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主な研究内容スタッフ

1.浸潤性膵管癌に対する治療戦略、特に手術手技の確立
2.肝胆膵外科領域悪性腫瘍の治療成績向上のための集学的治療の確立
3.膵切除後の長期QOL改善
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2020年9月1日現在

我々のグループはこれまで浸潤性膵管癌に対する治療戦略の確
立、および根治切除を得るための至適切除範囲を含めた様々な
術式の工夫について報告してきた。特に膵頭部癌に対する膵頭
十二指腸切除術（PD, Pancreaticoduodenectomy）について、
多く報告している（①PDにおける動脈先行処理の有用性につい
てSupramesocolic anterior approachの確立、②門脈合併切除
を伴うPDにおける脾静脈再建の必要性および再建法の工夫、③
R0切除を達成するためのRegional pancreaticoduodenectomy

）。これらの報告はいずれも膵癌に対するPDのクオリティ向上に
大いに寄与している。
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Research

Main Research Subjects

Research HighlightsMembers

 1.Optimal surgical strategy for pancreatic cancer
 2.Multidisciplinary treatment of the Hepatobiliary 

malignancies
 3.Improvement of QOL after pancreatic surgery 

Chief
Professor Akio Saiura

担当教授写真

2020年9月1日現在

We published many reports about surgical approaches 

to hepatobiliary-pancreatic malignancies, especially 

focusing on pancreatic cancer. 

Our works listed below made a significant contribution 

to the development of hepatobiliary-pancreatic surgery.

*Supramesocolic anterior artery first approach for PD

*Sinistral portal hypertension after PD with splenic vein 

resection

*Regional PD for pancreatic caner 
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英⽂原著 1

Sánchez-Velázquez P, Muller X, Malleo G, Park JS,
Hwang HK, Napoli N, Javed AA, Inoue Y, Beghdadi
N, Kalisvaart M, Vigia E, Walsh CD, Lovasik B,
Busquets J, Scandavini C, Robin F, Yoshitomi H,
Mackay TM, Busch OR, Hartog H, Heinrich S,
Gleisner A, Perinel J, Passeri M, Lluis N, Raptis DA,
Tschuor C, Oberkofler CE, DeOliveira ML,
Petrowsky H, Martinie J, Asbun H, Adham M,
Schulick R, Lang H, Koerkamp BG, Besselink MG,
Han HS, Miyazaki M, Ferrone CR, Fernández-Del
Castillo C, Lillemoe KD, Sulpice L, Boudjema K, Del
Chiaro M, Fabregat J, Kooby DA, Allen P, Lavu H,
Yeo CJ, Barroso E, Roberts K, Muiesan P, Sauvanet
A, Saiura A, Wolfgang CL, Cameron JL, Boggi U,
Yoon DS, Bassi C, Puhan MA, Clavien PA

Benchmarks in Pancreatic Surgery: A Novel Tool
for Unbiased Outcome Comparisons Ann Surg. 2019 Aug;270(2):211-218

英⽂原著 2 Takahashi Y, Ito H, Inoue Y, Mise Y, Ono Y, Sato
T, Saiura A.

Preoperative Biliary Drainage for Patients with
Perihilar Bile Duct Malignancy J Gastrointest Surg. 2019 Jun 13.

英⽂原著 3 Watanabe G, Ito H, Sato T, Ono Y, Mise Y, Inoue
Y, Takahashi Y, Saiura A.

Left kidney mobilization technique during radical
antegrade modular pancreatosplenectomy
(RAMPS)

Langenbecks Arch Surg. 2019 Mar;404(2):247-
252

英⽂原著 4
Mizuno S, Kato H, Yamaue H, Fujii T, Satoi S,
Saiura A, Murakami Y, Sho M, Yamamoto M,
Isaji S.

Left-sided Portal Hypertension After
Pancreaticoduodenectomy With Resection of the
Portal Vein/Superior Mesenteric Vein Confluence
in Patients With Pancreatic Cancer: A Project
Study by the Japanese Society of Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery

Ann Surg. 2019 Jul 26

英⽂原著 5
Osumi H, Shinozaki E, Takeda Y, Wakatsuki T,
Ichimura T, Saiura A, Yamaguchi K, Takahashi
S, Noda T, Zembutsu H.

Clinical relevance of circulating tumor DNA
assessed through deep sequencing in patients
with metastatic colorectal cancer

Cancer Med. 2019 Jan;8(1):408-417

肝・胆・膵外科学　

齋浦 明夫



英⽂原著 6 Ishizawa T, Saiura A. Fluorescence Imaging for Minimally Invasive
Cancer Surgery Surg Oncol Clin N Am. 2019 Jan;28(1):45-60

英⽂原著 7
Ichida H, Mise Y, Ito H, Ishizawa T, Inoue Y,
Takahashi Y, Shinozaki E, Yamaguchi K, Saiura
A.

