
 

2008年度学会発表 

 

国際学会 

1. Ishibashi K, Okada N, Ishiguro T, Yokoyama M, Miyazaki M, Matsuki M, Ishida H. 

Effect of Ca/Mg on neurotoxicity and blood concentration of platinum therapy: A prospective 

randomized study. 

44th Annual Meeting of American Society of Clinical Oncology (ASCO). Chicago, USA, May 

30-June 3, 2008 (Poster) 

 

2. Yokoyama M, Tajima Y, Hokama N, Kitaoka T, Hatano S, Ishiguro T, Kuwabara K, Sakimoto T, 

Okada N, Okita T, Mitsuhashi T, Miyazaki T, Ishibashi K, Matsuki M, Ishida H. 

Oncological outcomes of curative colectomy via minilaparotomy for stage Ⅱ and stage Ⅲ colon 

cancer. 

International union against cancer UICC World Cancer Congress. Geneva, Switzerland , August 

27-31, 2008 (Poster) 

 

3. Miyazaki T, Kato H, Nakajima M, Fukuchi M, Yokoyama M, Ishibashi K, Kuwano H, Matsuki M, 

Ishida H. 

FAK overexpression is correlated with tumour invasiveness and lymph node metastasis in 

oesophageal squamous cell carcinoma. 

International union against cancer UICC World Cancer Congress. Geneva, Switzerland , August 

27-31, 2008 (Poster) 

 

4. Ishibashi K , Yokoyama M , Kuwabara K , Ishii M, Ishiguro T , Osawa T, Okada N, Matsuki M, 

Ishida H. 

Factors affecting the prognosis of patients who underwent resection of pulmonary metastasis from 

colorectal cancer. 

International Society of University Colon & Rectal Surgeons. San Diego, USA, September 13-17, 

2008 (Oral) 

 

5. Kuwabara K, Ishibashi K , Ishii M, Ishiguro T , Osawa T , Okada N, Yokoyama M, Miyazaki T , 

Matsuki M, Ishida H. 

Intermediate results of a prospective randomized study assessing a brief course of perioperative 

intravenous antimicrobial prophylaxis in rectal cancer surgery. 

International Society of University Colon & Rectal Surgeons. San Diego, USA, September 13-17, 



2008 (Oral) 

 

6. Ishibashi K, Kuwabara K, Ishii M , Ishiguro T , Osawa T , Okada N , Yokoyama M, Miyazaki T, 

Matsuki M, Ishida H. 

Hepatic lymph node involvement in patients with synchronous liver metastasis of colorectal cancer. 

International Society of University Colon & Rectal Surgeons. San Diego, USA, September 13-17, 

2008 (Oral) 

 

7. Ishii M, Ishibashi K, Yokoyama M, Kuwabara K, Ishiguro T, Ohsawa T, Okada N, Miyazaki T, 

Matsuki M, Ishida H. 

Peudo-Meigs' syndrome caused by ovarian metastasis from colorectal cancer: report of 4 cases and 

review of the Japanese literature. 

International Society of University Colon & Rectal Surgeons. San Diego, USA, September 13-17, 

2008 (Poster) 

 

8. Ishibashi K , Miyazaki T, Ishiguro T, Okada N, Yokoyama M, Ishida H. 

Clinical significance of plasma level of vascular endothelial growth factor-C in patients with 

colorectal cancer. 

The 11th Japan-China-Korea Symposium for Colorectal Cancer. Tokyo, Japan, December 4-5. 2008 

(Oral) 

 

9. Ishibashi K, Okada N, Ishiguro T, Miyazaki T, Yokoyama M, Ishida H. 

Polymorphisms of TS and ERCC1 in metastatic colorectal cancer treated by first line mFOLFOX6 

regimen. 

