
2017年（平成29年）　研究業績

講座・研究室名： 上部消化管外科学　

所属長： 梶山　美明

区分 番号
学位
論文

タイトル 著者・編者
掲載情報

雑誌名, 掲載年； 巻(号)：ページ番号
国際共同

英文原著 1 Case report of perineal hernia after laparoscopic
abdominoperineal resection.

Honjo K， Sakamoto K， Motegi S， Tsukamoto R，

Munakata S ， Sugimoto K ， Kamiyama H ，

Takahashi M， Kojima Y， Fukunaga T， Kajiyama
Y， Kawasaki S.

Asian J Endosc Surg. 2017 Sep 7：173-176

英文原著 2 *
The loss of CASP4 expression is associated with
poor prognosis in esophageal squamous cell
carcinoma.

Shibamoto M， Hirata H， Eguchi H， Sawada G，

Sakai N， Kajiyama Y， Mimori K.
Oncol Lett. 2017 Mar;13(3):1761-1766.doi:
10.3892/ol.2017.5646. Epub 2017 Jan 25.

英文原著 3 *
Efficacy and safety of endoscopic submucosal
dissection for superficial cancer of the cervical
esophagus.

Iizuka T， Kikuchi D， Hoteya S， Kajiyama Y，

Kaise M.
Endosc Int Open. 2017 Aug;5(8):E736-E741.doi:
10.1055/s-0043-112493.Epub 2017 Aug 7.

英文原著 4 *
Superior Thoracic Aperture Size is Significantly
Associated with Cervical Anastomotic Leakage After
Esophagectomy.

Mine S， Watanabe M， Okamura A， Imamura Y，

Kajiyama Y， Sano T.
World J Surg. 2017 Oct;41(10):2598-2604.  doi:
10.1007/s00268-017-4047-y.

英文原著 5 *
Significance and Outlook of Preoperative Serum
Interleukin-1β and Interleukin-6 as Prognostic
Factors in Esophageal Cancer.

Hattori Y， Tomita N， Yoshino K， Kajiyama Y. Gastroint Dig Syst. 2017 Oct;7(5):Epub 2017 Oct 5.
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和文原著 1 【消化管吻合アラカルト-あなたの選択は?】食道外科 頸部
食道胃吻合　手縫い

梶山 美明， 富田 夏実， 國安 哲史， 橋本 貴史， 橋口 忠
典， 那須 元美， 斎田 将之， 尾崎 麻子， 吉野 耕平， 藤
原 大介， 菅原 友樹， 朝倉 孝延， 鶴丸 昌彦

臨床外科,72(4): 397-400, 2017

和文原著 2 消化管領域で用いる吻合用縫合糸選択と使用法

橋本 貴史，森 広樹，朝倉 孝延，菅原 友樹，内田 隆行，

柴本 峰彩子，吉野 耕平，藤原 大介，尾崎 麻子，那須 元
美，橋口 忠典，國安 哲史，富田 夏実，鶴丸 昌彦，梶山
美明

臨床雑誌 外科,79(12): 1107-1110, 2017年12月増刊号
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和文著書 1 消化器疾患 最新の治療 2017-2018　Ⅲ章　消化器疾患 橋本 貴史,　梶山 美明 南江堂･2017



区分 番号 演題 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

特別発表 1 ワークショップ　再発食道癌の治療戦略-外科的介入の有

用性は- 鶴丸昌彦
第117回日本外科学会定期学術集会，横浜，2017年4月
29日

区分 番号 演題 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

招待講演 1
Recent Update on the Japanese Classification of
Esophageal Cancer(11th edition) and the Rationale
of Lymph Node Grouping

梶山美明
Yonsei大学食道癌ワークショップ，大韓民国，2017年2月
11日

招待講演 2 OpenEsophagectomy for a Locally Advanced Cancer
in　Lateral　Decubitus Position 梶山美明

