
発表

発表者名（全員記載） 演題名 学会名
発表形式
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開催地 発表年月

1

Katai H, Doki Y, Kurokawa Y,  Mizusawa J, Yoshikawa T,
Kimura Y, Takiguchi S, Nishida Y, Sano T, Nakamura T,
Sasako M, Terashima M

Final results of a phase III trial to evaluate bursectomy for
patients with subserosal / serosal gastric cancer
(JCOG1001)

2021 American Society of
Clinical Oncology (ASCO)-
Gastrointestinal Cancers
Symposium

ポスター
San Francisco
(USA)

2021年1月

2

Kii T, Yamamoto S, Hara H, Kawabata R, Kawada J, Takeno
A, Matsuyama J, Ueda S, Kawakami H, Okita Y, Endo S,
Kimura Y, Yanagihara K, Okuno T, Shimokawa T, Satoh T

Randomized phase II study of docetaxel versus paclitaxel in
patients with esophageal squamous cell carcinoma
refractory to fluoropyrimidine and platinum based

2021 American Society of
Clinical Oncology (ASCO)-
Annual Meeting

ポスター
Chicago
(USA)

2021年6月

3

Hara H, Yamamoto S, Kii T, Kawabata R, Kawada J, Takeno
A, Matsuyama J, Ueda S, Kawakami H,  Okita Y, Endo S,
Kimura Y, Yanagihara K, OkunoT, Kurokawa Y, Shimokawa T,
Satoh T

Randomized phase II study comparing Docetaxel vs
Paclitaxel in patients with esophageal squamous cell
carcinoma who are refractory to fluoropyrimidine and
platinum -based chemotherapy: OGSG1201

ESMO CONGRESS 2021 e-poster
Paris, Virtual,
 (France)

2021年9月

4 木村豊
高用量CDDP の使用が困難な進行食道癌患者に対す
る5-FU+docetaxel+nedaplatin (UDON) 療法による術前
化学療法の検討

第18回日本臨床腫瘍学会
学術集会

ポスターセッション
京都市
（WEB)

2021年2月

5

木村豊、西川和宏、岸健太郎、井上健太郎、松山仁、
赤丸祐介、田村茂行、川田純司、川瀬朋乃、川端良
平、柳本喜智、菅野仁士、山田岳史、下川敏雄、今村

胃切除術後の成分栄養剤による栄養介入の有効性 第93回日本胃癌学会総会 ワークショップ 大阪市 2021年3月

6

Kimura Y、Yasuda A、Kato H、Hiraki Y、Momose K、
Iwama M、Shiraishi O、Shinkai M、Imano M、Imamoto
H、Yasuda　T

Esophagogastrostomy with placing a remnant stomach
in the lower mediastinum (EG-PRIME method)

第33回日本内視鏡外科学
会総会

一般演題　口演 横浜市 2021年3月

7
木村豊、安田篤、白石治、平木洋子、百瀬洸太、加藤
寛章、新海政幸、今野元博、安田卓司

高齢者に対する上部消化管手術における遠隔部位感
染の予防策

第57 回日本腹部救急医学
会総会

パネルディスカッション 東京都 2021年3月

8
木村豊、白石治、川上尚人、加藤寛章、平木洋子、百
瀬洸太、安田篤、新海政幸、今野元博、安田卓司

高用量CDDの使用が困難な進行食道癌患者に対する
術前5-FU+docetaxel+nedaplatin（UDON）療法の治療成

第121回日本外科学会定期
学術集会

サージカルフォーラム 千葉市 2021年4月

9 木村豊、安田篤、安田卓司
管内発育型の胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃内手
術に関する検討

