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松波総合病院
消化器外科

Efficacy and safety of folfox＋bi-weekly
cetuximab as 1st line therapy for patients with
nonresectable metastatic colorectal
cancer?(CELINE trial) ?multicentre phase II

Kondo K,  Kotake M,  Doden K,  Munemoto Y,
Kobayashi K,  Nishimura G,  Omote K,
Sakamoto J

Gastrointestinal Cancers
Symposium (ASCO),  Jan16-18,
2014(San Francisco/U.S.A.)

2014年1月16日

刈谷豊田総合
病院

難治性膿胸に対する広背筋皮弁充填術 山田　健,  水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,
松井琢哉

第23回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会 Snow Side Meeting,
2014年1月24-26日(新潟)

2014年1月24日

名古屋市立西
部医療センター

遊離肋軟骨にて閉鎖し得た肺全摘後主気管支
断端瘻の1例

渡邉拓弥,  中前勝視,  新井根洋,  杉浦弘典,
三井　章,  桑原義之,  田中宏紀,  矢野智紀

第23回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会 Snow Side Meeting,
2014年1月24-26日(新潟)

2014年1月24日

聖隷三方原病
院

硬性鏡下腫瘍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23回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会 Snow Side Meeting,
2014年1月24-26日(新潟)

2014年1月24日

聖隷三方原病
院

左葉間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肺下葉原発肺癌の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23回日本呼吸器外科医会冬季

学術集会 Snow Side Meeting,
2014年1月24-26日(新潟)

2014年1月25日

大学　消化器外
科学

RT-PCRを用いた骨盤内遊離癌細胞の検出と

病理学的CMRとの比較

原　賢康,  長﨑高也,  高橋広城,  佐藤幹則,  木
村昌弘,  竹山廣光

第80回大腸癌研究会,  2014年1
月24日(東京)

2014年1月24日

刈谷豊田総合
病院

胸腺原発粘液腺癌の一例 坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第104回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年2月1日(津)
2014年2月1日

大学 腫瘍・免
疫外科学

根治的化学放射線療法後の肺癌局所再発に
対して肺全摘術を施行した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104回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年2月1日(津)
2014年2月1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治
療成績

渡邊貴洋,  北上英彦,  野々山敬介,  松井琢哉,
早川俊輔,  青山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  中
村謙一,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  早川

哲史,  田中守嗣

第18回愛知内視鏡外科研究会,
2014年2月1日(名古屋)

2014年2月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
藤田保健衛生
大学　小児外科

神経芽腫との鑑別が困難であった左後縦隔の
ダンベル型B前駆細胞性リンパ芽球性リンパ腫
の１例

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

第65回東海小児がん研究会,
2014年2月1日(名古屋)

2014年2月1日

藤田保健衛生
大学　小児外科

出生後画像所見が変化した後腹膜熟成奇形腫
の１例

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65回東海小児がん研究会,
2014年2月1日(名古屋)

2014年2月1日

知多厚生病院
消化器外科

Fournier's syndromeの1治験例 村元雅之,  杉戸伸好,  近藤貴代,  宮本昌子,
上村真紀,  大中綾乃

第33回褥瘡研究会,  2014年2月4
日(名古屋)

2014年2月4日

大学 腫瘍・免
疫外科学

胸膜播種を伴った進行胸腺腫の外科的治療に
関する検討（胸腺研究会：胸腺上皮性腫瘍外
科手術症例の後ろ向きデータベース事業）

奥田勝裕,  矢野智紀,  吉野一郎,  奥村明之進,
東山聖彦,  鈴木健司,  土田正則,  臼田実男,
佐々木秀文,  森山　悟,  彦坂　雄,  設楽将之,
立松　勉,  藤井義敬

第33回日本胸腺研究会,  2014年
2月8日(東京)

2014年2月8日

大学 腫瘍・免
疫外科学

縦隔異所性副甲状腺腫の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33回日本胸腺研究会, 2014年2
月8日(東京)

2014年2月8日

大学 腫瘍・免
疫外科学

気管狭窄を来たし緊急手術を要した肺多形癌
の一例

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

第41回愛知臨床外科学会,  2014
年2月11日(名古屋)

2014年2月11日

刈谷豊田総合
病院

右胸壁発生Undifferentiated spindle cell
sarcomaの1切除例

松井琢哉,  水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,
山田　健

第41回愛知臨床外科学会,  2014
年2月11日(名古屋)

2014年2月11日

豊川市民病院 緊急開腹手術を要した若年者の直腸脱の一例 原田真之資,  堅田武保,  篠田憲幸,  寺西　太,
髙嶋伸宏,  安藤菜奈子,  中屋誠一,  柄松章司,
三田圭子,  上野修平,  西田　勉,  佐々木信義

第41回愛知臨床外科学会,  2014
年2月11日(名古屋)

2014年2月11日

東部医療セン
ター

壊死性筋膜炎の2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

第41回愛知臨床外科学会,  2014
年2月11日(名古屋)

2014年2月11日
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東部医療セン
ター

大量の腹腔内遊離ガスを認めた小腸間膜気腫
症の1例

服部かをり,  大見　関,  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41回愛知臨床外科学会,  2014
年2月11日(名古屋)

2014年2月11日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下に切除した後腹膜粘液嚢胞腺腫の1
例

藤幡士郎,  坂本宣弘,  木村昌弘,  岡田祐二,
佐藤幹則,  松尾洋一,  石黒秀行,  高橋広城,
原　賢康,  小川　了,  宮井博隆,  田中達也,  柴
田孝弥,  今神　透,  竹山廣光

第41回愛知臨床外科学会,  2014
年2月11日(名古屋)

2014年2月11日

名古屋共立病
院

慢性腎不全患者に発症した腸管壊死症例の治
療成績

寺下幸夫 第10回日本消化管学会総会学術

集会,  2014年2月14-15日(福島)
2014年2月15日

東部医療セン
ター　心外

急性A型大動脈解離に対するチーム戦略－治
療体系と術式の簡素化・画一化の工夫－

須田久雄,  中山卓也,  砂田将俊,  宮田洋佑,
小川辰士

第44回日本心臓血管外科学会総

会,  2014年2月19-21日(熊本)
2014年2月20日

大学　心臓血管
外科学

Trisomy 18患児に対する肺動脈絞扼術の有効
性の検討

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

第44回日本心臓血管外科学会総

会,  2014年2月19-21日(熊本)
2014年2月20日

東京医療セン
ター　心外

心臓血管外科完全鏡視下手術への挑戦～3次
元臓器モデルによる手術シュミレーターの制作
～

山田敏之,  大迫茂登彦,  後藤哲哉,  砂田将俊,
松本純夫

第6回日本ロボット外科学会,
2014年2月22日(福岡)

2014年2月22日

知多厚生病院
消化器外科

NST介入により筋肉量が増加したが予後が分か

れた2症例について

大中綾乃,  上村真紀,  村元雅之,  三浦　毅,  沖
田英人,  榊原香代子,  上原恵子

第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

共和病院 日本におけるLLLの展開－これまでとこれから

－　LifeLong-Learning (LLL)ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ「日本

におけるLLLの展開－これまでとこれから－」

谷口正哲 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

病院給食における適正たんぱく質量の検討 宇野千晴,  菊池美並,  長谷川正光 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27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

MNA-SFにおける下腿周囲長(CC)のカットオフ

値の検討:第2報
百木　和,  中務律子,  水野智之,  望月弘彦,  宇
野千晴,  藤谷朝実,  茨木あづさ,  北林　紘,  遠
藤隆之,  安武健一郎,  長谷川正光

第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

性差ならびに栄養状態が下腿周囲長(calf
circumference:CC)に与える影響について

藤谷朝実,  高田耕二,  百木　和,  中務律子,  長
谷川正光

第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

蛋白質からアミノ酸へ　新しい研究デザインとい
うより共通の言葉で話そう

長谷川正光 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27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－5%から

4%に変更1年後－

長谷川正光,  菊池美並,  林　良成,  北林　紘 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

療養型病床における経腸栄養の投与ルートの
比較

菊池美並,  長谷川正光,  林　良成 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

大学　消化器外
科学

会長講演「静脈栄養と私」 竹山廣光 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月27日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

健康診断受診者、入院患者におけるBMIとcalf
circumferenceの関係

長谷川正光,  百木　和,  中務律子,  高田耕二 第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月28日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

新たなMNA-SF cut off pointsを用いた予後の
検討

中務律子,  百木　和,  水野智之,  望月弘彦,  長
谷川正光

第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月28日

大学　消化器外
科学

完全皮下埋込み式カテーテル術前後の患者の
意識調査　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4「化学療法と栄養管理」

坪井　謙,  早川哲史,  森本　守,  小川　了,  原
賢康,  高橋広城,  松尾洋一,  舟橋　整,  佐藤幹

則,  竹山廣光

第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月28日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

大腸癌化学療法時における味覚障害について
の検討　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ4「化学療法と栄養管理」

今神　透,  原　賢康,  小川　了,  高橋広城,  松
尾洋一,  舟橋　整,  佐藤幹則,  竹山廣光

第29回日本静脈経腸栄養学会学

術集会,  2014年2月27-28日(横浜)
2014年2月28日

藤田保健衛生
大学　小児外科

肺高血圧の再増悪を認めた門脈還流異常症の
１例

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

第27回日本小児脾臓研究会,
2014年3月1日(熊本)

2014年3月1日

刈谷豊田総合
病院

臍ヒダへ穿通により前立腺周囲に膿瘍を合併し
たと考えられたS 状結腸憩室炎の1例

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  小田梨沙,  西本真弓,
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50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月6日

刈谷豊田総合
病院

膵仮性嚢胞破裂により腹腔内出血を来し緊急
手術により救命し得た一例

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

第50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月6日

刈谷豊田総合
病院

小腸絞扼性イレウスに対する腹腔鏡を用いた早
期の診断と治療　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「絞扼性腸閉塞の
診断と治療」

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50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月7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)　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ6「嵌頓ヘ
ルニアにおけるメッシュの適応」

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50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月7日

刈谷豊田総合
病院

胃十二指腸潰瘍穿孔に対する腹腔鏡下手術後
の予防的ドレーン挿入に関する検討　ﾜｰｸｼｮｯ
ﾌﾟ1「胃･十二指腸潰瘍穿孔の治療－新たな展
開－」

渡邊貴洋,  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50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月7日

刈谷豊田総合
病院

気腫性腎盂腎炎に十二指腸穿孔を併発し緊急
手術を施行した1例

小田梨沙,  清水保延,  早川哲史,  野々山敬介,
松井琢哉,  青山佳永,  加藤知克,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  安田　顕,  山本　稔,  北上

英彦,  田中守嗣

第50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月7日

刈谷豊田総合
病院

Wegener肉芽腫症治療中に結腸穿通を来した1
例

野々山敬介,  早川哲史,  中村謙一,  安田　顕,
牛込　創,  渡邊貴洋,  山本　稔,  北上英彦,  田
中守嗣

第50回日本腹部救急医学会総

会,  2014年3月6-7日(東京)
2014年3月7日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　心臓血管
外科学

Extracoporeal Membrance Oxygenation治療に
おける離脱および生存関与因子

浅野實樹 第42回人工心臓と補助循環懇話

会学術集会,  2014年3月7-8日(新
潟)

2014年3月7日

大学　心臓血管
外科学

重症下肢虚血に対し異時性の両側腋窩動脈－
大動脈バイパス術を施行した一例－

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

第22回日本血管外科学会東海･

北陸地方会,  2014年3月8日(金
沢)

2014年3月8日

刈谷豊田総合
病院　心外

EVAR術後の早期脚閉塞の一例 沼田幸英,  斉藤隆之,  山中雄二 第22回日本血管外科学会東海･

北陸地方会,  2014年3月8日(金
沢)

2014年3月8日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下胃切除におけるリンパ節郭清 若杉健弘,  山本健人,  島田雅也,  田中友里 SILGS研究会,  2014年3月21日
(横浜)

2014年3月21日

大学　消化器外
科学

リスクによるLADGの施設ラーニングカーブの検

討　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ1「ハイリスク患者に対する腹腔鏡
下胃切除の意義」

長　晴彦,  川邉泰一,  藤川寛人,  幕内洋介,  山
田貴允,  佐藤　勉,  尾形高士,  若杉健弘,  大庭

真梨,  森田智視,  吉川貴己

第86回日本胃癌学会総会,  2014
年3月20-22日(横浜)

2014年3月21日

大学　消化器外
科学

cStageI期胃癌に対する幽門側胃切除術後の体
組成変化の特徴

川邉泰一,  藤川寛人,  林　勉,  青山　徹,  幕内

洋介,  若杉健弘,  佐藤　勉,  尾形高士,  大島

貴,  利野　靖,  益田宗孝,  長　晴彦,  吉川貴己

第86回日本胃癌学会総会,  2014
年3月20-22日(横浜)

2014年3月21日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種に対する治療対策：徐放化抗癌
剤腹腔内投与を目指した腹水制御の検討

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86回日本胃癌学会総会,  2014
年3月20-22日(横浜)

2014年3月22日

大学　消化器外
科学

胃癌術前患者におけるサルコペニアの評価 佐藤　勉,  青山　徹,  林　勉,  長　晴彦,  川邉泰

一,  藤川寛人,  若杉健弘,  幕内洋介,  尾形高

士,  大島　貴,  利野　靖,  益田宗孝,  吉川貴己

第86回日本胃癌学会総会,  2014
年3月20-22日(横浜)

2014年3月22日

大学　消化器外
科学

胃癌におけるNOTCH1発現と臨床病理学的因
子の検討

石黒秀行,  舟橋　整,  宮井博隆,  竹山廣光 第86回日本胃癌学会総会,  2014
年3月20-22日(横浜)

2014年3月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

腹腔鏡手術が有用であったupside down
stomachを呈する食道裂孔ヘルニア合併胃癌の

1例

若杉健弘,  川邉泰一,  藤川寛人,  幕内洋介,
佐藤　勉,  尾形高士,  長　晴彦,  吉川貴己

第86回日本胃癌学会総会,  2014
年3月20-22日(横浜)

2014年3月22日

大学　消化器外
科学

Inflammatory pseudotumor of the liver
diagnosed as metastatic liver tumor in patient
with a gastrointestinal stromal tumor of rectum:
A case report

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

11th World Congress of the
International Hepato-Pancreato-
Biliary Association (IHPBA),
Mar22-27,  2014(Seoul/Korea)

