
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
分野 筆頭著者 タイトル 

2019 外科 

 

大腸 藤田文彦 特集｜Innovative な大腸癌診断・治療 

5.腹腔鏡下直腸手術における血管損傷へ

の対応 

2019 久留米医学会雑誌 症例報告 大腸 白水良征 術前の経皮的膿瘍ドレナージが有効であ

った de Garengeot hernia の１例 

2019 日本大腸肛門病学会雑誌 症例報告 大腸 緒方傑 姑息的卵巣転移巣切除が奏功した直腸癌

多発肺転移の 1例 

2019 久留米医学会雑誌 

 

大腸 藤田文彦 直腸癌治療の最前線 

2019 日本大腸肛門病学会雑誌 原著 大腸 仕垣隆浩 下部直腸癌に対する自律神経温存側方リ

ンパ節郭清術後の排尿・性機能障害の検

討 

2019 外科 

 

大腸 大地貴史 5.直腸癌に対する術前化学療法 

2019 Recent Advances in the Treatment 

of Colorectal Cancer 

 

大腸 赤木由人 Intersphincteric Resection for Rectal 

Adenocarcinoma Near the Anus 

2019 久留米医学会雑誌 症例報告 大腸 仕垣隆浩 術中 ICG 蛍光法が結腸脾弯曲部の腸管の

血流評価に有用であった直腸癌の１例 

2019 International Journal of Surgery 

Case Reports 

症例報告 大腸 吉田直裕 Mesocolic hernia following 

retroperitoneal laparoscopic 

radicalnephrectomy: A case report 

2019 Interventional Medicine & 

Applied Science 

 

大腸 藤田文彦 Daikenchuto improved perioperative 

nutritional status of the patients 

with colorectal cancer: A prospective 

open-labeled randomized exploratory 

study 

2019 Ann Surg Oncol 

 

大腸 四方田隆任 The Immunoscore is a Superior 

Prognostic Tool in Stages II and III 

ColorectaG3:G11l Cancer and is 

Significantly Correlated with 

Programmed Death-Ligand 1 (PD-L1) 

Expression on Tumor-Infiltrating 

Mononuclear Cells. 

2019 長崎医学会雑誌 原著 大腸 藤田文彦 最近10年間の当科における下部消化管手

術の変遷と成績 

2019 日本消化器外科学会雑誌 解説 胃 田中侑哉 胃上部早期癌における噴門側胃切除術後

の観音開き法再建のベネフィット 

2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 片桐光浩 化学療法中に穿孔性腹膜炎を発症した消

化管原発 Burkitt リンパ腫の 1例 



2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 中根浩幸 憩室炎を発症した成人消化管重複症の 1

例 

2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 四方田隆任 腹腔鏡下に同時切除した S 状結腸癌併存

小網 GIST の 1例 

2019 久留米医学会雑誌 原著 大腸 衣笠哲史 小児クローン病患者の肛門病変に対する

外科的アプローチ 

2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 食道 西田良介 食道癌術後に血栓塞栓症を発症したヘパ

リン起因性血小板減少症の 1例 

2019 MOLECULAR AND CLINICAL ONCOLOGY 

 

大腸 仕垣隆浩 Mixed ductal-acinar cell carcinoma of 

the pancreas: A case report. 

2019 ONCOLOGY REPORTS 

 

大腸 長主祥子 Y?box?binding protein 1 inhibits 

apoptosis and upregulates EGFR in 

colon cancer. 