第107回日本消化器病学会
総会

パネルディスカッション 東京都 2021年4月

10
木村豊、平木洋子、今野元博、白石治、本告 正明、山
﨑誠、宮田博志、矢野雅彦、土岐祐一郎、安田卓司

微小転移制御の観点からみた進行食道癌に対する術
前docetaxel+CDDP+5-FU(DCF)療法の有用性

第76回日本消化器外科学
会総会

パネルディスカッション 京都市 2021年7月

11

木村豊、西川和宏、岸健太郎、井上健太郎、松山仁、
赤丸祐介、田村茂行、川田純司、柳本喜智、川瀬朋
乃、川端良平、菅野仁士、山田岳史、下川敏雄、今村

胃癌外科治療周術期における成分栄養剤の有効性
第36回日本臨床栄養代謝
学会学術集会

シンポジウム 神戸市 2021年7月

12
木村豊、平木洋子、白石治、杉村啓二郎、本告正明、
山﨑誠、宮田博志、矢野雅彦、土岐祐一郎、安田卓司

リンパ節の微小転移制御効果からみた進行食道癌に
対する術前DCF 療法の有用性

第75回日本食道学会学術
集会

一般口演 東京都 2021年9月

13

木村豊、里井俊平、松本正孝、川口晃平、吉田雄太、
李東河、亀井敬子、平木洋子、安田篤、武部敦志、松
本逸平、中居卓也、安田卓司、竹山宜典

胃切除術後の膵臓の体積に関する検討
第58回日本外科代謝栄養
学会学術集会

一般演題 神戸市 2021年10月

14

木村豊、里井俊平、松本正孝、川口晃平、吉田雄太、
李東河、亀井敬子、平木洋子、安田篤、武部敦志、松
本逸平、中居卓也、安田卓司、竹山宜典

胃切除術後の膵体積の変化に関する検討
第19回日本消化器外科学
会大会、第29回日本消化器
関連学会週間（JDDW 2021）

一般演題デジタルポス
ター

神戸市 2021年11月

15 木村豊 エビデンスから考える胃がん治療と実臨床
第12回奈良がん病診連携を
考える会

特別講演 WEB 2021年11月

16 木村豊 消化器がんの最近の治療
奈良県北部エリア講演（中
外製薬）

講演① 奈良市 2021年11月

17
木村豊、石川原、額原敦、富原英男、太田勝也、木谷
光太郎、橋本和彦

90歳以上の超高齢者に対する腹部緊急手術の検討
第34回日本外科感染症学
会総会学術集会

ワークショップ 北九州 2021年11月
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18
木村豊、里井俊平、松本正孝、亀井敬子、安田篤、武
部敦志、松本逸平、中居卓也、安田卓司、竹山宜典

胃切除後の膵臓体積の変化
第51回胃外科・術後障害研
究会

主題・口演
東京都
（WEB)

2021年11月

19

西川和弘、木村豊、岸健太郎、井上健太郎、松山仁、
赤丸祐介、田村茂行、川田純司、川瀬朋乃、川端良
平、菅野仁士、山田岳史、下川敏雄、今村博司

胃切除術後障害に対する成分栄養剤の効果
第36回日本臨床栄養代謝
学会学術集会

シンポジウム 神戸市 2021年7月

20

西川和宏、木村豊、岸健太郎、井上健太郎、松山仁、
赤丸祐介、田村茂行、柳本喜智、川田純司、川瀬朋
乃、川端良平、菅野仁士、山田岳史、下川敏雄、今村

胃切除術後体重減少に対する成分栄養剤の効果
第58回日本外科代謝栄養
学会学術集会

シンポジウム 神戸市 2021年10月

21

本告正明、 杉村啓二郎、 山崎誠、 平尾素宏、竹野
淳、木村豊、西川和弘、宮田博志、白石治、牧野知紀、
宮崎安弘、田中晃司、浜川卓也、山下公太郎、藤谷和
正、安田卓司、土岐祐一郎、矢野雅彦

