
 

2006年度学会発表 

 

国際学会 

1. Ishiguro T, Gonda T, Osawa T, Sakimoto T, Yokoyama M, Nakada H, Ishida H. 

Plasma levels of VEGF-C in colorectal cancer. 

XXI Biennial congress of the international society of university colon and rectal 

surgeons (ISUCRS). Istanbul, Turkey, June 25-28, 2006 (Poster) 

 

2. Nakada H, Gonda T, Ishiguro T, Osawa T, Sakimoto T, Yokoyama M, Ishida H. 

Prognosis of colonic perforation associated with colorectal cancer. 

XXI Biennial congress of the international society of university colon and rectal 

surgeons (ISUCRS). Istanbul, Turkey, June 25-28, 2006 (Poster) 

 

3. Sobajima J, Gonda T, Osawa T, Yokoyama M, Nakada H, Ishida H. 

Thymidine phosphorylase (TP) and dihydropyrimidine dehydrogenase (DPD) in 

colorectal cancer: Gene expressions level vs. Protein level. 

XXI Biennial congress of the international society of university colon and rectal 

surgeons (ISUCRS). Istanbul, Turkey, June 25-28, 2006 (Poster) 

 

4. Ishibashi K, Yokoyama M, Hayashi Y, Ohsawa T, Nakada H, Ishida H,  

Hashimoto D. 

Factors affecting the difficulties in performing curative resection for locally advanced 

sigmoid colon cancer via minilaparotomy in non-overweight patients. 

10th World Congress of Endoscopic Surgery. Berlin, Germany, September 14, 2006 

(Poster) 

 

5. Okada N, Nakada H, Yokoyama M, Miyazaki T, Ishibashi K, Gonda T, Ishida H. 

Serum levels of soluble Fms-like tyrosine kinase-1(sFlt-1) in colorectal cancer patients. 

The 10th Korea-Japan-China Colorectal Cancer Symposium. Seoul, Korea, September 

16, 2006 (Poster) 

 

 

 

 

 



国内学会・研究会 

1. 大澤智徳，桑原公亀，中田 博，横山 勝，石田秀行． 

複数回の抗癌剤腹腔内投与で比較的長期生存を得た悪性胸腹膜中皮腫の1 例． 

第31 回日本外科系連合学会学術集会，金沢，2006.6.22-23（示説） 

 

2. 石橋敬一郎，大澤智徳，横山 勝，石塚直樹，宮崎達也，中田 博，権田 剛，

石田秀行． 

大腸癌同時性多発肝転移 (H3) 症例における肝所属リンパ節転移状況． 

第28 回日本癌局所療法研究会，東京，2006.6.30（口演） 

 

3. 権田 剛，岡田典倫，中田 博，横山 勝，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行，

松本吉郎，三浦 健． 

大腸癌肝転移における肝動注療法の効果と血漿中VEGF・Flt-1 の関係． 

第28 回日本癌局所療法研究会，東京，2006.6.30（口演） 

 

4. 石橋敬一郎，傍島 潤，大澤智徳，石塚直樹，横山 勝，宮崎達也，中田 博，

権田 剛，石田秀行，白川一男，橋本大定． 

大腸癌原発巣におけるTS, DPD, OPRTmRNA発現の相互関係と5-FU 系抗癌剤の

効果予測． 

第65 回大腸癌研究会，弘前，2006.7.7（口演） 

 

5. 中田 博，石畝 亨，大澤智徳，吉田 裕，崎元雄彦，横山 勝，須藤謙一，  

石塚直樹，権田 剛，石田秀行． 

大腸癌穿孔症例の長期予後の検討． 

第61 回日本消化器外科学会定期学術総会，横浜，2006.7.13-15（口演） 

 

6. 権田 剛，大澤智徳，横山 勝，須藤謙一，中田 博，石田秀行． 

手術リスク評価法E-PASS によるハイリスク症例に対する結腸癌小切開手術の

評価． 

第61 回日本消化器外科学会定期学術総会，横浜，2006.7.13-15（口演） 

 

7. 権田 剛，横山 勝，中田 博，石橋敬一郎，石田秀行，岩間毅夫． 

Peutz-Jeghers 症候群の癌発生に関する近年の傾向（文献集計による検討）． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（ワークショップ） 

 

8. 石橋敬一郎，石畝 亨，傍島 潤，大澤智徳，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也，



中田 博，権田 剛，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転移状況． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

9. 石橋敬一郎，石畝 亨，傍島 潤，大澤智徳，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也，

中田 博，権田 剛，石田秀行． 

切除不能・再発大腸癌に対し，2nd line 以降に行ったmFOLFOX6 療法の治療成

績と副作用について． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

10. 桑原公亀，石田秀行，吉田輝彦，岩間毅夫． 

家族性大腸腺腫症のデスモイド再発に関する一考察：APC 遺伝子変異の検索結

果から． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

11. 中田 博，石畝 亨，大澤智徳，吉田 裕，崎元雄彦，横山 勝，石橋敬一郎，

権田 剛，石田秀行． 

大腸癌穿孔症例の再発形式と予後． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

12. 横山 勝，中田 博，吉田 裕，大澤智徳，傍島 潤，石橋敬一郎，権田 剛，

長嶺寿秋，石田秀行． 

DukesA 結腸癌に対する小切開根治術のfeasibility とsafety． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