2019 臨牀と研究 症例報告 胃 加来秀彰 硫酸バリウムを用いた上部消化管造影検

査後に腹膜炎を発症した 2例 

2019 臨牀と研究 症例報告 大腸 門屋一貴 術後早期に再発した直腸腺内分泌細胞癌

（MANEC）の 1例 

2019 臨床雑誌「外科」 解説 大腸 赤木由人 特集｜消化器疾患に対する機能温存・再

建手術 Ⅱ.下部消化管領域 8.肛門機

能温存をめざした括約筋間直腸切除術

（ISR）,経肛門吻合のコツ 

2019 消化器外科 症例報告 大腸 吉田武史 Ⅲ 結腸・直腸・肛門の手術/大腸癌：開

腹手術 1）結腸右半切除術 

2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 石橋慶章 腹腔鏡下に切除した左骨盤腎併存直腸癌

の 1例 

2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 加来秀彰 ポリスチレンスルホン酸カルシウム服用

中に発症した S状結腸穿孔の 2例 

2019 消化器疾患最新の治療 2019-2020 解説 大腸 片桐光浩 Ⅲ消化管疾患 C.腸 5.急性虫垂炎 

2019 久留米医学会雑誌 症例報告 大腸 古賀史記 Treitz 靭帯近傍の空腸粘膜下腫瘍に対し

て腹腔鏡下空腸部分切除を施行した 1例 

2019 久留米医学会雑誌 症例報告 大腸 藤田文彦 皮下埋め込み型中心静脈ポート感染が原

因と思われる菌血症により急死した大腸

癌手術症例 

2019 日本大腸肛門病学会雑誌 症例報告 大腸 大地貴史 直腸癌同時性孤立性副腎転移に対して一

期的に切除を行った 1例 

2019 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 緒方傑 非外傷性脾摘後に診断された littoral 

cell angioma の 1例 

 

  



【学会報告】 

日付 学会名 開催地 
学会 

分類 
分野 発表者 タイトル 

2019/12/16 久留米大腸癌セミナ

ー2019 

福岡県

久留米

市 

 

大腸 三輪啓介 遺伝子変異と患者嗜好を始点とするレジメン

選択を考える 

2019/12/16 久留米大腸癌セミナ

ー2019 

福岡県

久留米

市 

 

大腸 赤木由人   

2019/12/7 第 23 回バイオ治療研

究会学術集会  

新潟県 一般 大腸 中根浩幸 大腸癌における Immunoscore ならびに MSI 

starusと PD-L1 発現の関連 

2019/12/5 第 32 回日本内視鏡外

科学会総会 

神奈川

県横浜

市 

 

大腸 藤田文彦 結腸体腔内吻合ハンズオンセミナー 

2019/12/5 第 32 回日本内視鏡外

科学会総会 

神奈川

県横浜

市 

 

大腸 合志健一 術前診断に苦慮した腹腔鏡下行結腸切除の 1

例 

2019/12/5 第 32 回日本内視鏡外

科学会総会 

神奈川

県横浜

市 

 

