2009 年度学会発表
国際学会
1. Ishibashi K，Okada N，Ishiguro T，Yokoyama M，Miyazaki T，Sano M，Ishida H.
Polymorphisms of GSTP1, GSTT1, GSTM1, MTHFR, TS, ERCC1, and ERCC2 in
metastatic colorectal cancer treated by first-line mFOLFOX6 chemotherapy.
45th Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology (ASCO). Orlando,
USA, May 29-June 2, 2009 (Poster)
2. Ishida H, Ishibashi K, Kumamoto K, Ohsawa T, Okada N, Haga N, Yokoyama M,
Nakada H, Gonda T, Iwama T.
Significance of hepatic lymph node metastasis in patients with liver metastasis of
colorectal cancer in the era of effective chemotherapy.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Oral)
3. Tajima Y, Ishibashi K, Hokama N, Hatano S, Kuwabara K, Orsawa T, Okada N,
Kumamoto K, Haga N, Ishida H.
Usefulness of sennoside as a mechanical preparation for elective colon cancer surgery.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, Murch 19-23, 2010 (Oral)
4. Hatano S, Ishibashi K, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, Yokoyama M,
Haga N, Ishida H.
Is it possible to predict lateral lymph node metastasis by their sizes in patients with
lower rectal cancer?
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Oral)
5. Hatano S, Ishibashi K, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, Yokoyama M,
Haga N, Ishida H.
Selection of high-risk patients with stageⅡcolon cancer.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Poster)
6. Kumamoto K, Ishibashi K, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Haga N, Ishida H.
Introduction rate of adjuvant chemotherapy and prognoses of patients who underwent
surgery with colorectal perforation associated with colorectal Cancer.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Poster)

7. Kumamoto K, Kuwabara K, Ishibashi K, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Haga N,
Ishida H.
Evaluation of prognostic factors of colorectal perforation by logistic regression analysis.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Poster)
8. Ishii M.
Curative resection of locally advanced transverse colon cancer via a minilaparotomy
approach.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Poster)
9. Tajima Y, Ishibashi K, Kuwabara K, Ohsawa T, Okada N, Yokoyama M,
Kumamoto K, Haga N, Idshida H.
Impact of prior abdominal surgery on the curative resection of colon cancer via a
minilaparotomy approach.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Poster)
10. Yamamoto A, Kumamoto K, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Ishibashi K, Haga N,
Ishida H.
A very rare case of neoplasm with perivascular epithelioid cell differentiation
(PEComa) of colon with invagination discovered with anemia.
The 24th Biennial Congress of the ISUCRS. Seoul, Korea, March 19-23, 2010 (Poster)

国内学会・研究会
1. 平岡 優，石井正嗣，石橋敬一郎，横山 勝，宮崎達也，大澤智徳，傍島 潤，
猪熊滋久，松木盛行，石田秀行．
結腸癌の卵巣転移によるPseudo-Meigs’症候群についての検討～自験4 例と文献
例による～．
第109 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2009.4.2-4（口演）
2. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌における１次治療mFOLFOX 療法の治療効果と
TS/ERCC1/ERCC2 遺伝子多型の検討．
第109 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2009.4.2-4（示説）
3. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，沖田剛之，幡野 哲，石井正嗣，久保田 将，
近 範泰．
アレルギー・神経障害でmFOLFOX6 を中止した大腸癌患者の背景と予後．
第109 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2009.4.2-4（示説）
4. 宮崎達也，石畝 亨，近 範泰，横山洋三，幡野 哲，崎元雄彦，岡田典倫，
横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行．
胃悪性腫瘍手術における抗菌薬投与期間短縮の試み．
第109 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2009.4.2-4（示説）
5. 外間尚子，石畝 亨，沖田剛之，横山 勝，宮崎達也，石橋敬一郎，松木盛行，
石田秀行，小高明雄．
成人鼠径ヘルニアに対するMesh-plug 法のポイント．
第109 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2009.4.2-4（示説）
6. 石畝 亨，石橋敬一郎，横山 勝，大澤智徳，崎元雄彦，岡田典倫，宮崎達也，
松木盛行，石田秀行，橋本大定．
結腸癌に対する小切開根治術228 例の検討．
第109 回日本外科学会定期学術集会，福岡，2009.4.2-4（示説）
7. 宮崎達也，石畝 亨，久保田 将，外間尚子，横山洋三，崎元雄彦，岡田典倫，
横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行．
実地臨床における高齢者高度進行胃癌に対する化学療法の現状と問題点．
第30 回癌免疫外科研究会，久留米，2009.5.21-5.22（口演）