Yonsei大学食道癌ワークショップ，大韓民国，2017年2月
11日

招待講演 3 Retrosternal Gastric Pull-up &
Esophagogastrostomy (Hand-sewing) 梶山美明

Yonsei大学食道癌ワークショップ，大韓民国，2017年2月
11日

招待講演 4 Qulaity of limphadene in esophageal cancer 梶山美明
ASCVTS2017，大韓民国　YONSEI大学，2017年3月25
日

招待講演 5 新専門医制度の概要　食道外科専門医制度の概要 梶山美明
第70回日本胸部外科学会定期学術集会，札幌，2017年9
月27日

招待講演 6 胸部食道癌手術における頸部リンパ節郭清のRationale
とProcedure 梶山美明

食談会Fusion～食道がんに対する頸部領域の外科解

剖，画像解剖，臨床解剖，東京，2017年10月28日

招待講演 7 食道がん―主に外科治療について― 鶴丸昌彦 山梨大学第1外科特別講義，甲府，2017年12月15日

区分 番号 発表タイトル（題目・演題・課題等） 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

海外学会発表 1
Postoperative Adjuvant Chemotherapy Improves
Survival in Stage II Colon Cancer ? a Propensity
Score Matching Analysis.

Tsukamoto R, Matsuzawa H, Hagiwara T, Tsuchiya
Y, Amemiya K, Motegi S, Makino Y, Kawano S,
Honjo K, Kazumasa K, Ichikawa R, Ro H, Ito S,
Takahashi R, Niwa K, Ishiyama S, Sugimoto K,
Kamiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Goto M,
Okuzawa A, Tomiki Y, Fukunaga T, Kajiyama Y,
Kawasaki S, Sakamoto K.

110th AACR, Washington DC, April 3, 2017

海外学会発表 2 A Study on Rectal Cancer Surgery using Small-
Diameter Forceps.

Tsuchiya Y, Hagiwara T, Motegi S, Tsukamoto R,
Takahashi R, Kawano S, Ishiyama S, Sugimoto K,
Takahashi M, Kojima Y, Goto M, Fukunaga T,
Kajiyama Y, Kawasaki S, Sakamoto K.

25th EAES Frankflut Germany 14-17 June 2017



海外学会発表 3
Laparoscopic surgery for appendiceal
intussusception: case report and review of
literature.

Tsukamoto R, Tsuchiya Y, Kojima Y, Honjo K,
Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H, Takahashi
M, Goto M, Okuzawa A, Tomiki Y, Fukunaga T,
Kajiyama Y, Kawasaki S, Sakamoto K.

25th EAES Frankflut Germany 14-17 June 2017

海外学会発表 4
Measures for reduction of surgical site infection in
laparoscopic surgery for colorectal cancer in our
department.

Kojima Y, Sakamoto K, Tomiki Y, Okuzawa A,
Takahashi M, Kamiyama H, Ishiyama S, Sugimoto
K, Niwa K, Okazawa Y, Honjo K, Ro H, Tsukamto
R, Makino Y, Hagiwara T, Matsuzawa H, Tsuchiya
Y, Fukunaga T, Kajiyama Y, Kawasaki S.

25th EAES Frankflut Germany 14-17 June 2017

海外学会発表 5 Laparoscopic resection for T4 colorectal cancer. 

Sakamoto K, Motegi S, Makino Y, Kawano S, Kawai
M, Niwa K, Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H,
Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y, Fukunaga T,
Kajiyama Y, Kawasaki S.

