
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 - 

 

第 113回日本外科学会定期学術集会  ビデオフォーラム 

 川畑康成  膵頭十二指腸切除術における術中出血量を軽減するための安全な SMA 

artery-first approach法 

第 113回日本外科学会定期学術集会  ワークショップ 

 門馬浩行 新規 HSP70阻害剤 pifthrin-μは膵癌細胞に対する TRAILの抗腫瘍効果を 3つ 

  の機序で増強する 

第 25 回肝胆膵外科学会・学術集会 要望ビデオ 

 川畑康成 新しい膜解剖 meso-pancreatoduodenumに基づいた Artery-first approachによ

る膵頭十二指腸切除術 

第 21 回日本乳癌学会学術総会  イブニングセミナーパネリスト 

 板倉正幸 乳癌治療と Bone Management～骨転移集学的治療を考える～ 

第 68 回日本消化器外科学会総会 パネルディスカッション 

 川畑康成 Ampullary carcinomaに対する治療戦略：腫瘍発生母地からのアプローチ 

第 68 回日本消化器外科学会総会 要望ビデオ 

 平原典幸 胃癌に対する Reduced port surgery の現状と展望 

第 88 回中国四国外科学会総会 シンポジウム 

 藤井雄介 若手外科医が TANKOで行う虫垂切除術 

第 53回日本核医学会学術総会、第 33回日本核医学技術学会総会学術大会 ランチョンセミナー 

 板倉正幸 診断から治療をトータルに考える。BSI〜見えてくる乳癌骨転移の実際〜 

第 75 回日本臨床外科学会総会  ビデオシンポジウム 

 平原典幸 後縦隔経路細径胃管・食道再建における器械および手縫いで行う三角吻合 

第 86 回日本胃癌学会総会 ビデオ  

  平原典幸 腹腔鏡下幽門側胃切除術における完全鏡視下 Roux-en Y 再建-機能的端々 

   吻合で行う胃空腸吻合- 

 

【 学会発表 】 - 一般演題 - 

 

第 113回日本外科学会定期学術集会  

 西  健 当科における浸潤性膵癌切除例に対する術後補助療法の治療成績木谷昭彦  

 膵頭十二指腸切除術の肝動脈合併症とその対策 



  

 髙井清江 膵癌治療における腹腔鏡の応用とその有用性 

第 110回日本内科学会総会 

 津端由佳里 当院における固形癌化学療法実施前の B型肝炎ウイルスキャリアチェックの現状 

第 54 回中国四国小児がん研究会  

 溝田陽子 膣/子宮に発生した yolk sac tumor の１例 

第 12 回山陰内視鏡外科研究会  

 松原  毅 Reduced Port Surgeryにて施行した管内発育型 GISTに対する LECSの経験 

 西  健 切除不能膵頭部領域悪性疾患に伴う上部消化管通過障害に対する腹腔鏡下胃空 

  腸バイパス術 

 杉本 静 腹腔鏡下肝切除術における手術体位の検討 

第 25 回肝胆膵外科学会・学術集会 

 川畑康成 新しい膜解剖 meso-pancreatoduodenumに基づいた Artery-first approachによ

る膵頭十二指腸切除術 

 西    健 浸潤性膵癌切除例に対する放射線化学療法先行補助療法の治療成績 

第 67 回日本食道学会学術集会  

 平原典幸 切離した食道肛門側断端牽引による recLリンパ節郭清の工夫 

The International College of Surgeons /The 59th Annual Congress of Japan Section  

 Yoko Hari         A case of pancreatic neuroendocrine tumor arising in patient with  

  neurofibromatosis-1 

 Yuusuke Fujii  Redeced port laparoscopic surgery cooperated with endoscopic  

   intervention for gastric GIST  

 Hitomi Zoutani   A case of hypermmonemia related to FOLFIRI/Cetuximab regimen for  

  metastatic colon cancer 

 Yoko Mizota       Ultrasoud-guided subclavian venous puncture in children 

 Takahito Taniura  Early gastric cancer associated with gastric sarcoidosis 

第 21 回日本乳癌学会学術総会  

 板倉正幸 乳癌治療と Bone Management～骨転移集学的治療を考える～ 

 板倉正幸 BSIを用いた乳癌骨転移の治療効果判定の試み 

 三成善光 3DCTリンフォグラフィ、ICG蛍光法、RIの 3法併用によるセンチネルリンパ 

  節生検の有用性の検討 

第 17 回日本がん免疫学会総会  

 門馬浩行 HSP70阻害剤 pifithrin-μが Panc-1膵癌細胞に対する TRAIL誘導性アポトー 



  シスを増強する機序 

第 84 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 川畑康成 進行胆嚢癌に対する腹腔鏡手技を用いた治療戦略 