T4b胸部食道癌に対する導入療法としての化学放射線
療法と化学療法の比較に関する多施設共同ランダム化
第2相試験

第121回日本外科学会定期
学術集会

シンポジウム 千葉市 2021年4月

22

本告正明、杉村啓二郎、田中晃司、白石治、岩間満、
宮崎安弘、牧野知紀、山崎誠、宮田博志、木村豊、朝
原崇、藤谷和正、安田卓司、土岐祐一郎、矢野雅彦

食道癌術前化学療法による腸内環境の変化とシンバイ
オティクスによる有害事象軽減効果

第36回日本臨床栄養代謝
学会学術集会

シンポジウム 神戸市 2021年7月

23

本告正明、杉村啓二郎、田中晃司、白石治、岩間密、
宮崎安弘、牧野知紀、山崎誠、宮田博志、木村豊、朝
原崇、藤谷和正、安田卓司、土岐祐一郎、矢野雅彦

食道癌術前化学療法の有害事象軽減に関する多施設
共同ランダム化比較試験─シンバイオティクス+ 経腸
栄養vs 予防的抗生剤

第58回日本外科代謝栄養
学会学術集会

ワークショップ 神戸市 2021年10月

24

田中晃司、山崎誠、牧野知紀、山下公太郎、杉村啓二
郎、宮田博志、白石治、百瀬洸太、木村豊、宮崎安弘、
本告正明、益澤徹、竹野淳、浜川卓也、平尾素宏、藤
谷和正、矢野雅彦、安田卓司、江口英利、土岐祐一郎

胸部食道癌に対する食道切除術における胸管切除が
長期予後に及ぼす影響：多施設共同データベース研究

第121回日本外科学会定期
学術集会

ディベート 千葉市 2021年4月

25

百瀬洸太、安田卓司、木村豊、白石治、加藤寛章、土
岐祐一郎、山﨑誠、牧野知紀、田中晃司、山下公太
郎、矢野雅彦、宮田博志、杉村啓二郎、平尾素宏、西
川和宏、浜川卓也、藤谷和正、本告正明、宮﨑安弘、

cN0胸部中部(Mt)食道癌症例における３領域リンパ節
郭清の意義 －多施設共同データベース研究

第121回日本外科学会定期
学術集会

サージカルフォーラム 千葉市 2021年4月

26
牛丸裕貴、間狩洋一、藤田淳也、木村豊、池田恢、大
里浩樹

出血を伴う切除不能進行胃癌に対する放射線治療の
有効性の検討

第93回日本胃癌学会総会 ワークショップ 大阪市 2021年3月

27
橋本和彦、木谷光太郎、辻本智之、額原敦、福田周
一、石川原、肥田仁一、湯川真生、井上雅智

当院における膵頭十二指腸切除術の周術期感染対策
の現状

第51回日本膵臓学会大会 一般演題 紙上発表 2021年1月

28

Hashimoto K,Kitani K,Hirose S,Amano C,Sawaguchi
H,Shimada T,Ohta Y,Tsujimoto T,Kubota M,Gakuhara
A,Hyuga S,Fukuda S,Ishikawa H,Hida J,Yukawa M,Inoue

The treatment of perioperative infection after hepato-
biliary-pancreatic surgery in our hospital

第３２回日本肝胆膵外科学
会学術集会

ポスター WEB 2021年2月

29
K Hashimoto,K kitani,T Tsujioto,A Gakuhara, ,S
Fukuda,H Ishikawa,J Hida,M Yukawa,M Inoue

Evaluation of the surgical site infection surveillance
after laparoscopic surgery in our hospital

