Since 1974

第 110 回広島がん治療研究会
プログラム

日時：平成 28 年 9 月 17 日（土）午後 1 時より
場所：広島市東区二葉の里三丁目 2 番 3 号
広島県医師会館

1F ホール

1.

口演および討論時間
・特別講演
口演時間 60 分（質疑応答を含む）
・一般演題
口演時間 5 分 討論 2 分（時間厳守）

2.

PC プレゼンテーションのみで，液晶プロジェクターのみをご用意します。
・会場には OS:Windows7、Microsoft Powerpoint2010 インストール済みのノートパソコンをご用意
致します。ファイルのみお持ちいただく場合は，USB メモリでお願いします。Macintosh をお使い
の方は，ご自身のパソコンにてプレゼンテーションを行ってください。MiniD-sub15 ピンに対応
したインター フェースも併せてご用意ください。尚，環境が異なることにより，思った通りの表
示がされない可能性があることにご留意ください。
・接続確認・ファイル受付・試写は，研究会の開始前（12時00分から12時50分まで）に行います。
受付に係がいますので，早めにお越しいただき，コピーと映写確認をお願いします。時間内にフ
ァイル受付ができなかった場合，研究会開始後ファイル受付を行いますが，正しく表示されない
可能性があることを，ご了承ください。

3. 発表前日までに 200 字以内の抄録をメールにて,
事務局（hganchi@hiroshima-u.ac.jp）にご提出ください。期日までにご提出いただけない場合に
は，「廣島医学」への掲載が不可能になる場合があります。
4.

未だ入会されていない方は当日入会を受け付けます（会費納入は振り込み用紙にてお願いいたしま
す）。
※ 年会費

勤務医 3,000 円
開業医 5,000 円

事務局：
広島大学大学院医歯薬保健学研究院
消化器・移植外科学（旧第二外科）
TEL:082-257-5222 FAX:082-257-5224

13:00

開会の辞

会 長

13:05

論文セミナー

講

大段

秀樹

師
坂本 繁幸
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院

脳神経外科学）

『私が論文を書く際に心がけていること』

13:35

一般演題

座 長
井門 謙太郎
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 耳鼻咽喉科学・頭頚部外科学）

1. 脳室内に発生したリンパ形質細胞性リンパ腫の一例
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 脳神経外科学
前田雄洋、高安武志、山崎文之、野坂 亮、斎藤太一、
栗栖 薫
広島大学病院 がん化学療科
杉山一彦
2. Erdheim-Chester 病の 1 例
東広島医療センター 脳神経外科

清水陽元、勇木 清、貞友 隆、原 健司、大庭秀雄

3. ELPS にて一括摘除した咽頭表在癌の 1 例〜当院における咽頭表在癌の治療体制も含めて〜
広島大学病院 内視鏡診療科
同
広島大学病院

卜部祐司

未来医療センター
内視鏡診療科

田中信治、 岡 志郎

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 消化器・代謝内科

茶山一彰

広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 耳鼻咽喉科•頭頸部外科
上田 勉、平川勝洋

14:05

一般演題

座 長
吉満 政義
（広島市立安佐市民病院

外科）

4. 幽門側胃切除後に腹腔動脈閉塞による残胃壊死、膵尾部壊死、結腸穿孔をきたした 1 例
広島市立広島市民病院 外科
藤井悠花、丁田泰広、井出隆太、三宅聡一郎、石田道拡、
中野敢友、原野雅生、松川啓義、小島康知、井谷史嗣、
塩崎滋弘、岡島正純
5. 当院における G-SOX 療法の検討
広島記念病院 外科

大塚裕之、坂下吉弘、横山雄二郎、橋本泰司、小林弘典、
迫田拓弥、木建 薫、二宮基樹、宮本勝也

6. 肝転移再発を切除し得た皮膚筋炎を合併した直腸がんの 1 例
東広島医療センター 外科

－経験症例と既報告のまとめ－

小野紘輔、下村 学、鍵本篤志、築山尚史、志々田将幸、
大石幸一、宮本和明、柴田 諭、池田昌博、豊田和広、
貞本誠治、高橋忠照

7．同時性大腸癌腹膜播種症例における術前 mGPS の検討
広島大学大学院 医歯薬保健学研究科 消化器・移植外科学
田口和浩、安達智洋、恵木浩之、向井正一朗、矢野琢也、
河内雅年、佐田春樹、寿美裕介、中島一記、田邊和照、
大段秀樹
8. 潰瘍性大腸炎に合併した大腸癌の臨床病理学的検討
広島大大学院 医歯薬保健学研究院 外科学
嶋田徳光、大毛宏喜、矢野雷太、繁本憲文、上神慎之介、
渡谷祐介、上村健一郎、村上義昭、末田泰二郎