2014年3月25日

大学　心臓血管
外科学

ELIGIBLE CANDIDATE FOR HEART
TRANSPLANTATION SUPPORTED WITH
EXTRACORPOREAL MEMBRANE
OXYGENATION IN CHILD AFTER
CARDIAC SURGERY

Asano M,  Nakai y,  Matsumae H,  Ukai T,
Nomura N,  Mishima A

22th Annual meeting of the asian
society for cardiovascular and
thoracic surgery,  Apr3-6,
2014(Turkey)

2014年4月3日

大学 腫瘍・免
疫外科学

80歳以上高齢者肺癌に対する治療戦略 羽田裕司,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  丹羽　宏

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月3日

刈谷豊田総合
病院

80歳以上高齢者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,  坂根理司,  小田梨紗,
松井琢哉

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月3日

刈谷豊田総合
病院

地域中核病院における腹腔鏡下手術を用いた
虫垂炎治療戦略　地域医療関連ｾｯｼｮﾝ1「救急
診療における急性虫垂炎治療の最前線」

早川俊輔,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  小田梨沙,  青山佳永,  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114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月3日

松波総合病院
消化器外科

当院における大腸癌T4症例に対する手術成績 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114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月3日

大学　消化器外
科学

遠隔転移を有する大腸癌の予後とBevacizumab
感受性に関わる因子について比較検討

長﨑高也,  原　賢康,  高橋広城,  佐藤幹則,  竹
山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 腫瘍・免
疫外科学

International session. Complication of bronchial
stapling in thoracic surgery: Multi-institutional
review

矢野智紀,  横井香平,  沼波宏樹,  近藤竜一,
大出泰久,  菅谷将一,  成田久仁夫,  千原幸司,
彦坂　雄,  佐々木秀文,  森山　悟,  奥田勝裕,
藤井義敬,

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

聖隷三方原病
院

局所進行肺癌における導入療法前後のFDG-
PETによる術前評価

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114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

聖隷三方原病
院

喉頭気管分離術の検討 鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

刈谷豊田総合
病院

当科における残膵全摘症例の検討 田中守嗣,  早川哲史,  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,  渡邊貴洋,  青山佳永,  加藤知克,  小田

梨沙,  早川俊輔,  野々山敬介,  松井琢哉

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

東部医療セン
ター

膵癌細胞におけるProtein kinase D(PKD)と
VEGFの関連

越智靖夫,  松尾洋一,  柴田孝弥,  岡田祐二,
竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

大学　消化器外
科学

植物由来ポリフェノールBaicaleinの膵癌細胞株

に対する抗腫瘍効果は内因性NFκB活性に依
存する

高橋広城,  松尾洋一,  木村昌弘,  竹山廣光 第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

大学　消化器外
科学

食道癌手術症例におけるPNI及びTLCと予後と
の検討

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

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

大学　消化器外
科学

膵癌血管新生におけるIGF1/PTEN/NFκ
B/VEGFシグナルの関与

松尾洋一,  柴田孝弥,  森本　守,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  社本智也,  高橋広城,  石黒秀行,  木村

昌弘,  佐藤幹則,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

大学　消化器外
科学

キサントフモールの膵癌血管新生抑制効果の
検討

社本智也,  松尾洋一,  長﨑高也,  齋藤慎一郎,
溝口公士,  坪井　謙,  柴田孝弥,  森本　守,  高
橋広城,  木村昌弘,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

胃癌に対するPKD阻害剤の可能性 坪井　謙,  松尾洋一,  社本智也,  柴田孝弥,  森
本　守,  高橋広城,  若杉健弘,  石黒秀行,  舟橋

整,  木村昌弘,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

大学　消化器外
科学

食道癌術後合併症に影響を与える術前因子の
検討

幕内洋介,  尾形高士,  川邉泰一,  若杉健弘,
藤川寛人,  佐藤　勉,  長　晴彦,  吉川貴己,  立
花慎吾,  逢坂由昭,  土田昭彦

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

大学　消化器外
科学

ERASに基づいた食道癌周術期管理(治療前栄

養介入、早期経腸栄養を含めた検討)
尾形高士,  幕内洋介,  岩崎謙一,  川邉泰一,
藤川寛人,  佐藤　勉,  若杉健弘,  長　晴彦,  吉
川貴己,  立花慎吾,  逢坂由昭,  土田昭彦

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月4日

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

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月5日(土)
2014年4月5日

大学 腫瘍・免
疫外科学

<プレナリーセッション>Arylamine N-
acetyltransferase 1(NAT1)はmiR-1290の標的遺
伝子であり、乳癌の予後因子である

遠藤友美,  山下啓子,  高橋 智,  佐藤慎哉,  吉
本信保,  浅野倫子,  波戸ゆかり,  董 宇,  藤井

義敬,  遠山竜也

第114回日本外科学会定期学術

総会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

刈谷豊田総合
病院

肺硬化性血管腫4手術例の検討 坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5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
鏡下手術

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114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

刈谷豊田総合
病院

小児鼠径ヘルニアにおけるLPEC法の注意点 清水保延,  早川哲史,  田中守嗣,  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,  松井琢哉,  野々山敬介

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下横行結腸切除術におけるリンパ節郭
清の手技(中結腸動脈のアプローチ)について

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  小田梨沙,  西本真弓,
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114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下胃全摘術後の食道空腸吻合法－
Overlap 法とCircular stapler法の比較検討－

森本　守,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  清
水保延,  山本　稔,  岡田祐二,  佐藤幹則,  木村

昌弘,  舟橋　整,  石黒秀行,  松尾洋一,  高橋広

城,  原　賢康,  小川　了,  宮井博隆,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

大学　消化器外
科学

骨盤剥離面の洗浄液RTPCRによる直腸癌局所
再発リスクの評価

原　賢康,  長﨑高也,  高橋広城,  佐藤幹則,  中
西速夫,  木村昌弘,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5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,  松尾洋一,  小川　了,  田
中達也,  齋藤慎一郎,  溝口公士,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

大学　消化器外
科学

胃癌合併食道癌手術の検討 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

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

大学　消化器外
科学

気道系臓器浸潤食道癌に対する治療 木村昌弘,  石黒秀行,  小川　了,  田中達也,  齋
藤慎一郎,  舟橋　整,  竹山廣光

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

大学　消化器外
科学

骨格筋断面積測定による骨格筋量減少は胃癌
術後合併症の危険因子となる

川邉泰一,  藤川寛人,  林　勉,  青山　徹,  幕内

洋介,  若杉健弘,  佐藤　勉,  尾形高士,  大島

貴,  利野　靖,  益田宗孝,  長　晴彦,  吉川貴己

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日

大学　消化器外
科学

サルコペニアは胃癌術後合併症の危険因子
か?

佐藤　勉,  青山　徹,  林　勉,  長　晴彦,  川邉泰

一,  藤川寛人,  若杉健弘,  幕内洋介,  尾形高

士,  大島　貴,  利野　靖,  益田宗孝,  吉川貴己

第114回日本外科学会定期学術

集会,  2014年4月3-5日(京都)
2014年4月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

High serum IL-6 status influences the colorectal
cancer patients' prognosis and bevacizumab-
resistance

Hara M,  Nagasaki T,  Takeyama H 6th Asian Oncology Summit and
10th Annual Conference of the
Organisation for Oncology and
Translational Research (OOTR),
Apr11-14,  2014(Kuala
Lumpur/Malaysia)

2014年4月11日

聖隷三方原病
院

Laryngotracheal separation for neurologically
impaired children.

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

18th WCBIP/WCBE world
congress,  Apr13-16,  2014(kyoto)

2014年4月14日

聖隷三方原病
院

< Symposium7 Tracheobronchoplasty>Tracheal
Surgery for Benign condition

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

18th WCBIP/WCBE world
congress,  Apr13-16,  2014(kyoto)

2014年4月14日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Extended bronchoplasty and pulmonary
arterioplasty with right upper-lower bilobectomy
for lung cancer after chemoradiotherapy

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

18th WCBIP/WCBE world
congress,  Apr13-16,  2014(kyoto)

2014年4月15日

JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

気管支鏡で摘出した気管支結石の一例 川野　理,  幸　大輔,  深井一郎 第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月14日

名古屋記念病
院

肋骨外骨腫に合併した血胸の1例 福田悟史,  宮崎幹規,  福正りさ,  杉浦清花,  佐
野正明

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

大学 腫瘍・免
疫外科学

小児発生気管粘表皮癌の一切除例 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37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Double Plastyによって中葉を温存した上葉浸

潤、#11sリンパ節転移を伴う右肺下葉扁平上皮

癌の1切除齢

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

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 腫瘍・免
疫外科学

気管支肺カルチノイド切除例の検討 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37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

刈谷豊田総合
病院

胸腔鏡補助下に気管支管状切除再建術を施
行した2例

水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

刈谷豊田総合
病院

気管内挿管に起因すると思われた声門下狭窄
の2例

坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

名古屋市東部
医療センター

当院で経験した特発性血気胸手術例の検討 遠藤克彦,  前田浩義,  冨田勇樹,  原田亜紀子,
島由子,  荒木勇一朗,  田中宏紀,  全並秀司

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

聖隷三方原病
院

1葉以上におよぶ肺切除を必要とした気管支形
成術の治療成績

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

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

聖隷三方原病
院

軟化症を伴う結核性気管狭窄に対し、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37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

聖隷三方原病
院

特異な経過をたどった慢性膿胸の1手術例 鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  羽田裕司,
吉井直子,  丹羽　宏

第37回日本呼吸器内視鏡学会学

術集会,  2014年4月14-15日(京都)
2014年4月15日

刈谷豊田総合
病院

上大静脈および左腕頭静脈に浸潤した悪性胸
腺腫の1例

山中雄二,  沼田幸英,  斉藤隆之 第34回日本静脈学会,  2014年4
月17-18日(沖縄)

2014年4月17日

刈谷豊田総合
病院

内シャント中枢の右鎖骨下静脈病変に自己拡
張型ステントを留置した1例

沼田幸英,  斉藤隆之,  山中雄二 第34回日本静脈学会,  2014年4
月17-18日(沖縄)

2014年4月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

膵癌VEGF発現におけるIGF-1シグナルの役割 松尾洋一,  柴田孝弥,  森本　守,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  社本智也,  高橋広城,  石黒秀行,  若杉

健弘,  佐藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第100回日本消化器病学会総会,
2014年4月23-26日(東京)

2014年4月25日

刈谷豊田総合
病院

左上葉アスペルギルス症、下葉非結核性抗酸
菌症の切除術

小田梨紗,  水野幸太郎,  坂根理司,  松井琢哉,
山田　健

第287回東海外科学会，2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

西部医療セン
ター

横行結腸間膜裂孔ヘルニアの一例 上田悟郎,  三井　章,  鈴木卓弥,  長縄康浩,  杉
浦弘典,  桑原義之

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

名古屋徳洲会
総合病院

バルーン拡張に伴う結腸吻合部の穿孔を腹腔
鏡下に自動吻合器で閉鎖した一例

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

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

豊川市民病院 肝門部胆管癌と鑑別が困難であった胆管上皮
内腫瘍性病変を伴うIgG4関連硬化性胆管炎の

1例

寺西　太,  齋藤正樹,  原田真之資,  上野修平,
青山佳永,  安藤菜奈子,  堅田武保,  三田圭子,
髙嶋伸宏,  篠田憲幸,  柄松章司,  西田　勉,
佐々木信義

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

トヨタ記念病院 常染色体優性多発性嚢胞腎における肝嚢胞感
染の1例

伊藤　直,  春木伸裕,  加藤　瑛,  上本康明,  村
瀬寛倫,  高須惟人,  原田幸志朗,  呉原裕樹,
佐竹　章,  山川洋右,  辻　秀樹

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

刈谷豊田総合
病院

S状結腸癌術後虫垂転移により急性虫垂炎を
発症した一例

松井琢哉,  北上英彦,  野々山敬介,  小田梨沙,
早川俊輔,  加藤知克,  牛込　創,  渡邊貴洋,  中
村謙一,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  早川

哲史,  田中守嗣

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

東部医療セン
ター

Wilson病に合併した肝細胞癌の1例 越智靖夫,  柴田康行,  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,  羽藤誠記

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

中野胃腸病院 リンパ節転移にて発見された空腸神経内分泌
腫瘍の1例

前田頼佑,  安藤拓也,  深尾俊一,  中野浩一郎,
齋藤慎一郎,  榊原一貴,  神谷賢吾,  伊藤　寛

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

黄色肉芽腫性胆嚢炎の1例 今神　透,  柴田孝弥,  松尾洋一,  木村昌弘,  竹
山廣光

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下に切除術を行った腸結核の一例 中屋誠一,  田中達也,  今神　透,  藤幡士郎,  柴
田孝弥,  小川　了,  宮井博隆,  坂本宣弘,  原
賢康,  高橋広城,  松尾洋一,  石黒秀行,  佐藤

幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

大学 腫瘍・免
疫外科学

巨大肺嚢胞と自然気胸の鑑別が困難であった2
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287回東海外科学会,  2014年4
月29日(名古屋)

2014年4月29日

藤田保健衛生
大学　小児外科

SILPEC（Single-lncision Laparoscopic
Percutaneous Extraperitoneal Closure）における
鉗子挿入法の工夫

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51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月8日

藤田保健衛生
大学　小児外科

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

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51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月8日

刈谷豊田総合
病院

LPEC手術における注意点 清水保延 第51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月8日

藤田保健衛生
大学　小児外科

CUSAを用いた肝門部腸吻合術-特に門脈を指

標とした肝門部索状物探索について-
鈴木達也,  橋本俊,  渡邉俊介,  安井稔博,  加
藤充純,  日比将人,  原普二夫,  冨重博一

第51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月9日

藤田保健衛生
大学　小児外科

小児固形腫瘍に対する外科治療-摘除術か生

検か-
原普二夫,  渡邉俊介,  安井稔博,  加藤充純,
日比将人,  鈴木達也,  冨重博一

第51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月9日

藤田保健衛生
大学　小児外科

頭頸部リンパ管奇形における口腔内病変を有
する症例の検討

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

第51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月9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

腸間膜裂孔ヘルニアの2例 佐藤陽子,  榊原堅式,  西川さやか,  上田悟郎,
渡邉拓弥,  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51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月10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51回日本小児外科学会学術集

