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第116回 信州外科集談会

第１回 日本臨床外科学会長野県支部会

日 時：平成26年６月１日（日）

場 所：信州大学医学部附属病院外来棟４階中会議室

当 番：信州大学医学部外科学講座（一）

世話人：森川明男（昭和伊南総合病院外科）

１ 術後10年以上経過した後に肺転移をきた

した甲状腺濾胞癌の１例

相澤病院外科

○宇根 範和，五味 卓，宮本 剛士

加藤 博樹，井出 大志，山田 豊

平野 龍亮，吉福清二郎，三澤 賢治

笹原孝太郎，小田切範晃，岸本 浩史

三島 修，田内 克典

２ 右鎖骨下動脈起始異常に伴う非反回下喉

頭神経を確認，温存し得た腎癌甲状腺転移

の１例

諏訪赤十字病院外科

○山本 悠太，小山 洋，阿部 光俊

菅谷 慎祐，池田 義明，五味 邦之

濱中 一敏，島田 宏，丸山起誉幸

三原 基弘，梶川 昌二，大橋 昌彦

３ 当科で経験したOccult乳癌５症例の検討

長野赤十字病院乳腺内分泌外科

○大野 晃一，岡田 敬宏，浜 善久

同 病理部

渡部 正秀

４ 定期健診で発見された stage 乳腺紡錘

細胞癌の１例

長野県厚生連松代総合病院乳腺内分泌外科

○浦下 周一，原田 道彦，春日 好雄

信州大学医学部臨床検査部病理

上原 剛

５ 左乳癌に対する腋窩リンパ節郭清術後に

発症した乳糜漏の１例

信州大学医学部附属病院乳腺内分泌外科

○大場 崇旦，小野 真由，家里明日美

花村 徹，渡邉 隆之，伊藤 勅子

金井 敏晴，前野 一真，伊藤 研一

６ 胸部低線量CT検診で発見された頸部気

管支原性嚢胞の１切除例

JA長野厚生連安曇総合病院外科

○花岡 孝臣，久保 直樹，芳澤 淳一

信州大学医学部外科学 乳腺内分泌外科

伊藤 研一，金井 敏晴，前野 一真

７ 術前に縮小傾向を示した肺扁平上皮癌の

１例

信州大学医学部附属病院 外科学第二講座

○寺田 志洋，椎名 隆之，吾妻 寛之

久米田浩孝，梅咲 徹也，境澤 隆夫

江口 隆，砥石 政幸，吉田 和夫

８ 遅発性外傷性横隔膜ヘルニアの１例

飯田市立病院外科

○前田 知香，大上 康弘，荻原 裕明

小松 哲，水上 佳樹，牧内 明子

平栗 学，北原 博人，新宮 聖士

堀米 直人，金子 源吾

信州大学呼吸器外科

椎名 隆之
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９ 僧帽弁前尖cleftによる孤立性僧帽弁閉

