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1. 著書  

① ｺﾒﾃﾞｨｶﾙのための外科学（各論） 医学出版社  ２００８年６月発行 

   大坪 毅人， 田中 一郎，  月川 賢   ，  中野 浩  ， 朝倉 武士，  

   木村 正之， 金子 英彰，  田中 圭一 ，  須田 直史 ， 渡邉 泰治， 

   重田  博，  櫻井 丈 ，  榎本 武治  ，  片山 真史 ， 濱谷 昌弘，  

   戸部 直孝， 小泉 哲 ，  陣内 祐二  ，  民上 真也 

 

2.・論文 

● 原著 

（1）欧文 

1. Shinjiro Kobayashi, Satoshi Katagiri, Shyunichi Ariizumi, Masakozu Yamamoto 

  Therapeutic Effect of TAE Can be Predicted by Abdominal-enhanced CT Findings in HCC 

  Hepato-Gastroenterology 2008;55:531-4 

2. Hiroshi Nakano, Takeshi Asakura, Satoshi Koizumi, Takayuki Asano, Taiji Watanabe, Takehito 

Otsubo and Kenji Takizawa 

  Second surgery after a Panceraticoduodenenctomy in Patients with Periampullary Malignancies 

  Hepato-Gastroenterology 2008;55;687-91 

3. Hiroshi Nakano, Takeshi Asakura, Joe Sakurai, Satoshi Koizumi, Takayuki Asano, Taiji Watanabe, 

Takehito Otsubo 

  Prophylactic Irrigation around a Pancreaticojejunostomy for the Treatment of a Pancreatic Fistula 

after a Pancreatico-duodenctomy in Patient with a Risky Pancreatic Remnant 

  Hepato-Gastroenterology 2008;55;717-21 

4. Seigo Suzuki, Akihiro Naito, Takayuki Asano, Teresa T.Evans,Shrikanth A.G.Reddy,  

Masahiro Higuchi 

  Constitutive activation of AKT Pathway inhibits TNF-induced apoptosis in mitochondrial 

DNA-deficient human myelogenous leukemia Ml-1a 

  Cancer Letters 2008;268:31-7 

5. Hiromichi P.Kobayashi, Taiji Watanabe, Shigeru Oowada, Aki Hirayama, Sohji Nagase,  

Mastto kamibayashi and Takehito Otsubo 

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

Mice Evaluated by a Newly Developed In Vivo EPR Imaging Technique  

  Journal of Surgical Research 2008;147;41-9 

6. Nobuyoshi Miyajima 

  Short-term Outcome of Laparoscopic Surgery for Rectal Canser 

  Keio Journal of Medicine 2008;3:150-4 

7. Nobuyoshi Miyajima, Masaki Fukunaga, Hirotoshi Hasegawa, Junichi Tanaka, Junji Okura, 

Masahiko Watanabe,On Behalf of Japan Society of Laparoscopic Colorectal Surgery 

  Resulets of a multicenter stady of 1,057 case of rectal cancer treated by Laparoscopic surgery 

  Surg Endosc 2009;23;113-8 



（2）和文 

1. 月川 賢，大坪 毅人 

特集 最新の癌研究  

 熱可逆性ハイドロゲン（Ｔｈｅｒｍｏｒｅｖｅｒｓｉｂｌｅ ｇｅｌａｔｉｏｎ ｈｙｄｒｏｇｅｌ；ＴＧＰ）と癌組織培養 

－スファロイドと低酸素環境－ 

   聖マリアンナ医学会雑誌 2008；36：371-1 

2. 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，小林慎二郎，小泉 哲，戸部直孝，牧角良二，須田直史，渡邉泰治， 

  朝倉武士，中野 浩，宮島伸宜，大坪毅人 

  第 44 回日本腹部救急医学会総会会長賞受賞記事 

  腹部緊急手術症例の感染症合併症は術前栄養指標で予測可能か？ 

  日本腹部救急医学会雑誌 2008；28（6）：762 

3. 大坪 毅人 

  特集 消化器癌治療の最前線（大腸がん） 

  聖マリアンナ医科大学雑誌 2008；36（6）：575-9 

4. 高崎 晴子，櫻井 丈，榎本 武治，大坪 毅人，竹村 弘，操 華子 

当院における結腸手術の手術部位感染サーベイランス結果 

人工肛門造設とハイリスク群におけるプレアルブミン値との関連 

聖マリアンナ医科大学雑誌；2009；37（1）：29-6 

5. 大坪 毅人，片桐 聡，小泉 哲，山本 雅一，高崎 健 

  肝細胞癌の外科治療 肝硬変非併存時の肝切除 

  消化器外科 2008；31（6）：979-4 

6. 櫻井 丈，牧角 良二，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

開腹用牽引開創器を用いた鏡視補助小切開結腸右半切除 

  手術 2008；62（5）：635-9 

7. 花井 彰，佐治 攻，住吉 賢，民上 真也，小森山 広幸，大坪 毅人 

  腹腔鏡（補助）下前方切除術の際，直腸間膜および直腸切除を容易にする工夫 

   －Ｔａｐｅ ｔｗｉｓｔ ｍｅｔｈｏｄ－ 

  手術 2008；62（7）：983-7  

8. 大坪 毅人，中野 浩，小泉 哲，朝倉 武士，渡邉 泰治，小林 慎二郎 

小切開・内視鏡補助下肝外側区域切除 

手術 2008；62（11）：1557-60  

9. 櫻井 丈，牧角 良二，諏訪 敏之，小林 慎二郎，宮島 伸宜，大坪 毅人 

   人工肛門閉鎖術における皮膚環状縫合法 

   手術 2008；63（2）：223-6 

 

● 症例報告 

（2）和文 

1. 亀井 奈津子，櫻井 丈，片山 真史，須田 直史，月川 賢，大坪 毅人 

乳糜腹水を伴った絞扼性イレウスの 1 例 



日本臨床外科学会雑誌 2008；69（7）：1683-6 

2. 小泉 哲，朝倉 武士，渡邉 泰治，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，中野 浩，大坪 毅人 

肝門部胆管癌との鑑別が困難であった原発性硬化性胆管炎の 1 例 

聖マリアンナ医科大学雑誌 2008；36（4）：355-60 

3. 民上 真也，田中 圭一，石井 利昌，牧角 良二，花井 彰，小森山 広幸，高野 俊史，大坪 毅人 

   壁外性発育を示した径 30ｃｍの巨大胃ＧＩＳＴの 1 例 

   日本外科系連合学会誌 2008；33（4）：595-9 

4. 諏訪 敏之，櫻井 丈，青木 一浩，吉田 和彦，嶋田 久，大坪 毅人 

後腹膜に発生した神経節細胞腫（ｇａｎｇｌｉｏｎｅｕｒｏｍａ）の 1 例 

手術 2008；62（７）：1000-3 

5. 西尾 幹司，櫻井 丈，牧角 良二，三浦 和裕，片桐 秀元，諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎， 

   月川 賢，大坪 毅人 

   腹壁に発生した筋脂肪腫の 1 例 

   日本外科系連合学会誌 2008；33（5）：805-8 

6. 櫻井 丈，瀬上 航平，嶋田 仁，野田 顕義，片山 真史，諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎， 

嶋田 久，大坪 毅人 

両側特発性上腰ヘルニアの 1 例 

日本外科系連合学会誌 2008；33（5）：815-9 

7. 小林 慎二郎，矢川 陽介，櫻井 丈，中野 浩，大坪 毅人 

Ｓ状結腸癌が先進部となり肛門外脱出をきたした腸重積の 1 例 

日本外科系連合学会誌 2008；33（5）：772-6 

8. 瀬上 航平，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 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 

日本腹部救急医学会雑誌 2008；28（７）：953-5 

9. 嶋田 仁，櫻井 丈，片山 真史，湊 栄治，嶋田 久，諏訪 敏之，大坪 毅人 

内臓逆位症に腸回転異常症を伴い絞扼性イレウスを発症した 1 例 

日本腹部救急医学会雑誌 2008；28（７）：985-8 

10. 民上 真也，奈良橋 喜芳，石井 利昌，芦川 和広，小森山 広幸，大坪 毅人 

直腸癌術後に生じた孤立性副腎転移の 1 切除例 

臨床外科 2008：63（10）：1457-61 

11. 三浦 和裕，田中 一郎，宮崎 賢澄，戸部 直孝，田中 圭一，大坪 毅人 

虫垂切除検体から発見された日本住血吸虫の 1 例 

臨床外科 2008；63（12）：1623-5 

12. 櫻井 丈，榎本 武治，瀬上 航平，野田 顕義，片山 真史，諏訪 敏之，小林 慎二郎，中野 浩， 

田中 一郎，大坪 毅人 

術後８年目に心タンポナーデで発症した胃癌による癌性心膜炎の 1 例 

日本消化器外科学会雑誌 2008；41（12）：2018-22 

13. 櫻井 丈，牧角 良二，榎本 武治，瀬上 航平，野田 顕義，片山 真史，諏訪 敏之，小林 慎二郎， 

中野 浩，田中 一郎，大坪 毅人 

長期生存が得られた異時性肝転移を伴う胃肝様腺癌の 1 例 



   消化器科 2008；47（6）：670-4 

14. 上原 悠也，櫻井 丈，野田 顕義，片桐 秀元，牧角 良二，小林 慎二郎，須田 直史，宮島 伸宜， 

大坪 毅人 

腹腔鏡下直腸低位前方切除後ポートサイトヘルニアをきたした 1 例 

日本外科系連合学会誌 2008；33（6）：920-2 

15. 亀井 奈津子，櫻井 丈，野田 顕義，片山 真史，榎本 武治，須田 直史，月川 賢，大坪 毅人 

穿孔部位を認めなかった魚骨による腹腔内膿瘍の 1 例 

日本腹部救急医学会雑誌 2009；29（1）：83-5 

16. 亀井 奈津子，陣内 祐二，小林 慎二郎，田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人 

小腸異所性膵による腸重積の 1 例 

日本臨床外科学会雑誌 2009；70（1）：113-5 

17. 小林 慎二郎，小泉 哲，朝野 隆之，渡邉 泰治，櫻井 丈，朝倉 武士，有泉 泰，小池 淳樹， 

中野 浩，大坪 毅人 

術前診断が困難であった高分型肝細胞癌の 1 例 

日本消化器外科学会雑誌 2009；42（2）：187-91 

18. 瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，嶋田 仁，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，渡邉 泰治， 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

