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平成 21 年度 業績 

1. 著書  

① 宮島 伸宜，須田 直史，民上 真也，片桐 秀元，大坪 毅人  

Ｄｉｇｅｓｔｉｖｅ Ｓｕｒｇｅｒｙ ＮＯＷ Ｎｏ．5 直腸･肛門外科手術 標準手術とステップアップ手術 

 経肛門的直腸腫瘍摘出術 

   株式会社メジカルビュー社 2009 年 4 月 1 日発行 第一版第 1 刷，Ｐ112-21 

② 大坪 毅人 

   ＭＥＤＩＣＡＬ ＴＯＲＣＨ 外科医のための現場と症例 

   Ｋａｌｅｉｄｏｓｃｏｐｅ ＡＴＯＭ日本上陸－本格的外傷外科学トレーニングコースの導入－ 

   （株）フォレストプリンコム 2009 年 6 月 30 日発行 2009 年Ｎｏ．1 Ｖｏｌ.5，Ｐ32-3 

 

2.・論文 

● 原著 

（2）和文 

1. 四万村 司，小林 慎二郎，陣内 祐二，櫻井 丈，戸部 直孝，牧角 良二，須田 直史，月川 賢， 

宮島伸宜，大坪毅人 

急性虫垂炎における腹腔鏡下虫垂切除術と開腹虫垂切除術の比較検討 

  日本臨床外科学会雑誌 2009；70（5）：1276-9 

2. 宮﨑 賢澄，辻本 文雄，小泉 哲，太田 智行，五十嵐 岳，旗野 誠二，信岡 祐彦，大坪 毅人 

  超音波検査の肝内盲点域の明確化：造影ヘリカルＣＴと超音波検査を比較対照した肝嚢胞検出率の検討 

聖マリアンナ医科大学雑誌 2009；37(3/4):239-47 

3. 五十嵐 岳，辻本 文雄，松本 伸行，宮﨑 賢澄，小池 淳樹，岡村 隆徳，桜井 正児,岡本 賢， 

池田 裕喜，高橋 秀明，松永 光太郎，片倉 芳樹，奥瀬 千晃，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩 

高木 正之，中島 康雄，信岡 祐彦，大坪 毅人，鈴木 通博，伊東 文生 

Ａｃｏｕｓｔｉｃ Ｒａｄｉａｔｉｏｎ Ｆｏｒｃｅ Ｉｍｐｕｌｓｅ（ＡＲＦＩ）を用いた非浸襲的肝線維化測定法ならびに有用性の検討   

聖マリアンナ医科大学雑誌 2009；37(3/4):203-11 

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

膵頭十二指腸切除における術前栄養評価と術後手術部位感染の検討 

日本外科感染症学会雑誌 2009；6（6）：601-6 

5. 野田 顕義，四万村 司，中野 浩，高橋 正知，大坪 毅人 

 癌性疼痛に対する客観的評価の可能性について， 

聖マリアンナ医科大学雑誌 2009：37（5）：351-8 

6. 櫻井 丈，畑地 慶三，宮﨑 賢澄，牧角 良二，瀬上 航平，諏訪 敏之，小林 慎二郎，四万村 司， 

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－開腹牽引開創器を用いた肝切除創からの前方切除術－ 

   消化器科 2009；49（3）：301-4 

7. 櫻井 丈，野田 顕義，瀬上 航平，佐々木 貴浩，諏訪 敏之，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二， 

 宮島 伸宜，大坪毅人 

 術前血清アルブミン濃度と消化管穿孔術後のＳＳＩ発生の相関 



 2

 日本腹部救急医学会雑誌 2010；30（1）：13-6  

8. 中野 浩，小池 淳樹，大坪 毅人 

術前化学療法後肝障害の組織学的検討 

大腸癌フロンティア 2010；3（1）：58-4 

9. 片山 真史，櫻井 丈，大坪 毅人 

特集：高齢者腹部救急疾患の問題点 

高齢者大腸穿孔の特徴 －教室での高齢者大腸穿孔例の検討－ 

日本腹部救急医学会雑誌 2009；29（6）：867-2 

 

● 症例報告 

（2）和文 

1. 瀬上 航平，櫻井 丈，野田 顕義，諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎，牧角 良二，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てＲｏｓｗｌｌ Ｐａｒｋ Ｍｅｍｏｒｉａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ（ＲＰＭＩ）療法が著効した 1 例 

癌と化学療法 2009；36（4）；667-70 

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

ＣＡ19-9 異常高値を認めた胆石症，総胆管結石の 1 例 

   日本外科系連合学会誌 2009；70（5）：1465-70 

3. 小林 慎二郎，須田 直史，櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，大坪 毅人 

Ｓ状結腸瘻を形成した回腸悪性リンパ腫の 1 例 

日本外科系連合学会誌 2009；70（7）：2042-6 

4. 上原 悠也，櫻井 丈，牧角 良二，片桐 秀元，野田 顕義，大坪 毅人 

   直腸脱対して腹腔鏡下直腸固定術を施行した 1 例 

   手術 2009；63（7）：1093-6 

5. 新谷 亮，櫻井 丈，亀井 奈津子，吉田 有徳，瀬上 航平，三浦 和裕，四万村 司，月川 賢，宮島 伸宜，

大坪 毅人 

   中年男性の非肥満者に発生した白線ヘルニアの 1 例 

   聖マリアンナ医科大学雑誌 2009；37(2):147-50 

6. 諏訪 敏之，櫻井 丈，瀬上 航平，榎本 武治，小林 慎二郎，吉川 剛司，前田 長生，大坪 毅人 

   閉塞性黄疸をきたした肝嚢胞に対してエタノール注入療法が有効であった 1 症例 

   肝胆膵 2009：59（1）：147-50 

7. 園部 智子，小林 慎二郎，四万村 司，須田 直史，月川 賢，大坪 毅人 

Ｓ状結腸憩室炎による結腸膣瘻の 1 例 

日本臨床外科学会雑誌 2009；71（11）：3380-3 

8. 瀬上 航平，小林 慎二郎，根岸 宏行，佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩， 

大坪 毅人 

膵管出血を認めた破骨細胞型退形成型膵管癌の 1 例 

日本膵臓学会誌 2009：24（6）：726-30 

9. 大島 隆一，湊 栄治，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久，大坪 毅人 
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Ｓ状結腸間膜裂孔ヘルニアの 1 例 

日本臨床外科学会雑誌 2010：71（3）：839-3 

 

● 術前･術後管理 

（2）和文 

1. 三浦 和裕，小野 裕國，遠藤 仁，永田 徳一郎，向後 美沙，大野 真，安藤 敬，村上 浩，小林 俊也， 

 近田 正英，幕内 晴朗 

Octreotide acetate が著効した胸部大動脈瘤術後難治性乳び胸 

胸部外科 2009；62（10）；885-7 

4・国内学会発表 

①第１０9 回日本外科学会定期学術集会(平成 21 年 4 月 2 日～4 月 4 日，福岡県，福岡国際会議場他) 

Ａ：ビデオシンポジウム 

1. 田中 一郎，田中 圭一，畑地 慶三，伊藤 弘昭，根岸 宏行，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 毅人 

  腹腔鏡補助下噴門側胃切所術における食道胃吻合－経腹的アンビル挿入法と経口用アンビル（ＥＥＡＯｒＶｉｌ） 

  の比較－,2009/04/02 

2. 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， 

Ｔｙｐｅ ｔｗｉｓｔ ｍｅｔｈｏｄ:腹腔鏡を使った前方切除の際、直腸間膜切離から直腸切離までの骨盤内操作の工程

を 

より安易，安全にする方法，2009/04/02 

Ｃ：サージカルファーラム 

  3. 小林 慎二郎，大坪 毅人，小泉 哲，有泉 俊一，高橋 豊，山本 雅一  

    1200 例の腹部血管造影検査所見を用いた肝動脈分岐形態の臨床的新分類，2009/04/03 

Ｄ:ハイブリッドポスター 

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

  Ｓ状結腸軸捻転症に対するＳ状結腸腸間膜形成術の工夫および術後長期経過について，2009/04/04 

5. 小泉 哲，嶋田 仁，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 

  開腹法の違いによる術後創痛の差異に関する検討（逆Ｔ字切開ＶＳ両側助弓下切開），2009/04/02 

6. 櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，吉田 有徳，根岸 宏行，亀井 奈津子，瀬上 航平，嶋田 仁，野田 顕

義， 

  三浦 和裕，片桐 秀元，諏訪 敏之，小林 慎二郎，榎本 武治，陣内 祐二，小泉 哲，戸部 直孝，須田 

直史, 

  月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

  大腸癌における腫瘍マーカー～血清ｐ53 抗体の有用性～，2009/04/03 

7. 畑地 慶三，渡邉 泰治，小林 博通，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

肝虚血再灌流障害（ＩＲＩ）における選択的Ｃａ2＋/ＣａＭ阻害薬の効果，2009/04/03 

8. 嶋田 仁，小泉 哲，野田 顕義，根岸 宏行，朝倉 武士，大坪 毅人， 

  虫垂炎の開腹法を見直す～交叉切開と傍腹直筋切開/創痛の観点から～,2009/04/04 
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Ｅ：司会 

大坪 毅人   ハイブリッドポスター（135）「肝臓（肝がん外科治療 2）」 ,2009/04/03 

宮島 伸宜   ハイブリッドポスター（197）「大腸癌（手術 4）」       ,2009/04/04 

 

②第 7 回日本ヘルニア学会学術集会（平成 21 年 4 月 10 日～4 月 11 日，東京都，シェーンバッパ・サボー（砂防会

館） 

Ｄ：一般演題 

   9. 亀井 奈津子，朝野 隆之，石井 将光，瀬上 航平，上原 悠也，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲， 

     朝倉 武士,大坪 毅人 

     鼠径ヘルニアにおける術前ＣＴ検査の有用性に関する検討，2009/04/9 

 

③第 77 回日本消化器内視鏡学会総会（平成 21 年５月 21 日～５月 23 日，愛知県，名古屋国際会議場） 

Ｄ：ポスター 

  10. 小林 慎二郎，矢川 陽介，野口 岳春，櫻井 丈，大坪 毅人，大橋 正樹 

スクリーニングの内視鏡検査で発見された十二指腸水平脚早期（ｍ）癌の 1 例， 

 

④第 45 回日本肝臓学会総会(平成 21 年 6 月 4 日～6 月 5 日，兵庫県，神戸ポートピアホテル他) 

Ｄ：ポスターセッション 

  11. 小林 慎二郎，根岸 宏行，佐々木 貴浩，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩,小池 淳樹，大坪 

毅人 

     自然破裂し発見された肉腫様変化を伴う肝原発未分化癌の 1 例,2009/06/04 

 

⑤第 21 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 (平成 21 年 6 月 10 日～6 月 12 日，愛知県，ウェスティンナゴヤキャッス

ル) 

Ａ：ミニビデオシンポジウム 

12. 朝倉 武士，伊藤 弘昭，三浦 和裕，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，中野 浩，大坪 毅人 

   教室における膵腸吻合の工夫と膵液瘻の現状，2009/06/11 

Ｂ：ミニパネルディッカッション 

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

手術適応の判断に難渋した肝細胞癌胃壁内転移の 1 例，2009/06/12 

Ｄ：ポスター 

14. 小林 慎二郎，根岸 宏行，佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，小池 

淳樹， 

   大坪 毅人 

嚢胞性腫瘍の形態を示したことで転移とも考えられた尿膜管癌を合併したＩＰＭＮの 1 例,2009/06/11 

15. 小林 慎二郎，小泉 哲，佐々木 貴浩，櫻井 丈，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，有泉 泰，小池 淳

樹， 

   大坪 毅人 

     硬化性胆管炎の 3 手術例，2009/06/10 
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16. 佐々木 貴浩，小林 慎二郎，根岸 宏行，園部 智子，三浦 和裕，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士， 

中野 浩，大坪 毅人 

胆嚢原発小細胞癌の 1 例，2009/06/10 

Ｅ：司会 

大坪 毅人 ミニシンポジウム 3  肝予備能の評価  ,2009/06/12 

      

