
業績一覧

1.領域構成教職員・在職期間

特命教授 片山　寛次
平成31年4月1日～令和
2年3月31日

客員教授 玉村　裕保
平成28年4月1日～令和
2年3月31日

2.研究概要
研究概要

キーワード

本学の理念との関係

3.研究実績

和文原著論文
ﾌｧｰｽﾄｵｰｻｰ
ｺﾚｽﾎﾟﾝﾃﾞｨﾝｸﾞｵｰｻｰ
その他
合計

（A） 著書・論文等
　(1) 英文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

19104001

　　c． 編纂・編集・監修

　(2) 英文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

　　b． 原著論文（審査無）

　　c． 原著論文（総説）

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）

　　e． 国際会議論文 

　(3) 和文：著書等
　　a． 著書

　　b． 著書（分担執筆）

　　c． 編纂・編集・監修

　(4) 和文：論文等
　　a． 原著論文（審査有）

19104002

19104003

　　b． 原著論文（審査無）

19104004

　　c． 総説

19104005

　　d． その他研究等実績（報告書を含む）
　　e． 国際会議論文

（B） 学会発表等
　(1) 国際学会
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c．一般講演（口演）

　　d．一般講演（ポスター）

19104006

19104007

　　e．一般講演

　　f．その他

英文論文

五井孝憲，森川充洋，呉林秀崇，澤井利次，小練研司，村上　真，片山寛次: 特集　切除困難大腸癌転移巣に対する集学的治療と外科治療の
タイミング　大腸癌腹膜播種に対する腹腔内温熱化学還流療法の有用性について, 癌の臨床, 6(64), 377-381, 201910

区分 編数 インパクトファクター（うち原著のみ）

病理専門医、放射線治療専門医、がん薬物療法専門医を育成・確保するための研修体制、研修プログラム及び派遣体制についての研究を行う。システム構築によっ
て、がん専門医を目指す医師が短期間で効率的に専門医資格を取得し、県内の拠点病院を中心に活躍して福井県のがん診療に貢献できることを目標にしている。さら
に専門医資格取得後も継続してがん診療の研鑽が可能なシステムの構築についても研究を行う。

がん診療、研修医、専門医資格、地域医療

本学の理念に沿って、がん診療における高度な医学知識を修得するとともに、患者および医療チームのなかで信頼し得る医療人を育成する。同時に福井県でのがん地
域医療の向上に寄与することを目的としている。

Hokahiro Katayama，Makoto Murakami，Takuma Nishino，Takayuki Naruse，Hidetaka Kurebayashi，Mitsuhiro Morikawa，Kenji Koneri，
Yasuo Hirono，Kanji Katayama，Takanori Goi: Factors Associated with Early Recurrence After Curative Resection for Panrceatic
Cancer, The Organizing Committee of the 7th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association (A-
PHPBA 2019), Seoul(Korea）, 20190904, オンライン, EP-200

Yasuo Hirono，Kanji Katayama，Takayuki Naruse，Takanori Goi: Clinical Impact Of Preoperative Serum Cholinesterase In Gastric
Cancer, 41st ESPEN Congress, Krakow(Poland), 20190831, CLINICAL NUTRITION, 38(1), 74, 201909

Hisanaga Takayuki,Shinjo Takuya,Imai Kengo,Katayama Kanji,Kaneishi Keisuke,Honma Hideyuki,Takagaki Nobumasa,Osaka Iwao,Matsuo
Naoki,Kohara Hiroyuki,Yamaguchi Takashi,Nakajima Nobuhisa: Clinical Guidelines for Management of Gastrointestinal Symptoms in
Cancer Patients: The Japanese Society of Palliative Medicine Recommendations, Jounal of Palliative Medicine, 201908

片山外大，小練研司，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 肝硬変と本態性血小板血症に合併した門脈,肺動脈血栓症に対する1治療例,
日本外科系連合学会誌, 44(6), 1104-1109, 201912

