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演題名 開催回数 学会名 発表年月 開催地 筆頭演者

cStage IV食道癌の検討 第37回 四国食道疾患研究会 2017年1月 高知 澁谷祐一

食道腺様嚢胞癌の１例 第37回 四国食道疾患研究会 2017年1月 高知 Tanioka N

肝切除周術期におけるL-カルニチンの有用性． 第32回 日本静脈経腸栄養学会 2017年2月 岡山 岡林雄大

銅欠乏により汎血球減少症を来した短腸症候群の一例. 第32回 日本静脈経腸栄養学会総会 2017年2月 岡山 高田暢夫

腹腔鏡下切除を施行した胃重複症の1例． 第31回 四国内視鏡外科研究会 2017年2月 徳島 高田暢夫

80歳以上の超高齢者胃癌手術症例におけるPNIの特性と予後の検討 第32回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 2017年3月 岡山 尾崎和秀

Prognostic importance of prognostic nutritional index in elderly patients with

gastric cancer
第88回 日本胃癌学会総会 2017年3月 広島 Ozaki K

Postoperative outcome of gastric cancer with resection margin involvement. 第89回 日本胃癌学会総会 2017年3月 広島 Takata N

Peripheral primitive neuroectodermal tumor of the stomach. 第89回 日本胃癌学会総会 2017年3月 広島 Takata N

腸管リハビリにより中心静脈栄養を離脱できた空腸ストーマを有する短腸症候群の

1例
第31回 中国・四国ストーマリハビリテーション研究会 2017年3月 徳島 古北由仁

ハルトマン手術後の人工肛門閉鎖術における短期成績および周術期合併症のリスク

因子の検討
第117回 日本外科学会定期学術集会 2017年4月 横浜 稲田涼

腸閉塞症を来した虫垂Goblet cell carcinoidの1例 第44回 臨床外科学会高知県支部会 2017年4月 高知 坂本 真樹

膵癌における肝転移の特性と治療のあり方 第117回 日本外科学会定期学術集会 2017年4月 横浜 須井健太

広範な神経叢浸潤を認めた膵頭部癌の1例 高知臨床外科支部会 2017年4月 高知 須井健太

肝内胆管粘液癌の臨床病理学的検討 第117回 日本外科学会定期学術集会 2017年4月 横浜 住吉辰朗

Billroth-I法再建後の胃食道逆流症に対して残胃全摘を要した1例 第43回 臨床外科学会高知支部会 2017年4月 高知 Tanioka N

当科における腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術の短期成績 第117回 日本外科学会総会 2017年4月 横浜 Tanioka N

NOMI手術症例の検討． 第44回 日本臨床外科学会高知支部会 2017年4月 高知 高田暢夫

胃癌切除断端陽性症例の検討． 第117回 日本外科学会定期学術集会 2017年4月 横浜 高田暢夫

高齢化社会における膵癌外科治療について 第103回 日本消化器病学会総会 2017年4月 東京 岡林雄大

門脈浸潤陽性borderline膵癌に対する外科治療を再考する 第117回 日本外科学会定期学術集会 2017年4月 横浜 岡林雄大

胸腔鏡下食道切除術における 周術期チーム医療の導入効果 第117回 日本外科学会定期学術集会 2017年4月 横浜 古北由仁

肝臓外科手術におけるL-カルニチンの可能性について 第107回 日本消化器病学会四国支部例会 2017年6月 高知 岡林雄大

切除不能な遠隔転移を伴う大腸癌に対する化学療法後の原発巣切除術の治療成績の

検討
第39回 日本癌局所療法研究会 2017年6月 京都 稲田涼

cStage IV食道癌の検討 第71回 日本食道学会 2017年6月 軽井沢 澁谷祐一

Therapeutic strategy and clinical outcomes of intrahepatic cholangiocarcinoma

patients
第29回 日本肝胆膵外科学会学術集会 2017年6月 横浜 Kenta Sui

Neoadjuvant chemoradiation therapy for locally advanced cholangiocarcinoma 第29回 日本肝胆膵外科学会・学術集会 2017年6月 横浜 Sumiyoshi T