13. 大澤智徳，中田 博，横山 勝，石畝 亨，傍島 潤，崎元雄彦，北岡 斎， 

石田秀行，橋本大定． 

開腹歴のある結腸癌に対する小切開根治術． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

14. 北岡 斎，権田 剛，崎元雄彦，中田 博，石橋敬一郎，石田秀行． 

経肛門的に切除しえた成人嚢胞状消化管重複症の一例． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

15. 傍島 潤，石橋敬一郎，大澤智徳，横山 勝，宮崎達也，中田 博，権田 剛，

石田秀行． 



びまん浸潤型（4 型）大腸癌における核酸代謝関連酵素mRNA の発現． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（口演） 

 

16. 竹内幾也，大西 清，石田秀行，岩間毅夫． 

家族性大腸腺腫症(FAP)に対する予防的結腸切除後4 年目に認めた甲状腺癌の1 

例． 

第61 回日本大腸肛門病学会総会，弘前，2006.9.29-30（示説） 

 

17. 緒方杏一，宮崎達也，崎元雄彦，吉田 裕，石畝 亨，横山 勝，中田 博， 

石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行． 

当科における小切開幽門側胃切除術の検討． 

第36 回胃外科・術後障害研究会，宇都宮，2006.11.3-4（口演） 

 

18. 石橋敬一郎，傍島 潤，崎元雄彦，大澤智徳，横山 勝，石塚直樹，宮崎達也，

中田 博，権田 剛，石田秀行． 

切除不能・再発大腸癌に対するmFOLFOX6 療法の使用経験． 

第44 回日本癌治療学会総会，東京，2006.11.9-11（口演） 

 

19. 鈴木 毅，大西 清，中田 博，崎元雄彦，竹内幾也，石田秀行，帯津良一． 

当院における緩和ケア診療の現状． 

第68 回日本臨床外科学会総会，広島，2006.11.9-11（パネルディスカッション） 

 

20. 石橋敬一郎，傍島 潤，大澤智徳，石塚直樹，横山 勝，宮崎達也，中田 博，

権田 剛，石田秀行． 

肝所属リンパ節転移状況からみた大腸癌多発肝転移に対する治療法の選択． 

第68 回日本臨床外科学会総会，広島，2006.11.9-11（口演） 

 

21. 緒方杏一，宮崎達也，吉田 裕，石畝 亨，傍島 潤，崎元雄彦，横山 勝， 

大澤智徳，中田 博，石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行． 

内ヘルニアを契機に発症した腸閉塞症例の検討． 

第68 回日本臨床外科学会総会，広島，2006.11.9-11（口演） 

 

22. 傍島 潤，石橋敬一郎，大澤智徳，石塚直樹，横山 勝，宮崎達也，中田 博，

権田 剛，石田秀行． 

びまん浸潤型（4 型）大腸癌の治療成績． 

第68 回日本臨床外科学会総会，広島，2006.11.9-11（示説） 



 

23. 石橋敬一郎，中田 博，横山 勝，石田秀行． 

大腸穿孔に対する血液浄化方法の役割：PMX・CHDF 施行例の特徴と予後改善

効果． 

第19 回日本外科感染症学会総会，東京，2006.11.30-12.1（パネルディスカッシ

ョン） 

 

24. 石畝 亨，宮崎達也，崎元雄彦，吉田 裕，岡田典倫，緒方杏一，大澤智徳，

傍島 潤，石塚直樹，横山 勝，三橋敏武，中田 博，石橋敬一郎，権田 剛， 

石田秀行． 

胃癌手術に対する術当日限定抗菌剤投与の妥当性． 

第19 回日本外科感染症学会総会，東京，2006.11.30-12.1（口演） 

 

25. 傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，中田 博，権田 剛，石田秀行． 

人工肛門閉鎖術後の合併症について：術後感染を中心に． 

第19 回日本外科感染症学会総会，東京，2006.11.30-12.1（口演） 

 

26. 石橋敬一郎，桑原公亀，大澤智徳，横山 勝，宮崎達也，中田 博，権田 剛，

石田秀行． 

直腸癌手術における周術期経静脈抗菌剤の投与期間短縮化に関するprospective 

randomized study（中間成績）． 

第19 回日本外科感染症学会総会，東京，2006.11.30-12.1（口演） 

 

27. 桑原公亀，石橋敬一郎，大澤智徳，横山 勝，宮崎達也，中田 博，権田 剛，

石田秀行． 

結腸癌手術における周術期経静脈抗菌剤の投与期間短縮化に関するprospective 

randomized study（中間成績）． 

第19 回日本外科感染症学会総会，東京，2006.11.30-12.1（口演） 

 

