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主な研究テーマ

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
担当教授 齋浦 明夫

担当教授写真

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、③R0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 HighlightsStaff

 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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英⽂症例報告 1
Ueno H, Konishi T, Ishikawa Y, Shimazaki H,
Ueno M, Aosasa S, Saiura A, Shinto E, Kajiwara
Y, Mochizuki S, Nakamura T, Yamamoto J.

Primary Tumor Histology Affects Oncological
Outcomes Independently of the Anatomical
Extent of Disease in Colorectal Liver Metastasis

JMA J. 2020 Jul 15;3(3):240-250

英⽂症例報告 2 Takeda Y, Saiura A, Takahashi Y, Inoue Y, Mise
Y, Ito H.

Conservative drain management increases the
incidence of grade B postoperative pancreatic
fistula without increasing serious complications:
Does persistent drainage reflect the quality of
pancreatic surgery or institutional policy?

J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2020
Dec;27(12):1011-1018

英⽂症例報告 3
Minagawa M, Ichida H, Yoshioka R, Gyoda Y,
Mizuno T, Imamura H, Mise Y, Yoshimatsu H,
Fukumura Y, Kato K, Kajiyama Y, Saiura A.

Pancreaticoduodenectomy with reconstructing
blood flow of the gastric conduit after
esophagectomy with concomitant celiac axis
stenosis: a case report

Surg Case Rep. 2020 Oct 8;6(1):267

英⽂症例報告 4 Ito H, Takahashi Y, Saiura A.
Commentary: Complex venous resection and
reconstruction for locally advanced pancreatic
cancer: Our approach

Surgery. 2020 Dec;168(6):1056-1057

英⽂症例報告 5 Miyashita M, Ono Y, Takamatsu M, Inoue Y, Sato
T, Ito H, Takahashi Y, Saiura A.

Repeat hepatectomy for liver metastases from
bile duct neuroendocrine tumor: a case report Surg Case Rep. 2020 Aug 8;6(1):204

英⽂症例報告 6
Takeda T, Sasaki T, Inoue Y, Mie T, Furukawa T,
Kanata R, Kasuga A, Matsuyama M, Ozaka M,
Takahashi Y, Saiura A, Sasahira N.

Comprehensive comparison of clinicopathological
characteristics, treatment, and prognosis of
borderline resectable pancreatic cancer
according to tumor location

Pancreatology. 2020 Sep;20(6):1123-1130

英⽂症例報告 7 Hata T, Mise Y, Ono Y, Sato T, Inoue Y, Ito H,
Takahashi Y, Yanaga K, Saiura A.

Multidisciplinary treatment for colorectal liver
metastases in elderly patients World J Surg Oncol. 2020 Jul 17;18(1):173

肝･胆･膵外科

齋浦 明夫



英⽂症例報告 8
Kawakatsu S, Mise Y, Hiratsuka M, Inoue Y, Ito
H, Takahashi Y, Mun M, Okumura S, Matsueda
K, Nagino M, Saiura A.

Clinical significance of subcentimeter pulmonary
nodules in patients undergoing hepatectomy for
colorectal liver metastases

J Surg Oncol. 2020 Sep;122(3):523-528

英⽂症例報告 9

Mise Y, Hasegawa K, Saiura A, Oba M,
Yamamoto J, Nomura Y, Takayama T,
Hashiguchi Y, Shibasaki M, Sakamoto H,
Yamagata S, Aoyanagi N, Kaneko H, Koyama H,
Miyagawa S, Shinozaki E, Yoshida S, Nozawa H,
Kokudo N.

A Multicenter Phase 2 Trial to Evaluate the
Efficacy of mFOLFOX6 + Cetuximab as Induction
Chemotherapy to Achieve R0 Surgical Resection
for Advanced Colorectal Liver Metastases
(NEXTO Trial)

Ann Surg Oncol. 2020 Oct;27(11):4188-4195

英⽂症例報告 10
Nakahodo J, Fukumura Y, Saito T, Mitomi H,
Saiura A, Fujisawa T, Ishii S, Isayama H,
Kurahayashi I, Yao T.

Radiological and Pathological Assessment of the
2017 Revised International Association of
Pancreatology Consensus Guidelines for
Intraductal Papillary Mucinous Neoplasm, With
an Emphasis on the Gastric Pyloric Gland Type

Pancreas. 2020 Feb;49(2):216-223

英⽂症例報告 11 Takeda Y, Saiura A, Inoue Y, Mise Y, Ishizawa T,
Takahashi Y, Ito H.

