
発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　心臓血管
外科学

合併症を伴う小児人工血管感染症に対する外
科治療

三島　晃,  中井洋佑,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅
野實樹

第27回心臓血管外科ウインターセ

ミナー学術集会,  2013年1月23-25
日(秋田)

2013年1月24日

大学　腫瘍・免
疫外科学

抗アセチルコリン受容体抗体が陰性化した重症
筋無力症症例の検討

設楽将之,  藤井義敬 免疫性神経疾患に関する調査研
究班 平成24年度班会議,  2013年
1月23-24日(東京)

2013年1月24日

名古屋市立西
部医療センター

腸管気腫の２例 鈴木卓弥,  三井　章,  杉戸伸好,  長縄康浩,  桑
原義之

第9回日本消化管学会総会学術

集会,  2013年1月25-26日(東京)
2013年1月26日

大学　消化器外
科学

胃小細胞癌の長期生存例と予後因子の検討 舟橋　整,  石黒秀行,  木村昌弘,  竹山廣光 第9回日本消化管学会総会学術

集会,  2013年1月25-26日(東京)
2013年1月26日

大学　消化器外
科学

食道癌手術患者におけるGPS(Glasgow
Prognostic Score)と臨床病理学的因子の検討

石黒秀行,  舟橋　整,  竹山廣光 第9回日本消化管学会総会学術

集会,  2013年1月25-26日(東京)
2013年1月26日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下手術にて切除しえた右卵巣膿瘍S状
結腸穿通の1例

早川俊輔,  北上英彦,  早川哲史,  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,  田中守嗣

第17回愛知内視鏡外科研究会,
2013年1月26日(名古屋)

2013年1月26日

がん研有明病
院

A new method for assessment of liver functional
reserve using a 99mTc GSA liver scintigraphy

Sato T,  Saiura A,  Arita J,  Takahashi Y,  Koga
R

8th International Meeting of
Hepatocellular
Carcinoma(HCC)2013,  Feb1-2,
2013(Tokyo)

2013年2月1日

刈谷豊田総合
病院

左胸腔を占拠し、縦隔を圧排する巨大びまん性
悪性胸膜中皮腫に対する胸骨正中＋左肋弓下
切開による胸膜肺全摘術

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗 第22回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会，2013年2月1-3日(岩手)
2013年2月1日

聖隷三方原病
院

気管支形成時に口径差の調整を工夫し右上下
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22回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会，2013年2月1-3日(岩手)
2013年2月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

術前化学放射線療法後に大動脈弓部、左鎖骨
下動脈を切除再建した肺癌の1例

丹羽　宏,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
羽田裕司,  吉井直子,  和久田千晴

第22回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会，2013年2月1-3日(岩手)
2013年2月1日

聖隷三方原病
院

上大静脈浸潤を認めたIVa期胸腺腫の1手術例 和久田千晴,  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22回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会，2013年2月1-3日(岩手)
2013年2月1日

聖隷三方原病
院

左主肺動脈進展肺多形癌に対し左肺全摘術を
施行した1例

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

第22回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会，2013年2月1-3日(岩手)
2013年2月2日

愛知県がんセン
ター中央病院

Bevacizumab treatment of Breast Cancer-
Evidence and Experience-

Iwata H The 28th Nagoya International
Cancer Treatment Symoposium,
Feb9-10,  2013(Nagoya)

2013年2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32回日本胸腺研究会,  2013年
2月9日(札幌)

2013年2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32回日本胸腺研究会,  2013年
2月9日(札幌)

2013年2月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

当初胸腺嚢胞を疑った粘液産生性胸腺癌の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32回日本胸腺研究会,  2013年
2月9日(札幌)

2013年2月9日

聖隷三方原病
院

IVa期胸腺癌に対して手術および術後化学放

射線療法を施行し長期生存が得られた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32回日本胸腺研究会,  2013年
2月9日(札幌)

2013年2月9日

刈谷豊田総合
病院

完全胸腔鏡下に摘出した胸腺癌の一例 松井琢哉,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,
山田　健

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

前縦隔および胸骨に転移をきたしたと思われる
粘液型脂肪肉腫の1例

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

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

大学　消化器外
科学

β-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,  高橋広城 第39回愛知臨床外科学会,  2013

年2月11日(名古屋)
2013年2月11日

中野胃腸病院 胃癌原発巣が自然消退した1例 田中達也,  林　久乃,  前田頼佑,  榊原一貴,  鈴
木智貴,  山崎雅彦,  伊藤　寛,  深尾俊一

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

知多厚生病院 胃癌術後の血清亜鉛濃度 村元雅之,  小森徹也,  角田直樹,  山岸庸太 第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

東部医療セン
ター

横行結腸癌根治術後異時性卵巣転移の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,  齊
藤健太,  大見　関,  服部かをり,  田中宏紀

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

東部医療セン
ター

血性乳頭分泌を生じた男性の非浸潤性嚢胞内
乳癌の1例

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

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

東部医療セン
ター

後腹膜孤立性繊維性腫瘍の1例 大見　関,  服部かをり,  佐本洋介,  齊藤健太,
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,  田中宏樹

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

大学　消化器外
科学

集学的治療により長期生存を得ている胃内分
泌細胞癌の一例

齋藤慎一郎,  木村昌弘,  舟橋　整,  石黒秀行,
安藤拓也,  小川　了,  宮井博隆,  塩﨑みどり,
柴田孝弥,  竹山廣光

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

西部医療セン
ター

十二指腸下行脚GISTの1例 新井根洋,  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,  上田悟郎,  渡邊拓弥,  桑原義之

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日
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豊川市民病院 小腸閉塞にて発症した腸管子宮内膜症の1切

除例
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39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

西部医療セン
ター

食道合併切除胸腔内再建後、ARDSを発症し
治療に難渋した若年者肺癌の一例

上田悟郎,  中前勝視,  渡邊拓弥,  鈴木卓弥,
新井根洋,  長縄康浩,  杉戸伸好,  杉浦博士,
佐藤陽子,  三井　章,  桑原義之,  榊原堅式,  矢
野智紀,  彦坂　雄,  森山　悟,  藤井義敬

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

大学　消化器外
科学

腎癌膵転移の3例 今神　透,  松尾洋一,  岡田祐二,  木村昌弘,  竹
山廣光

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

トヨタ記念病院 待機手術を施行した閉鎖孔ヘルニアの2例 坂根理司,  辻　秀樹,  春木伸裕,  呉原裕樹,  原
田幸志朗,  溝口公士,  高須惟人,  伊藤　直,  上
本康明,  村瀬寛倫,  山川洋右

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

豊川市民病院 虫垂neuroma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39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

名古屋徳洲会
総合病院

腸管外幼虫移行症による化膿性肉芽腫に伴い
発症した絞扼性イレウスの1例

坂本宣弘,  高山　悟,  神谷賢吾,  可児久典 第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

西部医療セン
ター

非浸潤性乳腺アポクリン癌の1例 渡邊拓弥,  杉浦博士,  榊原堅式,  桑原義之,
中前勝視,  三井　章,  佐藤陽子,  杉戸伸好,  長
縄康浩,  鈴木卓弥,  新井根洋,  上田悟郎,  佐
藤信哉,  小林俊三

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下にて切除しえた小児腹腔内リンパ管
腫の1例

早川俊輔,  早川哲史,  清水保延,  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,  山本　稔,  北上

英彦,  田中守嗣

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日

大学　消化器外
科学

膵癌術後に合併したMRSA腸腰筋膿瘍の1例 松尾洋一,  若杉健弘,  高橋広城,  安藤拓也,
石黒秀行,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  木
村昌弘,  竹山廣光

第39回愛知臨床外科学会,  2013
年2月11日(名古屋)

2013年2月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

急速な増大を示した非結核性抗酸菌症合併肺
癌の１例

水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第102回日本肺癌学会中部支部

会,  2013年2月16日(名古屋)
2013年2月16日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺動脈内膜肉腫の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102回日本肺癌学会中部支部

会,  2013年2月16日(名古屋)
2013年2月16日

聖隷三方原病
院

カルボプラチン+パクリタキセル+ベバシズマブ

で症状緩和の得られたIV期肺腺癌の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102回日本肺癌学会中部支部

会,  2013年2月16日(名古屋)
2013年2月16日

大学　消化器外
科学

教育のあゆみ　特別プログラム「Opening
Ceremony」

竹山廣光 第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月21日

知多厚生病院 知多半島五市五町における嚥下食標準化へ向
けた取り組み－知多半島摂食･嚥下機能連絡
票の導入－

石川敦子,  上原正美,  渡邊哲也,  林　英司,  荒
木一将,  村元雅之,  中山　隆,  森　直治

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月21日

知多厚生病院 知多半島全域における嚥下困難者の食事形態
に関するアンケート調査

上原正美,  早川芳枝,  岡田慶子,  東田ひろみ,
宮本すみ子,  石川敦子,  渡邊哲也,  林　英司,
荒木一将,  中山　隆,  村元雅之,  森　直治

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月21日

大学　消化器外
科学

当院における食道癌術後患者の経口摂取へ向
けての取り組み　呼吸訓練法の導入に取り組ん
で

大串陽子,  後藤七重,  栗本成子,  小川　了,  竹
山廣光

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月21日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

MNA-SF使用に関して～項目別、差の検討～ 中務律子,  百木　和,  水野智之,  望月弘彦,  宇
野千晴,  茨木あづさ,  長谷川正光

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月22日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

MNA-SF使用に関して－CCカットオフ値の検討

主題関連演題25「高齢者の栄養管理2」
百木　和,  中務律子,  水野智之,  望月弘彦,  宇
野千晴,  茨木あづさ,  長谷川正光

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月22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

胃瘻患者様とかかわってきた経験を通じて　主
題関連演題14「日本の胃ろうを問う1」

長谷川正光 第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月22日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

経管栄養剤蛋白質量に関する考察　主題関連
演題22「高齢者の栄養管理1」

長谷川正光,  湯山亜佳里,  若杉真澄,  林　良
成

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月22日

刈谷豊田総合
病院

適正な栄養管理により早期治癒に至った高齢
者の食道空腸吻合部縫合不全の1例

森本　守,  北上英彦,  早川哲史,  田中守嗣,  清
水保延,  牛込　創,  加藤知克,  山田　健,  佐野

弘美,  日高幸恵,  鈴木京子

第28回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2013年2月21-22日(金沢)
2013年2月22日

刈谷豊田総合
病院

前方到達後の再発鼠径ヘルニアに対する腹腔
鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)

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10回日本ヘルニア学会東海地

方会,  2013年2月23日(名古屋)
2013年2月23日

大学　心臓血管
外科学

Modiffied BT shunt術後の感染性仮性動脈瘤
に対する治療の工夫

中井洋佑,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第43回日本心臓血管外科学会学

術総会,  2013年2月25-27日(東京)
2013年2月25日

大学　消化器外
科学

胃小細胞癌の長期生存2例の検討 舟橋　整,  石黒秀行,  木村昌弘,  竹山廣光 第85回日本胃癌学会総会,  2013
年2月27-3月1日(大阪)

2013年2月28日

がん研有明病
院

腹腔鏡下胃癌手術における術中偶発性とその
対策

谷村愼哉,  比企直樹,  布部創也,  本多通孝,
入野誠之,  田中友理,  清川貴志,  千葉丈広,
小菅敏幸,  橋本佳和,  佐藤崇文,  佐野　武,  山
口俊晴,  東野正幸

第85回日本胃癌学会総会,  2013
年2月27-3月1日(大阪)

2013年2月28日

大学　消化器外
科学

胃癌におけるGPS(Glasgow Prognostic Score)の
有用性

石黒秀行,  舟橋　整,  安藤拓也,  宮井博隆,  竹
山廣光

第85回日本胃癌学会総会,  2013
年2月27-3月1日(大阪)

2013年3月1日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播腫例の術後化学療法:タキサン系抗

癌剤併用後の腹腔内投与(ip)を目指した検討

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  今藤裕之,  寺
西　太,  佐藤篤司,  神谷保廣,  竹山廣光

第85回日本胃癌学会総会,  2013
年2月27-3月1日(大阪)

2013年3月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
湘南鎌倉総合
病院

患者満足度、コスト、手技の難易度のバランスを
考慮した腹腔鏡下幽門側胃切除術のR-Y再建
の工夫

服部浩次,  太田惠一郎,  下山ライ 第85回日本胃癌学会総会,  2013
年2月27-3月1日(大阪)

2013年3月1日

刈谷豊田総合
病院

腹部大動脈瘤手術後に発症した腸骨動脈瘤の
2例

沼田幸英,  神谷信次,  斉藤隆之,  山中雄二 第21回日本血管外科学会東海・

北陸地方会,  2013年3月2日(名古

屋)

2013年3月2日

刈谷豊田総合
病院

Garengeot's herniaの3例 中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
牛込　創,  佐藤怜央,  野澤雅之,  森本　守,  小
出　亨,  山本　稔,  清水保延,  田中守嗣

第49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013年3月13日

東部医療セン
ター

魚骨によるS状結腸穿孔の一例 大見　関,  谷脇　聡,  齊藤健太,  服部かをり,
佐本洋介,  前田祐三,  遠藤克彦,  越智靖夫,
友田佳介,  柴田康行,  羽藤誠記,  田中宏紀

第49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013年3月13日

刈谷豊田総合
病院

当院における結腸捻転症の検討 佐藤怜央,  早川哲史,  小田梨紗,  早川俊輔,
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,  北上

英彦,  清水保延,  田中守嗣

第49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013年3月13日

東部医療セン
ター

腹腔鏡下ヘルニア修復術後5日目に出血性

ショックをきたした1例
前田祐三,  田中宏紀,  谷脇　聡,  柴田康行,  越
智靖夫,  友田佳介,  齊藤健太,  佐本洋介,  大
見　関,  服部かをり

第49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013年3月13日

大学　腫瘍・免
疫外科学

MicroRNAs and their potential targets
associated with characteristics of estrogen
receptor-positive breast cancer

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

St.Gallen Breast Cancer
Conference,  Mar13-17,  2013(St.
Gallen/Switzerland)

2013年3月14日

刈谷豊田総合
病院

チョコレート嚢胞のS状結腸穿破に対してドレ
ナージ後待機的な低位前方切除と右卵巣合併
切除を腹腔鏡下に施行し得た1例

早川俊輔,  早川哲史,  北上英彦,  佐藤怜央,
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49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013年3月14日

知多厚生病院 集中治療室を持たない一般病院での敗血症性
ショックの治療戦略

角田直樹,  小森徹也,  山岸庸太,  村元雅之 第49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013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

当科における腹部救急疾患に対する内視鏡外
科手術　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ3「腹部救急疾患に対
する内視鏡外科手術」

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49回日本腹部救急医学会総

会,  2013年3月13-14日(福岡)
2013年3月14日

大学　消化器外
科学

部検にて判明した、多発性微小肝膿瘍を伴う
Clostridium perfringens感染症の1例

高橋広城,  若杉健弘,  竹山廣光 第43回日本嫌気性菌感染症研究

会,  2013年3月29-30日(名古屋)
2013年3月30日

刈谷豊田総合
病院

4年の経過で僅かに増大したリンパ性間質を伴

う小結節性胸腺腫の1切除例

小田梨紗,  水野幸太郎,  立松　勉,  山田健 第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胸壁に発生したlow-grade fibromyxoid sarcoma
の1例

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

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

松波総合病院 ベバシズマブによると思われる、S状結腸動脈

血栓症による腸管壊死の1切除例

柴田直史,  小林建司,  佐藤怜央,  仲井　希,  大
原永子,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

豊川市民病院 胃GISTの診断で外科的切除を施行した胃

MALTリンパ腫の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,
原田真之資,  柄松章司,  三田圭子,  西田　勉,
佐々木信義

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

トヨタ記念病院 後腹膜脱分化型脂肪肉腫の1例 上本康明,  辻　秀樹,  伊藤　直,  村瀬寛倫,  坂
根理司,  高須惟人,  波戸ゆかり,  横田圭右,  溝
口公士,  原田幸志朗,  呉原裕樹,  春木伸裕,
伊藤和子,  齋藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