The 11th Japan-China-Korea Symposium for Colorectal Cancer. Tokyo, Japan, December 4-5. 2008 

(Oral) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国内学会・研究会 

1. 石畝 亨，久保憲生，大澤智徳，横山 勝，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と予後． 

第108 回日本外科学会定期学術集会，長崎，2008.5.15-17（示説） 

 

2. 石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，三橋敏武，宮崎達也，

松木盛行，石田秀行． 

結腸癌手術における経静脈抗菌薬の投与期間短縮化に関するprospective randomized study 

－最終報告－． 

第108 回日本外科学会定期学術集会，長崎，2008.5.15-17（示説） 

 

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

石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

食道癌手術における手術部位感染（SSI）リスク評価法の検討（JNIS vs. E-PASS）． 

第108 回日本外科学会定期学術集会，長崎，2008.5.15-178（示説） 

 

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

宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

Ca/Mg 剤投与がmFOLFOX6 療法中の末梢神経障害と血中白金濃度に与える影響． 

第108 回日本外科学会定期学術集会，長崎，2008.5.15-17（示説） 

 

5. 三橋敏武，宮崎達也，崎元雄彦，久保憲生，石畝 亨，岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，高橋健夫，石田秀行． 

遠隔転移を有する食道癌に対する化学療法、化学放射線治療の意義． 

第30 回日本癌局所療法研究会，久留米，2008.5.30（シンポジウム） 

 

6. 石畝 亨，北岡 斎，幡野 哲，崎元雄彦，三橋敏武，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行． 

肝門部リンパ節転移に対し、ステント留置後mFOLFOX6 を導入し得た若年女性直腸癌多発

肝転移の1 例． 

第30 回日本癌局所療法研究会，久留米，2008.5.30（口演） 

 

7. 石橋敬一郎，横山 勝，岡田典倫，石畝 亨，大澤智徳，三橋敏武，宮崎達也，松木盛行，

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30 回日本癌局所療法研究会，久留米，2008.5.30（口演） 



 

8. 石橋敬一郎，横山 勝，岡田典倫，石畝 亨，大澤智徳，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，中山光男，菊地功次． 

大腸癌肝肺転移切除例の検討． 

第30 回日本癌局所療法研究会，久留米，2008.5.30（口演） 

 

9. 横山 勝，田島雄介，外間尚子，北岡 斎，幡野 哲，石畝 亨，桑原公亀，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，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，菊地功次． 

新規抗癌剤導入時代の大腸癌肺転移に対する外科治療における諸問題． 

第30 回日本癌局所療法研究会，久留米，2008.5.30（口演） 

 

10. 石橋敬一郎，岡田典倫，横山 勝，石畝 亨，沖田剛之，三橋敏武，宮崎達也，松木盛行，

石田秀行． 

結腸癌に対する小切開手術の根治性と整容性． 

第33 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2008.6.12-13（シンポジウム） 

 

11. 石橋敬一郎，岡田典倫，横山 勝，石畝 亨，沖田剛之，三橋敏武，宮崎達也，松木盛行，

石田秀行． 

大腸癌Trymidine phosphorylase (TP),Vascular endothelial growth factor (VEGF) 発現． 

第33 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2008.6.12-13（示説） 

 

12. 久保田 将，岡田典倫，石畝 亨，北岡 斎，崎元雄彦，三橋敏武，宮崎達也，横山 勝，

石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

急速な転帰をとった成人後腹膜横紋筋肉腫の1 例． 

第33 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2008.6.12-13（示説） 

 

13. 石畝 亨，北岡 斎，幡野 哲，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，

石田秀行． 

早期胃癌に対する小切開手術30 例の短期手術成績． 

第33 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2008.6.12-13（示説） 

 

14. 久保憲生，石橋敬一郎，石畝 亨，岡田典倫，沖田剛之，横山 勝，宮崎達也，松木盛行，

石田秀行，桑野博行． 

術前評価可能因子による大腸mp 癌のリンパ節転移予測の試み． 

第33 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2008.6.12-13（示説） 



 

15. 石畝 亨，石橋敬一郎，岡田典倫，桑原公亀，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，石田秀行． 

高齢者に対するmFOLFOX6 療法の安全性と有効性． 

第29 回癌免疫外科研究会，東京，2008.6.19-20（口演） 

 

16. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，沖田剛之，三橋敏武，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3 剤投与の妥当性． 

第29 回癌免疫外科研究会，東京，2008.6.19-20（口演） 

 

17. 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，松木盛行，

石田秀行． 

実地臨床におけるstageⅢ結腸癌に対するPSK 投与状況． 

第29 回癌免疫外科研究会，東京，2008.6.19-20（口演） 

 

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

松木盛行，石田秀行． 

食道類基底細胞癌7 例の検討． 

第62 回日本食道学会学術集会，東京，2008.6.21-22（示説） 

 