片山外大，小練研司，成瀬貴之，呉林秀崇，森川充洋，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 細径軟性胆道鏡を用いた経胆嚢管的総胆
管切石術が有効であった小児総胆管結石症の1例, 日本外科系連合学会誌, 44(4), 792-797, 201908

片山寛次: チームで進める緩和ケアと意思決定支援, 北陸神経精神医学雑誌, 33(1-2), 12-24, 201912

2019年分
3
0
0
0
0

2019年分
―

0（0）
0（0）
0（0）
0（0）
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　(2) 国内学会（全国レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

19104008

19104009

　　c． 一般講演（口演）

19104010

19104011

19104012

19104013

19104014

19104015

19104016

　　d． 一般講演（ポスター）

19104017

19104018

19104019

19104020

19104021

19104022

19104023

19104024

19104025

19104026

19104027

19104028

19104029

19104030

19104031

19104032

19104033 村上　真，片山外大，髙橋瑞穂，瀬戸　瞬，小林純也，西野拓磨，成瀬貴之，呉林秀崇，森川充洋，小練研司，玉木雅人，廣野靖夫，前田浩
幸，五井孝憲，片山寛次: PV（+）症例におけるNAC の有効性に関する検討, 第119回日本外科学会定期学術集会, 大阪, 20190418, オンライ
ン, PS-093-6

片山外大，小練研司，村上　真，片山寛次，五井孝憲: 術前に確定診断が得られなかった膵hamartomaの1例, 第46回日本膵切研究会, 下呂,
20190823, 抄録集, 136

片山寛次，廣野靖夫: 低亜鉛血症に対する経口硫酸亜鉛投与の効果, 日本外科代謝栄養学会第56回学術集会, 神戸, 20190704, 外科と代謝･栄
養・53(3), 150, 201906

呉林秀崇，成瀬貴之，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: ダブラフェニブ/トラメチニブ
併用療法にてPRが得られ、根治手術をしえた直腸肛門部悪性黒色腫の1例, 第28回日本癌病態治療研究会, 川越, 20190627, 抄録集, 74

浅井いづみ，小練研司，西野拓磨，成瀬貴之，呉林秀崇，片山外大，森川充洋，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲:
Imatinib 投与後に conversion 手術が可能となった十二指腸原発 GIST の 1 例, 第44回日本外科系連合学会学術集会, 金沢, 20190619, 日
外科系連会誌･44(3), 634, 201905

Hokahiro Katayama，Kenji Koneri，Makoto Murakami，Takayuki Naruse，Takuma Nishino，Hidetaka Kurebayashi，Shigehiro Yokoi，
Mitsuhiro Morikawa，Yasuo Hirono，Hiroyuki Maeda，Kanji Katayama，Takanori Go: A course of treatment against ruptured
intraductal papillary mucinous carcinoma, 第31回日本肝胆膵外科学会･学術集会, 香川, 20190613, オンライン, 507

Izumi Asai，Kenji Koneri，Takuma Nishino，Hokahiro Katayama，Mitsuhiro Morikawa，Makoto Murakami，Yasuo Hirono，Kanji
Katayama，Takanori Goi: Successful treatment of a ruptured gastroduodenal artery pseudoaneurysm by covered stent placement
after pancreaticoduodenectomy: report of a case, 第31回日本肝胆膵外科学会･学術集会, 香川, 20190613, オンライン, 423

Kenji Koneri，Makoto Murakami，Takuma Nishino，Hokahiro Katayama，Mitsuhiro Morikawa，Yasuo Hirono，Kanji Katayama，Takanori
Goi: Central bisectionectomy for hepatocellular carcinoma using water jet knife (ERBE JET2/ESM2): A report of case with video
review, 第31回日本肝胆膵外科学会･学術集会, 香川, 20190613, オンライン, 397

成瀬貴之，廣野靖夫，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，前田浩幸，片山寛次，五井孝憲:
nivolumabが多発肝転移に奏効した進行胃癌の一例, 第40回癌免疫外科研究会, 金沢, 20190516, 抄録集, 153

