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平成 29 年度  後期臨床研修プログラム  

 

               診療科 (プログラム名 )：外科専門医コース  

 

１．研修指導責任者  

   外科部長  杉田  光隆  

略歴  

1993（平成 5）年   信州大学医学部卒業  

1997（平成 7）年   国立がんセンター東病院肝胆膵外科レジデント  

2011（平成 23）年   横浜市立大学附属市民総合医療センター  

消化器病センター講師  

2012（平成 24）年   横浜市立みなと赤十字病院肝胆膵外科部長  

2013（平成 25）年   横浜市立みなと赤十字病院肝胆膵外科部長兼外科部長  

          横浜市立大学消化器・腫瘍外科非常勤講師  

２．指導体制  

指導項目（内容・分野） 指導医氏名  取得資格  

大腸外科  中嶌  雅之  日本外科学会専門医、日本消化器外科学会

指導医、日本内視鏡外科学会技術認定医、

日本消化器病学会専門医  

食道・胃外科  小野  秀高  日本外科学会専門医  

肝胆膵外科  杉田  光隆  日本外科学会指導医、日本消化器外科学会

指導医、日本肝胆膵外科学会高度技能指導

医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本が

ん治療認定医機構がん治療認定医  

乳腺外科  清水  大輔  日本外科学会専門医、日本乳癌学会乳腺専

門医、日本がん治療認定医機構がん治療認

定医、マンモグラフィー読影認定医  

心臓血管外科  伊藤   智  日本外科学会専門医、心臓血管外科専門医  

心 臓 血 管 外 科 修 練 指 導 医  

呼吸器外科  下山  武彦  日本外科学会指導医、呼吸器外科専門医、

日本胸部外科学会認定医、日本呼吸器学会

呼吸器専門医、日本がん治療認定医機構が

ん治療認定医  

救急外科  馬場  裕之  日本外科学会指導医、日本消化器外科学会

指導医、日本肝胆膵外科学会高度技能指導

医、日本消化器内視鏡学会専門医、日本が

ん治療認定医機構がん治療認定医・暫定指
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導医、日本静脈経腸栄養学会学術評議員  

 

 

３．外科専門医取得の目安  

外科系後期臨床研修 4 年間で外科専門医取得に必要な診療経験 (350 例以上の

手術経験 )と業績 (研究発表と論文発表 )の修得を目標とする。そのために、外科、

心臓血管外科、呼吸器外科、救急部・集中治療部など外科系診療科で実践的な臨

床経験と業績を集中的に積み重ね、外科学全般の臨床能力の習熟を目指す。    

具体的には、以下のカリキュラムに則り、後期臨床研修を行い、外科専門医の

予備試験（筆記試験）と認定試験（面接試験）合格を目標とする。  

※詳細は日本外科学会の HP(http://www.jssoc.or.jp/ )を参照のこと。  

 

一般目標：外科学についての基礎知識を習得し、画像診断、外科系基本手技、消

化器外科、乳腺外科、心臓血管外科、呼吸器外科などにおける低～中難易度手術

の手技を修得して、日本外科学会専門医を取得するとともに各外科系専門学会専

門医への礎とする。  

 