第３３回日本内視鏡外科学
会総会

一般演題
WEB

2021年3月

30

橋本和彦、木谷光太郎、寺口皓、天野智佳子、辻本智
之、額原敦、富原英生、福田周一、太田勝也、石川原、
肥田仁一、湯川真生

当院における消化器外科手術の周術期感染対策と多
剤耐性菌の検出状況

第１２１回日本外科学会定
期学術集会

デジタルポスター WEB 2021年4月

31 橋本和彦、吉川知宏、澤口博千代
消化器外科手術後のSSIサーベイランスと多剤耐性菌
検出状況の検討

第95回日本感染症学会学
術講演会
第69回日本化学療法学会
総会　合同学会

一般演題 WEB 2021年5月

2 / 5 ページ



発表

発表者名（全員記載） 演題名 学会名
発表形式
（一般演題、シンポなど）

開催地 発表年月

32

K Hashimoto,H Tomihara,H Ishikawa,C Amano,S
Tamura,H Teraguchi,T Yoshikawa,K Kitani,H
Sawaguchi,T Shimada,Y Ohta

Perioperative infection control and occurrence of
causative organisms from surgical site infection after
hepatectomy in our hosptal

第３３肝胆膵外科学会学術
集会

デジタルポスター WEB 2021年6月

33
橋本和彦、富原英生、石川原、辻本　智之、額原　敦、
福田周一、太田勝也、木谷光太郎、肥田仁一、湯川真

膵頭十二指腸切除術の膵消化管吻合の工夫と周術期
感染症対策

第７６回日本消化器外科学
会総会

一般演題 WEB 2021年7月

34

橋本和彦、富原英生、水野成人、木谷光太郎、天野智
佳子、田村さやか、寺口皓、吉川知宏、澤口博千代、嶋
田高広、太田善夫

当院における胆嚢摘出術のＳＳＩサーベイランスと起因
菌の検討

第57回日本胆道学会学術
集会

一般演題 ＷＥＢ 2021年10月

35 橋本和彦、澤口博千代 当院におけるSSIサーベイランスとICT活用状況
第69回日本化学療法学会
西日本支部総会

一般演題 ＷＥＢ 2021年11月

36

橋本和彦、木谷光太郎、天野智佳子、寺下大補、額原
敦、富原英生、福田周一、太田勝也、石川原、肥田仁
一、木村豊

消化器外科手術部位感染サーベイランスと周術期感染
対策

第83回日本臨床外科学会
総会

一般口演 東京都 2021年11月

37
橋本和彦、木谷光太郎、寺口晧、吉川知宏、天野智佳
子、田村さやか、澤口千代、嶋田高広、木村豊、村木正

消化器外科手術後の手術部位感染発生率と薬剤耐性
の検出状況についての検討

第34回日本外科感染症学
会総会学術集会

一般演題 北九州市 2021年12月

38
T Tsujimoto,A Gakuhara, S Fukuda, Hyuga,K kitani,  K
Hashimoto,H Ishikawa,J Hida,M Yukawa,M Inoue

Laparoscopic endoscopic combined gastrectomy for
gastric lipoma: a case report

第３３回日本内視鏡外科学
会総会

一般演題 WEB 2021年3月

39
木谷光太郎、太田勝也、額原敦、富原英夫、 福田周
一、橋本和彦、石川原、肥田仁一、木村豊

下部進行直腸癌の術前化学放射線治療後の局所再発
に対して経肛門的内視鏡下直腸切除術を施行した一

第34回日本内視鏡外科学
会総会

ミニオーラル 神戸市 2021年12月

40

太田　勝也、池永雅一、上田正射、谷田司、家出清継、
津田雄二郎、中島慎介、松山仁、Ken　Konishi、遠藤俊
治、太田晃正

閉塞性大腸癌に対するSelf-expandable metallic stent
を用いた治療の検討

第１２１回日本外科学会定
期学術集会

一般演題 千葉 2021年4月

41
太田　勝也、額原敦、福田周一、富原英生、木谷光太
郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、木村豊