胃 磯邉太郎 当科におけるロボット支援胃癌手術の短期成

績および導入初期に生じたロボット特有の偶

発症について 

2019/12/5 第 32 回日本内視鏡外

科学会総会 

神奈川

県横浜

市 

シンポ

ジウム 

大腸 藤田文彦 右側結腸切除術において技術認定医取得に必

要な手技とは 

2019/11/30 第 3回県北・大牟田ビ

デオカンファランス 

大牟田

市 

講演 大腸 藤田文彦 腹腔鏡下大腸切除術～技術認定試験に求めら

れるもの～（特別講演） 

2019/11/29 第 32 回日本外科感染

症学会総会学術集会 

岐阜県 ポスタ

ー 

食道 森直樹 食道胃接合部癌術創部に肋軟骨腐骨を発症し

た 1 例 

2019/11/29 第 10 回日本炎症性腸

疾患学会学術集会 

福岡市 シンポ

ジウム 

大腸 衣笠哲史 IBD患者に対するTotal careを目的とした多

職種サポートチームの活動 

2019/11/23 第1回北九州腹腔鏡下

大腸切除術セミナー 

福岡県

北九州

市 

講演 大腸 藤田文彦 講演・ビデオクリニック 

2019/11/21 JDDW2019KOBE 第 27

回日本消化器関連学

会週間/第17回日本消

化器外科学会大会 

兵庫県 ポスタ

ー 

大腸 吉田武史 Persistent Descending Mesocolon に合併し

た左側大腸癌の手術症例 2例 

2019/11/21 JDDW2019KOBE 第 27

回日本消化器関連学

会週間/第17回日本消

化器外科学会大会 

兵庫県 ポスタ

ー 

大腸 中根浩幸 当科における MSIユニバーサルスクリーング

と Lynch 症候群 



2019/11/21 JDDW2019KOBE 第 27

回日本消化器関連学

会週間/第17回日本消

化器外科学会大会 

兵庫県 ポスタ

ー 

食道 主藤朝也 食道癌局所における T細胞サブセット解析と

包括的 TCR解析の試み 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 一般 大腸 最所公平 直腸腫瘍像を呈した限局性二相性悪性腹膜中

皮腫の 1例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 一般 胃 加来秀彰 早期胃 MANEC の 1例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ワーク

ショッ

プ 

大腸 藤田文彦 血管浸潤が疑われるリンパ転移に対する腹腔

鏡下側方リンパ節郭清 

2019/11/14 HBPSurGMeeting 2019 リヨン

（フラ

ンス） 

ポスタ

ー 

食道 的野吾 Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy 

for Liver Matastasis after Esophagectomy 

for Esophageal 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

大腸 児玉麻亜

子 

当院における超高齢大腸癌の検討 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

大腸 古賀史記 後腹膜脱分化型脂肪肉腫に対して腫瘍切除及

び盲腸部分合併切除を施行した 1例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

大腸 門屋一貴 急激な経過を辿った、S 状結腸癌術後無石性

胆嚢炎の 1例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

大腸 杉原利枝 腸重積症で初発した横行結腸癌の 1例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

食道 中川将視 乳糜腹水を伴った絞扼性イレウスの１例  

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

大腸 中川将視 特発性好酸球増加症に合併して麻痺性イレウ

スの 1例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

胃 田中侑哉 早期発見し ESD が施行された胃内分泌細胞癌

の一例 

2019/11/14 第 81 回日本臨床外科

学会総会 

高知県 ポスタ

ー 

食道 森直樹 食道癌切除後胸壁前胃管再建術後の難治性縫

合不全の 1例 

2019/11/8 第114回日本消化器病

学会九州支部例会/第

108 回日本消化器内視

鏡学会九州支部例会 

宮崎県 講演 大腸 藤田文彦 消化器病学会九州支部専門医セミナー 演者 

2019/11/8 第114回日本消化器病

学会九州支部例会/第

108 回日本消化器内視

鏡学会九州支部例会 

宮崎県 一般 大腸 高城翔太

郎 

腸回転異常症を伴う上行結腸癌に対して腹腔

鏡下回盲部切除術を施行した 1例 



2019/11/8 第114回日本消化器病

学会九州支部例会/第

108 回日本消化器内視

鏡学会九州支部例会 

宮崎県 一般 大腸 安士健一 Peutz-Jeghers 症候群に伴う小腸ポリープに

よって腸重積を来した 1例 

2019/11/7 第 30 回日本消化器癌

発生学会総会 

神奈川

県 

ポスタ

ー 

胃 加来秀彰 胃切除患者における RT-PCR を用いた術前後

の腹腔内遊離癌細胞の検出 

2019/10/31 第 49 回胃外科・術後

障害研究会 

鹿児島

県 

会長要

望演題 

胃 加来秀彰 残胃癌における予後因子に関する検討 

2019/10/31 第 49 回胃外科・術後

障害研究会 

鹿児島

県 

会長要

望演題 

胃 田中侑哉 胃癌術後骨格筋減少の予後への影響に関する

検討 

2019/10/24 第 57 回日本癌治療学

術集会 

福岡県 一般 大腸 中根浩幸 大腸癌における Immunoscore ならびに MSI 

statusと PD-L1 発現との関連 

2019/10/24 第 57 回日本癌治療学

術集会 

福岡県 一般 食道 主藤朝也 食道扁平上皮癌における局所 T細胞 TCR解析

の試み 

2019/10/24 第 57 回日本癌治療学

術集会 

福岡県 ポスタ

ー 

胃 加来秀彰 胃癌手術における RT-PCR を用いた腹腔内遊

離 RNA の検出の意義 

2019/10/19 UEGweek バルセ

ロナ

（スペ

イン） 

ポスタ

ー 

食道 森直樹 TREATMENT STRATEGY FOR CERVICAL 

ESOPHAGEAL CANCER 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 会長要

望演題 

大腸 藤田文彦 進行直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節郭

清の標準化の試み 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 一般 大腸 大地貴史 直腸手術における一時的回腸人工肛門の