術前診断に難渋したＩｐ型早期胆管癌の 1 例 

膵と肝 2009；30（2）：187-90 

19. 四万村 司，櫻井 丈，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人 

Ｓ状結腸癌同時性孤立性脾転移の 1 例 

日本臨床外科学会雑誌 2009；70（2）：560-4 

20. 嶋田 仁，田中 一郎，田中 圭一，伊藤 弘昭，戸部 直孝，大坪 毅人 

巨大後腹膜傍神経節腫の 1 例 

臨床外科 2009；64（3）：403-6 

21. 諏訪 敏之，櫻井 丈，青木 一浩，吉田 和彦，嶋田 久，大坪 毅人 

胆嚢原発腺内分泌細胞癌の 1 例 

    手術 2009；63（3）：409-12 

22. 佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，渡邉 泰治，中野 浩，大坪 毅人 

脾破裂に契機に発見された悪性孤立性線維線腫瘍の 1 例 

   日本臨床外科学会誌 2009；70（3）：859-64 

23. 藤森 孝博, 小池 淳樹，中野 浩（症例呈示）   

   症例で学ぶ大腸癌顕微鏡アトラス 化学療法後の肝 

   大腸癌Ｆｒｏｎｔｅｉｅｒ 2009；2（3）：202-6  

 

  

3・国際学会発表 

① Ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｌｌｅｇｅ ｏｆ Ｓｕｒｇｅｏｎｓ Ｔｈｅ 54ｔｈ Ａｎｎｕａｌ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｊａｐａｎ Ｓｅｃｔｉｏｎ 

                                                                     (Jun 7,Tokyo, Keio Plaza Hotel) 

（Ｆｒｅｅ Ｐａｐａｅｒ） 



 1.Takao Kojima,Yuuji Jinnouchi,Keiichi Tanaka,Kazuhiro Miura,Rena Kyoui,Satoko Sonebe,Natuko Kamei, 

      Kouhei Segami,Yuuya Uehara,Masahiro Hamaya,Hiroshi Nakano,Ichiro Tanaka,Takehjto Ootubo,Mamoru 

Tadokoro， 

      A case of early multiple cancer that was difficult to distinguish from stagⅣ ｇａｓｔｒｉｃ ｃａｎｃｅｒ，Ｊｕｎｅ 7,2008 

   2.Keizo Hataji,Keiichi Tanaka,Kouhei Segami,Yuji Jinnouchi，Takeharu Enomoto，Masahiro Hamaya,Ichirou 

Tanaka, 

    Takehito Othubｏ,Toshifumi Takano 

     A case of primary gastric Choriocarconema coexisting with adenocrcinoma,Jun 7,2008 

    3.Jin Simada，Akiyoshi Noda,Hideyuki Katagiri,Keizo Hataji,Takahiro Sasaki,Satoshi Koizumi,Taiji Watanabe, 

     Kenichiro Morisawa,Shigeki Fujitani,Yasuhiko Taira,Takehito Ootsubo, 

     A case of abdominal injury caused by a Shotgun,June 7,2008 

   4.Masasumi Miyazaki,Sinjiro Kobayashi,Tsukasa Simamura,Tadashi suda,Ryouji Makizumi,Jou Sakurai, 

     Hideyuki Katagiri,Satoshi Tsukikawa,Nobuyoshi Miyajima,Yasushi Ariizumi,Masayuki Takagi,Takehito Otsubo, 

    A case of ileocecal inflammatory mass difficult to differentiated form malignant tumor,Jun 7,2008 

 

  Discusser:Takehito Otsubo    Pancresa & Gall Bladder,   June 7,2008 

 

②11ｔｈ Ｗｏｒｌｄ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ ｏｆ Ｅｎｄｏｓｃｏｐｉｃ Ｓｕｒｇｅｒｙ Ｈｏｓｔｅｄ ｂｙ Ｊａｐａｎ Ｓｏｃｉｅｔｙ ｆｏｒ Ｅｎｄｓｃｏｐｉｃ Ｓｕｒｇ

ｅｒｙ 

   （ＪＳＥＳ） Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｃｏｕｎｃｉｌ ｏｆ Ｊａｐａｎ                         (Sept 2-5,Kanagawa,Pacifico Yokohama) 

（Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ） 

    5.Nobuyoshi Miyajima,Tadashi Suda,Rouji Makizumi,Tsukasa Simamura，Shinya Mikami,Joe Sakurai, 

      Hideyuki Katagiri,Satoshi Tsukikawa,Takehito Otsubo, 

      Safe and Secure Transection and Anastomosis of the Rectum Using Double ta Technique,Sept 3,2008 

(Ｐｏｓｔｅｒｓ） 

   6.Tadashi Suda,Hideyuki Katagiri,Shinya Mikami,Nobuyoshi Miyajima,Joe Sakurai,Tukasa Simamura,Rouji 

Makizumi, 

      Satoshi Tukikawa,Shinjiro Kobayashi,Takehito Otsubo 

      A New 3-D Diagnosis Strategy For Laparaoscopic Colorectal Surgery Using Multidetector Row Ct, 

Virtual colonscopy,Colonography And 3-D Angiography,Sept 5,2008 

    7.Joe Sakurai,Nobuyoshi Miyajima,Hideyuki Katagiri,Shinnjirou Kobayashi,Tukasa Shimamura,Rouji Makizumi, 

      Tadashi Suda,Satoshi Tukikawa,Takehito Otsubo 

      Landmarks For A Secure Laparpscopic-Assisted Right Colectomy,Sept 4,2008 

  8.Ryoji Makizumi,Nobuyoshi Miyajima,Jin Shimada,Hideyuki Katagiri,Shinnjirou Kobayashi,Joe Sakurai, 

     Tukasa Shimamura，Tadashi Suda,Satoshi Tukikawa,Hiroshi Nakano,Takehito Otsubo, 

     Laparoscopic D3 lympa Node Dissection with Preserving Left Colicartery Was More Technically Feasible Using 

     Preoperative Ctanguigraphy And Individual Lymphadenectomy,Sept 4,2008 

    9.Ichiro Tanaka,Keiichi Tanaka,Hiroyuki Negishi,Hiroaki Ito,Natuko Kamei,Kouhei Segami,Keizo Hataji, 

Kazuhiro Miura,Toshiyuki Suwa,Yuuji Jinnouchi,Masahiro Hamaya,Takehito Otsubo, 

Esophagogastric Anastomosis Using an Oral Anvio(EEAORVii) In Laparoscopic Ｐｒｏｘｉｍａｌ Gastrectomuy, 



Sept 3,2008 

   ａ.Tsukasa Shimamura,Shinjirou Kobayashi,Hideyuki Katagiri,Joe Sakurai,Ryouji Makizumi,Tadashi Suda, 

     Hiroshi Nakano, Satoshi Tukikawa, Nobuyoshi Miyajima, Takehito Otsubo, 

     Current state of Laparoscopic appendectomy,Sept 3,2008 

    b.Hiroyuki Komoriyama,Kazuhiro Ashikawa,Akira Hanai,Ken Sumiyoshi,Tohru Nisikawa,Shinya Mikami, 

     Takehito Otsubo, 

     Comparative Study Of Laparoscopic And Laparoscopic Assisted Distal Gastrectomy,Sept 5,2008 

    C.Akira Hanai,Osamu Saji,Kazuhiro Aoki,Ken Sumiyoshi,Shinya Mikami,Hiroyuki Komoriyama, 

     Takehito Otsubo, 

     The Tape Twist Method:A Method To Facilitate Manipulation Through Mesorectum And Rectum Dissection  

     During Lapaoscopic Anterior Resection,Sept 4,2008 

    D.Kenichi Tanaka,Ichiro Tanaka,Natuko Kamei,Keizo Hataji,Yuji Jinnouchi,Masahiro Hamaya, Takehito Otsubo, 

     Examination Of A Ladg Case By Hemi-Double Stapling Technique,Sept 3,2008 

    E.Hideyuki Katagiri, Nobuyoshi Miyajima，Jin Shimada,Shinnjirou Kobayashi,Joe Sakurai,Tsukasa Simamura, 

      Ryouji Makizumi,Tadashi Suda,Satoshi Tsukikawa, Takehito Otsubo, 

    Tips Of Laparoscopic Total Proctocolectomy For Familial Adenomatous Poly,Sept 5,2008 

 

Chairpersons;Nobuyoshi Miyajima  How I Do it? – Acute Inflammatory Bowe Disease- ,Sept 5,2008 

 

③XXII BIENNIAL CONGRESS of the International Society of University colon & Rectal Surgeons 

                                                        (Sept 14 -17,USA,Manchester Grand Hyatt) 

(Ｐｏｓｔｅｒｓ） 

  10.Kyouji Yamada,Kenichirou Onoda,Shinichirou Noda,Norihiko Okamoto,Reina Kyoui,Ryuichi Ohshima, 

     Kiyoshi Narahashi,Hedeaki Kaneko,Takehito Otubo 

     Laparposcopic colectomy combined with Minilaparotpmy approach for Safety operation in patients with 

     Colorectal canser,sept 14,2008 

 

④Biomedical Redox Navigaion (Sept 28-30,Fukuoka,JAL Resort Sea Hawk Hotel Fukuoka) 

(Ｐｏｓｔｅｒｓ） 

  11.keizo Hataji 

      The Role and Effect of CV159-Ca2+/Calmodulin Blockade on REdox Status Hepatic Ischemia-REeperfusion 

      Injury in Rodentia(Rats&Mice) Using in vivo EPR Imaging and ExVivo EPR,Sept 28-30,2008 

 

⑤18th World Congress of the International Association of Surgeons,Gastroenterologists and Oncologists 

                                                                 (Oct 08-11,2008,istanbol,Turkiya) 

 (Video Festical） 

12.Hiroshi Nakano,Takehito Otsubo,Yasuo Ishida 

      Contrast-enhanced Intraoperative Ultrasonography in Patients With Colorectal Liver Matatsases:  

A Novel Approach,Oct 11,2008 

(Ｐｏｓｔｅｒｓ） 



   13,Hiroshi Nakano,Elie Qussoultzoglou,Edoardo Rosso,Philippe Baheller,Daniel Jaeck 

      Right Hepatectomy After Preoperative Chemotherapy In Patients with Colorectal Liver Matastases, Oct 

11,2008 

 

 Chairman ; H.Nakano   Video Festical :endscopic and Surgical modalities of the colon. Oct 11,2008 

 

⑥2008 Inji University Busan Paik Hospital Laparoscopic Colorctal Symposium 

(Oct 31,2008, 韓 国 ， Inje University College of 

Medicine) 

 (Special Lecture I) 

 14.Nobuyoshi Miyajima 

       Current Status of Laparoscopic Colorectal Surgery In Japan  (Oct 31,2008) 

(Live Surgery) 

   15.Nobuyoshi Miyajima 

       Laparoscopic Rt hemicolectomy :Operater (Oct 31,2008) 

 

⑦XXXVI Biennial World Congress of International Colloge of Surgcons(Dec 3-6,Austria) 

(Hepatobiliary Ⅱ) 

   16. Ｔａｋｅｈｉｔｏ Otsubo 

      Vascular Occiution During Liver Resection   

 

