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2. Etiology of postoperative complications such as 
ileus and anastomotic leakage can be linked to 
preventive drug discovery by analyzing the bacterial 
flora and using adhesion model of mice.

3. We focused on Receptors for Advanced Glycation End-
Products(RAGE) as an intestinal ischemia marker and 
demonstrated that it induces neutrophil mobilization and 
suppresses intestinal epithelial regeneration.

Model mouse                H&E                 RAGE



2019年（平成31・令和元年）　研究業績

講座名:下部消化管外科学

所属⾧名:坂本　一博

区分 番号
学位
論文

全著者名,論文名,掲載誌名, 掲載年;巻（号）:ページ番号 国際共同

英文原著 1
Endo Y, Abe Y, Kawano S, Ando T, Sakamoto K, Tamura N: The Association between Absence of Abdominal Pain and Mortality in Lower Intestinal
Perforation in Patients with Autoimmune Rheumatic Diseases. Biomed Res Int. 2019 Feb 17; 2019: 5381453. doi: 10.1155/2019/5381453.
eCollection 2019.

英文原著 2
Kojima M, Chen Y, Ikeda K, Tsukada Y, Takahashi D, Kawano S, Amemiya K, Ito M, Ohki R, Ochiai A: Recommendation of long-term and systemic
management according to the risk factors in rectal NETs patients. Sci Rep. 2019 Feb 20; 9(1): 2404.

英文原著 3
Nojiri S, Itoh H, Kasai T, Fujibayashi K, Saito T, Hiratsuka Y, Okuzawa A, Naito T, Yokoyama K, Daida H: Comorbidity status in hospitalized elderly in
Japan: Analysis from National Database of Health Insurance Claims and Specific Health Checkups. Sci Rep. 2019;9(1):20237.

英文原著 4
Yoshida Y, Yamada T, Matsuoka H, Sonoda H, Fukazawa A, Yoshida H, Ishida H, Hirata K, Hasegawa S, Sakamoto K, Otsuka T, Koda K: A Trial
Protocol of Biweekly TAS-102 and Bevacizumab as Third-Line Chemotherapy for Advanced/Recurrent Colorectal Cancer: A Phase II Multicenter
Clinical Trial (The TAS-CC4 Study). J Anus Rectum Colon. 2019;3(3):136–141.

英文原著 5
Ohuchi M, Fukunaga M, Nagakari K, Azuma D, Kohama S, Nomoto J, Sakamoto K: Surgical technique and outcomes of transabdominal
preperitoneal inguinal hernia repair after radical prostatectomy: dissection between the transversalis fascia and superficial layers of preperitoneal
fascia. Hernia. 2019; 23(1): 167–174.

英文原著 6
Akazawa Y, Hayashi T, Saito T, Niwa K, Kamiyama H, Sasahara N, Sakamoto K, Nagahara A, Yao T: Histological characteristics of eosinophilic
myenteric ganglionitis: an under-recognised cause of chronic intestinal pseudo-obstruction. Virchows Arch. 2019; 474(3): 395–400.

英文原著 7
Endo Y, Abe Y, Kawano S, Ando T, Sakamoto K, Tamura N. The Association between Absence of Abdominal Pain and Mortality in Lower Intestinal
Perforation in Patients with Autoimmune Rheumatic Diseases. Biomed Res Int. 2019 Feb 17; 2019: 5381453. doi: 10.1155/2019/5381453.

英文原著 8
Ohuchi M, Inaki N, Nagakari K, Kohama S, Sakamoto K, Ishizaki Y. Transabdominal preperitoneal repair using barbed sutures for bilateral inguinal
hernia in liver cirrhosis with ascites. J Surg Case Rep. 2019 Jun 28; 2019(6): rjz199. doi: 10.1093/jscr/rjz199.

英文原著 9
Mizukoshi K, Okazawa Y, Haeno H, Koyama Y, Sulidan K, Komiyama H, Saeki H, Ohtsuji N, Ito Y, Kojima Y, Goto M, Habu S, Hino O, Sakamoto K
and Orimo A: Metastatic seeding of human colon cancer cell clusters expressing the hybrid epithelial/mesenchymal state. Int J Cancer.
2019;10.1002/ijc.32672. doi:10.1002/ijc.32672



英文原著 10
Aoki J, Sakamoto K, Takahashi R, Niwa K, Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Goto M, Tomiki Y, Iba T: Current status of
venous thromboembolism development during the perioperative period for colorectal cancer, its prevention with enoxaparin, and monitoring
methods. Ther Clin Risk Manag. 2019; 15: 791–802.

英文原著 11
Takahashi R, Sakamoto K, Sugimoto K, Motegi S, Tsukamoto R, Ichikawa R, Okazawa Y, Aoki J, Ishiyama S, Takahashi M, Kojima Y, Okuzawa A,
Tomiki Y, Matsuoka J. Significance of Serum p53 Antibody as a Tumor Marker in Colorectal Cancer. Dis Markers. 2019 Dec 14; 2019: 2721876. doi:
10.1155/2019/2721876.

英文原著 12
Makino Y, Munakata S, Ueyama T, Honjo H, Kawano S, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki T, Sakamoto K: Effects of Receptor for Advanced Glycation
End-Products (RAGE) Signaling on Intestinal Ischemic Damage in Mice. Eur Surg Res. 2019; 60(5-6): 239–247.

英文原著 13
Matsuzawa H, Munakata S, Momose H, Tsuchiya Y, Ishiyama S, Kamiyama H, Takahashi M, Sakamoto K: A Progressive Huge Accessory Spleen in
the Greater Omentum. Case Rep Gastroenterol. 2019;13(3):539–543.

英文原著 14
Hagiwara T, Munakata S, Ishiyama S, Michitoshi G, Takahashi R, Kure K, Honjo K, Makino Y, Sakamoto K. Repeated Enterocutaneous Fistula in a
Munchausen Syndrome Patient. Case Rep Gastroenterol. 2019 Apr 9; 13(1): 173-177.

英文原著 15
Tomiki Y, Saito K, Hirasawa EA, Mita T, Shimizu T, Suzuki T, Onuma T, Ohtomo Y, Nagaoka I: Club activities of medical students at Juntendo
university- Changes of membership over the 30-year Heisei era –. Juntendo Medical Journal 2019; 65: 172-178

英文原著 16
Tomiki Y, Aoki J, Motegi S, Takahashi R, Hagiwara T, Okazawa Y, Mizukoshi K, Kawai M, Munakata S, Ishiyama S, Sugimoto K, Sakamoto K:
Effectiveness of endoscopic sclerotherapy using aluminum potassium sulfate and tannic acid (ALTA) as non-surgical treatment for internal
hemorrhoids. Clinical Endoscopy 2019 DOI: https://doi.org/10.5946/ce.2019.017

英文原著 17
Kojima Y, Sakamoto K, Okuzawa A: Experience of using a spray-type anti-adhesion barrier　in laparoscopic surgery for colorectal cancer. Journal of
Surgical Case Reports 3: 1-3, 2019 doi: 10.1093/jscr/rjz085

英文原著 18
Kojima Y, Sakamoto K, Tomiki Y, Sugimoto K, Okazawa Y, Makino Y: Laparoscopic right colectomy for a patient with situs inversus totalis. Journal of
Surgical Case Reports 3: 1-3, 2019 doi: 10.1093/jscr/rjz080

