(横浜)
2012年10月27日

知多厚生病院 胃癌術後の血清亜鉛濃度 村元雅之,  藤田恭明,  上村真紀,  大中綾乃,
榊原香代子,  沖田英人,  上原恵子

第18回愛知NST研究会,  2012年
11月3日(名古屋)

2012年11月3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,  真下啓二,  久保正二,  横山　隆,  竹末

芳生,  末田泰二郎,  及川　悟

第60回日本化学療法学会総会西

日本支部総会,  2012年11月5-7日
(福岡)

2012年11月6日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺癌患者におけるNRF2遺伝子コピー数の検討 佐々木秀文,  設楽将之,  奥田勝裕,  彦坂　雄,
森山　悟,  矢野智紀,  藤井義敬

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山）

2012年11月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

非小細胞肺癌におけるEGFRの遺伝子多型

（SNP)に関する検討

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

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山）

2012年11月8日

聖隷三方原病
院

間質性肺炎合併肺癌手術における周術期ウリ
ナスタチン投与による術後急性増悪予防の試
み

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

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月8日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

原発性肺癌に対する消極的縮小手術症例の検
討

水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月8日

大学　腫瘍・免
疫外科学

隣接臓器浸潤T3肺癌の最新の外科治療成績；

肺癌登録合同委員会の2010年の全国集計に

おける531例の解析から

川口晃司，宮岡悦良，淺村尚生，奥村明之進，
藤井義敬，中西洋一，江口研二，森　雅樹，澤
端章好，横井香平

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月8日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺癌登録合同委員会事業を通した国際協力 横井香平，淺村尚生，藤井義敬，吉野一郎，森
雅樹，中西洋一，江口研二，宮岡悦良，澤端章
好，奥村明之進

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月8日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺癌登録合同委員会による肺癌登録 澤端章好，奥村明之進，淺村尚生，中西洋一，
江口研二，森　雅樹，吉野一郎，藤井義敬，小
林英夫，多田弘人，宮岡悦良，横井香平

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

名古屋市立東
部医療センター

腸閉塞を発症した肺多形癌多発小腸転移の1
例

遠藤克彦,  服部かをり,  大見　関,  佐本洋介,
斉藤健太,  前田祐三,  友田佳介,  越智靖夫,
柴田康行,  谷脇　聡,  羽藤誠記,  田中宏紀,  北
川美香,  新美　岳

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

進行胸腺癌の治療成績 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
設楽将之,  藤井義敬

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

右胸腔播種、左肺門部リンパ節転移を伴う胸腺
腫再発に対し、完全切除を施行した1例

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

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山）

2012年11月9日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院
呼吸器外科

日本人の肺腺癌におけるKIF5B/RET融合遺伝
子

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

第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

聖隷三方原病
院

局所進行肺癌に対する術前導入療法（IT）－IT
前後の呼吸機能の変化と術後呼吸器合併症－

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53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

聖隷三方原病
院

80歳以上高齢者肺がん症例に対する外科治療
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53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

小型前縦隔腫瘍に対する手術適応と手術術式
の検討

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53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山）

2012年11月9日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

胸腺腫に対する炭酸ガス送気装置併用胸腔鏡
下手術の検討

立松　勉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  山田　健 第53回日本肺癌学会総会,  2012
年11月8-9日(岡山)

2012年11月9日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

検診を契機に発見された両側乳癌の検討 西本真弓,  加藤克己,  内藤明弘,  川口暢子,
松下知可

第22回日本乳癌検診学会学術総

会,  2012年11月9-10日(沖縄)
2012年11月9日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

当院における浸潤性小葉癌の検診MG画像の
検討

松下知可,  加藤克己,  内藤明弘,  川口暢子,
西本真弓

第22回日本乳癌検診学会学術総

会,  2012年11月9-10日(沖縄)
2012年11月10日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

胸管破綻部が確認できた特発性乳糜胸の１手
術例

小田梨紗,  水野幸太郎,  立松　勉,  山田　健 第102回日本呼吸器学会東海地

方会,  2012年11月10-11日(岐阜)
2012年11月10日

聖隷三方原病
院

低肺機能を伴う気管支拡張症に対して肺切除
を行い肺機能改善と長期的症状コントロールが
得られた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102回日本呼吸器学会東海地