食道癌術後早期予定外再入院症例の検討 第７１回 日本食道学会学術集会 2017年6月 ⾧野 福井康雄

Neo-adjuvant chemoradiotherapy in pursuit of optimal treatment of locally

advanced unresectable pancreatic cancer
第29回 日本肝胆膵外科学会 2017年6月 横浜 Okabayashi T

当科における食道癌サルベージ手術症例の検討 第71回 日本食道学会学術集会 2017年6月 軽井沢 古北由仁

胸腔鏡下食道切除術における 周術期チーム医療と人工気胸の導入効果 第71回 日本食道学会学術集会 2017年6月 軽井沢 古北由仁

Clinical effects of chemoradiotherapy in pursuit of optimal treatment of locally

advanced unresectable pancreatic cancer.
第29回 日本肝胆膵外科学会 2017年6月 横浜 Okabayashi T

切除不能膵癌に対するConversion surgeryを念頭においた放射線化学療法 第72回 日本消化器外科学会総会 2017年7月 金沢 岡林雄大

下腸間膜動静脈奇形の一切除例 第72回 日本消化器外科学会総会 2017年7月 石川 大谷悠介

大腸切除における高圧洗浄法の創感染予防に関する検討:傾向スコアを用いた解析 第72回 日本消化器外科学会総会 2017年7月 金沢 稲田涼

PS 不良例を含めた高齢者に対する進行再発大腸癌の化学療法の検討 第15回 日本臨床腫瘍学会 2017年7月 神戸 稲田涼

The meaning of existence of digestive organ surgeon in emergency room for ACS 第72回 日本消化器外科学会総会 2017年7月 金沢 齋坂雄一

C-reactive protein is a prognostic indicator in patients with perihilar intrahepatic

cholangiocarcinoma
第72回 消化器外科学会総会 2017年7月 金沢 Sui K

Short-term Outcomes of Laparoscopic Repair for Incisional Ventral Hernia 第72回 日本消化器外科学会総会 2017年7月 金沢 Tanioka N

腹腔鏡下胃切除後Roux-en-Y再建における腸間膜間隙の閉鎖手技． 第19回 高知内視鏡外科フォーラム 2017年7月 高知 高田暢夫

UR膵癌に対する化学放射線治療の成績 第25回 瀬戸内肝胆膵治療懇話会 2017年7月 岡山 岡林雄大

SMA右後方アプローチによる膵頭十二指腸切除の定型化 第45回 日本膵切研究会 2017年8月 横浜 須井健太

急性胆嚢炎を合併した腸管壊死を伴わない門脈ガス血症の一例 第92回 中国四国外科学会総会 2017年9月 高知 大谷悠介

肝損傷治療成績からみた当院の外傷診療体制 第92回 国四国外科学会総会 2017年9月 高知 齋坂雄一

膵神経内分泌腫瘍の治療成績 第92回 中国四国外科学会総会 2017年9月 高知 Tanioka N

膵浸潤が疑われる進行胃癌に対する膵脾合併切除の治療成績． 第92回 中国四国外科学会総会 2017年9月 高知 高田暢夫

日本内視鏡外科学会技術認定取得のためのビデオクリニック（胃） 第22回 中国四国内視鏡外科研究会 2017年9月 高知 高田暢夫

食道扁平上皮癌における重複癌の⾧期予後に与える影響 第70回 日本胸部外科学会定期学術集会 2017年9月 札幌 古北由仁

高齢者大腸癌の短期・⾧期成績の検討 第45回 臨床外科学会高知支部会 2017年10月 高知 稲田涼

遠隔転移を伴う大腸癌に対する化学療法後の姑息的原発巣切除の短期成績の検討 第25回 JDDW 2017年10月 福岡 稲田涼

PS 不良例に対する進行再発大腸癌の化学療法の検討 第55回 日本癌治療学会 2017年10月 横浜 稲田涼

他臓器浸潤が疑われる進行胃癌に対する膵脾合併切除の短期・⾧期成績． 第83回 岡山大学第一外科開講記念会 2017年10月 岡山 高田暢夫

門脈浸潤を伴うborderline resectable膵癌治療を再考する JDDW2017 2017年10月 福岡 岡林雄大



食道癌術後の縫合不全に続発した難治性有瘻性膿胸の1例 第45回 日本臨床外科学会高知支部会 2017年10月 高知 古北由仁

当院における腹腔鏡下胃切除術の動向について～地方における教育の観点からの現

状と展望～
第108回 日本消化器病学会四国支部例会 2017年11月 香川 尾崎和秀

右後方アプローチによるSMA周囲郭清 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 須井健太

連続縫合 no stent法による胆管空腸吻合480例の成績 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 住吉辰朗