英文原著 19
Kojima Y, Sakamoto K, Tomiki Y, Nagakari K, Okuzawa A, Takahashi M, Kamiyama H, Ishiyama S, Sugimoto K, Munakata S, Kawai M, Mizukosi K,
Okazawa Y: Study on the efficacy of Daikenchuto on bowel motility after laparoscopic resection of colorectal cancer. World Journal of Surgery and
Surgical Research 2: 1128, 2019

英文原著 20
Kojima Y, Sakamoto K, Kawai M, Mizukoshi K: Noninvasive local correction of loop ileostomy prolapse using a stapling device for a patient in the
terminal phase of malignancy. J Surg Case Rep. 2019;2019(3):rjz050. Published 2019 Mar 5. doi:10.1093/jscr/rjz050

英文原著 21
Kojima Y, Sakamoto K, Tomiki Y, Takahashi R, Tsukamoto R, Hagiwara T, Nagakari K: Cases of low anterior resection and ileostomy for rectal
cancer that required more than 18 months for stoma closure. J Surg Case Rep. 2019;2019(5):rjz153. Published 2019 May 16.
doi:10.1093/jscr/rjz153

英文原著 22
Sugimoto K, Ito T, Hulbert A, Chen C, Orita H, Maeda M, Moro H, Fukagawa T, Ushijima T, Katai H, Wada R, Sato K, Sakamoto K, Yu W, Considine
M, Cope L, Brock MV: DNA Methylation Genome-Wide Analysis in Remnant and Primary Gastric Cancers. Gastric Cancer. 2019;22(6):1109–1120.



英文原著 23
Sugimoto K, Ito T, Woo J, Tully E, Sato K, Orita, Brock MV, Gabrielson E: Prognostic Impact of Phosphorylated Discoidin Domain Receptor-1 in
Esophageal Cancer. J Surg Res. 2019; 235: 479–486.

英文原著 24
Sugimoto K, Sakamoto K, Okazawa Y, Takahashi R, Mizukoshi K, Ro H, Kawai M, Kawano S, Munakata S, Ishiyama S, Kamiyama H, Takahashi M,
Kojima Y, Tomiki Y, Tamura N: Colorectal Perforation in Patients with Connective Tissue Disease. Emerg Med Int. 2019; 2019: 5852438.

英文原著 25
Sugimoto K, Sakamoto K, Kawai M, Kawano S, Munakata S, Ishiyama S, Takahashi M, Kojima Y and Tomiki Y: Serum Oxidative Stress is an
Independent Prognostic Marker in Colorectal Cancer. Transl Cancer Res 2019;8(5):1699-1708.

英文原著 26

Sugimoto K, Yamada T, Ishiyama S, Nakamura M, Yoshida Y, Hasegawa S, Yokomizo H, Naritaka Y, Sakuyama N, Ochiai t, Sonoda H, Tani M,
Enomoto M, Katsumata K, Yamaguchi T, Ohta R, Ishimaru K, Watanabe Y, Koda K, Sakamoto K: Study Protocol of Regorafenib Escalation for
Colorectal Cancer (RECC): A Phase II Multicenter Clinical Trial of the Efficacy and Safety of Regorafenib Dose Escalation Therapy as the Third or
Fourth Line Therapy for Unresectable/Recurrent Colorectal Cancer. Juntendo Medical Journal. 2019;65(1):85-91.

英文原著 27 *
Mizukoshi K, Okazawa Y, Haeno H, Koyama Y, Sulidan K, Komiyama H, Saeki H, Ohtsuji N, Ito Y,  Kojima Y,  Goto M,  Habu S,  Hino O,  Sakamoto
K,  Orimo A:Metastatic seeding of human colon cancer cell clusters expressing the hybrid epithelial/mesenchymal state. Int J Cancer.
2019;10.1002/ijc.32672. doi:10.1002/ijc.32672

英文原著 28 *
Makino Y,Munakata S, Ueyama T, Honjo K, Kawano S, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y, Sakamoto K:Effects of Receptor for Advanced Glycation
End-Products (RAGE) Signaling on Intestinal Ischemic Damage in Mice. Eur Surg Res. 2019; 60(5-6): 239–247.

英文原著 29 *
Aoki J, Sakamoto K, Takahashi R, Niwa K, Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Goto M, Tomiki Y, Iba T:Current status of
venous thromboembolism development during the perioperative period for colorectal cancer, its prevention with enoxaparin, and monitoring
methods.Ther Clin Risk Manag. 2019; 15: 791–802.
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英文総説 1
Sugimoto K and Sakamoto K: Surgery, Perioperative Treatment and Prognostic Factors Based on Genetic and Epigenetic Alterations in Colorectal
Cancer. Juntendo Medical Journal. 2019;65(2):194-202.

区分 番号 発表者名,発表タイトル（題目・演題・課題等）,学会名,場所,発表年月日等 国際共同

国際学会発表 1
Sakamoto K, Kojima Y, Tsuchiya Y, Okazawa Y, Kawai M, Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H, Takahashi M, Fukunaga T, Kajiyama Y:
Laparoscopic natural orifice specimen extraction using needlescopic instruments for colon cancer. The 27th International Congress of the European
Association for Endoscopic Surgery, Sevilla, Andalucia, 12-15 Jun, 2019

国際学会発表 2
Sakamoto K, Okazawa Y, Mizukoshi K, Munakata S, Kawai M, Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y: Stoma-
related complications with permanent colostomy after laparoscopic abdominoperineal resection (APR) for rectal tumor. ASCRS Annual Scientific
Meeting in Cleveland, OH, June 1 -5, 2019



国際学会発表 3
Okazawa Y, Takahashi R, Kawai M, Kojima Y, Goto M, Takebe S, Sakamoto K: Study of skin-approximating closure with a subcuticular purse-string
plus negative pressure wound therapy for stoma closure. The 11th Congress of the Asian Society of Stoma Rehabilitation, Osaka, 23 Feb, 2019

国際学会発表 4
Kawai M, Takebe S, Takahashi R, Okazawa Y, Kawano S, Kojima Y, GotoM and Sakamoto K: Temporary diverting stoma at the time of the rectal
cancer operation. The 11th Congress of the Asian Society of Stoma Rehabilitation, Osaka, 23 Feb, 2019

国際学会発表 5
Kojima Y, Sakamoto K, Tomiki Y, Okuzawa A, Takahashi M, Sugimoto K, Kawai M, Okazawa Y, Mizukoshi K, Makino Y, Amemiya K, Hagiwara T,
Fukunaga T: Multimodal analgesia using acetaminophen for laparoscopic colorectal cancer surgery. The 27th International Congress of the
European Association for Endoscopic Surgery, Sevilla, Andalucia, 12-15 Jun, 2019

国際学会発表 6
Tsuchiya Y, Okazawa Y, Mizukoshi K, Kawai M, Sugimoto K, Kamiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y, Fukunaga T, Kajiyama Y, Sakamoto K:
A Study of Complications after robotic Surgery for Rectal Cancer. 2019 European Association for Endoscopic Surgery -Spain 13th June, 2019

国際学会発表 7
Kawai　M, Tomiki Y, Kojima Y, Kamiyama H, Sugimoto K, Okazawa Y, Amemiya K, Hukunaga T, Sakamoto K: Small intestinal tumors after
Laparoscopic surgery in our hospital. 2019 European Association for Endoscopic Surgery -Spain 13th June,2019

国際学会発表 8
Takahashi M, Sakamoto K: The Change of Surgical Treatment for Elderly patients with Colorectal Cancer in Japan. ASCRS Annual Scientific Meeting
in Cleveland, OH, June 1 -5, 2019