方会,  2012年11月10-11日(岐阜)
2012年11月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
北海道大学 <Symposium: Breast cancer (Clinical research)>

Role of microRNAs in estrogen receptor-
positive breast cancer

Yamashita H,  Toyama T,  Yoshimoto N,  Endo
Y,  Takahashi S

15th International Congress on
Hormonal Steroids and Hormones
& Cancer(15th ICHSHC),  Nov15-
17,  2012(Kanazawa)

2012年11月15日

大学　消化器

外科学

サービス指向アーキテクチャ(SOA)活用による
診療情報集約基盤の構築

飯田征昌,  下田公司,  佐藤幹則 第32回医療情報学連合大会,
2012年11月15-16日(新潟)

2012年11月16日

松波総合病院 当科における切除不能進行再発大腸癌治療に
おけるfirst lineでの分子標的薬併用抗癌化学

療法の治療成績　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ3「切除不能･進行
再発大腸癌の治療戦略」

小林建司,  仲井　希,  大原永子,  柴田直史,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第67回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2012年11月16-17日(福岡)
2012年11月16日

名古屋共立病
院

大網裂孔ヘルニアの例 森洋一郎,  寺下幸夫,  原田幸志朗 第67回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2012年11月16-17日(福岡)
2012年11月16日

大学　消化器

外科学

当院における早期大腸癌の治療戦略 高山　悟,  宮井博隆,  原　賢康,  安藤拓也,  石
黒秀行,  佐藤幹則,  竹山廣光

第67回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2012年11月16-17日(福岡)
2012年11月16日

藤田保健衛生
大学　小児外科

Ⅰcyst症例の術後経過に関する検討 鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純 第39回日本胆道閉鎖症研究会,
2012年11月17日(大阪)

2012年11月17日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

cT1上皮型DMMに対するparietal pleurectomy
の臨床的意議

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗 第3回Japan Mesothelioma Interest
Group研究会,  2012年11月17日
(京都)

2012年11月17日

松波総合病院 当院における、大腸癌術後同期性または異時
性肺転移症例の手術成績

柴田直史,  小林建司,  仲井　希,  大原永子,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第67回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2012年11月16-17日(福岡)
2012年11月17日

名古屋共立病
院

残胃癌下行結腸転移の1例 寺下幸夫,  森洋一郎 第67回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2012年11月16-17日(福岡)
2012年11月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

人工肛門閉鎖術における術式･合併症の検討 佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  宮井博隆,  坪
井　謙,  安藤拓也,  石黒秀行,  高山　悟,  竹山
廣光

第67回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2012年11月16-17日(福岡)
2012年11月17日

名古屋共立病
院

術中内視鏡で確定診断できず小腸部分切除術
を実施した小腸アニサキス症の1例

栗本拓也,  矢野雅彦,  寺下幸夫,  森洋一郎 日本消化器病学会東海支部第
117回例会,  2012年11月17日(名
古屋)

2012年11月17日

大学　消化器

外科学

膵頭十二指腸切除後に合併し治療に難渋した
MRSA腸腰筋膿瘍の1例

松尾洋一,  若杉健弘,  高橋広城,  舟橋　整,  佐
藤幹則,  岡田祐二,  竹山廣光

第25回日本外科感染症学会総

会,  2012年11月21-22日(幕張)
2012年11月21日

大学　消化器

外科学

Sleeve Gastrectomy術後leakの一例　要望演題

「忘れられない1例②」

高山　悟,  若杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第25回日本外科感染症学会総

会,  2012年11月21-22日(幕張)
2012年11月22日

大学　消化器

外科学

Beta-D-グルカン高値が遷延した、十二指腸憩

室穿孔の1例
若杉健弘,  塩﨑みどり,  宮井博隆,  小川　了,
坂本雅樹,  安藤拓也,  高橋広城,  石黒秀行,
松尾洋一,  舟橋　整,  木村昌弘,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  竹山廣光

第25回日本外科感染症学会総

会,  2012年11月21-22日(幕張)
2012年11月22日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Thymic carcinoma: 45 cases at a single
institution

Moriyama S, 　Yano M, 　Sasaki H, 　Hikosaka
Y, 　Shitara M, 　Fujii Y

3rd International Thymic
Malignancy Interest Group Annual
Meeting(ITMIG), 　Nov25-26,
2012(Fukuoka)