鎖不全症に対しPort access弁形成術を施

行した１例

信州大学医学部外科学第二 心臓血管外科

○田中 春城，御子柴 透，藤井 大志

毛原 啓，五味渕俊仁，中原 孝

大橋 伸朗，駒津 和宜，大津 義徳

寺崎 貴光，和田 有子，瀬戸達一郎

福井 大祐，高野 環

10 Kommerell憩室に対してステントグラ

フト内挿術を施行した１例

信州大学医学部外科学第二 心臓血管外科

○藤井 大志，福井 大祐，御子柴 透

田中 晴城，毛原 啓，五味渕俊仁

中原 孝，大橋 伸朗，駒津 和宜

大津 義徳，和田 有子，寺崎 貴光

瀬戸達一郎，高野 環

11 右胃大網動脈仮性動脈瘤破裂の１例

伊那中央病院外科

○増尾 仁志，芳澤 淳一，唐澤 文寿

窪田 晃治，高須 香吏，中山 中

12 当科で経験した正中弓状靱帯症候群の４例

長野市民病院外科

○松村 美穂，宗像 康博，関 仁誌

高田 学，成本 壮一，佐近 雅宏

町田 水穂，林原 香織，岡田 正夫

大越 猛，林 賢

13 腸管気腫性嚢胞症の症例検討

諏訪赤十字病院外科

○阿部 光俊，丸山起誉幸，山本 悠太

菅谷 慎裕，池田 義明，野首 元成

五味 邦之，濱中 一敏，小山 洋

島田 宏，三原 基弘，梶川 昌二

大橋 昌彦

14 若年女性に発症したAbdominal  fibro
 

matosis（desmoid-type）の１例
-

諏訪赤十字病院外科

○菅谷 慎祐，三原 基弘，山本 悠太

阿部 光俊，池田 義明，野首 元成

五味 邦之，小山 洋，濱中 一敏

島田 宏，丸山起誉幸，梶川 昌二

大橋 昌彦

15 当院における胆石イレウスの３例

JA長野厚生連篠ノ井総合病院外科

○有吉 佑，池野 龍雄，岡田 一郎

秋田 倫幸，斉藤 拓康，坂口 博美

宮本 英雄

16 未治療肝硬変患者における臍ヘルニア嵌

頓の１例

昭和伊南総合病院外科

○吉村 昌記，北原 弘恵，奥村 征大

唐澤 幸彦，森川 明男，織井 崇

17 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復
術（TAPP法）の導入と初期治療成績

JA長野厚生連篠ノ井総合病院外科

○岡田 一郎，有吉 祐，秋田 倫幸

斎藤 拓康，五明 良仁，池野 龍雄

坂口 博美，宮本 英雄

18 当科で経験した内ヘルニアの３例

岡谷市民病院外科

○原 大輔，野竹 剛，秋田 眞吾

三輪 史郎，沢野 紳二，百瀬 芳隆

19 内科的治療に難渋し穿孔をきたした潰瘍

性大腸炎の１例

長野県立木曽病院外科

○北川 奈美，小出 直彦，小山 佳紀

河西 秀，久米田茂喜

信州大学医学部病理学講座

下条 久志

20 複数の瘻孔を形成したＳ状結腸憩室炎の

１例

信州大学医学部消化器外科

○島田 奈緒，北沢 将人，杉山 聡

小山 誠，荒井 義和，竹内 大輔

鈴木 彰，石曽根 聡，宮川 雄輔

宮川 眞一
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21 18年前の手術創に生じた大腸皮膚瘻の１例

町立辰野病院外科

○柘植 善明

22 骨盤内腫瘤で発見された直腸神経内分泌

腫瘍（NET）の１例

信州大学医学部消化器外科

○宮崎 暁，北沢 将人，杉山 聡

小山 誠，荒井 義和，竹内 大輔

鈴木 彰，石曽根 聡，宮川 雄輔

宮川 眞一

23 FDG-PET/CTで集積増加を示し，診

断に苦慮した肝血管腫の１例

長野赤十字病院外科

○美並 輝也，新城 裕里，草間 啓

町田 泰一，袖山 治嗣

同 消化器外科

西尾 秋人，中田 伸司

同 病理科

渡辺 秀正

24 膵実質空腸漿膜筋層密着縫合でのBlum
 

gart変法の工夫
-

長野中央病院外科

○成田 淳，弾塚 孝雄，檀原 哲也

中島 弘樹，栁沢 信生

25 胆嚢原発神経内分泌癌の２例

信州大学医学部消化器外科

○今井紳一郎，小林 聡，横山 隆秀

清水 明，本山 博章，酒井 宏司

古澤 徳彦，北川 敬之，荒居 琢磨

代田 智樹，関口 隆裕，宮川 眞一

26 こども病院における成人外科治療

長野県立こども病院小児外科

○高見澤 滋，好沢 克，畑田 智子

吉澤 一貴，澁谷 聡一

同 麻酔科

大畑 淳

同 集中治療科

松井 彦郎

27 アルコール性肝硬変に対する肝移植の１例

信州大学医学部移植外科

○寺田 立人，池上 俊彦，増田 雄一

大野 康成，三田 篤義，浦田 浩一

中澤 勇一，小林 聡，宮川 眞一
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