The 21th Asian Congress of Surgery, Tokyo, Japan,
Nov 23, 2017

区分 番号 発表タイトル（題目・演題・課題等） 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

国内学会発表 1 下血で発見された小腸GISTの2例

塚本 亮一，萩原 俊昭，茂木 俊介，牧野 有里香，河野 眞
吾，市川 亮介，伊藤 慎吾，髙橋 里奈，河合 雅也，丹羽

浩一郎，石山 隼，杉本 起一，神山 博彦，小見山 博光，

髙橋 玄，小島 豊，五藤 倫敏，福永 哲，梶山 美明，川崎

誠治，坂本 一博．

第53回 日本腹部救急医学会総会，横浜，2017年3月2
日

国内学会発表 2 炎症性腸疾患手術の 30 年後に発生した痔瘻癌の 1 例

盧 尚志， 雨宮 浩太， 萩原 俊昭， 牧野 有里香， 呉 一
眞， 高橋 里奈，河野 眞吾， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 杉
本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 小島 豊， 五藤 倫敏， 田
中 真伸， 冨木 裕一， 坂本 一博， 福永 哲， 梶山 美明，

川崎 誠治

第103回　日本消化器病学会総会，東京，2017年4月20
日

国内学会発表 3 IPMN由来癌の臨床的特徴
吉本 次郎， 今村 宏， 藤原 典子， 石崎 陽一， 福永 哲， 
坂本 一博， 梶山 美明， 川崎 誠治

第103回　日本消化器病学会総会，東京，2017年4月21
日

国内学会発表 4 腹腔鏡下切除術を施行した大腸 Neuroendocrinetumor
（NET）症例の検討

杉本 起一， 塚本 亮一， 呉 一眞， 高橋 里奈， 盧 尚志， 
河野 眞吾， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 神山 博彦， 小見山

博光， 高橋 玄， 小島 豊， 五藤 倫敏， 冨木 裕一， 福永

哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 林 大久生， 八尾 隆史， 坂
本 一博

第103回　日本消化器病学会総会，東京，2017年4月21
日

国内学会発表 5 Ｓ状結腸癌のリンパ節転移との鑑別に難渋した
paragangliomaの一例

土谷 祐樹，雨宮 浩太，松澤 宏和，牧野 有里香，茂木 俊
介，塚本 亮一，盧　 尚志，髙橋 里奈，河合 雅也，丹羽 浩
一郎，石山 隼，杉本 起一，神山 博彦，　髙橋 玄，小島

豊，五藤 倫敏，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治，坂本 一
博

第103回　日本消化器病学会総会，東京，2017年4月21
日



国内学会発表 6 小腸腫瘍に対する腹腔鏡手術症例の検討

坂本 一博， 茂木 俊介， 牧野 有里香， 塚本 亮一， 伊藤

慎吾， 河野 眞吾， 高橋 里奈， 河合 雅也， 丹羽 浩一

郎， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 小見山 博光， 高
橋 玄， 小島 豊， 五藤 倫敏， 冨木 裕一， 福永 哲， 梶山

美明， 川崎 誠治

第103回　日本消化器病学会総会，東京，2017年4月22
日

国内学会発表 7 大腸癌同時性肝転移症例における Glasgow Prognostic
Score（GPS）を用いた予後評価

杉本 起一 ，市川 亮介 ，高橋 里奈 ，呂 尚志 ，河野 眞吾

，丹羽 浩一郎 ，石山 隼，神山 博彦 ， 小見山 博光 ，高
橋 玄 ，小島 豊 ，五藤 倫敏 ， 奥澤 淳司 ，冨木 裕一 ，
吉本 次郎 ，今村 宏 ， 石崎 陽一 ，福永 哲， 梶山 美明，

川崎 誠治， 坂本 一博

第117回　日本外科学会定期学術集会，横浜，2017年4
月27日

国内学会発表 8 進行直腸癌に対する腹腔鏡下側方郭清術の検討

坂本 一博， 土谷 祐樹， 雨宮 浩太， 塚本 亮一， 本庄 薫
平， 呉 一眞， 河野 眞吾， 高橋 里奈， 河合 雅也， 丹羽

浩一郎， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 小
島 豊， 五藤 倫敏， 冨木 裕一， 福永 哲， 梶山 美明， 川
崎 誠治

第117回　日本外科学会定期学術集会，横浜，2017年4
月27日

国内学会発表 9 腹腔内癒着における線溶系阻害因子PAI-1の機能解明

本庄 薫平， 雨宮 浩太， 植山 孝恵， 小見山 博光， 石山

隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 小島 豊， 五藤 倫
敏， 冨木 裕一， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， ベア