小練研司，村上　真，浅井いづみ，成瀬貴之，西野拓磨，呉林秀崇，片山外大，森川充洋，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 肝細胞癌切除例
における好中球/リンパ球比およびAST/リンパ球比と予後の関係性, 第40回癌免疫外科研究会, 金沢, 20190516, 抄録集, 123

片山寛次: 浮腫のマネージメント：栄養管理, 国際リンパ浮腫フレームワーク・ジャパン研究協議会, 福井, 20190707, 抄録集, 19

呉林秀崇，森川充洋，成瀬貴之，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 第9版大腸癌取り扱
い規約におけるstageⅡ,Ⅲでの治療成績と術後補助化学療法の検討, 第92回大腸癌研究会, 広島, 20200124, 抄録集, 77

成瀬貴之，廣野靖夫，呉林秀崇，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，片山寛次，五井孝憲: 当院でのNivolumab使用症例の
検討, 第17回日本消化器外科学会大会(JDDW2019), 神戸, 20191121, オンライン, 外P-140

森川充洋，片山寛次，成瀬貴之，呉林秀崇，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，五井孝憲，山口明夫: 虫垂原発腹膜偽粘液腫に対す
る腫瘍減量手術および腹腔内温熱化学療法の治療成績 ～Peritoneal Cancer Index，Completeness of cytoreduction scoreを用いた検討～,
第17回日本消化器外科学会大会(JDDW2019), 神戸, 20191121, オンライン, 外P-111

澤井利次，片山外大，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，前田浩幸，片山寛次，五井孝
憲: 集学的治療により長期生存が得られているstageⅣ肛門扁平上皮癌の1例, 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 20191114, オンライン,
P-131-2

山田起三子，澤井利次，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，前田浩幸，片山
寛次，五井孝憲: 肺癌に合併した小腸T細胞リンパ腫の1例, 81回日本臨床外科学会総会, 高知, 20191114, オンライン, P-75-6

東　瑞穂，前田浩幸，横井繁周，成瀬貴之，片山外大，呉林秀崇，澤井利次，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，今村好
章，片山寛次，五井孝憲: 転移再発後に長期生存が得られた乳癌症例の検討, 第57回日本癌治療学会学術集会, 福岡, 20191024, オンライン,
P123-6

呉林秀崇，成瀬貴之，片山外大，森川充洋，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，前田浩幸，五井孝憲: 直腸癌
(Rs,Ra)における左結腸動脈温存D3郭清の治療成績について, 第57回日本癌治療学会学術集会, 福岡, 20191024, オンライン, P74-7

森川充洋，片山寛次，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，前田浩幸，五井孝
憲，山口明夫: ⾍垂原発腹膜偽粘液腫に対する腫瘍減量切除+腹腔内温熱化学療法の治療成績, 第81回日本臨床外科学会総会, 高知,
20191114, オンライン, O-32-7

森川充洋，片山寛次，成瀬貴之，呉林秀崇，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上真，廣野靖夫，五井孝憲: 大腸癌腹膜播種およ
び虫垂原発腹膜偽粘液腫に対する腫瘍減量切除+腹腔内温熱化学療法の治療成績, 日本ハイパーサーミア学会第36回大会, 川越, 20190906,
Thermal Med, 35, 64

髙橋瑞穂，前田浩幸，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，澤井利次，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，今村好
章，片山寛次，五井孝憲: 原発巣切除を⾏ったStage4乳癌症例の検討, 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 20191114, オンライン, O-05-3

森川充洋，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，前田浩幸，片山寛次，五井孝
憲，山口明夫: 第9版大腸癌取り扱い規約における第Ⅱ,Ⅲ期大腸癌切除例の予後と補助化学療法の検討, 第57回日本癌治療学会学術集会, 福
岡, 20191024, オンライン, O39-1

廣野靖夫，成瀬貴之，呉林秀崇，片山外大，横井繁周，澤井利次，玉木雅人，森川充洋，小練研司，村上　真，前田浩幸，片山寛次，五井孝
憲: 胃癌手術における術前コリンエステラーゼ値の意義について, 第57回日本癌治療学会学術集会, 福岡, 20191024, オンライン, O32-2