14:35

一般演題

座 長
渡谷 祐介
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 外科学）

9. 虫垂粘液嚢胞腺癌の一切除例
中国労災病院 外科

福原宗太朗、平田雄三、今岡洸輝、望月哲矢、田澤宏文、
藤崎成至、福田三郎、高橋護、江藤高陽、先本秀人

10.当院での進行直腸癌に対する術前 CRT 症例の短期成績
市立三次中央病院 外科

平野利典、小林 健、内藤浩之、橋詰淳司、赤山幸一、
桒田亜希、海氣勇気、原田拓光、立本直邦

11.大腸癌イレウスに対する Bridge to surgery (BTS)目的のステント留置
県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科
大下 航、高倉有二、荒田了輔、末岡智志、松原啓壮、
山本将輝、山下正博、野間 翠、松浦一生、徳本憲昭、
大下彰彦、札場保宏、池田 聡、眞次康弘、石本達郎、
中原英樹、漆原 貴、板本敏行
12.右側大腸癌の臨床的特徴と予後について
県立広島病院 消化器・乳腺・移植外科
高倉有二、池田 聡、徳本憲昭、荒田了輔、大下 航、
末岡 智、松原啓壮、山本将輝、山下正博、野間 翠、
松浦一生、大下彰彦、札場保宏、眞次康弘、石本達郎、
中原英樹、漆原 貴、板本敏行

15:05

一般演題

座 長
相方 浩
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 消化器・代謝内科学）

13.Vero-4DRT を用いた肝臓癌に対する動体追尾照射の初期経験
広島がん高精度放射線治療センター
土井歓子、三浦英治、小澤修一、山田 聖、権丈雅浩、
永田 靖
広島大学病院 放射線治療科

木村智樹、村上祐司、永田 靖

14.肝細胞癌に対する治癒切除症例の肝外再発予測因子
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 消化器・移植外科学
本明慈彦、小林 剛、橋本昌和、黒田慎太郎、石山宏平、
井手健太郎、大平真裕、田原裕之、岩子 寛、濱岡道則、
沖本 将、山口恵美、大段秀樹
15.肝細胞癌に対する体幹部定位放射線治療（SBRT）の成績
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 消化器・代謝内科
寺岡雄吏、河岡友和、相方 浩、大上加奈、稲垣有希、
鳩岡正浩、盛生 慶、小林知樹、長沖祐子、柘 雅貴、
平松 憲、今村道雄、川上由育、茶山一彰
広島大学病院 放射線治療科

木村智樹、永田 靖

16.Glypican3 を用いた肝細胞癌における循環腫瘍細胞検出系の確立とその意義
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 消化器・移植外科学
浜岡道則、小林 剛、田中友加、石山宏平、井手健太郎、
大平真裕、田原裕之、黒田慎太郎、清水誠一、岩子 寛、
沖本 将、本明慈彦、山口恵美、大段秀樹

15:35

一般演題

座 長
林 哲太郎
（広島大学大学院医歯薬保健学研究院 腎泌尿器科学）

17.好中球／リンパ球比（NLR）を含む術前臨床病理学的因子を用いた膀胱癌における膀胱全摘後の再発，
予後予測の検討
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 腎泌尿器科学
藤井慎介、小畠浩平、林哲太郎、定秀孝介 、後藤景介、
岩本秀雄、井上省吾、亭島 淳、松原昭郎
安佐市民病院 泌尿器科

大原慎也、加藤昌生、三田耕司

18.前立腺癌全摘術後断端陽性および術後 PSA 再発に対する放射線治療成績
広島大学大学院 医歯薬保健学研究院 放射線腫瘍学
竹内有樹、村上祐司、高橋一平、西淵いくの、木村智樹、
齋藤明登、西尾禎治、永田 靖

15:50

一般演題

座 長
柴田 諭
（独立行政法人国立病院機構 東広島医療センター 呼吸器外科）

19.進行期非小細胞肺癌に対する nivolumab 療法 10 例の後方視的検討
広島赤十字・原爆病院 呼吸器科

齊藤尚美、山﨑正弘、大道和佳子、石山さやか、
出口奈穂、谷脇雅也、大橋信之

20. 膵癌に併発した肺腫瘍に対し TS-1 内服が有効であった二切除例
呉医療センター・中国がんセンター 外科
宮本竜弥、井上雅史、田丸健太郎、瀬尾信吾、山口恵美、
三隅俊博、清水 亘、伊禮俊充、鈴木祟久、尾上隆司、
首藤 毅、清水洋祐、檜井孝夫、田代裕尊

16:05

一般演題

座 長
角舎 学行
（広島大学 原爆放射線医科学研究所 腫瘍外科）

21.自壊した腫瘍を伴う乳癌に対して Mohs Paste を使用し局所コントロールを行った 2 症例
シムラ病院 外科

上田大介、岩田尚士、垰本純哉

22.乳癌脳転移に対する Bevacizumab+Paclitaxel の有効性の検討
広島市立広島市民病院 乳腺外科

金 敬徳、藤原みわ、吉村友里、梶原友紀子、伊藤充矢、
大谷彰一郎

23.乳癌腹膜播種の 2 症例
広島赤十字・原爆病院 外科

大津 甫、筒井信一、今井大祐、萱島寛人、大峰高広、
山口将平、小西晃造、濱武基陽、前田貴司、松田裕之

16:35〜16:40

★:・'゜☆゜'・:*: 休憩 ★゜'・:*:.。☆.:*:・★゜'・:*:.。☆.:*:

座 長
16:40〜17:40

大 段

秀 樹

広島がん治療研究会会長

特別講演

『臨床医にとって役立つ疫学の知識』
大阪市立大学大学院医学研究科
産業医学・都市環境医学分野（環境衛生学教室）
教 授 林 朝茂 先生
(共催：一般社団法人

17:40

閉会の辞

会 長

広島大学医師会、広島臨床腫瘍外科研究グループ(HiSCO) )

大段

秀樹