Optimal indication criteria for neoadjuvant
chemotherapy in patients with resectable
colorectal liver metastases

World J Surg Oncol. 2019 Jun 13;17(1):100

英⽂原著 8
Ono Y, Tanaka M, Matsueda K, Hiratsuka M,
Takahashi Y, Mise Y, Inoue Y, Sato T, Ito H,
Saiura A.

Techniques for splenic vein reconstruction after
pancreaticoduodenectomy with portal vein
resection for pancreatic cancer

HPB (Oxford). 2019 Oct;21(10):1288-1294. doi:
10.1016/j.hpb.2019.01.017. Epub 2019 Mar 14.

英⽂原著 9 Inoue Y, Saiura A, Oba A, Kawakatsu S, Ono Y,
Sato T, Mise Y, Ishizawa T, Takahashi Y, Ito H.

Optimal Extent of Superior Mesenteric Artery
Dissection during Pancreaticoduodenectomy for
Pancreatic Cancer: Balancing Surgical and
Oncological Safety

J Gastrointest Surg. 2019 Jul;23(7):1373-1383

英⽂原著 10 Oba A, Inoue Y, Sato T, Ono Y, Mise Y, Ito H,
Ishizawa T, Takahashi Y, Saiura A.

Impact of indocyanine green-fluorescence
imaging on distal pancreatectomy with celiac
axis resection combined with reconstruction of
the left gastric artery

HPB (Oxford). 2019 May;21(5):619-625
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和⽂原著 1 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫 【⾼度進⾏消化器癌に対する⼿術】肝・胆・膵　肝静脈再建を
伴う肝切除 ⼿術,2019;73(3):531-539

和⽂原著 2 ⾼橋 祐, 齋浦 明夫
【誌上ディベート　肝胆膵外科におけるcontroversial
surgery】三管合流部領域に画像上限局した胆管癌に対する
⼿術　拡⼤肝切除の⽴場から

⼿術,2019;73(3):300-309

和⽂原著 3 齋浦 明夫 【すい臓腫瘍のすべて】膵頭部癌における上腸間膜動脈を中
⼼とした膵頭⼗⼆指腸切除 ⾼知県医師会医学雑誌,2019;24(1):3-8

和⽂原著 4 ⽥中 真之, ⼩野 嘉⼤, 井上 陽介, ⾼橋 祐, 三瀬 祥弘,
佐藤 崇⽂, 伊藤 寛倫, 齋浦 明夫

【⾨脈圧亢進症の最新情報】膵疾患と左側⾨脈圧亢進症
脾静脈合併切除を伴う膵頭⼗⼆指腸切除術後の左側⾨
脈圧亢進症の病態と予防

外科,2019;81(2):138-141

和⽂原著 5 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫 【肝胆膵領域における低侵襲⼿術】膵切除における低侵襲
とは　開腹⼿術の⽴場から 外科,2019;81(12):1275-1280



和⽂原著 6 寺澤 無我(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 齋浦 明夫

【先輩ナースの熱⾎塾!+αでグッと伝わる!消化器病棟の患
者説明】(2章)外科的治療の患者説明　膵臓切除術 消化器ナーシング,2019;24(8):735-738

和⽂原著 7 ⿊⽊ 直美(がん研究会有明病院 肝・胆・膵外科), 三瀬
祥弘, ⼤庭 篤志, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

【肝胆膵外科の臨床研究 update 2019】⼤腸癌肝転移
に対する術前術後補助療法 外科,2019;81(6):629-635

和⽂原著 8 佐藤 崇⽂(がん研究会有明病院 肝胆膵外科), 齋浦 明
夫

【新 ⼿術記録の書き⽅】肝臓の⼿術/肝細胞癌　開腹⼿術
肝前区域切除術 消化器外科,2019;42(5):708-712

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

和⽂症例報告 1 川野 ⽂裕(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵
外科), 齋浦 明夫, 吉岡 ⿓⼆, ⽔野 智哉, 市⽥ 洋⽂

Goor分類F2型の胆管の破格を有する肝細胞癌に対して拡
⼤前区域切除を施⾏した1例 ⽇本臨床外科学会雑誌,2019;80(8):1589

和⽂症例報告 2

尾崎 ⿇⼦(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 ⾷道胃
外科), 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 ⽇本臨床外科学会雑誌,2019;80(8):1585

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

⽔越 幸輔(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,
斎浦 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,2019.12

国内学会発表 2

呉 ⼀眞(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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, ⾼橋 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,2019.12

国内学会発表 3

岡澤 裕(順天堂⼤学 下部消化管外科), 松澤 宏和, 呉
⼀眞, ⾼橋 ⾥奈, 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, 福永 哲, 齋浦 明
夫, 峯 真司, 坂本 ⼀博

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回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜,2019.12



国内学会発表 4

⼟⾕ 祐樹(順天堂⼤学 下部消化管外科), 萩原 俊昭,
⾬宮 浩太, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 盧 尚志, ⾼橋 ⾥奈,
宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 斎浦 明夫,
福永 哲, 峯 真司, 坂本 ⼀博

直腸癌に対する腹腔鏡下DST吻合術後の無症候性縫合
不全についての検討 第32回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜,2019.12