大学　消化器外
科学

消化管穿孔との鑑別を要した皮膚筋炎に伴っ
た腸管気腫症の1例

今神　透,  安藤拓也,  林　祐一,  塩﨑みどり,
小川　了,  宮井博隆,  高橋広城,  石黒秀行,  松
尾洋一,  若杉健弘,  舟橋　整,  岡田祐二,  佐藤

幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

刈谷豊田総合
病院

診断に難渋した小腸間膜裂孔ヘルニアの1例 野々山敬介,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
青山佳永,  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

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術においてエンドグ
ラブシステムを用いたTroccarless Tractionの工
夫

永井進吾,  可児久典,  高山　悟,  坂本雅樹,  神
谷賢吾

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

東部医療セン
ター

非観血的用手整復後に待機的鏡視下修復術
を施行した閉鎖孔ヘルニアの一例

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

第285回東海外科学会,  2013年4
月7日(名古屋)

2013年4月7日

聖隷三方原病
院

局所進行肺癌に対する集学的治療?術前導入
療法による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113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

大学　消化器外
科学

Simultaneous knockdown of BclxL and Mcl1
induces pancreatic cancer apoptosis in vitro and
in vivo

高橋広城,  坪井　謙,  松尾洋一,  岡田祐二,  竹
山廣光

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種例の術後化学療法：タキサン系
抗癌剤併用とレジメン･抗癌剤腹腔内投与変更
時期の検討

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  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113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

刈谷豊田総合
病院

小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(LPEC法)
における観察の重要性

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  小出　亨,  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,  小田梨沙,  早川俊輔

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

大学　消化器外
科学

食道扁平上皮癌におけるGPS(Glasgow
Prognostic Score)と臨床病理学的因子との検討

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113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

大学　消化器外
科学

切除不能食道癌に対するY字胃管バイパス術
の検討

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

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

刈谷豊田総合
病院

日本初の3D画像による腹腔鏡下手術の有用性
と新展開

早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  早川俊輔,
小田梨沙,  青山佳永,  加藤知克,  佐藤怜央,
牛込　創,  中村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  小
出　亨,  山本　稔,  清水保延

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

膵癌細胞の転移・浸潤能に対するグリア細胞由
来神経栄養因子の役割

舟橋　整,  塩﨑みどり,  宮井博隆,  小川　了,
原　賢康,  高橋広城,  坂本雅樹,  安藤拓也,  松
尾洋一,  石黒秀行,  佐藤幹則,  岡田祐二,  木
村昌弘,  竹山廣光

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月11日

聖隷三方原病
院

超高齢者肺癌手術症例の検討 羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

刈谷豊田総合
病院

GISTに対する外科治療戦略･39例の検討 田中守嗣,  早川哲史,  小田梨沙,  早川俊輔,
加藤知克,  青山佳永,  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113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

刈谷豊田総合
病院

イレウスに対する腹腔鏡下手術の有用性と問題
点

中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  佐藤怜央,
牛込　創,  野澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  山
本　稔,  清水保延,  田中守嗣

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

大学　消化器外
科学

人工肛門造設･閉鎖症例の検討 佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  宮井博隆,  塩
﨑みどり,  小川　了,  坂本雅樹,  安藤拓也,  若
杉健弘,  松尾洋一,  石黒秀行,  舟橋　整,  木村

昌弘,  岡田祐二,  竹山廣光

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

刈谷豊田総合
病院

成人小腸疾患に対する腹腔鏡手術の適応と限
界

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113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

松波総合病院 当院における転移性肺腫瘍の治療戦略 柴田直史,  小林建司,  東田昭彦,  仲井　希,  大
原永子,  花立史香,  清水幸雄,  春日井敏夫,
松波英寿

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

聖隷三方原病
院

当科における肺癌術後肺転移・局所再発例の
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113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月12日

大学　腫瘍・免
疫外科学

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,  山田　健 第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

99mTcGSAを用いた新しい肝機能評価指標

Convex Indexについて

佐藤崇文,  有田淳一,  齋浦明夫,  鈴木文武,
小野嘉大,  井上陽介,  高橋道郎,  古賀倫太郎,
高橋　祐,  比企直樹,  山口俊晴,  三木健司

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

大学　消化器外
科学

Aktの基質であるGirdinは癌細胞の移動に関与
しており、食道扁平上皮癌の予後因子である

柴田孝弥,  松尾洋一,  齋藤慎一郎,  佐川弘之,
社本智也,  長﨑高也,  廣川高久,  塩﨑みどり,
小川　了,  安藤拓也,  高橋広城,  若杉健弘,  石
黒秀行,  舟橋　整,  竹山廣光,  坪井　謙

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

藤田保健衛生
大学

da Vinci S Systemを用いたロボット肝切除術25
例の経験

棚橋義直,  新田隆士,  伊藤泰平,  香川　幹,  竹
浦千夏,  所　隆昌,  加藤悠太郎,  杉岡　篤,  須
田康一,  宇山一朗

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

大学　消化器外
科学

癌間質相互作用からみた消化器癌における
Hepatocyte Growth Factor(HGF)の役割と腫瘍
浸潤・血管新生への関与

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  沢井博純,  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

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

大学　消化器外
科学

食道癌周術期管理における術後経腸栄養の有
用性

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

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

刈谷豊田総合
病院

超高齢右側結腸癌患者に対する腹腔鏡下手術
クリニカルパス導入についての検討

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  早川俊輔,  小
田梨沙,  西本真弓,  加藤知克,  青山佳永,  松
下知可,  佐藤怜央,  牛込　創,  中村謙一,  野澤

雅之,  森本　守,  小出　亨,  清水保延,  田中守
嗣

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

刈谷豊田総合
病院

当院における大腸憩室穿孔手術症例23例の検
討

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

保延,  田中守嗣

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日

刈谷豊田総合
病院

当科における腹臥位胸腔鏡下食道切除術の成
績

北上英彦,  早川哲史,  田中守嗣,  小田梨沙,
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

第113回日本外科学会定期学術

集会,  2013年4月11-13日(福岡)
2013年4月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

The multi-phasic learning curve of robotic-
assisted rectal surgery for an experienced
laparoscopic colorectal surgeon: an analysis of
197 rectal cancer patients

Sng KK,  Hara M,  Shin JW,  Yoo BE,  Yang
KS,  Kim SH

Society of American
Gastrointestinal and Endoscopic
Surgeons(SAGES)2013,  Apr17-
20,  2013(Baltimore/MD)

2013年4月19日

刈谷豊田総合
病院

Transmanubrial approachを用いた胸壁合併左
上大区切除術

立松　勉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

トヨタ記念病院 外科切除された肺腺癌における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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

名古屋徳洲会
総合病院

自然気胸手術におけるstaple line被覆の工夫 可児久典,  高山　悟,  坂本 宣弘,  神谷賢吾 第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

トヨタ記念病院 術前CTによる切除肺領域の解剖学的評価 齋藤雄史,  横田圭右,  佐竹章,  山川洋右 第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

刈谷豊田総合
病院

同時性両側自然気胸に対する一期的両側気胸
手術の検討

小田梨紗,  水野幸太郎,  立松　勉,  松井琢哉,
山田　健

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

名古屋市立東
部医療センター

肺尖部胸壁浸潤癌の術後鎖骨下動脈出血に
対し血管ステント留置術が奏効した1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,  斉
藤健太,  佐本洋介,  服部かをり,  大見　関,  須
田久雄,  中山卓也

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺葉切除可能な非小細胞肺癌における縮小手
術の治療成績

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

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

聖隷三方原病
院

cT1aN0M0肺癌に対するGGO面積比率、FDG-
PETに基づく外科治療戦略

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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

Doubling timeからみたGGO病変に対　する外
科治療の妥当性

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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

聖隷三方原病
院

気胸の手術成績とその対策 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回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

聖隷三方原病
院

虚血性心疾患，心房細動を有する肺癌患者に
対する周術期管理

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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

名古屋市立西
部医療センター

胸腔鏡下手術にて摘出した胸腺扁平上皮癌の
2例

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

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

鈴鹿中央総合
病院

全身麻酔、胸膜癒着術後に発生した再膨張性
肺水腫2例の検討

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

松波総合病院 他臓器原発の転移性肺腫瘍手術症例の検討 春日井敏夫 第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月9日

大学　腫瘍・免
疫外科学

会長講演：胸腺、胸腺腫と重症筋無力症 藤井義敬 第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

右肺上葉切除＋S5区域切除後の完全胸腔鏡

下右S4区域切除術

山田　健,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,
松井琢哉

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

呼吸器外科手術における自動縫合器使用の安
全性に関する調査　～中部肺癌手術研究会ア
ンケート結果より～

彦坂　雄,  矢野智紀,  橋都正洋,  岩田　尚,  重
光希公生,  岩波宏樹,  近藤竜一,  藤永卓司,
大出泰久,  横井香平,  安達勝利,  高尾仁二,
有村隆明,  深井一郎,  菅谷将一,  太田伸一郎,
徳井俊也,  斉藤雄史,  成田久仁夫,  藤井義敬

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

大学　腫瘍・免
疫外科学

小型肺腫瘤に対する術中ピオクタニンによる
マーキング法の有用性に関する検討

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

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

心膜パッチで上大静脈を再建した胸腺胸腺腫
切除の一例

松井琢哉,  水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,
山田　健

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

大学　腫瘍・免
疫外科学

当初胸腺嚢胞を疑った粘液産生性胸腺癌の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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

肺動脈からの出血をきたし、管状切除再建を要
した肺アスペルギルス症

水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

聖隷三方原病
院

左主肺動脈進展肺癌に対する左肺全摘術の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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

聖隷三方原病
院

上下葉管状切除、肺動脈形成術を施行した上
葉浸潤、#11sリンパ節転移を伴う右肺下葉扁平

上皮癌の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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

聖隷三方原病
院

長期無再発生存が得られた胸壁，上大静脈，
右肺上葉合併切除胸腺癌の1手術例

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

第30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

食道浸潤を伴う気管癌に対する気管分岐部切
除、食道切除胃管再建術

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30回日本呼吸器外科学会総

会,  2013年5月9-10日(名古屋)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

De novo型I型ヘルニアに対するTAPP法の標準

化を目指しての腹膜剥離　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1
「TAPP法の標準化を目指して1」

早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,  山本　稔,  早
川俊輔,  小田梨沙,  青山佳永,  加藤知克,  牛
込　創,  佐藤怜央,  中村謙一,  北上英彦,  野澤

雅之,  森本　守

第11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

経腹的腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP
法)における腹膜切開の定型化　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳ

ﾑ4「TAPP法の標準化を目指して2」

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11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月10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
ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ8「小児鼠径ヘルニアの術式」

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  小出　享,  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,  小田梨紗,  早川俊輔

第11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

内鼡径輪での高位結紮の際、注意が必要な特
殊な外鼠径ヘルニアの検討

中村譲一,  早川哲史,  田中守嗣,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,
牛込　創,  野澤雅之,  山本　稔,  北上英彦,  清
水保延

第11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月10日

刈谷豊田総合
病院

前方到達法後の再発鼠径ヘルニアに対する腹
腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)　ﾊﾟﾈﾙ
ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ9「再発ヘルニアに対する手術2」

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11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月11日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP)を施行した嵌
頓外鼡径ヘルニアに対する検討

牛込　創,  早川哲史,  田中守嗣,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,
中村謙一,  野澤雅之,  山本　稔,  北上英彦,  清
水保延

第11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月11日

刈谷豊田総合
病院

閉鎖孔ヘルニア嵌頓症例に対する腹腔鏡下手
術を用いた治療法の検討　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ3「閉鎖孔

ヘルニアの治療戦略2」

早川俊輔,  早川哲史,  野澤雅之,  中村謙一,
牛込　創,  青山佳永,  加藤知克,  佐藤怜央,  山
本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中守嗣

第11回日本ヘルニア学会学術集

会,  2013年5月10-11日(仙台)
2013年5月11日

大学　消化器外
科学

Growth arrest and DNA damage inducible
protein 45 alpha (GADD45A) expression is
involved in patient prognosis in esophageal
cancer

Ishiguro H,  Kimura M,  Funahashi H,  Ogawa
R,  Shiozaki M,  Shibata T,  Saito S,  Takeyama
H

Digestive Disease
Week(DDW)2013,  May18-21,
2013(Orlando/USA)

2013年5月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

縦隔腫瘍との鑑別を要した頸部甲状腺と連続
性のない上縦隔腺腫様甲状腺腫の一例

内藤明広 第25回日本内分泌外科学会総

会,  2013年5月23-24日(山形)
2013年5月24日

刈谷豊田総合
病院

送血管挿入部に生じた仮性上行大動脈瘤の1
例

斉藤隆之,  沼田幸英,  山中雄二 第41回日本血管外科学会総会,
2013年5月29-31日(大阪)

2013年5月30日

東部医療セン
ター

ハイリスク腹部大動脈瘤TEVARを施行した一

例－TEVARの限界－

中山卓也,  須田久雄,  砂田将俊,  宮田洋佑,
伴野辰雄

第41回日本血管外科学会総会,
2013年5月29-31日(大阪)

2013年5月30日

東部医療セン
ター

感染性動脈瘤の治療戦略 宮田洋佑,  須田久雄,  中山卓也,  砂田将俊 第41回日本血管外科学会総会,
2013年5月29-31日(大阪)

2013年5月31日

刈谷豊田総合
病院

小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(LPEC法)
における内鼠径輪部観察の重要性

清水保延 第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年5月30日

藤田保健衛生
大学

当科における臍部アプローチによる小児開腹
手術症例の検討

日比将人,  加藤充純,  原普二夫,  鈴木達也 第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年5月30日

名古屋市立西
部医療センター

胎便性イレウスで発症したCystic Fibtosisの1例 佐藤陽子,  榊原堅式,  上田悟郎,  渡邊拓弥,
鈴木卓弥,  新井根洋,  長縄康浩,  杉戸伸好,
杉浦博士,  三井　章,  中前勝視,  桑原義之

第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年5月31日

藤田保健衛生
大学

成人期に達した小児生体肝移植症例の現状 鈴木達也,  加藤充純,  日比将人,  原普二夫 第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年5月31日

藤田保健衛生
大学

Duhamel法を用いた腹腔鏡下Hirschsprung病
手術の経験

加藤充純,  日比将人,  原普二夫,  鈴木達也 第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年6月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学

Hirschsprung病に対する治療方針の変遷と術
後の排便機能

原普二夫,  日比将人,  加藤充純,  鈴木達也,
冨重博一

第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年6月1日

藤田保健衛生
大学

血管奇形における凝固線溶系分子マーカーの
検討

日比将人,  加藤充純,  原普二夫,  鈴木達也 第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年6月1日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胎児期に発見され,  術前に診断された先天性

胆道拡張症の1例
高木大輔,  近藤知史,  藤井義敬 第50回日本小児外科学会学術集

会,  2013年5月30-6月1日(東京)
2013年6月1日

愛知県がんセン
ター中央病院

Distant disease-free survival (DDFS)
discrimination capacity of various pathologic
complete response (pCR) definitions according
to breast cancer subtypes

Hattori M,  Matsuo K,  Ichikawa M,  Fujita T,
Sawaki M,  Kondo N,  Horio A,  Yatabe Y,
Iwata H

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月1日

大学　腫瘍・免
疫外科学

MiR-1290 and its potential targets are associated
with characteristics of estrogen receptor α-
positive breast cancer

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

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月1日

愛知県がんセン
ター中央病院

N-SAS BC06: A phase III study of adjuvant
endocrine therapy with or without chemotherapy
for postmenopausal breast cancer patients who
responded to neoadjuvant letrozole (LET): The
New Primary Endocrine-Therapy Origination
Study (NEOS)

Iwata H,  Ohtani S,  Fujisawa T,  Taira N,
Masuda N,  Kashiwaba M,  Yamamoto Y,
Toyama T,  Yamaguchi T

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月1日

広島市民病院 Analysis of health-related quality of life during
neoadjuvant endocrine therapy with letrozole in
postmenopausal breast cancer patients: N-SAS
BC06 trial

