
研 究 業 績  
（平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日） 

１．論  文 （原著・総説・著書など） 

（１）欧文論文 

【内科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Masuda T  Ishihara S,その他 

Efficacy of platinum 

combination 

chemotherapy after 

first-line gefitinib 

treatment in non-small 

cell lung cancer patients 

harboring sensitive 

EGFR mutations. 

Clin Trans Oncol 
第17巻

第9号 
702-709 27年5月 

Kuwako T Ishihara S,その他 

First-line  gefitinib 

treatment in elderly 

patients (aged ≥75 years) 

with on-small cell lung 

cancer harboring EGFR 

mutations. 

Cancer Chemother 

Pharmacol 

第76巻

第4号 
761-769 27年8月 

【循環器内科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Goto K その他 

Myocardial cintigraphic 

evidence of Kounis 

syndrome: what is the 

aetiology of acute 

coronary syndrome? 

European Heart 

Journal 

現 在 は

online 

のみで公

開 

現 在 は

online の

みで公開 

27年12月 

【外科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Mogi A Tanaka S、その他 

Video-Assisted 

Thoracoscopic Surgery 

after Preoperative 

CT-Guided Lipiodol 

Marking of Small or 

Impalpable Pulmonary 

Nodules 

Ann Thorac 

Cardiovasc Surg 
第21巻 435-439 27年5月 



筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Ishii N Suzuki H,その他 

Giant holangiolocellular 

Carcinoma With Early 

Recurrence That Was 

Difficult to Distinguish 

From Cholangiocellular 

Carcinoma: Report of a 

Case. 

Int Surg 
第100巻

第6号 

1111-111

6 
27年6月 

Suzuki H その他 

Xanthogranulomatous 

cholecystitis: Difficulty in 

differentiating from 

gallbladder cancer. 

 

World J 

Gastroen

terol 

第21巻 

第35号 

10166-10

173 
27年9月 

Suzuki H その他 

Relationship between 

18-F-fluoro-deoxy-D-gluc

ose uptake and expression 

of glucose transporter 1 

and pyruvate kinase M2 in 

intrahepatic 

cholangiocarcinoma. 

Dig Liver Dis 
第47巻 

第7号 

590-596 

 
27年7月 

Watanabe A Suzuki H,その他 

Nesfatin-1 suppresses 

gastric contractions and 

inhibits interdigestive 

migrating contractions in 

conscious dogs. 

 

Dig Dis Sci 
第60巻 

第6号 

1595-160

2 
27年6月 

Tsukagoshi M Suzuki H,その他 

Overexpression of natural 

killer group 2 member D 

ligands predicts favorable 

prognosis in 

cholangiocarcinoma. 

 

Cancer Sci 
第107巻

第2号 
116-122 28年2月 

【整形外科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Kobayashi R その他 

A cadaveric study of the 

cervical nerve roots and 

spinal segments 

European Spine 

Journal 

 

第24 巻

第 12号 

2823－

2831 
27年12月 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26414834
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401081
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401081
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26401081
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25912843


【心臓血管外科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Ohki S 

 

Hirai H, Yasuhara K, 

Hatori K, Miki T, 

Obayashi T 

 

Aortoiliac artery 

reconstruction using 

bilateral reversed 

superficial femoral veins 

for an infected 

abdominal aortic 

aneurysm 

Ann Vasc Dis 
第9巻、

第1号 
70-72 28年3月 

Hatori K 

OhkiS,ObayashiT,  

Yasuhara K,Hirai H,そ

の他 

Apicoaortic conduit for 

severe hemolytic anemia 

after aortic valve 

replacement 

Asian Cardiovasc 

Thorac Ann 

第23巻 

第5号 
558-560 27年6月 

Hatori K 
OhkiS,MikiT,HiraiH, 

Yasuhara K,Obayashi T 

Infected abdominal 

aortic aneurysm caused 

by Streptococcus 

pneumonia diagnosed 

using polymerase chain 

reaction 

Surg Case Rep 
第1巻 

第1号 
83 27年12月 

【皮膚科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Hasegawa M Tamura A 

Subungual 

Angiokeratoma 

Presenting as a 

Longitudinal Pigmented 

Band in the Nail. 