国際学会発表 9
Takahashi R, Yamana T, Nakada T, Nishio R, Morimoto K, and Sahara R: Laparoscopic suture rectopexy for rectal prolapse: a single institution
experience of 328 cases. 2019 ACRS Annual Scientific Meeting, Cleveland - US, 4th June, 2019

国際学会発表 10

Sugimoto K, Amemiya K, Tsuchiya Y, Hagiwara T, Matsuzawa T, Makino Y, Motegi S, Tsukamoto R, Kawai M, Kawano S, Niwa K, Ishiyama S,
Kamiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y, Fukunaga T, Kajiyama Y, Kawasaki S, Sakamoto K: Circulating Plasma DNA Methylation Status of
Tumor Suppressor Genes May be A Biomarker of Lung Metastasis in Colorectal Cancer. Digestive Disease Week 2019, San Diego, USA, May 21,
2019
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和文原著 1
小平 佳典, 石橋 雄次, 頴川 博芸, 夕部 由規謙, 加治 早苗, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 福永 哲: S-1+CDDP療法によりpCRが得られた多発肝転移，腹膜
播種を伴う進行胃癌の1例. 癌と化学療法 2019:46;929-931

和文原著 2 岡澤裕, 森岡広嗣, 五藤倫敏, 織畑道宏, 坂本一博, 小林滋: 当科における腹腔鏡下尿膜管摘出術の工夫. 日外科系連合会誌，2019;44(4):658-662

和文原著 3 松澤宏和，青木順，宗像慎也，高橋玄，小島豊,福村由紀，八尾隆史，坂本一博: 回盲部リンパ節転移を認めた原発不明癌の1例. 日臨外,2019;80(6):1162-1167

和文原著 4
雨宮 浩太, 百瀬 裕隆, 青木 順, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小見山 博光, 高橋 玄, 小島 豊, 奥澤 淳司, 坂本 一博: 大
腸癌術後肝門部リンパ節転移による閉塞性黄疸に対して胆管ステント留置後に分子標的薬併用全身化学療法を施行した1例. 癌と化学療法, 2019;46(4):733-735

和文原著 5
杉本 起一, 坂本 一博, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 松澤 宏和, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 河合 雅也, 石山 隼, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 桑鶴 良
平: 大腸癌同時性多発性肝転移に対して肝動脈化学塞栓療法(TACE)を施行し奏効が得られている1例. 癌と化学療法, 2019;46(4):730-732



和文原著 6
杉本 起一, 坂本 一博, 萩原 俊昭, 牧野 有里香, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河合 雅也, 小島 豊, 土肥 静之, 天野 篤: 腹部大動脈ステント留置後のType IIエンドリークが併存した
直腸S状部癌に対する手術経験. 日本外科系連合学会誌, 2019;44(4):780-786

区分 番号 全著者名,論文名,掲載誌名, 掲載年;巻（号）:ページ番号 国際共同

和文総説 1
坂本 一博, 盧 尚志, 水越 幸輔, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊: 【大腸外科における低侵襲手術の最前線】大腸癌に対するneedlescopic surgery. 手術 2019:73; 1779-
1787

和文総説 2
坂本 一博, 高橋 里奈, 本庄 薫平, 岡澤 裕, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起一, 小島 豊: 【Innovativeな大腸癌診断・治療】NOSEの適応と安全な手術手技. 外科
2019:81;1021-1025

和文総説 3 小島豊，坂本一博: 消化管外科　直腸癌に対する　ロボット支援下手術. 日本医事新報, 2019;No.4943:52

和文総説 4
岡澤裕，盧尚志，髙橋里奈，水越幸輔，嵩原一裕，神山博彦，小島豊，坂本一博: 【すぐに使える周術期管理マニュアル】　Ⅲ章　術式別の術前・術中・術後管理　小腸・大腸
結腸切除術. 臨床外科　増刊号，2019;74(11):123-126

和文総説 5
坂本直人，立之英明，村上　敬，上山浩也，泉健太郎，福嶋浩文，澁谷智義，冨木裕一，⾧田太郎，永原章仁: 大腸ESDにおける牽引法の実際と有用性（S-O clip）.
大腸がんperspective 2019;4:240-244

和文総説 6
髙橋玄, 石山隼, 相場早輝子, 飛田かおり, 井上富士子:術者の考えが手にとるようにわかる!実況中継!消化器外科手術の"山場"LIVE! 大腸．オペナーシング2019;34(7):689-
699

和文総説 7 高橋里奈，山名哲郎: 高齢者と排泄-アセスメントとケア-. Monthly book Medical Rahabilitation 2019;233:51-56

区分 番号 全著者名,書籍名,出版社名, 出版年, ページ番号等 国際共同

和文著書 1 冨木裕一　他: 第113回　医師国家試験問題解説．メディクメディア社，東京，2019

和文著書 2 冨木裕一:消化管・ 腹壁・腹膜疾患. year note内科・外科編(2020年版），メディクメディア社，東京，2019

区分 番号 発表者名,発表タイトル（題目・演題・課題等）,学会名,場所,発表年月日等 国際共同

国内学会発表 1
河野眞吾, 百瀬裕隆, 青木　順, 岡澤　裕, 水越幸輔, 河合雅也, 宗像慎也, 石山　隼, 杉本起一, 神山博彦, 高橋　玄, 小島　豊, 冨木裕一, 福永正氣, 柳井優香, 八尾隆
史, 坂本一博: 当院におけるT1直腸癌に対する治療成績. 第90回大腸癌研究会，京都，1月25日，2019

国内学会発表 2
百瀨裕隆, 土谷祐樹, 牧野有里香, 茂木俊介, 青木順, 岡澤裕, 水越幸輔, 宗像慎也, 河野眞吾, 河合雅也, 石山隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋玄, 小島豊, 奥澤淳司, 冨
木裕一, 坂本一博: 局所進行直腸癌に対する術前化学療法の意義. 第90回大腸癌研究会，京都，1月25日，2019

国内学会発表 3
小島　豊，土谷祐樹，塚本亮一，岡澤　裕，水越幸輔, 河合雅也，杉本起一，石山　隼，神山博彦, 高橋　玄，冨木裕一，板垣嘉弘，坂本一博: 当科におけるロボット手
術の導入とその経験. 第11回日本ロボット外科学会学術集会，名古屋，1月26日，2019

国内学会発表 4
水越幸輔，岡澤 裕，河合 雅也，石山 隼，杉本起一，神山博彦，高橋 玄，小島 豊，冨木裕一，坂本 一博: 細径鉗子を用いた腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術（TAPP 5-
5-3）の導入経験. 第20回Needlescopic Surgery Meeting，鹿児島，2月2日，2019

国内学会発表 5 宗像　慎也: 直腸癌における回腸瘻造設術の功罪とその対策. 第36回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会，大阪，2月22日，2019

国内学会発表 6
高橋里奈,山名哲郎,中田拓也,積美保子,佐原力三郎: 60歳以上の結腸無力症に対する腹腔鏡下結腸全摘術. 第36回日本ストーマ ・排泄リハビリテーション学会総会, 大阪,2月
23日,2019



国内学会発表 7
河合 雅也, 宗像 慎也, 青木 順, 高橋 里奈, 武部 詩保里, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤 倫敏, 坂本 一博, 牛込 充則, ⾧嶋 康雄, 船橋 公彦, 小川 真平, 板橋 道朗, 松岡 弘
芳, 野澤 慶次郎, 橋口 陽二郎: 直腸癌手術における一時的Diverting stoma造設の意義の研究(多施設共同研究). 第36回日本ストーマ ・排泄リハビリテーション学会総会, 大
阪,2月23日,2019