Ohtani S,  Taira N,  Kihara K,  Hasegawa Y,
Sakai T,  Iwase T,  Masuda N,  Fujisawa T,
Yanagita Y,  Ohsumi S,  Higaki K,  Yamaguchi
T,  Iwata H

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月2日

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

Goss EP,  Barrios HC,  Chan A,   Finkelstein
MD,  Iwata H,  Martin M,  Braun A,  Ding B,
Maniar T,  Coleman ER

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
千葉県がんセン
ター

Safety of trastuzumab in HER2-positive primary
breast cancer in Japan: Initial safety report for
the large-scale cohort study (JBCRG C-01)

Yamamoto N,  Yamashiro H,  Iwata H,  Masuda
N,  Ohtani S,  Takahashi M,  Yamazaki K,  Kato
M,  Ohno S,  Kuroi K,  Yamagami K,  Morimoto
T,  Yoshie Hasegawa Y,  Takano T,  Kadoya T,
Hosoda M,  Abe H,  Morita S,  Yasuno S,  Toi
M

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月2日

癌研有明病院 Incidence, management, and resolution of
noninfectious pneumonitis in BOLERO-2

Ito Y,  Noguchi S,  Deleu I,  Baselga J,
Hortobagyi NG,  Bachelot TD,  Masuda N,
Pistilli B,  Pritchard IK,  Iwata H,  Gnant M,
Eakle JF,  Csoszi T,  Srimuninnimit V,
Puttawibul P,  Roila F,  Panneerselvam A,  Taran
T,  Sahmoud T,  Rugo SH

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月3日

都立駒込病院 Is ypT0/isn0 acceptable for Japanese
population? JBCRG’s perception

Kuroi K,  Ohno S,  Nakamura S,  Iwata H,
Masuda N,  Sato N,  Toi M

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月3日

愛知県がんセン
ター中央病院

Ph III randomized studies of the oral pan-PI3K
inhibitor buparlisib (BKM120) with fulvestrant
in postmenopausal women with HR+/HER2?
locally advanced or metastatic breast cancer
(BC) after aromatase inhibitor (AI; BELLE-2) or
AI and mTOR inhibitor (BELLE-3) treatment

Iwata H,  Baselga J,  Campone M,  Arteaga LC,
Cortes J,  Jonat W,  Laurentiis De M,  Ciruelos
E,  Janni W,  Bachelot T,  Lonning P E,  Ma C,
O'Regan R,  Tomaso Di E,  Bharani-Dharan B,
Duval V,  Lau H,  Germa C,  Urban P,  Leo Di A

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月3日

京都大学 Relationship of tumor and stromal autophagy
and endocrine responsiveness in breast cancer
tissues

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

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月3日

大学　腫瘍・免
疫外科学

A multicenter prospective study of carboplatin
and paclitaxel for advanced thymic carcinoma:
West Japan Oncology Group 4207L

Takeda K,  Hirai F,  Yamanaka T,  Taguchi K,
Daga H,  Shimizu J,  Kogure Y,  Kimura T,
Tanaka K,  Iwamoto Y,  Ono A,  Sasaki H,
Fukuoka J,  Nishiyama K,Seto T,Ichinose Y,
Nakagawa K,  Nakanishi Y

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月4日

大学　腫瘍・免
疫外科学

A phase III study of adjuvant endocrine therapy
with or without chemotherapy for
postmenopausal breast cancer patients who
responded to neoadjuvant letrozole (LET): the
new primary endocrine-therapy origination study
(NEOS)

Iwata H,  Ohtani S,  Fujisawa T,  Taira N,
Masuda N,  Kashiwaba M,  Yamamoto Y,
Toyama T,  Yamaguchi T,  N-SAS BC06

2013 Annual meeting of American
Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May31-Jun4,
2013(Chicago/USA)

2013年6月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 2011/2012シーズンにおける当院におけるノイラ

ミニダーゼ阻害薬の効果と副作用の検討
長門　直,  村上幹規,  黒宮浩嗣,  小林建司 第61回日本化学療法学会総会,

2013年6月5日(東京)
2013年6月5日

がん研有明病
院

10個以上の多発性肝転移に対する積極的な外

科治療について　ﾐﾆｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「多発性肝転移

に対する治療戦略(1)」

高橋道郎,  齋浦明夫,  鈴木文武,  佐藤崇文,
小野嘉大,  井上陽介,  有田淳一,  古賀倫太郎,
高橋　祐

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月12日

がん研有明病
院

ICG蛍光法と術中造影超音波を併用した確実

な肝系統的切除　要望ﾋﾞﾃﾞｵｾｯｼｮﾝ3「肝亜区域
切除、肝区域切除」

有田淳一,  小野嘉大,  高橋道郎,  佐藤崇文,
井上陽介,  高橋　祐,  古賀倫太郎,  齋浦明夫

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月12日

がん研有明病
院

原発性十二指腸癌50切除例の臨床成績　要望

ﾎﾟｽﾀｰｾｯｼｮﾝ3「胆道(1)」
坂本太郎,  齋浦明夫,  古賀倫太郎,  高橋　祐,
有田淳一,  高橋道郎,  井上陽介,  小野嘉大,
佐藤崇文

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月12日

がん研有明病
院

左肝切除･膵頭十二指腸切除(Lt-HPD)、右肝
動脈合併切除再建を施行した上中部胆管癌の
一切除例

高橋　祐,  古賀倫太郎,  有田淳一,  小野嘉大,
高橋道郎,  井上陽介,  佐藤崇文,  鈴木文武,
齋浦明夫

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月12日

がん研有明病
院

術中超音波Air Cholangiographyを併用した肝

切除　要望ﾋﾞﾃﾞｵｾｯｼｮﾝ9「肝疾患」

井上陽介,  齋浦明夫,  小野嘉大,  佐藤崇文,
坂本太郎,  高橋道郎,  有田淳一,  高橋　祐,  古
賀倫太郎,  山口俊晴

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月12日

がん研有明病
院

当院での腹腔鏡下膵体尾部切除術　要望ﾋﾞﾃﾞ
ｵｾｯｼｮﾝ8「膵体尾部切除」

佐藤崇文,  齋浦明夫,  古賀倫太郎,  高橋　祐,
有田淳一,  井上陽介,  高橋道郎,  坂本太郎,
小野嘉大

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月12日

大学　消化器外
科学

外科治療をおこなった腎癌膵転移症例の検討 今神　透 第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月14日

大学　消化器外
科学

十二指腸乳頭部悪性ラブドイド腫瘍の1例 松尾洋一,  今神　透,  柴田孝弥,  高橋広城,  若
杉健弘,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  木村

昌弘,  竹山廣光

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

大腸癌同時性肝転移の治療戦略　　要望ﾎﾟｽ
ﾀｰｾｯｼｮﾝ15「肝(5)」

小野嘉大,  齋浦明夫,  古賀倫太郎,  有田淳一,
高橋　祐,  井上陽介,  高橋道郎,  佐藤崇文,  坂
本太郎

第25回日本肝胆膵外科学会･学

術集会,  2013年6月12-14日(宇都

宮)

2013年6月14日

大学　心臓血管
外科学

無症候性巨大左心耳流の1例 中井洋佑,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第56回関西胸部外科学会学術集

会,  2013年6月13-14日(広島)
2013年6月13日

聖隷三方原病
院

小型肺癌に対するGGO面積比率，FDG-PETに
基づいた縮小手術の可能性

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56回関西胸部外科学会学術集

会,  2013年6月13-14日(広島)
2013年6月13日

西部医療セン
ター

化学放射線療法が奏功したAFP産生食道癌の

1例
長縄康浩,  三井　章,  上田悟郎,  鈴木卓弥,  杉
戸伸好,  桑原義之

第67回日本食道学会学術集会,
2013年6月13-14日(大阪)

2013年6月13日

大学　消化器外
科学

食道癌における次世代シークエンサーを用い
たターゲットシークエンス解析

石黒秀行,  木村昌弘,  舟橋　整,  松尾洋一,  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67回日本食道学会学術集会,
2013年6月13-14日(大阪)

2013年6月14日

大学　消化器外
科学

表在型食道類基底細胞癌2切除例の検討 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67回日本食道学会学術集会,
2013年6月13-14日(大阪)

2013年6月14日

知多厚生病院 離開創やドレーンが隣接しストーマ管理に難渋
した症例

武田由佳,  榊原香代子,  濱野美香,  近藤貴代,
小森徹也,  杉戸伸之,  山岸庸太,  村元雅之,
角田直樹

第62回東海ストーマ･排泄リハビリ

テーション研究会,  2013年6月15
日(名古屋)

2013年6月15日

名古屋徳洲会
総合病院

横行結腸内分泌細胞癌の1例 林　祐一,  木村昌弘,  小川　了,  塩﨑みどり,
竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
118回例会,  2013年6月15日(浜
松)

2013年6月15日

聖隷三方原病
院

硬性気管支鏡と気道ステント 棚橋雅幸 日本呼吸器内視鏡学会学術集会

第25回気管支鏡セミナー,  2013
年6月19日(大宮)

2013年6月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立緑
市民病院

Intraperitoneal chemotherapy for gastric cancer
with peritoneal metastases: feasibility of
liposome-carboplatin following adjuvant S-
1+taxanes

Mizuno I 10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月20日

大学　消化器外
科学

Long-team survivors of gastric small cell
carcinoma and examine the prognostic factor by
using immnohistochemical analysis

Funahashi H,  Wakasugi T,  Miyai H,  Shiozaki
M,  Ogawa R,  Takahashi H,  Ishiguro H,
Matsuo Y,  Sato M,  Okada Y,  Kimura M,
Takeyama H

10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月20日

大学　消化器外
科学

PKD regulates VEGF secretion in gastric cancer Tsuboi K,  Matsuo Y,  Shamoto T,  Shibata T,
Wakasugi T,  Funahashi H,  Kimura M,
Takeyama H

10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月20日

大学　消化器外
科学

A case of advanced gastric cancer found at the
early period of acute myocardial infarction How
to manage this case

Wakasugi T,  Funahashi H,  Matsuo Y,  Ishiguro
H

10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月21日

大学　消化器外
科学

HGF derived from stromal cells enhances
angiogenesis in human gastric cancer cell lines

Matsuo Y,  Wakasugi T,  Ishiguro H,  Funahashi
H,  Sato M,  Okada Y,  Kimura M,  Takeyama H

10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月21日

大学　消化器外
科学

Natural orifice translumenal endoscopic surgery
(NOTES) with laparoscopic and endoscopic
cooperative surgery (LECS) for gastrointestinal
stromal umor (GIST)

Funahashi H,  Wakasugi T,  Miyai H,  Shiozaki
M,  Ogawa R,  Takahashi H,  Ishiguro H,
Matsuo Y,  Sato M,  Okada Y,  Kimura M,
Takeyama H

10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月21日

大学　消化器外
科学

Relationship between GSP (Glasgow Prognostic
Score) and clinicopathological factor in primary
gastric cancer

Ishiguro H,  Kimura M,  Funahashi H,
Wakasugi T,  Matsuo Y,  Ogawa R,  Shiozaki M,
Shibata T,  Saito S,  Takeyama H

10th International Gastric Cancer
Congress(IGCC)2013,  Jun19-22,
2013(Verona/Italy)

2013年6月21日

刈谷豊田総合
病院

Experience of 34 cases of thoracoscopic
esophagectomy for esophageal cancer in prone
position

Kitagami H,  Koide T,  Morimoto M,  Nozawa
M,  Nakamura K,  Sato L,  Ushigome H,
Aoyama Y,  Kato T,  Yamamoto M,  Shimizu Y,
Tanaka M,  Hayakawa T

21st International Congress of the
Europian Association for
Endoscopic Surgery (EAES),
Jun19-22(Vienna/Austria)

2013年6月20日

Nagoya East
Medical Center

Laparoscopic incisional hernia repair, clinical
outcomes and our technique

Saito K,  Taniwaki S,  Shibata Y,  Ochi N,
Tomoda K,  Mori Y,  Endo K,  Oomi K,  Hattori
K,  Hato M,  Kitagami H,  Hayakawa T

21st International Congress of the
Europian Association for
Endoscopic Surgery (EAES),
Jun19-22(Vienna/Austria)

2013年6月20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

生来健康な若年者に発症した肺アスペルギ
ローマの1手術例

遠藤克彦,  浅野貴光,  島　由子,  桜井悠加里,
原田亜紀子,  冨田勇樹,  新美　岳,  田中宏紀

第36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月20日

聖隷三方原病
院

バルーン拡張術による良性気道狭窄の治療成
績

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

第36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月20日

聖隷三方原病
院

術後22年目に転移・再発を認めた気管支定型

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36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月20日

刈谷豊田総合
病院

縦隔鏡検査の現状と将来 水野幸太郎,  立松　勉,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月21日

聖隷三方原病
院

Dumon Yステント留置症例の検討 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36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月21日

聖隷三方原病
院

N1リンパ節転移により左肺舌区下葉管状切除

術を施行した左下葉原発肺癌の1例
鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月21日

聖隷三方原病
院

呼吸困難にて発見され硬性鏡下切除後に気管
管状切除術を施行した腺様嚢胞癌の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36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月21日

聖隷三方原病
院

中枢気道の腫瘍性病変に対する手術とIP 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36回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2013年6月20-21日(大宮)
2013年6月21日

刈谷豊田総合
病院

塵肺に合併した多発扁平上皮癌の1切除例 小田梨紗,  水野幸太郎,  坂根理司,  山田　健 第103回日本呼吸器学会東海地

方会,  2013年6月22-23日(名古屋)
2013年6月22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

高齢者ホルモン陽性乳癌の初期内分泌療法の
検討

羽藤誠記,  田中宏紀 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

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21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

脳出血後に社会的理由により手術療法を選択
した超高齢者乳癌の1例

三田圭子,  柄松章司 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

大学　腫瘍・免
疫外科学

疫学因子・血清ホルモン・成長因子からなる日
本人女性におけるマンモグラフィ濃度予測モデ
ルの構築

吉本信保,  西山　毅,  高橋　智,  白木法雄,  杉
浦博士,  遠藤友美,  岩佐麻衣,  浅野倫子,  藤
井義敬,  山下啓子,  遠山竜也

第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

大学　腫瘍・免
疫外科学

当院で経験した肉芽腫性乳腺炎の検討 波戸ゆかり,  伊藤和子,  吉本信保,  遠藤友美,
浅野倫子,  遠山竜也

第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

JA愛知厚生連
知多厚生病院

当院における90歳以上超高齢者乳癌症例の検
討

保里惠一 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

刈谷豊田総合
病院

HER2陽性乳癌に対する化学療法＋トラスツズ
マブの治療成績

加藤克己,  内藤明広,  川口暢子 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

刈谷豊田総合
病院

術前化学療法が浸潤性乳管癌成分に著効した
乳腺混合型扁平上皮癌の一例

内藤明広,  加藤克己,  川口暢子,  西本真弓 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日

刈谷豊田総合
病院

乳腺Matrix-producing carcinoma（MPC）を認め
た一例

西本真弓,  加藤克己,  内藤明広,  川口暢子 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
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いて術前
化学療法後のFOXA1高発現は予後良好な因
子である

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

第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月28日

大学　腫瘍・免
疫外科学

当院におけるベバシズマブの使用経験 遠藤友美,  高橋　智,  吉本信保,  岩佐麻衣,  浅
野倫子,  遠山竜也

第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月28日

トヨタ記念病院 再発乳癌における脳転移の検討 伊藤和子,  川瀬麻衣,  波戸ゆかり 第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月28日

大学　腫瘍・免
疫外科学

ER陽性乳癌におけるLMTK3（lemur tyrosine
kinase-3）の予後因子としての意義

浅野倫子,  高橋　智,  吉本信保,  遠藤友美,  岩
佐麻衣,  遠山竜也

第21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月28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21回日本乳癌学会学術総会,
2013年6月27-29日(浜松)

2013年6月29日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳がん 岩田広治 第6回日本癌治療学会アップデー

ト教育コース,  2013年6月30日(名
古屋)

