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静岡がんセン
ター

直腸癌に対するロボット支援下腹腔鏡下側方
郭清－開腹手術と比較して－

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

第82回大腸癌研究会,  2015年1
月23日(東京) 2015年1月23日

心臓血管外
科学

ファロー四徴症・肺動脈弁欠損に対する乳児
期早期手術の工夫

三島　晃,  野村則和,  松前秀和,  鵜飼知彦,
浅野實樹

第29回心臓血管外科ウィンター

セミナー学術集会,  2015年1月
28-30日(北海道) 2015年1月30日

刈谷豊田総
合病院　心臓
血管外科学

総肝動脈瘤に対し開腹下に血行再建術を施
行した1例

沼田幸英,  斉藤隆之,  山中雄二 第29回心臓血管外科ウィンター

セミナー学術集会,  2015年1月
28-30日(北海道)

2015年1月29日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)に
対する細径鉗子の利用とその成績

早川俊輔,  早川哲史,  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,  清水保延,  田中守嗣

第12回Needle scopic surgery
Meeting,  2015年1月31日(北九

州) 2015年1月31日

聖隷三方原
病院

単房性嚢胞性病変に発生した胸腺腫の2例 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34回日本胸腺研究会,  2015
年2月7日(神奈川) 2015年2月7日

腫瘍・免疫外
科学

当科における胸腺腫に対する胸腔鏡下胸腺
摘出術の検討

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

第34回日本胸腺研究会,  2015
年2月7日(神奈川) 2015年2月7日

藤田保健衛
生大学

ロボット補助下系統的肝切除術　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ3
「肝胆膵」

棚橋義直,  加藤悠太郎,  所　隆昌,  辻昭一

郎,  香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤,  宇山一
朗

第19回東海内視鏡外科研究会,
2015年2月7日(名古屋) 2015年2月7日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

TAPP手術における3D映像の有用性　ｼﾝﾎﾟ

ｼﾞｳﾑ4「ヘルニア手術」

早川哲史,  田中守嗣,  山本　稔,  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,  清水保延

第19回東海内視鏡外科研究会,
2015年2月7日(名古屋) 2015年2月7日

中野胃腸病
院

Micropapillary carcinoma成分を伴ったS状結

腸癌の1例
神谷賢吾,  安藤拓也,  深尾俊一,  中野浩一

郎,  齋藤慎一郎,  前田頼佑,  伊藤　寛

第43回愛知臨床外科学会,
2015年2月11日(名古屋) 2015年2月11日
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刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下に修復しえたヘルニア嚢穿破を伴う
左傍十二指腸ヘルニアの1例

野々山敬介,  清水保延,  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,  安田　顕,  山本　稔,  北上

英彦,  早川哲史,  田中守嗣

第43回愛知臨床外科学会,
2015年2月11日(名古屋) 2015年2月11日

豊川市民病
院　消化器外
科学

胃軸捻転を合併した遅発性外傷性横隔膜ヘ
ルニアの1例

西土　徹,  彦坂　雄,  寺西　太,  齋藤正樹,
原田真之資,  青山佳永,  牛込　創,  堅田武

保,  髙嶋伸宏,  三田圭子,  篠田憲幸,  柄松

章司,  西田　勉,  佐々木信義

第43回愛知臨床外科学会,
2015年2月11日(名古屋) 2015年2月11日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

いいごはんの日アンケート　第2報 長谷川正光,  菊池美並,  熊本登司子,  市江

美津昭,  宇野千鶴

第30回日本静脈経腸栄養学会

学術集会,  2015年2月12-13日
(神戸) 2015年2月12日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

オルニュートを用いて褥瘡を治療せしめた1
例

長谷川正光,  菊池美並 第30回日本静脈経腸栄養学会

学術集会,  2015年2月12-13日
(神戸) 2015年2月12日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

経腸栄養維持患者を静脈栄養維持にした場
合のシュミレーション

長谷川正光,  菊池美並 第30回日本静脈経腸栄養学会

学術集会,  2015年2月12-13日
(神戸) 2015年2月13日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

栄養投与方法の違いにおける栄養素量設定
についての検討

熊本登司子,  宇野千鶴,  長谷川正光 第30回日本静脈経腸栄養学会

学術集会,  2015年2月12-13日
(神戸) 2015年2月13日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

当院の経腸栄養 長谷川正光,  菊池美並 第30回日本静脈経腸栄養学会

学術集会,  2015年2月12-13日
(神戸) 2015年2月13日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

S状結腸・直腸癌に対するロボット手術 高山　悟 第11回日本消化管学会総会学

術集会,  2015年2月13-14日(東
京) 2015年2月13日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下修復術後の再発傍ストーマヘルニ
アに対して腹腔鏡下に修復した1例

野々山敬介,  中村謙一,  近藤靖浩,  松井琢

哉,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  渡邊

貴洋,  安田　顕,  山本　稔,  清水保延,  北上

英彦,  早川哲史,  田中守嗣

第12回日本ヘルニア学会東海

地方会,  2015年2月14日(名古

屋) 2015年2月14日
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聖隷三方原
病院

右下部胸壁に発生し肝臓への浸潤も疑われ
た軟骨肉腫の1例

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24回日本呼吸器外科医会冬

季学術集会 Snow Side
Meeting,  2015年2月20-22日(長
野)

2015年2月21日

聖隷三方原
病院

術前導入化学放射線療法後に右肺楔状全
摘+上大静脈合併切除再建術を施行し、気

管吻合部の縫合不全をきたしたcT4N2M0肺
癌の1例

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24回日本呼吸器外科医会冬

季学術集会 Snow Side
Meeting,  2015年2月20-22日(長
野)

2015年2月21日

鈴鹿中央総
合病院

遊離肋軟骨片を用いて肺全摘後主気管支断
端瘻を閉鎖しえた1例

渡邊拓弥,  川野　理,  中前勝視,  矢野智紀,
深井一郎

第24回日本呼吸器外科医会冬

季学術集会 Snow Side
Meeting,  2015年2月20-22日(長
野)

2015年2月21日

聖隷三方原
病院

多発性外骨腫が悪性転化し、肝臓に食い込
む画像所見を呈した胸壁軟骨肉腫の一例

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106回日本肺癌学会中部支

部学術集会,  2015年2月21日
(岐阜) 2015年2月21日

腫瘍・免疫外
科学

左下腿線維肉腫術後、転移性肺腫瘍を疑っ
た胚芽腫の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106回日本肺癌学会中部支

部学術集会,  2015年2月21日
(岐阜) 2015年2月21日

聖隷三方原
病院

気管及び分岐部の切除再建－病変部位によ
る検討－

棚橋雅幸 第25回日本気管食道科学会認

定　気管食道科専門医大会,
2015年2月21-22日(宇都宮) 2015年2月22日

腫瘍・免疫外
科学

希な形態を呈した上皮筋上皮肺癌の一例 安田　学,  篠原伸二,  畑亮輔,  久保井礼,  中
西良一

第55回日本肺癌学会九州支部

会,  第38回日本呼吸器内視鏡

学会九州支部総会,  2015年2月
27-28日(福岡)

2015年2月27日

藤田保健衛
生大学

部分的脾動脈塞栓術により改善した胆道閉
鎖症術後消化管出血の一例

宇賀菜緒子,  直江篤樹,  渡邉俊介,  安井稔

博,  原普二夫,  鈴木達也

第28回日本小児脾臓研究会,
2015年2月28日(東京) 2015年2月28日

刈谷豊田総
合病院　心臓
血管外科学

92歳女性に対する破裂性右内腸骨動脈瘤の
１救命例

沼田幸英,  斉藤隆之,  山中雄二 第23回日本血管外科学会東

海･北陸地方会,  2015年2月28
日(浜松) 2015年2月28日
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消化器外科
学

肺癌由来と推定された穿孔性胃腫瘍の1例 若杉健弘,  中屋誠一,  木村昌弘,  竹山廣光 第87回日本胃癌学会総会,
2015年3月4-6日(広島) 2015年3月5日

名古屋市立
緑市民病院

胃癌腹膜播種例へのS-1+タキサン系剤静脈
内投与併用の限界と徐放化抗癌剤腹腔内投
与の検討

水野　勇,  石田理子,  毛利紀章,  安井　保,
佐本洋介,  社本智也,  角田直樹,  佐藤篤司,
神谷保廣,  竹山廣光,  四ツ柳智久

第87回日本胃癌学会総会,
2015年3月4-6日(広島) 2015年3月6日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

高齢者に対するAcute Care Laparoscopic
Surgeryの検討　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ4「80歳以上
の高齢者に対する腹部救急疾患の治療」

早川俊輔,  田中守嗣,  早川哲史,  渡部かを

り,  藤幡士郎,  中村謙一,  渡邊貴洋,  安田

顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月5日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

遅発性脾破裂の2例 松井琢哉,  北上英彦,  近藤靖浩,  野々山敬

介,  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,  早川哲史,  田中守嗣

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月5日

豊川市民病
院　消化器外
科学

経腸栄養中に十二指腸へ逆行性の腸重積を
来した筋ジストロフィー患者の一例

牛込　創,  篠田憲幸,  齋藤正樹,  原田真之

資,  上野修平,  青山佳永,  堅田武保,  髙嶋

伸宏,  寺西　太

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月5日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

診断的腹腔鏡と術中IVRの併用で開腹手術

を回避しえた上腸間膜動脈閉塞症の1例
「生涯忘れられないこの1例」

早川俊輔,  北瀬正則,  安田　顕,  渡邊貴洋,
近藤靖浩,  野々山敬介,  松井琢哉,  渡部か

をり,  藤幡士郎,  中村謙一,  山本　稔,  北上

英彦,  清水保延,  早川哲史,  田中守嗣

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月6日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

S状結腸GIST穿孔の1例 野々山敬介,  渡邊貴洋,  近藤靖浩,  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,  北上英彦,  早川哲

史,  田中守嗣

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月6日

西部医療セン
ター　消化器
外科学

胆嚢捻転症の1例 上田悟郎,  三井　章,  杉浦弘典,  廣川高久,
鈴木卓弥,  桑原義之

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月6日

豊川市民病
院　消化器外
科学

上腸間膜動脈（SMA)Balloon Occulusionと
Damage Control Surgeryが奏効した外傷性

SMA損傷の1救命例

上野修平,  篠田憲幸,  黒野賢仁,  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

第51回日本腹部救急医学会総

会,  2015年3月5-6日(京都) 2015年3月6日
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腫瘍・免疫外
科学

QOL score changes in breast cancer patients:
2-year vs. 3-or-more-year administration of
leuprolin

Ohashi Y,  Shiba E,  Toyama T,  Kurebayashi
J,  Noguchi S,  Iwase H

14th St.Gallen Breast Cancer
Conference,  Mar18-21,
2015(Vienna/Austria) 2015年3月19日

腫瘍・免疫外
科学

Prognostic impact of SNPs in or near the
ZNF423 and CTSO genes in early breast
cancer patients

Hato Y,  Endo Y,  Yoshimoto N,  Asano T,
Dong Y,  Takahashi S,  Fujii Y,  Toyama T

14th St.Gallen Breast Cancer
Conference,  Mar18-21,
2015(Vienna/Austria) 2015年3月20日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

cⅢA　N2における外科切除 水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田
健

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

Utility thoracotomy＋2portによる胸腔鏡下肺
切除術

山田　健,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢
哉

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

完全胸腔鏡下気管支縫合術の有用性に関
する検討

小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田
健

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

聖隷三方原
病院

縦隔進展T4肺癌に対する外科治療成績－
手術適応と治療戦略－

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115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

聖隷三方原
病院

胸郭変形を有する重症心身障害児に対する
誤嚥防止手術

鈴木恵理子,  棚橋雅幸,  雪上晴弘,  吉井直

子,  設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

藤田保健衛
生大学

胆道閉鎖症における生体肝移植の適応と問
題点

鈴木達也 第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

腫瘍・免疫外
科学

肺癌に対する胸腔鏡手術の適応拡大 中西良一,  安田　学,  篠原伸二 第115回日本外科学会定期学

術集会,  シンポジウム,  2015年4
月16-18日(京都) 2015年4月16日
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腫瘍・免疫外
科学