⑥第 34 回日本外科系連合学会学術集会(平成 21 年 6 月 18 日～6 月 19 日，東京都，東京ドームホテル) 

 Ｂ：ワークショップ 

17. 櫻井 丈，牧角 良二，瀬上 航平，嶋田 仁，野田 顕義，片桐 秀元，諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎

二郎， 

小泉 哲，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，2009/06/19 

18. 瀬上 航平，櫻井 丈，伊藤 弘昭、野田 顕義，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人 

半月状線ヘルニアに外鼠径ヘルニアと腹壁瘢痕ヘルニアが併存した 1 例、2009/06/19 

Ｄ：一般演題 

19. 田中 圭一，田中 一郎，上里 忠英，今井 健，根岸 宏行，園部 智子，嶋田 仁，諏訪 敏之，大坪 毅

人 

   超高齢者（85 歳以上）における胃癌手術症例の検討，2009/06/19 

20. 大島 隆一，湊 栄治，片山 真史，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久 

   内視鏡検査にて診断、治療し得た大腸アニサキス症の 2 例，2009/06/19 

21. 野田 顕義，牧角 良二，根岸 宏行，陣内 祐二，戸部 直孝，櫻井 丈，四万村 司，月川 賢，干川 正

之， 

小池 淳樹, 大坪 毅人 

壁外性発育を示した巨大ＧＩＳＴの 1 例，2009/06/19 

22. 根岸 宏行，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

術前画像で確定診断し得たＧｒｏｓｓ Ｂ型遊走胆嚢の 1 例，2009/06/19 

23. 岩重 玲子，櫻井 丈，野田 顕義，西尾 乾司，四万村 司，吉松 美佐子，小川 普久，滝澤 謙治，月川 

賢 

 大坪 毅人 

 傍大動脈リンパ節転移が大動脈と近位空腸にそれぞれ直接浸潤し大量吐血をきたした 1 例，2009/06/19 

 

⑦第６4 回日本消化器外科学会総会(平成 21 年 7 月 16 日～7 月 18 日，大阪府，大阪国際会議場他) 

Ａ：シンポジウム（ビデオシンポジウム含む） 

24. 中野 浩，Ｅｌｉｅ Ｈｏｕｓｓｅａｕ，Ｅｄｏａｒｄ Ｒｏｓｓｏ，Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｂａｃｈｅｌｌｉｅｒ，Ｄａｎｉｅｌ Ｊａｅｃｋ，大坪 毅人 

切除不能の同時性両葉多発大腸癌肝転移に対するＴｗｏ－Ｓｔａｇｅ Ｈｅｐａｔｅｃｔｏｍｙ，2009/07/17 

 25. 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， 

      腹腔鏡下直腸切除術における縫合不全を起こさない切離，吻合の工夫，2009/07/17 
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Ｄ：一般演題（ポスター） 

26. 四万村 司，陣内 祐二，野田 顕義，櫻井 丈，大坪 毅人 

当科における緩和ケアの現状と展望，2009/07/17 

27. 牧角 良二，戸部 直孝，陣内 祐二，吉田 有徳，西尾 幹司，野田 顕義，櫻井 丈，四万村 司，月川 

賢， 

   大坪 毅人 

   進行・再発消化器癌患者における消化管閉塞に対する酢酸オクトレオチドの有用性の検討，2009/07/17 

28. 櫻井 丈，中野 浩，三浦 和裕，諏訪 敏之，新井 達広，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二，宮島 

伸宜, 

   大坪 毅人 

   進行再発大腸癌化学療法（ＦＯＬＦＩＲＩ，ＦＯＬＦＯＸ）のＳｐｌｅｎｉｃ Ｖｏｌｕｍｅ Ｉｎｃｒｅａｓｅについての検

討,2009/07/17 

29. 諏訪 敏之，田中 圭一，吉田 有徳，瀬上 航平，嶋田 仁，榎本 武治，小林 慎二郎，櫻井 丈，田中 

一郎， 

   大坪 毅人 

   ネフローゼ症候群を合併した胃癌の 1 手術例，2009/07/18 

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

ＭＤＣＴより作成したＭＲＩ画像による肝細胞癌の術前腫瘍肉眼分類診断，2009/07/17 

31. 小林 慎二郎, 小泉 哲，佐々木 貴浩,櫻井 丈，渡邉 泰治，朝倉 武士，大坪 毅人 

肝門部における胆管合流形態と門脈分岐の関係についての検討－グリソン一括処理の妥当性－，

2009/07/17 

32. 三浦 和裕，小泉 哲，伊藤 弘昭，園部 智子，嶋田 仁，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，朝倉 武士，中野 

浩， 

   大坪 毅人 

   精神疾患を背景とした盲腸軸捻転症の 1 例，2009/07/17 

33. 上原 悠也，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，須田 直史，大坪 毅人， 

有泉 泰，高木 正之 

上行結腸に発生した腺篇平上皮癌の 1 例，2009/07/17 

34. 宮崎 賢澄，辻元 文雄，小泉 哲，太田 智行，信岡 祐彦，大坪 毅人 

造影ＣＴとの比較による肝臓超音波検査の盲点域の検討，2009/07/16 

35. 亀井 奈津子，四万村 司，吉田 有徳，瀬上 航平，三浦 和裕，野田 顕義，櫻井 丈，戸部 直孝， 

牧角 良二，大坪 毅人 

     臍転移（Ｓｉｓｔｅｒ Ｍａｒｙ Ｊｐｓｅｐｈ‘ｓ Ｎｏｄｕｌｅ）が診断の契機となった大腸癌の 2 例，2009/07/16 

36. 小野田 恵一郎，佐治 攻，岩田 啓吾，岡村 隆一郎，大坪 毅人 

成人に発生した巨大後腹膜奇形腫の 1 例，2009/07/17 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  一般演題（ポスター） 肝 鏡視下手術   2009/07/17 

 

⑧聖マリアンナ医科大学医学会第 57 回学術集会ならびに平成 21 年度評議員会･総会 
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(平成 21 年 7 月 23 日～7 月 24 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ａ：シンポジウム 

37. 新井 達広 

腫瘍センタ－がん治療部会のめざす「がん治療」，2009/07/24 

38. 横田 真里，上塚 朋子，篠田 紘子，長谷川 恭子,飯嶌 麻希，辻 美和，菅原 敬子，菊地 直子，野田 

顕義， 

四万村 司，二宮 正人，増原 慶壮 

緩和ケアチームにおける薬剤師の関わり，2009/07/24 

Ｄ：一般演題 

39. 野田 顕義，四万村 司，大坪 毅人 

   癌性疼痛に対しての知覚・痛覚定量分析装置（Ｐａｉｎ Ｖｉｓｉｏｎ）の有用性について，2009/07/23 

40. 畑地 慶三，渡邉 泰治，小林 博通，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

   ＮＡＳＨモデルラットにおける肝虚血再灌流障害（ＩＲＩ）とＣａブロッカー（ＣＶ159）の投与効果～ＥＲＳによる検

討～ 

   2009/07/23 

41. 宮崎 賢澄，辻本 文雄，小泉 哲，太田 智行，五十嵐 岳，信岡 祐彦，大坪 毅人 

造影ＣＴとの比較による肝臓超音波検査の盲点域の検討、2009/07/23 

Ｅ：座長 

  大坪 毅人   シンポジウム     ,2009/07/24 

    中野 浩    第Ⅰ群          , 2009/07/23 

 

⑨第 40 回日本膵臓学会大会(平成 21 年 7 月 30 日～7 月 31 日，東京都，京王プラザホテル) 

Ｄ：一般演題(ポスター)(口演) 

42. 小林 慎二郎，上原 悠也，三浦 和裕,佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅

人 

早期発見・早期診断の重要性を痛感させられた症例に学ぶ膵癌の自然史，2009/07/30 

 

43. 小林 慎二郎，朝倉 武士，吉松 美佐子，森本 毅，小池 淳樹，佐々木 貴浩，小泉 哲，中野 浩，大坪 

毅人 

ＭＤ－ＣＴを用いた膵癌の術前進展度診断についての検討，2009/07/31 

 

⑩第 1 回小切開・鏡視外科学会（平成２１年８月 21 日～８月２２日，大阪府，大阪大学中之島センター） 

Ａ：シンポジウム 1 

44. 山田 恭司，濱谷 昌弘，岩端 秀之，園部 智子，本田 朱麗，本庄 広大，川嶋 八也，戸部 直孝， 

金子 英彰，横手 薫美夫，大坪 毅人， 

当院における右側結腸癌に対する小切開手術と腹腔鏡手術の比較，2009/08/21 

 

⑪第 45 回日本胆道学会学術集会（平成 21 年 9 月 18 日～9 月 19 日，千葉県，アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張） 
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Ｅ：座長 

    大坪 毅人  要望演題 胆嚢癌における腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応・位置づけと諸問題 1 ,2009/09/19 

 

⑫第４7 回日本癌治療学会総会(平成 21 年 10 月 22 日～10 月 24 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

＊最優秀演題賞受賞＊ 

45. 三浦 和裕，中野 浩，片桐 秀元，諏訪 敏之，新井 達広，小林 慎二郎，櫻井 丈，小泉 哲， 

   四万村 司，牧角 良二，朝倉 武士，月川 哲，山田 恭司，宮島 伸宜，大坪 毅人 

   進行再発大腸癌に対する化学療法関連肝障害と脾容積変化率についての調査，2009/10/23 

Ｄ：一般演題(示説) 

46. 小林 慎二郎，上原 悠也，福岡 麻子，野田 顕義，宮崎 賢澄，佐々木 貴浩，諏訪 敏之，小泉 哲, 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

    膵腺扁平上皮癌の 3 例，2009/10/22 

  47. 小林 慎二郎，上原 悠也，福岡 麻子，野田 顕義，宮崎 賢澄，佐々木 貴浩，諏訪 敏之，小泉 哲, 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

診断に苦慮した肝腫瘍の 3 切除例，2009/10/22 

 

⑬第 64 回日本大腸肛門病学会学術集会(平成 21 年 11 月 6 日～11 月 7 日，福岡県，福岡国際会議場) 

Ｄ：一般演題（口演）（ポスター） 

48. 花井 彰，片山 真史，西川 徹，小森山 広幸，大坪 毅人 

腹腔鏡（補助）下前方切除術で使用する術中リアルタイムマーキングのためのラパロポインター直腸鏡の現状，

2009/11/06 

49. 四万村 司，須田 直史，亀井 奈津子，畑地 慶三，櫻井 丈，牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 

毅人 

鏡視下手術におけるＭＤ－ＣＴ（Ｍｕｌｔｉｄｉｔｅｃｏｔｏｒ－ｒｏｗＣＴ）の有用性とＩＭＡの解剖，2009/11/07 

50. 片桐 秀元，民上 真也，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

腫瘍径 10ｍｍ・ＳＭ浸潤のＳ状結腸低分化型腺癌に 253 番リンパ節転移を認めた 1 手術例，2009/11/07 

51. 小野田 恵一郎,佐治 攻，大坪 毅人 

上行結腸癌卵巣転移によるＭｅｉｇｓ症候群の 1 例，2009/11/07 

Ｅ：座長 

宮島 伸宣  一般演題口演 大腸癌外科 10  ,2009/11/07 

 

⑲第 71 回日本臨床外科学会総会(平成 21 年 11 月 19 日～11 月 21 日，京都府，国立京都国際会館) 

Ａ：サージカルフォーラム 

52. 朝倉 武士，福岡 麻子，宮崎 賢澄，野田 顕義，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲, 中野 浩，大坪 

毅人 

膵頭十二指腸切除における術前栄養評価と術後手術部位感染の検討，2009/11/19 

53. 牧角 良二，四万村 司，櫻井 丈，須田 直史，小島 啓夫，畑地 慶三，亀井 奈津子，月川 賢，宮島 

伸宜，大坪 毅人 

当院における左側大腸癌イレウスに対する治療の現状，2009/11/19 
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54. 四万村 司，野田 顕義，新井 達広,大坪 毅人 

外科ローテーション期間中の初期臨床研修医に対する緩和ケアに関する教育効果,2009/11/21 

Ｃ：ビデオセッション 

55.田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行，園部 智子，片桐 秀元，三浦 和裕，須田 直史，大坪 毅人 