2013年6月30日

大学　消化器外
科学

ラット非アルコール性脂肪肝炎に対する
Luteolinの予防効果の検討

佐川弘之,  内木　綾,  佐藤慎哉,  竹山廣光,  高
橋　智

第20回日本がん予防学会,  2013
年7月5-6日(東京)

2013年7月5日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種例の化学療法:タキサン系抗癌剤
併用とレジメン･抗癌剤腹腔内投与変更時期の
検討

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  安井　保,  今
藤裕之,  佐藤篤司,  神谷保廣,  竹山廣光,  四ッ
柳智久

第29回日本DDS学会学術集会,
2013年7月4-5日(京都)

2013年7月5日

藤田保健衛生
大学

生体肝移植後10年以上経過例の検討 鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純 第31回日本肝移植研究会,  2013
年7月4-5日(熊本)

2013年7月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 切除困難な大腸癌肝転移に対し、分子標的薬

を加えた抗癌剤投与後に肝切除を施行した4例
柴田直史,  小林建司,  佐藤怜央,  大原永子,
花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第79回大腸癌研究会,  2013年7
月5日(大阪)

2013年7月5日

大学　消化器外
科学

大腸癌の予後に対する血中IL-6値、VEGF値の
有用性

原　賢康,  長﨑高也,  小川　了,  高橋広城,  石
黒秀行,  佐藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第79回大腸癌研究会,  2013年7
月5日(大阪)

2013年7月5日

大学　消化器外
科学

膵癌血管新生シグナルにおけるPTENの役割

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ5「微小環境-間質細胞･血管･低酸
素」

松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  長
﨑高也,  高橋広城,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光

第22回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2013年7月11-12日(松
本)

2013年7月11日

大学　心臓血管
外科学

多発性筋性部VSDを伴いｄTGAに対し心房内

血流循環後、ASOへ転換した１例

中井洋佑,  鈴木一孝,  犬飼幸子,  鵜飼知彦,
野村則和,  浅野實樹,  三島　晃

第49回日本小児循環器学会総

会・学術集会,  2013年7月11-13日
(東京)

2013年7月11日

大学　心臓血管
外科学

大動脈弓低形成を伴うCoA複合の新生児に対

するModified Extended End-to-End Repairの成
績

三島　晃,  中井洋佑,  鵜飼知彦,  野村則和,  浅
野實樹

第49回日本小児循環器学会総

会・学術集会,  2013年7月11-13日
(東京)

2013年7月11日

刈谷豊田総合
病院

乳癌術後に照射による乳腺血管肉腫を発症し
た1例

西本真弓,  加藤克己,  内藤明広,  川口暢子 第14回乳癌最新情報カンファラン

ス, 2013年7月12-13日(三重)
2013年7月12日

大学　腫瘍・免
疫外科学

小児発生気管腫瘍の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,  立松　勉,  藤井義敬

第45回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2013年7月13日(名古

屋)

2013年7月13日

刈谷豊田総合
病院

食道癌による気管狭窄に対するDumon Y-stent
留置術

山田　健,  水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,
松井琢哉

第45回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2013年7月13日(名古

屋)

2013年7月13日

聖隷三方原病
院

気管管状切除を施行し著明な自覚症状の改善
が得られた軟化症を有する結核性気管狭窄の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45回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2013年7月13日(名古

屋)

2013年7月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

硬性鏡下に気管支内病変を生検し診断した
Burkitt lymphoma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45回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2013年7月13日(名古

屋)

2013年7月13日

刈谷豊田総合
病院

胸鎖関節炎、骨髄炎に対する骨性胸郭切除後
大胸筋皮弁にて補填した1手術例

坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第40回愛知臨床外科学会,  2013
年7月15日(名古屋)

2013年7月15日

刈谷豊田総合
病院

右鼠径ヘルニア術後に発症したde Garengeot
herniaに対しTAPP法を施行した1例

松井琢哉,  早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,
北上英彦,  山本　稔,  安田　顕,  野澤雅之,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  牛込　創,  青山佳永,  加藤

知克,  小田梨沙,  早川俊輔,  野々山敬介

第40回愛知臨床外科学会,  2013
年7月15日(名古屋)

2013年7月15日

大学　消化器外
科学

十二指腸乳頭部に発症し外科治療をおこなっ
た悪性ラブドイド腫瘍の1例

今神　透,  松尾洋一,  柴田孝弥,  岡田祐二,  佐
藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第40回愛知臨床外科学会,  2013
年7月15日(名古屋)

2013年7月15日

東部医療セン
ター

多血症を合併した肝細胞癌の1例 越智靖夫,  谷脇　聡,  齊藤健太,  服部かをり,
大見　関,  遠藤克彦,  友田佳介,  森洋一郎,  柴
田康行,  羽藤誠記

第40回愛知臨床外科学会,  2013
年7月15日(名古屋)

2013年7月15日

豊川市民病院 腸重積にて発症した小腸悪性リンパ腫の1例 中屋誠一,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄松章司,  寺
西　太,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  堅田武保,  安藤

菜奈子,  上野修平,  原田真之資,  佐々木信義

第40回愛知臨床外科学会,  2013
年7月15日(名古屋)

2013年7月15日

名古屋市立緑
市民病院

幽門側胃切除術Roux-en Y再建後捻転により

輸入脚症候群を生じた1例
佐本洋介,  佐藤篤司,  角田直樹,  神谷保廣 第40回愛知臨床外科学会,  2013

年7月15日(名古屋)
2013年7月15日

大学　消化器外
科学

膵海綿状血管腫の1例 藤幡士郎,  松尾洋一,  柴田孝弥,  岡田祐二,
竹山廣光

第40回愛知臨床外科学会,  2013
年7月15日(名古屋)

2013年7月15日

がん研有明病
院

99mTc-GSAシンチグラフィーを用いた新たな肝

予備能評価法"Index of Convexity"について

佐藤崇文,  齋浦明夫,  有田淳一,  鈴木文武,
小野嘉大,  高橋道郎,  井上陽介,  高橋　祐,  古
賀倫太郎,  山口俊晴

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

ADL評価からみた80歳以上高齢者の大腸がん
周術期予後予測

坂本宣弘,  可児久典,  高山　悟,  神谷賢吾 第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

大学　消化器外
科学

GPS(Glasgow Prognostic Score)と食道癌の予
後および術後合併症の検討

石黒秀行,  木村昌弘,  舟橋　整,  若杉健弘,  小
川　了,  塩﨑みどり,  柴田孝弥,  齋藤慎一郎,
竹山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

大学　消化器外
科学

がん性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法の
合併症の検討　要望演題11「消化器外科にお

ける緩和医療のあり方5」

坂本雅樹,  竹山廣光 第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

刈谷豊田総合
病院

胃癌に対する脾温存腹腔鏡下胃全摘術におけ
る脾門部リンパ節郭清先行手技の実際　要望ﾋﾞ
ﾃﾞｵ7「胃癌手術におけるリンパ節郭清の実際と

工夫3」

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

保延,  田中守嗣

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

大学　消化器外
科学

頚胸境界部食道癌に対する喉頭食道切除･縦
隔気管孔造設術の検討

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

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

名古屋徳洲会
総合病院

総胆管結石のrendezvous治療　要望演題23「胆
管結石(肝内結石含む)症の治療戦略と成績1」

高山　悟,  坂本宣弘,  神谷賢吾 第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

がん研有明病
院

大腸癌肝転移に対する肝円索を用いた肝静脈
再建法

高橋道郎,  齋浦明夫,  鈴木文武,  佐藤崇文,
小野嘉大,  井上陽介,  有田淳一,  古賀倫太郎,
高橋　祐

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

刈谷豊田総合
病院

当科における腹部救急疾患に対する腹腔鏡手
術の検討　要望ﾋﾞﾃﾞｵ12「腹部救急疾患におけ

る腹腔鏡の応用2」

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

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

大学　消化器外
科学

放射線耐性株を作製して検討した食道扁平上
皮癌の放射線耐性能における血管新生の関与
の研究

柴田孝弥,  松尾洋一,  長﨑高也,  廣川高久,
坪井　謙,  小川　了,  石黒秀行,  木村昌弘,  竹
山廣光,  芝本雄太

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

膵神経内分泌腫瘍切除例おけるTNM分類･

WHO分類と予後に関する検討

鈴木文武,  齋浦明夫,  小野嘉大,  佐藤崇文,
井上陽介,  高橋道郎,  有田淳一,  古賀倫太郎,
高橋　祐,  山口俊晴

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月17日

刈谷豊田総合
病院

De novo型鼡径ヘルニアの検討 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,  小出　亨,  山本

稔,  田中守嗣

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18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
抑制し、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,  齋藤慎一郎,
坪井　謙,  柴田孝弥,  高橋広城,  舟橋　整,  岡
田祐二,  竹山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

知多厚生病院 胃癌術後の血清亜鉛濃度について　企画関連
口演48「胃癌切除･再建法 5」

村元雅之,  小森徹也,  角田直樹,  山岸庸太 第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

知多厚生病院 家族性大腸腺腫症術後23年目に回腸人工肛

門部に小腸癌を発症し、小腸癌術後3年目に両
肺転移を来した一例

角田直樹,  小森徹也,  山岸庸太,  村元雅之 第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

愛知医科大学 過大肝切除モデルを用いた好中球エラスター
ゼ阻害剤(sivelstat)のSFSL抑制効果の検討

大橋紀文,  神野敏美,  安田　顕,  伊藤暢宏,  有
川　卓,  永田　博,  宮地正彦,  鈴村和義,  小寺

泰弘,  野浪敏明

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

知多厚生病院 形成外科的な手術手技を用いることにより根治
切除が可能となった局所進行大腸癌2症例の
検討

山岸庸太,  小森徹也,  角田直樹,  保里恵一,
村元雅之,  竹市夢二,  長谷川隆

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

刈谷豊田総合
病院

高齢に対する右側結腸癌(盲腸癌、上行結腸

癌)に対する腹腔鏡手術の治療成績について

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  中
村謙一,  野澤雅之,  森本　守,  小出　亨,  清水

保延,  田中守嗣

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

刈谷豊田総合
病院

小児腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(LPEC法)
における内鼠径輪部の状態と観察の重要性

清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,
山本　稔,  牛込　創,  佐藤怜央,  青山佳永,  加
藤知克,  早川俊輔

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
がん研有明病
院

大腸癌同時性肝転移の治療戦略　企画関連口
演74「Stage IV大腸癌1」

小野嘉大,  齋浦明夫,  古賀倫太郎,  有田淳一,
高橋　祐,  高橋道郎,  井上陽介,  佐藤崇文,  鈴
木文武,  山口俊晴

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

大学　消化器外
科学

直腸癌術後側方リンパ節転移再発に対し、腹
膜外アプローチにて切除し得た3例

佐藤幹則,  高橋広城,  塩﨑みどり,  小川　了,
安藤拓也,  松尾洋一,  舟橋　整,  木村昌弘,  岡
田祐二,  竹山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

刈谷豊田総合
病院

当院における小腸絞扼性イレウス35例の検討
～腹腔鏡下手術の有用性を中心に～　要望演
題35「消化器外科領域のAcute Care Surgery3」

早川俊輔,  早川哲史,  北上英彦,  野澤雅之,
山本　稔,  小出　亨,  森本　守,  中村謙一,  清
水保延,  田中守嗣

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

松波総合病院 当科における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,  清水幸雄,  松波英寿

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

大学　消化器外
科学

当科食道癌手術症例におけるPNIと合併症およ

び予後との検討　企画関連口演62「食道癌術

後合併症 1」

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

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下に切除した横行結腸間膜に発生した
腸間膜リンパ管腫の1例

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

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月18日

西部医療セン
ター

Gastritis cystica polyposaを発生母地とした残胃

癌の1例
鈴木卓弥,  三井　章,  榊原堅式,  杉戸伸好,  長
縄康浩,  上田悟郎,  桑原義之

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

大学　消化器外
科学

n-6多価不飽和脂肪酸の膵癌細胞増殖能、血

管新生能に対する影響　要望演題55「臨床応

用可能な消化器外科領域の基礎研究4」

舟橋　整,  宮井博隆,  塩﨑みどり,  小川　了,
高橋広城,  石黒秀行,  松尾洋一,  岡田祐二,
木村昌弘,  竹山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

大学　消化器外
科学

Parietex composite (PCO) meshを用いたストー
マ傍ヘルニア修復術

高橋広城,  若杉健弘,  佐藤幹則,  木村昌弘,
竹山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

Tocilizumabによる大腸癌間質線維芽細胞を対
象とした抗血管新生治療の可能性

長﨑高也,  原　賢康,  高橋広城,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

刈谷豊田総合
病院

Trans-abdominal Preperitoneal repair法における
安全で出血しない腹膜スパイラル剥離法　要望
ﾋﾞﾃﾞｵ41「ヘルニアに対する至適手術4」

早川哲史,  北上英彦,  野澤雅之,  中村謙一,
牛込　創,  青山佳永,  加藤知克,  早川俊輔,  清
水保延,  田中守嗣

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

松波総合病院 一般市中病院におけるStageⅣ大腸癌の治療

成績　企画関連口演90「Stage IV大腸癌 5」
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68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

豊川市民病院 筋強直性ジストロフィー患者に対する術後呼吸
管理 -盲腸癌イレウス緊急手術の一症例報告-

安藤菜奈子,  篠田憲幸,  杉浦弘典,  髙嶋伸宏,
堅田武保,  中屋誠一,  藤幡士郎,  上野修平,
西田　勉

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

がん研有明病
院

高齢者胃癌に対する治療戦略－低侵襲治療と
しての腹腔鏡下胃切除術の積極的適応とその
成績　企画関連口演108「高齢者癌7(上部消化

管)」

谷村愼哉,  比企直樹,  布部創也,  峯　真司,  山
田和彦,  佐藤崇文,  橋本佳和,  小菅敏幸,  佐
野　武,  山口俊晴

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

豊川市民病院 消化器外科手術に関連するDICにおけるトロン
ボモジュリン製剤の有用性の検討

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,  藤幡士郎

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

大学　消化器外
科学

消化器癌血管新生におけるcytokine networkの
役割とHGFの関与

松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  長
﨑高也,  高橋広城,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

西部医療セン
ター

食道憩室を伴う食道アカラシアの1例 上田悟郎,  三井　章,  榊原堅式,  杉戸伸好,  長
縄康浩,  鈴木卓弥,  桑原義之

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

大学　消化器外
科学

切除不能進行食道癌に対するバイパス手術の
検討

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

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
東部医療セン
ター

当院における閉鎖孔ヘルニア14例の検討 友田佳介,  服部かをり,  大見　関,  齊藤健太,
前田祐三,  越智靖夫,  柴田康行,  谷脇　聡,  田
中宏紀

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

東部医療セン
ター

腹腔鏡下胆嚢摘出術時の術中胆管損傷に起
因する術後胆管閉塞に対し磁石圧迫吻合術を
施行した1例

服部かをり,  越智靖夫,  大見　関,  佐本洋介,
前田祐三,  齊藤健太,  友田佳介,  柴田康行,
谷脇　聡,  田中宏紀

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

刈谷豊田総合
病院

膵管空腸側々吻合術にて軽快した膵頭十二指
腸切除術後閉塞性膵炎の2例

田中守嗣,  早川哲史,  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,  北上英彦

第68回日本消化器外科学会総

会,  2013年7月17-19日(宮崎)
2013年7月19日

大学　消化器外
科学

膵癌血管新生におけるPTENの役割 松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  長
﨑高也,  高橋広城,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田

祐二,  竹山廣光

第44回日本膵臓学会大会,  2013
年7月25-26日(仙台)

2013年7月25日

大学　消化器外
科学

膵癌細胞におけるキサントフモールの血管新生
制御効果の検討

社本智也,  松尾洋一,  長﨑高也,  坪井　謙,  柴
田孝弥,  高橋広城,  舟橋　整,  岡田祐二,  竹山
廣光

第44回日本膵臓学会大会,  2013
年7月25-26日(仙台)

