2013 年度 学会発表
国際学会

1.

Tsuji Y, Kuwabara K, Baba H, Ishiguro T, Ishibashi K, Haga N, Ishida H.
Shignificance of the serum CRP level as a predictor of the prognosis in stage IV
gastric cancer.
IGCC 2013 10th International Gastric Cancer Congress,Verona,2013.6.19-22
(Poster)

2.

Baba H, Ishiguro T, Kuwabara K, Matsuzawa T, Kumamoto K, Ishibashi K, Haga
N, Ishida H．
Estimating acites volume caused by perforated peptic ulcer and its clinical
significance.
International Surgical Week 2013,Helsinki,2013.8.25-29 (Poster)

3.

Baba H, Kuwabara K, Ishiguro T, Matsuzawa T, Kumamoto K, Ishibashi K, Haga
N, Ishida H.
Prognostic factors for stage IV gastric cancer.
International Surgical Week 2013,Helsinki,2013.8.25-29 (Poster)

4.

Kumagai Y, Kawada K, Ishida H, Takubo K.
Endocytoscopic observation of esophageal squamous cell carcinoma.
12th World Conference Cancers of the Esophagus,Paris,2013.8.27-30 (Poster)

5.

Kumagai Y.
Can endo-cytoscopy replace biopsy histology for sqamous cell carcinoma?
12th World Conference Cancers of the Esophagus,Paris,2013.8.27-30 （Topic
Forum）

6.

Matsubara N, Tomita N, Iwama T, Koizumi K, Furukawa Y, Sugano K, Watanabe T,
Ishida H, Sugihara K.
Newly established guideline for the hereditary colorectal cancers in Japan and the
importance of stomach cancer as lynch syndorome related cancer.
International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumours 5th Biennial

Meeting,Cairns,2013.8.28-31 (Poster)
7.

Ishibashi K, Matsuda C, Tamagawa H, Munemoto Y, Tanaka C, Fukunaga M,
Tokunaga Y, Oba K, Sakamoto J, Mishima H.
Randomized phase II study of oxaliplatin reintroduction and biweekly XELOX in
previously treated patients with metastatic colorectal cancer(mCRC):ORION study.
17th ECCO-38th ESMO-32ndESTRO European Cancer Congress Reinforcing
multidisciplinarity,Amsterdam,2013.9.27-10.1 (Poster)

8.

Baba H, Kuwabara K, Ishiguro T, Hatano S, Matsuzawa T, Fukuchi M, Kumagai Y,
Ishibashi K, Mochiki E, Ishida H.
C-reactive protein as a useful prognostic marker for predicting prognosis of stage
IV gastric cancer.
The American College of Gastroenterology 2013,Sandiego,2013.10.11-16 (Poster)

9.

Baba H, Watanabe Y, Ishida H, Tanabe M.
Pancreas preserving surgery for primary adenocarcinoma of the distal duodenum.
11th World Congress of the International Hepato-Pancreato Biliary
Association,Seoul,2014.3.22-27 (Poster)

10. Watanabe Y, Baba H, Iwama T, Tanabe M, Ishida H.
Pancreas sparing total duodenectomy for multiple duodenal adenomas in familial
adenomatous polyposis;report of a case.
11th World Congress of the International Hepato-Pancreato Biliary
Association,Seoul,2014.3.22-27 (Poster)

国内学会・研究会

1.

石田秀行.
「進行下部直腸癌における側方リンパ節郭清の意義〈リンパ節郭清 vs.化学放射
線療法〉」リンパ節郭清
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （ディベート・口演）

2.

芳賀紀裕，桑原公亀，石畝亨，木暮憲道，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，辻美
隆，石田秀行．
胃癌同時性肝転移症例の予後因子についての検討．
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （示説）

3.

石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，幡野哲，天野邦彦，松澤岳晃，桑原公亀，傍
島潤，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，石田秀行．
切除不能再発大腸癌に対する oxaliplatin,irinotecan,bevacizumab，抗 EGFR 抗
体投与の効果．
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （示説）

4.

熊谷洋一，永田耕治，石畝亨，芳賀紀裕，隈元謙介，石橋敬一郎，桑原公亀，馬
場裕之，傍島潤，石田秀行．
類基底細胞癌成分を含む食道癌９例の臨床病理学的検討．
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （示説）

5.

天野邦彦，石橋敬一郎，石畝亨，桑原公亀，幡野哲，隈元謙介，熊谷洋一，馬場
裕之，芳賀紀裕，石田秀行．
当科における超高齢者に対する消化器癌手術の現状と問題点．
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （示説）

6.

田島雄介，石橋敬一郎，近範泰，幡野哲，天野邦彦，松澤岳晃，傍島潤，隈元謙
介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，石田秀行．
当科における多臓器転移を有する同時性大腸癌の治療成績．
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （パネルディスカッシ
ョン）

7.

木暮憲道，松澤岳晃，田島雄介，幡野哲，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，石橋
敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．

当科における colitic cancer 手術症例 5 例の検討．
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13 （示説）
8.

熊谷洋一，川田研郞，石畝亨，芳賀紀裕，石橋敬一郎，馬場裕之，隈元謙介，河
野辰幸，田久保海誉．
デジタルズーム機能を用いたエンドサイトスコピーシステム（GIF-Y0002）による
食道病変の観察．
第 85 回日本消化器内視鏡学会総会，京都，2013.5.10-12 （示説）

9.