国内学会発表 8
神田 聡, 岡 伸一, 加治 早苗, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 穎川 博芸, 梶山 美明, 坂本 一博, 福永 哲: Outside In Approachによる膵上縁リンパ節郭清. 第91回日本胃癌学
会総会，沼津， 2月28日，2019

国内学会発表 9
坂本 一博, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 青木 順, 岡澤 裕, 高橋 里奈, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起一, 石山 隼, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲: 直腸癌に対する腹腔
鏡下DST吻合術後の縫合不全についての検討. 第55回 日本腹部救急学会,仙台，3月8日,2019

国内学会発表 10
土谷祐樹,百瀬隆裕,雨宮浩太,萩原俊昭,松澤宏和,牧野有里香,茂木俊介,岡澤裕,水越幸輔,宗像慎也,河合雅也,河野眞吾,杉本起一,石山隼,高橋玄,小島豊,冨木裕一,福
永哲,坂本一博: 大腸癌化学療法中に発症した消化管穿孔の6例. 第55回 日本腹部救急学会,仙台，3月8日,2019

国内学会発表 11
伊藤 慎吾, 酒井 欣男, 河合 雅也, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊, 坂本 一博: 経カテーテル的血栓溶解療法により治療した特発性上腸間膜静脈血栓症の1例. 第55回 日本腹
部救急学会,仙台，3月8日,2019

国内学会発表 12
古屋 怜慈, 松澤 宏和, 土谷 裕樹, 雨宮 浩太, 萩原 俊明, 茂木 俊介, 牧野 有里香, 水越 幸輔, 岡澤 裕, 青木 順, 宗像 慎也, 河合 雅也, 杉本 起一, 石山 隼, 神山 博
彦, 高橋 玄, 小島 豊, 奥澤 淳司, 冨木 裕一, 坂本 一博: 穿孔部位不明の突発性気腹症に対する考察. 第55回 日本腹部救急学会,仙台，3月8日,2019

国内学会発表 13
十朱美幸, 土谷祐樹, 百瀨裕隆, 松澤宏和, 茂木俊介, 宗像慎也, 石山隼, 神山博彦, 高橋玄, 坂本一博: 肝転移を伴う小腸巨大GISTの一例. 第852回外科集談会，東
京，3月16日, 2019

国内学会発表 14
伊賀上翔太, 嶋津藍, 辻未来, 塚本亮一, 呉一眞, 松森聖, 三浦弘善, 武井雅彦, 行方浩二, 坂本一博: 卵巣腫瘍と鑑別困難であった小腸GISTの1例. 第852回外科集談
会，東京，3月16日, 2019

国内学会発表 15
尾﨑麻子, 内田隆行, 吉野耕平, 藤原大介, 那須元美, 橋口忠典, 國安哲史, 橋本貴史, 富田夏実, 梶山美明, 鶴丸昌彦, 福永哲, 齋浦明夫, 坂本一博: 巨大食道SMTに対
して食道を温存し腫瘍核出術を施行した2例. 第852回外科集談会，東京，3月16日, 2019

国内学会発表 16
田村真弘, 宗像慎也, 土谷祐樹, 松澤宏和, 茂木俊介, 河野眞吾, 石山隼, 杉本起一, 神山博彦, 高橋玄, 小島豊, 冨木裕一, 福永哲, 梶山美明, 佐藤浩一, 坂本一博: 腹
腔鏡下S状結腸切断術で左結腸動脈温存による縫合不全回避について. 第852回外科集談会，東京，3月16日, 2019

国内学会発表 17
高橋里奈，山名哲郎，平田悠悟，河合宏美，藤本隆史，山口恵美，中田拓也，西尾梨沙，森本幸治，岡田大介，古川聡美，岡本欣也，佐原力三郎: 性器脱をきたす
直腸瘤に対して腹腔鏡下縫合直腸固定術＋後膣壁形成術は有用か?．第13回日本骨盤臓器脱手術学会学術集会, 沖縄, 3月23日,2019

国内学会発表 18
松澤 宏和, 百瀬 裕隆, 萩原 俊昭, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 茂木 俊介, 牧野 有里香, 青木 順, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河合 雅也, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 福山 博
彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 坂本 一博: 診断に苦慮した巨大副脾の1例. 第354回 日本消化器病学会関東支部例会, 東京，4月13日，2019

国内学会発表 19
坂本 一博, 百瀬 裕隆, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 青木 順, 水越 幸輔, 岡澤 裕, 河野 眞吾, 河合 雅也, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小見山 博光, 高橋
玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明: 細径鉗子を用いた完全鏡視下結腸切除の検討. 第119回日本外科学会定期学術集会, 大阪，4月18日，2019

国内学会発表 20
杉本起一, 伊藤智彰, 折田　創, 本庄薫平,　盧　尚志, 青木　順, 岡澤　裕, 水越幸輔, 河合雅也, 河野眞吾, 宗像慎也, 石山　隼, 神山博彦, 高橋　玄, 小島　豊, 奥澤淳司,
冨木裕一, 福永　哲, 梶山　美明, 佐藤浩一, 坂本一博: 食道扁平上皮癌におけるDiscoidin Domain Receptor-1(DDR1)発現の意義. 第119回日本外科学会定期学術集
会, 大阪，4月18日，2019



国内学会発表 21
雨宮 浩太, 小嶋 基寛, 永妻 晶子, 河野 眞吾, 坂本 一博, 落合 淳志, 伊藤 雅昭: 大腸がんのTransgelin発現、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，4月18日，2019

国内学会発表 22
牧野 有里香, 百瀬 裕隆, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 河合 雅也, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島
豊, 奥澤 敦司, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 坂本 一博: 虚血性腸疾患における終末糖化産物受容体の関連性の解明. 第119回日本外科学会定期学術集会, 大阪，4月
18日，2019

国内学会発表 23
伊藤 慎吾, 坂本 一博, 本庄 薫平, 水越 幸輔, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 後藤 学, 小林 宏寿, 杉原 健一: Stage IV大腸癌の原発占拠部位別にみた生存期
間の解析　大腸癌術後フォローアップ研究会登録症例の検討. 第119回日本外科学会定期学術集会, 大阪，4月18日，2019

国内学会発表 24
神田 聡, 岡 伸一, 加治 早苗, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 穎川 博芸, 梶山 美明, 坂本 一博, 福永 哲: Outside-In Approachによる膵上縁リンパ節郭清. 第119回日本外科
学会定期学術集会, 大阪，4月18日，2019

国内学会発表 25
尾崎 敦子, 西尾 理恵, 後藤 広昌, 金澤 昭雄, 上山 浩也, 芦澤 健, 子安 洋輝, 北村 香介, 永田 政義, 土谷 祐樹, 宗像 慎也, 高橋 玄, 山城 雄也, 坂本 一博, 福永 哲,
八尾 隆史, 堀江 重郎, 綿田 裕孝: 褐色細胞腫との鑑別に難渋した123I-MIBGシンチグラフィー陽性胃原発GISTの一例. 第92回日本内分泌学会学術総会，仙台，5月10
日，2019

国内学会発表 26
塚本亮一，辻未来，嶋津藍，呉一眞，水越幸輔，松森聖，三浦弘善，武井雅彦，行方浩二，坂本一博: TAPP法における腹膜閉鎖法の工夫:巾着縫合を用いた腹膜閉
鎖. 第17回日本ヘルニア学会学術集会，四日市，5月24日，2019