28. 緒方杏一，宮崎達也，石畝 亨，吉田 裕，崎元雄彦，権田 剛，石田秀行，

田丸淳一，糸山進次，加部吉男． 

腹腔内出血を契機に診断された胃原発GIDST 再発の一例． 

第24 回埼玉外科集談会，さいたま，2006.12.2（口演） 

 

29. 横山 勝，石橋敬一郎，桑原公亀，大澤智徳，中田 博，石田秀行． 

DOX・DITC 療法が有効であった家族性大腸腺腫症 (FAP) 術後デスモイドの1 



例． 

第24 回埼玉外科集談会，さいたま，2006.12.2（口演） 

 

30. 石塚直樹，石橋敬一郎，大澤智徳，横山 勝，石田秀行，高田 伸． 

PET-CT が術前鼡径部リンパ節転移診断に有用であった下部直腸・肛門管癌の1 

例． 

第24 回埼玉外科集談会，さいたま，2006.12.2（口演） 

 

31. 石橋敬一郎，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，三橋敏武，宮崎達也，中田 博，

権田 剛，石田秀行． 

pMP 大腸癌に対する至適リンパ節郭清． 

第66 回大腸癌研究会，大宮，2007.1.19（示説） 

 

32. 岡田典倫，中田 博，横山 勝，宮崎達也，石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行． 

大腸癌におけるSoluble FMS-LIKE TYROSNE KINASE-1 (sFLT-1) レベルと進展，

予後の関係． 

第3 回日本消化管学会総会学術集会，東京，2007.2.1-2（口演） 

 

33. 天野邦彦，中田 博，坂口大介，緒方杏一，石畝 亨，傍島 潤，崎元雄彦，

岡田典倫，三橋敏武，宮崎達也，石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行． 

当科で切除手術を行ったPerianal Paget’s disease の検討． 

第3 回日本消化管学会総会学術集会，東京，2007.2.1-2（示説） 

 

34. 三橋敏武，石橋敬一郎，石畝 亨，傍島 潤，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也，

中田 博，権田 剛，石田秀行． 

大腸穿孔の予後予測に有用なスコアーは何か？ APACHE II とMPI II，PSS との

比較． 

第11 回エンドトキシン血症救命治療研究会，東京，2007.2.9-10 （ワークショ 

ップ） 

 

35. 権田 剛，石田秀行． 

腸間膜静脈血栓症の診断と治療の要点． 

第43 回日本腹部救急医学会総会，東京，2007.3.8-9（口演） 

 

36. 三橋敏武，石橋敬一郎，石畝 亨，傍島 潤，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也，

中田 博，権田 剛，石田秀行． 



大腸穿孔の予後予測に有用なスコアーは何か？ 

第43 回日本腹部救急医学会総会，東京，2007.3.8-9（口演） 

 

37. 石畝 亨，宮崎達也，田島雄介，緒方杏一，吉田 裕，崎元雄彦，中田 博，

石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行． 

十二指腸潰瘍穿孔に対する小切開手術の検討． 

第43 回日本腹部救急医学会総会，東京，2007.3.8-9（口演） 

 

38. 田島雄介，宮崎達也，石畝 亨，緒方杏一，崎元雄彦，中田 博，三橋敏武，

石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行． 

最近経験した胃癌穿孔5 例の検討. 

第 43 回日本腹部救急医学会総会，東京，2007.3.8-9（口演） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



座長・司会 

1. 石田秀行 大腸（1） 

第28 回日本癌局所療法研究会，東京，2006.6.30 

 

2. 石田秀行 小腸良性3（穿孔） 

第61 回日本消化器外科学会定期学術総会，横浜，2006.7.13-15 

 

3. 石田秀行 大腸・肛門・小腸 薬物療法（1） 

第44 回日本癌治療学会総会，東京，2006.10.18-20 

 

4. 石田秀行 消化器全般（1） 

第44 回日本癌治療学会総会，東京，2006.10.18-20 

 

5. 石田秀行 小腸5 

第68 回日本臨床外科学会総会，広島，2006.11.9-11 

 

6. 石田秀行 周術期抗菌剤投与2 

第19 回日本外科感染症学会総会，東京，2006.11.30-12.1 

 

7. 石田秀行 消化管① 

第 3 回日本消化管学会総会学術集会，東京，2007.2.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講演会・懇話会など  

座長・司会 

1. 石田秀行 第1 回大腸癌治療ガイドライン講座 

さいたま，2006.9.1（アドバイザー） 

 

2. 石田秀行 消化器外科緩和ケア懇話会 

さいたま，2006.9.9（座長） 

 

3. 石田秀行 第2 回西部第一（東）医療圏 消化器癌化学療法セミナー 

川越，2006.11.22（座長） 

 