石橋敬一郎，石田秀行，岡田典倫，幡野哲，天野邦彦，松澤岳晃，桑原公亀，傍
島潤，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕．
当科で考案した結腸癌に対する臍周囲切開による SILS の理論的背景．
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31 （口演）

10. 松澤岳晃，幡野哲，桑原公亀，石畝亨，傍島潤，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕
之，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
進行癌を合併した家族性大腸腺腫症の治療方針．
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31 （口演）
11. 幡野哲，石橋敬一郎，松澤岳晃，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，石
田秀行．
Oxaliplatin が腹膜播種を伴う stageIV 大腸癌に及ぼした効果は？
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31 （口演）
12. 鈴木興秀，隈元謙介，幡野哲，今泉英子，松澤岳晃，桑原公亀，石畝亨，傍島
潤，馬場裕之，熊谷洋一，辻美隆，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
原発性小腸癌の治療成績と遺伝子発現解析からみた化学療法の検討．
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31 （口演）
13. 田島雄介，隈元謙介，馬場裕之，石橋敬一郎，辻美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石
田秀行．
家族性大腸腺腫症に伴う SM 以深浸潤癌の KRAS status の検討．
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31 （口演）
14. 近範泰，石橋敬一郎，隈元謙介，岡田典倫，幡野哲，天野邦彦，松澤岳晃，桑原
公亀，傍島潤，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，石田秀行．

50 歳以下の MSI-H 大腸癌の原発巣における化学療法の効果．
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31 （口演）
15. 石橋敬一郎，鈴木興秀，幡野哲，天野邦彦，松澤岳晃，桑原公亀，傍島潤，隈元
謙介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，佐野元彦，石田秀行．
外科医が行う大腸癌外来化学療法の試み．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （シンポジウム）
16. 石橋敬一郎，鈴木興秀，幡野哲，天野邦彦，松澤岳晃，桑原公亀，傍島潤，隈元
謙介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，佐野元彦，石田秀行．
切除不能再発大腸癌に対する 1 次 oxaliplatin，2 次 irinotecan に対する分子標
的薬上乗せ．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （シンポジウム）
17. 鈴木興秀，石橋敬一郎，幡野哲，今泉英子，松澤岳晃，桑原公亀，石畝亨，傍島
潤，馬場裕之，隈元謙介，熊谷洋一，辻美隆，芳賀紀裕，石田秀行．
抗 EGFR 抗体薬治療におけるミノサイクリン予防療法の検討．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7，（要望演題）
18. 大澤智徳，石橋敬一郎，近範泰，田島雄介，鈴木興秀，天野邦彦，幡野哲，松澤
岳晃，石畝亨，桑原公亀，傍島潤，隈元謙介，馬場裕之，石田秀行．
内痔核に対する ALTA 療法の治療成績の検討．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （口演）
19. 今泉英子，木暮憲道，伊藤徹哉，天野邦彦，松澤岳晃，隈元謙介，熊谷洋一，馬
場裕之，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
人工肛門近傍の憩室穿通による腹壁膿瘍を形成した 1 例．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （示説）
20. 村田知洋，近範泰，石畝亨，熊谷洋一，馬場裕之，隈元謙介，辻美隆，芳賀紀
裕，石田秀行．
鼠径ヘルニア修復術後，メッシュプラグが S 状結腸に穿通した 1 例．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （示説）
21. 村田知洋，近範泰，幡野哲，天野邦彦，馬場裕之，隈元謙介，熊谷洋一，辻美
隆，芳賀紀裕，石田秀行．

CA19-9 産生を伴う骨盤内 mesothelial cyst の 1 例．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （示説）
22. 布谷玲子，佐野元彦，石橋敬一郎，石田秀行．
外来化学療法室でのチーム医療－看護師の役割－．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （ワークショップ）
23. 佐野元彦，石橋敬一郎，布谷玲子，岸野亨，石田秀行．
外来化学療法室でのチーム医療－薬剤師の役割－．
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7 （ワークショップ）
24. 熊谷洋一，戸井雅和，石畝亨，傍島潤，石橋敬一郎，桑原公亀，芳賀紀裕，隈元
謙介，石田秀行，河野辰幸．
血管新生の見地からみた食道拡大内視鏡観察所見の考察．
第 67 回日本食道学会学術集会，大阪，2013.6.13-14 （ワークショップ）
25. 藤澤直顕，張漢秀，本郷博貴，小池司，塩出健人，土屋掌，印東雅大，中村巧，
大宅宗一，松居徹，石田秀行，石畝亨．
一期的に全摘出を施行できた仙骨部巨大神経鞘腫の一手術例．
第 261 回埼玉脳神経外科懇話会，さいたま，2013.6.21 （口演）
26. 松澤岳晃，隈元謙介，石橋敬一郎，石田秀行．
転移性大腸癌に対する mFOLFOX6 の効果予測因子についての検討．
第 79 回大腸癌研究会，大阪，2013.7.5 （示説）
27. 鈴木興秀，隈元謙介，田島雄介，桑原公亀，岡田典倫，石橋敬一郎，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌における FOLFOX 代謝関連遺伝子の遺伝子多型と治療
成績の検討．
第 79 回大腸癌研究会，大阪，2013.7.5 （口演）
28. 石橋敬一郎，幡野哲，松澤岳晃，桑原公亀，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，芳
賀紀裕，石田秀行．
切除不能再発大腸癌に対する bevacizumab 継続投与の意義．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
29. 熊谷洋一，川田研郞，石橋敬一郎，隈元謙介，芳賀紀裕，石畝亨，傍島潤，石田

