
2018 年度 論文発表 

『The Preoperative Geriatric Nutritional Risk Index Predicts Postoperative Complications in 

Elderly Patients with Gastric Cancer Undergoing Gastrectomy.』 Kushiyama S, Sakurai K, Kubo 

N, Tamamori Y, Nishii T, Tachimori A, Inoue T, Maeda K. In Vivo. 32(6):1667-1672.2018 

『Neoadjuvant Radiotherapy with Capecitabine Plus Bevacizumab for Locally Advanced Lower 

Rectal Cancer: Results of a Single-institute Phase Ⅱ Study』 Maeda K, Shibutani M, Otani H et 

al. Anticancer Res. 38(7):4193-4197. 2018 

『Tumor-infiltrating Immune Cells in H&E-stained Sections of Colorectal Cancer Tissue 

as a Reasonable Immunological Biomarker. 』Matsutani S, Shibutani M, Maeda K et 

al. Anticancer Res. 38(12):6721-6727.2018 

『 Two Cases of Long-Term Control of Metastatic Colorectal Cancer via FTD/TPI plus 

Bevacizumab in Elderly Patients』  Shibutani  M, Maeda K, Nagahara  H et al. Case 

Reports in Oncology 11:800-805.2018 

『腹腔鏡下手術で治療し得た特発性大網出血の 1例』 飯田優理香、村田哲洋、出口惣

大、清水貞利、井上透、金沢景繁、西口幸雄。日本腹部救急医学会雑誌 38（5）：839-

843,2018 

『傍ストーマヘルニアの成因と発症予防』 西口幸雄、西居孝文、日月亜紀子、井上透
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2018年度学会発表 

『75 歳以上高齢 stageI 胃癌患者の予後因子の検討』 櫻井克宣、久保尚士、玉森豊、

西居孝文、日月亜紀子、井上透、田村達郎、西口幸雄、大平雅一 第 33回 日本静脈経

腸栄養学会学術集会 神奈川 2018/02/22 

『完全直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術(Wells 法)の治療成績』 井上透、日月亜紀

子、西居孝文、本田優子、久保尚士、永原央、前田清、玉森豊、西口幸雄、大平雅一 第

35 回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会 北海道。2018/02/24 

『ストーマ合併症予防を目指した消化管ストーマ造設法』 井上透、日月亜紀子、西居

孝文、本田優子、久保尚士、玉森豊、渋谷雅常、前田清、西口幸雄、大平雅一 第 35 回 

日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会 北海道 2018/02/24 

『当院におけるストーマ傍ヘルニア患者の現状と課題』 本田優子、奥田典代、井上透、

日月亜紀子、西居孝文、西口幸雄 第 35回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学

会総会 北海道。2018/02/24 

『当院における腹腔鏡下人工肛門造設術の工夫』 西居孝文、日月亜紀子、井上透、奥

田典代、本田優子、西口幸雄 第 35回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30504382
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30504382