呉林秀崇，森川充洋，成瀬貴之，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上 真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 虫垂原発腹膜偽粘液
腫に対する腫瘍減量手術(CRS)+術中腹腔内高温温熱化学療法(HIPEC)の治療効果, 日本ハイパーサーミア学会第36回大会, 川越, 20190906,
Thermal Med, 35, 101

森川充洋，片山寛次，成瀬貴之，呉林秀崇，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上真，廣野靖夫，五井孝憲: stagelVc 大腸癌に対
する腫瘍減量手術(CRS)+腹腔内温熱化学療法(HIPEC)の治療成績, 日本ハイパーサーミア学会第36回大会, 川越, 20190906, Thermal Med, 35,
101

片山寛次，村上 真，森川充洋，小練研司，廣野靖夫，五井孝憲: 局所進行膵頭部癌に対する 8MHz RF 加温気による加温法の検討, 日本ハイ
パーサーミア学会第36回大会, 川越, 20190906, Thermal Med, 35, 88
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19104034

19104035

19104036

　　e． 一般講演

19104037

19104038

　　f． その他

19104039

19104040

19104041

19104042

19104043

19104044

19104045

19104046

19104047

19104048

19104049

19104050

19104051

19104052

19104053

19104054

19104055

19104056

19104057

19104058

19104059

19104060

19104061

廣野靖夫，成瀬貴之，呉林秀崇，片山外大，横井繁周，藤本大裕，玉木雅人，森川充洋，小練研司，村上　真，前田浩幸，片山寛次，五井孝
憲: 当科における切除可能胃癌に対する胃癌術前化学療法の検討, 第44回日本外科系連合学会学術集会, 術前化学療法の意義, 金沢,
20190619, 日外科系連会誌･44(3), 563, 201905

片山寛次,森川充洋,小練研司,村上　真,廣野靖夫,五井孝憲: 腹膜播種，腹膜偽粘液腫に対する開腹法 High-temperature HIPEC, 第44回日本
外科系連合学会学術集会, 開腹手術をいかす, 金沢, 20190619, 日外科系連会誌･44(3), 558, 201905

青木希望，呉林秀崇，成瀬貴之，西野拓磨，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲:
BRAF/MEK阻害薬にてPRとなり、根治手術をしえた直腸肛門部悪性黒色腫の1例, 第44回日本外科系連合学会学術集会, がんゲノム医療を外科
に, 金沢, 20190619, 日外科系連会誌･44(3), 541, 201905

村上　真，片山外大，小練研司，五井孝憲，片山寛次，廣野靖夫: 肝外閉塞性黄疸症例にける減黄処置法と課題, 第36回日本胆膵病態・生理
研究会, 東京, 20190608, 抄録集, 33

小練研司，村上 真，東　恭平，成瀬貴之，呉林秀崇，片山外大，森川充洋，玉木雅人，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 胆嚢小隆起性病変に
対する画像診断・治療法の後方視的検討, 第36回日本胆膵病態・生理研究会, 東京, 20190608, 抄録集, 22

辻際裕介，呉林秀崇，成瀬貴之，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 横行結腸神経鞘腫
の1切除例, 第74回日本大腸肛門病学会学術集会, 東京, 20191011, 抄録集, A2684, 201909

森川充洋，成瀬貴之，呉林秀崇，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲，山口明夫: stageⅡ大腸癌における再発
risk因子の検討, 第74回日本大腸肛門病学会学術集会, 東京, 20191011, 抄録集, A98, 201909

呉林秀崇，成瀬貴之，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 血中PROK2は大腸癌における再
発予測因子となる, 第74回日本大腸肛門病学会学術集会, 大腸癌におけるリキッドバイオプシーの有用性, 東京, 20191011, 抄録集, A75,
201909