Multiple-primary ventral herniaに対する腹腔鏡下ヘル
ニア修復術

第15回関西ヘルニア研究会 要望演題 WEB 2021年12月

42
福田周一、額原敦、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

内腔突出型胃GISTに対する単孔式腹腔鏡下胃内手術
の導入経験

第93回胃癌学会総会 一般演題 WEB 2021年3月

43
福田周一、額原敦、石川原、辻本智之、富原英生、太
田勝也、木谷光太郎、橋本和彦、肥田仁一、湯川真生

内視鏡検査時の送気により急性腹膜炎をきたした胃潰
瘍巨大肝嚢胞穿通の１例

第５７回日本腹部救急医学
学会総会

一般演題 WEB 2021年3月

44
S Fukuda,A Gakuhara,T Tsujioto,S Hyuga,K kitani,K
Hashimoto,H Ishikawa,J Hida,M Yukawa,M Inoue

Lesser curvature side lymphadenectomy performed
continuously from lesser omentum dissection in LDG

第３３回日本内視鏡外科学
会総会

一般演題 WEB 2021年3月

45
福田周一、額原敦、石川原、辻本智之、富原英生、太
田勝也、木谷光太郎、橋本和彦、肥田仁一、湯川真生

内視鏡検査時の送気により急性腹膜炎をきたした胃潰
瘍巨大肝嚢胞穿通の１例

第２０４回近畿外科学会 一般演題 WEB 2021年3月

46
福田周一、額原敦、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

胃GISTに対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の導入経験
第１２１回日本外科学会定
期学術集会

ポスター WEB 2021年4月

47
福田周一、額原敦、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

胃GISTに対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の経験 第７５回手術手技研究会 デジタルポスター？ 静岡 2021年5月

48
福田周一、額原敦、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

食道癌術後難治性乳び瘻に対する右横隔膜脚切離を
伴う開腹下胸管結紮術

第64回関西胸部外科学会
学術集会

一般演題 WEB 2021年6月

49

福田周一、岡嶋馨、福田浩平、額原敦、辻本智之、富
原英生、太田勝也、木谷光太郎、橋本和彦、石川原、
肥田仁一、湯川真生

シスプラチン+5-FU療法後の体幹部定位放射線治療に
よりｃCRが得られた食道癌術後単発肝転移の１例

第64回関西胸部外科学会
学術集会

一般演題 WEB 2021年6月

50
福田周一、木谷光太郎、額原敦、富原英生、太田勝
也、橋本和彦、石川原、木村豊、肥田仁一、湯川真生

3ポート腹腔鏡下虫垂切除術におけるJ 型に挿入するド
レーン挿入手技

第76回日本消化器外科学
会総会

一般演題デジタルポス
ター

京都市 2021年7月
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51
福田周一、岡嶋馨、額原敦、辻本智之、富原英生、太
田勝也、木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、

