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＜一般外科＞ 

概要 

（1）一般外科・小児外科 

 豊橋市民病院一般外科は、がんのような専門性を必要とする疾患から、急性虫垂炎や胆石、

ヘルニアのような日常的疾患、外傷のような緊急手術まで、地域医療に必要なあらゆる外科的

疾患を取り扱っています。 

 スタッフが２つのチームに分かれ、さらに主治医・副主治医を決め、診療に当たります。 

 手術は大変多く、毎日約5～6 件行います。 

 2011 年の手術総数は約1700 件で、そのうち約23％が緊急手術でした。 

 消化管では、大腸癌が約230 例、胃癌が約 130 例で、大腸癌が胃癌を上まわっています。大

腸の早期癌と良性疾患の一部の症例には腹腔鏡下手術を採用しています。 

 乳癌手術は92例で、そのうち40例に乳房温存手術が行われました。乳房温存症例には温存

乳腺への放射線照射を行い、術後補助療法は、個人の癌の特性に応じて決めています。適応

条件を定めて行うセンチネルリンパ節生検によって腋窩リンパ節郭清を省略した症例は 58 件

でした。 

 肝切除は 48 例に行われました。肝細胞癌は、内科との連携のうえ、肝予備能と腫瘍の進展度

から手術適応を決定しています。膵頭部切除は 30 例に行われました。 

 胆石約200 例中腹腔鏡手術は約 165 例に行われました。 

 そけいヘルニアは約 180 例に行われ、局部麻酔下のメッシュ人工膜を用いる手術を行ってい

ます。入院期間は 2 泊 3 日としています。 

 腹部救急疾患のうち胃・十二指腸潰瘍穿孔は、18例入院しました。なるべく手術しないで治療

することを考え 11 例が保存的に軽快退院しました。 

 胃・大腸癌と乳癌の患者さんの一部では、2010 年8 月より愛知県の統一地域連携パスを利用

し、東三河医療圏の医療機関との連携のもと、退院後の外来診療を行っています。 
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手術数（２０１１年） 



 
 平成 23 年度（2011 年度） 

                                      4/12                                      

 

 



 
 平成 23 年度（2011 年度） 

                                      5/12                                      

 

業績 

• 学会・研究会発表 

• 座長 

• 講演 

• 論文 

学会・研究会発表 

1. 膵分節切除を施行した膵体部グルカゴノーマの一例 

宇治誠人、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、横田一樹、高橋大五郎、 

山田美保子 

第 35 回愛知臨床外科学会（名古屋）2011.2.11 

2. Pendulous Breast により皮下埋め込み型中心静脈ポ－トが逸脱した２例 

駒屋憲一、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、横田一樹、宇治誠人、高橋大五郎、 

山田美保子 

第 35 回愛知臨床外科学会（名古屋）2011.2.11 

3. 特発性食道破裂に対し緊急に食道縫合術を施行した１例 

林 大介、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、宇治誠人、 

高橋大五郎、山田美保子 

第 33 回東三医学会（豊橋）2011.3.5 

4. 保存的に救命しえた外傷性肝損傷IIIb 型の一例 

山田美保子、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、横田一樹、宇治誠人、 

高橋大五郎 

第 47 回腹部救急医学会（福岡）2010.8.11～12 

5. 門脈閉塞をきたした S 状結腸憩室穿孔の１例 

横田一樹、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、宇治誠人、高橋大五郎、 

山田美保子 

第 47 回腹部救急医学会（福岡）2010.8.11～12 
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6. 右鼠径ヘルニア術後の遅発性メッシュ感染による虫垂周囲膿瘍の１例 

星野伸晃、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、桐山宗泰、 

加藤健宏、横田一樹、宇治誠人、高橋大五郎、山田美保子 

第 47 回腹部救急医学会（福岡）2010.8.11～12 

7. 後腹膜気腫、縦隔気腫を呈した外傷性 S 状結腸穿孔の一例 

石井健太、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、宇治誠人、 

高橋大五郎 

第 47 回腹部救急医学会（福岡）2010.8.11～12 

8. 内翻したメッケル憩室による成人腸重積の１例 

高橋大五郎、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、宇治誠人、 

山田美保子 

第 47 回腹部救急医学会（福岡）2010.8.11～12 

9. 血中 CA19-9 の上昇を伴う単純性単房性巨大肝嚢胞の１例 

清板和昭、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、

石井健太 

第 281 回東海外科（名古屋）2011.4.10 

10. 結腸癌術後５年目に発生し、急速な増大を呈した転移性肝癌の１例 

横田一樹、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

植村則久、桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、宇治誠人、高橋大五郎、 

山田美保子 

第 281 回東海外科（名古屋）2011.4.10 

11. エアガン型除塵器の直接空気注入により S 状結腸穿孔をきたした１例 

石井健太、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、宇治誠人、高橋大五郎、 

山田美保子 

第 281 回東海外科（名古屋）2011.4.10 

12. 胃癌患者に対する周術期に免疫強化食品を投与することで術後経過に及ぼす影響 

柴田佳久、加藤岳人、平松和洋、吉原 基 

第 111 回日本外科学会（名古屋）2011.5.26～28 
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13. 内視鏡的経鼻膵管ドレナージ（ENPD）チューブが外科治療に有用であった 