湶 孝介，森川充洋，呉林秀崇，黒川哲司，片山寛次，五井孝憲: 高温度HIPECの使用物品・機器と温度管理, 日本ハイパーサーミア学会第36
回大会, 川越, 20190906, Thermal Med, 35, 84

片山寛次，呉林秀崇，森川充洋，廣野靖夫，五井孝憲: 高温度HIPECの手技、術中術後の体循環管理とサーマルドース, 日本ハイパーサーミア
学会第36回大会, 川越, 20190906, Thermal Med, 35, 81

湶 孝介，呉林秀崇，森川充洋，片山寛次，五井孝憲: 腹腔内温熱化学療法(HIPEC)の温度管理と温度センサー固定の工夫, 日本ハイパーサー
ミア学会第36回大会, 川越, 20190906, Thermal Med, 35, 102

小練研司，村上　真，西野拓磨，呉林秀崇，片山外大，森川充洋，玉木雅人，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: がん遺伝子クリニカルシーク
エンスを実施した高度進行膵体尾部癌の1例, 第74回⽇本消化器外科学会総会, 東京, 20190717, オンライン, P244-1

坂本聡子，成瀬貴之，廣野靖夫，呉林秀崇，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，片山寛次，五井孝憲: nivolumabが多発肝転移に奏効
した進行胃癌の一例, 第74回⽇本消化器外科学会総会, 東京, 20190717, オンライン, P59-3

村上　真，西野拓磨，呉林秀崇，片山外大，玉木雅人，森川充洋，小練研司，廣野靖夫，五井孝憲，片山寛次: 膵頭十二指腸切除術における
SSI予防対策の効果, 第74回⽇本消化器外科学会総会, 東京, 20190717, オンライン, O37-7

呉林秀崇，吉田　祐，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 人工肛門造設時のOutlet
obstructionのリスクと手術時の対策, 第74回⽇本消化器外科学会総会, 東京, 20190717, オンライン, O26-2

森川充洋，成瀬貴之，呉林秀崇，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲，山口明夫: stageIVc大腸癌に対する腫瘍
減量手術+腹腔内温熱化学療法の治療成績, 第74回⽇本消化器外科学会総会, 東京, 20190717, オンライン, RS10-1

髙橋瑞穂，前田浩幸，法木左近，辻川哲也，河野紘子，横井繁周，小練研司，今村好章，岡沢秀彦，片山寛次，五井孝憲: ER陽性乳癌の原発
巣およびリンパ節転移における18F-FES PETおよび18F-FDG PET集積と病理組織学的所見の検討, 第27回日本乳癌学会学術総会, 東京,
20190711, オンライン, DP-2-99

前田浩幸，髙橋瑞穂，河野紘子，横井繁周，廣野靖夫，今村好章，片山寛次，五井孝憲: 癌ゲノム医療連携病院における乳癌患者の2次的所見
への対応, 第27回日本乳癌学会学術総会, 東京, 20190711, オンライン, DP-1-21

河野紘子，前田浩幸，髙橋瑞穂，横井繁周，小練研司，片山寛次，五井孝憲，今村好章: 当科におけるClinically node positive症例に関す
る検討, 第27回日本乳癌学会学術総会, 東京, 20190711, オンライン, DP-1-15

坂本裕生，瀬戸　瞬，成瀬貴之，西野拓磨，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，前田浩
幸，片山寛次，五井孝憲: 術前診断が可能であった子宮広間膜裂孔ヘルニアによる絞扼性イレウスの一例, 第44回日本外科系連合学会学術集
会, 金沢, 20190619, 日外科系連会誌･44(3), 620, 201905

辻際裕介，村上　真，坂本裕生，福岡秀哲，矢尾祥子，呉林秀崇，片山外大，横井繁周，森川充洋，小練研司，玉木雅人，前田浩幸，五井孝
憲，廣野靖夫，片山寛次: 悪性疾患を除外できず膵頭十二指腸切除を施行した症例の検討, 第44回日本外科系連合学会学術集会, 金沢,
20190619, 日外科系連会誌･44(3), 619, 201905

