
2011年度学会発表 

 

国際学会 

1. Suzuki O, Murata K, Fukunaga M, Takemoto H, Ohue M, Ikeda R, Wada S, Eguchi 

H,Tomita N, Watanabe M, Ishida H, Nishiyama M. 

Exploration for possible predictive biomarkers for individual response to mFOLFOX6 

in colorectal cancer patients. 

American Association for Cancer Research 102nd Annual Meeting, Florida, USA, April 

2-6, 2011（Poster） 

 

2. Haga N, Miyazaki T, Ishiguro T, Kumamoto K, Ishibashi K, Tsuji Y, Ishida H. 

A prospective randomized study assessing the duration of perioperative intravenous 

antimicrobial prophylaxis in elective gastric cancer surgery. 

9th International Gastric Cancer Congress, Seoul, Korea, April 20-23, 2011（Poster） 

 

3. Ishiguro T, Haga N, Kuwabara K, Hatano S, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, 

Ishibashi K, Tsuji Y, Ishida H. 

Evaluation of the prognostic factors for non-curative gastric cancer. 

9th International Gastric Cancer Congress， Seoul， Korea, April 20-23, 2011（Poster） 

 

4. Kuwabara K, Ishiguro T, Haga N, Hatano S, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, 

Ishibashi K, Tsuji Y, Ishida H. 

Glasgow prognostic score and performance status as the prognostic factors for 

non-curative gastric cancer. 

9th International Gastric Cancer Congress, Seoul, Korea, April 20-23, 2011（Poster） 

 

5. Tsuji Y, Ishiguro T, Kumamoto K, Ishibashi K, Haga N, Ishida H. 

The evaluation of immunological factors with S-1/lentinan treatment for elderly patients 

with non-curative gastric cancer. 

9th International Gastric Cancer Congress, Seoul, Korea, April 20-23, 2011（Poster） 

 

6. Ishibashi K, Ishida H, Ohsawa T, Okada N, Kumamoto K, Haga N. 

Significance of hepatic lymph node metastasis in patients with unresectable 

synchronous liver metastasis of colorectal cancer. 

57th Annual Congress of the Japan Section of the International Collage of Surgons, 

Nagoya, Japan, June 25, 2011（Oral） 



 

7. Ishibashi K, Koda K, Oshiro M, Matsuoka H, Baba H, Ishida H, Katoh R, Maeda K, 

Hamada C, Sakamoto J. 

CRAFT trial- Results from multicenter phase Ⅱstudy of modified FOLFOX7 

(combination chemotherapy of infusional 5-FU/I-leucovorin and intermittent 

oxaliplatin) with bevacizumab in the first-line therapy of colorectal cancer. 

The 2011 European Society for Medical Oncology, Stockholm, Sweden, Septembar 

23-27, 2011（Poster） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国内学会・研究会 

 

1. 石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，幡野 哲，天野邦彦，石畝 亨，桑原公亀，

傍島 潤，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

切除不能・再発大腸癌における1 次治療mFOLFOX6 療法の有害事象と遺伝子多

型の検討． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

2. 石畝 亨，大澤智徳，伊藤徹哉，本城裕章，天野邦彦，岡田典倫，隈元謙介， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

胃癌手術におけるSSI の危険因子：抗菌薬投与期間を検討したRCT の結果から． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

3. 天野邦彦，石橋敬一郎，本城裕章，外間尚子，幡野 哲，大澤智徳，岡田典倫， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

直腸癌切除手術における縫合不全の危険因子と予防的ドレーン留置の意義． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

4. 岡田典倫，石橋敬一郎，大澤智徳，傍島 潤，桑原公亀，天野邦彦，幡野 哲，

田島雄介，本城裕章，伊藤徹哉，平岡 優，近谷賢一，隈元謙介，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

FOLFOX，FOLFIRI の治療効果と大腸癌組織中VEGF，DPD，PynPase 濃度． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

5. 隈元謙介，石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，幡野 哲，天野邦彦，桑原公亀， 

大澤智徳，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸癌におけるTS，ERCC1 遺伝子発現とFOLFOX 治療効果の検討． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

6. 田島雄介，石橋敬一郎，幡野 哲，天野邦彦，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，

傍島 潤，岡田典倫，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

切除不能大腸癌に対するmFOLFOX6 療法の治療効果予測因子の検討． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

