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論文・著書

生後1ヵ月半で発症した川崎病の1例
五味久仁子、指原淳志、泉　裕

Progress in Medicine 35(7):1108-1111,2015

学会報告

生後1ヵ月半で発症した川崎病の1例
五味久仁子、指原淳志、泉　裕

第 39 回近畿川崎病研究会 2015.3.7 大阪市

座長を務めた学会・研究会

一般講演第5グループ
泉　裕

第 264 回日本小児科学会兵庫県地方会 2015.2.14 尼崎市

論文・著書

FOLFIRI plus bevacizumab as second-line therapy in 
patients with metastatic colorectal cancer after first-
line bevacizumab plus oxaliplatin-based therapy: the 
randomized phase III EAGLE study.

Iwamoto S, Takahashi T, Tamagawa H, Nakamura M, 
Munemoto Y, Kato T, Hata T, Denda T, Morita Y, Inukai M, 

Kunieda K, Nagata N, Kurachi K, Ina K, Ooshiro M,
 Shimoyama T, Baba H, Oba K, Sakamoto J, Mishima H

Ann Oncol 26(7):1427-1433,2015

Induction chemotherapy using FAP for patients with 
stage II/III squamous cell carcinoma of the esophagus

Tamura S, Takeno A, Taniguchi H, Katsura Y, Ohmura Y, 
Kagawa Y, Sakisaka H, Takeda Y, Kato T

Anticancer Res 35(5):2975-2982,2015

Randomized phase II study of S-1 dosing schedule for 
resected colorectal cancer

Matsuda C, Uemura M, Nakata K, Shingai T, Nishimura J,
 Hata T, Ikenaga M, Takemasa I, Mizushima T, Kato T, Ikeda M,

 Ohue M, Murata K, Hasegawa J, Satoh T, Yamamoto H, 
Sekimoto M, Nezu R, Doki Y, Mori M

BMC Cancer 15:452,2015

A phase II study of S-1, oxaliplatin, oral leucovorin, and 
bevacizumab combination therapy (SOLA) in patients 
with unresectable metastatic colorectal cancer

Nishina T, Kato T, Yamazaki K, Yoshino T, Miyata Y, Esaki T, 
Moriwaki T, Boku N, Hyodo I

Cancer Chemother Pharmacol 76(3):547-553,2015

Randomised phase III trial of second-line irinotecan 
plus cisplatin versus irinotecan alone in patients 
with advanced gastric cancer refractory to S-1 
monotherapy: TRICS trial

Nishikawa K, Fujitani K, Inagaki H, Akamaru Y, Tokunaga S, 
Takagi M, Tamura S, Sugimoto N, Shigematsu T, Yoshikawa T, 
Ishiguro T, Nakamura M, Morita S, Miyashita Y, Tsuburaya A, 

Sakamoto J, Tsujinaka T
Eur J Cancer 51(7):808-816,2015

Preventive effect of Goshajinkigan on peripheral 
neurotoxicity of FOLFOX therapy (GENIUS trial): a 
placebo-controlled, double-blind, randomized phase III 
study

Oki E, Emi Y, Kojima H, Higashijima J, Kato T, Miyake Y,
 Kon M, Ogata Y, Takahashi K, Ishida H, Saeki H, Sakaguchi Y, 
Yamanaka T, Kono T, Tomita N, Baba H, Shirabe K, Kakeji Y, 

Maehara Y
Int J Clin Oncol 20(4):767-775,2015
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RFPL4A increases the G1 population and decreases 
sensitivity to chemotherapy in human colorectal cancer 
cells

Naito A, Yamamoto H, Kagawa Y, Naito Y, Okuzaki D,
 Otani K, Iwamoto Y, Maeda S, Kikuta J, Nishikawa K,

 Uemura M, Nishimura J, Hata T, Takemasa I, Mizushima T, 
Ishii H, Doki Y, Mori M, Ishii M

J Biol Chem 142(10):6326-6337,2015

Efficacy of preoperative dexamethasone for 
postoperative nausea and vomiting after laparoscopic 
cholecystectomy: a large-scale, multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 
Japan

Wakasugi M, Tori M, Shimizu J, Kim YK, Noda T, Dono K, 
Takeda Y, Yamamoto T, Oshima S, Morimoto Y, Asaoka T, 

Eguchi H, Nagano H, Mori M, Doki Y
J Hepatobiliary Pancreat Sci 22(11):802-809,2015

Perturbation of acyl ghrelin profile after liver 
transplantation

Murakami K, Takiguchi S, Miyazaki Y, Kurokawa Y,
 Yamasaki M, Nagano H, Mori M, Doki Y

Journal of Surgical Research 199(2):450-457,2015

日本人閉経後 ER 陽性進行・再発乳癌に対する選択的エストロ
ゲン受容体ダウンレギュレーター「フルベストラント」の有効性
と安全性に関する検討

柄川千代美、沖代格次、高塚雄一
癌と化学療法 42(7):811-815,2015

術後 7 年目に腸間膜再発し、切除し得た腎平滑筋肉腫の 1 例
松本遼太、向坂英樹、加藤健志、賀川義規、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、日馬弘貴、松下克則、橋本直佳、木村　慶、桂　宜輝、

新田佳苗、沖代格次、竹野　淳、中平　伸、谷口博一、柄川千代美、
武田　裕、田村茂行

癌と化学療法 34(6):1135-1137,2015

ステント留置により長期経口摂取が可能であった進行胃癌の 1 例
竹野　淳、田村茂行、谷口博一、村上剛平、内藤　敦、桂　宜輝、

大村仁昭、賀川義規、向坂英樹、武田　裕、加藤健志
癌と化学療法 42(12):1686-1688,2015

胆嚢原発神経内分泌癌の 1 例
石田　智、大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、大根田康雄、本山由利菜、

佐藤泰史、森本祥悠、桑原隆一、内藤　敦、村上剛平、賀川義規、
沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行