8. 石橋敬一郎，外間尚子，石畝 亨，桑原公亀，岡田典倫，大澤智徳，宮崎達也，
横山 勝，松木盛行，石田秀行．
実地臨床におけるstageⅢ直腸癌に対するUFT/PSK 投与の治療成績．
第30 回癌免疫外科研究会，久留米，2009.5.21-5.22（ワークショップ）
9. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，石畝 亨，幡野 哲，外間尚子，
田島雄介，石井正嗣，久保田 将，近 範泰，宮崎達也，石田秀行．
mFOLFOX6 治療におけるアレルギーの発症状況および予後との関係．
第30 回癌免疫外科研究会，久留米，2009.5.21-5.22（口演）
10. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，幡野 哲，石井正嗣，久保田 将，
近 範泰，田丸純一，宮崎達也，石田秀行．
mFOLFOX6 施行後の肝切除の検討．
第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5（シンポジウム）
11. 石畝 亨，石橋敬一郎，近 範泰，田島雄介，外間尚子，幡野 哲，崎元雄彦，
宮崎達也，横山 勝，中田 博，松木盛行，石田秀行．
プレパラート標本からみた下部直腸癌の側方リンパ節転移予測の可能性．
第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5（口演）
12. 石橋敬一郎，外間尚子，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，横山 勝，
猪熊滋久，石田秀行．
直腸癌骨盤内再発に対する治療（切除vs 全身化学療法）．
第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5（口演）
13. 石橋敬一郎，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，横山 勝，
猪熊滋久，石田秀行．
大腸癌原発巣・肝転移巣におけるDihydropyrimideine Dehydrogenase (DPD)発現：
癌細胞内mRNA 発現と腫瘍組織中蛋白発現量の関係と5-FU 系抗癌剤の治療効
果．
第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5（口演）
14. 田島雄介，石橋敬一郎，石畝 亨，大澤智徳，崎元雄彦，岡田典倫，
宮崎達也，横山 勝，松木盛行，石田秀行．
大腸癌脳転移12 例の検討．

第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5（口演）
14. 石井正嗣，石橋敬一郎，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，
宮崎達也，横山 勝，猪熊滋久，石田秀行．
大腸癌卵巣転移切除例の検討：他の腹膜転移症例と比較して．
第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5（口演）
15. 大澤智徳，石畝 亨，横山 勝，中田 博，桑原公亀，宮崎達也，石橋敬一郎，
石田秀行．
当科で経験した家族性大腸腺腫症の随伴病変．
第15 回日本家族性腫瘍学会学術集会，東京 2009.6.13（示説）
16. 猪野 梓，石橋敬一郎，岡田典倫，横山洋三，田島雄介，幡野 哲，石畝 亨，
大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
興味ある経緯をたどったS 状結腸癌術後孤立性腹膜外転移の１例．
第813 回外科集談会，東京，2009.6.13（口演）
17. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，
石田秀行．
切除不能・再発大腸がんに対する1 次治療mFOLFOX6 療法施行患者のERCC1,
ERCC2 遺伝子多型．
第18 回日本癌病態治療研究会，福島，2009.6.18-19（ワークショップ）
18. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，
石田秀行．
実地臨床におけるmFOLFOX6/FOLFIRI に対するbevacizumab の上乗せ効果に
ついて．
第18 回日本癌病態治療研究会，福島，2009.6.18-19（口演）
19. 宮崎達也，石畝 亨，崎元雄彦，久保田 将，外間尚子，横山洋三，岡田典倫，
横山 勝，石橋敬一郎，石田秀行．
Non-T4, StageⅡ, Ⅲ食道癌症例のリスクに基づいた治療選択とその成績．
第18 回日本癌病態治療研究会，福島，2009.6.18-19（口演）
20. 横山洋三，石橋敬一郎，幡野 哲，石畝 亨，桑原公亀，岡田典倫，大澤智徳，
宮崎達也，横山 勝，石田秀行．