国内学会発表 5

⼩島 豊(順天堂⼤学 下部消化管外科), 坂本 ⼀博, 奥
澤 淳司, 杉本 起⼀, 河合 雅也, 宗像 慎也, ⾼橋 ⾥奈,
⽔越 幸輔, 本庄 薫平, ⼟⾕ 祐樹, 北村 ⾹介, 知名 俊
幸, 堀江 重郎, 峯 真司, 斎浦 明夫, 福永 哲

⾻盤外科領域におけるロボットを使⽤した他科との同時⼿術
の経験 第32回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜,2019.12

国内学会発表 6

杉本 起⼀(順天堂⼤学 医学部下部消化管外科), 百瀬
裕隆, ⼟⾕ 祐樹, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⽔越
幸輔, 盧 尚志, 河合 雅也, 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,2019.12

国内学会発表 7

⼩針 ⽂(順天堂⼤学 下部消化管外科), ⼟⾕ 祐樹, 萩
原 俊昭, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 河合 雅也, 杉本 起⼀,
⾼橋 ⽞, ⽯⼾ 保典, ⼩島 豊, 斎浦 明夫, 峯 真司, 福
永 哲, 坂本 ⼀博

急性⾍垂炎に対するreduced port surgeryについて 第32回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜,2019.12

国内学会発表 8

坂本 ⼀博(順天堂⼤学 下部消化管外科), 百瀬 裕隆,
萩原 俊昭, 松澤 宏和, 盧 尚志, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平,
⽯⼭ 隼, 杉本 起⼀, ⼩⾒⼭ 博光, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊,
峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲

局所進⾏結腸癌に対する腹腔鏡⼿術の検討 第32回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜,2019.12

国内学会発表 9

牧野 有⾥⾹(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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61回⽇本消化器病学会⼤会,神⼾,2019.11

国内学会発表 10 藤澤 聡郎(順天堂⼤学 消化器内科), 齋浦 明夫, 伊佐
⼭ 浩通

膵癌/胆道癌における早期診断の進歩　IPMN由来膵癌に
おける早期膵癌の定義の検討 第61回⽇本消化器病学会⼤会,神⼾,2019.11

国内学会発表 11
市⽥ 洋⽂(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 消化器
外科), ⾼橋 敦, 寺澤 無我, 川野 ⽂裕, ⽔野 智哉, 三
瀬 祥弘, 齋浦 明夫

⾷道癌術後胃管再建の膵頭部癌症例に対する動脈再建を
⽤いた膵頭⼗⼆指腸切除術 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10



国内学会発表 12

⾼橋 敬(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵外
科), 寺澤 無我, ⼊江 彰⼀, 皆川 雅明, 武⽥ 良祝, 川
野 ⽂裕, ⾏⽥ 悠, 吉岡 ⿓⼆, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉,
⼤場 ⼤, 三瀬 祥弘, 今村 宏, 齋浦 明夫

⾨脈輪状膵を伴った膵頭部分岐型IPMNに対して膵頭⼗
⼆指腸切除術を⾏った1例 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 13
宮下 真美⼦(がん研究会有明病院 消化器外科), 井上
陽介, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 伊藤 寛倫, 三瀬 祥弘, 齋
浦 明夫, ⾼橋 祐

診断に苦慮した膵頭部腫瘤の1例 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 14
野村 亮介(がん研究会有明病院 肝胆膵外科), ⼤道 清
彦, ⼤庭 篤志, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 井上 陽介, 伊藤
寛倫, 齋浦 明夫, ⾼橋 祐

術前診断が困難であった膵頭部⻩⾊性⾁芽腫症腫瘤の1
切除例 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 15

⼣部 由規謙(順天堂⼤学 消化器・低侵襲外科), 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,2019.10

国内学会発表 16

⾼橋 敦(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 皆川 雅明, 寺澤 無
我, ⼊江 彰⼀, 武⽥ 良祝, 川野 ⽂裕, ⾏⽥ 悠, 吉岡
⿓⼆, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 三瀬 祥弘, 今村 宏, 齋浦
明夫

当科における肝⾨部胆管癌切除例の⻑期成績の検討 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 17

吉岡 ⿓⼆(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 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,2019.10

国内学会発表 18 寺澤 無我(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 吉岡 ⿓⼆, 三瀬
祥弘, 今村 宏, 齋浦 明夫 切除可能膵癌における予後不良因⼦の検討 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 19

川野 ⽂裕(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵
外科), 齋浦 明夫, 三瀬 祥弘, 今村 宏, ⽔野 智哉, 市
⽥ 洋⽂, 吉岡 ⿓⼆, ⼊江 彰⼀, 武⽥ 良祝, 寺澤 無我,
⾏⽥ 悠, 皆川 雅明, ⾼橋 敦

急性胆嚢炎に対する内視鏡的逆⾏性胆嚢ステンティングと
経⽪経肝胆嚢ドレナージを⾏った後の⼿術に関する検討 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10