４．カリキュラム  

①  外科系 (研修 )の特徴  

 消化器外科・乳腺外科・心臓血管外科・呼吸器外科の各学会認定の専門医・指

導医を配置しており、各専門学会における最先端の診断・治療を行っている。   

当院の最大の特徴は、地域がん診療連携拠点病院として、がんセンターを中心と

した高度ながん診療が充実している事と、年間の救急車搬送件数が 1 万台以上と

多く、救急部・集中治療部による救急医療および多彩な緊急手術を経験できる事

である。      

従って、外科専門医を取得して外科系の診療科を目指す若手スタッフにとって

は最適の研修病院と考える。  

 現在、外科のスタッフは合計 8 名、後期研修医 3 名で、食道・胃外科、大腸外

科、肝胆膵外科など臓器別の各専門医を中心に診療を行っている。平成 27 年度

の総手術件数（除く乳腺外科）は 969 例であった。  

 乳腺外科はスタッフ 3 名で診療にあたっている。乳房温存術～乳房切除、同時

再建まで幅広い手術を積極的に行っている。平成 27 年度の手術件数は 192 例で

あった。  

心臓血管外科は専門医認定機構に基幹施設として登録されており、弁膜症と冠

動脈、および大血管領域の開心術の手術を３名のスタッフで毎週施行している。

一昨年に施設認定を受けた大動脈瘤に対するステントグラフト内挿術は、腹部大

動脈と胸部大動脈ともに症例が急増している（平成 27 年総数 30 例）。平成 27

年度の総手術件数 200 例、開心術数 +胸部大動脈瘤手術は 124 例であった。  

呼吸器外科は常勤 1 名、非常勤 1 名のスタッフで、肺、縦隔、胸壁疾患の外科

http://www.jssoc.or.jp/
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治療を行っている。縦隔腫瘍、気胸症例はほぼ全例胸腔鏡下手術で、肺癌手術で

も積極的に低侵襲な胸腔鏡下肺葉切除術を行っている。平成 27 年度の手術件数

は 69 例であった。  

それぞれの外科系診療科とも若手スタッフに積極的に術者としての経験を積

んでもらい、上級医の指導のもと、良好な治療成績を挙げている。これまでも術

者及び助手として、外科専門医の取得に必要な領域別の症例数を全ての後期研修

医が達成できている（後期研修医の手術経験症例数参照）。研修期間は、従来、3

年間であったが、 2014 年度から 4 年間に延長したため、高難易度手術も到達目

標としている。 2012 年よりがん診療連携拠点病院に指定され、がんセンターを

設立した。癌の専門治療の主治医・副主治医としてだけでなく、緊急手術（外科

手術の 20%を占める）における執刀医・助手として治療を行い、集中治療部と合

同で集中治療・術後管理を行う。定期的な内科系・外科系合同カンファレンス・

勉強会・抄読会、複数診療科・多職種でのカンファレンスなどで、総合的な臨床

経験を積み、一人前の外科系医師になる基礎ができる。専門知識・技術の修得の

ために、大学など他施設への紹介研修も可能である。  

 

②  年次別到達目標：  

a)ベッドサイド；中心静脈栄養カテーテルの挿入、穿刺 (腹腔、胸腔 )・切開手技、

麻薬・抗癌剤の使用法について習熟する。感染コントロール・ターミナルケアな

いどのチーム医療に積極的に関わっていく。  

消化器疾患；上部・下部造影検査、内視鏡検査 (EMR を含む )、腹部エコー検査、

PTCD、胆管・消化管ステント。  

b)外来小手術、切開術、外傷処置、救急外来における初療処置の経験を積む。  

c)病棟におけるチーム医療に積極的に関わる。  

-以上は通年で継続  

d)手術  

一年次：  

前期  術者：ヘルニア根治術（小児外科含む）、虫垂切除術（小児外科含む）、胆

嚢摘除術  

   助手：腹部疾患、肛門疾患 (痔核、痔瘻など )  

後期  術者：急性腹症、消化管切除・吻合術、胆管切開術、胃瘻・腸瘻造設術、  

      人工肛門造設術、イレウス解除術  

   助手：腹部疾患、肛門疾患 (痔核、痔瘻など )  

二 -三年次：  

術者：胃切除術 +郭清、腸切除術 +郭清、胆道再建術、肝部分切除術  

膵臓・脾手術 (膵頭十二指腸切除術を除く )  

   助手：肝胆膵悪性疾患、食道手術を含む全ての手術  

四年次：  

術者：胃全摘術 +郭清、直腸切除・切断術 +郭清、系統的肝切除術、  
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食道癌切除・再建術、膵頭十二指腸切除術  

   助手：全ての手術  

e)乳腺外科、心臓血管外科、呼吸器外科、救急部・集中治療部、麻酔科、他の外

科系診療科、および病理診断科での研修  

-通年で選択可能（研修期間は、要相談）  

 

心臓血管外科と呼吸器外科領域の研修は、原則３か月間のローテートにより習

得することを基本としており、希望の期間に外科専門チームの一員として、手術

前評価から手術参加、術後管理の全てを一貫して習得する。  

主たる経験手術：冠動脈バイパス術、弁膜症手術（大動脈弁置換術、僧帽弁置換

術、僧帽弁形成術）、胸部大動脈手術（大動脈瘤人工血管置換術、ステントグラ

フト内挿術）、腹部大動脈瘤、末梢血管手術、胸腔鏡下肺葉切除術  

 

