
 1

平成 19 年度 業績 

(1) 原著 
● 欧文 
1. T.Watanabe，S.Oowada，H.Kobayasshi，H.Nakano，T.Asakura,  T.Asano,  S.Koizumi，Y.Jinnouchi,  M.Katayama, 

Y.Kawakami, S.Nagaoka, and T.Ootubo 

Ｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ ｏｆ Ｒａｄｉｃａｌ－Ｓｃａｖｅｎｇｉｎｇ Ａｂｉｌｉｔｙ ｉｎ Ｓｍａｌｌ Ｂｏｗｅｌ Ｉｓｃｈｅｍｉａ/ 

Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ Ｉｎｊｕｒｙ Ｒａｔｓ Ｕｓｉｎｇ ａｎ Ｉｎ Ｖｉｖｏ ａｎｄ Ｅｘ Ｖｉｖｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ  

Ｐａｒａｍａｇｎｅｔｉｃ Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ 

Transplantation Proceedings 2007；39：253-7 

2. Ｙｕｋｏ Ｔａｋｅｂａ, Ｓｕｓｕｍｕ Ｓｅｋｉｎｅ，Ｔｏｓｈｉｏ Ｋｕｍａｉ, ,Ｎａｏｋｉ Ｍａｔｓｕｍｏｔｏ,Ｓａｃｈｉｋｏ Ｎａｋａｙａ, Ｙａｓｈｉｍｉｔｓｕ Ｔｓｕｚｕｋｉ, 

Ｙｏｈｅｉ Ｙａｎａｇｉｄａ,Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｎａｋａｎｏ，Ｔａｋｅｓｈｉ Ａｓａｋｕｒａ，Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｈｔｕｂｏ，ａｎｄ Ｓｈｉｎｃｈｉ Ｋｏｂａｙａｓｈｉ 

Ｉｒｉｎｏｔｅｃａｎ－Ｉｎｄｕｃｅｄ Ａｐｏｐｔｏｓｉｓ Ｉｓ Ｉｎｈｉｂｉｔｅｄ ｂｙ Ｉｎｃｒｅａｓｅｄ Ｐ－Ｇｌｙｃｏｐｒｏｔｅｉｎ  

Ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ ａｎｄ Ｄｅｃｒｅａｓｅｄ ｐ53 ｉｎ Ｈｕｍａｎ Ｈｅｐａｔｏｃｅｌｌｕａｒ Ｃａｒｃｉｎｏｍａ Ｃｅｌｌｓ 

Ｂｉｏｌ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ 2007；30（8）：1400-6 

3.  Hiroshi Nakano,Elie Oussoultzoglou,Edoardo Rosso,Slelenia Casnedi, Marie-Pierre Chenard-Neu,  

Patrick Fufour,Philippe Bachellier,and Daniel Jaeck 

Ｓｉｎｕｓｏｉｄａｌ Ｉｎｊｕｒｙ Ｉｎｃｒｅａｓｅｓ Ｍｏｒｂｉｄｉｔｙ ａｆｔｅｒ Ｍａｊｏｒ  

Ｈｅｐａｔｅｃｔｏｍｙ ｉｎ Ｐａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ Ｃｏｌｏｒｅｃｔａｌ Ｌｉｖｅｒ Ｍｅｓｔｓｔｓｅｓ 

 Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ Ｐｒｅｏｐｅｒａｔｉｖｅ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ 

Ａｎｎａｌｓ ｏｆ Ｓｕｒｇｅｒｙ 2008；２４７（１）：118-24 

4.    T. Watanabe ,Ｓ．Ｏｗａｄａ, Ｈ．Ｐ．Ｋｏｂａｙａｓｈｉ,Ｈ．ｋａｗａｋａｍｉ,Ｓ．Ｎａｇａｏｋａ,E. Ｍｕｒａｋａｍｉ,Ａ.Iｓｈｉｕｃｈｉ,Ｔ．Ｅｎｏｍｏｔｏ, Ｙ．Ｊｉｎｎｏｕｃｈｉ,  

Ｊ．Ｓａｋｕｒａｉ, Ｎ．Ｔｏｂｅ, Ｓ．ｋｏｉｚｕｍｉ,Ｔ．Ｓｈｉｍａｍｕｒａ,Ｔ．Ａｓａｋｕｒａ,Ｈ．Ｎａｋａｎｏ,Ｔ．Ｏｔｓｕｂｏ 

Protｅｃｔｉｖｅ Ｅｆｆｅｃｔｓ ｏｆ ＭｎＭ２Ｐｙ４Ｐ ａｎｄ Ｍｎ－Ｓａｌｅｎ Ａｇａｉｎｓｔ Ｓｍａｌｌ 

  Ｂｏｗｅｌ Ｉｓｃｈｅｍｉａ/Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ Ｉｎｊｕｒｙ ｉｎ Ｒａｔｓ Ｕｓｉｎｇ ａｎ Ｉｎ  

Ｖｉｖｏ ａｎｄ ａｎ Ｅｘ Ｖｉｖｏ Ｅｌｅｃｔｒｏｎ Ｐａｒａｍａｇｎｅｔｉｃ Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ ｗｉｔｈ ａ Ｓｐｉｎ Ｐｒｏｂｅ 

Transplantation Proceedings 2007；39,3002-6, 

5. Ｔ．Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｓ．Ｏｗａｄａ,H.Kobayashi, A.Ishiuchi,Ｈ．Ｎａｋａｎｏ, Ｔ．Ａｓａｋｕｒａ、Ｔ．Ｓｈｉｍａｍｕｒａ, T..Asano,Ｓ．ｋｏｉｚｕｍｕ， 

Ｙ．Ｊｉｎｎｏｕｃｈ,M.katayama, M.Kamibayasi, E.Murakami ,and、T.Otsubo 

Real-Time Monitoring of Nitric Oxide (NO) and pO2 Levels  

Under Ischemic Conditions Associated With Small Bowel  

Ischemia/Reperfusion Injury Using Selective Electrodes  

for NO and Oxygen Molecules 

Transplantation Proceedings 2007；39,3007-9  

6. Ｔ．Ｗａｔａｎａｂｅ, Shigeru Oowada ，Hiromichi Kobayasi, ,Masato Kamibayashi,Atsuko Ishiuchi, Yuji Jinnouchi,  

Satoshi Koizumi, Takayuki Asano，Tsukasa Shimamura,Takeshi Asakura, Hiroshi Nakano Sunao Kubota, 

Takehito Otsubo 

The Role of  the New Ca2+ Antagonist,CV159,in Hepatic 

 IR Injury-the Evaluation of Hepatic Organ Reducing Activity Using  

In Vivo and Ex Vivo EPR, 

Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｓｕｒｇｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 2008；145：49-56  

7. Ｈ．Ｐ．Ｋｏｂａｙａｓｈｉ, ,Ｔａｉｊｉ Ｗａｔａｎａｂｅ, Ｓｈｉｇｅｒｕ Ｏｏｗａｄａ,Ａｋｉ Ｈｉｒａｙａｍａ,Ｓｏｈｉｊｉ Ｎａｇａｓｅ, ,Ｍｓａｔｏ Ｋａｍｉｂａｙａｓｈｉ And   

Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｔｓｕｂｏ 

Effect ＣＶ１５９－Ｃａ２＋/Ｃａｌｍｏｄｕｌｉｎ Ｂｌｏｃｋａｄｅ ｏｎ Ｒｅｄｏｘ Ｓｔａｔｕｓ Ｈｅｐａｔｉｃ ＩｓｃｈｅｍｉａーＲｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ Ｉｎｊｕｒｙ ｉｎ Ｍｉｃｅ Ｅｖａｌｕａ

ｔｅｄ ｂｙ ａ Ｎｅｖｖｌｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｅｄ Ｉｎ Ｖｉｖｏ ＥＰＲ  Ｉｍａｇｉｎｇ Ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ 

Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｓｕｒｇｉｃａｌ Ｒｅｓｅａｒｃｈ 2008；147：41-9 

8.  R.Ooshima,Ｈ.Ｎａｋａｎｏ,Ｍ.Ｋａｔａｙａｍａ,Ｊ.Ｓａｋｕｒａｉ,Ｗ.Ｗｕ,Ｔ.Ａｓａｎｏ,Ｓ.Ｋｏｉｚｕｍｉ,Ｔ.Ａｓａｋｕｒａ,Ｔ.Ｏｈｔａ,Ｔ.Ｗａｔａｎａｂｅ,Ｔ.Ｏｔｓｕｂｏ 

Ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｈｅｐａｔｉｃ Ｍｉｔｏｃｈｏｎｄｒｉａｌ Ｐｒｏｅｏｍｅ ｉｎ Ｒｅｓｐｏｎｓｅ ｔｏ Ｉｓｃｈｅｍｉｃ Ｐｒｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ  

Ｉｓｃｈｅｍｉａ－Ｒｅｐｅｒｆｕｓｉｏｎ ｌｎｊｕｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｒａｔ Ｌｉｖｅｒ 

Ｅｕｒ Ｓｕｒｇ Ｒｅｓ 2008；40：247-55 
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8. Akiko Isogai,Masaki Nagaya,Hiromitsu Matuoka,Taiji Watanabe,Satoshi Tsukikawa,Sunao Kubota 

An anticancer Drug sensitivity test to determine the effeciveness of UFT as postoperative adjuvant chemotherapy  

for patients with stage III colorectal cancer 

SURGRRY  2007；：741-8 

10. Ooshima R,Ｏｈｔａ Ｔ,Ｗｕ Ｗ,Ｋｏｉｋｅ Ａ,Ｉｗａｔａｎｉ Ｔ,Ｗａｔｔｓ ＣＫ,Ｈｅｎｄｅｒｓｏｎ Ｍ,Ｏｔｕｂｏ Ｔ 

Putative Tumor Suppressor EDD Interacts ｗｉｔｈ and Up-regulates APC 

Genes ｔｏ Ｃｅｌｌｓ 2007；12：1339-45, 

● 和文   

1. 櫻井 丈,榎本 武治,小島 啓夫,戸部 直孝,大坪 毅人 

聖マリアンナ医科大学病院におけるＮｕｔｒｉｔｉｏｎ Ｓｕｐｐｏｒｔ Ｔｅａｍ（ＮＳＴ）の現状と課題 

聖マリアンナ医科大学雑誌 2007；35：75-82 

2.  大坪 毅人,高崎 健,山本 雅一 

下大静脈切除を伴った肝葉切除 

手術 2007；61（6）：707-11 

3.  須田 直史,渡邉 泰治,櫻井 丈,牧角 良二,小森山 広幸,大坪 毅人 

無結紮、クリップレス腹腔鏡下右結腸切除術の手術手技 

手術 2007；６１(５)：603-8 

4.  小森山 広幸,芦川 和広,民上 真也,住吉 賢,岡田 孝弘,奈良橋 喜芳, 大坪 毅人 

重症急性膵炎に対する持続動注療法ｰカテーテルの留置部位をめぐって, 

医薬の門 2007；47(３)：260-264 

5. 櫻井 丈,片山 真史,榎本 武治,田中 圭一,田中 一郎,,大坪 毅人 

胃癌術後の栄養指標は、術後手術部位感染（ＳＳＩ）発生予測に有用である, 

外科 2007；６９（８）：956-60 

6. 大坪 毅人,中野 浩,朝倉 武士,渡邉 泰治,小泉 哲,榎本 武治,戸部 直孝,川嶋 八也,三浦 和裕, 

佐々木 貴浩 

腹腔鏡下胆嚢摘出術の胆管損傷の特徴, 

肝胆膵 2007；５５(３)：469-72 

7. 小林 慎二郎,片桐 聡,小泉 哲,有泉 俊一,高橋 豊,高崎 健,大坪 毅人、山本 雅一 

進行肝細胞癌に対する小粒子リピオドールエマルジョンを用いたリザーバー動注化学療法の有用性 

癌と化学療法 2007；34（9）：1433-7 

8. 小林 慎二郎,小泉 哲,大坪 毅人,吉利 賢治,片桐 聡,山本 雅一,古川 達也,高崎 健 

大型肝細胞癌に対するレシチン加リピオドールエマルジョンを用いた肝動脈塞栓術の有用性 

日本消化器病学会雑誌 2007；104(11)：29-34 

9. 櫻井 丈,榎本 武治,亀井 奈津子,野田 顕義,片山 真史,田中 一郎,諏訪 敏之,大坪 毅人 

胃癌術後の栄養パラメーターと手術部位感染発生頻度の相関, 

日本外科感染症学会雑誌 2007；4（４）：561-4 

10.  小林 慎二郎 

食道表在癌の拾い上げ診断についての検討－当院で発見し、ＥＭＲを施行した食道表在癌 11 症例の検討－, 

消化器科 2008；46(2)：253-6 
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 (2) 症例報告 