 

Acta Derm 

Venereol 2015 

第95巻 

第8号 

1001-100

2 
27年11月 

Shimizu A Tamura A,その他 

Detection of human 

papillomavirus type 67 

in subungual Bowen’s 

disease presenting as 

longitudinal 

melanonychia. 

 

Acta Derm 

Venereol 

第95巻 

第6号 
745-746 27年7月 

Uchiyama A Tamura A,その他 

Cutaneous Marginal 

Zone B-cell Lymphoma 

Evolving into 

Anetoderma: A Role of 

Matrix 

Metalloproteinases? 

 

Acta Derm 

Venereol 
第95巻 499-500 27年4月 

 

 



【泌尿器科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Ishikawa H Takezawa Y 

Carbon-ion 

Radiotherapy for 

Prostate Cancer : 

Analysis of Morbidities 

and Change in 

Health-related Quality of 

Life 

ANTICANCER 

RESEARCH 
第35巻 5559-5566 27年 

【麻酔科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

Kuroda M Kumakura M,その他 

The usefulness of 

three-dimensional 

transesophageal 

echocardiography for a 

primum atrial septal 

defect. 

Anesthesia 

Analgesia 
第121巻 1151-1154 27年 

 

（２）邦文論文 

【皮膚科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

小川 愛 田村敦志 
下 眼 瞼 に 生 じ た

mantle-omaの1例 
皮膚臨床 

第57巻

第4号 
428-431 27年4月 

長谷川道子 田村敦志 

副耳下腺に生じた基底細

胞腺腫の 1 例と本邦報告

例の文献的考察 

日皮会誌 
第125巻

第6号 
1225-1230 27年5月 

長谷川道子 田村敦志，前田昇三 

経過中に小球性貧血をき

たした低亜鉛母乳による

亜鉛欠乏症の1例 

臨皮 
第69巻

第10号 
742-745 27年9月 

長谷川道子 田村敦志 

Basal cell carcinoma of 

the nipple-areola 

complex の 1 例と内外報

告57例の検討 

日皮会誌 
第125巻

第12号 
2283-2288 27年11月 

長谷川道子 田村敦志 
臀部に単発した verrcous 

porokeratosis 
日皮会誌 

第126巻

第2号 
157-162 28年2月 

長谷川道子 田村敦志 
爪甲色素線条を呈した爪

下被角血管腫 

日本皮膚外科学会

誌 

第19巻

第1号 
30-21 27年7月 

田村 敦志  

ポートワイン母斑，

Sturge-Weber 症候群，

Klippel-Trenaunay-Weber

群 

小児科診療 

第78巻

（特大

号）第

11号 

1524-1527 27年11月 



筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

田村 敦志  急性期・慢性期の浅い褥瘡 薬局 
第66巻

第8号 
68-72 27年7月 

田村 敦志 長谷川道子 

滑液包炎，coccygeal pad，

肛門・仙骨部皮膚アミロイ

ドシーシス，感染性股関節

炎 

WOC Nursing 
第3巻

第11号 
60-67 27年11月 

田村 敦志  
美容的に配慮した皮膚小

腫瘍の治療 

平成 27 年度美容

皮膚科・レーザー

指導専門医 

テキスト 

 1-8 27年7月 

田村 敦志  
美容に配慮した皮膚小腫

瘍の治療 

WHAT’S NEW in 皮

膚科学 2016-2017 
 172-173 28年2月 

【泌尿器科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

竹澤 豊 

中山紘史、宮尾武士、

村松和道、牧野武朗、

悦永徹、齋藤佳隆、

小林幹男、その他 

腹腔鏡下膀胱全摘除術

の初期経験 
泌尿器外科 

第28巻

第6号 

1087-109

1 
27年6月 

牧野 武朗 

宮尾武士、村松和道、

悦永徹、齋藤佳隆、

竹澤豊、小林幹男 

腹腔鏡下に縫合閉鎖可

能であった腹腔内膀胱

破裂の１例 

泌尿器外科 
第28巻

第9号 

1553-155

6 
27年9月 

竹澤 豊  

前立腺全摘除術におけ

る自己血輸血の意義の

変化 

自己血輸血 
第28巻

第2号 
169-173 27年12月 

【歯科口腔外科】 

筆頭者名 共著者名 論文名 雑誌名 巻（号） 頁（初頁-終頁） 発行年月 

佐々井敬祐 その他 

伊勢崎市民病院におけ

る周術期口腔機能管理

の検討 

群馬医学 No.102 15-17 27年10月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．学 会 発 表  