胃全摘術における工夫，2009/11/20 

56.中野 浩，朝倉 武士，野田 顕義，宮崎 賢澄，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲, 大坪 毅人 

膵頭部癌に対するＲ０膵頭十二指腸切除の工夫，2009/11/19 

57. 花井 彰，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 孝之，西川 徹，住吉 賢，田中 圭一， 

小森山 広幸，大坪 毅人 

腹腔鏡(補助)下低位前方切除術での直腸間膜切離のピットフォール，2009/11/21 

58. 櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，亀井 奈津子，瀬上 航平，小島 啓夫，畑地 慶三，片桐 秀元， 

諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

後腹膜剥離先行による腹腔鏡下結腸右半切除、2009/11/21 

Ｄ：一般演題（口演） 

59. 櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，亀井 奈津子，瀬上 航平，小島 啓夫，嶋田 仁，畑地 慶三，片桐 

秀元， 

諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

腹腔鏡下Ｓ状結腸切除後に一過性虚血性大腸炎を合併した 1 例，2009/11/20 

60. 片桐 秀元，須田 直史，浜辺 太郎，上原 悠也，三浦 和裕，田中 一郎，大坪 毅人 

     高齢者の胃癌術後十二指腸断端再発による挙上空腸狭窄に対して胃瘻から行った経鼻内視鏡的ステント留

置の 

     工夫，2009/11/19 

61. 野田 顕義, 小林 慎二郎，福岡 麻子，宮崎 賢澄，諏訪 敏之，小泉 哲, 朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

   特異な画像所見を呈し診断に難渋した単純性肝嚢胞の 1 例，2009/11/19 

62. 根岸 宏行，小泉 哲，瀬上 航平，嶋田 仁, 朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人，小田中美恵子 

原発巣の特定が困難であったＩｎｆｌａｍｍａｔｏｒｙ ｍｙｏｆｉｂｒｏｂｌａｓｔｉｃ ｔｕｍｏｒ（ＩＭＴ）の 1 例，2009/11/19 

63. 上原 悠也，須田 直史，岡野 美紀，佐々木 貴浩，大坪 毅人，河原 太，太田 智彦，有泉 泰，高木 

正之 

   乳癌術後 6 年で脾臓転移を来たした 1 例，2009/11/19 

64. 三浦 和裕，須田 直史，浜辺 太郎，上原 悠也，片桐 秀元，田中 一郎，小池 淳樹，大坪 毅人 

   腹腔内出血をきたした巨大ＧＩＳＴの 1 例，2009/11/21 

65. 亀井 奈津子，櫻井 丈，伊藤 弘昭，西尾 乾司，根岸 宏行，吉田 有徳，瀬上 航平，野田 顕義， 

   畑地 慶三，石井 将光，小泉 哲，朝野 隆之，大坪 毅人 

   鼠径ヘルニアにおける術前ＣＴ検査の有用性に関する検討，2009/11/21 

66. 吉田 有徳，櫻井 丈，西尾 乾司，根岸 宏行，瀬上 航平，亀井 奈津子，野田 顕義, 畑地 慶三， 

小島 啓夫，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二，宮島 伸宜，月川 賢，大坪 毅人 

術前組織学的診断が可能であった原発性進行小腸癌の 1 例，2009/11/20 

67. 浜辺 太郎，須田 直史，上原 悠也，三浦 和裕，片桐 秀元，田中 一郎，大坪 毅人 
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   悪性腫瘍による高度咽頭･食道狭窄に対する経鼻内視鏡を用いた食道ステントの有用性，2009/11/19 

68. 濱谷 昌弘，山田 恭司，金子 英彰，戸部 直孝，川嶋 八也，本庄 広大，園部 智子，土居 正知， 

   大坪 毅人 

   後腹膜脂肪腫の 1 例，2009/11/19 

68. 石井 将光，花井 彰，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，朝野 孝之，住吉 賢，田中 圭一，西川 

徹， 

     小森山 広幸 

     術中下肢支持器（レビテーダー）使用に伴うコンパートメント症候群の一例，2009/11/19 

69. 民上 真也，嶋田 仁，佐々木 貴浩，片桐 秀元，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

左肝動脈分岐異常を伴う早期胃癌に対し自律神経温存腹腔鏡補助下幽門側胃切除術を施行した 1 例，

2009/11/21 

70. 瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，野田 顕義, 四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人 

消化管通過障害を来たしたＳ状結腸巨大脂肪腫の 1 例，2009/11/19 

71. 嶋田 仁，諏訪 敏之，根岸 宏行，園部 智子，佐々木 貴浩，民上 真也，田中 圭一，田中 一郎， 

   宮島 伸宜，大坪 毅人 

   食道裂肛ヘルニアに嵌頓した胃ＧＩＳＴの 1 例，2009/11/20 

72. 畑地 慶三，四万村 司，亀井 奈津子，小島 啓夫，櫻井 丈，牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 

毅人 

98 歳の超高齢者直腸癌に対して腹腔鏡下低位前方切除術を施行した 1 例，2009/11/19 

73. 三原 良孝，小林 義典、下島 礼子，中原 孝，山田 武男，濱口 實，久保起与子 

胃切除術 37 年後の輸入脚閉塞症の 1 例，2009/11/20 

Ｄ：一般演題（示説） 

74. 田中 圭一，田中 一郎，根岸 宏行，園部 智子，嶋田 仁，諏訪 敏之，小森山 広幸，大坪 毅人 

術前ＭＤＣＴ施行による胃癌症例の有用性の検討，2009/11/20 

75. 小野田 恵一郎，佐治 攻，岩田 啓吾，岡村 隆一郎，大坪 毅人 

総胆管結石との鑑別が困難であった胆嚢結石による閉塞性胆管炎の 1 例，2009/11/21 

76. 奈良橋 喜芳，西田 二郎，岡田 了祐，長嶋 隆，佐藤 滋，吉田 紘一，大坪 毅人 

メッケル憩室による絞扼性イレウスの一手術例，2009/11/21 

77. 大島 隆一，湊 栄治，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久 

Ｓ状結腸間膜裂孔ヘルニアの 1 例，2009/11/21 

78. 亀井 奈津子，櫻井 丈，伊藤 弘昭，西尾 乾司，根岸 宏行，瀬上 航平，野田 顕義, 畑地 慶三， 

牧角 良二，四万村 司，大坪 毅人 

   男性に発症した閉鎖孔ヘルニアの 1 例，2009/11/19 

79. 根岸 宏行，田中 一郎，瀬上 航平，園部 智子，嶋田 仁，諏訪 敏之，田中 圭一，大坪 毅人, 

小田中美恵子 

食道癌肉腫の 1 例，2009/11/21 

80. 園部 智子，田中 一郎，根岸 宏行，嶋田 仁，諏訪 敏之，田中 圭一，大坪 毅人，根岸 龍二郎， 

紅露 剛史，小池 淳樹，高木 正之 

十二指腸内にＧＩＳＴとカルチノイド腫瘍の発生を認めた 1 例，2009/11/19 



 11

81. 福岡 麻子 

Ｂｌｉｎｄ ｌｏｏｐの糞便貯留がきっかけとなって捻転を来たした腸回転異常の 1 例，2009/11/19 

82. 本田 朱麗，山田 恭司，金子 英彰，戸部 直孝，濱谷 昌弘，川嶋 八也，本庄 広大，園部 智子， 

横手 薫美夫 

Ｂｉｌａｙｅｒ ｐａｔｃｈ ｄｅｖｉｃｅ（ＰＨＳ法）を用いて修復した腰ヘルニアの一例，2009/11/19 

Ｅ：座長(司会) 

・大坪 毅人 一般演題（口演）・肝-4                                      ，2009/11/19 

･宮島 伸宜  ビデオセッション･腹腔鏡下大腸切除術－助手と術者のやること、やらないこと-2，2009/11/20 

 

⑳第 22 回日本内視鏡外科学会総会(平成 21 年 12 月 03 日～12 月 05 日，東京都，京王プラザホテル) 

Ａ：スポンサードシンポジウム 

  83. 牧角 良二，宮島 伸宜，浜辺 太郎，小池 彩華，畑地 慶三，片桐 秀元，諏訪 敏之，櫻井 丈，四万村 

司， 

     須田 直史，月川 賢，大坪 毅人 

     直腸癌に対する腹腔鏡下手術手技ポイント～困難症例をより安全・確実に行うには～，2009/12/03 

Ｄ：一般演題 

  84. 民上 真也，嶋田 仁，佐々木 貴浩，片桐 秀元，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     尿膜管臍瘻に対する臍形成を伴う腹腔鏡下切除術の検討，2009/12/03 

  85. 佐々木 貴浩，嶋田 仁，民上 真也，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     胆嚢における ＳＬＩＳ（Ｓｉｎｇｌｅ Ｉｎｃｉｓｉｏｎ Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ Ｓｕｒｇｅｒｙ）の手技と適応，2009/12/04 

  86. 民上 真也，嶋田 仁，佐々木 貴浩，片桐 秀元，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     門脈海綿状血管腫を伴った早期胃癌に対し腹腔鏡補助下幽門保存胃切除術を施行した 1 例，2009/12/04 

  87. 花井 彰，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 孝之，西川 徹，住吉 賢，田中 圭

一， 

小森山 広幸，大坪 毅人 

     Ｔｙｐｅ Ｔｗｉｓｔ Ｍｅｔｈｏｄ：腹腔鏡下前方切除の骨盤内操作の根本的問題点を画期的に解決する方法， 

     2009/12/04 

  88. 田中 圭一，田中 一郎，片山 真史，住吉 賢，小森山 広幸，大坪 毅人 

     腹腔鏡補助下噴門側胃切除術における経口アンビル（ＥＥＡＴＭ ＯｒＶｉｌＴＭ）の使用経験，2009/12/04 

89. 四万村 司，牧角 良二，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，櫻井 丈，須田 直史，月川 賢， 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

     腹腔内膿瘍形成症例に対する鏡視下手術の経験，2009/12/05 

90. 牧角 良二，四万村 司，櫻井 丈，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，須田 直史，月川 賢， 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

     腹腔鏡下Ｓ状結腸切除術後に虚血性腸炎をきたした 1 例，2009/12/05 

Ｅ：司会 

･宮島 伸宜   一般演題 大腸･肛門悪性 手術既往例･重複癌                ，2009/12/03 

・須田 直史  一般演題 大腸･肛門良性 腹腔鏡下虫垂切除術⑤              ，2009/12/04 
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21. 第 22 回日本外科感染症学会総会(平成 21 年 12 月 9 日～12 月 11 日，山口県，宇部全日空ホテル) 

Ａ：要望演題 

91. 朝倉 武士，福岡 麻子，宮崎 賢澄．野田 顕義，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲，中野 浩，大坪 

毅人 

膵頭十二指腸切除後の感染性合併症と血清プロカルシトニンの関係，2009/12/10 

 92. 石井 将光，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，朝野 孝之，住吉 賢，田中 圭一，西川 徹，花井 彰， 

     小森山 広幸 

     当院での新規手術前手指消毒法（ラビング法，ウォーターレス法）導入における現状と問題点，2009/12/10 

 

22. 聖マリアンナ医科大学医学会第５8 回学術集会ならびに平成２1 年度評議員会･総会 

(平成 21 年 12 月 17 日～12 月 18 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ｄ：一般演題 

