
金沢大学外科HP　消化管外科学/乳腺外科学　2021

【消化管外科学/乳腺外科学】2021年学会発表

区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

国内学会 第93回日本胃癌学会総会
2021.03.03～
2021.03.05

大阪 VS5-1
Laparoscopic and robot-assisted gastrectomy for advanced
gastric cancer

Inaki N

国内学会 第93回日本胃癌学会総会
2021.03.03～
2021.03.05

大阪 LS8-1 ロボット胃切除における手技の工夫と新たな挑戦 稲木紀幸

国内学会 第93回日本胃癌学会総会
2021.03.03～
2021.03.05

大阪 PD4-5
mDCS plus conversion surgery for stage IV gastric cancer
and its analysis of immune microenvironment

Kinoshita J, Yamaguchi T, Moriyama H, Fushida S

国内学会 第93回日本胃癌学会総会
2021.03.03～
2021.03.05

大阪 O03-2
胃癌腹膜播種における癌免疫環境の解析と免疫正常腹膜播
種マウスモデルの作成

山口貴久、木下　淳、森山秀樹，伏田幸夫

国内学会 第93回日本胃癌学会総会
2021.03.03～
2021.03.05

大阪 O06-4
免疫正常マウスの胃癌腹膜播種線維化モデルにおける癌微
小環境の解析

中村友祐，木下　淳，齋藤裕人，山口貴久，寺井志郎，岡本浩
一，中村慶史，二宮　致，伏田幸夫

国内学会 第121回日本外科学会定期学術集会
2021.04.08～
2021.04.10

千葉 SF-096-8
T4b 食道癌に対する導入化学療法後コンバージョン胸腔鏡下
手術の有用性

二宮　致、岡本浩一、山口貴久、森山秀樹、木下　淳、島田麻里、
斎藤浩人、寺井志郎、中村慶史、伏田幸夫

国内学会 第121回日本外科学会定期学術集会
2021.04.08～
2021.04.10

千葉 PS-001-1
当院における進行・再発胃癌に対するニボルマブの使用経験
と予後予測因子に 関する検討

山口 貴久、木下　淳、齋藤裕人、島田麻里、寺井志郎、岡本浩
一、森山秀樹、中村慶史、二宮　致、伏田幸夫

国内学会 第33回日本内視鏡外科学会総会
2021.03.10～
2021.03.13

神奈川 OS58-5
Surgical outcome of thoracoscopic esophagectomy in the left
lateral position

Ninomiya I, Okamoto K, Saito H, Kinoshita J, Fushida S

国内学会 第33回日本内視鏡外科学会総会
2021.03.10～
2021.03.13

神奈川 OS97-6
Laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis
accompanying acute aortic dissection

Shimada M, Moriyama H, Yoshida S, Takemura H

国内学会 第33回日本内視鏡外科学会総会
2021.03.10～
2021.03.13

神奈川 DP47-1
A case of bilateral obturator hernia in a thin young man who
was repaired by TAPP

Hayashi H, Nakanuma S, Mizushima H, Shinbashi H, Gabata R,
Okazaki M, Ohbatake Y, Makino I, Tajima H, Ninomiya I, Fushida S,
Ohta T

研究会 第75回手術手技研究会
2021.05.14～
2021.05.15

三島
イブニング
セミナー 1

合併症予防の Evidence と Practice 稲木紀幸

国内学会 第101回 日本消化器内視鏡学会総会
2021.05.14～
2021.05.16

広島 PD07-1
食道癌術後吻合部狭窄に対する拡張術の治療戦略（バルー
ン-RIC-ステント）

岡本　浩一，二宮　致，南　宏典

国内学会 第64回関西胸部外科学会学術集会
2021.06.17～
2021.06.19

倉敷 PD3-3
食道癌化学療法における治療成績向上を目指したDose-
dense DCF療法の有用性

岡本浩一、二宮　致、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、寺井志
郎、森山秀樹、木下　淳、牧野　勇、中村慶史、伏田幸夫

国内学会 第64回関西胸部外科学会学術集会
2021.06.17～
2021.06.19

倉敷 VSE1-4 側臥位Robot支援鏡視下食道切除術の工夫と治療成績
二宮　致、岡本浩一、齋藤裕人、山口貴久、寺井志郎、島田麻
里、中村慶史、森山秀樹、木下　淳、伏田幸夫
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区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