（１）座長・司会 

【内科】 

氏名 担当内容 学会名 年 月 開催地 

小林 裕幸 座長 
日本内科学会関東支部主催 

第615回関東地方会 
27年6月 東京 

小林 裕幸、 

石原 真一 
座長 

日本内科学会関東支部主催 

第620回関東地方会 
27年12月 東京 

【循環器内科】 

氏名 担当内容 学会名 年 月 開催地 

樋口 京介 総合座長 第13回G-CCT 28年2月 前橋 

【外科】 

氏名 担当内容 学会名 年 月 開催地 

保田 尚邦 座長 一般口演 下部消化管－６ 第40回日本外科系連合学会学術集会 27年6月 東京 

保田 尚邦 

座長 特別講演 電子クリニカルパ

スの進歩－バリアンス分析と可視化

－ 

第12回群馬クリニカルパス研究会 27年7月 前橋 

保田 尚邦 
座長 一般演題（ミニオーラル）８８  

高齢者２ 
第70回日本消化器外科学会総会 27年7月 静岡 

保田 尚邦 座長 口演①クリティカルパス 
日本医療マネジメント学会 

第5回群馬県支部学術集会 
28年2月 高崎 

【皮膚科】 

氏名 担当内容 学会名 年 月 開催地 

田村 敦志 座長 一般演題 第87回日本皮膚科学会群馬地方会 27年6月 前橋 

田村 敦志 

その他 

座長 一般演題 2：手術手技・再建・

治療法（Ⅱ） 

第 30 回日本皮膚外科学会総会・学術集

会 
27年10月 兵庫 

田村 敦志 座長 一般演題（3） 手術・再建 第34回日本臨床皮膚外科学会学術大会 28年3月 大阪 

【泌尿器科】 

氏名 担当内容 学会名 年 月 開催地 

小林 幹男 

座長 教育講演 泌尿器腹腔鏡技術

認定審査に合格するために－腎摘除

術 

第72回日本泌尿器科学会群馬地方会 28年2月 前橋 

【放射線治療科】 

氏名 担当内容 学会名 年 月 開催地 

樋口 啓子 

座長 教育講演 乳がんにおける骨

転移マネージメント-ＢＯＮＥＮＡＶ

Ｉを用いて- 

両毛地区乳癌研究会 27年10月 太田 

 

 

 

 

 



（２）口演・示説  

【内 科】  

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

増田 友美 石原真一、その他 

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞

肺癌症例（NSCLC)に対するプラ

チナ併用化学療法（P)と 

EGFR-TKI療法（T)の検討 

第112回日本内科 

学会講演会 
27年4月 京都 示説 

桑子 智人 石原真一、その他 

高齢者(75歳以上)EGFR遺伝子

変異陽性非小細胞肺癌症例に

対する初回ゲフィ二チブ療法

の検討 

第112回日本内科 

学会講演会 
27年4月 京都 示説 

畑中 健 
嶋田靖、滝澤大地、 

その他 

微粉末化ＣＤＤＰ製剤による

肝動脈化学注入療法が 

肝予備能へ与える因子の検討 

第51回日本肝臓 

学会総会 
27年5月 熊本 示説 

畑中 健 

伊島正志、松井綾子、 

栗原英心、綿貫雄太、 

深井泰守、髙橋和宏、 

石原眞悟、嶋田靖、 

滝澤大地、増尾貴成、 

その他 

手術不能担癌症例の急性胆嚢

炎に対する内視鏡的胆嚢ステ

ント留置術(EGBS）の有能性 

および安全性の検討 

第89回日本消化器 

内視鏡学会総会 
27年5月 愛知 口演 

桑子 智人 石原真一、その他 

Efficacy of platinum 

combination chemotherapy 

after first-line gefitinib 

treatment in non-small cell 

lung cancer patients 

harboring sensitive 

EGFRmutations. 