19. 宮崎達也，外間尚子，久保憲生，石畝 亨，崎元雄彦，岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行． 

食道異物97 例の検討． 

第62 回日本食道学会学術集会，東京，2008.6.21-22（示説） 

 

20. 石畝 亨，北岡 斎，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

特別な器械を必要としない結腸癌小切開手術のfeasibility とsafety． 

第3 回小切開・鏡視下手術研究会，徳島，2008.6.20-21（口演） 

 

21. 石畝 亨，北岡 斎，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

T1N0M0 胃癌に対する小切開手術33 例の短期手術成績． 

第3 回小切開・鏡視下手術研究会，徳島，2008.6.20-21（口演） 

 

22. 石橋敬一郎，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，八尾隆史． 

大腸sm、mp 癌のリンパ節転移は術前予測可能か？ 



第69 回大腸癌研究会，横浜，2008.7.4（口演） 

 

23. 宮崎達也，久保憲生，石畝 亨，外間尚子，崎元雄彦，岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行． 

右開胸食道癌手術におけるSSI の検討． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（口演） 

 

24. 横山 勝，石橋敬一郎，石畝 亨，桑原公亀，岡田典倫，沖田剛之，三橋敏武，宮崎達也，

松木盛行，石田秀行． 

StageⅡ/Ⅲ結腸癌に対する小切開根治術後の予後． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（口演） 

 

25. 石畝 亨，幡野 哲，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，辻 美隆，松木盛行，

石田秀行． 

早期胃癌における小切開（6-7cm）幽門側胃切除術26 症例の検討． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（口演） 

 

26. 岡田典倫，石橋敬一郎，石畝 亨，沖田剛之，三橋敏武，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mFOLFOX6 療法（1 次治療）FOLFIRI 療法（2 次療法）． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（口演） 

 

27. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，沖田剛之，三橋敏武，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5-FU, L-OHP, CPT-11 3 剤投与の妥当性の評価． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（口演） 

 

28. 外間尚子，石畝 亨，桑原公亀，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・腹会陰式直腸切断術の手術部位感染． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（口演） 

 

29. 石井正嗣，石畝 亨，北岡 斎，幡野 哲，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行． 

成人腸間膜膿腫4 症例の検討． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（示説） 



 

30. 横山洋三，持木彫人，藍原龍介，大野哲郎，桑野博行． 

若年者に発生した小網発生GIST の1 例． 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18（示説） 

 

31. 近 範泰，宮崎達也，横山洋三，北岡 斎，石畝 亨，崎元雄彦，岡田典倫，沖田剛之，

横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行，佐藤恵子，屋嘉比康治． 

全身麻酔下内視鏡摘出術を施行した食物異物（ティースプーン）の1 例． 

第34 回日本消化器内視鏡学会 埼玉部会 学術講演会，さいたま，2008.10.11（口演） 

 

32. 横山 勝，石橋敬一郎，田島雄介，外間尚子，幡野 哲，石畝 亨，桑原公亀，崎元雄彦，

岡田典倫，沖田剛之，宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

大腸癌肺転移のstage 分類（案）． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（ワークショップ） 

 

33. 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，松木盛行，

石田秀行． 

大腸穿孔症例および大腸癌待機手術症例におけるHMGB-1 術後推移． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（口演） 

 

34. 桑原公亀，石橋敬一郎，横山 勝，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，三橋敏武，宮崎達也，

松木盛行，石田秀行． 

結腸癌待機手術におけるmechanical cleansing-sennoside はpolyethylene glycol に代替し得る

か． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（口演） 

 

35. 石橋敬一郎，傍島 潤，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，横山 勝，

松木盛行，石田秀行． 

大腸癌原発巣・肝転移巣におけるTP 発現：癌細胞中mRNA 発現と腫瘍組織中蛋白発現量

の比較． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（口演） 

 

36. 横山 勝，石橋敬一郎，田島雄介，外間尚子，幡野 哲，石畝 亨，桑原公亀，崎元雄彦，

岡田典倫，沖田剛之，宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

大腸癌原発巣・肝転移巣におけるDPD 発現：癌細胞中mRNA 発c2亮現と腫瘍組織中蛋白発

現量の比較． 



第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（口演） 

 

37. 岡田典倫，石橋敬一郎，沖田剛之，三橋敏武，桑原公亀，横山 勝，宮崎達也， 

松木盛行，石田秀行． 

大腸癌非治癒手術症例におけるmFOLFOX6 の奏効・非奏効・導入不能例と予後． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（口演） 