93. 磯貝 一成，伊藤 由香，篠田 紘子，緒方 晴樹，新井 達弘，増原 慶壮 

   支持療法に対するアンケート調査，2009/12/17 

94. 近藤 崇弘，三浦 和裕，上原 悠也，瀬上 航平，小島 啓夫，宮崎 賢澄，片桐 秀元，榎本 武治， 

   須田 直史，小田中 恵美子，田中 一郎，大坪 毅人 

   胃管再発をきたした食道癌の 1 例，2009/12/17 

95. 三浦 和裕，小泉 哲，戸部 直孝，大坪 毅人 

   当科における院内ＰＨＳ使用に関する検討，2009/12/17 

96. 桑島 規夫，坪田 由紀子，福田 羽衣，松隈 愛子，伊東 みなみ，山中 努，松浦 賢，奥瀬 千晃，月川 

賢， 

松田 隆秀 

がん患者・家族へのソーシャルワーク支援 －個別支援から患者・家族との協働へ－，2009/12/17 

97. 遠藤 渉, 畑地 慶三，小池 彩華，亀井 奈津子，小島 啓夫，諏訪 敏之，櫻井 丈，四万村 司，牧角 

良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

98 歳の超高齢者直腸癌に対して腹腔鏡下低位前方切除術を施行した 1 例，2009/12/17 

98. 清川 智史，小林 慎二郎，野田 顕義，岩重 玲子，浜辺 太郎，亀井 奈津子，上原 悠也，諏訪 敏之， 

   片桐 秀元，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

   保存的治療で軽快した外傷性十二指腸壁内血腫の 1 例，2009/12/17 

＊海外留学体験講演 

  99. 榎本 武治 

     脾臓由来幹細胞のスフェア形成能の解明，2009/12/18 

Ｅ：司会  

     大坪 毅人   海外留学体験講演 1                    ,2009/12/18 

               特別講演                           ,2009/12/18 

 

23. 第２５回日本静脈経腸栄養学会（平成２２年２月２５日～２６日，千葉県，幕張メッセ他） 

Ｄ：一般演題 

100.櫻井 丈，野田 顕義，牧角 良二，亀井 奈津子，瀬上 航平，片桐 秀元，諏訪 敏之，榎本 武治, 
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小林 慎二郎，小泉 哲，四万村 司，中野 浩，月川 賢，田中 一郎，宮島 伸宜，大坪 毅人 

胃癌術後における手術侵襲の栄養指標に及ぼす影響，2010/02/25 

  

24. 第 82 回日本胃癌学会 （平成 22 年 3 月 3 日～3 月 5 日，新潟県，朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター） 

Ａ・コンセンサスミーティング 

101. 長 晴彦，地口 学，梶原 博，村上 仁志，鍋島 一仁，大島 實，利野 靖，関川 浩司，嶋田 顕，四万

村 司，田辺 聡 

ＡＧＲＥＥチェックリストを用いたＧＩＳＴ診療ガイドラインの評価，2010/03/04 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

102.木村 正之，小林 博通，吉川 剛司，越宗 紀一郎，前田 長生，大坪 毅人 

免疫化学療法（ＴＳ1＋ＣＤＤＰ＋レンチナン）が奏功している切除不能進行胃癌の一例,2010/03/04 

 

25. 第 46 回日本腹部救急医学会総会（平成 22 年 3 月 12 日～3 月 13 日，富山県，） 

Ａ：要望演題 

103. 小林 慎二郎，四万村 司，片桐 秀元，諏訪 敏之，櫻井 丈，小泉 哲，牧角 良二，朝倉 武士，中野 

浩， 

   月川 賢，田中 一郎，大坪 毅人 

   当院における膿瘍形成性虫垂炎に対する治療の現況，2010/03/19 

Ｂ：主題口演 

104. 小泉 哲，小林 慎二郎，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

   当院における外傷患者診療マネジメントの現況，2010/03/19 

Ｄ：一般演題（口演） 

  105. 櫻井 丈，瀬上 航平，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，片桐 秀元，諏訪 敏之，片山 真史， 

小林 慎二郎，榎本 武治, 小泉 哲，四万村 司，牧角 良二，朝倉 武士，中野 浩，月川 賢，宮島 伸

宜， 

大坪 毅人 

保存的加療にて軽快した門脈ガス血症の 1 例，2010/03/18 

  106.櫻井 丈，瀬上 航平，畑地 慶三，諏訪 敏之，小林 慎二郎，榎本 武治, 四万村 司，牧角 良二，月川 

賢， 

     宮島 伸宜，大坪 毅人 

     胃癌術後難治性縫合不全に対する経管栄養の有用性，2010/03/18 

107.小林 慎二郎，瀬上 航平，亀井 奈津子，上原 悠也，三浦 和裕，片桐 秀元，諏訪 敏之，櫻井 丈， 

   小泉 哲，四万村 司，牧角 良二，朝倉 武士，中野 浩，月川 賢，大坪 毅人 

   急性腹症に対するプロカルシトニン値測定の有用性の検討，2010/03/19 

108.諏訪 敏之，櫻井 丈,浜辺 太郎，小池 彩華，畑地 慶三，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，戸澤 晃

子， 

大坪 毅人 

   急性腹症で発症し術前診断出来た虫垂粘液嚢腫の 1 例，2010/03/19 

109.野田 顕義，小林 慎二郎，浜辺 太郎，福岡 麻子，諏訪 敏之，櫻井 丈，小泉 哲，朝倉 武士，中野 
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浩， 

   大坪 毅人 

   保存的治療で軽快した外傷性十二指腸壁内血腫の 1 例，2010/03/18 

110.畑地 慶三，櫻井 丈，浜辺 太郎，小池 彩華，亀井 奈津子，小島 啓夫，諏訪 敏之，四万村 司， 

牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

異時性に 2 度の特発性結腸穿孔をきたした 1 例，2010/03/19 

111.瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，三浦 和裕，諏訪 敏之，榎本 武治, 小林 慎二郎，牧角 良二，月川 

賢， 

   大坪 毅人 

   穿孔性腹膜炎をきたした肺癌小腸転移の 1 例，2010/03/18 

112.大島 隆一，湊 栄治，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久, 大坪 毅人 

   特発性腸重積症の 1 例，2010/03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4・国内学会発表 

①第１０9 回日本外科学会定期学術集会(平成 21 年 4 月 2 日～4 月 4 日，福岡県，福岡国際会議場他) 

Ａ：ビデオシンポジウム 

1. 田中 一郎，田中 圭一，畑地 慶三，伊藤 弘昭，根岸 宏行，諏訪 敏之，榎本 武治，大坪 毅人 

  腹腔鏡補助下噴門側胃切所術における食道胃吻合－経腹的アンビル挿入法と経口用アンビル（ＥＥＡＯｒＶｉｌ） 

  の比較－,2009/04/02 

2. 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， 

Ｔｙｐｅ ｔｗｉｓｔ ｍｅｔｈｏｄ:腹腔鏡を使った前方切除の際、直腸間膜切離から直腸切離までの骨盤内操作の工程

を 

より安易，安全にする方法，2009/04/02 

Ｃ：サージカルファーラム 

  3. 小林 慎二郎，大坪 毅人，小泉 哲，有泉 俊一，高橋 豊，山本 雅一  

    1200 例の腹部血管造影検査所見を用いた肝動脈分岐形態の臨床的新分類，2009/04/03 

Ｄ:ハイブリッドポスター 
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4. 朝倉 武士，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，渡邉 泰治，中野 浩，月川 賢，大坪 毅人 

  Ｓ状結腸軸捻転症に対するＳ状結腸腸間膜形成術の工夫および術後長期経過について，2009/04/04 

5. 小泉 哲，嶋田 仁，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 

  開腹法の違いによる術後創痛の差異に関する検討（逆Ｔ字切開ＶＳ両側助弓下切開），2009/04/02 

6. 櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，吉田 有徳，根岸 宏行，亀井 奈津子，瀬上 航平，嶋田 仁，野田 顕

義， 

  三浦 和裕，片桐 秀元，諏訪 敏之，小林 慎二郎，榎本 武治，陣内 祐二，小泉 哲，戸部 直孝，須田 

直史, 

  月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

  大腸癌における腫瘍マーカー～血清ｐ53 抗体の有用性～，2009/04/03 

7. 畑地 慶三，渡邉 泰治，小林 博通，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

肝虚血再灌流障害（ＩＲＩ）における選択的Ｃａ2＋/ＣａＭ阻害薬の効果，2009/04/03 

8. 嶋田 仁，小泉 哲，野田 顕義，根岸 宏行，朝倉 武士，大坪 毅人， 

  虫垂炎の開腹法を見直す～交叉切開と傍腹直筋切開/創痛の観点から～,2009/04/04 

Ｅ：司会 

大坪 毅人   ハイブリッドポスター（135）「肝臓（肝がん外科治療 2）」 ,2009/04/03 

宮島 伸宜   ハイブリッドポスター（197）「大腸癌（手術 4）」       ,2009/04/04 

 

②第 7 回日本ヘルニア学会学術集会（平成 21 年 4 月 10 日～4 月 11 日，東京都，シェーンバッパ・サボー（砂防会

館） 

Ｄ：一般演題 

   9. 亀井 奈津子，朝野 隆之，石井 将光，瀬上 航平，上原 悠也，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲， 

     朝倉 武士,大坪 毅人 

     鼠径ヘルニアにおける術前ＣＴ検査の有用性に関する検討，2009/04/9 

 

③第 77 回日本消化器内視鏡学会総会（平成 21 年５月 21 日～５月 23 日，愛知県，名古屋国際会議場） 

Ｄ：ポスター 

  10. 小林 慎二郎，矢川 陽介，野口 岳春，櫻井 丈，大坪 毅人，大橋 正樹 

スクリーニングの内視鏡検査で発見された十二指腸水平脚早期（ｍ）癌の 1 例， 

 

④第 45 回日本肝臓学会総会(平成 21 年 6 月 4 日～6 月 5 日，兵庫県，神戸ポートピアホテル他) 

Ｄ：ポスターセッション 

  11. 小林 慎二郎，根岸 宏行，佐々木 貴浩，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩,小池 淳樹，大坪 

毅人 

     自然破裂し発見された肉腫様変化を伴う肝原発未分化癌の 1 例,2009/06/04 

 

⑤第 21 回日本肝胆膵外科学会・学術集会 (平成 21 年 6 月 10 日～6 月 12 日，愛知県，ウェスティンナゴヤキャッス

ル) 
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Ａ：ミニビデオシンポジウム 

19. 朝倉 武士，伊藤 弘昭，三浦 和裕，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，中野 浩，大坪 毅人 

   教室における膵腸吻合の工夫と膵液瘻の現状，2009/06/11 

Ｂ：ミニパネルディッカッション 

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

手術適応の判断に難渋した肝細胞癌胃壁内転移の 1 例，2009/06/12 

Ｄ：ポスター 

21. 小林 慎二郎，根岸 宏行，佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，小池 

淳樹， 

   大坪 毅人 

嚢胞性腫瘍の形態を示したことで転移とも考えられた尿膜管癌を合併したＩＰＭＮの 1 例,2009/06/11 

22. 小林 慎二郎，小泉 哲，佐々木 貴浩，櫻井 丈，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，有泉 泰，小池 淳

樹， 

   大坪 毅人 

     硬化性胆管炎の 3 手術例，2009/06/10 

23. 佐々木 貴浩，小林 慎二郎，根岸 宏行，園部 智子，三浦 和裕，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士， 

中野 浩，大坪 毅人 

胆嚢原発小細胞癌の 1 例，2009/06/10 

Ｅ：司会 

大坪 毅人 ミニシンポジウム 3  肝予備能の評価  ,2009/06/12 

      

⑥第 34 回日本外科系連合学会学術集会(平成 21 年 6 月 18 日～6 月 19 日，東京都，東京ドームホテル) 

 Ｂ：ワークショップ 

24. 櫻井 丈，牧角 良二，瀬上 航平，嶋田 仁，野田 顕義，片桐 秀元，諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎

二郎， 

小泉 哲，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，2009/06/19 

25. 瀬上 航平，櫻井 丈，伊藤 弘昭、野田 顕義，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人 

半月状線ヘルニアに外鼠径ヘルニアと腹壁瘢痕ヘルニアが併存した 1 例、2009/06/19 

Ｄ：一般演題 

19. 田中 圭一，田中 一郎，上里 忠英，今井 健，根岸 宏行，園部 智子，嶋田 仁，諏訪 敏之，大坪 毅

人 

   超高齢者（85 歳以上）における胃癌手術症例の検討，2009/06/19 

25. 大島 隆一，湊 栄治，片山 真史，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久 

   内視鏡検査にて診断、治療し得た大腸アニサキス症の 2 例，2009/06/19 

26. 野田 顕義，牧角 良二，根岸 宏行，陣内 祐二，戸部 直孝，櫻井 丈，四万村 司，月川 賢，干川 正

之， 

小池 淳樹, 大坪 毅人 

壁外性発育を示した巨大ＧＩＳＴの 1 例，2009/06/19 
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27. 根岸 宏行，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，渡邉 泰治，朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