● 欧文 

1. Ｔａｉｊｉ Ｗａｔａｎａｂｅ，Ｋｏｈｅｉ Ｓｅｇａｍｉ，Ｔａｋａｈｉｒｏ Ｓａｓａｋｉ，Ｈａｔｓｕｙａ Ｋａｗａｓｈｉｍａ，Ｔａｋｅｈａｒｕ Ｅｎｏｍｏｔｏ，Ｙｕｊｉ Ｊｉｎｎｏｕｃｈｉ， 

Ｓａｔｏｓｈｉ Ｋｏｉｚｕｍｉ，Ｎａｏｔａｋａ Ｔｏｂｅ，Ｊｏｈ Ｓａｋｕｒａｉ，Ｔｓｕｋａｓａ Ｓｈｉｍａｍｕｒａ，Ｔａｄａｓｈｉ Ｓｕｄａ，Ｔａｋｅｓｈｉ Ａｓａｋｕｒａ， 

Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｎａｋａｎｏ，Ｉｃｈｉｒｏｈ Ｔａｎａｋａ，ａｎｄ Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｔｓｕｂｏ 

Ａ ｒａｒｅ ｃａｓｅ ｏｆ ｃｏｎｃｏｍｉｔａｎｔ ｈｕｇｅ ｅｘｏｐｈｙｔｉｃ ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ ｓｔｒｏｍａｌ ｔｕｍｏｒ ｏｆ ｔｈｅ ｓｔｏｍａｃｈ ａｎｄ  

Ｋａｓａｂａｃｈ－Ｍｅｒｒｉｔｔ ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ 

Ｗｏｒｌｄ Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｓｕｒｇｉｃａｌ Ｏｎｃｏｌｏｇｙ 2007；５：1-4 

2. Ｈｉｒｏｓｈｉ Ｎａｋａｎｏ，Ｋｅｉｔａ Ｋｉｋｕｃｈｉ，Ｓｈｉｎ－ｉｃｈｉ Ｓｅｔａ，Ｍａｓａｆｕｍｉ Ｋａｔａｙａｍａ，Ｔａｋｕｙａ Ｙａｍａｍｕｒａ，Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｔｓｕｂｏ 

Preservation of Segment 4 Inferior by Distal Middle Hepatic Vein Reconstruction Combined with Extended Right 

Hepatectomy after Portal Vein Embolization in a Patient with a Huge Initially Unresectable HCC 

Ｈｅｐａｔｏ－Ｇａｓｔｒｏｅｎｔｅｒｏｌｏｇｙ 2007；54：1563-6 

● 和文   

1. 櫻井 丈,諏訪 敏之,嶋田 仁,片山 真史,青木 一浩,須田 直史,榎本 武治,嶋田 久,大坪 毅人,吉田 和彦 

直腸癌に伴った孤立性化膿性肝膿瘍の１例 

日本外科系連合学会誌 2007；３２(２)：211-4 

2. 牧角 良二,民上 真也,小野田 恵一郎,石井 利昌,瀬田 真一,花井 彰,住吉 賢,小森山 広幸,芦川 和広,  

大坪 毅人 

腹腔鏡下結腸切除術後ドレーン挿入部ポート孔より腸管脱出をきたした１例 

日本外科系連合学会誌 2007；３２(２)：180-3 

3. 小泉 哲,渡邉 泰治,朝野 隆之,朝倉 武士,中野 浩,,大坪 毅人 

術後早期に骨転移をきたした肝細胞癌の１例 

日本臨床外科学会雑誌 2007；68（5）：197-202 

3. 瀬上 航平,櫻井 丈,野田 顕義,片山 真史,諏訪 敏之,濱谷 昌弘,榎本 武治,須田 直史,花井 彰, 

四万村 司,山田 恭司,月川 賢,中野 浩,大坪 毅人 

Ｃｈｕｒｇ－Ｓｔｒａｕｓｓ症候群に合併した空腸穿孔の１例, 

日本腹部救急医学会雑誌 2007；２７（７）：997-1000 

4. 小林 慎二郎,有泉 俊一,山本 雅一 

進行・再発肝内胆管癌に対するリザーバー肝動注化学療法の検討 

日本臨床外科学会雑誌 2007；68(６)：19-24 

5. 公文 大輔,園部 智子,片山 真史,榎本 武治,櫻井 丈,須田 直史,濱谷 昌弘,月川 賢,中野 浩,  

大坪 毅人 

直腸Ｓ状部に瘻孔を形成した虫垂癌の１例, 

消化器科 2007：４５(１)：114-7 

6. 諏訪 敏之,青木 一浩,櫻井 丈,榎本 武治,山田 恭司,大坪 毅人 

ＣＴで術前診断しえた右傍十二指腸ヘルニアの１例, 

手術 2007；６１(９)：1341-4 

7. 野田 顕義,片山 真史,櫻井 丈,榎本 武治,中野 浩,大坪 毅人 

高齢者に発生したＦｏｕｒｎｉｅｒ’ｓ ｇａｎｇｒｅｎｅの 1 例, 

手術 2007；61（９）：1349-51 

8. 野田 顕義,諏訪 敏之,櫻井 丈,榎本 武治,中野 浩,大坪 毅人 

保存的治療後に緊急手術を施行した門脈ガス血症の１例, 

臨床外科 2007；62（９）：1287-90 

9. 畑地 慶三,片山 真史,櫻井 丈,榎本 武治,重田 博,中野 浩, 大坪 毅人 

SEL に併発した結腸穿孔の１例 

日本腹部救急医学会雑誌 2007；２７(６)：895-8 

10. 諏訪 敏之,櫻井 丈,青木 一浩,榎本 武治,嶋田 久,大坪 毅人 

術前ＣＴで診断した虫垂嵌頓鼠径ヘルニア（Ａｍｙａｎｄ’ｓ ｈｅｒｎｉａ）の１例, 

日本臨床外科学会雑誌 2007；68（９）：240-4 

12. 小林 慎二郎,大橋 正樹,天満 信夫,松浦 裕史, 
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化学療法と外科切除により２９か月生存した膵癌術後異時性肝転移の１例, 

癌と化学療法 2007；34（10）：1671-4 

13. 芦川 和広,牧角 良二,須田 直史,小森山 広幸,品川 俊人,,大坪 毅人 

Ｓ状結腸壁外に発生した骨外性骨肉腫の１手術例, 

日本臨床外科学会雑誌 2007；68（10）：135-8 

14.王子 盛嘉,櫻井 丈,片山 真史,榎本 武治,濱谷 昌広,月川 賢,須田 直史,大坪 毅人 

開腹歴のない若年女性に発症した絞扼性イレウスの１例, 

聖マリアンナ医科大学雑誌 2007；35：275-9 

15. 佐々木 貴浩,牧角 良二,須田 直史,月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

内視鏡下の造影で穿通膿瘍を確認し、腹腔鏡下に手術した上行結腸憩室炎の１例, 

日本臨床外科学会雑誌 2008；68（１２）：139-43 

16. 川嶋 八也,片桐 秀元,佐々木 貴浩,宮島 伸宜,大坪 毅人 

会陰部に発生した血管周皮腫の１例 

日本臨床外科学会雑誌 2008；69（1）：208-12 

17. 瀬上 航平,渡辺 泰治,佐々木 貴浩,陣内 裕二,櫻井 丈,四万村 司,小泉 哲,中野 浩,朝倉 武士, 

大坪 毅人  

異時性に２回破裂し、いずれも救命しえたｓｅｇｍｅｎｔａｌ ａｒｔｅｒｉａｌ ｍｅｄｉｏｌｙｓｉｓと思われる１例 

日本外科連合雑誌 2008；３３（１）：88-92 

18. 下邨 華菜，榎本 武治,王子 盛嘉,片山 真史，濱谷 昌弘，櫻井 丈,須田 直史，月川 賢，岡崎 武臣， 

   大坪 毅人 

   白線ヘルニアの１手術例 

   聖マリアンナ医科大学雑誌 2008；36：41-5  

19. 民上 真也,田中 圭一，石井 利昌，小林 博通，青木 一浩，木村 正之，小森山 広幸,高野 俊史， 

   大坪 毅人 

   膵頭部腫瘍との鑑別を要した壁外発育型十二指腸ＧＩＳＴの 1 例 

   聖マリアンナ医科大学雑誌 2008；36：47-53 

20. 民上 真也，奈良橋 喜芳，本庄 広大，堀越 邦康，石井 利昌，住吉 賢，芦川 和広，小森山 広幸， 

   高野 俊史，大坪 毅人 

   機能的端々吻合術後に吻合部再発をきたした結腸癌の２例 

   聖マリアンナ医科大学雑誌 2008；36：53-60 
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(3) 著者 

1. 宮島 伸宣 

1.適応と全身状態, 

腹腔鏡下大腸切除ハンドブック へるす出版 Ｐ2-3,９月 

2. 大坪 毅人，田中 一郎，山田 恭司，小森山 広幸，磯貝 晶子，朝野 隆之, 四万村 司 

  コメディカルのための外科学（総論） 医学出版社 １２月 

3. 大坪 毅人，月川 賢，田中 一郎，中野 浩，金子 英彰，木村 正之，田中 圭一， 

朝倉 武士，石井 利昌，榎本 武治，片山 真史，小泉 哲，櫻井 丈，重田 博， 

陣内 祐二，須田 直史，民上 真也，戸部 直孝，花井 彰，濱谷 昌弘，牧角 良二､ 

渡邉 泰治 

コメディカルのための外科学（各論） 医学出版社 １２月 
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（４）学会 
①第１０７回日本外科学会定期学術集会(平成 19 年 4 月 11 日～4 月 13 日，大阪府，大阪国際会議場他) 

Ｄ：一般演題 
1. 渡邉 泰治,小林 博通, 大和田 滋,上林 将人,大坪 毅人 

肝虚血再灌流障害における新規Ｃａ拮抗剤ＣＶ１５９の投与の効果－ｉｎ ｖｉｖｏＥＰＲ装置を用いた臓器還元能評価－, 

2007/4/11 

2. 小林 博通, 渡邉 泰治,大和田 滋,平山 暁,上林 将人, 朝野 隆行,陣内 祐二,大坪 毅人 

肝虚血再灌流障害におけるＥｌｅｃｔｒｏｎ ｐａｒａｍａｇｅｎｔｉｃ ｒｅｓｏｎａｎｃｅ ｉｍａｇｉｎｇ （ＥＰＲＩ）による臓器還元能評価, 

2007/4/13 

3. 木村 正之, 野田 顕義,奈良橋 喜芳,瀬田 真一,石井 利昌, 西川 徹,住吉 賢, 牧角 良二, 

民上 真也,芦川 和宏,花井 彰,小森山 広幸,大坪 毅人 

胃癌に対する経口免疫化学療法（ＰＳＫ／ＴＳ－１交替療法）,2007/4/11 

４. 片山 真史,櫻井 丈, 榎本 武治,濱谷 昌弘,須田 直史,重田 博, 月川 賢, 平 泰彦,木村 健二郎, 

大坪 毅人 

過去５年間での当院における結腸・直腸穿孔例の検討,2007/4/12 

5. 榎本 武治,大坪 毅人,Ｙａｎｐｉｎｇ Ｚｈａｎｇ 

Ｅｓｓｅｎｔｉａｌ Ｒｏｌｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｂ２３/Ｎｐｍ Ｃｏｒｅ Ｄｏｍａｉｎ ｉｎ Ｒｅｇｕｌａｔｉｎｇ ＡＲＦ Ｂｉｎｄｉｎｇ ａｎｄ Ｂ23 Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ,2007/4/12 