臨床試験からみえてきた膵癌に対する手術適応 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 岡林雄大

急性胆嚢炎を合併した腸管壊死を伴わない門脈ガス血症の一例 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 大谷悠介

閉塞性大腸癌に対するBridge to surgeryとしての経肛門イレウス管の⾧期・短期成

績の検討
第72回 日本大腸肛門病学会 2017年11月 福岡 稲田涼

遠隔リンパ節転移を伴う大腸癌肝転移の治療戦略 第79回 日本臨床外科学会 2017年11月 東京 稲田涼

胃切除Roux-en-Y再建後の内ヘルニアの検討 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 尾崎和秀

sided colorectal cancer 第72回 日本大腸肛門病学会 2017年11月 福岡 Sakamoto M

術前の生検で診断しえた虫垂Goblet cell carcinoidの1例 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 坂本 真樹

当院の外傷性肝損傷. 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 齋坂雄一

Hepatectomy indications for patients with indocyanine green retention rate over

40%: an appraisal using 99mTc-GSA SPECT/CT fusion imaging
第21回 Asian Congress of Surgery 2017年11月 東京 Sumiyoshi T

膵神経内分泌腫瘍の治療成績 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 Tanioka N

当科におけるNOMI 手術症例の検討 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 高田暢夫

腹腔鏡下胃切除術における膵臓上縁郭清の定型化 第16回 EGI外科治療研究会 2017年11月 岡山 高田暢夫

尾側膵切除における術後膵液瘻の検討 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 山川純一

手術後に３種類のカルバペネム耐性腸内細菌科細菌（ＣＲＥ）を検出した１例 第３０回 日本外科感染症学会 2017年11月 東京 福井康雄

汚染創大腸手術例におけるＳＳＩの検討 第３０回 日本外科感染症学会 2017年11月 東京 福井康雄

胆管空腸吻合術後胆管炎 第79回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 岡林雄大

当院におけるStageⅣ胃癌術後⾧期生存例の検討 第81回 日本臨床外科学会総会 2017年11月 東京 尾崎和秀

Stage IV大腸癌に対する化学療法後姑息的原発巣切除における開腹手術と腹腔鏡手

術の比較
第30回 日本内視鏡外科学会総会 2017年12月 京都 稲田涼

腹腔鏡下胃切除Roux-en-Y再建後の内ヘルニアの検討 第30回 日本内視鏡外科学会総会 2017年12月 京都 尾崎和秀

Evaluation of trans-abdominal pre-peritoneal approach for recurrent inguinal

hernia
第30回 日本内視鏡外科学会 2017年12月 京都 Sakamoto M

当院における膵断端処理法とその成績 第44回 岡山大学外科肝胆膵研究会 2017年12月 岡山 須井健太

腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術におけるメッシュパッチの確実な腹壁固定法 第30回 日本内視鏡外科学会総会 2017年12月 京都 中村 敏夫

当科における人工気胸併用胸腔鏡下側臥位食道切除術の短期成績 第30回 日本内視鏡外科学会総会 2017年12月 京都 古北由仁

脾合併切除を伴う腹腔鏡下胃全摘術の経験 第31回 日本内視鏡外科学会総会 2017年12月 福岡 尾崎和秀

横行結腸原発腹膜偽粘液腫の１例 第23回 手術症例検討会 2018年1月 高知 Tanioka N

直腸癌術後局所再発に対して 仙尾骨合併切除を伴う後方骨盤内臓全摘でR0切除を

得た1例
第24回 外科グループ手術症例検討会 2018年1月 高知 稲田涼

高齢者大腸癌における腫瘍局在による臨床病理学的特徴の検討 第88回 大腸癌研究会 2018年1月 東京 稲田涼

食道癌根治手術後の肺転移切除例の検討 第38回 四国食道疾患研究会 2018年2月 徳島 澁谷祐一

サルコペニアは膵頭十二指腸切除後に影響を及ぼすか 第33回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 2018年2月 横浜 岡林雄大