術前画像で確定診断し得たＧｒｏｓｓ Ｂ型遊走胆嚢の 1 例，2009/06/19 

28. 岩重 玲子，櫻井 丈，野田 顕義，西尾 乾司，四万村 司，吉松 美佐子，小川 普久，滝澤 謙治，月川 

賢 

 大坪 毅人 

 傍大動脈リンパ節転移が大動脈と近位空腸にそれぞれ直接浸潤し大量吐血をきたした 1 例，2009/06/19 

 

⑦第６4 回日本消化器外科学会総会(平成 21 年 7 月 16 日～7 月 18 日，大阪府，大阪国際会議場他) 

Ａ：シンポジウム（ビデオシンポジウム含む） 

29. 中野 浩，Ｅｌｉｅ Ｈｏｕｓｓｅａｕ，Ｅｄｏａｒｄ Ｒｏｓｓｏ，Ｐｈｉｌｉｐｐｅ Ｂａｃｈｅｌｌｉｅｒ，Ｄａｎｉｅｌ Ｊａｅｃｋ，大坪 毅人 

切除不能の同時性両葉多発大腸癌肝転移に対するＴｗｏ－Ｓｔａｇｅ Ｈｅｐａｔｅｃｔｏｍｙ，2009/07/17 

 25. 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， 

      腹腔鏡下直腸切除術における縫合不全を起こさない切離，吻合の工夫，2009/07/17 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

39. 四万村 司，陣内 祐二，野田 顕義，櫻井 丈，大坪 毅人 

当科における緩和ケアの現状と展望，2009/07/17 

40. 牧角 良二，戸部 直孝，陣内 祐二，吉田 有徳，西尾 幹司，野田 顕義，櫻井 丈，四万村 司，月川 

賢， 

   大坪 毅人 

   進行・再発消化器癌患者における消化管閉塞に対する酢酸オクトレオチドの有用性の検討，2009/07/17 

41. 櫻井 丈，中野 浩，三浦 和裕，諏訪 敏之，新井 達広，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二，宮島 

伸宜, 

   大坪 毅人 

   進行再発大腸癌化学療法（ＦＯＬＦＩＲＩ，ＦＯＬＦＯＸ）のＳｐｌｅｎｉｃ Ｖｏｌｕｍｅ Ｉｎｃｒｅａｓｅについての検

討,2009/07/17 

42. 諏訪 敏之，田中 圭一，吉田 有徳，瀬上 航平，嶋田 仁，榎本 武治，小林 慎二郎，櫻井 丈，田中 

一郎， 

   大坪 毅人 

   ネフローゼ症候群を合併した胃癌の 1 手術例，2009/07/18 

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

ＭＤＣＴより作成したＭＲＩ画像による肝細胞癌の術前腫瘍肉眼分類診断，2009/07/17 

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

肝門部における胆管合流形態と門脈分岐の関係についての検討－グリソン一括処理の妥当性－，

2009/07/17 

45. 三浦 和裕，小泉 哲，伊藤 弘昭，園部 智子，嶋田 仁，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，朝倉 武士，中野 

浩， 

   大坪 毅人 
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   精神疾患を背景とした盲腸軸捻転症の 1 例，2009/07/17 

46. 上原 悠也，小林 慎二郎，佐々木 貴浩，櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，須田 直史，大坪 毅人， 

有泉 泰，高木 正之 

上行結腸に発生した腺篇平上皮癌の 1 例，2009/07/17 

47. 宮崎 賢澄，辻元 文雄，小泉 哲，太田 智行，信岡 祐彦，大坪 毅人 

造影ＣＴとの比較による肝臓超音波検査の盲点域の検討，2009/07/16 

48. 亀井 奈津子，四万村 司，吉田 有徳，瀬上 航平，三浦 和裕，野田 顕義，櫻井 丈，戸部 直孝， 

牧角 良二，大坪 毅人 

     臍転移（Ｓｉｓｔｅｒ Ｍａｒｙ Ｊｐｓｅｐｈ‘ｓ Ｎｏｄｕｌｅ）が診断の契機となった大腸癌の 2 例，2009/07/16 

49. 小野田 恵一郎，佐治 攻，岩田 啓吾，岡村 隆一郎，大坪 毅人 

成人に発生した巨大後腹膜奇形腫の 1 例，2009/07/17 

Ｅ：座長 

大坪 毅人  一般演題（ポスター） 肝 鏡視下手術   2009/07/17 

 

⑧聖マリアンナ医科大学医学会第 57 回学術集会ならびに平成 21 年度評議員会･総会 

(平成 21 年 7 月 23 日～7 月 24 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ａ：シンポジウム 

50. 新井 達広 

腫瘍センタ－がん治療部会のめざす「がん治療」，2009/07/24 

51. 横田 真里，上塚 朋子，篠田 紘子，長谷川 恭子,飯嶌 麻希，辻 美和，菅原 敬子，菊地 直子，野田 

顕義， 

四万村 司，二宮 正人，増原 慶壮 

緩和ケアチームにおける薬剤師の関わり，2009/07/24 

Ｄ：一般演題 

39. 野田 顕義，四万村 司，大坪 毅人 

   癌性疼痛に対しての知覚・痛覚定量分析装置（Ｐａｉｎ Ｖｉｓｉｏｎ）の有用性について，2009/07/23 

40. 畑地 慶三，渡邉 泰治，小林 博通，佐々木 貴浩，小林 慎二郎，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 

   ＮＡＳＨモデルラットにおける肝虚血再灌流障害（ＩＲＩ）とＣａブロッカー（ＣＶ159）の投与効果～ＥＲＳによる検

討～ 

   2009/07/23 

41. 宮崎 賢澄，辻本 文雄，小泉 哲，太田 智行，五十嵐 岳，信岡 祐彦，大坪 毅人 

造影ＣＴとの比較による肝臓超音波検査の盲点域の検討、2009/07/23 

Ｅ：座長 

  大坪 毅人   シンポジウム     ,2009/07/24 

    中野 浩    第Ⅰ群          , 2009/07/23 

 

⑨第 40 回日本膵臓学会大会(平成 21 年 7 月 30 日～7 月 31 日，東京都，京王プラザホテル) 

Ｄ：一般演題(ポスター)(口演) 
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42. 小林 慎二郎，上原 悠也，三浦 和裕,佐々木 貴浩，櫻井 丈，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅

人 

早期発見・早期診断の重要性を痛感させられた症例に学ぶ膵癌の自然史，2009/07/30 

 

46. 小林 慎二郎，朝倉 武士，吉松 美佐子，森本 毅，小池 淳樹，佐々木 貴浩，小泉 哲，中野 浩，大坪 

毅人 

ＭＤ－ＣＴを用いた膵癌の術前進展度診断についての検討，2009/07/31 

 

⑩第 1 回小切開・鏡視外科学会（平成２１年８月 21 日～８月２２日，大阪府，大阪大学中之島センター） 

Ａ：シンポジウム 1 

47. 山田 恭司，濱谷 昌弘，岩端 秀之，園部 智子，本田 朱麗，本庄 広大，川嶋 八也，戸部 直孝， 

金子 英彰，横手 薫美夫，大坪 毅人， 

当院における右側結腸癌に対する小切開手術と腹腔鏡手術の比較，2009/08/21 

 

⑪第 45 回日本胆道学会学術集会（平成 21 年 9 月 18 日～9 月 19 日，千葉県，アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張） 

Ｅ：座長 

    大坪 毅人  要望演題 胆嚢癌における腹腔鏡下胆嚢摘出術の適応・位置づけと諸問題 1 ,2009/09/19 

 

⑫第４7 回日本癌治療学会総会(平成 21 年 10 月 22 日～10 月 24 日，神奈川県，パシフィコ横浜) 

＊最優秀演題賞受賞＊ 

48. 三浦 和裕，中野 浩，片桐 秀元，諏訪 敏之，新井 達広，小林 慎二郎，櫻井 丈，小泉 哲， 

   四万村 司，牧角 良二，朝倉 武士，月川 哲，山田 恭司，宮島 伸宜，大坪 毅人 

   進行再発大腸癌に対する化学療法関連肝障害と脾容積変化率についての調査，2009/10/23 

Ｄ：一般演題(示説) 

46. 小林 慎二郎，上原 悠也，福岡 麻子，野田 顕義，宮崎 賢澄，佐々木 貴浩，諏訪 敏之，小泉 哲, 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

    膵腺扁平上皮癌の 3 例，2009/10/22 

  47. 小林 慎二郎，上原 悠也，福岡 麻子，野田 顕義，宮崎 賢澄，佐々木 貴浩，諏訪 敏之，小泉 哲, 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

診断に苦慮した肝腫瘍の 3 切除例，2009/10/22 

 

⑬第 64 回日本大腸肛門病学会学術集会(平成 21 年 11 月 6 日～11 月 7 日，福岡県，福岡国際会議場) 

Ｄ：一般演題（口演）（ポスター） 

48. 花井 彰，片山 真史，西川 徹，小森山 広幸，大坪 毅人 

腹腔鏡（補助）下前方切除術で使用する術中リアルタイムマーキングのためのラパロポインター直腸鏡の現状，

2009/11/06 

51. 四万村 司，須田 直史，亀井 奈津子，畑地 慶三，櫻井 丈，牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 

毅人 

鏡視下手術におけるＭＤ－ＣＴ（Ｍｕｌｔｉｄｉｔｅｃｏｔｏｒ－ｒｏｗＣＴ）の有用性とＩＭＡの解剖，2009/11/07 
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52. 片桐 秀元，民上 真也，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

腫瘍径 10ｍｍ・ＳＭ浸潤のＳ状結腸低分化型腺癌に 253 番リンパ節転移を認めた 1 手術例，2009/11/07 

51. 小野田 恵一郎,佐治 攻，大坪 毅人 

上行結腸癌卵巣転移によるＭｅｉｇｓ症候群の 1 例，2009/11/07 

Ｅ：座長 

宮島 伸宣  一般演題口演 大腸癌外科 10  ,2009/11/07 

 

⑲第 71 回日本臨床外科学会総会(平成 21 年 11 月 19 日～11 月 21 日，京都府，国立京都国際会館) 

Ａ：サージカルフォーラム 

52. 朝倉 武士，福岡 麻子，宮崎 賢澄，野田 顕義，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲, 中野 浩，大坪 

毅人 

膵頭十二指腸切除における術前栄養評価と術後手術部位感染の検討，2009/11/19 

53. 牧角 良二，四万村 司，櫻井 丈，須田 直史，小島 啓夫，畑地 慶三，亀井 奈津子，月川 賢，宮島 

伸宜，大坪 毅人 

当院における左側大腸癌イレウスに対する治療の現状，2009/11/19 

54. 四万村 司，野田 顕義，新井 達広,大坪 毅人 

外科ローテーション期間中の初期臨床研修医に対する緩和ケアに関する教育効果,2009/11/21 

Ｃ：ビデオセッション 

55.田中 一郎，田中 圭一，根岸 宏行，園部 智子，片桐 秀元，三浦 和裕，須田 直史，大坪 毅人 

胃全摘術における工夫，2009/11/20 

56.中野 浩，朝倉 武士，野田 顕義，宮崎 賢澄，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲, 大坪 毅人 

膵頭部癌に対するＲ０膵頭十二指腸切除の工夫，2009/11/19 

59. 花井 彰，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 孝之，西川 徹，住吉 賢，田中 圭一， 

小森山 広幸，大坪 毅人 

腹腔鏡(補助)下低位前方切除術での直腸間膜切離のピットフォール，2009/11/21 

60. 櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，亀井 奈津子，瀬上 航平，小島 啓夫，畑地 慶三，片桐 秀元， 

諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎，須田 直史，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

後腹膜剥離先行による腹腔鏡下結腸右半切除、2009/11/21 

Ｄ：一般演題（口演） 

59. 櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，亀井 奈津子，瀬上 航平，小島 啓夫，嶋田 仁，畑地 慶三，片桐 