国内学会 第46回日本外科系連合学会学術集会
2021.06.17～
2021.06.19

東京 WS8-3
鏡視下食道癌手術における周術期の合併症・炎症が長期予
後に与える影響

岡本浩一、二宮　致、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、大畠慶
直、寺井志郎、中沼伸一、森山秀樹、木下　淳、牧野　勇、中村慶
史、田島秀浩、八木真太郎、伏田幸夫

地方会
第131回日本消化器病学会 北陸支部
例会

2021.06.06 富山 一般演題09 胃GIST卵巣転移の1例

坂井亜依、山口貴久、齋藤裕人、島田麻里、岡崎充善、髙田智
司、大畠慶直、寺井志郎、岡本浩一、中沼伸一、森山秀樹、牧野
勇、木下　淳、中村慶史、田島秀浩、二宮　致、伏田幸夫、八木真
太郎、稲木紀幸

地方会
第131回日本消化器病学会 北陸支部
例会

2021.06.06 富山 一般演題14
腸重積を繰り返した多発小腸ポリープに対して外科的切除を
要したPeutz-Jeghers症候群の1例

井田朝彩香、島田麻里、寺井志郎、蒲田亮介、齋藤裕人、髙田智
司、岡崎充善、山口貴久、大畠慶直、中沼伸一、岡本浩一、森山
秀樹、牧野　勇、木下　淳、中村慶史、田島秀浩、二宮　致、伏田
幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第29回日本乳癌学会学術総会
2021.07.01～
2021.07.03

横浜 EP-8-1-5 当院における HBOC 検査実施体制の構築と今後の課題 平田　美紀、石川　聡子、櫻井　健太郎、川島　博子、渡邉　淳

国内学会 第29回日本乳癌学会学術総会
2021.07.01～
2021.07.03

横浜
EP-16-1-
36

針生検により術前診断し得た乳腺顆粒細胞腫の１例 東　友理、石川　聡子、櫻井　健太郎、平田　美紀、川島　博子

国内学会 第29回日本乳癌学会学術総会
2021.07.01～
2021.07.03

横浜
EP-21-10-
17

トラスツズマブ デルクステカンの治療経験と当院の ILD 対策 石川　聡子、平田　美紀、東　友理、大江　佑果、川島　博子

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都
ランチョンセ
ミナー13

腹腔鏡下胃がん手術の　これまで、これから 稲木紀幸

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 O5-7
当科における経肛門・経会陰アプローチ併用腹腔鏡下直腸手
術の手技とラーニングカーブ

中村慶史、寺井志郎、斎藤裕人、島田麻里、岡本浩一、森山秀
樹、木下　淳、二宮　致、伏田幸夫、八木真太郎

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 WS5-4
Optimization of robot-assisted thoracoscopic esophagectomy
in the lateral decubitus position

Itasu Ninomiya、Koichi Okamoto、Takahisa Yamaguchi、Hideki
Moriyama、Jun Kinoshita、Hiroto Saito、Shirou Terai、Keishi
Nakamura、Sachio Fushida

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 SY5-2
Results and prospects of intraperitoneal chemotherapy for
peri-toneal dissemination of gastric cancer

Jun Kinoshita、Takahisa Yamaguchi、Yusuke Nakamura、Tatsuya
Aoki、Koichi Okamoto、Keishi Nakamura、Hidehiro Tajima、Itasu
Ninomiya、Shintaro Yagi、Sachio Fushida

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 P285-5
鏡視下食道癌手術における周術期の合併症・炎症反応が長
期予後に与える影響

岡本浩一、二宮　致、斎藤裕人、島田麻里、山口貴久、寺井志
郎、森山秀樹、木下　淳、中村慶史、伏田幸夫

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 P011-3 taTME における周術期合併症の検討
寺井志郎、中村慶史、島田麻里、齋藤裕人、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、木下　淳、二宮　致、伏田幸夫

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 P042-2 当科における4 型胃癌に対する集学的治療に関する検討
山口貴久、木下淳、齋藤裕人、島田麻里、寺井志郎、岡本浩一、
森山秀樹、中村慶史、二宮　致、伏田幸夫

国内学会 第76回日本消化器外科学会総会
2021.07.07～
2021.07.09

京都 P274-2 当院における高齢者大腸癌手術の治療成績
齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、寺井志郎、岡本浩一、森山秀
樹、木下　淳、中村慶史、二宮　致、伏田幸夫
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区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

研究会 第95回大腸癌研究会
2021.07.01～
2021.07.02

旭川
示説プログ
ラムP2-5

当科における経肛門・経会陰アプローチ併用腹腔鏡下直腸手
術の手技と短期成績 .