秀行，河野辰幸，田久保海誉．
デジタルズーム機能を用いたエンドサイトスコピーシステム（GIF-Y0002）による
食道病変の観察．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
30. 辻美隆，桑原公亀，馬場裕之，石畝亨，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田
秀行．
stageIV 胃癌予後予測因子としての血清 CRP 値の有用性．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
31. 馬場裕之，桑原公亀，松澤岳晃，石畝亨，隈元謙介，石橋敬一郎，辻美隆，芳賀
紀裕，石田秀行．
StageIV 大腸癌の予後予測因子としての CRP の意義．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
32. 傍島潤，隈元謙介，熊谷洋一，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
直腸切除，直腸切断術の閉鎖式骨盤内ドレーンの逆行性感染の可能性．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
33. 石畝亨，熊谷洋一，近範泰，松澤岳晃，隈元謙介，馬場裕之，石橋敬一郎，芳賀
紀裕，辻美隆，石田秀行．
蛍光 PDE 法を用いた再建胃管の血行動態の検討．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （要望ビデオ）
34. 鈴木興秀，石橋敬一郎，天野邦彦，幡野哲，桑原公亀，石畝亨，隈元謙介，辻美
隆，芳賀紀裕，石田秀行．
当科における切除不能進行空腸・回腸癌に対する mFOLFOX6 療法の検討．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
35. 幡野哲，石橋敬一郎，天野邦彦，松澤岳晃，傍島潤，隈元謙介，熊谷洋一，馬場
裕之，芳賀紀裕，石田秀行．
新規抗癌剤時代における大腸癌腹膜播種 CurC 症例の予後因子の検討．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （要望演題）
36. 近谷賢一，吉村哲規，山本洋平，本山一夫，柿本應貴，後藤博志，輿石晴也，岡
村孝，鶴田耕二，石田秀行．

胃癌術後に静脈血栓症を発症した左側下大静脈の 1 例．
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19 （ミニオーラル）
37. 石田秀行，岩間毅夫，上野秀樹，小林宏寿，田中屋宏爾，赤木究，小西毅，石田
文生，山口達郎，新井正美，檜井幸夫，永坂岳司，中島健，隈元謙介，松原長
秀，池永雅一，竹之下誠一，固武健二郎，赤木由人，五十嵐正弘，池田正孝，石
岡千加史，石川俊昭，石川秀樹，井上靖浩，金光幸秀，金沢孝満，倉地清隆，小
泉浩一，小森康司，小山基，菅野康吉，田村和朗，千野晶子，中村利夫，長谷川
博俊，藤田伸，古川洋一，松本主之，吉田輝彦，吉松和彦，冨田尚裕，渡邉聡
明，杉原健一．
遺伝性大腸癌に関する大腸癌研究会の今後の活動の方向性．
第 19 回日本家族性腫瘍学会学術集会，別府，2013.7.26-27 （シンポジウム）
38. 近範泰，松澤岳晃，幡野哲，傍島潤，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，持木彫人，石田秀行．
進行大腸癌を合併した家族性大腸腺腫症の治療方針：近年の当科の現状．
第 19 回日本家族性腫瘍学会学術集会，別府，2013.7.26-27 （口演）
39. Otsuji T, Munemoto Y, Matsuoka M, Ishibashi K, Hata T, Miyake Y, Hasegawa J,
Oba K, Sakamoto J, Mishima H.
Safety and efficacy of XELOX with B-mab in 75 years and more patients with
metastatic colorectal cancer(ASCA study).
第 11 回日本臨床腫瘍学会学術集会，仙台，2013.8.29-31 （ワークショップ）
40. 藤澤直顕，張漢秀，本郷博貴，小池司，塩出健人，土屋掌，印東雅大，中村巧，
大宅宗一，松居徹，石田秀行，石畝亨．
一期的に全摘出を施行できた仙骨部巨大神経鞘腫の一手術例．
第 121 回日本脳神経外科学会関東支部学術集会，東京，2013.9.28 （口演）
41. 熊谷洋一，川田研郞，田久保海誉．
エンドサイトスコピーシステム（ECS）による食道病変の観察．
第 86 回日本消化器内視鏡学会総会，東京，2013.10.11-12 （ワークショップ）
42. 石橋敬一郎，岡田典倫，松澤岳晃，幡野哲，桑原公亀，傍島潤，石畝亨，隈元謙
介，熊谷洋一，馬場裕之，芳賀紀裕，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌２次治療 FOLFIRI 療法と UGT1A1 遺伝子多型．

