
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 - 

 

第 117回日本外科学会定期学術集会 サージカルフォーラム  

 林 彦多 2つの予測式を組み合わせた消化器外科手術における複合 POSSUMの開 

  発の試み 

 山本 徹  大腸癌手術患者へのクロストリジウムディフィシル感染が与える影響 

第 71 回手術手技研究会 サージカルフォーラム  

 平原典幸 右頸胸境界部リンパ節の連続性を維持した食道癌リンパ節郭清 

 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 29 回日本肝胆膵外科学会学術集会 シンポジウム  

 Yasunari Kawabata   A meticulous mesopancreatic plane surgery in lower 

biliary tract cancers: total meso-pancreatoduodenemun excision with 

pancreaticoduodenectomy 

第 42 回日本外科系連合学会学術集会 ビデオシンポジウム 

 平原典幸 頸胸境界部の連続性を意識した右反回神経周囲リンパ節～頚部食道望

リンパ節郭清の工夫 

 藤井雄介 腹腔鏡下胃切除で THUNDERBEATを使用する際の利点と必要な配慮 

第 72 回日本消化器外科学会総会 シンポジウム  

 川畑康成 膵液排出路を考慮した分枝膵管閉鎖による膵液漏防止の試み 

第 72 回日本消化器外科学会総会 要望演題(ビデオ）   

 藤井雄介 腹腔鏡下胃切除での幽門下リンパ節郭清の工夫 

～術者左手の牽引による郭清に適する層を認識・維持した手技～ 

 平山昂仙 前立腺癌術後症例に対する腹腔鏡下ヘルニア修復術の手術手技 

第 72 回日本消化器外科学会総会 要望演題 

 百留亮治 当科における diverting stoma 造設術後の outlet obstruction の検討 

第 72 回日本消化器外科学会総会 パネルディスカッション  

 平原典幸 胸腔鏡下食道切除症例における inflammatory response biomarker の

臨床的意義の解析 

第 72 回日本消化器外科学会総会 ワークショップ 

 山本 徹 ロボット支援下前立腺全摘術後発症鼠径ヘルニアに対する高位腹膜切

開法による TAPP手術の有用性 



第 92 回中国四国外科学会 第 22回中国四国内視鏡外科研究会 シンポジウム 

 山本 徹 「新専門医制度と地域の外科」島根県条件 

島後医師会学術講演会 特別講演  

 田島義証 肝胆膵疾患と外科手術-私たちの最近の取り組み- 

第 70 回日本胸部外科学会定期学術集会 会長要望演題 

 平原典幸 食道癌根治術患者における Prognostic Nutritional Index(PNI)について 

第 12 回膵癌術前治療研究会 要望演題 

 林 彦多 術前療法施行後に非切除となった膵癌の頻度と術前療法の成績 

第 12 回膵癌術前治療研究会 シンポジウム 

 川畑康成 門脈因子による Borderline resectable膵癌に対する手術先行治療の成績 

第 79 回日本臨床外科学会総会 パネルディスカッション  

 西 健 肝門部胆管癌に対する前方アプローチによる尾状葉全切除を伴う肝葉

 切除 

第 79 回日本臨床外科学会総会 ワークショップ   

 川畑康成 Borderlline resectable膵癌の集学的治療成績 

第 30 回日本内視鏡外科学会総会 サージカルフォーム  

 平原典幸 胃癌患者における栄養指標を用いた腹腔鏡下胃切除術後の予後予測 

 山本 徹 鼠径ヘルニアにおける困難症例に対する高位腹膜切開アプローチの有

用性 

第 12 回膵癌術前治療研究会 シンポジウム  

 川畑康成 門脈因子による Borderline resectable膵癌に対する手術先行治療の成績 

第 12 回膵癌術前治療研究会 要望演題  

 林 彦多 術前療法施行後に非切除となった膵癌の頻度と術前療法の成績 

第 90 回日本胃癌学会総会 ビデオ  

 藤井雄介 腸回転異常を合併した胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術の留意点 

  ～幽門下リンパ節郭清を中心に～" 

 

 

 

 

 