国内学会発表 27
水越幸輔，小針 文，塚本亮一，岡澤 裕，高橋里奈, 大内昌和，柳沼行宏，小島 豊，五藤倫敏，渡野邉郁雄，坂本一博: L3領域の腹壁瘢痕ヘルニアに対するRives-
Stoppa＋TAR法およびOnlay法併用術式の経験. 第17回日本ヘルニア学会学術集会，四日市，5月25日，2019

国内学会発表 28
岡澤裕，小針文，塚本亮一，水越幸輔，髙橋里奈，大内昌和，栁沼行宏，小島豊，五藤倫敏，渡野邉郁雄，坂本一博: M5領域の腹壁瘢痕ヘルニアに対するLap-IPOM
plus法の治療成績. 第17回日本ヘルニア学会学術集会，四日市，5月25日，2019

国内学会発表 29
百瀨裕隆, 松澤宏和, 土谷祐樹, 雨宮浩太, 茂木俊介, 岡澤裕, 青木順, 宗像慎也, 河合雅也, 杉本起一, 石山隼, 神山博彦, 髙橋玄, 小島豊, 奥澤淳司, 冨木裕一, 坂本
一博: 放射線療法が著効した直腸MALTリンパ腫の一例. 第108回日本消化器内視鏡学会関東支部会，東京，6月9日，2019

国内学会発表 30
岡澤裕，土谷祐樹，塚本亮一，呉一眞，水越幸輔，河合雅也，宗像慎也，杉本起一，神山博彦，髙橋玄，小島豊，板垣嘉弘，福永哲，梶山美明，坂本一博: 当科に
おけるロボット支援下手術の導入. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月20日，2019

国内学会発表 31
本庄薫平, 雨宮浩太, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 松澤宏和, 河野眞吾, 牧野有里香, 茂木俊介, 塚本亮一, 盧　尚志, 市川亮介, 呉　一眞, 高橋里奈, 岡澤　裕, 水越幸輔, 河合
雅也, 宗像慎也, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 高橋　玄, 小島　豊, 奥澤淳司, 冨木裕一, 齋浦明夫, 福永　哲, 梶山美明, 坂本一博: 直腸NETsに対する内視鏡治療“ESD
with myectomy”. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月20日，2019

国内学会発表 32
呉 一眞，辻 未来，嶋津 藍，塚本亮一，松森 聖，三浦弘善，武井雅彦，行方浩二，坂本一博: 腸管壊死を伴い緊急手術を施行した盲腸捻転症の1例. 第44回日本外科
系連合学会学術集会，金沢， 6月20日，2019

国内学会発表 33
土谷祐樹,雨宮浩太,松澤宏和,茂木俊介,青木順,宗像慎也,河合雅也,石山隼,杉本起一,神山博彦,高橋玄,小島豊,冨木裕一,福永哲,坂本一博: ペムブロリズマブ治療中に肺癌
の小腸転移が被覆穿孔した1例. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月20日,2019

国内学会発表 34
河合雅也, 松澤宏和, 茂木俊介, 岡澤　裕, 水越幸輔, 宗像慎也, 石山　隼, 杉本起一, 神山博彦, 高橋　玄, 小島　豊, 冨木裕一, 福永　哲, 梶山美明, 坂本一博: 当科にお
ける回腸人工肛門閉鎖術後のNPWT. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月20日，2019



国内学会発表 35
雨宮 浩太, 茂木 俊介, 市川 亮介, 本庄 薫平, 高橋 里奈, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 杉本 起一, 神山 博彦, 小宮山 博光, 高橋 玄, 小島 豊, 梶山 美明, 福永 哲, 坂本 一
博: 当科での肛門管扁平上皮癌に対する治療. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢， 6月20日，2019

国内学会発表 36
高橋 宏光, 雨宮 浩太, 萩原 俊昭, 牧野 有里香, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河合 雅也, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 加藤 俊介, 福永 哲, 梶山 美明, 坂本 一博:
診断に苦慮した直腸NECの1例. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢， 6月20日，2019

国内学会発表 37
坂本 一博, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 水越 幸輔, 青木 順, 岡澤 裕, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明: 合
理的なリンパ節郭清　大腸癌に対する腹腔鏡下大動脈周囲リンパ節郭清. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月21日，2019

国内学会発表 38
水越幸輔，岡澤 裕，高橋里奈，河合雅也，河野眞吾，宗像慎也，石山 隼，杉本起一，神山博彦，髙橋 玄，小島 豊，冨木裕一，福永 哲，梶山美明，坂本一博: 閉
鎖孔ヘルニアに対し腹腔鏡下修復術（TAPP法）を施行した1例. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月21日，2019

国内学会発表 39
小島 豊，雨宮浩太，萩原俊昭，牧野有里香，岡澤　裕，水越幸輔，河合雅也，杉本起一，神山博彦，髙橋 玄，冨木裕一，梶山美明, 福永 哲，坂本一博: 当院外科
領域における新専門医制度と修練に関して. 第44回日本外科系連合学会学術集会，金沢，6月21日，2019

国内学会発表 40
河野眞吾, 茂木俊介, 石引佳郎, 岩沼佳見, 坂本一博, 福永正氣: 超高齢者(85歳以上)に対する大腸癌手術の実際. 第44回日本外科系連合学会学術集会，　金沢，　6月
21日，2019

国内学会発表 41
嵩原 一裕, 石崎 陽一, 永仮 邦彦, 吉川 征一郎, 稲木 紀幸, 大内 昌和, 松井 亮太, 東 大輔, 小濱 信太郎, 野本 潤, 大塚 知博, 福永 正氣, 坂本 一博: 結腸右半切除後
の低栄養と膵外分泌機能低下にパンクレリパーゼが有用であった1例. 第56回日本外科代謝栄養学会学術集会, 神戸，7月5日，2019

国内学会発表 42
本庄薫平, 百瀬裕隆, 雨宮浩太, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 松澤宏和, 河野眞吾, 牧野有里香, 茂木俊介, 塚本亮一, 盧　尚志, 市川亮介, 呉　一眞, 高橋里奈, 岡澤　裕, 水越
幸輔, 河合雅也, 宗像慎也, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 小見山博光, 高橋　玄, 小島　豊, 奥澤淳司, 冨木裕一, 坂本一博: 当科での大腸NETの診療経験―直腸NETに
対する“ESD with myectomy”の報告も―. 第91回大腸癌研究会, 東京,7月5日，2019

国内学会発表 43
水越幸輔，雨宮浩太，萩原俊昭，牧野有里香，高橋 玄，小島 豊，冨木 裕一，福永 哲，梶山 美明，坂本 一博: 骨盤近傍の腹壁瘢痕ヘルニアに対する治療戦略. 第74
回日本消化器外科学会総会，東京，7月18日，2019

国内学会発表 44
坂本 一博, 松澤 宏和, 岡澤 裕, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一: 【大腸】ストーマ造設法と閉鎖法の工夫　腹腔鏡下大腸癌手術
におけるストーマ造設法と閉鎖法の工夫. 第74回日本消化器外科学会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 45
杉本起一, 岡澤　裕, 水越幸輔, 河合雅也, 宗像慎也, 神山博彦, 高橋　玄, 小島　豊, 冨木裕一, 坂本一博: 大腸癌における癌抑制遺伝子の血漿中遊離DNAメチル化測定の
意義. 第74回日本消化器外科学会総会, 東京，7月19日，2019