癌と化学療法 42(12):1746-1748,2015

腹腔鏡補助下右半結腸切除術にて診断し得た乳癌腹膜転移の 1 例 
佐藤泰史、沖代格次、大根田康雄、本山由利菜、石田　智、森本祥悠、

日馬弘貴、松下克則、橋本直佳、木村　慶、内藤　敦、村上剛平、
桂　宜輝、新田佳苗、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、向坂英樹、

谷口博一、柄川千代美、武田　裕、加藤健志、田村茂行、高塚雄一、
後藤孝吉、永野輝明、中塚伸一

癌と化学療法 42(12):1785-1787,2015

胃原発 T 細胞性悪性リンパ腫と肺 MALT リンパ腫の同時性重
複に対する 1 切除例

橋本直佳、田村茂行、竹野　淳、谷口博一、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、日馬弘貴、松下克則、木村　慶、桂　宜輝、新田佳苗、

大村仁昭、賀川義規、沖代格次、向坂英樹、柄川千代美、武田　裕、
加藤健志

癌と化学療法 42(12):1821-1823,2015

再発肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術の検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、内藤　敦、村上剛平、

賀川義規、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
癌と化学療法 42(12):1884-1886,2015

Trastuzumab が著効した G-CSF 産生胃癌の 1 例
松下克則、竹野　淳、田村茂行、谷口博一、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、

新田佳苗、賀川義規、沖代格次、向坂英樹、柄川千代美、武田　裕、
加藤健志

癌と化学療法 42(12):1968-1970,2015

胃癌の切除により膜性腎症が改善した 1 例 
野瀬陽平、竹野　淳、田村茂行、 谷口博一、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、松下克則、木村　慶、賀川義規、

向坂英樹、桂　宜輝、大村仁昭、武田　裕、加藤健志
癌と化学療法 42(12):1977-1979,2015

mFOLFOX6 治療中に血中アンモニア値が異常高値を示し意識
障害を来した 1 例

賀川義規、加藤健志、内藤　敦、村上剛平、桂　宜輝、大村仁昭、
沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、武田　裕、田村茂行

癌と化学療法 42(12):2160－2162,2015

EMR 後再発に対し化学療法後に根治切除した S 状結腸癌の 1 例
森本祥悠、内藤　敦、賀川義規、加藤健志、石田　智、佐藤泰史、
橋本直佳、松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、竹野　淳、

谷口博一、武田　裕、田村茂行
癌と化学療法 42(12):2178-2180,2015

虫垂炎術後に診断され追加切除を行った虫垂 Goblet Cell 
Carcinoid の 1 例 

木村　慶、賀川義規、加藤健志、桂　宜輝、大村仁昭、竹野　淳、
向坂英樹、谷口博一、武田　裕、田村茂行

癌と化学療法 42(12):2221-2223,2015

転移・再発膵癌に対する FOLFIRINOX 療法の経験
武田　裕、桂　宜輝、大村仁昭、森本祥悠、石田　智、本山由利菜、
大根田康雄、佐藤泰史、桑原隆一、村上剛平、内藤　敦、賀川義規、

沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
癌と化学療法 42(12):2360-2363,2015

膵癌に対するゲムシタビン塩酸塩＋ナブパクリタキセル併用療法
桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、本山由利菜、石田　智、森本祥悠、

松下克則、内藤　敦、内藤剛平、賀川義規、沖代格次、竹野　淳、
柄川千代美、加藤健志、田村茂行

癌と化学療法 42(12):2367-2369,2015
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単孔式腹腔鏡下虫垂切除術
賀川義規、加藤健志

手術 69(12):1691-1698,2015

ICG 蛍光法による術中胃管血流評価が有効であった胃管癌の 1 例
田村茂行、松下克則、竹野　淳、村上剛平、武田　裕、加藤健志

手術 69(12):1727-1730,2015

【消化管がん ( 食道がん、胃がん、大腸がん等 ) の新しい標準
的治療に対する考察】 大腸がんに対する術後補助化学療法 ( 肝
切除後も含む ) の最近の考え方