第13回日本臨床腫瘍

学会学術集会 
27年7月 北海道 示説 

桑子 智人 石原真一、その他 

Efficacy of chemotherapy 

after first-line gefitinib 

for EGFR-mutant NSCLC 

patients. 

第16回世界肺癌学会 27年9月 デンバー 示説 

宮坂 勇平 

鈴木邦明、神宮飛鳥、 

高橋源、石原真一、 

小林裕幸、その他 

診断に苦慮した前立腺導管癌

肺転移の１例 

第216回日本呼吸器

学会関東地方会 
27年9月 前橋 口演 

増尾 貴成 

一色綾希、綿貫雄太、 

深井泰守、石原眞悟､ 

髙橋和宏、金山雄樹､ 

安達拓也、松井綾子、 

栗原英心、清水雄太、 

上野敬史、畑中健、 

嶋田靖、伊島正志、 

滝澤大地、押本浩一 

抗血栓薬服用者における大腸

EMR後出血の検討 

第23回日本消化器 

関連学会週間 
27年10月 東京 示説 



演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

滝澤 大地 嶋田靖、畑中健、その他 

多発肝細胞癌症例でのＢ－Ｔ

ＡＣＥとＤＥＢ－ＴＡＣＥの

比較 

第23回日本消化器 

関連学会週間 
27年10月 東京 示説 

大谷 健一  
糖尿病地域連携パスの   

長期的効果 

第16回日本クリニカ

ルパス学会学術集会 
27年11月 千葉 口演 

髙橋 駿 

石原眞悟、小林裕幸、  

増尾貴成、一色綾希､  

清水雄大、髙橋和宏、  

その他 

腸閉塞を契機に発見された 

非遺伝性若年発症のS状結腸癌

の一例 

日本内科学会関東 

支部主催第619回 

関東地方会 

27年11月 東京 口演 

塚越 優介 石原真一 その他 

EGFR遺伝子変異陽性非小細胞

肺癌患者における一次治療ゲ

フィチニブ後のプラチナ併用

二次化学療法の治療効果 

第56回日本肺癌学会

学術集会 
27年11月 神奈川 示説 

小竹 美絵 石原真一 その他 

EGFR変異陽性の非小細胞肺癌

患者において体表面積･体重・

BMIによってGefitinibの有効

性を評価できるか。 

第56回日本肺癌 

学会学術集会 
27年11月 神奈川 示説 

村田 圭祐 

石原真一、滝澤大地、  

神宮飛鳥、髙橋源、   

鈴木邦明、小林裕幸、  

鈴木豊 

急速な進行を示し、剖検にて 

診断された胸腺肉腫様癌の 

１例 

第174回日本肺癌学

会関東支部学術集会 
27年12月 東京 口演 

本田 善孝 

鈴木邦明、高橋源、   

石原真一、小林裕幸、  

その他 

在日タイ人に発症した   

肺吸虫症の1例 

第620回日本内科学

会関東地方会 
27年12月 東京 口演 

福地 達 

滝澤大地、金山雄樹、  

安達拓也、上野敬史、  

小林裕幸、その他 

トリクロロエチレン暴露によ

る薬剤過敏症症候群の１例 

第621回日本内科学

会関東地方会 
28年2月 東京 口演 

【循環器内科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

後藤 慶大 その他 

A long-term progness of 

adaptive servo ventilation 

therapy for patients with 

heart failure regardless of 

the severity of 

sleep-disordered breathing 

ESC congress London 

2015 
27年8月 ロンドン 口演 

後藤 慶大 その他 

心肺停止となり蘇生した

Kounis症候群を心筋シンチグ

ラフィで評価しえた一例 

第237回日本循環器

学会関東甲信越 

地方会 

27年9月 東京 口演 

樋口 京介 
後藤慶太、梅山敦、   

中島正博、山岸高宏 

AMIにて緊急CAH中に脳塞栓症

を合併した１例 
