
【 学会発表 】 - 特別講演・上級演題 – 

 

第 119 回日本外科学会定期学術集会 サージカルフォーラム  

平原典幸 術後合併症軽減と予後改善を目指した Controlling Nurtritional status (CONUT) 

による術前栄養評価 

第 119 回日本外科学会定期学術集会 サージカルフォーラム 

川畑康成  膵頭部癌に対する artery-firstapproach を用いた系統的腸間膜切除法の長期成績 

第 119 回日本外科学会定期学術集会 サージカルフォーラム  

山本 徹  過疎地域における専門医育成外科研修プログラムの工夫 

第 62 回関西胸部外科学会学術集会 教育講演  

平原典幸  "食道切除・再建術の Tips and Pitfalls：リンパ節郭清効果を意識した頸胸境界部 

リンパ節郭清" 

第 111 回日本消化器病学会中国支部例会 特別発言  

川畑康成  ワークショップ 2 肝胆膵癌治療の up-to-date 

第 111 回日本消化器病学会中国支部例会 中国支部専修医奨励賞  

加藤輝士  Peutz-Jeghers 症候群による多発小腸ポリープの範囲診断に関して CT enterography 

が有用であった一例 

日本消化器病学会中国支部第 29 回教育講演会 モーニングセミナー  

田島義証  胆道疾患の診断と治療 

第 65 回国際外科学会日本部会総会 ランチョンセミナー  

Yoshitsugu Tajima  Serendipity in Research and Surgery  

第 74 回日本消化器外科学会総会 ビデオシンポジウム  

Yasuanri Kawabata  Laparoscopic RAMPS with SMA-First Approach in Pancreatic Cancer 

第 74 回日本消化器外科学会総会 要望演題  

藤井雄介 度重なる致命的術後合併症を外科手術と多職種との連携により救命し得た一例 

第 46 回日本膵切研究会 シンポジウム  

川畑康成  膵頭部癌 R0切除のための癌浸潤方向に合わせた系統的腸間膜切除法 

(modified total meso-pancreasduodenum exsision) の意義 

第 46 回日本膵切研究会 要望演題  

川畑康成  膵癌に対する腹腔鏡下 SMA-first RAMPS の手技と成績 

第 94 回中国四国外科学会総会・第 24 回中国四国内視鏡外科研究会 シンポジウム 

山本 徹  島根県における専門医育成外科研修プログラムの工夫と展望 



日本肝胆膵外科学会 2019年度地域教育セミナー（中国・四国） 教育セミナー  

川畑康成  肝胆膵外科高度技能専門医取得への道～安全で確実な手術手技の習得に向 

けて～ 

2019 年度第 27 回日本外科学会生涯教育セミナー（中国・四国地区）  教育セミナー  

平原典幸  各分野のガイドラインを紐解く  ４．胃癌診療ガイドライン" 

第 14 回膵癌術前治療研究会  要望演題  

川畑康成  局所進行切除不能 j膵癌に対する conversion surgery を目指したゲムシタビン 

併用放射線療法の現状 

第 14 回膵癌術前治療研究会  要望演題  

林  彦多   当科における動脈接触切除可能境界膵癌に対する術前放射線化学療法の現 

状と成績 

第 81 回日本臨床外科学会総会  特別演題  

谷浦隆仁   若手外科医のキャリアアップから考える島根県の外科医療体制 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 Surgical Forum  

平原典幸   Da Vinci Xi を用いた腹臥位胸腔鏡下食道切除術 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 ワークショップ  

川畑康成   膵癌に対する artery-first-approach による腹腔鏡下 RAMPSの手技と成績 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 Surgical Forum  

髙井清江   結腸→半切除術における superior approach の手術手技 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 Surgical Forum  

藤井雄介   腹腔鏡下噴門側胃切除における逆流防止機構を付加した安全・簡便な食道 

残胃吻合 

 

 

 