【 学会発表 】 - 一般演題 - 

第 58 回中国四国小児がん研究会  

 石橋脩一 術後排尿障害を来した仙尾部奇形腫 AltmanⅢ型の 1例 

 上野 悠 閉塞性黄疸を契機に発見された solid-pseudopapillary neoplasmo of 

the pancreasの男児の 1例 

the 12th International Gastric Cancer Congress  

 Yusuke  Fujii Bridging Gaps to Improve the Management of Gastric Cancer 

第 117回日本外科学会定期学術集会 

 平原典幸 食道癌根治切除症例における予後予測因子の検討 

 藤井雄介 食道癌根治手術症例における予後予測因子としての炎症バイオマーカ

ーに関する検討 

 谷浦隆仁 切除不能膵癌(UR-M膵癌)に対する切除を企図した FOLFIRINOX療法の試み 

第 54 回日本小児外科学会学術集会  

 石橋脩一 脊柱管内に進展した AltmanⅠ型仙尾部奇形腫の 1例 

第 16 回山陰内視鏡外科研究会 

 林 彦多 Laparoscopic anterior RAMPS with SMA-first approach  

 石橋脩一 当科で行っている小児に対する腹腔鏡下鼠径ヘルニア根治術(LPEC)の

実際 

 谷浦隆仁 腹腔鏡下結腸右半切除術における静脈走行変異症例に対する superior 

approachの有用性 

 梶 俊介 剥離可能層を認識・維持して行う幽門下リンパ節郭清 

第 29 回日本肝胆膵外科学会学術集会  

 Hikota Hayashi Utility of Hiroshima-POSSUM for predicting postoperative 

Complications in hepatobiliary and pancreatic surgery 

第 71 回日本食道学会学術集会  

 平原典幸 腹腔鏡下食道切除症例における Controlling nutrisional status 

(CONUT) の臨床的意義 

 藤井雄介 ｐStageIB～III食道癌に対する S-1術後補助療法の忍容性に関する検討 

第 107回日本消化器病学会中国支部例会  

 岸 隆 手術・RFA・化学療法の集学的治療により、長期生存を得た AFP産生胃

癌肝転移症例 



 宮﨑佳子 胃癌根治切除後に高 CEA血症を認め、胃癌再発と鑑別困難であった甲状

腺機能低下症の 1例 

The International College of Surgeons The 63rd Annual Congress of the Japan Section 

 Yusuke  Fujii Surgical technique for tracing and keeping appropriate  

'dissectable layer' during infrapyloric lymphadenectomy in laparoscopic  

gastrectomy 

第 39 回日本癌局所療法研究会  

 平原典幸 切除不能進行胃癌に対する胃不完全離断胃空腸バイパスの検討 

 藤井雄介 化学療法により DIC改善、予後延長を得た食道胃接合部腺癌による骨髄

癌腫症の 1例 

第 139回山陰外科集談会  

 梶 俊介 食道表在癌手術時に胃壁内転移が判明し、2年後に心臓転移を来した 1例 

 谷浦隆仁 不顕性鼠径ヘルニアに対する LPEC法の導入 

 宮﨑佳子 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～  

 奥 真一朗(6年)Low-grade appendical mucinous neoplasm(LAMN)に対して腹腔鏡

下回盲部切除を施行した 1例 

 松原加歩(6年) 多発筋炎を合併した S状結腸癌の 1例 

 長野奈津子 (6年)左乳癌に対して乳房切除術、腋窩リンパ節郭清を行った 1例 

 山本聖子(6年) 左乳癌に対して乳房切除術、センチネルリンパ節生検を行った 1例 

第 42 回日本外科系連合学会学術集会  

 谷浦隆仁 腹腔鏡手術を施行した腰椎クモ膜下-腹腔（LP)シャントチューブによる

腸閉塞の 1例 

第 92 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 川畑康成 膵癌に対する膵全摘術における artery-first approachを用いた血管合