6 須田 直史,片山 真史, 榎本 武治,濱谷 昌弘,櫻井 丈, 重田 博,月川 賢,大坪 毅人 

腹腔鏡下横行結腸切除術における手術手技の工夫,2007/4/13 

７．櫻井 丈,榎本 武治, 小島 啓夫,嶋田 仁,野田 顕義, 畑地 慶三,宮崎 賢澄, 片山 真史,小林 博通, 

陣内 祐二, 濱谷 昌弘,小泉 哲,戸部 直孝,朝野 隆之,四万村 司,須田 直史,渡邉 泰治，重田 博， 

大坪 毅人 

消化器癌術前におけるプルアルブミン値は術後ＳＳＩ発生予測に有用である, ,2007/4/13 

8. 中野 浩, Daniel Jaeck,Edoardo Rosso, Elie Oussoultzoglou,Philippe Bachellier,大坪 毅人, 

Ｓｉｎｕｓｏｉｄａｌ Ｏｂｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ａｎｄ Ｄｉｌａｔａｔｉｏｎ （ＳＯＤ） Ｉｎｃｒｅａｓｅｓ Ｍｏｒｂｉｄｉｔｙ ａｆｔｅｒ Ｍａｊｏｙ Ｈｅｐａｔｅｃｔｏｍｙ ｉｎ Ｐａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ  

ＣＲＬＭ Ｒｅｃｅｉｖｉｎｇ Ｐｒｅｏｐｅｒａｔｉｖｅ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｃｅｎｔｒｅ ｄｅ Ｃｈｉｒｕｒｇｉｅ Ｖｉｓｅｒａｌｅ ｅｔ Ｔｒａｎｓｐｌａｎｔａｔｉｏｎ，Ｌｏｕｉｓ－Ｐａｓｔｅｕｒ  

Ｕｎｉｖ．，Ｆｒａｎｃｅ,2007/4/12 

Ｅ：座長 

大坪 毅人   デジタルポスターセッション（６）「肝細胞癌 （手術手技）」 ,2007/4/11 

（ランチョンセミナー） 

 宮島 伸宣   大腸癌に対する腹腔鏡下手術ーこれだけは知っておこう 

～膜で攻める湾曲部ー剥離と血管へのアプローチ,2007/4/11 

 

②第９３回日本消化器病学会総会(平成 19 年 4 月 19 日～4 月 21 日，青森県，青森市文化会館他) 

Ｄ：一般演題 

  11. 民上 真也，芦川 和広，奈良橋 喜芳，石井 利昌，畑地 慶三，瀬田 真一，住吉 賢，西川 徹，牧角 良二， 

花井 彰，木村 正之，小森山 広幸，品川 俊人，大坪 毅人 

直腸癌異時性肺転移切除後に生じた孤立性副腎転移の１切除例,2007/4/19 

 

③第 43 回日本肝臓学会総会(平成 19 年 5 月 31 日～6 月 1 日，東京都，ホテルグランパシフィックメリディアン) 

Ｄ：一般演題 
12. 小林 慎二郎,有泉 俊一,大坪 毅人,今井 健一郎,小泉 哲,大田 岳洋,山本 雅一 

進行・再発肝内胆管癌に対するリザーバー肝動注化学療法の検討 

－レシチン加リピオドールの有用性－,2007/5/31 

 

④第１９回日本肝胆膵外科学会・学術集会(平成 19 年 6 月 6 日～6 月 8 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

Ａ：シンポジウム 

13. 大坪 毅人,中野 浩, 朝倉 武士,渡邉 泰治,四万村 司, 朝野 隆之,小泉 哲, 陣内 祐二,小森山 広幸  

肝細胞癌に対する系統的肝切除（門脈腫瘍栓のある症例と腫瘍栓のない症例）,,2007/6/7 
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Ｂ：ワークショップ 

１４. 中野 浩, 朝倉 武士,小泉 哲,朝野 隆之,渡邉 泰治, 大坪 毅人,Ｂａｃｈｅｌｌｉｅｒ Ｐｈｉｌｉｐｐｅ,Ｊａｅｃｋ Ｄａｎｉｅｌ 

肝血管損傷を合併した腹腔鏡下胆嚢摘出術後胆道損傷例の治療方針,2007/6/7 

Ｄ：一般演題 
15. 朝隆之,朝倉 武士, 内田 雅司,上原 悠也,三原 良孝, 小林 博通,陣内 祐二, 小泉 哲,四万村 司, 

渡邉 泰治,中野 浩, 大坪 毅人 

急性壊疸性胆嚢炎に対する腹腔鏡下逆行性胆嚢摘出術の一例,2007/6/8 

16. 小泉 哲,朝野 隆之, 渡邉 泰治,朝倉 武士,中野 浩,大坪 毅人 

ＭＤＣＴを用いた肝細胞癌の術前腫瘍肉眼分類診断－単純結節型と単純結節周囲増殖型との鑑別－, 

2007/6/7 

18. 小林 博通,渡邉 泰治, 陣内 祐二,小泉 哲,朝野 隆之,四万村 司, 朝倉 武士, 中野 浩,大坪 毅人  

肝虚血再灌流障害におけるＥＰＲｉｍａｇｉｎｇによる臓器還元能評価,2007/6/8 

19. 渡邉 泰治,小林 博通, 陣内 祐二,小泉 哲,朝野 隆之,四万村 司, 朝倉 武士, 中野 浩,大坪 毅人, 

肝虚血再灌流障害における選択的Ｃａ2/ｃａｌｍｏｄｕｌｉｎ拮抗薬（ＣＶ１５９）の効果 

－ｉｎ ｖｉｖｏ，ｅｘ ｖｉｖｏ ＥＰＲを用いた評価－,2007/6/8 

20. 陣内 祐二,渡邉 泰治, 小林 博通,三原 良孝,朝野 隆之,小泉 哲, 四万村 司,朝倉 武士, 中野 浩, 

大坪 毅人,干川 晶弘,田所 衛  

悪性腫瘍と鑑別が困難であった肝炎症性偽腫瘍の１例,2007/6/8 

２１. 朝倉 武士,上原 悠也,三原 良孝,小林 博通,陣内 祐二,小泉 哲,朝野 隆之, 四万村 司, 

渡邉 泰治,中野 浩, 大坪 毅人, 有泉 泰,小泉 宏隆,高木 正之 

同時性に肝細胞癌および膵管内乳頭腫瘍を合併した１例,2007/6/8 

２２. 三原 良孝, 小泉 哲,上原 悠也,小林 博通,陣内 祐二,朝野 隆之, 四万村 司, 渡邉 泰治,朝倉 武士, 

中野 浩, 大坪 毅人,小田中 美恵子, 高木 正之  

膵体周囲に発生した線維腫症の一例,2007/6/8 

23. 中野 浩,朝倉 武士, 小泉 哲,朝野 隆之,四万村 司,陣内 祐二,大坪 毅人, 

Ｐｅｒｉ－ａｍｐｕｌｌａｒｙ ｍａｌｉｇｎａｎｃｙに対し膵頭十二指腸切除術を施行した後に 

再開腹手術を施行した７例の経験,2007/6/8 

Ｅ：座長 

     中野 浩  一般演題(ポスター) 胆管癌３, 2007/6/7 

 

⑤第 12 回日本緩和医療学会総会(平成 19 年 6 月 22 日～6 月 23 日，岡山県，岡山コンベンションセンター他) 

24. 今井 陽子,鈴木 直,門倉 弘行,二宮 正人,四万村 司, 峯下 昌道,今井 実緒, 身延 晴美,渓村 麻希, 

京盛 千里,舘田 武志 

聖マリアンナ医科大学病院における緩和医療に関するアンケート調査について,,2007/6/22 

 

⑥第 32 回日本外科系連合学会学術集会(平成 19 年 6 月 22 日～6 月 23 日，東京都，京王プラザホテル) 

Ａ：ビデオシンポジウム 

27. 須田 直史,片山 真史,榎本 武治,濱谷 昌弘,櫻井 丈, 月川 賢,宮島 伸宜, 大坪 毅人 

腹腔鏡下大腸切除術における再建、吻合の工夫,2007/6/22 

Ｂ：一般ビデオ 

26. 田中 一郎,田中 圭一,戸部 直孝,畑地 慶三,宮崎 賢澄,大坪 毅人 

全器機吻合による胃全摘術ー当院におけるＹ脚側々吻合の工夫ー,2007/6/22 

３２. 櫻井 丈,片山 真史,榎本 武治,濱谷 昌弘,四万村 司, 芦川 和広,須田 直史, 野田 真一郎, 

花井 彰,月川 賢, 山田 恭司, 宮島 伸宜,大坪 毅人 

小児用ケント式牽引開創器を用いた小切開右半結腸切除,2007/6/23 

Ｄ：一般演題 
25. 野田 顕義,櫻井 丈,瀬上 航平,亀井 奈津子,片山 真史,榎本 武治, 濱谷 昌弘,須田 直史，田中 圭一, 

大坪 毅人 

胃癌術後にｖｉｒｃｈｏｗリンパ節転移を認めたが集中治療により長期生存が得られた 1 例,2007/6/22 

２８. 櫻井 丈,片山 真史,榎本 武治,濱谷 昌弘,四万村 司, 芦川 和広,須田 直史,野田 真一郎, 花井 彰, 
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月川 賢, 山田 恭司,宮島 伸宜,大坪 毅人 

直腸ｐＭＰ癌にＤ３郭清は必要か？,2007/6/23 

２９. 亀井 奈津子,櫻井 丈,野田 顕義,大島 隆一,片山 真史, 榎本 武治,濱谷 昌弘, 須田 直史, 

月川 賢,山田 恭司,宮島 伸宜,大坪 毅人 

消化管穿孔部を認めなかった魚骨による腹腔内膿瘍の一例,2007/6/23 

２９. 瀬上 航平,櫻井 丈,野田 顕義, 大島 隆一,榎本 武治,須田 直史,月川 賢, 山田 恭司,宮島 伸宜, 

大坪 毅人, 

直腸癌術後多発リンパ節再発に対しＲＰＭＩ療法が著効した１例,2007/6/23 

３０. 民上 真也,西川 徹,奈良橋 喜芳,石井 利昌,瀬田 真一, 住吉 賢,牧角 良二, 芦川 和広,花井 彰, 

木村 正之, 小森山 広幸, 品川 俊人, 福田 護,大坪 毅人 

異所性乳癌の１例,2007/6/22 

33. 諏訪 敏之，櫻井 丈，青木 一浩，榎本 武治，大坪 毅人，嶋田 久 

後腹膜に発生した神経節細胞腫の１例,2007/6/22 

Ｅ：座長 

宮島 伸宜  一般口演 消化器⑲（下部） ,2007/6/23 

 

⑦第 38 回日本膵臓学会大会(平成 19 年 6 月 28 日～6 月 29 日，福岡県，福岡国際会議場) 

Ｄ：一般演題 
35. 小林 慎二郎，大橋 正樹，松浦 裕史 

破骨細胞型退形成性膵管癌の１例－本邦報告例の検討－,2007/6/28 

 

⑧第 15 回日本乳癌学会学術総会(平成 19 年 6 月 29 日～6 月 30 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

36. 西川 徹, 住吉 賢,民上 真也,花井 彰,小森山 広幸,品川 俊人,福田 護 

ＦＤＧ－ＰＥＴが診断に有用であった悪性リンパ腫を合併した乳癌の一症例,2007/6/29 

 

⑨聖マリアンナ医科大学医学会 第５３回学術集会ならびに平成１９年度評議委員会・総会 

(平成 19 年 7 月 12 日～7 月 13 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ｄ：一般演題 
３７. 田中 克之,藤縄 宣也,月川 賢,鈴木 由布,平 泰彦 

高気圧酸素療法による抗癌剤感受性増強効果の検討,2007/7/13 

38. 田中 克之,岡田 智幸,箕輪 良行,方波見 卓行,月川 賢,須賀 万智,石塚 文平，吉田 勝美 

聖マリアンナ医科大学臨床研修におけるポートフォリオ評価 －マッチング面接時評価との関連性の検討- 

,2007/7/13 

Ｅ：開会の辞 

 大坪 毅人     ,2007/7/12 

 

⑩第６2 回日本消化器外科学会定期学術総会(平成 19 年 7 月 18 日～7 月 20 日，東京都，京王プラザホテル他) 

(ラウンドテーブルディスカッション) 