大腸癌イレウス症例の特徴と治療上の問題点．
第18 回日本癌病態治療研究会，福島，2009.6.18-19（口演）
21. 石田秀行，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，横山 勝，宮崎達也，石橋敬一郎．
大腸癌に対する骨盤内臓全摘術の功罪：前方・後方全摘術、腹会陰式直腸切断
術との比較．
第34 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2009.6.18-19（ワークショップ）
22. 近 範泰，崎元雄彦，桑原公亀，外間尚子，石橋敬一郎，横山 勝，宮崎達也，
松木盛行，石田秀行，長田久人．
妊娠中に発症し、CT で診断しえた腹膜垂炎の1 例．
第34 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2009.6.18-19（示説）
23. 宮崎達也，石畝 亨，崎元雄彦，久保田 将，外間尚子，横山洋三，岡田典倫，
横山 勝，石橋敬一郎，石田秀行．
当科におけるサルベージ手術症例の検討.
第62 回日本食道学会学術集会，横浜，2009.6.25-26（口演）
24. 石橋敬一郎，横山洋三，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，
宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
StageⅡ大腸癌の高リスク因子についての検討．
第71 回大腸癌研究会，さいたま，2009.7.3（口演）
25. 横山洋三，石橋敬一郎，幡野 哲，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，宮崎達也，
横山 勝，石田秀行．
イレウス・穿孔を来したStageⅡ大腸癌症例の特徴と治療上の問題点．
第71 回大腸癌研究会，さいたま，2009.7.3（示説）
26. 宮崎達也，石畝 亨，崎元雄彦，久保田 将，外間尚子，横山洋三，岡田典倫，
横山 勝，石橋敬一郎，石田秀行．
治療切除可能食道癌に対する根治的CRT の適応と当科における治療方針．
第64 回日本消化器外科学会総会，大阪，2009.7.16-18（ワークショップ）
27. 石畝 亨，宮崎達也，外間尚子，幡野 哲，崎元雄彦，横山 勝，石橋敬一郎，
辻 美隆，松木盛行，石田秀行．
高齢者の胃癌手術の検討.

第64 回日本消化器外科学会総会，大阪，2009.7.16-18（口演）
28. 幡野 哲，石橋敬一郎，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，横山 勝，
松木盛行，石田秀行．
下部直腸、肛門管癌の側方リンパ節径と術前画像診断の問題点．
第64 回日本消化器外科学会総会，大阪，2009.7.16-18（口演）
29. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，外間尚子，宮崎達也，
石田秀行．
大腸癌組織中血管新生関連因子とmFOLFOX6 の治療効果．
第64 回日本消化器外科学会総会，大阪，2009.7.16-18（示説）
30. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，
石田秀行．
切除不能・再発大腸癌に対する１次治療mFOLFOX、2 次治療FOLFIRI±
bevacizumab の治療成績．
第64 回日本消化器外科学会総会，大阪，2009.7.16-18（示説）
31. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，横山 勝，宮崎達也，佐野元彦，山田博文，
石田秀行．
切除不能・再発大腸癌における１次治療mFOLFOX6 の効果とGSTP1, GSTT1,
GSTM1, MTHFR, TS, ERCC1, ERCC2, 遺伝子多型との関係．
第68 回日本癌学会学術総会，横浜，2009.10.1-3（示説）
32. 宮崎達也，横山洋三，石畝 亨，崎元雄彦，岡田典倫，石橋敬一郎，
桑野博行，石田秀行．
治癒切除可能食道癌に対する化学放射線治療の位置づけ．
第62 回日本胸部外科学会定期学術集会，横浜，2009.10.11-13（示説）
33. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，幡野 哲，外間尚子，田島雄介，
石井正嗣，久保田 将，近 範泰，猪野 梓，宮崎達也，石田秀行．
mFOLFOX6 の治療効果予測と血清CEA 濃度の推移．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（口演）
34. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，佐野元彦，
井上尚彦，石田秀行．