2013年7月25日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

経管栄養剤蛋白質量に関する考察-BUN上昇

は本当に副作用?-
長谷川正光,  菊池美並 第7回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2013年7月27
日(名古屋)

2013年7月27日

知多厚生病院 褥瘡外来初回受診時における亜鉛欠乏の割合 上原正美,  近藤貴代,  村元雅之,  大中綾乃,
沖田英人,  榊原香代子,  上原恵子

第7回日本静脈経腸栄養学会東

海支部学術集会,  2013年7月27
日(名古屋)

2013年7月27日

刈谷豊田総合
病院

若手の教育的手術手技手順を重要視した細径
化大腸癌手術　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4「Reduced Port
Colorectal Surgery:手技の工夫2」

早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,  早川俊輔,
牛込　創,  中村謙一,  野澤雅之,  山本　稔

第7回単孔式内視鏡手術研究会,
2013年8月2-3日(盛岡)

2013年8月3日

聖隷三方原病
院

当科における肺がん地域連携パスについて 羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

日本医療マネジメント学会第20回
静岡県支部学術集会,  2013年8
月3日(浜松)

2013年8月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

胃･大腸に穿破した膵粘液癌の一切除例 梅村修一郎,  内藤　格,  中沢貴宏,  林　香月,
宮部勝之,  清水周哉,  近藤　啓,  吉田道弘,  山
下宏章,  堀　寧,  加藤晃久,  岡田祐二,  松尾洋

一,  竹山廣光

第47回肝胆膵治療研究会,  2013
年8月24日(名古屋)

2013年8月24日

大学　消化器外
科学

Natural orifice translumenal endoscopic surgery
(NOTES) with laparoscopic and endoscopic
cooperative surgery (LECS) for gastrointestinal
stromal tumor (GIST)

Funahashi H,  Wakasugi T,  Miyai H,  Shiozaki
M,  Ishiguro H,  Matsuo Y,  Kimura M,
Takeyama H

International Surgical Week
(ISW)2013,  Aug25-29,
2013(Helsinki/Finland)

2013年8月25日

名古屋徳洲会
総合病院

SILS TAPP for inguinal hernia Takayama S,  Kamiya K,  Nagai S,  Sakamoto M International Surgical Week
(ISW)2013,  Aug25-29,
2013(Helsinki/Finland)

2013年8月25日

大学　消化器外
科学

Three long-term survivors of gastric small cell
carcinoma and examine the prognostic factor by
using immnohistochemical analysis

Funahashi H,  Shiozaki M,  Miyai H,  Wakasugi
T,  Ishiguro H,  Matsuo Y,  Kimura M,
Takeyama H

International Surgical Week
(ISW)2013,  Aug25-29,
2013(Helsinki/Finland)

2013年8月25日

松波総合病院 Imatinib Mesilate減量投与後も効果を認めた再

発胃GISTの一例

花立史香,  小林建司,  藤井　淳,  横山英典,  松
本利恵,  小牧千人

第11回日本臨床腫瘍学会学会学

術集会,  2013年8月29-31日(仙台)
2013年8月30日

愛知県がんセン
ター中央病院

Primary systemic therapy for early breast cancer
patients-The history and perspective of Japanese
clinical trial-

Iwata H 第11回日本臨床腫瘍学会学会学

術集会,  2013年8月29-31日(仙台)
2013年8月30日

松波総合病院 肺癌患者に対するショートハイドレーション法で
のシスプラチン投与前後の血中Mg濃度の変化
と腎機能との関係について

小牧千人,  藤井　淳,  花立史香,  小林建司,  松
本利恵,  横山英典

第11回日本臨床腫瘍学会学会学

術集会,  2013年8月29-31日(仙台)
2013年8月31日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

Modified MNA-SF -Change cut -off points inn
CC and BMI-

Hasegawa M,  Momoki C,  Nakatsukasa R,
Mizuno T,  Uno C,  Ibaragi A,  Mochizuki H,
Fujitani A

35th The European Society for
Clinical Nutrition and
Metabolism(ESPEN)Congress,
Aug31-Sep3,
2013(Barcelona/Spain)

2013年9月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
東部医療セン
ター

A case of poorly differentiated endocrine
neoplasm of the pancreas with pancreatic cancer
occurring 3 years after the resection of
intraductal papillary mucinous neoplasms

Ochi N,  Matsuo Y,  Okada Y,  Takeyama H Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日

大学　消化器外
科学

Adult pancreatic cavernous hemangioma: A case
report

Shibata T,  Matsuo Y,  Fujihata S,  Morimoto M,
Okada Y,  Kimura M,  Takeyama H

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日

大学　消化器外
科学

PTEN down-regulates the VEGF expression and
angiogenesis in pancreatic cancer

Matsuo Y,  Shibata T,  Tsuboi K,  Shamoto T,
Nagasaki T,  Morimoto M,  Ochi N,  Takahashi
H,  Ishiguro H,  Funahashi H,  Sato M,  Okada
Y,  Takeyama H

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日

大学　消化器外
科学

Simultaneous knock-down of Bcl-xl and Mcl-1
induced pancreatic cancer apoptosis in vitro and
in vivo

Takahashi H,  Matsuo Y,  Takeyama H,  Eibl G Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日

大学　消化器外
科学

The role of glial cell line-derived neurotrophic
factor on invasive mechanism of pancreatic
cancer cells

Funahashi H,  Takahashi H,  Matsuo Y,  Ishiguro
H,  Okada Y,  Kimura M,  Takeyama H

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日

名古屋徳洲会
総合病院

Three cases of laparo-assisted pancreatectomy Takayama S,  Hayashi Y,  Imafuji H,  Nagai S,
Sakamoto M,  Kani H

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日

大学　消化器外
科学

Xanthohumol inhibits angiogenesis through
VEGF and IL-8 in pancreatic cancer

Shamoto T,  Matsuo Y,  Shibata T,  Tsuboi K,
Takahashi H,  Funahashi H,  Okada Y,
Takeyama H

Joint Meeting of the International
Association of Pancreatology &
the Korean Pancreatobiliary
Association(IAP&KPBA)2013,
Sep4-7,  2013(Seoul/Korea)

2013年9月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

大腸癌におけるNOTCH1の関与 石黒秀行,  木村昌弘,  岡田祐二,  佐藤幹則,
舟橋　整,  松尾洋一,  高橋広城,  原　賢康,  小
川　了,  宮井博隆,  田中達也,  齋藤慎一郎,  溝
口公士,  杉戸伸好,  竹山廣光

第24回日本消化器癌発生学会総

会,  2013年9月5-6日(金沢)
2013年9月5日

藤田保健衛生
大学

生体肝移植後10年にて再発と考えられた糖原

病Ⅲaの１例

加藤充純,  日比将人,  安井稔博,  原普二夫,
鈴木達也

第49回日本移植学会総会,  2013
年9月5-7日(京都)

2013年9月7日

大学　腫瘍・免
疫外科学

A multicenter prospective study of carboplatin
and paclitaxel for advanced thymic carcinoma:
West Japan Oncology Group 4207L

Kogure Y,  Hirai F,  Yamanaka T,  Taguchi K,
Takeda K,  Daga H,  Kimura T,  Kogure Y,
Tanaka K,  Iwamoto Y,  Ono A,  Sasaki H,
Fukuoka J,  Nishiyama K,  Seto T,  Ichinose Y,
Nakagawa K,  Nakanishi Y

The 4th Annual Meeting of the
International Thymic Malignance
Interest Group(ITMIG2013),
Sep6-7,  2013(Maryland/USA)

2013年9月7日

鈴鹿中央総合
病院

進行性の多発肺嚢胞に伴い繰り返いし発生し
た気胸に対する1手術例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第17回日本気胸・嚢胞性肺疾患

学会総会,  2013年9月6-7日(東
京）

2013年9月7日

鈴鹿中央総合
病院

本人申告初発自然気胸における肺尖部作為状
癒着の検討-手術適応に関する考案とCTルー
チン化の有用性について

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第17回日本気胸・嚢胞性肺疾患

学会総会,  2013年9月6-7日(東
京）

2013年9月7日

大学　腫瘍・免
疫外科学

術前ホルモン療法により一旦は縮小したにもか
かわらず再増大しPDになった２例

波戸ゆかり,  吉本信保,  遠藤友美,  浅野倫子,
遠山竜也

第10回日本乳癌学会中部地方

会,  2013年9月7-8日(名古屋)
2013年9月7日

名古屋市立西
部医療センター

乳腺悪性葉状腫瘍と浸潤性小葉癌を合併した
一例

西川さや香,  杉浦博士,  榊原堅式,  桑原義之,
中前勝視,  三井　章,  佐藤陽子,  杉浦弘典,  長
縄康浩,  鈴木卓弥,  新井根洋,  上田悟郎,  渡
邊拓弥,  安藤由明,  川口暢子,  佐藤慎哉,  白
木法雄,  田中宏紀,  小林俊三

第10回日本乳癌学会中部地方

会,  2013年9月7-8日(名古屋)
2013年9月8日

トヨタ記念病院 乳癌術後脳単独転移の1例 伊藤和子,  川瀬麻衣 第10回日本乳癌学会中部地方

会,  2013年9月7-8日(名古屋)
2013年9月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

(シンポジウム３　地域の患者家族を支える－地

域の在宅緩和ケア連携の現在と未来－)
緩和ケアに携わる人々のコミュニケーション促
進を～愛知県地域緩和ケアネットワークの立ち
上げ～

坂本雅樹 第7回日本緩和医療薬学会年会,
2013年9月15-16日(千葉)

2013年9月15日

名古屋徳洲会
総合病院

単孔式胆嚢摘出術の標準化 高山　悟 第49回日本胆道学会学術集会,
2013年9月19-20日(浦安)

2013年9月20日

刈谷豊田総合
病院

縦隔内甲状腺腫より発生した甲状腺乳頭癌の
一例

内藤明広 第46回日本甲状腺外科学会学術

集会,  2013年9月26-27日(名古屋)
2013年9月27日

刈谷豊田総合
病院

左肺癌術後縦隔リンパ節腫大に対してEBUS-
TBNAで診断後、縦隔鏡下摘出術を行った一
例

坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第103回日本肺癌学会中部支部

会,  2013年9月28日(名古屋)
2013年9月28日

大学　腫瘍・免
疫外科学

左肺全摘術を回避し,  左肺舌区下葉管状切除

術を施行した左肺下葉扁平上皮癌の1例
森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
奥田勝裕,  設楽将之,  立松　勉,  藤井義敬

第103回日本肺癌学会中部支部

会,  2013年9月28日(名古屋)
2013年9月28日

聖隷三方原病
院

導入療法によりdown stageが得られ，double
plastyによって中葉を温存した肺門リンパ節転

移を伴う右下葉肺癌の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103回日本肺癌学会中部支部

会,  2013年9月28日(名古屋)
2013年9月28日

大学　消化器外
科学

PKDは胃癌の血管新生を制御する 坪井　謙,  松尾洋一,  社本智也,  柴田孝弥,  森
本　守,  若杉健弘,  舟橋　整,  木村昌弘,  竹山
廣光

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月3日

大学　消化器外
科学

キサントフモールはNF-κB活性を抑え、膵癌血
管新生を抑制する

社本智也,  松尾洋一,  社本智也,  柴田孝弥,
坪井　謙,  高橋広城,  舟橋　整,  岡田祐二,  竹
山廣光

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

胃癌におけるNOTCH1発現についての検討 齋藤慎一郎,  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

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月3日

大学　消化器外
科学

膵癌血管新生におけるPTENの役割/Role of
PTEN in pancreatic cancer angiogenesis

松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  長
﨑高也,  森本　守,  高橋広城,  越智靖夫,  石黒

秀行,  舟橋　整,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹山廣
光

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月3日

愛知県がんセン
ター研究所

新規血中循環がん細胞（CTC)迅速単離装置の

開発と1細胞遺伝子解析

遊佐亜希子,  舎人　誠,  益田泰輔,  山本修平,
大河内美奈,  伊藤誠二,  岩田広治,  近藤栄作,
馬場嘉信,  本多裕之,  新井史人,  中西速夫

第72回日本癌学会学術総会,  イ
ングリッシュオーラルセッション,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月3日

大学　腫瘍・免
疫外科学

No activating mutations were found in Japanese
HER2-negative breast cancers

Endo Y,  Takahashi S,  Yamashita H,
Yoshimoto N,  Asano T,  Hato Y,  Fujii Y,
Tatsuya T

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月4日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳癌における抗HER2療法の最前線 岩田広治 第72回日本癌学会学術総会,  腫
瘍別シンポジウム4 乳がんにおけ

る基礎・臨床の最前線,  2013年10
月3-5日(横浜)

2013年10月4日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Relationship between plasma estradiol levels and
estrogen-regulated gene expressions in
premenopausal breast cancers

浅野倫子,  佐藤慎哉,  高橋　智,  吉本信保,  遠
藤友美,  波戸ゆかり,  藤井義敬,  遠山竜也

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月4日

大学　消化器外
科学

ラット非アルコール性脂肪肝炎に対するルテオ
リンの予防効果とコネキシン32の役割の検討

佐川弘之,  内木　綾,  加藤寛之,  鈴木周五,  竹
山廣光,  高橋　智

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月4日

大学　消化器外
科学

膵癌細胞に対するグリア細胞由来神経栄養因
子の役割

舟橋　整,  小川　了,  原　賢康,  高橋広城,  松
尾洋一,  石黒秀行,  佐藤幹則,  岡田祐二,  竹
山廣光

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月4日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Expression of excision repair cross
complementation group 1 (ERCC1) and class Ⅲ
β-tubulin in thymic carcinoma

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

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

肺腺癌における新規599T挿入変異とダコエン

ビジョンフレックス系を用いたV600E抗体による
免疫組織学的検討

佐々木秀文,  奥田勝裕,  森山　悟,  矢野智紀,
藤井義敬

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月5日

大学　消化器外
科学

食道癌におけるmicroRNA34bとmicroRNA21の
発現解析

石黒秀行,  岡田祐二,  佐藤幹則,  舟橋　整,  松
尾洋一,  高橋広城,  原　賢康,  小川　了,  竹山
廣光

第72回日本癌学会学術総会,
2013年10月3-5日(横浜)

2013年10月5日

大学　消化器外
科学

NF-κBを介したグリア細胞由来神経栄養因子の
膵癌細胞の転移･浸潤機構

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

第54回日本消化器病学会大会,
2013年10月9-12日(東京)

2013年10月9日

名古屋徳洲会
総合病院

細径内視鏡の特殊使用法 高山　悟 JDDW2013,  2013年10月9-12日
(東京)

2013年10月12日

心臓血管外科
学（東京医療セ
ンター）

原発性悪性心臓腫瘍に対する手術介入～3種
類のsarcoma～

山田敏之,  大迫茂登彦,  後藤哲哉,  須田久雄 第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月17日

聖隷三方原病
院

呼吸器外科サマースクールは若者の外科離れ
を食い止められるか

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66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月17日

刈谷豊田総合
病院

1秒量1,000ml未満低肺機能症例に対する肺切
除術

山田　健,  水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,
松井琢哉

第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月18日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胸腔鏡下右肺上下葉切除術の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,  立松　勉,  藤井義敬

第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日（仙

台)

2013年10月18日

東部医療セン
ター

左室緻密化障害を伴う僧帽弁閉鎖不全症に対
する左室形成術・僧帽弁置換術の一例

須田久雄,  中山卓也,  砂田将俊,  宮田洋佑,
山田敏之

第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 左上葉切除術後に脊髄梗塞を発症した一例 横田圭右,  斉藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右 第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月18日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Dako Envision FLEXとBRAF V600E特異的抗

体を用いた肺癌におけるBRAF遺伝子変異免
疫組織学的検索

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66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月19日

聖隷三方原病
院

間質性肺炎合併肺癌の予後と周術期ウリナスタ
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,  羽田裕司,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月19日