国内学会発表 46
岡澤 裕，土谷祐樹，河合雅也，杉本起一，神山博彦，高橋 玄，小島 豊，福永 哲，梶山美明，坂本一博: 大腸癌手術におけるSSI (Surgical Site Infection)の現状と
対策. 第74回日本消化器外科学会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 47
河野眞吾　河合雅也　宗像慎也　杉本起一　高橋玄　小島　豊　福永正氣  梶山美明　福永　哲　坂本一博: 低異型度虫垂粘液性腫瘍に対する臨床病理学的検討と治療成績.
第74回日本消化器外科学会総会，東京， 7月19日，2019

国内学会発表 48
髙橋玄, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小島 豊, 冨木 裕一, 梶山 美明, 福永 哲, 坂本 一博: 高齢者大腸癌に対する手術の変遷. 第74回日本消化器外科学
会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 49
河合雅也, 雨宮浩太, 岡澤　裕, 杉本起一, 神山博彦, 小島　豊, 冨木裕一, 福永　哲, 坂本一博: 当院における小腸腫瘍の検討. 第74回日本消化器外科学会総会，東京，7
月19日，2019

国内学会発表 50
松澤 宏和, 土谷 祐樹, 宗像 慎也, 河合 雅也, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 梶山 美明, 福永 哲, 坂本 一博: 直腸切除術後の予防的回腸瘻の排液の腸内細菌叢の解
析. 第74回日本消化器外科学会総会，東京，7月19日，2019



国内学会発表 51
萩原 俊昭, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博: 大腸癌穿孔手術症例の検討. 第74回日本消化器外科学会
総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 52
加治 早苗, 頴川 博芸, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 岡 伸一, 坂本 一博, 福永 哲: 80歳以上高齢者へのロボット支援下胃切除術の導入と短期成績. 第74回日本消化器外科学
会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 53
皆川 雅明, 市田 洋文, 吉本 次郎, 今村 宏, 梶山 美明, 坂本 一博, 福永 哲, 石崎 陽一: 初回かつ単発小型肝細胞癌に対する部分切除術の意義. 第74回日本消化器外科
学会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 54
石橋 敬一郎, 吉田 陽一郎, 神山 博彦, 小杉 千弘, 山口 悟, 山田 岳史, ⾧谷川 傑, 坂本 一博, 石田 秀行, 幸田 圭史: 切除不能・再発大腸癌3次治療に対するTAS-
102+Bevacizumab併用療法　第II相試験(TAS-CC3 Study). 第74回日本消化器外科学会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 55
川野 文裕, 石崎 陽一, 福永 哲, 坂本 一博, 川崎 誠治: 左葉グラフトを用いた成人生体肝移植後の持続性脾腫に影響を及ぼす因子についての検討. 第74回日本消化器外科学
会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 56
武田 良祝, 吉本 次郎, 川野 文裕, 市田 洋文, 水野 友哉, 藤原 典子, 福永 哲, 坂本 一博, 梶山 美明, 今村 宏: Invasive IPMCと浸潤性膵管癌の生物学的悪性度とリンパ
節転移の関連. 第74回日本消化器外科学会総会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 57
市田 洋文, 今村 宏, 桑鶴 良平, 福永 哲, 坂本 一博, 梶山 美明, 齋浦 明夫, 川崎 誠治: 非造影MRIを用いた右肝の肝内脈管解剖の検討. 第74回日本消化器外科学会総
会，東京，7月19日，2019

国内学会発表 58
岡澤裕，松澤宏和，呉一眞，水越幸輔，髙橋里奈，河合雅也，宗像慎也，杉本起一，小島豊，坂本一博: 小直腸癌手術における経肛門ドレーンは縫合不全をReduceする
か. 第8回Reduced Port Surgery Forum，東京，8月2日，2019

国内学会発表 59
岡澤裕，百瀬裕隆，雨宮浩太，盧尚志，石山隼，髙橋玄，小島豊，奥澤淳司，冨木裕一，坂本一博: 単孔式回盲部切除術を施行した虫垂子宮内膜症による虫垂重積の1
例. 第8回Reduced Port Surgery Forum，東京，8月3日，2019

国内学会発表 60
塚本亮一，鹿内彩菜，田村真弘，辻未来，嶋津藍，松森聖，三浦弘善，武井雅彦，行方浩二，坂本　一博: TAPP法における細径鉗子の使用経験. 第8回Reduced Port
Surgery Forum，東京，8月3日，2019

国内学会発表 61
河野眞吾, 茂木俊介, 石引佳郎, 岩沼佳見, 坂本一博, 福永正氣, 本庄薫平, 杉本起一, 高橋　玄, 小島　豊: 子宮合併切除を要する直腸癌に対し経腟的標本摘出法を施行し
た1例. 8th Reduced port surgery forum, 東京,　8月3日, 2019

国内学会発表 62
本庄薫平, 渡邉詩保里, 岡澤　裕, 高橋里奈, 水越幸輔, 河合雅也, 杉本起一, 高橋　玄, 小島　豊, 冨木裕一, 坂本一博: 人工肛門造設後にストーマ狭窄を起し、再手術が必
要となった腸管子宮内膜症の1例. 第51回東京ストーマリハビリテーション研究会, 東京, 9月7日, 2019

国内学会発表 63
十朱 美幸, 芳賀 慶一, 粟津 崇仁, 矢田 茉佑, 岡原 昂輝, 野村 収, 高和 正, 松本 健史, 芹澤 信子, 澁谷 智義, 山科 俊平, 坂本 直人, 水越 幸輔, 荒川 敦, 坂本 一博,
八尾 隆史, 伊佐山 浩通, 池嶋 健一, 椎名 秀一朗, 永原 章仁: 黒色便を契機に発見された回腸Clear cell sarcoma-like tumor of the gastrointestinal tractの一例. 第
356回 日本消化器病学会関東支部例会, 東京，9月21日，2019

国内学会発表 64
河野眞吾, 茂木俊介, 石引佳郎, 岩沼佳見, 坂本一博, 福永正氣: 高齢者のStageII大腸癌に対する術後補助化学療法の現状. 第74回　日本大腸肛門病学会学術集会，東
京，10月11日，2019

国内学会発表 65
宗像慎也, Salama Yousef, Heissig Beate, 服部浩一, 本庄董平, 小見山博光, 坂本一博: 線維素溶解系からみたColitic cancer増殖機構の解明. 第74回日本大腸肛門
病学会学術集会,東京,10月12日,2019

国内学会発表 66
高橋里奈，山名哲郎，藤本隆史，山口恵美，中田拓也，西尾梨沙，森本幸治，岡田大介，古川聡美，岡本欣也，佐原力三郎: 直腸瘤に対する外科的治療の検討. 第
74回日本大腸肛門病学会学術集会, 東京,10月12日,2019

国内学会発表 67
河合雅也, 武部詩保里, 百瀬裕隆, 松澤宏和, 牧野有里香, 茂木俊介, 青木  順, 岡澤　裕, 水越幸輔, 高橋里奈, 河野眞吾, 宗像慎也, 石山　隼, 杉本起一, 神山博彦, 高
橋　玄, 小島　豊, 五藤倫敏, 冨木裕一, 坂本一博: 直腸癌手術時におけるDiverting stomaの功罪. 第74回日本大腸肛門病学会学術集会, 東京,10月12日,2019



国内学会発表 68
高橋 宏光, 土谷 祐樹, 雨宮 浩太, 萩原 俊昭, 松澤 宏和, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 本庄 薫平, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 河合 雅也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山
博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 奥澤 淳司, 冨木 裕一, 坂本 一博: 虫垂が被覆していた回腸憩室穿孔の1例. 第74回日本大腸肛門病学会学術集会, 東京,10月12日,2019