7. 俵 英之，小柳和夫，小山 勇，小川展二，中村純一，石田秀行，田中洋一，

伊藤 博，小西文雄，山本順司，山口真彦，橋本光正． 



埼玉県におけるGIST 治療の現状－埼玉県GIST 研究会による調査． 

第111 回日本外科学会定期学術集会，2011.5.25（紙上開催） 

 

8. 近谷賢一，石橋敬一郎，田島雄介，幡野 哲，天野邦彦，石畝 亨，桑原公亀， 

傍島 潤，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫， 

石田秀行． 

切除不能大腸癌・同時性肝転移におけるmFOLFOX6 の検討． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

9. 小野朋二郎，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

mFOLFOX6 療法により消失した大腸癌肝転移の再増大に対する検討． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

10. 本城裕章，石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，石畝 亨，桑原公亀， 

大澤智徳，隈元謙介，辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

大腸癌肝転移切除後mFOLFOX6 療法の治療成績． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

11. 石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳， 

隈元謙介，辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行，小野内常子，屋嘉比康治． 

原発巣mRNA 発現からみた切除不能大腸癌肝転移に対するmFOLFOX6． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

12. 桑原公亀，石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，大澤智徳，隈元謙介， 

芳賀紀裕，三浦一郎，石田秀行． 

大腸癌に対するmFOLFOX6 療法とTP/DPD/TS/ERCC-1 の蛋白発現の検討． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

13. 田島雄介，石橋敬一郎，傍島 潤，本城裕章，小野朋二郎，石畝 亨， 

桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

大腸癌肝転移切除症例における肝所属リンパ節転移の検討． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

14. 伊藤徹哉，石橋敬一郎，田島雄介，幡野 哲，傍島 潤，大澤智徳，岡田典倫， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

鼠径リンパ節転移陽性のPagetoid spread を伴うpSM 肛門管癌の1 例． 



第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

15. 芳賀紀裕，宮崎達也，石畝 亨，隈元謙介，石橋敬一郎，石田秀行． 

高リスクnon-T4、cStage2、3 食道癌治療法の選択と治療成績． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

16. 横山 勝，浦川雅巳，村上哲朗，天野邦彦，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介， 

石橋敬一郎，石田秀行． 

超高齢者切除不能進行直腸癌に対してm-FOLFOX6+Bev を施行した1 例． 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10（口演） 

 

17. 石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，田島雄介，幡野 哲，桑原公亀，傍島 潤，

大澤智徳，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

切除不能再発大腸癌に対する2 次治療FOLFIRI 療法に対するbevacizumab の上

乗せ効果． 

第36 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2011.6.16-17（シンポジウム） 

 

18. 岡田典倫，石橋敬一郎，傍島 潤，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

巨大虫垂粘液嚢胞腺腫を臍周囲切開SILS にて切除しえた1 例． 

第36 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2011.6.16-17（ビデオセッション） 

 

19. 伊藤徹哉，田島雄介，幡野 哲，傍島 潤，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介， 

石橋敬一郎，辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行，大野仁司，長田久人． 

IVR が有効であった後腹膜出血の一例． 

第36 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2011.6.16-17（示説） 

 

20. 石橋敬一郎，隈元謙介，天野邦彦，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫， 

芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

当科におけるStageⅣ大腸癌の治療成績の検討． 

第75 回大腸癌研究会，東京，2011.7.8（口演） 

 

21. 石橋敬一郎，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，大澤智徳，隈元謙介，辻 美隆， 

芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

Randomized control study の結果からみた結腸，直腸切除に対する手術当日のみ

周術期抗菌薬短縮化の妥当性． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（パネルディスカッショ 



ン） 

 

22. 岡田典倫，石橋敬一郎，傍島 潤，桑原公亀，幡野 哲，近谷賢一，伊藤徹哉， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

臍縁を超えないΩ（オメガ）－incision によるSILS colectomy． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（ビデオ） 

 

23. 近谷賢一，石橋敬一郎，田島雄介，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介， 

辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

切除不能大腸癌同時性肝転移におけるmFOLFOX6 療法の検討． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

24. 傍島 潤，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

人工肛門閉鎖法に関するrandomized controlled trial（RCT）（中間報告）：閉鎖vs 

開放（環状縫合）． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

25. 桑原公亀，隈元謙介，天野邦彦，石畝 亨，岡田典倫，石橋敬一郎， 

芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸癌における血清p53 抗体の治療モニタリングマーカーとしての有用性の検

討． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

26. 天野邦彦，隈元謙介，桑原公亀，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸癌における血清p53 抗体測定の実用性について． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

27. 隈元謙介，桑原公亀，天野邦彦，岡田典倫，大澤智徳，石橋敬一郎， 

芳賀紀裕，石田秀行． 

転移性大腸癌に対するmFOLFOX6 の効果予測因子としてのTS、ERCC1 の発現． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

28. 小野朋二郎，岡田典倫，石橋敬一郎，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

mFOLFOX6 により消失した大腸癌肝転移病変の再増大に対する検討． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 



 

29. 芳賀紀裕，石畝 亨，桑原公亀，天野邦彦，近谷賢一，隈元謙介， 

石橋敬一郎，石田秀行． 

食道癌術後における早期免疫調整栄養剤投与の検討． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

30. 石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎， 

芳賀紀裕，石田秀行． 

胃・十二指腸潰瘍穿孔術後合併症発症のリスク因子としての腹水量． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

31. 田島雄介，石橋敬一郎，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，辻 美隆， 

芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

大腸癌肝転移症例における肝所属リンパ節転移の検討． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

32. 伊藤徹哉，本城裕章，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎， 

辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

直腸癌に対する低位吻合後のclosed suction drain 留置の意義． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

33. 幡野 哲，石橋敬一郎，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介， 

芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

大腸癌腹膜播種に対するmFOLFOX6 の効果． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

34. 大城 充，石橋敬一郎，松岡 宏，手塚 徹，加藤良二，石田秀行， 

前田耕太郎，坂本純一，幸田圭史． 

進行・再発大腸癌患者に対するBevacizumab 併用mFOLFOX7 療法間欠投与の検

討 第Ⅱ相試験－CRAFT study－初回報告． 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15（口演） 

 

35. Amano T，Shimada Y，Nishina T，Shinozaki K，Esaki T，Komatsu Y，Tsuji A, 

Tsuji Y, Amagai K, Sato T, Ishibashi K, Shimozuma K, Akita H, Ohashi Y, Frederick 

H. Hausheer. 

Validation of self-reported questionnaire(PNQ) for neurotoxicity of oxaliplatin with 



comparison between physician's and patient's toxicity assessments: CSP-HOR 16. 

第9 回日本臨床腫瘍学会学術集会，横浜，2011.7.21-23（口演） 

 

36. 桑原公亀，隈元謙介，石橋敬一郎，石畝 亨，岡田典倫，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

大腸穿孔術後重症合併症発生に関与する因子の解析． 

第47 回日本腹部救急医学会総会，福岡，2011.8.11-12（口演） 

 

37. 石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

胃・十二指腸潰瘍穿孔症例における腹水量の臨床的意義． 

第47 回日本腹部救急医学会総会，福岡，2011.8.11-12（口演） 

 

38. 橋本昌幸，幡野 哲，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

小腸GIST により腸重積をきたしたVon Reckling-Hausen 病の1 例． 

第47 回日本腹部救急医学会総会，福岡，2011.8.11-12（口演） 

 

39. 本城裕章，芳賀紀裕，平岡 優，近谷賢一，伊藤徹哉，天野邦彦，石畝 亨，

岡田典倫，石橋敬一郎，隈元謙介，本戸幹夫，石田秀行，高橋健夫． 

進行食道癌化学放射線療法施行後に食道狭窄を来たし，その後原発巣が消失し

た1 例． 

第822 回外科集談会，高崎，2011.9.17（口演） 

 

40. 高林英日己，石田周幸，山本龍一，隈元謙介，加藤真吾，石橋敬一郎， 

石田秀行，屋嘉比康治． 

当院における緊急下部消化管内視鏡検査の現況． 

第29 回日本大腸検査学会総会，東京，2011.9.17-18（ワークショップ） 

 

41. 石畝 亨，芳賀紀裕，本城裕章，天野邦彦，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介， 

石橋敬一郎，辻 美隆，石田秀行． 

T4M0 食道癌に対する化学放射線療法の検討． 

第65 回日本食道学会学術集会，仙台，2011.9.26（紙上発表） 

 

42. 石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳， 

隈元謙介，辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

原発巣mRNA 発現からみた切除不能大腸癌肝転移に対するmFOLFOX6． 



第9 回日本消化器外科学会大会，福岡，2011.10.20-23（示説） 

 