鈴鹿中央総合
病院

本人申告初発自然気胸における肺尖部作為状
癒着の検討-手術適応に関する新しい提案

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月19日

大学　腫瘍・免
疫外科学

呼吸器外科手術における肺血管自動縫合にお
ける有害事象：多施設共同研究

矢野智紀,  高尾仁二,  藤永卓司,  有村隆明,
深井一郎,  太田伸一郎,  斎藤雄史,  佐々木秀

文,  森山　悟,  彦坂　雄,  奥田勝裕,  藤井義敬

第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月19日

大学　腫瘍・免
疫外科学

呼吸器外科手術における自動縫合器の有害事
象：施設手術数と有害事象発生率について

矢野智紀,  佐野正明,  可児久典,  西田　勉,  中
前勝視,  船井和仁,  佐々木秀文,  森山　悟,  彦
坂　雄,  奥田勝裕,  藤井義敬

第66回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2013年10月16-19日(仙
台)

2013年10月19日

豊川市民病院
呼吸器外科

持続胸腔ドレナージのみで治療しえた特発性
血気胸の2例

上野修平,  西田　勉,  篠田憲幸,  寺西　太,  高
嶋伸宏,  堅田武保,  安藤菜奈子,  中屋誠一,
原田真之資,  柄松章司,  三田圭子,  佐々木信
義

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

刈谷豊田総合
病院

特異な形態を示した胸腺嚢胞の一例 坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(多治見)

2013年10月20日

大学　腫瘍・免
疫外科学

肺硬化性血管腫に対し,  完全胸腔鏡下右肺上

中切除術を施行した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,  立松　勉,  藤井義敬

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 2か所の人工肛門の間で穿孔を起こした重症筋

無力症合併結腸憩室の1治験例

安藤菜奈子,  篠田憲幸,  西田　勉,  柄松章司,
寺西　太,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  堅田武保,  中
屋誠一,  上野修平,  原田真之資,  佐々木信義

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

大学　消化器外
科学

ステロイド治療中に大腸ステント穿孔をきたした
S状結腸癌の1例

今神　透,  高橋広城,  宮井博隆,  岡田祐二,  佐
藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

松波総合病院 完全内蔵逆位を伴う大腸癌に対して腹腔鏡下
手術を施行した2例

水野元武,  柴田直史,  小林建司,  佐藤怜央,
小西奈々美,  大原永子,  川原敏靖,  花立史香,
清水幸雄,  松波英寿

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

刈谷豊田総合
病院

子宮広間膜裂孔ヘルニアの1例 野々山敬介,  早川哲史,  野澤雅之,  渡邊貴洋,
松井琢哉,  小田梨紗,  早川俊輔,  加藤知克,
青山佳永,  牛込　創,  中村謙一,  安田　顕,  山
本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中守嗣

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

名古屋徳洲会
総合病院

主膵管型IPMCに対して腹腔鏡補助下に膵全
摘術を行った一例

今藤裕之,  高山　悟,  林　祐一,  永井進吾,  坂
本雅樹,  可児久典

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

刈谷豊田総合
病院

腫瘤形成性虫垂炎の検討 早川俊輔,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

トヨタ記念病院 虫垂原発胚細胞カルチノイドの一例 上本康明,  辻　秀樹,  伊藤　直,  村瀬寛倫,  高
須惟人,  原田幸志朗,  呉原裕樹,  春木伸裕,
北川　諭

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

名古屋徳洲会
総合病院

腹腔鏡下に治癒しえた子宮広間膜ヘルニアに
よる絞扼性イレウスの1例

林　祐一,  可児久典,  高山　悟,  坂本雅樹,  今
藤裕之,  永井進吾

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日

いなべ総合病
院

膵胆管合流異常の一例 柴田峻佑,  小出修司,  長谷川　毅,  中村善則,
石川雅一,  水野　章

第286回東海外科学会,  2013年
10月20日(岐阜)

2013年10月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
愛知県がんセン
ター中央病院

A phase 1b trial of trastuzumab emtansine in
combination with pertuzumab

Iwata H,  Horiguchi J,  Sato N,  Fujiwara Y 第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月24日

都立駒込病院 エストロゲン療法を行ったホルモン受容体陽性
再発乳癌症例の検討

山下年成,  有賀智之,  宮本博美,  北川　大,  堀
口和美,  井寺奈美,  本田弥生,  後藤理紗,  黒
井克昌

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月25日

大学　消化器外
科学

胃癌血管新生に関わる癌間質相互作用の役割
とIL-1αとHGFの関与

松尾洋一,  越智靖夫,  安田　顕,  沢井博純,  柴
田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  森本　守,  高橋

広城,  石黒秀行,  舟橋　整,  佐藤幹則,  木村昌

弘,  岡田祐二,  竹山廣光

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月25日

大学　消化器外
科学

食道扁平上皮癌の放射線耐性と血管新生の関
連についての基礎的研究

柴田孝弥,  松尾洋一,  小川　了,  高橋広城,  石
黒秀行,  岡田祐二,  木村昌弘,  竹山廣光,  芝
本雄太

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月25日

松波総合病院 進行再発大腸癌に対する一次治療
FOLFOX+Bi-weekly C-mab併用療法の検討

宗本義則,  小竹優範,  道傳研司,  小林建司,
西村元一,  表　和彦,  坂本純一,  近藤　建

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月25日

大学　消化器外
科学

膵癌の増殖へ及ぼすn-3系不飽和脂肪酸の影

響　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ6「代謝とがん:ベンチから家庭ま

で-Metabolism and Cancer from Bench to
Home-」

竹山廣光,  舟橋　整 第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月25日

名古屋市立緑
市民病院

術後胃癌腹膜播種のタキサン系抗癌剤併用化
学療法:腹水制御と抗癌剤腹腔内投与の検討

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  安井　保,  社
本智也,  佐本洋介,  角田直樹,  佐藤篤司,  神
谷保廣,  竹山廣光,  四ッ柳智久

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月26日

大学　消化器外
科学

食道癌におけるCOX2発現と臨床病理学的因
子との検討

石黒秀行,  木村昌弘,  岡田祐二,  佐藤幹則,
舟橋　整,  松尾洋一,  高橋広城,  原　賢康,  坂
本宣弘,  小川　了,  宮井博隆,  田中達也,  齋藤

慎一郎,  溝口公士,  竹山廣光

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月26日

松波総合病院 当科における進行再発大腸癌に対する
Irinotecan plus S-1(IRIS)療法の治療実績

小林建司,  佐藤怜央,  小西奈々美,  大原永子,
柴田直史,  川原敏靖,  花立史香,  松本利恵,
横山英典,  板津直美,  松波英寿

第51回日本癌治療学会学術集

会,  2013年10月24-26日(京都)
2013年10月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

Induction treatment for locally advanced lung
cancer deteriorates pulmonary function

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

15th World Conference on Lung
Cancer,  Oct27-31,
2013(Sydney/Australia)

2013年10月27日

大学　腫瘍・免
疫外科学

A multicenter prospective study of carboplatin
and paclitaxel for advanced thymic carcinoma:
West Japan Oncology Group 4207L

Shimizu J,  Hirai F,  Yamanaka T,  Taguchi K,
Takeda K,  Daga H,  Kimura T,  Kogure Y,
Tanaka K,  Iwamoto Y,  Ono A,  Sasaki H,
Fukuoka J,  Nishiyama K,  Seto T,  Ichinose Y,
Nakagawa K,  Nakanishi Y

15th World Conference on Lung
Cancer,  Oct27-31,
2013(Sydney/Australia)

2013年10月31日

大学　腫瘍・免
疫外科学

KIF5B/RET fusion gene in surgically-treated
Japanese adenocarcinoma of the lung

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

15th World Conference on Lung
Cancer,  Oct27-31,
2013(Sydney/Australia)

2013年10月31日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Survival of 1963 lobectomy-tolerable patients
who underwent limited resection for cStage I
non-small cell lung cancer

Yano M,  Yoshida J,  Koike T,  Kameyama K,
Shimamoto A,  Nishio W,  Yoshimoto K,
Utsumi T,  Shiina T,  Watanabe A,  Yamato Y,
Watanabe T,  Takahashi Y,  Sonobe M,  Kuroda
H,  Oda M,  Inoue M,  Tanahashi M,  Adachi H,
Saito M,  Hayashi M,  Otsuka H,  Mizobuchi T,
Moriya Y,  Takahashi M,  Nishikawa S,
Matsumura Y,  Moriyama S,  Nishiyama T,

15th World Conference on Lung
Cancer,  Oct27-31,
2013(Sydney/Australia)

2013年10月31日

大学　消化器外
科学

手術部位感染と予防的抗菌薬の適正使用　ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ6「チームで取り組む周術期の感染対
策」

若杉健弘,  吉川貴己,  長　晴彦,  尾形高士,  伊
藤宏之,  中村　敦,  竹山廣光

日本臨床麻酔学会第33回大会,
2013年11月1-3日(金沢)

2013年11月1日

心臓血管外科
学（東京医療セ
ンター）

IEに対しMVP及びTVPを行った一例 山田敏之,  大迫茂登彦,  後藤哲哉 第163回日本胸部外科学会関東

甲信越地方会,  2013年11月2日
(東京)

2013年11月2日

大学　消化器外
科学

大腸右半結腸手術における腹腔鏡下手術と単
孔式手術との侵襲の検討　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ8「消化管

領域におけるNew Device/New Technique」

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

第26回日本小切開･鏡視外科学

会,  2013年11月1-2日(東京)
2013年11月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

急性期病院における緩和ケア病棟の開設～第
１報

坂本雅樹,  大橋純子 第37回日本死の臨床研究会年次

大会,  2013年11月2-3日(島根)
2013年11月3日

松波総合病院 当院におけるノイラミニダーゼ阻害薬の効果と
副作用の検討(2012/2013シリーズ)

長門　直,  黒宮浩嗣,  小林建司 第61回日本化学療法学会西日本

支部総会,  2013年11月6-8日(大
阪)

2013年11月8日

名古屋市立東
部医療センター

Ｓ状結腸癌の腹壁穿通に併発した壊死性筋膜
炎の１例

大見　関,  露木琢司,  前田剛志 第62回日本農村医学会学術総

会,  2013年11月7-8日(福島)
2013年11月7日

尾西病院 術前診断しえた盲腸周囲ヘルニアの1例 藤本裕幸,  伊藤浩一,  志賀一慶,  高山宗之,
真下啓二

第62回日本農村医学会学術総

会,  2013年11月7-8日(福島)
2013年11月8日

名古屋公衆医
学研究所（同門
会員）

自治体乳癌検診の自己負担無料クーポンの評
価

鶴賀信篤 第23回日本乳癌検診学会総会,
2013年11月8-9日(東京)

2013年11月8日

大学　心臓血管
外科学

固形物の嚥下による呼吸困難を契機に発見さ
れた重複大動脈弓の１例

中井洋佑,  松前秀和,  鵜飼知彦,  野村則和,
浅野實樹,  三島　晃

第142回東海・第127回北陸日本

循環器学会合同地方会,  2013年
11月9-10日(金沢)

2013年11月9日

大学　消化器外
科学

術前血中VEGF値と予後との相間 原　賢康,  高橋広城,  石黒秀行,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月15日

大学　消化器外
科学

人工肛門造設･閉鎖術の術式の工夫 佐藤幹則,  原　賢康,  高橋広城,  宮井博隆,  坪
井　謙,  石黒秀行,  竹山廣光

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月15日

松波総合病院 当院におけるR0切除可能となったstageⅣ大腸
癌症例の検討

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

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院 当科における超高齢者大腸癌の治療実績－年

齢別比較を行なって－
小林建司,  大原永子,  柴田直史,  花立史香,
清水幸雄,  松波英寿

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月15日

大学　消化器外
科学

大腸癌におけるNOTCH1発現と臨床病理学的
因子の検討

石黒秀行,  佐藤幹則,  高橋広城,  原　賢康,  宮
井博隆,  坪井　謙,  竹山廣光

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月16日

社会保険中央
総合病院

当院での女性前方痔瘻手術症例の検討　ﾜｰｸ
ｼｮｯﾌﾟ6「女性における肛門前方の痔瘻のすべ
て」

森本幸治,  佐原力三郎,  助川晋作,  仕垣幸太

郎,  左雨元樹,  日高　仁,  高橋　聡,  西尾梨紗,
岡田大介,  古川聡美,  岡本欣也,  山名哲郎

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月16日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下直腸切離における実験的検討～どこ
まで一発で切れる?～

高橋広城,  原　賢康,  石黒秀行,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第68回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2013年11月15-16日(東京)
2013年11月16日

刈谷豊田総合
病院

若年男性に発症した肺硬化性血管腫の１切除
例

小田梨紗,  水野幸太郎,  坂根理司,  松井琢哉,
山田健

第104回日本呼吸器学会東海地

方会,  2013年11月16-17日(浜松)
2013年11月16日

大学　腫瘍・免
疫外科学

急性膿胸に対する手術症例の検討 森山　悟,  矢野智紀,  佐々木秀文,  彦坂　雄,
奥田勝裕,  設楽将之,  立松　勉,  藤井義敬

第104回日本呼吸器学会東海地

方学会,  2013年11月16-17日(浜
松)

2013年11月16日

藤田保健衛生
大学

生体肝移植を施行した胆道閉鎖症症例の検討 鈴木達也,  原普二夫,  日比将人,  加藤充純,
安井稔博,  渡邉俊介

第40回日本胆道閉鎖症研究会,
2013年11月16日(茨城)

2013年11月16日

藤田保健衛生
大学

外側区域に発生した巨大肝腫瘍に対しロボット
肝切除を施行した1例

棚橋義直,  加藤悠太郎,  所　隆昌,  新田隆士,
香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤,  宇山一朗

第7回肝臓内視鏡外科研究会,
2013年11月20日(名古屋)

2013年11月20日

大学　腫瘍・免
疫外科学

特別報告：日本胸腺研究会による胸腺上皮性
腫瘍データベースの報告

奥村明之進，近藤和也，藤井義敬 第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　腫瘍・免
疫外科学

特別報告：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,  秋田弘俊,  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54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

大学　腫瘍・免
疫外科学

50歳以下若年肺癌の臨床病理学的特徴と手術

成績：肺癌登録合同委員会事業，2004年切除
例全国集計

井上匡美,  奥村明之進,  澤端章好,  宮岡悦良,
淺村尚生,  吉野一郎,  多田弘人,  藤井義敬,
中西洋一,  江口研二,  秋田弘俊,  小林英夫,
横井香平

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

大学　腫瘍・免
疫外科学

胸腺癌におけるERCC1, Class Ⅲ β-tubulinタン
パク発現の検討

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

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

トヨタ記念病院 原発不明悪性黒色腫の孤立性肺転移巣に対
する一切除例

横田圭右,  斉藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右 第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

刈谷豊田総合
病院

肺癌術後局所再発に対する再発病巣切除術の
検討

水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

聖隷三方原病
院

cN2症例に対する術前導入療法の検討 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54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

聖隷三方原病
院

independent surgeonを目指して－技術の修錬と
心の修養

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54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月21日

大学　腫瘍・免
疫外科学

右上葉肺癌に対する右肺上葉切除術に伴う術
後中葉無気肺合併症例の検討

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

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

大学　腫瘍・免
疫外科学

International symposium 2: Survival of 1963
lobectomy-tolerable patients who underwent
limited resection for cStage I non-small cell lung
cancer

Yano M,  Yoshida J,  Fujii Y 第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

Utility thoracotomy + 2 portによる胸腔鏡下肺

切除術ー画像倒立法3D VATSへの応用ー

山田　健,  水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,
松井琢哉

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

名古屋市立東
部医療センター

胸腺腫を合併した胸腺嚢腫の1手術例 遠藤克彦,  田中宏紀,  全並秀司 第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

大学　腫瘍・免
疫外科学

当院における非小細胞肺癌治癒切除後再発例
の予後因子の解析～EGFR TKIの使用が及ぼ
す影響

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

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

聖隷三方原病
院

Ⅳ期非小細胞肺癌切除症例の治療成績 棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

聖隷三方原病
院

当院における高齢者臨床病期Ｉ期肺癌に対す
る治療方法の検討

羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏,  山田和成,  横村光司

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

大学　腫瘍・免
疫外科学

進行胸腺癌に対するCarboplatin+Paclitaxel併
用療法の臨床第２相試験(WJOG4207L)

