
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 - 

●第 72回日本臨床外科学会総会 

平原 典幸 腹腔鏡下胃全摘術、近位側胃切除術後の食道・空腸吻合におけるヒ

ヤリハット集 ビデオシンポジウム 

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 

●The 20th HCS-The 4th Three Universities’ Consortium International 

Symposium 

Masayuki Itakura  Current Treatment of Breast cancer and Usefulness of 

Measuring Serum Anti-p53 Antibodies and HER-2/neu ECD for The Management 

of Breast Cancer Patients 招聘講演 

●第 48回日本癌治療学会学術集会 

山本 徹 切除不能･進行再発大腸癌に対する XELOX療法の多施設での検討 優

秀演題講演 

●第 4回 Avastin Meeting 講演 

山本 徹 切除不能･進行再発大腸癌に対する XWLOX療法の多施設での検討 

●第 23回日本内視鏡外科学会総会 

平原 典幸 Ensealを用いた腹腔鏡補助下胃切除術 要望演題 

●第 7回日本乳癌学会中国四国地方会 

三成 善光 テーマ：術前化学療法後のセンチネルリンパ節生検(肯定側)  ﾃﾞｨ

ﾍﾞｰﾄｾｯｼｮﾝ 

●第 64回日本食道学会学術集会 

平原 典幸 当科で行う腹臥位鏡視下食道手術の工夫 クリニカルライブビデ

オ 

●第 78回山陰肝胆膵疾患研究会 

川畑 康成 流出経路温存･流入動脈先行処理による膵島十二指腸切除術 ビデ

オ 

●Shimane Bone Health Meeting 

板倉 正幸 乳癌の骨転移と治療 

●第 8回日本ヘルニア学会学術集会 

山本 徹 当科における腹壁瘢痕ヘルニア手術の検討 シンポジウム 

●第 2回がんに関する市民公開講座 いっしょに考えましょうがん医療 in 浜

田 

板倉 正幸 精密検査って、どんなことするの？ 

●第 2回中国地区 Pfizer Breast Cancer Synposium 



板倉 正幸 1)Luminal A症例における薬物療法 2)ホルモン療法の選択 パ

ネルディスカッション 

【 学会発表 】 - 一般演題 - 

●膵癌・胆道癌学術講演会 

川畑 康成 島根大学における浸潤性膵管癌の治療戦略 

●乳癌セミナーin 出雲 

板倉 正幸 乳がんのベストな地域医療を目指して 

●第 72 回日本臨床外科学会総会 

平原 典幸 EnsealTM で行う腹腔鏡補助下胃切除術 

百留 亮治 急性虫垂炎に合併し診断に難渋した化膿性甲状腺炎の一例 

門馬 浩行 異時性４重複癌(子宮体癌、両側乳癌、膵体部癌、肛門管癌）を合併した

膵管内乳頭粘液性腫瘍の(IPMN)１例 

●The 20th HCS-The 4th Three Universities’ Consortium International Symposium 

Toko Inao Induction of apoptosis and growth arrest of human breast cancer cells by 

targeting a cytoplasmic Rig-1-like receptor 

●第 48 回日本癌治療学会学術集会 

平原 典幸 StageⅢB 胃癌に対する TS-1＋CDDP の投与経験 

●第 23 回日本内視鏡外科学会総会 

平原 典幸 腹臥位鏡視下食道手術における縦隔リンパ節転移の工夫 

川畑 康成 胆膵悪性疾患に対する staging laparoscopy の有用性についての検討 

比良 英司 直腸肛門部悪性黒色腫に対して腹腔鏡下切断術を行った１例 

山本 徹 進行下部直腸癌に対する術前化学放射線療法後鏡視下手術の検討 

百留 亮治 当科での腹腔鏡下胆嚢摘出術における早期手術と待機手術の比較検

討 

門馬 浩行 脳質腹腔シャント、胃切後胃瘻造設既往のある胆石症患者に対する腹

腔鏡下胆嚢摘出術の経験 

●第 7 回日本乳癌学会中国四国地方会 

和氣 仁美 乳腺原発カルチノイドの 1 例 

●第 69 回日本癌学会学術総会 

平原 典幸 Anakysis of the mechanism of apoptosis induciton by PSK 

稲尾 瞳子 Induction of apoptosis and autophagy in human breast cancer cells bu the 

transfrection with poly(I:C) 