センチネルリンパ節生検陽性例に対する腋
窩郭清省略にむけて

近藤直人,  澤木正孝,  服部正也,  吉村章代,
石黒淳子,  小谷はるる,  安立弥生,  瀧由美

子,  岩田広治

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

腫瘍・免疫外
科学

本邦におけるHER2 activating mutationにつ
いての検討

遠藤友美,  董　宇,  吉本信保,  浅野倫子,  波
戸ゆかり,  山口美奈,  山下啓子,  高橋智,  遠
山竜也

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

消化器外科
学

食道癌におけるNGSを用いた変異遺伝子解
析と臨床病理学的因子との検討

石黒秀行,  木村昌弘,  田中達也,  溝口公士,
竹山廣光

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

消化器外科
学

直腸前方切除術における経肛門ドレーンの
功罪

高橋広城,  原　賢康,  竹山廣光 第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

消化器外科
学

Postlethwait法を改良した食道バイパスの胃
管作成法

木村昌弘,  石黒秀行,  若杉健弘,  宮井博隆,
田中達也,  竹山廣光

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

消化器外科
学

膵癌におけるCXCL12�CXCR4 axis の役割
とそのシグナルの解明

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,  木村昌弘,  竹山廣光

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月16日

腫瘍・免疫外
科学

当科における胸腺腫に対する胸腔鏡下胸腺
摘出術の検討

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

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月17日

腫瘍・免疫外
科学

CTSO遺伝子近傍の一塩基多型がホルモン
受容体陽性乳癌の予後に及ぼす影響

波戸ゆかり,  吉本信保,  遠藤友美,  浅野倫

子,  山口美奈,  遠山竜也

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月17日

消化器外科
学

大腸イレウスに対する治療法と短期成績 原　賢康,  志賀一慶,  高橋広城,  木村昌弘,
竹山廣光

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
松波総合病
院　消化器外
科学

当科における大腸癌同時性多発肝転移症例
の治療成績

小林建司,  水藤元武,  佐藤怜央,  安藤奈菜

子,  花立史香,  清水幸雄,  松波英寿

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月17日

腫瘍・免疫外
科学

肺実質自動縫合におけるゴールドカートリッ
ジの有用性

矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  内田達男,  山田　健

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月18日

腫瘍・免疫外
科学

<パネルディスカッション：進行・再発胸腺腫

に対する治療戦略>胸膜播種を伴った進行

胸腺腫の外科治療に関する検討(胸腺研究

会データベース事業)

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,  森山　悟,  羽田裕司,  立松　勉,  鈴木
あゆみ

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月18日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

全麻下腹腔鏡手術　ﾃﾞｨﾍﾞｰﾄ18「虫垂炎手術

－腰麻下開腹手術vs全麻下腹腔鏡手術－」

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

洋,  安田　顕,  清水保延,  田中守嗣

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月18日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

一般臨床病院におけるAcute Care
Laparoscopic Surgeryの最前線

早川俊輔,  田中守嗣,  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,  中村謙一,  渡邊貴洋,  安田　顕,  山本

稔,  北上英彦,  清水保延

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月18日

松波総合病
院　消化器外
科学

大腸癌化学療法としてのベバシズマブ使用
時における腸管穿孔症例の検討

柴田直史,  小林建司,  水藤元武,  佐藤怜央,
安藤奈菜子,  花立史香,  清水幸雄,  松波英
寿

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月18日

松波総合病
院　消化器外
科学

ロボット補助下肝切除における肝離断法の検
討

川原敏靖,  小林建司,  小西奈々美,  花立史

香,  柴田直史,  松波英寿,  古川博之

第115回日本外科学会定期学

術集会,  2015年4月16-18日(名
古屋) 2015年4月18日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

The minimal access laparoscopic trans-
abdominal preperitoneal hernia repair aimed at
no postoperative recurrence and pain
regarding three prepelitoneal spacial structures

Hayakawa T,  Hayakawa S,  Tanaka M,
Fujihata S,  Watanabe T,  Nakamura K,
Yasuda A,  Yamamoto M,  Kitagami H,
Shimizu Y

1st World Conference on
Abdominal Wall Hernia
Surgery,  Apr25-29,
2015(Milano/Italy)

2015年4月26日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

間質性肺炎に伴う難治性気胸に対する広背
筋皮弁充填術

松井琢哉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  山田
健

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学

口腔内転移を来たした肺多形癌の１例 奥田勝裕,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

知多厚生病
院

G-CSFおよびAFP産生胃癌の1例 小森徹也,  杉戸伸好,  長谷川　毅,  村元雅
之

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

中野胃腸病
院

回腸早期癌の1例 村瀬寛倫,  安藤拓也,  深尾俊一,  中野浩一

郎,  齋藤慎一郎,  前田頼佑,  神谷賢吾,  伊
藤　寛

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

消化器外科
学

早期胃癌術後縦隔リンパ節転移の1例 田中達也,  宮井博隆,  若杉健弘,  石黒秀行,
木村昌弘,  竹山廣光

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

消化器外科
学

腎癌の小腸転移により穿孔性腹膜炎を発症
した1例

社本智也,  高橋広城,  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,  若杉健弘,  石黒秀行,  松尾洋一,
木村昌弘,  竹山廣光

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

巨大脾嚢胞の1例 伊藤　直,  春木伸裕,  傳田悠貴,  加藤　瑛,
上本康明,  高須惟人,  原田幸志朗,  呉原裕

樹,  佐竹　章,  山川洋右,  辻　秀樹

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

S状結腸捻転を合併したS状結腸間膜裂孔ヘ

ルニアの1例
加藤　瑛,  春木伸裕,  傳田悠貴,  伊藤　直,
上本康明,  高須惟人,  原田幸志朗,  呉原裕

樹,  辻　秀樹,  佐竹　章,  山川洋右

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

術前診断し待機的に手術したMeckel憩室穿

通の1例
近藤靖浩,  清水保延,  早川俊輔,  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,  早川哲史,  田中守嗣

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

豊川市民病
院　消化器外
科学

短期間で再発,  転移を来したS状結腸間膜原
発平滑筋肉腫の一例

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,  原田真之

資,  三田圭子,  彦坂　雄,  柄松章司,  西田

勉,  佐々木信義

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

胸腹部貫通外傷の一例 林　祐一,  可児久典,  高山　悟,  坂本雅樹,
今藤裕之,  永井進吾

第289回東海外科学会,  2015年
4月29日(名古屋) 2015年4月29日

腫瘍・免疫外
科学　姫路医
療センター呼
吸器センター
外科

肺多形癌手術例の検討 坂根理司,  伊藤温志,  村田祥武,  渡辺梨砂,
今西直子,  松岡隆久,  長井信二郎,  松岡勝

成,  植田充宏,  宮本好博

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

小型肺癌に対する区域切除術の治療成績 水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田
健

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

胸腺腫摘出術後重症筋無力症発症例の検
討

小田梨紗,  水野幸太郎,  松井琢哉,  山田
健

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

Utility thoracotomy+2 port 胸腔鏡下肺切除
術の有用性

山田　健,  水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢
哉

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

聖隷三方原
病院

導入化学放射線療法後に右上葉管状切除
術＋胸壁合併切除を行った右パンコースト肺
癌の1例

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32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14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
治療成績

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32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

名古屋市立
東部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

肺サルコイドーシスに続発した難治性気胸に
対し胸腔鏡補助下全胸膜被覆術を行った1
例

遠藤克彦,  羽藤誠記 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

鈴鹿中央総
合病院

高齢者難治性自然気胸に対するタルクを用
いた胸膜癒着術の検討

川野　理,  渡邊拓弥,  深井一郎 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋徳洲
会総合病院
腫瘍・免疫外
科学

肺実質と横隔膜に異所性子宮内膜組織を認
めた自然気胸の１手術例

可児久典 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月13-14日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学

限局的遠隔転移を有するIV期肺癌に対する
原発巣切除症例の検討

安田　学,  篠原伸二,  小山倫浩,  中西良一 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学

気管支血管束に沿って増大を認めた左肺腫
瘍の一例

篠原伸二,  安田　学,  小山倫浩,  中西良一 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学

縦隔発生巨大脂肪肉腫の1手術例 矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  藤井義敬

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学

喀血を来したRasmussen動脈瘤に対して緊急

手術を施行した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32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学

当科における肺多形癌外科切除症例の検討 奥田勝裕,  小田梨紗,  鈴木あゆみ,  立松

勉,  羽田裕司,  森山　悟,  矢野智紀,  中西良
一

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月14日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

完全内臓逆位症に発生した同時多発肺癌に
対する胸腔鏡下切除術の経験

松井琢哉,  水野幸太郎,  小田梨紗,  山田
健

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

聖隷三方原
病院

切除症例からみたIV期非小細胞肺癌の手術
適応

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32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

聖隷三方原
病院

肺非結核性抗酸菌症に対する外科治療成績
の検討

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32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病
院　腫瘍・免
疫外科学

胸腺内多発結節影を呈した自己免疫疾患非
合併リンパ濾胞性胸腺過形成の１例

横田圭右,  山川洋右,  佐竹　章,  齋藤雄史 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

鈴鹿中央総
合病院

3次元的ステープリングによる、未確診末梢小

型肺病変の安全、確実VATS肺部分切除術

渡邊拓弥,  川野　理,  深井一郎 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

術前SFTが示唆され、術後病理組織学的に

臓側胸膜発生low grade fibrosarcomaと診断

された1例

中前勝視,  幸　大輔,  全並秀司,  田中宏紀,
渡邉拓弥

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

化学療法が有効であったcT4肺癌の2切除例 中前勝視,  幸　大輔,  田中宏紀 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

OK432による胸膜癒着術が原因と考えられる
急性肺障害の１経験例

幸　大輔,  寺田満雄,  中前勝視,  佐野正明 第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

腫瘍・免疫外
科学

当科における胸壁原発腫瘍に対する外科治
療成績

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

第32回日本呼吸器外科学会総

会,  2015年5月14-15日(高松) 2015年5月15日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

当院における腹壁瘢痕ヘルニアの治療成績
支部推薦演題3

中村謙一,  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,  安田　顕,  山本　稔,  北上

英彦,  清水保延,  田中守嗣

第13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月22日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

高齢者に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術
(TAPP法)の手術成績と今後の展望　ｼﾝﾎﾟｼﾞ

ｳﾑ2「80 歳以上の超高齢者に対する鼠径部

ヘルニアの手術適応・治療戦略・成績1」

早川俊輔,  近藤靖浩,  野々山敬介,  松井琢

哉,  渡部かをり,  藤幡士郎,  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13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月22日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下に修復した腹腔鏡下修復術後の再
発傍ストーマヘルニアの1例

野々山敬介,  早川哲史,  山本　稔,  宮井博

隆,  近藤靖浩,  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,  北上英彦,  清水保延,  田中守嗣

第13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月22日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病
院　消化器外
科学

3D教育セミナー1「 3D内視鏡でみる

TAPP/TEP の最前線」

牛込　創,  篠田憲幸,  斉藤正樹,  原田真之

資,  青山佳永,  堅田武保,  寺西　太

第13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月22日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

会長講演「科学としてのヘルニア手術－検
証･教育･伝承－」

早川哲史 第13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月23日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

3D映像による標準的TAPP法の手術手技と

有用性と注意点　3D教育セミナー2「 3D腹腔
鏡を用いた腹腔鏡下ヘルニア手術」

宮井博隆,  早川哲史,  山本　稔,  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,  北上英彦,  安田

顕,  清水保延,  田中守嗣

第13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月23日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

小児鼡径ヘルニアに対する当院での治療戦
略　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ9「小児ヘルニアに対する治療

戦略　－LPEC vs 鼠径部切開法－」

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,
藤幡士郎,  渡部かをり,  早川俊輔,  野々山敬

介,  松井琢哉,  近藤靖浩

第13回日本ヘルニア学会学術

集会,  2015年5月22-23日(名古

屋) 2015年5月23日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

甲状腺低分化癌成分を含む甲状腺乳頭癌
の一例：本症例に対しどのように対処すべき
か

内藤明広 第27回日本内分泌外科学会総

会,  2015年5月28-29日(福島) 2015年5月29日

豊川市民病
院　腫瘍・免
疫外科学

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27回日本内分泌外科学会総

会,  2015年5月28-29日(福島) 2015年5月29日

藤田保健衛
生大学

卵巣原発奇形腫における患側卵巣温存の可
能性についての検討

原普二夫,  宇賀菜緒子,  直江篤樹,  渡邉俊

介,  安井稔博,  鈴木達也,  冨重博一

第52回日本小児外科学会学術

集会,  2015年5月28-30日(神戸) 2015年5月29日

藤田保健衛
生大学

当院20年間における小児鼠径ヘルニア嵌頓
緊急手術症例の経験

安井稔博,  宇賀菜緒子,  直江篤樹,  渡邉俊

介,  原普二夫,  冨重博一,  鈴木達也

第52回日本小児外科学会学術

集会,  2015年5月28-30日(神戸) 2015年5月30日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

LPEC手術における腹膜鞘状突起開存部の
位置に関する検討

清水保延 第52回日本小児外科学会学術

集会,  2015年5月28-30日(神戸) 2015年5月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

胸郭変形による気管狭窄に対して胸骨切除
および喉頭気管分離手術が有効であった1
例

佐藤陽子,  榊原堅式,  西川さやか,  上田悟

郎,  鈴木卓弥,  廣川高久,  杉浦弘典,  幸　大

輔,  杉浦博士,  三井　章,  中前勝視,  桑原義

之,  田中宏紀

第52回日本小児外科学会学術

集会,  2015年5月28-30日(神戸) 2015年5月30日

刈谷豊田総
合病院　心臓
血管外科学

Coral Reef Aortaに対し大動脈血栓内膜摘除

を施行した1例
沼田幸英,  山中雄二,  斉藤隆之 第43回日本血管外科学会学術

総会,  2015年6月3-5日(横浜) 2015年6月4日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