切除不能・再発大腸癌に対する1 次治療mFOLFOX6 の治療成績．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（口演）
35. 傍島 潤，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行．
食道扁平上皮癌における放射線・科学放射線療法の治療効果予測因子の検討．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（示説）
36. 井上尚彦，佐野元彦，小松崎 健，岸野 亨，岡田典倫，石橋敬一郎，
石田秀行．
FOLFOX 療法施行患者を対象とした末梢神経障害の評価方法の検討．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（示説）
37. 石井正嗣，岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，幡野 哲，宮崎達也，
石田秀行，田丸淳一．
mFOLFOX6 施行後の肝切除の安全性の検討．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（パネルディスカッショ
ン）
38. 宮崎達也，横山洋三，石畝 亨，外間尚子，石井正嗣，傍島 潤，崎元雄彦，
岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，山田博文，本戸幹人，石田秀行．
食道癌T4M0 症例の治療戦略．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（口演）
39. 井上尚彦，佐野元彦，小松崎 健，岸野 亨，岡田典倫，石橋敬一郎，
石田秀行．
FOLFOX 療法施行患者を対象とした末梢神経障害の評価方法の検討．
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24（口演）
40. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，
森 隆，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌における１次治療mFOLFOX6 療法の治療効果と
TS/ERCC1 蛋白発現の検討.
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
41. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，横山 勝，宮崎達也，佐野元彦，山田博文，
石田秀行．

治療効果、安全性、費用、効果予測因子からみた1 次治療mFOLFOX6 に対する
Bevacizumab の併用効果．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（シンポジウム）
42. 石畝 亨，石橋敬一郎，幡野 哲，大澤智徳，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，
石田秀行．
プレパラート標本からみた下部直腸癌における傍直腸および側方リンパ節の大
きさと転移．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
43. 田島雄介，石橋敬一郎，近 範泰，石畝 亨，大澤智徳，崎元雄彦，岡田典倫，
宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
大腸癌脳・肺転移に対しmFOLFOX6 と放射線治療を施行した2 例．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
44. 田島雄介，石橋敬一郎，近 範泰，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
下大静脈合併切除を伴った大腸癌副腎転移の1 例．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
45. 石畝 亨，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，石田秀行．
横行結腸癌に対する小切開手術．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
46. 桑原公亀，石畝 亨，石橋敬一郎，大澤智徳，岡田典倫，横山 勝，宮崎達也，
石田秀行．
小切開アプローチ法による結腸癌根治術における腹部手術既往の影響．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
47. 桑原公亀，石橋敬一郎，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，横山 勝，
石田秀行．
結腸手術の術前機械洗浄はセンナ（sennoside）で十分である－Case-match study.
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
48. 大澤智徳，石畝 亨，横山 勝，田島雄介，桑原公亀，岡田典倫，石橋敬一郎，
石田秀行．
大腸全摘・回腸嚢肛門吻合術：腹腔鏡下操作の簡略化と直腸粘膜切除を中心に．

第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（ビデオシンポジウム）
49. 大澤智徳，竹内幾也，石畝 亨，横山 勝，石橋敬一郎，吉田輝彦，石田秀行，
岩間毅夫．
家族性大腸線種症に対する大腸全摘前のスクリーニング検査で発見された甲状
腺癌の1 例．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（示説）
50. 猪野 梓，石畝 亨，横山 勝，沖田剛之，幡野 哲，久保田 将，宮崎達也，
石橋敬一郎，吉田輝彦，石田秀行，岩間毅夫．
貧血を契機に発見され腸重積を伴った結腸原発PEComa の1 例．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
51. 岡田典倫，石橋敬一郎，大澤智徳，桑原公亀，幡野 哲，田島雄介，久保田 将，
近 範泰，横山 勝，宮崎達也，石田秀行．
によるmFOLFOX6 の治療効果予測．
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7（口演）
52. 石橋敬一郎，猪熊滋久，鈴木 毅，秦 怜志，朴 英智，廣瀬哲也，望月智行，
藤野幸夫，屋嘉比康治，山田博文，黒田 徹，松本力雄，岡田典倫，石田秀行．
地域連携クリニカルパスの現況－西埼玉消化器ONCOLOGY 研究会での試み．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
53. 久保田 将，幡野 哲，猪野 梓，石畝 亨，崎元雄彦，横山洋三，宮崎達也，
石橋敬一郎，石田秀行．
SLE 患者に発症した腸管穿孔の2 例．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
54. 外間尚子，石橋敬一郎，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，
宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
直腸癌に対する括約筋温存術における吻合法の検討：single stapling technique
(SST) 側端吻合とdouble stapling technique (DST)の比較．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
55. 大澤智徳，石畝 亨，横山 勝，幡野 哲，田島雄介，近 範泰，横山洋三，
崎元雄彦，久保田 将，岡田典倫，石井正嗣，猪野 梓，宮崎達也，石橋敬一郎，