第12回G-CCT 27年10月 前橋 口演 



演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

梅山 敦  

ASV治療後のIAD Indexが低い

事は心不全患者の心血管イベ

ントの発症を予測する重要な

指標になる 

第19回日本心不全 

学会学術集会 
27年10月 大阪 口演 

梅山 敦  

Adaptive Servo Ventilation 

Therapy for Patients with 

Heart Failure with Preserved 

Ejection Fraction and Central 

Sleep Apnea 

第80回日本循環器 

学会学術集会 
28年3月 宮城 口演 

【小児科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

堀越 隆伸 その他 
両側耳介の腫脹で発症した再

発性多発軟骨炎の一小児例 

第118回日本小児科

学会学術集会 
27年4月 大阪 示説 

高橋 舞 
大須賀稔樹、高野洋子、

その他 

新生児期の低血糖、無呼吸を契

機に診断した先天性複合型下

垂体機能低下症の一例 

第118回日本小児科

学会学術集会 
27年4月 大阪 示説 

井田 久仁子  
特異な経過を呈したもやもや

病の一例 

第57回日本小児神経

学会学術集会 
27年5月 大阪 示説 

和田 綾 
髙橋舞、高野洋子、 

その他 

小児1型糖尿病患者への簡易型

血糖認識トレーニング導入後 

3年間の経過 

第49回日本小児 

内分泌学会学術集会 
27年10月 東京 示説 

高橋 舞 高野洋子、その他 

橋小脳低形成と精神運動発達

遅滞を伴った性分化異常症の

検討 

第49回日本小児 

内分泌学会学術集会 
27年10月 東京 示説 

【外 科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

中澤 信博 その他 
周術期肺塞栓症の検討と  

当院の試み 

第115回日本外科 

学会定期学術集会 
27年4月 愛知 示説 

塚越 律子 その他 
当院における高齢者乳癌の 

検討 

第115回日本外科 

学会定期学術集会 
27年4月 愛知 口演 

木村 慎太郎 

諸原浩二、保田尚邦、 

小峯知佳、渡辺裕、 

平方智子、岡田朗子、 

家田敬輔、吉田武史、 

和田渉、大澤秀信、 

片山和久、鈴木秀樹、 

田中司玄文 

慢性腎不全維持透析患者に対

する大腸癌手術症例の検討 

第115回日本外科 

学会定期学術集会 
27年4月 愛知 口演 

鈴木 秀樹 和田渉、その他 

大腸癌リンパ節転移の被膜外

浸潤と肝転移切除後の   

予後との関係 

第115回日本外科 

学会定期学術集会 
27年4月 愛知 口演 



演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

田中 司玄文 

吉田武史、小峯知佳、 

渡辺裕、木村慎太郎、 

平方智子、岡田朗子、 

家田敬輔、諸原浩二、 

和田渉、大澤秀信、 

片山和久、鈴木秀樹、 

保田尚邦、その他 

肺癌切除術における気管支断

端陽性例に対する放射線照射

の効果は限定的である 

第115回日本外科 

学会定期学術集会 
27年4月 愛知 口演 

田中 司玄文 吉田武史、その他 
肺癌術後フォロー中の重複癌

検出に関する検討 

第32回日本呼吸器 

学会総会 
27年5月 香川 口演 

塚越 律子 片山和久、岡田朗子 

高カルシウム血症を伴った 

乳癌多発骨転移に対する  

救急対応の1例 

第46回埼玉群馬 

乳腺疾患研究会 
27年5月 埼玉 口演 

鈴木 秀樹 和田渉、その他 孤立性転移性膵癌の３症例 
第27回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 
27年5月 東京 示説 