会 北海道 2018/02/24 

『当院でのロボット支援胃癌手術の経験』 久保尚士、櫻井克宣、玉森豊、田村達郎、

弘、田中浩明、六車一哉、西居孝文、日月亜紀子、井上透、大平雅一、西口幸雄 第 90

回 日本胃癌学会総会 神奈川 2018/03/08 

『残胃癌に対する腹腔鏡手術の安全性および妥当性の検討』 玉森豊、櫻井克宣、久保

尚士、飯田優理香、櫛山周平、出口惣大、田嶋哲三、三浦光太郎、浦田順久、西居孝文、

日月亜紀子、井上透、田中浩明、六車一哉、大平雅一、西口幸雄 第 90 回 日本胃癌学

会総会 神奈川 2018/03/09 

『慢性腎臓病を伴う高齢胃癌患者の治療成績』 出口惣大、櫻井克宣、久保尚士、玉森

豊、西居孝文、日月亜紀子、井上透、田村達郎、豊川貴弘、田中浩明、六車一哉、八代

正和、西口幸雄、平川弘聖、大平雅一 第 90回 日本胃癌学会総会 神奈川 2018/03/09 

『Short-term and long-term outcomes of gastrectomy in patients older than 80 

years』 

Katsunobu Sakurai, Naoshi Kubo, Yutaka Tamamori, Tatsuro Tamura, Takahiro 

Toyokawa, Hiroaki Tanaka, Kazuya Muguruma, Masakazu Yashiro, Yukio Nishiguchi, 

Kosei Hirakawa, Masaichi Ohira. 第 90回 日本胃癌学会総会 神奈川 2018/03/09 

『外科的切除を行ったリンパ球浸潤胃癌の臨床病理学的検討』 田嶋哲三、玉森豊、久

保尚士、櫻井克宣、白井大介、飯田優理香、櫛山周平、出口惣大、三浦光太郎、浦田順

久、西居孝文、日月亜紀子、井上透、西口幸雄 第 90 回 日本胃癌学会総会 神奈川

2018/03/09 

『腹腔鏡下胃全摘術における Linear stapler を用いた食道空腸吻合の短期成績』 三

浦光太郎、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、田嶋哲三、出口惣大、浦田順久、村田哲洋、

西居孝文、高台真太郎、日月亜紀子、清水貞利、金沢景繁、井上透、西口幸雄 第 90回 

日本胃癌学会総会 神奈川 2018/03/09 

『当院における胃 GIST に対する単孔式腹腔鏡下胃内手術の検討』浦田順久、玉森豊、

出口惣大、田嶋哲三、櫛山周平、飯田優理香、白井大介、三浦光太郎、西尾康平、日月

亜紀子、井上透、櫻井克宣、久保尚士、西口幸雄。第 90 回 日本胃癌学会総会 神奈川

2018/03/09 

『pT4 結腸直腸癌に対する腹腔鏡手術の治療成績に関する検討』 西居孝文、日月亜紀

子、井上透、村田哲洋、櫻井克宜、高台真太郎、玉森豊、久保尚士、清水貞利、金沢景

繁、福岡達成、渋谷雅常、永原央、前田清、大平雅一、西口幸雄 第 116回 日本外科学

会定期学術集会 東京 2018/04/05 

『胃癌に対する術前化学療法後胃切除の治療成績』 玉森豊、久保尚士、櫻井克宣、村

田哲洋、西居孝文、高台真太郎、日月亜紀子、清水貞利、井上透、金沢景繁、浦田順久、

三浦光太郎、出口惣大、田嶋哲三、櫛山周平、飯田優理香、白井大介、六車一哉、田中

浩明、大平雅一、西口幸雄 第 116 回 日本外科学会定期学術集会 東京 2018/04/05 



『食道癌患者の術前栄養状態と術後炎症反応の長期予後における影響』 久保尚士、櫻

井克宣、玉森豊、西居孝文、日月亜紀子、井上透、村田哲洋、清水貞利、田村達郎、豊

川貴弘、田中浩明、六車一哉、大平雅一、西口幸雄。第 116 回 日本外科学会定期学術

集会 東京。2018/04/05 

『腫瘍占拠部位による大腸癌の臨床病理学的特徴と予後の検討』 井上透、日月亜紀子、

西居孝文、玉森豊、櫻井克宣、久保尚士、清水貞利、金沢景繁、前田清、西口幸雄、大

平雅一 第 116回 日本外科学会定期学術集会 東京 2018/04/05 