４０. 朝倉 武士,上原 悠也,三原 良孝,陣内 祐二,小泉 哲, 朝野 隆之,四万村 司,渡邉 泰治, 中野 浩, 

大坪 毅人 

幽門輪温存膵頭十二指腸切除（ＰＰＰＤ）時の合併症を防ぐ工夫,2007/7/18 

(要望演題) 

４１. 小森山 広幸,中澤 暁雄,林 宏行,澤藤 園子，宋 鈴美,宮下 実,川島 由起子, 川瀬 みさ子,鈴木 博, 

中村 丁次 

ＮＳＴ依頼消化器がん患者の栄養管理についての検討,2007/7/18 

Ａ：(企画プログラム)シンポジウム 

６０. 須田 直史,片山 真史,榎本 武治,濱谷 昌弘,櫻井 丈,四万村 司,牧角 良二,月川 賢,大坪 毅人 

腹腔鏡下大腸切除術のおける画像診断を応用したテクノロジーの導入発表セッションタイトル： 

消化器外科における画像診断の新展開,2007/7/18 

Ｄ：一般演題 
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４２. 片山 真史,榎本 武治, 櫻井 丈,濱谷 昌弘,須田 直史,月川 賢,大坪 毅人 

原発性虫垂癌の臨床病理学検討,2007/7/18 

４４. 櫻井 丈,片山 真史, 榎本 武治,濱谷 昌弘,芦川 和広, 須田 直史,花井 彰, 月川 賢,山田 恭司, 

大坪 毅人 

結腸ＭＰ癌にＤ３郭清は必要か？,2007/7/20 

45. 小泉 哲,三原 良孝, 陣内 祐二,朝野 隆之,四万村 司,渡邉 泰治,朝倉 武士,中野 浩,大坪 毅人 

腹腔鏡補助下小開腹脾臓摘出術の経験,2007/7/18 

４６. 芦川 和広, 奈良橋 喜芳,瀬田 真一,住吉 賢,西川 徹,民上 真也,牧角 良二,花井 彰, 木村 正之, 

小森山 広幸 

Ｒａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩｎＬｉｎｅによる組織前凝固処置をした肝切除術の治療経験,2007/7/18 

４７. 大坪 毅人,中野 浩, 朝倉 武士,渡邉 泰治,四万村 司, 朝野 隆之,小泉 哲, 陣内 祐二 ,小森山 広幸 

小切開・内視鏡補助下肝外側区域切除術,2007/7/18 

４８. 朝野 隆之,中野 浩, 陣内 祐二,小泉 賢,渡邉 泰治,朝倉 武士,大坪 毅人 

左側胆嚢に合併した肝細胞癌(S8)に対する系統的切除の１例,2007/7/18 

４９. 田中 一郎,田中 圭一, 戸部 直孝,嶋田 仁,畑地 慶三,宮崎 賢澄, 諏訪 敏之,大坪 毅人 

胃全摘後の全機器吻合による Roux-Y 再建術,2007/7/19 

50. 木村 正之,奈良橋 喜芳, 石井 利昌,瀬田 真一,住吉 賢, 牧角 良二,民上 真也, 芦川 和広,花井 彰, 

小森山 広幸 

Ｒｏｕｘ－ｅｎ－Ｙ再建における安全で確実かつ容易な器械吻合テクニック（Ｙ脚のＫ吻合）とｐｉｔｆａｌｌ,2007/7/19 

５１. 花井 彰,瀬田 真一,牧角 良二,奈良橋 喜芳,石井 利昌,民上 真也,芦川 和広,住吉 賢,木村 正之, 

小森山 広幸  

ラパロポインター直腸鏡を用いた前方切除術,2007/7/19 

５２. 小林 博通,渡邉 泰治, 内田 将司,陣内 祐二,四万村 司,大坪 毅人,土居 正広 

腫瘍内出血により術前にＤＩＣを来たした胃壁外発育型巨大ＧＩＳＴの１例,2007/7/18 

５３. 田中 圭一, 田中 一郎,嶋田 仁,伊藤 弘昭,宮崎 真澄,戸部 直孝,大坪 毅人,土屋 恭子,小池 潤喜 

胃リンパ上皮腫様癌の１例,2007/7/18 

５４. 渡邉 泰治,四万村 司, 陣内 祐二,小林 博通,小泉 哲, 朝野 隆之,朝倉 武士,中野 浩,大坪 毅人 

術後感染症治療薬としてのニューキノロン系薬ＣＰＦＸの効果と安全性の検討,2007/7/18 

５５. 榎本 武治,片山 真史,櫻井 丈,四万村 司,中野 浩,竹村 弘,大坪 毅人 

当科における 2006 年の手術部位感染サーベイランスの結果報告と今後の展望について,2007/7/18 

５６. 四万村 司, 陣内 祐二,榎本 武治,櫻井 丈,須田 直史, 渡邉 泰治,重田 博,朝倉 武士,田中 圭一, 

    大坪 毅人 

当科における緩和ケアチームの現状と在院日数に与える影響,2007/7/18 

５７. 陣内 祐二,渡邉 泰治, 小林 博通,三原 良孝,小泉 哲, 朝野 隆之,朝倉 武士,中野 浩, 

大坪 毅人,滝澤 謙治 

腹部内臓動脈破裂にて発症したｓｅｇｍｅｎｔａｌ ａｒｔｅｒｉａｌ ｍｅｄｉｏｌｙｓｉｓ（ＳＡＭ）の２例,2007/7/18 

５８. 小野田 恵一郎,山田 恭司,岡本 紀彦,野田 真一郎,金子 英彰,小森山 広幸,大坪 毅人, 

検診で発見された早期虫垂癌の 1 例,2007/7/19 

５９. 山田 恭司,嶋田 仁,小野田 恵一郎,古田 繁行,野田 真一郎,,岡本 紀彦,金子 英彰,横手 薫美夫, 

大坪 毅人 

安全な腹腔鏡下大腸手術のための小切開手術の応用,2007/7/19 

61. 民上 真也,石井 利昌, 小森山 広幸,品川 俊人,諸星 利男,大坪 毅人 

膵体部ｍｉｘｅｄ ｄｕｃｔａｌ－ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｃａｒｃｉｎｏｍａの１切除例,2007/7/19 

６２. 小林 慎二郎,大橋 正樹,杉藤 正典,矢川 陽介,天満 信夫 

孤立性腹膜転移再発を切除後、３年間生存している小腸癌の１例（続報）,2007/7/18 

６３. 諏訪 敏之,櫻井 丈,青木 一浩,榎本 武治,大坪 毅人,嶋田 久 

術前ＣＴで診断し得た虫垂嵌頓鼠径ヘルニアの１例,2007/7/18 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  肝 再生  ,2007/7/18 
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⑪第６６回日本癌学会学術総会(平成 19 年 10 月 3 日～10 月 5 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

Ｄ：一般演題 
64. 山田 恭司,小野田 恵一郎,上原 悠也,奈良橋 喜芳,野田 真一郎,岡本 紀彦,金子 英彰,大坪 毅人 

A Case of Complet Response of FOLFOX4 Therapy in Patient with Locaｌ Recurrence of Rectal Cancer 

,2007/10/5 

 

⑫第４９回日本消化器病学会大会(平成 19 年 10 月 18 日～10 月 21 日，兵庫県，ポートピアホテル他) 

Ｄ：一般演題 
65. 田中 一郎, 

幽門側胃切除におけるＲｏｕｘ－Ｙ再建術の工夫,,2007/10/18 

66. 畑地 慶三，戸部 直孝，渡辺 泰治，田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人 

胃と腎臓の重複癌の４例,2007/10/18 

67. 田中 圭一，田中 一郎，根岸 宏行，伊藤 弘昭，宮崎 賢澄,嶋田 仁，戸部 直孝，磯貝 晶子，大坪 毅人， 

土屋 恭子，小池 淳樹 

全身性エリテマトーデスに伴う抗リン脂質抗体症候群と合併した胃癌の１例,2007/10/18 

68. 小林 慎二郎 

肝細胞癌に対するレシチン加りピオドールを用いたＩＶＲ治療の有用性,,2007/10/19 

69. 陣内 祐二、渡邉 泰治、木下雄一，上原 悠也，小林 博通，三原 良孝，朝野 隆之，小泉 賢、四万村 司， 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人，田所 衛，長江 千愛 

血友病Ａ患者に肝細胞癌を合併した１例,2007/10/19 

７０. 牧角 良二，瀬田 真一、花井 彰、奈良橋 喜芳、石井 利昌、住吉 賢、西川 徹、民上 真也、芦川 和広、 

木村 正之、小森山 広幸、山内 栄五郎、大坪 毅人 

術後吻合部狭窄（胆管空腸吻合部）に対し経皮的腸瘻を用い磁石圧迫吻合術（山内法）にて再吻合 

（胆管－空腸）をしえた一例,2007/10/20 

 

⑬第７４回日本消化器内視鏡学会総会(平成 19 年 10 月 18 日～10 月 21 日，兵庫県，ポートピアホテル他) 

(ランチョンセミナー)  司会 

宮島 伸宣  直腸吻合の合併症を減らす私の工夫～そして新しい吻合器は有用か？ ,2007/10/19 

 

⑭第 11 回日本肝臓学会大会(平成 19 年 10 月 18 日～10 月 19 日，兵庫県，ポートピアホテル他) 

Ｄ：一般演題 
72. 小林 慎二郎,大坪 毅人,片桐 聡,有泉 俊一,小泉 哲, 高橋 豊,小寺 由人, 山本 雅一 

肝細胞癌に対する肝動脈塞栓療法の治療効果は、腹部ＣＴ所見で予測可能である,2007/10/19 

 

⑮第４５回日本癌治療学会総会(平成 19 年 10 月 24 日～10 月 26 日，京都府，国立京都国際会館他) 

Ｄ：一般演題 
73. 小林 慎二郎,有泉 俊一, 小熊 英俊,井上 雄二,大坪 毅人,小泉 哲, 小寺 由人, 齊田 真， 

今井 健一郎,山本 雄一, 

当院における転移性肝癌に対するリザーバー肝動注化学療法の現況-大腸癌以外を中心に-,2007/10/24 

74. 木村 正之, 小林 博通,本庄 広大,青木 一浩,佐治 攻, 西川 徹,民上 真也, 芦川 和広,花井 彰, 

小森山 広幸,大坪 毅人 

胃癌患者に対する当科の術前説明書の工夫,2007/10/24 

75. 中野 浩,大坪 毅人,Ｊａｅｃｋ Ｄａｎｉｅｌ 

大腸癌肝転移に対する術前化学療法に起因したＢｉｌｕ Ｌｉｖｅｒ Ｓｙｎｄｒｏｍｅと肝切除のリスク,2007/10/24 

76. 花井 彰,本庄 広大, 小林 博通,佐治 攻,青木 一浩, 西川 徹,住吉 賢, 民上 真也,芦川 和広,木村 正之, 

小森山 広幸 

ラパロポインター直腸鏡を用いた術中ｒｅａｌ ｔｉｍｅ腫瘍位置確認法,2007/10/25 

77. 陣内 祐二,渡邉 泰治, 嶋田 仁,小林 博通,戸部 直孝, 朝野 隆之,四万村 司,木村 正之, 田中 圭一, 

田中 一郎,大坪 毅人 

術前化学療法が奏効した食道浸潤胃癌の２例,2007/10/25 
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78. 小野田 恵一郎,山田 恭司,上原 悠也,奈良橋 喜芳, 岡本 紀彦, 野田 真一郎,金子 英彰,大坪 毅人 

FOLFOX4 にて組織学的に CR が得られた直腸癌局所再発の 1 例,2007/10/24 

 

⑯第６２回日本大腸肛門病学会学術集会(平成 19 年 11 月 2 日～11 月 3 日，東京都，グランドプリンスホテル高輪他) 

Ｄ：一般演題 

80. 片桐 秀元,須田 直史, 小林 慎二郎,櫻井 丈,牧角 良二, 四万村 司,月川 賢,宮島 伸宣,大坪 毅人 

腹腔鏡下低位前方切除術における手術手技と直腸切離および吻合方法の工夫,,2007/11/2 

Ｅ：座長(司会) 

79. 宮島 伸宣  鏡視下手術３（ビデオ）  ,2007/11/2 

 

⑰第２０回日本内視鏡外科学会総会(平成 19 年 11 月 19 日～11 月 21 日，宮城県，仙台国際センター他) 