秀元， 

諏訪 敏之，榎本 武治，小林 慎二郎，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

腹腔鏡下Ｓ状結腸切除後に一過性虚血性大腸炎を合併した 1 例，2009/11/20 

60. 片桐 秀元，須田 直史，浜辺 太郎，上原 悠也，三浦 和裕，田中 一郎，大坪 毅人 

     高齢者の胃癌術後十二指腸断端再発による挙上空腸狭窄に対して胃瘻から行った経鼻内視鏡的ステント留

置の 

     工夫，2009/11/19 

61. 野田 顕義, 小林 慎二郎，福岡 麻子，宮崎 賢澄，諏訪 敏之，小泉 哲, 朝倉 武士，中野 浩，大坪 

毅人 
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   特異な画像所見を呈し診断に難渋した単純性肝嚢胞の 1 例，2009/11/19 

69. 根岸 宏行，小泉 哲，瀬上 航平，嶋田 仁, 朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人，小田中美恵子 

原発巣の特定が困難であったＩｎｆｌａｍｍａｔｏｒｙ ｍｙｏｆｉｂｒｏｂｌａｓｔｉｃ ｔｕｍｏｒ（ＩＭＴ）の 1 例，2009/11/19 

70. 上原 悠也，須田 直史，岡野 美紀，佐々木 貴浩，大坪 毅人，河原 太，太田 智彦，有泉 泰，高木 

正之 

   乳癌術後 6 年で脾臓転移を来たした 1 例，2009/11/19 

71. 三浦 和裕，須田 直史，浜辺 太郎，上原 悠也，片桐 秀元，田中 一郎，小池 淳樹，大坪 毅人 

   腹腔内出血をきたした巨大ＧＩＳＴの 1 例，2009/11/21 

72. 亀井 奈津子，櫻井 丈，伊藤 弘昭，西尾 乾司，根岸 宏行，吉田 有徳，瀬上 航平，野田 顕義， 

   畑地 慶三，石井 将光，小泉 哲，朝野 隆之，大坪 毅人 

   鼠径ヘルニアにおける術前ＣＴ検査の有用性に関する検討，2009/11/21 

73. 吉田 有徳，櫻井 丈，西尾 乾司，根岸 宏行，瀬上 航平，亀井 奈津子，野田 顕義, 畑地 慶三， 

小島 啓夫，小林 慎二郎，四万村 司，牧角 良二，宮島 伸宜，月川 賢，大坪 毅人 

術前組織学的診断が可能であった原発性進行小腸癌の 1 例，2009/11/20 

74. 浜辺 太郎，須田 直史，上原 悠也，三浦 和裕，片桐 秀元，田中 一郎，大坪 毅人 

   悪性腫瘍による高度咽頭･食道狭窄に対する経鼻内視鏡を用いた食道ステントの有用性，2009/11/19 

75. 濱谷 昌弘，山田 恭司，金子 英彰，戸部 直孝，川嶋 八也，本庄 広大，園部 智子，土居 正知， 

   大坪 毅人 

   後腹膜脂肪腫の 1 例，2009/11/19 

68. 石井 将光，花井 彰，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，朝野 孝之，住吉 賢，田中 圭一，西川 

徹， 

     小森山 広幸 

     術中下肢支持器（レビテーダー）使用に伴うコンパートメント症候群の一例，2009/11/19 

74. 民上 真也，嶋田 仁，佐々木 貴浩，片桐 秀元，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

左肝動脈分岐異常を伴う早期胃癌に対し自律神経温存腹腔鏡補助下幽門側胃切除術を施行した 1 例，

2009/11/21 

75. 瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，野田 顕義, 四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人 

消化管通過障害を来たしたＳ状結腸巨大脂肪腫の 1 例，2009/11/19 

76. 嶋田 仁，諏訪 敏之，根岸 宏行，園部 智子，佐々木 貴浩，民上 真也，田中 圭一，田中 一郎， 

   宮島 伸宜，大坪 毅人 

   食道裂肛ヘルニアに嵌頓した胃ＧＩＳＴの 1 例，2009/11/20 

77. 畑地 慶三，四万村 司，亀井 奈津子，小島 啓夫，櫻井 丈，牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 

毅人 

98 歳の超高齢者直腸癌に対して腹腔鏡下低位前方切除術を施行した 1 例，2009/11/19 

78. 三原 良孝，小林 義典、下島 礼子，中原 孝，山田 武男，濱口 實，久保起与子 

胃切除術 37 年後の輸入脚閉塞症の 1 例，2009/11/20 

Ｄ：一般演題（示説） 

74. 田中 圭一，田中 一郎，根岸 宏行，園部 智子，嶋田 仁，諏訪 敏之，小森山 広幸，大坪 毅人 

術前ＭＤＣＴ施行による胃癌症例の有用性の検討，2009/11/20 
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75. 小野田 恵一郎，佐治 攻，岩田 啓吾，岡村 隆一郎，大坪 毅人 

総胆管結石との鑑別が困難であった胆嚢結石による閉塞性胆管炎の 1 例，2009/11/21 

76. 奈良橋 喜芳，西田 二郎，岡田 了祐，長嶋 隆，佐藤 滋，吉田 紘一，大坪 毅人 

メッケル憩室による絞扼性イレウスの一手術例，2009/11/21 

77. 大島 隆一，湊 栄治，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久 

Ｓ状結腸間膜裂孔ヘルニアの 1 例，2009/11/21 

78. 亀井 奈津子，櫻井 丈，伊藤 弘昭，西尾 乾司，根岸 宏行，瀬上 航平，野田 顕義, 畑地 慶三， 

牧角 良二，四万村 司，大坪 毅人 

   男性に発症した閉鎖孔ヘルニアの 1 例，2009/11/19 

79. 根岸 宏行，田中 一郎，瀬上 航平，園部 智子，嶋田 仁，諏訪 敏之，田中 圭一，大坪 毅人, 

小田中美恵子 

食道癌肉腫の 1 例，2009/11/21 

83. 園部 智子，田中 一郎，根岸 宏行，嶋田 仁，諏訪 敏之，田中 圭一，大坪 毅人，根岸 龍二郎， 

紅露 剛史，小池 淳樹，高木 正之 

十二指腸内にＧＩＳＴとカルチノイド腫瘍の発生を認めた 1 例，2009/11/19 

84. 福岡 麻子 

Ｂｌｉｎｄ ｌｏｏｐの糞便貯留がきっかけとなって捻転を来たした腸回転異常の 1 例，2009/11/19 

85. 本田 朱麗，山田 恭司，金子 英彰，戸部 直孝，濱谷 昌弘，川嶋 八也，本庄 広大，園部 智子， 

横手 薫美夫 

Ｂｉｌａｙｅｒ ｐａｔｃｈ ｄｅｖｉｃｅ（ＰＨＳ法）を用いて修復した腰ヘルニアの一例，2009/11/19 

Ｅ：座長(司会) 

・大坪 毅人 一般演題（口演）・肝-4                                      ，2009/11/19 

･宮島 伸宜  ビデオセッション･腹腔鏡下大腸切除術－助手と術者のやること、やらないこと-2，2009/11/20 

 

⑳第 22 回日本内視鏡外科学会総会(平成 21 年 12 月 03 日～12 月 05 日，東京都，京王プラザホテル) 

Ａ：スポンサードシンポジウム 

  83. 牧角 良二，宮島 伸宜，浜辺 太郎，小池 彩華，畑地 慶三，片桐 秀元，諏訪 敏之，櫻井 丈，四万村 

司， 

     須田 直史，月川 賢，大坪 毅人 

     直腸癌に対する腹腔鏡下手術手技ポイント～困難症例をより安全・確実に行うには～，2009/12/03 

Ｄ：一般演題 

  84. 民上 真也，嶋田 仁，佐々木 貴浩，片桐 秀元，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     尿膜管臍瘻に対する臍形成を伴う腹腔鏡下切除術の検討，2009/12/03 

  85. 佐々木 貴浩，嶋田 仁，民上 真也，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     胆嚢における ＳＬＩＳ（Ｓｉｎｇｌｅ Ｉｎｃｉｓｉｏｎ Ｌａｐａｒｏｓｃｏｐｉｃ Ｓｕｒｇｅｒｙ）の手技と適応，2009/12/04 

  86. 民上 真也，嶋田 仁，佐々木 貴浩，片桐 秀元，須田 直史，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     門脈海綿状血管腫を伴った早期胃癌に対し腹腔鏡補助下幽門保存胃切除術を施行した 1 例，2009/12/04 

  87. 花井 彰，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 孝之，西川 徹，住吉 賢，田中 圭

一， 
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小森山 広幸，大坪 毅人 

     Ｔｙｐｅ Ｔｗｉｓｔ Ｍｅｔｈｏｄ：腹腔鏡下前方切除の骨盤内操作の根本的問題点を画期的に解決する方法， 

     2009/12/04 

  88. 田中 圭一，田中 一郎，片山 真史，住吉 賢，小森山 広幸，大坪 毅人 

     腹腔鏡補助下噴門側胃切除術における経口アンビル（ＥＥＡＴＭ ＯｒＶｉｌＴＭ）の使用経験，2009/12/04 

92. 四万村 司，牧角 良二，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，櫻井 丈，須田 直史，月川 賢， 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

     腹腔内膿瘍形成症例に対する鏡視下手術の経験，2009/12/05 

93. 牧角 良二，四万村 司，櫻井 丈，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，須田 直史，月川 賢， 

宮島 伸宜，大坪 毅人 

     腹腔鏡下Ｓ状結腸切除術後に虚血性腸炎をきたした 1 例，2009/12/05 

Ｅ：司会 

･宮島 伸宜   一般演題 大腸･肛門悪性 手術既往例･重複癌                ，2009/12/03 

・須田 直史  一般演題 大腸･肛門良性 腹腔鏡下虫垂切除術⑤              ，2009/12/04 

 

21. 第 22 回日本外科感染症学会総会(平成 21 年 12 月 9 日～12 月 11 日，山口県，宇部全日空ホテル) 

Ａ：要望演題 

94. 朝倉 武士，福岡 麻子，宮崎 賢澄．野田 顕義，諏訪 敏之，小林 慎二郎，小泉 哲，中野 浩，大坪 

毅人 

膵頭十二指腸切除後の感染性合併症と血清プロカルシトニンの関係，2009/12/10 

 92. 石井 将光，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，朝野 孝之，住吉 賢，田中 圭一，西川 徹，花井 彰， 

     小森山 広幸 

     当院での新規手術前手指消毒法（ラビング法，ウォーターレス法）導入における現状と問題点，2009/12/10 

 

22. 聖マリアンナ医科大学医学会第５8 回学術集会ならびに平成２1 年度評議員会･総会 

(平成 21 年 12 月 17 日～12 月 18 日，神奈川県，聖マリアンナ医科大学病院) 

Ｄ：一般演題 

93. 磯貝 一成，伊藤 由香，篠田 紘子，緒方 晴樹，新井 達弘，増原 慶壮 

   支持療法に対するアンケート調査，2009/12/17 

94. 近藤 崇弘，三浦 和裕，上原 悠也，瀬上 航平，小島 啓夫，宮崎 賢澄，片桐 秀元，榎本 武治， 

   須田 直史，小田中 恵美子，田中 一郎，大坪 毅人 

   胃管再発をきたした食道癌の 1 例，2009/12/17 

95. 三浦 和裕，小泉 哲，戸部 直孝，大坪 毅人 

   当科における院内ＰＨＳ使用に関する検討，2009/12/17 

97. 桑島 規夫，坪田 由紀子，福田 羽衣，松隈 愛子，伊東 みなみ，山中 努，松浦 賢，奥瀬 千晃，月川 

賢， 

松田 隆秀 

がん患者・家族へのソーシャルワーク支援 －個別支援から患者・家族との協働へ－，2009/12/17 

97. 遠藤 渉, 畑地 慶三，小池 彩華，亀井 奈津子，小島 啓夫，諏訪 敏之，櫻井 丈，四万村 司，牧角 
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良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