2012年11月25日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Stage III thymoma Surgery then adjuvant
chemotherapy, RT

Yano M 3rd International Thymic
Malignancy Interest Group Annual
Meeting(ITMIG), 　Nov25-26,
2012(Fukuoka)

2012年11月25日

トヨタ記念病院
呼吸器外科

Clinicopathological analysis of small-sized
thymoma with podoplanin and Ki67 expression
analysis

Yokota K,  Tateyama H,  Yano M,  Moriyama S,
Hikosaka Y,  Okuda K,  Shitara M,  Okumura M,
Yokoi K,  Fujii Y

3rd International Thymic
Malignancy Interest Group Annual
Meeting(ITMIG), 　Nov25-26,
2012(Fukuoka)

2012年11月25日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳癌分子標的薬剤開発の現状と将来展望 岩田広治 第74回日本臨床外科学会総会,
パネルディスカッション,  2012年11
月29-12月1日(東京)

2012年11月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 保存的治療が可能であった外傷性肝嚢胞破裂

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

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

トヨタ記念病院 壁在リンパ節に微小転移を認めた直腸カルチノ
イドの1例

溝口公士,  春木伸裕,  原田幸志朗,  呉原裕樹,
辻　秀樹

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

愛知医科大学 当科で経験した大腸穿孔症例の49例の臨床的
検討

中尾野生,  鈴村和義,  森　大樹,  山中美歩,  倉
橋真太郎,  田嶋久子,  藤崎宏之,  安藤景一,
安田　顕,  有川　卓,  清田義治,  小竹克博,  永
田　博,  宮地正彦,  野浪敏明

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

刈谷豊田総合
病院

バイポーラ鉗子、モノポーラ剪刃、超音波凝固
切開装置を使い分けた発生学的膜構造を重要
視した大腸癌手術　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「各領域
手術における様々なエネルギーデバイスの用
い方」

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  清水保延,
山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  中村謙一,  牛
込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤知克,  早川
俊輔

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

刈谷豊田総合
病院

当院での残胃癌症例の検討　要望演題「残胃
癌の治療2」

佐藤怜央,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  牛込　創,  中村謙一,  野澤雅之,  森
本　守,  小出　亨,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

刈谷豊田総合
病院

当科における鼠径ヘルニア術後合併症予防の
ための工夫　要望演題ﾋﾞﾃﾞｵ「鼠径ヘルニアの
術後合併症の予防と対策」

中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  佐
藤怜央,  野澤雅之,  森本　守,  山本　稔,  清水

保延,  田中守嗣

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

刈谷豊田総合
病院

当院における小児鼠径ヘルニア手術の検討
ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5「小児鼠径ヘルニア手術Lap
or conventional」

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  中村謙一,  牛
込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤知克,  西本
真弓

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

湘南鎌倉総合
病院

大腸癌手術におけるreduced port surgeryを応

用した術式の工夫　主題関連演題「Reduced
port surgeryの新展開2」

服部浩次,  渡部和巨,  太田惠一郎,  荻野秀光,
河内　順,  下山ライ,  伴卓志郎,  飯島広和

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

膵頭十二指腸切除後の合併症、特に膵液漏の
発生とその治療　要望演題「膵頭十二指腸切除
における術後合併症とその対策1」

岡田祐二,  松尾洋一,  林　祐一,  宮井博隆,  小
川　了,  坂本雅樹,  安藤拓也,  高橋広城,  若杉

健弘,  石黒秀行,  高山　悟,  舟橋　整,  木村昌

弘,  佐藤幹則,  竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

大学　消化器

外科学

上行結腸未分化癌の1例 塩﨑みどり,  木村昌弘,  佐藤幹則,  石黒秀行,
安藤拓也,  小川　了,  竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

大学　消化器

外科学

食道癌術後吻合部狭窄についての検討 安藤拓也,  木村昌弘,  舟橋　整,  石黒秀行,  若
杉健弘,  小川　了,  塩﨑みどり,  竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

大学　消化器

外科学

Trocar-less Tractionの工夫　主題関連演題

「Reduced port surgeryの新展開1」
高山　悟,  塩﨑みどり,  宮井博隆,  高橋広城,
坂本雅樹,  安藤拓也,  若杉健弘,  佐藤幹則,
竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

