
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 - 

 

第 57 回中国四国小児がん研究会  特別講演(ランチョンセミナー) 

 久守孝司 小児がんにおける中心静脈カテーテル留置術についてのアンケート集計 

第 15 回山陰内視鏡外科研究会 パネルディスカッション  

 山本 徹 「内視鏡手術のリスクマネジメント」 

手術室における褥瘡・神経障害発生リスク対策チームの活動 

第 28 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 ビデオ  

 川畑康成 安全な血管合併切除のための Superior mesenteric artery-first 膵切除術  

 木谷昭彦 腹腔鏡下 Spiegel 葉切除術の手技のポイントとその定型化に向けて  

第 105回日本消化器病学会中国支部例会 会長講演  

 田島義証 膵の線維化と膵臓外科 

第 105回日本消化器病学会中国支部例会 ランチョンセミナー  

 川畑康成 膵癌に対する Artery-First approach 法 －その概念と手技 － 

第 105回日本消化器病学会中国支部例会 シンポジウム  

 林 彦多 「炎症と消化器癌－機序・予防から診断・治療まで」 

膵・胆管合流異常の外科的治療方針－特に胆管非拡張例について 

第 71 回日本消化器外科学会総会  特別企画  

 林 彦多 島根県多施設データベースによる臓器別腹部手術の POSSUM精度に関する検討 

第 71 回日本消化器外科学会総会 シンポジウム(English） 

  川畑康成 A safe technique of pancreaticoduodenectomy utilsing total 

 meso-pancreatoduodenum excision 

第 91 回中国四国外科学会総会 シンポジウム  

 藤井雄介 患者右側から行う腹腔鏡下胃切除における幽門下領域郭清 

第 11 回膵癌術前治療研究会 スポンサードワークショップ  

 川畑康成 手術を前提とした Stage Ⅳb膵癌（腹膜播種および遠隔リンパ節転移陽性）に 

  対する術前 FOLFORINOXおよびなｂ－PTX/GEMの有効性の検討 

第 46 回胃外科・術後障害研究会  要望演題  

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

  Peterson'sdefectの閉鎖方法の工夫 

第 106回日本消化器病学会中国支部例会 ワークショップ  

 藤井雄介 管内発育型および噴門・前庭部近傍の胃 GIST に対する漿膜筋層切開を先行する 

  腹腔鏡下胃局所切除～切除範囲・変形を最小限とする工夫～ 



第 106回日本消化器病学会中国支部例会 研修医奨励賞  

 坂本詩恵 膵尾部癌に対する経胃的 EUSーFNA 後に胃壁内播種を発症した 1例 

第 78 回日本臨床外科学会総会 ビデオシンポジウム  

 平原典幸 腹腔鏡下幽門側胃切除における膵上縁・脾門部リンパ節郭清の pitfall 

第 26 回外科漢方フォーラム（第 78回日本臨床外科学会総会サテライトシンポジウム）

 シンポジウム  

 西 健 膵頭十二指腸切除術における補中益気湯を使用した周術期免疫栄養療法の有用 

  性について 

第 29 回日本内視鏡外科学会総会  要望演題  

 藤井雄介 術者左手の牽引による郭清に適する層を認識・維持した幽門下リンパ節郭清 

 

 

【 学会発表 】 - 一般演題 - 

 