国内学会発表 20

武⽥ 良祝(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 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,2019.10

国内学会発表 21

⽔越 幸輔(順天堂⼤学 下部消化管外科), 百瀬 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,2019.10

国内学会発表 22

百瀬 裕隆(順天堂⼤学 医学部下部消化管外科), 杉本
起⼀, ⾼橋 ⾥奈, 盧 尚志, 岡澤 裕, ⽔越 幸輔, 河合
雅也, 宗像 慎也, ⾼橋 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　プロペンシティースコ
アマッチングによる⽐較

第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 23

本庄 薫平(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2019.10

国内学会発表 24
⼭内 卓(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院), 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,2019.10

国内学会発表 25 今村 宏(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 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,2019.10

国内学会発表 26 齋浦 明夫(順天堂⼤学 医学部肝胆膵外科) 肝胆膵外科領域における若⼿外科医の教育について 第81回⽇本臨床外科学会総会,⾼知,2019.10

国内学会発表 27
⽜⽥ 雄太(がん研究会有明病院 消化器外科), ⼩野 嘉
⼤, 井上 陽介, ⼤庭 篤志, ⼤道 清彦, 佐藤 崇⽂, 三瀬
祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

消化器悪性腫瘍におけるoligametastasisに対する治療
戦略　Oligometastasisを伴う切除不能膵癌に対する
Conversion surgeryについての検討

第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07



国内学会発表 28 寺澤 無我(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 今村 宏, 齋浦 明夫

稀な消化器外科の病態とそれに対する対応　⼤腸癌膵頭
部浸潤に対する膵頭⼗⼆指腸切除術の有⽤性 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 29
⾼橋 祐(がん研究会有明病院 消化器外科), 伊藤 寛倫,
井上 陽介, 三瀬 祥弘, ⼩野 嘉⼤, ⼤庭 篤志, ⼤道 清
彦, 齋浦 明夫

上中部胆管癌における⾄適術式は?　右肝動脈切除に注
⽬して 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 30
宮下 真美⼦(がん研究会有明病院 消化器外科), ⾼橋
祐, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 井上 陽介, 伊藤
寛倫, 齋浦 明夫

胆道癌肝切除における胆汁漏の検討 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 31
三瀬 祥弘(がん研究会有明病院 消化器外科), ⼤道 清
彦, 伊藤 寛倫, 井上 陽介, 佐藤 崇⽂, ⼩野 嘉⼤, ⾼橋
祐, 齋浦 明夫

⾼度進⾏⼤腸癌肝転移に対する⼿術治療成績の進歩 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 32
⿊⽊ 直美(がん研究会有明病院 消化器外科), ⼩野 嘉
⼤, 井上 陽介, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋
祐, 齋浦 明夫

【膵】膵癌に対するリンパ節郭清の再考　膵頭⼗⼆指腸切
除術におけるリンパ節郭清と上腸間膜動脈周囲神経叢郭
清の意義

第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 33
井上 陽介(がん研究会有明病院 消化器外科), ⼤庭 篤
志, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋
祐, 齋浦 明夫

膵体部局所進⾏癌に対するDP-CAR　今後も続けるべき術
式なのか? 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 34
⼤道 清彦(がん研究会有明病院 消化器外科), 三瀬 祥
弘, ⿊⽊ 直美, ⼤庭 篤志, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 伊藤
寛倫, 井上 陽介, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

【⼤腸】切除不能⼤腸癌に対するConversion Surgeryの
現状　切除不能⼤腸癌肝転移における当院の
Conversion hepatectomyの現状　前向き登録症例の
解析

第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 35
⼩野 嘉⼤(がん研究会有明病院 消化器外科), 井上 陽
介, ⾼橋 祐, 三瀬 祥弘, ⼤庭 篤志, ⼊江 彰⼀, 佐藤
崇⽂, ⼤道 清彦, 伊藤 博倫, 齋浦 明夫

【膵】Stage 1膵癌の再発から学ぶこと　Stage I膵癌の予
後と再発形式に関する検討 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 36
伊藤 寛倫(がん研究会有明病院 消化器外科), 村松 万
⾥江, 宮下 真美⼦, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘,
井上 陽介, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫, 前佛 均

消化管外科領域における新規バイオマーカー　悪性胆道閉
塞患者に対する胆汁リキッドバイオプシー 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07

国内学会発表 37
新垣 碧(がん研究会有明病院 消化器外科), 井上 陽介,
⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐,
齋浦 明夫

膵切除術における周術期栄養介⼊およびプレアルブミン値を
⽤いた評価の検討 第74回⽇本消化器外科学会総会,東京,2019.07



国内学会発表 38
市⽥ 洋⽂(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 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,東京,2019.07

国内学会発表 39
宮下 真美⼦(がん研究会有明病院 消化器外科), 井上
陽介, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼
橋 祐, 齋浦 明夫