石田秀行．
右側結腸癌手術における上腸間膜静脈系の解剖学的考察．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
56. 猪野 梓，久保田 将，近 範泰，横山洋三，田島雄介，大澤智徳，横山 勝，
石橋敬一郎，宮崎達也，石田秀行．
プロテインC 欠乏症による下大静脈・上腸間膜静脈・門脈血栓症を認めた1 例．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
57. 幡野 哲，石畝 亨，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，石田秀行．
内視鏡的摘除後の追加切除としての小切開結腸癌根治術．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
58. 石井正嗣，石畝 亨，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，石田秀行．
進行横行結腸癌に対する小切開手術の成績．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
59. 岡田典倫，石橋敬一郎，大澤智徳，桑原公亀，幡野 哲，田島雄介，
石井正嗣，久保田 将，近 範泰，猪野 梓，横山 勝，宮崎達也，石田秀行．
外科医が行う外来化学療法のレベルアップ：大腸癌化学療法での標準化への取
り組み．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
60. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，宮崎達也，横山 勝，
山田博文，三浦一郎，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌における1 次治療mFOLFOX6 療法の治療効果はTS,
ERCC1, ERCC2 遺伝子多型、mRNA 発現、蛋白発現から予測可能か？
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
61. 幡野 哲，石橋敬一郎，外間尚子，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，
横山 勝，石田秀行．
新規抗癌剤時代の直腸癌骨盤内再発に対する治療選択．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
62. 岡田典倫，石橋敬一郎，大澤智徳，桑原公亀，幡野 哲，田島雄介，
石井正嗣，久保田 将，近 範泰，猪野 梓，横山 勝，宮崎達也，石田秀行．

Oxaliplatin によるアレルギー発症症例の予後の検討：case-matching study．
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21（口演）
63. 石橋敬一郎，猪熊滋久，鈴木 毅，秦 怜志，朴 英智，廣瀬哲也，望月智行，
藤野幸夫，屋嘉比康治，山田博文，黒田 徹，松本力雄，岡田典倫，石田秀行．
切除不能・再発大腸癌に対する1 次治療mFOLFOX6ｱbevacizumab，2 次治療
FOLFIRIｱbevacizumab の治療成績．
第22 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会，大阪，2009.11.26-27（ワークシ
ョップ）
64. 大澤智徳，桑原公亀，近 範泰，石井正嗣，石畝 亨，天野邦彦，芳賀紀裕，
石田秀行，岩間毅夫．
胸腹壁desmoid 切除12 年後に診断されたattenuated FAP (AFAP) の1 例．
第27 回埼玉県外科集談会，さいたま，2009.11.28（口演）
65. 石井正嗣，石橋敬一郎，近 範泰，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，芳賀紀裕，
石田秀行．
横行結腸癌・肝転移に化学療法が著効し切除し得た家族性大腸線種症 (FAP) の
1 例．
第27 回埼玉県外科集談会，さいたま，2009.11.28（口演）
66. 近 範泰，石橋敬一郎，石井正嗣，田島雄介，桑原公亀，岡田典倫，横山 勝，
芳賀紀裕，石田秀行．
大腸癌術後の経過観察中にCA19-9 高値を呈した巨大肝嚢胞の1 例．
第27 回埼玉県外科集談会，さいたま，2009.11.28（口演）
67. 石畝 亨，石井正嗣，横山洋三，大澤智徳，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，
石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
当科におけるStageⅡ・Ⅲ胃癌術後補助化学療法の現状．
第39 回胃外科・術後障害研究会，仙台，2009.11.29-30（口演）
68. 外間尚子，石橋敬一郎，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，
宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
直腸癌に対する括約筋温存術におけるsingle stapling technique を用いた端々吻
合のSSI．
第22 回日本外科感染症学会総会，宇部，2009.12.9-11（口演）