Ｂ：ワークショップ 

89. 花井 彰,宮崎 真澄, 本庄 広大,小林 博通,佐治 攻, 青木 一浩,西川 徹,住吉 賢,民上 真也, 

芦川 和広,木村 正之, 小森山 広幸,大坪 毅人 

腹腔鏡補助下直腸切除の際直腸間膜を直線で切除するための工夫,,2007/11/20 

83. 須田 直史,片桐 秀元, 小林 慎二郎,櫻井 丈,四万村 司,牧角 良二,月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

腹腔鏡下直腸切除術における内側アプローチの落とし穴 ～初心者でも安全にできる手技をめざして～ 

,2007/11/2 

Ｄ：一般演題 

82. 田中 一郎, 田中 圭一,戸部 直孝,陣内 祐二,濱谷 昌弘, 三浦 和裕,嶋田 仁, 畑地 慶三,京井 玲奈, 

大坪 毅人 

ＬＡＤＧにおける郭清の工夫,2007/11/19 

84. 四万村 司, 須田 直史,京井 玲奈,大島 隆一,片桐 秀元, 小林 慎二郎,榎本 武治,櫻井 丈,牧角 良二, 

渡辺 泰治, 朝倉 武士,田中 圭一, 月川 賢,大坪 毅人 

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の現状,2007/11/19 

85. 牧角 良二, 櫻井 丈,京井 玲奈,園部 智子,大島 隆一, 片桐 秀元,小林 慎二郎, 四万村 司, 

須田 直史,月川 賢, 大坪 毅人, 宮島 伸宜  

腹腔鏡下直腸切除術における直腸切離の工夫,2007/11/19 

86. 櫻井 丈,牧角 良二, 瀬上 航平,野田 顕義,大島 隆一, 片桐 秀元,片山 真史, 榎本 武治, 

小林 慎二郎,四万村 司, 須田 直史, 月川 賢, 宮島 伸宜,大坪 毅人 

安全な腹腔鏡下直腸手術のためのランドマークの設定,2007/11/19 

８８. 木村 正之, 小林 博通,青木 一浩,佐治 攻,住吉 賢, 民上 真也,芦川 和広, 花井 彰,小森山 広幸， 

  大坪 毅人 

鏡視下胃切除における後腹膜アプローチによるリンパ節郭清手技,2007/11/19 

Ｅ：座長(司会) 

 宮島 伸宣  ドキッとした症例・困難症例の報告  ,2007/11/21 

ビデオプログラム：イベントプログラム（タイコヘルスアジャパン） 

87. 須田 直史 

腹腔鏡下大腸切除における安全な吻合方法 ～ＤＳＴ吻合/三角吻合の検討～,,2007/11/21 

 

⑱第 20 回日本外科感染症学会総会(平成 19 年 11 月 7 日～11 月 9 日，東京都，サピアタワー他) 

Ｄ：一般演題 

90. 櫻井 丈,榎本 武治,四万村 司,片山 真史,陣内 祐二, 濱谷 昌弘,戸部 直孝, 田中 圭一,田中 一郎, 

大坪 毅人  

胃癌術後の栄養指標と術後ＳＳＩ発生状況の検討,2007/11/9 

91. 榎本 武治,四万村 司,櫻井 丈,片山 真史,大坪 毅人 

２００７年における手術部位感染（Ｓｕｒｇｉｃａｌ ｓｉｔｅ ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ；ＳＳＩ）サーベイランスの結果について,2007/11/8 

 

⑲第 69 回日本臨床外科学会総会(平成 19 年 11 月 29 日～12 月 1 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

Ａ：シンポジウム 
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92. 花井 彰,宮崎 真澄, 本庄 広大,小林 博通,佐治 攻,青木 一浩, 西川 徹,住吉 賢, 民上 真也, 

芦川 和広,木村 正之,小森山 広幸,大坪 毅人 

大腸癌に対するハイブリット手術：ＬＡＣ ｍｉｎｉ（腹腔鏡併用小開腹手術）は腹腔鏡下リンパ節郭清に劣るか？ 

,2007/11/30 

Ｂ：ワークショップ 

97. 木村 正之,佐藤 温,小林 理,嶋田 顕,幡谷 潔,吉澤 康男,小泉 和三郎,高橋 誠,鍋島 一仁 

進行・再発胃癌における５’－ＤＦＵＲとドセタキセル併用化学療法の多施設臨床第Ⅱ相試験 ＧＳＥＣ（Ｇａｓｔｒｉｃ  

Ｃａｎｃｅｒ Ｓｙｎｅｒｇｉｓｔｉｃ Ｅｆｆｅｃｔ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ）研究会,2007/11/29 

98. 渡辺 泰治,瀬上 航平, 佐々木 貴浩,小泉 哲,朝倉 武士,中野 浩,大坪 毅人 

胃十二指腸潰瘍穿孔症例に対する保存的治療選択基準,2007/11/2 

Ｃ：パネルディスカッション 

94. 片山 真史,櫻井 丈, 亀井 奈津子,大島 隆一,榎本 武治, 須田 直史,月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

当課における結腸・直腸穿孔例に対する血液浄化療法－適応と問題点－,2007/11/29 

95. 小森山 広幸,小林 博通, 青木 一浩,民上 真也,木村 正之,佐治 攻, 西川 徹, 花井 彰,本庄 広大, 

住吉 賢, 芦川 和広, 熊野 玲子, 山内 栄五郎,大坪 毅人 

総胆管結石の治療方針とその成績,2007/11/30 

96. 櫻井 丈,瀬上 航平,宮島 伸宜,京井 玲奈,園部 智子,片山 真史,野田 顕義、諏訪 敏之,小林 慎二郎, 

片桐 秀元,須田 直史,牧角 良二,四万村 司,月川 賢,大坪 毅人 

ｓｔａｇｅⅡ大腸癌の再発危険因子の検討－補助化学療法の対応－,2007/12/1 

(サージカルフォーラム) 

99. 小森山 広幸,林 宏行, 中澤 暁雄,宮下 実,川島 由起子,川瀬 みさ子,鈴木 博 

外科領域におけるＮＳＴの役割,2007/11/29 

100. 小島 啓夫,櫻井 丈, 野田 顕義,榎本 武治,戸部 直孝,大坪 毅人 

当院におけるＮＳＴの現状と課題,2007/11/30 

101. 牧角 良二, 櫻井 丈,京井 玲奈,園部 智子,大島 隆一, 片桐 秀元,小林 慎二郎, 四万村 司, 

須田 直史,月川 賢, 大坪 毅人, 宮島 伸宜  

直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術,2007/11/30 

103.榎本 武治,四万村 司, 櫻井 丈,片山 真史,大坪 毅人 

当科におけるＳｕｒｇｉｃａｌ Ｉｎｆｅｃｔｉｏｎ（ＳＳＩ）対策の現状について,2007/11/30 

104.四万村 司,陣内 祐二, 大島 隆一,片桐 秀元,小林 慎二郎, 櫻井 丈,牧角 良二,須田 直史,月川 賢, 

大坪 毅人, 

当科におけるがん患者在宅緩和医療への可能性,2007/12/1 

(ビデオサージュカルフォーラム) 

105.須田 直史,京井 玲奈, 園部 智子,片桐 秀元,大島 隆一,小林 慎二郎, 櫻井 丈, 牧角 良二, 

四万村 司,月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

腹腔鏡下前方切除術における合併症回避のコツ～縫合不全を起こさないための切離・吻合の工夫～ 

,2007/11/29 

106.櫻井 丈,京井 玲奈, 園部 智子,瀬上 航平,大島 隆一, 片桐 秀元,片山 真史, 諏訪 敏之, 

小林 慎二郎,四万村 司, 牧角 良二, 須田 直史, 月川 賢, 宮島 伸宜,大坪 毅人 

小児用ケント式牽印開創器を用いた鏡視補助小切開右半結腸切除～直視手術と鏡視下手術の癒合～ 

,2007/11/29 

107.山田 恭司,上原 悠也, 奈良橋 喜芳,小野田 恵一郎,野田 真一郎, 岡本 紀彦,金子 英彰,横手 薫美夫, 

大坪 毅人 

大腸手術における小切開手術と鏡視下手術の癒合,2007/11/29 

108.田中 一郎,田中 圭一, 戸部 直孝,陣内 祐二,濱谷 昌弘, 三浦 和裕,嶋田 仁,畑地 慶三,大坪 毅人, 

胃全摘術後の縫合不全を限りなくゼロに近づけるための工夫,2007/11/29 

109.木村 正之,小林 博通, 青木 一浩,佐治 攻,住吉 賢, 民上 真也,芦川 和広, 花井 彰,小森山 広幸, 

大坪 毅人,  

胃切除後の吻合部トラブル回避のための安全で確実な器械吻合術,2007/12/1 

(ビデオセッション) 
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110.中野 浩,朝倉 武士,小泉 哲,渡辺 泰治,大坪 毅人 

膵頭十二指腸切除術後に再開腹手術を施行した７例の経験,2007/12/1 

111.小泉 哲,朝倉 武士, 月川 賢,瀬上 航平,佐々木 貴浩,渡辺 泰治, 中野 浩, 大坪 毅人 

Ｓ状結腸軸捻転に対するＳ状結腸間膜形成術変法,2007/12/1 

Ｄ：一般演題 

113.野田 顕義, 牧角 良二,京井 玲奈,片桐 秀元,澤田 武,井上 誠, 櫻井 丈,大坪 毅人 

胃全摘術後に肝皮膜下血腫を生じ緊急手術となった１例,2007/11/29 

114.諏訪 敏之, 櫻井 丈,嶋田 仁,片山 真史,青木 一浩,榎本 武治, 嶋田 久,大坪 毅人 

胆嚢原発腺内分泌細胞癌の１例,2007/11/29 

115.青木 一浩,吉川 剛司,前田 長生,小森山 広幸,大坪 毅人 

Ｓｉｓｔｅｒ Ｍａｒｙ Ｊｏｓｅｐｈ’ｓ ｎｏｄｕｌｅを合併した胃癌の１例,2007/11/30 

116.櫻井 丈,瀬上 航平, 野田 顕義,大島 隆一,片桐 秀元, 片山 真史,諏訪 敏之, 榎本 武治, 

小林 慎二郎,四万村 司, 牧角 良二, 須田 直史, 月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

大腸ＭＰ癌にＤ３郭清は必要か？,2007/11/30 

117.瀬上 航平,櫻井 丈, 野田 顕義,大島 隆一,片桐 秀元, 片山 真史,榎本 武治, 小林 慎二郎, 

牧角 良二,四万村 司, 須田 直史, 中野 浩, 月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

化学放射線療法で長期生存可能であった直腸癌多発肝転移・肺転移の１例,2007/11/30 

118.三浦 和裕, 田中 圭一,伊藤 貴一,根岸 宏行,宮崎 賢澄,陣内 祐二, 濱谷 昌弘, 戸部 直孝, 

田中 一郎,大坪 毅人  

虫垂切除検体より発見された日本住血吸虫の一例,2007/11/30 

119.濱谷 昌弘,須田 直史, 榎本 武治,櫻井 丈,牧角 良二,四万村 司,月川 賢,大坪 毅人 

虚血性大腸炎に対する検討,2007/11/30 

120.大島 隆一,須田 直史, 四万村 司,小林 慎二郎,園部 智子,牧角 良二, 櫻井 丈,片桐 秀元,京井 玲奈,  

月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

盲腸に重積様変形をきたした虫垂結石に対し腹腔鏡手術を施行した１例,2007/11/30 

121.亀井 奈津子,朝倉 武士, 上原 悠也,三原 良孝,川嶋 八也, 榎本 武治,小泉 哲, 戸部 直孝, 

朝野 隆之，中野 浩,大坪 毅人 

高ＩｇＧ４血症を伴った腫瘤形成性膵炎の１例,,2007/11/30 

122.片山 真史,櫻井 丈, 嶋田 仁,湊 栄治,吉田 和彦,嶋田 久,大坪 毅人 

下部消化管内視鏡にて虫体を摘出し確定診断しえた回盲部アニサキス症の一例,,2007/11/30 

123.瀬上 航平,小林 慎二郎, 野田 顕義,佐々木 貴浩,榎本 武治, 櫻井 丈,小泉 哲,,渡辺 泰治,中野 浩, 

 大坪 毅人 

内ヘルニアに起因した腸管気腫症の１例,2007/12/1 

124.京井 玲奈,櫻井 丈, 瀬上 航平,園部 智子,野田 顕義,大島 隆一, 片桐 秀元, 榎本 武治, 

小林 慎二郎,四万村 司, 牧角 良二, 須田 直史, 月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