『肥満症例に対する大腸癌手術の検討』 日月亜紀子、井上透、櫛山周平、出口惣大、

田嶋哲三、三浦光太郎、浦田順久、西尾康平、村田哲洋、櫻井克宜、高台真太郎、西居

孝文、久保尚士、玉森豊、清水貞利、金沢景繁、渋谷雅常、永原央、前田清、大平雅一、

西口幸雄 第 116回 日本外科学会定期学術集会 東京 2018/04/05 

『小腸穿孔をきたした腸管アミロイドーシスの 1例』 澄川美奈子、玉森豊、白井大介

ほか。第 201回 近畿外科学会 大阪 2018/05/19 

『食道裂孔ヘルニアに十二指腸瘢痕狭窄を合併し胃穹窿部壊死をきたした 1 例』 白井

大介、玉森豊、西尾康平 ほか。201 回 近畿外科学会 大阪 2018/05/19 

『胃瘻について改めて考える～必要な胃瘻と不要な胃瘻～』 玉森豊 第 24 回 愛媛

NST研究会 2018/06/09 

『PEG造設不能患者に対する経腸栄養法 －当院における PTEG造設の現状とその課題に

ついて－』玉森豊、三浦光太郎、白井大介、後藤航、西口幸雄 第 24回 関西 PEG・栄

養とリハビリ研究会 2018/06/16 

『ロボット支援腹腔鏡下胃癌手術における「膵をころがさない」膵上縁郭清』 玉森豊、

久保尚士、櫻井克宣、米光健、菊地拓也、白井大介、田嶋哲三、木下正彦、濱野玄弥、

西居孝文、日月亜紀子、井上透、西口幸雄 第 43 回 日本外科系連合学会学術集会 東

京 2018/06/23 

『食道癌に対する食道切除後の SIRS 期間が長期予後に与える検討』 久保尚士、櫻井

克宣、玉森豊、田村達郎、豊川貴弘、西居孝文、日月亜紀子、井上透、大平雅一、西口

幸雄 第 72回 日本食道学会学術集会 栃木 2018/06/28 

『左半腹臥位胸腔鏡下食道切除における左反回神経周囲郭清の工夫』 櫻井克宣、久保

尚士、玉森豊、西居孝文、日月亜紀子、井上透、田村達郎、豊川貴弘、西口幸雄、大平

雅一 第 72回 日本食道学会学術集会 栃木 2018/06/28 

『食道癌に対する術前 DCF 療法が手術に与える影響について』 出口惣大、久保尚士、

玉森豊、櫻井克宣、村田哲洋、西居孝文、日月亜紀子、清水貞利、井上透、西口 幸雄 

第 72回 日本食道学会学術集会 栃木 2018/06/28 

『胸部食道癌術後に非閉塞性腸間膜虚血症を発症し、手術治療にて救命した 1例』 三

浦光太郎、久保尚士、櫻井克宣、玉森豊、村田哲洋、西居孝文、日月亜紀子、清水貞利、

井上透、西口幸雄 第 72 回 日本食道学会学術集会 栃木 2018/06/28 



『高齢早期胃癌患者における予後影響因子とスコア化』 櫻井克宣、久保尚士、玉森豊、

西居孝文、日月亜紀子、井上透、田村達郎、豊川貴弘、田中浩明、六車一哉、八代正和、

前田清、西口幸雄、大平雅一 日本外科代謝栄養学会第 55 回学術集会 大阪 

2018/07/05 

『高齢胃癌患者の治療成績に術前 eGFR が与える影響』 櫻井克宣、久保尚士、玉森豊、

田村達郎、豊川貴弘、田中浩明、六車一哉、西口幸雄、平川弘聖、大平雅一 第 73 回 

日本消化器外科学会総会 鹿児島 2018/07/11 

『ESD 非治癒切除症例に対する外科的治療の重要性』 田嶋哲三、玉森豊、久保尚士、

櫻井克宣、西居孝文、日月亜紀子、井上透、西口幸雄 第 73 回 日本消化器外科学会総

会 鹿児島 2018/07/11 

『当院での CV ポート造設術の新たな取り組み～ランドマーク法からリアルタイムエコ

ーガイド下穿刺法へ～』 出口惣大、玉森豊、日月亜紀子、白井大介、飯田優理香、櫛

山周平、田嶋哲三、三浦光太郎、井上透、西口幸雄 第 73回 日本消化器外科学会総会 

鹿児島 2018/07/11 

『十二指腸断端陽性胃癌切除症例の臨床病理学的検討』 三浦光太郎、櫻井克宣、玉森

豊、久保尚士、西居孝文、日月亜紀子、清水貞利、金沢景繁、井上透、西口幸雄 第 73

回 日本消化器外科学会総会 鹿児島 2018/07/11 

『潰瘍性大腸炎関連 Colitic cancer および Dysplasia 手術症例の検討』 井上透、