膵炎２例の経験 

平松和洋、加藤岳人、柴田佳久、山田英貴、桐山宗泰、星野伸晃 

第 23 回日本肝胆膵外科学会・学術集会（東京）2011.6.8～10 

14. 胆嚢皮膚瘻・胆嚢結腸瘻・胆嚢十二指腸瘻を伴う胆嚢癌の１切除例 

星野伸晃、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、山田英貴 

第 23 回日本肝胆膵外科学会・学術集会（東京）2011.6.8～10 

15. 膵未分化癌の２切除例 

山田英貴、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、桐山宗泰、星野伸晃 

第 23 回日本肝胆膵外科学会・学術集会（東京）2011.6.8～10 

16. 画像所見で von Meyenburg complex が疑われた６症例の検討 

植村則久、加藤岳人、平松和洋、 柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏 

第 66 回日本消化器外科学会（名古屋）2011.7.13～15 

17. 当院における XELOX 療法の末梢血管周囲障害への取り組み 

平松和洋、加藤岳人、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、植村則久、夏目誠司、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏 

第 66 回日本消化器外科学会（名古屋）2011.7.13～15 

18. Gardner 症候群に伴う後腹膜デスモイド腫瘍に対して胃全摘施行後，23 年目に 

発症した十二指腸癌の１切除例 

星野伸晃、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山 宗 

第 66 回日本消化器外科学会（名古屋）2011.7.13～15 

19. 当院における早期胃癌に対する内視鏡的切除後の追加外科的切除症例の検討 

山田美保子、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃 

第 66 回日本消化器外科学会（名古屋）2011.7.13～15 

20. 当院で経験した膵癌長期生存例の検討 

山田英貴、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、植村則久、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一 

第 66 回日本消化器外科学会（名古屋）2011.7.13～15 
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21. 大腸癌手術時の腸管内細菌叢と術中吻合操作による腹腔内細菌散布の状況 

柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、桐山宗泰、星野伸晃、 

山口育夫、山本 優、加藤岳人 

第 66 回日本消化器外科学会（下関）2011.7.13～15 

22. 逆行性小腸重積を呈した Peutz-Jeghers 症候群の１例 

和田幸也、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、

石井健太、清板和昭 

第 36 回愛知臨床外科学会（名古屋）2011.7.18 

23. 脾炎症性偽腫瘍に対して用手補助腹腔鏡下脾摘出術を施行した１例 

駒屋憲一、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、

清板和昭 

第 36 回愛知臨床外科学会（名古屋）2011.7.18 

24. 特発性大網捻転症の１例 

高橋大五郎、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、横田一樹、山田美保子、石井健太、 

清板和昭 

第 36 回愛知臨床外科学会（名古屋）2011.7.18 

25. 潜在性乳癌の２例 

山田美保子、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、星野伸晃、 

加藤健宏、高橋大五郎 

第 19 回日本乳癌学会学術総会（仙台）2011.9.2-4 

26. 両側臼蓋骨折で発症した乳癌に伴う Stiff -person 症候群の１例 

吉原 基、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、山田英貴、星野伸晃、加藤健宏、 

駒屋憲一、山田美保子、高橋大五郎 

第８回日本乳癌学会中部地方会（甲府）2011.10.9～10 

27. 胆管浸潤及び粘液栓を認めたＳ状結腸粘液癌肝転移の１例 

夏目誠治、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、横田一樹、宇治誠人、高橋大五郎、 

山田美保子 

第 47 回日本胆道学会学術集会（名古屋）2011.9.16～17 
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28. PTBD 施行14 日後に発症した肝内動脈瘤による胆道内出血の１例 

