
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 - 

 

第 27 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 パネルディスカッション  

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

第 70 回日本消化器外科学会総会  要望演題 

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における 106recリンパ節郭清の工夫 

第 90 回中国四国外科学会総会 シンポジウム  

 松原 毅 腹腔鏡下食道空腸吻合の pitfall 

第 54 回日本小児外科学会中国四国地方会  要望演題 

 溝田陽子 原因が特定できず診断に苦慮した消化管出血の 1例 

第 77 回日本臨床外科学会総会 ビデオワークショップ  

 松原 毅 腹腔鏡下胃癌手術におけるトラブルシューティング 

第 104回日本消化器病学会中国支部例会 消化器病学会中国支部専修医奨励賞  

 高梨俊洋 食道癌術後に発症した食道裂孔ヘルニア嵌頓の 1例 

 

 

【 学会発表 】 - 一般演題 - 

 

第 115回日本外科学会定期学術集会  

 平原典幸 腹腔鏡下幽門側胃切除・Roux-en Y 再建における大網を利用した簡便・確実な

Petersen's defectの閉鎖方法 

 川畑康成 局所進行膵頭部癌に対する術前化学放射線療法後の系統的腸管膜切除法(Total 

   meso-pancreatoduodenum excision) による膵頭十二指腸切除術 

 林 彦多 島根県の他施設消化器手術データベースを用いた簡易 POSSUMの開発 

 松原 毅 胃癌切除症例における GPSと ASA-PSの意義 

第 52 回日本小児外科学会学術集会  

 溝田陽子 空腸閉鎖と肛門側腸管の高度低形成を伴った短腸症候群の 1例 

第 14 回山陰内視鏡外科研究会  

 林 彦多 膵 NETに対する腹腔鏡下腫瘍核出術：当科の治療成績と手術手技の課題 

 松原 毅 腹腔鏡下脾温存胃全摘における 10番リンパ節のピックアップ手技 

 百留亮治 下部直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清の経験 

第 27 回日本肝胆膵外科学会・学術集会  



 林 彦多 他施設データベースによる肝胆膵外科手術後合併症予測：POSSUM vs 出血量単 

  独因子の比較 

 木谷昭彦 術前診断が困難であった硬化型肝細胞癌の一例 

 髙井清江 十二指腸乳頭部 gangliocystic paragangliomaの 1例 

 谷浦隆仁 AFP産生胆管癌の１切除例 

 水谷和典 胆道癌術後の ESBL産生菌による肺血性ショックに対してエンドトキシン吸着 

  療法(PMX-DHP)が著効した一例 

第 32 回日本胆膵病態・生理研究会  

 川畑康成 Borderline Resectable膵癌における artery first approach膵切除;R0切除率 

  を向上させるために 

第 46 回日本膵臓学会大会  

 川畑康成 術後膵液瘻防止のための膵体尾部切除術における膵断端処理法の工夫 

EPC meeting 2015  

 Yasunai Kawabata Surgical outcome of superior mesenteric artery-first approach with 

   radical antegrade modular pancreatosplrenectomy for borderline 

   resectable pancreatid cancer 

 Ichiro Moriyama Chemotherapy for unresectable/recurrent pancreatic cancer:  

   Aretrospective, single-center study 

 Kazunori Mizutani Septic shock related antibotic-induced endotoxin release after 

    major surgery for hepatobiliary and pancreatic malignancies 

第 23 回日本乳癌学会学術総会  

 板倉正幸 当院における高齢者乳癌の治療成績に関する検討 

 百留美樹 SPECT合成 3D-CTリンフォグラフィを用いたセンチネルリンパ節転移の評価 

 高梨俊洋 マンモグラフィ検診二次精密検査におけるトモシンセシスの有用性 

 水谷和典 神経内分泌癌と浸潤性乳管癌が併存した一例 

第 69 回日本食道学会学術集会  

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における頸胸境界部の連続性を維持した 106rec 

  リンパ節郭清の工夫 

 松原 毅 食道切除症例における inflammation-based prognostic scoreの解析とその意義 

 梶 俊介 摘出標本の病理検索で胃壁内転移が発見された食道表在癌の 1例 

第 70 回日本消化器外科学会総会  

 川畑康成 切除境界膵癌に対する SMA-first approachによる Radical Antegrade Modular 

  Pancreatosplenectomy 



 川原大輔 当院における腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の手技の工夫 

第 88 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 川畑康成 胆管癌に対する前方アプローチのみによる肝切除術 