膵体尾部切除後に胃穿孔をきたした⼀例 第50回⽇本膵臓学会⼤会,東京,2019.06

国内学会発表 40
仲程 純(順天堂⼤学 医学部⼈体病理病態学講座), 福
村 由紀, ⽯井 重登, 伊佐⼭ 浩通, 齋浦 明夫, ⾼瀬 優,
⼋尾 隆史

幽⾨腺型IPMNの臨床病理学的・分⼦⽣物学的特徴の検
討 第50回⽇本膵臓学会⼤会,東京,2019.06

国内学会発表 41
松⽥ 陽⼦(東京都健康⻑寿医療センター 病理診断科),
井上 陽介, 平塚 真⽣⼦, 川勝 章司, 松枝 清, 齋浦 明
夫, ⾼澤 豊

術前化学療法後の被包線維化は膵癌の予後に関連する 第50回⽇本膵臓学会⼤会,東京,2019.06

国内学会発表 42

Takeda Yoshinori(Department of Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University), Ito
Hiromichi, Mise Yoshihiro, Inoue Yosuke,
Takahashi Yu, Saiura Akio

再発結腸直腸癌肝転移に対する再肝切除術後の⻑期転
帰に及ぼすRAS突然変異の影響(Impact of RAS
mutation on the long-term outcomes after
repeat hepatectomy for recurrent colorectal
metastasis)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 43

Takeda Yoshinori(Department of Hepato-Biliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University), Mise
Yoshihiro, Matsumura Masaru, Hasegawa
Kiyoshi, Yoshimoto Jiro, Imamura Hiroshi, Noro
Takuji, Yamamoto Junji, Inoue Yosuke, Ito
Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

結腸直腸癌肝転移患者の周術期化学療法の有無は、最
新のclinical risk score(CRS)の精度に影響する
(Accuracy of modern clinical risk score(CRS)
depends on administration of perioperative
chemotherapy in patients with colorectal liver
metastases)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 44

Ito Hiromichi(Department of HPB surgery,
Cancer Institue Hospital, Japanese Foundation
for Cancer Research), Takemura Nobuyuki, Ono
Yoshihiro, Sato Takafumi, Mise Yoshihiro, Inoue
Yosuke, Takahashi Yu, Saiura Akio

胃癌肝転移　Oligometastatic diseaseに対する適切な
治療(Gastric cancer liver metastasis: optimal
management for oligometastatic disease)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06



国内学会発表 45

Miyashita Mamiko(Department of
Gastrointestinal Surgery, Cancer Institute
Hospital, Japanese Foundation for Cancer
Research), Takahashi Yu, Ono Yoshihiro, Sato
Takafumi, Mise Yoshihiro, Inoue Yosuke, Ito
Hiromichi, Saiura Akio

肝胆道切除術後の膨⼤部周囲癌に対する膵頭⼗⼆指腸
切除術　4症例報告(Pancreaticoduodenectomy for
periampullary cancer after hepatobiliary
resection: Four cases report)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 46

Oba Atsushi(Department of Hepatobiliary and
Pancreatic Surgery, Cancer Institute Hospital of
the Japanese Foundation for Cancer Research),
Inoue Yosuke, Miyashita Mamiko, Arakaki Midori,
Ushida Yuta, Kuroki Naomi, Omichi Kiyohiko,
Ono Yoshihiro, Sato Takafumi, Mise Yoshihiro,
Ito Hiromichi, Saiura Akio, Takahashi Yu

放射線学的に原発不明な転移性膵癌に対する治療戦略
(Treatment strategy for radiologically occult
metastatic pancreatic cancer)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 47

Yoshioka Ryuji(Department of Hepato-biliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Takeda Yoshinori, Minagawa
Masaaki, Kawano Fumihiro, Ichida Hirohumi,
Mizuno Tomoya, Fujiwara Noriko, Yoshimoto
Jiro, Imamura Hiroshi, Saiura Akio

系統的に切除可能な膵癌の予後不良因⼦に関する分析
(Analyses of the poor prognostic factors for
anatomically resectable pancreatic cancer)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 48
Terasawa Muga(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Saiura Akio

⼤型HCC患者に対する⼤部分肝切除前の肝動脈化学塞
栓療法+⾨脈塞栓術の併⽤と⾨脈塞栓術単独との⽐較
intent-to-treat解析(Sequential Transcatheter
Arterial Chemoembolization and Portal Vein
Embolization versus Portal Vein Embolization
Alone Before Major Hepatectomy for Patients
with Large HCC. An intent-to-treat analysis)(英
語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 49

Omichi Kiyohiko(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Japanese Foundation for
Cancer Research, Cancer Institute Hospital),
Inoue Yosuke, Mise Yoshihiro, Ono Yoshihiro,
Sato Takafumi, Ito Hiromichi, Saiura Akio,
Takahashi Yu

原発性肝細胞癌に対する適切な治療法の選択(Selection
of appropriate treatment for primary
hepatocellular carcinoma)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06



国内学会発表 50

Gyoda Yu(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Ishizaki Yoichi, Oguro Seiji,
Kawasaki Seiji, Saiura Akio