会,  2014年5月8-10日(大阪)
2014年5月10日

知多厚生病院
消化器外科

膵液外分泌に対する経腸栄養の影響 神谷有紀,  村元雅之,  大中綾乃,  沖田英人,
榊原香代子,  上原恵子

第21回愛知NST研究会,  2014年5
月10日(名古屋)

2014年5月10日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

常食における適正蛋白質量の検討 長谷川正光,  菊池美並,  宇野千晴 第21回愛知NST研究会,  2014年5
月10日(名古屋)

2014年5月10日

聖隷三方原病
院

非結核性抗酸菌症（NTM）に対する外科的切
除の治療成績

雪上晴弘,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第89回日本結核病学会総会,
2014年5月9-10日(岐阜)

2014年5月10日

名古屋徳洲会
総合病院

Rendezvous治療の工夫 永井進吾,  高山　悟,  坂本雅樹,  今藤裕之 第87回日本消化器内視鏡学会総

会,  2014年5月15-17日(福岡)
2014年5月15日

名古屋徳洲会
総合病院

当院における術中内視鏡を用いた治療戦略 高山　悟,  今藤裕之,  永井進吾,  坂本雅樹 第87回日本消化器内視鏡学会総

会,  2014年5月15-17日(福岡)
2014年5月15日

大学　消化器外
科学

PKD inhibitor has therapeutic possibility of
gastric cancer

Tsuboi K,  Matsuo Y,  Shamoto T,  Shibata T,
Morimoto M,  Wakasugi T,  Ishiguro H,  Kimura
M,  Takeyama H

49th Congress of the European
Society for Surgical Research
(ESSR),  May21-24,
2014(Budapest/Hungary)

2014年5月22日

大学　消化器外
科学

The role of chemokine signal in acquisition of
gemcitabine resistance in pancreatic cancer

Matsuo Y,  Shibata T,  Shamoto T,  Morimoto
M,  Sato T,  Tsuboi K,  Takeyama H

49th Congress of the European
Society for Surgical Research
(ESSR),  May21-24,
2014(Budapest/Hungary)

2014年5月23日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　心臓血管
外科学

血管輪の外科治療と長期経過で認める問題点 浅野實樹,  中井洋佑,  松前秀和,  鵜飼知彦,
野村則和,  三島　晃

第42回日本血管外科学会学術総

会,  2014年5月21-23日(青森)
2014年5月21日

東部医療セン
ター　心外

確実、迅速にElephant trunkを挿入する工夫 中山卓也,  須田久雄,  砂田将俊,  宮田洋佑,
中井洋佑,  小川辰士

第42回日本血管外科学会学術総

会,  2014年5月21-23日(青森)
2014年5月22日

東部医療セン
ター　心外

大動脈解離症例に対してhybrid治療施工、そ
の後偽腔拡大に対してコイル塞栓が奏功した
一例

小川辰士,  宮田洋佑,  中井洋佑,  砂田将俊,
中山卓也,  須田久雄

第42回日本血管外科学会学術総

会,  2014年5月21-23日(青森)
2014年5月22日

刈谷豊田総合
病院　心外

巨大膝窩動脈瘤の一例 斉藤隆之,  沼田幸英,  山中雄二 第42回日本血管外科学会学術総

会,  2014年5月21-23日(青森)
2014年5月23日

大学 腫瘍・免
疫外科学

胸膜播種を伴った進行胸腺腫の外科的治療に
関する検討（胸腺研究会：胸腺上皮性腫瘍外
科手術症例の後ろ向きデータベース事業）

奥田勝裕,  矢野智紀,  吉野一郎,  奥村明之進,
東山聖彦,  鈴木健司,  土田正則,  臼田実男,
佐々木秀文,  森山　悟,  彦坂　雄,  設楽将之,
立松　勉,  藤井義敬

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

大学 腫瘍・免
疫外科学

高齢者非小細胞肺癌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31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

鈴鹿中央総合
病院

自然気胸に対する肺部分切除時に発生した全
身空気塞栓症の1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

名古屋市東部
医療センター

降下性壊死性縦隔炎に対し頚部ドレナージと
胸腔鏡下縦隔ドレナージを併用した1例

遠藤克彦,  田中宏紀 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 腫瘍・免
疫外科学

気管支自動縫合の有害事象に関する検討：他
施設共同研究

矢野智紀,  横井香平,  沼波宏樹,  近藤竜一,
大出泰久,  菅谷将一,  成田久仁夫,  千原幸司,
松島　康,  小林　亮,  佐々木秀文,  森山　悟,
彦坂　雄,  奥田勝裕,  設楽将之,  立松　勉,  藤
井義敬

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

刈谷豊田総合
病院

左肺全摘術後の右下葉肺癌に対して肺部分切
除術を施行した1例

水野幸太郎,  坂根理司,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

刈谷豊田総合
病院

完全胸腔鏡下肺切除術のPitfall からみた技術
認定の必要性の検討

山田　健,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

トヨタ記念病院 肺癌術後ステープルラインに発生した感染症4
例の検討

横田圭右,  斉藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

聖隷三方原病
院

cN2肺癌に対する導入療法の意義－FDG-PET
による術前評価－

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31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

聖隷三方原病
院

術前化学放射線療法後にTransmanubrial
approachにて手術を行った右肺尖部胸壁浸潤

肺癌の1例

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

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

聖隷三方原病
院

COPD合併肺癌患者に対す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31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月29日

名古屋市立西
部医療センター

遊離肋軟骨にて閉鎖し得た肺全摘後主気管支
断端瘻の1例

渡邉拓弥,  中前勝視,  新井根洋,  全並秀司,
杉浦弘典,  三井　章,  桑原義之,  田中宏紀,  矢
野智紀

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 腫瘍・免
疫外科学

胸膜中皮腫に対する肋弓下切開アプローチに
よる胸腔鏡補助下右胸膜肺全摘術の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31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

大学 腫瘍・免
疫外科学

高齢者臨床病期I期肺癌に対する治療-手術か

低位放射線か-
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31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

鈴鹿中央総合
病院

乳び胸を契機として診断され治療に至った悪性
リンパ腫の1例

幸　大輔,  川野　理,  深井一郎 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

大学 腫瘍・免
疫外科学

肺実質自動縫合の有害事象に関する検討：他
施設共同研究

矢野智紀,  岩田　尚,  橋都正洋,  重光希公生,
安達勝利,  徳井俊也,  松山孝昭,  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回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

刈谷豊田総合
病院

多発肺嚢胞に対して全臓側胸膜被覆術（total
pleural covering technique)を施行した一例

坂根理司,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,
山田　健

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

刈谷豊田総合
病院

胸腔鏡補助下にダイヤモンドTsaw?を用い胸壁

合併切除した上葉肺癌の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31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

トヨタ記念病院 CTによる肺切除領域の術前解剖学的読影の評
価

齋藤雄史,  佐竹　章,  横田圭右、山川洋右 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

聖隷三方原病
院

切除可能胸壁浸潤肺癌に対するConcurrent
Chemoradiotherapyと外科切除による集学的治

療の安全性と有効性の検討: Central Japan
Lung Study Group Trial 0801の中間報告

棚橋雅幸,  丹羽　宏,  大出泰久,  森　正一,  奥
村　栄,  塩野知志,  伊藤宏之,  矢野智紀,  重光

希公生,  平松義規,  東山聖彦,  横井香平

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

聖隷三方原病
院

呼吸器外科医育成のためのブタ自家肺葉移
植：呼吸器外科手術手技アドバンストセミナー

棚橋雅幸,  澤端章好,  千田雅之,  溝渕輝明,
清水公裕,  舟木壮一郎,  岡田守人,  丹羽　宏

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

間質性肺炎合併肺癌における術後急性増悪の
危険因子に関する検討

雪上晴弘,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

遊離肋軟骨にて閉鎖し得た肺全摘後主気管支
断端瘻の1例

渡邊拓弥,  川野　理,  深井一郎,  中前勝視,  矢
野智紀

第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

肺癌に対する胸腔鏡下肺部分切除術の工夫

3D lung partial resection－十分なマージン確保
と肺の変形を最小限に－

川野　理,  幸　大輔,  深井一郎 第31回日本呼吸器外科学会総

会,  2014年5月29-30日(東京)
2014年5月30日

愛知県がんセン
ター中央病院

A randomized phase II study evaluating the use
of prydoxine to prevent hand-foot syndrome
associated with capecitabine therapy for
advanced or metastatic breast cancer.

Yoshimura A, Iwata H, Hayashi T, Kobayashi N,
Saito K, Tsuneizumi M, Sawaki M, Hattori M,
Nakada T, Yokota I, Toyama T

The 50th Annual meeting of
American Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May30-Jun3,
2014(Chicago/U.S.A.)

2014年5月30日

愛知県がんセン
ター中央病院

Randomized phase II study of weekly paclitaxel
with or without carboplatin followed by
cyclophosphamide/epirubicin/5-fluorouracil as
neoadjuvant chemotherapy for stage II/IIIA

Tamura K,  Hashimoto J,  Tsuda H,  Yoshida M,
Yamauchi H,  Aogi K,  Shimizu S,  Iwata H,
Masuda N,  Yamamoto N,  Inoue K,  Ohno S,
Kuroi K,  Sukigara T,  Fujiwara Y,  Andoh M

The 50th Annual meeting of
American Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May30-Jun3,
2014(Chicago/U.S.A.)

2014年5月30日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

A randomized phase II study evaluating the use
of prydoxine to prevent hand-foot syndrome
associated with capecitabine therapy for
advanced or metastatic breast cancer

Yoshimura A,  Iwata H,  Hayashi T,  Kobayshi
N,  Saito K,  Tsuneizumi M,  Sawaki M,  Hattori
M,  Nakata T,  Yokota I,  Toyama T

The 50th Annual meeting of
American Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May30-Jun3,
2014(Chicago/U.S.A.)

2014年6月2日

大学 腫瘍・免
疫外科学

< Poster Highlights Session>Association of the
single nucleotide polymorphism TNRC9
rs3803662 on mammographic density and
estrogen receptor-positive breast cancer risk in

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

The 50th Annual meeting of
American Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May30-Jun3,
2014(Chicago/U.S.A)

2014年6月2日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Randomized phase III study of Taxane versus
TS-1 as first-line treatment for metastatic breast
cancer (SELECT BC)

Hara F,  Matsubara N,  Saito T,  Takano T,  Park
Y,  Toyama T,  Hozumi Y,  Tsurutani J,  Imoto
S,  Takashima T,  Watanabe T,  Sagara Y,
Nishimura R,  Ohashi Y,  Mukai H

The 50th Annual meeting of
American Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May30-Jun3,
2014(Chicago/U.S.A.)

2014年6月3日

大学 腫瘍・免
疫外科学

A randomized phase II study evaluating the use
of pyridoxine to prevent hand-foot syndrome
associated with capecitabine therapy for
advanced or metastatic breast cancer

Yoshimura A,  Iwata H,  Hayashi T,  Kobayshi
N,  Saito S,  Tsuneizumi M,  Sawaki M,  Hattori
M,  Nakata T,  Yokota I,  Toyama T

The 50th Annual meeting of
American Society of Clinical
Oncology(ASCO),  May30-Jun3,
2014(Chicago/U.S.A.)

2014年6月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

TAPP手術における腹膜剥離の工夫－円錐か
ら円柱へのスパイラル腹膜剥離法－　要望演題
「匠の技」

早川哲史 第12回日本ヘルニア学会学術集

会,  2014年6月6-7日(東京)
2014年6月6日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡診断によるJHS鼠径部ヘルニア分類　特

別ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「JHS分類」

野澤雅之,  江坂和大,  川崎篤史,  櫻庭一馬,
嶋田　元,  豊田秀一,  早川俊輔,  文元雄一,  細
野雅義,  山本和幸

第12回日本ヘルニア学会学術集

会,  2014年6月6-7日(東京)
2014年6月6日

刈谷豊田総合
病院

当院における腹壁瘢痕ヘルニアの治療成績　ｼ
ﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2「腹壁瘢痕ヘルニア・High volumeが
語るskill & trap」

中村謙一,  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,  加藤知克,
牛込　創,  渡邊貴洋,  安田　顕,  山本　稔,  清
水保延,  田中守嗣

第12回日本ヘルニア学会学術集

会,  2014年6月6-7日(東京)
2014年6月6日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡診断によるJHS鼡径部ヘルニア分類　特

別ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ1「JHS分類」

早川俊輔,  早川哲史,  野々山敬介,  松井琢哉,
加藤知克,  牛込　創,  中村謙一,  渡邊貴洋,  安
田　顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中
守嗣

第12回日本ヘルニア学会学術集

会,  2014年6月6-7日(東京)
2014年6月6日

刈谷豊田総合
病院

当院における高齢者に対するTAPP法の検討

ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ5「腹腔鏡・困難への挑戦と工夫1」
早川俊輔,  早川哲史,  野々山敬介,  松井琢哉,
加藤知克,  牛込　創,  中村謙一,  渡邊貴洋,  安
田　顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中
守嗣

第12回日本ヘルニア学会学術集

会,  2014年6月6-7日(東京)
2014年6月7日

刈谷豊田総合
病院

LPEC法のピットフォール　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ10
「小児ヘルニア　LPEC法のピットフォール」

清水保延,  田中守嗣,  早川哲史,  北上英彦,
山本　稔,  安田　顕,  中村謙一,  渡邊貴洋,  牛
込　創,  加藤知克,  小田梨紗,  早川俊輔,  松井

琢哉,  野々山敬介

第12回日本ヘルニア学会学術集

会,  2014年6月6-7日(東京)
2014年6月7日

大学　消化器外
科学

膵癌におけるGemcitabine耐性に対する

chemokine signalの役割の検討　要望演題(ﾎﾟｽ
ﾀｰ)42「肝胆膵疾患におけるトランスレーショナ

ルリサーチ2」

松尾洋一,  柴田孝弥,  森本　守,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  社本智也,  高橋広城,  岡田祐二,  小出

修司,  越智靖夫,  安田　顕,  今神　透,  竹山廣
光

第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月12日

藤田保健衛生
大学

正常肝に発生した門脈腫瘍塞栓を伴う巨大肝
細胞癌の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

第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月13日

名古屋徳洲会
総合病院

細径鉗子を用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術 高山　悟 第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月13日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病院
消化器外科