An analysis of surgical approach of 15
thymoma cases

Matsui T,  Mizuno K,  Nonoyama K,  Oda R,
Kitagami H,  Yamada T,  Tanaka M

23rd Congress of the European
Association of Endoscopic
Surgery (EAES),  Jun 3-6,
2015(Bucharest,   Romania)

2015年6月5日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

Our experience of 4 cases of de Garengeot
hernia

Nonoyama K,  Kitagami H,  Matsui T,
Tanaka M

23rd Congress of the European
Association of Endoscopic
Surgery (EAES),  Jun 3-6,
2015(Bucharest,   Romania)

2015年6月5日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

腹部鈍的外傷に起因した左総腸骨動脈閉塞
と腸管損傷の1例

伊藤　直,  春木伸裕，傳田悠貴，加藤　瑛，
上本康明，村瀬寛倫，高須惟人，西川佳友，
森脇博夫，原田幸志朗，江田匡仁，呉原裕
樹，辻　秀樹，佐竹　章

第29回日本外傷学会総会・学

術集会,  2015年6月11-12日(札
幌) 2015年6月12日

腫瘍・免疫外
科学　姫路医
療センター呼
吸器センター
外科

肺非結核抗酸菌症と肺癌が同一病巣内に共
存した一手術例

坂根理司,  伊藤温志,  村田祥武,  渡辺梨砂,
今西直子,  松岡隆久,  長井信二郎,  松岡勝

成,  植田充宏,  宮本好博

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

肺動脈形成を伴う肺切除術－胸腔鏡補助下
から完全胸腔鏡下へ

水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田
健

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

聖隷三方原
病院

胸部悪性腫瘍に対する気管・気管支形成術
の検討

棚橋雅幸,  雪上晴弘,  鈴木恵理子,  吉井直

子,  設楽将之,  藤野智大,  丹羽　宏

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

聖隷三方原
病院

腫瘍性気道狭窄に対する硬性気管支鏡施行
例の検討

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38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原
病院

当科におけるEWSを用いた気管支充填術の
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38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

豊川市民病
院　腫瘍・免
疫外科学

ダブルルーメンチューブによる気道損傷の１
例

彦坂　雄,  西田　勉 第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

名古屋市立
東部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

当院で経験した急性膿胸手術6例の検討 遠藤克彦,  羽藤誠記,  前田浩義,  朴　将哲,
原田亜紀子,  村瀬博紀,  荒木勇一朗

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

腫瘍・免疫外
科学

気管・気管支形成術の工夫　～完全胸腔鏡
手術において～

中西良一,  安田　学,  篠原伸二,  小山倫浩,
久保井礼,  畑　亮輔

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  ビデオワークショッ

プ,  2015年6月11-12日(東京) 2015年6月11日

腫瘍・免疫外
科学

気管支鏡検体から抗酸菌が検出された症例
の検討

久保井礼,  畑　亮輔,  安田学,  中西良一 第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

腫瘍・免疫外
科学

先天性肺気道奇形(CPAM)2型の1切除例 羽田裕司,  森山　悟,  奥田勝裕,  立松　勉,
鈴木あゆみ,  矢野智紀

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

腫瘍・免疫外
科学

肺切除を伴わない腫瘍切除および気管支形
成術を施行した気管内過護腫の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38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月11日

腫瘍・免疫外
科学

気管支鏡下EWS充填術を併用した肺癌術後
有瘻性膿胸に対する瘻孔閉鎖術の２例

奥田勝裕,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  深井一

郎,  彦坂　雄,  中西良一

第38回日本呼吸器内視鏡学会

学術集会,  2015年6月11-12日
(東京) 2015年6月12日

藤田保健衛
生大学

One way methodによる肝中央二区域切除術 棚橋義直,  加藤悠太郎,  所　隆昌,  辻昭一

郎,  香川　幹,  竹浦千夏,  杉岡　篤

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

膵癌におけるCXCL12/CXCR4シグナルの解

明とNF-κB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,  竹山廣光

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月11日

消化器外科
学

Gemcitabine耐性膵癌に対するCXCR4
antagonistの有用性

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

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月11日

消化器外科
学

膵頭十二指腸切除後の脂肪肝に対する膵酵
素補充療法の治療効果に関する検討

佐藤崇文,  松尾洋一,  坪井　謙,  柴田孝弥,
森本　守,  竹山廣光

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月11日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

急速に進行した肝原発肉腫の一例 安田　顕,  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,  山本　稔,  北上

英彦,  清水保延,  早川哲史

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月11日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

Strategies for cholecystocholedocholithiasis Takayama S 第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月11日

東部医療セン
ター　消化器
外科学

閉塞性黄疸および胆管との交通を認めた巨
大肝嚢胞の1例

越智靖夫,  谷脇　聡,  森洋一郎,  上野修平,
大見　関,  齊藤健太,  長﨑高也,  柴田康行

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月12日

消化器外科
学

右肝円索と異所性肝を認めた腹腔鏡下胆嚢
摘出術の1例

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

第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月13日

消化器外科
学

肝胆膵外科手術後SSI抑制への取り組み　教

育ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ2「肝胆膵外科手術後SSI
抑制への取り組み」

竹山廣光,  佐藤崇文,  若杉健弘,  松尾洋一 第27回日本肝胆膵外科学会･

学術集会,  2015年6月11-13日
(東京) 2015年6月13日

腫瘍・免疫外
科学

境界明瞭な小型肺結節陰影の検討：最近経
験した良悪性の鑑別が困難だった3例を中心
に

鈴木あゆみ,  小澤良之,  森山　悟,  羽田裕

司,  奥田勝裕,  立松　勉,  矢野智紀

第58回関西胸部外科学会学術

集会,  2015年6月12-13日(岡山) 2015年6月12日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原
病院

導入化学放射線療法後に手術を施行した
cT4肺癌の検討

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58回関西胸部外科学会学術

集会,  2015年6月12-13日(岡山) 2015年6月13日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

緩和ケアの理解促進を目的とした診療圏に
基づく4施設合同緩和ケア病棟共通パンフ
レット作成の取り組み

渡邊紘章,  小松孝江,  石川眞一,  祖父江正

代,  野田智子,  坂本雅樹,  大橋純子,  大西

麻理子,  伊藤浩明,   山本知枝子,  大蔵真子

第20回日本緩和医療学会学術

大会,  2015年6月18-20日(横浜) 2015年6月20日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

術後気管支断端を喀出した右下葉扁平上皮
癌の1例

松井琢哉,  水野幸太郎,  山田　健 第49回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2015年6月27日
(名古屋) 2015年6月27日

聖隷三方原
病院

気管支グロムス腫瘍に対して硬性鏡治療後
に左下葉管状切除を施行した１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49回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2015年6月27日
(名古屋) 2015年6月27日

腫瘍・免疫外
科学

術前に偶然発見された気管支憩室の1例 小田梨紗,  森山　悟,  羽田裕司,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  矢野智紀

第49回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2015年6月27日
(名古屋) 2015年6月27日

消化器外科
学

尿管S状結腸吻合術41年後に発症した吻合

部腺癌の1例
佐川弘之,  原　賢康,  高橋広城,  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
122回例会,  2015年6月27日
(津) 2015年6月27日

腫瘍・免疫外
科学

シンポジウム：小児睡眠時無呼吸症候群の治
療について－診断と手術適応を再考する
－，全身合併症とSASの関連－漏斗胸は

SASの重症症状か－

近藤知史,  高木大輔 日本睡眠学会第40回定期学術

集会,  2015年7月2-3日(宇都宮) 2015年7月2日

名古屋市立
緑市民病院

胃癌肝転移肝切除術の治療成績向上を目
指した徐放化抗癌剤の局所癌化学療法：
Liposome-adriamycin門注,  動注を試みた臨
床応用例の遠隔治療効果を中心に

水野　勇,  石田理子,  今藤裕之,  毛利紀章,
佐本洋介,  角田直樹,  佐藤篤司,  神谷保廣,
竹山廣光,  四ツ柳智久

第31回日本DDS学会学術集会,
2015年7月2-3日(東京) 2015年7月3日

消化器外科
学

膵癌におけるキサントフモールの血管新生抑
制効果の検討

社本智也,  松尾洋一,  佐藤崇文,  坪井　謙,
竹山廣光

日本外科代謝栄養学会第52回
学術集会,  2015年7月2-3日(東
京) 2015年7月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

NF-κBを介したZerumboneの抗腫瘍血管新
生に関する検討

松尾洋一,  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,  Sung B,  Guha S

日本外科代謝栄養学会第52回
学術集会,  2015年7月2-3日(東
京) 2015年7月2日

消化器外科
学

膵頭十二指腸切除後の脂肪肝発生に対する
予測因子の検討

佐藤崇文,  松尾洋一,  坪井　謙,  社本智也,
竹山廣光

日本外科代謝栄養学会第52回
学術集会,  2015年7月2-3日(東
京) 2015年7月3日

消化器外科
学

食道癌狭窄症例(切除不能食道癌)に対する

Y字胃管バイパス術

石黒秀行,  木村昌弘,  田中達也,  溝口公士,
竹山廣光

第69回日本食道学会学術集会,
2015年7月2-3日(横浜) 2015年7月3日

消化器外科
学

食道癌術後縫合不全に胸鎖乳突筋弁が有
用であった1例

溝口公士,  木村昌弘,  石黒秀行,  田中達也,
竹山廣光

第69回日本食道学会学術集会,
2015年7月2-3日(横浜) 2015年7月3日

消化器外科
学

食道癌におけるコネキシン43の発現の意義 田中達也,  木村昌弘,  石黒秀行,  溝口公士,
竹山廣光

第69回日本食道学会学術集会,
2015年7月2-3日(横浜) 2015年7月3日

西部医療セン
ター　消化器
外科学

横行結腸が嵌入し圧迫壊死による穿孔を認
めた食道裂孔ヘルニアの1例

鈴木卓弥,  三井　章,  杉浦弘典,  廣川高久,
上田悟郎,  桑原義之

第69回日本食道学会学術集会,
2015年7月2-3日(横浜) 2015年7月3日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

自潰し著明な貧血を来した巨大乳腺悪性葉
状腫瘍の一切除例

内藤明広,  加藤克己,  川口暢子 第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

癌性体液貯留に対してベバシズマブ（ＢＥＶ）
＋パクリタキセル（ＰＴＸ）は有用であるが、ＰＴ
Ｘは９０ｍｇ／ｍ２必要？

加藤克己,  内藤明広,  川口暢子 第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

豊川市民病
院　腫瘍・免
疫外科学

当科で治療をおこなった初診時80歳以上の

高齢者乳癌50例の検討

柄松章司,  三田圭子 第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
トヨタ記念病
院　腫瘍・免
疫外科学

乳癌センチネルリンパ節生検陽性症例にお
ける腋窩郭清省略の妥当性と問題点

伊藤和子,  川瀬麻衣 第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

SELECT BC試験における

HRQOLと医療経済評価（厳選口演）

遠山竜也,  渡辺隆紀,  下妻晃二郎,  白岩

健,  福田　敬,  毛利光子,  上村夕香理,  川原

拓也,  萩原康博,  大橋靖雄,  向井博文

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

HER2陰性局所進行乳癌に対するアンスラサ

イクリン-タキサン-エリブリン逐次療法の有用

性確認試験(JBCRG-17)

増田慎三,  深田一平,  近藤直人,  大谷彰一

郎,  服部正也,  小坂泰二郎,  田辺真彦,  増
野浩二郎,  松並展輝,  澤木正孝,  柏葉匡寛,
川端英孝,  相良安昭,  黒井克昌,  大野真司,
戸井雅和,  伊藤良則,  森田智視

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京)

2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

HER2陽性乳癌における術前Dual-HER2
blockage 療法±ホルモン療法の検討(Neo-
LaTH, JBCRG-16試験)

山本尚人,  増田慎三,  近藤直人,  坂東裕子,
黒井克昌,  大野真司,  宮本健志,  檜垣健二,
高野利実,  井上賢一,  中村力也,  清水　哲,
石黒　洋,  青儀健二郎,  天野定雄,  山城大

泰,  笠井宏委,  森田智視,  桜井孝規 ,  戸井
雅和

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京)