村上　真，髙橋瑞穂，河野紘子，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，澤井利次，森川充洋，小練研司，玉木雅人，前田浩幸，五井孝
憲，廣野靖夫，片山寛次: 門脈浸潤を伴う膵癌における術前治療の有効性に関する検討, 第44回日本外科系連合学会学術集会, NAC をいかす,
金沢, 20190619, 日外科系連会誌･44(3), 581, 201905

廣野靖夫，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，玉木雅人，森川充洋，小練研司，村上　真，前田浩幸，片山寛次，五井孝憲: 腹腔内
化学療法と3剤併用療法にて根治切除が可能となり、長期生存している腹膜播種陽性胃癌症例, 第81回日本臨床外科学会総会, 長期予後が得ら
れた症例1(上部消化管), 高知, 20191114, オンライン, WS09-9

呉林秀崇，森川充洋，成瀬貴之，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，山口明夫，五井孝憲: 大腸癌
同時性肝転移に対する治療戦略：肝切除に先行して化学療法を行う意義について, 第91回大腸癌研究会, 浜松, 20190705, 抄録集, 60

廣野靖夫，片山寛次，成瀬貴之，片山外大，呉林秀崇，横井繁周，玉木雅人，森川充洋，小練研司，村上　真，五井孝憲: 胃癌外科治療にお
ける術前コリンエステラーゼ値の有用性について, 日本外科代謝栄養学会第56回学術集会, 神戸, 2019074, 外科と代謝･栄養・53(3), 136,
201906

小練研司，村上　真，成瀬貴之，西野拓磨，呉林秀崇，横井繁周，片山外大，森川充洋，玉木雅人，廣野靖夫，前田浩幸，片山寛次，五井孝
憲: 膵腺扁平上皮癌症例の臨床病理学的検討, 第119回日本外科学会定期学術集会, 大阪, 20190418, オンライン, PS-058-7

髙橋瑞穂，前田浩幸，法木左近，辻川哲也，横井繁周，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，岡沢秀彦，片山寛次，五井孝
憲，呉林秀崇: 原発性乳癌症例の18F-fluoroestradiol PET における,Azan-Mallory 染色を用いた細胞成分割合による補正の有用性, 第119回
日本外科学会定期学術集会, 大阪, 20190418, オンライン, PS-036-7

森川充洋，成瀬貴之，西野拓磨，呉林秀崇，横井繁周，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，前田浩幸，片山寛次，五井孝憲，山口明
夫: 第9版大腸癌取り扱い規約におけるstageII，III 大腸癌切除症例の予後と術後補助化学療法の検討, 第119回日本外科学会定期学術集会,
大阪, 20190418, オンライン, PS-002-2
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19104062

19104063

（3） 国内学会（地方レベル）
　　a．招待・特別講演等

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

19104064

19104065

19104066

19104068

　　f． その他

（4）その他の研究会・集会
　　a．招待・特別講演等

19104069

　　b．シンポジスト・パネリスト等

　　c． 一般講演（口演）

19104070

　　d． 一般講演（ポスター）

　　e． 一般講演

19104071

19104072

　　f． その他

（C） 特許等
区分 内容（発明の名称） 発明者又は考案者

（D）その他業績

4.グラント取得
（A） 科研費・研究助成金等

区分 プロジェクト名 研究課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

区分 研究種目 課題名 代表者名 分担者名 期間（年度） 金額（配分額）

（B） 奨学寄附金
受入件数
受入金額

5.その他の研究関連活動
（A） 学会開催等

区分 主催・共催の別 学会名 開催日 開催地

（B） 学会の実績
学会の名称 役職 氏名

日本消化器外科学会
指導医

消化器外科　指導医
（その他）

片山　寛次

日本消化器外科学会
専門医

専門医（その他） 片山　寛次

日本消化器外科学会
認定医

認定医（その他） 片山　寛次

日本消化器外科学会
消化器がん外科治療認
定医

消化器がん外科治療認
定医（その他）

片山　寛次

日本外科学会　指導医 指導医（その他） 片山　寛次
日本外科学会　専門医 専門医（その他） 片山　寛次
日本外科学会　認定医 認定医（その他） 片山　寛次
日本臨床外科学会 評議員 片山　寛次
日本消化器病学会　専
門医