43. 芳賀紀裕，石畝 亨，桑原公亀，隈元謙介，石橋敬一郎，辻 美隆，石田秀行． 

胃癌待機手術におけるSSI の危険因子の検討． 

第9 回日本消化器外科学会大会，福岡，2011.10.20-23（示説） 

 

44. 隈元謙介，天野邦彦，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． 

当科における根治切除不能StageⅣ大腸癌の治療成績． 

第9 回日本消化器外科学会大会，福岡，2011.10.20-23（示説） 

 

45. 桑原公亀，隈元謙介，天野邦彦，幡野 哲，石畝 亨，大澤智徳，岡田典倫， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

進行大腸癌に対する化学療法の効果判定における血清抗p53 抗体価測定の意義． 

第9 回日本消化器外科学会大会，福岡，2011.10.20-23（示説） 

 

46. 本城裕章，石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，石畝 亨，桑原公亀， 

大澤智徳，隈元謙介，辻 美隆，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

大腸癌肝転移切除後mFOLFOX6 療法の治療成績－同時性と異時性を比較して

－． 

第9 回日本消化器外科学会大会，福岡，2011.10.20-23（示説） 

 

47. 石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，桑原公亀，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸癌根治切除後補助化学療法としてのmFOLFOX6 療法の安全性と有用性． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（口演） 

 

48. 本城裕章，石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，大澤智徳，傍島 潤，桑原公亀，

幡野 哲，天野邦彦，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

切除不能再発大腸癌に対するFOLFOX/FOLFIRI failure 後の抗EGFR 抗体の治療

成績． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（口演） 

 

49. 幡野 哲，石橋敬一郎，石畝 亨，桑原公亀，傍島 潤，大澤智徳，岡田典倫，

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

StageⅡ直腸癌に高リスク因子は存在するか？． 



第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-2（口演） 

 

50. 傍島 潤，岡田典倫，石橋敬一郎，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

StageⅡ/Ⅲ 大腸癌の穿孔・閉塞症例の比較検討． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（示説） 

 

51. 岡田典倫，石橋敬一郎，大澤智徳，傍島 潤，桑原公亀，石畝 亨，天野邦彦，

幡野 哲，田島雄介，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

XELOX とmFOLFOX6 の治療効果の比較検討及び有害事象の発生状況． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（ミニシンポジウム） 

 

52. 今泉英子，石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，天野邦彦，桑原公亀，傍島 潤，

石畝 亨，大澤智徳，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

切除不能再発大腸癌K-ras 野生型における1 次治療mFOLFOX6+bevacizumab 療

法． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（示説） 

 

53. 川崎晋吾，神谷 宏，手塚 徹，大城 充，石橋敬一郎，松岡 宏，宮内英聡，

新村兼康，橋本拓造，秋山清次，浜田知久馬，坂本純一，幸田圭史． 

進行・再発大腸癌に対する1st line BV+mFOLFOX7 間欠投与の検討－CRAFT 

study－最終報告． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（ミニシンポジウム） 

 

54. 俵 英之，小柳和夫，小山 勇，小川展二，中村純一，石田秀行，田中洋一，

小西文雄，吉田行雄，伊藤 博，長谷和生，山本順司，山口真彦，上田善彦， 

伴 慎一． 

埼玉県におけるGIST 治療の現状―埼玉県GIST 研究会アンケート調査． 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29（口演） 

 

55. 隈元謙介，石橋敬一郎，天野邦彦，幡野 哲，桑原公亀，傍島 潤，大澤智徳， 

岡田典倫，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸癌同時性肝転移症例に対する治療戦略と成績． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（パネルディスカッション） 

 

56. 岡田典倫，石橋敬一郎，傍島 潤，幡野 哲，田島雄介，隈元謙介， 

芳賀紀裕, 石田秀行． 



進行結腸癌への応用を念頭に置いた臍周囲孤状切開によるSILS の工夫． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（ビデオ） 

 

57. 岡田典倫，石橋敬一郎，傍島 潤，幡野 哲，田島雄介，隈元謙介，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

Ω（オメガ）－incision でのSILS colectomy による巨大虫垂囊胞性腫瘍切除． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（ビデオ） 

 

58. 傍島 潤，岡田典倫，石橋敬一郎，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

直腸癌切除吻合後のclosed suction drain 留置の意義． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