5-FU+CDDP療法後の定位放射線治療によりｃCRが得
られた食道癌術後単発肝転移の1例

第75回日本食道学会学術
集会

ポスター 東京 2021年9月

52
福田周一、木谷光太郎、寺下大補、額原敦、富原英
生、太田勝也、橋本和彦、石川原、肥田仁一、木村豊

3ポート腹腔鏡下虫垂切除術におけるJ型に挿入するド
レーン留置

第34回近畿内視鏡外科学
会研究会

一般演題 WEB 2021年9月

53

福田周一、若狭朋子、花本仁、寺下大補、額原敦、富
原英生、太田勝也、木谷光太郎、橋本和彦、石川原、
肥田仁一、木村豊

胃癌と原発性右副腎リンパ腫同時発生の1例
第59回日本癌治療学会学
術集会

ポスター ＷＥＢ 2021年10月

54
福田周一、額原敦、寺下大補、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、木村豊

胃癌と原発性右副腎リンパ腫が併存した1例
第51回胃外科・術後障害研
究会

一般口演 東京都 2021年11月

55
福田周一、木谷光太郎、額原敦、富原英生、太田勝
也、橋本和彦、石川原、肥田仁一、木村豊

3ポート腹腔鏡下虫垂切除術におけるドレーン留置の
工夫

第34回日本内視鏡外科学
会総会

ミニオーラル 神戸市 2021年12月

56

富原英生、カーボーン　フェデリカ、ペレリ　ルイージ、ド
ラエッタ　ジュリオ、カルーゴ　アレッサンドロ、ジェノベー
ゼ　ジャニコラ

ARID1A欠失は上皮間葉転換を促し、膵癌のプロテオト
キシックストレスに対する感受性を増加する

第７６回日本消化器外科学
会総会

一般演題 WEB 2021年7月

57
額原敦、福田周一、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

当院における胃癌肝転移に対する切除症例の検討 第93回胃癌学会総会 一般演題 WEB 2021年3月

58
A Gakuhara,S Fukuda,T Tsujioto,S Hyuga,K kitani,K
Hashimoto,H Ishikawa,J Hida,M Yukawa,M Inoue

Laparoscopic surgery for small bowel obstruction after
abdominal　surｇery

第３３回日本内視鏡外科学
会総会

デジタルポスター WEB 2021年3月

59
額原敦、福田周一、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

８０歳以上の高齢胃癌患者におけるmodified GPSと予
後の検討

第１２１回日本外科学会定
期学術集会

一般演題 WEB 2021年4月

60
額原敦、福田周一、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

噴門側胃切除後、吻合物壊死・縫合不全に対し、W-ED
チューブを用いた保存的治療で治癒しえた1例

第３６回日本臨床栄養代謝
学会学術集会

一般演題 WEB 2021年7月

61
額原敦、福田周一、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真

80歳以上の高齢胃癌患者に対する腹腔鏡下幽門側胃
切除術の検討

第76回日本消化器外科学
会総会

一般演題デジタルポス
ター

京都市 2021年7月

62
額原敦、福田周一、辻本智之、富原英生、太田勝也、
木谷光太郎、橋本和彦、石川原、肥田仁一、湯川真生

術後10年以上無再発生存中の食道癌肉腫の1切除例
第75回日本食道学会学術
集会

ポスター 東京 2021年9月

63 石川原
消化器がんの救急診療～消化器ホットラインが役立ち
ます～

第12回奈良がん病診連携を
考える会

一般講演 WEB 2021年11月

64

白石治、安田卓司、木村豊、加藤寛章、百瀬洸太、土
岐祐一郎、山崎誠、牧野知紀、田中晃司、山下公太
郎、矢野雅彦、宮田博志、杉村啓二郎、平尾素宏、西
川和宏、浜川卓也、藤谷和正、本告正明、宮崎安弘、

術前化学療法後cN1-ypN0陰転化群と前治療なし手術
pN0群との予後比較

第121回日本外科学会定期
学術集会

サージカルフォーラム 千葉市 2021年4月

65
白石治、百瀬洸太、加藤寛章、平木洋子、安田篤、新
海政幸、木村豊、今野元博、安田卓司

高齢者進行食道癌患者に対するmodified UDONレジメ
ン術前化学療法の安全性と有効性

第76回日本消化器外科学
会総会

ワークショップ 京都市 2021年7月

66
白石治、平木洋子、百瀬洸太、加藤寛章、安田篤、新
海政幸、木村豊、今野元博、安田卓司

低侵襲化を目指した合理的なリンパ節郭清領域の省略
第75回日本食道学会学術
集会

ビデオシンポジウム 東京都 2021年9月

67
Hiraki Y、Yasuda A、Momose K、Kato H、Iwama M、
Shiraishi O、Shinkai M、Kimura Y、Imano M、Yasuda　T

A case of a gastric granular cell tumor preoperatively
diagnosed and successfully treated by SILS

第33回日本内視鏡外科学
会総会

デジタルポスター
横浜市
（WEB）

2021年3月

68
Imano M、Hiraki Y、Momose K、Kato H、Shiraishi O、
Yasuda A、Shinkai M、Kimura Y、Furukawa H、Yasuda

Treatment Strategy for Gastric cancer patients with
Peritoneal Metastasis

第93回日本胃癌学会総会 シンポジウム 大阪市 2021年3月

69
Tanaka R、Sato C、Kawakami H、Kimura Y, Satake H、
Fujita J、Kawabata R、Imai Y、Lee SW、Satoh T

Efficacy of adjuvant S-1 monotherapy in MSI-H Stage
II Gastric Cancer

第93回日本胃癌学会総会 シンポジウム 大阪市 2021年3月
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70

