
 

2007年度学会発表 

国際学会 

1. Gonda T, Nakada H, Ishibashi K, Ishida H. 

The Peutz-Jeghers syndrom and malignant tumor: A Review of the recent literature. 

The 2nd Biennial Scientific Meeting of the International Society for Gastrointestinal 

Hereditary Tumours. Yokohama, Japan, Murch 27-30, 2007 (Poster) 

 

2. Ishiguro T, Miyazaki T, Okada N, Sakimoto T, Ishibashi K, Ishida H. 

Minilaparotomy approach for perforated duoneal ulcer. 

15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 

(EAES). Athens, Greece, July 4-7, 2007 (Poster) 

 

3. Ishiguro T, Miyazaki T, Okada N, Sakimoto T, Ishibashi K, Ishida H. 

Minilaparotomy approach for gastric cancer: Initial experience of 14 cases. 

15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 

(EAES). Athens, Greece, July 4-7, 2007 (Poster) 

 

4. Ishibashi K, Ohsawa T, Ishiguro T, Yokoyama M, Nakada H, Miyazaki T, Gonda T, 

Ishida H. 

Impact of previous laparotomy on curative resection for colon cancer via 

minilaparotomy. 

15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 

(EAES). Athens, Greece, July 4-7, 2007 (Poster) 

 

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

Factors affecting the difficulties in curative right hemicolectomy via minilaparotomy 

approach in non-overweight patients. 

15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 

(EAES). Athens, Greece, July 4-7, 2007 (Poster) 

 

6. Ishibashi K, Ohsawa T, Yokoyama M, Miyazaki T, Nakada H, Gonda T, Ishida H. 

Hepatic lymph node involvement in patients with synchromous multiple liver metastasis 

of colorectal cancer. 

11th Congress of Asian Federation of Coloproctology. Tokyo, Japan, September 20-22, 

2007 (Poster) 



 

国内学会・研究会 

1. 石橋敬一郎，緒方杏一，傍島 潤，大澤智徳，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（H1, 2/H3）における肝所属リンパ節転移． 

第107 回日本外科学会定期学術集会，大阪，2007.4.11-13（口演） 

 

2. 中田 博，石畝 亨，傍島 潤，大澤智徳，崎元雄彦，岡田典倫，石塚直樹，       

横山 勝，三橋敏武，宮崎達也，権田 剛，石田秀行． 

穿孔部位・原因疾患からみた大腸穿孔の予後予測． 

第107 回日本外科学会定期学術集会，大阪，2007.4.11-13（示説） 

 

3. 宮崎達也，加藤広行，木村 仁，猪瀬崇徳，斉藤加奈，田中成岳，中嶋政信，

福地 稔，石畝 亮，崎元雄彦，中田 博，石橋敬一郎，権田 剛，石田秀行， 

 桑野博行． 

食道癌に対する術前化学放射線療法と治療効果判定の限界. 

第61 回日本食道学会学術集会，横浜，2007.6.21-22（示説） 

 

4. 石橋敬一郎，傍島 潤，岡田典倫，横山 勝，宮崎達也，中田 博，権田 剛，

石田秀行． 

mFOLFOX6 療法施行後手術例の末梢神経障害と血中Platinum 濃度． 

第32 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2007.6.22-23（口演） 

 

5. 石橋敬一郎，岡田典倫，傍島 潤，横山 勝，三橋敏武，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16 回日本癌病態治療研究会，東京，2007.6.27-28（口演） 

 

6. 岡田典倫，石橋敬一郎，中田 博，宮崎達也，傍島 潤，三橋敏武，権田 剛，

石田秀行． 

腹腔内洗浄・シスプラチン投与を施行した腹膜偽粘液腫の5 例． 

第29 回日本癌局所療法研究会，東京，2007.6.28-29（口演） 

 

7. 天野邦彦，中田 博，岡田典倫，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行，高橋健夫． 

放射線療法によりCR を得た肛門管扁平上皮癌の1 例． 

第29 回日本癌局所療法研究会，東京，2007.6.28-297（口演） 



 

8. 石橋敬一郎，傍島 潤，大澤智徳，岡田典倫，横山 勝，三橋敏武，宮崎達也，

中田 博，権田 剛，石田秀行． 

大腸癌同時性肝転移における肝所属リンパ節の大きさと転移． 

第29 回日本癌局所療法研究会，東京，2007.6.28-29（口演） 

 