消化器病専門医（その
他）

片山　寛次

日本消化器病学会　北
陸支部会評議員

北陸支部会評議員（そ
の他）

片山　寛次

日本消化器内視鏡学会
専門医

専門医（その他） 片山　寛次

村上　真，小練研司，片山外大，成瀬貴之，呉林秀崇，澤井利次，森川充洋，玉木雅人，五井孝憲，廣野靖夫，片山寛次: 膵頭十二指腸切除
術における合併症予防の工夫, 第2回Surgical Forum in Fukui, 福井, 20190531

呉林秀崇，森川充洋，成瀬貴之，片山外大，澤井利次，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 術前ストマサイト
マーキングの効果と実際, 第35回北陸ストーマ研究会, 福井, 20191005, 抄録集

久保陽香，村上　真，成瀬貴之，片山外大，呉林秀崇，森川充洋，澤井利次，玉木雅人，小練研司，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 術前診
断が困難であった膵過誤腫の1例, 第274回北陸外科学会, 金沢, 20190907

片山寛次: 緩和ケアチームで進める意思決定支援, 第196回北陸精神神経学会, 福井, 20190825, 北陸神経精神医学雑誌, 33(1-2), 12, 2019

辻際裕介，呉林秀崇，成瀬貴之，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 横行結腸神経鞘腫
の1切除例, 第128回日本消化器病学会北陸支部例会, 富山, 20190609, 抄録集, 39

髙橋瑞穂，前田浩幸，矢尾祥子，河野紘子，横井繁周，小練研司，今村好章，片山寛次，五井孝憲: 高度貧血、低栄養を伴った巨大悪性葉状
腫瘍の一例, 第16回日本乳癌学会中部地方会, 名古屋, 20190831, 抄録集, 66

辻際裕介，村上　真，成瀬貴之，呉林秀崇，澤井利次，森川充洋，小練研司，玉木雅人，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 膵転移を来たした
多発性骨髄腫の1切除例, 第129回日本消化器病学会北陸支部例会, 金沢, 20191117, 抄録集, 36

東　恭平，片山外大，五井孝憲，片山寛次，前田浩幸，廣野靖夫，村上　真，玉木雅人，小練研司，森川充洋，澤井利次，横井繁周，呉林秀
崇，成瀬貴之: 黄疸を伴う膵癌治療切除後症例における術後合併症の検討, 第129回日本消化器病学会北陸支部例会, 金沢, 20191117, 抄録
集, 35

前田浩幸，髙橋瑞穂，河野紘子，西野拓磨，成瀬貴之，呉林秀崇，横井繁周，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，今村好
章，片山寛次，五井孝憲: 癌ゲノム医療連携病院における2 次的所見の対応方法の検討, 第119回日本外科学会定期学術集会, 移植・研究, 大
阪, 20190418, オンライン, SF-101-7

呉林秀崇，成瀬貴之，西野拓磨，片山外大，森川充洋，小練研司，玉木雅人，村上　真，廣野靖夫，片山寛次，五井孝憲: 直腸癌(Rs,Ra)にお
ける左結腸動脈温存D3 郭清の治療成績について, 第119回日本外科学会定期学術集会, 大腸-悪性-1, 大阪, 20190418, オンライン, SF-084-8
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日本肝胆膵外科学会
倫理委員会委員