加藤健志
腫瘍内科 16(13):327-331,2015

大腸癌化学療法のトピックス　外科医から見た最近の大腸癌化
学療法

加藤健志
大腸がん perspective 2(2):152-155,2015

大腸癌化学療法中のストーマ保有者に対するストーマ管理
賀川義規、向坂英樹、渡邉光子、立原敦美、弘岡貴子、加納徳美、

小山拓弥、下川福子、加藤健志
大腸肛門病学会雑誌 68(5):299-305,2015

自己免疫性膵炎を伴わない IgG4 関連硬化性胆管炎の 1 例
武田　裕、中平　伸、桂　宜輝、松下克則、中村剛之、糸瀬一陽、

萩原秀紀、後藤孝吉、中塚伸一
胆道 29(4):775-781,2015

術前から地域へ　シームレスな治療を目指したパスの運用
田村茂行、竹野　淳、谷口博一、下川福子、池上英文、副島彰典、

山根一浩、櫻井智美、高木保子、末岡マキ子
日本クリニカルパス学会誌 17(2):212-216,2015

開腹上部消化管手術における術後非感染性創合併症の発生に
影響する因子の検討　真皮縫合 vs. ステープラー比較第 3 相試
験の層別解析

藤田淳也、遠藤俊治、田村茂行、山崎　誠、辻仲利政、伊藤壽記、
森　正樹、土岐祐一郎

日本外科感染症学会雑誌 12(3):169-174,2015.6

治療別にみた乳癌患者の就労状況
新田佳苗、柄川千代美、沖代格次、日馬弘貴、武田　裕、加藤健志、

田村茂行、高塚雄一、弘岡貴子、加納徳美、上野洋子
日本職業・災害医学会会誌 63(5):276-283,2015

温水洗浄便座のノズルにより直腸脱穿孔から小腸脱出をきたし
た 1 例

向井洋介、賀川義規、木村　慶、向坂英樹、加藤健志
日本大腸肛門病学会雑誌 68(3):173-177,2015

【消化器・一般外科手術の Pearls & Tips- ワンランク上の手術
を達成する技と知恵】　結腸 腹腔鏡下右半結腸切除術

加藤健志、賀川義規
臨床外科 70(11):99-105,2015

【外科医が知っておくべき がん薬物療法の副作用とその対策】　
症状別対策マニュアル 肺障害

加藤健志
臨床外科 70(5):595-598,2015

大腸癌に対する術後補助化学療法（肝切除後も含む）最近の考
え方

加藤健志
臨床内科 16(4):327-331,2015

学会報告

Lack of efficacy of preoperative dexamethasone for 
postoperative nausea and vomiting after laparoscopic 
cholecystectomy: a large-scale, multicenter, 
randomized, double-blind, placebo-controlled trial in 
Japan (CSGO-HBP-002)

Takeda Y, Wakasugi M, Shimizu J, Noda T, Yamamoto T, 
Oshima S, Eguchi H, Mori M, Doki Y, Nagano H

The 5th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary 
Association 2015.3.18-21 Singapore

Randomized phase III study of adjuvant chemotherapy 
with S-1 versus capecitabine (cape) in patients with 
stage III colon cancer (CC): Results of Japan Clinical 
Oncology Group study (JCOG0910)

Hamaguchi T, Shimada Y, Mizusawa J, Kinugasa Y,
 Kanemitsu Y, Ohue M, Fujii S, Takiguchi N, Yatsuoka T,

 Takii Y, Ojima H, Masuko H, Kubo Y, Mishima H, Yamaguchi T, 
Bandou H, Sato T, Kato T, Nakamura K, Fukuda H

2015 ASCO Annual Meeting 2015.6.3-6.7 Chicago,IL

Results of the preoperative diagnosis by staging 
laparoscopy and the surgical intervention following 
chemotherapy for patients with peritoneal 
dissemination due to gastric cancer 

Tamura S, Takeno A, Murakami K, Naito A, Katsura Y, 
Ohomura Y, Kagawa Y, Okishiro M, Egawa C, Takeda Y,

 Kato T
ESMO 2015.9.25-29 Vienna,Austria

腹腔鏡下脾温存膵尾側切除
武田　裕、中平　伸、桂　宜輝、大村仁昭

第 11 回肝胆膵内視鏡下手術勉強会 2015.2.7-8 静岡県

周術期食道癌患者における理学療法 (PT) の術前介入の有効に
ついて

内山匡将、廣田将哉、植平紗矢香、柳智恵子、竹野　淳、田村茂行
第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 2015.2.12-13 神戸市

炎症による血清亜鉛および血清銅濃度変化の影響について
久富大樹、竹野　淳、芝原裕和、柳智恵子、吉野加那枝、和田幸恵、

植平沙矢香、内山匡将、田村茂行
第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 2015.2.12-13 神戸市
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消化器外科患者の周術期における理学療法の早期介入は有効
である

廣田将哉、内山匡将、柳智恵子、竹野　淳、田村茂行
第 30 回日本静脈経腸栄養学会学術集会 2015.2.12-13 神戸市

閉塞性大腸癌に対する経肛門イレウス管による減圧治療
向坂英樹、加藤健志、賀川 義規

第 19 回平成外科研究会 2015.2.20 大阪市

最新の Evidence を考慮した進行大腸癌に対する治療戦略
加藤健志

日本消化器病学会近畿支部会第 102 回例会 2015.2.21 京都市

cStageII/III 食道癌に対する術前化学療法  ～ FAP 療法と DCF
療法の短期成績の比較～

竹野　淳、田村茂行、谷口博一、加藤健志
日本消化器病学会近畿支部第 102 回支部例会 2015.2.21 京都市

腹腔鏡下肝切除手術について 市中病院での安全な普及を目指
して

武田　裕
第 31 回外科治療を考える会 2015.2.21 札幌市

ストーマ閉鎖創に対する局所陰圧療法の検討
斎藤あすか、渡邉光子、茨木亜子、田畑喜美、賀川義規、向坂英樹、

加藤健志
第 32 回日本ストーマ ･ 排泄リハビリテーション学会総会 2015.2.27-28 東京都

切除術における経腸栄養チューブ留置術の工夫
田村茂行、谷口博一、竹野　淳、木村　慶 , 橋本直佳、松下克則、
森本祥悠、佐藤泰史、石田　智、大村仁昭、桂　宜輝、賀川義規、

向坂英樹、武田　裕、加藤健志
第 87 回日本胃癌学会総会 2015.3.4-6 広島市

胃切除後再入院症例の検討 
竹野　淳、田村茂行、谷口博一、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、

向坂英樹、武田　裕、加藤健志
第 87 回日本胃癌学会総会 2015.3.4-6 広島市

病期 IIIA/B 胃癌患者を対象としたドセタキセル +TS1 併用術後
補助化学療法の第二相試験 (OGSG0604) の予後解析

平尾素宏、藤谷和正、佐藤太郎、木村　豊、田村茂行、辻　毅、
松山　仁、飯島正平、今村博司、黒川幸典、下川敏雄、辻仲利政、

古河　洋、大阪消化器がん化学療法研究会
第 87 回日本胃癌学会総会 2015.3.4-6 広島市

幽門保存胃切除術における術後長期成績についての検討
村上剛平、高橋　剛、宮崎安弘、黒川幸典、山崎　誠、宮田博志、

瀧口修司、中島清一、森　正樹、土岐祐一郎
第 87 回日本胃癌学会総会 2015.3.4-6 広島市

当院における閉塞性大腸癌に対する治療成績の検討
木村　慶、賀川義規、桂　宜輝、大村仁昭、竹野　淳、向坂英樹、

谷口博一、武田　裕、加藤健志、田村茂行
第 51 回日本腹部救急医学会総会 2015.3.5-6 京都市

脱落式膵管ステントにより穿孔を来した切除不能大腸癌の 1 例
石田　智、賀川義規、谷口博一、加藤健志、向坂英樹、佐藤泰史、
森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、