第 11 回日本消化器外科学会大会，東京，2013.10.11-12 （示説）
43. 幡野哲，松澤岳晃，隈元謙介，熊谷洋一，馬場裕之，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石
田秀行．
緩和治療目的に大腸ステントを留置した 16 例の検討．
第 11 回日本消化器外科学会大会，東京，2013.10.11-12 （示説）
44. 鈴木興秀，隈元謙介，松澤岳晃，石畝亨，桑原公亀，傍島潤，馬場裕之，熊谷洋
一，芳賀紀裕，石橋敬一郎，石田秀行．
遺伝子発現解析からみた原発性小腸癌に対する化学療法の検討．
第 11 回日本消化器外科学会大会，東京，2013.10.11-12 （示説）
45. 持木彫人，鈴木興秀，緒方杏一，福地稔，石田秀行，桑野博行．
早期胃癌に対する腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の長期成績と消化管機能に対
する低侵襲性．
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26 （口演）
46．石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，近範泰，幡野哲，松澤岳晃，傍島潤，隈元謙
介，福地稔，熊谷洋一，馬場裕之，佐野元彦，持木彫人，石田秀行．
大腸癌 R0 切除後の補助化学療法としての oxaliplatin-base 療法後の末梢神経
障害．
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26 （口演）
47．鈴木興秀，石橋敬一郎，天野邦彦，幡野哲，今泉英子，松澤岳晃，石畝亨，桑原
公亀，傍島潤，隈元謙介，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，持木彫人，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌 1 次治療 oxaliplatin-base 治療における Grade3 以上の有
害事象検討．
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26 （口演）
48．佐野元彦，島田ひろ美，石橋敬一郎，名越澄子，布谷玲子，小松崎健，茂木美
穂，中村めぐみ，石田秀行，岸野亨．
外来化学療法室におけるがん患者の B 型肝炎ウイルス保有率調査．
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26 （口演）
49．福永睦，松田宙，玉川浩司，宗本義則，石橋敬一郎，田中千弘，徳永行彦，大庭
幸治，坂本純一，三嶋秀行．

既治療大腸癌に対する L-OHP 再導入と XELOX 至適レジメンを検討する無作
為第 2 相試験．
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26 （口演）
50．畑泰司，宗本義則，石橋敬一郎，三嶋秀行，小林道也，福永睦，大辻俊雄，大庭
幸治，坂本純一，松岡正樹．
75 歳以上の高齢者切除不能大腸癌に対する XELOX+bevacizumab 療法の第 2
相試験（ASCA）．
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26 （口演）
51．持木彫人
消化器外科と漢方治療－消化管運動を中心に－．
第 70 回日本東洋医学会関東甲信越支部学術総会，前橋，2013.10.27 （会頭シ
ンポジウム）
52．持木彫人，橋本昌幸，鈴木興秀，石畝亨，福地稔，石田秀行．
消化管運動測定法を用いた幽門側胃切除術後の機能評価．
第 43 回胃外科・術後障害研究会，新潟，2013.11.1-2 （口演）
53．福地稔，石畝亨，傍島潤，鈴木興秀，今泉英子，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，石田秀行，持木彫人．
当科における食道胃接合部癌の治療戦略．
第 43 回胃外科・術後障害研究会，新潟，2013.11.1-2 （口演）
54．木暮憲道，芳賀紀裕，木村明春，鈴木雅貴，豊増嘉高，緒方杏一，持木彫人，浅
尾高行，石田秀行，桑野博行．
胃全摘・Roux-en Y 再建術後 2 年に Y 脚器械吻合部の完全閉塞を認めた 1 例．
第 43 回胃外科・術後障害研究会，新潟，2013.11.1-2 （口演）
55．石橋敬一郎，桑原公亀，幡野哲，松澤岳晃，隈元謙介，福地稔，熊谷洋一，馬場
裕之，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌に対する oxaliplatin-base 治療の予後予測因子の検討．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （プレナリーセッシ
ョン）
56．石橋敬一郎，田島雄介，近範泰，幡野哲，松澤岳晃，傍島潤，桑原公亀，隈元謙

介，福地稔，熊谷洋一，馬場裕之，石田秀行．
StageIV 大腸癌の予後予測因子の検討．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
57．松澤岳晃，幡野哲，石畝亨，桑原公亀，傍島潤，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，
石橋敬一郎，石田秀行．
進行大腸癌合併の有無別にみた家族性大腸腺腫症の治療方針．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
58．幡野哲，松澤岳晃，桑原公亀，傍島潤，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，石田秀行．
新規抗癌剤時代における大腸癌腹膜播種の予後因子の検討．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
59．鈴木興秀，石橋敬一郎，馬場裕之，熊谷洋一，石田秀行．
切除不能再発空腸・回腸癌に対する oxaliplatin base 療法の検討．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
60．鈴木興秀，石橋敬一郎，馬場裕之，熊谷洋一，石田秀行．
新規抗癌剤治療における大腸癌肝転移 CR 症例の検討．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
61．近範泰，隈元謙介，幡野哲，松澤岳晃，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，石田秀行．
有効なリンチ症候群同定法の確立に向けて．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
62．大澤智徳，田島雄介，天野邦彦，幡野哲，鈴木興秀，山本梓，石畝亨，福地稔，
隈元謙介，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，石田秀行．
痔核に対する ALTA 療法と結紮切除術併用療法の術後成績の検討．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （口演）
63．大澤智徳，田島雄介，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石
田秀行．
中学生男児に対する ALTA 療法の 1 治療例．
第 68 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2013.11.15-16 （示説）