Da Vinci Siを用いたClamp Crushing Technique
による肝外側区域切除の実際

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

第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月13日

松波総合病院
消化器外科

若年発症のリンパ節転移を伴う非機能性膵内
分泌腫瘍の1切除例

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

第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月13日

東部医療セン
ター

急速に術後再発をきたした胆嚢印環細胞癌の1
例

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

第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月13日

大学　消化器外
科学

膵癌におけるnatural productの効果の検討 社本智也,  松尾洋一,  今神　透,  溝口公士,  坪
井　謙,  柴田孝弥,  森本　守,  高橋広城,  竹山
廣光

第26回日本肝胆膵外科学会学術

集会,  2014年6月11-13日(和歌山)
2014年6月13日

トヨタ記念病院 肝嚢胞の経過観察中に増大傾向を認めた粘液
産生性腺癌の1例

伊藤　直,  春木伸裕,  北川　諭,  傳田悠貴,  加
藤　瑛,  上本康明,  村瀬寛倫,  高須惟人,  原田

幸志朗,  呉原裕樹,  辻　秀樹

日本消化器病学会東海支部第
120回例会,  2014年6月14日(岐
阜)

2014年6月14日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡手術が診断に有用であった膵周囲
Cystic Lymphangiomaの一例

佐藤崇文,  松尾洋一,  社本智也,  坪井　謙,  森
本　守,  柴田孝弥,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
120回例会,  2014年6月14日(岐
阜)

2014年6月14日

大学　消化器外
科学

胃癌大腸転移の1例 田中達也,  木村昌弘,  石黒秀行,  若杉健弘,
宮井博隆,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
120回例会,  2014年6月14日(岐
阜)

2014年6月14日

大学　消化器外
科学

胃･大腸に穿破した膵IPMN由来粘液癌の一例 梅村修一郎,  内藤　格,  加藤晃久,  堀　寧,  近
藤　啓,  西　祐二,  清水周哉,  宮部勝之,  林
香月,  中沢貴弘,  松尾洋一,  竹山廣光,  城　卓
志

日本消化器病学会東海支部第
120回例会,  2014年6月14日(岐
阜)

2014年6月14日

知多厚生病院
消化器外科

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,  杉戸伸好,  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,  2014年6月15
日(名古屋)

2014年6月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　心臓血管
外科学

脳合併症を伴う活動期感染性心内膜炎に対す
る外科的治療の至適時期の検討

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

第57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月20日

刈谷豊田総合
病院

血胸で発見された右大腿原発悪性軟部腫瘍の
1例

小田梨紗,  水野幸太郎,  坂根理司,  松井琢哉,
山田　健

第57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月19日

大学 腫瘍・免
疫外科学

肺葉内分画症に対し胸腔鏡下肺葉切除術を施
行した一例

奥田勝裕,  矢野智紀,  佐々木秀文,  森山　悟,
羽田裕司,  彦坂　雄,  設楽将之,  立松　勉,  鈴
木あゆみ,  藤井義敬

第57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月19日

大学 腫瘍・免
疫外科学

肺癌に対する区域気管支形成を伴う肺区域切
除術

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

第57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月19日

聖隷三方原病
院

肺尖部胸壁浸潤肺癌に対する術前化学放射線
療法とアプローチの工夫

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57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月19日

聖隷三方原病
院

<教育ｾﾐﾅｰⅢ:呼吸器>パンコースト肺癌の外
科治療

丹羽　宏 第57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月19日

大学 腫瘍・免
疫外科学

甲状腺乳頭癌術後、前縦隔転移に対して胸腔
鏡下切除術を施行した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57回関西胸部外科学会学術集

会,  2014年6月19-20日(大阪)
2014年6月20日

名古屋徳洲会
総合病院

緩和ケア病床の開設とそこから見えてくる地域
連携の問題点

坂本雅樹 第19回日本緩和医療学会学術大

会,  2014年6月19-21日(神戸)
2014年6月21日

名古屋徳洲会
総合病院

A病院周辺の訪問看護ステーションにおける緩
和ケアの提供状況と問題点

大橋純子,  坂本雅樹,  油谷恵美子,  大西麻理

子,  吉森加代子,  中島梨沙

第19回日本緩和医療学会学術大

会,  2014年6月19-21日(神戸)
2014年6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

コンフォート指示(症状緩和に関わる包括的臨

時指示)の有効性に関する報告

大橋純子,  坂本雅樹,  油谷恵美子,  大西麻理

子,  吉森加代子,  中島梨沙

第19回日本緩和医療学会学術大

会,  2014年6月19-21日(神戸)
2014年6月21日

刈谷豊田総合
病院

中縦隔発生MALTリンパ腫の1切除例 小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第105回日本呼吸器学会東海地

方会,  2014年6月21-22日(名古屋)
2014年6月22日

刈谷豊田総合
病院

Clinical outcome of laparoscopic surgery for
small bowel obstruction

Nakamura K,  Kitagami H,  Aoyama Y,  Kato T,
Ushigome H,  Watanabe T,  Yamamoto M,
Shimizu Y,  Hayakawa T,  Tanaka M

14th World Congress of
Endoscopic Surgery (SAGES),
Jun25-28,   2014(Paris/France)

2014年6月25日

刈谷豊田総合
病院

Evaluation of the delta-shaped anastomosis in
laparoscopic distal gastrectomy

Kitagami H,  Nakamura K,  Aoyama Y,  Kato T,
Ushigome H,  Watanabe T,  Yasuda A,
Yamamoto M,  Shimizu Y,  Hayakawa T,
Tanaka M

14th World Congress of
Endoscopic Surgery (SAGES),
Jun25-28,   2014(Paris/France)

2014年6月25日

豊川市民病院 Emergency Laparoscopic Hernia Repair
(Transabdominal Preperitoneal Approach) for
Incarcerated Femoral Hernias

Aoyama Y, Kitagami H, Nakamura K, Harata S,
Ueno S, Ando N, Katada T, Takashima N,
Teranishi F, Shinoda N, Hayakawa T, Tanaka M

14th World Congress of
Endoscopic Surgery (SAGES),
Jun25-28,   2014(Paris/France)

2014年6月27日

大学　消化器外
科学

胃管作製の工夫 田中達也,  木村昌弘,  石黒秀行,  小川　了,  溝
口公士,  竹山廣光

第68回日本食道学会学術集会,
2014年7月3-4日(東京)

2014年7月3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
の有用性

石黒秀行,  木村昌弘,  小川　了,  田中達也,  溝
口公士,  竹山廣光

第68回日本食道学会学術集会,
2014年7月3-4日(東京)

2014年7月4日

大学　消化器外
科学

エイコサペンタ塩酸(EPA)の食道癌に対する増
殖抑制効果

溝口公士,  石黒秀行,  木村昌弘,  小川　了,  田
中達也,  竹山廣光

第68回日本食道学会学術集会,
2014年7月3-4日(東京)

2014年7月4日

松波総合病院
消化器外科

当院におけるStageⅡ、Ⅲ高齢者大腸癌に対す
る腹腔鏡下手術の治療成績

柴田直史,  小林建司,  水藤元武,  佐藤怜央,
安藤菜奈子,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第81回大腸癌研究会,  2014年7
月4日(名古屋)

2014年7月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
静岡がんセン
ター

高齢者大腸癌(75歳以上)手術における短期成
績の検討

佐藤力弥,  塩見明生,  絹笠祐介,  山口智弘,
富岡寛行,  賀川弘康,  山川雄士,  佐藤純人,
岡ゆりか,  古谷晃伸,  仲井　希,  村田飛鳥,  山
岡雄祐,  眞部祥一,  桐上由利子

第81回大腸癌研究会,  2014年7
月4日(名古屋)

2014年7月4日

大学　消化器外
科学

POSSUMを用いた、高齢者大腸癌患者治療に
おける死亡率の評価と比較

坪井　謙,  原　賢康,  高橋広城,  竹山廣光 第81回大腸癌研究会,  2014年7
月4日(名古屋)

2014年7月4日

藤田保健衛生
大学　小児外科

ERBDが有用であった外傷性十二指腸壁内血
腫の一例

渡邉俊介,  直江篤樹,  宇賀菜緒子,  安井稔博,
日比将人,  原普二夫,  鈴木達也

第41回日本小児内視鏡研究会,
2014年7月5日(大阪)

2014年7月5日

愛知県がんセン
ター中央病院

理学的完全寛解(pCR)の定義毎にみた術前画

像でのpCR予測精度

服部正也,  市川茉莉,  藤田崇史,  澤木正孝,
近藤直人,  堀尾章代,  谷田部恭,  岩田広治

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月10日

愛知県がんセン
ター中央病院

術中標本マンモグラフィ(SMMG)の有用性につ
いて

久田知可,  近藤直人,  藤田崇史,  澤木正孝,
服部正也,  吉村章代,  権藤なおみ,  市川茉莉,
安立弥生,  石黒淳子,  小谷はるる,  岩田広治

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月10日

刈谷豊田総合
病院

Pseudoangiomatous stromal hyperplasia(PASH)
を伴った乳腺巨大腫瘤の１例

川口暢子,  加藤克己,  内藤明広,  西本真弓 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月10日

刈谷豊田総合
病院

術前化学療法（ＮＡＣ）の前後によるエラストスコ
アの比較と検討

西本真弓,  加藤克己,  内藤明広,  川口暢子 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月10日

大学 腫瘍・免
疫外科学

手術時の月経周期(血清エストロゲン濃度)が乳

癌組織のPgR発現および増殖関連因子に及ぼ
す影響について

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22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月10日

トヨタ記念病院 パクリタキセル療法にてPD後、ベバシズマブ+
パクリタキセル療法が有効であった再発乳癌の
一例

川瀬麻衣,  伊藤和子,  上本康明 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 腫瘍・免
疫外科学

HER2陰性乳癌におけるHER2 activating
mutationについての検討

遠藤友美,  山下啓子,  高橋 智,  吉本信保,  浅
野倫子,  波戸ゆかり,  董 宇,  藤井義敬,  遠山
竜也

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

愛知県がんセン
ター中央病院
乳腺科

遺伝性乳がん卵巣がん症候群を疑う患者に対
する遺伝カウンセリングと予防的両側卵巣卵管
切除の有用性の検討

吉村章代,  藤田崇史,  澤木正孝,  近藤直人,
服部正也,  権藤なおみ,  井戸田愛,  市川茉莉,
安立弥生,  石黒淳子,  小谷はるる,  久田知可,
岩田広治

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

愛知県がんセン
ター中央病院

ホルモン受容体陽性の浸潤性小葉癌と浸潤性
乳管癌の再発、予後の比較検討

安立弥生,  藤田崇史,  澤木正孝,  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,  石黒淳子,  小谷はるる,  久田知可,
岩田広治

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

大学 腫瘍・免
疫外科学

乳癌に対するセンチネルリンパ節転移陽性症
例への対応

波戸ゆかり,  吉本信保,  遠藤友美,  浅野倫子,
遠山竜也

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

刈谷豊田総合
病院

ベマシズマブ（ＡＶＡ）＋パクリタキセル（ＰＴＸ）
による発声障害・dysphoniaについて

加藤克己,  内藤明広,  川口暢子,  西本真弓 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

大学 腫瘍・免
疫外科学

<シンポジウム7 ホルモン療法(進行再発乳癌)>
閉経前進行・再発乳癌のホルモン療法

遠山竜也 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

大学 腫瘍・免
疫外科学

<厳選口演>閉経前女性におけるエストロゲン合

成酵素CYP17A1の一塩基多型 rs743572が血
清テストステロンに与える影響

吉本信保,  西山　毅,  山下啓子,  高橋　智,  白
木法雄,  杉浦博士,  遠藤友美,  岩佐麻衣,  浅
野倫子,  波戸ゆかり,  藤井義敬,  遠山竜也

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

知多厚生病院
乳腺外科

地域病院における乳がん診断後の患者行動様
式の検討

保里惠一 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月11日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

当院におけるホルモン感受性乳癌における
Capecitabine + cyclophosphamide（XC）療法の
使用経験

三田圭子,  柄松章司 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 乳癌初再発の発見状況についての検討 伊藤和子,  川瀬麻衣,  上本康明 第22回日本乳癌学会学術総会,

2014年7月10-12日(大阪)
2014年7月12日

愛知県がんセン
ター中央病院

当院における術後薬物療法の基準と今回の改
訂のついての検討

石黒淳子,  澤木正孝,  服部正也,  近藤直人,
久田知可,  小谷はるる,  安立弥生,  岩田広治

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月12日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

閉経後再発乳がんに対する高用量toremifene
治療の検討

柄松章司 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月12日

名古屋市立西
部医療センター

当院における術前化学療法症例の検討 杉浦博士,  西川さや香,  佐藤慎哉,  白木法雄,
川口暢子,  安藤由明,  田中宏紀,  遠山竜也,
小林俊三

第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月12日

刈谷豊田総合
病院

Mohsペーストによる局所処置と化学療法、内分
泌療法が有用であった進行浸潤性微小乳頭癌
の１例

内藤明広,  加藤克己,  川口暢子,  西本真弓 第22回日本乳癌学会学術総会,
2014年7月10-12日(大阪)

2014年7月12日

大学　消化器外
科学

IL-6による癌間質相互作用と癌増殖、並びに

bavacizumab耐性

原　賢康,  長﨑高也,  志賀一慶,  竹山廣光 第23回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2014年7月10-11日(金
沢)

2014年7月10日

大学　消化器外
科学

膵癌血管新生にK-ras変異が及ぼす影響 松尾洋一,  柴田孝弥,  森本　守,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  社本智也,  高橋広城,  若杉健弘,  石黒

秀行,  木村昌弘,  竹山廣光

第23回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2014年7月10-11日(金
沢)

2014年7月10日

大学　消化器外
科学

胃癌において単球はIL-1ra分泌を減少させ血
管新生を亢進させる

坪井　謙,  松尾洋一,  森本　守,  社本智也,  佐
藤崇文,  柴田孝弥,  高橋広城,  若杉健弘,  石
黒秀行,  木村昌弘,  竹山廣光

第23回日本がん転移学会学術集

会･総会,  2014年7月10-11日(金
沢)

2014年7月10日

大学　消化器外
科学

natural productが膵癌血管新生および浸潤に
及ぼす効果の検討

社本智也,  松尾洋一,  溝口公士,  柴田孝弥,
坪井　謙,  森本　守,  坂本宣弘,  高橋広城,  木
村昌弘,  竹山廣光

第45回日本膵臓学会大会,  2014
年7月11-12日(北九州)