 

38. 近 範泰，石橋敬一郎，横山 勝，宮崎達也，松木盛行，石田秀行，松田隆晴，諸角誠人，

山田拓己． 

精索に接して孤立性転移をきたした盲腸癌の1 例． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（示説） 

 

39. 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，松木盛行，

石田秀行． 

大腸癌同時性肝転移症例における肝転移grade 分類および肝所属リンパ節転移の意義． 

第63 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2008.10.17-18（示説） 

 

40. 宮崎達也，石橋敬一郎，石田秀行． 

大腸癌における血漿中のVEGF-C レベルの臨床学的意義． 

第67 回日本癌学会学術総会，名古屋，2008.10.28-30（ワークショップ） 

 

41. 石橋敬一郎，宮崎達也，石田秀行． 

転移性大腸癌に対して1 次治療としてmFOLFOX6 療法例におけるTS, ERCC1遺伝子多型． 

第67 回日本癌学会学術総会，名古屋，2008.10.28-30（ワークショップ） 

 

42. 宮崎達也，石畝 亨，崎元雄彦，横山洋三，幡野 哲，岡田典倫，三橋敏武，石橋敬一郎，

松木盛行，高橋健夫，石田秀行． 

当科における食道癌ハイリスク症例の治療選択とその成績． 

第46 回日本癌治療学会総会，名古屋，2008.10.30-11.1（パネルディスカッション） 

 

43. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，桑原公亀，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，石田秀行． 

有害事象が原因でmFOLFOX6 療法を中止とした切除不能・再発大腸癌の検討． 

第46 回日本癌治療学会総会，名古屋，2008.10.30-11.1（口演） 

 

44. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，沖田剛之，桑原公亀，外間尚子，宮崎達也， 

石田秀行． 



大腸癌化学療法におけるBevacizumab 併用治療で認められる副作用． 

第46 回日本癌治療学会総会，名古屋，2008.10.30-11.1（示説） 

 

45. 横山洋三，石橋敬一郎，宮崎達也，石畝 亨，近 範泰，崎元雄彦，石橋敬一郎， 

岡田典倫，横山 勝，松木盛行，石田秀行． 

姑息手術施行後の胃癌化学療法の検討． 

第37 回胃外科・術後障害研究会，東京，2006.11.6-7（口演） 

 

46. 石橋敬一郎，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． 

大腸手術における手術手技・周術期管理の標準化とSSI 防止効果． 

第21 回日本外科感染症学会総会，札幌，2008.11.5-7（ワークショップ） 

 

47. 桑原公亀，石橋敬一郎，石畝 亨，横山 勝，宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

大腸穿孔症例における術後創感染対策． 

第21 回日本外科感染症学会総会，札幌，2008.11.5-7（口演） 

 

48. 石畝 亨，石橋敬一郎，桑原公亀，崎元雄彦，岡田典倫，沖田剛之，宮崎達也，横山 勝，

松木盛行，石田秀行． 

重症大腸穿孔に対するPMX-DHP およびCHDF の効果と限界． 

第21 回日本外科感染症学会総会，札幌，2008.11.5-7（パネルディスカッション） 

 

49. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，宮崎達也，石田秀行． 

mFOLFOX6 の治療成績と血漿VEGF 関連因子． 

第21 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会，東京，2008.11.18-19（ワークショップ） 

 

50. 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，松木盛行，

石田秀行． 

FOLFIRI 療法にavastin 併用は有効か． 

第21 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会，東京，2008.11.18-19（ワークショップ） 

 

51. 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，松木盛行，

石田秀行． 

実施臨床におけるstageⅢ結腸癌に対するUFT/PSK 投与の治療成績. 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（ワークショップ） 

 



52. 石橋敬一郎，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，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． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

53. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，沖田剛之，桑原公亀，外間尚子，石畝 亨，宮崎達也，

石田秀行． 

FOLFOX 治療中に発症したアレルギー症例の検討． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

54. 岡田典倫，石橋敬一郎，横山 勝，沖田剛之，桑原公亀，外間尚子，石畝 亨，宮崎達也，

石田秀行． 

FOLFOX 治療における末梢神経障害の評価方法の検討． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

