
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 - 

第 52 回日本小児外科学会学術集会  要望演題  

 溝田陽子 一地方大学病院における日帰り小児外科手術－そのサポート体制の構築について 

第 45 回日本膵臓学会大会 ミニシンポジウム  

 川畑康成 膵頭部癌に対する系統的腸間膜切除法による膵頭十二指腸切除術 

第 69 回日本消化器外科学会総会  要望演題 

 百留亮治 StageⅣ進行大腸癌における原発巣切除症例の検討 

第 27 回日本内視鏡外科学会総会  要望演題（ビデオ） 

 藤井雄介 悪性腫瘍手術術者への Step Upを目指す、超音波凝固切開装置（USAD)を用いた 

  腹腔鏡下胆嚢摘出術 

 藤井雄介 若手外科医が行う腹腔鏡下幽門側胃切除における幽門下リンパ節（6番）郭清 

第 9 回膵癌術前治療研究会 ビデオ  

 川畑康成 Borderline resectable膵頭部癌に対する科学放射線治療後の系統的腸間膜切 

  除法による膵頭十二指腸切除術 

第 76 回日本臨床外科学会総会 パネルディスカッション 

 松原 毅 外科的介入を行った StageⅣ胃癌手術症例における Glasgow Prognostic Score  

  (GPS)の解析とその意義 

第 76 回日本臨床外科学会総会 要望演題 

 藤井雄介 切除不能胃癌に対する胃の不完全離断を伴う reduced port腹腔鏡下胃空腸バイ 

  パス 

第 87 回日本胃癌学会総会 ビデオ  

 平原典幸 食道胃接部癌に対する腹腔鏡下経裂孔的下縦隔リンパ節郭清 

第 87 回日本胃癌学会総会 ビデオ  

 松原 毅 腹腔鏡下噴門側胃切除術の再建手技 

第 87 回日本胃癌学会総会 ビデオプレゼンテーション  

 藤井雄介 若手外科医が行う腹腔鏡下幽門側胃切除における幽門下リンパ節郭清 

 

 

 

 

 

 



【 学会発表 】 - 一般演題 - 

 

第 114回日本外科学会定期学術集会  

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における左反回神経周囲リンパ節郭清の工夫 

第 55 回中国四国小児がん研究会  

 仲田惣一 腎部分切除術を施行した類上皮型腎血管筋脂肪腫の 1例 

第 55 回中国四国小児がん研究会  

 溝田陽子 放射線療法前に卵巣の移動手術を行った後腹膜原発神経芽腫の 1例 

第 51 回日本小児外科学会学術集会  

 仲田惣一 腹腔鏡下に摘出した横行結腸間膜脂肪腫の 1例 

第 26 回日本肝胆膵外科学会学術集会   

 川畑康成 術後膵液漏を減らすための膵切離断端の分子膵管処理の手技と成績 

 林 彦多 下部胆道癌に対する系統的腸間膜切除法による膵頭十二指腸切除術の有用性  

 西  健 腹腔ドレナージ法が膵切除術の術後経過に与える影響 

 藤井雄介 先天性胆道拡張症に対する分流手術後、反復性胆管炎から左肝管狭窄・門脈左 

  枝閉塞・肝左葉萎縮を来した一例 

第 133回山陰外科集談会集談会  

 梶 俊介 胸腔鏡下に切除し得た巨大食道 GISTの一例 

 石飛一成 直腸癌脾転移との鑑別に難渋した孤立性脾膿瘍の一例 

Combined EPC & IAP Meeting 2014  

 Yasunari Kawabata   Surgical outcome of pancreaticoduodenectomy with a total  

    meso-pancreatoduodenum excision for pancreatic head cancer 

第 68 回日本食道学会学術集会  

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道切除術における仮切離食道断端牽引による 106recLリンパ 