Outlet Obstruction の検討 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 一般 大腸 溝部智亮 当院での括約筋間直腸切除切除術（ISR）症例

における長期予後の検討 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 一般 大腸 緒方傑 StageⅡ大腸癌における再発高リスク因子に

ついての検討 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 合志健一 人工肛門閉鎖後の環状縫合創に対する陰圧閉

鎖療法の使い分け 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 山口圭三 厚生局の個別指導における大腸肛門病領域の

指摘事項 

2019/10/11 第 74 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都 パネル

ディス

カッシ

ョン 

大腸 衣笠哲史 年齢により潰瘍性大腸炎患者の手術適応と術

後 QOL の検討 

2019/9/28 第 44 回日本大腸肛門

病学会九州地方会/第

35 回九州ストーマリ

大分県 ワーク

ショッ

プ 

大腸 安士健一 クローン病に癌を合併した 3例 



ハビリテーション研

究会 

2019/9/28 第 44 回日本大腸肛門

病学会九州地方会/第

35 回九州ストーマリ

ハビリテーション研

究会 

大分県 

 

大腸 衣笠哲史 直腸脱の外科治療におけるベストプラクティ

ス 

2019/9/26 第 78 回日本癌学会学

術総会 

京都府 ポスタ

ー 

食道 主藤朝也 食道扁平上皮癌局所における腫瘍局所の TCR

解析の試み 

2019/9/26 第 78 回日本癌学会学

術総会 

京都府 ポスタ

ー 

胃 南泰山 胃癌における骨髄間葉系幹細胞および癌関連

線維芽細胞の発現に関する検討 

2019/9/24 13thMESDA 

Laparoscopic 

colectomy course 

バンコ

ク（タ

イ） 

講演 大腸 藤田文彦 Laparoscopic lateral pelvic nodes 

dissection Leakage management 

2019/9/21 第4回久留米大学サー

ジカルフォーラム 

久留米

市 

一般 食道 藤﨑正寛 巨大食道血管腫の 1切除例 

2019/9/21 第4回久留米大学サー

ジカルフォーラム 

久留米

市 

一般 胃 梅谷有希 HALSを用いて摘出した経肛門的腸管異物の 1

例 

2019/9/21 第4回久留米大学サー

ジカルフォーラム 

久留米

市 

一般 大腸 藤田文彦 当院におけるロボット支援腹腔鏡下直腸切除

術の導入 

2019/9/21 第7回日本神経内分泌

腫瘍研究会学術集会 

東京都 ポスタ

ー 

胃 加来秀彰 残胃に発生した早期胃 MANEC の 1例 

2019/9/14 第 29 回九州内視鏡下

外科手術研究会 

福岡県 一般 大腸 吉田直裕 「非閉塞性腸管虚血症（NOMI）の手術におけ

る術中鏡視下 ICG 蛍光法による血流評価の有

用性」：研究経過報告 

2019/9/14 第 29 回九州内視鏡下

外科手術研究会 

福岡県 

 