当院における腹腔鏡下胃切除術における膵上縁郭清の定型化 第32回 四国内視鏡外科研究会 2018年2月 高知 高田暢夫

当院における過去に判明した肝炎ウイルス結果陽性患者に対する取り組み 第32回 日本環境感染学会 2018年2月 東京 福井康雄

UR-LA膵癌切除症例からみた膵癌治療戦略 第118回 日本外科学会定期学術集会 2018年4月 東京 須井 健太 

切除不能膵癌に対する集学的治療の進歩 第104回 日本消化器病学会総会 2018年4月 東京 岡林雄大

肝内胆管癌における免疫栄養指標の予後予測としての有用性: 多施設共同後方視的

研究
第118回 日本外科学会定期学術集会 2018年4月 東京 須井 健太 

高齢者（80歳以上）大腸癌に対する腹腔鏡手術と開腹手術の短期・⾧期成績の検

討：傾向スコアを用いた解析
第118回 日本外科学会定期学術集会 2018年4月 東京 稲田涼

膵合併切除を伴った胃癌手術 第46回 臨床外科学会高知支部会 2018年5月 高知 須井健太

胃内分泌細胞癌14例の検討 第46回 日本臨床外科学会高知支部会 2018年5月 高知 高田暢夫

ワークライフバランス検討委員会企画 ― 徹底討論！小児外科医の理想的な働き方 第55回 日本小児外科学会学術集会 2018年5月 新潟 山高篤行

横行結腸原発腹膜偽粘液腫の１例 第46回 日本臨床外科学会高知支部会 2018年5月 高知 Tanioka N

高齢者大腸癌に対する腹腔鏡手術と開腹手術の短期・⾧期成績の検討：傾向スコア

を用いた解析
第46回 臨床外科学会高知支部会 2018年5月 高知 稲田涼

食道癌根治手術後の肺転移切除例の検討 第72回 日本食道学会 2018年6月 宇都宮 澁谷祐一

Surgical management with gastrostomy in elderly patients after

pancreaticoduodenectomy
第30回 日本肝胆膵外科学会学術集会 2018年6月 横浜 Kenta Sui

切除可能PCに対する新規生理学的-生物学的パラメータに基づいたグレード判定シ

ステム
第49回 日本膵臓学会大会 2018年6月 和歌山 岡林雄大

Prognostic factor of R1 resected gastric cancer due to

positive peritoneal lavage cytology
第73回 日本消化器外科学会総会 2018年6月 鹿児島 高田暢夫

食道腺様嚢胞癌の１例 第72回 日本食道学会学術集会 2018年6月 栃木 Tanioka N

Technique and results to  close the pancreatic remnant in our institution 第73回 日本消化器外科学会総会 2018年7月 鹿児島 Sui K

局所進行・再発大腸癌に対する骨盤内臓全摘術の治療成績 第73回 日本消化器外科学会総会 2018年7月 鹿児島 戸嶋俊明

局所高度進行切除不能膵癌に対する化学放射線治療後のConversion Surgery 第73回 日本消化器外科学会総会 2018年7月 鹿児島 岡林雄大

Observation for high-risk patients with non-curative resection after endoscopic

 submucosal dissection for gastric cancer
第73回 消化器外科学会総会 2018年7月 鹿児島 Tanioka N

肝嚢胞性腫瘍の１例 消化器疾患研究会 2018年7月 高知 Tanioka N



Surgical treatment in oncologic emergency 第73回 日本消化器外科学会総会 2018年7月 鹿児島 齋坂雄一

原発性小腸腺癌の臨床病理学的特徴：自験9例および本邦報告204例の検討 第89回 大腸癌研究会 2018年7月 新潟 稲田涼

CRM確保およびリンパ節郭清に重点を置いた腹腔鏡下腹会陰式直腸切断術 第20回 高知内視鏡外科フォーラム 2018年7月 高知 稲田涼

高齢者（80歳以上）におけるStage II, III大腸癌に対するD3郭清の治療成績の検討：

傾向スコアを用いた解析
第73回 消化器外科学会 2018年7月 鹿児島 稲田涼

高知医療センターにおける食道癌手術例の検討 第71回 高知県医師会医学会 2018年8月 高知 桂佑貴

高知医療センターのおける膵癌治療 高知県医師会学会 2018年8月 高知 岡林雄大

胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃部分切除術の工夫 第71回 高知県医師会医学会 2018年8月 高知 高田暢夫