  節郭清  

 松原 毅 食道癌術後切除症例における modified Glasgow Prognostic Scoreの解析と検討 

 藤井雄介 食道癌術後化学療法としての DCF療法(UMIN000009150) に関する中間報告 

第 22 回日本乳癌学会学術総会  

 板倉正幸 BSIによる乳癌骨転移患者の骨関連事業〔SRE)発現の予測 

 百留美樹 3D-CTリンフォグラフィの有用性 

 象谷ひとみ CK19陰性乳癌の 2例 

 山本伸子 乳腺石灰化病変のステレオガイド下マンモトーム生検適応決定における 3T MRI 

  の有用性の検討 



第 45 回日本膵臓学会大会  

 西  健 膵癒合不全の腹側膵に発生した IPMCの 1例 

第 69 回日本消化器外科学会総会 

 門馬浩行 Autophagy阻害剤を用いたヒト膵癌に対する TRAIALの抗腫瘍効果増強の検討 

第 69 回日本消化器外科学会総会  

 平原典幸 食道亜全摘術後胃管再建におけるハイブリッド食道胃管吻合-器械および手縫 

  いで行う三角吻合- 

 川畑康成 膵・空腸吻合における膵切離面の分枝膵管処理による膵液漏防止の手技と成績 

 藤井雄介 若手外科医の若手外科医による患者さんための内視鏡外科手術発展を目指した 

  提言 

 梶 俊介 噴門直下の胃 GISTに対し異なる術式を選択した 2症例 

第 52 回日本癌治療学会学術集会  

 川畑康成 Ampullary carcinomaにおける hENT-1, ERCC1, DPDの発現とその意義について 

第 37 回日本膵・胆管合流異常研究会  

 梶 俊介 胆嚢癌術後 14年目に胆管癌を発症した胆管非拡張型膵・胆管合流異常の 1例 

第 53 回日本小児外科学会中国四国地方会  

 溝田陽子 最近当科で経験した先天性食道狭窄症の 2例 

 石橋脩一 極低出生体重児にみられた腹膜破裂の一例 

第 27 回日本内視鏡外科学会総会  

 平原典幸 管内発育型胃 GISTに対する胃の変形を最小限に抑えた腹腔鏡下胃部分切除術 

 松原 毅 高齢者に対する腹腔鏡下胃切除術の意義 

 百留亮治 左側横行結腸癌に対する内側アプローチによる腹腔鏡下横行結腸切除術 

 川原大輔 Leriche症候群を合併した S状結腸憩室炎による結腸膀胱瘻に対し腹腔鏡下手 

  術を行った 1例 

 梶 俊介 腹腔鏡下幽門側胃切除術における予防的腹腔ドレナージの有用性 

34th Congress of the European Society of Surgical Oncology in partnership with BASO

 Y.Kawabata  Prognostic value of excision repair cross-complementing gene-1,  

  dihydropyrimidinedehydrogenase, and human equilibrative nucleotide  

  transporter-1 expression in patients with ampullary carcinoma 

 H.Hayashi Validation of POSSUM scoring system in abdominal surgery for patients 

  with malignant diseases: A multi-institutional analysis 

Joint American Pancreatic Association/Japan Pancreas Society 45th anniversary meeting 

 H.Monma Autophagy inhibitors enhance TRAIL-induced antitumor effects on human 



   pancreatic cancer cells 

 Y.Hari Bcl-2 family inhibitors effectively sensitize human pancreatic cancer  

  cells to TRIAL 

第 76 回日本臨床外科学会総会  

 平原典幸 腹腔鏡下幽門側胃切除後、Roux-en Y 再建における簡便・確実な Petersen's  

  defectの閉鎖方法 

 川畑康成 膵頭部癌に対する系統的腸間膜切除法を用いた膵頭十二指腸切除術 

  （Artery-first approachによる meso-pancreatoduodenum一括切除法） 

 百留亮治 島根県データベースによる切除不能・再発大腸がんに対する XELOX＋ベバシズ 

  マブ一次療法の検討 

 川原大輔 術前 mFOLFOX6＋Cetuximab療法が奏功し腹腔鏡下に根治切除し得た膀胱浸潤を 

  伴う進行直腸癌の 1例 

 谷浦隆仁 閉塞性黄疸をきたした下部胆管 Adenomyomatous hyperplasia の一切除例 

 梶 俊介 術前診断し得た巨大食道 GISTの 1例 

 石飛一成 急性虫垂炎に対する単孔式虫垂切除において,術中所見から Fitz-Hugh-Curtis 

  症候群(FHCS)合併を診断し得た一例 

第 56 回日本小児血液・がん学会学術集会  

 溝田陽子 放射線療法前に卵巣の移動手術を行った後腹膜原発神経芽腫の 1例 

第 134回山陰外科集談会  

 仲田惣一 胎児期より 20年間経過観察した後に、腹腔鏡下手術を施行した食道前嚢胞の 1例 

第 134回山陰外科集談会 

 谷浦隆仁 高度障害肝に腹腔鏡下肝切除の経験  

 石飛一成 直腸癌術後 7年で発症した直腸膀胱瘻の 1例 

第 87 回山陰肝胆膵疾患研究会   

 川畑康成 Borderline resectable膵体尾部癌に対する Radical antegrade Modular  

  Pancreatosplenectomy(RAMPS)のための artery first approach法 

 林 彦多 胆管狭窄・十二指腸通過障害を伴う慢性膵炎に対する外科治療 

 水谷和典 膵管内管状腫瘍(Intraductal tubulopapillary neoplasms:ITPN)の一例 

第 19 回島根新生児研究会  

 久守孝司 当科で施行した新生児外科手術を振り返って－2014 年の経験 

第 12 回日本消化器外科学会大会(JDDW2014)  

 藤井雄介 腹部超音波検査で術前診断し、腹腔鏡下胆嚢摘出術により救命し得た胆嚢仮性 

 動脈瘤破裂の一例 