片山 和久 
平方智子、田邊恵子、 

その他 

進行再発乳癌に対するエベロ

リムス＋エキセメスタン療法

の経験 

第23回日本乳癌 

学会学術総会 
27年7月 東京 示説 

塚越 律子 その他 異時性両側性男性乳癌の一例 
第23回日本乳癌 

学会学術総会 
27年7月 東京 示説 

諸原 浩二 

保田尚邦、木村慎太郎、

渡辺裕、小峯知佳、   

岡田朗子、家田敬輔、  

和田渉、大澤秀信、   

鈴木秀樹 

肥満症例に対する腹腔鏡下 

結腸右半切除術の検討 

第70回日本消化器 

外科学会総会 
27年7月 静岡 示説 

木村 慎太郎 

保田尚邦、渡辺裕、   

小峯知佳、岡田朗子、  

家田敬輔、諸原浩二、  

和田渉、大澤秀信、   

鈴木秀樹 

当院で施行した大腸憩室炎 

手術症例の臨床的検討 

第70回日本消化器 

外科学会総会 
27年7月 静岡 示説 

和田 渉 

小峯知佳、渡辺裕、   

木村慎太郎、家田敬輔、

諸原浩二、大澤秀信、  

保田尚邦、田中司玄文、

その他 

Aortoduodenal fislula(ADF)に

対し、出血コントロ－ルの工夫

をしつつ施行した十二指腸 

切除の2例 

第70回日本消化器 

外科学会総会 
27年7月 静岡 示説 

鈴木 秀樹  

胆管癌患者の根治切除後患者

の術前好中球/リンパ球比  

およびアルブミン値は   

予後予測に有用 

第70回日本消化器 

外科学会総会 
27年7月 静岡 示説 

片山 和久  

エベロリムス＋エキセメスタ

ン療法中に血小板減尐を認め

た再発乳癌症例の検討 

第53回日本癌治療 

学会学術集会 
27年10月 京都 示説 



演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

塚越 律子 

片山和久、江原玄、   

中澤信博、岡田朗子、  

家田敬輔、諸原浩二、  

大澤秀信、鈴木秀樹、  

保田尚邦、田中司玄文、

その他 

HER2陽性再発･転移乳癌に  

対するpertuzumabの当院に 

おける使用経験 

第53回日本癌治療 

学会学術集会 
27年10月 京都 示説 

木村 慎太郎 

諸原浩二、保田尚邦、 

江原玄、中澤信博、 

渡辺裕、塚越律子、 

家田敬輔、大澤秀信、 

鈴木秀樹、田中司玄文 

自転車のハンドルによる外傷

性腹壁ヘルニアの１例 

第77回日本臨床 

外科学会総会 
27年11月 福岡 示説 

渡辺 裕 

江原玄、中澤信博、 

塚越律子、木村慎太郎、

家田敬輔、諸原浩二、 

大澤秀信、鈴木秀樹、 

保田尚邦、田中司玄文 

上腸間膜動脈血栓症に対し

て、血栓吸引・血栓溶解を行う

も改善なく、小腸亜全摘を 

施行した１例 

第77回日本臨床 

外科学会総会 
27年11月 福岡 示説 

江原 玄 

田中司玄文、小峰知佳、

中澤信博、塚越律子、 

渡辺裕、木村慎太郎、 

家田敬輔、大澤秀信、 

鈴木秀樹、諸原浩二、 

保田尚邦 その他 

周術期のCEZ投与により重症型

Clostridium difficile   

関連疾患を発症した一例 

第77回日本臨床 

外科学会総会 
27年11月 福岡 示説 

諸原 浩二 

保田尚邦、木村慎太郎、

江原玄、中澤信博、 

渡辺裕、塚越律子、 

家田敬輔、大澤秀信、 

鈴木秀樹、田中司玄文 

７５歳以上の高齢者に対する

腹腔鏡下結腸右半切除術  

の検討 

第77回日本臨床 

外科学会総会 
27年11月 福岡 口演 

家田 敬輔 

大澤秀信、渡辺裕、   

江原玄、中澤信博、   

塚越律子、木村慎太郎、

諸原浩二、鈴木秀樹、  

保田尚邦、田中司玄文 

その他 

右胃大網動脈を使用した  

冠動脈バイパス術後胃癌の 

２切除例 

第77回日本臨床 

外科学会総会 
27年11月 福岡 示説 

塚越 律子 片山和久、 その他 
緩徐に増大したductal adenoma

の一例 

第12回日本乳癌 

学会関東地方 
27年12月 埼玉 口演 

江原 玄 田中司玄文、鈴木豊 
自然退縮を認めた胸腺嚢胞 

の一例 

第35回日本胸腺 

研究会 
28年2月 徳島 口演 

【整形外科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

小林 亮一 その他 
頚椎神経根と各髄節に関する

解剖学的研究 

第30回日本整形外

科学会基礎学術集会 
27年10月 富山 口演 

 