2014年7月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

亜全胃温存膵頭十二指腸切除術後に合併した
MRSA腸腰筋膿瘍の1例

柴田孝弥,  松尾洋一,  社本智也,  竹山廣光,
岡田祐二

第45回日本膵臓学会大会,  2014
年7月11-12日(北九州)

2014年7月12日

大学　消化器外
科学

膵癌における発癌とNF-κBの関与 松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  越
智靖夫,  安田　顕,  沢井博純,  岡田祐二,  竹山
廣光

第45回日本膵臓学会大会,  2014
年7月11-12日(北九州)

2014年7月11日

刈谷豊田総合
病院

食道気管支瘻の1例 水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田　健 第47回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2014年7月12日(名古

屋)

2014年7月12日

聖隷三方原病
院

左主気管支内腔にポリープ状に存在した異所
性骨化の1例

雪上晴弘,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第47回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2014年7月12日(名古

屋)

2014年7月12日

名古屋徳洲会
総合病院

総胆管結石に対する術中EST　要望ﾋﾞﾃﾞｵ5「腹
腔鏡下胆道手術の工夫」

高山　悟,  林　祐一,  今藤裕之,  永井進吾,  坂
本雅樹

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月16日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃全摘術再建術の再建法－OverLap
吻合の工夫－　要望ﾋﾞﾃﾞｵ7「腹腔鏡補助下胃

全摘術　再建方法の工夫1」

北上英彦,  中村謙一,  渡邊貴洋,  加藤知克,
牛込　創,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  早
川哲史,  田中守嗣

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月16日

静岡がんセン
ター

大動脈周囲リンパ節転移陽性大腸癌に対する
外科的切除の意義　要望演題5「他臓器転移を

伴う大腸癌の治療戦略2」

仲井　希,  山口智弘,  佐藤純人,  山川雄士,  賀
川弘康,  富岡寛行,  塩見明生,  寺島雅典,  上
坂克彦,  絹笠祐介

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月16日

大学　消化器外
科学

進行・再発大腸癌に対するXELOX+BV療法施

行例のコホート研究(中間報告)　企画関連口演

2「ガイドラインの検証2」

佐藤幹則,  高橋広城,  小林建司,  寺下幸夫,
山本　稔,  篠田憲幸,  谷脇　聡,  福井拓治,  春
木伸裕,  竹山廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月16日

大学　消化器外
科学

横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の手術成績
と予後についての検討

森本　守,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  山
本　稔,  牛込　創,  加藤知克,  松尾洋一,  竹山
廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

cStageI期胃癌に対する幽門側胃切除術の再建
法による体組成変化の違い

川邉泰一,  長　晴彦,  藤川寛人,  幕内洋介,  若
杉健弘,  佐藤　勉,  尾形高士,  利野　靖,  益田

宗孝,  吉川貴己

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月16日

西部医療セン
ター

大腸膀胱瘻の6例 上田悟郎,  三井　章,  榊原堅式,  杉浦弘典,  長
縄康浩,  鈴木卓弥,  桑原義之

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

名古屋徳洲会
総合病院

外科病棟内に開設した緩和ケア病床の試み
要望演題38「緩和治療における消化器外科医

の役割2」

坂本雅樹,  大橋純子,  林　祐一,  永井進吾,  今
藤裕之,  高山　悟

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

刈谷豊田総合
病院

胃癌穿孔4症例の検討 渡邊貴洋,  北上英彦,  加藤知克,  中村謙一,
安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  早川哲史,  田
中守嗣

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

刈谷豊田総合
病院

外科的治療にて軽快した膵頭十二指腸切除術
後閉塞性膵炎の3例

田中守嗣,  中村謙一,  加藤知克,  牛込　創,  渡
邊貴洋,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  北上

英彦,  早川哲史

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

松波総合病院
消化器外科

当院における大腸癌腹膜転移の治療戦略　要
望演題24「消化器癌腹膜播腫に対する治療戦

略1」

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69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

松波総合病院
消化器外科

当院における大腸癌イレウスの治療戦略　要望
演題34「大腸癌イレウスの治療戦略6」

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69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

大学　消化器外
科学

大腸癌においてNOTCH1がベータカテニン核
移行に関与する

石黒秀行,  木村昌弘,  佐藤幹則,  松尾洋一,
高橋広城,  原　賢康,  小川　了,  田中達也,  溝
口公士,  竹山廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17日

大学　消化器外
科学

stage IV大腸癌患者の生存率、bevacizumab感
受性に対するrisk factorとしての血中IL-6値　企

画関連口演55「消化器癌個別化治療2」

原　賢康,  長﨑高也,  高橋広城,  佐藤幹則,  木
村昌弘,  竹山廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月17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を使用した系統的肝切

除術　要望ﾋﾞﾃﾞｵ37「腹腔鏡下肝切除術の適応

拡大1」

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69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

西部医療セン
ター

Hemi-Double stapling法を用いた噴門側胃切除
後の再建術

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

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

刈谷豊田総合
病院

術者･助手の鉗子展開方向と発生学的層構造
を重要視した細径結腸右半切除術　要望ﾋﾞﾃﾞｵ
35「腹腔鏡下右側切除術の要点4」

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  清水保延,  安
田　顕,  牛込　創,  渡邊貴洋,  加藤知克,  中村

謙一,  早川俊輔

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

刈谷豊田総合
病院

Hinchey分類を用いた大腸憩室穿孔の治療戦
略の検討

早川俊輔,  田中守嗣,  早川哲史,  牛込　創,  中
村謙一,  渡邊貴洋,  安田　顕,  山本　稔,  北上

英彦,  清水保延

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下大腸手術の周術期感染症対策－主
治医の評価によるSSIサーベイランス導入効果

について－　企画関連口演103「周術期感染症

の頻度と対策5」

山本　稔,  田中守嗣,  加藤知克,  牛込　創,  渡
邊貴洋,  中村謙一,  安田　顕,  北上英彦,  清水

保延,  早川哲史

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

刈谷豊田総合
病院

水腫を合併した小児鼠径ヘルニア症例に対す
るLPEC法の有用性と注意点

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

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

刈谷豊田総合
病院

当科における腹腔鏡下ヘルニア修復術の検討
要望ﾋﾞﾃﾞｵ43「私が推奨するヘルニア術式5」

中村謙一,  加藤知克,  牛込　創,  渡邊貴洋,  安
田　顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  早川

哲史,  田中守嗣

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

松波総合病院
消化器外科

腹腔鏡下右側結腸切除術の要点と定型化　要
望ﾋﾞﾃﾞｵ36「腹腔鏡下右側結腸切除術の要点5」

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69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

大学　消化器外
科学

Radial型の縫合器を併用した胃管作成法 木村昌弘,  石黒秀行,  小川　了,  田中達也,  齋
藤慎一郎,  溝口公士,  竹山廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

食道癌の増殖能に対するエイコサペンタエン酸
(EPA)が及ぼす影響

溝口公士,  石黒秀行,  木村昌弘,  小川　了,  田
中達也,  竹山廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

大学　消化器外
科学

癌間質相互作用からみた胃癌血管新生におけ
るサイトカインネットワークの役割

松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  森
本　守,  高橋広城,  石黒秀行,  若杉健弘,  木村

昌弘,  竹山廣光

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

大学　消化器外
科学

上部早期胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃
切除後のOrVilTMを用いた極小残胃空腸吻合
術の安全性と忍容性

若杉健弘,  村田一平,  川邉泰一,  藤川寛人,
幕内洋介,  佐藤　勉,  尾形高士,  長　晴彦,  吉
川貴己

第69回日本消化器外科学会総

会,  2014年7月16-18日(郡山)
2014年7月18日

大学 腫瘍・免
疫外科学

<プレナリーセッション>Current Perspective of
Chemotherapy in metastatic breast cancer: New
Evidence from SELECT BC trial

Tsurutani J,  Hara F,  Matsubara N,  Saito T,
Takano T,  Park Y,  Toyama T,  Hozumi Y,
Imoto S,  Takashima T,  Watanabe T,  Sagara Y,
Nishimura R,  Ohashi Y,  Mukai H

第12回日本臨床腫瘍学会学術総

会,  2014年7月17-19日(福岡)
2014年7月17日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳癌術前薬物療法によるさらなる縮小手術の可
能性

服部正也，市川茉莉，藤田崇史，澤木正孝，近
藤直人，堀尾章代，権藤なおみ，安藤正志，岩
田広治

第12回日本臨床腫瘍学会学術総

会,  2014年7月17-19日(福岡)
2014年7月18日

愛知県がんセン
ター中央病院

エリブリン治療終了後の新規遠隔転移の出現
率と次化学療法の治療効果についての検討

安立弥生,  服部正也,  安藤正志,  藤田崇史,
澤木正孝,  近藤直人,  堀尾章代,  岩田広治

第12回日本臨床腫瘍学会学術総

会,  2014年7月17-19日(福岡)
2014年7月18日

大学 腫瘍・免
疫外科学

<ワークショップ5：乳がん術前薬物療法の現況

と今後の発展>エストロゲン受容体陽性乳癌に
対する術前薬物療法について

遠山竜也,  吉本信保,  遠藤友美,  浅野倫子,
波戸ゆかり,  山下啓子

第12回日本臨床腫瘍学会学術総

会,  2014年7月17-19日(福岡)
2014年7月18日

刈谷豊田総合
病院

AISを合併した前縦隔嚢胞の1切除例 小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第36回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

豊川市民病院 放射線治療後10年を経て穿孔した放射線性腸

炎の1例
上野修平,  篠田憲幸,  寺西　太,  髙嶋伸宏,  堅
田武保,  牛込　創,  青山佳永,  原田真之資,  齋
藤正樹,  西田　勉,  彦坂　雄,  柄松章司,  三田

佳子,  佐々木信義

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病院 2箇所での魚骨腸管穿孔の1例 齋藤正樹,  篠田憲幸,  寺西　太,  髙嶋伸宏,  堅

田武保,  牛込　創,  青山佳永,  上野修平,  原田

真之資,  柄松章司,  三田佳子,  彦坂　雄,  西田

勉,  佐々木信義

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

豊川市民病院 超音波下徒手整復後に小腸穿孔を来した閉鎖
孔ヘルニアの1例

原田真之資,  篠田憲幸,  寺西　太,  髙嶋伸宏,
堅田武保,  牛込　創,  青山佳永,  上野修平,  齋
藤正樹,  柄松章司,  三田佳子,  彦坂　雄,  西田

勉,  佐々木信義

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

刈谷豊田総合
病院

Cytomegalovirus感染に伴う盲腸潰瘍穿孔の1
例

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

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

東部医療セン
ター

術前に診断を確定し得た小腸GISTに対して腹

腔鏡下手術を施行した1例
森洋一郎,  谷脇　聡,  羽藤誠記,  柴田康行,  友
田佳介,  越智靖夫,  遠藤克彦,  長﨑高也,  齊
藤健太,  大見　関

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

大学　消化器外
科学

腹膜播腫による直腸狭窄をきたした肺癌の一例 中屋誠一,  高橋広城,  木村昌弘,  松尾洋一,
石黒秀行,  若杉健弘,  原　賢康,  坂本宣弘,  宮
井博隆,  田中達也,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本

智也,  竹山廣光

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

大学　消化器外
科学

複数の領域から血管支配を受けた巨大小腸
GISTの1例

社本智也,  松尾洋一,  中屋誠一,  坪井　謙,  柴
田孝弥,  田中達也,  宮井博隆,  坂本宣弘,  原
賢康,  高橋広城,  若杉健弘,  石黒秀行,  木村

昌弘,  竹山廣光

第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡が有用であったupside down stomach
(UDS)を呈する食道穿孔ヘルニア合併胃癌の1
例

若杉健弘 第42回愛知臨床外科学会,  2014
年7月21日(名古屋)

2014年7月21日

大学　消化器外
科学

特別講演「がんと栄養」 竹山廣光 日本消化器病学会関東支部第
330回例会,  2014年7月26日(東
京)

2014年7月26日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種例に対する徐放化抗癌剤腹腔内
投与：化学療法中の腹水制御を目指した
Liposome-Carboplatinの検討

水野　勇,  四ツ柳智久,  石田理子,  毛利紀章,
安井　保,  佐本洋介,  佐藤篤司,  神谷保廣,  竹
山廣光

第30回日本DDS学会学術集会,
2014年7月30-31日(東京)

2014年7月31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

当院における乳腺原発葉状腫瘍の長期成績の
検討

久田知可,  近藤直人,  藤田崇史,  澤木正孝,
服部正也,  吉村章代,  小泉圭,  市川茉莉,  安
立弥生,  石黒淳子,  小谷はるる,  岩田広治

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月28日

大学 腫瘍・免
疫外科学

転移・再発乳癌に対するタキサン系薬剤とTS-1
の無作為化比較第3相試験(SELECT-BC)

穂積康夫,  高島　勉,  原　文堅,  相良吉昭,  渡
辺隆紀,  鶴谷純司,  井本　滋,  西村令喜,  高野

利実,  朴　英進,  遠山竜也,  斎藤　毅,  松原伸

晃,  大橋靖雄,  向井博文

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月28日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌肝転移の肝切後、残肝再発防止を目指し
た徐放化抗癌剤の動注, 門注の遠隔治療効果

水野　勇,  石田理子,  今藤裕之,  佐本洋介,  角
田直樹,  寺西　太,  佐藤篤司,  神谷保廣,  小熊

孔明,  竹山廣光,  四ツ柳智久

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月28日

松波総合病院
消化器外科

高齢者切除不能進行再発大腸癌に対する
Capecitabine単独治療の検証

小林建司,  佐藤怜央,  柴田直史,  花立史香,
板津直美,  花村菜月,  横山英典,  松本利恵,
松波英寿

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月29日

大学　消化器外
科学

血中IL-6値が再発非切除大腸癌患者の生存並

びにbevacizumab感受性に影響する

原　賢康,  長﨑高也,  高橋広城,  佐藤幹則,  木
村昌弘,  竹山廣光

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月29日

愛知県がんセン
ター中央病院

HER2陽性進行再発乳癌におけるT-DM1治療

後の抗HER2療法の効果

服部正也,  藤田崇史,  澤木正孝,  近藤直人,
堀尾章代,  安藤正志,  岩田広治

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月30日

大学　消化器外
科学

オキザリプラチン含有大腸癌化学療法時の味
覚障害の検討

中屋誠一,  今神　透,  原　賢康,  高橋広城,  佐
藤幹則,  木村昌弘,  竹山廣光

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月30日

大学　消化器外
科学

膵癌発癌におけるNF-κB活性の役割 松尾洋一,  柴田孝弥,  森本　守,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  社本智也,  高橋広城,  越智靖夫,  安田

顕,  若杉健弘,  石黒秀行,  木村昌弘,  竹山廣
光

第52回日本癌治療学会学術集

会,  2014年8月28-30日(横浜)
2014年8月30日

足助病院 褥瘡有病率の検討から見えた新たな予防対策
への取組み

林　美往,   永田　治,   大山君代,   佐藤崇文 第16回日本褥瘡学会学術集会,
2014年8月29-30日(名古屋)

2014年8月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
足助病院 bFGFの投与が褥瘡の治療期間に与える影響 永田　治,  林　美往,   大山君代,   佐藤崇文 第16回日本褥瘡学会学術集会,

2014年8月29-30日(名古屋)
2014年8月29日

第一なるみ病院 ポケットを有する褥瘡に対する、テーピングを主
とした保存的治療の経験

藤井　康,  横井慶子,  堀加代子 第16回日本褥瘡学会学術集会,
2014年8月29-30日(名古屋)

2014年8月30日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

当院におけるMG検診発見乳がんの検討 柄松章司 第55回日本人間ドック学会,  2014
年9月4-5日(博多)

2014年9月4日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Thymoma patients with pleural
dissemination:Nationwide retrospective study of
136 cases in Japan

Okuda K,  Yano M,  Yoshino I,  Okumura M,
Higashiyama M,  Suzuki K,  Tsuchida M,
Usuda J,  Sasaki H,  Moriyama S,  Hikosaka Y,
Shitara M,  Tatematsu T,  Fujii Y

5th International Thymic
Malignancy Interest Group Annual
Meeting,  Sep5-6,
2014(Antwerp/Belgium)

2014年9月5日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Genetic Profiling of Thymic Carcinoma Using
Targeted Next-Generation Sequencing

Shitara M,  Okuda K,  Suzuki A,  Tatematsu T,
Hikosaka Y,  Moriyama S,  Sasaki H,  Yano M,
Fujii Y?