中村慶史、寺井志郎、島田麻里、齋藤裕人、岡本浩一、森山秀
樹、木下　淳、二宮　致、伏田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第23回SNNS研究会学術集会 2021.09.03 岐阜 S2-3
早期胃癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション手術の
⻑期生命予後と、判明した問題点

木南 伸一 、中村 直彦、甲斐田 大資、宮下 知治、伏田 幸夫、藤
村　 隆、稲木 紀幸、高村 博之

国内学会 第23回SNNS研究会学術集会 2021.09.03 岐阜 O5-3
SLN 陽性症例に対する ALND 省略の治療成績〜ALND 省略
腋窩照射群の検証〜

石川 聡子 、平田 美紀 、東 　友理 、大江 佑果 、川島 博子

地方会 第18回乳癌学会中部地方会
2021.09.04～
2021.09.05

静岡
共催セミ
ナー9

post CDK4/6iとしてのⅿTORiの実臨床　～当院のRWDとト
レーシングレポートの活用術～

石川聡子

国内学会 第75回日本食道学会学術集会
2021.09.23～
2021.09.24

東京 P26-5
鏡視下食道癌手術における周術期の合併症・炎症反応が長
期予後に与える影響

岡本 浩一、二宮 　致、斎藤 裕人、島田 麻里、山口 貴久、寺井
志郎、森山 秀樹、木下　 淳、中村 慶史、伏田 幸夫、稲木 紀幸

国内学会 第75回日本食道学会学術集会
2021.09.23～
2021.09.24

東京 ES1-5
Robot-assisted thoracoscopic esophagectomy in the lateral
decubitus position

二宮　 致、岡本 浩一、山口 貴久、森山 秀樹、木下　 淳、斎藤
裕人、島田 麻里、寺井 志郎、中村 慶史、伏田 幸夫

地方会 第276回北陸外科学会 2021.09.04
金沢医科
大学病院

2
完全内臓逆位を合併した食道胃接合部癌に対しロボット支援
下噴門側胃切除術を施行した1例

片野薫、山口貴久、齋藤裕人、島田麻里、寺井志郎、岡本浩一、
森山秀樹、木下　淳、中村慶史、二宮　致、稲木紀幸

地方会 第276回北陸外科学会 2021.09.04
金沢医科
大学病院

10
経肛門・経会陰アプローチ併用腹腔鏡下直腸手術の手技と治
療成績

中村慶史、寺井志郎、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、木下　淳、二宮　致、稲木紀幸、中沼伸一、牧野
勇、八木真太郎

国内学会 第80回日本癌学会学術総会
2021.09.30～
2021.10.02

神奈川 ｐ-17-4-4

Development of NHE5 selective inhibitor UTX-143 based on
the Structure-activity relationship of amiloride
derivatives(Na+/H+交換輸送体 5 (NHE5) 選択的阻害剤であ
るアミロライド誘
導体の構造活性相関による UTX-143 の創製)

小宮 悠生、篠原 侑成、二宮　致、遠藤 良夫、滝野 隆久、宇都義
浩

国際学会 ISSPP2021
2021.10.07～
2021.10.08

Rome,Italy ＬＵＮＣＨ
Patient testimony(Associazione Vivere Senza Stomaco)
Implantatiom of port for intraperitoneal chemotherapy:video
tutorial

Jun Kinoshita

国内学会 第76回日本大腸肛門病学会学術集会
2021.11.12～
2021.11.13

広島 O21-5
当科における下部直腸癌に対する経肛門アプローチ併用側
方リンパ節郭清

中村慶史、寺井志郎、島田麻里、齋藤裕人、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、木下　淳、二宮　致、伏田幸夫、稲木紀幸