59. 芳賀紀裕，石橋敬一郎，岡田典倫，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳， 

隈元謙介，佐野元彦，小松崎健，石田秀行． 

当科における外来化学療法室での効率化と安全性への取り組み． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

60. 伊藤徹哉，石橋敬一郎，三浦恵美，傍島 潤，幡野 哲，隈元謙介，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

Multidetectior-row computed tomography(MDCT)にて術前に診断し得た虫垂憩室

穿孔の1 例． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

61. 近谷賢一，天野邦彦，本城裕章，大澤智徳，隈元謙介，石橋敬一郎， 

辻 美隆，芳賀紀裕，石田秀行． 

Crohn 病に伴うS 状結腸狭窄病変に発症した4 型大腸癌の1 例． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

62. 大澤智徳，隈元謙介，田島雄介，天野邦彦，幡野 哲，桑原公亀，傍島 潤，

岡田典倫，石畝 亨，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

併存疾患を有する痔核患者に対するALTA 療法の治療成績． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

63. 平岡 優，小野朋二郎，桑原公亀，石畝 亨，岡田典倫，隈元謙介， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

繰り返す出血のため胃切除術を施行した胃AVM の1 例． 



第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

64. 天野邦彦，隈元謙介，伊藤徹哉，久保田将，大澤智徳，岡田典倫， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行，池田理恵． 

術前免疫染色が有用であった肛門管癌Pagetoid spread の1 例． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

65. 小野朋二郎，桑原公亀，石畝 亨，隈元謙介，岡田典倫，石橋敬一郎， 

芳賀紀裕，石田秀行． 

当科で手術を施行した小腸穿孔症例の検討． 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19（口演） 

 

66. 石田秀行 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（プレゼンター，ク

リニカルカンファレンス，進行癌2） 

 

67. 桑原公亀，石橋敬一郎，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

76 歳以上高齢者stageⅢ大腸癌の補助化学療法の安全性． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

68. 桑原公亀，石橋敬一郎，隈元謙介，大澤智徳，岡田典倫，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

高齢者大腸癌における腫瘍内TS，DPD，OPRT，TP の発現． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

69. 田島雄介，石橋敬一郎，桑原公亀，岡田典倫，傍島 潤，大澤智徳， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

mFOLFOX6 療法の効果予測因子としてのTP，DPD，ERCC1，TS 発現． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

70. 天野邦彦，石橋敬一郎，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，芳賀紀裕， 

石田秀行，三鍋俊春． 

Perianal Paget's Disease 手術における会陰部皮膚皮弁再建術の有用性． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（示説） 

 



71. 傍島 潤，岡田典倫，石橋敬一郎，隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

結腸癌に対する横小切開根治術． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

72. 隈元謙介，石橋敬一郎，天野邦彦，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫， 

岩間毅夫，石田秀行． 

当科におけるStageⅣ大腸癌の治療成績の検討． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

73. 岡田典倫，石橋敬一郎，大澤智徳，桑原公亀，傍島 潤，天野邦彦，幡野 哲， 

田島雄介，久保田 将，本城裕章，近谷賢一，平岡 優，隈元謙介，芳賀紀裕，

石田秀行． 

Koehne's Index によるmFOLFOX6±bevacizumab の治療効果予測． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（示説） 

 

74. 小野朋二郎，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，石田秀行． 

mFOLFOX6 療法により消失・囊胞化した大腸癌肝転移病巣の再増大に対する検

討． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（示説） 

 

75. 石橋敬一郎，田島雄介，桑原公亀，傍島 潤，大澤智徳，岡田典倫， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸癌同時性肝転移根治的切除の肝所属リンパ節の意義． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

76. 石橋敬一郎，岡田典倫，田島雄介，桑原公亀，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

StageⅣ大腸癌根治切除後mFOLFOX6 療法の安全性と有用性． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（口演） 

 

77. 近谷賢一，石橋敬一郎，田島雄介，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸穿孔症例におけるHMGB-1 術後推移． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（示説） 

 

78. 大澤智徳，田島雄介，小野朋二郎，天野邦彦，幡野 哲，桑原公亀，傍島 潤， 



岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，石田秀行． 

当科における痔核に対するALTA 治療経験と成績． 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26（示説） 

 

79. 伊藤徹哉，芳賀紀裕，石畝 亨，桑原公亀，隈元謙介，熊谷洋一， 

石橋敬一郎，石田秀行，阿部佳子，田丸淳一，糸山進次． 

術前化学療法を施行した胃神経内分泌細胞癌の1 例． 

第29 回埼玉県外科集談会，さいたま，2011.11.26,（口演） 

 