2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

IHC4スコアを用いたER陽性乳癌に対する術
前化学療法における腫瘍縮小効果の検討

瀧由美子,  近藤直人,  安立弥生,  小谷はる

る,  久田知可,  権藤なおみ,  石黒淳子,  吉村

章代,  服部正也,  澤木正孝,  岩田広治

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

TNRC9 rs3803662がマンモグラフィ濃度とエ
ストロゲンレセプター陽性乳癌罹患リスクに与
える影響

吉本信保,  山下啓子,  白木法雄,  杉浦博士,
遠藤友美,  浅野倫子,  波戸ゆかり,  遠山竜也

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

次世代シーケンスを用いたタキサン系薬剤抵
抗性に関わる遺伝子の探索

遠藤友美,  吉本信保,  波戸ゆかり,  高橋智,
遠山竜也

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

腫瘍・免疫外
科学

血清コレステロール値と乳癌の予後との関連 近藤直人,  澤木正孝,  服部正也,  吉村章代,
石黒淳子,  小谷はるる,  安立弥生,  瀧由美

子,  岩田広治

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学

局所領域再発症例に対する外科的切除の意
義

安立弥生,  近藤直人,  石黒淳子,  小谷はる

る,  久田知可,  瀧由美子,  吉村章代,  服部正

也,  澤木正孝,  岩田広治

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月3日

腫瘍・免疫外
科学

欧米の臨床試験の結果からセンチネルリンパ
節macro転移陽性時に腋窩リンパ節郭清を省
略すべきか

吉村 章代,  澤木 正孝,  近藤 直人,  服部 正
也,  石黒 淳子,  安立 弥生,  小谷 はるる,  久
田 知可,  瀧 由美子,  岩田 広治

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月3日

腫瘍・免疫外
科学

当院におけるアンケートを用いた乳がん患者
の就労調査

小谷はるる,  近藤直人,  安立弥生,  石黒淳

子,  久田知可,  瀧由美子,  市川茉莉,  吉村

章代,  服部正也,  藤田崇史,  澤木正孝,  岩
田広治

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月3日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

ER陽性、HER2陰性乳癌の術前化学療法に

おけるIHC4の検討

杉浦博士,  田中宏紀,  西川さや香,  白木法

雄,  鈴木智博,  佐藤慎哉,  伊藤由加志,  川
口暢子,  安藤由明,  小林俊三

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月4日

腫瘍・免疫外
科学

日本人のホルモン受容体陽性乳癌における
エストロゲン受容体α遺伝子変異の検出

波戸ゆかり,  遠藤友美,  近藤直人,  吉本信

保,  浅野倫子,  西本真弓,  遠山竜也

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月4日

腫瘍・免疫外
科学

トラスツズマブ治療後に再発が認められた
HER2陽性乳癌の予後と再発後の予後因子

服部正也,  澤木正孝,  近藤直人,  吉村章代,
石黒淳子,  小谷はるる,  安立弥生,  久田知

可,  瀧由美子,  安藤正志,  岩田広治

第23回日本乳癌学会学術総会,
2015年7月2-4日(東京) 2015年7月2日

静岡がんセン
ター

切除可能な大動脈周囲リンパ節転移症例の
治療戦略

山口智弘,  仲井　希,  大木悠輔,  長澤芳信,
日野仁嗣,  沼田正勝,  桐上由利子,  眞部祥

一,  村田飛鳥,  山岡雄祐,  古谷晃伸,  山川

雄士,  賀川弘康,  塩見明生,  絹笠祐介

第83回大腸癌研究会,  2015年7
月3日(久留米) 2015年7月3日

消化器外科
学

腹腔鏡下大腸切除術時の潜在的腹膜播種
症例の検討

原　賢康,  志賀一慶,  佐川弘之,  中西速夫,
高橋広城,  竹山廣光

第83回大腸癌研究会,  2015年7
月3日(久留米) 2015年7月3日

松波総合病
院　消化器外
科学

当院における切除可能な同時性肝転移のみ
を有する大腸癌に対する治療成績

廣川高久,  小林建司,  森本翔太,  水藤元武,
佐藤怜央,  柴田直史,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿,  村瀬貴幸,  池田庸子

第83回大腸癌研究会,  2015年7
月3日(久留米) 2015年7月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
名古屋市立
緑市民病院

胃癌腹膜播種例のS1+Taxanes(i.v.)と腹水制

御;治療効果向上と投与簡略化を目指した徐

放化抗癌剤腹腔内投与　企画関連口演25
「高度進行胃癌の治療戦略2」

水野　勇,  石田理子,  毛利紀章,  安井　保,
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70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

消化器外科
学

腹腔鏡下S状結腸・直腸切除術におけるパー
ト別手術時間の検討

坪井　謙,  原　賢康,  原　賢康,  中屋誠一,
社本智也,  高橋広城,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

消化器外科
学

尿管S状結腸吻合後の腺癌の1例 柴田孝弥,  高橋広城,  原　賢康,  松尾洋一,
木村昌弘,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

消化器外科
学

適切なCVポート造設位置に関する検討 高橋広城,  原　賢康,  田中達也,  木村昌弘,
竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

横行結腸領域癌の腹腔鏡手技の工夫、注意
点について　要望演題3「横行結腸領域癌の

腹腔鏡手技の工夫、注意点(ビデオ)1」

山本　稔,  早川哲史,  北上英彦,  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70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

De Garengeot herniaの4例の検討 野々山敬介,  渡邊貴洋,  北上英彦,  藤幡士

郎,  中村謙一,  安田　顕,  山本　稔,  清水保

延,  早川哲史,  田中守嗣

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

松波総合病
院　消化器外
科学

当院における大腸癌イレウス治療成績の検
討

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70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

松波総合病
院　消化器外
科学

腹腔鏡下食道空腸吻合時におけるOverlap
法の導入とその術後成績

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

寿,  北上英彦

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月15日

東京山手ﾒ
ﾃﾞｨｶﾙｾﾝﾀｰ

潰瘍性大腸炎に対するHALS大腸全摘術症
例の検討と定型化への課題

森本幸治,  山名哲郎,  仕垣幸太郞,  西尾梨

紗,  岡田大介,  古川聡美,  岡本欣也,  佐原
力三郎

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月16日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

右側結腸癌における単孔式腹腔鏡下右半結
腸切除術の検討

原　賢康,  坪井　謙,  坂本宣弘,  高橋広城,
木村昌弘,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月16日

消化器外科
学

膵癌におけるLipocalin-2の発現と分子生物
学的特徴の検討

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,
木村昌弘,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月16日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

1年目外科医による腹腔鏡下虫垂切除術の

手術成績　企画関連口演32「Acute Care
Surgery 2」

早川俊輔,  田中守嗣,  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,  早川哲史

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月16日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

ﾗﾝﾁｮﾝｾﾐﾅｰ21「予防と治療の両面からアプ
ローチする腹壁合併症対策」

早川哲史 第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月16日

藤田保健衛
生大学

Glissonian pedicle-oriented segmentationに基

づく肝解剖-レネック被膜の意義と肝亜区域

切除手技への応用-　ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ7「肝臓の外

科解剖,  特に亜区域の新たな考え方」

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

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

消化器外科
学

Stapleを打ち込む方向により吻合部の強度は

変わるか?
木村昌弘,  石黒秀行,  高橋広城,  田中達也,
佐川弘之,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

消化器外科
学

膵頭十二指腸切除術後の脂肪肝に対する膵
酵素剤の予防効果について

佐藤崇文,  松尾洋一,  志賀一慶,  溝口公士,
坪井　謙,  森本　守,  宮井博隆,  高橋広城,
木村昌弘,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

消化器外科
学

ラディアル型・リニアー型自動縫合器を使用
した胃管作成法　企画関連口演74「手術手

技:食道癌手術再建3」

田中達也,  木村昌弘,  石黒秀行,  坪井　謙,
社本智也,  中屋誠一,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

消化器外科
学

食道癌手術症例における血中IL6の解析 石黒秀行,  木村昌弘,  若杉健弘,  坂本宣弘,
宮井博隆,  田中達也,  溝口公士,  竹山廣光

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

膵管空腸側々吻合術にて治癒した膵頭十二
指腸切除術後慢性閉塞性膵炎の4例

田中守嗣,  安田　顕,  渡部かをり,  藤幡士郎,
渡邊貴洋,  中村謙一,  山本　稔,  清水保延,
北上英彦,  早川哲史

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

90例連続合併症なし- OverLap吻合の実際-
要望演題65「腹腔鏡下胃全摘・噴門側胃切

除術後の再建法(ビデオ)1」

北上英彦,  中村謙一,  渡邊貴洋,  早川俊輔,
渡部かをり,  藤幡士郎,  安田　顕,  山本　稔,
清水保延,  田中守嗣

第70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

松波総合病
院　消化器外
科学

高齢者大腸癌切除症例の治療実績　要望演
題73「高齢者消化器癌に対する治療戦略11」

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70回日本消化器外科学会総

会,  2015年7月15-17日(浜松) 2015年7月17日

腫瘍・免疫外
科学　都立駒
込病院

HER2陽性乳癌治療におけるトラスツズマブ・
エムタンシンの現状と展望

山下年成,  有賀智之,  宮本博美,  本田弥生,
堀口和美,  井寺奈美,  後藤理紗,  黒井克昌

第13回日本臨床腫瘍学会学術

総会,  2015年7月16-18日(札幌) 2015年7月16日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

CBDCAにnab-Paclitaxelを併用したレジメン
で、腫瘍の著名な縮小効果が得られ完全切
除が可能となったcT4肺扁平上皮癌の2例

幸　大輔,  中前勝視,  杉浦博士 第13回日本臨床腫瘍学会学術

集会,  2015年7月16-18日(札幌) 2015年7月18日

松波総合病
院　消化器外
科学

ペルツズマブ、トラスツズマブ、ビノレルビンに
よる化学療法を施行した4例の検討

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

第13回日本臨床腫瘍学会学術

集会,  2015年7月16-18日(札幌) 2015年7月18日

いなべ総合
病院

脾臓を温存し腹腔鏡下で切除が可能であっ
た脾動脈瘤の1例

丹羽正成,  岡田祐二,  友田佳介,  小出修司,
杉田三郎,  石川雅一

第44回愛知臨床外科学会,
2015年7月20日(名古屋) 2015年7月20日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

胃全摘術後に生じた逆行性空腸重積症の1
例

藤田康平,  春木伸裕,  村瀬寛倫,  呉原裕樹,
原田幸志朗,  高須惟人,  伊藤　直,  上本康

明,  加藤　瑛,  傳田悠貴,  加藤明子,  津本知

沙,  辻　秀樹

第44回愛知臨床外科学会,
2015年7月20日(名古屋) 2015年7月20日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

2歳5ヶ月男児の十二指腸穿孔の1例 近藤靖浩,  清水保延,  犬飼公一,  野々山敬

介,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井

博隆,  安田　顕,  山本　稔,  北上英彦,  早川

哲史,  田中守嗣

第44回愛知臨床外科学会,
2015年7月20日(名古屋) 2015年7月20日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
豊川市民病
院　消化器外
科学

顎下腺膿瘍が原因と考えられた降下性壊死
性縦隔炎の一救命例

西土　徹,  青山佳永,  斎藤正樹,  原田真之

資,  牛込　創,  柴田孝弥,  堅田武保,  彦坂

雄,  三田圭子,  寺西　太,  篠田憲幸,  西田

勉,  佐々木信義

第44回愛知臨床外科学会,
2015年7月20日(名古屋) 2015年7月20日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

長期末梢点滴後,  経管栄養施行時に急激な

肝機能上昇をみた1例
長谷川正光,  志賀美和,  林　良成 第9回日本静脈経腸栄養学会

東海支部学術集会,  2015年7月
26日(名古屋) 2015年7月26日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

常食における三大栄養素の検討－施設間差
－

森　茂雄,  長谷川正光 第9回日本静脈経腸栄養学会

東海支部学術集会,  2015年7月
26日(名古屋) 2015年7月26日

知多厚生病
院

ロイシン高配合栄養剤を用いた高齢リハビリ
患者の栄養介入効果の検討

木島綾乃,  村元雅之,  神谷有紀,  山本真衣,
吉田あい,  小出賢吾,  三浦　毅,  沖田英人,
上原恵子,  榊原香代子

第9回日本静脈経腸栄養学会

東海支部学術集会,  2015年7月
26日(名古屋) 2015年7月26日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

The change of albumin concentration after
changing protein concentration of tube feeding
formula

Hasegawa M,  Shiga M The 16th Congress of Parenteral
and Enteral Nutrition Society of
Asia (PENSA),  Jul24-26,
2015(Nagoya)

2015年7月26日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

One questionnaire of ordinary meal in
Japanese Hospital

Shiga M,  Hasegawa M The 16th Congress of Parenteral
and Enteral Nutrition Society of
Asia (PENSA),  Jul24-26,
2015(Nagoya)

2015年7月26日

知多厚生病
院

A new jejunostomy method with much less
leakage of intestinal fluid

Muramoto M,  Kijima A,  Kamiya Y,  Miura
T,  Okita H,  Sakakibara K,  Uehara K

The 16th Congress of Parenteral
and Enteral Nutrition Society of
Asia (PENSA),  Jul24-26,
2015(Nagoya)

