
 

2005年度学会発表 

 

国際学会 

1. Ishida H, Yokoyama M, Hayashi Y, Ohsawa T, Nakada H, Hashimoto D. 

Is there a learning curve in performing curative resection of colon cancer via 

minilaparotomy? 

13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 

(EAES). Venice, Italy, June 1-4, 2005 (Poster) 

 

2. Hayashi Y, Ishida H, Yokoyama M, Ohsawa T, Nakada H, Hashimoto D. 

The impact of body mass index on performing curative colectomy via minilaparotomy 

approach. 

13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 

(EAES). Venice, Italy, June 1-4, 2005 (Poster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



国内学会・研究会 

1. 鈴木興秀，中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行，橋本大定． 

術前CT で診断し得た小腸脂肪腫による成人腸重積の1 例． 

第796 回外科集談会，東京，2005.6.12（口演） 

 

2. 権田 剛，石田秀行，大澤智徳，横山 勝，中田 博，橋本大定． 

手術リスク評価法E-PASS による高齢者（75 歳以上）結腸癌小切開手術の評価． 

第30 回日本外科系連合学会学術集会，東京，2005.6.24-25（口演） 

 

3. 小高明雄，橋本大定，石田文孝，川嶋 寛，猪熊滋久，石田秀行，星野高伸，

谷水長丸，高橋茂樹，里見 昭． 

臍部切開sliding window 法によって大きな皮膚切開を回避し得た小児2 例の手

術経験． 

第42 回日本小児外科学会総会，千葉，2005.7.1-3（示説） 

 

4. 大澤智徳，中田 博，横山 勝，石田秀行，橋本大定． 

当科における直腸癌に対する局所切除18 例の検討． 

第63 回大腸癌研究会，東京，2005.7.8（示説） 

 

5. 権田 剛，石田秀行，大澤智徳，横山 勝，中田 博，橋本大定． 

手術リスク評価法E-PASS による結腸癌手術の評価． 

第60 回日本消化器外科学会定期学術集会，東京，2005.7.20-22（口演） 

 

6. 傍島 潤，中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行． 

大腸癌におけるThymidine phosphorylase (TP), Dihydropyrimidine dehydrogenase 

(DPD) の発現.ELISA 法による蛋白発現vs. LCM 法によるmRNA 発現． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

7. 中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行． 

大腸癌肺転移症例における原発巣のBudding の検討． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

8. 長嶺寿秋，北岡 斎，中田 博，横山 勝，橋本大樹，権田 剛，石田秀行． 

虫垂に血管腫が存在した直腸びまん性海綿状血管腫の1 例． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 



9. 桑原公亀，中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行． 

下大静脈血栓症と肝膿瘍を伴ったクローン病の1 例． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

10. 大澤智徳，中田 博，横山 勝，傍島 潤，石田秀行，橋本大定． 

横行結腸癌に対する小切開横行結腸切除術の経験． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

11. 大澤智徳，横山 勝，中田 博，傍島 潤，桑原公亀，石田秀行． 

BMI が小開腹による結腸癌根治術に及ぼす影響． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

12. 権田 剛，大澤智徳，中田 博，横山 勝，石田秀行，橋本大定． 

結腸癌に対する小切開根治術にsteep learning curve は存在するか？ 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

13. 横山 勝，石田秀行，大澤智徳，中田 博，権田 剛． 

患者の意思を尊重した進行・再発大腸癌における5-FU 系抗癌剤の薬剤選択． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

14. 中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行． 

大腸穿孔に対するPMX 療法と持続血液濾過（CHDF）併用についての検討． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

15. 北岡 斎，大澤智徳，中田 博，横山 勝，石田秀行． 

横行結腸癌・門脈内腫瘍栓に対し、根治手術を施行し得た1 例． 

第60 回日本大腸肛門病学会総会，東京，2005.10.28-29（口演） 

 

16. 三橋敏武，白川一男，石田秀行，平家勇司，小高明雄，若杉 尋，橋本大定． 

大腸癌原発巣，肝転移巣における脈管形成，血管新生関連遺伝子の解析と臨床

病理学的検討． 

第105 回日本外科学会定期学術集会，名古屋，2005.5.11-13（示説） 

 

17. 牧田陽一郎，白川一男，石田秀行，平家勇司，若杉 尋，橋本大定． 

大腸癌原発巣におけるリンパ管新生関連遺伝子の発現レベル解析． 

第105 回日本外科学会定期学術集会，名古屋，2005.5.11-13（示説） 



 

18. 中田 博，石田秀行，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，橋本大定． 

解剖学的膜構造を重視した進行結腸癌に対する小切開根治術（sliding window法）． 

第105 回日本外科学会定期学術集会，名古屋，2005.5.11-13（ビデオセッション） 

 

19. 傍島 潤，中田 博，天野邦彦，権田 剛，石田秀行． 

再発閉鎖孔ヘルニアの1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

20. 菊地政貴，鈴木興秀，石畝 亨，大澤智徳，横山 勝，石田秀行． 

原発不明の腺癌腸間膜転移の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

21. 傍島 潤，崎元雄彦，中田 博，権田 剛，石田秀行． 

当科における十二指腸潰瘍穿孔の検討． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

22. 桑原公亀，石田秀行，横山 勝． 

Circular stapler にて肛門狭窄を治癒し得た1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