国内学会 第76回日本大腸肛門病学会学術集会
2021.11.12～
2021.11.13

広島 O56-6 当院における局所進行大腸癌に対する術前化学療法の検討

島田麻里、中村慶史、蒲田亮介、齋藤裕人、髙田智司、岡崎充
善、山口貴久、大畠慶直、寺井志郎、中沼伸一、岡本浩一、森山
秀樹、木下　淳、牧野勇、田島秀浩、二宮　致、伏田幸夫、八木真
太郎、稲木紀幸

国内学会
第29回日本消化器関連学会週間
（JDDW2021)
第19回日本消化器外科学会大会

2021.11.04～
2021.11.07

神戸 外P-206 Stage III食道癌に対する側臥位胸腔下手術の治療成績
二宮　致,岡本 浩一, 斎藤 裕人, 島田 麻里, 寺井 志郎, 山口 貴
久, 森山 秀樹, 木下　 淳, 中村 慶史, 伏田 幸夫, 稲木 紀幸

国内学会 第59回　日本癌治療学会学術集会
2021.10.21～
2021.10.22

神奈川 ＷＳ3-3
経肛門・経会陰アプローチ併用腹腔鏡下直腸手術の手術手
技と短期成績

中村慶史、寺井志郎、齋藤裕人、島田麻里、岡本浩一、森山秀
樹、木下　淳、二宮　致、伏田幸夫、稲木紀幸
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区分 学会名 開催日 開催地 演題番号 演題名 発表者

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 VP03-3
側臥位ロボット支援下食道切除術の有用性：側臥位鏡視下食
道切除術との比較

二宮　致、岡本浩一、齋藤裕人、山口貴久、木下　淳、寺井志郎、
島田麻里、中村慶史、森山秀樹、伏田幸夫、稲木紀幸

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 WS10-7
D ダイマーを用いた大腸癌術前DVTスクリーニング精度と下
肢超音波検査適応症例の選別

中村慶史、寺井志郎、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、中沼伸一、牧野　勇、木下　淳、田島秀浩、二宮
致、伏田幸夫、稲木紀幸、八木真太郎

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 WS21-4
他臓器浸潤食道癌に対するconversion surgeryを見据えた集
学的治療戦略

岡本浩一、二宮　致、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、寺井志
郎、中沼伸一、森山秀樹、木下　淳、牧野　勇、中村慶史、田島秀
浩、伏田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 VW02-5
当院における腹腔鏡下結腸右半切除術およびリンパ節郭清
の検討

寺井志郎、中村慶史、島田麻里、齋藤裕人、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、木下　淳、二宮致、伏田幸夫、稲木紀幸

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 DB01-9 噴門側胃切除に対する再建法－食道空腸吻合の立場から－
稲木紀幸、谷口礼、石林健一、片野　薫、林雅人、淺川哲也、島
田麻里、齋藤裕人、山口貴久、寺井志郎、岡本浩一、森山秀樹、
木下淳、中村慶史、二宮　致

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 O-05-2
食道切除術後再建胃管壊死と消化管肺瘻に対して食道ステ
ント留置による保存的加療が奏功した一例

坂井亜依、岡本浩一、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、寺井志
郎、森山秀樹、木下　淳、牧野　勇、中村慶史、田島秀浩、二宮
致、伏田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 O-30-5 BRAF 変異陽性の進行大腸癌の治癒切除後長期成績の検討
石林健一、山本大輔、崎村祐介、俵　広樹、林　憲吾、加藤嘉一
郎、辻　敏克、北村祥貴、角谷慎一、小竹優範、伴登宏行

国内学会 第83回日本臨床外科学会総会
2021.11.18～
2021.11.20

東京 O-90-3
腫瘍破裂から腹部コンパートメント症候群をきたし緊急手術を
施行した巨大な腹腔内未分化多形肉腫の１例

淺川哲也、森山秀樹、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、寺井志
郎、岡本浩一、木下　淳、中村慶史、二宮　致、伏田幸夫、稲木紀
幸