2015年7月26日

中野胃腸病
院

当院健診センター人間ドック上部内視鏡で発
見された胃底腺型胃癌5例の検討

中野浩一郎,  榊原一貴,  深尾俊一,  奥嶋一

武,  伊藤　寛,  横田広子,  安藤拓也,  齋藤慎

一郎,  前田頼佑,  神谷賢吾

第52回日本人間ドック学会学術

大会,  2015年7月30-31日(横浜) 2015年7月30日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

高齢者に対するTAPP法における細径鉗子

使用(5mm以下)の検討

早川俊輔,  早川哲史,  渡部かをり,  藤幡士

郎,  宮井博隆,  安田　顕,  山本　稔,  北上英

彦,  清水保延,  田中守嗣

4th Reduced Port Surgery Forum
2015 in Akita,  2015年7月31-8
月1日(秋田) 2015年8月1日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
第一なるみ病
院

テーピングによる褥瘡閉鎖法の,ポケットの縮
小効果についての検討

藤井　康,  横井慶子,  広瀬有芽子,  堀加代
子

第17回日本褥瘡学会学術集会,
2015年3月28-29日(仙台) 2015年8月29日

聖隷三方原
病院

EWSによる気管支充填術にて改善が得られ

た101歳難治性気胸の1例
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19回日本気胸・嚢胞性肺疾

患学会総会,  2015年9月4-5日
(東京) 2015年9月4日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

短期間の内に再発を繰り返した膠原病肺合
併難治性気胸の1例

幸　大輔,  寺田満雄,  中前勝視,  吉原実鈴,
中野暁子,  堀内　実,  森　祐太,  秋田憲志,
佐野正明

第19回日本気胸･嚢胞性肺疾

患学会総会,  2015年9月4-5日
(東京) 2015年9月4日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

乳腺偽血管腫様過形成の１例 内藤明広,  加藤克己,  川口暢子 第12回日本乳癌学会中部地方

会,  2015年9月5-6日(福井) 2015年9月5日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

急激な経過を辿った乳腺悪性葉状腫瘍の1
例

西川さや香,  杉浦博士,  寺田満雄,  白木法

雄,  佐藤慎哉,  伊藤由加志,  川口暢子,  安
藤由明,  浅野倫子,  波戸ゆかり

第12回日本乳癌学会中部地方

会,  2015年9月5-6日(福井) 2015年9月5日

西部医療セン
ター　消化器
外科学

直腸癌を合併したHER2陽性乳癌の1例 寺田満雄,  杉浦博士,  西川さや香,  榊原堅

式,  桑原義之,  中前勝視,  三井　章,  佐藤陽

子,  幸　大輔,  杉浦弘典,  髙嶋伸宏,  鈴木卓

弥,  上田悟郎,  白木法雄,  佐藤慎哉,  伊藤

由加志,  川口暢子,  安藤由明,  浅野倫子,
波戸ゆかり

第12回日本乳癌学会中部地方

会,  2015年9月5-6日(福井)

2015年9月5日

トヨタ記念病
院　腫瘍・免
疫外科学

乳管上皮過形成の近傍に発生した浸潤性乳
管癌の一例

川瀬麻衣,  上本康明,  伊藤和子 第12回日本乳癌学会中部地方

会,  2015年9月5-6日(福井) 2015年9月6日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

Protein lipid carbohydrate energy percentage
in Japanese hospital's ordinary meal

Hasegawa M,  Shiga M 37th The European Society for
Clinical Nutrition and
Metabolism (ESPEN),  Sep5-8,
2015(Lisbon/Portugal)

2015年9月6日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原
病院

Predictive factors of postoperative acute
exacerbation of interstitial pneumonia for
patients with lung cancer

Yukiue H,  TanahashiM,  Suzuki E,  Yoshii N,
Shitara M,  Fujino T,  Niwa H

16th World Conference on Lung
Cancer, Sep6-9,
2015(Denver/U.S.A.) 2015年9月7日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

A Study of Segmentectomy for Primary Lung
Cancer

水野幸太郎,  小田梨紗,  松井琢哉,  山田
健

16th World Conference on Lung
Cancer,  Sep6-9,
2015(Denver/U.S.A.) 2015年9月8日

聖隷三方原
病院

Surgical treatment results of T4 lung cancer
invading mediastinum-Surgical indication and
therapeutic strategy

Tanahashi M,  Yukiue H,  Suzuki E,  Yoshii
N,  Shitara M,  Fujino T,  Niwa H

16th World Conference on Lung
Cancer,  Sep6-9,
2015(Denver/U.S.A.) 2015年9月8日

腫瘍・免疫外
科学

Limited resection for non-small cell lung
cancer referring to difference of pathology

Yano M,  Yoshida J,  Fujii Y 16th World Conference on Lung
Cancer,  Sep6-9,
2015(Denver/U.S.A.) 2015年9月9日

腫瘍・免疫外
科学

Expression of excision cross-complementation
group 1 and class Ⅲ β-bubulin in thymic
carcinoma

Okuda K,  Oda R,  Tatematsu T,  Haneda H,
Moriyama S,  Yano M,  Nakanishi R

16th World Conference on Lung
Cancer,  Sep6-9,
2015(Denver/U.S.A.) 2015年9月9日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

緩和ケア病棟にて鎮静を施行した終末期せ
ん妄の2例の検討

坂本雅樹,  松村広子,  横関昇一郎,  大橋純
子

第28回日本サイコオンコロジー

学会総会,  2015年9月18-19日
(横浜) 2015年9月18日

聖隷三方原
病院

右主気管支閉塞を伴う右上葉肺癌に対し、
硬性鏡下腫瘍摘出後に化学放射線療法を
行い、右上葉管状切除+気管分岐部合併切
除再建術を施行した一例

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107回日本肺癌学会中部支

部学術集会,  2015年9月26日
(名古屋) 2015年9月26日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

広範囲に出現した全身湿疹を契機に発見さ
れた左上葉発生肺扁平上皮癌の1例

幸　大輔,  中前勝視,  秋田憲志,  吉原実鈴,
中野暁子,  堀内　実,  森　祐太,  澤田啓生,
藤原明子

第107回日本肺癌学会中部支

部学術集会,  2015年9月26日
(名古屋) 2015年9月26日

腫瘍・免疫外
科学

転移性脳腫瘍・髄膜に対しAlectinibが奏功し

たCrizotinib耐性ALK陽性肺癌の１例

奥田勝裕,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  中西良一

第107回日本肺癌学会中部支

部学会集会,  2015年9月26日
(名古屋) 2015年9月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学

Impact of lapatinib (La) treatment duration
and endocrine therapy (ET) addition on the
efficacy of primary dual HER2 blockage with
La and trastuzumab (T) for HER2+ breast
cancer (BC) patients (pts)

Bando H,  Masuda N,  Nakamura R,  Kondo
N,  Kuroi K,  Ishida M,  Ohtani S,  Takano T,
Inoue K,  Yanagita Y,  Ishiguro H,  Shimizu S,
Aogi K,  Amano S,  Ozaki S,  Iguchi-Manaka
A,  Kasai H,  Morita S,  R. Kataoka T,  Toi M

The European Cancer Congress
2015, Sep25-29,
2015(Vienna/Austria) 2015年9月26日

腫瘍・免疫外
科学　都立駒
込病院

Primary systemic therapy by dual HER2
blockage with lapatinib (La) + trastuzumab
(T) for Japanese patients (pts) with HER2+
breast cancer (BC):Association of La toxicity
and dose with treatment efficacy

Yamashita T,  Masuda N,  Yamamoto N,
Kondo N,  Bando H,  Akiyoshi S,  Ohtani S,
Takano T,  Inoue K,  Fujisawa T,  Ishiguro H,
Nakayama H,  Aogi K,  Amano S,  Ozaki S,
Yasojima H,  Kasai H,  Kataoka R.T,  Morita
S,  Toi M

The European Cancer Congress
2015, Sep25-29,
2015(Vienna/Austria)

2015年9月28日

藤田保健衛
生大学

小児生体肝移植術後のクレアチニンとシスタ
チンCによる腎機能評価

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

第51回日本移植学会総会,
2015年10月1-3日(熊本) 2015年10月2日

いなべ総合
病院

在宅看取りにおける自己決定支援～輸液に
対する倫理的視点から考える～

守山浩子,  近藤澄子,  市川文子,  市浦範子,
谷　周美,  岡田祐二

第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日

蒲郡市民病
院

在宅介護患者のレスパイト入院でNSTが介入

して栄養改善がはかれた1症例

鈴木絵美,  小川　了 第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日

刈谷豊田総
合病院高浜
分院

長期末梢点滴後,  経管栄養施行時にリンが

上昇せず肝機能上昇をみた1例
長谷川正光,  志賀美和,  林　良成 第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日

共和病院 療養型病床における経口摂取困難患者に対
する経腸栄養の確立に関する検討

谷口正哲 第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日

知多厚生病
院

胃ろう連携手帳の作成と西知多地域への普
及活動の取り組み

石川敦子,  岡田慶子,  上原正美,  谷口正哲,
村元雅之,  林　英司,  荒木一将,  富田　亮

第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

管理栄養士の地域包括ケアでのかかわりを
考える～外来栄養食事指導での経験から～

川瀬弘多郎,  山田悠史,  土屋久美,  松本千

佳子,  太田美穂,  竹山廣光

第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日

消化器外科
学

CVポート高度偏位例の検討 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,  田中達也,
森本　守,  坪井　謙,  社本智也,  佐川弘之,
溝口公士,  竹山廣光

第12回日本在宅静脈経腸栄養

研究会学術集会,  2015年10月3
日(名古屋) 2015年10月3日

静岡がんセン
ター

Long term outcome after curative resection of
paraaortic lymph node metastasis from left-
sided colon and rectal cancer

Nakai N,  Yamaguchi T,  Kinugasa Y,  Shiomi
A,  Kagawa H,  Yamakawa Y,  Numata M,
Furutani A,  Yamaoka Y,  Murata A,  Manabe
S,  Kirikami Y

15th Congress of Asia Pacific
Federation of Coloproctology
(APFCP),  Oct5-7,
2015(Melbourne/Australia)

2015年10月5日

静岡がんセン
ター

Feasibility of laparoscopic surgery for the
visceral obese patients with transverse colon
cancer

Manabe S,  Shiomi A,  Kinugasa Y,
Yamaguchi T,  Kagawa H,  Yamakawa Y,
Numata M,  Nakai N,  Furutani A,  Murata A,
Yamaoka Y,  Kirikami Y

15th Congress of Asia Pacific
Federation of Coloproctology
(APFCP),  Oct5-7,
2015(Melbourne/Australia)

2015年10月5日

静岡がんセン
ター

Short-term outcomes of robotic-assisted
versus conventional laparoscopic surgery for
rectal cancer

Yamaguchi T,  Kinugasa Y,  Shiomi A,
Kagawa H,  Yamakawa Y,  Numata M,  Nakai
N,  Furutani A,  Yamaoka Y,  Murata A,
Manabe S,  Yuriko K

15th Congress of Asia Pacific
Federation of Coloproctology
(APFCP),  Oct5-7,
2015(Melbourne/Australia)

2015年10月5日

腫瘍・免疫外
科学

Mutations of estrogen receptor α gene in
Japanese breast cancer patients

Hato Y,  Endo Y,  Kondo N,  Yoshimoto N,
Nishimoto M,  Toyama T

第74回日本癌学会学術総会,
2015年10月8-10日(名古屋) 2015年10月9日

消化器外科
学

膵癌血管新生におけるK-ras点突然変異の
役割

松尾洋一,  柴田孝弥,  社本智也,  坪井　謙,
森本　守,  佐藤崇文,  齊藤健太,  高橋広城,
竹山廣光

第74回日本癌学会学術総会,
2015年10月8-10日(名古屋) 2015年10月10日

消化器外科
学

DNA2本鎖切断によって誘発されるG2 チェッ

クポイントを維持するNbs1を介したATR活性
化

塩谷文章,  廣川高久,  中西　真,  Lee Zou 第74回日本癌学会学術総会,
2015年10月8-10日(名古屋) 2015年10月10日

消化器外科
学

食道癌症例における血中IgGの解析 石黒秀行,  木村昌弘,  松尾洋一,  竹山廣光 第57回日本消化器病学会大会,
2015年10月8-11日(東京) 2015年10月8日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

神経損傷減少を目指した腹腔鏡下大腸手術
体位

高橋広城,  原　賢康,  坂本宣弘,  木村昌弘,
竹山廣光

第13回日本消化器外科学会大

会,  2015年10月8-11日(東京) 2015年10月10日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

胸腔鏡下に核出した第1肋間神経発生神経

鞘腫の1例
松井琢哉,  水野幸太郎,  山田　健 第290回東海外科学会･静岡県

外科医会第232回集談会,  2015
年10月11日(浜松) 2015年10月11日

腫瘍・免疫外
科学

完全鏡視下肺葉切除後肋間肺ヘルニアの1
例

羽田裕司,  矢野智紀,  森山　悟,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  中西良一

第290回東海外科学会･静岡県

外科医会第232回集談会,  2015
年10月11日(浜松) 2015年10月11日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