【脳神経外科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

富澤 真一郎 中島重良、矢内由美 
血管内治療を行ったpial 

arteriovenous fistulaの２例 

第31回脳神経血管

内治療学会学術総会 
27年11月 岡山 示説 

【心臓血管外科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

羽鳥 恭平 
大林民幸、安原清光、

平井英子、三木隆生 

破裂性胸部大動脈瘤に対する

緊急ステンドグラフト内挿術

の治療成績 

第23回群馬県救急

医療懇談会 
27年9月 前橋 口演 

大木 聡 

大林民幸、安原清光、

平井英子、羽鳥恭平、

三木隆生 

８０歳以上の高齢者に対する

急性A型大動脈解離；    

どこまで手術を行うか？ 

第46回日本心臓血

管外科学会学術総会 
28年2月 愛知 口演 

羽鳥 恭平 

大木聡、三木隆生、  

平井英子、安原清光、

大林民幸 

当院における肺動脈弁感染性

心内膜炎２例の治療経験 

第46回日本心臓血

管外科学会学術総会 
28年2月 愛知 示説 

三木 隆生 

羽鳥恭平、平井英子、

安原清光、大木聡、  

大林民幸 

当院における破裂性腹部大動

脈瘤に対する緊急腹部ステン

トグラフト内挿術の治療成績 

第46回日本心臓血

管外科学会学術総会 
28年2月 愛知 示説 

【皮膚科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

長谷川 道子 田村敦志 
インスリン注射部位に生じた

限局性脂肪萎縮症の1例 

第114回日本皮膚科

学会総会 
27年5月 神奈川 示説 

長谷川 道子 田村敦志 
特異な組織像を呈した   

汗孔角化症 

第87回日本皮膚科

学会群馬地方会 
27年6月 前橋 口演 

長谷川 道子 田村敦志、その他 
一部に多数の巨細胞を認めた

Bednar腫瘍 

第31回日本皮膚悪

性腫瘍学会学術大会 
27年7月 大阪 口演 

長谷川 道子 田村敦志 項部に生じた毛巣洞 

第30回日本皮膚外

科学会総会・学術集

会 

27年10月 兵庫 口演 

長谷川 道子 田村敦志 

ジアフェニルスルホン（DDS)に

よる低HｂA1ｃ値を呈した  

水疱性類天疱瘡の1例 

第79回日本皮膚科

学会東京・東部支部

合同学術大会 

28年2月 東京 口演・示説 

長谷川 道子 田村敦志 
生下時より尾骨部に隆起を 

認めたcoccygeal pad 

第34回日本臨床皮

膚外科学会学術大会 
28年3月 大阪 口演 

【泌尿器科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

牧野 武朗 

中山紘史、松村和道、

悦永徹、齋藤佳隆、  

竹澤豊、小林幹男 

伊勢崎市民病院における去勢

抵抗性前立腺がんに対する 

ドセタキセル療法の治療成績 

第103回日本泌尿器

科学会総会 
27年4月 石川 示説 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 



悦永 徹 

中山紘史、松村和道、  

牧野武朗、齋藤佳隆、

竹澤豊、小林幹男 

腎部分切除後の血管病変検出

を目的とした腎エコーの検討 

第103回日本泌尿器

科学会総会 
27年4月 石川 示説 

松村 和道 

中山紘史、牧野武朗、 

悦永徹、齋藤佳隆、   

竹澤豊、小林幹男 

当院におけるゲムシタビン 

単独療法の経験 

第103回日本泌尿器

科学会総会 
27年4月 石川 示説 

竹澤 豊 

中山紘史、松村和道、  

牧野武朗、悦永徹、   

齋藤佳隆、小林幹男 

前立腺がん術後および放射線

治療後の地域連携パスの  

作成、運用と評価 

第103回日本泌尿器

科学会総会 
27年4月 石川 示説 

牧野 武朗 

中山紘史、松村和道、  

牧野武朗、悦永徹、   

齋藤佳隆、小林幹男 

維持血液透析患者に発生した

膀胱褐色細胞腫に対し   

腹腔鏡下に膀胱部分切除を 

行った１例 

第60回日本透析医

学会学術集会・総会 
27年6月 神奈川 示説 

竹澤 豊 

大津晃、中嶋仁、    

牧野武朗、悦永徹、   

齊藤佳隆、小林幹男、  

その他 

Laparoscopic partial 

cystectomy for 

Pheochromocytoma of the 

urinary bladder 

第33回国際泌尿器

内視鏡会議

(WCE2015) 