23. 今村 仁，横山 勝，鈴木興秀，大澤智徳，中田 博，権田 剛，石田秀行． 

腹腔内まで炎症が及んだ縫合糸膿瘍の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

24. 長嶺寿秋，権田 剛，崎元雄彦，傍島 潤，中田 博，石田秀行． 

術前診断し得たWinslow 孔ヘルニアの1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

25. 横山 勝，石田秀行，大澤智徳，中田 博，権田 剛． 

高度進行大腸癌に対するTS-1+CPT-11 併用療法の経験． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

26. 今村 仁，中田 博，横山 勝，大澤智徳，石田秀行． 

肛門管類基底細胞癌（Basaloid carcinoma）の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 



 

27. 三谷知之，中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行． 

放射線療法が奏効した肛門管扁平上皮癌の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

28. 天野邦彦，傍島 潤，桑原公亀，中田 博，権田 剛，石田秀行，青木茂弘． 

術前内視鏡検査で診断し得た盲腸Burkitt リンパ腫の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

29. 大澤智徳，横山 勝，中田 博，石田秀行． 

短期間に再発した横行結腸原発内分泌細胞癌の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

30. 北岡 斎，崎元雄彦，橋本大樹，須藤謙一，長嶺寿秋，石田秀行． 

小切開下に胃局所切除を施行した胃窮隆部GIST の2 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

31. 中田 博，大澤智徳，横山 勝，石田秀行，松本春信，佐藤 紀． 

横行結腸の門脈内腫瘍栓に対し，門脈再建を伴う膵頭十二指腸切除と結腸右半

切除（D3）を施行した1 症例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（ビデオセッション） 

 

32. 中田 博，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，石田秀行，橋本大定． 

腹腔鏡下手術にかわりうる結腸癌に対する小切開手術 3 群リンパ節郭清の意

義． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 

33. 権田 剛，大澤智徳，横山 勝，中田 博，石田秀行． 

進行・再発大腸癌患者の外来化学療法におけるインフォームドチョイスに基づ

いた薬剤選択． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（パネルディスカッション） 

 

34. 石畝 亨，大澤智徳，横山 勝，中田 博，石田秀行． 

超高齢者の上行結腸に発生した腺扁平上皮癌の1 例． 

第67 回日本臨床外科学会総会，東京，2005.11.9-11（口演） 

 



35. 崎元雄彦，中田 博，傍島 潤，北岡 斎，石田秀行． 

完全直腸脱に対し，PPH が無効であった症例から得られた知見について． 

第23 回埼玉外科集談会，さいたま，2005.11.26（口演） 

 

36. 田島雄介，長嶺寿秋，吉田 裕，須藤謙一，石田秀行． 

胃癌穿孔を契機に診断された陶器様胆嚢合併胆嚢癌の一例． 

第23 回埼玉外科集談会，さいたま，2005.11.26（口演） 

 

37. 長嶺寿秋，須藤謙一，吉田 裕，崎元雄彦，北郷邦昭，石田秀行，佐藤博重， 

五条理志，朝倉利久，許 俊鋭，中村欽生． 

右房粘液腫を合併した胸部食道癌の1 手術例． 

第23 回埼玉外科集談会，さいたま，2005.11.26（口演） 

 

38. 傍島 潤，中田 博，天野邦彦，権田 剛，石田秀行． 

人工肛門閉鎖後の合併症について：術後感染を中心に． 

第18 回日本外科感染症学会，長岡，2005.11.25-26（口演） 

 

39. 林 洋一，村田宣夫，岡田典倫，小澤文明，権田 剛，石田秀行，橋本大定． 

繰り返す腹痛を訴える患者に大腸内視鏡生検を行い術前診断できた小腸癌の１

例． 

第81 回日本消化器内視鏡学会関東地方会，東京，2005.11.26 （口演） 

 

40. 権田 剛，大澤智徳，横山 勝，中田 博，石田秀行． 

Ss (a1), se (a2) 大腸癌の比較検討． 

第64 回大腸癌研究会，東京，2006.1.20（口演） 

 

41. 中田 博，石畝 亨，大澤智徳，横山 勝，権田 剛，石田秀行． 

Rb (P) 直腸癌に対する側方リンパ節転移の術前画像診断の工夫：MRI とCT の

診断の有用性について． 

第64 回大腸癌研究会，東京，2006.1.20（示説） 

 

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

権田 剛，橋本大樹，北郷邦昭，石田秀行． 

下部消化管穿孔症例に対するPMX 施行成績：右側・左側に分けて． 

第10 回エンドトキシン血症救命治療研究会，久留米，2006.2.23-24 （シンポジ 

ウム） 



 

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

権田 剛，橋本大樹，北郷邦昭，石田秀行． 

最近当科で経験した下部消化管穿孔20 例の検討． 

第10 回エンドトキシン血症救命治療研究会，久留米，2006.2.23-24（口演） 

 

44. 中田 博，傍島 潤，大澤智徳，横山 勝，石田秀行，橋本大定． 

小切開法で行った結腸癌の術後の合併症と中期予後． 

第 106 回日本外科学会定期学術集会，東京，2006.3.29-31（示説） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



講演会・懇話会など  

座長・司会 

1. 石田秀行 大腸・肛門2 

第60 回日本消化器外科学会定期学術総会，東京，2005.7.20-22 

 

2. 石田秀行 大腸癌転移6 

第 60 回日本大腸肛門病学会学術集会，東京，2005.10.28-29 

 

3. 石田秀行 大腸癌の深展度診断A 

第64 回大腸癌研究会，東京，2006.1.20 

 

 