9. 石橋敬一郎，傍島 潤，岡田典倫，石塚直樹，横山 勝，三橋敏武，宮崎達也，

中田 博，権田 剛，石田秀行． 

虫垂原発腹膜偽粘液腫に対してmFOLFOX6 が有効であった1 例． 

第29 回日本癌局所療法研究会，東京，2007.6.28-29（口演） 

 

10. 田島雄介，石橋敬一郎，権田 剛，宮崎達也，中田 博，石田秀行． 

大腸癌同時性肝転移における肝所属リンパ節の大きさと転移． 

第29 回日本癌局所療法研究会，東京，2007.6.28-29（口演） 

 

11. 岡田典倫，傍島 潤，横山 勝，中田 博，大澤智徳，石橋敬一郎，宮崎達也，

石田秀行． 

当科における結腸sm 癌に対する小切開手術の成績． 

第67 回大腸癌研究会，神戸，2007.7.6（示説） 

 

12. 崎元雄彦，宮崎達也，石畝 亨，緒方杏一，外間尚子，小高明雄，石田秀行． 

当院NST における短腸症候群4 例の経験． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（口演） 

 

13. 宮崎達也，加藤広行，木村 仁，斉藤加奈，中島政信，崎元雄彦，中田 博，

石橋敬一郎，石田秀行，桑野博行． 

高度進行食道癌に対する術前化学放射線治療とその効果判定の検討． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（口演） 

 

14. 石橋敬一郎，傍島 潤，岡田典倫，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． 

切除不能・再発大腸癌に対する1st line mFOLFOX6 の治療成績． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（口演） 

 

15. 岡田典倫，中田 博，坂口大介，石畝 亨，緒方杏一，宮崎達也，石橋敬一郎，

権田 剛，石田秀行． 



プロテインC 欠損症による門脈血栓症の1 例． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（口演） 

 

16. 石畝 亨，宮崎達也，緒方杏一，崎元雄彦，中田 博，石橋敬一郎，権田 剛，

石田秀行． 

胃・十二指腸潰瘍穿孔に対する小切開手術の検討． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（口演） 

 

17. 権田 剛，石橋敬一郎，中田 博，石田秀行． 

下部直腸癌pA 症例における筋層外浸潤距離に関する検討． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（口演） 

 

18. 三橋敏武，小高明雄，石橋敬一郎，沖田剛之，坂口大介，傍島 潤， 

宮崎達也，中田 博，権田 剛，石田秀行． 

当科における成人鼠径ヘルニアの治療成績． 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20（示説） 

 

19. 石橋敬一郎，岡田典倫，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，沖田剛之，三橋敏武，

宮崎達也，石田秀行． 

切除不能再発大腸癌に対するmFOLFOX6 療法． 

第45 回日本癌治療学会総会，京都，2007.10.24-26（口演） 

 

20. 岡田典倫，石橋敬一郎，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，沖田剛之，三橋敏武，

宮崎達也，石田秀行． 

外来化学療法におけるmFOLFOX6 療法． 

第45 回日本癌治療学会総会，京都，2007.10.24-26（示説） 

 

21. 宮崎達也，崎元雄彦，久保憲生，天野邦彦，石畝 亨，岡田典倫，三橋敏武，

石橋敬一郎，高橋健夫，石田秀行． 

当科における実地臨床に即した食道癌に対する集学的治療． 

第45 回日本癌治療学会総会，京都，2007.10.24-26（示説） 

 

22. 外間尚子，宮崎達也，久保憲生，天野邦彦，石畝 亨，傍島 潤，崎元雄彦，

岡田典倫，三橋敏武，石橋敬一郎，大畑 敦，菊池 茂，石田秀行． 

全身麻酔下で摘出した食道義歯異物の検討． 

第59 回日本気管食道科学会総会，前橋，2007.11.1-2 （ワークショップ） 



 

23. 宮崎達也，崎元雄彦，久保憲生，石畝 亨，石橋敬一郎，加藤広行， 

桑野博行，石田秀行． 

食道癌に対する補助療法の戦略． 

第59 回日本気管食道科学会総会，前橋，2007.11.1-2（口演） 

 

24 久保憲生，宮崎達也，外間尚子，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦，岡田典倫，

三橋敏武，石橋敬一郎，石田秀行． 

食道類基底細胞癌の臨床病理学的検討． 

第59 回日本気管食道科学会総会，前橋，2007.11.1-2（示説） 

 

25. 岡田典倫，石橋敬一郎，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，石畝 亨，沖田剛之，

三橋敏武，宮崎達也，中田 博，権田 剛，石田秀行． 

mFOLFOX6 療法の末梢神経障害に対するCa/Mg 剤投与と血中白金濃度． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（シンポジウム） 

 