27年9月 ロンドン 示説 

中嶋 仁 

大津晃、牧野武朗､   

悦永徹、齋藤佳隆、   

竹澤豊、小林幹男 

下大静脈腫瘍塞栓をきたした

尿路上皮癌の一例 

第71回日本泌尿器

科学会群馬地方会 
27年10月 前橋 口演 

牧野 武朗 

大津晃、中嶋仁、悦永徹、

齋藤佳隆、竹澤豊、   

小林幹男、その他 

術中に経験した軟性尿管鏡 

断裂及び体内遺残の1例 

第29回日本泌尿器

内視鏡学会総会 
27年11月 東京 口演 

大津 晃 

中嶋仁、牧野武朗、   

悦永徹、齋藤佳隆、   

竹澤豊、小林幹男、   

その他 

ロボット支援前立腺全摘術の

初期経験 

第29回日本泌尿器

内視鏡学会総会 
27年11月 東京 示説 

大津 晃 

中嶋仁、牧野武朗、   

悦永徹、齋藤佳隆、   

竹澤豊、小林幹男、   

その他 

ロボット支援前立腺全摘除術

の初期経験検討 

第20回群馬県  

内視鏡外科研究会 

学術集会 

28年1月 前橋 口演 

竹澤 豊 

小林幹男、齋藤佳隆、  

悦永徹、牧野武朗、   

中嶋仁、大津晃 

前立腺がん術後および放射線

治療後の地域連携パス運用  

の評価 

日本医療マネジメン

ト学会第5回群馬県

支部学術集会 

28年2月 高崎 口演 

土肥 光希 

大津晃、中嶋仁、    

牧野武朗、悦永徹、   

齊藤佳隆、竹澤豊、   

小林幹男 

腹腔鏡補助下に摘出した    

右副腎癌の一例 

第72回日本泌尿器

科学会群馬地方会 
28年2月 前橋 口演 

大津 晃 

中嶋仁、牧野武朗、悦永

徹、齊藤佳隆、竹澤豊、

小林幹男、その他 

陰茎折症の2例 
第72回日本泌尿器

科学会群馬地方会 
28年2月 前橋 口演 

 

 

 



【産婦人科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

倉田 知子 その他 

帝王切開術後に産褥卵巣静脈

血栓および肺血栓塞栓症を 

発症した1例 

日本産科婦人科学会

第67回学術講演会 
27年4月 神奈川 示説 

【放射線診断科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

熊坂 創真 その他 

Prognostic value of metabolic 

parameters in patients with 

non-small celｌ lung cancer 

determined by 

18F-FAMT-PET/CT 

第74回日本医学 

放射線学会総会 
27年4月 神奈川 示説 

【麻酔科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

塚越 栄次 

吉川大輔、富田行成、  

岩田美香、疋田陽子、  

渋谷綾子、田村誠志 

脊椎くも膜下麻酔後に神経 

障害を生じた２症例の検討 

日本ペインクリニッ

ク学会第49回大会 
27年7月 大阪 示説 

塚越 栄次 
富田行成、吉川大輔、  

田中満理恵、その他 

スガマデクスによるアナフィ

ラキシーの2症例 

日本麻酔科学会関東

甲信越・東京支部第

55回合同学術集会 

27年9月 神奈川 示説 

熊倉 みなみ その他 

一次孔心房中隔欠損症におけ

る欠損孔の心周期変動の評価

に三次元経食道心エコ－  

３DTEEが有効であった一症例 

日本心臓血管麻酔学

会第20回学術大会 
27年10月 福岡 示説 

【歯科口腔外科】 

演者名 共同演者名 演題名 学会名 口演年月 開催地 口演/示説 

佐々井 敬祐 その他 
術後に気道閉塞を発症した 

右顎下部神経線維腫の１例 

第60回日本口腔外科

学会総会・学術大会 
27年10月 愛知 口演 

佐々井 敬祐 その他 
口腔底に発生した巨大な    

類皮嚢胞の1例 

平成27年度秋季 

群馬県医学会 
27年12月 前橋 口演 

 