高齢者大腸癌における症状の有無と治療成績 第17回 高知県医師会医学会 2018年8月 高知 稲田涼

脾合併切除を伴う腹腔鏡下胃全摘術の経験 第17回 EGI外科治療研究会 2018年10月 岡山 桂佑貴

CY1胃癌の予後と手術適応 第47回 日本臨床外科学会高知支部会 2018年10月 高知 高田暢夫

 局所進行切除不能膵癌、遠位胆管癌に対し 脾動脈合併切除を伴う膵頭十二指腸切除

術を施行した1例
第47回 日本臨床外科学会高知支部会 2018年10月 高知 Matsumoto M

当院における肝炎ウイルス結果陽性患者に対する取り組み 第57回 全国自治体病院学会 2018年10月 福島 福井康雄

高齢者（80歳以上）大腸癌に対する腹腔鏡手術と開腹手術の短期・⾧期成績の検

討：傾向スコアを用いた214例の解析
第84回 第一外科学教室開講記念会 2018年10月 岡山 稲田涼

大腸癌術後骨盤内再発に対して仙骨合併骨盤内臓全摘術（TPES）を行いR0となっ

た一例
第47回 臨床外科学会高知支部会 2018年10月 高知 稲田涼

当院における早期胃癌術後原病死例の検討 第80回 日本臨床外科学会総会 2018年11月 東京 桂佑貴

消化管外瘻を伴う炎症性腸疾患に対する腹腔鏡下手術の安全性 第73回 大腸肛門病学会学術集会 2018年11月 東京 戸嶋俊明

Liquid Biopsy has a potential to predict the colorectal cancer patients with

destiny for recurrence after curative surgery
第4回 ESMO Asia 2018 Congress 2018年11月 Singapore Toshima T