新田佳苗、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、武田　裕、田村茂行
第 51 回日本腹部救急医学会総会 2015.3.5-6 京都市

直腸脱穿孔から小腸脱出をきたした 1 例 
森　良太、橋本直佳、竹野　淳、石田　智、佐藤泰史、森本祥悠、
日馬弘貴、松下克則、木村　慶、桂　宜輝、賀川義規、大村仁昭、

向坂英樹、谷口博一、武田　裕、加藤健志、田村茂行
第 51 回日本腹部救急医学会総会 2015.3.5-6 京都市

大腸癌進行がんにおける Oncological Emergency と必要な
Supportive Care 

向坂英樹
Cancer Supportive Care Seminor 2015.3.20 西宮市

胃癌腹膜転移症例に対する導入化学療法後の外科的介入の現
状

田村茂行、谷口博一、竹野　淳、橋本直佳、木村　慶、大村仁昭、
桂　宜輝、賀川義規、向坂英樹、武田　裕、加藤健志
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

腹腔鏡下肝切除手術の現状と開腹手術を含めた今後の展望
武田　裕、桂　宜輝、大村仁昭、中平　伸、賀川義規、新田佳苗、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

切除不能進行胃癌に対する化学療法後、根治切除対象症例の
治療成績 

竹野　淳、田村茂行、谷口博一、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、
沖代格次、向坂英樹、柄川千代美、武田　裕、加藤健志

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

体外処理で行う単孔式虫垂切除術のコストベネフィット
賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術の安全性と効果の検討
大村仁昭、武田　裕、中平　伸、桂　宜輝、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

当科の肝細胞癌再発症例に対する腹腔鏡下肝切除術の検討
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、新田佳苗、賀川義規、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

Fucci system を用いた静止期維持因子の解析
内藤　敦、植村　守、西村潤一、畑　泰司、竹政伊知朗、水島恒和、

山本浩文、土岐祐一郎、石井　優、森　正樹
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市
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ω3 系脂肪酸による抗癌剤毒性発現抑制効果の検討
村上剛平、宮田博志、山崎　誠、宮崎安弘、高橋　剛、黒川幸典、

瀧口修司、中島清一、森　正樹、土岐祐一郎
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

Stage Ⅳ大腸癌に対する腹腔鏡手術 
木村　慶、加藤健志、賀川義規、石田　智、佐藤泰史、森本祥悠、
日馬弘樹、松下克則、橋本直佳、桂　宜輝、大村仁昭、新田佳苗、

竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

開腹胃切除術における超音波凝固切開装置（ハーモニック）使
用の有用性に関するランダム化比較第Ⅱ相臨床試験

川端良平、瀧口修司、山本和義、木村　豊、今村博司、吉川正人、
藤田淳也、田村茂行、藤谷和正、森　正樹、土岐祐一郎

第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

食道癌術前化学療法中の有害事象と術中後合併症との関連—
「切除可能進行食道癌にたいする術前 FAP versus DCF 併用
化学療法のランダム化比較試験 (OGSG1003)」結果から

平尾素宏、宮田博志、山崎　誠、安田卓司、白石　治、矢野雅彦、
本告正明、藤谷和正、西川和宏、山本和義、小林研二、高地　耕、

川田純司、田村茂行、赤丸祐介、木村　豊、古河　洋、土岐祐一郎
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

胃癌における術後補助化学療法の開発 －最適な補助化学療法
とは－

藤谷和正、田村茂行、木村　豊、今村博司、飯島正平、松山　仁、
辻　毅、藤田淳也、上田修吾、小林研二、井上健太郎、黒川幸典、

下川敏雄、佐藤太郎、辻仲利政、古河　洋
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

大腸癌予後因子としての SCGB2A1 の検討 
宗方幸二、植村　守、西村潤一、畑　泰司、竹政伊知朗、水島恒和、
村田幸平、池永雅一、池田正孝、加藤健志、山本浩文、土岐祐一郎、

森　正樹
第 115 回日本外科学会定期学術集会 2015.4.16-18 名古屋市

Vp4 門脈内腫瘍栓を伴う肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除
武田　裕、桂　宜輝、大村仁昭、中平　伸、糸瀬一陽、賀川義規、
竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、加藤健志、萩原秀紀、田村茂行

第 101 回日本消化器病学会総会 2015.4.23-25 仙台市

当院における IPMN に合併した 他癌に関する検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 101 回日本消化器病学会総会 2015.4.23-25 仙台市

切除不能進行膵癌に対するエルロチニブ併用ゲムシタビン全身
化学療法

桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、中平　伸、賀川義規、竹野　淳、
向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行

第 101 回日本消化器病学会総会 2015.4.23-25 仙台市

当院における腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術の安全性と効果
の検討

大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、賀川義規、竹野　淳、
向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 69 回手術手技研究会 2015.5.15-16 群馬県

腹腔鏡下肝切除術の工夫
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、新田佳苗、賀川義規、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 69 回手術手技研究会 2015.5.15-16 群馬県

当科における肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術の長期成績
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 51 回日本肝臓学会総会　2015.5.21-22 熊本市

腹腔鏡下肝切除の最前線　現状と課題 (Front line in 
Laparoscopic Liver Resection in Japan)

武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、新田佳苗、沖代格次、
賀川義規、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、

田村茂行
第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会 2015.6.11-13 東京都

当院における腹腔鏡下肝切除術の工夫
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、新田佳苗、賀川義規、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 27 回日本肝胆膵外科学会総会 2015.6.11-13 東京都