 水谷和典 無胆嚢症に膵胆管合流異常を合併した広範囲胆管癌の 1例 

第 42 回膵切研究会  

 川畑康成 膵癌に対する R0切除を目指した迅速病理診断併施 artery first 膵切除の意  

第 90 回中国四国外科学会総会・第 20回中国四国内視鏡外科研究会  

 石橋脩一 切除不能進行・再発胃癌に対する SOX 療法の経験 

 高梨俊洋 IVRで治癒しえた Segmental Arterial Mediolysis(SAM)が疑われた一例 

 宮﨑佳子 鏡視下手術で切除可能であった食道 GISTの 1例 

第 12 回日本乳癌学会中国四国地方会  

 板倉正幸 これからの乳癌骨転移 Management 

 百留美樹 フルベストラントを長期投与した高齢者乳癌の 2例 

 石橋脩一 肉芽腫性乳腺炎の 2例 

第 54 回日本小児外科学会中国四国地方会  

 仲田惣一 小網裂孔ヘルニアの 1例 

第 74 回日本癌学会学術総会  

 波里瑶子 Bcl-xL阻害はヒト膵がん細胞に TRAIL感受性を誘導する 

第 20 回日本小児外科漢方研究会  

 溝田陽子 心窩部痛を主訴とする小児機能性ディスペプシアに対し茯苓飲合半夏厚朴湯が 

  有効であった 1例 

第 70 回日本大腸肛門病学会学術集会  

 百留亮治 下部進行直腸癌に対する術前化学放射線療法の短期・長期成績の検討 

第 77 回日本臨床外科学会総会  

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における機能温存を目指したリンパ節郭清術 

 百留亮治 双孔式ストーマ造設術の定型化 

 川原大輔 術前に抗 EGFR抗体薬併用 FOLFOX療法が奏効し、根治切除し得た膀胱浸潤を伴 

  う進行大腸癌の 2例 

 波里瑶子 多発性嚢胞腎に合併した直腸癌に対し腹腔鏡補助下低位前方切除術を行った一 

  症例 

 石橋脩一 高齢者胃癌に対する腹腔鏡下手術の功罪 

 高梨俊洋 絞扼性イレウスを発症した高齢者の小腸間膜裂孔ヘルニアの一例 

 内田有紀 腸閉塞にて発症した小腸狭窄に単孔式腹腔鏡下小腸切除術が有用であった一例 



 水谷和典 先天性無胆嚢症と膵胆管合流異常を伴った方範囲胆管癌の一例 

 石飛一成 非閉塞性腸間虚血症(NOMI)による汎発性腹膜炎に対し Damage control surgery 

  が有効であった 1例 

 宮﨑佳子 虫垂原発神経内分泌腫瘍の１切除例 

 永嶺彩奈 偶発性低体温症に合併した非閉塞性腸間虚血(non-occlusive mesenteric  

  ischemia:NOMI)の 1例 

第 57 回日本小児血液・がん学会学術集会  

 溝田陽子 腹膜播種病変の治療に難渋している卵巣原発未熟奇形腫の 7才女児 

第 136回山陰外科集談会 

 水谷和典 胸腔鏡下及び腹腔鏡下に治療し得た突発性食道破裂の 1例 

 内田有紀 腹腔鏡下→反結腸切除後に発症した SMV血栓症の 1例 

第 28 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上縦隔リンパ節郭清－視野展開と組織の 

  愛護的牽引によるリスク回避－ 

 松原 毅  当科における腹腔下胃管作成の工夫 

 百留亮治 下部直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭清の経験と問題点 

 川原大輔 ヘルニア門の腹腔内縫合閉鎖による腹腔鏡下腹壁ヘルニア修復術の工夫 

 石橋脩一 Upside down stomachを伴う進行胃癌に腹腔鏡下手術を施行した 1例 

 高梨俊洋 Adachi6型の総肝動脈走行異常を伴った胃癌に対して腹腔鏡下幽門側胃切除術 

  を施行した一例 

 宮﨑佳子 腔内発育形胃粘膜下腫瘍に対し Laparoscopy and Endoscopy cooperative  

  Surgery(LECS)を施行した一例 

第 89 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 林 彦多 先人先天性胆道拡張症の外科治療成績 

 水谷和典 局所進行膵頭部癌に対する肝動脈非再再建膵頭十二指腸切除術の経験 

第 88 回日本胃癌学会総会  

 平原典幸 腹腔鏡下胃切除、Roux-en Y 再建における V-LocTM を用いた簡便・確実な十二 

  指腸断端の埋没閉鎖方法 