心臓血管外科及び呼吸器外科の専門医取得を目指す希望がある医師には、通常

の後期研修期間を延長して合計５年間で、心臓血管外科専門医及び呼吸器外科専

門医を取得するコースを選択することも可能である。当院は心臓血管外科専門医

認定機構の基幹施設に指定されており、豊富な心臓血管症例を、研修の初期の段

階から経験しながら、途中１年半の外科ローテート経験を併せて、外科専門医取

得と心臓血管外科専門医取得（最低経験手術数、術者 50 例+第一助手 50 例）を

５年間の間に目指すことになる。また、胸部及び腹部ステントグラフト実施施設

でもあり、ステントグラフト実施医を合わせて取得することも可能である。  

 

 

③研修方略と週間スケジュール：  

下記に従い、日常診療、および院内カンファレンスや各学会の学術集会への参加、

発表を行くことで臨床経験、技術、および知識の習得を行う。  

（ 1）指導医の下で診療に従事  

 a)入院 (チーム制 )・外来診療（ 1 年次は予約外患者、救急外来患者の対応を主  

とするが、 2 年次以降は専門外来も担当する）   

b)手術  

 c)日当直帯、チームでのオンコール時の急患対応  

（ 2）院内カンファレンス・教育行事への参加  

 a)外科カンファレンス (術前、手術、術後症例検討、ベッドコントロール、  

  抄読会 )(週 4 回 )  

 b)消化器内科・病理など複数診療科でのカンファレンス (毎週 )  

 c)キャンサーボードへの参加（適宜開催）  

 d)CPC、Ｍ＆Ｍカンファレンス  (毎月 )  

 e)院内研修会 (みなとセミナー、がんセンター講演会、ＥＲフィードバックセミ  

ナー、モーニングセミナーなど )(随時 )  
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 f)地域医療機関との合同研修会 (横浜消化器疾患研究会、 4 区医師会合同研修  

  会など )(年数回 )  

 (3)学術集会、院外研究会・研修会への参加と発表  

 学会地方会 (外科集談会、消化器病学会関東支部例会、神奈川県臨床外科集談

会など）、学会総会（日本外科学会、日本消化器外科学会、日本臨床外科学会

など）。  

 (4)インターネットでの文献検索・情報収集、図書室の蔵書・雑誌活用、スキル

ラボ（内視鏡外科シミュレーターを含む種々の手技のトレーニング施設）での

トレーニング  

 

週間スケジュール  

 月曜日  火曜日  水曜日  木曜日  金曜日  

7:30

～

8:30 

入院症例検

討カンファ

レンス  

 モーニン

グセミナー  

 入退院調

整カンファ

レンス・抄読

会  

 術前・術後

カンファレン

ス  

モーニング

セミナー  

午前  病棟・手術  病棟・検査  病棟・手術  病棟・手術  病棟・手術  

午後  病棟・手術  

病棟・検査・

消化器キャ

ンサーボー

ド  

病棟・手術  
病棟・外来・

検査・手術  

病棟・外来・

手術  

2 年次以降、上部（水曜）または下部（火曜）専門外来、または木曜、金曜の一

般外来を担当  

 

④研修評価  

研修到達度の評価は指導責任者を中心に随時行い、目標症例数の達成、技術の

習熟ができているか評価している。年度ごとには臨床教育研修センター長による

総括的評価を行う。また、後期研修医による指導医やプログラムに対する評価も

実施している。  

 

⑥研修到達目標  

 外科系診療医として外科・乳腺外科・心臓血管外科・呼吸器外科・災害救急医

療などに関する臨床経験を十分積み、将来、国際救援にも役立つ外科系各専門

医・指導医を目指すための基礎を身につける。  

・外科系手術全般を術者として実施できる技術を修得する。  

・術前・術中・術後の周術期管理の技術を習得する。  

・手術適応の判断、術式の選択が正確にできる臨床能力を修得する。  
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・緩和ケアに必要な知識・技術を身につけ、末期患者・家族の精神的・身体的ケ

ア、援助ができる臨床医を目指す。  

・症例報告などの学会発表、論文報告ができる。  

・複数診療科、多職種と密接な連携が常にできる。  

・  外科系後期臨床研修コース研修中に、外科専門医を取得する。  

 