当院における膵体尾部切除術
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会 2015.6.11-13 東京都

当院における急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術の検討
森本祥悠、桂　宜輝、大村仁昭、武田　裕、石田　智、佐藤泰史、
日馬弘貴、橋本直佳、松下克則、木村　慶、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 27 回日本肝胆膵外科学会総会 2015.6.11-13 東京都

腹腔鏡下肝切除におけるエネルギーデバイスの工夫と成績
武田　裕、中平　伸、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、新田佳苗、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 40 回日本外科系連合学会学術集会 2015.6.18-19 東京都

体外根部処理による単孔式虫垂切除術による手術時間短縮と手
術コスト削減の取り組み

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 40 回日本外科系連合学会学術集会 2015.6.18-19 東京都
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局所進行切除不能膵癌に粒子線・化学療法施行後に R0 膵頭
十二指腸切除を施行し得た 1 例

武田　裕、橋本直佳、大村仁昭、桂　宜輝、新田佳苗、沖代格次、
賀川義規、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、

田村茂行
第 46 回日本膵臓学会大会 2015.6.19-20 名古屋市

当院における遠隔転移膵癌・再発膵癌に対する全身化学療法
桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、中平　伸、新田佳苗、賀川義規、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 46 回日本膵臓学会大会 2015.6.19-20 名古屋市

手術ビデオコンテスト
大村仁昭

第 10 回関西肝臓外科育成の会 2015.6.27 大阪市

StageII/III 食道癌に対する術前化学療法としての FAP と DCF
田村茂行、竹野　淳、谷口博一、橋本直佳、大村仁昭、桂　宜輝、

賀川義規、向坂英樹、武田　裕、加藤健志
第 69 回日本食道学会学術集会 2015.7.2-3 横浜市

進行再発食道癌による気道浸潤に対する気道ステント留置の治
療成績 
竹野　淳、田村茂行、岩田隆、谷口博一、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、

向坂英樹、武田　裕、加藤健志
第 69 回日本食道学会学術集会 2015.7.2-3 横浜市

食道癌術前化学療法時のω3 系脂肪酸投与による副作用抑制
効果に関するランダム化試験

村上剛平、宮田博志、牧野知紀、山崎　誠、本告正明、矢野雅彦、
錦　耕平、安田卓司、森　正樹、土岐祐一郎
第 69 回日本食道学会学術集会 2015.7.2-3 横浜市

Adjuvant アナストロゾールにおける関節症状、血管運動症状
の発現および治療中止に与える因子 -SAVS-JP 試験 -
柄川千代美、高尾信太郎、広利浩一、田根香織、宮下　勝、山神和彦、

馬場將至、一井重利、小西宗治、木川雄一郎、箕畑順也、吉田　彰、
三好康雄

第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.7.2-4 東京都

乳癌患者における肺病変に対する手術症例の検討
沖代格次、柄川千代美、日馬弘貴、新田佳苗、武田　裕、高塚雄一、

後藤孝吉、永野輝明、中塚伸一
第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.7.2-4 東京都

肝移植患者における活性型グレリンの検討
村上剛平、瀧口修司、宮崎安弘、牧野知紀、高橋　剛、黒川幸典、

山崎　誠、中島清一、森　正樹、土岐祐一郎
第 52 回日本外科代謝栄養学会 2015.7.2-3 東京都

当院における HER2 陽性進行・再発乳癌に対するペルツズマブ
の使用経験

日馬弘貴、沖代格次、新田佳苗、柄川千代美、高塚雄一
第 23 回日本乳癌学会学術総会 2015.7.2-4 東京都

当院における切除可能または切除不可能でない StageIV 大腸
癌の治療

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、桂　宜輝、大村仁昭、
沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、

田村茂行 
第 83 回大腸癌研究会 2015.7.3 福岡市

腹腔鏡下肝切除での系統的肝切除
桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、中平　伸、村上剛平、内藤　敦、

賀川義規、竹野　淳、加藤健志、田村茂行
第 4 回サマーセミナー 2015.7.3-4 沖縄県

当院における膵癌に対する FOLFIRINOX の治療経験
武田　裕、桂　宜輝、大村仁昭、松下克則、橋本直佳、村上剛平、
内藤　敦、賀川義規、新田佳苗、沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、

谷口博一、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

ステント留置により長期経口摂取が可能であった進行胃癌の 1 例
竹野　淳、田村茂行、谷口博一、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、

向坂英樹、武田　裕、加藤健志
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

腫瘤性病変で発見され腹腔鏡下直腸切断術を施行した肛門腺由
来肛門腺癌の 1 例

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、桂　宜輝、大村仁昭、
沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、　武田　裕、

田村茂行 
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

mFOLFOX6 療法中に血中アンモニア値が異常高値を示し意識
障害をきたした 1 例 

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

呼吸障害合併大腸癌に硬膜外併用脊椎麻酔で切除術を施行した
3 例

賀川義規　加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

EMR 後再発に対し化学療法後に根治切除した S 状結腸癌の 1
例

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

再発肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術の検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、新田佳苗、賀川義規、

沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、加藤健志、
田村茂行

第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市
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膵癌に対するゲムシタビン塩酸塩＋ナブパクリタキセル併用療
法

桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、松下克則、橋本直佳、新田佳苗、
賀川義規、沖代格次、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、

加藤健志、田村茂行
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

虫垂炎術後に診断され追加切除を行った虫垂 goblet cell 
cartinoid の 1 例 

木村　慶、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

胃癌の切除により膜性腎症が改善した 1 例
野瀬陽平、竹野　淳、谷口博一、田村茂行、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、松下克則、木村　慶、賀川義規、