テ・ハイジ ， 服部 浩一， 坂本 一博

第117回　日本外科学会定期学術集会，横浜，2017年4
月28日

国内学会発表 10 Stage IV大腸癌の治療成績と細分類の妥当性

伊藤 慎吾， 牧野 有里香， 市川 亮介， 呉 一眞， 本庄 薫
平， 盧 尚志， 高橋 里奈， 河野 眞吾， 丹羽 浩一郎， 石
山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 小島 豊， 五藤

倫敏， 冨木 裕一， 坂本 一博， 福永 哲， 梶山 美明， 川
崎 誠治

第117回　日本外科学会定期学術集会，横浜，2017年4
月29日

国内学会発表 11 食道悪性黒色腫に化学放射線治療が奏功した1例
藤原 大介， 齋田 将之， 尾崎 麻子， 那須 元美， 橋口 忠
典， 國安 哲史， 橋本 貴史， 富田 夏実， 鶴丸 昌彦， 梶
山 美明

第71回　日本食道学会学術集会，長野，2017年6月15日

国内学会発表 12 院における人工肛門造設術後アンケート調査の報告

五藤 倫敏， 牧野 有里香， 茂木 俊介， 高橋 里奈， 河野

眞吾， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 
高橋 玄， 小島 豊， 坂本 一博， 福永 哲， 梶山 美明， 川
崎 誠治

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月29日

国内学会発表 13 大腸悪性疾患に対する多職種連携ミーティング （Cancer
Board） の検討

坂本 一博， 土谷 祐樹， 松澤 宏和， 高橋 里奈， 河野 眞
吾， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 高
橋 玄， 小島 豊， 五藤 倫敏， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎
誠治

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月29日

国内学会発表 14 異時性に多発小腸転移を来した悪性胸膜中皮腫の1例

田村 真弘， 雨宮 浩太， 牧野 有里香， 呉 一眞， 高橋 里
奈， 河野 眞吾， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 高橋 玄， 小島

豊， 五藤 倫敏， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本
一博

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月29日

国内学会発表 15 当科における一時的回腸人工肛門の排液量の検討

松澤 宏和，土谷 祐樹，牧野 有里香，宗像 慎也，河野 慎
吾，杉本 起一，神山 博彦，高橋 玄，小島 豊，五藤 倫敏，

冨木 裕一，坂本 一博，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月29日



国内学会発表 16 緩和手術における腹腔鏡下人工肛門造設術の検討

河合 雅也， 土谷 祐樹， 塚本 亮一， 伊藤 慎吾， 本庄 薫
平， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 小見山 博光， 高
橋 玄， 小島 豊， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本
一博

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月30日

国内学会発表 17 頭頸部癌と大腸癌を同時手術した2症例の経験

高橋 玄， 土谷 祐樹， 市川 亮介， 本庄 薫平， 杉本 起
一， 神山 博彦， 小島 豊， 坂本 一博， 福永 哲， 梶山 美
明， 川崎 誠治， 大峡 慎一， 池田 勝久， 林 礼人， 水野
博司

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月30日

国内学会発表 18 当科における一時的回腸人工肛門の排液量の検討

松澤 宏和， 土谷 祐樹， 牧野 由里香， 宗像 慎也， 河野

眞吾， 杉本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 小島 豊， 五藤

倫敏， 冨木 裕一， 坂本 一博， 福永 哲， 梶山 美明， 川
崎 誠治

42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6月
30日

国内学会発表 19 大腸癌手術におけるSSIサーベイランスシート導入の効果

土谷 祐樹， 萩原 俊昭， 塚本 亮一， 岡澤 裕， 石山 隼， 
杉本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 小島 豊， 五藤 倫敏， 
冨木 裕一， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本 一博