大学　消化器

外科学

胃小細胞癌の長期生存例報告と臨床病理学的
検討

舟橋　整,  高橋広城,  安藤拓也,  坂本雅樹,  若
杉健弘,  石黒秀行,  松尾洋一,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  木村昌弘,  竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

名古屋市立緑
市民病院

腺腫様甲状腺腫に微小甲状腺癌が合併した1
例

今藤裕之,  水野　勇,  毛利紀章,  寺西　太,  佐
藤篤司,  神谷保廣

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

トヨタ記念病院
外科

杙創による胸腹部貫通性外傷の１例 高須惟人,  辻　秀樹,  春木伸裕,  呉原裕樹,  原
田幸志郎,  溝口公士,  佐竹　章

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

当院で経験した両側乳癌12例の検討 西本真弓,  加藤克己,  内藤明弘,  川口暢子,
松下知可

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月29日

刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

乳腺Pleomorphic stromal sarcomaの1例 内藤明広,  加藤克己,  川口暢子,  松下知可,
西本真弓

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院　乳腺内分
泌外科

LuminalAからTriple negativeへ変化し急速な転
帰をたどった乳癌の１例

松下知可,  加藤克己,  内藤明弘,  川口暢子,
西本真弓

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)再発
症例の治療と初回手術における注意点　ﾋﾞﾃﾞｵ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ8「再発鼠径ヘルニアの治療選択」

野澤雅之,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,
清水保延,  山本　稔,  小出　亨,  森本　守,  中
村謙一,  牛込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤

知克,  早川俊輔

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

刈谷豊田総合
病院

Tailgut cystの1例 早川俊輔,  早川哲史,  山本　稔,  牛込　創,  青
山佳永,  加藤知克,  佐藤怜央,  中村謙一,  野
澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  北上英彦,  清水

保延,  田中守嗣

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

刈谷豊田総合
病院

GEM化学療法が著効し根治手術が可能となっ

たstage4b進行胆嚢癌の1例
森本　守,  田中守嗣,  早川哲史,  清水保延,  北
上英彦,  山本　稔,  野澤雅之,  中村謙一,  牛込

創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤知克

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

刈谷豊田総合
病院

術前に疑い腹腔鏡下に摘出したGauzeomaの一
例

牛込　創,  早川哲史,  野澤雅之,  青山佳永,  加
藤知克,  佐藤怜央,  中村謙一,  森本　守,  小出

亨,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中守嗣

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

松波総合病院 子宮全摘出術後の膣断端とS状結腸憩室の間

に発生した結腸膣瘻に対して腹腔鏡下S状結

腸切除術を施行した1例

仲井　希,  小林建司,  東田昭彦,  大原永子,  柴
田直史,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

松波総合病院 鼠径ヘルニア術後残存ヘルニア嚢に異所性子
宮内膜症を来した1例

東田昭彦,  小林建司,  仲井　希,  大原永子,  柴
田直史,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

湘南鎌倉総合
病院

当院の単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術の定型化
への試み　主題関連演題「単孔式腹腔鏡下胆
嚢摘出2」

服部浩次,  渡部和巨,  太田惠一郎,  荻野秀光,
河内　順,  下山ライ,  伴卓志郎,  飯島広和

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

藤田保健衛生
大学

当院における肝中央2区域切除術(One-way肝
切除術)　要望演題ﾋﾞﾃﾞｵ「肝2」

棚橋義直,  加藤悠太郎,  所　隆昌,  新田隆士,
伊藤泰平,  香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器

外科学

食道扁平上皮癌における好中球/リンパ球比と
臨床病理学的因子の検討

石黒秀行,  木村昌弘,  安藤拓也,  小川　了,  塩
﨑みどり,  竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年11月30日

名古屋市立西
部医療センター

胸壁形成術後55年年目に発見された胸壁外

chronic expanding hematomaの一例

新井根洋,  中前勝視,  上田悟郎,  渡邊拓弥,
鈴木卓弥,  長縄康浩,  杉戸伸好,  杉浦博士,
佐藤陽子,  三井　章,  榊原堅式,  桑原義之

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

豊川市民病院 徒手整復を試みた閉鎖孔ヘルニア嵌頓5例の
検討

原田真之資　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,
安藤菜奈子,  中屋誠一,  藤幡士郎,  上野修平