⑧Ｔｈｅ 19ｔｈ Ｃｏｎｆｅｒｅｎｃｅ ｏｆ ｔｈｅ ＡＰＡＳＬ 

（Ｆｅｂ，13-16，2009，Ｈｏｎｇｋｏｎｇ，Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｃｏｎｖｅｎｓｉｏｎ ａｎｄ Ｅｘｈｉｂｉｓｉｏｎ Ｃｅｎｔｒ

ｅ） 

(Ｐｏｓｔｅｒｓ） 

17. Ｓ．Ｋｏｂａｙａｓｈｉ，Ｔ．Ｏｈｔｓｕｂｏ，Ｓ．Ｉ.Ａｒｉｉｚｕｍｉ，Ｓ．Ｋｏｉｚｕｍｉ，Ｓ．Ｋａｔａｇｉｒｉ，Ｙ．Ｔａｋａｈａｓｈｉ，Ｍ．Ｙａｍａｍｏ

ｔｏ 

Ｃｏｍｐａｒａｔｉｖｅ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ Ａｒｔｅｒｉａｌ Ｃｈｅｍｏｉｎｆｕｓｉｏｎ Ｔｈｅｒａｐｙ ｔｈｒｏｕｇｈ ａｎ Ｉｍｐｌａｎｔｅｄ Ｐｏｒｔ Ｓｙ

ｓｔｅｍ 

ｆｏｒ Ｐａｔｉｅｎｔｓ ｗｉｔｈ Ｉｎｔｒａｈｅｐａｔｉｃ Ｃｈｏｌａｎｇｉｏｃａｒｃｉｎｏｍａ 

4・国内学会発表 

①第９4 回日本消化器病学会総会(平成 20 年 5 月 8 日～5 月 10 日，福岡県，福岡国際会議場他) 

Ｄ：一般演題 

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

   月川 賢，青葉剛史，小池 淳樹，大坪 毅人 

大腸癌臍転移の一例，2008/05/08 

2. 小林 慎二郎，小泉 哲，大坪 毅人，高橋 豊，山本 雅一 

腹部血管造影検査での肝動脈分岐形態に関する検討，2008/05/10 

  3. 陣内 祐二，田中 一郎，瀬上 航平，京井 玲奈，濱谷 昌弘，田中 圭一，大坪 毅人，田所 衛 

食道類基底細胞癌の 1 例，2008/05/08 



4. 亀井 奈津子，朝倉 武士，上原 悠也，野田 顕義，三浦 和裕，川嶋 八也，榎本 武治，戸部 直孝， 

   田中 圭一，大坪 毅人，高野 俊史，高木 正之 

   食道・十二指腸同時穿孔の 1 例、2008/05/08 

 

②第１０8 回日本外科学会定期学術集会(平成 20 年 5 月 14 日～5 月 17 日，長崎県，長崎ブリックホール他) 

Ｂ：ワークショップ 

5. 中野 浩，櫻井 丈，瀬上 航平，野田 顕義，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士、大坪 毅人， 

Ｅｌｉｅ Ｏｕｓｓｏｕｔｚｏｇｌｏｕ，Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｂａｃｈｅｌｌｉｅｒ，Ｄａｎｉｅｌ Ｊａｅｃｋ 

肝右葉切除を必要としる術前化学療法施行後の大腸癌肝転移症例におけるＢｌｕｅ Ｌｉｖｅｒの術後肝不全に 

関するリスクと対策，2008/05/17 

Ｃ：サージカルファーラム 

6. 渡邉 泰治，小林 博通，小泉 哲，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＋/ＣａＭ阻害剤ＣＶ159 の投与効果とＲＯＳ抑制下におけるＮＯ 

   動態の特徴，2008/05/16 

Ｄ:デジタルポスターセッション 

7. 月川 賢，平 泰彦，田中 克之，藤縄 宣也，須田 直史，四万村 司，牧角 良二，櫻井 丈,小林 慎二

郎， 

  片桐 秀元，大島 隆一，上原 悠也，宮島 伸宜，大坪 毅人 

  腫瘍の抗癌剤感受性に対する高気圧酸素療法の増感効果－大腸癌細胞株のスフェロイドを用いた検討－ 

  2008/05/17 

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

   栄養障害患者では抗ＭＲＳＡ剤の投与期間が延長する，2008/05/17 

9. 朝倉 武士，亀井 奈津子，野田 顕義，三浦 和裕，佐々木 貴浩，榎本 武治，櫻井 丈，小泉 哲， 

戸部 直孝，渡邉 泰治，中野 浩，大坪 毅人 

膵頭十二指腸切除（ＰＤ）における術前栄養評価と術後手術部位感染（ＳＳＩ）の検討，2008/05/16 

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

片桐 秀元，小林 慎二郎，濱谷 昌弘，小泉 哲，戸部 直孝，牧角 良二，須田 直史，渡邉 泰治， 

朝倉 武士，田中 圭一，中野 浩，宮島 伸宜，大坪 毅人 

術前栄養パラメーターで消化器癌術後感染性合併症発生は、予測可能か？2008/05/16 

11. 須田 直史，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 

   直腸癌に対する腹腔鏡下直腸切除術の問題点および安全に行うための工夫，2008/05/16 

12. 小泉 哲，戸部 直孝，櫻井 丈，濱谷 昌弘，榎本 武治，陣内 祐二，渡邉 泰治，朝倉 武士， 

中野 浩，田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人， 

開腹に用いるデバイスの違いによる術後創痛の差異についての検討，2008/05/17 

13. 大島 隆一，太田 智彦，呉 文文，大坪 毅人 

新規大腸癌抑制遺伝子の候補，ＥＤＤの同定，2008/05/16 

Ｅ：座長 

大坪 毅人   デジタルポスターセッション（171）「肝 （肝不全･線維化）」 ,2008/05/17 

 



③第 75 会日本消化器内視鏡学会総会（平成 20 年５月２４日～５月２６日，神奈川県，パシフィコ横浜） 

Ｄ：一般演題 

14. 田中 一郎，田中 圭一，陣内 祐二，濱谷 昌弘，三浦 和裕，根岸 宏幸，伊藤 弘昭，瀬上 航平， 

嶋田 仁，諏訪 敏之，大坪 毅人 

ＬＡＤＧにおけるＮｏ．８ａ，７，9 リンパ節郭清の工夫，2008/05/26 

 

④第 20 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 (平成 20 年 5 月 28 日～5 月 30 日，山形県，山形国際ホテル) 

Ａ：ミニシンポジウム 

15. 朝倉 武士，佐々木 貴浩，川嶋 八也，榎本 武治，戸部 直孝，小泉 哲，渡邉 泰治，中野 浩，大坪 

毅人 

   教室における幽門輪温存膵頭十二指腸切除（ＰＰＰＤ）時の膵液瘻の予防と治療，2008/05/30 

Ｄ：一般演題（ビデオ） 

16. 中野 浩，朝倉 武士，榎本 武治，小泉 哲，戸部 直孝，渡邉 泰治，大坪 毅人，滝澤 謙治 

   Ｖｐ41Ｍ3 切除不能肝癌に肝動注療法，肝切除，術後ＴＡＣＥが有効であった 1 例，2008/05/30 

17. 畑山 年之，中野 浩，石田 康男，林 征洋，大賀 純一，佐藤 純人，櫻庭 一馬，幡谷 潔 

   肝臓手術におけるＳｏｎａｚｏｉｄによる術中造影超音波検査の使用経験，2008/05/30 

18. 小泉 哲，佐々木 貴浩，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

不可逆性乳頭機能不全に対し経十二指腸的乳頭形成術を施行した 1 例，2008/05/30 

19. 陣内 祐二，田中 圭一，亀井 奈津子，瀬上 航平，榎本 武治，濱谷 昌弘，小林 慎二郎，小泉 哲， 

渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，田中 一郎，大坪 毅人，田所 衛 

Ｖｉｂｒｉｏ ｃｈｏｌｅｒａｅ ｎｏｎ-1 による胆嚢炎の 1 例，2008/05/29 

20. 榎本 武治，朝倉 武士，亀井 奈津子，三浦 和裕，川嶋 八也，戸部 直孝，佐々木 貴浩，小泉 哲、 

渡邉 泰治，中野 浩，遠藤 育世，小田中 美恵子，大坪 毅人 

胆嚢悪性線維性組織球腫の 1 手術例、2008/05/29 

21. 小林 慎二郎，大坪 毅人，有泉 俊一，小泉 哲，片桐 聡，小寺 由人，高橋 豊，山本 雅一 

1035 例の腹部血管造影検査所見を用いた肝動脈分岐形態の検討、2008/05/30 

22. 川嶋 八也，佐々木 貴浩，榎本 武治，戸部 直孝，小泉 哲，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 

悪性腫瘍との鑑別が困難であった胆道狭窄による閉塞性黄疸の一例,2008/05/30 

Ｅ：座長 

大坪 毅人 ミニシンポジウム 7  鏡視下手術（膵脾）  ,2008/05/30 

     中野 浩  一般演題(ポスター)  肝（肝良性腫瘍 1-1）, 2007/05/29 

 

⑤第 44 回日本肝臓学会総会(平成 20 年 6 月 5 日～6 月 6 日，愛媛県，愛媛県県民文化会館他) 

Ｄ：一般演題 

23. 小林 慎二郎，小泉 哲，大坪 毅人，有泉 俊一，片桐 聡，高橋 豊，古川 達也，高崎 健，山本 雅一 

レシチンによる小粒子リピオドールエマルジョンを用いた肝細胞癌に対してのＩＶＲ療法，2008/06/05 

 

⑥第 33 回日本外科系連合学会学術集会(平成 20 年 6 月 12 日～6 月 13 日，東京都，東京ベイホテル東急) 

Ａ：ビデオシンポジウム 



24. 田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行，伊藤 弘昭，畑地 慶三，三浦 和裕，陣内 祐二，大坪 毅人 

胃上部早期癌に対するＥＥＡ Ｔ Ｍ ＯｒＶｉｌ Ｔ Ｍを用いた腹腔鏡補助下噴門側胃切除術，2008/06/12 

25. 山田 恭司，京井 玲奈，大島 隆一，奈良橋 喜芳，小野田 恵一郎，野田 真一郎，岡本 紀彦， 

金子 英彰，大坪 毅人 

大腸外科領域における小切開手術の現状と将来展望，2008/06/12 

26. 須田 直史，片桐 秀元，民上 真也，宮島 伸宜，櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅

人 

   最新の画像診断を利用した腹腔鏡下大腸切除術の手術手技，2008/06/12 

Ｄ：デジタルポスター 

27. 櫻井 丈，牧角 良二，瀬上 航平，嶋田 仁，野田 顕義，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，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

   人工肛門閉鎖術における皮膚環状縫合の有用性，2008/06/12 

28. 諏訪 敏之，吉川 剛史，櫻井 丈，前田 長生，大坪 毅人 

  大臀筋に転移した肝細胞癌の 1 例，2008/06/13 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  ラウンドテーブルディスカッション 1.肝門部浸潤癌の治療戦略 ,2008/06/12 