5th International Thymic
Malignancy Interest Group Annual
Meeting,  Sep5-6,
2014(Antwerp/Belgium)

2014年9月5日

都立駒込病院 Subsequent endocrine therapy after resistance to
ethinylestradiol treatment for the late-stage
metastatic breast cancer: A retrospective cohort
study

Yamashita T,  Yamamoto Y,  Yamamoto-Ibusuki
M,  Inao T,  Hayashi M,  Sueta A,  Takeshita T,
Kuroi K,  Iwase H

ASCO 2014 Breast Cancer
Symposium,  Sep4-6,  2014(San
Francisco/U.S.A.)

2014年9月5日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

Modified MNA-SF－change cut-off points in
CC and BMI－2nd report

Hasegawa M,  Momoki C,  Nakatsukasa R,
Mizuno T,  Fujitani A,  Mochizuki H,  Yasutake
K

36th The European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN),  Sep6-9,
2014(Geneva/Switzerland)

2014年9月7日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

Optimal protein concentration in tube-feeding
formula

Kikuchi M,  Hasegawa M,  Hayashi Y 36th The European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN),  Sep6-9,
2014(Geneva/Switzerland)

2014年9月8日

刈谷豊田総合
病院高浜分院

The usefulness of ⊿CC Hasegawa M,  Momoki C,  Nakatsukasa R,
Takada T

36th The European Society for
Clinical Nutrition and Metabolism
(ESPEN),  Sep6-9,
2014(Geneva/Switzerland)

2014年9月8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

腹部造影超音波検査が有用であった生体肝移
植後門脈体循環シャントの盗血の１例

安井稔博,  宇賀菜緒子,  直江篤樹,  渡邉俊介,
日比将人,  原普二夫,  鈴木達也

第50回日本移植学会総会,  2014
年9月10-12日(東京)

2014年9月11日

大学　心臓血管
外科学

小児心臓手術後ECMOにおける潜在的心移植
患者の考察

浅野實樹 第50回日本移植学会総会,  2014
年9月10-12日(東京)

2014年9月11日

愛知県がんセン
ター中央病院

Bevacizumabが著効し休薬が可能であった進行
再発乳癌症例

安立弥生,  近藤直人,  服部正也,  藤田崇史,
澤木正孝,  堀尾章代,  市川茉莉,  石黒淳子,
小谷はるる,  久田知可,  岩田広治

第11回日本乳癌学会中部地方

会,  2014年9月13-14日(岐阜)
2014年9月13日

愛知県がんセン
ター中央病院

乳癌癌性腹水患者に Bevacizumabを投与し 腹
水中VEGF値の低下した1例

石黒淳子,  澤木正孝,  服部正也,  近藤直人,
久田知可,  小谷はるる,  安立弥生,  岩田広治

第11回日本乳癌学会中部地方

会,  2014年9月13-14日(岐阜)
2014年9月13日

愛知県がんセン
ター中央病院

当院における人工物を用いた乳房再建術に対
する胸壁神経ブロックの使用経験

久田知可,  仲田純也,  奥村誠子,  近藤直人,
藤田崇史,  澤木正孝,  服部正也,  吉村章代,
小泉圭,  市川茉莉,  安立弥生,  石黒淳子,  小
谷はるる,  岩田広治

第11回日本乳癌学会中部地方

会,  2014年9月13-14日(岐阜)
2014年9月13日

名古屋市立西
部医療センター

ベバシズマブ、パクリタキセルが奏功した乳癌
膵転移の1例

西川さや香,  杉浦博士,  田中宏紀,  榊原堅式,
桑原義之,  中前勝視,  三井　章,  佐藤陽子,  杉
浦弘典,  幸大輔,  廣川高久,  鈴木卓弥,  新井

根洋,  上田悟郎,  安藤由明,  川口暢子,  白木

法雄,  小林俊三

第11回日本乳癌学会中部地方

会,  2014年9月13-14日(岐阜)
2014年9月13日

トヨタ記念病院 様々な理由により内分泌療法後に手術を行っ
た高齢者乳癌の検討

川瀬麻衣,  伊藤和子,  上本康明 第11回日本乳癌学会中部地方

会,  2014年9月13-14日(岐阜)
2014年9月13日

トヨタ記念病院 葉状腫瘍腋窩リンパ節転移の1例 上本康明,  川瀬麻衣,  伊藤和子 第11回日本乳癌学会中部地方

会,  2014年9月13-14日(岐阜)
2014年9月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

ラット非アルコール性脂肪肝炎関連肝発がんに
対するconnexin 32の役割とluteolinによる予防
効果

内木　綾,  佐川弘之,  加藤寛之,  鈴木周五,  山
下依子,  久野壽也,  竹山廣光,  高橋　智

第73回日本癌学会学術総会,
2014年9月25-27日(横浜)

2014年9月26日

大学　消化器外
科学

膵癌ゲムシタビン耐性に関わるケモカインシグ
ナルの役割

松尾洋一,  柴田孝弥,  社本智也,  坪井　謙,  森
本　守,  佐藤崇文,  高橋広城,  石黒秀行,  竹山
廣光

第73回日本癌学会学術総会,
2014年9月25-27日(横浜)

2014年9月26日

大学　消化器外
科学

Gemcitabine耐性膵癌に対するCXCR4アンタゴ
ニストの有効性

森本　守,  松尾洋一,  柴田孝弥,  佐藤崇文,  坪
井　謙,  社本智也,  竹山廣光

第73回日本癌学会学術総会,
2014年9月25-27日(横浜)

2014年9月26日

大学 腫瘍・免
疫外科学

<English Oral Session>HER2 mutation status in
Japanese HER2-negative breast cancer patients

遠藤友美,  董 宇,  吉本信保,  浅野倫子,  波戸

ゆかり,  山下啓子,  佐藤慎哉,  高橋 智,  藤井

義敬,  遠山竜也

第73回日本癌学会学術総会,
2014年9月25-27日(横浜)

2014年9月27日

大学 腫瘍・免
疫外科学

体幹部定位放射線治療後の局所再発肺癌に
対して肺葉切除術を施行した1例

森山　悟,  羽田裕司,  奥田勝裕,  立松　勉,  鈴
木あゆみ,  矢野智紀

第105回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年9月27日(名古

屋)

2014年9月27日

名古屋市立西
部医療センター

術前化学療法(CBDCA+nabPTC)により切除可

能となった、ｃT4(食道、椎体浸潤）肺癌の一例

中前勝視,  幸　大輔,  新井根洋,  秋田憲志,  山
羽悠介,  中野暁子,  仙石実鈴,  原　眞咲,  宮川

真依,  佐々木繁,  白木法雄,  北　大祐,  鈴木智

博,  馬場二三八,  山田真帆,  服部有希子,  萩
野浩幸,  岩田宏満,  橋本眞吾,  佐藤慎哉,  矢
野智紀

第105回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年9月27日(名古

屋)

2014年9月27日

刈谷豊田総合
病院

対側肺転移を認め二期的手術を施行した肺原
発肉腫の1例

小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第105回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年9月27日(名古

屋)

2014年9月27日

JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

右上葉切除後に生じた中葉無気肺の3例 渡邊拓弥,  川野　理,  深井一郎 第105回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年9月27日(名古

屋)

2014年9月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病院 肺紡錐細胞癌の1例 横田圭右,  斉藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右 第105回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年9月27日(名古

屋)

2014年9月27日

聖隷三方原病
院

急速な増大と腫瘍出血を来たした 横隔膜原発
滑膜肉腫の１例

藤野智大,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  設楽将之,  丹羽　宏

第105回日本肺癌学会中部支部

学術集会,  2014年9月27日(名古

屋)

2014年9月27日

大学　心臓血管
外科学

段階的フォンタン手術における到達および予後
規定因子の検討

浅野實樹,  松前秀和,  鵜飼知彦,  野村則和,
三島　晃

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年9月30日

刈谷豊田総合
病院

前縦隔腫瘍に対するアプローチの検討 水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田　健 第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月1日

刈谷豊田総合
病院

胸腔鏡下肺切除の功罪 山田　健,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉 第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月1日

聖隷三方原病
院

胸腺上皮性腫瘍手術症例の検討 棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月1日

聖隷三方原病
院

cN2非小細胞肺癌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,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月1日

大学 腫瘍・免
疫外科学

ワークショップ（呼吸器）縦隔腫瘍に対する外科
療法の実際：胸腺腫胸膜播種の外科的治療を
考える

矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,  奥田勝裕,  立
松　勉,  鈴木あゆみ

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月2日

大学 腫瘍・免
疫外科学

胸腺癌に対する次世代シーケンサーを用いた
網羅的遺伝子変異解析

設楽将之,  矢野智紀,  鈴木あゆみ,  立松　勉,
奥田勝裕,  彦坂　雄,  佐々木秀文,  藤井義敬

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
東部医療セン
ター　心外

急性心筋梗塞後中隔穿孔に対する手術手技の
工夫－double exclusion technique-

中山卓也,  須田久雄,  砂田将俊,  宮田洋佑,
中井洋佑,  小川辰士

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月2日

東京医療セン
ター　心外

低侵襲心臓血管外科手術シミュレーション ～
医工連携：3次元CAD・3Dプリンターを用いて～

山田敏之,  大迫茂登彦,  後藤哲哉,  尹　亮元,
杉本真樹,  松本純夫,  森川利昭,  須田久雄

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月2日

東京医療セン
ター　心外

内視鏡下大伏在静脈採取術器械システム
（KARL STORZ社）の使用経験～大伏在静脈
の低侵襲で安全・確実な採取を目指して～

山田敏之,  大迫茂登彦,  後藤哲哉,  尹　亮元,
砂田将俊,  須田久雄

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月2日

大学　心臓血管
外科学

脳合併症を伴う活動期感染性心内膜炎に対す
る至適な外科的治療時期

鵜飼知彦,  松前秀和,  野村則和,  浅野實樹,
三島　晃

第67回日本胸部外科学会定期学

術集会,  2014年9月30-10月3日
(福岡)

2014年10月2日

東京医療セン
ター　心外

<シンポジウム> 内視鏡外科における3Dプリン
ター・実体臓器モデルと医工連携

山田敏之 第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

名古屋徳洲会
総合病院

2人法によるLADG 高山　悟,  林　祐一,  永井進吾,  今藤裕之,  坂
本雅樹

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

刈谷豊田総合
病院

発生学的融合点の認識と鼠径部3D立体構造を

重要視したTAPP法における腹膜剥離　ｼﾝﾎﾟｼﾞ

ｳﾑ8「エキスパートに学ぶ腹腔鏡下ヘルニア修
復術」

早川哲史,  近藤靖浩,  野々山敬介,  松井琢哉,
早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  渡邊貴洋,
中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  田
中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

松波総合病院
消化器外科

多発肝巨大血管腫に対して完全腹腔鏡下肝切
除を施行した1例

佐藤怜央,  小林建司,  花立史香,  柴田直史,
安藤菜奈子,  水藤元武,  清水幸雄,  松波英寿

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

松波総合病院
消化器外科

肝細胞癌に対するda Vinci Siを用いたロボット
補助下肝外側区域切除の経験

川原敏靖,  小林建司,  小西奈々美,  花立史香,
柴田直史,  佐藤怜央,  古川博之,  松波英寿

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
東部医療セン
ター

成人Nuck管水腫に対して腹腔鏡手術を施行し
た一例

友田佳介,  大見　関,  齊藤健太,  長﨑高也,  森
洋一郎,  越智靖夫,  柴田康行,  谷脇　聡

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

大学　消化器外
科学

PCRを用いた腹腔鏡、開腹側方郭清における
遺残腫瘍細胞の検出

原　賢康,  高橋広城,  竹山廣光 第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

大学　消化器外
科学

上部早期胃癌に対する腹腔鏡下幽門側胃切除
後の環状吻合器を用いた極小残胃空腸吻合術
の検討

若杉健弘,  長　晴彦,  川邉泰一,  藤川寛人,  幕
内洋介,  佐藤　勉,  尾形高士,  竹山廣光,  吉川
貴己

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月2日

名古屋徳洲会
総合病院

当院における腹腔鏡下鼡径ヘルニア修復術
(TAPP)に対する細径化の試み

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

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

豊川市民病院 当院における急性虫垂炎の治療成績に関する
検討

青山佳永,  篠田憲幸,  髙嶋伸宏,  齋藤正樹,
原田真之資,  上野修平,  牛込　創,  堅田武保,
寺西　太

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

豊川市民病院 腹腔鏡下手術を施行した魚骨腸管穿孔の2 例 齋藤正樹,  篠田憲幸,  寺西　太,  髙嶋伸宏,  堅
田武保,  牛込　創,  青山佳永,  上野修平,  原田
真之資