大腸 藤田文彦 腹腔鏡下大腸切除術における完全体腔内吻合

～消化管再建の経験から確率した安全で理想

的な手術手技～ 

2019/9/8 第 18回日本PTEG研究

会学術集会 

大阪府 一般 胃 加来秀彰 経鼻胃管から PTEG へ移行する際の工夫 

2019/9/8 第 18回日本PTEG研究

会学術集会 

大阪府 一般 胃 田中侑哉 当院での経皮経食道胃管挿入術（PTEG）の現

状 

2019/9/8 第 18回日本PTEG研究

会学術集会 

大阪府 一般 胃 南泰山 同頚部より一期的に 2 本のチューブ挿入を行

った 2症例の報告 

2019/8/29 ハイリスク薬マネジ

メント実践講座 

久留米 講演 大腸 藤田文彦 大腸癌術後補助化学療法の現状 

2019/8/29 第 52 回日本胸部外科

学会 九州地方会総

会 

宮崎県 会長要

望演題 

食道 最所公平 咽頭食道憩室の 5手術例 



2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ワーク

ショッ

プ 

食道 森直樹 【食道】頸部～頚胸境界部食道癌の治療戦略

（手術 vs根治的化学放射線療法、手術の意義

は） 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ランチ

ョン 

大腸 藤田文彦 腹腔鏡下直腸癌手術 ～適切な AW 確保のた

めに～ 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 藤田文彦 左側大腸癌手術における ICG 蛍光法を用いた

術中腸管血流評価 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 大地貴史 大腸癌 conversion therapy の 5例 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 緒方傑 当科におけるｄiverting stomaの閉鎖時期の

検討 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 溝部智亮 高齢者大腸癌に対するリンパ節郭清範囲によ

る予後への影響 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 衣笠哲史 潰瘍性大腸炎患者における術後 QOLと術後内

視鏡検査の意義 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

胃 加来秀彰 CY1/P0胃癌の生存率とリスクファクター 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

胃 田中侑哉 胃癌における術後骨格筋量減少、筋質の予後

への影響 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

胃 田中優 腹腔鏡下に摘出した後腹膜平滑筋肉腫の 1例 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

食道 主藤朝也 食道扁平上皮癌浸潤 T 細胞サブセットと TCR

レパートリー解析の試み 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

食道 的野吾 食道癌術後再発症例における Glasgrow 

prognostic scoreと予後の関係 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 ポスタ

ー 

食道 最所公平 左開胸開腹下部食道噴門切除術の再建法：空

腸間置術の酸・ビリルビン逆流予防効果 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 

 

大腸 藤田文彦 講師 結腸体腔内吻合ハンズオンセミナー 

2019/7/17 第 74 回日本消化器外

科学会総会 

東京都 

 

食道 森直樹 (特別企画)オペレコを極める 

2019/7/5 第 91回大腸癌研究会 東京都 ポスタ

ー 

大腸 緒方傑 当院における外科的切除を行った直腸 NET 症

例の検討 

2019/6/22 The65th ANNUAL 

CONGRESS of 

INTERNATIONAL 

COLLEGE of SURGEONS 

JAPAN SECTION（第 65

回国際外科学会日本

部会） 

東京都 一般 胃 田中侑哉 Effect of postoperative skeletal muscle 

loss and muscle quality on the prognosis 

of gastric cancer 



2019/6/21 第 41 回日本癌局所療

法研究会 

岡山県 一般 大腸 大地貴史 当教室における側方郭清の検討 

2019/6/19 第 44 回日本外科系連

合学会学術集会 

石川県 一般 胃 門屋一貴 胃潰瘍穿孔により脾動脈破裂を来したと考え

られた 1例 

2019/6/19 第 44 回日本外科系連

合学会学術集会 

石川県 パネル

ディス

カッシ

ョン 

大腸 緒方傑 当科における直腸癌に対する diverting 

stoma造設後の術後イレウスの検討 

2019/6/19 第 44 回日本外科系連

合学会学術集会 

石川県 

 

胃 古賀史記 当院での単孔式腹腔鏡下虫垂切除術 104例の

検討-術前後の因子を加えての検討- 

2019/6/14 第 25 回日本家族性腫

瘍学会学術集会 

東京都 ポスタ

ー 

大腸 中根浩幸 久留米大学外科における MSIユニバーサルス

クーリングの実際とその検討 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 中川将視 再発との鑑別を要した食道癌根治術後に発生

した腫瘍性病変の 3 例 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 日野東洋 食道切除術後患者における胆汁逆流の評価 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 藤崎正寛 切除不能食道癌化学放射線療法後に発生した