 木谷昭彦 戸谷分類Ⅳ・Ａ型を示した先天性胆道拡張症の 1例 

 林 靖子 膵癒合不全の腹側膵に発生した分枝型 IPMCの 1例 

第 68 回日本消化器外科学会総会  

 西  健 IPMNの治療アルゴリズム：分子型における有症状例と壁在結節の重要性 

 波里瑶子 当院における急性胆嚢炎症例の手術症例に対する検討 

 藤井雄介 多発早期胃がんを重複した高齢者進行食道癌基底細胞癌に対し、鏡視下手術に 

  て低侵襲に治癒切除し得た一例   

第 44 回日本膵臓学会大会  

 西  健 浸潤性膵癌におけ転写制御因子 NAC-1の低発現は予後不良の指標となる 

 門馬浩行 膵癌細胞に対する TRAILと HSP70阻害剤 pifithrin-μの併用効果と作用 

第 88 回中国四国外科学会総会 

 木谷昭彦 下部胆管癌に対する SMA-first approach による膵頭十二指腸切除術  

第 44 回日本膵臓学会大会  

 川畑康成 Borderline Resectable膵癌に対する Staging laparoscopy併用術前化学療法

第 49 回日本胆道学会学術集会 

 川畑康成 pTisおよび pT1早期乳頭部癌に対する至適術式の検討 

第 10 回日本乳癌学会中国四国地方会 

 門馬浩行 術前化学療法が奏功した乳腺基質産生癌の 1例 

第 52 回日本小児外科学会中国四国地方会  

 仲田惣一 両側停留精巣の手術時に発見した尿道下裂(亜型)の 2例 

 溝田陽子 術後抜管直後に再発した巨大鼠径ヘルニアの経験-巨大鼠径ヘルニア対する術 

  式-  

第 51 回日本癌治療学会学術集会  

 板倉正幸 乳癌骨転移の治療効果判定における BSIの役割 

 林 彦多 切除不能進行胃癌にトラスツズマブ＋XPに続くトラスツズマブ＋CPT-11 が奏 

  功した 1例 

 百留亮治 島根県Data baseによる切除不能大腸癌に対するBV＋XELOX療法の二次治療へ 

  の影響 

第 75 回日本臨床外科学会総会  

 平原典幸 新規エネルギーデバイスソニシジョン TMを用いた腹腔鏡下胃切除術 



 門馬浩行 Pagetoid spreadを呈し原発巣の診断に難渋した痔瘻発生の肛門管癌の 1例 

 藤井雄介 手術不能乳癌に対するベバシズマブ併用化学療法中に消化管穿孔を来した本邦 

  初例 

 水谷和典 早期に診断・治療が可能であった突発性食道破裂の 1例 

第 26 回日本内視鏡外科学会総会  

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における食道肛門側断端牽引による 106recLリン

パ節郭清の工夫 

 平原典幸 腹腔鏡下幽門側胃切除における Roux-enY再建-機能的端々吻合でおこな 

  う胃空腸吻合- 

第 85 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 林 彦多 慢性膵炎・膵石症に対する膵頭部芯抜き膵管空腸惻々吻合術（Frey手術) に 

  ついて 

 髙井清江 肝内胆管癌に対するリンパ節郭清を伴った腹腔鏡下肝外側区域切除術 

 門馬浩行 膵体尾部嚢胞性病変に対する腹腔鏡下脾温存膵左側切除術 

第 85 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 川畑康成 血管合併切除を伴う膵癌の治療成績 

 西  健 膵頭切除術における腹腔内大量洗浄の意義 

第 21 回島根乳腺疾患研究会  

 藤井愛子 チーム医療による副作用対策 〜パージェタ+ハーセプチン+ドセタキセル併用 

  療法時の下痢に対する自己対応への貢献〜 

第 18 回島根新生児研究会  

 久守孝司 当院で施行した新生児外科手術を振り返って-2013 年の経験 