80. 芳賀紀裕，石橋敬一郎，石畝 亨，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫， 

隈元謙介，石田秀行． 

胃癌・大腸癌に対する周術期抗菌薬短縮化の妥当性とSSI の危険因子：単一施

設による前向きランダム化非劣性試験． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（シンポジウム） 

 

81. 桑原公亀，石橋敬一郎，田島雄介，近谷賢一，石畝 亨，岡田典倫， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸穿孔128 例の治療成績からみた治療方針． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（ワークショップ） 

 

82. 桑原公亀，石橋敬一郎，近谷賢一，石畝 亨，岡田典倫，隈元謙介， 

芳賀紀裕，石田秀行． 

大腸穿孔症例におけるAT-Ⅲ活性と敗血症の重症度，DIC 発症との関係． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（口演） 

 

83. 近谷賢一，石橋敬一郎，桑原公亀，田島雄介，傍島 潤，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

大腸穿孔症例におけるHMGB-1 のPMX-DHP 前後における推移． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（口演） 

 

84. 石橋敬一郎，桑原公亀，近谷賢一，田島雄介，傍島 潤，石畝 亨，大澤智徳， 

岡田典倫，隈元謙介，芳賀紀裕，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24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（口演） 

 

85. 傍島 潤，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 



緊急ハルトマン手術の諸問題． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（口演） 

 

86. 田島雄介，石橋敬一郎，近谷賢一，本城裕章，石畝 亨，桑原公亀，傍島 潤， 

大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

結腸癌根治手術症例におけるドレーン非留置の検討． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（口演） 

 

87. 傍島 潤，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

人工肛門閉鎖時の創感染に関する対策（randomized controlled trial(RCT)）． 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2（口演） 

 

88. 天野邦彦，石橋敬一郎，幡野 哲，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫， 

隈元謙介，熊谷洋一，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

TNM分類第7 版Stage Ⅳ(Stage ⅣA，ⅣB)大腸癌における腹膜播種の位置づけ． 

第76 回大腸癌研究会，宇都宮，2012.1.20（口演） 

 

89. 幡野 哲，石橋敬一郎，桑原公亀，大澤智徳，岡田典倫，隈元謙介， 

熊谷洋一，芳賀紀裕，岩間毅夫，石田秀行． 

新規抗癌剤時代にPCI(peritoneal cancer index)は，大腸癌腹膜播種の予後の予測に

有用か？． 

第76 回大腸癌研究会，宇都宮，2012.1.20（口演） 

 

90. 桑原公亀，石畝 亨，芳賀紀裕，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎， 

石田秀行． 

StageⅣ胃癌におけるmodified Glasgow prognostic score(mGPS)の有用性． 

第84 回日本胃癌学会総会，大阪，2012.2.8-10（口演） 

 

91. 芳賀紀裕，石畝 亨，桑原公亀，岡田典倫，隈元謙介，石橋敬一郎，辻 美隆， 

石田秀行． 

StageⅣ胃癌における術前化学療法の成績． 

第84 回日本胃癌学会総会，大阪，2012.2.8-10（示説） 

 

92. 隈元謙介，石橋敬一郎，中村 泉，大木進司，石田秀行，竹之下誠一 

転移性大腸癌に対するmFOLFOX の効果予測因子の検討 

第45 回制癌剤適応研究会，東京，2012.3.2（ワークショップ） 



 

93. 桑原公亀，石橋敬一郎，伊藤徹哉，今泉英子，幡野 哲，熊谷洋一， 

隈元謙介，芳賀紀裕，石田秀行． 

高齢者大腸穿孔における臨床病理学的特徴の検討． 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 

94. 幡野 哲，石橋敬一郎，桑原公亀，熊谷洋一，隈元謙介，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

StageII 結腸癌穿孔症例の検討． 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 

95. 今泉英子，桑原公亀，伊藤徹哉，幡野 哲，熊谷洋一，隈元謙介， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

当科における妊娠中の腹部救急手術について． 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 

96. 伊藤徹哉，桑原公亀，今泉英子，幡野 哲，熊谷洋一，隈元謙介， 

石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

転移性大腸癌化学療法中に消化管穿孔（穿通）を併発した2 症例． 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 