●第 49 回日本小児外科学会中国四国地方会 

金川 勉 当科における腹腔鏡下胃瘻造設術の有用性 



溝田 陽子 食道の切開が必要だった食道異物の１例 

●12th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus 

N.Hirahara A case of esophageal so-called carcinoma with singular growth, which 

proliferated at esophago-gastric junction 

●第 85 回中国四国外科学会総会 

藤井 敏之 全身浮腫を契機に発見された回腸アミロイドーシスの一例 

●第 78 回山陰肝胆膵疾患研究会 

福垣 篤 膵神経内分泌癌を合併した von Recklinghausen 病の一切除例 

●第 65 回日本消化器外科学会総会 

平原 典幸 当科で行う腹臥位による鏡視下食道手術の工夫 

山口 恵実 緩和的人工肛門造設術の検討 

山本 徹 進行下部直腸癌に対する術後化学放射線療法の短期治療成績と術後合

併症についての検討 

西 健 胃切除後の膵胆道癌発生について 

下条 芳秀 膵臓がん細胞における低酸素誘導上皮間葉移行の acetylcystein による

抑制 

●Joint Meeting of the International Association of Pancreatology and the Japan 

Pancreas Society 2010 

Yasunari Kawabata Long-term follow up resection of the surgical resection for the 

patients with intraductal papillary mucinous tumors of pancreas 

Takeshi Nishi Examination of detection opportunity in pancreatic cancer patients 

●第 11 回乳癌最新情報カンファランス 

板倉 正幸 センチネルリンパ節生検における OSNA 法の臨床的問題点 

●第 73 回大腸癌研究会 

山本 徹 大腸癌における IQGAP1 の発現と Budding および脈管浸潤の関係 

百留 亮治 当科における大腸腫瘍に関連した緊急手術症例の検討 

●第 18 回日本乳癌学会学術総会 

板倉 正幸 乳癌術後 LH-RH アナログの長期投与例における有効性に関する検討 

三成 善光 腺様嚢胞腺癌の一例 

平原 典幸 乳腺原発カルチノイドの一例 

山本 徹 多くの前治療後の weekly paclitaxel 療法により QOL の改善が得られた進

行乳癌の一症例 

百留 美樹 当院におけるステレオガイド下マンモトーム生検（ST-MMT)の初期成績 

門馬 浩行 後腹膜転移により十二指腸狭窄をきたした乳腺浸潤性小葉癌の 1 例 

●第 125 回山陰外科集談会 

和氣 仁美 直腸肛門部悪性黒色腫の 1 切除例 



福垣 篤 大腸癌肝転移に対する術前化学療法後肝切除の経験 

●第 22 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 

川畑 康成 肝外胆管癌の術後長期(5～20 年）生存の予後規定因子の検討 

西 健 膵胆道癌における重複癌の検討 

●第 31 回癌免疫外科研究会 

平原 典幸 PSK のアポトーシス誘導メカニズムの解析 

●第 9 回山陰内視鏡外科研究会 

藤井 敏之 エンシールを用いた LADG 

●第 17 回島根乳腺疾患研究会 

片山 望 センチネルリンパ節生検における OSNA 法の臨床的問題点 

●第 96 回日本消化器病学会総会 

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 

●第 110 回日本外科学会定期学術集会 

平原 典幸 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―

回復術と同じ質を目指して― 

川畑 康成 膵頭部うっ血防止を目的とした流出経路温存・流入動脈先行処理による

膵頭十二指腸切除術 

西 健 膵切除後の膵液瘻診断における腹水アミラーゼ測定の意義 

●12th Congress of Asian Association of Endocrine Surgeons 

Masayuki Itakura Malignant pheochromocytoma responsive to low dose CVD 

cheotherapy:A case report 

●第 3 回乳腺 MRI・intervention 研究会 

稲尾 瞳子 偶然発見された LCIS の 1 症例 

●第 3 回出雲外科代謝研究会 

西 健 膵癌患者の栄養管理について 

●第 14 回島根新生児研究会 

久守 孝司 見て診断する小児の外科的疾患：漏斗胸 

 