向坂英樹、桂　宜輝、大村仁昭、武田　裕、加藤健志
第 37 回日本癌局所療法研究会 2015.7.10 千葉市

審査腹腔鏡による術前診断と腹膜転移症例に対する外科的介入
の成績

田村茂行、谷口博一、竹野　淳、木村　慶、大村仁昭、桂　宜輝、
賀川義規、向坂英樹、武田　裕、加藤健志

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

横行結腸癌に対する single port surgery(SPS) 標準化への工夫
加藤健志、向坂英樹、賀川義規、桂　宜輝、大村仁昭、竹野　淳、

谷口博一、武田　裕、田村茂行
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

[LS-4] ランチョンセミナー 4：最近の Evidence を考慮した進
行再発大腸癌に対する治療展開

加藤健志
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

当院における切除不能進行再発大腸癌に対する Bevacizumab
併用 FOLFOXIRI 療法について

向坂英樹、加藤健志、賀川義規、桂　宜輝、大村仁昭、竹野　淳、
谷口博一、武田　裕、田村茂行

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

Comparison of preoperative chemotherapy using DCF 
with FAP for cStageII/III esophageal cancer

竹野　淳、田村茂行、谷口博一、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、
向坂英樹、武田　裕、加藤健志

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

Laparoscopic colorectomy for obstructive colorectal 
cancer after bowel decompression

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

肝障害度 B 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術に関する検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

当院における腹腔鏡肝切除術の工夫
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

RFPL4A は静止期維持機構を持ち抗がん剤抵抗性の原因となる
内藤　敦、植村　守、西村潤一、畑　泰司、竹政伊知朗、水島恒和、

山本浩文、土岐祐一郎、石井　優、森　正樹
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

食道癌術前化学療法時の経腸栄養剤 (ω3 系脂肪酸 ) 投与によ
る副作用抑制効果に関するランダム化比較試験

村上剛平、宮田博志、牧野知紀、山崎　誠、本告正明、矢野雅彦、
錦　耕平、安田卓司、森　正樹、土岐祐一郎

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

当院における門脈ガス血症 18 例の検討 
森本祥悠、加藤健志、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、武田　裕、田村茂行
第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

開腹上部消化管手術における術後 6 か月目の創部肥厚性瘢痕
発生に影響する因子の検討

赤丸祐介、辻仲利政、藤田淳也、遠藤俊治、藤谷和正、田村茂行、
山崎　誠、伊藤壽記、森　正樹、土岐祐一郎

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

22 病変の多発直腸 NET に対して腹腔鏡補助下超低位前方切
除術を行った 1 例

鈴木　玲、加藤健志、土井貴司、星美奈子、間狩洋一、大島　聡、
池田公正、黒川英司

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

肝障害度 B 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術に関する検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、内藤　敦、村上剛平、

賀川義規、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 51 回日本肝癌研究会 2015.7.23-24 神戸市

当院の肝機能不良肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術の短期
成績

桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、中平　伸、賀川義規、竹野　淳、
向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行

第 51 回日本肝癌研究会 2015.7.23-24 神戸市

RFPL4A は幹細胞性に関与し，抗がん剤抵抗性の原因となる
内藤　敦、植村　守、西村潤一、畑　泰司、竹政伊知朗、水島恒和、

山本浩文、土岐祐一郎、森　正樹
第 24 回日本がん転移学会学術集会・総会 2015.7.23-24 大阪市

腹腔鏡下膵切除術の基本
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝

第 12 回肝胆膵内視鏡下手術勉強会 2015.8.8-9 神奈川県
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BiClamp を用いた腹腔鏡下脾温存膵尾側切除
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、村上剛平、内藤　敦、賀川義規、

竹野　淳、加藤健志、田村茂行
第 28 回近畿内視鏡外科研究会 2015.9.12 和歌山市

内視鏡外科学会技術認定取得を目指して（受験者から）：腹腔
鏡下膵尾側切除

桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、中平　伸、村上剛平、内藤　敦、
賀川義規、竹野　淳、加藤健志、田村茂行

第 28 回近畿内視鏡外科研究会 2015.9.12 和歌山市

当院の腹腔鏡下肝部分切除術の工夫
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、村上剛平、内藤　敦、

賀川義規、竹野　淳、加藤健志、田村茂行
第 28 回近畿内視鏡外科研究会 2015.9.12 和歌山市

柿胃石による腸閉塞、腸穿孔に対して腹腔鏡補助下に手術を施
行した１例

大根田康雄、竹野　淳、村上剛平、大村仁昭、賀川義規、沖代格次、
柄川千代美、武田　裕、加藤健志、田村茂行

第 28 回近畿内視鏡外科研究会 2015.9.12 和歌山市

総胆管拡張症に対する腹腔鏡下分流手術 ( 成人例 )
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、賀川義規、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、加藤健志、

田村茂行
第 51 回日本胆道学会学術集会 2015.9.17-18 宇都宮市

急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術における手術時期と
PTGBD(A) の検討

大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝
第 51 回日本胆道学会学術集会 2015.9.17-18 宇都宮市

総胆管結石に対する経胆嚢管腹腔鏡下総胆管結石摘出術の有
用性

桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、
向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行

第 51 回日本胆道学会学術集会 2015.9.17-18 宇都宮市

胃癌診療におけるトピックス
竹野　淳

尼崎市外科医会 ( 四水会 ) 2015.9.30 尼崎市

胃全摘 2 日後に広範囲の空腸壊死をきたした 1 例 
竹野　淳、田村茂行、森本祥悠、村上剛平、内藤　敦、桂　宣輝、

賀川義規、大村仁昭、武田　裕、加藤健志
第 26 回近畿過大侵襲研究会 2015.10.2 大阪市

腹腔鏡下肝切除での系統的肝切除
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、石田　智、佐藤泰史、
森本祥悠、賀川義規、竹野　淳、向坂英樹、谷口博一、加藤健志、

田村茂行
第 13 回日本消化器外科学会大会 JDDW 2015 2015.10.8-11 東京都

大腸癌化学療法中のストーマ保有者に対するストーマ管理とそ
の指導

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
JDDW 2015 第 23 回日本消化器関連学会週間 2015.10.8-11 東京都