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

愛知医科大学 膵頭十二指腸切除術後の膵液瘻に対してソマ
トスタンチンアナログが有効であった2例

安田　顕,  有川　卓,  中尾野生,  藤崎宏之,  安
藤景一,  伊藤暢宏,  大橋紀文,  田井中貴久,
小竹克博,  永田　博,  鈴村和義,  野浪敏明

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

愛知医科大学 腹膜再発後に後腹膜再再発した腫瘍破裂胃
GISTの1例

安藤景一,  中尾野生,  森　大樹,  倉橋真太郎,
山中美歩,  田嶋久子,  藤崎宏之,  安田　顕,  大
橋紀文,  有川　卓,  清田義治,  永田　博,  宮地

正彦,  鈴村和義,  野浪敏明

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

刈谷豊田総合
病院

急性膵炎を発症した混合型膵管内乳頭粘液腺
癌の1切除例

田中守嗣,  早川哲史,  早川俊輔,  青山佳永,
加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中村謙一,  野
澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  山本　稔,  清水

保延,  北上英彦

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

刈谷豊田総合
病院

肺癌に対する化学療法試行中に小腸穿孔を認
めた1例

加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  小田梨紗,
早川俊輔,  青山佳永,  牛込　創,  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74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

刈谷豊田総合
病院

当科における大腿ヘルニアの48例の検討 青山佳永,  早川哲史,  田中守嗣,  小田梨紗,
早川俊輔,  加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中
村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  山本

稔,  北上英彦,  清水保延

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

松波総合病院 小児甲状腺癌の2例 花立史香,  仲井　希,  大原永子,  柴田直史,  小
林建司,  東田昭彦,  渡辺　充,  清水幸雄,  松波

英寿,  池田庸子,  村瀬貴幸

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
第一なるみ病院 徒手整復を実施した閉鎖孔ヘルニアの3例 藤井　康,  高木　格 第74回日本臨床外科学会総会,

2012年11月29-12月1日(東京)
2012年12月1日

名古屋共立病
院

縫合不全に伴う術後肝不全に対して、血漿交
換とHigh flow-volume HDFを行い救命した1例

森洋一郎,  寺下幸夫 第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

大学　消化器

外科学

肝腫瘍と鑑別困難であった特発性Peliosis
hepatisの1例

松尾洋一,  越智靖夫,  高橋広城,  若杉健弘,
石黒秀行,  高山　悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡
田祐二,  木村昌弘,  竹山廣光

第74回日本臨床外科学会総会,
2012年11月29-12月1日(東京)

2012年12月1日

藤田保健衛生
大学　小児外科

Wilms腫瘍術後の放射線療法晩期障害により
経口摂取不良及び間歇性跛行を呈する成人例

日比将人,  原普二夫,  加藤充純,  鈴木達也 第54回日本小児血液・がん学会

学術集会,  2012年11月30-12月2
日(横浜)

2012年12月1日

愛知県がんセン
ター中央病院

Receptor discordance in breast cancer recurrence
: IS re-biopsy a necessity?

Fujita T,  Sawaki M,  Hattori M,  Kondo N,
Horio A,  Ushio A,  Gondo N,  Iwata H

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月5日

愛知県がんセン
ター中央病院

Preoperative docetaxel (T) with or without (X)
following epirubicin, 5-fluorouracil and
cyclophosphamide (FEC) in patients with
operable breast cancer (OOTR N003) : Results
of comparative study and predictive marker
analysis

Toi M,  Ohno S,  Sato N,  Masuda N,  Sasano H,
Takahashi F,  Bando H,  Iwata H,  Morimoto T,
Kamigaki S,  Nakayama T,  Murakami S,
Nakamura S,  Kuroi K,  Aogi K,  Kashiwaba M,
Yamashita H,  Hisamatsu K,  Ito Y,  Yamamoto
Y,  Ueno T,  fakhrejahani E,  Yoshida N,  Chow
LWC

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月5日

愛知県がんセン
ター中央病院

Evaluation on efficacy and safety of
capecitabine plus docetzxel versus docetaxel
monotherapy in metastatic breast cancer patients
pretreated with anthracycline : Results from a
randomized phaze Ⅲ study (JO21095)