国内学会発表 69
嵩原 一裕, 石崎 陽一, 永仮 邦彦, 吉川 征一郎, 稲木 紀幸, 大内 昌和, 松井 亮太, 東 大輔, 小濱 信太郎, 野本 潤, 大塚 知博, 福永 正氣, 坂本 一博: PTEN遺伝子変
異を有するCowden症候群に横行結腸癌を発症した1例. 第74回日本大腸肛門病学会学術集会, 東京,10月12日,2019

国内学会発表 70
塚本亮一, 小見山博光, 河野眞吾, 河合雅也, 高橋玄, 小島豊, 冨木裕一, 坂本一博: 網羅的解析を用いた新規結腸癌診断マーカーの探索. 第57回　日本癌治療学会学術集
会，福岡，10月24日，2019

国内学会発表 71
杉本起一, 百瀬裕隆, 岡澤　裕, 高橋里奈, 水越幸輔, 盧　尚志, 河合雅也, 宗像慎也, 神山博彦, 高橋　玄, 小島　豊, 冨木裕一, 福永　哲, 梶山美明, 坂本一博: 大腸癌に
おける原発巣および血漿中遊離DNAのCHFR遺伝子メチル化測定の意義. 第57回日本癌治療学会学術集会, 福岡，10月24日，2019

国内学会発表 72
河野眞吾, 茂木俊介, 石引佳郎, 岩沼佳見, 坂本一博, 福永正氣: 高齢者におけるStageIII大腸がんの術後補助化学療法の現状. 第57回　日本癌治療学会学術集会，福
岡，10月25日，2019

国内学会発表 73
水越幸輔，岡澤 裕，波江野 洋，小山 侑，大久保捷奇，Kaidiliavi Sulidan，伊藤恭彦，小見山博光，杉本起一，小島 豊，五藤倫敏，垣生園子，樋野興夫，折茂
彰，坂本一博: 患者大腸癌細胞集団の中間型上皮間葉移行を介した浸潤・転移機構. 第30回日本消化器癌発生学会総会，横浜，11月8日，2019

国内学会発表 74
百瀨裕隆　杉本起一　髙橋里奈　盧尚志　岡澤裕　水越幸輔　　河合雅也　宗像慎也　髙橋玄　小島豊　冨木裕一　福永哲　　　　齋浦明夫　川崎誠治　坂本一博: 大腸癌同時
性肝転移切除症例におけるオキサリプラチンレジメンを用いた術後補助化学療法の意義. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月14日，2019

国内学会発表 75
水越 幸輔，百瀨裕隆，土谷祐樹，本庄薫平，高橋里奈，河合雅也，杉本起一，神山博彦，高橋 玄，小島 豊，冨木裕一，齋浦明夫，福永 哲，梶山美明，坂本一博:
再々々発鼠径ヘルニアに対するハイブリッド手術の1例. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月15日，2019

国内学会発表 76
本庄薫平, 百瀬裕隆, 盧 尚志, 高橋里奈, 河合雅也, 宗像慎也, 石山 隼, 杉本起一, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木裕一, 齋浦明夫, 福永 哲, 梶山美明, 坂本一博: 当院で経験し
た大腸癌術後腸閉塞の検討. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知,         11月16日，2019

国内学会発表 77
夕部 由規謙, 頴川 博芸, 小平 佳典, 山内 卓, 松井 亮太, 加治 早苗, 高橋 徹, 稲木 紀幸, 折田 創, 岡 伸一, 峯 真司, 梶山 美明, 齋浦 明夫, 坂本 一博, 福永 哲: RFA
後肝細胞癌腹膜播種に対し2度の腹腔鏡下手術を施行した1例. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 78
吉岡 龍二, 小野 嘉大, 佐藤 崇文, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, 市田 洋文, 水野 智哉, 三瀬 祥弘, 今村 宏, 峯 真司, 梶山 美明, 福永 哲, 坂本 一博, 高橋 祐, 齋浦 明夫: 膵
頭部癌に対する門脈合併切除再建を伴う膵頭十二指腸切除術における門脈再建手技(パラシュート法)の有効性及び安全性の検討. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月
16日，2019

国内学会発表 79
田村 真弘, 宗像 慎也, 塚本 亮一, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 加藤 永記, 佐藤 浩一, 武井 雅彦, 行方 浩二, 坂本 一博: 腹腔鏡下S
状結腸切除術で左結腸動脈温存による縫合不全回避について. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 80
武田 良祝, 齋浦 明夫, 川野 文裕, 行田 悠, 吉岡 龍二, 市田 洋文, 水野 友哉, 三瀬 祥弘, 今村 宏, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, 高橋 祐, 峯 真司, 福永 哲, 坂本 一博: 大腸
癌肝転移におけるRAS遺伝子変異の予後予測効果と術前化学療法の関連. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 81
栗山 翔, 山田 岳史, 下山 ライ, 吉田 陽一郎, 湯川 寛夫, 篠塚 恵理子, 塩谷 猛, 落合 秀人, 吉田 寛, 市川 大輔, 幸田 圭史, 冨田 尚裕, 石田 秀行, 平田 敬治, 坂本 一
博: 虫垂炎術後癒着性腸閉塞はドレーン挿入例に多い. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 82
山内 卓, 夕部 由規謙, 頴川 博芸, 小平 佳典, 加治 早苗, 折田 創, 岡 伸一, 峯 真司, 齋浦 明夫, 坂本 一博, 福永 哲: 医療体験セミナーの現状と今後. 第81回日本臨床外
科学会総会, 高知, 11月16日，2019



国内学会発表 83 今村 宏, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫, 梶山 美明, 峯 真司, 福永 哲, 坂本 一博: 論理的な英語論文の書き方. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 84
尾崎 麻子, 内田 隆行, 吉野 耕平, 藤原 大介, 那須 元美, 橋口 忠典, 國安 哲史, 橋本 貴史, 富田 夏実, 梶山 美明, 鶴丸 昌彦, 福永 哲, 齋浦 明夫, 坂本 一博: 巨大食
道SMTに対して食道を温存し腫瘍核出術を施行した2例. 第81回日本臨床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 85
伊賀上 翔太, 嶋津 藍, 辻 未来, 塚本 亮一, 呉 一眞, 松森 聖, 三浦 弘善, 武井 雅彦, 行方 浩二, 坂本 一博: 卵巣腫瘍と鑑別困難であった小腸GISTの1例. 第81回日本臨
床外科学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 86
十朱 美幸, 土谷 祐樹, 百瀬 裕隆, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 宗像 慎也, 石山 隼, 神山 博彦, 高橋 玄, 坂本 一博: 肝転移を伴う小腸巨大GISTの一例. 第81回日本臨床外科
学会総会, 高知, 11月16日，2019

国内学会発表 87
水越幸輔，萩原俊昭，雨宮浩太，呉 一眞，本庄薫平，岡澤 裕，高橋里奈，盧 尚志，河合雅也，宗像慎也，石山 隼，杉本起一，神山博彦，高橋 玄，小島 豊，冨
木裕一，齋浦明夫，福永 哲，梶山美明，坂本一博: 金属アレルギーを有する大腸癌手術症例の検討. 第27回JDDW，神戸，11月22日，2019

国内学会発表 88
小島　豊，土谷祐樹，岡澤　裕，水越幸輔，河合雅也, 杉本起一，冨木裕一，福永　哲，梶山美明，坂本一博: 当科におけるda Vinci system運用の現状と課題. 第27回
JDDW，神戸，11月22日，2019