98 歳の超高齢者直腸癌に対して腹腔鏡下低位前方切除術を施行した 1 例，2009/12/17 

99. 清川 智史，小林 慎二郎，野田 顕義，岩重 玲子，浜辺 太郎，亀井 奈津子，上原 悠也，諏訪 敏之， 

   片桐 秀元，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

   保存的治療で軽快した外傷性十二指腸壁内血腫の 1 例，2009/12/17 

＊海外留学体験講演 

  99. 榎本 武治 

     脾臓由来幹細胞のスフェア形成能の解明，2009/12/18 

Ｅ：司会  

     大坪 毅人   海外留学体験講演 1                    ,2009/12/18 

               特別講演                           ,2009/12/18 

 

26. 第２５回日本静脈経腸栄養学会（平成２２年２月２５日～２６日，千葉県，幕張メッセ他） 

Ｄ：一般演題 

100.櫻井 丈，野田 顕義，牧角 良二，亀井 奈津子，瀬上 航平，片桐 秀元，諏訪 敏之，榎本 武治, 

小林 慎二郎，小泉 哲，四万村 司，中野 浩，月川 賢，田中 一郎，宮島 伸宜，大坪 毅人 

胃癌術後における手術侵襲の栄養指標に及ぼす影響，2010/02/25 

  

27. 第 82 回日本胃癌学会 （平成 22 年 3 月 3 日～3 月 5 日，新潟県，朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター） 

Ａ・コンセンサスミーティング 

101. 長 晴彦，地口 学，梶原 博，村上 仁志，鍋島 一仁，大島 實，利野 靖，関川 浩司，嶋田 顕，四万

村 司，田辺 聡 

ＡＧＲＥＥチェックリストを用いたＧＩＳＴ診療ガイドラインの評価，2010/03/04 

Ｄ：一般演題（ポスター） 

102.木村 正之，小林 博通，吉川 剛司，越宗 紀一郎，前田 長生，大坪 毅人 

免疫化学療法（ＴＳ1＋ＣＤＤＰ＋レンチナン）が奏功している切除不能進行胃癌の一例,2010/03/04 

 

28. 第 46 回日本腹部救急医学会総会（平成 22 年 3 月 12 日～3 月 13 日，富山県，） 

Ａ：要望演題 

105. 小林 慎二郎，四万村 司，片桐 秀元，諏訪 敏之，櫻井 丈，小泉 哲，牧角 良二，朝倉 武士，中野 

浩， 

   月川 賢，田中 一郎，大坪 毅人 

   当院における膿瘍形成性虫垂炎に対する治療の現況，2010/03/19 

Ｂ：主題口演 

106. 小泉 哲，小林 慎二郎，朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

   当院における外傷患者診療マネジメントの現況，2010/03/19 

Ｄ：一般演題（口演） 

  105. 櫻井 丈，瀬上 航平，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，片桐 秀元，諏訪 敏之，片山 真史， 

小林 慎二郎，榎本 武治, 小泉 哲，四万村 司，牧角 良二，朝倉 武士，中野 浩，月川 賢，宮島 伸
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宜， 

大坪 毅人 

保存的加療にて軽快した門脈ガス血症の 1 例，2010/03/18 

  106.櫻井 丈，瀬上 航平，畑地 慶三，諏訪 敏之，小林 慎二郎，榎本 武治, 四万村 司，牧角 良二，月川 

賢， 

     宮島 伸宜，大坪 毅人 

     胃癌術後難治性縫合不全に対する経管栄養の有用性，2010/03/18 

107.小林 慎二郎，瀬上 航平，亀井 奈津子，上原 悠也，三浦 和裕，片桐 秀元，諏訪 敏之，櫻井 丈， 

   小泉 哲，四万村 司，牧角 良二，朝倉 武士，中野 浩，月川 賢，大坪 毅人 

   急性腹症に対するプロカルシトニン値測定の有用性の検討，2010/03/19 

108.諏訪 敏之，櫻井 丈,浜辺 太郎，小池 彩華，畑地 慶三，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，戸澤 晃

子， 

大坪 毅人 

   急性腹症で発症し術前診断出来た虫垂粘液嚢腫の 1 例，2010/03/19 

109.野田 顕義，小林 慎二郎，浜辺 太郎，福岡 麻子，諏訪 敏之，櫻井 丈，小泉 哲，朝倉 武士，中野 

浩， 

   大坪 毅人 

   保存的治療で軽快した外傷性十二指腸壁内血腫の 1 例，2010/03/18 

110.畑地 慶三，櫻井 丈，浜辺 太郎，小池 彩華，亀井 奈津子，小島 啓夫，諏訪 敏之，四万村 司， 

牧角 良二，月川 賢，宮島 伸宜，大坪 毅人 

異時性に 2 度の特発性結腸穿孔をきたした 1 例，2010/03/19 

111.瀬上 航平，櫻井 丈，根岸 宏行，三浦 和裕，諏訪 敏之，榎本 武治, 小林 慎二郎，牧角 良二，月川 

賢， 

   大坪 毅人 

   穿孔性腹膜炎をきたした肺癌小腸転移の 1 例，2010/03/18 

112.大島 隆一，湊 栄治，櫻井 丈，吉田 和彦，嶋田 久, 大坪 毅人 

   特発性腸重積症の 1 例，2010/03/18 

 

5. 研究会・懇話会・シンポジウム・セミナー 

 

＊＊ 医局主催研究会 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

① 6ｔｈ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｏｎａｌ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｓｅｍｉｎａｒ（ＧＣＳ） （平成２１年５月１９日，神奈川県) 

   Ｅ. 特別講演座長.当番世話人   木村 正之 

     

② 第４２回神奈川消化器病医学会総会 （平成２１年１０月１０日，神奈川県） 

Ｄ. 一般演題 

  1. 嶋田 仁，民上 真也，佐々木 貴浩，片桐 秀元，宮島 伸宜，大坪 毅人 

    早期に発見された胃神経内分泌細胞癌の 1 例 
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2. 佐治 攻，石井 将光，小野田 恵一郎，岩田 啓吾，岡村 隆一郎，大坪 毅人 

3ｒｄ ｌｉｎｅ化学療法が奏功し、切除後長期生存しえたＳｔａｇｅ Ⅳ胃癌の一例 

  3. 小林 博通，木村 正之，吉川 剛士，前田 長生，大坪 毅人 

免疫化学療法（ＴＳ-1＋レンチナン＋ＣＤＤＰ）が奏功している進行胃癌の一例 

4. 岩重 玲子，三浦 和裕，浅野 孝太，鈴木 紗理，上原 悠也，瀬上 航平，片桐 秀元、須田 直史， 

田中 一郎，小泉 宏隆，大坪 毅人 

胃癌と胃ＧＩＳＴ合併の一例 

5. 小島 啓夫，櫻井 丈，瀬上 航平，亀井 奈津子，畑地 慶三，野田 顕義，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 

  大腸癌術後経口摂取開始時の食事の種類の検討 

6. 川嶋 八也，滝澤 知世子，園部 智子，本田 朱麗，本庄 広大，濱谷 昌弘, 戸部 直孝，金子 英彰， 

横手 薫美夫，山田 恭司，大坪 毅人 

低位前方切除回腸瘻造設後の空置大腸に発生した閉塞性大腸炎の 1 例 

7. 野田 顕義，四万村 司，大坪 毅人 

   癌性疼痛に対しての知覚，痛覚定量分析装置の有用性について 

8. 京井 玲奈，花井 彰，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，住吉 賢，朝野 隆之，田中 圭一，西川 徹， 

   小森山 広幸，大坪 毅人 

   術後 14 年目に再発した膵内分泌腫瘍の 1 例 

9. 浜辺 太郎，諏訪 敏之，小林 慎二郎，天神 和美，福岡 麻子, 野田 顕義，小泉 哲，朝倉 武士，中野 

浩， 

前田 一郎，大坪 毅人 

肝原発腺扁平上皮癌の 1 例 

10. 堀越 邦康，伊藤 篤志，日高 英二，和田 陽子，山口 かずえ，吉松 軍平，池原 貴志子，遠藤 俊吾， 

石田 文生，田中 淳一，工藤 進英，御子神哲也 

腹部大動脈瘤の手術所見で発見された魚骨のよる小腸穿孔の 1 例 

Ｅ. 特別講演座長 大坪 毅人 

    座長       須田 直史    ①食道･胃 

     〃        木村 正之    ②胃-2 

     〃        小林 慎二郎   ⑦膵 

 

③ 7ｔｈ Ｇａｓｔｒｏｉｎｔｅｓｔｏｎａｌ Ｃｈｅｍｏｔｈｅｒａｐｙ Ｓｅｍｉｎａｒ（ＧＣＳ） （平成２１年 11 月 11 日，神奈川県) 

Ｅ. 特別講演座長.当番世話人   宮島 伸宜  

 

④ 第２回川崎北部地域医療連携緩和ケアの会 （平成２１年 12 月 09 日，神奈川県) 

Ｅ. 症例検討会司会･進行      大坪 毅人  

 

⑤ 第１２６回神奈川臨床外科医学会集談会 （平成２１年 12 月 19 日，神奈川県) 

Ｄ. 一般演題 

 11. 嶋田 仁，民上 真也，佐々木 貴浩，宮島 伸宜，大坪 毅人 
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    大腸癌に対する単孔式腹腔鏡下手術（ＳＩＬＳ）の経験  

12. 本庄 広大，松澤 文乃，園部 智子，本田 朱麗，川嶋 八也，濱谷 昌弘，戸部 直孝，金子 英彰， 

横手 薫美夫，山田 恭司，大坪 毅人 

最近経験した小腸癌の 2 例 

13. 小山 亮太，片山 真史，京井 玲奈，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，住吉 賢，西川 徹，田中 圭

一， 

   花井 彰，小森山 広幸，干川 昌弘，大坪 毅人 

  Ｃａｓｔｌｅｍａｎ病と鑑別を要した肝細胞癌の孤立性傍大動脈リンパ節転移の 1 例 

14. 岩重 玲子，小林 慎二郎，亀井 奈津子，上原 悠也，野田 顕義，片桐 秀元，諏訪 敏之，小泉 哲， 

   朝倉 武士，中野 浩，有泉 泰,小池 淳樹，大坪 毅人 

   膵癌との鑑別を要したａｕｔｏｉｍｍｕｎｅ ｐａｎｃｒｅａｔｉｔｉｓの 1 例 

Ｅ. 特別講演座長   大坪 毅人 

  座長        民上 真也 

 

⑥ 第１回神奈川ヘルニア研究会 （平成２2 年 02 月 06 日，神奈川県) 

Ｄ. 一般演題 

 15. 岸 龍一，諏訪 敏之，櫻井 丈，秦 ひろか，瀬上 航平，畑地 慶三，宮崎 賢澄，四万村 司，牧角 良

二， 

    月川 賢，力石 辰也，大坪 毅人 

    生体腎移植後に発症した特異な腹壁ヘルニアの 1 例 

Ｅ. 特別講演司会   大坪 毅人 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊ 

 

⑦ 第１２回「新緑の会」 （平成２１年４月１０日，神奈川県） 

Ｄ. 症例報告 

  16. 小林 博通    腹腔鏡下胆嚢摘出術について 

 

＊ 特別講演 大坪 毅人 「今日の急性腹症」  

 

Ｅ.特別講演座長   木村 正之  

 

⑧ 獨協医科大学越谷病院外科講演会 （平成２１年４月２８日，埼玉県) 

＊ 特別講演 中野 浩  

「切除不能大腸癌肝転移に対する術前化学療法＋肝切除： 

特にｔｗｏ－ｓｔａｇｅ ｈｅｐａｔｅｃｔｏｍｙ ｐｒｏｃｅｄｕｒｅと術前化学療法による肝障害（Ｂｌｕｅ ｌｉｖｅｒ ＆ Ｙｅｌｌｏｗ ｌｉｖｅ

ｒ）に 

対する対処について 
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⑨ 川崎北部大腸がん薬物療法講演会 （平成２１年５月１３日，神奈川県） 

Ｅ. 特別講演司会    大坪 毅人 

 

⑩ 外科 Ｇｒｏｕｎｄ Ｒｏｕｎｄ （平成２１年６月３日，神奈川県) 

＊ 講演  大坪 毅人 「肝切除の実際」 

 