膠原病に合併した腸管嚢腫様気腫症の１例,2007/12/1 

125.佐治 攻,畑地 慶三, 本庄 広大,青木 一浩,西川 徹, 住吉 賢,民上 真也, 芦川 和広,花井 彰, 

木村 正之, 小森山 広幸, 大坪 毅人  

当院で経験した上腸間膜動脈血栓症の８例の臨床的検討,2007/12/1 

126.嶋田 仁, 田中 一郎,戸部 直孝,磯貝 晶子,田中 圭一,大坪 毅人 

巨大後腹膜ｐａｒａｇａｎｇｌｉｏｍａの一例,2007/12/1 

127.民上 真也,小林 博通, 本庄 広大,青木 一浩,佐治 攻,住吉 賢, 西川 徹, 芦川 和広,花井 彰, 

木村 正之, 小森山 広幸, 高野 俊史, 小泉 宏隆,大坪 毅人 

子宮内膜症を併発した両側Ｎｕｃｋ管水腫の１例,2007/12/1 

128.西川 徹,本庄 広大,畑地 慶三,青木 一浩,佐治 攻,民上 真也,住吉 賢,花井 彰,木村 正之,芦川 和広, 

小泉 宏隆,高野 俊史,小森山 広幸,福田 護 

Ｌｅｔｒｉｚｉｋｅが奉功した高齢者進行乳癌の１症例,2007/11/29 

129.田中 圭一, 田中 一郎,伊藤 貴一,畑地 慶三,三浦 和裕,陣内 祐二, 濱谷 昌弘,戸部 直孝, 

大坪 毅人,高野 俊史 

胃原発性絨毛癌の１症例,2007/11/29 
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130.小野田 恵一郎,山田 恭司, 岡本 紀彦,金子 英彰,野田 真一郎, 奈良橋 喜芳,上原 悠也,大坪 毅人 

食道胃接合部に発生した悪性黒色腫の１例,2007/11/30 

131.陣内 祐二,田中 圭一, 三浦 和裕,京井 玲奈,園部 智子,亀井 奈津子, 瀬上 航平, 上原 悠也, 

濱谷 昌弘,田中 一郎,大坪 毅人 

４型進行胃癌と鑑別が困難であった多発性早期胃癌の１例,2007/11/30 

132.本庄 広大,芦川 和広, 木村 正之,花井 彰,民上 真也,住吉 賢, 西川 徹,佐治 攻, 青木 一浩, 

小森山 広幸,大坪 毅人 

癌性髄膜症４例の検討,2007/11/30 

133 堀越 邦康，貝塚 真知子，山田 武男，濱口 實，大坪 毅人 

左鼠径ヘルニア嵌頓後、小腸憩室穿孔による腹膜炎をきたした１例,,2007/12/1 

134.園部 智子,須田 直史, 四万村 司,小林 慎二郎,大島 隆一,牧角 良二, 櫻井 丈,片桐 秀元,  

京井 玲奈,月川 賢, 宮島 伸宜,大坪 毅人, 

６ｃｍの小切開で手術が可能であったＳ状結腸憩室炎による結腸膀胱瘻の１例,,2007/12/1 

135.佐々木 貴浩,瀬上 航平, 小泉 哲,渡辺 泰治,中野 浩,大坪 毅人 

重症急性膵炎晩期膿瘍に対するｎｅｄｒｏｓｅｃｔｏｍｙにおけるパルス洗浄システムの使用経験,2007/12/1 

136.朝野 隆之,亀井 奈津子, 上原 悠也,瀬上 航平,榎本 武治, 陣内 祐二,濱谷 昌弘, 小泉 哲,大坪 毅人  

鼠径ヘルニアにおける術前ＣＴの有用性に関する検討,2007/12/1 

137.小林 博通,民上 真也, 本庄 広大,青木 一浩,佐治 攻,西川 徹, 住吉 賢,芦川 和広, 花井 彰, 

木村 正之, 小森山 広幸, 大坪 毅人，高野 俊史,小泉 宏隆  

精索脂肪腫の１例,2007/12/1 

138.住吉 賢,本庄 広大, 芦川 和広,佐治 攻,青木 一浩, 小林 博通,畑地 慶三, 西川 徹, 

民上 真也,花井 彰,木村 正之,小森山 広幸,大坪 毅人 

後腹膜原発性悪性線維性組織球腫の１例,2007/12/1 

Ｅ：座長(司会) 

・大坪 毅人 肝３(座長)         ,2007/11/29 

・中野 浩   肺・肝転移４（司会） ,2007/11/30 

(ランチョンセミナー) 

宮島 伸宜   New LigaSure と第三の電気メスモードの使用経験－私はこう使いこなす－,   2007/11/29 

 

⑳第２３回日本静脈経腸栄養学会総会(平成 20 年 2 月 21 日～2 月 22 日，京都府，国立京都国際会館) 

Ｄ：一般演題 

139.櫻井 丈,上原 悠也, 大島 隆一,片山 真史,片桐 秀元,諏訪 敏之, 榎本 武治, 小林 慎二郎, 

牧角 良二,四万村 司,月川 賢,須田 直史, 山田 恭司,宮島 伸宜,大坪 毅人 

術前栄養指標は大腸癌術後ＳＳＩ発生の予測因子か？,2008/2/21 

140.林 宏行,小森山 広幸,中澤 暁雄,阿部 裕之,濱田 久美子, 山本 崇人, 島 芳憲, 松崎 貴志,  

澤藤 園子,奥野 由起子, 川瀬 みさ子, 宮下 実, 宗 鈴美,鈴木 博,高橋 淑,川島 由起子 

ＮＳＴ稼動後 5 年間の活動状況分析,2008/2/21 

 

21. 第８０回日本胃癌学会総会(平成 20 年 2 月 27 日～2 月 29 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

Ｄ：一般演題 

142.田中 一郎,田中 圭一,根岸 宏行,戸部 直孝,陣内 祐二, 濱谷 昌弘,三浦 和裕, 嶋田 仁, 

畑地 慶三,京井 玲奈,大坪 毅人 

ＬＡＤＧにおける郭清の工夫,2008/2/28 

143.田中 圭一,田中 一郎,吉岡 拓也,瀬上 航平,陣内 祐二,濱谷 昌弘,大坪 毅人 

術前の肥満度（ＢＭＩ）からみた胃癌手術症例の検討,2008/2/28 

144.民上 真也,木村 正之,小林 博通,青木 一浩,本庄 広大, 佐治 攻,住吉 賢, 芦川 和広,花井 彰, 

小森山 広幸,大坪 毅人 

早期胃癌に対するＥＳＤにより著明な後腹膜気腫をきたした１例,2008/2/28 

145.木村 正之,小林 博通,本庄 広大,佐治 攻,青木 一浩, 住吉 賢,民上 真也, 芦川 和広,花井 彰, 

小森山 広幸,大坪 毅人 
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噴門部早期胃癌の手術手技,2008/2/28 

146.木村 正之,井上 晴洋,宮島 伸宜,桜本 真一,吉川 貴己, 国崎 主税,利野 靖, 島田 英雄,渡辺 昌則, 

大森 泰,田村 功 

神奈川県内における胃癌手術（再建方法と手術手技）の現状, 2008/2/29 

147.佐藤 温,小林 理,木村 正之,嶋田 顕,幡谷 潔, 小泉 和三郎,吉澤 康男, 鍋島 一仁,高橋 誠  

進行胃癌の二次治療としての 5’－ＤＦＵＲ/ドセタキセル（Ｄｏｃ）併用療法： 

臨床第ＩＩ相試験のサブグループ解析,2008/2/29 

 

22. 第４４回日本腹部救急医学会総会(平成 20 年 3 月 14 日～3 月 15 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

Ｄ：一般演題 

148.三浦 和裕,田中 圭一,比留川 美沙,陣内 祐二,濱谷 昌弘,田中 一郎,大坪 毅人 

横隔膜上食道憩室に合併した食道異物及び食道穿孔の１例,2008/3/14 

149.櫻井 丈,榎本 武治,四万村 司,亀井 奈津子,瀬上 航平,上原 悠也, 嶋田 仁, 野田 顕義,大島 隆一, 

片桐 秀元, 片山 真史, 諏訪 敏之,小泉 哲,戸部 直孝,牧角 良二,須田 直史,渡辺 泰治,朝倉 武士, 

中野 浩,宮島 伸宜,大坪 毅人, 

腹部緊急手術症例の感染性合併症は術前栄養指標で予測可能か？,2008/3/15 

150.野田 顕義,渡辺 泰治,片桐 秀元,佐々木 貴浩,小泉 哲, 畑地 慶三,西根 亜実, 上原 悠也, 

石郷岡 晋也,森澤 健一郎, 平  泰彦,大坪 毅人  

散弾銃の暴発による腹部外傷の１例,2008/3/14 

151.片山 真史,桜井 丈,亀井 奈津子,榎本 武治,大坪 毅人 

当院のおける大腸癌のよる大腸穿孔症例の検討,2008/3/15 

152.嶋田 仁,桜井 丈,片山 真史,諏訪 敏之,湊 栄治, 嶋田 久,大坪 毅人  

完全内臓逆位に合併した絞扼性イレウスによる上行結腸穿孔の１例,2008/3/15 

153.水越 慶,大島 隆一,上原 悠也,片桐 秀元,小林 慎二郎, 桜井 丈,四万村 司, 牧角 良二,須田 直史, 

月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人 

内視鏡下の整復し得たＳ状結腸軸捻転症の１例,2008/3/15 

154.本庄 広大,芦川 和広,住吉 賢,小森山 広幸,大坪 毅人 

バリウムによる胃透視検査後に発症したＳ状結腸穿孔の１例,2008/3/15 

155.小林 慎二郎,大橋 正樹,矢川 陽介 

Ｓ状結腸癌が先進部となり肛門脱出をきたした腸重積の１例－本邦報告の集計－,2008/3/15 

156.上原 悠也,桜井 丈,牧角 良二,京井 玲奈,園部 智子,大島 隆一, 片桐 秀元, 小林 慎二郎,四万村 司,

須田 直史, 月川 賢, ,山田 恭司,宮島 伸宜,大坪 毅人 

腹腔鏡下直腸低位前方切除後ポート孔より腸管脱出をきたした１例,2008/3/15 

157.大島 隆一,小林 慎二郎,水越 慶,上原 悠也,園部 智子,片桐 秀元, 桜井 丈, 四万村 司,牧角 良二, 

須田 直史, 月川 賢,宮島 伸宜,大坪 毅人, 

発症から１２時間以上経過し、広範囲小腸切除を施行したにもかかわらず長期生存している 

急上腸間膜動脈血栓症の１例,2008/3/15 

Ｅ：座長(司会) 

大坪 毅人  パネルディスカッション２ 腹部救急領域におけるチーム医療 ,2008/3/14 

 

 (５)国際学会 

① 17th World Congress of the International Association of Surgeons,Gastroenterologists and Oncologist 

（平成19年9月5日～9月8日，ルーマニア,Bucharest） 

（ｉｎｖｉｔｅｄ ｓｐｅａｋｅｒｅｓ） 

1 . Nakano Hiroshi 

Technique of major hepatectomy ;approach to the hepatic hilun and hep hepatv veins,2007/9/6 

2. Nakano Hiroshi 

when and how to repair bile duct injury after laparoscopic cholecystenctomy?,2007/9/8 

3. Nakano Hiroshi 

How to manage pancreatic fistula after pancreaticoduodenectomy,2007/9/7 
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② AMERICAN  COLLEGE OF  SUGEONS 93Rd  ANNUAL ＣＬＩＮＩＣＡＬ ＣＯＮＧＲＥＳＳ ２００７ 

（平成19年10月7日～10月11日，米国, ＮＥＷ ＯＲＬＥＡＮＳ） 

（Ｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃ Ｅｘｈｉｂｉｔ） 

4. Akira Hanai,Ｓｈｉｎｙａ Ｍｉｋａｍｉ,Ｓａｔｏｓｈｉ Ｓｕｍｉｙｏｓｈｉ,Ｍａｓａｙｕｋｉ Ｋｉｍｕｒａ,Ｈｉｒｏｙｕｋｉ Ｋｏｍｏｒｉｙａｍａ,Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｈｔｕｂｏ 