Sato N,  Yamamoto D,  Rai Y,  Iwase H,  Saito
M,  Iwata H,  Masuda N,  Oura S,  Watanabe J,
Kuroi K

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月6日

愛知県がんセン
ター中央病院

Superior efficacy of anastrozole to tamoxifen as
adjuvant therapy for postmenopausal patients
with hormone-responsive brast cancer. Efficacy
results of long-term follow-up data from N-SAS
BC 03 trial

Imoto S,  Osumi S,  Aogi K,  Hozumi Y,  Mukai
H,  Iwata H,  Yokoto I,  Yamaguchi T,  Ohashi
Y,  Watanabe T,  Aihara T

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月6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

PhaseⅢ randomized study of the oral pan-PI3K
inhibitor BKM120 with fulvestrant in
postmenopausal women with HR+/HER2-locally
advanced or metastatic breast cancer resistant to
aromatase inhibitor-BELLE-2

Baselga J,  Campone M,  Cortes J,  Iwata H,  de
Laurentiis M,  Jonat W,  Di Tomaso E,  Hachemi
S,  Goteti S,  Germa C,  Massacesi C,  Arteaga C

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月6日

愛知県がんセン
ター中央病院

A multicenter phase 2 study (JO22997)
evaluating the efficacy and safety of trastuzumab
emtansine in Japasnese patients with heavily
pretreated HER2^positive metastatic breast
cancer

Masuda N,  Ito Y,  Takao S,  Doihara H,  Rai Y,
Horiguchi J,  Kohno N,  Fujiwara Y,  Tokuda Y,
Watanabe J,  Iwata H,  Ishiguro H,  Miyoshi Y,
Matsubara M,  Kashiwaba M

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月6日

大学　腫瘍・免
疫外科学

A mammographic density prediction model
using environmental factors, endogenous
hormones and growth factors in Japanese women

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

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec4-8,
2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月7日

愛知県がんセン
ター中央病院

Long-term follow-up data of the side effect
profile of anastrozole compared with tamoxifen
in Japanese women : findings from N-SAS BC
03 trial

Iwata H,  Ohsumi S,  Aogi K,  Hozumi Y,  Imoto
S,  Mukai H,  Yokoto I,  Yamaguchi T,  Ohashi
Y,  Watanabe Y,  Aihara T

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月7日

愛知県がんセン
ター中央病院

Survival impact of early detection of recurrence
after surgery in early breast cancer patients

Hojo T,  Tamura K,  Masuda N,  Inoue K,
Kinoshita T,  Fujisawa T,  Hara F,  Saji S,
Asaga S,  Anan K,  Yamamoto N,  Takahashi M,
Nakagami K,  Kuroi K,  Iwata H

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月7日

愛知県がんセン
ター中央病院

Clinicopathological Analysis of Breast Cancer
Patients with Brain Metastases

Ushio A,  Sawaki M,  Fujita T,  Hattori M,
Kondo N,  Horio A,  Gondo N,  Iwata H

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月7日

愛知県がんセン
ター中央病院

Evalution of circulating tumor cell as a marker
of prognosis and efficacy in a randomized phase
Ⅲ study in HER2 negative metastatic breast
cancer patients treated with capecitabine and
docetaxel : JO21095 study

Masuda N,  Yamamoto D,  Sato N,  Sagara Y,
Yamamoto Y,  Saito M,  Iwata H,  Oura S,
Watanabe J,  Kuroi K

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月8日

愛知県がんセン
ター中央病院

Denosumab  versus placebo as adjuvant
treatment for women with early-stage breast
cancer at high risk of disease recurrence (D-
CARE) : An international, randomized, double-
blind, placebo-controlled phase 3 clinical trial

Goss PE,  Barrios CH,  Chan A,  Finkelstein
DM,  Iwata H,  Martin M,  Braun A,  Ke C,
Maniar T,  Coleman RE

35th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  poster,  Dec4-
8,  2012 (San Antonio/U.S.A)

2012年12月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

手術映像と手術室監視画像の保存と管理につ
いての運用上の問題点　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5「手術映像
の保存－技術的進歩と運用上の課題」

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  山本　稔,  森
本　守,  清水保延,  早川俊輔,  中村謙一,  小出