Yasuda A、Kimura Y、Hiraki Y、Momose K、Kato H、
Iwama M、Shiraishi O、Shinkai M、Imano M、Imamoto
H、Yasuda　T

Laparoscopic intragastric surgery (L-IGS) for SMT
第33回日本内視鏡外科学
会総会

デジタルポスター
横浜市
（WEB）

2021年3月

71
加藤寛章、平木洋子、百瀬洸太、白石治、安田篤、新
海政幸、木村豊、今野元博、安田卓司

RY 脚吻合部出血の血腫閉塞により輸入脚閉塞症をき
たした2 例

第57 回日本腹部救急医学
会総会

一般演題
東京都
（WEB）

2021年3月

72

川上尚人、藤谷和正、松山仁、赤丸祐介、田村茂行、
遠藤俊治、木村豊、間狩洋一、田村孝雄、杉本直俊、
坂井大介、辻仲利政、後藤昌弘、黒川幸典、下川敏
雄、佐藤太郎

Comparison of S-1–cisplatin every 5 weeks with
capecitabine-cisplatin every 3 weeks for HER2-
negative gastric cancer (recurrent after S-1 adjuvant
therapy or chemotherapy-naïve advanced): pooled
analysis of HERBIS-2 (OGSG 1103) and HERBIS-4A
(OGSG 1105) trials

第18回日本臨床腫瘍学会
学術集会

ミニオーラル 京都市 2021年2月

73
佐藤千尋、川上尚人、木村豊、田中亮、佐竹悠良、藤
田淳也、川端良平、佐藤太郎

Efficacy of Adjuvant S-1 monotherapy in MSI-H Stage
II Gastric Cancer

第18回日本臨床腫瘍学会
学術集会

ミニオーラル 京都市 2021年2月

74
新海政幸、今野元博、平木洋子、百瀬洸太、加藤寛
章、白石治、安田篤、木村豊、安田卓司

腹膜播種陽性胃癌におけるfirst-line化学療法後、播種
遺残例に対する2nd-line 治療としての外科治療介入の
可能性

第121回日本外科学会定期
学術集会

デジタルポスター
千葉市
（WEB)

2021年4月

75
平木洋子、安田篤、百瀬洸太、加藤寛章、白石治、新
海政幸、木村豊、今野元博、安田卓司

胃癌異時性孤立性脾転移をきたした3例の報告 第93回日本胃癌学会総会 一般演題　ポスター
大阪市
（WEB)

2021年3月

76

平木洋子、木村豊、今野元博、百瀬洸太、加藤寛章、
白石治、安田篤、新海政幸、牧野知紀、本告正明、山
﨑誠、宮田博志、矢野雅彦、土岐祐一郎、安田卓司

進行食道癌に対する術前化学療法後のリンパ節にお
ける微小転移が再発に及ぼす影響

第121回日本外科学会定期
学術集会

サージカルフォーラム 千葉市 2021年4月

77
安田篤、木村豊、平木洋子、百瀬洸太、加藤寛章、白
石治、新海政幸、今野元博、安田卓司

食道内圧測定と24時間pHモニター測定からみた噴門
側胃切除後食道裂孔挿入食道残胃吻合法の検討

第93回日本胃癌学会総会 一般演題　口演
大阪市
（WEB)

2021年3月

78
安田篤、木村豊、平木洋子、百瀬光汰、加藤寛章、白
石治、新海政幸、今野元博、安田卓司

噴門側胃切除後における食道内圧からみた至適な食
道残胃吻合法

第121回日本外科学会定期
学術集会

サージカルフォーラム 千葉市 2021年4月
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