肝障害度 B 肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術に関する検討
大村仁昭、武田　裕、中平　伸、桂　宜輝、賀川義規、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 23 回日本消化器関連学会週間 2015.10.8-11 東京都

当院の腹腔鏡下膵体尾部切除術の検討
桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、向坂英樹、

谷口博一、加藤健志、田村茂行
第 13 回日本消化器外科学会大会 JDDW 2015 2015.10.8-11 東京都

急性上腸間膜動脈閉塞症に対する IVR によって大量腸管切除を
回避できた 1 例

竹野　淳、田村茂行、村上剛平、内藤　敦、桂　宜輝、賀川義規、
大村仁昭、武田　裕、加藤健志

第 179 回兵庫県外科医会学術集会 2015.10.24 尼崎市

外科医が考える結腸癌に対する術後補助化学療法
加藤健志

第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31 京都市

肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除の成績
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、佐藤泰史、森本祥悠、
桑原隆一、村上剛平、内藤　敦、沖代格次、賀川義規、竹野　淳、

柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31 京都市

FOLFOXIRI+bevacizumab 療法の初期安全性 - 第 II 相臨床
試験　QUATTRO 試験 -

賀川義規、加藤健志、江見泰徳、室　圭、辻　晃仁、沖　英次、
吉野孝之、山崎健太郎、谷口浩也、坂東英明、山口達郎、當山鉄男、

山中竹春、向坂英樹、金澤旭宣
第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31 京都市

当科における FOLFIRINOX 療法の施行症例の検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、石田　智、佐藤泰史、森本祥悠、
桑原隆一、村上剛平、内藤　敦、沖代格次、賀川義規、竹野　淳、

柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31 京都市

当科のソラフェニブの使用経験
桂　宜輝、武田　裕、大村仁昭、中平　伸、 村上剛平、内藤　淳、

賀川義規、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31 京都市

右側結腸癌に対する single port surgery(SPS) の標準化
加藤健志、賀川義規、内藤　敦、桑原隆一

第 70 回日本大腸肛門学会学術集会 2015.11.13-14 名古屋市
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Stage Ⅳ大腸癌に対する腹腔鏡手術
賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 70 回日本大腸肛門病学会学術集会 2015.11.13-14 名古屋市

大腸癌傍大動脈リンパ節転移例における外科治療例の検討
内藤　敦、水島恒和、浜部敦史、平木将之、松村多恵、宗方幸二、

高橋秀和、原口直紹、植村　守、西村潤一、畑　泰司、竹政伊知朗、
山本浩文、土岐祐一郎、森　正樹

第 70 回日本大腸肛門病学会学術集会 2015.11.13-14 名古屋市

大腸癌に対する集学的治療　結腸 III 期治癒切除大腸癌に対す
る術後補助化学療法としての capecitabine 療法と S-1 療法の
ランダム化第 III 相比較試験 (JCOG0910)

小森康司、濱口哲弥、島田安博、金光幸秀、杉田　昭、西村　淳、
宗像康博、池田聡、山口茂樹、村田幸平、寺石文則、加藤健志、

冨田尚裕、赤木由人、高橋孝夫、工藤進英、猪股雅史、松田　宙、
岡島正純、前田耕太郎

第 70 回日本大腸肛門学会学術集会 2015.11.13-14 名古屋市

ストーマ合併症の現状と治療 一時的双孔式回腸瘻の造設手技
と合併症について
三代雅明、竹政伊知朗、池田正孝、辻江正樹、長谷川順一、大植雅之、

加藤健志、大西　直、高橋秀和、原口直紹、西村潤一、畑　泰司、
水島恒和、山本浩文、土岐祐一郎、森　正樹

第 70 回日本大腸肛門学会学術集会 2015.11.13-14 名古屋市

肝転移（大腸癌以外）に対する腹腔鏡下肝切除
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、桑原隆一、森本祥悠、

佐藤泰史、石田　智、本山由利菜、大根田康雄、村上剛平、内藤　敦、
沖代格次、賀川義規、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行

第 9 回肝臓内視鏡外科研究会 2015.11.25 福岡市

当科における肝細胞癌に対する腹腔鏡下肝切除術の治療成績
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、村上剛平、内藤　敦、

賀川義規、竹野　淳、加藤健志、田村茂行
第 9 回肝臓内視鏡外科研究会 2015.11.25 福岡市

安全性を確保した腹腔鏡下肝切除の今後
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、佐藤泰史、森本祥悠、 
桑原隆一、村上剛平、内藤　敦、沖代格次、賀川義規、竹野　淳、

柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

急性胆嚢炎に対する腹腔鏡下胆嚢摘出術における PTGBD(A)
の効果と手術時期

大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、内藤　敦、村上剛平、
賀川義規、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行

第 77 回日本臨床外科学会学術集会 2015.11.26-28 福岡市

腹腔鏡肝切除術のトラブル予防と対処
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、村上剛平、内藤　敦、