⑦その他  

・「救命救急センター」病院として宿日直を担当し、救急疾患全般の検査、診  

断、治療法を経験し、救急医療の臨床経験と手技に習熟する。  

・病院内外の救護訓練に参加し、災害医療実践の準備をする  

・災害救護、国際救援における日本赤十字社の役割の重要性について講義、講演

などを通じて理解を深める  

 

５．データ（外科、平成 27 年度）     

   のべ外来患者数  10443 人  

  のべ入院患者数  15377 人、平均在院日数  10.0 日  

  

表 1：疾患別外科手術件数  

 平成 25 年  平成 26 年  平成 27 年  

甲状腺癌  4 4 4 

乳癌  154 187 192 

食道癌  3 3 3 

胃癌  60 58 68 

大腸癌  151 142 172 

肝癌  25 26 23 

胆嚢・胆管癌  6 9 9 

膵癌  5 11 17 

虫垂炎  78 61 82 

鼠径・大腿ヘルニア  133 108 96 

胆石・ポリープ  125 105 135 

総数  954 1101 1200 

 

 

表 2：心臓外科手術数  

 平成 25 年  平成 26 年  平成 27 年  

虚血性心疾患  

単独 CABG (OPCAB) 

25 

21(5) 

15 

14(11) 

40 

40(39) 

弁膜症  40 33 38 
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胸部大動脈疾患  33 21 37 

急性Ａ型大動脈解離  4 7 17 

ステント内挿術  20 8 11 

腹部大動脈瘤  15 20 33 

 

表 3：呼吸器外科手術数  

 平成 25 年  平成 26 年度  平成 27 年  

原発性肺癌  20 28 33 

転移性肺腫瘍  7 8 5 

気胸  20 20 17 

手術総数  60 64 69 

 

平成 27 年度業績（下線は後期研修医）  

 

学会発表・講演  

1.  第 115 回日本外科学会総会  2015.4.16～ 4.18 名古屋  肝外転移並存大腸癌

肝転移に対する外科治療の意義   

中山岳龍、武田和永、澤田  雄、浅野史雄、大田洋平、本間祐樹、森隆太郎、

熊本宜文、野尻和典、樅山将士、石部敦士、大田貢由、松山隆生、遠藤  格  

2.  第 33 回日本肝移植研究会  2015.5.28～ 5.29 神戸  脾臓摘出を伴う生体肝

移植後に重症敗血症を発症した 2 例の検討   

中山岳龍、武田和永、澤田  雄、浅野史雄、大田洋平、本間祐樹、森隆太郎、

熊本宜文、松山隆生、遠藤  格  

3.  第 27 回横 浜消 化 器疾 患研 究会  2015.5.15  横 浜  急性 胆嚢 炎に 対 す る

PTGBD 後の腹腔鏡下胆嚢摘出術の有用性および安全性   

杉田光隆、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、中山岳龍、大山倫男、

柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫  

4.  第 13 回日本ヘルニア学会学術集会  2015.5.22～ 5.23 名古屋  前立腺全摘

後の鼡径ヘルニアに対する腹腔鏡下ヘルニア根治術（ TAPP）の検討   

佐藤  圭、中嶌雅之、藤原大樹、前橋  学、山口和哉、笠原康平、田  鐘寛、

馬場裕之、阿部哲夫、杉田光隆  

5.  第 27 回日本肝胆膵外科学会  2015.6.11～ 6.13 東京  大腸癌肝転移に対す

る肝動注クロノセラピーの成績   

中山岳龍、武田和永、浅野史雄、澤田  雄、大田洋平、本間祐樹、森隆太郎、

熊本宜文、松山隆生、田中邦哉、遠藤  格  

6.  第 40 回日本外科系連合学会  2015.6.18～ 6.19 東京  大腸癌肝転移に対す

る肝動注クロノセラピーの成績   

中山岳龍、武田和永、浅野史雄、澤田  雄、大田洋平、本間祐樹、森隆太郎、
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熊本宜文、松山隆生、田中邦哉、遠藤  格  