国内学会
第74回日本胸部外科学会定期学術集
会

2021.10.31～
2021.11.03

東京 EPD1-5 側臥位ロボット支援下食道切除術の工夫 二宮 致 、岡本 浩一 、牧野 勇 、稲木 紀幸

国内学会
第74回日本胸部外科学会定期学術集
会

2021.10.31～
2021.11.03

東京 EOD5-1
食道癌術後に生じた胃管気管瘻に対し有茎肋間筋弁による
気管修復術を施行した 2 例

高山 恭滉 、松本 勲 、高山 哲也 、齋藤 大輔 、吉田 周平 、田
村 昌也 、岡本 浩一 、二宮 致 、稲木 紀幸

国内学会
第74回日本胸部外科学会定期学術集
会

2021.10.31～
2021.11.03

東京 EOD5-2
経胃管的に挿入した経腸チューブに起因し心嚢液貯留をきた
した 1 例

坂井 亜依 、岡本 浩一 、二宮 致 、上田 秀保 、山本 宜孝 、飯
野 賢治 、中村 慶史 、伏田 幸夫 、稲木 紀幸 、竹村 博文

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 ＳＹ1-6 食道胃接合部癌に対する低侵襲手術
稲木紀幸、石林健一、谷口礼、片野薫、林雅人、浅川哲也、島田
麻里、齋藤裕人、山口貴久、寺井志郎、岡本浩一、森山秀樹、木
下淳、中村慶史、二宮致、八木真太郎

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 WS22-1
側臥位Robot支援胸腔鏡下食道切除術の工夫と周術期治療
成績

二宮致、岡本浩一、山口貴久、森山秀樹、木下淳、伏田幸夫、齋
藤裕人、寺井志郎、島田麻里、中村慶史、稲木紀幸
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国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸
Educational
Lecture 15

Modern Esophagogastric Surgery
　　「 エナジーデバイスを駆使した鏡視下胃食道手術」

稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO005-2
腹腔鏡下直腸切除術後に発生したデスモイド型線維腫症に
対して腹腔鏡下切除を施行し た1例

寺井志郎、中村慶史、島田麻里、齋藤裕人、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、木下淳、二宮致、伏田幸夫、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO020-3
当院における80歳以上高齢者大腸癌に対する腹腔鏡下大腸
切除術の治療成績

齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、大畠慶直、寺井志郎、岡本浩
一、中沼伸一、森山秀樹、木下淳、牧野勇、中村慶史、二宮致、
伏田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO119-4
乳頭部に近接した十二指腸癌に対する腹腔鏡内視鏡合同手
術（D-LECS）の経験

山口貴久、木下淳、齋藤裕人、島田麻里、寺井志郎、岡本浩一、
森山秀樹、中村慶史、二宮致、伏田幸夫、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO125-8 ロボット支援下噴門側胃切除の手術手技と短期成績
木下淳、山口貴久、森山秀樹、島田麻里、齋藤裕人、大畠慶直、
寺井志郎、中沼伸一、岡本浩一、牧野勇、中村慶史、二宮致、伏
田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO130-4
ロボット支援下胸腔鏡下食道癌手術が周術期炎症反応と合
併症発生に与える影響

岡本浩一、二宮致、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、大畠慶直、
寺井志郎、中沼伸一、森山秀樹、木下淳、牧野勇、中村慶史、伏
田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO166-1 経肛門アプローチを併用した腹腔鏡下大腸全摘術の経験
中村慶史、寺井志郎、齋藤裕人、島田麻里、山口貴久、岡本浩
一、森山秀樹、中沼伸一、牧野勇、木下淳、二宮致、伏田幸夫、
八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 MO240-2
術後2年経過した腹腔鏡下スリーブ状胃切除術7例の治療成
績

森山秀樹、木下淳、島田麻里、斎藤裕人、山口貴久、大畠慶直、
寺井志郎、岡本浩一、中沼伸一、牧野勇、中村慶史、二宮致、伏
田幸夫、八木真太郎、稲木紀幸

国内学会 第34回 日本内視鏡外科学会総会
2021.12.02～
2021.12.04

神戸 講師
JSES 教育セミナーⅠ　1．胃　腹腔鏡下胃切除における基本
手技と技術認定審査ポイント

稲木紀幸
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