64．牟田優，田島雄介，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石田
秀行．
大腸癌の穿孔を契機に発見された家族性大腸腺腫症（FAP）の 1 例．
第 31 回埼玉県外科集談会，さいたま，2013.11.16 （口演）
65．熊谷洋一，石畝亨，傍島潤，桑原公亀，松澤岳晃，幡野哲，福地稔，馬場裕之，
石橋敬一郎，持木彫人，河野辰幸，石田秀行．
蛍光 PDE 法を用いた食道癌術中再建胃管の血行動態の検討．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （ビデオシンポジウム）
66．熊谷洋一，石畝亨，傍島潤，桑原公亀，松澤岳晃，幡野哲，福地稔，馬場裕之，
石橋敬一郎，持木彫人，河野辰幸，石田秀行．
食道粘表皮癌の臨床病理学的検討．125 例の文献的考察．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （口演）
67．福地稔，石畝亨，桑原公亀，傍島潤，鈴木興秀，橋本昌幸，今泉英子，馬場裕
之，熊谷洋一，石橋敬一郎，石田秀行，持木彫人．
食道胃接合部癌に対する手術術式の検討．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （口演）
68．石畝亨，桑原公亀，松澤岳晃，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，辻美
隆，持木彫人，石田秀行．
大腸穿孔 158 例の検討と治療戦略．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （パネルディスカッショ
ン）
69．松澤岳晃，幡野哲，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石田
秀行．
閉塞性大腸癌に対するステント留置術．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （ワークショップ）
70．幡野哲，松澤岳晃，石畝亨，傍島潤，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，持木彫人，石田秀行．
Oxaliplatin 時代の腹膜播種陽性 stageIV 大腸癌の治療戦略．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （ワークショップ）

71．鈴木興秀，福地稔，橋本昌幸，幡野哲，今泉英子，松澤岳晃，石畝亨，傍島潤，
馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，辻美隆，持木彫人，石田秀行．
IgG4 関連硬化性疾患と考えられた硬化性腸間膜炎の 1 例．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （口演）
72．渡辺雄一郎，幡野哲，馬場裕之，福地稔，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石
田秀行．
下部直腸癌の側方リンパ節転移診断における PET/CT の意義．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （要望演題）
73．小野澤寿志，石橋敬一郎，田島雄介，幡野哲，松澤岳晃，福地稔，熊谷洋一，馬
場裕之，持木彫人，石田秀行．
新規抗がん剤時代における StageIV 大腸癌に対する治療戦略．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （ワークショップ）
74．村田知洋，幡野哲，北岡斎，近範泰，鈴木興秀，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，
石橋敬一郎，出口順夫，佐藤紀，持木彫人，石田秀行．
当院における上腸間膜動脈閉鎖症の現状．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （口演）
75．橋本昌幸，鈴木興秀，桑原公亀，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，石
田秀行，持木彫人．
成人 Nuck 管水腫内に子宮内膜症を併発した 1 例．
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23 （口演）
76．傍島潤，幡野哲，松澤岳晃，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
Closed suction drain を留置した待機的直腸癌低位前方切除術後縫合不全と危
険因子．
第 26 回日本外科感染症学会総会学術集会，神戸，2013.11.25-26 （口演）
77．傍島潤，幡野哲，松澤岳晃，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
術前に機械洗浄を行わない待機的結腸癌根治手術における SSI 発生状況．
第 26 回日本外科感染症学会総会学術集会，神戸，2013.11.25-26 （口演）
78．持木彫人，桑野博行，鈴木興秀，石畝亨，傍島潤，福地稔，熊谷洋一，石田秀
行．

腹腔鏡下胃切除術における mini loop retractor を用いた視野展開の工夫．
第 26 回日本内視鏡外科学会総会，福岡，2013.11.28-30 （主要関連演題）
79．幡野哲，松澤岳晃，牟田優，近範泰，小野澤寿志，鈴木興秀，石畝亨，傍島潤，
馬場裕之，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
憩室炎による S 状結腸膀胱瘻に対して腹腔鏡下手術を施行した 1 例．
第 26 回日本内視鏡外科学会総会，福岡，2013.11.28-30 （口演）
80．阿久澤有，鈴木興秀，隈元謙介，近範泰，幡野哲，今泉英子，松澤岳晃，石畝
亨，傍島潤，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，辻美隆，持木彫人，石
田秀行．
MSH6 の生殖細胞系列変異を同定した Lynch 症候群の 1 例．
第 831 回外科集談会，東京，2013.12.21 （口演）
81．石畝亨，松澤岳晃，桑原公亀，馬場裕之，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
Hinchey stageⅢ/Ⅳ大腸穿孔に対する治療戦略．
第 18 回エンドトキシン血症救命治療研究会，東京，2014.1.17-18 （パネルディス
カッション）
82．松澤岳晃，傍島潤，幡野哲，石畝亨，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，持木彫人，石田秀行，東守洋，田丸淳一．
当科で経験した神経内分泌腫瘍 7 例の治療成績．
第 80 回大腸癌研究会，東京，2014.1.24 （示説）
83．小野澤寿志，幡野哲，松澤岳晃，福地稔，熊谷洋一，馬場裕之，石橋敬一郎，持
木彫人，隈元謙介，中村泉，大木進司，石田秀行，竹之下誠一．
側方郭清を伴う進行下部直腸癌に対する術前放射線療法の意義：2 施設間の比
較．
第 80 回大腸癌研究会，東京，2014.1.24（示説）
84．板橋道朗，小池淳一，船橋公彦，管隼人，吉松和彦，石田秀行，斉田芳久，勝又
健次，長谷川博俊，幸田圭史，坂本一博，落合匠，番場嘉子，橋本拓造，廣澤知
一郎，小川真平，亀岡信悟．
T3 または T4 の StageⅡ/Ⅲ直腸癌に対する術前化学療法としての mFOLFOX6
療法の有効性および安全性の検討．
第 80 回大腸癌研究会，東京，2014.1.24 （示説）