清板和昭、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、

石井健太 

第 282 回東海外科（四日市）2011.10.16 

29. 腸重積をきたした虫垂粘液嚢腫の１例 

石井健太、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、山田英貴、植村則久、 

夏目誠治、桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、宇治誠人、 

高橋大五郎、清板和昭 

第 282 回東海外科（四日市）2011.10.16 

30. 受傷後 48 日目に待機的手術を行った左外傷性横隔膜ヘルニアの１例 

西 俊彦、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、宇治誠人、高橋大五郎、 

山田美保子、石井健太、清板和昭 

第 282 回東海外科（四日市）2011.10.16 

31. 胃全摘出後ビタミン B12 欠乏に対する経口ビタミン B12 投与による早期の臨床症状

改善についての検討 

平松和洋、加藤岳人、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治 

第 282 回 DDW（福岡）2011.10.23 

32. 当院で経験した IPNB の検討 

山田英貴、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、夏目誠治、桐山宗泰、 

星野伸晃、駒屋憲一、加藤健宏、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、

清板和昭 

第 282 回 DDW（福岡）2011.10.23 

33. 直腸癌手術操作直後と腹腔内洗浄時腹腔内および閉鎖時創の細菌の状況 

柴田佳久、加藤岳人、平松和洋、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、桐山宗泰、 

星野伸晃、加藤健宏、駒屋憲一、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、清板和昭 

第 73 回日本臨床外科学会（東京）2011.11.17～19 

34. 総胆管に穿破した膵IPMN の１例 

高橋大五郎、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治 

第 73 回日本臨床外科学会（東京）2011.11.17～19 
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35. 退形成膵管癌の３切除例 

加藤健宏、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、駒屋憲一、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、

清板和昭 

第 73 回日本臨床外科学会（東京）2011.11.17～19 

36. 腟後壁浸潤を伴う下部直腸癌に対して、腟後壁切除、皮弁形成による腟再建術を 

行った、腹会陰式直腸切断術の２例 

駒屋憲一、柴田佳久、加藤岳人、平松和洋、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、

清板和昭 

第 73 回日本臨床外科学会（東京）2011.11.17～19 

37. 直腸瘤を合併した完全直腸脱の１例 

山田英貴、柴田佳久、加藤岳人、平松和洋、吉原 基、夏目誠治、桐山宗泰、 

星野伸晃、加藤健宏、 駒屋憲一、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、

清板和昭 

第 73 回日本臨床外科学会（東京）2011.11.17～19 

38. 保存的に軽快した上腸間膜動脈血栓症の１例 

星野伸晃、吉原 基、加藤岳人、柴田佳久、平松和洋、山田英貴、夏目誠治、 

加藤健宏、駒屋憲一、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子 

第 73 回日本臨床外科学会（東京）2011.11.17～19 

39. 肝門部胆管の破格および、胆嚢管合流異常を有する症例に対し腹腔鏡下胆嚢 

摘出術を施行した１例 

駒屋憲一、加藤岳人、平松和洋、柴田佳久、吉原 基、山田英貴、夏目誠治、 

桐山宗泰、星野伸晃、加藤健宏、横田一樹、高橋大五郎、山田美保子、石井健太、

清板和昭 

第 24 回日本内視鏡外科学会（大阪）2011.12.7～9 
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座長 

1. 直腸 

柴田佳久 

第 281 回東海外科学会（名古屋）2011.4.10 

2. 小腸・大腸 

柴田佳久 

第 282 回東海外科学会（四日市）2011.10.16 

 

講演 

1. 変わりつつある進行大腸癌に対する治療戦略 

柴田佳久 

豊橋外科医会（豊橋）2011.11.19 

2. 「愛知県統一がん地域連携パス」はじめの一歩 

加藤岳人 

地域連携パス運用医療機関向け公開講座（名古屋）2011.11.20 

 

論文 

1. 直腸子宮窩に発生した内ヘルニアの１例 

中村勇人、加藤岳人、鈴木正臣、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、池山 隆、 

桐山宗泰 

日本消化器外科学会雑誌 44（2）, 213-8, 2011 

2. イレウスで発症した乳癌小腸転移の１例 

星野伸晃、加藤岳人、鈴木正臣、柴田佳久、平松和洋、吉原 基、池山 隆、 

桐山宗泰 

日本臨床外科医学会雑誌 72（4）, 898-902, 2011 

3. クローン病発症から 15 年を経て Colitic cancer を併発した１例 

柴田佳久、岡村正造 

日本大腸肛門病学会誌 64（8）, 516-21, 2011 

4. Diabetic mastopathy の７例 

山田美保子、加藤岳人、吉原基、平松和洋、柴田佳久、山田英貴 

日本臨床外科医学会雑誌 72（8）, 1929-32, 2011 
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5. 肝尾状葉原発悪性リンパ腫の１例 

浅沼修一郎、平松和洋、加藤岳人、柴田佳久、吉原 基、山田英貴 

日本臨床外科医学会雑誌 72（11）, 2894-8, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