膵管拡張を伴う漿液性嚢胞腫瘍の2症例(Two Cases of
Pancreatic Serous Cystic Neoplasm accompanied
by Pancreatic Duct Dilation)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 51

Ono Yoshihiro(Department of
Gastroenterological Surgery, Cancer Institute
Hospital, Japanese Foundation for Cancer
Research), Inoue Yosuke, Mise Yoshihiro, Oba
Atsushi, Irie Shoichi, Omichi Kiyohiko, Sato
Takafumi, Ito Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura
Akio

脾静脈圧の評価にて⾏う脾静脈切除を伴う膵頭⼗⼆指腸
切除術後の左側⾨脈圧亢進症の予測(Evaluation of
splenic vein pressure to predict sinistral portal
hypertension after pancreaticoduodenectomy
with splenic vein resection)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 52

Ichida Hirofumi(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Imamura Hiroshi, Saiura Akio,
Fukunaga Tetsu, Sakamoto Kazuhiro, Kajiyama
Yoshiaki, Kawasaki Seiji

⾷道切除術後の膵頭⼗⼆指腸切除術
(Pancreaticoduodenectomy after
esophagectomy)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 53

Mise Yoshihiro(Cancer Institute Hospital), Omichi
Kiyohiko, Ito Hiromichi, Ono Yoshihiro, Sato
Takafumi, Inoue Yosuke, Takahashi Yu, Saiura
Akio

⾼度進⾏結腸直腸癌肝転移に対するaggressive
surgery(Aggressive surgery for highly advanced
colorectal liver metastases)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 54

Takahashi Yu, Ito Hiromichi, Inoue Yosuke, Mise
Yoshihiro, Sato Takafumi, Ono Yoshihiro, Irie
Shoichi, Oba Atsushi, Omichi Kiyohiko, Kuroki
Naomi, Ushida Yuta, Miyashita Mamiko, Aragaki
Midori, Saiura Akio

初回切除不能肝⾨部胆道癌に対するconversion
surgery(Conversion surgery for initially
unresectable perihilar biliary tract cancer)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 55

Kuroki Naomi(Department of Gastrointestinal
Surgery, Cancer Institute Hospital, Japanese
Foundation for Cancer Research), Inoue Yosuke,
Ono Yoshihiro, Sato Takahumi, Mise Yoshihiro,
Ito Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

乳頭部癌の深達度とリンパ節転移との関連からみた腹腔鏡
下膵頭⼗⼆指腸切除術の意義(Relationship between
depth of invasion and lymph node metastases of
ampullary cancer in terms of implications of
laparoscopic pancreaticoduodenectomy)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06
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Oba Atsushi(Department of Hepatobiliary and
Pancreatic Surgery, Cancer Institute Hospital of
the Japanese Foundation for Cancer Research),
Inoue Yosuke, Sato Takafumi, Miyashita
Mamiko, Arakaki Midori, Ushida Yuta, Kuroki
Naomi, Omichi Kiyohiko, Ono Yoshihiro, Mise
Yoshihiro, Ito Hiromichi, Saiura Akio, Takahashi
Yu

現在の治療レジメンにおける進⾏膵癌に対する腹腔動脈合
併尾側膵切除術(DP-CAR)の役割　安全且つ実現可能な
のか(The role of distal pancreatectomy with celiac
axis resection(DP-CAR) for advanced pancreatic
cancer in the era of modern therapeutic
regimens: Is it safe and feasible?)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 57

Inoue Yosuke(Department of gastrointestinal
surgery, Cancer Institute hospital), Oba Atsushi,
Ono Yoshihiro, Sato Takafumi, Mise Yoshihiro,
Ito Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

進⾏性膵体部癌に対する究極のartery first approach
50例以上のDP-CARでゼロ死を達成するための秘訣(An
Ultimate artery-first approach for advanced
pancreatic body cancers: Tricks to achieve
zeromortality over 50 DP-CARs)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 58

Inoue Yosuke(Department of gastrointestinal
surgery, Cancer Institute hospital), Ono
Yoshihiro, Sato Takafumi, Mise Yoshihiro, Ito
Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

オーダーメイド型膵頭⼗⼆指腸切除術　進⾏膵体部癌に対
するSMA-LV-2および腹腔肝動脈LV-3切開の1症例提⽰
(Tailored Pancreaticoduodenectomy: a case
presentation with SMA-LV-2 and Celiac-hepatic
artery LV-3 dissection for an advanced
pancreatic body cancer)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 59

Ono Yoshihiro(Department of
Gastroenterological Surgery, Cancer Institute
Hospital, Japanese Foundation for Cancer
Research), Inoue Yosuke, Mise Yoshihiro, Oba
Atsushi, Irie Shoichi, Sato Takafumi, Ito
Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

膵癌に対する⾨脈切除を伴う膵頭⼗⼆指腸切除術後の脾
静脈再建に関する最適技術(Optimal technique for
splenic vein reconstruction after
pancreaticoduodenectomy with portal vein
resection for pancreatic cancer)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 60