宮島 伸宜  ビデオシンポジウム 2 小さな孔からの手術－現状と将来性（大腸と泌尿器）,2008/06/12 

 

＊第 61 回日本酸化ストレス学会学術集会（平成２０年６月１９日～６月２０日，国立京都国際会館，京都府） 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

① 渡邉 泰治，大和田 滋，小林 博通，畑地 慶三，村上 栄一，上林 将人，大坪 毅人 

   肝虚血再灌流障害における選択的Ｃａ2＋/ＣａＭ阻害剤ＣＶ159 の投与効果とＲＯＳ抑制下におけるＮＯ動態 

   の特徴 

② 小林 博通，大和田 滋，渡邉 泰治，畑地 慶三，平山 暁，上林 将人，大坪 毅人 

肝虚血再灌流障害における選択的Ｃａ2＋/ＣａＭ阻害剤ＣＶ159 の投与効果－ＥＰＲｉｍａｇｉｎｇを用いた組織還元 

能評価－ 

 

⑦第 13 回日本緩和医療学会学術大会（平成２０年７月４日～７月５日，静岡県，静岡コンベンションセンターグランシ

ップ） 

Ｄ：一般演題 

29. 四万村 司，陣内 祐二，野田 顕義，濱谷 昌弘，田中 圭一，田中 一郎，滝澤 謙治，大坪 毅人 

動脈化学塞栓術にて症状緩和が得られた食道癌腰椎転移の 1 例，2008/07/04 

 

⑧聖マリアンナ医科大学医学会第５５回学術集会ならびに平成２０年度評議員会･総会 

(平成 20 年 7 月 10 日～7 月 11 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ｄ：一般演題 

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

本学の卒後臨床研修におけるポートフォリオ評価，2008/07/11 

Ｅ：開会の辞     大坪 毅人     ,2008/07/10 



  座長        中野 浩         2008/07/11 

 

⑨第６3 回日本消化器外科学会定期学術総会(平成 20 年 7 月 16 日～7 月 18 日，北海道，ロントン札幌他) 

（要望演題） 

31.小森山 広幸，芦川 和広，民上 真也，林 宏行，岩堀 健人，宮下 実，川島 由起子，奥野 由起子， 

川瀬 みさ子 

短腸症候群におけるＮＳＴの役割，2008/07/17 

32.櫻井 丈，榎本 武治，野田 顕義，片山 真史，諏訪 敏之，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二， 

田中 一郎，大坪 毅人 

     胃癌術後 1 日目のＣＲＰとプレアルブミンで術後ＳＳＩ発生は予測可能である。，2008/07/16   

Ａ：シンポジウム 3 

34. 中野 浩，大坪 毅人，Ｄａｎｉｅｌ Ｊａｅｃｋ 

   術前化学療法によるＢｌｕｅ Ｌｉｖｅｒ症候群を考慮した大腸癌肝転移摘除のタイミングと術式選択，2008/07/17 

Ｂ：一般演題(ビデオ) 

35. 田中 一郎，田中 圭一，畑地 慶三，陣内 祐二，濱谷 昌弘，亀井 奈津子，伊藤 弘昭，根岸 宏行， 

大坪 毅人 

胃上部早期癌に対するＥＥＡＴＭＯｒＶｉｌＴＭを用いた腹腔鏡補助下噴門側胃切除術，2008/07/16 

35. 花井 彰，佐治 攻，青木 一浩，住吉 賢，民上 真也，小森山 広幸，大坪 毅人 

   腹腔鏡下前方切除術の骨盤内操作をより安易にする方法－Ｔａｐｅ ｔｗｉｓｔ ｍｅｔｈｏｄ，2008/07/16 

36. 牧角 良二，櫻井 丈，嶋田 仁，須田 直史，片桐 秀元，四万村 司，小林 慎二郎，月川 賢， 

大坪 毅人 

直腸脱に対する鏡視下手術の現状と将来の展望，2008/07/16 

37.嶋田 仁，櫻井 丈，大島 隆一，片桐 秀元，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二，須田 直史， 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

腹腔鏡下手術を施行した術後癒着性イレウスの 1 例，2008/07/18 

ビデオワークショップ 

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

民上 真也，宮島 伸宜 

      腹腔鏡下横行結腸切除術における技術継承の工夫～膜解剖の把握と重要性～，2008/07/18 

Ｄ：一般演題（口演） 

39. 朝倉 武士，佐々木 貴浩，川嶋 八也，榎本 武治，戸部 直孝，小泉 哲，渡邉 泰治，中野 浩， 

大坪 毅人 

ＰＰＰＤ時の再建法・吻合法の現状と課題(特に、ＤＧＥ・膵空腸縫合不全について)，2008/07/17 

40. 濱谷 昌弘，須田 直史，櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，片桐 秀元，小林 慎二郎，榎本 武治， 

月川 賢，大坪 毅人 

当院における虚血性大腸炎に関する検討，2008/07/18 

41. 渡邉 泰治，小林 博通，畑地 慶三，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

肝虚血再灌流障害におけるＮＯ動態の観察，2008/07/17 

42. 四万村 司，陣内 祐二，野田 顕義，榎本 武治，櫻井 丈，大坪 毅人 

   緩和医療における外科医のかかわり，2008/07/16 



43. 小野田 恵一郎，山田 恭司，京井 玲奈，大島 隆一，奈良橋 喜芳，野田 真一郎，岡本 紀彦、金子 英

彰， 

大坪 毅人 

虫垂周囲膿瘍に対する保存的療法の功罪，2008/07/16 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

  44. 小泉 哲，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

ＭＤＣＴより作成したＭＰＲ画像による肝細胞癌の術前腫瘍肉眼分類診断,2008/07/17 

45. 山田 恭司，京井 玲奈，大島 隆一，奈良橋 喜芳，小野田 恵一郎，野田 真一郎，岡本 紀彦，金子 

英彰， 

大坪 毅人 

ＴＥＭ用肛門鏡を用いた経肛門的直腸腫瘍切除術における手術手技の工夫，2008/07/17 

46. 田中 圭一，田中 一郎，亀井 奈津子，畑地 慶三，陣内 祐二，濱谷 昌弘，大坪 毅人 

   胃癌手術症例における小野寺らの栄養指数の検討，2008/07/17 

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

   地域一般病院での腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験，2008/07/16 

48. 陣内 祐二，田中 一郎，亀井 奈津子，畑地 慶三，諏訪 敏之，濱谷 昌弘，田中 圭一，大坪 毅人， 

小池 淳樹，田所 衛 

胃切除既往のないｇａｓｔｒｉｔｉｓ ｃｙｓｔｉｃａ ｐｒｏｆｕｎｄａ（ＧＣＰ）に胃癌が併存した 2 例，2008/07/17 

49. 佐々木 貴浩，三井 寛之，遠藤 仁，三浦 和裕，小泉 哲，渡邊 泰治、中野 浩，大坪 毅人， 

小池 淳樹，高木 正之 

脾破裂を契機に発見されたｍａｌｉｇｎａｎｔ ｓｏｌｉｔａｒｙ ｆｉｂｒｏｕｓ ｔｕｍｏｒ（ＭＳＦＴ）の 1 例，2008/07/16 

50. 民上 真也，小林 博通，青木 一浩，木村 正之，花井 彰，小森山 広幸，高野 俊史、大坪 毅人 

特異な発育形態を示した膵頭部低分化腺癌の 1 切除例，2008/07/17 

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

小池 淳樹，高木 正之 

造影ＣＴとの比較による肝臓超音波検査の盲点域の検討，2008/07/16 

52. 畑地 慶三，田中 一郎，亀井 奈津子，陣内 祐二，濱谷 昌弘，田中 圭一，大坪 毅人 

小腸潰瘍の穿孔による腹膜炎を呈した悪性リンパ腫の 1 例、2008/07/17 

53. 亀井 奈津子，陣内 祐二，畑地 慶三，濱谷 昌弘，田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人、 

小腸異所膵による腸重積の 1 例，2008/07/18 

54.小林 慎二郎，小泉 哲，有泉 俊一，片桐 聡，小寺 由人，高橋 豊，大坪 毅人，山本 雅一 

肝動脈分岐形態に関する腹部血管造影検査１０３５例の検証，2008/07/17 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  肝 悪性 1                     2008/07/17 

宮島 伸宜  腹腔鏡課大腸切除術の技術継承の工夫  2008/07/18 

 

⑩第 39 回日本膵臓学会大会(平成 20 年 7 月 30 日～7 月 31 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

Ｄ：一般演題(ポスター) 

55.小林 慎二郎，朝倉 武士，川嶋 八也，佐々木 貴浩，榎本 武治，戸部 直孝，小泉 哲，渡邊 泰治， 

中野 浩，有泉 泰，小池 淳樹，大坪 毅人 



術前診断に苦慮した主膵管浸潤を伴った非機能性膵内分泌腫瘍の 1 例，2008/07/31 

 

⑪第 48 回日本産科婦人科内視鏡学会学術講演会 

（平成 20 年 07 月 31～８月２日，神奈川県，パンパシフィック横浜ベイホテル東急） 

Ｂ：ワークショップ 

56. 宮島 伸宜 

   内視鏡外科手術集約化施設の展望，2008/08/01 

 

⑫第２1 回日本内視鏡外科学会総会(平成 20 年０９月 02 日～０９月５日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

                                    （共催 11ｔｈ Ｗｏｒｌｄ Ｃｏｎｇｒｅｓｓ Ｅｎｄｓｃｏｐｉｃ Ｓｕｒｇｅｒｙ） 

Ａ：スポンサードシンポジウム 

57.宮島 伸宜，須田 直史，牧角 良二，四万村 司，民上 真也，櫻井 丈，片桐 秀元，月川 賢、大坪 毅人 

デジタル制御機器を用いた腹腔鏡下大腸切除、吻合の経験，2008/09/02 

Ｄ：一般演題（ポスターセッション） 

58.福永 正氣，宮島 伸宜，田中 淳一，奥田 準二，渡邊 昌彦 

直腸癌に対する腹腔鏡下手術の成績－多施設の共同研究による－，2008/09/02 

59.小森山 広幸，芦川 和広，花井 彰，住吉 賢，西川 徹，民上 真也，大坪 毅人 

幽門側胃切除における完全鏡視下と鏡補助下手術の比較検討 

60. 田中 圭一，田中 一郎，亀井 奈津子，畑地 慶三，陣内 祐二，濱谷 昌弘，大坪 毅人 

Hemi-double Stapling technique によるＬＡＤＧ症例の検討，2008/09/02 

61. 田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行，伊藤 弘昭，亀井 奈津子，瀬上 航平，畑地 慶三，三浦 和裕， 