亨,  牛込　創,  野澤雅之,  佐藤怜央,  青山佳

永,  加藤知克

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月6日

刈谷豊田総合
病院

音声･映像アノテーションシステムと医療機器統
合システムを搭載した内視鏡外科手術室の有
用性　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ11「内視鏡外科手術に特化し
た手術室－現在の問題点と理想とする将来像
－」

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  清水保延,
山本　稔,  森本　守,  野澤雅之,  中村謙一,  牛
込　創,  佐藤怜央,  早川俊輔,  小出　亨,  青山

佳永,  加藤知克

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月6日

刈谷豊田総合
病院

内視鏡外科手術における医療機器点検結果に
ついて

竹内文菜,  天野陽一,  藤田智一,  清水信之,
杉浦芳雄,  生嶋政信,  植本将史,  細江諒太,
島田俊樹,  廣浦哲郎,  早川哲史

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月6日

大学　消化器

外科学

当院での手術画像保存の現状　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5「手
術映像の保存－技術的進歩と運用上の課題」

高山　悟,  塩﨑みどり,  小川　了,  宮井博隆,
高橋広城,  坂本雅樹,  安藤拓也,  石黒秀行,
舟橋　整,  佐藤幹則,  竹山廣光

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月6日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)のコツ

とトラブルシューティング　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ4「鼠
径ヘルニアの内視鏡下手術のコツとトラブル
シューティング」

早川哲史,  野澤雅之,  中村謙一,  牛込　創,  佐
藤怜央,  青山佳永,  加藤知克,  早川俊輔,  森
本　守,  小出　亨,  山本　稔,  清水保延,  北上

英彦,  田中守嗣

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

術前CTが有用であり腹腔鏡下手術により治療
できた特発性大網捻転症の一例

早川俊輔,  早川哲史,  北上英彦,  中村謙一,
野澤雅之,  青山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  佐
藤怜央,  森本　守,  小出　亨,  山本　稔,  清水

保延,  田中守嗣

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

穿孔性消化性潰瘍における内視鏡外科手術の
果す役割～ガイドラインの検証と今後の普及の
ために～　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「救急医療における内視
鏡外科手術の果す役割」

野澤雅之,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,
清水保延,  山本　稔,  小出　亨,  森本　守,  中
村謙一,  牛込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤

知克,  早川俊輔

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹臥位による胸腔鏡下食道切除術の導入と成
績　要望演題19「食道悪性(2)」

北上英彦,  森本　守,  野澤雅之,  中村謙一,  牛
込　創,  佐藤怜央,  山本　稔,  清水保延,  田中

守嗣,  早川哲史

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012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

完全内臓逆位を併存した早期胃癌に対し腹腔
鏡下胃全摘術を施行した1例

森本　守,  北上英彦,  早川哲史,  田中守嗣,  清
水保延,  山本　稔,  小出　亨,  野澤雅之,  中村

謙一,  牛込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加藤知
克

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

Parietex Composite Mesh(PCM)を用いた腹腔

鏡下逆流防止手術(LARS)
中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  佐
藤怜央,  野澤雅之,  森本　守,  山本　稔,  清水

保延,  田中守嗣

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下高位前方切除後に直腸AV-shuntを発

症し、腹腔鏡下に切除した1例
牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  森本　守,  早
川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,  佐藤怜央,  中
村謙一,  野澤雅之,  小出　亨,  山本　稔,  清水

保延,  田中守嗣

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

手術室における臨床工学技士の導入と現状　ｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ11「内視鏡外科手術に特化した手術室
－現在の問題点と理想とする将来像－」

藤田智一,  天野陽一,  清水信之,  廣浦哲郎,
島田俊樹,  細江諒太,  竹内文菜,  生嶋政信,
杉浦芳雄,  中村清忠,  早川哲史

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

刈谷豊田総合
病院

当院手術室における内視鏡手術機器に対する
スタッフ教育の現状

藤田智一,  天野陽一,  清水信之,  竹内文菜,
細江諒太,  島田俊樹,  廣浦哲郎,  植本将史,
生嶋政信,  杉浦芳雄,  早川哲史

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

社会保険中央
総合病院

潰瘍性大腸炎に対する腹腔鏡補助下手術症例
の検討

森本幸治,  山名哲郎,  岡本欣也 第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

松波総合病院 stageII、III大腸癌に対する腹腔鏡下手術の短
期成績

柴田直史,  小林建司,  仲井　希,  大原永子,  花
立史香,  松波英寿

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

東部医療セン
ター

腹腔鏡下に切除しえた巨大後腹膜脂肪腫の1
例

齊藤健太,  谷脇　聡,  柴田康行,  越智靖夫,  友
田佳介,  遠藤克彦,  前田祐三,  佐本洋介,  大
見　関,  服部かをり,  羽藤誠記,  田中宏紀