55. 石畝 亨，石橋敬一郎，岡田典倫，桑原公亀，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，石田秀行． 

高齢者大腸癌に対するmFOLFOX6/FOLFILI 療法． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

56. 桑原公亀，石橋敬一郎，岡田典倫，横山 勝，宮崎達也，松木盛行，石田秀行． 

潰瘍性大腸炎に合併した大腸Inflammatory fibroid polyp の1 例． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

57. 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， 

松木盛行，石田秀行． 

妊娠中の急性虫垂炎に関する検討（第2 報）． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

58. 幡野 哲，横山 勝，外間尚子，北岡 斎，石畝 亨，桑原公亀，傍島 潤，崎元雄彦， 

岡田典倫，沖田剛之，宮崎達也，石橋敬一郎，松木盛行，石田秀行． 

当院手術室における手洗い法についての取り組みと変遷． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

59. 久保田 将，幡野 哲，傍島 潤，崎元雄彦，沖田剛之，横山 勝，宮崎達也，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行． 

CT で術前診断し得た鼠径ヘルニア嵌頓による続発性大網捻転症の1 例． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 



 

60. 横山洋三，宮崎達也，近 範泰，北岡 斎，石畝 亨，岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行． 

腹腔鏡下に摘出した後腹膜原発粘液性嚢胞腺腫の1 例． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

61. 石井正嗣，岡田典倫，桑原公亀，外間尚子，石畝 亨，横山 勝，石橋敬一郎，宮崎達也，

松木盛行，石田秀行． 

当科における非閉塞腸管虚血症の4 例． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

62. 猪野 梓，横山 勝，沖田剛之，幡野 哲，久保田 将，岡田典倫，石橋敬一郎，宮崎達也，

松木盛行，石田秀行． 

プロテインC 欠乏症による門脈血栓症を認めた1 例． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（口演） 

 

63. 三橋敏武，宮崎達也，崎元雄彦，久保憲生，石畝 亨，岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，

松木盛行，石田秀行，高橋健夫． 

StageⅣb 食道癌に対するchemoradiation のQOL に対する影響． 

第70 回日本臨床外科学会総会，東京，2008.11.27-29（示説） 

 

64. 田島雄介，宮崎達也，近 範泰，横山洋三，石畝 亨，横山 勝，石橋敬一郎，松木盛行，

石田秀行． 

急速な転帰をたどった胃内分泌細胞癌の1 例． 

第26 回埼玉外科集談会，さいたま，2008.11.29（口演） 

 

65. 石井正嗣，石橋敬一郎，横山 勝，桑原公亀，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，宮崎達也，

松木盛行，石田秀行． 

S 状結腸癌卵巣転移によるpseudo-Meigs’症候群の1 例． 

第26 回埼玉外科集談会，さいたま，2008.11.29（口演） 

 

66. 久保田 将，横山 勝，幡野 哲，沖田剛之，宮崎達也，石橋敬一郎，松木盛行， 

石田秀行． 

mFOLFOX6 で著効が得られた直腸癌・同時性肝転移の1 例． 

第26 回埼玉外科集談会，さいたま，2008.11.29（口演） 

 



67. 三橋敏武，中村浩一，石原 斌，石田秀行． 

胃瘻チューブ交換時の腹腔内挿入を、緊急内視鏡で交換した1 例． 

第87 回日本消化器内視鏡学会関東地方会，東京，2008.12.12-13（口演） 

 

68. 石畝 亨，石橋敬一郎，大澤智徳，崎元雄彦，宮崎達也，横山 勝，松木盛行，石田秀行． 

リンパ節の大きさからみた下部直腸・肛門管癌における所属リンパ節転移診断の問題点． 

第70 回大腸癌研究会，東京，2009.1.16（口演） 

 

69. 崎元雄彦，森ひろみ，箕輪雄一，荒牧瑞江，竹内恭子，原島典子，小高明雄． 

栄養管理計画書を用いたモニタリングシステムの有効性についての検討． 

第24 回静脈経腸栄養学会，鹿児島，2009.1.29-30（示説） 

 

70. 桑原公亀，石橋敬一郎，石畝 亨，岡田典倫，崎元雄彦，横山 勝，宮崎達也，松木盛行，

石田秀行． 

最近10 年間に経験した大腸穿孔の検討． 

第46 回埼玉県医学会総会，さいたま，2009.2.22 （口演） 

 