通常型膵癌術後に発症した残膵癌に対する外科治療成績 第80回 日本臨床外科学会総会 2018年11月 東京 岡林雄大

乳癌術後胆嚢転移の1例 第26回 日本消化器病関連学会週間 2018年11月 神戸 石川忠則

根治性と機能温存を考慮し手術を施行した１例 消化器疾患研究会 2018年11月 高知 Matsumoto M

画像所見が有用であった特発性上腰ヘルニアの1例 第80回 日本臨床外科学会総会 2018年11月 東京 齋坂雄一

90歳以上の超高齢者大腸癌に対するD3郭清の治療成績の検討 第73回 大腸肛門病学会 2018年11月 東京 稲田涼

高齢者大腸癌における症状の有無と短期・⾧期成績 第26回 JDDW 2018年11月 神戸 稲田涼

胃上部に位置する粘膜下腫瘍に対する胃内手術の導入と今後の課題 第31回 日本内視鏡外科学会総会 2018年12月 福岡 高田暢夫

直腸癌に対するtaTME いかに安全に行うか? いかに安全に広めるか? 第31回 日本内視鏡外科学会総会 2018年12月 福岡 戸嶋俊明

潰瘍性大腸炎に対する経肛門的低侵襲手術 (taTME) は安全かつ有用に適応可能か 第31回 日本内視鏡外科学会総会 2018年12月 福岡 戸嶋俊明

90歳以上の超高齢者大腸癌に対する腹腔鏡手術と開腹手術の治療成績の検討 第31回 日本内視鏡外科学会 2018年12月 福岡 稲田涼

乳糜心膜症の１手術例 第39回 四国食道疾患研究会 2019年1月 高松 髙杉遥

当科における腹腔鏡下噴門側胃切除術、観音開き法再建の導入 第33回 四国内視鏡外科研究会 2019年2月 松山 桂佑貴

胃全摘術を施行したStageⅠ胃癌における術前栄養評価の有用性についての検討 第34回 日本静脈経腸栄養学会学術集会 2019年2月 東京 尾崎和秀

橋本病に対する甲状腺全摘術において近赤外光検出システム(pde-neo)が副甲状腺

の温存に有用であった1例
第47回 中国四国甲状腺外科研究会 2019年2月 高知 髙杉遥

膵頭癌患者における膵頭十二指腸切除術のための左側から右後方アプローチ 第115回 日本外科学会定期学術集会 2019年4月 大阪 岡林雄大

直腸癌に対する直腸切除後一時的ストーマの早期閉鎖の検討 第119回 日本外科学会定期学術集会 2019年4月 東京 稲田涼

腫瘍マーカー陰性膵癌の予後予測におけるNeutrophili to lymphocyte ratio(NLR)の

意義
第119回 日本外科学会定期学術集会 2019年4月 大阪 松本尊嗣

卒後9年目の消化器外科医から見た、これからの外科医の育成に必要なもの―当院

における外科医育成のための取り組み―
第119回 日本外科学会  2019年4月 大阪 木村次郎

胃切除既往は膵頭十二指腸切除症例の予後に影響を与えるか 第105回 日本消化器病学会総会 2019年5月 金沢 松本尊嗣

サルコペニアが膵頭十二指腸切除後に

与える影響
第108回 日本消化器病学会 2019年5月 金沢 須井健太

食道癌根治術後胃管癌8例の治療経験 第73回 日本食道学会学術集会 2019年6月 福岡 澁谷祐一

Characterization of Prognostic Factors and the Efficacy of Adjuvant S-1

Chemotherapy in Patients with Post-surgery Extrahepatic Bile Duct Cancer
第31回 日本肝胆膵外科学会・学術集会 2019年6月 高松 Matsumoto T

Rupture of pseudoaneurysm in anterior branch of the right hepatic artery with

hemobilia after laparoscopic cholecystectomy: Report of a case
第31回 日本肝胆膵外科学会 2019年6月 高松 Kimura J

胸部食道癌における術前経胸壁超音波検査を用いた胸腔内癒着の評価 第73回 日本食道学会学術集会 2019年6月 福岡 佐藤琢爾

大腸癌イレウスに対するBridging to surgeryとしての大腸ステントと経肛門イレウ

ス管の短期・⾧期成績の比較
第74回 日本消化器外科学会総会 2019年7月 東京 戸嶋俊明

側臥位胸腔鏡による#106recL郭清 第21回 高知内視鏡外科フォーラム 2019年7月 高知 澁谷祐一

膵がん切除後に発生した残膵癌に対する外科治療戦略について 第74回 日本消化器外科学会総会 2019年7月 東京 岡林雄大

直腸切除後一時的ストーマの閉鎖時期の検討 第74回 消化器外科学会 2019年7月 東京 稲田涼

再発形式からみた根治切除後Stage 1膵癌の検討 第74回 日本消化器外科学会総会 2019年7月 港区 松本尊嗣

Clinical significance of organic anion transporting polypeptide 1B3 expression on

hepatocellular carcinoma: A case report
第74回 日本消化器外科学会 2019年7月 東京 Kimura J

食道表在癌に対する内視鏡治療後の追加治療（化学放射線治療/手術）の検討 第74回 日本消化器外科学会総会 2019年7月 東京 佐藤琢爾

Usage Experience of adhesion prevention agents  for liver cut surface 第74回 日本消化器外科学会総会 2019年7月 東京 Sui K