Development of New,Useful ,and East Rectoscope to Indicate the Suitable Resection Point for Laparoscope-Assieted 

Anterior Resection 

 

③ 11ｔｈ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ ｏｆ Ａｓｉａｎ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ ｏｆ Ｃｏｌｏｐｒｏｃｔｏｌｏｇｙ（平成19年9月20日～9月22日，日本, 東京） 

（Ｐｏｓｔｅｒ Ｐｒｅｓｅｎｔａｉｏｎ） 

５. Ｈｉｄｅｙｕｋｉ Ｋａｔａｇｉｒｉ,Ｎｏｂｕｙｏｓｉ Ｍｉｙａｊｉｍａ,Ｒｅｉｎａ Ｋｙｏｉ,Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｏｓｈｉｍａ,Ｓｈｉｎｊｉｒｏｕ Ｋｏｂａｙａｓｈｉ, Ｊｏｅ Ｓａｋｕｒａｉ, 

Ｔｓｕｋａｓａ Ｓｉｍａｍｕｒａ, Ｒｏｕｊｉ Ｍａｋｉｚｕｍｉ,Ｔａｄａｓｈｉ Ｓｕｄａ,Ｓａｔｏｓｈｉ Ｔｕｋｉｋａｗａ,Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｔｓｕｂｏ 

Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ Ｒｅｃｔｏｐｅｘｙ ｆｏｒ Ｃｏｍｐｌｅｔｅ Ｒｅｃｔａｌ Ｐｒｏｌａｐｅｓ,,2007/9/21 

6.  Ｔａｄａｓｈｉ Ｓｕｄａ 

Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ ｌｏｗ ａｎｔｅｒｉｏｒ ｒｅｓｅｃｔｉｏｎ ｆｏｒ ｌｏｗｅｒ ｒｅｃｔａｌ ｃａｎｃｅｒ,,2007/9/21 

7.  Ｒｏｕｊｉ Ｍａｋｉｚｕｍｉ,Ｎｏｂｕｙｏｓｉ Ｍｉｙａｊｉｍａ,Ｒｅｉｎａ Ｋｙｏｉ,Ｈｉｄｅｙｕｋｉ Ｋａｔａｇｉｒｉ,Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｏｓｈｉｍａ, Ｓｈｉｎｊｉｒｏｕ Ｋｏｂａｙａｓｈｉ, 

Ｊｏｅ Ｓａｋｕｒａｉ, Tsukasa Ｓｉｍａｍｕｒａ,Ｔａｄａｓｈｉ Ｓｕｄａ,Ｓａｔｏｓｈｉ Ｔｕｋｉｋａｗａ,Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｔｓｕｂｏ 

Ｈｉｓｔｏｌｏｇｉｃａｌ Ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ ｏｆ Ｖｅｓｓｅｌ Ｓｅａｌｉｎｇ Ｓｙｓｔｅｍ（ＬｉｇａＳｕｒｅ Ⅴ）ｏｎ Ａｒｔｅｒｉｅｓ ｉｎ Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ Ｃｏｌｏｒｅｃｔａｌ Ｓｕｒｇｅｒｙ, 

2007/9/21 

 

③Ａｓｉａｎ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｄｉｇｅｓｔｉｖｅ Ｗｅｅｋ ２００７（平成19年10月15日～10月18日，日本, 神戸） 

（Ｐｏｓｔｅｒ Ｐｒｅｓｅｎｔａｉｏｎ） 

8. ＳＨＩＮＹＡ ＭＩＫＡＭＩ，Kiyoshi Narahashi, TOSIMASA ISHI, SHINICHI ＳＥＴＡ, ＫＥＮ ＳＵＭＩＹＯＳＨＩ,ＴＯＲＵ ＮＩＳＨＩＫＳＷＡ 

ＲＹＯＵＪＩ ＭＡＫＩＺＵＭＩ, KAZUHIRO ASHIKAWA, ＡＫＩＲＡ ＨＡＮＡＩ,ＭＡＳＡＹＵＫＩ  ＫＩＭＵＲＡＺ, 

 ＨＯＲＩＹＵＫＩ ＫＯＭＯＲＩＹＡＭＡ, ＴＯＳＨＩＨＩＴＯ ＳＩＮＡＧＡＷＡ,ＴＡＫＥＨＩＴＯ ＯＴＳＵＢＯ 

A ｃａｓｅ ｏｆ ｈｅｐａｔｏｃｅｌｌｕｌａｒ ｃａｒｃｉｎｏｍａ ｗｉｔｈ ｍａｒｋｅｄ ｆａｔｔｙ ｃｈａｎｇｅ ｉｎ ｔｈｅ ｎｏｒｍａｌ ｌｉｖｅｒ，2007/10/16 

９. Kiyoshi Narahashi, KAZUHIRO ASHIKAWA,TOSIMASA ISHI,SHINICHI ＳＥＴＡ,ＴＯＲＵ ＮＩＳＨＩＫＳＷＡ, ＫＥＮ ＳＵＭＩＹＯＳＨＩ, 

ＳＨＩＮＹＡ ＭＩＫＡＭＩ, ＲＹＯＵＪＩ ＭＡＫＩＺＵＭＩ,ＡＫＩＲＡ ＨＡＮＡＩ,ＭＡＳＡＹＵＫＩ ＫＩＭＵＲＡＺ, 

ＨＯＲＩＹＵＫＩ ＫＯＭＯＲＩＹＡＭＡ, ＴＯＳＨＩＨＩＴＯ ＳＩＮＡＧＡＷＡ,ＴＡＫＥＨＩＴＯ ＯＴＳＵＢＯ, 

Ｅｘｔｒａｓｋｅｌｅｔａｌ osteosarcoma of the colon; A case report,2007/10/18 

④Ｔｈｅ ６ｔｈ Ｇａｓｌｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｏｌ 2007（平成19年12月8日，中国, 北京） 

（Ｇａｓｌｅｓｓ Ｓｙｍｐｏｓｉａ） 

１０. Kyouji Yamada,Ｋｅｉｉｃｈｉｒｏｕ Ｏｎｏｄａ,Ｔａｋａｏ Ｋｏｊｉｍａ,Ｒｙｕｉｃｈｉ Ｏｈｓｈｉｍａ,Ｋｉｙｏｓｈｉ Ｎａｒａｈａｓｈｉ, Ｓｉｎｉｃｈｉｒｏｕ Ｎｏｄａ, 

Ｎｏｒｉｈｉｋｏ Ｏｋａｍｏｔｏ, Ｈｉｄｅａｋｉ Ｋａｎｅｋｏ, Ｔａｋｅｈｉｔｏ Ｏｈｔｕｂｏ 

Ｇａｓｌｅｓｓ Ｔｒａｎｓａｎａｌ Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ Ｍｉｃｒｏｓｕｒｇｅｒｙ（ＴＥＭ） ｕｓｉｎｇ Ｌｐａｐｒｏｓｃｏｐｉｃ Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔ ｆｏｒ Ｒｅｃｔａｌ Ｔｕｍｏｒ, 

,2007/12/8 

（Ｃｈａｉｒｍａｎ） 

Yamada kyouji  Plenary Session  ,2007/12/8 

 

④ ８ｔｈ Ｗｏｒｄ Ｃｏｎｇｒｅｓ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｈｅｐａｔｏ Ｐａｎｃｒｅａｔｏ Ｂｉｌｉａｒｙ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 

（平成20年2月27日～3月2日，インド, Ｍｕｍｂａｉ） 

（Ｐｕｒｅｎａｒｉ Ｓｅｌｔｕｓｙｏｎｎ） 

12.  Nakano Hiroshi;Oussoutzoglou Elie;Rosso Edoardo;Giraudo Giorgio;Otsubo Takehito;Bachellier Philippe; 

       Jaeck Saniel 

    ＢＬＵＥ ＬＩＶＥＲ ＳＹＮＤＲＯＭＥ ＩＮＣＲＥＡＳＥＳ ＭＯＲＢＩＤＲＴＹ ＡＦＴＥＲ ＭＡＪＯＲ ＨＥＰＡＴＥＣＴＯＭＹ 

       ＩＮ ＰＡＴＩＥＮＴＳ ＷＩＴＨ ＣＯＬＯＲＥＣＴＡＬＬＩＶＥＲ ＭＡＴＡＳＴＡＳＥＳ ＲＥＣＥＩＶＩＮＧ ＰＲＥＯＰＥＲＡＴＩＶＥ 

       ＣＨＥ－ＭＯＴＨＥＲＡＰ,2008/2/28 

 

⑤ ＡＥＦＴ ７ｔｈ Ｗｏｒｋｓｈｏｐ （平成20年3月7日～3月8日，中国, Ｓｈａｎｇｈａｉ） 

（Ｌｉｖｅ Ｓｕｒｇｅｒｙ） 
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13. Ｎｏｂｕｙｏｓｉ Ｍｉｙａｊｉｍａ 

Swine Lab ｉｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ,,2008/3/7 

⑥ ＡＰＡＳＬ 2008 Ｓｅｏｕｌ,（平成20年3月24日，韓国,  Ｓｅｏｕｌ） 

（Ｐｏｓｔｅｒ Ｐｒｅｓｅｎｔａｉｏｎ） 

14. Ｓｉｎｎｊｉｒｏｕ Ｋｏｂａｙａｓｈｉ 

Comparative study of transcatheter arterial chemoembolization (ＴＡＣＥ） for hepatocellular carcinoma using  

a lecithin-added Lipiodol emulsion ，2008/3/24 

 

（６）研究会・懇話会・シンポジウム・セミナー 

①外科領域耐性菌対策セミナー（平成１９年４月２７日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

2. 榎本 武治 

     当科におけるＳＳＩ対策現状と今後の展望,2007/4/27 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  ,2007/4/27 

 

② ２ｎｄ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｓｅｍｉｎａｒ（ＧＣＳ）（平成１９年 5 月 15 日，神奈川県） 

 Ｅ：座長 

大坪 毅人                  2007/5/15 

田中 一郎  特別講演(座長)      2007/5/15 

 

③ 第 805 回外科集談会（平成１９年６月９日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

6. 王子 盛嘉,須田 直史, 片山 真史,榎本 武治,濱谷 昌弘, 櫻井 丈,月川 賢,大坪 毅人 

若年女性に発症した回復歴のない絞り薬製イレウス,2007/6/9 

7. 上原 悠也,朝倉 武士, 朝野 隆之,小泉 哲,三原 良孝,大坪 毅人 

神経芽細胞腫術後に行った放射線治療後、小腸平滑筋腫を生じイレウスを来たした一例,2007/6/9 

9. 木下 雄一, 渡邉 泰治,上原 悠也,小林 博通,三原 良孝, 陣内 祐二,朝野 隆之, 小泉 哲,四万村 司, 

朝倉 武士, 中野 浩, 大坪 毅人,長江 千愛,田所 衛 

血友病Ａ患者における肝切除の１例,2007/6/9 

9.下邨 華菜,榎本 武治, 王子 盛嘉,盧 大潤,片山 真史, 櫻井 丈,濱谷 昌弘, 須田 直史,重田 博,月川 賢, 

大坪 毅人,岡崎 武臣  

白線ヘルニアの１手術例,2007/6/9 

Ｅ：座長 

田中 一郎  イレウス②   ,2007/6/9 

 

④神奈川大腸肛門手術手技研究会（平成１９年 6 月 22 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

10. 榎本 武治 

腹腔鏡補助下横行結腸切除術における工夫,2007/6/22 

 

⑤第２９回日本局所療法研究会（平成１９年６月２９日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

 11. 瀬上 航平,渡邉 泰治,小泉 哲,佐々木 貴浩,榎本 武治, 戸部 直孝,四万村 司, 朝倉 武士,中野 浩, 

大坪 毅人 

kasaback-Merritt phenomenon を合併した胃巨大ＧＩＳＴの症例,2007/6/29 

 12. 榎本 武治,大坪 毅人 

Ｂ23-ＡＲＦ－ｐ53 経路における発癌制御機構の分析,2007/6/29 

 

⑥第４２回神奈川臨床外科医学会学術総会（平成１９年 6 月 30 日，神奈川県） 
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(当番世話人) 

