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サパリンによるVTE予防およびVTEスクリーニングの検討, 第43回　日本外科系連合学会学術集会,東京,2018.6.23
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河野 眞吾, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 呉 一眞, 河合 雅也, 石山 隼, 杉本 起一, 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, 高齢
者がん治療を考える4 超高齢者(80歳以上)におけるStage III大腸癌の術後補助化学療法の有用性, 第43回　日本外科系連合学会学術集会,東京,2018.6.22
石橋 雄次, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲, 腹腔鏡下胃全摘後の再建術 腹腔鏡下胃切除における経口アンビルを用
いた食道空腸吻合の工夫, 第43回　日本外科系連合学会学術集会,東京,2018.6.22
高橋 玄, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 河合 雅也, 河野 慎吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小島 豊, 梶山 美明, 川崎 誠治, 福永 哲, 坂本 一博,
TaTME(trans-anal total mesorectal excision)のコツとピットフォール 当科における直腸Rb癌に対する手術　TaTMEの現状, 第43回　日本外科系連合学会学術集会,東
京,2018.6.22
河野 眞吾, 土谷 祐樹, 河合 雅也, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小見山 光博, 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,
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の早期発見を目的としたD-dimerを用いた簡便なアルゴリズムの検討, 第26回　日本消化器関連学会週間,神戸,2018.11.2
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, 青木 順, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河合 雅也, 宗像 慎也, 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., 局所進行直腸癌に対する術前放射線化学療法をしこうした症例における予後因子の検討, 第26回　日本消化器関連学
会週間 神戸 2018 11 3
河合 雅也, 松澤 宏和, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 雨宮 浩太, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 河野 慎吾, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 杉本 起一, 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., 当院における大腸SM癌治療の実際, 第26回　日本消化器関連学会週間,神戸,2018.11.3

神山 博彦, 石山 隼, 杉本 起一, 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., 当科での直腸癌に対する術前化学療法・化学放射線療法の検
討, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.12
神田 聡, 岡 伸一, 石橋 雄次, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 松尾 祐太, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲., Augmented Rectangle Technique(ART)による完全
腹腔鏡下Billroth-I法再建, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.12
松澤 宏和, 河野 眞吾, 河合 雅也, 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., 人工肛門閉鎖術に対する局所閉鎖陰圧療法の検討, 第73
回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.13
夕部 由規謙, 松尾 裕太, 小平 佳典, 石橋 雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲., 腹腔鏡下幽門側胃切除におけるOutside-In Approach
による膵上縁リンパ節郭清, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.13
岡 伸一, 松尾 祐太, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲., 腹腔鏡下胃全摘術における経口アンビルを用いた食道空腸
吻合, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.13

河野 眞吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博., 後腹膜剥離を先行した腹腔鏡下結腸右半切除術, 第73回 日
本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.11
水越 幸輔, 河合 雅也, 杉本 起一, 神山 博彦, 小島 豊, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博., 腹部大動脈瘤を併存した大腸癌症例の検討, 第73回 日
本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.11
小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄二, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲., ART(Augmented Rectangle Technique)による完全腹腔鏡下B-I
再建の術後QOL評価, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.12
河合 雅也, 松澤 宏和, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博., 当院における一時的人工肛門造設時の工夫, 第73回 日
本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.12
坂本 一博, 河野 眞吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治., 他臓器浸潤結腸癌に対する腹腔鏡手術の検討, 第73回 日本
消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.12

山田 佳菜, 笹井 啓資, 山口 奈苗, 大島 理規, 小日向 美華, 小杉 康夫, 鹿間 直人, 梶山 美明, I期食道癌内視鏡的治療後の術後化学放射線治療成績, 第72回日本食道
学会学術集会,栃木,2018.6.28
杉本 起一, 萩原 俊昭, 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., 大腸癌における循環血液中p14遺伝子DNAメチル化測定の
意義, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.11
丹羽 浩一郎, 青木 順, 石山 隼, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊, 坂本 一博, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治., 大腸癌手術における静脈血栓塞栓症の早期発見を目的にとした
アルゴリズムの検討, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.11
松尾 祐太, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠二, 福永 哲., 80歳以上の高齢者に対する完全鏡視下B-I再建(ART)吻
合の検討, 第73回 日本消化器外科学会総会,鹿児島,2018.7.11
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区分 番号 国際共同

基調講演 1

基調講演 2

河野 眞吾, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 呉 一眞, 青木 順, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河合 雅也, 宗像 慎也, 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., 超高齢者(80歳以上)における大腸癌の転帰に与えるBMIの影響, 第26回　日本消化器関連学会週間,神
戸 2018 11 3松澤 宏和, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 雨宮 浩太, 茂木 俊介, 牧野 有里香, 塚本 亮一, 河合 雅也, 河野 眞吾, 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, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博., 右側結腸癌に対する細鉗子を用いた腹腔鏡下手術の検討, 第26回　日本消化器関連学会週間,神
戸 2018 11 3
茂木 俊介, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 松澤 宏和, 牧野 有里香, 塚本 亮一, 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, 奥澤
淳司, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博., 当科でのICG蛍光法を用いたNavigation Surgery, 第26回　日本消化器関連学会週間,神戸,2018.11.3

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

鶴丸 昌彦, 食道外科医として教えられたこと、伝えたいこと, 第72回日本食道学会学術集会,栃木,2018.6.28

鶴丸 昌彦, 食道癌治療向上のための治療戦略, 第118回日本外科学会定期学術集会,東京,2018.4.7
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