
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 -  

●第 22回日本外科感染症学会総会 

川畑 康成 膵頭十二指腸切除術周術期における栄養管理の試み パネルディ

スカッション 

●第 22回日本内視鏡外科学会総会 

山本 徹 内視鏡手術トレーニングセンター設立 1年間の取り組みについて ワ

ークショップ 

山野井 彰 島根県の外科医療と内経外科手術の現状 パネルディスカッショ

ン 

●第 71回日本臨床外科学会総会 

平原 典幸 リガシュアーアドバンスを用いた腹腔鏡下胃切除術 ビデオセッ

ション 

●第 84回中国四国外科学会総会 

川畑 康成 肝胆膵の高難易度手術；膵頭部うっ血防止を目的とした流入動脈先

行処理による膵頭十二指腸切除術 ビデオシンポジウム 

●第 40回日本膵臓学会大会 

川畑 康成 膵頭十二指腸切除術の周術期管理－免疫栄養の妥当性と問題点に

ついて－ ワークショップ 

●第 64回日本消化器外科学会総会 

平原 典幸 腹腔鏡下幽門側胃切除から噴門側および全摘術へ、そして 1＋β郭

清から 2群郭清に向けて ビデオセッション 

●第 23回中国四国ｽﾄｰﾏﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ研究会 

山本 徹 当科での直腸癌に対する術前化学放射線療法施行患者に対する取り

組み パネルディスカッション 

●第 8回山陰内視鏡外科研究会 

山野井 彰 島根県における内視鏡外科手術の現況 特別講演 

●第 109回日本外科学会定期学術集会 

川畑 康成 尾側膵切除における自動吻合器（TL-60)を用いた簡便かつ安全な膵

断端処理方法 ﾋﾞﾃﾞｵｾｯｼｮﾝ 

西 健 発生母地から見た十二指腸乳頭部癌の臨床病理学的検討 ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ 

百留 美樹 胃癌におけるフラクタルカインの意義 ｻｰｼﾞｶﾙﾌｫｰﾗﾑ 

平原 典幸 胃癌に対する２群郭清の導入とその手技 ハイブリッドポスター 
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●第 23 回日本内視鏡外科学会総会 