十二指腸憩室穿孔の1例 傳田悠貴,  春木伸裕,  加藤　瑛,  伊藤　直,
高須惟人,  原田幸志朗,  呉原裕樹,  川瀬麻

衣,  伊藤和子,  横田圭右,  齋藤雄史,  佐竹

章,  山川洋右,  辻　秀樹

第290回東海外科学会･静岡県

外科医会第232回集談会,  2015
年10月11日(浜松) 2015年10月11日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下に治療しえた盲腸窩ヘルニア嵌頓
の1例

犬飼公一,  山本　稔,  近藤靖浩,  野々山敬

介,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井

博隆,  安田　顕,  清水保延,  北上英彦,  早川

哲史,  田中守嗣

第290回東海外科学会･静岡県

外科医会第232回集談会,  2015
年10月11日(浜松) 2015年10月11日

豊川市民病
院　消化器外
科学

審査腹腔鏡が診断に有用であった強皮症に
伴う腸管嚢腫様気腫症の一例

西土　徹,  篠田憲幸,  牛込　創,  齋藤正樹,
原田真之資,  青山佳永,  柴田孝弥,  堅田武

保,  寺西　太,  西田　勉

第290回東海外科学会･静岡県

外科医会第232回集談会,  2015
年10月11日(浜松) 2015年10月11日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

病院緩和ケア病棟における患者の状況と医
療ケアの提供状況に関する実態調査

大橋純子,  坂本雅樹,  松村広子 第39回日本死の臨床研究会年

次大会,  2015年10月11-12日
(岐阜) 2015年10月11日

聖隷三方原
病院

同時多発GGNの治療戦略－当科における切
除例の検討－

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68回日本胸部外科学会定期

学術集会,  2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月17日

腫瘍・免疫外
科学

Debate(呼吸器1)小型肺癌の手術戦略：組織
型を考慮した非小細胞肺癌縮小手術の検討

矢野智紀,  吉田純司,  藤井義敬,  森山　悟,
松村勇輝

第68回日本胸部外科学会定期

学術集会,  2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月18日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原
病院

病理学的にN2が確認された臨床III期非小細
胞肺癌に対する導入療法後の外科治療成績

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68回日本胸部外科学会定期

学術集会,  2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月19日

腫瘍・免疫外
科学

Debate(呼吸器6)胸腺腫・胸腺癌に対する胸

腔鏡手術：Debater2　前縦隔腫瘍に対する剣
状突起下アプローチの有用性

矢野智紀 第68回日本胸部外科学会定期

学術集会,  2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月19日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

原発性肺癌術後に発生したOligometastasis
に対する治療方針の検討

松井琢哉,  水野幸太郎,  山田　健 第68回日本胸部外科学会定期

学術集会, 2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月20日

聖隷三方原
病院

肺癌術後肺転移に対する治療方針の検討 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68回日本胸部外科学会定期

学術集会,  2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月20日

聖隷三方原
病院

胸腺カルチノイド術後再発に対する再胸骨切
開による腫瘍摘出術

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68回日本胸部外科学会定期

学術集会,  2015年10月17-20日
(神戸) 2015年10月20日

藤田保健衛
生大学

小児肝移植術後急性期における血清学的栄
養マーカー・微量元素の推移

安井稔博,  鈴木達也 第42回日本小児栄養消化器肝

臓学会,  2015年10月16-18日
(広島) 2015年10月17日

いなべ総合
病院

いなべ総合病院での大規模災害訓練の現状
と課題－DMAT(Disaster Medical Assistance
Team)支援・受援訓練の反省から－

石川雅一 第64回日本農村医学会学術総

会,  2015年10月22-23日(秋田) 2015年10月23日

稲沢厚生病
院

小腸間膜デスモイドの1例 酒井祐輔,  伊藤浩一,  中屋誠一,  高山宗之,
真下啓二

第64回日本農村医学会学術総

会,  2015年10月22-23日(秋田) 2015年10月23日

知多厚生病
院

腸液漏れの少ない空腸瘻造設術 村元雅之,  木島綾乃,  沖田英人,  榊原香代

子,  上原恵子,  神谷有紀,  三浦 毅,  宮本忠
壽

第64回日本農村医学会学術総

会,  2015年10月22-23日(秋田) 2015年10月23日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

小児甲状腺びまん性硬化型乳頭癌の一例 内藤明広 第48回日本甲状腺外科学会学

術集会,  2015年10月29-30日
(東京) 2015年10月29日

豊川市民病
院　腫瘍・免
疫外科学

レンバチニブ投与開始後
2週間で気管ステント挿入部が穿孔した甲状

腺未分化癌の1例

柄松章司 第48回日本甲状腺外科学会学

術集会,  2015年10月29-30日
(東京) 2015年10月29日

刈谷豊田総
合病院　心臓
血管外科学

早期血栓閉塞型 A 型大動脈解離症例の手
術時期の検討

斉藤隆之,  沼田幸英,  山中雄二 第56回日本脈管学会総会,
2015年10月29-31日(東京) 2015年10月29日

刈谷豊田総
合病院　心臓
血管外科学

総肝動脈瘤に対し開腹下に血行再建術を施
行した 1 例

沼田幸英,  斉藤隆之,  山中雄二 第56回日本脈管学会総会,
2015年10月29-31日(東京) 2015年10月29日

腫瘍・免疫外
科学

Phase Ib dose-escalation study of Eribulin
(Eri) in combination with Gemcitabine (GEM)
in patients (pts) with metastatic breast cancer
(MBC) (JBCRG-18Gem)

Kashiwaba M,  Goto R,  Kondo K,  Hattori M,
Iwata H

第53回日本癌治療学会学術集

会,  2015年10月29-31日(京都) 2015年10月30日

消化器外科
学

膵癌におけるIGF-1シグナルの役割　ﾜｰｸ

ｼｮｯﾌﾟ70「膵臓4:膵がんトランスレーショナル・
リサーチ」

松尾洋一,  森本　守,  佐藤崇文,  坪井　謙,
社本智也,  齊藤健太,  高橋広城,  石黒秀行,
竹山廣光

第53回日本癌治療学会学術集

会,  2015年10月29-31日(京都) 2015年10月30日

名古屋市立
緑市民病院

胃癌肝転移の肝切後局所化学療法－効果
増強と投与簡略化を目指した徐放化抗癌剤
の検討

水野　勇,  石田理子,  毛利紀章,  柴田直史,
佐本洋介,  角田直樹,  佐藤篤司,  神谷保廣,
竹山廣光,  四ツ柳智久

第53回日本癌治療学会学術集

会,  2015年10月29-31日(京都) 2015年10月31日

松波総合病
院　消化器外
科学

当科における切除不能進行再発大腸癌に対
するBevacizumab+Capecitabineの治療成績

小林建司,  森本翔太,  水藤元武,  佐藤怜央,
廣川高久,  柴田直史,  花立史香,  松本利恵,
板津直美,  松波英寿

第53回日本癌治療学会学術集

会,  2015年10月29-31日(京都) 2015年10月31日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

乳癌症例の画像再評価によるトモシンセシス
導入検診の有用性の検討

川口暢子,  加藤克己,  内藤明広,  桑山真紀,
森佐知子,  加藤ゆかり,  和田小也華,  松實

愛,  森田香里,  山口奈津季,  浅見幸恵,  小
松みゆ里,  馬場浩子

第25回日本乳癌検診学会学術

総会,  2015年10月30-31日(つく

ば) 2015年10月30日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

検診マンモグラフィで発見された小葉癌につ
いて

加藤克己,  内藤明広,  川口暢子, 第25回日本乳癌検診学会学術

総会,  2015年10月30-31日(つく

ば) 2015年10月30日

藤田保健衛
生大学

38歳時の黄疸再燃に対して内視鏡的治療を
試みた胃吻合付加肝門部空腸吻合術後の
一例

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

第42回日本胆道閉鎖症研究会,
2015年11月7日(東京) 2015年11月7日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

硫化水素中毒患者におけるHBO施行を経験
して

新家和樹,  天野陽一,  間中泰弘,  水谷瞳,
山之内康浩,  伊藤達也,  内藤明広

第50回日本高気圧環境・潜水

医学会学術総会,  2015年11月
13-14日(前橋) 2015年11月13日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

当院の突発性難聴に対する高気圧酸素治療
(HBO)の現状と課題

伊藤達也,  天野陽一,  間中泰弘,  水谷瞳,
山之内康浩,  新家和樹,  内藤明広

第50回日本高気圧環境・潜水

医学会学術総会,  2015年11月
13-14日(前橋) 2015年11月14日

蒲郡市民病
院

標準化を目指した人工肛門造設術式の検討 佐藤幹則,  高橋広城,  原　賢康,  坪井　謙,
竹山廣光

第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月13日

消化器外科
学

副中結腸動脈が存在する下行結腸癌および
横行結腸癌症例の検討

佐川弘之,  原　賢康,  志賀一慶,  社本智也,
坪井　謙,  高橋広城,  石黒秀行,  竹山廣光

第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月13日

松波総合病
院　消化器外
科学

直腸癌低位前方切除術後diverting stoma閉
塞症例の検討　主題演題4「ストーマ合併症

の現状と治療2」

柴田直史,  小林建司,  清水幸雄,  松波英寿 第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月13日

中野胃腸病
院

直腸癌術後の縫合不全後に発症した空置大
腸炎の1例

安藤拓也,  前田頼佑,  村瀬寛倫,  中野浩一
郎

第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月14日

消化器外科
学

腹腔鏡下大腸切除術時に潜在的腹膜播腫
症例の検討　要望演題19「進行結腸癌に対

する外科手術の現状と展望1」

原　賢康,  志賀一慶,  佐川弘之,  高橋広城,
佐藤幹則,  竹山廣光

第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月14日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

右側結腸癌に対する針状把持鉗子を用いた
RPS　主題演題14「大腸疾患に対する

Reduced port surgeryの手技と工夫1」

高橋広城,  原　賢康,  坪井　謙,  社本智也,
佐川弘之,  志賀一慶,  佐藤幹則,  竹山廣光

第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月14日

消化器外科
学

StageⅡ結腸直腸癌における再発危険因子と

しての術後血清IL-6値の検討

志賀一慶,  原　賢康,  佐川弘之,  前田祐三,
社本智也,  坪井　謙,  高橋広城,  石黒秀行,
佐藤幹則,  竹山廣光

第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月14日

松波総合病
院　消化器外
科学

当科における直腸癌に対するロボット手術の
現状と展望　ﾋﾞﾃﾞｵｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「大腸領域にお
けるロボット手術の現状と展望

小林建司,  柴田直史,  清水幸雄,  松波英寿 第70回日本大腸肛門病学会学

術集会,  2015年11月13-14日
(名古屋) 2015年11月14日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

胸腔鏡下に切除した左上大区支の分岐異常
を伴った左上葉肺腺癌の1例

松井琢哉,  水野幸太郎,  山田　健 第108回日本呼吸器学会東海

地方会,  2015年11月14-15日
(岐阜) 2015年11月14日

腫瘍・免疫外
科学

肺腺癌の癌幹細胞マーカー（ALDH1）と予
測・無再発生存期間（DFI）の関連

小山倫浩,  浦本秀隆,  米田和恵,  黒田耕志,
能勢直弘,  宗　哲哉,  宮田剛彰,  吉松隆,  後
藤章暢,  大崎敏弘,  安田　学,  花桐武志,  中
西良一,  田中文啓

第67回日本気管食道科学会総

会,  2015年11月20日(福島) 2015年11月20日

消化器外科
学

癌-間質相互作用からみた膵癌発癌における

K-ras mutationの役割

松尾洋一,  森本　守,  佐藤崇文,  坪井　謙,
社本智也,  齊藤健太,  竹山廣光

第26回日本消化器癌発生学会

総会,  2015年11月19-20日(米
子) 2015年11月20日

中野胃腸病
院

ESDにて治療を施行したAFP産生早期胃癌
の一例

齋藤慎一郎,  深尾俊一,  奥嶋一武,  中野浩

一郎,  安藤拓也,  前田頼佑,  神谷賢吾,  村
瀬寛倫,  横田洋子,  伊藤　寛

日本消化器病学会東海支部第
123回例会,  平成27年11月21日
(名古屋) 2015年11月21日

消化器外科
学

播種性平滑筋腫の一例 坪井　謙,  高橋広城,  原　賢康,  佐川弘之,
石黒秀行,  松尾洋一,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
123回例会,  平成27年11月21日
(名古屋) 2015年11月21日

消化器外科
学

術中インドシアニングリーン(ICG)蛍光観察法
が有用であった非閉塞性腸間膜虚血症
(NOMI)の1例

社本智也,  原　賢康,  溝口公士,  佐川弘之,
坪井　謙,  森本　守,  田中達也,  坂本宣弘,
高橋広城,  寺下幸夫,  若杉健弘,  石黒秀行,
松尾洋一,  竹山廣光