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

大学　消化器

外科学

腹腔鏡手術にて摘出した骨盤内の腹腔内遊離
体の1例

安藤拓也,  塩﨑みどり,  宮井博隆,  小川　了,
原　賢康,  高橋広城,  坂本雅樹,  石黒秀行,  高
山　悟,  舟橋　整,  佐藤幹則,  竹山廣光

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7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

腹腔鏡下に修復した再発腹壁瘢痕ヘルニアの
１例

佐本洋介,  谷脇　聡,  柴田康行,  越智靖夫,  友
田佳介,  遠藤克彦,  齊藤健太,  前田祐三,  大
見　関,  服部かをり,  羽藤誠記,  田中宏紀

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月7日

トヨタ記念病院
消化器外科

腸回転異常を伴ったS状結腸癌に対し腹腔鏡

下手術を施行した1例
原田幸志朗,  春木伸裕,  溝口公士,  辻　秀樹 第25回日本内視鏡外科学会総

会, 2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

分離肺換気困難症例に対する胸腔鏡下肺葉切
除術

水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,  山田　健 第25回日本内視鏡外科学会総

会, 2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

肺癌区域切除術に対するアプローチの比較検
討ーHybrid or cVATS

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗 第25回日本内視鏡外科学会総

会, 2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

刈谷豊田総合
病院　呼吸器外
科

胸腔鏡下に気管支形成し得た定型的カルチノ
イドの1切除例

小田梨紗,  立松　勉,  水野　幸太郎,  山田　健 第25回日本内視鏡外科学会総

会, 2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

刈谷豊田総合
病院

大腿ヘルニア嵌頓に対して緊急腹腔鏡下ヘル
ニア修復術(TAPP法)を施行した5例

青山佳永,  早川哲史,  北上英彦,  小田梨紗,
早川俊輔,  加藤知克,  牛込　創,  佐藤怜央,  中
村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

湘南鎌倉総合
病院

大腸癌手術に対するreduced port surgeryの工

夫　要望演題28「大腸肛門悪性 手技の工夫

(4)」

服部浩次,  渡部和巨,  太田惠一郎,  荻野秀光,
河内　順,  下山ライ,  伴卓志郎

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

中野胃腸病院 腹腔鏡下に切除した胃神経鞘腫の2例 田中達也,  鈴木智貴,  前田頼佑,  林　久乃,  深
尾俊一

第25回日本内視鏡外科学会総

会,  2012年12月6-8日(横浜)
2012年12月8日

トヨタ記念病院
呼吸器外科

局所再発した気管原発平滑筋肉腫に対し重粒
子線治療を行なった１例

坂根理司,  齋藤雄史,  横田圭右,  佐竹　章,  山
川洋右,  杉野安輝,  高木康之,  大田亜希子,
奥村隼也,  三田　亮,  滝　俊一,  坂　英雄

第44回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2012年12月8日(名古

屋)

2012年12月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

難治性気胸に対して肺嚢胞内へのフィブリン糊
注入を施行し、奏効した2例

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

第44回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2012年12月8日(名古

屋)

2012年12月8日

聖隷三方原病
院

難治性気胸に対して肺嚢胞内へのフィブリン糊
注入を施行し、奏効した2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44回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2012年12月8日(名古

屋)

2012年12月8日

名古屋市立西
部医療センター

女児のAccessory labioscrotal foldを合併した会

陰部脂肪腫の1例
榊原堅式,  佐藤陽子 第46回日本小児外科学会東海地

方会,  20121年12月9日(津)
2012年12月9日

松波総合病院 手術支援ロボットda Vinciを用いて予防的側方

郭清を施行した進行下部直腸癌の1例
小林建司,  仲井　希,  大原永子,  柴田直史,  花
立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第18回日本内視鏡外科研究会,
2012年12月22日(岐阜)

2012年12月22日
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