諏訪 敏之，陣内 祐二，濱谷 昌弘，大坪 毅人 

腹腔鏡補助下噴門側胃切除術における経口用アンビン（ＥＥＡＯｒＶｉｌ）を用いた食道胃吻合，2008/09/02 

62.須田 直史，片桐 秀元，民上 真也，宮島 伸宜，櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，月川 賢， 

小林 慎二郎，大坪 毅人 

腹腔鏡下大腸切除術における最新の画像診断の有用性，2008/09/02 

63. 牧角 良二，宮島 伸宜，嶋田 仁，片桐 秀元，小林 慎二郎，櫻井 丈，四万村 司，須田 直史， 

   月川 賢，中野 浩，大坪 毅人 

   左側結腸・直腸癌に対する左結腸動脈温存Ｄ3 郭清手技のポイントと術前ＣＴ－Ａｎｇｉｏｇｒａｐｈｙの有用性 

   2008/09/02 

64.花井 彰，佐治 攻，青木 一浩，住吉 賢，民上 真也，小森山 広幸，大坪 毅人 

直腸間膜切離から直腸切離までの工程を速く確実にする方法：Ｔａｐｅ ｔｗｉｓｔ ｍｅｔｈｏｄ，2008/09/02 

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

大坪 毅人 

安全な腹腔鏡下右側結腸切除のためのランドマークの設定，2008/09/02 

66.四万村 司，小林 慎二郎，片桐 秀元，櫻井 丈，牧角 良二，須田 直史，中野 浩，月川 賢，宮島 伸

宜， 

大坪 毅人 

当院における腹腔鏡下虫垂切除術の現状と課題，2008/09/02 

67.片桐 秀元，宮島 伸宜，嶋田 仁，小林 慎二郎，櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，須田 直史，月川 



賢， 

大坪 毅人 

家族性大腸ポリポーシスに対する腹腔鏡下大腸全摘術と回腸嚢肛門吻合の工夫，2008/09/02 

Ｅ：司会 

     宮島 伸宜  ビデオセッション 40  大腸 8 肛門（悪性 6） ，2008/09/04 

     須田 直史  ポスターセッション 53 大腸 21：良性（3）    ，2008/09/02 

 

⑬第 13 回日本外科病理学会学術集会（平成 20 年９月２７日～９月２８日，東京都，京王プラザホテル） 

Ｄ：一般演題（胆膵） 

68.小林 慎二郎，小泉 哲，佐々木 貴浩，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，有泉 泰、 

小池 淳樹，大坪 毅人 

硬化性胆肝炎の 4 手術例，2008/09/27 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  肝（一般演題）                    2008/09/28 

 

⑭第 76 回日本消化器内視鏡学会総会(平成 20 年 10 月 1 日～10 月 4 日，東京都，グランドプリンスホテル新高輪他) 

Ｄ：一般演題（ポスターセッション） 

69. 田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行，伊藤 弘昭，畑地 慶三，三浦 和裕，陣内 祐二，瀬上 航平， 

亀井 奈津子，諏訪 敏之，大坪 毅人 

経口用アンビルを用いた腹腔鏡下噴門側胃切除術，2008/10/04 

 

⑮第 50 回日本消化器病学会大会(平成 20 年 10 月 1 日～10 月 4 日，東京都，グランドプリンスホテル新高輪他) 

Ｄ：一般演題（ポスターセッション） 

70. 田中 圭一，田中 一郎，亀井 奈津子，畑地 慶三，陣内 祐二，濱谷 昌弘，大坪 毅人，土屋 恭子， 

高野 俊史，小池 淳樹 

胃リンパ上皮様癌の 2 例，2008/10/01 

⑯第６3 回日本大腸肛門病学会学術集会(平成 20 年 10 月 17 日～10 月 18 日，東京都，ホテル日航東京) 

Ｄ：一般演題 

71. 四万村 司，須田 直史，三浦 和裕，陣内 祐二，櫻井 丈，戸部 直孝，牧角 良二，月川 賢、 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

最新の画像診断を用いた腹腔鏡下左結腸動脈温存Ｄ3 郭清の手術手技，2008/10/17 

72. 櫻井 丈，牧角 良二，亀井 奈津子，野田 顕義，諏訪 敏之，榎本 武治，陣内 祐二，戸部 直孝， 

四万村 司，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

大腸癌術後の血清蛋白濃度による簡便な手術侵襲評価，2008/10/17 

73. 片桐 秀元，須田 直，中津 智子，嶋田 仁，小林 慎二郎，櫻井 丈，民上 真也，四万村 司，牧角 良

二， 

月川 賢，平 泰彦，宮島 伸宜，大坪 毅人 

腸管壊死を発症した高浸透圧性非ケトン性昏睡の 1 救命例，2008/10/17 

74. 濱谷 昌弘，梶ヶ谷真理，土田 興生，本庄 広大，川嶋 八也，野田 真一郎，岡本 紀彦，金子 英彰， 

山田 恭司，大坪 毅人 



盲腸軸捻転症の 1 例，2008/10/17 

Ｅ：座長 

宮島 伸宣  一般演題口演 腹腔鏡手術 2  ,2008/10/17 

 

⑰第４6 回日本癌治療学会総会(平成 20 年 10 月 30 日～11 月 01 日，愛知県，名古屋国際会議場) 

Ｄ：一般演題(示説) 

75. 三浦 和裕，櫻井 丈，西尾 乾司，宮崎 賢澄，片桐 秀元，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，有泉 泰 

化学療法が効果的であった原発不明癌の 1 例，2008/10/30 

76. 小林 慎二郎，四万村 司，須田 直史，片桐 秀元，新井 達広，櫻井 丈，牧角 良二，月川 賢， 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

貧血を契機に発見されたＳ状結腸への穿通を伴った小腸悪性リンパ腫の 1 例，2008/10/31 

77. 瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，諏訪 敏之，榎本 武治，田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人 

進行食道癌で５年９ヶ月の長期生存を得られ，経過中に大腸癌を併発した異時性重複癌の1例，2008/10/31 

78. 木村 正之，小林 博通，前田 長生，吉岡 剛司，大坪 毅人 

   胃癌患者に対する術前術後説明書の工夫と実際，2008/10/31 

79. 櫻庭 一馬，中野 浩，櫻井 修，畑山 年之，佐藤 純人，幡谷 潔 

   肝動注化学療法が奏効し、Ｔｗｏ－ｓｔａｇｅ Ｈｅｐａｔｅｃｔｏｍｙにより切除し得た切除不能大腸癌多発両葉肝転

移 

   の 1 例，2008/10/31 

80. 亀井 奈津子，田中 一郎，畑地 慶三，陣内 祐二，濱谷 昌弘，田中 圭一，大坪 毅人，有泉 泰， 

高木 正之 

進行胃癌と胃ＧＩＳＴの同時合併の 1 例，2008/11/01 

81. 花井 彰，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，西川 徹，住吉 賢，芦川 和広， 

小森山 広幸，大坪 毅人 

ＦＯＬＦＯＸ4 が奏功し著明な腫瘍縮小と全身状態の改善をみた、腸管皮膚瘻、膀胱浸潤を伴った盲腸癌の 1

例， 

2008/11/01 

 

⑱第 21 回日本外科感染症学会総会(平成 20 年 11 月 5 日～11 月 7 日，北海道，京王プラザホテル札幌他) 

Ｄ：一般演題 

82. 朝倉 武士，吉田 有徳，瀬上 航平，嶋田 仁，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，榎本 武治， 

櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治，中野 浩，大坪 毅人 

膵頭十二指腸切除（ＰＤ）における手術部位感染（ＳＳＩ）の検討，2008/11/06 

83. 諏訪 敏之，四万村 司，櫻井 丈，榎本 武治，高崎 晴子，竹村 弘，大坪 毅人， 

２００８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， 

2008/11/07 

 

⑲第 70 回日本臨床外科学会総会(平成 20 年 11 月 27 日～11 月 29 日，東京都，ホテルニューオオタﾆ) 

Ｃ：パネルディスカッション・ビデオセッション 



84. 山田 恭司，本田 朱麗，本庄 広大，川嶋 八也，濱谷 昌弘，野田 真一郎，岡本 紀彦，金子 英彰， 

横手 薫美夫，大坪 毅人 

結腸癌手術における腹腔鏡手術と開腹手術の費用対便益分析，2008/11/29 

85. 櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，亀井 奈津子，瀬上 航平，野田 顕義，三浦 和裕，諏訪 敏之， 

小林 慎二郎，陣内 祐二，戸部 直孝，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

直腸癌同時性肝転移に対する 1 期的肝切除～肝切除創からの低位前方切除術～,2008/11/29 

86. 川嶋 八也，山田 恭司，本田 朱麗，本庄 広大，濱谷 昌弘，野田 真一郎，岡本 紀彦，金子 英彰， 

横手 薫美夫，大坪 毅人， 

ミニマム創大腸手術の試み，2008/11/29 

Ｄ：一般演題（口演） 

87. 諏訪 敏之，田中 一郎，冨田 祐加，西尾 幹司，遠藤 仁，榎本 武治，田中 圭一，大坪 毅人 

抗りん脂質抗体症候群と合併した胃癌の２例，2008/11/27 

88. 四万村 司，新井 達広，二宮 正人，今井 陽子，有木 宏宗，西木戸 修，鈴木 直，峯下 昌道， 

舘田 武志，大坪 毅人 

当院における緩和ケアチームの役割と現状，2008/11/27 

89. 西尾 乾司，田中 一郎，遠藤 仁，諏訪 敏之，榎本 武治，田中 圭一，大坪 毅人 

   大量吐血で見つかったＧＩＳＴ（ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ ｓｔｒｏｍａｌ ｔｕｍｏｒｅ）の 1 例，2008/11/27 

90. 遠藤 仁，小林 慎二郎，須田 直史，四万村 司，渡邊 泰治，小泉 哲，佐々木 貴浩，三浦 和裕， 

   土田 知也，中野 浩，大坪 毅人 

   急性胆嚢炎が原因となり肝右葉表面に形成されたｓｐｏｎｔａｅｏｕｓ ｂｌｉｏｍａの 1 例，2008/11/27 

91. 亀井 奈津子，小林 慎二郎，伊藤 弘昭，諏訪 敏之，佐々木 貴浩，渡邉 泰治，大坪 毅人 

   移動盲腸に伴う腸間膜の捻転によって発症した急性虫垂炎の 1 例，2008/11/28 

92. 冨田 祐加，諏訪 敏之，西尾 幹司，遠藤 仁，榎本 武治，朝野 隆之，田中 圭一，田中 一郎， 

大坪 毅人，有泉 泰 

   肝臓に転移した胃原発神経内分泌癌の 1 例，2008/11/28 

93. 三原 良孝，小林 義典，貝塚 真知子，山田 武男，濱口實，西元 史哉，谷内 法秀 

   早期胃神経内分泌細胞癌の一例，2008/11/28 

94. 花井 彰，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 孝之，住吉 賢，芦川 和広 

小森山 広幸,大坪 毅人 

腹腔鏡(補助)下前方切除術の際のＴａｐｅ ｔｗｉｓｔ ｍｅｔｈｏｄによる安全な直腸切離，2008/11/28 

95. 朝倉 武士，嶋田 仁，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，渡邉 泰治，中野 浩 

膵癌における標準的門脈合併膵頭十二指腸切除術，2008/11/28 

96. 朝野 隆之，亀井 奈津子，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，陣内 祐二，石井 将光，住吉 賢， 