Preventing parastomal hernia by extraperineal route after laparoscopic

abidominoperineal resection
第74回 日本消化器外科学会 2019年7月 東京 髙杉遥

下行結腸癌と腹腔鏡下経腹的に同時切除し得たtailgut cystの1例 第74回 日本消化器外科学会総会 2019年7月 東京 吉本皓一

R0を目指した右後方アプローチによる膵頭十二指腸切除術 第46回 日本膵切研究会 2019年8月 下呂 岡林雄大

大腸癌術後骨盤内再発に対して仙骨合併骨盤内臓全摘術（TPES）を行い剥離断端

陰性（R0）となった一例
第72回 高知県医師会医学会 2019年8月 高知 稲田涼

腹腔鏡下胃全摘術における経裂孔的下縦隔郭清の経験 第72回 高知県医師会学会 2019年8月 高知 桂佑貴



局所進行切除不能膵体部癌と遠位胆管癌の重複癌に対し、化学療法が奏功し、脾動

脈合併切除を伴う膵頭十二指腸切除を施行し得た1例
第72回 高知県医師会医学会 2019年8月 高知 室川剛廣

坐骨直腸窩に生じたTailgut cystに対し，経会陰的腫瘍切除を施行した一例 第72回 高知県医師会学会 2019年8月 高知 下元優太

術前FOLFIRINOXが著効した膵癌の1例 高知医師会学会 2019年8月 高知 須井健太

当院における食道空置バイパス術の経験 第72回 高知県医師会医学会 2019年8月 高知 澁谷祐一

胃横紋筋肉腫の1切除例 第72回 高知県医師会学会 2019年8月 高知 髙杉遥

大腸ステントによりBridging to surgeryを施行した閉塞性大腸癌の短期・⾧期予後 -

経肛門イレウス管と比較して-
第74回 日本大腸肛門病学会学術集会 2019年10月 東京 戸嶋俊明

直腸切除後一時的ストーマの早期閉鎖の安全性および有効性の検討 第74回 大腸肛門病学会 2019年10月 東京 稲田涼

当科におけるStage I膵癌の臨床病理学的特徴 第112回 日本消化器病学会四国支部例会 2019年10月 高知 松本尊嗣

胃切除既往が膵頭十二指腸切除症例の術後栄養指標と予後に及ぼす影響 第11回 日本静脈経腸栄養学会四国支部会学術集会 2019年10月 高松 松本尊嗣

一時的人工肛門の早期閉鎖の安全性および有効性の検討 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 稲田涼

左副肝動脈温存腹腔鏡下胃切除術における当院での工夫 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 桂佑貴

1cm以下小膵癌の診断契機と臨床病理学的特徴 第27回 日本消化器関連学会週間 2019年11月 神戸 松本尊嗣

胆嚢大細胞神経内分泌癌の2例 第27回 日本消化器病関連学会週間 2019年11月 神戸 石川忠則

食道胃接合部癌に対する腹腔鏡下手術における経腹的下縦隔郭清の経験 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 尾崎和秀

直腸切除後縫合不全に対して放射線的な膿瘍腔消失を得ずして予防的人工肛門閉鎖

術を行った3症例の検討
第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 渡邉彩子

坐骨直腸窩に生じたTailgut cystに対し，経会陰的腫瘍切除を施行した一例 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 下元優太

胸部食道癌術後、遠隔転移に対するDCF療法で⾧期奏効を得ている1例 第71回 気管食道科学会総会 2019年11月 宇都宮 佐藤琢爾

血気胸との鑑別を要した特発性食道破裂の２例 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 澁谷祐一

診断に難渋した胃横紋筋肉腫の１例 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 髙杉遥

cT4b結腸癌に対する腹腔鏡下手術の適応、治療成績 第32回 日本内視鏡外科学会総会 2019年12月 横浜 戸嶋俊明

90 歳以上の超高齢者大腸癌に対する腹腔鏡手術の治療成績の検討 第31回 内視鏡外科学会 2019年12月 東京 稲田涼

腹腔鏡下胃全摘術における経裂孔的下縦隔郭清の経験 第32回 日本内視鏡外科学会総会 2019年12月 横浜 桂佑貴

左副肝動脈を有する腹腔鏡下胃切除症例おける膵上縁郭清 第32回 日本内視鏡外科学会総会 2019年12月 横浜 尾崎和秀 

99mTc-GSAシンチグラフィ & CT fusion imagingを用いた肝機能評価 第73回 日本消化器外科学会総会 2018年7月 鹿児島 住吉辰朗

日本臨床外科学会支部会の果たす役割 高知県支部会の果たす役割 第81回 日本臨床外科学会総会 2019年11月 高知 澁谷祐一

胆膵疾患の診断と治療(A novel physio-biological parameter-based grading system

for resectable pancreatic cancer)
第111回 日本消化器病学会四国支部例会 2019年6月 高松 岡林雄大

超高齢化社会における膵癌外科診療について 第105回 日本消化器病学会総会 2019年5月 金沢 岡林雄大

Liver function assessment using 99mTc-GSA SPECT/CT fusion imaging 第31回 日本肝胆膵外科学会学術集会 2019年6月 高松 Okabayashi T

膵頭十二指腸切除術後における予防的抗生剤⾧期投与の有効性 第81回 日本臨床外科学会 2019年11月 高知市 木村次郎

胸部食道切除後の頸部吻合における縫合不全治療の工夫 経皮経瘻孔ドレナージ療

法の検討
第119回 日本外科学会定期学術集会 2019年4月 大阪 佐藤琢爾