97. 橋本昌幸，桑原公亀，熊谷洋一，隈元謙介，石橋敬一郎，芳賀紀裕， 

石田秀行． 

大腸癌穿孔における癌部穿孔と非癌部穿孔の検討． 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 

98. 酒庭康孝，隈元謙介，桑原公亀，橋本昌幸，伊藤徹哉，今泉英子，幡野 哲， 

熊谷洋一，石橋敬一郎，芳賀紀裕，石田秀行． 

若年男子に発症し腸重積の原因となった腸管嚢腫様気腫症の1 例． 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 

99. 北村智恵子，桑原公亀，芳賀紀裕，伊藤徹哉，今泉英子，幡野 哲， 

熊谷洋一，隈元謙介，石橋敬一郎，石田秀行． 

椎茸による食餌イレウスの1 例． 

第 48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15（口演） 

 



2011 年度学会・研究会（座長・司会） 

1. Ishida H IBD (Inflammatory Bowel Disease) （Free Papers） 

The 57th Annual Congress of the Japan Section of the International Collage of Surgons 

Nagoya, Japan, June 25, 2011 

 

2. Ishida H Basic and malignant miscellaneous（Poster） 

International Surgical Week 2011(ISDS), Yokohama, Japan, August 28-September 1, 

2011 

 

3. 石田秀行 大腸 化学療法2（口演） 

第111 回日本外科学会定期学術集会，紙上開催，2011.5.25 

 

4. 石田秀行 大腸（口演） 

第33 回日本癌局所療法研究会，大阪，2011.6.10 

 

5. 石田秀行 下部消化管3（示説） 

第36 回日本外科系連合学会学術集会，千葉，2011.6.16-17 

 

6. 隈元謙介 癌のepigenetics とmicroRNA（ワークショップ） 

第20 回日本癌病態治療研究会，東京，2011.6.17-18 

 

7. 石田秀行 StageⅣの細分類 （示説） 

第75 回大腸癌研究会，東京，2011.7.8 

 

8. 石田秀行 消化器癌に対する分子生物学の臨床応用（下部消化管）（ワーク 

ショップ） 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15 

 

9. 石橋敬一郎 大腸癌その他（口演） 

第66 回日本消化器外科学会総会，名古屋，2011.7.13-15 

 

10. 桑原公亀 大腸1（口演） 

第822 回外科集談会，高崎，2011.9.17 

 

11. 石田秀行 大腸 症例2（示説） 

第9 回日本消化器外科学会大会，福岡，2011.10.20-23 



 

12. 石田秀行 大腸2（ワークショップ） 

第49 回日本癌治療学会学術集会，名古屋，2011.10.27-29 

 

13. 石田秀行 StageⅣ大腸癌に対する補助療法（ワークショップ） 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26 

 

14. 石橋敬一郎 神経内分泌腫瘍2（口演） 

第66 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2011.11.25-26 

 

15. 石田秀行 大腸癌肝転移のおける新たな治療戦略（パネルディスカッション） 

第73 回日本臨床外科学会総会，東京，2011.11.17-19 

 

16. 石田秀行 消化管手術の新しい周術期感染管理（パネルディスカッション） 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2 

 

17. 石橋敬一郎 創感染症対策1（口演） 

第24 回日本外科感染症学会総会，志摩，2011.12.1-2 

 

18. 石田秀行 腹膜転移のすべて（示説） 

第76 回大腸癌研究会，宇都宮，2012.1.20 

 

19. 石田秀行 大腸2 大腸穿孔（口演） 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15 

 

20. 芳賀紀裕 外傷3 消化管1（口演） 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15 

 

21. 桑原公亀 イレウス1 胆石イレウス（示説） 

第48 回日本腹部救急医学会総会，金沢，2012.3.14-15 

 

 

 

 

 

 



講演会・懇話会など 

座長・司会 

1. 石田秀行 

外科領域における敗血症治療を考える会 

川越，2011.4.15（座長） 

 

2. 石田秀行 

大腸癌治療カンファレンス 2011 in 川越 

川越，2011.5.18（司会） 

 

3. 石田秀行 

がん治療地域病診連携勉強会 

川越，2011.5.20（司会） 

 

4. 石田秀行 

胃癌治療カンファレンス 2011 in 川越 

川越，2011.6.8（司会） 

 

5. 石田秀行 

最先端消化器病フォーラム Meet the Expert～消化器疾患治療の最前線～ 

川越，2011.6.21（座長） 

 