日月亜紀子、西居孝文、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、渋谷雅常、前田清、西口幸雄、

大平雅一 第 73回 日本消化器外科学会総会 鹿児島 2018/07/11 

『当院における病理学的他臓器浸潤大腸癌の検討』 日月亜紀子、井上透、西居孝文、

櫻井克宣、久保尚士、玉森豊、清水貞利、前田清、大平雅一、西口幸雄 第 73回 日本

消化器外科学会総会 鹿児島 2018/07/11 

『術後炎症性反応が食道癌患者の長期予後に与える影響の検討』 久保尚士、櫻井克宣、

玉森豊、豊川貴弘、西居孝文、日月亜紀子、井上透、田中浩明、大平雅一、西口幸雄 第

73 回 日本消化器外科学会総会 鹿児島 2018/07/11 

『普及を見据えたロボット支援下胃癌手術の導入』 玉森豊、久保尚士、櫻井克宣、西

居孝文、日月亜紀子、井上透、六車一哉、田中浩明、大平雅一、西口幸雄 第 73 回 日

本消化器外科学会総会 鹿児島 2018/07/11 

『ロボット支援腹腔鏡下胃癌手術における多関節機能を生かしたアプローチと助手と

の協調性の確立』 玉森豊、久保尚士、櫻井克宣、登千穂子、濱野玄弥、後藤航、三浦

光太郎、西居孝史、日月亜紀子、井上透、前田清 第 31回 近畿内視鏡外科研究会 神

戸 2018/09/22 

『胸部食道癌に対するロボット支援下食道切除の安全な導入とその実際』 久保尚士、

櫻井克宣、玉森豊、西居孝文、日月亜紀子、井上透、前田清 第 31 回 近畿内視鏡外科

研究会 神戸 2018/09/22 



『下部直腸癌に対する腹腔鏡下直腸切断術の手術手技と成績』 井上透、日月亜紀子、

西居孝文、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、村田哲洋、清水貞利、金沢景繁、前田清、大

平雅一 第 31回 近畿内視鏡外科研究会 神戸 2018/09/22 

『進行・再発大腸癌後方ライン治療における biweeklyTAS-102+Bevacizumab 療法の治療

経験』 前田清、井上透、日月亜紀子、西居孝文、永原央、渋谷雅常、福岡達成、久保

尚士、玉森豊、櫻井克宣、金沢景繁、登千穂子、後藤航、清水貞利、大平雅一 第 56 回 

日本癌治療学会学術集会 神奈川 2018/10/18 

『大腸癌手術症例の腫瘍占拠部位による臨床病理学的特徴と予後の検討』 井上透、日

月亜紀子、西居孝文、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、村田哲洋、清水貞利、福岡達成、

高台真太郎、永原央、渋谷雅常、金沢景繁、前田清、西口幸雄、大平雅一 日本消化器

外科学会大会 2018 神戸 2018/11/03 

『大腸癌切除術症例に対する合併症リスクの指標としての GNRI の検討』 日月亜紀子、

井上透、田嶋哲三、木下正彦、濱野玄弥、三浦光太郎、西尾康平、村田哲洋、高台真太

郎、西居孝文、櫻井克宣、久保尚士、玉森豊、清水貞利、金沢景繁、渋谷雅常、永原央、

前田清、大平雅一、西口幸雄 日本消化器外科学会大会 2018 神戸 2018/11/03 

『クローン病関連癌に対する内視鏡サーベイランスおよび治療成績』 前田清、永原央、

渋谷雅常、福岡達成、井関康仁、山上博一、鎌田紀子、井上透、日月亜紀子、西居孝文、

西口幸雄、六車一哉、田中浩明、田村達郎、天野良亮、大平豪、松谷慎治、豊川貴弘、

平川弘聖、大平雅一 日本消化器外科学会大会 2018 神戸 2018/11/03 

『Colitic cancer および Dysplasia 合併潰瘍性大腸炎患者手術症例の検討』 井上透、

日月亜紀子、西居孝文、福岡達成、渋谷雅常、永原央、西口幸雄、前田清、大平雅一 第

73 回 日本大腸肛門病学会 東京 2018/11/09 

『当院における原発巣切除を施行した stageIV 大腸癌の検討』 西居孝文、日月亜紀

子、井上透、村田哲洋、櫻井克宣、高台真太郎、玉森豊、久保尚士、清水貞利、金沢景