⑪ 第２回三浦半島メディカルネットワーク （平成２１年６月 5 日，神奈川県) 

＊ 特別講演  大坪 毅人 「聖マリアンナ医科大学 2009」  

 

⑫ 第 813 回外科集談会 （平成２１年６月１３日，東京都） 

Ｄ. 一般演題 

  17. 浜辺 太郎，三浦 和裕，伊藤 弘昭，小林 慎二郎，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，小池 淳樹，大坪 

毅人 

    巨大後腹膜脂肪肉腫の 1 例 

18. 鶴岡 淳，小林 慎二郎，中山 知沙香，福岡 麻子，野田 顕義，宮崎 眞澄，諏訪 敏之，小泉 哲， 

朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

   急性腹症で発症したＳｃｈｏｎｌｅｉｎ－Ｈｅｎｏｃｈ紫斑病の 1 成人例 

 

⑬ 第１６回神奈川肝胆膵外科研究会（ロマンスカンファランス） （平成２１年６月１８日，神奈川県) 

Ｅ. 企画委員  朝倉 武士 

 

⑭ 第２５回神奈川ストーマリハビリテーション講習会 （平成２１年６月２０日，神奈川県） 

Ｄ. 講習内容 

  19. 櫻井 丈     消化管ストーマの造設方法と合併症 

 

⑮ 第１５回神奈川大腸肛門手術手技研究会 （平成２１年６月２６日，神奈川県） 

Ｄ. 一般演題 

  20. 四万村 司  当科におけるＣｏｖｅｒｉｎｇ ｓｔｏｍａの適応と手術手技 

Ｅ. 世話人    山田 恭司 

 

⑯ 聖マリアンナ医科大学東横病院公開講座（平成２１年６月２７日，神奈川県） 

＊ 講演  民上 真也 「胃癌の診断と最新治療（内視鏡治療・腹腔鏡手術） 

 

⑰ 第１３回よこはま外科癌フォーラム （平成２１年８月２９日，神奈川県) 

Ｅ. 座長・世話人  

大坪 毅人  ＳｅｓｓｉｏｎⅣ：「胆･膵癌」 

 

⑱ 第 814 回外科集談会 （平成２１年９月１２日，東京都） 
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Ｄ. 一般演題 

  21. 鈴木 沙理，三浦 和裕，浅野 孝太，岩重 玲子，上原 悠也，瀬上 航平，片桐 秀元，須田 直史， 

田中 一郎，大坪 毅人，高橋 秀明 

    原発性硬化性胆管炎の長期生存中に出血を契機に発見された胃癌の 1 例 

22. 吉田 良仁，小林 慎二郎，宮内 雅利，天神 和美，浜辺 太郎，福岡 麻子，野田 顕義，諏訪 敏之，小

泉 哲， 

     朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

    Groove pancreatits と鑑別を要したｇｒｏｏｖｅ領域癌の 1 例 

23. 宮内 雅利，小林 慎二郎，吉田 良仁，天神 和美，浜辺 太郎，福岡 麻子，野田 顕義，諏訪 敏之，小

泉 哲， 

    朝倉 武士，中野 浩，大坪 毅人 

    抗凝固治療中に発症した出血性胆のう炎の 1 例 

Ｅ. 座長  朝倉 武士   肝･胆・膵（悪性）   

 

＊＊＊平成 21 年度 日本女性薬剤師会 研修講座（平成２１年９月 13 日，神奈川県） 

＊ 講演  四万村 司 「がん疼痛について」  

    

⑲ 第 11 回神奈川外科代謝栄養研究会 （平成２１年 10 月 9 日，神奈川県） 

Ｅ. 司会  田中 一郎   基調講演 

 

⑳ 第 15 回神奈川消化器内視鏡外科研究会 （平成２１年 11 月 13 日，神奈川県） 

Ｅ. 座長 宮島 伸宜   講演Ⅰ 

 

21 第 30 回大腸肛門疾患懇話会 （2009 月 11 月 24 日，神奈川県） 

Ｄ. 症例検討 

 24. 浜辺 太郎，畑地 慶三，小池 彩華，亀井 奈津子，諏訪 敏之，櫻井 丈，牧角 良二，四万村 司，月川 

賢， 

   大坪 毅人 

   「Ｓｉｓｔｅｒ Ｍａｒｙ Ｊｏｓｅｐｈ‘ｓ Ｎｏｄｕｌｅを認めた大腸癌 3 例の検討」 

Ｅ. 世話人    山田 恭司 

 

＊ ＊＊ Ｂｏｎｅ Ｍａｔａｓｔａｓｉｓ ＆ＭＢＯ Ｔｈｅｒａｐｙ Ｆｏｒｕｍ ｉｎ Ｋａｎａｇａｗａ（2009 月 11 月 27 日，神奈川県） 

Ｄ：演題 

    牧角 良二 「当院におけるサンドスタチンの使用経験」 

 

22. 第 815 回外科集談会 （平成２１年 12 月 12 日，東京都） 

Ｄ. 一般演題 

25. 松原 史明，瀬上 航平，諏訪 敏之，櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，月川 賢，大坪 毅人 

潰瘍性大腸炎に合併した若年性直腸癌の 1 例 
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26. 崎元 仁志，三浦 和裕，亀井 奈津子，小島 啓夫，畑地 慶三，櫻井 丈，四万村 司，牧角 良二，月川 

賢， 

小池 淳樹，小泉 宏隆，大坪 毅人 

虫垂粘液嚢胞性疾患の 2 例 

27. 相川 幸生，小林 慎二郎，山崎 行敬，浜辺 太郎，福岡 麻子，野田 顕義，諏訪 敏之，小泉 哲，朝倉 

武士， 

中野 浩，小泉 宏隆，大坪 毅人 

卵巣を原発とした転移性膵癌の 1 例 

 

23. 第 37 回神奈川胃癌治療研究会（平成２１年 12 月 12 日，神奈川県）  

Ｄ. 一般演題 

  28. 小林 博通，木村 正之，吉川 剛司，前田 長生，利野 靖，小島 啓夫，大坪 毅人 

     集学的治療により切除しえた小腸ＧＩＳＴ術後の腹膜播腫性転移症例の手術ビデオ（原発切除→グリベック→ 

     腹膜播腫→グリベック→スーテント→腹膜播腫切除） 

29. 吉川 剛司，木村 正之，小林 博通，前田 長生，大坪 毅人 

     免疫化学療法（ＴＳ-1＋ＣＤＤＰ＋レンチナン）が奉効している切除不能進行胃癌の一例 

 30. 榎本 武治，田中 一郎，諏訪 敏之，四万村 司，櫻井 丈，宮崎 賢澄，瀬上 航平，上原 悠也，三浦 

和裕， 

    小島 啓夫，片桐 秀元，高崎 晴子，竹村 弘，大坪 毅人 

     待機的胃癌手術症例における手術部位感染サーベイランスの結果とその検討 

 31. 田中 圭一，京井 玲奈，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，住吉 賢，西川 徹，花井 

彰， 

    小森山 広幸，田中 一郎，大坪 毅人 

    術前ＭＤＣＴで、脾動脈と共同幹を成す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 

 32. 利野 靖，村上 仁志，湯川 寛夫，益田 宗孝，今田 敏夫，前田 長生，木村 正之 

     グリベック耐性小腸ＧＩＳＴに対するスーテント投与の 1 例 

Ｅ. 座長    田中 圭一   Ｓｅｓｓｉｎ Ⅴ 

 

24.第 16 回神奈川ストーマ研究会（平成２１年１２月１９日，神奈川県) 

Ｅ. 世話人    山田 恭司 

 

25. 聖マリアンナ医科大学東横病院公開講座（平成２2 年 1 月２3 日，神奈川県） 

＊ 講演  民上 真也 「おしりから血がでたら？－おしりと腸の病気について」 

 

26. 第 19 回神奈川外科手術手技研究会 （平成２2 年 1 月 29 日，神奈川県） 

Ｄ. 一般演題 

   33. 四万村 司  Ｓ状結腸切除 

 

27. 第 5 回ＮＥＴ Ｗｏｒｋ Ｊａｐａｎ （平成 22 年 1 月 30 日,兵庫県） 
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Ｄ． 一般演題(ポスター) 

   34. 京井 玲奈，住吉 賢，花井 彰，片山 真史，神尾 浩司，石井 将光，朝野 隆之，田中 圭一，西川 

徹， 

      小森山 広幸，大坪 毅人 

      術後 14 年目にして再発した非機能性膵内分泌腫瘍 

 

28. 第 33 回神奈川県癌治療懇話会 （平成２2 年 2 月 4 日，神奈川県） 

Ｄ. 一般演題 

   35. 上原 悠也，小林 慎二郎，片桐 秀元，亀井 奈津子，小泉 哲，朝倉 武士，有泉 泰，小池 淳樹， 

      大坪 毅人 

      良悪性の鑑別に難渋した膵腫瘤の 3 切除例 

Ｅ. 座長  大坪 毅人   一般演題Ⅱ 

 

29. 宮城手術画像研究会（平成２2 年２月１９日，宮城県） 

＊ 特別講演  大坪 毅人   「肝切除の実際」 

 

30. 第１回単孔式内視鏡手術研究会（平成２2 年２月１９日，東京都） 

Ｄ.一般演題 

   36. 嶋田 仁，民上 真也，佐々木 貴浩，宮島 伸宜，大坪 毅人 

      大腸癌に対する単孔式腹腔鏡下手術の経験と工夫 

Ｅ：総括  宮島 伸宜  コメンテーター   

 

31. 第 7 回神奈川外科感染症研究会（平成２2 年２月２４日，神奈川県) 

Ｅ. 世話人   山田 恭司 

 

32. 第 17 回神奈川肝胆膵外科研究会（ロマンスカンファランス） （平成２2 年 2 月 25 日，神奈川県) 

Ｄ.一般演題 

   37. 野田 顕義  症例掲示  

Ｅ.司会          小林 慎二郎 

幹事          朝倉 武士 

 スーパーバイザー  大坪 毅人 

 

33. 川崎市外科医会（平成２2 年３月４日，神奈川県) 

世話人：   山田 恭司 

 

34. 川崎市大腸がん検診小委員会 （平成２2 年３月 1３日,神奈川県） 

委員：   山田 恭司 

 

35. 第 816 回外科集談会（平成２2 年 3 月 13 日，東京都） 
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Ｄ.一般演題 

   38. 小泉 英樹, 小林 慎二郎，諏訪 敏之，高木 泰，鈴木 碧, 上原 悠也，亀井 奈津子，野田 顕義， 

片桐 秀元，櫻井 丈，小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，船津 美恵子，大坪 毅人 

      上部消化管造影検査を転機に発症した穿孔性虫垂炎の 1 例 

39. 高木 泰, 小林 慎二郎，小泉 英樹, 鈴木 碧, 小池 彩華，岩重 玲子，野田 顕義，片桐 秀元， 

小泉 哲，朝倉 武士，中野 浩，船津 美恵子，大坪 毅人 

      Ｏｓｌｅｒ－ｗｅｂｅｒ－Ｒｅｎｄｕ病患者に発症した胆嚢炎の 1 例 

40. 尹 琁暎，三浦 和裕，浜辺 太郎，瀬上 航平，小島 啓夫，宮崎 賢澄，小林 慎二郎, 小泉 哲， 

榎本 武治，田中 一郎，戸澤 晃子，小泉 宏隆，大坪 毅人 

      鼠径部に生じた皮膚子宮内膜症の 1 例 

 

34. 第 4 回かながわ健康塾～最新のがん治療～ （平成２2 年３月 1３日,神奈川県） 

＊ 講師 木村 正之  ②胃がん 

 

35. 第 11 回神奈川大腸疾患腹腔鏡下手術セミナー（平成２2 年３月 18 日,神奈川県） 

Ｄ.一般演題 

  41. 牧角 良二 

     腹腔鏡下手術：トレーニーとトレーナー 双方の立場から 

  42. 嶋田 仁，佐々木 貴浩，民上 真也，宮島 伸宜，大坪 毅人 

     ゼロからの結腸右半切除術 

Ｅ： Ｄｉｓｃｕｓｓａｎｔ   宮島 伸宜 

              須田 直史 