6. 石田秀行 

がんの地域連携パスに関する勉強会 

川越，2011.7.19（司会） 

 

7. 石田秀行 

埼玉県大腸外科教育セミナー 

さいたま，2011.9.2（座長） 

 

8. 石田秀行 

第2 回西埼玉消化器外科手術手技カンファレンス 

川越，2011.10.12（座長） 

 

9. 石田秀行 

川越ヘルニアセミナー 



川越，2011.10.18（座長） 

 

10. 石田秀行 

大腸癌治療カンファレンスin 川越 

川越，2011.11.2（座長） 

 

11. 石田秀行 

最新の大腸癌治療を考える会 

さいたま，2012.2.4（座長） 

 

12. 石橋敬一郎 

第2 回大腸癌治療ガイドライン講座－実践編－ 

川越，2012.2.17（司会） 

 

13. 石田秀行 

川越消化器外科KAMPO セミナー 

川越，2012.2.24（座長） 

 

14. 石田秀行 

第1 回埼玉大腸癌外科カンファレンス 

さいたま，2012.3.5（座長） 

 

15. 石田秀行 

大腸癌治療カンファレンス in 川越 

川越，2012.3.30（座長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講演 

1. だれにでも出来る低浸襲手術：小切開・SILS． 

石田秀行 

第11 回うつくしま臨床外科フォーラム，郡山，2011.7.22 

 

2. FOLFOX 療法の効果予測因子の探求～付随研究の臨床的意義～． 

隈元謙介 

Colorectal Cancer Forum，東京，2011.8.27 

 

3. 進行大腸がんの診断と治療． 

石田秀行 

埼玉県病院薬剤師会 抗がん剤勉強会，さいたま，2011.10.5 

 

4. 進行大腸がんの治療． 

石田秀行 

がんプロフェッショナル養成プラン 北関東連携がん先進医療人育成プラン 

合同セミナー，前橋，2011.10.31 

 

5. 大腸癌肝転移に対する薬物治療と手術治療． 

石田秀行 

第11 回新札幌がんフォーラム，札幌，2011.11.11 

 

6. オキサリプラチンを用いた大腸癌術後補助化学療法． 

石橋敬一郎 

第76 回大腸癌研究会，ランチョンセミナー，宇都宮，2012.1.20 

 

7. 大腸がんの外科治療と補助療法． 

石田秀行 

市民公開講座 もっと知ってほしい大腸がんのことin 埼玉，さいたま，2012.2.2 

 

 

 

 

 

 

 



 

その他の発表 

1. 当科における大腸穿孔の検討． 

桑原公亀 

外科領域における敗血症を考える会，川越，2011.4.15 

 

2. 当科における胃・十二指腸潰瘍穿孔の検討～術式，Helicobacter pylori 除菌率

を中心に～． 

石畝 亨 

最先端消化器病フォーラム，川越，2011.6.21 

 

3. 大腸癌． 

石橋敬一郎 

がんの地域連携パスに関する勉強会，川越，2011.7.19 

 

4. 胃癌事前アンケート結果報告． 

芳賀紀裕 

第1 回胃癌TV ネットワークセミナー，川越，2011.9.16 

 

5. StageIV 胃癌患者に対する免疫栄養剤使用への展望． 

桑原公亀 

埼玉西部地区NST 講演会 がん免疫栄養について考える，川越，2011.9.30 

 

6. アンケート結果報告． 

桑原公亀 

川越“あしたのもと会”打ち合わせ会，川越，2011.10.3 

 

7. 局所・多発肝転移を呈した直腸カルチノイドの1 例． 

本城裕章 

川越外科臨床研究会，川越，2011.10.6 

 

8. 当科でのPanitumumab 施行症例． 

田島雄介 

第2 回西埼玉消化器外科手術手技カンファレンス，川越，2011.10.12 

 

9. 大腸がんを合併した潰瘍性大腸炎，クローン病の各1 例． 



天野邦彦 

第13 回川越消化器病談話会，川越，2011.11.16 

 

10. 神経障害に対する対処法． 

石橋敬一郎 

第9 回西埼玉消化器ONCOLOGY 研究会，川越，2012.2.13 

 

11. オキサリプラチンによる末梢神経障害に対する対策～Ca/Mg 剤を中心に～． 

石橋敬一郎 

川越消化器外科 KAMPO セミナー，川越，2012.2.24 