芦川 和広，花井 彰，小森山 広幸，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，2008/11/28 

97. 根岸 宏行，牧角 良二，亀井 奈津子，野田 顕義，三浦 和裕，陣内 祐二，櫻井 丈，戸部 直孝， 

四万村 司，月川 賢，大坪 毅人， 

腹痛で発症した成人大網嚢腫の 1 例，2008/11/28 

98. 小森山 広幸，林 宏行，中澤 暁雄，川瀬 みさ子，宮下 実，川島 由起子，鈴木 博、芦川 和広， 

花井 彰， 



高齢者短腸症候群における栄養管理，2008/11/28 

99. 野田 顕義，櫻井 丈，根岸 宏行，亀井 奈津子，嶋田 仁，三浦 和裕，諏訪 敏之，榎本 武治， 

小林 慎二郎，牧角 良二，中野 浩，月川 賢，田中 一郎，大坪 毅人， 

消化器手術症例における手術侵襲評価法に術直後のアルブミン値は、有用か？２００８/11/28 

100. 石井 将光，亀井 奈津子，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，陣内 祐二，朝野 隆之，住吉 賢， 

芦川 和広，花井 彰，小森山 広幸，大坪 毅人， 

鼠径ヘルニア術前ＣＴにおける不顕性ヘルニア診断の有用性の検討，2008/11/28 

101.小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，住吉 賢，西川 徹，芦川 和広， 

花井 彰,小森山 広幸，大坪 毅人， 

成人臍ヘルニア 17 例の検討，２００８/11/28 

102.野田 真一郎，京井 玲奈，本田 朱麗，本庄 広大，川嶋 八也，濱谷 昌弘，岡本 紀彦，金子 英彰， 

山田 恭司，大坪 毅人， 

鼠径ヘルニアプラグによると考えられるＳ状結腸穿孔の 1 例，2008/11/28 

103.畑地 慶三，渡邉 泰治，根岸 宏明，伊藤 弘昭，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，月川 賢，大坪 毅人， 

遊離盲腸に盲腸癌を発症し、腸重積をきたした１例，2008/11/28 

104. 瀬上 航平，朝倉 武士，吉田 有徳，伊藤 弘昭，嶋田 仁，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲， 

渡邉 泰治，中野 浩，小田中 美恵子，大坪 毅人， 

膵管出血を認めた破骨細胞型退形成膵管癌の 1 例，2008/11/29 

105.神尾 浩司，芦川 和広，朝野 隆之，西川 徹，片山 真史，花井 彰，住吉 賢，石井 将光，小島 啓夫， 

   小森山 広幸，大坪 毅人、 

   意識消失により、発見されたインスリンーマの 1 例，2008/11/29 

106. 田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行，伊藤 弘昭，畑地 慶三，諏訪 敏之，西尾 乾司，冨田 裕加，榎

本 武治，大坪 毅人， 

   腹腔鏡下幽門側胃切除術後のＢ－Ｉ再建を安全に行うための工夫，2008/11/29 

107. 櫻井 丈，牧角 良二，亀井 奈津子，瀬上 航平，野田 顕義，三浦 和裕，片桐 秀元，小林 慎二郎， 

陣内 祐二，戸部 直孝，四万村 司，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人， 

人工肛門閉鎖術における創感染のリスク因子，2008/11/29 

108. 遠藤 仁，小林 慎二郎，須田 直史，四万村 司，渡邉 泰治，小泉 哲，佐々木 貴浩，三浦 和裕， 

土田 知也，中野 浩，大坪 毅人， 

急性胆嚢炎が原因となり肝右葉表面に形成されたｓｐｏｎｔａｎｅｏｕｓ ｂｉｌｏｍａの 1 例，2008/11/27 

109. 遠藤 仁，田中 一郎，冨田 祐加，伊藤 龍登，西尾 幹司，榎本 武治，田中 圭一，大坪 毅人， 

絞扼性イレウスが疑われたコレステロール塞栓症の１例，2008/11/29 

Ｄ：一般演題（示説） 

110.園部 智子，川崎 成郎，和田 崇文，大坪 毅人，平 泰彦、 

気腫性腎盂腎炎の 1 例，2008/11/27 

111.諏訪 敏之，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久，大坪 毅人， 

遺伝性球状赤血球症に対して腹腔鏡下胆嚢・脾臓摘出術を施行した 1 例，2008/11/27 

112.佐々木 貴浩，小林 慎二郎，伊藤 弘昭，吉田 有徳，嶋田 仁，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士， 

中野 浩，大坪 毅人， 

ＣＡ19-9 異常高値を認めた総胆管結石症の 1 例，2008/11/28 



113.堀越 邦康，遠藤 俊吾，辰川 貴志子，橋本 和彦，神本 陽子，森 悠一，木田 裕之，日高 英二， 

石田 文生，田中 淳一，工藤 進英，浜谷 茂治， 

人工肛門造設部位の異時性孤立性腹膜再発をきたしたＳ状結腸癌の 1 例，2008/11/28 

114.片山 真史，芦川 和広，小島 啓夫，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，西川 徹，住吉 賢， 

花井 彰，小森山 広幸，小田中 美恵子，大坪 毅人， 

直腸Ｓ状結腸原発 ｅｎｄｏｃｒｉｎｅ ｃｅｌｌ ｃａｒｃｉｎｏｍａの 1 手術例，2008/11/28 

115.田中 圭一、田中 一郎，伊藤 龍登，西尾 幹司，遠藤 仁，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 毅人， 

当科における術前の肥満度（ＢＭＩ）からみた胃癌手術症例の検討，2008/11/29 

116.新谷 亮，四万村 司，根岸 宏行，亀井 奈津子，野田 顕義，三浦 和裕，陣内 祐二，櫻井 丈， 

戸部 直孝，牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人， 

直腸内巨大糞石の 1 例，2008/11/29 

117.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， 

Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ ｉｎｔｅｒｖａｌ 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２例， 

２００８/11/29 

118.三浦 和裕，櫻井 丈，西尾 幹司，宮崎 賢澄，片桐 秀元，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， 

Ｓ状結腸憩室に起因した結腸膀胱瘻の１例，２００８/11/29 

119.亀井 奈津子，櫻井 丈，根岸 宏行，三浦 和裕，野田 顕義，陣内 祐二，戸部 直孝，牧角 良二， 

四万村 司，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人，干川 昌弘，小池 淳樹 

直腸癌に併存した小腸ＧＩＳＴの 1 例，2008/11/29 

120.嶋田 仁，片桐 秀元，櫻井 丈，牧角 良二，中津 智子，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人， 

結腸膀胱瘻をきたした壁外発育型Ｓ状結腸癌の一例，2008/11/29 

121.堀越 邦康，貝塚 真知子，下島 礼子，山田 武男，浜口 実，大坪 毅人， 

ＣＡ19-9 の産生胃癌の 1 例，2008/11/29 

Ｅ：座長(司会) 

・大坪 毅人 一般口演・肝-17           ，2008/11/29 

･宮島 伸宜  ビデオ･助手の役割（ＬＡＣ）  ，2008/11/27 

 

⑳聖マリアンナ医科大学医学会第５6 回学術集会ならびに平成２０年度評議員会･総会 

(平成 20 年 12 月 11 日～12 月 12 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ｄ：一般演題 

122.天神 和美，櫻井 丈，野田 顕義，伊藤 弘昭，亀井 奈津子，瀬上 航平，嶋田 仁，佐々木 貴浩， 

   諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎，陣内 祐二，小泉 哲，戸部 直孝，四万村 司，牧角 良二， 

   渡邉 泰治，朝倉 武士，田中 圭一，中野 浩，田中 一郎，大坪 毅人 

      術後のアルブミン値は消化管穿孔術後ＳＳＩ発生予測に有用である，2008/12/12 

  123.新井 達広 

     2008 米国臨床腫瘍学会ＡＳＣＯ ａｎｎｕａｌ ｍｅｅｔｉｎｇへの参加より、2008/12/12 

Ｅ：開会の辞     大坪 毅人     ,2008/12/11 



  座長        月川 賢         2008/12/12 

 

21.第２4 回日本静脈経腸栄養学会(平成 21 年 1 月 29 日～1 月 30 日，鹿児島県，鹿児島市民文化ホール他) 

（要望演題） 

  124.川瀬 みさ子，廣瀬 京子，吉本 清美，高橋 淑，山本 亜紀，佐々木 晶子，宮下 実，林 宏行，小森山 

広幸， 

     川島 由起子，鈴木 博 

     経腸栄養バック完全ディスポ化の効果について 第２報 －シングルユースにおける業務の検討－， 

     2009/01/30 

  125.廣瀬 京子，川瀬 みさ子，吉本 清美，宮下 実，林 宏行，小森山 広幸，川島 由起子，鈴木 博， 

     経腸栄養バック完全ディスポ化の効果について 第 3 報 -栄養バック内の細菌混入の検証－ 

     2009/01/30 

Ｄ：一般演題（口演） 

  126.林 宏行，小森山 広幸，中澤 暁雄，阿部 裕之，宮下 実，川島 由起子，澤藤 園子，松崎 貴志， 

川井 正宏，斉藤 秋雄，鈴木 博 

血糖管理は抗ＭＲＳＡ剤の効果に関連するか？ 2009/01/30 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

  127.高橋 淑，小野寺 英孝，山崎 美鈴，林 宏幸，小森山 広幸 

     救命センターにおける脳神経外科患者に栄養状態の実際，2009/01/29 

  128.奥野 由起子，小森山 広幸，林 宏行，川井 政宏，澤藤 園子，岩堀 健人，松崎 貴志，宮下 実， 

     川瀬 みさ子，戸田 哲子，中澤 暁雄， 

     ＮＳＴ看護師から見た消化器がん待機手術患者の在院日数について，2009/01/29 

  129.中澤 暁雄，小森山 広幸，林 宏行，宮下 実，高橋 淑，秋本 貴子，宗 鈴美，川島 由起子，鈴木 博， 

  中村 丁次，曽根 あずさ，佐々木 昌子，山本 亜希，奥野由起子，藤縄 宜也，岩木喜久美    

  ダウン症で減量を必要としたＮＳＴ依頼症例，2009/01/30 

  130.宮下 実，宗 鈴美，川島 由起子，川瀬 みさ子，廣瀬 京子，林 宏行，小森山 広幸，鈴木 博，中村 丁

次， 

     鶴谷 早苗 

     栄養剤用バック完全ディズポ化の効果について 第 1 報；栄養部における栄養剤調整業務について，

2009/01/30 

 