第42回　日本外科系連合学会学術集会，徳島，2017年6
月30日

国内学会発表 20 横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の工夫 当院における

D3リンパ節郭清を伴う腹腔鏡下横行結腸癌手術の工夫

石山 隼， 土谷 祐樹， 河野 眞吾， 丹羽 浩一郎， 杉本 起
一， 五藤 倫敏， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本
一博

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月20日

国内学会発表 21 StageII結腸癌における術後補助化学療法の有効性に関

する検討　Propensity score matching analysis

杉本 起一， 塚本 亮一， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 神山 博
彦， 小見山 博光， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂
本 一博

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月20日

国内学会発表 22 腹腔鏡下直腸手術後における排尿障害の現状
河野 眞吾， 高橋 里奈， 杉本 起一， 神山 博彦， 小島

豊， 五藤 倫敏， 梶山 美明， 川崎 誠治， 福永 哲， 坂本
一博

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月20日

国内学会発表 23 直腸癌に対する術前化学療法・化学放射線療法の検討
神山 博彦， 呉 一眞， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 杉本 起
一， 冨木 裕一， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本
一博

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月20日

国内学会発表 24 当院における大腸癌転移性脳腫瘍の治療成績
雨宮 浩太， 松澤 宏和， 河野 眞吾， 石山 隼， 杉本 起
一， 五藤 倫敏， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本
一博

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月20日

国内学会発表 25 大腸癌手術におけるICG蛍光法を用いた腸管血流評価
茂木 俊介， 牧野 有里香， 河野 眞吾， 杉本 起一， 小島

豊， 冨木 裕一， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治， 坂本
一博

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月21日

国内学会発表 26 腹腔鏡下直腸癌手術における術中合併症とその対策
坂本 一博， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦， 高橋 玄， 
小島 豊， 五藤 倫敏， 福永 哲， 梶山 美明， 川崎 誠治

第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月21日

国内学会発表 27 ソフトパンクレアスに対する二期的膵空腸吻合術の有用性
石崎 陽一， 徳川 友彦， 藤原 典子， 吉本 次郎， 今村

宏， 梶山 美明， 坂本 一博， 福永 哲， 川崎 誠治
第72回　日本消化器外科学会，金沢，2017年7月22日



国内学会発表 28 膠原病患者に発症した大腸穿孔手術症例の検討

杉本 起一，雨宮 浩太，土谷 祐樹，萩原 俊昭，松澤 宏
和，牧野 有里香，茂木 俊介，塚本 亮一，河合 雅也，河

野 眞吾，丹羽 浩一郎，石山 隼，神山 博彦，高橋 玄，小

島 豊，冨木 裕一，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治，坂本
一博

第25回　日本消化器関連学会週間，福岡，2017年10月
12日

国内学会発表 29 Stage4大腸癌に対する腹腔鏡手術の検討

坂本 一博，萩原 俊昭，松澤 宏和，土谷 祐樹，茂木 俊
介，牧野 有里香，塚本 亮一，　伊藤 慎吾，河野 眞吾，丹

羽 浩一郎，石山 隼，杉本 起一，神山 博彦，高橋 玄，小

島 豊，五藤 倫敏，冨木 裕一，福永 哲，梶山 美明，川崎
誠

第25回　日本消化器関連学会週間，福岡，2017年10月
13日

国内学会発表 30 腸管子宮内膜症に対する腹腔鏡手術症例の検討

萩原 俊昭，雨宮 浩太，土谷 祐樹，松澤 宏和，茂木 俊
介，牧野 有里香，塚本 亮一，河野 眞吾，河合 雅也，丹

羽 浩一郎，石山 隼，杉本 起一，神山 博彦，小見山 博
光，髙橋 玄，小島 豊，梶山 美明，福永 哲，川崎 誠治，坂

本 一博

第25回　日本消化器関連学会週間，福岡，2017年10月
13日

国内学会発表 31 超高齢者(80歳以上)におけるStageIII大腸癌の術後補助
化学療法の有用性

河野 眞吾，雨宮 浩太，塚本 亮一，呉 一眞，本庄 薫平，

高橋 里奈，河合 雅也，丹羽 浩一郎，石山 隼，杉本 起
一，神山 博彦，小見山 博光，高橋 玄，小島 豊，五藤 倫
敏，奥澤 淳司，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治，坂本 一
博