7.  第 42 回神奈川消化器外科研究会  2015.6.1 横浜  腹腔鏡下結腸、直腸癌手

術に  おける教育と手術の質について   

中嶌雅之、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、中山岳龍、大山倫男、

柿添  学、小野秀高、杉田光隆  

8.  第 70 回日本消化器外科学会  2015.7.15～ 7.17 浜松  膵頭十二指腸切除時

における効率的な SMA 周囲郭清術の工夫   

中山岳龍、松山隆生、浅野史雄、本間祐樹、大田洋平、森隆太郎、熊本宜文、

谷口浩一、武田和永、遠藤  格  

9.  第 70 回日本消化器外科学会  2015.7.15～ 7.17 浜松  Acute Care Surgery

に必要な消化器外科医の skill  

馬場裕之、前橋  学、藤原大樹、山口和哉、笠原康平、田  鐘寛、佐藤  圭、

中嶌雅之、小野秀高、杉田光隆  

10.  第 143 回神奈川臨床外科医学会集談会  2015.9.26 横浜  副甲状腺腺腫内

に甲状腺腺腫を認めた１例   

勝山浩延、阿部哲夫、中尾詠一、平井公也、前橋  学、藤原大樹、中山岳龍、

大山倫男、柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、杉田光隆、熊谷二朗  

11.  第 51 回日本赤十字社医学会総会  2015.10.15～ 10.16 北見  下腹部横切開

後 2 か所の腹壁瘢痕ヘルニアを腹腔鏡下に手術した 1 例   

柿添  学、中嶌雅之、平井公也、中尾詠一、前橋   学、藤原大樹、中山岳龍、

大山倫男、小野秀高、杉田光隆  

12.  第 51 回 日 本 赤 十 字 社 医 学 会 総 会  2015.10.15 ～ 10.16  北 見  Beyond 

trastuzumab により、手術可能となった多発肝転移を伴う HER2 陽性胃癌の

一例   

小野秀高、大山倫男、中尾詠一、平井公也、藤原大樹、中山岳龍、柿添  学、

中嶌雅之、馬場裕之、阿部哲夫、熊谷二朗、杉田光隆  

13.  第 51 回日本赤十字社医学会総会  2015.10.15～ 10.16 北見  当院における

進行膵癌に対する術前化学放射線療法の試み   

杉田光隆、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、中山岳龍、大山倫男、

柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫  

14.  第 51 回日本赤十字社医学会総会  2015.10.15～ 10.16 北見  玉蒟蒻と炭酸

水で直腸穿孔を来した一例   

藤原大樹、中尾詠一、平井公也、前橋  学、中山岳龍、大山倫男、柿添  学、

中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫、杉田光隆  

15.  第 51 回日本赤十字社医学会総会  2015.10.15～ 10.16 北見  開腹歴のない

大網癒着により引き起こされた大腸絞扼性イレウスの 1 例   

長島  周平、藤原大樹、中尾詠一、平井公也、前橋  学、中山岳龍、大山倫

男、柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫、杉田光隆  

16.  American College of Gastroenterology 2015  2015.10 Honolulu,  Hawaii 
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Inflammation-Based scoring system (Glasgow Prognostic Score) is a 

significant prognostic factor for survival in stage IV gastric cancer 

patients.   