【 学会発表 】 - 一般演題 - 

第 119 回日本外科学会定期学術集会  ポスター  

西   健   胆嚢隆起性病変に対する適切な手術術式の検討 

第 18 回山陰内視鏡外科研究会  一般口演  

髙井清江   横行結腸癌における中結腸動脈領域リンパ節郭清手技の工夫 

第 18 回山陰内視鏡外科研究会  一般口演  

藤井雄介   腹腔鏡下噴門側胃切除における逆流防止機構を付加した安全・簡便な食道 

残胃吻合 



第 17 回日本ヘルニア学会学術集会 一般口演  

山本  徹   前立腺全摘後鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡下根治術の工夫-高位腹膜切開法 

第 17 回日本ヘルニア学会学術集会 一般示説  

高尾  聡   鼠径ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニア合併例に対して腹腔鏡下に修復術を施行し 

た 1 例 

第 73 回日本食道学会学術集会  一般示説  

平原典幸   胸部食道癌に対するロボット支援課食道切除術の導入 

第 73 回日本食道学会学術集会  一般示説  

藤井雄介   腹腔鏡下胃管作成における血管網温存のための工夫～胃の非把持とＮＢＩ観察～ 

第 31 回日本肝胆膵外科学会・学術集会  一般示説  

Yasuanri Kawabata   Prognostic Value of ERCC1, DPD, and hENT1 Expression in Patients 

with Ampullary Carcinoma 

第 31 回日本肝胆膵外科学会・学術集会  一般示説  

Hikota Hayashi   Predictive Accuracy of Postoperative Complication in Pancreatic Surgery： 

   POSSSUM vs E-PASS 

第 111 回日本消化器病学会中国支部例会  一般演題  

高尾  聡   術前に虫垂腫瘍と診断し回盲部切除後にデスモイド腫瘍の診断を得た 1 例 

第 31 回日本肝胆膵外科学会・学術集会  一般示説  

Shunsuke Kaji   Preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio and prognostic nutritional index 

 as prognostic factors in early stage pancreatic ductal adenocarcinoma after  

curative resection 

第 143 回山陰外科集談会 一般口演  

船橋功匡   膵胆管高位合流の 1例 

第 143 回山陰外科集談会 一般口演  

佐々木陽平 食道穿孔・縦隔炎に対する加療中に,炎症反応上昇を伴わない高熱を契機に 

診断しえた悪性リンパ腫の一例 

第 143 回山陰外科集談会 一般口演  

(学生 6 年)田部博山 貧血を契機に発見された小腸平滑筋肉腫の一例 

第 143 回山陰外科集談会 一般口演  

(学生 6 年)土江遼平 膵体尾部脂肪置換を伴った局所進行膵頭部癌の 1 切除例 

第 143 回山陰外科集談会 一般口演  

(学生 5 年)和田悠花 ロボット支援下食道癌手術の経験(ビデオ) 

 