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

後期研修医における腹腔鏡下ヘルニア修復術
(TAPP法)の内視鏡トレーニングとしての意義と
重要性

早川俊輔,  早川哲史,  近藤靖浩,  松井琢哉,
野々山敬介,  渡部かをり,  藤幡士郎,  渡邊貴

洋,  中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,  北上英彦,
清水保延,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

ロボット支援下胃切除術におけるデルタ吻合の
実際

北上英彦,  中村謙一,  渡邊貴洋,  近藤靖浩,
野々山敬介,  松井琢哉,  早川俊輔,  渡部かを

り,  藤幡士郎,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,
早川哲史,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

当院における胃十二指腸潰瘍穿孔に対する治
療成績の検討

野々山敬介,  渡邊貴洋,  北上英彦,  早川俊輔,
渡部かをり,  中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,
清水保延,  早川哲史,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総合
病院

骨盤部発生学的層解剖を重要視した腹腔鏡下
ヘルニア修復術　特別企画9「ビデオ鼎談1：内
視鏡画像の向上と外科解剖を語る」

早川哲史,  田中守嗣,  近藤靖浩,  野々山敬介,
松井琢哉,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,
渡邊貴洋,  中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,  清
水保延

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

ヘルニア　特別企画10「JSES ガイドライン

Update」
早川哲史 第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

大規模臨床病院における積極的な内視鏡外科
手術導入後の変遷　特別企画11「医療経済か
ら見た内視鏡外科」

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  山田　健,  清
水保延,  加藤克己

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下胃全摘術の再建法－OverLap吻合の

利点－　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ15「胃全摘術後再建
法：完全腹腔鏡下再建術のトラブルとその対処
法」

北上英彦,  中村謙一,  渡邊貴洋,  近藤靖浩,
野々山敬介,  松井琢哉,  早川俊輔,  渡部かを

り,  藤幡士郎,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,
早川哲史,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

高齢者に対する腹腔鏡下胃全摘術の検討　ﾜｰ
ｸｼｮｯﾌﾟ26「高齢者に対する腹腔鏡下胃切除術
の意義」

渡邊貴洋,  北上英彦,  近藤靖浩,  早川俊輔,
渡部かをり,  中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,
清水保延,  早川哲史,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

刈谷豊田総合
病院

当科の後期研修医によるTAPP 法における腹

膜縫合閉鎖　要望演題(ﾋﾞﾃﾞｵ)13「研修医･専修

医によるビデオ(吻合･縫合)5」

早川俊輔,  早川哲史,  近藤靖浩,  野々山敬介,
松井琢哉,  渡部かをり,  藤幡士郎,  渡邊貴洋,
中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,  北上英彦,  清
水保延,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

東部医療セン
ター

CA19-9産生脾嚢胞に対して腹腔鏡下脾嚢胞
天蓋切除術を施行した１例

大見　関,  齊藤健太,  長﨑高也,  遠藤克彦,  友
田佳介,  森洋一郎,  越智靖夫,  柴田康行,  谷
脇　聡,  羽藤誠記

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

東部医療セン
ター

腹腔鏡下に小腸穿孔と診断し治療し得た特発
性小腸穿孔の1例

森洋一郎,  谷脇　聡,  柴田康行,  羽藤誠記,  友
田佳介,  越智靖夫,  長﨑高也,  齊藤健太,  大
見　関

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日

大学　消化器外
科学

当院で施行している横行結腸癌に対する腹腔
鏡下手術の安全性

森本　守,  早川哲史,  北上英彦,  田中守嗣,  松
尾洋一,  竹山廣光

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原病
院

<ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ22 JSES 技術認定制度の分野別の

現状と問題点>呼吸器外科専門医における胸
腔鏡手術に関する意識調査

丹羽　宏,  奥村明之進,  千田雅之,  岡田守人,
永安　武,  岩﨑正之,  大迫　努,  河野　匡,  澤
端章好,  須田　隆,  森川利昭,  森山重治,  八柳

英治,  山田　健

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

刈谷豊田総合
病院

横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術におけるリ
ンパ節郭清(内側アプローチの完遂)について

山本　稔,  北上英彦,  早川哲史,  近藤靖浩,  松
井琢哉,  野々山敬介,  早川俊輔,  小田梨沙,
渡部かをり,  藤幡士郎,  渡邊貴洋,  中村謙一,
安田　顕,  清水保延,  田中守嗣

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

刈谷豊田総合
病院

内視鏡外科手術に関わる臨床工学技士の新人
教育　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ40「メディカルスタッフの新人教
育」

細江諒太,  天野陽一,  藤田智一,  清水信之,
杉浦芳雄,  竹内文菜,  早川哲史

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

松波総合病院
消化器外科

保険診療下でのロボット支援直腸切除術への
提案　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ31「ロボット支援手術の保険適
応はどこまで広げられるべきか」

小林建司,  柴田直史,  水藤元武,  佐藤怜央,
安藤菜奈子,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

東部医療セン
ター

肝膿瘍を契機に発見された直腸癌に対し、腹
腔鏡手術を施行した１例

柴田康行,  谷脇　聡,  大見　関,  長﨑高也,  齊
藤健太,  森洋一郎,  越智靖夫,  友田佳介

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

静岡がんセン
ター

当院での直腸癌に対する左結腸動脈非温存・
温存腹腔鏡下D3リンパ節郭清の比較検討

仲井　希,  塩見明生,  佐藤純人,  山川雄士,  賀
川弘康,  富岡寛行,  山口智弘,  寺島雅典,  絹
笠祐介

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

足助病院 農村地区での腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 佐藤崇文,  溝口公士,  社本智也,  佐川弘之,
坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  原　賢康,  高
橋広城,  若杉健弘,  松尾洋一,  石黒秀行,  木
村昌弘,  竹山廣光

第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下胃全摘術後、食道空腸吻合時に発生
したトラブルとその対処法

宮井博隆,  若杉健弘,  石黒秀行,  竹山廣光 第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日

大学　消化器外
科学

腹腔鏡下に切除し得た閉鎖神経由来神経鞘腫
の1例

高橋広城,  原　賢康,  竹山廣光 第27回日本内視鏡外科学会総

会,  2014年10月2-4日(盛岡)
2014年10月4日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学 腫瘍・免
疫外科学

乳癌術後、傍胸骨リンパ節転移に対して胸壁切
除再建術を施行した一例

鈴木あゆみ,  羽田裕司,  森山　悟,  奥田勝裕,
立松　勉,  遠山竜也,  吉本信保,  遠藤友美,  浅
野倫子,  波戸ゆかり,  山口美奈,  矢野智紀

第288回東海外科学会,  2014年
10月19日

2014年10月19日

藤田保健衛生
大学

da Vinciを用いたHassab手術 棚橋義直,  加藤悠太郎,  竹浦千夏,  香川　幹,
辻昭一郎,  所　隆昌,  杉岡　篤,  宇山一朗

第288回東海外科学会,  2014年
10月19日(津)

2014年10月19日

刈谷豊田総合
病院

後腹膜原発GISTの1例 野々山敬介,  安田　顕,  近藤靖浩,  松井琢哉,
早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  中村謙一,
渡邊貴洋,  山本　稔,  清水保延,  北上英彦,  早
川哲史,  田中守嗣

第288回東海外科学会,  2014年
10月19日(津)

2014年10月19日

大学　消化器外
科学

S状結腸癌の卵巣転移に合併したMeigs症候群
の一例

中屋誠一,  高橋広城,  木村昌弘,  松尾洋一,
石黒秀行,  若杉健弘,  原　賢康,  坂本宣弘,  宮
井博隆,  田中達也,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本

智也,  竹山廣光

第288回東海外科学会,  2014年
10月19日(津)

2014年10月19日

大学　消化器外
科学

乳癌術後直腸狭窄を来した一例 坪井　謙,  原　賢康,  高橋広城,  木村昌弘,  遠
山竜也,  竹山廣光

第288回東海外科学会,  2014年
10月19日(津)

2014年10月19日

刈谷豊田総合
病院

抗AchR-Ab高値の胸腺腫に対する胸腔鏡下拡
大胸腺胸腺腫摘出術

小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第288回東海外科学会,  2014年
10月19日(津)

2014年10月19日

聖隷三方原病
院

Surgery for infectious Lung Diseases in Japan Niwa H The 39th Biennial World Congress
of the International College of
Surgeons,  Satellite Symposium11
MANAGEMENT IN THORACIC

2014年10月21日

大学　消化器外
科学

当院における消化管神経内分泌腫瘍、特に消
化管神経内分泌癌に対する治療の現状

森　義徳,  田中　守,  西脇裕高,  尾関啓司,  塚
本宏延,  海老正秀,  溝下　勤,  澤田　武,  久保

田英嗣,  谷田諭史,  片岡洋望,  原　賢康,  高橋

広城,  石黒秀行,  木村昌弘,  竹山廣光,  城　卓
志

第56回日本消化器病学会大会

(JDDW),  2014年10月23-26日(神
戸)

2014年10月23日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

膵癌におけるK-ras点突然変異の意義 松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  森
本　守,  佐藤崇文,  高橋広城,  石黒秀行,  若杉

健弘,  木村昌弘,  竹山廣光

第56回日本消化器病学会大会

(JDDW),  2014年10月23-26日(神
戸)

2014年10月25日

刈谷豊田総合
病院　心外

孤立性上腸間膜動脈解離21例の経験 斉藤隆之,  沼田幸英,  山中雄二 第55回日本脈管学会総会,  2014
年10月30-11月1日(倉敷)

2014年10月30日

刈谷豊田総合
病院　心外

大腿深動脈瘤の2例 沼田幸英,  山中雄二,  斎藤隆之 第55回日本脈管学会総会,  2014
年10月30-11月1日(倉敷)

2014年10月30日

刈谷豊田総合
病院

Basedow病とPlummer病の併存(Marine-Lenhart
症候群)を疑い、手術を施行した一例

内藤明広 第47回日本甲状腺外科学会学術

集会,  2014年10月30-31日(福岡)
2014年10月31日

名古屋徳洲会
総合病院

看取りのパスの効果に関する研究 大橋純子,  坂本雅樹,  松村広子,  門田みどり,
山田桃子,  川井未来

第38回日本死の臨床研究会年次

大会,  2014年11月1-2日(別府)
2014年11月1日

名古屋徳洲会
総合病院

急性期病院における緩和ケア病床の運用、緩
和ケア病棟の開設

坂本雅樹,  大橋純子,  松村広子,  山田桃子,
川井未来

第38回日本死の臨床研究会年次

大会,  2014年11月1-2日(別府)
2014年11月2日

豊川市民病院
乳腺内分泌外
科

当院におけるMG検診発見乳がんの検討 柄松章司 第24回日本乳癌検診学会総会,
2014年11月7-8日(前橋)

2014年11月7日

刈谷豊田総合
病院

第1種装置での減圧障害の治療を経験して 間中泰弘,  天野陽一,  藤田智一,  水谷瞳,  吉
里俊介,  山之内康浩,  新家和樹,  内藤明広

第49回日本高気圧環境・潜水医

学会学術総会,  2014年11月7-8日
(鹿児島)

2014年11月7日

刈谷豊田総合
病院

当院における高気圧酸素治療の現状 新家和樹,  天野陽一,  間中泰弘,  水谷瞳,  藤
田智一,  吉里俊介,  山之内康浩,  内藤明広

第49回日本高気圧環境・潜水医

学会学術総会,  2014年11月7-8日
(鹿児島)

2014年11月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
静岡がんセン
ター

左側結腸および直腸癌に対する大動脈周囲リ
ンパ節郭清の検討　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ4「大腸癌

の遠隔転移(肝以外)の切除の限界とは」

仲井　希,  山口智弘,  古谷晃伸,  岡ゆりか,  佐
藤力弥,  佐藤純人,  山川雄士,  賀川弘康,  富
岡寛行,  塩見明生,  絹笠祐介

第69回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2014年11月7-8日(横浜)
2014年11月7日

松波総合病院
消化器外科

大腸癌腹膜播種に対する治療成績　要望演題
10「腹膜播種再発に対する治療戦略」

小林建司,  柴田直史,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第69回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2014年11月7-8日(横浜)
2014年11月8日

松波総合病院
消化器外科

閉塞性大腸癌に対する術前減圧処置の治療効
果に対する検討

柴田直史,  小林建司,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第69回日本大腸肛門病学会学術

集会,  2014年11月7-8日(横浜)
2014年11月8日

稲沢厚生病院 若年男子に発症した特発性腸重積症の1例 松永由美子,  高山宗之,  前田祐三,  伊藤浩一,
真下啓二

第63回日本農村医学会学術集

会,  2014年11月13-14日(茨城)
2014年11月13日

名古屋市東部
医療センター

術前に確定診断し、腹腔鏡下に切除した小腸
GISTの１例

大見　関 第63回日本農村医学会学術集

会,  2014年11月13-14日(茨城)
2014年11月14日

トヨタ記念病院 肺紡錐細胞癌の1手術例 横田圭右,  斉藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右 第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月14日

大学 腫瘍・免
疫外科学

肺癌におけるBRAF V600E遺伝子変異のintra-
tumor heterogeneityに関する検討

立松　勉,  佐々木秀文,  奥田勝裕,  羽田裕司,
森山　悟,  矢野智紀,  藤井義敬,  清水重喜

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月14日

大学 腫瘍・免
疫外科学

肺扁平上皮癌に対する縮小手術は区域切除が
推奨される

矢野智紀,  藤井義敬,  吉田純司,  森山　悟,  小
池輝元,  西尾　渉,  吉本健太郎,  羽田裕司,  奥
田勝裕,  立松　勉,  鈴木あゆみ

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月14日

大学 腫瘍・免
疫外科学

進行強腺癌におけるカルボプラチン+パクリタキ
セル療法の有用性に関する検討

奥田勝裕,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,  立
松　勉,  鈴木あゆみ,  藤井義敬