85．石橋敬一郎，小野澤寿志，幡野哲，松澤岳晃，桑原公亀，石畝亨，傍島潤，隈元
謙介，福地稔，熊谷洋一，馬場裕之，持木彫人，石田秀行．
結腸癌 StageIV R0 症例に対する oxaliplatin-base 補助化学療法－結腸癌
StageIII 症例と比較して－
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （口演）
86．熊谷洋一，川田研郞，石畝亨，福地稔，馬場裕之，石橋敬一郎，持木彫人，石田
秀行，河野辰幸，田久保海誉．
エンドサイトスコピーシステム開発，研究の現状と展望．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （ワークショップ）
87．福地稔，鈴木興秀，石畝亨，傍島潤，今泉英子，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一
郎，石田秀行，持木彫人．
食道胃接合部癌の手術術式の検討－胃管再建は可能か？－
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （ワークショップ）
88．松澤岳晃，幡野哲，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石田
秀行．
大腸ステント導入後の悪性大腸閉塞に対する治療状況．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （ワークショップ）
89．鈴木興秀，石橋敬一郎，幡野哲，松澤岳晃，石畝亨，福地稔，馬場裕之，熊谷洋
一，持木彫人，石田秀行．
小腸癌の治療成績．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15（口演）
90．小野澤寿志，幡野哲，松澤岳晃，桑原公亀，石畝亨，傍島潤，隈元謙介，福地
稔，熊谷洋一，馬場裕之，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
StageII・III 大腸癌穿孔症例における補助化学療法 oxaliplatin の導入の現状．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （口演）
91．渡辺雄一郎，松澤岳晃，幡野哲，馬場裕之，福地稔，熊谷洋一，石橋敬一郎，持
木彫人，石田秀行．
緩和治療目的に大腸ステントを施行した 18 例の検討．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15（口演）

92．田島雄介，隈元謙介，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，辻美隆，持木
彫人，岩間毅夫，石田秀行.
家族性大腸腺腫症に発生した SM 以深浸潤大腸癌と肝転移病変の KRAS
status の検討．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （口演）
93．近範泰，石橋敬一郎，小野澤寿志，渡辺雄一郎，鈴木興秀，幡野哲，松澤岳晃，
傍島潤，福地稔，熊谷洋一，馬場裕之，持木彫人，石田秀行．
50 歳以下大腸癌の MSI と oxaliplatin-based,irinotecan-based 化学療法の効果．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15（口演）
94．緒方杏一，豊増嘉高，鈴木雅貴，木暮憲道，木村明春，持木彫人，浅尾高行，桑
野博行．
GIST 集積研究：234 例の検討－特にイマチニブ投与の 41 例に注目して－．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （コアシンポジウ
ム）
95．鈴木雅貴，豊増嘉高，緒方杏一，大野哲郎，持木彫人，浅尾高行，桑野博行．
六君子湯はシスプラチンによる食欲不振を改善させる．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （ワークショップ）
96．宮﨑達也，宗田真，酒井真，本城裕章，原圭吾，小澤大悟，田中成岳，鈴木茂
正，横堀武彦，佐野彰彦，猪瀬崇德，中島政信，福地稔，桑野博行．
食道癌治療における低侵襲集学的治療戦略の概念．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （ワークショップ）
97．小澤大悟，宮崎達也，本城裕章，原圭吾，横堀武彦，酒井真，宗田真，中島政
信，福地稔，桑野博行．
局所進行食道癌に対する食道ステント治療の有用性．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15 （ワークショップ）
98．矢内充洋，豊増嘉高，森田廣樹，緒方杏一，持木彫人，細内康男，西田保二，桑
野博行．
シスプラチン投与後の消化管運動と嘔吐．
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15（口演）

99．馬場裕之，桑原公亀，鈴木興秀，福地稔，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石
田秀行．
StageIV 胃癌に栄養介入する上での血清アルブミン値と C 反応性蛋白の意義．
第 29 回日本静脈経腸栄養学会学術集会，横浜，2014-2-27-28 （要望演題）
100．松澤岳晃，石畝亨，桑原公亀，幡野哲，傍島潤，福地稔，馬場裕之，熊谷洋
一，持木彫人，石田秀行．
当科での大腸穿孔に対する治療戦略．
第 50 回日本腹部救急医学会総会，東京，2014.3.6-7 （ワークショップ）
101．幡野哲，松澤岳晃，近範泰，福地稔，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木
彫人，石田秀行．
閉塞性大腸癌に対する大腸ステント治療の有効性．
第 50 回日本腹部救急医学会総会，東京，2014.3.6-7 （主題関連演題）
102．小野澤寿志，幡野哲，松澤岳晃，桑原公亀，福地稔，熊谷洋一，馬場裕之，石
橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
透析患者の大腸穿孔の特徴と治療成績．
第 50 回日本腹部救急医学会総会，東京，2014.3.6-7 （口演）
103．柴田和恵，松澤岳晃，久保田将，小野澤寿志，渡辺雄一郎，福地稔，馬場裕
之，熊谷洋一，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
単孔式腹腔鏡補助下手術を施行した小腸潰瘍を合併し下血を繰り返した異所性
胃粘膜を伴う成人 Meckel 憩室の 1 例．
第 50 回日本腹部救急医学会総会，東京，2014.3.6-7 （口演）
104．牟田優，松澤岳晃，久保田将，橋本昌幸，幡野哲，福地稔，馬場裕之，熊谷洋
一，石橋敬一郎，持木彫人，石田秀行．
結腸重積を来たした家族性大腸腺腫症の 1 例．
第 50 回日本腹部救急医学会総会，東京，2014.3.6-7 （口演）
105．持木彫人，石田秀行，鈴木興秀，石畝亨，福地稔，桑野博行．
早期胃癌に対して施行した腹腔鏡補助下幽門側胃切除術の 15 年間の成績．
第 86 回日本胃癌学会総会，横浜，2014.3.20-22 （示説）