平原 典幸 当科で行なう腹腔鏡下胃切除術における食道・空腸吻合の工夫 

三成 善光 上行結腸癌に対する後腹膜剥離先行内側アプローチ法による右半結腸

切除術後に乳縻腹水を発症した 1 例 

川畑 康成 切除不能膵がんに対する腹腔鏡下消化管バイパスの検討 

稲尾 瞳子 膵癌における腹腔鏡下診断の意義について 

百留 亮治 腹腔鏡下に摘出し得た後腹膜気管支嚢胞の 1 例 

●第 71 回日本臨床外科学会総会 

比良 英司 Fibrolamellar carcinoma の特徴を伴った中分化型肝細胞癌の 1 切除例 

山本 徹 食道癌異時性大腸転移に対し鏡視下手術で切除し得た一症例 

●山陰大腸癌化学療法研究会第 4 回特別講演会 

治癒切除不能な進行・再発結腸・直腸癌に対する mFOLFOX6 療法の stop and 

go(mOPTIMOX)試験【sscc0701】-結果報告- 

●第 19 回日本乳がん検診学会総会 

板倉 正幸 乳がん患者における血清中抗 p53抗体測定の有用性に関する臨床的検

討 

●40th Anniversary Joint Meeting of the American Pancreatic Association & Japan 

Pancreas Society 

Y Minari Pancreatic resection in elderly patients 

●第 39 回胃外科･術後障害研究会 

平原 典幸 当科で行なう腹腔鏡下噴門側胃切除および全摘術における食道・空腸

吻合の工夫 

●第 47 回日本癌治療学会学術集会 

平原 典幸 腹腔鏡下胃切除術の定型化を目指して 

川畑 康成 浸潤性膵管癌の予後改善のための術後補助療法の工夫 

山本 徹 治癒切除不能な進行・再発結腸直腸癌に対する mFOLFOX6 療法の stop 

and go 試験の検討 

西 健 非切除膵癌に対する TS-1/GEM 併用療法の経験 

稲尾 瞳子 浸潤性膵管癌非切除症例に対する放射線化学療法の検討 

●第 68 回日本癌学会総会 

Yoshihide Shimojo Suppression of hypoxia-induced epitheoial-mesenchymal 

transition by N-acetylcystein in pancreatic cancer cells 

●第 48 回日本小児外科学会中国四国地方会 



久守 孝司 腹腔鏡下修復術をおこなった右傍十二指腸ヘルニアの一例 

金川 勉 胸腔鏡下手術を施行した先天性嚢胞性肺疾患の 2 例 

●第 84 回中国四国外科学会総会 

稲尾 瞳子 PET で集積を認めた後腹膜腫瘍の１例 

●第 6 回日本乳癌学会中国四国地方会 

門馬 浩行 UFTにて骨転移による神経麻痺が軽快、長期SDを得ていた潜在性乳癌

の１例 

●第 40 回日本膵臓学会大会  

川畑 康成 膵頭十二指腸切除術の周術期管理－免疫栄養の妥当性と問題点につ

いて－ 

西 健 膵臓癌における腹腔鏡下診断の経験 

●第 76 回山陰肝胆膵疾患研究会 

川畑 康成 局所進行膵癌に対する術前放射線化学療法の経験 

●第 64 回日本消化器外科学会総会 

川畑 康成 膵頭十二指腸切除術周術期における栄養管理の試み 

●第 17 回日本乳癌学会学術総会 

板倉 正幸 LH-RH アナログの長期投与例における安全性に関する検討 

三成 善光 当院における invasive micropapillary carcinoma の臨床病理学的検討 

稲尾 瞳子 異常乳頭分泌を呈した非触知乳癌の各種診断モダリティ別検出率 

百留 美樹 BD 領域乳房温存術において乳房下溝線部脂肪筋膜弁法を用いて一期

的再建を施行した２例 

山本 徹 化学療法により高い QOL を得ることが可能であった進行乳癌の一症例 

西 健 当科における非浸潤性乳癌の検討 

●第 63 回日本食道学会学術集会 

上田 修平 腎癌を合併した G-CSF 産生食道扁平上皮癌の１例 

●第 123 回山陰外科集談会 

波里 瑶子 切除不能膵癌に併発したトルーソー症候群の２例 

前原 愛 家族性大腸腺腫症に合併した十二指腸癌の１切除例 

●第 8 回山陰内視鏡外科研究会 

百留 亮治 当科で行なう腹腔鏡下胃切除術における食道・空腸吻合の工夫 

●第 109 回日本外科学会定期学術集会 

百留 亮治 食道癌における ATF4、CHOP の発現と臨床病理学的評価 

●第 50 回中国四国小児がん研究会 

金川 勉 左精巣原発巨大悪性腫瘍の１例 

●第 16 回島根乳腺疾患研究会 



百留 美樹 乳房下降線部脂肪筋膜弁を用いて一期的再建を施行した乳房温存手術

の１例 

波里 瑶子 乳腺腺様嚢胞癌の１例 

●第 81 回日本胃癌学会総会 

平原 典幸 当科における進行・再発胃癌の治療経験 

●第 75 回山陰肝胆膵疾患研究会 

川畑 康成 浸潤性膵管癌に対する治療戦略ー当科プロとコール施行例の中間報告

ー 

比良 英司 胆管内再発をきたした肝細胞癌の１切除例 

●第 47 回山陰小児外科内科・周産期研究会 

久守 孝司 壊死腸管が残存した先天性空腸閉鎖症の２例 

金川 勉 当科における非触知精巣の経験 

 