22.第 5 回日本消化管学会総会学術集会（平成 21 年２月 12 日～２月１３日，東京都，京王プラザホテル） 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

  131.田中 圭一，田中 一郎，内田 貞輔，伊藤 弘昭，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 毅人 

     術前にＭＤＣＴで、左胃動脈から左肝動脈への分岐異常を認めた胃癌の 1 例，2009/02/12 

  132.伊藤 弘昭，田中 一郎，田中 圭一，伊藤 龍，内田 貞輔，畑地 慶三，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 

毅人， 

     小田中 美恵子 

     胃癌の壁内転移を認めた 1 例，2009/02/12 

  133.内田 貞輔，田中 一郎，田中 圭一，榎本 武治，諏訪 敏之，伊藤 弘昭，小池 淳樹，大坪 毅人， 



     胃癌術後の抗癌剤治療中に認めた上行結腸穿孔の 1 手術例，2009/02/12 

  134.小澤 俊一郎，片桐 秀元，安彦 隆一，民上 真也，須田 直史，宮脇 誠，宮島 伸宜，中嶋 孝司， 

     伊東 文生，大坪 毅人，相田 芳夫， 

     ３群リンパ節転移を認めた腫瘍径 10mm の S 状結腸ｓｍ癌の 1 例，2009/02/12 

 

23.第８1 回日本胃癌学会総会(平成 21 年 3 月 4 日～3 月 5 日，東京都，東京ファッションタウン TFT ホール他) 

B:ビデオワークショップ 

  135.田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行,伊藤 弘昭，畑地 慶三，諏訪 敏之，嶋田 仁，大坪 毅人， 

     腹腔鏡下胃局所切除における術中内視鏡の有用性，2009/03/05 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

  136.田中 圭一，田中 一郎，内田 貞輔，伊藤 弘昭，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 毅人、 

     胃癌手術症例における小野寺らの栄養指数の臨床的検討，2009/03/05 

  137.嶋田 仁，田中 一郎，田中 圭一，吉田 有徳，諏訪 敏之，小池 淳樹，大坪 毅人 

     粘膜下腫瘍様形態をとった Epstein-Barr ｖｉｒｕｓ関連の胃癌の 1 例，2009/03/05 

 

24.第４5 回日本腹部救急医学会総会(平成 21 年 3 月 12 日～3 月 13 日，東京都，京王プラザホテル) 

Ｃ:ラウンドテーブルディスカッション 1 

  138.斉藤 亜沙子   この症例をどうする？   2009/03/12 

Ｃ：パネルディスカッション 1 

  139.小泉 哲，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人， 

     当院における消化器外科領域におけるｏｎｃｏｌｏｇｉｃ ｅｍｅｒｇｅｎｃｙの現状，2009/03/12 

Ｄ：一般演題（口演） 

  140.櫻井 丈，野田 顕義，榎本 武治，亀井 奈津子，瀬上 航平，嶋田 仁，佐々木 貴浩，諏訪 敏之， 

     小林 慎二郎，陣内 祐二，小泉 哲，戸部 直孝，四万村 司，牧角 良二，渡邉 泰治，朝倉 武士， 

     田中 圭一，中野 浩，月川 賢，大坪 毅人， 

     術前アルブミン値による消化管穿孔後ＳＳＩ発生予測，2009/03/12 

  141.吉田 有徳 

     大網裂孔ヘルニア嵌頓の 1 例，2009/03/13 

  142.佐々木 貴浩，小林 慎二郎，西尾 乾司，根岸 宏行，嶋田 仁，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治， 

     朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

     経過中に門脈血栓が発症し多発性肝膿瘍と高度黄疸を来した総胆管結石症の 1 救命例，2009/03/12 

  143.諏訪 敏之，櫻井 丈，吉川 剛司，前田 長生，大坪 毅人， 

     閉塞性黄疸をきたし、エタノール注入療法が有効であった肝嚢胞の 1 例，2009/03/13 

  144.嶋田 仁，櫻井 丈，伊藤 弘昭，西尾 乾司，根岸 宏行，吉田 有徳，上原 悠也，亀井 奈津子，京井 

玲奈， 

     瀬上 航平，園部 智子，諏訪 敏之，田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人， 

     当院での妊娠中の急性虫垂炎の経験～過去１０年間 13 症例～，2009/03/12 

  145.瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，伊藤 弘昭，吉田 有徳，西尾 乾司，亀井 奈津子，上原 悠也， 

京井 玲奈，園部 智子，嶋田 仁，野田 顕義，諏訪 敏之，佐々木 貴浩，榎本 武治，牧角 良二，朝倉 

武士， 



田中 圭一，田中 一郎，大坪 毅人， 

巨大な腸間膜血腫を伴った回腸穿孔の 1 例，2009/03/13 

146.三浦 和裕，櫻井 丈，上原 悠也，京井 玲奈，瀬上 航平，園部 智子，嶋田 仁，野田 顕義，佐々木 

貴浩， 

   諏訪 敏之，小林 慎二郎，陣内 祐二，戸部 直孝，小泉 哲，四万村 司，牧角 良二，平 泰彦，大坪 

毅人， 

   腹部刺創の検討，2009/03/13 

147.亀井 奈津子，櫻井 丈，伊藤 弘昭，瀬上 航平，上原 悠也，園部 智子，京井 玲奈，野田 顕義，嶋田 

仁， 

   三浦 和裕，諏訪 敏之，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，陣内 祐二，戸部 直孝，渡邉 泰治，朝倉 武士， 

   中野 浩，月川 賢，大坪 毅人， 

   当院における閉鎖孔ヘルニア 12 例の臨床的検討，2009/03/13 

148.京井 玲奈，櫻井 丈，根岸 宏行，亀井 奈津子，野田 顕義，三浦 和裕，諏訪 敏之，榎本 武治， 

小林 慎二郎，陣内 祐二，戸部 直孝，濱谷 昌弘，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人， 

白線ヘルニアの 4 例 

生涯忘れられない症例 

  149.西尾 幹司，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，根岸 宏行，嶋田 仁，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 

武士， 

     中野 浩，大坪 毅人 

     胆嚢仮性動脈瘤破裂が原因と考えられた出血性胆嚢炎の１例，2009/03/12 

Ｅ：座長(司会) 

大坪 毅人      診療と研究のトピックス 5           ,2009/03/12 

田中 一郎      一般口演 胃①                ，2009/03/12 

宮島 伸宜      一般口演 大腸②               ，2009/03/12 

櫻井 丈       一般口演 小腸②               ，2009/03/12 

 

5. 研究会・懇話会・シンポジウム・セミナー 

① 4ｎｄ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｓｅｍｉｎａｒ（ＧＣＳ）（平成 20 年５月 22 日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

山田 恭司 (特別講演) 

 

② 第 44 回日本肝癌研究会(平成２０年５月２３日，  

Ｅ：座長 

       大坪 毅人   一般演題(ポスター) その他-8 

 

③ 第３７回神奈川県消化器外科研究会(平成 20 年６月 14 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

     1.遠藤 仁，佐々木 貴浩，伊藤 弘昭，吉田 有徳，嶋田 仁，瀬上 航平，小林 慎二郎，小泉 哲 

      渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

      治療に難渋した急性胆管炎の 1 例 



 

④ 第３回小切開・鏡視下手術研究会(平成２０年６月２０日～２１日，徳島県) 

Ｄ：一般演題 

     2.山田 恭司，土田 興生，梶ヶ谷真理，本田 朱麗，本庄 広大，川嶋八也，濱谷 昌弘，野田 真一郎， 

      岡本 紀彦，金子 英彰，大坪 毅人， 

      大腸癌における腹腔鏡手術と小切開手術手技の費用対効果分析 

     3.本庄 広大，山田 恭司，土田 與生，梶ヶ谷 真理，本田 朱麗，川嶋 八成，濱谷 昌弘，野田 真一

郎， 

      岡本 紀彦，金子 英彰，横手 薫美夫，大坪 毅人， 

      肥満患者に小切開手術は、可能か，2008/06/21 

     4.花井 彰，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，西川 徹，住吉 賢，芦川 和

広， 

      小森山 広幸，大坪 毅人， 

      結腸癌に対するＬＡＣ ｍｉｎｉによる直視下リンパ節郭清と腹腔鏡下リンパ郭清の短期成績の比較，

2008/06/21 

Ｅ：座長 

      山田 恭司  シンポジウム 胃･大腸手術における小切開法と気腹法 2009/06/20  

 

⑤ 第２回消化器外科カンファレンス（平成 20 年 6 月 27 日，石川県） 

（特別講演）  

      5.大坪 毅人  「肝切除手技の実際」  

 

⑦ 第 6 回神奈川胆膵癌研究会（平成２０年７月 10 日，神奈川県） 

Ｄ：症例報告 

      7.佐々木 貴浩 

       ＣＡ19-9 が高値で術前胆道癌との鑑別に苦慮した胆石総胆管結石の一例 

Ｅ：座長 

       朝倉 武士   症例報告 

 

⑧ 第３４回神奈川胃癌治療研究会（平成 20 年７月１２日、神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

    8. 木村 正之，越宗 紀一郎，小林 博通，吉川 剛司，前田 長生， 

      当院における容易で安全なＢ－Ｉ法 器械吻合テクニック 

    9. 神尾 浩司，芦川 和広，朝野 隆之，西川 徹，片山 真史，花井 彰，住吉 賢，石井 将光， 

      小島 啓夫，小森山 広幸， 

      当院における幽門側胃切除後の再建手技の実際 

    10. 田中 圭一，田中 一郎，西尾 幹司，遠藤 仁，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 毅人， 

      当科における幽門側胃切除後の再建手技 

    11. 田中 一郎，田中 圭一，冨田裕加，根岸 宏行，伊藤 弘昭，西尾 乾司，遠藤 仁，三浦 和裕， 

      畑地 慶三，諏訪 敏之，榎本 武治， 



      腹腔鏡下幽門側胃切除術におけるＮｏ．6 郭清 

    12. 冨田 裕加，諏訪 敏之，西尾 乾司，遠藤 仁，榎本 武治，朝野 隆之，田中 圭一，田中 一郎， 

      大坪 毅人， 

      肝転移を認めた胃原発神経内分泌腫瘍 

    13. 諏訪 敏之，田中 一郎，冨田 裕加，西尾 乾司，遠藤 仁，榎本 武治，田中 圭一，大坪 毅人， 

      抗りん脂質抗体症候群と合併した胃癌の 2 例 

Ｅ：次回当番世話人挨拶 

      田中 一郎 

 