13. 小森山 広幸     ,2007/6/30 

 

⑦３２ｔｈ Ｙｏｋｏｈａｍａ Ｉｍａｇｉｎｇ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｅ（平成１９年 7 月 6 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

１４. 伊澤 直樹,中澤 緑, 長瀬 良彦,五十嵐 岳,福田 安伸, 馬場 哲,朝倉 武士, 大坪 毅人,相田 芳夫, 

高野 俊史, 小池 淳樹,鈴木 通博  

C 型慢性肝炎治療中に増大をした肝腫瘍の一例,2007/7/6 

⑧第 32 回神奈川胃癌治療研究会（平成１９年 7 月 28 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

１５. 青木 一浩,民上 真也,小林 博通,本庄広大,佐治 攻,住吉 賢, 西川 徹,花井 彰,芦川 和広,木村 正之,  

小森山 広幸,山内 栄五郎, 大坪 毅人 

胃癌術後の吻合部通過障害に対する磁石法（第２山内法）の３例,2007/7/28 

Ｅ：座長 

田中 一郎   Ｓｅｓｓｉｏｎ Ⅱ,  ,2007/7/28 

 

⑨第１３回大学病院の緩和ケアを考える会総会・研究会（平成１９年 9 月 8 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

 17. 四万村 司 

当院における緩和ケアチームの現状と課題 ,2007/9/8 

 

⑩外科集談会（平成１９年 9 月 15 日，東京都） 

Ｅ：座長 

朝倉 武士   ,2007/9/15 

 

⑪外科 Ｇｒａｎｄ Ｒｏｕｎｄ（平成１9 年 10 月 10 日，神奈川県） 

Ｄ：演題 

19. 宮島 伸宣 

大腸と周囲臓器の膜解剖,,2007/10/10 

 

⑫第１回東京消化器疾患研究会（平成１９年 10 月 5 日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

 ２０. 小泉 哲,朝倉 武士,渡辺 泰治,中野 浩,大坪 毅人 

肝門部胆管癌と鑑別が困難であった原発性硬化性胆管炎の１切除例,2007/10/5 

 

⑬３ｒｄ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｓｅｍｉｎａｒ（ＧＣＳ） （平成１９年 11 月 13 日，神奈川県） 

（当番世話人）  小森山 広幸  2007/11/13 

Ｅ：座長 

21. 小森山 広幸  膵癌化学療法 2007/11/13 

 

⑭第６回ＥＮ・ＢＴ研究会（平成１９年 11 月 16 日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

 23. 野田 顕義 

腹部救急手術症例の合併症発生は術前栄養指標に関連があるか？ ,2007/11/16 

 

⑮第３３回神奈川胃癌治療研究会（平成１９年 12 月 8 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

24. 田中 圭一,田中 一郎,吉岡 拓也,瀬上 航平,陣内 裕二,濱谷 昌弘, 大坪 毅人,高野 俊史  

腺癌と併存していた胃原発性絨毛癌の１切除例,2007/12/8 

２６. 濱谷 昌弘,櫻井 丈,榎本 武治,四万村 司,片山 真史, 陣内 裕二,戸部 直孝,田中 圭一,田中 一郎, 
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大坪 毅人, 

当科における胃癌術後ＳＳＩ発生状況について－胃癌術前の栄養指標の有用性－,2007/12/8 

２７. 陣内 裕二,渡辺 泰治,嶋田 仁,小林 博通,戸部 直孝, 朝野 隆之,四万村 司, 田中 圭一,木村 正之, 

田中 一郎, 大坪 毅人,田所 衛  

食道浸潤胃癌で術前化学療法が奉効した２例,2007/12/8 

 28. 小林 博通,民上 真也,木村 正之,青木 一浩,本庄 広大,住吉 賢,佐治 攻,花井 彰,小森山 広幸, 

芦川 和広,小泉 宏隆,高野 俊史,大坪 毅人 

胃ＥＳＤ後に後腹膜気腫をきたした１例,2007/12/8 

Ｅ：座長 

 25. 田中 圭一 Ｓｅｓｓｉｏｎ Ⅴ  ,2007/12/8 

 

⑯第 807 回外科集談会（平成１９年 12 月 8 日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

 30. 京井 玲奈,小林 慎二郎, 田中 一郎,田中 圭一,木村 正之,佐治 攻, 濱谷 昌弘,陣内 祐二,大坪 毅人 

胃癌術後副腎転移の１例 2007/12/8 

 31. 宮﨑 賢澄,小林 慎二郎, 須田 直史,四万村 司,牧角 良二,櫻井 丈, 片桐 秀元, 月川 賢,宮島 伸宜,  

大坪 毅人 

悪性腫瘍との鑑別が困難であった回盲部炎症性腫瘍の１例,2007/12/8 

３１. 浜辺 太郎,朝倉 武士, 徳山 承明,川嶋 八也,榎本 武治, 戸部 直孝,平石 哲也, 遠藤 仁,佐々木 貴浩, 

小泉 哲, 渡邉 泰治, 中野 浩,小田中 美恵子,大坪 毅人 

S 状結腸癌術後異時性孤立性脾臓転移の１手術例,2007/12/8 

３２. 水越 慶, 小林 慎二郎,須田 直史,四万村 司,大島 隆一, 牧角 良二,櫻井 丈, 片桐 秀元,月川 賢, 

宮島 伸宜,大坪 毅人 

広範囲な腹腔内腫瘍を伴った虫垂炎に対し腹腔鏡下手術にて早期退院ができた１例,2007/12/8 

Ｅ：座長 

29. 須田 直史  大腸２,  ,2007/12/8 

 

⑰第９回神奈川ＮＳＴフォーラム（平成１９年 12 月 8 日，神奈川県） 

 （当番世話人） 

34. 小森山 広幸  ,2007/12/8 

 

⑱第 120 回神奈川臨床外科医学会集談会（平成１９年 12 月 15 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

 35. 西尾 乾司,牧角 良二,上原 悠也,宮崎 賢澄,三浦 和裕, 片桐 秀元,小林 慎二郎, 櫻井 丈,四万村 司, 

須田 直史,月川 賢,大坪 毅人,有泉 泰, 平川 昌弘,高木 正之 

腹壁に発生した筋脂肪腫の一例 ,2007/12/15 

 

⑲第 30 回神奈川ストーマ研究会総会（平成１９年 12 月 15 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

 36. 大島 隆一,櫻井 丈,須田 直史,上原 悠也,片桐 秀元, 小林 慎二郎,四万村 司, 牧角 良二, 

月川 賢, 山田 恭司, 宮島 伸宜,大坪 毅人 

腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術における人工肛門造設法,,2007/12/15 

37. 杉山 菜穂,三谷 美星,今井 薫,山田 恭司 

術後ストーマ周囲膿瘍により正中創瘻孔形成をきたした管理困難となった患者の 1 例,,2007/12/15 

38 櫻井 丈 

管理、あるいはケアに難渋した症例,2007/12/15 

 

⑳Ｃｏｌｏｒｅｃｔａｌ Ｃａｎｃｅｒ Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ Ｉｎ ＫＡＮＡＧＡＷＡ ２００８（平成 20 年 1 月 22 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

39. 中野 浩 
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       大腸癌肝転移に対する治療戦略－Neoadjubant・切除・後療法をどうするか？   ,2008/1/22 

 

21・第 17 回神奈川外科手術手技研究会（平成 20 年 1 月２5 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

40. 田中 圭一 

当科における腹腔鏡補助下噴門側胃切除術,2008/1/25 

 

22・消化器領域学術講演会（平成 20 年 2 月 8 日，神奈川県） 

41. 宮島 伸宜 

大腸癌に対する低侵襲手術の現状と展望,2008/2/8 

 

23. 第１３回ロマンスカンファレンス（平成 20 年 2 月 14 日，神奈川県） 

（企画委員） 

42. 朝倉 武士  ,2008/2/14 

 

24. 第３１回神奈川県癌治療懇話会（平成 20 年 2 月 14 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

 45. 奈良橋 喜芳,小島 啓夫,大島 隆一,小野田 恵一郎,野田 真一郎,岡本 紀彦, 金子 英彰, 横手 薫美夫, 

山田 恭司,大坪 毅人  

経口抗癌剤により組織学的ＣＲを得た腹腔内膿瘍合併直腸癌の一例,2008/2/14 

 46. 三浦 和裕,桜井 丈,西尾 乾司,瀬上 航平,宮崎 真澄,小林 慎二郎,片桐 秀元,須田 直史, 四万村 司, 

牧角 良二,月川 賢,大坪 毅人 

集学的治療が奏効した消化器癌の３例,2008/2/14 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  一般演題Ⅱ ,2008/2/14 

（当番世話人） 

   大坪 毅人  

 

25.  第１１回２１世紀外科フロンティア（平成 20 年 2 月 15 日，        ） 

Ｄ：一般演題 

 48. 須田 直史 

腹腔鏡下大腸切除術に有用な 新の画像診断,2008/2/15 

Ｅ：座長 

47. 大坪 毅人  一般演題,2008/2/15 

 

26・地域医療ネットワークの会（平成 20 年 2 月 15 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

 49. 四万村 司 

当科におけるがん緩和医療と地域医療、在宅医療への可能性,2008/2/15 

 

27.  第１０回熊本サージカルフォーラム（平成 20 年 2 月 22 日，熊本県） 

Ｄ：一般演題 

50. 宮島 伸宜 

    腹腔鏡下大腸切除術の新しい展開－手術に必要な解剖と手技－  ,2008/02/22 

 

28. 平成１９年度 第１５回日本外科学会生涯教育セミナー（関東地区）（平成 20 年 2 月 23 日，） 

51. 大坪 毅人 

      診療ガイドラインをどういかすか？   ,2008/2/23 

 

29.  神奈川大腸癌フォーラム（平成 20 年 2 月 28 日，神奈川県） 
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Ｅ：座長 

52.  大坪 毅人 

       特別演題Ⅰ  ,2008/2/28 

 

30. 第１５回Ｂ・Ｐクラブ（平成 20 年 3 月 4 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

  54. 小林 慎二郎 

肝・胆・膵疾患の興味のある症例,2008/3/4 

（当番幹事） 

大坪 毅人  ,2008/3/4 

 

31. 第 9 回神奈川大腸疾患腹腔鏡下手術セミナー（平成 20 年 3 月 7 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

56. 牧角 良二 

      左側結腸、直腸癌に対する左結腸動脈温存Ｄ３郭清の手技   ,2008/3/7 

57. 四万村 司 

       新の画像診断を用いた左結腸動脈温存Ｄ３郭清の手術手技 ,2008/3/7 

（運営委員、司会） 

55. 須田 直史    ,2008/3/7 

 

32. 第１０回上部消化管機能再建外科研究会（平成 20 年 3 月 11 日，神奈川県） 

開会挨拶    58.田中 圭一 ,2008/3/11 

特別講演座長 59 木村 正之 2008/3/11 

 

33.第２回神奈川腹腔鏡下胃切除術研究会（平成 20 年 3 月 14 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

 60. 田中 一郎,田中 圭一,亀井 奈津子,陣内 祐二, 瀬上 航平,濱谷 昌弘,三浦 和裕， 

畑地 慶三, 根岸 宏行,大坪 毅人 

LＡＤＧ後のＢ－１再建（ｈｅｍｉｰｄｏｕｂｌｅ ｓｔａｐｌｉｎｇ ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ）, ,2008/3/14 

 

34.第 121 回神奈川臨床外科医学会集談会（平成 20 年 2 月 23 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

61. 猪狩 雄一,小林 慎二郎，四万村 司，須田 直史,遠藤 仁，片桐 秀元，櫻井 丈,牧角 良二,月川 賢, 

宮島 伸宜,大坪 毅人 

Ｌａｐａｒｐｓｃｏｐｉｃ ｉｎｔｅｖａｌ ａｐｐｅｎｄｅｃｔｏｍｙによって拡大手術を回避できた膿瘍形成を伴う虫垂炎の 1 例 

62. 小林 博通，芦川 和広，本田 朱麗，本庄広大，住吉 賢，青木 一浩，民上 真也，木村 正之， 

佐治 攻、西川 徹，花井 彰，小森山 広幸，高野 俊史，小泉 宏隆 

虫垂粘液嚢胞腺腫の 1 例 
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