69. 桑原公亀，石橋敬一郎，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，大澤智徳，横山 勝，
宮崎達也，石田秀行．
ロジスティック回帰分析を用いた大腸穿孔の予後因子解析．
第22 回日本外科感染症学会総会，宇部，2009.12.9-11（口演）
70. 桑原公亀，石橋敬一郎，外間尚子，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，
宮崎達也，横山 勝，石田秀行．
大腸穿孔治療におけるAT-Ⅲ値の臨床的意義．
第22 回日本外科感染症学会総会，宇部，2009.12.9-11（口演）
71 石橋敬一郎，宮崎達也，桑原公亀，外間尚子，石畝 亨，岡田典倫，
大澤智徳，横山 勝，石田秀行．
Randomized control study の結果から見た胃・結腸・直腸切除に対する周術期抗
菌薬短縮化の妥当性．
第22 回日本外科感染症学会総会，宇部，2009.12.9-11（シンポジウム）
72. 石井正嗣，石橋敬一郎，幡野 哲，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，崎元雄彦，
石塚直樹，横山 勝，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行．
過去11 年間における小腸癌7 例の臨床病理学的検討・診断・治療に対する必要
事項の検証．
第72 回大腸癌研究会，久留米，20010.1.15 （示説）
73. 石橋敬一郎，石井正嗣，幡野 哲，石畝 亨，大澤智徳，桑原公亀，隈元謙介，
芳賀紀裕，石田秀行．
大腸癌同時性肝転移症例における肝所属リンパ節の臨床的意義．
第72 回大腸癌研究会，久留米，20010.1.15（示説）
74. 幡野 哲，石橋敬一郎，横山洋三，石井正嗣，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，
隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行．
下部直腸癌における側方リンパ節の位置づけ TNM 分類 vs 大腸がん取扱い規
約．
第72 回大腸癌研究会，久留米，20010.1.15（示説）
75. 外間尚子，石橋敬一郎，傍島 潤，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，芳賀紀裕，
石田秀行，馬場一憲，関 博之．

妊娠中急性虫垂炎の地域性に関する検討．
第47 回埼玉県医学会総会，さいたま，2010.1.24（口演）
76. 石橋敬一郎，幡野 哲，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，崎元雄彦，石塚直樹，
横山 勝，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行．
実地臨床における切除不能・再発大腸癌に対するbevacizumab,cetuximab の治療
効果．
第6 回日本消化管学会総会学術集会，福岡，2010.2.19.2.20（ワークショップ）
77. 石畝 亨，久保田 将，横山洋三，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，
石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
当科における十二指腸穿孔のHelicobacter pylori 感染率とfollow up における問
題点．
第6 回日本消化管学会総会学術集会，福岡，2010.2.19.2.20（口演）
78. 石井正嗣，石橋敬一郎，幡野 哲，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，宮崎達也，
横山 勝，石田秀行．
大腸癌卵巣転移の臨床病理学的特徴と予後．
第6 回日本消化管学会総会学術集会，福岡，2010.2.19.2.20（口演）
79. 横山洋三，石橋敬一郎，石井正嗣，幡野 哲，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，
岡田典倫，宮崎達也，石田秀行．
大腸癌卵巣転移の臨床病理学的特徴と予後．
第6 回日本消化管学会総会学術集会，福岡，2010.2.19.2.20（口演）
80. 天野邦彦，石畝 亨，横山洋三，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，
石田秀行，宮崎達也．
当科における高齢者胃癌手術の現状と問題点．
第82 回日本胃癌学会総会，新潟，2010.3.3-3.5（口演）
81. 石畝 亨，横山洋三，大澤智徳，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，
石田秀行．
当科の胃癌手術におけるSSI 発生の現状と問題点．
第82 回日本胃癌学会総会，新潟，2010.3.3-3.5（口演）
82. 桑原公亀，芳賀紀裕，石畝 亨，横山洋三，幡野 哲，大澤智徳，崎元雄彦，