Hiroyuki Baba, Koki Kuwabara, Toru Ishiguro, Minoru Fukuchi, Yoichi 

Kumagai, Keiichiro Ishibashi, Erito Mochiki, Hideyuki Ishida  

17.  第 48 回神奈川消化器病医学会総会  2015.10 横浜  cStageⅢの食道癌に対

して、Docetaxel/CDDP/5-FU/放射線同時併用療法 (DCF-R)を施行し、根治切

除し得た 1 例   

中尾詠一、大山倫男、平井公也、前橋  学、藤原大樹、杉政奈津子、中山岳

龍、柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫、杉田光隆、熊谷

二朗  

18.  第 70 回日本大腸肛門病学会学術集会  2015.11.13～ 11.14 名古屋  双孔式

結腸ストーマのストーマ脱に対して  簡便な脱出腸管切離を施行した３例   

中嶌雅之、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、杉政奈津子、中山岳

龍、大山倫男、柿添  学、小野秀高、馬場裕之、杉田光隆  

19.  第 77 回日本臨床外科学会総会  2015.11.26～ 11.28 福岡  転倒を契機に多

発肋骨骨折と外傷性横隔膜ヘルニアを来した 1 例   

中山岳龍、馬場裕之、中尾詠一、平井公也、前橋  学、藤原大樹、杉政奈津

子、大山倫男、柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、阿部哲夫、杉田光隆  

20.  第 77 回日本臨床外科学会総会  2015.11.26～ 11.28 福岡  肝原発神経内分

泌癌と鑑別が困難であった乳癌肝転移の一切除例   

杉田光隆、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、中山岳龍、大山倫男、

柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫  

21.  第 77 回日本臨床外科学会総会  2015.11.26～ 11.28 福岡  結腸切除術にお

ける機能的端々吻合での自動縫合器 2 回法と４回法の検討   

中嶌雅之、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、中山岳龍、大山倫男、

柿添  学、小野秀高、馬場裕之、杉田光隆  

22.  第 77 回 日 本 臨 床 外 科 学 会 総 会  2015.11.26～ 11.28  福 岡  後 腹 膜 原 発

solitary fibrous tumor（ SFT）の一例   

藤原大樹、中尾  詠一、平井公也、前橋  学、中山岳龍、大山倫男、柿添  学、

中嶌  雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫、杉田光隆  

23.  第 77 回日本臨床外科学会総会  2015.11.26～ 11.28 福岡  急性虫垂炎で発

見された虫垂 goblet cell  carcinoid の 1 例   

中尾  詠一、中山岳龍 ,  平井公也、前橋  学、藤原大樹、杉政奈津子、大山倫

男、柿添  学、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫、杉田光隆、熊谷

二朗  

24.  第 28 回日本内視鏡外科学会総会  2015.12.10～ 12.12 大阪  腹腔鏡下結腸

切除術における  機能的端々吻合の手法と治療成績の検討  （ 2 回法  vs. 4 回

法）   
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柿添  学、中嶌雅之、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、杉政奈津

子、中山岳龍、大山倫男、小野秀高、馬場裕之、杉田光隆  

25.  第 144 回 神 奈 川 臨 床 外 科 医 学 会 集 談 会  2015.12.19  横 浜  Beyond 

trastuzumab により、手術可能となった多発肝転移を伴う HER2 陽性胃癌の

１例   

中野めぐみ、小野秀高、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、中山岳

龍、大山倫男、柿添  学、中嶌雅之、馬場裕之、阿部哲夫、熊谷二朗、杉田

光隆  

26.  第 145 回神奈川臨床外科医学会集談会  2016.2.20 横浜  IgA 血管炎に起因

した成人腸重積例に対し手術を施行した一例   

関口真貴子、柿添  学、平井公也、中尾詠一、前橋  学、藤原大樹、杉政奈

津子、中山岳龍、大山倫男、中嶌雅之、小野秀高、馬場裕之、阿部哲夫、杉

田光隆  

27.  第 46 回日本心臓血管外科学術総会 2016.2.15～ 2.17 名古屋   

75 歳以上の高齢者に対する CABG-両側内胸動脈グラフトは遠隔予後を改善

させるか？  

伊藤智 ,  山口敦司 ,  木村直行 ,  岡村誉 ,  安達晃一 ,  由利康一 ,  松本春信 ,  安達

秀雄  

28.  第 5 回さいたま－東京－神奈川心臓血管外科症例検討会  2015.7.4 横浜  

冠動脈バイパス術後の僧帽弁閉鎖不全症に対して僧帽弁形成術を施行した 1

例．  

藤森智成，中野光規，野村陽平，伊藤  智，田渕典之  

29.  第 168 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会   2015.6.27 東京  

子宮平滑筋肉腫の右房内転移から肺塞栓症を発症した１例．   

藤森智成，野村陽平，伊藤  智，田渕典之  

30.  第 168 回日本胸部外科学会関東甲信越地方会  2015.6.27 東京   

弓部置換術後の腕頭動脈吻合部仮性瘤に対してステントグラフト内挿術を行

った１例．  

中野光規，由利康一，西  智史，岡村  誉，木村直行，安達晃一，松本春信，

山口敦司，安達秀雄  

31.  第 43 回日本血管外科学会学術総会  2015.6.3〜 6.5 横浜  

若年者（ 50 歳以下）腹部大動脈瘤の治療成績に関する検討    

中野光規，由利康一，西  智史，岡村  誉，木村直行，安達晃一，松本春信，

山口敦司，安達秀雄  

32.  第 32 回日本呼吸器外科学会総会  2015 年 5 月 15 日  高松  

肋間に砂時計型腫瘤を形成した孤立性神経線維腫の 1 例  

下山武彦、木村文平  

33.  第 56 回日本肺癌学会総会  2015 年 11 月 27 日  横浜  

化学療法後にサルベージ手術を施行した N3 肺癌の 1 例  
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下山武彦、片  佑樹、龍神聡子、望月晶史、河原達雄、片柳真司、鵜浦康司、