食道胃接合部癌の 1 切除例 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 最所公平 Killian-Jamieson 憩室の 2 手術例 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 最所公平 食道癌術後の残食道早期癌に対するアルゴン

プラズマ凝固法の有用性 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 森直樹 インピーダンス・pH モニタリングによる食道

癌術後逆流性食道炎についての検討 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 森直樹 頸部食道癌手術への複数科による合同手術 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 的野吾 食道癌術後再発症例おける治療戦略 

2019/6/5 第 73 回日本食道学会

学集会 

福岡県 ポスタ

ー 

食道 的野吾 頭頸部領域癌治療後の食道癌における治療成

績 

2019/6/1 第 29 回骨盤外科機能

温存研究会 

東京都 一般 大腸 藤田文彦 膀胱浸潤を伴った大腸癌手術における治療戦

略；前方骨盤内蔵全摘 3 例の検討 

2019/5/17 第 56 回九州外科学会 鹿児島

県 

講演 大腸 三輪啓介 大腸癌治療の最新の話題 

2019/5/17 第 56 回九州外科学会 鹿児島

県 

一般 大腸 吉村侑里

子 

虫垂切除後に診断された小児虫垂原発神経内

分泌腫瘍の 1例 

2019/5/17 第 56 回九州外科学会 鹿児島

県 

一般 胃 日野東洋 HER2 陽性切除不能・再発胃癌に対する化学療

法が著効した 2 例 

2019/5/17 第 56 回九州外科学会 鹿児島 一般 胃 田中優 早期に診断し得た胃内分泌癌の一例 



県 

2019/5/17 第 56 回九州外科学会 鹿児島

県 

一般 大腸 島村智 胃全摘術後に内ヘルニアを来し緊急手術が必

要となった一例 

2019/5/17 第 56 回九州外科学会 鹿児島

県 

一般 大腸 杉原利枝 腹腔鏡下に切除し得た S 状結腸癌に合併し

た小網 GIST の 1 例 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 一般 大腸 藤田文彦 左側大腸癌手術における ICG 蛍光法を用い

た術中腸管血流評価 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 一般 食道 主藤朝也 食道癌扁平上皮癌の病変部局所における T リ

ンパ球サブセットと T cell receptor の包括 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 ポスタ

ー 

大腸 仕垣隆浩 高齢者大腸癌患者におけるサルコペニアの臨

床的意義の検討 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 ポスタ

ー 

大腸 高橋龍司 FEC療法と TC療法におけるPegfilgrastimの

当院での使用効果 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 ポスタ

ー 

食道 最所公平 頭頸部癌治療後の異時性食道癌の治療成績 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 ポスタ

ー 

食道 的野吾 食道癌術後の呼吸合併症のリスク因子，特に

血清アルブミン値の関連について 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 ポスタ

ー 

大腸 衣笠哲史 外科医減少からみた働き方改革の提言 

2019/4/18 第119回日本外科学会

定期学術集会 

大阪府 ポスタ

ー 

胃 南泰山 胃癌における骨髄由来間葉系幹細胞の発現と

意義 

2019/3/22 JUMP for Lap 

Colorectal Surgery  

福岡県 

 

大腸 藤田文彦 J&J Ultimate Master Program 同一講師から

半年間に亘り腹腔鏡下大腸切除術を学ぶ体系

的なプログラム  

2019/3/7 第 55 回日本腹部救急

医学会総会 

宮城県

仙台市 

一般 大腸 仕垣隆浩 右外腸骨動脈小腸穿破に対してバイアバーン

を用いて救命し得た 1例 

2019/3/7 第 55 回日本腹部救急

医学会総会 

宮城県

仙台市 

一般 胃 加来秀彰 当院における閉鎖孔ヘルニアに対する治療選

択 

2019/1/25 第 90回大腸癌研究会 京都府

京都市 

ポスタ

ー 

大腸 緒方傑 示説Ⅱ-4 局所進行下部直腸癌に対する術前

治療の選択と治療成績 

 