繁、福岡達成、渋谷雅常、永原央、大平雅一、前田清 第 73 回 日本大腸肛門病学会 東

京 2018/11/09 

『クローン病直腸肛門病変に対する直腸切断術の周術期治療成績』 前田清、井上透、

日月亜紀子、西居孝文、永原央、渋谷雅常、福岡達成、井関康仁、天野良亮、末包剛久、

平田直人、根引浩子、木村健二郎、西口幸雄、平川弘聖、大平雅一 第 73 回 日本大腸

肛門病学会 東京 2018/11/09 

『当院における化学療法施行後の大腸癌切除症例の検討』 日月亜紀子、三浦光太郎、

西尾康平、西居孝文、村田哲洋、高台真太郎、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、清水貞利、

井上透、金沢景繁、井関康仁、福岡達成、渋谷雅常、永原央、西口幸雄、大平雅一、前

田清 第 73回 日本大腸肛門病学会 東京 2018/11/09 

『化学療法が奏功し、外科的切除を施行した腹腔内巨大 Ewing 肉腫の１例 』 角谷美

咲、井上透、濱野玄弥、登千穂子、金沢景繁、清水貞利、玉森豊、久保尚士、日月亜紀



子、高台真太郎、櫻井克宜、西居孝文、村田哲洋、井上健、前田清 第 80 回 日本臨床

外科学会総会 東京 2018/11/22 

『腹腔鏡下胃全摘術における術前 eGFR 値の意義』櫻井克宣、久保尚士、玉森豊、西居

孝文、日月亜紀子、井上透、村田哲洋、高台真太郎、清水貞利、金沢景繁、前田清 第

80 回 日本臨床外科学会総会 東京 2018/11/22 

『郭清困難部位への安全なアプローチを目指したロボット支援腹腔鏡下胃癌手術』 玉

森豊、久保尚士、櫻井克宣、白井大介、登千穂子、田嶋哲三、濱野玄弥、木下正彦、後

藤航、三浦光太郎、西尾康平、西居孝文、日月亜紀子、井上透、前田清 第 80回 日本

臨床外科学会総会 東京 2018/11/22 

『腹腔鏡下幽門側胃切除術後に発生し、腹膜播種との鑑別を要した腹壁デスモイド腫瘍

の１例 』 杉本美香子、玉森豊、西尾康平、後藤航、三浦光太郎、村田哲洋、高台真太

郎、西居孝文、櫻井克宣、日月亜紀子、久保尚士、清水貞利、金沢景繁、井上透、前田

清 第 80回 日本臨床外科学会総会 東京 2018/11/22 

『鏡視下胸部食道癌手術を安全に行うために：体位の変更、ロボットの導入』 久保尚

士、櫻井克宣、玉森豊、西居孝文、日月亜紀子、田村達郎、豊川貴弘、井上透、三浦光

太郎、大平雅一、前田清 第 80回 日本臨床外科学会総会 東京 2018/11/22 

『膵尾部癌に対する EUS-FNA後に needle tract seedingによる胃壁転移を来した１例』 

米光健、櫻井克宣、三浦光太郎、後藤航、西尾康平、村田哲洋、西居孝文、高台真太郎、

日月亜紀子、清水貞利、久保尚士、玉森豊、井上透、金沢景繁、前田清 第 80回 日本

臨床外科学会総会 東京 2018/11/22 

『幽門側胃切除術後に残胃壊死を発症した胃癌の１例』 白井大介、久保尚士、櫻井克

宣、玉森豊、西尾康平、三浦光太郎、濱野玄弥、木下正彦、後藤航、田嶋哲三、登千穂

子、西居孝文、日月亜紀子、井上透、前田清 第 80 回 日本臨床外科学会総会 東京 

2018/11/22 

『直腸切断術後の会陰創感染に関与する因子と感染対策』 井上透、日月亜紀子、西居

孝文、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、村田哲洋、清水貞利、金沢景繁、渋谷雅常、永原

央、前田清、大平雅一 第 80回 日本臨床外科学会総会 東京 2018/11/22 

『術前に診断しえた成人小腸間膜リンパ管腫の一例』 菊地拓也、西居孝文、日月亜紀

子、井上透、登千穂子、田嶋哲三、濱野玄弥、後藤航、木下正彦、三浦光太郎、西尾康

平、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、前田清 第 80 回 日本臨床外科学会総会 東京 

2018/11/22 