第 116回日本外科学会定期学術集会  

 板倉正幸 乳癌骨転移症例における BSI から見た骨関連事象（SRE)発生予測 

 平原典幸 腹臥位胸腔鏡下食道亜全摘術における 106recLリンパ節郭清の手術手技 

 松原 毅 食道癌治癒切除症例における CONUTの臨床的意義 

 波里瑶子 分子標的薬による Bcl-xL阻害はヒト膵癌細胞に TRAIL 感受性を誘導する 

 高梨俊洋 80歳以上の高齢者に対する進行再発胃がん化学療法(SOX療法と SP療法）の比 

  較検討 

第 57 回中国四国小児がん研究会 

 溝田陽子 超音波ガイド下 CVカテーテル留置術の修得 

第 15 回山陰内視鏡外科研究会  

 仲田惣一 右副腎原発神経芽腫に対して腹腔鏡下摘出術を施行した新生児例 

 谷浦隆仁 巨大肝腫瘍に対する reduced port surgery の経験  

 高梨俊洋 腹腔鏡下に切除した大網 GIST の一例 

第 28 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 

 谷浦隆仁 後期研修医 2年間での腹腔鏡下胆嚢摘出術の変遷 

  ～Reduced  Port Surgery にむけて～ 

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

第 105回日本消化器病学会中国支部例会 

 波里瑶子 イレウスの精査により発見された成人小腸腸間重複症の一例  



 水谷和典 二次治療として FOLFIRINOXが有効であった局所進行膵頭部癌の 1切除例 

第 24 回日本乳癌学会学術総会  

 板倉正幸 BSI測定が乳癌骨転移患者の治療効果判定に有用であった症例の検討  

 百留美樹 センチネルリンパ節生検術後 1年で腋窩リンパ節再発をきたした症例から学ぶ 

 石橋脩一 CTで偶然発見された乳癌 33例の検討 

 石飛一成 術後 9年で子宮内膜ポリープおよび子宮筋腫へ転移をきたした乳癌の 1例  

 宮崎佳子 上肢浮腫で発症した潜在性乳癌の 1例  

 梅木奈津美 乳がん術後補助化学療法中の食事摂取に関するアンケート調査 

第 25 回日本小児泌尿器科学会総会・学術集会 

 溝田陽子 両側尿管異所開口(膀胱外異所開口）と尿生殖洞遺残を合併した女児の 1例 

第 70 回日本食道学会学術集会  

 平原典幸 より安全で精緻なリンパ節郭清を目指して－右反回神経周囲リンパ節－ 

 藤井雄介 食道胃接合部に対する腹腔鏡下下部食道噴門側切除の再建手技と成績 

第 71 回日本消化器外科学会総会 

 平原典幸 腹腔鏡下胃切除・Roux-en Y 再建時における V-LocTMを用いた簡便な十二指腸 

  断端の埋没方法 

 山本 徹 局所進行直腸癌に対する経口抗癌剤を用いた術前 CRT の有用性  

 木谷昭彦 腹腔鏡下肝切除におけるトラブルシューティング  

 百留亮治 腹腔鏡下直腸切除術における縫合不全の危険因子の検討 

 川原大輔 切除不能進行再発大腸癌に対する salvage line 化学療法の実際 

第 90 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 川畑康成 肝門部胆管癌に対する前方アプローチ肝切除術の成績  

 林 彦多 慢性膵炎に対する膵管減圧術の現状と課題 

 谷浦隆仁 先天性胆道拡張症、膵・胆管合流異常症に合併した下部胆管癌の一例 

第 47 回日本膵臓学会 第 20回国際膵臓学会 第 6回アジアオセアニア膵臓学会  

 Yasunari Kawabata    A branch-closing technique to reduce postoperative pancreatic  

fistula  after pancreatectomy 

第 91 回中国四国外科学会総会  

 石飛一成 乳癌症例におけるマンモグラフィ、乳房トモシンセシスの比較検討 

第 21 回中国四国内視鏡外科研究会 

 木谷昭彦 肝細胞癌に対する腹腔鏡下右側尾状葉全切除術の経験 

第 4 回日本膵神経内分泌腫瘍研究会学術集会  

 川畑康成 膵神経内分泌腫瘍に対する腹腔鏡手術の妥当性 



第 55 回日本小児外科学会中国四国地方会 

 仲田惣一 繰り返す S状結腸捻転症に対して prolapsing法を用いた腹腔鏡補助下 S状結腸 

  切除術を施行した 13歳女児例  

 溝田陽子 当科における Hirschsprung病根治術の現状  

第 13 回日本乳癌学会中国四国地方会 

 百留美樹 Trustsuzumabとエリブリンの併用療法が奏功した多剤耐性 HER2陽性転移再発 

  乳癌の一例 

第 75 回日本癌学会学術総会 

 平原典幸 根治術後の食道扁平上皮癌の予後因子の検討  

 藤井雄介 治癒切除可能な食道扁平上皮癌における、術前炎症反応マーカーの予後に対す 

  る有意性  

第 46 回胃外科・術後障害研究会  

 藤井雄介 高齢者切除不能進行・再発胃癌に対する治療強度を維持した化学療法の戦略 

  (SPか SOXか） 

第 106回日本消化器病学会中国支部例会  

 百留亮治 腹腔鏡下左半結腸切除術の定型化への取り組み 

第 21 回小児外科漢方研究会                        

 溝田陽子 重症便秘症に対し大建中湯＋桂枝加芍薬湯が有効であった 1例 

第 78 回日本臨床外科学会総会  

 川畑康成 膵頭部癌に対する合理的神経叢郭清を含む系統的腸間膜切除術 

 川畑康成 Borderline resectable膵頭部癌に対する浸潤方に合わせた artery-firstアプ 

  ローチ 

 藤井雄介 汎発性腹膜炎・敗血症を呈する胃癌穿孔に対する腹腔鏡下大網充填後の二期的 

  腹腔鏡下胃切除術 

 波里瑶子 イレウスを契機に発見された成人腸管重複症の一例 

 平山昂仙 腸管血流障害に伴う小腸狭窄を契機に発症した腸間膜炎症性偽腫瘍の一例  

 谷浦隆仁 特徴的画像所見を示した肝外胆管 MALTomaの一例 

 石飛一成 多発性肝転移を有する切除不能胃接合部癌に対し、S-1＋Cisplatin長期投後に 

  肝転移が消失し治癒切除し得た一例 

 宮崎佳子 上行結腸癌術後の肺転移と鑑別困難であった肺クリプトコッカス症の 1例 

第 29 回日本内視鏡外科学会総会 

 平原典幸 反回神経麻痺防止を目指した食道癌に対する両側反回神経リンパ節郭清の工夫

川畑康成 膵神経内分泌腫瘍および膿胞性疾患に対する安全な腹腔鏡下機能温存膵手術の 



  適応と成績  

 山本 徹 当院における癒着性腸閉塞に対する腹腔鏡下手術の適応と成績 

 百留亮治 横行結腸・下行結腸癌に対する腹腔鏡下左半結腸切除術の定型化 

 平山昂仙 反復性腸重積を認める移動性盲腸に対し腹腔鏡下盲腸固定術が有効であった一例 

 石飛一成 繰り返すイレウスに対する腹腔鏡下手術で小腸悪性リンパ腫の診断に至った一例 

第 58 回日本小児がん・血液学会学術集会  

 溝田陽子 骨盤原発神経節芽腫結節型の２歳女児例 

第 89 回日本胃癌学会総会  

 Noriyuki Hirahara   Robot-assisted distal gastrectomu for gastric cancer with Acachi  

type VI vascular anamaly 

 Yusuke Fujii   A novel laparoscopic technique to minimize distortion of the  

stomach for intraluminal gastric GIST 