倫理委員会委員（その
他）

片山　寛次

北陸肝胆膵外科研究会
世話人

世話人（その他） 片山　寛次

日本肝胆膵外科学会 評議員 片山　寛次
日本がん治療認定医機
構　がん治療認定医

がん治療認定医（その
他）

片山　寛次

日本がん治療認定医機
構　暫定教育医

暫定教育医（その他） 片山　寛次

日本癌治療学会　臨床
試験登録医

臨床試験登録医（その
他）

片山　寛次

日本胆道学会 一般会員 片山　寛次
日本胃癌学会 一般会員 片山　寛次
日本外科系連合学会 一般会員 片山　寛次
日本大腸肛門病学会
専門医

専門医（その他） 片山　寛次

日本胆膵病態・生理研
究会　世話人

世話人（その他） 片山　寛次

福井がんとチーム医療
研究会　代表世話人

代表世話人（その他） 片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会　指導医

指導医（その他） 片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会　認定医

認定医（その他） 片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会

理事 片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会

代議員（代議員） 片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会　財務委員会委員

財務委員会委員（その
他）

片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会　認定委員会副委
員長

認定委員会副委員長
（その他）

片山　寛次

日本ハイパーサーミア
学会

教科書副編集長（編集
委員）

片山　寛次

ヨーロッパ静脈経腸栄
養学会(ESPEN)　LLLイ
ンストラクター

LLLインストラクター
（その他）

片山　寛次

日本静脈経腸栄養学
TNTインストラクター

TNTインストラクター
（その他）

片山　寛次

日本静脈経腸栄養学会
学術評議員

学術評議員（その他） 片山　寛次

日本静脈経腸栄養学会 代議員 片山　寛次
日本静脈経腸栄養学会
北陸支部会　支部会長

支部会長（その他） 片山　寛次

日本静脈経腸栄養学会
TNTﾄﾞｸﾀｰ

TNTﾄﾞｸﾀｰ（その他） 片山　寛次

日本在宅静脈経腸栄養
研究会　世話人

世話人（その他） 片山　寛次

日本緩和医療学会　緩
和ケア研修会指導者
【新】

緩和ケア研修会指導者
【新】（その他）

片山　寛次

日本緩和医療学会　暫
定指導医

暫定指導医（その他） 片山　寛次

日本緩和医療学会 代議員 片山　寛次
日本緩和医療学会　輸
液ガイドライン改定

輸液ガイドライン改定
WPG（その他）

片山　寛次

日本緩和医療学会　総
務・財務委員会

総務・財務委員会（そ
の他）

片山　寛次

北陸緩和医療研究会
代表世話人

代表世話人（その他） 片山　寛次

福井県緩和医療研究会
世話人

世話人　事務局（その
他）

片山　寛次

国立がん研究センター
地域における緩和ケア
チーム研修企画・実施
にかかる指導者

地域における緩和ケア
チーム研修企画・実施
にかかる指導者（その
他）

片山　寛次

厚生労働省　看護師特
定行為研修指導者

看護師特定行為研修指
導者（その他）

片山　寛次

厚生労働省　人生の最
終段階における医療体
制整備事業患者の意向
を尊重した意思決定の
ための指導者

人生の最終段階におけ
る医療体制整備事業患
者の意向を尊重した意
思決定のための指導者
（その他）

片山　寛次

日本医学シミュレー
ション学会　CVC指導

CVC指導医（その他） 片山　寛次

（C） 座長
国内学会 学会名 氏名

その他 日本ハイパーサーミア
学会第36回大会

片山　寛次

シンポジウム等 日本ハイパーサーミア
学会第36回大会

片山　寛次

一般講演（ポスター） 日本外科栄養学会第56
回学術集会

片山　寛次

その他 第44回日本外科系連合
学会学術集会

片山　寛次

その他 第36回日本胆膵病態・
生理研究会

片山　寛次

（D） 学術雑誌等の編集
学術雑誌等の名称 委員長（主査）・委員 氏名

（E） その他

19104073
19104074
19104075

片山寬次: 地域で取り組むがん・緩和ケア連携パス（れんけい最前線2019春号）, 201904

片山寬次: 「Radioあいらんど」「福大病院 まちかどラジオ」のコーナー 「がん温熱療法」（福井街角放送）, 20191106

平松活志: 「Radioあいらんど」「福大病院 まちかどラジオ」のコーナー 「大腸がん検診について」（福井街角放送）, 20190717
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