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

肺癌術前Staging目的のPET-CTにて他臓器癌
が発見される症例に対する検討

渡邊拓弥,  川野　理,  深井一郎 第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月15日

聖隷三方原病
院

局所進行肺癌導入療法のFDG-PETによる術前
評価の有用性

棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月15日

聖隷三方原病
院

肺癌術後肺転移・局所再発治療例の検討 吉井直子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月15日

名古屋市東部
医療センター

診断が困難であった肺膠様（コロイド）腺癌の1
手術例

遠藤克彦,  前田浩義,  冨田勇樹,  原田亜紀子,
村瀬博紀,  荒木勇一朗

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月16日

名古屋市立西
部医療センター

右上葉肺癌に対する上葉切除後に発生した発
生した中葉無気肺の検討

幸　大輔,  新井根洋,  中前勝視,  仙石実鈴,  中
野暁子,  山羽悠介,  秋田憲志,  原　眞咲

第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月16日

刈谷豊田総合
病院

小細胞肺癌手術症例の検討 水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田　健 第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月16日

刈谷豊田総合
病院

悪性胸膜中皮腫に対して胸膜全摘を施行した2
例

小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月16日

JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

癒着困難が予想される悪性胸水に対する胸膜
癒着術

川野　理,  渡邊拓弥,  深井一郎 第55回日本肺癌学会学術集会,
2014年11月14-16日(京都)

2014年11月16日

藤田保健衛生
大学　小児外科

小開腹アプローチによるIVRにて止血し得た異
所性静脈瘤の一例

鈴木達也,  原普二夫,  安井稔博,  渡邉俊介,
宇賀菜緒子,  直江篤樹

第41回日本胆道閉鎖症研究会,
2014年11月15日(熊本)

2014年11月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
知多厚生病院
消化器外科

小野寺PNIおよびE-PASSを用いた大腸癌手術

症例のrisk判定の有用性

村元雅之,  神谷有紀,  大中綾乃,  沖田英人,
榊原香代子,  上原恵子

第22回愛知NST研究会,  2014年
11月15日(名古屋)

2014年11月15日

名古屋記念病
院

胸腔補助下手術を行った左横隔膜ヘルニアの
1例

澤木康一,  米山哲司,  田中晴祥,  福岡伴樹,
越川克己,  佐野正明

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(福島)

2014年11月20日

名古屋記念病
院

A群β溶連菌による大胸筋壊死性筋膜炎の一例 田中晴祥,  佐野正明,  澤木康一,  米山哲司,
福岡伴樹,  越川克己

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月20日

名古屋記念病
院

横隔膜損傷による遅発性血胸の１手術例 佐野正明,  越川克己,  福岡伴樹,  米山哲司,
田中晴祥,  澤木康一

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月21日

豊川市民病院 魚骨腸管穿通による穿孔性腹膜炎をきたした5
例

齋藤正樹,  篠田憲幸,  寺西　太,  高嶋伸宏,  堅
田武保,  牛込　創,  青山佳永,  上野修平,  原田
真之資

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月21日

刈谷豊田総合
病院

胸腺原発MALTリンパ腫の2切除例 松井琢哉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  山田　健 第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月21日

名古屋市立緑
市民病院

胃癌腹膜播種例への抗癌剤腹腔内投与：投与
法の簡略化と治療効果向上を目的とした徐放
化抗癌剤の腹腔内投与　主題関連演題
「CY1.P1胃癌に対する治療戦略」

水野　勇,  毛利紀章,  石田理子,  安井　保,  今
藤裕之,  佐本洋介,  社本智也,  角田直樹,  佐
藤篤司,  神谷保廣,  竹山廣光

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月21日

大学　消化器外
科学

膵頭十二指腸切除後10か月に下血で発症した
出血性膵炎の１例

松尾洋一,  柴田孝弥,  坪井　謙,  社本智也,  森
本　守,  高橋広城,  石黒秀行,  若杉健弘,  木村

昌弘,  竹山廣光

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月21日

豊川市民病院 腹腔鏡下に治癒しえた盲腸周囲ヘルニアの1
例

上野修平,  高嶋伸宏,  篠田憲幸,  寺西　太,  堅
田武保,  牛込　創,  青山佳永,  上野修平,  原田

真之資,  斉藤正樹,  西田,  勉,  彦坂　雄,  柄松

章司,  三田圭子,  佐々木信義

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014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

腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP法)を通じた若

手内視鏡外科医教育　総会特別企画1「若手外
科医のための教育セッション」

早川哲史,  田中守嗣,  清水保延,  近藤靖浩,
野々山敬介,  松井琢哉,  早川俊輔,  渡部かを

り,  藤幡士郎,  渡邊貴洋,  中村謙一,  安田　顕,
山本　稔

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月22日

刈谷豊田総合
病院

腹腔鏡下に完全切除しえた腹腔内嚢胞性病変
の2例

早川俊輔,  田中守嗣,  山本　稔,  近藤靖浩,  松
井琢哉,  野々山敬介,  渡部かをり,  藤幡士郎,
渡邊貴洋,  中村謙一,  安田　顕,  清水保延,  北
上英彦,  早川哲史

第76回日本臨床外科学会総会,
2014年11月20-22日(郡山)

2014年11月22日

JA三重厚生連
鈴鹿中央総合
病院

有茎広背筋弁を用いた横隔膜再建術により呼
吸機能が改善した横隔膜弛緩症の1例

渡邊拓弥,  川野　理,  深井一郎 第106回日本呼吸器学会東海地

方学会，2014年11月29-30日(浜
松)

2014年11月29日

刈谷豊田総合
病院

胸腔鏡下に切除した胸膜発生Calcifying
Fibrous Tumorの1例

松井琢哉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  山田　健 第106回日本呼吸器学会東海地

方会,  2014年11月29-30日(浜松)
2014年11月29日

聖隷三方原病
院

15年前の経過を終えたSolitary Fibrous Tumor
の１手術例

設楽将之,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  藤野智大,  丹羽　宏

第106回日本呼吸器学会東海地

方学会,  2014年11月29-30日(浜
松)

2014年11月29日

トヨタ記念病院 健診にて発見された著しい嚢胞性変化を認め
た小型胸腺腫の１例

千馬謙亮,  横田圭右,  齋藤雄史,  山川洋右,
加藤早紀　滝　俊一,  奥村隼也,  三田　亮,  大
田亜希子,  高木康之,  杉野安輝,  北川　諭

第106回日本呼吸器学会東海地

方学会,  2014年11月29-30日(浜
松)

2014年11月30日

聖隷三方原病
院

非結核性抗酸菌症に対する外科治療成績 雪上晴弘,  棚橋雅幸,  鈴木恵理子,  吉井直子,
設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第106回日本呼吸器学会東海地

方学会,  2014年11月29-30日(浜
松)

2014年11月30日

大学　消化器外
科学

入門講座 9「 カテーテル関連血流感染」 竹山廣光 第27回日本外科感染症学会総会

学術集会,  2014年12月4-5日(東
京)

2014年12月4日

大学　消化器外
科学

予防的抗菌薬の適正使用に関する介入効果
ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ7「 周術期の抗菌薬適正使用」

若杉健弘,  竹山廣光 第27回日本外科感染症学会総会

学術集会,  2014年12月4-5日(東
京)

2014年12月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
大学　消化器外
科学

腹腔鏡下に修復術を行った坐骨ヘルニアの1
例

社本智也,  高橋広城,  中屋誠一,  佐川弘之,
佐藤崇文,  志賀一慶,  溝口公士,  坪井　謙,  柴
田孝弥,  森本　守,  田中達也,  宮井博隆,  坂本

宣弘,  原　賢康,  若杉健弘,  石黒秀行,  松尾洋

一,  木村昌弘,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
121回例会,  2014年12月6日(名古

屋)

2014年12月6日

トヨタ記念病院 気管内挿管後の抜管困難症に対して硬性鏡下
Tチューブ留置を必要とした1例

横田圭右,  斉藤雄史,  佐竹　章,  山川洋右,  坂
英雄,  山田　健

第48回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2014年12月6日(名古

屋)

2014年12月6日

大学 腫瘍・免
疫外科学

保存的治療によって軽快した右肺上葉および
S6切除後中葉捻転の1例

羽田裕司,  森山　悟,  奥田勝裕,  立松　勉,  鈴
木あゆみ,  矢野智紀

第48回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会,  2014年12月6日(名古

屋)

2014年12月6日

名古屋徳洲会
総合病院

鈍的外傷が原因と考えられた気管狭窄の１例 可児久典 第48回日本呼吸器内視鏡学会中

部支部会，2014年12月6日(名古

屋)

2014年12月6日

聖隷三方原病
院

肺癌に対する右上葉切術後の転移性気管腫瘍
に対して 胸骨正中切開気管管状切除術を施行

した1例

藤野智大,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,
吉井直子,  設楽将之,  丹羽　宏

第48回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2014年12月6日(名
古屋)

2014年12月6日

刈谷豊田総合
病院

気管支発生炎症性筋繊維芽細胞腫の1例 小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第48回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2014年12月6日(名
古屋)

2014年12月6日

愛知県がんセン
ター中央病院

A randomized controlled trial comparing
primary tumour resection plus systemic therapy
with systemic therapy alone in metastatic breast
cancer (JCOG1017 study; PRIM-BC)

Shien T,  Iwata H,  Nakamura K,  Kinoshita T,
Hara F,  Fujisawa T,  Masuda N,  Inoue K,
Shibata T,  Fukuda H

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月9日

愛知県がんセン
ター中央病院

Changes in Ki67 expression in breast cancer
during the menstrual cycle and menopause

Fujita T,  Sawaki M,  Hattori M,  Kondo N,
Yoshimura A,  Ichikawa M,  Adachi Y,  Hisada
T,  Kotani H,  Ishigro J,  Iwata H

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月9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

Low body mass index (BMI) is associated with
poor survival in Japanese patients with early
breast cancer; an exploratory analysis of
prospective randomized phase III trials N-SAS

Naito Y,  Ohashi Y,  Yokota I,  Watanabe T,
Iwata H,  Ohsumi S,  Ohno S,  Hozumi Y,
Yamamoto S,  Takahashi M,  Aihara T,  Mukai
H

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月9日

愛知県がんセン
ター中央病院

Prognostic factor of HER2-positive breast cancer
patients developed brain metastasis: A
multicenter retrospective analysis

Hayashi N,  Niikura N,  Masuda N,  Takashima
S,  Nakamura R,  Watanabe K-I,  Kanbayashi C,
Ishida M,  Hozumi Y,  Tsuneizumi M,  Kondo
N,  Naito Y,  Honda Y,  Matsui A,  Fujisawa T,
Oshitanai R,  Yasojima H,  Yamauchi H,  Saji S,
Iwata H

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月9日

愛知県がんセン
ター中央病院

Preoperative axillary imaging with
ultrasonography: Among the breast cancer
patients with lymph node metastases, can we
identify the patients who may omit axillary

Kondo N,  Fujita T,  Sawaki M,  Hattori M,
Yoshimura A,  Ichikawa M,  Ishiguro J,  Adachi
Y,  Kotani H,  Hisada T,  Iwata H

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月9日

愛知県がんセン
ター中央病院

First report of clinicopathological analysis in
neoadjuvant treatment phase in NEOS: A
randomized study of adjuvant endocrine therapy
with or without chemotherapy for

Sakai T,  Iwata H,  Hasegawa Y,  Nakamura R,
Akabane H,  Ohtani S,  Kashiwaba M,  Taira N,
Toyama T,  Yamamoto Y,  Fujisawa T,  Masuda
N,  Yamaguchi T,  Mukai H,  Ohashi Y

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月9日

大学 腫瘍・免
疫外科学

High expression of LMTK3 is an independent
factor indicating a poor prognosis in Japanese
estrogen receptor α-positive breast cancer
patients

Toyama T,  Asano T,  Sato S,  Yoshimoto N,
Endo Y,  Hato Y,  Yu D,  Takahashi S,  Fujii Y

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月12日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Immunohistochemical determination of
arylamine N-acetyltransferase 1 (NAT1) as the
target of miR-1290 and prognostic biomarker of
breast cancer

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

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月12日

大学 腫瘍・免
疫外科学

Prognostic impact of single-nucleotide
polymorphisms (SNPs) in or near the ZNF423
and CTSO genes in estrogen receptor (ER)-
positive breast cancer patients receiving

Hato Y,  Endo Y,  Yoshimoto N,  Asano T,
Yamaguchi M,  Takahashi S,  Toyama T

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月13日

都立駒込病院 Body mass index and prognosis after breast
cancer diagnosis in Japanese women

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

2014 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec9-13,
2014(San Antonio/U.S.A.)

2014年12月13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

腫瘤形成性虫垂炎に対するInterval
appendectomy（IA）の３例

渡邉俊介,  宇賀菜緒子,  直江篤樹,  安井稔博,
原普二夫,  鈴木達也

第48回日本小児外科学会東海地

方会,  2014年12月14日(名古屋)
2014年12月14日

藤田保健衛生
大学　小児外科

虫垂・回盲部が嵌頓した小児鼠径ヘルニアの２
例

安井稔博,  宇賀菜緒子,  直江篤樹,  渡邉俊介,
原普二夫,  鈴木達也

第48回日本小児外科学会東海地

方会,  2014年12月14日(名古屋)
2014年12月14日

藤田保健衛生
大学　小児外科

腎門部リンパ節転移を伴う卵巣悪性胚細胞腫
瘍の１例

宇賀菜緒子,  直江篤樹,  安井稔博,  原普二夫,
鈴木達也,  河村吉紀,  工藤寿子,  黒田　誠

第48回日本小児外科学会東海地

方会,  2014年12月14日(名古屋)
2014年12月14日

藤田保健衛生
大学　小児外科

診断に難渋した乳児回腸腸重積症の一例 直江篤樹,  宇賀菜緒子,  渡邉俊介,  安井稔博,
原普二夫,  鈴木達也,  冨重博一

第48回日本小児外科学会東海地

方会,  2014年12月14日(名古屋)
2014年12月14日

西部医療セン
ター

消化管穿孔を認めない新生児気腹の2例 榊原堅式,  佐藤陽子,  西川さや香,  上田悟郎,
鈴木卓弥,  廣川高久,  幸　大輔,  杉浦弘典,  杉
浦博士,  三井　章,  中前勝視,  桑原義之,  田中
宏紀

第48回日本小児外科学会東海地

方会,  2014年12月14日(名古屋)
2014年12月14日

刈谷豊田総合
病院

LPEC手術時に発見された男性仮性半陰陽の1
例

清水保延 第48回日本小児外科学会東海地

方会,  2014年12月14日(名古屋)
2014年12月14日
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