第25回　日本消化器関連学会週間，福岡，2017年10月
14日

国内学会発表 32
パネルディスカッション「それぞれの癌」最善の治療とは?
取扱い規約のあり方を問う 食道癌取扱い規約改訂時の
論点と今後の方向性

梶山 美明， 日月 裕司， 松原 久裕
第55回　日本癌治療学会学術集会，横浜，2017年10月
20日

国内学会発表 33 化学療法施行中に発症した消化管穿孔の7例

河野 眞吾， 雨宮 浩太， 土谷 祐樹， 萩原 俊昭， 松澤 宏
和， 牧野 有里香， 茂木 俊介， 杉本 起一， 高橋 玄， 小
島 豊， 五藤 倫敏， 冨木 裕一， 梶山 美明， 福永 哲， 坂
本 一博

第55回　日本癌治療学会学術集会，横浜，2017年10月
20日

国内学会発表 34 領域外リンパ節転移を伴う大腸癌に対する腹腔鏡手術の
検討

坂本 一博， 牧野 有里香， 茂木 俊介， 塚本 亮一， 河野

眞吾， 丹羽 浩一郎， 石山 隼， 杉本 起一， 神山 博彦，

小見山 博光， 高橋 玄， 小島 豊， 冨木 裕一， 福永 哲，

梶山 美明

第55回　日本癌治療学会学術集会，横浜，2017年10月
22日

国内学会発表 35 家族歴のない家族性大腸腺腫症の1例

河野 眞吾，雨宮 浩太，岡澤 裕，水越 幸輔，河合 雅也，

丹羽 浩一郎，石山 隼，杉本 起一，神山 博彦，小見山 博
光，高橋 玄，小島 豊，奥澤 淳司，冨木 裕一，坂本 直人，

柳井 優香，八尾 隆史，梶山 美明，川崎 誠治，福永 哲，

坂本 一博

第28回　日本消化器癌発生学会総会，熊本，2017年11
月18日

国内学会発表 36 StageII大腸癌のhigh risk 因子の再検討

河野 眞吾，雨宮 浩太，茂木 俊介，塚本 亮一，河合 雅
也，杉本 起一，神山 博彦，小見山 博光，高橋 玄，小島

豊，冨木 裕一，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治，坂本 一
博

第79回　日本臨床外科学会総会，東京，2017年11月23
日



国内学会発表 37 胎児消化管上皮類似癌の診断であったS状結腸癌の1例

松澤 宏和，雨宮 浩太，土谷 祐樹，萩原 俊昭，牧野 有里

香，茂木 俊介，塚本 亮一，河野 眞吾，河合 雅也，丹羽

浩一郎，杉本 起一，石山 隼，神山 博彦，高橋 玄，小島

豊，冨木 裕一，梶山 美明，川崎 誠治，福永 哲，坂本 一
博

第79回　日本臨床外科学会総会，東京，2017年11月23
日

国内学会発表 38 頸部リンパ節転移予測因子としての反回神経周囲リンパ
節術中病理診断の意義について

橋本 貴史，内田 隆行，柴本 峰彩子，吉野 耕平，藤原 大
介，尾﨑 麻子，那須 元美，橋口 忠典，國安 哲史，富田

夏実，福永 哲，坂本 一博，川崎 誠治，鶴丸 昌彦，梶山
美明

第79回　日本臨床外科学会総会，東京，2017年11月24
日

国内学会発表 39 術後早期に遠隔転移をきした食道粘表皮癌の1例

森 広樹，柴本 峰彩子，吉野 耕平，藤原 大介，尾﨑 麻
子，橋口 忠典，那須 元美，橋本 貴史，國安 哲史，富田

夏実，川崎 誠治，坂本 一博，福永 哲，鶴丸 昌彦，梶山
美明

第79回　日本臨床外科学会総会，東京，2017年11月24
日

国内学会発表 40 当科における腹腔鏡下直腸切断術の工夫

坂本 一博，塚本 亮一，河野 眞吾，河合 雅也，丹羽 浩一

郎，石山 隼，杉本 起一，神山 博彦，高橋 玄，小島 豊，五