⑨ 第 14 会臨床消化器病を考える会（平成２０年７月２４日、神奈川県） 

Ｄ：症例報告 

     14.榎本 武治 

       当科におけるＳＳＩ対策の現状について～手術部位感染（ＳＳＩ）サーベイランスを行って～ 

Ｅ：座長   大坪 毅人  （特別講演） 

⑩ 第２回肝臓内視鏡外科研究会（平成２０年９月１日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

     16.小泉 哲，中野 浩，朝倉 武士，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，嶋田 仁，大坪 毅人， 

       当院で行っている小切開，内視鏡補助下肝切除 

 

⑪ 第 2 回外科領域耐性菌対策セミナー（平成２０年９月１２日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

     17.諏訪 敏之， 

       「当科におけるＳＳＩ対策の現状と今後の展望－手術部位感染（ＳＳＩ）サーベイランスを行って－」 

Ｅ：座長 

       大坪 毅人 （一般演題 ＆ 特別講演） 

 

⑫ 第 810 回外科集談会（平成 20 年 9 月 13 日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

  18.新谷 亮，櫻井 丈，根岸 宏行，亀井 奈津子，野田 顕義，三浦 和裕，陣内 祐二，戸部 直孝， 

    四万村 司，牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

    白線ヘルニアの 1 例 

     19.伊藤 弘昭，佐々木 貴浩，嶋田 仁，小林 慎二郎，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩， 

       大坪 毅人， 

       巨大腹膜偽粘液腫の 1 例 

Ｅ：座長 

     中野 浩    肝臓 1 

 

⑬ 第3回神奈川腹腔鏡下胃切除研究会学術集会（平成 20 年 9 月 19 日，神奈川県） 

閉会の辞  田中 一郎 

 



⑭ 第 10 回神奈川臨床外科代謝栄養研究会（平成 20 年 9 月 19 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

     20.瀬上 航平，櫻井 丈，野田 顕義，吉田 有徳，片桐 秀元，榎本 武治，小林 慎二郎，陣内 祐二， 

       戸部 直孝，四万村 司，牧角 良二，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

       大腸癌術後経口摂取開始時の食事種類の検討 

 

⑮ 第 122 回神奈川県臨床外科医学会集談会（平成 20 年９月２７日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

     21.田口 篤，花井 彰，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，西川 徹，住吉 

賢， 

       芦川 和広，小森山 広幸，小田中 美恵子，小泉 宏隆 

       若年女性に発症した膵ｓｏｌｉｄ－ｐｓｅｕｄｏｐａｐｉｌｌａｒｙ ｔｕｍｏｒの一例 

 

⑯ 第３８回胃外科・術後障害研究会（平成 20 年 11 月６日～平成 20 年 11 月 7 日，東京都） 

Ｄ：症例報告 

     24.伊藤 龍登，田中 一郎，田中 圭一，伊藤 弘昭，内田 貞輔，畑地 慶三，諏訪 敏之，榎本 武治， 

       大坪 毅人，小池 淳樹 

       皮膚筋炎に合併したＥＢｖｉｒｕｓ関連胃癌の一例 

 

⑰ 神奈川創傷治癒懇話会（平成２０年１１月１４日，神奈川県） 

（討論者）  

     26. 牧角 良二 

 

⑱ 5ｒｄ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｉｎａｌ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｓｅｍｉｎａｒ（ＧＣＳ） （平成 20 年 11 月 20 日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

月川 賢   （特別講演）  

 

⑲ 第 13 回神奈川消化器内視鏡外科研究会（平成 20 年 11 月 21 日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

      宮島 伸宜  講演Ⅱ  

 

⑳ 神奈川県専門薬剤師研修セミナー ＮＳＴセミナー（平成２０年１１月３０日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

      櫻井 丈   症例検討会（ＳＧＤ） 

 

21. 第３5 回神奈川胃癌治療研究会（平成 20 年 12 月 6 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

      27.石井 将光，花井 彰，住吉 賢，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，朝野 隆之，西川 徹，芦川 

和広， 

        小森山 広幸 



        腹腔鏡下胃切除における体外標本摘出法の工夫－臍縦切開法 

      28.田中 一郎，田中 圭一，諏訪 敏之，嶋田 仁，吉田 有徳，八木 香，根岸 宏行，伊藤 弘昭， 

        大坪 毅人， 

        術中内視鏡を併用した反転法による腹腔鏡下胃部分切除術， 

      29.諏訪 敏之，吉田 有徳，嶋田 仁，榎本 武治，櫻井 丈，四万村 司，田中 圭一，田中 一郎， 

        大坪 毅人 

        ２００８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 

      30.嶋田 仁，田中 圭一，八木 香，吉田 有徳，諏訪 敏之，小池 淳樹，田中 一郎，大坪 毅人， 

        粘膜下腫瘍形態をとったＥｐｓｔｅｉｎ－Ｂａｒｒ ｖｉｒｕｓ関連胃癌の 1 例 

Ｅ：座長 

      田中 圭一  ＳｅｓｓｉｎⅣ 

 

22. 第３１回神奈川ストーマ研究会（平成２０年１２月 13 日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

      櫻井 丈    セッションⅣ 

 

23. 第１１回大阪腹腔鏡下セミナー（平成１０年１２月 20 日，大阪府） 

Ｄ：一般演題 

      31.須田 直史 

        腹腔鏡下大腸癌手術における最高の手技と最強の手術チームをめざして 

 

24. （財）防府消化器病センター 第 63 回健康公開講座（平成２１年 1 月１６日，山口県） 

講師 

      32.大坪 毅人  大腸癌の治療 

 

25. 第 18 回神奈川外科手術手技研究会（平成２１年１月２３日，神奈川県） 

33.牧角 良二 

   下部直腸癌に対する腹腔鏡下ＴＥＭによる低位前方切除術 

 

26. マリアンナ臨床腫瘍フォーラム（平成２１年 1 月 27 日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

      大坪 毅人  特別講演 

 

27. 外科Ｇｒａｎｄ Ｒｏｕｎｄ（平成２１年 2 月 4 日，神奈川県） 

Ｄ：演題 

     35.畑地 慶三， 

ＮＡＳＨモデルラットにおける肝虚血再還流障害とＣａブロッカー（ＣＶ159）の投与効果 

      ～ＥＳＲによる検討～ 

 

28. 第 10 回膵外科クラブ（平成２１年 2 月 12 日，神奈川県） 



Ｄ：一般演題 

     36.朝倉 武士 

      標準的門脈合併膵頭部十二指腸切除術 

 

29. 第 32 回神奈川県癌治療懇話会（平成２１年 2 月 19 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

    37.新井 達広，嶋田 仁，根岸 宏行，吉田 有徳，小泉 哲，朝倉 武士，田中 圭一，田中 一郎､ 

      大坪 毅人、 

      広範骨転移によるＤＩＣに対しｂｅｓｔ ａｖａｉｌａｂｌｅ ５－ＦＵが奏功した再発胃癌症例 

    38.花井 彰，小島 啓夫，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，西川 徹，住吉 賢， 

      芦川 和広，小森山 広幸 

      ＦＯＬＯＦＸ4 が奏功し治癒切除できた、腸管皮膚瘻、膀胱浸潤をともなった巨大な壁外発育型 

      盲腸癌の 1 例 

Ｅ：座長 

     大坪 毅人  一般演題Ⅱ 

 

30. 第 12 回２１世紀外科フロンティア（平成２１年 2 月 27 日，神奈川県） 

Ｄ：一般演題 

     39.民上 真也 

      Force Triad を用いた手術手技 

Ｅ：座長 

      大坪 毅人  特別講演 

 

31. 第 2 回大腸癌肝転移治療ＦＯＲＵＭ（平成２１年 2 月 27 日，東京都） 

特別講演Ⅱ 

     40.中野 浩 

       多発両葉大腸癌肝転移の治療：～肝切前化学療法と肝機能障害～ 

 

32. 第 812 回外科集談会（平成２１年 3 月 7 日，東京都） 

Ｄ：一般演題 

    41.岡野 美紀，小林 慎二郎，根岸 宏行，佐々木 貴浩，櫻井 丈，渡邉 泰治，中野 浩，大坪 毅人 

      食餌性イレウスの 1 例 

    42.田村 知大，三浦 和裕，伊藤 弘昭，新井 達広，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

      スニチニブ投与により多彩な薬物有害反応を発症したイマニチブ耐性ＧＩＳＴの 1 例 

 

33. 第 1 回川崎北部地域連携緩和ケアの会（平成２１年 3 月 11 日，神奈川県） 

Ｅ：座長 

     大坪 毅人  特別講演 

 

34. 第 10 回神奈川大腸疾患腹腔鏡下手術セミナー（平成２１年 3 月 13 日，神奈川県） 



Ｅ：司会・当番運営委員 

     宮島 伸宜  

 

35. 第 16 回Ｂ．Ｐクラブ（平成２１年 3 月 17 日，神奈川県） 

Ｄ：症例掲示 

    43.瀬上 航平 

      膵の腫瘍性病変 

 

36. 第 4 回神奈川腹腔鏡下胃切除術研究会学術集会（平成２１年 3 月 27 日，神奈川県） 

Ｄ：講演 1 

    44.田中 圭一 

      当科におけるＬＡＤＧのＮＯ．１，３リンパ節郭清 

Ｅ：座長・開会の辞 

      田中 一郎  テーマⅡ 噴門側切除 

 

6. 講演 

① 第24会神奈川リハリビテーション講習会（平成 20 年 6 月 28 日，神奈川県） 

Ｄ：講義 

      6.櫻井 丈 

       消化管ストーマの造設法と合併症 

 

② 聖マリアンナ医科大学市民フォーラム（平成２０年７月２６日，８月２日，神奈川県） 

講演 

     15.大坪 毅人 

       大腸癌について （1）（2） 

 

③ 市民公開講座 かながわ健康セミナー2008「大腸がんを早くみつけて治す」（平成２０年８月３０日，神奈川県） 

講演 1  

   宮島 伸宜 

     大腸がんとは 

 

④ 沼津外科医会（平成２０年 10 月２日，静岡県） 

（講演） 

     22.大坪 毅人   急性腹症について 

 

⑤ 川崎市市民講座（平成 20 年１０月２５日，神奈川県） 

（講演） 

     23.須田 直史    

       最新の画像診断を利用した当院における腹腔鏡手術の術前検査とその手技 

       ～苦痛のない術前検査～ 



 

⑥ 東京女子医科大学神奈川同門会（平成２０年１１月８日，神奈川県） 

（講演） 

     25. 大坪 毅人     今日の急性腹症 

 

⑦. 聖マリアンナ医科大学東横病院公開講座（平成２１年 1 月 24 日，神奈川県） 

Ｄ：講演 

      34.民上 真也 

      胃癌の内視鏡診断と最新治療（内視鏡治療･腹腔鏡下手術） 

 

 