賀川義規、竹野　淳、加藤健志、田村茂行
第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

血液透析導入患者における 緊急手術症例に関する検討
桑原隆一、賀川義規、大根田康雄、石田　智、森本祥悠、

佐藤泰史、内藤　敦、村上剛平、桂　宜輝、大村仁昭、竹野　淳、
沖代格次、柄川千代美、武田　裕、加藤健志、田村茂行

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

Meckel 憩室による 小児絞扼性イレウスの 1 例
佐藤泰史、竹野　淳、田村茂行、村上剛平、本山由利菜、大根田康雄、

石田　智、森本祥悠、桑原隆一、内藤　敦、桂　宜輝、大村仁昭、
賀川義規、沖代格次、柄川千代美、武田　裕、加藤健志

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

胆嚢十二指腸瘻に伴う胆石性イレウスに対して腹腔鏡補助下に
結石除去を施行した 1 例

大根田康雄、村上剛平、竹野　淳、佐藤泰史、森本祥悠、桑原隆一、
内藤　敦、桂　宜輝、大村仁昭、賀川義規、沖代格次、柄川千代美、

武田　裕、加藤健志、田村茂行
第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

急性上腸間膜動脈閉塞症に対する血管内治療によって大量腸管
切除を回避できた 1 例

畑　陽介、竹野　淳、飯田　修、村上剛平、内藤　敦、桂　宜輝、
賀川義規、大村仁昭、武田　裕、加藤健志、田村茂行

第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

腋窩副乳に発生した線維腺腫の 1 例
野瀬陽平、沖代格次、本山由利奈、村上剛平、内藤　敦、桂　宜輝、
大村仁昭、賀川義規、竹野　淳、柄川千代美、武田　裕、加藤健志、

田村茂行、高塚雄一
第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

エリブリンとペルフィルグラスチムにより治療した乳癌骨髄癌腫
症の 1 例
山本夏希、柄川千代美、沖代格次、本山由利菜、佐藤泰史、武田　裕、

中塚伸一、永野輝明、後藤孝吉、高塚雄一
第 13 回乳癌学会近畿地方会　2015.11.28 大阪市

陰圧閉鎖システムを用いた人工肛門閉鎖術後の創管理の取り組
み

賀川義規、加藤健志、佐藤泰史、森本祥悠、日馬弘貴、橋本直佳、
松下克則、木村　慶、桂　宜輝、大村仁昭、沖代格次、竹野　淳、

向坂英樹、谷口博一、柄川千代美、武田　裕、田村茂行 
第 28 回日本外科感染症学会総会学術集会 2015.12.2-3 名古屋市

安全性を確保するための腹腔鏡下膵尾側切除の工夫
武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、佐藤泰史、森本祥悠、
桑原隆一、村上剛平、内藤　敦、沖代格次、賀川義規、竹野　淳、

柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10-12 大阪市

腹腔鏡下肝切除での出血予防と止血法（安全性を確保するため
の準備と実際）

武田　裕、大村仁昭、桂　宜輝、中平　伸、佐藤泰史、森本祥悠、
桑原隆一、村上剛平、内藤　敦、沖代格次、賀川義規、竹野　淳、

柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10-12 大阪市



28　関西労災病院　学術業績集

腹腔鏡補助下胃切除時における肝機能異常に影響を及ぼす因子
について

竹野　淳、村上剛平、田村茂行、内藤　敦、桂　宜輝、賀川義規、
大村仁昭、武田　裕、加藤健志

第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10-12 大阪市

腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術の安全性と効果の検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、内藤　敦、村上剛平、

賀川義規、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10-12 大阪市

当科の安全な腹腔鏡下肝切除術のための対策
桂　宜輝、武田　裕、中平　伸、大村仁昭、村上剛平、内藤　敦、

賀川義規、沖代格次、竹野　淳、柄川千代美、加藤健志、田村茂行
第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10-12 大阪市

腹腔鏡にて手術を施行した S 状結腸膀胱瘻の 4 例
内藤　敦、賀川義規、加藤健志、村上剛平、桂　宜輝、大村仁昭、

竹野　淳、武田　裕、田村茂行
第 28 回日本内視鏡外科学会総会 2015.12.10-12 大阪市 

腹腔鏡下脾温存膵体尾部切除術の安全性と効果の検討
大村仁昭、武田　裕、桂　宜輝、中平　伸、内藤　敦、村上剛平、

賀川義規、竹野　淳、加藤健志、田村茂行
第 7 回膵臓内視鏡外科研究会 2015.12.13 京都市

講演会やテレビ出演

当院におけるエベロリムスの使用経験と副作用マネジメント
柄川千代美

尼崎乳腺病診連携の会 2015.5.27 尼崎市

乳癌ホルモン療法における 基礎知識
柄川千代美

第 9 回近畿産婦人科乳腺医科学会ランチョンセミナー 2015.8.23 高槻市

乳癌ホルモン療法の処方の実際 - 処方に役立つ基礎知識 -
柄川千代美

第 18 回近畿薬剤師学術大会スイーツセミナー 2015.8.30 神戸市

座長を務めた学会・研究会

主題Ⅰ進行大腸癌に対する腹腔鏡下手術を検証する
加藤健志

第 82 回大腸癌研究会 2015.1.23 東京都

竹野　淳
第 28 回阪神内視鏡手術勉強会 2015.3.14 神戸市

腹腔鏡下肝切除の普及に向けた安全な手術手技２
武田　裕

第 27 回日本肝胆膵外科学会学術集会 2015.6.11-13 東京都

リハビリテーション 2 
田村茂行

第 69 回日本食道学会学術集会 2015.7.2-3 横浜市

集学的治療 : 直腸癌 1 
加藤健志

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

腹腔鏡下肝切除 2
武田　裕

第 70 回日本消化器外科学会総会 2015.7.15-17 静岡県

ワークショップ：エネルギーデバイスを使いこなす
武田　裕

第 28 回近畿内視鏡外科研究会 2015.9.12 和歌山市

肝臓 1:Biomarker
武田　裕

第 53 回日本癌治療学会学術集会 2015.10.29-31 京都市

進行結腸癌
加藤健志

第 70 回日本大腸肛門学会学術集会 2015.11.13-14 名古屋市

教育セミナー 28 CV ポートの適切な管理方法と運用について　
－パワーポートを用いた治療・管理の実際

加藤健志
第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

ワークショップ 14 外科医が行う臨床試験　―その方法と問題
点―

加藤健志
第 77 回日本臨床外科学会総会 2015.11.26-28 福岡市

一般演題 5
柄川千代美

第 13 回乳癌学会近畿地方会一般演題座長　2015.11.28 大阪市