田中　薫,  平井文彦,  山中竹春,  田口健一,  武
田晃司,  駄賀晴子,  清水淳市,  小暮啓人,  木
村達郎,  岩本康男,  小野　哲,  佐々木秀文,  福
岡順也,  西山憲一,  瀬戸貴司,  一瀬幸人,  中
川和彦,  中西洋一

第54回日本肺癌学会総会,  2013
年11月21-22日(東京)

2013年11月22日

名古屋市立東
部医療センター

完全鏡視下に切除し得た大網benign
multicystic mesotheliomaの1例

柴田康行,  羽藤誠記,  谷脇　聡,  越智靖夫,  友
田佳介,  森洋一郎,  遠藤克彦,  齋藤健太,  大
見　関,  服部かをり

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日

名古屋徳洲会
総合病院

術後イレウス治療における高気圧酸素療法の
役割

林　祐一,  高山　悟,  坂本雅樹,  今藤裕之,  永
井進吾,  可児久典

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

単孔式腹腔鏡下胆嚢摘出術・虫垂切除術にお
いてエンドグラブシステムを用いたTroccarless
Tractionの工夫

永井進吾,  高山　悟,  坂本雅樹,  今藤裕之,  永
井進吾

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日

名古屋市立東
部医療センター

膵液瘻を防ぐための膵管胃粘膜吻合の工夫 谷脇　聡,  羽藤誠記,  柴田康行,  越智靖夫,  友
田佳介,  森洋一郎,  遠藤克彦,  齋藤健太,  大
見　関,  服部かをり,  杉戸伸好

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日

東部医療セン
ター

急性A型大動脈解離に対する治療戦略と成績
－都市中規模基幹病院における取り組み－

須田久雄,  中山卓也,  砂田将俊,  宮田洋佑,
小川辰士

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日

刈谷豊田総合
病院

経皮経肝胆嚢ドレナージ後の腹腔鏡下胆嚢摘
出術の検討

渡邊貴洋,  早川哲史,  北上英彦,  早川俊輔,
加藤知克,  青山佳永,  牛込　創,  中村謙一,  野
澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日

刈谷豊田総合
病院

当科におけるイレウスの診断と治療　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽ
ｶｯｼｮﾝ14「術後腸閉塞の診断と治療」

中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  渡
邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清水

保延,  田中守嗣

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月21日

トヨタ記念病院 腹腔鏡・内視鏡合同手術により切除した十二指
腸内腔突出型粘膜下腫瘍の1例

高須惟人,  呉原裕樹,  伊藤　直,  上本康明,  村
瀬寛倫,  原田幸志郎,  春木伸裕,  辻　秀樹

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

刈谷豊田総合
病院

S状結腸穿孔で発症した大腸悪性リンパ腫の1
例

加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  青山佳永,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

第一なるみ病院 ポピヨンヨード剤による創洗浄で発症した、バセ
ドー病の1例

金田友之,  高木　格,  藤井　康 第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

名古屋徳洲会
総合病院

外科における省略の再考 高山　悟,  林　祐一,  永井進吾,  今藤裕之,  可
児久典

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

後方到達法後の再発鼠径ヘルニアに対する腹
腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)　ﾋﾞﾃﾞｵ
ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ10「再発鼠径ヘルニアに対する治
療」

野澤雅之,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,
清水保延,  山本　稔,  安田　顕,  中村謙一,  渡
邊貴洋,  牛込　創,  青山佳永,  加藤知克,  早川
俊輔

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

刈谷豊田総合
病院

高齢者直腸癌に対する腹腔鏡下直腸低位前方
切除術についての検討　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ8「高齢者に

対する癌治療方針(大腸)」

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  加藤知克,  青山佳永,
牛込　創,  渡邊貴洋,  中村謙一,  安田　顕,  清
水保延,  田中守嗣

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

名古屋市立緑
市民病院

大腸癌肝転移にpanitumumabが奏効しながら

特異な経過をたどっている2例
角田直樹,  佐本洋介,  佐藤篤司,  水野　勇,  神
谷保廣,  小森徹也,  山岸庸太,  村元雅之

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

刈谷豊田総合
病院

超音波凝固切開装置で行なう腹腔鏡下鼠径ヘ
ルニア修復術(TAPP法)　要望演題ﾋﾞﾃﾞｵ「私の
こだわりの手術手技－内視鏡下鼠径ヘルニア」

野澤雅之,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,
清水保延,  山本　稔,  安田　顕,  中村謙一,  渡
邊貴洋,  牛込　創,  青山佳永,  加藤知克,  早川
俊輔

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

刈谷豊田総合
病院

当院での研修医を技術認定医に合格させるま
での腹腔鏡下手術教育

早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,  清水保延,
山本　稔,  安田　顕,  中村謙一,  渡邊貴洋,  牛
込　創,  青山佳永,  加藤知克,  早川俊輔,  野々

山敬介,  松井琢哉

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

松波総合病院 非外傷性脾破裂の3例 佐藤怜央,  小林建司,  花立史香,  柴田直史,
川原敏靖,  大原永子,  小西奈々美,  清水幸雄,
松波英寿

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月22日

刈谷豊田総合
病院

乳癌術後にtoxic shock syndromeを発症した一
例

西本真弓,  加藤克己,  内藤明広,  川口暢子 第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

第一なるみ病院 S状結腸と大網を内容物とする巨大鼠径ヘルニ
アの一例

高木　格,  藤井　康,  金田友之,  原　臣平 第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

大学　消化器外
科学

胃GISTに対する内視鏡･腹腔鏡併用手術の経

験からの有用性　主題関連演題34「内視鏡下

手術手技の工夫(胃･大腸)」

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

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播腫例の術後化学療法:タキサン系抗
癌剤併用と徐放化抗癌剤腹腔内投与の検討
主題関連演題40「腹膜播腫の治療戦略(胃･肝

臓)」

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  安井　保,  佐
本洋介,  角田直樹,  佐藤篤司,  神谷保廣,  竹
山廣光

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

刈谷豊田総合
病院

映像･音声アノテーションシステムと動画録画集
中サーバーを利用した外科医教育システム　総
会特別企画9「外科医をどう育てるか」

早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,  清水保延,
山本　稔,  安田　顕,  中村謙一,  渡邊貴洋,  牛
込　創,  青山佳永,  加藤知克,  早川俊輔,  野々

山敬介,  松井琢哉

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

刈谷豊田総合
病院

回腸人工肛門閉鎖術における単純皮膚縫合法
と環状皮膚縫合法の比較検討

青山佳永,  早川哲史,  田中守嗣,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  加藤知克,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本

稔,  北上英彦,  清水保延

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

西部医療セン
ター

器械吻合器を用いた食道－胃管吻合法の工夫
ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ10「吻合、再建の手術手技(食
道)」

桑原義之,  三井　章,  杉浦弘典,  長縄康浩,  鈴
木卓弥,  上田悟郎

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

西部医療セン
ター

巨大肝嚢胞性腫瘍の一例 三井　章,  上田悟郎,  鈴木卓弥,  長縄康浩,  杉
浦弘典,  桑原義之

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

刈谷豊田総合
病院

巨大腹壁瘢痕ヘルニアに対して腹腔鏡下に修
復し得た1例

牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
早川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,  中村謙一,
渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清
水保延,  田中守嗣

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

大学　消化器外
科学

切除不能食道癌に対するY字胃管バイパス術
の検討

石黒秀行,  木村昌弘,  舟橋　整,  小川　了,  宮
井博隆,  田中達也,  竹山廣光

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

刈谷豊田総合
病院

当科における大腸憩室炎に伴う結腸膀胱瘻10
例の検討　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ17「大腸憩室炎に対する
治療戦略」

早川俊輔,  早川哲史,  野澤雅之,  牛込　創,  青
山佳永,  加藤知克,  中村謙一,  渡邊貴洋,  山
本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中守嗣

第75回日本臨床外科学会総会,
2013年11月21-23日(名古屋)

2013年11月23日

刈谷豊田総合
病院

下部消化管緊急手術における腹腔鏡下手術の
SSI発生率の検討

早川俊輔,  早川哲史,  佐藤浩二,  小田梨紗,
加藤知克,  青山佳永,  牛込　創,  渡邊貴洋,  中
村謙一,  野澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  北上

英彦,  清水保延,  田中守嗣

第26回日本外科感染症学会総

会,  2013年11月25-26日(神戸)
2013年11月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

ICGと蛍光内視鏡システムを用いた肺区域切除

術の1例
小田梨紗,  水野幸太郎,  坂根理司,  松井琢哉,
山田　健

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

名古屋市立東
部医療センター

腸管虚血を疑う症例に対する審査腹腔鏡7例の
経験

谷脇　聡,  羽藤誠記,  柴田康行,  越智靖夫,  友
田佳介,  森洋一郎,  遠藤克彦,  齋藤健太,  大
見　関,  服部かをり

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

大学　消化器外
科学

RTPCRを用いた直腸癌CRMの評価　要望演題

12「内視鏡外科手術のエビデンス(症例集積、

観察研究、比較対照研究など)大腸(2)」

原　賢康,  長﨑高也,  田中達也,  高橋広城,  佐
藤幹則,  竹山廣光

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

刈谷豊田総合
病院

TAPP法における膜構造を重要視して腹膜牽引
をおこなったスパイラル剥離法　ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ7「膜構造を再認識した腹腔鏡下鼠径ヘルニ
ア修復術」

早川哲史,  田中守嗣,  北上英彦,  清水保延,
山本　稔,  安田　顕,  野澤雅之,  中村謙一,  牛
込　創,  早川俊輔

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

大学　消化器外
科学

エンドGIATMトライステープルTMを使用した腹
腔鏡下幽門側胃切除とデルタ吻合

宮井博隆 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

大学　消化器外
科学

胃GISTに対する内視鏡･腹腔鏡併用手術の経

験　要望演題16「ハイブリッド･LECS LECS」
舟橋　整,  宮井博隆,  小川　了,  石黒秀行,  竹
山廣光

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

刈谷豊田総合
病院

医工連携 出会いの広場　医工連携(ニーズ発

表)2「こんなもの作ってくれませんか?」
早川哲史 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

刈谷豊田総合
病院

急性胆嚢炎に対する経皮経肝胆嚢ドレナージ
後の待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討　要望
演題13「内視鏡外科手術のエビデンス(症例集

積、観察研究、比較対照研究など)胆のう」

渡邊貴洋,  早川哲史,  北上英彦,  早川俊輔,
青山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  中村謙一,  野
澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

名古屋共立病
院

食道裂孔ヘルニアを伴うPEG造設困難症例に

対し腹腔鏡下食道裂孔ヘルニア修復術+PEG
造設術を施行した1例

塩﨑みどり,  寺下幸夫,  杉浦元紀,  前田祐三 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

当院における虫垂炎のマネージメント～最近1
年間に入院治療を行った198症例の症例集積

～　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ3「急性虫垂炎手術の展
開」

早川俊輔,  早川哲史,  北上英彦,  青山佳永,
加藤知克,  牛込　創,  渡邊貴洋,  中村謙一,  野
澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  田中
守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下虫垂切除術の根部処理の検討 牛込　創,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
早川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,  中村謙一,
渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清
水保延,  田中守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

東部医療セン
ター

噴門側胃切除後食道残胃吻合－腹腔鏡補助
下観音開き法に対する工夫－

齊藤健太,  谷脇　聡,  柴田康行,  越智靖夫,  友
田佳介,  森洋一郎,  遠藤克彦,  大見　関,  服部

かをり,  羽藤誠記

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月28日

刈谷豊田総合
病院

Utility Thoracotomy+2portによる胸腔鏡下肺切
除術～止血操作を安全に行うためのアプロー
チ～

坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

刈谷豊田総合
病院

完全胸腔鏡下肺切除術の予後と再発形式ー
Hybridとの比較検討ー

山田　健,  水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,
松井琢哉

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

刈谷豊田総合
病院

肺アスペルギルス症に対する胸腔鏡手術 水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

名古屋徳洲会
総合病院

開腹歴のないイレウスに対し腹腔鏡下手術を施
行した3例

林　祐一,  高山　悟,  坂本雅樹,  今藤裕之,  永
井進吾,  可児久典

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

名古屋市立東
部医療センター

高齢者の急性虫垂炎・鼠径ヘルニアに対する
腹腔鏡下手術症例の検討

大見　関,  服部かをり,  齋藤健太,  遠藤克彦,
友田佳介,  越智靖夫,  森洋一郎,  柴田康行,
谷脇　聡,  羽藤誠記

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

トヨタ記念病院 TRYセミナー受講医による院内ドライラボ縫合

結紮トレーニングの導入(ステップ1)　要望演題

62「内視鏡外科手術の教育システム1」

原田幸志朗,  春木伸裕,  辻　秀樹,  宮崎のど

か,  小口秀樹,  金尾祐之

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

イレウスに対する腹腔鏡下手術の術後再発症
例の検討　要望演題35「内視鏡外科手術のエ

ビデンス(症例集積、観察研究、比較対照研究

など)虫垂・その他」

中村謙一,  早川哲史,  北上英彦,  牛込　創,  渡
邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本　稔,  清水

保延,  田中守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

刈谷豊田総合
病院

壊疽性虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除後の
ドレーン留置の要否についての検討

加藤知克,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  青山佳永,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

松波総合病院 肝細胞癌に対するda Vinci Siを用いた肝拡大

後区域切除の実際　主要関連演題39「肝臓外

科の手術法の工夫1」

川原敏靖,  小林建司,  小西奈々美,  花立史香,
柴田直史,  大原永子,  佐藤怜央,  清水幸雄,
松波英寿

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

松波総合病院 高齢者StageII、III大腸癌の手術成績　要望演

題46「高齢者手術　肛門悪性3」
柴田直史,  小林建司,  佐藤怜央,  小西奈々美,
大原永子,  川原敏靖,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

東部医療セン
ター

高齢者の急性虫垂炎･鼠径ヘルニアに対する
腹腔鏡下手術症例の検討　要望演題35「内視

鏡外科手術のエビデンス(症例集積、観察研

究、比較対照研究など)虫垂･その他」

大見　関,  服部かをり,  齊藤健太,  遠藤克彦,
友田佳介,  越智靖夫,  森洋一郎,  柴田康行,
谷脇　聡,  羽藤誠記

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

刈谷豊田総合
病院

特別企画3「内視鏡外科診療ガイドライン公聴
会」

早川哲史 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下に診断･治療し得た腸管子宮内膜症
の5例

青山佳永,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  加藤知克,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  野澤雅之,  安田　顕,  山本

稔,  清水保延,  田中守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP 法)における

重要な注意点とピットホール　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ13「腹
腔鏡下ヘルニア手術のピットフォール」

早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,  山本　稔,  北
上英彦,  安田　顕,  野澤雅之,  中村謙一,  渡邊

貴洋,  牛込　創,  早川俊輔

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下幽門側胃切除術におけるデルタ吻合
の評価－Roux-en-Y吻合と比較したMid-Term
の成績－　要望演題30「内視鏡外科手術のエ

ビデンス(症例集積、観察研究、比較対照研究

など)胃1」

北上英彦,  野澤雅之,  中村謙一,  渡邊貴洋,
小田梨紗,  早川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,
牛込　創,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  田
中守嗣,  早川哲史

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月29日

名古屋市立東
部医療センター

膜構造を重視した当院における腹腔鏡下鼡径
ヘルニア修復術（TAPP）

友田佳介,  齋藤健太,  大見,  関,  谷脇　聡,  柴
田康行,  越智靖夫,  森洋一郎,  遠藤克彦,  服
部かをり,  羽藤誠記

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

大学　消化器外
科学

安全な腹腔鏡下直腸切離･吻合を目指した実
験的検討　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ21「自動吻合器･縫合器
の最良の使用方法」

高橋広城,  原　賢康,  佐藤幹則,  竹山廣光 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

松波総合病院 胸腔との瘻孔を形成したガーゼオーマによる横
隔膜下膿瘍を完全腹腔鏡下に切除した1例

佐藤怜央,  小林建司,  花立史香,  柴田直史,
川原敏靖,  大原永子,  小西奈々美,  松波英寿

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

刈谷豊田総合
病院

手術室動画映像集中サーバーによる管理の有
用性と問題点　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ23「動画映像
の管理と配信」