第 50 回日本膵臓学会大会 一般口演  

西   健   膵癌術前患者における亜鉛欠乏の意義 

第 74 回日本消化器外科学会総会 デジタルポスター  

平原典幸   術前 CEA 正常胃癌における Controlling nutritional status(CONUT)を用いた 

栄養評価の意義－傾向スコア解析－ 

第 74 回日本消化器外科学会総会 デジタルポスター  

林  彦多   膵臓外科における術後合併症予測：手術時間×出血量の平方根 vs POSSUM 

第 74 回日本消化器外科学会総会 デジタルポスター  

山本  徹   大腸癌術後患者での Clostridium difficile感染(CDI)が術後合併症に与える影響 

第 74 回日本消化器外科学会総会 主題関連演題  

高尾  聡   新しい人工肛門閉鎖法"Gunsight closure"の有用性 

第 16 回 EBウイルス研究会   一般口演  

梶  俊介   廃棄予定胃内視鏡生検サンプルを用いた胃炎と EBV 感染増幅の検討 

第 96 回山陰肝胆膵疾患研究会  一般口演  

佐藤秀一   肝膿瘍を契機に発見された肝細胞癌の 1例 

第 96 回山陰肝胆膵疾患研究会  一般口演  

石田駿斗(6 年生)   腹腔鏡下肝切除を行った肝類上皮血管内皮種の 1 例 

第 46 回日本膵切研究会 一般示説  

林  彦多   開腹膵臓手術時の簡便な術後合併症予測：出血量と手術時間の積の平方根 

vs POSSUM 

第 46 回日本膵切研究会 一般示説  

梶  俊介   膵癌における栄養・免疫因子の及ぼす影響について 

第 58 回日本小児外科学会中国四国地方会 一般口演  

大倉隆宏   小児鼠径ヘルニアにおける年齢と脱出臓器の検討 

第 94 回中国四国外科学会総会・第 24 回中国四国内視鏡外科研究会  一般口演  

大倉隆宏   臍帯脱落前の臍からアプローチした腸回転異常症手術の経験 

第 94 回中国四国外科学会総会・第 24 回中国四国内視鏡外科研究会  一般口演 

藤井雄介   結腸癌術後 20 年目の弧発性胃転移再発に対して胃部分切除を行った一例 

第 94 回中国四国外科学会総会・第 24 回中国四国内視鏡外科研究会  一般口演 

梶  俊介   胃癌術後に血清 CEAが季節性の上昇を示した１症例 

第 94 回中国四国外科学会総会・第 24 回中国四国内視鏡外科研究会  一般口演 

中村光佑   回腸狭窄を契機に発見された高齢発症小腸型 Crohn 病の１例 

 



第 42 回日本膵・胆管合流異常研究会  一般口演  

船橋功匡   術中造影所見にて膵胆管高位合流と診断した 1 例 

第 74 回日本大腸肛門病学会学術集会  一般示説  

百留亮治   腹腔鏡下骨盤内蔵全摘術による横行結腸癌腹膜播種再発の 1切除例 

第 74 回日本大腸肛門病学会学術集会  一般示説  

谷浦隆仁   80歳以上の Stage high risk大腸癌患者における術後補助化学療法の安全性 

と有効性 

第 55 回日本胆道学会学術集会  一般口演  

西   健   胆嚢床切除を施行した良悪性の鑑別を要する胆嚢隆起性病変の検討 

第 14 回膵癌術前治療研究会  一般示説  

中村光佑   局所進行切除不能膵癌に対するゲムシタビン併用放射線療法先行全身化学療法 

の試み 

第 81 回日本臨床外科学会総会  主題関連演題  

平原典幸   リンパ節郭清効果を意識したロボット支援下食道切除術 

第 81 回日本臨床外科学会総会  主題関連演題  

藤井雄介   腹腔鏡下胃切除・リンパ節郭清に際する膵液漏ゼロのための工夫 

第 81 回日本臨床外科学会総会  一般示説  

田原成泰   高齢女性に偶発的に指摘され切除しえた肝類上皮血管内皮腫の 1例 

第 81 回日本臨床外科学会総会  一般示説  

中村光佑   膵頭部癌の術前診断にて手術を施行した突発性膵膿瘍の 1 例 

第 32 回日本内視鏡外科学会総会 Mini Oral  

高尾  聡   腎癌の小腸転移による生じた腸閉塞に対し腹腔鏡手術で治療し得た 1 例 

第 58 回山陰小児外科内科・周産期研究会 一般演題  

船橋功匡   胎児期に水腎症を指摘された尿管瘤の 2例 

第 58 回山陰小児外科内科・周産期研究会 一般演題  

菅野晃輔   鼠径部腫脹を契機に発見された感染性後腹膜囊胞の 1 例 

第 92 回日本胃癌学会総会 一般演題  

平原典幸   高齢者胃癌における予後因子としての術前 geriatric nutritional risk index の 

有用性 