併切除手技 

 西 健 巨大肝血管腫に対する anterior approachによる肝左 3区域切除の 1例 

 岸 隆 右葉切除を行ったエホバの証人患者における転移性肝癌の 1例 

第 25 回日本乳癌学会学術総会  

 板倉正幸 腋窩リンパ節郭清における LigaSure small Jawの有用性の検討 

 百留美樹 Late lineで用いたエリブリン、その後の MPAが奏功した ER＋/HER2＋



多剤耐性肝転移再発乳癌の一例 

 宮﨑佳子 乳癌切除 4年後の単独肝転移に対し肝切除を行った 1例 

第 48 回日本膵臓学会大会  

 川畑康成 膵癌術後補助化学療法としてのゲムシタビン塩酸塩併用化学放射線治

療の有効性について 

 西 健 膵管癌術後の残膵に発生した膵癌の検討 

第 72 回日本消化器外科学会総会  

 林 彦多 消化器外科多施設データベースに基づいた O-score 変更による POSSUM 

改良の試み  

 西 健 80歳以上の高齢者膵癌に対する集学的治療の意義  

 中山瑶子 大腸癌イレウスに対する緩和を目的としたステント留置症例の検討 

第 44 回日本膵切研究会  

 川畑康成 膵切離断端における分枝膵管閉鎖による膵瘻防止の試み 

 林 彦多 膵癌に対する SMA-first膵切除 

 西 健 異所性膵から発生したと考えられる神経内分泌腫瘍の 1例  

第 92 回中国四国外科学会 第 22 回中国四国内視鏡外科研究会  

 西 健 集学的アプローチによる膵頭十二指腸切除後の膵瘻防止策 

 藤井雄介 腫瘍生検で心肺蘇生を要した後腹膜 paragangliomaに対する切除経験

梶 俊介 外傷性小腸穿孔術後に鼠径ヘルニア嚢腫瘍を来した 1例  

 岸 隆 成人女性に発症した副腎原発を疑う後腹膜成熟膿疱性奇形腫の 1例 

 宮﨑佳子 食道壁内転移を伴う食道胃接合部癌に対して術前化学療法後、根治切除

可能であった一例 

第 14 回日本乳癌学会中国四国地方会  

 宮﨑佳子 CTで偶然発見された乳癌 33例の検討 

第 70 回日本胸部外科学会定期学術集会  

 梶 俊介 食道癌術後再発に対する救済化学放射線療法の検討 

第 70 回日本胸部外科学会定期学術集会  

 藤井雄介 ｐStageIB～III食道扁平上皮癌根治症例に対する術後補助療法として

の S-1の忍容性に関する検討 

International association of pancreatology/Latin America pancreatic study group 

Joint Meeting 2017  



 Kawabata Yasunari Efficacy of adjuvant chemoratiation therapy on survival in 

patients with curative resected pancreatic cancer 

 Hayashi Hikota Assessment of predictive accuracy of postoperative 

compolication in pancreatic surgery: POSSUM vs E-PASS 

 Kishi Takashi Preliminary study on the efficacy of conversion surgery 

following intensive chemotherapy for initially unresectable 

pancreatic cancer 

第 56 回日本小児外科学会中国四国地方会  

 久守孝司 地域に根ざした小児外科医療 

第 25 回日本消化器病関連学会週間 第 15回日本消化器外科学会大会  

 平原典幸 胸腔鏡下食道癌根治切除症例における赤血球容積粒度分布幅の臨床的

意義 

 林 彦多 多施設データベースによる肝胆膵外科領域における術後合併症の予測

精度の検討：POSSUM vs E-PASS 

 百留亮治 Diverting stoma中の化学療法に対する忍容性に関する検討 

 藤井雄介 後腹膜 paraganglioma に対する切除経験～腹腔鏡下腫瘍生検で心肺蘇

生を要して 

 平山昂仙 腹腔鏡下結腸右半切除術における定型化の工夫－受動から郭清まで－ 

第 37 回日本小児内視鏡外科・手術手技研究会  

 真子絢子 当科における胃瘻造設の術式選択－経皮的内視鏡下胃瘻造設術(PEG) 

の適応とその評価方法について－ 

第 12 回膵癌術前治療研究会  

 岸 隆 肝転移を伴う膵癌に対し、conversion surgeryが可能となった 1例 

13th Asia-Pacific Congress of ELSA & 7th PALES Annual Convention  

 Yusuke  Fujii   Novel laparoscopic partial gastrectomy with zero-muscular 

insicion to minimize deformation of the stomach for intraluminal gstric 

GIST 

第 79 回日本臨床外科学会総会  

 平原典幸 頸胸境界部の連続性を維持したリンパ節郭清手技 

 百留亮治 直腸癌術後の難治性吻合部狭窄に対して TAMISによる狭窄形成術が有

効であった 1例 



 岸 隆 膵胆管合流異常を合併した胆嚢神経内分泌癌の一例 

 宮﨑佳子 盲腸放線菌膿瘍が疑われた鼠径ヘルニア術後遅発性メッシュ感染の 1例 

第 108回日本消化器病学会中国支部例会  

 百留亮治 局所進行結腸癌に対する化学療法中に発症した肺結核の 1例 

第 140回山陰外科集談会  

 井上圭亮 胃癌手術の際に偶発的に認められた小腸間膜異所性膵癌の切除後に腹

膜播種を来した一例 

 大町泰介 子宮頸がんに対する放射線治療後に発症した小腸狭窄による腸閉塞の

一例 

 岸 咲貴子  乳腺筋上皮癌の一例 

第 30 回日本内視鏡外科学会総会  

 藤井雄介 腹腔鏡下胃切除における Out-Most Layerを認識・維持した幽門下リン

パ節郭清 

 梶 俊介 術後に呼吸機能の改善を認めた Upside-down stomachを伴う食道裂孔ヘ

ルニアの１手術例 

第 49 回日本膵臓学会大会  

 川畑康成 膵癌術後補助療法としてのゲムシタビン塩酸併用化学放射線治療の有

効性について 

 西 健 膵管癌術後の残膵に発生した膵癌の検討 

第 30 回日本内視鏡外科学会総会  

 宮﨑佳子 油性造影剤による子宮卵管造影後に鼠径ヘルニア嚢内に肉芽腫性変化

を来した 1例 

第 22 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ー2017 年の経験 

第 93 回山陰肝胆膵疾患研究会  

 林 彦多 胆管・消化管狭窄を伴うアルコール性慢性膵炎症例に対する術式の工夫 

 西 健 胆管癌断端陽性例に対する治療法－放射線内照射療法の試み 

 梶 俊介 右胃大網動脈グラフとによる冠動脈バイパス術後における膵頭十二指

腸切除術の経験  

第 35 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会  

 谷浦隆仁 人工肛門造設術時の生検で診断し得た消化管アミロイドーシスの一例 



第 90 回日本胃癌学会総会  

 平原典幸 胃癌根治術後患者における Red blood cell distribution width(RDW)

の予後因子としての意義 

 梶 俊介 切除不能進行胃癌に対し胃の不完全離断を伴う胃空腸バイパスを施行

した 13例の検討 

 森山一郎 当院における切除不能／再発胃癌化学療法におけるラムシルマブの治

療効果 

  