河崎  勉、木村文平  

化学療法後にサルベージ手術を施行した N3 肺癌の 1 例  

34.  第 56 回日本肺癌学会総会  2015 年 11 月 27 日  横浜  

当院における FDG 高集積を呈した IIIB/IV 期肺癌の離床的検討  

片柳真司、望月晶史、片  佑樹、龍神聡子、河原達雄、鵜浦康司、下山武彦、

河崎  勉  

35.  第 3 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会  2015/9/3-4 札幌  

乳房再建術式の選択に関する検討  

清水大輔、矢野智之、河手敬彦、伊藤  理、熊谷二郎  

36.  第 3 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会  2015/9/3-4 札幌  

当院の乳房再建例における腋窩リンパ節転移の検討  

河手敬彦、清水大輔、矢野智之、熊谷二郎  

37.  第 3 回日本乳房オンコプラスティックサージャリー学会  2015/9/3-4 札幌  

エキスパンダー拡張中の乳房皮膚にみられた稀なリンパ嚢腫と capsular flap

によるリカバリー  

矢野  智之、清水大輔、河手敬彦、伊藤理   

38.  第 23 回日本乳癌学会総会  2015/7/2-4 東京  

乳房再建が乳がん治療に与えるインパクト  

清水大輔  矢野智之  河手敬彦  清水康博  島  秀栄  石井義剛  伊藤  理  

39.  第 23 回日本乳癌学会総会  2015/7/2-4 東京  

転移再発乳がんにおける Vinorelbine 療法の奏効率と治療期間に関する因子

についての検討  

嶋田和博  石川孝  長谷川聡  千嶋隆司  福島忠男  安岡真吾  中山崇  喜

多久美子  山田顕光  成井一隆  清水大輔  田辺美紀子  佐々木毅  菅江貞

亨  市川靖  遠藤格  

40.  第 23 回日本乳癌学会総会  2015/7/2-4 東京  

形成外科―乳腺外科のチーム連携によって見えてきた新たな患者ニーズと

teaching hospital  へ向けての挑戦  

矢野智之  清水大輔  石井善剛  河手敬彦  島  秀栄  伊藤  理  

41.  第 23 回日本乳癌学会総会  2015/7/2-4 東京  

Ki67 index に影響を与える因子についての検討  

島  秀栄  熊谷二郎  清水大輔  

42.  第 12 回  日本乳癌学会  関東地方会  2015/12/5 大宮  

乳がん術後に虹彩転移をきたした一例  

前橋  学  河手敬彦  熊谷二郎  清水大輔  

43.  第 12 回  日本乳癌学会  関東地方会  2015/12/5 大宮  

術前ホルモン治療により石灰化病変の消失を得た DCIS の一例  

河手敬彦  前橋  学  熊谷二郎  清水大輔  
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44.  Breast Cancer Level Up 2015/4/10 横浜   

乳がんホルモン治療の行方  

清水大輔  

45.  Breast Cancer Educational Seminar 2015/10/24 横浜   

リンパ浮腫の現状   

清水大輔  

46.  Breast Cancer Meeting 2015/11/18 横浜   

再発進行乳がんの抗 HER2 療法   

清水大輔  

47.  横浜乳がん治療研究会 2016/1/27 横浜   

Bev+Pacli 症例の検討   

河手敬彦  

48.  横浜ブレストケアナース研究会  2016/2/29 横浜   

最新の乳がん治療   

清水大輔  

 

原著論文  

1.  河原達雄、龍神聡子、片  佑樹、片柳真司、清水郷子、鵜浦康司、河崎  勉、

遠藤順治、下山武彦、熊谷二朗  

姑息的放射線療法により病変の縮小と症状緩和を認めた高悪性度拝粘表皮癌

の１例  

神奈川医学界雑誌  42（ 1） : 1-4、 2015 

2.  下山武彦  

鈍的外傷による  非開放性頚部気管完全断裂の１例  

胸部外科  69（ 2）： 164-167、 2016 

 