藤 倫敏，冨木 裕一，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治

第79回　日本臨床外科学会総会，東京，2017年11月25
日

国内学会発表 41 大動脈弁置換術後に多発空腸憩室が穿孔した1例
萩原 俊昭，雨宮 浩太，本庄 薫平，河野 眞吾，丹羽 浩一

郎，杉本 起一，石山 隼，神山 博彦，髙橋 玄，小島 豊，五

藤 倫敏，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治，坂本 一博

第79回　日本臨床外科学会総会，東京，2017年11月25
日

国内学会発表 42 腹腔鏡下手術を施行した開腹歴のない絞扼性イレウスの
2例

丹羽 浩一郎，松澤 宏和，土谷 祐樹，茂木 俊介，呉 一
眞，本庄 薫平，河野 眞吾，宗像 慎也，石山 隼，高橋 玄，

五藤 倫敏，福永 哲，梶山 美明，川崎 誠治，坂本 一博

第30回　日本内視鏡外科学会総会，京都，2017年12月7
日

座長・司会など 1 一般演題　口演　食道癌 梶山美明（座長）
第103回　日本消化器病学会総会，東京都，2017年4月
20日

座長・司会など 2 ディベート（5）「胸部食道癌手術における頸部郭清の合理

化は可能か―Standard or Selective―」 梶山美明（司会）
第117回　日本外科学会定期学術集会，横浜，2017年4
月28日

座長・司会など 3 SF-22　食道合併症 梶山美明（座長） 第71回　手術手技研究会，名古屋，2017年5月26日

座長・司会など 4 パネルディスカッション3　化学放射線療法における 照射
野を問う

梶山美明（司会） 第71回　日本食道学会学術集会，長野，2017年6月16日

座長・司会など 5 ワークショップ　食道切除後再建法の工夫と成績 梶山美明（座長）
第72回　日本消化器外科学会総会，金沢，2017年7月21
日

座長・司会など 6 食道・咽頭(手術治療(悪性))2 梶山美明（座長） JDDW2017，福岡，2017年10月12日

区分 番号 タイトル等 発表者・著者 掲載・発表情報等 国際共同



その他
（広報活動を含

む）
1 がん治療(標準治療)の基礎知識　治療の流れを理解し、

より適切な治療を受けるために(第17回) 鶴丸昌彦
食道がん．ライフライン21がんの先進医療 24巻 Page71-
74（2017年1月）

その他
（広報活動を含

む）
2 がん医療最前線 梶山美明 BS-TBS，放送日2017年2月10日

その他
（広報活動を含

む）
3 まずはここから！消化器外科の基本理解，「なぜ」「どうし

て」がわかるから、ケアに自信がつく
梶山美明

メディカ出版セミナー，プラナー，講師，兵庫，2017年6月
24日

その他
（広報活動を含

む）
4 胃癌について 藤原大介

第57回　順天堂大学医学部附属順天堂医院がん治療セ

ンターミニレクチャー，東京，2017年7月15日

その他
（広報活動を含

む）
5 ケアに自信がつく 梶山美明

メディカ出版セミナー，プラナー，講師，東京，2017年7月
29日

その他
（広報活動を含

む）
6 病院の実力「食道がん」　医療機関別2016年治療実績 梶山美明 読売新聞，2017年8月6日

その他
（広報活動を含

む）
7 食道癌 梶山美明 週刊文春，8月17日24日夏の特大号，2017年8月17日