26. 石橋敬一郎，岡田典倫，久保憲生，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳，横山 勝，

宮崎達也，石田秀行． 

大腸癌組織中のDihydripyrimidine dehydrogenase (DPD) 発現量とTS-1 の効果． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（口演） 

 

27. 三橋敏武，石橋敬一郎，岡田典倫，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳，横山 勝，

沖田剛之，宮崎達也，石田秀行． 

穿孔形式に着目した大腸癌穿孔症例の検討． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（口演） 

 

28. 横山 勝，大澤智徳，傍島 潤，石畝 亨，岡田典倫，崎元雄彦，三橋敏武，

宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行，橋本大定． 

当科における小切開手術の変遷と成績． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（口演） 

 

29. 久保憲生，石橋敬一郎，岡田典倫，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳，横山 勝，

宮崎達也，石田秀行． 

大腸MP 癌のリンパ節転移の予測は術前に可能か． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（口演） 

 



30. 石橋敬一郎，岡田典倫，傍島 潤，石畝 亨，沖田剛之，大澤智徳，横山 勝，

宮崎達也，石田秀行． 

切除不能・再発大腸癌に対するmFOLFOX6 の治療成績と副作用． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（口演） 

 

31. 石畝 亨，崎元雄彦，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行． 

虫垂原発悪性MALT リンパ腫の1 例． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（示説） 

 

32. 岡田典倫，石橋敬一郎，久保憲生，石畝 亨，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，

宮崎達也，石田秀行，岡田武倫． 

大腸癌同時性肝転移における肝所属リンパ節転移診断は術前CT で可能か． 

第62 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2007.11.2-3（示説） 

 

33. 大野瑠美子，宮崎達也，久保憲生，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦， 

石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行，加藤真吾，屋嘉比康治． 

術中内視鏡が切除範囲の決定に有用であった空腸動静脈奇形（AVM）の1 例． 

第33 回日本消化器内視鏡学会 埼玉部会 学術講演会，さいたま，2007.11.3（口 

演） 

 

34. 横山 勝，石橋敬一郎，大澤智徳，桑原公亀，傍島 潤，石畝 亨，崎元雄彦，

岡田典倫，沖田剛之，三橋敏武，宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

原発巣・肝転移同時切除後の感染． 

第20 回日本外科感染症学会総会，東京，2007.11.7-9（口演） 

 

35. 石橋敬一郎，久保憲生，傍島 潤，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，横山 勝，

三橋敏武，宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

JNIS における結腸手術と直腸手術の分類は適切か？ 

第20 回日本外科感染症学会総会，東京，2007.11.7-9（口演） 

 

36. 久保憲生，石畝 亨，外間尚子，天野邦彦，崎元雄彦，宮崎達也， 

石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

JNIS (ESOP) による術後感染サーベイレンスの妥当性と至適T 値の検討． 

第20 回日本外科感染症学会総会，東京，2007.11.7-9（口演） 

 

37. 石畝 亨，大澤智徳，外間尚子，久保憲生，北岡 斎，崎元雄彦，岡田典倫，



宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

当科における潰瘍性大腸炎根治術後の感染性合併症と対策． 

第20 回日本外科感染症学会総会，東京，2007.11.7-9（口演） 

 

38. 石畝 亨，大澤智徳，外間尚子，久保憲生，北岡 斎，崎元雄彦，岡田典倫，

宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

骨盤内臓全摘術後の手術部位感染． 

第20 回日本外科感染症学会総会，東京，2007.11.7-9（口演） 

 

39. 久保憲生，宮崎達也，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦，石橋敬一郎， 

松木盛行，石田秀行． 

当科における残胃の癌の検討． 

第37 回胃外科・術後障害研究会，大阪，2007.11.9-10（口演） 

 

40. 石橋敬一郎，石畝 亨，傍島 潤，岡田典倫，大澤智徳，横山 勝，沖田剛之，

三橋敏武，宮崎達也，石田秀行． 

Peutz-Jeghers 症候群に対する術中小腸内視鏡、ポリペクトミーの工夫． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（ビデオセッション） 

 

41. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，傍島 潤，沖田剛之，三橋敏武，横山 勝，

宮崎達也，石田秀行． 

地域がん診療連携拠点病院における大腸癌に対するmFOLFOX6 療法の現状と

問題点． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

42. 宮崎達也，石畝 亨，久保憲生，天野邦彦，崎元雄彦，岡田典倫，三橋敏武，

石橋敬一郎，石田秀行． 

消化管手術におけるSSI 対策の試み． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

43. 岡田典倫，石橋敬一郎，宮崎達也，石畝 亨，傍島 潤，沖田 剛之， 

三橋敏武，石田秀行． 

当科における外来化学療法の実績と問題点． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

44. 石畝 亨，久保憲生，天野邦彦，崎元雄彦，宮崎達也，石橋敬一郎， 



石田秀行． 

胃癌手術手技標準化における効果の検討． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

45. 天野邦彦，宮崎達也，崎元雄彦，石畝 亨，久保憲生，石田秀行，小澤文明． 

診断に難渋した原発性十二指腸癌の一例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

46. 幡野 哲，宮崎達也，外間尚子，細沼知則，沖田剛之，三橋敏武， 

石橋敬一郎，藤野幸夫，望月智之，石田秀行． 

CT、血管造影検査で診断、止血しえた小腸潰瘍出血の1 例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

47. 田島雄介，石橋敬一郎，岡田典倫，傍島 潤，北岡 斎，宮崎達也，石田秀行． 

救命し得た横行結腸癌非癌部穿孔に伴うバリウム腹膜炎の1 例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

48. 北岡 斎，岡田典倫，傍島 潤，田島雄介，石井正嗣，石橋敬一郎，宮崎達也，

石田秀行． 

小腸穿孔の原因となった魚骨が、腸管内を移動した興味ある1 例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

49. 横山 勝，天野邦彦，北岡 斎，石畝 亨，傍島 潤，大澤智徳，崎元雄彦， 

岡田典倫，沖田剛之，三橋敏武，宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行． 

特別な器械を必要としない小切開結腸癌根治手術． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

50. 大澤智徳，石橋敬一郎，外間尚子，沖田剛之，三橋敏武，横山 勝，中田 博，

北岡 斎，天野邦彦，田島雄介，石田秀行． 

当科における潰瘍性大腸炎の手術成績． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

51. 外間尚子，石橋敬一郎，沖田剛之，三橋敏武，岡田典倫，崎元雄彦， 

宮崎達也，石田秀行． 

妊娠中の急性虫垂炎に関する検討． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 



 

52. 石畝 亨，久保憲生，天野邦彦，崎元雄彦，岡田典倫，宮崎達也， 

石橋敬一郎，石田秀行，赤木大輔，松本春信，佐藤 紀． 

小腸虚血・梗塞性病変手術症例の検討． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

53. 沖田剛之，小高明雄，石橋敬一郎，三橋敏武，石畝 亨，岡田典倫， 

崎元雄彦，宮崎達也，傍島 潤，石田秀行． 

成人鼠径ヘルニア修復術Mesh Plug 法の再発形式． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

54. 久保田 将，宮崎達也，久保憲生，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦，岡田典倫，

三橋敏武，石橋敬一郎，石田秀行． 

左胃動脈破裂に対して緊急手術を施行した悪性関節リウマチの1 例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

55. 石井正嗣，宮崎達也，久保憲生，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦，岡田典倫，

三橋敏武，石橋敬一郎，石田秀行． 

6cm 大の幽門下リンパ節転移を伴った多発早期胃癌の1 例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

56. 久保憲生，宮崎達也，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦，石橋敬一郎， 

石田秀行. 

リンパ節転移を認めた胃gastrointestinal stromal tumor (GIST) の1 例． 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1（口演） 

 

57. 外間尚子，宮崎達也，田島雄介，岡田典倫，中田 博，石橋敬一郎， 

松木盛行，鈴木 毅，中山光男，石田秀行． 

転移病巣に対して複数回手術施行したspindle cell sarcoma の1 例． 

第25 回埼玉外科集談会，さいたま，2007.12.1（口演） 

 

58. 幡野 哲，岡田典倫，宮崎達也，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

出産直後に診断されたstageⅣ大腸癌の1 例． 

第25 回埼玉外科集談会，さいたま，2007.12.1（口演） 

 

59. 横山 勝，石橋敬一郎，桑原公亀，石畝 亨，傍島 潤，大澤智徳，崎元雄彦，



岡田典倫，沖田剛之，三橋敏武，宮崎達也，松木盛行，石田秀行，福田祐樹，

儀賀理暁，山畑 健，江口圭介，中山光男． 

大腸癌肺転移切除症例の検討． 

第68 回大腸癌研究会，久留米，2008.1.25（口演） 

 

60. 中村悦子，阿部ふみ，梶原美奈子，横田成子，横山 勝，石橋敬一郎， 

石田秀行． 

一時的回腸人工肛門ケアの現状と今後の課題． 

第25 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会，札幌，2008.2.1-2（口演） 

 