日本消化器病学会東海支部第
123回例会,  平成27年11月21日
(名古屋) 2015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
消化器外科
学

肥満症に対して内視鏡的胃内バルーン留置
術を施行した3例

今神　透,  高山　悟,  林　祐一,  坂本雅樹 日本消化器病学会東海支部第
123回例会,  平成27年11月21日
(名古屋) 2015年11月21日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

原発性肺癌術後に発生したOligometastasis：
少数個肺内転移に対する再発病巣切除の有
効性

松井琢哉,  水野幸太郎,  山田　健 第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月26日

聖隷三方原
病院

III期非小細胞肺癌に対する術前導入療法の
有効性

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56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月26日

聖隷三方原
病院

悪性胸膜中皮腫の治療成績 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56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月26日

鈴鹿中央総
合病院

末梢小型肺病変の部分切除を部位別に考え
る～3次元的ステープリングの有用性～

渡邊拓弥,  川野　理,  深井一郎 第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜） 2015年11月26日

腫瘍・免疫外
科学

肺原発リンパ上皮腫様癌の2症例 芦刈周平,  森　将鷹,  久保井礼,  安田　学,
花桐武志,  中西良一

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月26日

腫瘍・免疫外
科学

気管支形成を伴ったS6区域切除にて下葉切

除を回避できた左気管支カルチノイドの1例
小田梨紗,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,
奥田勝裕,  立松　勉,  鈴木あゆみ,  中西良一

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月24-26日(横浜) 2015年11月26日

腫瘍・免疫外
科学

臨床病期I期非小細胞肺癌に対する消極的
縮小手術の検討

森山　悟,  矢野智紀,  羽田裕司,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  中西良一

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月26日

腫瘍・免疫外
科学

Shape Compactnessは小型肺結節の診断に
寄与するか

鈴木あゆみ,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕

司,  奥田勝裕,  立松　勉,  小田梨紗,  中西良
一

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学　姫路医
療センター呼
吸器センター
外科

子宮摘出術の11年後に発見された子宮平滑

筋肉腫肺転移の1例
坂根理司,  長井信二郎,  熊田早希子,  伊藤

温志,  平良彰浩,  渡辺梨砂,  山田　徹,  松岡

隆久,  松岡勝成,  植田充宏,  宮本好博

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

肺癌に対して部分切除術を施行した症例の
検討

水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月27日

名古屋市立
東部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

気管支内腔に進展発育した肺癌肉腫の1手
術例

遠藤克彦,  羽藤誠記,  前田浩義,  朴　将哲,
原田亜紀子,  村瀬博紀,  荒木勇一朗

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月27日

トヨタ記念病
院　腫瘍・免
疫外科学

当院における微小肺癌手術症例の検討 横田圭右,  山川洋右,  佐竹　章,  齋藤雄史 第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(京都) 2015年11月27日

鈴鹿中央総
合病院

＃11リンパ節転移を伴う左下葉肺癌に対し舌

区下葉管状切除術(Extended Bronchoplasty
TypeC)を施行した1例

川野　理,  渡邊拓弥,  深井一郎 第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学

肺動脈内膜肉腫の２例 奥田勝裕,  矢野智紀,  森山　悟,  羽田裕司,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  彦坂　雄,
中西良一

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

血液透析患者の癌外科治療の現状 澤木康一,  大屋久晴,  真田祥太朗,  福岡伴

樹,  佐野正明,  越川克己

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

名古屋市立
緑市民病院

胃癌腹膜播種例への局所癌化学療法：治療
効果向上と通院治療を目指した徐放化抗癌
剤の腹腔内投与　主題関連演題37「胃癌・大
腸癌の腹膜播種に対する治療戦略」

水野　勇,  石田理子,  毛利紀章,  安井　保,
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77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

第一なるみ病
院

大腿前部留置中心静脈ポートの有用性　要
望ﾋﾞﾃﾞｵ3「手術手技や器具の工夫(その他)」

藤井　康,  金田友之,  高木　格 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

高齢化時代の消化管がん手術についての検
討～当院での80歳以上高齢者のデータから

～　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ02「高齢化時代の手術と

周術期管理（医師,  メディカルスタッフ）」

坂本宣弘,  高橋広城,  原　賢康,  田中達也,
森本　守,  坪井　謙,  社本智也,  佐川弘之,
溝口公士,  若杉健弘,  石黒秀行,  松尾洋一,
木村昌弘,  竹山廣光

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

消化器外科
学

当院におけるストーマ閉鎖術の工夫　主題関
連演題42「我々のストーマ作製と閉鎖の工夫

2」

高橋広城,  原　賢康,  坪井　謙,  佐藤幹則,
竹山廣光

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下に治療しえた魚骨による腸管不顕
性穿孔に伴った腹部放線菌症の1例

松井琢哉,  清水保延,  犬飼公一,  近藤靖浩,
野々山敬介,  早川俊輔,  渡辺かをり,  藤幡士

郎,  宮井博隆,  安田　顕,  山本　稔,  北上英

彦,  早川哲史,  田中守嗣

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

西部医療セン
ター　消化器
外科学

腸重責を合併した上行結腸脂肪腫の1例 鈴木卓弥,  三井　章,  榊原堅式,  中前勝視,
佐藤陽子,  幸　大輔,  杉浦弘典,  髙嶋伸宏,
上田悟郎,  西川さや香,  寺田満雄,  桑原義
之

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

東部医療セン
ター　消化器
外科学

腸管虚血を疑う症例に対する腹腔鏡の有用
性について　要望演題01「急性腹症診断と治

療戦略1」

谷脇　聡,  柴田康行,  森洋一郎,  越智靖夫,
長﨑高也,  安藤菜奈子,  上野修平

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

豊川市民病
院　消化器外
科学

両側閉鎖孔ヘルニアに対し,  腹腔鏡下両閉
鎖孔ヘルニア修復術を施行した一例

原田真之資,  牛込　創,  篠田憲幸,  寺西

太,  堅田武保,  柴田孝弥,  青山佳永,  齋藤

正樹,  西土　徹,  柄松章司,  三田圭子,  西田

勉,  彦坂　雄

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月26日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

乳腺扁平上皮癌と鑑別を要したvon
Reckling-hausen病に伴う巨大な乳房有棘細

胞癌の1例

千原紗代子,  大屋久晴,  澤木康一,  真田祥

太朗,  福岡伴樹,  佐野正明,  越川克己

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の現状 加藤真生,  澤木康一,  真田祥太朗,  大屋久

晴,  福岡伴樹,  越川克己,  佐野正明

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

虫垂炎保存的治療後9か月で症状再燃した

虫垂粘液癌の1例
内田秀昭,  澤木康一,  真田祥太朗,  大屋久

晴,  福岡伴樹,  越川克己,  佐野正明

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

腹腔鏡下に二期的根治術を施行した虫垂
NETの一例

真田祥太朗,  越川克己,  澤木康一,  大屋久

晴,  福岡伴樹,  佐野正明

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

当院に救急現場おいての若手医師の教育と
育成

大屋久晴,  福岡伴樹,  澤木康一,  真田祥太

朗,  佐野正明,  越川克己

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

虫垂内に日本住血吸虫卵が発見された急性
虫垂炎の1例

加茂義晃,  大屋久晴,  澤木康一,  真田祥太

朗,  福岡伴樹,  佐野正明,  越川克己

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

蒲郡市民病
院

腹腔鏡補助下幽門側胃切除空腸結腸前再
建後の内ヘルニアの2例

佐藤幹則,  小川　了,  杉浦弘典,  中村善則 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

第一なるみ病
院

術後化学療法が奏功し3年以上CRを得てい

る多発肺転移を伴う直腸癌の1例
高木　格,  藤井　康,  金田友之,  原　臣平 第77回日本臨床外科学会総会,

2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

Groove pancreatic carcinomaの2例 原田幸志朗,  春木伸裕,  加藤明子,  津本知

沙,  藤田康平,  傅田悠貴,  加藤　瑛,  伊藤

直,  上本康明,  高須惟人,  呉原裕樹,  辻　秀
樹

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

トヨタ記念病
院　消化器外
科学

腹腔鏡手術が有用であったRichter型の外鼠

径ヘルニア嵌頓の1例
伊藤　直,  春木伸裕,  呉原裕樹,  原田幸志

朗,  高須惟人,  上本康明,  加藤　瑛,  傳田悠

貴,  加藤明子,  津本知沙,  藤田康平,  辻　秀
樹

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

Interval Appendectomyを併用した腹腔鏡下

虫垂切除術の治療成績～直近3年間の507
例の手術症例の検討～　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ17
「急性虫垂炎の治療方針の進歩」

早川俊輔,  田中守嗣,  近藤靖浩,  野々山敬

介,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井博隆,  安田

顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  早川哲
史

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

完全直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術の
検討　要望演題08「手術手技や器具の工夫
（直腸・肛門疾患）」

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,  渡部か

をり,  藤幡士郎,  宮井博隆,  安田　顕,  清水

保延,  田中守嗣

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

小児内ヘルニアの2例 清水保延,  田中守嗣,  早川哲史,  北上英彦,
山本　稔,  安田　顕,  宮井博隆,  藤幡士郎,
渡部かをり,  早川俊輔,  野々山敬介,  近藤靖

浩,  犬飼公一

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

TAPP再発症例の検討と再発させない手術手
技の注意点　共催ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ「今、鼠径ヘル
ニアが熱い！ガイドラインに込めた達人たち
の業(ワザ)と思い」

早川哲史,  早川俊輔,  野々山敬介,  近藤靖

浩,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井博隆,  山本

稔,  清水保延,  安田　顕,  田中守嗣

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

松波総合病
院　消化器外
科学

腹腔動脈起始部圧迫症候群(celiac artery
compression syndrome)に対する手術治療

佐藤怜央,  小林建司,  森本翔太,  水藤元武,
廣川高久,  柴田直史,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

松波総合病
院　消化器外
科学

十二指腸多発憩室穿孔の一例 森本翔太,  花立史香,  水藤元武,  佐藤怜央,
廣川高久,  柴田直史,  小林建司,  清水幸雄,
松波英寿

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

東部医療セン
ター　消化器
外科学

上部消化管穿孔を疑い緊急手術を施行した
肝円索炎の1例

森洋一郎,  谷脇　聡,  羽藤誠記,  柴田康行,
越智靖夫,  長﨑高也,  安藤菜奈子,  上野修
平

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

当院でのロボット手術の導入経験　主題関連
演題48「手術支援ロボット手術の実際」

高山　悟,  今神　透,  林　祐一,  坂本雅樹 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

当院での内視鏡下ヘルニア修復術の工夫～
より低侵襲に,  より安価に～

今神　透,  高山　悟,  林　祐一,  坂本雅樹 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月27日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

被覆心膜脂肪織内に気泡が長期間観察され
た右下葉切除術後気胸の1例

福岡伴樹,  佐野正明,  真田祥太朗,  澤木康

一,  大屋久晴,  越川克己

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

自然退縮した胸腺腫の1手術例 佐野正明,  越川克己,  福岡伴樹,  大屋久晴,
澤木康一,  真田祥太朗,  可児久典

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学　名古屋
記念病院

胸腔鏡下切除を施行した前縦隔血管腫の1
例

冨永奈沙,  佐野正明,  越川克己,  福岡伴樹,
大屋久晴,  澤木康一,  真田祥太朗,  可児久
典

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

聖隷三方原
病院

Micropapillary componentを有する肺腺癌症
例の臨床病理学的検討

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56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月28日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

両肺に発生した3多発肺癌の2例 中前勝視,  幸　大輔,  寺田満雄,  秋田憲志,
國井栄治,  山羽悠介,  森　祐太,  中野暁子,
吉原実鈴,  堀内　実,  原　眞咲,  佐々木繁,
佐藤慎哉

第56回日本肺癌学会学術集会,
2015年11月26-28日(横浜) 2015年11月28日

名古屋市立
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

腺癌と扁平上皮癌の同時性多発肺癌術後、
対側に発生した大細胞神経内分泌癌の1例

寺田満雄,  幸　大輔,  中前勝視,  佐藤慎哉 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

いなべ総合
病院

腹腔鏡下に動脈瘤を切除し脾臓を温存した
脾動脈瘤の一例

友田佳介,  岡田祐二,  小出修司,  石川雅一 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

名古屋市立
緑市民病院

開胸開腹下に安全に手術しえた胃内腔に穿
破した巨大胃GIST の1例

佐本洋介,  佐藤篤司,  角田直樹,  水野　勇,
神谷保廣

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

名古屋市立
緑市民病院

保存的治療で軽快した,  門脈ガス血症を来
たした虚血性腸炎の１例

佐藤篤司,  角田直樹,  佐本洋介,  神谷保廣 第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

膵腺扁平上皮癌の1切除例 田中守嗣,  安田　顕,  近藤靖浩,  野々山敬

介,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井

博隆,  山本　稔,
清水保延,  北上英彦,  早川哲史

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

診断的腹腔鏡で診断しえた虫垂間膜の位置
異常に起因する腸閉塞の1例

早川俊輔,  田中守嗣,  犬飼公一,  近藤靖浩,
野々山敬介,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井博