106．福地稔，鈴木興秀，石畝亨，傍島潤，斎藤加奈，内藤浩，馬場裕之，熊谷洋
一，石橋敬一郎，石田秀行，持木彫人．
食道胃接合部癌の術式として胃管再建は可能か？－2 施設の検討－
第 86 回日本胃癌学会総会，横浜，2014.3.20-22 （口演）
107．石畝亨，持木彫人，鈴木興秀，馬場裕之，福地稔，熊谷洋一，石橋敬一郎，石
田秀行，桑野博行．
根治切除不能高度進行胃癌に対する治療法の検討－化学療法単独 vs.
conversion surgery－．
第 86 回日本胃癌学会総会，横浜，2014.3.20-22 （パネルディスカッション）
108．鈴木興秀，持木彫人，福地稔，石畝亨，傍島潤，馬場裕之，熊谷洋一，石橋敬
一郎，辻美隆，石田秀行．
CY1 胃癌の治療成績に影響を与える因子の検討．
第 86 回日本胃癌学会総会，横浜，2014.3.20-22 （示説）
109．緒方杏一，豊増嘉高，鈴木雅貴，木暮憲道，木村明春，持木彫人，浅尾高行，
桑野博行．
腹腔鏡補助下幽門側胃切除術（LADG）における迷走神経腹腔枝温存の工夫と
術後消化管運動機能におよぼす影響．
第 86 回日本胃癌学会総会，横浜，2014.3.20-22 （ワークショップ）

2013 年度 学会・研究会 座長・司会

1.

（司会）馬場裕之 周術期管理 栄養 （示説）
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13

2.

（司会）石橋敬一郎 大腸 化学療法-２ （示説）
第 113 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2013.4.11-13

3.

（司会）石田秀行 大腸４ （口演）
第 35 回日本癌局所療法研究会，神戸，2013.5.31

4.

（司会）石田秀行 外科系各科におけるがん分子標的治療－現状と展望－（シン
ポジウム）
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7

5.

（司会）石橋敬一郎 消化器癌術前化学療法の意義と問題点 （パネルディスカッ
ション）
第 38 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2013.6.6-7

6.

（座長）石田秀行 大腸癌のバイオマーカー （示説）
第 79 回大腸癌研究会，大阪，2013.7.5

7.

（座長）石田秀行 進行・再発直腸癌３ （企画関連口演）
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19

8.

（座長）石橋敬一郎 大腸 外科治療１ （ミニオーラル）
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19

9.

（座長）石橋敬一郎 大腸 合併症３ （ミニオーラル）
第 68 回日本消化器外科学会総会，宮崎，2013.7.17-19

10. （座長）石田秀行 大腸-手術治療２ （示説）
第 11 回日本消化器外科学会大会，東京，2013.10.11-12

11. （座長）石田秀行 大腸・小腸 分子標的４ （口演）
第 51 回日本癌治療学会学術集会，京都，2013.10.24-26
12. （座長）石田秀行 大腸２ （口演）
第 31 回埼玉県外科集談会，さいたま，2013.11.16
13. （司会）石田秀行 縫合不全の予防と治療（大腸） （ワークショップ）
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23
14. （特別発言）岩間毅夫 急性虫垂炎の手術適応を今いちど問う （パネルディスカ
ッション）
第 75 回日本臨床外科学会総会，名古屋，2013.11.21-23
15. （座長）石田秀行 一般口演 プログラム委員会推薦演題-1 （口演）
第 26 回日本外科感染症学会総会学術集会，神戸，2013.11.25-26
16. （司会）石田秀行 腹腔鏡下胃切除術における鏡視下再建の工夫 5 （主要関連
演題）
第 26 回日本内視鏡外科学会総会，福岡，2013.11.28-30
17. （座長）石田秀行 新しい WHO 分類に基づいた内分泌腫瘍の診断と治療方針
（口演）
第 80 回大腸癌研究会，東京，2014.1.24
18. （司会）石田秀行 Lynch 症候群の診断と治療－最近の話題－ （教育講演）
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15
19. （司会）持木彫人 鏡視下手術 （口演）
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15
20. （司会）石橋敬一郎 腹部救急 下部 （示説）
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15
21. （司会）熊谷洋一 食道悪性 （示説）
第 10 回日本消化管学会総会学術集会，福島，2014.2.14-15

22. （司会）石田秀行 閉塞性大腸癌に対する治療戦略 （主題関連演題）
第 50 回日本腹部救急医学会総会，東京，2014.3.6-7
23. （座長）持木彫人 ハイリスク腹腔鏡手術 （示説）
第 86 回日本胃癌学会総会，横浜，2014.3.20-22

2013 年度 講演会・懇話会など
座長・司会

1.

石田秀行 第 3 回埼玉西部敗血症治療セミナー
川越，2013.4.19 （座長）

2.

石田秀行 胃がん市民公開講座
さいたま，2013.4.25 （座長）

3.

石田秀行 大腸癌治療カンファレンス in 川越，
川越，2013.5.29 （司会）

4.