61. 宮崎達也，加藤広行，久保憲生，猪瀬崇徳，石畝 亨，中島政信，福地 稔，

岡田典倫，崎元雄彦，三橋敏武，石橋敬一郎，桑野博行，石田秀行． 

食道癌における複数の評価因子を用いた悪性度評価の臨床応用の可能性． 

第4 回日本消化管学会総会学術集会，札幌，2008.2.7-8（口演） 

 

62. 石畝 亨，久保憲生，北岡 斎，幡野 哲，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也， 

石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

術当日限定Cefazolin 投与下のJNIS 分類を用いた胃癌手術手術部位感染の検討． 

第80 回日本胃癌学会総会，横浜，2008.2.27-29（示説） 

 

63. 宮崎達也，久保憲生，天野邦彦，石畝 亨，崎元雄彦，石橋敬一郎， 

松木盛行，石田秀行． 

残胃癌28 例の検討． 

第80 回日本胃癌学会総会，横浜，2008.2.27-29（示説） 

 

64. 幡野 哲，久保憲生，石畝 亨，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行，豊住康夫． 

AFP 産生早期残胃癌の1 例． 

第80 回日本胃癌学会総会，横浜，2008.2.27-29（示説） 

 

65. 石橋敬一郎，石畝 亨，久保憲生，岡田典倫，大澤智徳，三橋敏武，横山 勝，

宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

PMX-DHP を施行した大腸癌穿孔症例の術後補助化学療法への移行率と予後． 

第12 回エンドトキシン血症救命治療研究会，久留米，2008.2.28-29（口演） 

 

66. 久保憲生，石畝 亨，天野邦彦，崎元雄彦，横山 勝，大澤智徳，宮崎達也，



石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

大腸穿孔術後にPMX－DHP を施行した症例の臨床的パラメータの変動～生存

例と死亡例の比較～． 

第12 回エンドトキシン血症救命治療研究会，久留米，2008.2.28-29（口演） 

 

67. 佐野元彦，井上尚彦，木村昌行，島田ひろみ，永井芙佐子，岡田典倫， 

石橋敬一郎，石田秀行． 

インヒューザーポンプの投与所要時間に及ぼすオキサリプラチン、イリノテカ

ンおよび5-FU の影響． 

第 6 回日本臨床腫瘍学会学術総会，久留米，2008.3.20-21（示説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



座長・司会 

1. 石田秀行 化学療法 

第16 回日本癌病態治療研究会，東京，2007.6.27-28 

 

2. 石田秀行 大腸・肛門 診断・検査2 

第62 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2007.7.18-20 

 

3. 石田秀行 消化器 進行・再発癌の治療（1） 

第45 回日本癌治療学会総会，京都，2007.10.24-26 

 

4. 石田秀行 小腸5 

第69 回日本臨床外科学会総会，横浜，2007.11.29-12.1 

 

5. 石田秀行 診断、非外科治療、内視鏡治療 

第68 回大腸癌研究会，福岡，2008.1.254. 石田秀行 大腸癌化学療法WEB 講演

会 

川越，2007.4.20 （司会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講演会・懇話会など  

座長・司会 

1. 石田秀行 関東第一（さいたま）座談会 

さいたま，2007.6.8（司会） 

 

2. 石田秀行 川越市外来化学療法講演会 

川越，2007.6.15（座長） 

 

3. 石田秀行 第3 回 大腸癌治療ガイドライン講座 

川越，2007.9.14 

 

4. 石田秀行 川越市外科医会臨床検討会 

川越，2007.9.19 （司会） 

 

5. 石田秀行 埼玉コロンセミナー特別講演 

川越，2007.9.19 （司会） 

 

6. 石田秀行 大腸癌外来化学療法研究会 

浦和，2007.12.8（座長） 

 

7. 石田秀行 アバスチン川越カンファレンス 

川越，2008.3.12（特別講演司会） 

 

8. 石田秀行 座談会 

東京，2008.3.12（特別講演司会） 

 

 

講演 

1. 大腸癌化学療法の臨床研究実施について 

石田秀行 

西埼玉消化器ONCOLOGY 研究会，川越，2007.11.14 

 

2. 消化器がん化学療法と地域連携 

石田秀行 

消化器がん化学療法と地域連携学術講演会，盛岡，2007.11.16 

 



3. 大腸癌治療と地域連携 

石田秀行 

大腸癌治療地域連携講演会，金沢，2007.11.24 

 

その他の発表 

1. 幽門下リンパ節の著明な腫大を伴った早期胃癌の1 例. 

宮崎達也 

第 2 回 川越 胃がん勉強会，川越，2007.2.9 