Yoshioka Ryuji(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Ono Yoshihiro, Sato Takafumi,
Takeda Yoshinori, Ichida Hirofumi, Mizuno
Tomoya, Mise Yoshihiro, Inoue Yosuke, Ito
Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

胆管癌に対する尾状葉切除を⾏う肝中央2区域切除術
(Central bisectionectomy with caudate lobe
resection for bile duct cancer)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06
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Ito Hiromichi(Division of HPB surgery, Cancer
Institute Hospital, Japanese Foundation for
Cancer Research), Saiura Akio, Ono Yoshihiro,
Sato Takafumi, Mise Yoshihiro, Inoue Yosuke,
Takahashi Yu

PNET⼿術の最新戦略　膵神経内分泌腫瘍　疾患再発リ
スク分類における顕微鏡的リンパ管侵襲(LI)の役割(Up-
to-date strategy for PNET surgery　Pancreatic
neuroendocrine tumors: Role of microscopic
lymphatic invasion(LI) in riskstratification for
disease recurrence)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06
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Inoue Yosuke(Department of gastrointestinal
surgery, Cancer Institute hospital), Oba Atsushi,
Ono Yoshihiro, Sato Takafumi, Mise Yoshihiro,
Ito Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

RおよびBR膵癌に対する最良の戦略　切除可能境界膵癌
に対するGem+nab-paclitaxelによるネオアジュバント療法
(Best strategy for R and BR pancreas cancer
Neoadjuvant therapy using Gem+nab-paclitaxel
for borderline resectable pancreatic cancers)(英
語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06
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Kuroki Naomi(Department of Gastrointestinal
Surgery, Cancer Institute Hospital, Japanese
Foundation for Cancer Research), Mise
Yoshihiro, Ono Yoshihiro, Sato Takahumi, Inoue
Yosuke, Ito Hiromichi, Takahashi Yu, Saiura Akio

肝⼿術のシミュレーションとナビゲーション　3Dイメージングソフ
トウェアにおける腫瘍体積の変化は、切除不能結腸直腸癌
肝転移患者におけるconversion hepatectomyの好機を
予測し得る(Simulation and navigation of liver
surgery　Tumor volume change in 3D imaging
software well predicts the chance of conversion
hepatectomy in patients with unresectable
colorectal liver metastases)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 64

Gyoda Yu(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Ishizaki Yoichi, Oguro Seiji,
Kawasaki Seiji, Saiura Akio

膵管拡張を伴う漿液性嚢胞腫瘍の2症例(Two Cases of
Pancreatic Serous Cystic Neoplasm accompanied
by Pancreatic Duct Dilation)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 65

Ichida Hirofumi(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University School
of Medicine), Imamura Hiroshi, Saiura Akio,
Fukunaga Tetsu, Sakamoto Kazuhiro, Kajiyama
Yoshiaki, Kawasaki Seiji

⾷道切除術後の膵頭⼗⼆指腸切除術
(Pancreaticoduodenectomy after
esophagectomy)(英語)

第31回⽇本肝胆膵外科学会,⾼松,2019.06

国内学会発表 66
⽵村 信⾏(国⽴国際医療研究センター 肝胆膵外科), 齋
浦 明夫, ⾼橋 祐, 伊藤 寛倫, 井上 陽介, 三瀬 祥弘,
⼭本 順司, 國⼟ 典宏

⼤腸癌以外の転移性肝癌の⼿術治療　⾮⼤腸癌⾮内分
泌腫瘍肝転移切除後の予後とAdamのリスクスコアの検証 第44回⽇本外科系連合学会学術集会,⾦沢,2019.05



国内学会発表 67
宮下 真美⼦(がん研究会有明病院 消化器センター消化器
外科), ⾼橋 祐, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 井
上 陽介, 伊藤 寛倫, 齋浦 明夫

胆道癌肝切除における肝管空腸吻合縫合不全の検討 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 68

⿊⽊ 直美(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), ⼩野 嘉⼤, 井上 陽介, ⽜⽥ 雄太, 宮下 真美⼦,
新垣 碧, ⼤道 清彦, 中瀬古 裕⼀, ⼊江 彰⼀, ⼤庭 篤
志, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐, 斎浦
明夫

膵頭⼗⼆指腸切除術における神経叢郭清と術後神経性下
痢 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 69
新垣 碧(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), ⼤庭 篤志, 井上 陽介, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 三
瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

膵癌に対するICG蛍光法併⽤審査腹腔鏡の有⽤性の検討 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 70
⽜⽥ 雄太(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), 井上 陽介, 佐藤 崇⽂, ⼩野 嘉⼤, 三瀬 祥弘, 伊
藤 寛倫, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

切除不能膵癌肝転移に対するConversion therapy 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 71

⼩野 嘉⼤(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), 井上 陽介, ⼤庭 篤志, ⼊江 彰⼀, 中瀬古 裕⼀,
⼤道 清彦, 佐藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐,
齋浦 明夫