隆,  安田　顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保

延,  早川哲史

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

食道亜全摘出術を併施した肺癌術後に発生
した急性呼吸促迫症候群の1経験例

幸　大輔,  寺田満雄,  中前勝視,  上田悟郎,
鈴木卓弥,  髙嶋伸宏,  三井　章,  桑原義之,
森山　悟,  矢野智紀

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

東部医療セン
ター　消化器
外科学

小腸間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウス
の一例

長﨑高也,  谷脇　聡,  柴田康行,  森洋一郎,
越智靖夫,  安藤菜奈子,  上野修平,  羽藤誠
記

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

豊川市民病
院　消化器外
科学

当院における急性虫垂炎180例の治療成績
に関する検討

青山佳永,  篠田憲幸,  寺西　太,  西土　徹,
斎藤正樹,  原田真之資,  牛込　創,  柴田孝

弥,  堅田武保

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

豊川市民病
院　消化器外
科学

繰り返す腸管気腫症に対して審査腹腔鏡を
施行した1例

牛込　創,  篠田憲幸,  西土　徹,  斎藤正樹,
原田真之資,  青山佳永,  堅田武保,  柴田孝

弥,  寺西　太

第77回日本臨床外科学会総会,
2015年11月26-28日(福岡) 2015年11月28日

腫瘍・免疫外
科学

Role of surgery (Korea-Japan Joint
Symposium: Thymic Epithelial Tumor)

Yano M 2015 KASLC Fall Conference,
Nov26-27,  2015(Seoul/Korea) 2015年11月27日

知多厚生病
院

広範囲デブリードマンと形成外科手術で治癒
可能であった左坐骨部褥瘡に由来する
Fournier症候群の1治験例

村元雅之,  長谷川　毅,  杉戸伸好,  小森徹

也,  保里恵一

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月2日

消化器外科
学

会長講演「外科感染症と教室の歩み」 竹山廣光 第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月2日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下直腸切断術における縫合不全対策
とその効果、課題について　ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ
3「下部消化管手術での縫合不全対策－経
肛門ドレーンの有用性、再建方法の工夫－」

山本　稔,  田中守嗣,  佐藤浩二,  夏目美恵

子,  伊藤　誠,  中村不二雄,  野々山敬介,  早
川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井博隆,
安田　顕,  北上英彦,  清水保延,  早川哲史

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月2日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
知多厚生病
院

術後に偽膜性腸炎を繰り返した一例 長谷川　毅,  小森徹也,  杉戸伸好,  保里恵

一,  村元雅之

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月3日

消化器外科
学

外科医の立場から考えるAntimicrobial
Stewardship　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ8「外科感染症領域に

おける薬剤師の貢献の役割－Antimicrobial
ｓtewardshipという新しい流れ－」

若杉健弘 第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月3日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

下部消化管緊急手術症例における手術開始
時刻によるSSI発生率の検討

早川俊輔,  田中守嗣,  水野幸太郎,  早川哲
史

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月3日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

下部消化管手術におけるSSIが病院に与える

影響－サーベイランスデータとDPCデータを
用いた分析－

隅田信一郎,  佐藤浩二,  山本　稔,  早川俊

輔,  田中守嗣,  夏目美恵子,  伊藤　誠,  中村
不二雄

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月3日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

当院の結腸手術におけるSSI のサーベイラン
スの現状と課題

佐藤浩二,  山本　稔,  早川俊輔,  田中守嗣,
隅田信一郎,  夏目美恵子,  伊藤　誠,  中村
不二雄

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月3日

豊川市民病
院　消化器外
科学

大腸癌イレウスに対する術前腸管減圧法が
SSI発生に与える影響について

寺西　太,  篠田憲幸,  西土　徹,  齋藤正樹,
原田真之資,  青山佳永,  牛込　創,  柴田孝

弥,  堅田武保,  彦坂　雄,  三田圭子,  柄松章

司,  西田　勉,  佐々木信義

第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015年12月3日

藤田保健衛
生大学

小児生体肝移植後におけるHHV-6DNAのモ
ニタリング

安井稔博,  鈴木達也 第28回日本外科感染症学会総

会学術集会,  2015年12月2-3日
(名古屋) 2015月12月2日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

Partial Gastrectomy for Hybrid NOTES Takayama S,  Sakamoto M,  Hayashi Y,
Imagami T

Advances in Digestive Medicine
(APDW) 2015,  Dec 3-6,
2015(Taipei/Taiwan) 2015年12月2日

腫瘍・免疫外
科学

下部気管癌に対する気管管状切除・再建を
施行した1例

森山　悟,  矢野智紀,  羽田裕司,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  中西良一

第50回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2015年12月5日
(名古屋) 2015年12月5日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
聖隷三方原
病院

高周波スネアにて切除した気管支脂肪腫の1
例

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50回日本呼吸器内視鏡学会

中部支部会,  2015年12月5日
(名古屋) 2015年12月9日

腫瘍・免疫外
科学

遺残した食道バンディングテープを経口食道
内視鏡下に摘出したC型食道閉鎖症の一例

高木大輔,  近藤知史,  中西良一 第49回日本小児外科学会東海

北陸地方会,  2015年12月6日
(静岡) 2015年12月6日

西部医療セン
ター　腫瘍・
免疫外科学

ミルクカード症候群の1例 佐藤陽子,  榊原堅式,  寺田満雄,  西川さや

か,  上田悟郎,  鈴木卓弥,  高嶋伸宏,  杉浦

弘典,  幸　大輔,  杉浦博士,  三井　章,  中前

勝視,  桑原義之

第49回日本小児外科学会東海

北陸地方会,  2015年12月6日
(静岡) 2015年12月6日

腫瘍・免疫外
科学

Hormone dynamics, pharmacokinetics, safety
and efficacy of leuprorelin acetate 6-month
depot formulation and tamoxifen adjuvant
endocrine therapy combination in
premenopausal patients with hormone
receptor-positive breast cancer

Kurebayashi J,  Toyama T,  Sumino S,
Fujimoto T

2015 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec8-12,
2015(San Antonio/U.S.A.) 2015年12月11日

腫瘍・免疫外
科学

Endocrine-related symptoms during
neoadjuvant endocrine therapy for breast
cancer: Agreement between patient and
physician reporting in a prospective clinical
trial

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

2015 Annual San Antonio Breast
Cancer Symposium,  Dec8-12,
2015(San Antonio/U.S.A.) 2015年12月12日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

胸腔鏡下肺区域切除術中に追加切除を要し
た症例の検討

水野幸太郎,  松井琢哉,  山田　健 第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

腫瘍・免疫外
科学

肺癌に対する胸腔鏡下解剖学的肺切除の遠
隔成績

中西良一,  矢野智紀,  森山悟,  羽田裕司,
奥田勝裕,  立松勉,  小田梨紗,  鈴木あゆみ,
安田学,  芦刈周平

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

中野胃腸病
院

2年間の経過で増大傾向を認めた多発S状結

腸子宮内膜症の1例
前田頼佑,  安藤拓也,  村瀬寛倫,  中野浩一
郎

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
消化器外科
学

よりリアリティーを求めた腹腔鏡下大腸手術ト
レーニングボックスの作成と応用

高橋広城,  原　賢康,  坪井　謙,  溝口公士,
佐川弘之,  前田祐三,  竹山廣光

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

消化器外科
学

当科における腹腔鏡下胃全摘術の検討 坂本宣弘,  石黒秀行,  若杉健弘,  田中達也,
佐川弘之,  溝口公士,  竹山廣光

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

消化器外科
学

腹腔鏡手術におけるミラーイメージの新たな
克服法(oar method)

坪井　謙,  高橋広城,  原　賢康,  齊藤健太,
佐藤崇文,  溝口公士,  社本智也,  佐川弘之,
森本　守,  坂本宣弘,  若杉健弘,  石黒秀行,
松尾洋一,  木村昌弘,  竹山廣光

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

消化器外科
学

RT-RCRを用いた腹腔鏡下大腸切除時の潜
在的腹膜播種の検出

原　賢康,  佐川弘之,  高橋広城,  石黒秀行,
竹山廣光

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

消化器外科
学

腹腔鏡下に診断および治療しえた膵周囲嚢
胞性リンパ管嚢腫の一例

佐藤崇文,  松尾洋一,  前田祐三,  大久保友

貴,  齊藤健太,  志賀一慶,  溝口公士,  佐川

弘之,  坪井　謙,  森本　守,  原　賢康,  高橋

広城,  石黒秀行,  竹山廣光

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

鼠径部3D立体構造を重要視した2D&3D画

像によるTAPP法の手術手技　Expert Video
Session 3「内視鏡下鼡径ヘルニア手術」

早川哲史 第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下ヘルニア修復術(TAPP法)の定型
化術式における長期手術成績と標準化　ｼﾝ
ﾎﾟｼﾞｳﾑ5「腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術の標準
化を目指して」

早川俊輔,  早川哲史,  近藤靖浩,  野々山敬

介,  渡部かをり,  藤幡士郎,  宮井博隆,  安田

顕,  山本　稔,  北上英彦,  清水保延,  田中守
嗣

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

当院における小児に対する腹腔鏡下虫垂切
除術の現状

近藤靖浩,  清水保延,  北上英彦,  犬飼公一,
野々山敬介,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士

郎,  宮井博隆,  安田　顕,  山本　稔,  早川哲

史,  田中守嗣

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

75歳以上高齢者における腹腔鏡下直腸低位
前方切除施行時の予防的回腸瘻造設の影
響について

山本　稔,  北上英彦,  早川哲史,  近藤靖浩,
野々山敬介,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡士

郎,  宮井博隆,  安田　顕,  清水保延,  田中守
嗣

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

上部消化管造影検査後に発症した結腸穿孔
に対して腹腔鏡下手術を施行した2例

野々山敬介,  北上英彦,  犬飼公一,  近藤靖

浩,  松井琢哉,  早川俊輔,  渡部かをり,  藤幡

士郎,  宮井博隆,  安田　顕,  山本　稔,  清水

保延,  早川哲史,  田中守嗣

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

Educational Symposium 1「TAPPとTEP～腹
腔鏡下消化器外科の修練に役立つ共通ポイ
ント～」

早川哲史,  猪股雅史,  川原田陽,  小濵和貴 第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

松波総合病
院　消化器外
科学

当院での大腸癌T3/T4 症例に対する腹腔鏡
手術の治療成績

廣川高久,  小林建司,  森本翔太,  水藤元武,
佐藤怜央,  柴田直史,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

松波総合病
院　消化器外
科学

腹腔鏡下結腸切除術後腹壁瘢痕ヘルニアの
発症リスク因子に関する検討

水藤元武,  小林建司,  森本翔太,  佐藤怜央,
廣川高久,  柴田直史,  花立史香,  清水幸雄,
松波英寿

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

単孔式腹腔鏡手術(SILS)を施行した小腸出

血の2例
林　祐一,  高山　悟,  今神　透,  坂本雅樹,
可児久典

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

名古屋徳洲
会総合病院
消化器外科
学

安全なロボット導入の要点 高山　悟,  今神　透,  林　祐一,  坂本雅樹 第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月10日

腫瘍・免疫外
科学　刈谷豊
田総合病院

胸腔鏡下横隔神経再建術 松井琢哉,  水野幸太郎,  山田　健 第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月11日

腫瘍・免疫外
科学

7cm大の胸腺腫合併重症筋無力症に対する
剣状突起下アプローチによる胸腔鏡下拡大
胸腺摘出術

羽田裕司,  矢野智紀,  森山　悟,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  中西良一

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月11日

成田記念病
院

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の導入と
工夫

加藤知克,  栗本昌明,  古田明良,  小出　肇,
神谷　厚

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月11日



発表施設 題 氏名 発表 発表年
腫瘍・免疫外
科学

右中下葉切除術後左自然気胸の1例；左上
葉気管支ブロックの有用性

森山　悟,  矢野智紀,  羽田裕司,  奥田勝裕,
立松　勉,  鈴木あゆみ,  小田梨紗,  中西良一

第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月12日

刈谷豊田総
合病院　消化
器外科学

腹腔鏡下鼠径部ヘルニア手術において技術
認定に合格するために求められるポイントは
何か?　ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ23「技術認定に合格するた
めに求められる技：各臓器審査委員長から」

早川哲史 第28回日本内視鏡外科学会総

会,  2015年12月10-12日(大阪) 2015年12月12日

消化器外科
学

腹腔鏡下に脾の血流を温存しながら脾動脈
瘤を切除し得た一例

佐藤崇文,  齊藤健太,  志賀一慶,  森本　守,
松尾洋一,  竹山廣光,  小出修司,  友田佳介,
岡田祐二,  石川雅一

第7回膵臓内視鏡外科研究会,
2015年12月13日(京都) 2015年12月13日
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