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■ 学会発表（全国レベル）
□ 石井 正之
なぜ直腸癌手術において泌尿生殖器障害が生じるのか
日本外科学会定期学術集会、2013年4月14日、福岡市マリンメッセ

□ 長谷川 寛
中結腸動脈右枝リンパ節転移をきたしたと考えられる下行結腸早期癌の1例
第69回日本消化器外科学会総会、2013年7月18日、宮崎

□ 錦織 英知
Surgical technique and short term outcome for laparoscopic rectal cancer surgery
第113回日本外科学会定期学術集会VSY、2013年4月11日、福岡

□ 藤本 康二
肝動脈再建のため中枢吻合部を総腸骨動脈とする逆行性内臓動脈再建術を
併施した腹腔動脈合併尾側膵切除術
第69回日本消化器外科学会総会、2013年7月19日、宮崎

□ 上原 徹也
術前診断が困難であった肝門部 黄色肉芽腫性胆管炎の1切除例
第25回日本肝胆膵外科学会、2013年6月14日、栃木/宇都宮
□ 錦織 英知
E-Cube Surgical Seminar国がん東による消化器内視鏡外科セミナー大腸編
第1回E-Cube Surgical Seminar ジョンソン・エンド・ジョンソン(株)
2013年6月1日、東京/品川
□ 古角 祐司郎
直腸切断術における術中尿道損傷に対して腹直筋皮弁を用いた骨盤底再建を施
行した1例
第23回骨盤外科機能温存研究会、2013年6月29日、東京
□ 錦織 英知
当院における直腸癌術後排尿障害評価への取り組み
第23回骨盤外科機能温存研究会、2013年6月29日、東京

□ 古角 祐司郎
直腸癌両葉多発肝転移に対して化学療法後に右門脈結紮術を併用し2期的
肝切除を施行した1例
第75回日本臨床外科学会総会、2013年11月22日、名古屋国際会議場
□ 長谷川 寛
虫垂切除断端にGoblet cell carcinodを認め、 追加切除を要した1例
第75回日本臨床外科学会総会、2013年11月22日、名古屋国際会議場
□ 浅利 建吾
小腸間膜軸捻転を契機に、膀胱嵌入を伴う両側閉鎖孔ヘルニアおよび右鼡
径ヘルニアに対してヘルニア根治術を施行した一例
第75回日本臨床外科学会総会、2013年11月23日、名古屋国際会議場
□ 古角 祐司郎
S状結腸憩室炎による結腸小腸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、2013年11月29日、福岡国際会議場

□ 浅利 建吾
急性上腸間膜動脈閉塞症を発症した化学放射線療法後10年無再発生存中の非切
除膵頭部癌の1例
第69回日本消化器外科学会総会、2013年7月19日、宮崎

□ 三浦 晋
腹腔鏡下に切除しえた成人後腹膜リンパ管腫の１例
第26回日本内視鏡外科学会総会,2013年11月29日、福岡国際会議場

□ 古角 祐司郎
術前化学療法が著効しdown stagingにより術後2年以上無再発経過中のStage IV胃
癌の2例
第68回日本消化器外科学会総会、2013年7月17日、宮崎

□ 浅利 建吾
一般病院における腹腔鏡下大腸切除術の教育・修練システムの検証 ～後期
研修医の立場から～
第26回日本内視鏡外科学会総会、2013年11月30日、福岡国際会議場

□ 三浦 晋
嚢胞破裂による腹膜炎を発症した膵粘液嚢胞腺腫の１例
第69回日本消化器外科学会総会、2013年7月19日、宮崎

□ 錦織 英知
再現性のある安全な腹腔鏡下TME及び直腸切離吻合の試み
第26回日本内視鏡外科学会総会、2013年11月28日、福岡国際会議場

□ 上原 徹也
肝門部胆管癌との鑑別が困難であった 黄色肉芽腫性胆管炎の1例
第69回日本消化器外科学会総会、2013年7月17日、宮崎

□ 長谷川 寛
腹腔鏡手術が診断に有用であったMulticentric Casleman病の1例 第26回日
本内視鏡外科学会総会、2013年11月29日、福岡国際会議場

