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1【原著論文】

佐々木欣郎、依田紀仁、小野
寺真一、大塚吉郎、百目木
泰、志田陽介、伊藤友一、高
橋雅一、金子恵、中島政信、
宮地和人、加藤広行

早期胃癌に対する腹腔鏡補助
下幽門側胃切除の治療成績の
検討

日本臨床外科学会雑誌 72 1091 1096 2011

2【原著論文】

Tsuchida K, Yamagata M,
Saifuku Y, Ichikawa D,
Kanke K, Murohisa T, Tamano
M, Iijima M, Nemoto Y,
Shimoda W, Komori T, Fukui
H, Ichikawa K, Sugaya H,
Miyachi K, Fujimori T,
Hiraishi H.

Successful endoscopic
procedures for intraductal
papillary neoplasm of the
bile duct: a case report.

World J Gastroenterol 16 7 909 913 2010 掲載漏れ
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1【症例報告】
尾形英生、高橋雅一、宮地和
人、加藤広行

ヘルニア内容が虫垂であった
鼠径ヘルニアの1例

日本臨床外科学会雑誌 72 266 272 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1【学会・研修会発表】

小野寺真一、佐々木欣郎、志
田陽介、大塚吉郎、百目木
泰、中島政信、宮地和人、加
藤広行

腹腔鏡補助下幽門側胃切除に
おける術前BMIの影響について
の検討

第7回日本消化管学会総会学
術集会

京都市 2011 2 18-19

2【学会・研修会発表】

高橋雅一、尾形英生、志田陽
介、円谷美也子、室井大人、
菅原学、中島政信、佐々木欣
郎、宮地和人、加藤広行

胃がんにおけるCD24発現と臨
床病理学的因子・予後とその
関連

第7回日本消化管学会総会学
術集会

京都市 2011 2 18-19

3【学会・研修会発表】

小野寺真一、佐々木欣郎、志
田陽介、大塚吉郎、百目木
泰、依田紀仁、宮地和人、加
藤広行

Circular Staplerを用いた腹
腔鏡補助下噴門側胃切除。空
腸間置法の経験

第83回日本胃癌学会総会 三沢 2011 3 3-5

4【学会・研修会発表】
大塚吉郎、佐々木欣郎、志田
陽介、百目木泰、小野寺真
一、宮地和人、加藤広行

腹膜転移を有する進行・再発
胃癌のBiweekly
Paclitaxel(PTX)+S-1療法の治
療成績

第83回日本胃癌学会総会 三沢 2011 3 3-5

日光医療センター外科



5【学会・研修会発表】
百目木泰、佐々木欣郎、大塚
吉郎、志田陽介、小野寺真
一、宮地和人、加藤広行

胃GIST切除症例の検討 第83回日本胃癌学会総会 三沢 2011 3 3-5

6【学会・研修会発表】

佐々木欣郎、依田紀仁、小野
寺真一、大塚吉郎、百目木
泰、志田陽介、尾形英生、宮
地和人、加藤広行

早期胃癌に対する幽門側胃切
除・空腸間置術のQOL

第111回日本外科学会定期学
術集会

東京 2011 5 26-28

7【学会・研修会発表】
高橋雅一、尾形英生、百目木
泰、萩原信悟、宮地和人

腹壁腫瘤で発見された腹膜中
皮腫の1例

第42回栃木県癌治療懇話会 宇都宮 2011 7 9

8【学会・研修会発表】

佐々木欣郎、小野寺真一、大
塚吉郎、百目木泰、高橋雅
一、尾形英生、宮地和人、加
藤広行

残遺癌症例の臨床病理学特徴
と治療についての検討

第66回日本消化器外科学会
総会

名古屋 2011 7 13-15

9【学会・研修会発表】

小野寺真一、佐々木欣郎、志
田陽介、菅原学、大塚吉郎、
百目木泰、宮地和人、加藤広
行

腹腔鏡補助下胃切除における
肥満の影響についての検討

第66回日本消化器外科学会
総会

名古屋 2011 7 13-15

10【学会・研修会発表】

百目木泰、佐々木欣郎、高橋
雅一、里村仁志、大塚吉郎、
小野寺真一、大塚吉郎、、中
島政信、宮地和人、加藤広行

腹腔鏡補助下胃全摘（LATG)に
おける再建術の変遷

第66回日本消化器外科学会
総会

名古屋 2011 7 13-15

11【学会・研修会発表】

佐々木欣郎、小野寺真一、百
目木泰、大塚吉郎、井原啓
佑、依田紀仁、宮地和人、加
藤広行

胃癌に対する幽門側胃切除・
空腸間置術の術後機能評価
（長期QOL）

第49回日本癌治療学会学術
集会

名古屋 2011 10 27-29

12【学会・研修会発表】
大塚吉郎、佐々木欣郎、百目
木泰、小野寺真一、宮地和
人、加藤広行

切除不能・再発胃癌に対する
S-1/CDDP療法の治療成績

第49回日本癌治療学会学術
集会

名古屋 2011 10 27-29

13【学会・研修会発表】

高橋雅一、中島政信、尾形英
生、大塚吉郎、円谷美也子、
小野寺真一、佐々木欣郎、椿
昌裕、宮地和人、加藤広行

胃癌におけるCD24発現と臨床
病理学的検討

第49回日本癌治療学会学術
集会

名古屋 2011 10 27-29



14【学会・研修会発表】
尾形英生、高橋雅一、萩原信
悟、宮地和人、加藤洋、伊藤
友一、藤田昌紀、加藤広行

癌性リンパ管症を呈した4型直
腸癌の1例

第73回日本臨床外科学会総
会

東京 2011 11 17-19

15【学会・研修会発表】
百目木泰、佐々木欣郎、大塚
吉郎、小野寺真一、中島政
信、宮地和人、加藤広行

腹腔鏡補助下胃全摘（LATG)に
おける安全ね再建を目指して

第24回日本内視鏡外科学会
総会

大阪 2011 12 7-9
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1【公開講座】 宮地和人 胃がんの診断と治療について
平成23年度獨協医科大学公
開講座(日光市）

日光市 2011 10 29
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