膵癌⼿術における左側⾨脈圧亢進症予防のための脾静脈
再建の⼿技と適応 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 72
三瀬 祥弘(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), ⼤道 清彦, 佐藤 崇⽂, ⼩野 嘉⼤, 井上 陽介, ⾼
橋 祐, 齋浦 明夫

進⾏⼤腸癌肝転移に対する⼿術成績の変遷 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 73
⼤道 清彦(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), 井上 陽介, 三瀬 祥弘, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 伊
藤 寛倫, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

⾄適な系統的切除範囲の選択　27年間の初発肝細胞癌
切除症例の解析から亜区域切除の有効性を考える 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 74

⾼橋 祐(がん研究会有明病院 消化器センター外科), 伊藤
寛倫, 井上 陽介, 三瀬 祥弘, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, ⼊
江 彰⼀, ⼤庭 篤志, 中瀬古 裕⼀, ⼤道 清彦, ⿊⽊ 直
美, ⽜⽥ 雄太, 宮下 真美⼦, 新垣 碧, 齋浦 明夫

肝⾨部領域胆管癌、術後腹腔内出⾎例の検討と膵周囲リ
ンパ郭清の意義 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04



国内学会発表 75

⼤庭 篤志(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), 佐藤 崇⽂, 井上 陽介, 中瀬古 裕⼀, ⼊江 彰⼀,
⼤道 清彦, 伊藤 寛倫, ⼩野 嘉⼤, 三瀬 祥弘, ⾼橋 祐,
齋浦 明夫

左胃動脈再建/温存腹腔動脈幹合併膵体尾部切除の臨
床的意義の検討 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 76
⽔野 智哉(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), 三瀬 祥弘, ⽯沢 武彰, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, ⾼
橋 祐, 齋浦 明夫

中央膵温存膵切除術の⼿技と要点 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 77
布部 創也(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), ⽐企 直樹, 熊⾕ 厚志, 井⽥ 智, ⼤橋 学, 峯 真司,
今村 裕, 渡邊 雅之, 福⻑ 洋介, 斎浦 明夫, 佐野 武

⾼齢者上部消化管癌に対する治療戦略　⾼齢者の早期胃
がん⼿術症例の検討　E-PASSの有⽤性 第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 78
井上 陽介(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), 齋浦 明夫, ⼤庭 篤志, 川勝 章司, ⼩野 嘉⼤, 佐
藤 崇⽂, 三瀬 祥弘, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐

膵癌におけるartery first approach-⻑期予後からみた臨
床的意義　膵癌に対する結腸上部前⽅動脈優先アプローチ
による膵頭⼗⼆指腸切除術
(Pancreaticoduodenectomy with supracolic
anterior artery-first approach for pancreatic
cancers)(英語)

第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 79

⽯榑 清(JA愛知県厚⽣連江南厚⽣病院 外科), ⻑⾕川
潔, 齋浦 明夫, ⼤場 ⼤, ⼭⼝ 研成, 植⽵ 宏之, 吉野
孝之, 森⽥ 智視, ⾼橋 慶⼀, 海野 倫明, 島⽥ 安博, 室
圭, 吉⽥ 和弘, 森 正樹, ⾺場 秀夫, 島⽥ 光⽣, 三瀬
祥弘, 松村 優, 當⼭ 鉄男, 杉原 健⼀, 國⼟ 典宏,
EXPERT研究グループ

転移再発⼤腸癌に対する治療と成績　EXPERT試験
KRAS野⽣型切除可能⼤腸癌肝転移に対する術後補助
化学療法mFOLFOX6と周術期化学療法mFOLFOX6+
セツキシマブの第III相ランダム化⽐較試験

第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 80
伊藤 寛倫(がん研究会有明病院 消化器センター消化器外
科), ⽵村 信⾏, 佐藤 崇⽂, ⼩野 嘉⼤, 三瀬 祥弘, 井
上 陽介, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

各臓器癌の肝転移に対する⼿術的治療(Conversionを含
む)　胃癌の肝転移　経験の最新情報と切除に関する⾄適
な選択基準(Gastric cancer liver
metastasis:Updated our experience and optimal
selection criteria for resection)(英語)

第119回⽇本外科学会定期学術集会,⼤阪,2019.04

国内学会発表 81

佐々⽊ 隆(がん研究会有明病院 肝胆膵内科), 武⽥ 剛
志, ⾦⽥ 遼, 春⽇ 章良, 佐藤 崇⽂, ⼩野 嘉⼤, 松⼭
眞⼈, 尾阪 将⼈, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐, 齋浦
明夫, 笹平 直樹

胆道癌根治切除後の術後補助S-1単剤療法に関する検討 第55回⽇本胆道学会学術集会,名古屋,2019.10



国内学会発表 82 ⾼橋 祐(がん研究会有明病院 肝胆膵外科), 笹平 直樹,
齋浦 明夫

肝⾨部領域胆管癌に対する最新の画像診断と治療戦略
悪性肝⾨部胆管閉塞に対する術前胆管内ステント
(Inside-stent)の安全性と有⽤性に関する前向き研究

第55回⽇本胆道学会学術集会,名古屋,2019.10
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