■ 学会発表（その他）
□ 浅利 建吾
上腸間膜動脈閉塞症に対して経カテーテル的血栓吸引およびステント留置後
結腸右半分切除を施行した化学放射線療法後10年生存中の非切除膵頭部癌
の一例
第12回神鋼外科フォーラム、2013年5月16日、神鋼病院大会議室

□ 浅利 建吾
S状結腸憩室穿孔と鑑別が困難であった非穿孔性腹膜炎を呈した気腫性膀胱
炎の一例
第193回近畿外科学会、2013年6月22日、京都テルサ

□ 石井 正之
骨盤解剖と手術
兵庫県腹腔鏡若手の会、2013年1月11日、神戸市生田神社会館

□ 小田 奈央
膵癌多発肺転移との鑑別に苦慮した細気管支肺胞上皮癌と膵頭部癌の同時
性重複癌の１例
第193回近畿外科学会、2013年6月22日、京都テルサ

□ 石井 正之
腹腔鏡下直腸手術における工夫
兵庫県腹腔鏡外科勉強会、2013年3月27日、神戸市三宮研修センター

□ 古角 祐司郎
肥満症例に対する腹腔鏡下直腸切除における工夫
第25回阪神内視鏡手術勉強会、2013年8月10日、神戸市三宮研修センター

□ 古角 祐司郎
直腸癌多発肝転移に対する2期的拡大肝葉切除の1例
第11回神鋼外科フォーラム、2013年1月17日、神鋼病院 大会議室

□ 錦織 英知
腹腔鏡下直腸切除術
第1回神戸大腸Video Conference Program、2013年9月21日、兵庫/神戸

□ 錦織 英知
大腸領域技術認定医取得に向けて
第1回消化器内視鏡外科ビデオカンファレンス コビディエン(株)
2013年5月29日、香川/高松

□ 浅利 建吾
急性状腸間膜動脈閉塞症に対するステント留置後の仮性動脈瘤破裂による十
二指腸出血の一例
神戸市中央区医師会学術集談会、2013年10月12日、神戸市医師会館

□ 三浦 晋
肝動脈再建のため中枢吻合部を総腸骨動脈とする逆行性内臓動脈再建術を併施し
た腹腔動脈合併切離尾側膵切除術を施行した１例
兵庫県医師会医学会、2013年10月20日、兵庫県医師会館

□ 長谷川 寛
ソフト凝固と超音波凝固切開装置を使用した当院での腹腔鏡下急性胆嚢炎手術
第193回近畿外科学会、2013年6月22日、京都テルサ

■ 論⽂発表
□ 岡 ゆりか
脾血管腫類似病変として新たに分類されたSclerosing angiomatoid nodular
transformationの１例
臨床外科 Vol.68 No.6, 715-19, 2013
□ 三浦 晋
下行結腸まで陥入する腸重積を発症した虫垂粘液嚢胞腺癌の１例
日本臨床外科学会雑誌 Vol.74 No.8, 2220-7, 2013
□ 古角 祐司郎
腹腔鏡手術を施行した腸間膜動静脈奇形を併存したS状結腸憩室出血の1例
日本臨床外科学会雑誌 Vol.74 No12, 3386-91, 2013

□ 錦織 英知
括約筋切除を伴う直腸癌手術の功罪
外科 Vol.74 No13, 1438-1443, 2012
□ Hideaki Nishigori
Effectiveness of a transanal tube for the prevention of anastomotic lekage
after rectal cancer surgery
World Journal of Surgery
Published online:31 December 2013
□ Hiroshi Higashiyama
Dissecting aneurysm of the hepatic artery caused by an isolated spontaneous
celiac trunk dissection
Ann Vasc Surg
Dec 20, 2013 [Epub ahead of print]