国内学会発表 89
茂木俊介，百瀨裕隆，土谷祐樹，松澤宏和，牧野有里香，青木　順，岡澤　裕，水越幸輔，河合雅也，宗像慎也，石山　隼，杉本起一，神山博彦，高橋　玄，小島
豊，冨木裕一，坂本一博: HIV合併肛門管癌に対して化学放射線療法を施行し完全奏功が得られた１例. 第27回JDDW　神戸，11月22日，2019

国内学会発表 90
牧野 有里香, 百瀬 裕隆, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 本庄 薫平, 盧 尚志, 河合 雅也, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島
豊, 冨木 裕一, 齋浦 明夫, 福永 哲, 梶山 美明, 坂本 一博: 虚血性腸疾患における終末糖化産物受容体の関連性の解明. 第27回JDDW, 神戸，11月23日，2019

国内学会発表 91
横溝 肇, 山田 岳史, 坂本 一博: 切除不能・再発消化管癌に対する薬物療法の進歩　Regorafenib dose escalation study　第II相試験. 第27回JDDW, 神戸，11月23
日，2019

国内学会発表 92
杉本起一, 百瀬裕隆, 雨宮浩太, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 松澤宏和, 呉　一眞, 本庄薫平, 岡澤　裕, 高橋里奈, 水越幸輔, 盧　尚志, 河合雅也, 河野眞吾, 宗像慎也, 神山博
彦, 高橋　玄, 小島　豊, 冨木裕一, 坂本一博: 大腸癌におけるCHFR遺伝子の原発巣癌組織および血漿中遊離DNAメチル化測定の意義. 第27回JDDW, 神戸，11月23日，
2019

国内学会発表 93
小島　豊，坂本一博，冨木裕一，高橋　玄，神山博彦，杉本起一, 河合雅也，宗像慎也，岡澤　裕，水越幸輔，土谷祐樹，田中恵美,　堀　賢: 人工肛門造設症例におけ
る切開創SSI予防目的での皮膚接着剤の使用経験. 第32回日本外科感染症学会，岐阜，11月30日，2019

国内学会発表 94
土谷祐樹, 雨宮浩太, 萩原俊昭, 岡澤裕, 杉本起一, 小島　豊, 田中恵美, 堀賢, 坂本一博: 当院におけるSSIの現状把握と今後の展望. 第32回　外科感染症学会,岐阜,11月
30日，2019

国内学会発表 95
岡澤 裕, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 本庄 薫平, 盧 尚志, 水越 幸輔, 高橋 里奈, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊, 奥澤 淳司, 坂本 一博: 各
臓器手術後における最適なドレーン管理の実際　当科における経肛門ドレーンの管理方法とその有用性の検討. 第32回　外科感染症学会,岐阜,11月30日，2019

国内学会発表 96
河野眞吾　茂木俊介　石山　隼　小島　豊　石引佳郎　岩沼佳見　坂本一博　福永正氣: 当院における腹腔鏡下大腸切除術の現状. 第32回日本内視鏡外科学会総会，横浜，
12月5日，2019

国内学会発表 97
杉本起一, 百瀬裕隆, 雨宮浩太, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 呉　一眞, 本庄薫平, 岡澤　裕, 高橋里奈, 水越幸輔, 盧　尚志, 河合雅也, 宗像慎也, 高橋　玄, 小島　豊, 峯　真司,
齋浦 明夫, 福永　哲, 坂本一博:  ロボット支援下括約筋間直腸切除術を施行したNeuroendocrine tumor (NET) G1を併存した下部直腸癌の1例. 第32回日本内視鏡外科
学会総会, 横浜，12月5日，2019

国内学会発表 98
茂木俊介，河野眞吾，石引佳郎，岩沼佳見，坂本一博,福永正氣: 当院における腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術(TAPP法)導入後の治療成績. 第32回日本内視鏡外科学会総
会，横浜，12月5日，2019



国内学会発表 99
小島 豊，坂本一博，冨木裕一，杉本起一，河合雅也，宗像慎也，岡澤 裕，水越幸輔，土谷祐樹，知名俊幸，北村香介，堀江重郎，福永 哲，齋浦明夫，峯 真司:
ロボット支援下での直腸癌と泌尿器科領域の同時手術の経験. 第32回日本内視鏡外科学会総会，横浜，12月6日，2019

国内学会発表 100
水越幸輔，百瀬裕隆，土谷祐樹，本庄薫平，高橋里奈，河合雅也，宗像慎也，杉本起一，高橋 玄，小島 豊，冨木裕一，峯 真司，齋浦明夫，福永 哲，坂本一博:
TAPPにおけるEndoロールⓇを用いたシート型癒着防止吸収性バリアの使用経験. 第32回日本内視鏡外科学会総会，横浜，12月7日，2019

国内学会発表 101
呉 一眞，土谷祐樹，岡澤 裕，水越幸輔，宗像慎也，石山 隼，杉本起一，神山博彦，髙橋 玄，小島 豊，冨木裕一，峯 真司，齋浦明夫，福永 哲，坂本一博: 当科
におけるロボット支援下直腸切除術後の合併症の検討. 第32回　日本内視鏡外科学会総会，横浜，12月7日，2019

国内学会発表 102 河野眞吾: リンチ症候群と当院でのスクリーニング (大腸外科の視点から). 第6回　リンチ症候群研究会, 東京, 12月21日, 2019

区分 番号 講演者名, 講演タイトル, 学会名, 場所, 発表年月日等 国際共同

特別講演・
招待講演

1 坂本一博: 大腸がんにおける診断と低侵襲治療. 第34回足立区医学会，東京，2月16日, 2019

特別講演・
招待講演

2 坂本　一博:大腸癌のトピック:検査から低侵襲治療まで. 豊島区医師会 大腸がん研修会, 東京, 7月3日, 2019

特別講演・
招待講演

3 小島　豊: 癒着の軽減～腹腔鏡下手術時の癒着防止剤の使用方法～. 第35回飯田橋フォーラム，東京，9月12日，2019

特別講演・
招待講演

4 坂本　一博:目指せ!安全な大腸癌手術　必要な技術と機器の取説. 第21回北九州内視鏡外科(KES)セミナー, 福岡, 9月13日, 2019

特別講演・
招待講演

5 宗像慎也: 腸閉塞のメカニズム. CRCC-2019,東京, 10月17日,2019

区分 番号 研究者名, 活動の名称（執筆、出演、受賞等）, 執筆や出演の媒体（賞の主催者等）,年月日等 国際共同

その他
（広報活動を含む）

1 Yu Okazawa: Mini Symposium 3. The 11th Congress of the Asian Society of Stoma Rehabilitation, Osaka, 23 Feb 2019

その他
（広報活動を含む）

2 宗像慎也: 研修医演題　評価者. 第852回外科集談会，東京，3月16日, 2019

その他
（広報活動を含む）

3 杉本起一:手術手技講演. JSTアカデミー, 東京，6月28日，2019

その他
（広報活動を含む）

4 髙橋　玄: CRCC-2019　総括. Colorectal Cancer Conference, 東京ガーデンパレス, 10月17日, 2019

その他
（広報活動を含む）

5 杉本起一: 特別講演1. Colorectal Cancer Conference, 東京ガーデンパレス, 10月17日, 2019

その他
（広報活動を含む）

6 杉本起一: 手術手技講演. Tokyo Metro CRC Expert Club，東京，11月29日，2019

その他
（広報活動を含む）

7 小島　豊: ビデオクリニック. The 7th JUNTENDO UNIVERSITY Colorectal Video Conference，東京，12月12日, 2019
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