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  清水保延,  北
上英彦,  安田　顕,  野澤雅之,  中村謙一,  渡邊

貴洋,  牛込　創,  早川俊輔

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

名古屋徳洲会
総合病院

単孔式手術に置ける標準化への工夫　ｼﾝﾎﾟｼﾞ
ｳﾑ15「単孔式内視鏡手術の将来」

高山　悟,  林　祐一,  坂本雅樹 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

大学　消化器外
科学

当院での安全で確実な中結腸動脈根部周囲の
郭清を伴う腹腔鏡下横行結腸切除術の実際
ﾋﾞﾃﾞｵﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ25「安全な中結腸動脈根部を
郭清する」

森本　守,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  山
本　稔,  清水保延,  坪井　謙,  宮井博隆,  小川

了,  原　賢康,  高橋広城,  石黒秀行,  舟橋　整,
佐藤幹則,  竹山廣光

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

大学　消化器外
科学

当院での胃粘膜下腫瘍に対するLECS手術 若杉健弘,  川邉泰一,  藤川寛人,  幕内洋介,
尾形高士,  長　晴彦,  吉川貴己

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013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

当科における腹部救急疾患に対する内視鏡外
科手術の検討　要望演題68「救急と内視鏡外

科2」

野澤雅之,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,
清水保延,  山本　稔,  安田　顕,  中村謙一,  渡
邊貴洋,  牛込　創,  青山佳永,  加藤知克,  早川

俊輔,  野々山敬介

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

足助病院 脳室腹腔シャント留置症例に対する腹腔鏡下
鼠径ヘルニア修復術

佐藤崇文 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

松波総合病院 腹腔鏡下左側大腸切除時の尿管損傷への対
応　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ24「大腸外科手術のトラブル
シューティング」

小林建司,  佐藤怜央,  小西奈々美,  大原永子,
柴田直史,  川原敏靖,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下大腸手術におけるSSIサーベイランス

導入によるSSI改善効果について　要望演題69
「SSI･縫合不全対策1」

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  佐藤浩二,
野々山敬介,  早川俊輔,  加藤知克,  青山佳永,
牛込　創,  渡邊貴洋,  中村謙一,  野澤雅之,  安
田　顕,  清水保延,  田中守嗣

第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

名古屋徳洲会
総合病院

腹腔鏡下胆嚢摘出術中に経乳頭的総胆管結
石切石術を併用した低侵襲手術の工夫　主要
関連演題76「腹腔鏡下総胆管結石手術の標準

化に何が必要か?」

坂本雅樹,  高山　悟 第26回日本内視鏡外科学会総

会,  2013年11月28-30日(福岡)
2013年11月30日

藤田保健衛生
大学

偶然発見された腎腫瘤に対する腹腔鏡補助下
腎摘出後に黄色肉芽腫性腎盂腎炎と診断され
た１例

日比将人,  原普二夫,  加藤充純,  安井稔博,
渡邉俊介,  鈴木達也

第55回日本小児血液・がん学会

学術集会,  2013年11月29-12月1
日(福岡)

2013年11月29日

大学　腫瘍・免
疫外科学

孤立性気管乳頭腫の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,  立松　勉,  藤井義敬,  宮
崎幹規,  佐野正明

第46回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

聖隷三方原病
院

誤嚥を繰り返す胸郭変形の強い重症心身障害
児に対し喉頭気管分離+胸骨柄切除を行った1
例

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

第46回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

東部医療セン
ター

S状結腸癌の腹壁穿通により壊疽性筋膜炎を発

症した1例
大見　関,  齊藤健太,  服部かをり,  遠藤克彦,
友田佳介,  越智靖夫,  森洋一郎,  柴田康行,
谷脇　聡,  羽藤誠記

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

Y字胃管バイパス術後の放射線化学療法にて

CRの得られた胸部食道癌の2例
田中達也,  木村昌弘,  石黒秀行,  小川　了,  齋
藤慎一郎,  溝口公士,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

大学　消化器外
科学

右腋窩粘液型脂肪肉腫の術後5年に小腸転移

をきたした1例
今神　透,  佐藤幹則,  柴田孝弥,  田中達也,  小
川　了,  宮井博隆,  坂本宣弘,  原　賢康,  高橋

広城,  石黒秀行,  松尾洋一,  岡田祐二,  木村

昌弘,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

藤田保健衛生
大学

鏡視下Hassab手術の治療経験 棚橋義直,  加藤悠太郎,  所　隆昌,  新田隆士,
香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤,  宇山一朗

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

松波総合病院 血管浸潤を伴う膵体部癌に対し膵体尾部切
除、中結腸動静脈合切除、門脈合併切除再建
術を施行した一例

川原敏晴,  小西奈々美,  小林建司,  花立史香,
柴田直史,  大原永子,  佐藤怜央,  松波英寿

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

大学　消化器外
科学

小腸重積をきたしたinflamatory fibrod polypの
一例

柴田孝弥,  松尾洋一,  岡田祐二,  木村昌弘,
舟橋　整,  高橋広城,  藤幡士郎,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

中野胃腸病院 小網脂肪織炎の1例 神谷賢吾,  奥嶋一武,  深尾俊一,  安藤拓也,
榊原一貴,  林　久乃,  横田広子,  伊藤　寛

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

大学　消化器外
科学

食道癌肉腫の1例 林　則之,  片岡洋望,  片野敬仁,  田中　守,  濱
野真吾,  西脇裕高,  尾関啓司,  塚本宏延,  海
老正秀,  溝下　勤,  森　義徳,  澤田　武,  久保

田英嗣,  谷田諭史,  城　卓志,  石黒秀行,  木村

昌弘,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

名古屋徳洲会
総合病院

総胆管結石、胆管癌と鑑別を要したIgG4関連

硬化性胆管炎の1例
林　祐一,  高山　悟,  今藤裕之,  永井進吾,  坂
本雅樹,  可児久典

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲会
総合病院

総胆管結石に対するRendezvous治療の工夫 高山　悟,  林　祐一 日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

東部医療セン
ター

胆石イレウスに対し小腸切開縫合閉鎖+胆嚢摘

出術+十二指腸瘻孔閉鎖術を施行した1例
服部かをり,  齊藤健太,  森洋一郎,  大見　関,
遠藤克彦,  越智靖夫,  友田佳介,  柴田康行,
谷脇　聡,  羽藤誠記

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

尾西病院 腸管内魚骨が短時間に穿通し大網内に移動し
た一例

小田隆夫,  志賀一慶,  高山宗之,  伊藤浩一,
真下啓二

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

豊川市民病院 当院におけるトロンボモジュリン製剤の使用経
験について

堅田武保,  篠田憲幸,  寺西　太,  髙嶋伸宏,  安
藤菜奈子,  中屋誠一,  上野修平,  原田真之資

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

いなべ総合病
院

当院における胃癌患者へのアブラキサン使用
経験

小出修司,  長谷川　毅,  中村善則,  石川雅一,
水野　章

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

刈谷豊田総合
病院

当院における腫瘤形成性虫垂炎に対する
interval appendectomyの検討

加藤知克,  早川哲史,  山本　稔,  青山佳永,  牛
込　創,  中村謙一,  渡邊貴洋,  安田　顕,  北上

英彦,  清水保延,  田中守嗣

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

刈谷豊田総合
病院

当科における腹臥位胸腔鏡下食道切除術の成
績

青山佳永,  北上英彦,  山本　稔,  中村謙一,  渡
邊貴洋,  野澤雅之,  野々山敬介,  松井琢哉,
早川俊輔,  加藤知克,  牛込　創,  安田　顕,  清
水保延,  田中守嗣,  早川哲史

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

東部医療セン
ター

腹腔鏡下に修復しえた巨大胃潰瘍穿孔の1例 越智靖夫,  谷脇　聡,  服部かをり,  大見　関,
齊藤健太,  遠藤克彦,  友田佳介,  森洋一郎,
柴田康行,  羽藤誠記

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下に切除した肝紫斑病の１例 藤幡士郎,  松尾洋一,  柴田孝弥,  岡田祐二,
木村昌弘,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
中野胃腸病院 腹腔鏡下手術にて摘出した後腹膜原発

paragangliomaの1例
安藤拓也,  深尾俊一,  奥嶋一武,  榊原一貴,
前田頼佑,  林　久乃,  神谷賢吾,  舟曳純仁,  横
田広子,  伊藤　寛

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

トヨタ記念病院 膵神経内分泌腫瘍の1例 村瀬寛倫,  辻　秀樹,  伊藤　直,  上本康明,  高
須惟人,  原田幸志朗,  呉原裕樹,  春木伸裕,
北川　諭

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月7日(名古

屋)

2013年12月7日

名古屋市立西
部医療センター

大量下血で発症、診断に苦慮したメッケル憩室
の１例

佐藤陽子,  榊原堅式,  西川さや香,  上田悟郎,
渡邊拓弥,  鈴木卓弥,  新井根洋,  長縄康浩,
杉浦弘典,  杉浦博士,  三井　章,  中前勝視,  桑
原義之,  田中宏紀

第47回日本小児外科学会東海地

方会,  2013年12月8日(春日井)
2013年12月8日

藤田保健衛生
大学

術前化療後、腫瘍前摘出術を施行しえた巨大
肝未分化肉腫の１例

原普二夫,  日比将人,  加藤充純,  安井稔博,
渡邉俊介,  鈴木達也,  河村吉紀,  三浦浩樹,
松岡恵里奈,  吉川哲史

第47回日本小児外科学会東海地

方会,  2013年12月8日(春日井)
2013年12月8日

藤田保健衛生
大学

女児肥厚性幽門狭窄症の経験－保存療法と手
術療法の比較－

渡邉俊介,  安井稔博,  加藤充純,  日比将人,
原普二夫,  鈴木達也

第47回日本小児外科学会東海地

方会,  2013年12月8日(春日井)
2013年12月8日

大学　腫瘍・免
疫外科学

先天性水頭症にHirschsprung病を合併した

L1CAM遺伝子異常の1例
高木大輔,  近藤知史,  藤井義敬 第47回日本小児外科学会東海地

方会,  2013年12月8日(春日井)
2013年12月8日

藤田保健衛生
大学

単孔式腹腔鏡補助下急性虫垂炎手術における
ポート追加例の比較検討

安井稔博,  渡邉俊介,  加藤充純,  日比将人,
原普二夫,  鈴木達也

第47回日本小児外科学会東海地

方会,  2013年12月8日(春日井)
2013年12月8日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Randomized controlled trial of toremifene120
mg compared with exemestane 25 mg after prior
treatment with a non-steroidal aromatase
inhibitor in postmenopausal women with
hormone receptor-positive metastatic breast
cancer (Hi-FAIR ex Trial)

Yamamoto Y,  Ishikawa T,  Hozumi Y,  Ikeda
M,  Kondo N,  Yamashita H,  Toyama T,
Chishima C,  Saji S,  Yamamoto-Ibusuki M,
Iwase H

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
都立駒込病院 A phase I study of weekly nab-paclitaxel in

combination with S-1 in patients with metastatic
breast cancer

Kuroi K,  Tsurutani J,  Yamashita T,  Aruga T,
Shigekawa T,  Miyazaki M,  Nishina S,
Makimura C,  Tanizaki J,  Okamoto K,  Iwasa T,
Komoike Y,  Nakagawa K,  Saeki T

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013 (San Antonio/USA)

2013年12月12日

都立駒込病院 The clinicopathological features of androgen
receptor expression in primary HER2-positive
breast carcinoma

Yamashita T,  Aruga T,  Miyamoto H,  Kitagawa
D,  Goto R,  Idera N,  Horiguchi K,  Honda Y,
Kuroi K

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013 (San Antonio/USA)

2013年12月12日

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

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

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月12日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Genetic polymorphism of estrogen metabolizing
enzyme CYP17A1 rs743572 impacts on serum
tesosterone level in Japanese premenopausal
women

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

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2012(San Antonio/USA)

2013年12月13日

広島市民病院 Adjuvant capecitabine in breast cancer patients
with pathologic residual disease after
neoadjuvant chemotherapy: First safety analysis
of CREATE-X (JBCRG-04)

Ohtani S,  Masuda N,  Im Y-H,  Im S-A,  Park B-
W,  Kim S-B,  Yanagita Y,  Takao S,  Ohno S,
Aogi K,  Iwata H,  Yoshidome K,  Nishimura R,
Ohashi Y,  Lee S-J,  Toi M

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日

昭和大学 Feasibility of sentinel node biopsy following
neoadjuvant chemotherapy in cytology-proven
node positive breast cancer before chemotherapy

Enokido K,  Watanabe C,  Nakamura S,  Ogiya
A,  Osako T,  Akiyama F,  Horio A,  Iwata H,
Ohno S,  Kojima Y,  Tsugawa K,  Motomura K,
Hayashi N,  Yamauchi H,  Sato N

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日

海外 Phase 3, multicenter, randomized, double-blind,
placebo-controlled trial of fulvestrant with or
without PD-0332991 (palbociclib) ± goserelin in
women with hormone receptor-positive, HER2-
negative metastatic breast cancer (MBC) whose
disease progressed after prior endocrine therapy

Turner N,  Andre F,  Loibl S,  Ro J,  Iwata H,
Harbeck N,  Gl?ck S,  Verma S,  Loi S,  Huang
Bartlett C,  Thiele A,  Zhang K,  Koehler M,
Cristofanilli M

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日

愛知県がんセン
ター中央病院

Postmastectomy radiation improves loco-
regional control for patients with advanced
breast cancer treated with neoadjuvant
chemotherapy

Fujita T,  Sawaki M,  Hattori M,  Naoto K,
Horio A,  Gongou N,  Ichikawa M,  Idota A,
Adachi Y,  Hisada T,  Kotani H,  Ishiguro J,
Iwata H

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
京都大学 Predictive factors for pathologic complete

response and disease-free survival after
neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab: A
multicenter retrospective observational study in
patients with HER2-positive primary breast
cancer (JBCRG-C03 study)

Takada M,  Ishiguro H,  Nagai S,  Ohtani S,
Kawabata H,  Yanagita Y,  Hozumi Y,  Shimizu
C,  Takao S,  Sato N,  Kosaka Y,  Sagara Y,
Iwata H,  Ohno S,  Kuroi K,  Masuda N,
Yamashiro H,  Sugimoto M,  Kondo M,  Naito
Y,  Sasano H,  Inamoto T,  Morita S,  Toi M

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日

大学　腫瘍・免
疫外科学

Relationship between plasma estradiol levels and
estrogen-regulated gene expressions in
premenopausal estrogen receptor-positive breast
cancers

Toyama T, 　Asano T, 　Sato S, 　Yoshimoto N,
Endo Y, 　Hato Y, 　Takahashi S, 　Yamashita H

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日

愛知県がんセン
ター中央病院

The difference of molecular subtypes and
prognosis after surgery for breast cancer patients
with each blood types

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

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013(San Antonio/USA)

2013年12月13日

都立駒込病院 Characteristics of long-term survivors after brain
metastases in breast cancer patients

Honda Y,  Aruga T,  Goto R,  Idera N,
Horiguchi K,  Kitagawa D,  Miyamoto H,
Yamashita T,  Kuroi K

36th Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec10-14,
2013 (San Antonio/USA)

2013年12月14日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

蛋白sh実とアミノ酸の視点から見た経腸栄養
剤、中心静脈用栄養輸液製剤

長谷川正光,  丘　龍祥 第6回日本静脈経腸栄養学会中

国支部学術集会,  2013年12月14
日(岡山)

2013年12月14日

中野胃腸病院 当院における胃底腺型胃癌の検討 榊原一貴,  深尾俊一,  奥嶋一武,  安藤拓也,
前田頼佑,  林　久乃,  神谷賢吾,  山崎雅彦,  横
田広子

日本消化器病学会東海支部第
119回例会,  2013年12月14日(名
古屋)

2013年12月14日
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