『当院における横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の現況』 日月亜紀子、三浦光太郎、

西尾康平、村田哲洋、櫻井克宣、高台真太郎、西居孝文、玉森豊、久保尚士、清水貞利、

金沢景繁、井上透、福岡達成、大平雅一、前田清 第 80回 日本臨床外科学会総会 東

京 2018/11/22 

『腫瘍最大径 80mm 以上の大腸癌に対する腹腔鏡手術成績の検討』 井上透、日月亜紀



子、西居孝文、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、清水貞利、永原央、金沢景繁、前田清、

大平雅一 第 31回 日本内視鏡外科学会総会 福岡 2018/12/06 

『抗血小板薬・抗凝固薬内服高齢患者に対する大腸癌手術の検討』 西居孝文、日月亜

紀子、井上透、三浦光太郎、村田哲洋、櫻井克宜、高台真太郎、玉森豊、久保尚士、清

水貞利、金沢景繁、井関康仁、大平雅一、前田清 第 31 回 日本内視鏡外科学会総会 福

岡 2018/12/06 

『高齢胃癌患者に対する腹腔鏡胃全摘術の安全性と根治性に関する検討』 櫻井克宣、

久保尚士、玉森豊、後藤航、三浦光太郎、西尾康平、西居孝文、日月亜紀子、井上透、

村田哲洋、高台真太郎、清水貞利、金沢景繁、前田清 第 31 回 日本内視鏡外科学会総

会 福岡 2018/12/06 

『胸部食道癌に対するロボット支援下食道切除における上縦隔リンパ節郭清』 久保尚

士、櫻井克宣、玉森豊、西居孝文、日月亜紀子、井上透、田村達郎、豊川貴弘、村田哲

洋、清水貞利、金沢景繁、高台真太郎、三浦光太郎、大平雅一、前田清 第 31回 日本

内視鏡外科学会総会 福岡 2018/12/06 

『完全直腸脱に対する腹腔鏡下直腸固定術（Wells 変法）の治療成績』 井上透、日月

亜紀子、西居孝文、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、村田哲洋、高台真太郎、渋谷雅常、

前田清、大平雅一 第 31 回 日本内視鏡外科学会総会 福岡 2018/12/06 

『胸腔鏡下に摘出し得た巨大食道脂肪腫の 1例』 後藤航、櫻井克宣、西居孝文、日月

亜紀子、玉森豊、久保尚士、井上透、前田清 第 31 回 日本内視鏡外科学会総会 福岡 

2018/12/06 

『卵管が嵌頓した大腿ヘルニアに腹腔鏡下ヘルニア修復術を施行した 1 例』 西尾康

平、櫻井克宣、田嶋哲三、三浦光太郎、村田哲洋、高台真太郎、西居孝文、日月亜紀子、

玉森豊、久保尚士、清水貞利、金沢景繁、井上透、前田清 第 31回 日本内視鏡外科学

会総会 福岡 2018/12/06 

『クローン病に対する Single-Incision Laparoscopic Surgery の適応拡大と治療成

績』 前田清、井上透、永原央、日月亜紀子、西居孝文、米光健、菊地拓也、登千穂子、

田嶋哲三、後藤航、木下正彦、三浦光太郎、久保尚士、櫻井克宣、玉森豊、大平雅一 第

31 回 日本内視鏡外科学会総会 福岡 2018/12/06 

『ロボット支援下胃癌手術における助手との協調性の確立と課題』 玉森豊、久保尚士、

櫻井克宣、登千穂子、田嶋哲三、後藤航、木下正彦、濱野玄弥、三浦光太郎、西尾康平、

村田哲洋、西居孝文、日月亜紀子、井上透、前田清 第 31回 日本内視鏡外科学会総会 

福岡 2018/12/06 

『大腸癌手術既往を有する腹腔鏡下大腸切除術の検討』 日月亜紀子、田嶋哲三、濱野

玄弥、西居孝文、村田哲洋、高台真太郎、櫻井克宣、玉森豊、久保尚士、清水貞利、井

上透、金沢景繁、福岡達成、大平雅一、前田清 第 31 回 日本内視鏡外科学会総会 福

岡 2018/12/06 



『妊娠中に発症した急性虫垂炎に対して腹腔鏡下手術を施行した 3 例』 田嶋哲三、

西居孝文、三浦光太郎、西尾康平、村田哲洋、櫻井克宣、高台真太郎、日月亜紀子、玉

森豊、久保尚士、清水貞利、井上透、金沢景繁、前田清 第 31回 日本内視鏡外科学会

総会 福岡 2018/12/06 

 