石橋敬一郎，石田秀行．
根治切除不能胃癌の予後規定因子に関する検討．
第82 回日本胃癌学会総会，新潟，2010.3.3-3.5（示説）
83. 横山洋三，石畝 亨，猪野 梓，石井正嗣，久保田 将，幡野 哲，桑原公亀，
大澤智徳，崎元雄彦，岡田典倫，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行．
低蛋白血症・幽門狭窄をきたした高齢者胃腸管型若年性ポリポーシスの1 例．
第82 回日本胃癌学会総会，新潟，2010.3.3-3.5（示説）
84. 桑原公亀，石橋敬一郎，大澤智徳，岡田典倫，石畝 亨，隈元謙介，
芳賀紀裕，石田秀行．
Hinchey stage から見た大腸穿孔に対するSSI 対策．
第46 回日本腹部救急医学会総会，富山，2010.3.18-19（ワークショップ）
85. 石田秀行，桑原公亀，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，
石橋敬一郎，芳賀紀裕．
SSCG（2008）の敗血症分類から見た大腸穿孔に対する治療方針の選択．
第46 回日本腹部救急医学会総会，富山，2010.3.18-19（ワークショップ）
86. 外間尚子，石橋敬一郎，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，
隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行．
DPC 制度における急性虫垂炎治療の医療経済的検討．
第 46 回日本腹部救急医学会総会，富山，2010.3.18-19（口演）

座長・司会
1. 石田秀行 私の印象に残る癌局所療法：大腸・カテーテル合併症
第31 回日本癌局所療法研究会，宇部，2009.6.5
2. 石橋敬一郎 大腸癌転移・再発
第813 回外科集談会，東京，2009.6.13
3. 石田秀行 癌治療全般
第18 回日本癌病態治療研究会，福島，2009.6.18-19
4. 石田秀行 stageⅡの治療戦略
第71 回大腸癌研究会，さいたま，2009.7.3
5. 石田秀行 高齢者手術の諸問題2
第64 回日本消化器外科学会総会，大阪，2009.7.16-18
6. 石田秀行 大腸・肛門 薬物療法4
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24
7. 石田秀行 大腸・肛門 薬物療法2
第47 回日本癌治療学会学術集会，横浜，2009.10.22-24
8. 石田秀行 早期大腸癌1
第64 回日本大腸肛門病学会学術集会，福岡，2009.11.6-7
9. 石田秀行 手術時のSSI 対策、ドレーン管理－4
第71 回日本臨床外科学会総会，京都，2009.11.19-21
10. 石田秀行 SSI サーベイランスの影響
第22 回日本外科感染症学会総会，宇部，2009.12.9-11
11. 石田秀行 症例報告4
第82 回日本胃癌学会総会，新潟，2010.3.3-3.5
12. 石田秀行 忘れられない症例5
第 46 回日本腹部救急医学会総会，富山，2010.3.18-3.19

講演会・懇話会など
座長・司会
1. 石田秀行 川越ゼローダ講演会
川越，2009.5.25（司会）
2. 石田秀行 第1 回地域がん診療連携拠点病院埼玉医科大学総合医療センター
市民公開講座
川越，2009.7.11（座長）
3. 石田秀行 第7 回 北関東上部消化管癌化学療法研究会
さいたま，2009.10.31（特別講演座長）
4. 石田秀行 大腸癌治療カンファレンス
川越， 2010.1.13（司会）
5. 石田秀行 第11 回 侵襲と生体反応研究会
さいたま，2010.2.27（司会）

講演
1. ガイドライン改訂をふまえた大腸癌化学療法の実際
石田秀行
大腸癌セミナー（川越），川越，2009.9.29
2. FAP・UC に対する大腸（結腸）全摘 ～低侵襲手術の工夫～
石橋敬一郎
第 11 回 川越消化器病談話会，川越，2009.10.8
3. 大腸癌治療における医療連携に関して
石田秀行
第2 回 北埼玉消化器癌カンファレンス，深谷，2009.11.12
4. 大腸癌化学療法の実際と地域連携
石田秀行
西毛地区大腸癌懇話会，高崎，2009.11.13

5. 大腸癌化学療法の治療戦略 ～アドバンス・アジュバントの現状と展望
石田秀行
GI-WEB シンポジウム，さいたま，2010.3.10
6. 大腸がんに対する化学療法の変遷
岡田典倫
消化器癌セミナー 2010 in 熊谷，熊谷，2010.3.25

その他の発表
1. 下肢深部静脈血栓症を契機に診断された進行胃癌の1 例.
北岡 斎
川越外科臨床研究会，川越，2009.10.1
2. 化学療法と二期手術によって根治切除し得た胃癌同時性肝転移の1 例.
石井正嗣
川越外科臨床研究会，川越，2009.10.1
3. StageⅡ/Ⅲ(non-T4）食道癌ハイリスク症例における治療法の選択.
石畝 亨
第 7 回 北関東上部消化管癌化学療法研究会，さいたま，2009.10.31