石田秀行 消化器外科 DIC 座談会
川越，2013.6.18 （司会）

5.

持木彫人 第 12 回群馬消化管機能研究会
前橋，2013.6.20 （座長）

6.

石田秀行 埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科／小川赤十字病院
外科合同キャンサーボード，川越，2013.7.31 （座長）

7.

石田秀行 第 3 回埼玉県大腸外科教育セミナー～困難症例への取り組み～
さいたま，2013.9.21 （司会）

8.

石田秀行 第 4 回西埼玉消化器外科手術手技カンファレンス
川越，2013.10.30 （座長）

9.

石田秀行 大腸癌治療カンファレンス in 川越
川越，2013.11.13 （司会）

10. 石橋敬一郎 埼玉大腸癌地域連携キャンサーボード
上尾，2014.1.17 （司会）
11. 石田秀行 石田秀行 第 13 回埼玉 IBD カンファレンス

さいたま，2014.1.18 （司会）
12. 持木彫人 第 4 回埼玉県がん診療連携協議会合同キャンサーボード
川越，2014.2.1 （座長）
13. 石田秀行 大腸癌化学療法研修会
川越，2014.2.7 （座長）
14. 石田秀行 第 20 回北関東外科機能温存治療研究会
東京，2014.3.1 （座長）
15. 持木彫人 第 20 回北関東外科機能温存治療研究会
東京，2014.3.1 （座長）
講演

1.

石橋敬一郎 第 3 回大腸癌治療ガイドライン講座－実践編－
ASCO-GI 2013 報告，川越，2013.4.19

2.

石田秀行 岡山大腸腫瘍治療研究会
遺伝性大腸癌の診断と治療，岡山，2013.4.26

3.

石橋敬一郎 第 67 回抗がん剤研修会
大腸癌化学療法について～術後補助化学療法・進行再発癌に対する化学療法
～，さいたま，2013.5.9

4.

石橋敬一郎 第 1 回埼玉がん薬物療法講演会
押さえておきたい大腸癌術後補助化学療法の考え方，さいたま，2013.5.16

5.

持木彫人 市民講座
最先端の胃癌治療，前橋，2013.6.29

6.

石橋啓一郎 横須賀消化器癌化学療法学術講演会
切除不能な大腸癌に対する最近の化学療法，横須賀，2013.7.12

7.

石田秀行 ハーモニー・ライフ講演会

家族性大腸腺腫症の外科治療と術後の注意点，東京，2013.9.29
8.

石田秀行 第 20 回群馬肛門疾患懇話会
遺伝性大腸癌の診断と治療～回腸嚢肛門吻合術のコツも含めて～，前橋，
2013.10.31

9.

石田秀行 第 12 回薬薬連携研修会
最新の大腸癌治療～日本 vs.欧米の治療法の違い～，川越，2013.11.1

10. 持木彫人 川越市医師会学術講演会
胃癌治療の最前線，川越，2013.11.5
11. 石田秀行 第 10 回千葉県大腸疾患研究会
遺伝性大腸癌の診断と治療の進歩，千葉，2014.3.8
12. 持木彫人
胃癌に対する低侵襲治療と胃切除術後の消化管機能障害．
第 328 回日本消化器病学会関東支部例会，東京，2014.2.22 （ランチョンセミナ
ー）
13. 石橋敬一郎 Xeloda 適正使用カンファレンス in 川越 Small meeting
大腸癌化学療法におけるゼローダの位置づけ，川越，2014.3.20

（その他の発表）

1.

桑原公亀 第 3 回埼玉西部敗血症治療セミナー
当科での大腸穿孔症例におけるリコモジュリンの使用経験，川越，2013.4.19

2.

桑原公亀 消化器外科 DIC 座談会
下部消化管穿孔の予後因子（在院死／生存に関する因子の検討），川越，
2013.6.18

3.

渡辺雄一郎 埼玉医科大学総合医療センター消化管・一般外科／小川赤十字病
院外科合同キャンサーボード
下部直腸癌に関する１例，川越，2013.7.31

4.

村田知洋 川越外科臨床研究会
鼠径ヘルニア修復術後，メッシュプラグが S 状結腸に穿通した 1 例，川越，
2013.10.9

5.

松澤岳晃 大腸ステント治療懇話会
大腸ステント導入後の閉塞性大腸癌治療，東京，2013.12.5

6.

近範泰 埼玉大腸癌地域連携キャンサーボード
閉塞で発症した多臓器転移直腸癌の 1 例，上尾，2014.1.17

7.

石畝亨 第 4 回埼玉県がん診療連携協議会合同キャンサーボード
進行胃癌に対する治療の現状，川越，2014.2.1

8.

渡辺雄一郎 第 20 回北関東外科機能温存治療研究会
家族性大腸腺腫症に随伴する多発十二指腸腺腫に対する膵温存十二指腸切除
術，東京，2014.3.1

9.

石畝亨 平成 24 年度若手医師育成研究費成果報告会
蛍光法 PDE を用いた食道癌手術中の再建胃管血流評価の探索的研究，川越，
2014.3.24

10. 持木彫人 第 4 回埼玉上部消化管手術研究会
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持木彫人 第 1 回さいたま LAG セミナー「No.6 郭清」，さいたま，2013.7.13
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松澤岳晃 第 2 回埼玉大腸癌化学療法講演会，さいたま，2013.12.3
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5.
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