71. 桑原 公亀，石橋敬一郎，横山 勝，梶原美奈子，松木盛行，石田秀行． 

汎発性膿性・糞便性腹膜炎を併発する大腸穿孔における人工肛門関連合併症対策． 

第26 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会，青森，2009.2.27-28（口演） 

 

72. 宮崎達也，横山洋三，石畝 亨，近 範泰，崎元雄彦，岡田典倫，横山 勝，石橋敬一郎，

山田博文，松木盛行，石田秀行． 

実地医療における根治切除不能胃癌に対するS-1+CDDP 療法の妥当性． 

第 81 回日本胃癌学会総会，東京，2009.3.4-6（示説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

座長・司会 



1. 石田秀行 大腸（化学療法－１） 

第108 回日本外科学会定期学術集会，長崎，2008.5.15-17 

 

2. 石田秀行 分子標的・抗体療法（臨床）2008 年6 月19 日 

第29 回癌免疫外科研究会，東京，2008.6.19-20 

 

3. 宮崎達也 異物 2006 年6 月21 日 

第62 回日本食道学会学術集会，東京，2008.6.21-22 

 

4. 石田秀行 一般演題１ 

第17 回日本癌病態治療研究会，京都，2008.6.26-27 

 

5. 石田秀行 消化器外科医必見の肛門疾患ベストトリートメント 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18 

 

6. 石橋敬一郎 大腸悪性9 

第63 回日本消化器外科学会定期学術総会，札幌，2008.7.16-18 

 

7. 石田秀行 大腸SM 癌 

第63 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2008.10.17-18 

 

8. 石田秀行 大腸・肛門 進行・再発2 

第46 回日本癌治療学会総会，名古屋，2008.10.30-11.1 

 

9. 石田秀行 大腸・肛門 進行・再発2 

第21 回日本バイオセラピィ学会学術集会総会，東京，2008.11.18-19 

 

10. 石田秀行 大腸Ⅰ 2008 年11 月29 日 

第26 回埼玉県外科集談会，さいたま，2008.11.29 

 

11. Hideyuki Ishida New approach of colorectal cancer surgery. 

11th Japan-China-Korea Symposium for Colorectal Cancer. Tokyo, Japan, December 

4-5. 2008 

 

12. 石田秀行 ドレナージ1 

第 26 回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会，青森，2009.2.27-28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講演会・懇話会など  



座長・司会 

1. 松木盛行 川越外科臨床研究会 

川越，2008.9.25（座長） 

 

2. 石田秀行 第2 回川越外来化学療法懇話会 

川越，2008.10.15（座長） 

 

3. 石田秀行 第10 回川越消化器病談話会 

川越，2008.10.23（座長） 

 

4. 石田秀行 第10 回 侵襲と生体反応研究会 

東京，2009.2.21（司会） 

 

5. 石田秀行 埼玉大腸がん治療セミナー 

さいたま，2009.3.9 （座長） 

 

6. 石田秀行 BMKK 大腸がんセミナー 

さいたま，2009.3.9 （座長） 

 

7. 石田秀行 第1 回 埼玉GI フォーラム 

さいたま，2009.3.26（司会） 

 

 

講演 

1. 大腸癌標準化学療法の実際 

石田秀行 

第4 回東部がん化学療法セミナー，春日部，2008.6.16 

 

2. 大腸癌化学療法と地域連携 

石田秀行 

第 2 回 東群馬大腸がん懇話会，伊勢崎，2009.1.23 

 

3. 大腸癌術後補助化学療法における治療戦略 

石田秀行 

群馬ゼローダMeeting，前橋，2009.2.6 

 



4. 大腸癌化学療法と地域連携 

石田秀行 

第 2 回 彩の国 大腸癌外来化学療法研究会，浦和，2009.2.14 

 

 

その他の発表 

1. mFOLFOX6 におけるアレルギーと神経障害について. 

岡田典倫 

第2 回DACH カンファレンス，さいたま，2008.6.21 

 

2. mFOLFOX6 療法が著効した直腸癌・同時性肝転移の１例 . 

久保田 将 

川越外科臨床研究会，川越，2008.9.25 

 

3. 当科における胃・十二指腸潰瘍穿孔の現状. 

石畝 亨 

BMKK 大腸がんセミナー，さいたま，2009.3.9 