Early Fistulography Can Predict Whether
Biochemical Leakage Develops to Clinically
Relevant Postoperative Pancreatic Fistula

World J Surg. 2020 Apr;44(4):1252-1259

英⽂症例報告 12

Sakamoto Y, Yoshio S, Doi H, Kawai H,
Shimagaki T, Mori T, Matsuda M, Aoki Y, Osawa
Y, Yoshida Y, Arai T, Itokawa N, Ito T, Seko Y,
Yamaguchi K, Itoh Y, Mise Y, Saiura A, Taketomi
A, Kanto T.

Serum soluble sialic acid-binding
immunoglobulin-like lectin-7 concentration as an
indicator of liver macrophage activation and
advanced fibrosis in patients with non-alcoholic
fatty liver disease

Hepatol Res. 2020 Apr;50(4):466-477

英⽂症例報告 13 Oba A, Inoue Y, Ono Y, Irie S, Sato T, Mise Y,
Ito H, Takahashi Y, Saiura A.

Radiologically occult metastatic pancreatic
cancer: how can we avoid unbeneficial
resection?

Langenbecks Arch Surg. 2020 Feb;405(1):35-
41

英⽂症例報告 14 Terasawa M, Allard MA, Golse N, Sa Cunha A,
Cherqui D, Adam R, Saiura A, Vibert E.

Sequential transcatheter arterial
chemoembolization and portal vein embolization
versus portal vein embolization alone before
major hepatectomy for patients with large
hepatocellular carcinoma: An intent-to-treat
analysis

Surgery. 2020 Feb;167(2):425-431



英⽂症例報告 15 Watanabe G, Mise Y, Ito H, Inoue Y, Ishizawa T,
Takahashi Y, Saiura A.

Repeat Hepatectomy for Early Recurrence of
Colorectal Liver Metastases-Prognostic Impacts
Assessed from the Recurrence Pattern

World J Surg. 2020 Jan;44(1):268-276

英⽂症例報告 16 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. 2020 Jul;24(7):1630-1638

英⽂症例報告 17 Matsuki R, Ishizawa T, Saiura A.

Applications of a laparoscopic fluorescence
imaging system during open hepatectomy:
Tumor/ and segment identification,
cholangiography, and angiography

Asian J Endosc Surg. 2020 Apr;13(2):256-258

英⽂症例報告 18
Tanaka M, Inoue Y, Matsueda K, Hiratsuka M,
Muto M, Kawakatsu S, Ono Y, Mise Y, Ishizawa
T, Ito H, Takahashi Y, Takazawa Y, Saiura A.

Three-Dimensional Fixation: Pathological
Protocol Following Pancreaticoduodenectomy
with Portal Vein Resection for Pancreatic Cancer

J Gastrointest Surg. 2020 Mar;24(3):619-626
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和⽂原著 1
⽵村 信⾏(国⽴国際医療研究センター病院 肝胆膵外
科), 齋浦 明夫, 伊藤 橋司, 三原 史規, ⼭⽥ 和彦, 國
⼟ 典宏

【肝胆膵外科におけるConversion Surgery】⾮⼤腸癌・
⾮神経内分泌腫瘍肝転移(NCNNLM)に対する
Conversion Surgery　胃癌・GIST・乳癌・泌尿⽣殖器
系腫瘍肝転移の治療戦略

⼿術,2020;74巻10号:Page1441-1449

和⽂原著 2 吉岡 ⿓⼆(順天堂⼤学 肝・胆・膵外科), 市⽥ 洋⽂, ⽔
野 智哉, 今村 宏, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫

【膵頭⼗⼆指腸切除に必要な外科解剖と⼿術⼿技】⾨脈
合併切除を伴う膵頭⼗⼆指腸切除 ⼿術,2020;74巻7号:Page1013-1021

和⽂原著 3 ⼊江 彰⼀(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵
外科), 齋浦 明夫 膵切除における術前術後シェーマの重要性について ⽇本消化器外科学会雑誌,2020;53巻2号: Page181-

188

和⽂原著 4
川野 ⽂裕(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵
外科), 三瀬 祥弘, ⽔野 智哉, 吉岡 ⿓⼆, 今村 宏, 齋
浦 明夫

【消化器外科⼿術の論点2020　誌上ディベートと⼿術⼿
技】肝胆膵外科　解剖学的肝切除術における亜区域描出
法　⾨脈染⾊法の⽴場から

⼿術,2020;74巻4号:Page576-582



和⽂原著 5 川野 ⽂裕(順天堂⼤学 ⼤学院医学研究科肝・胆・膵外
科学), 齋浦 明夫

【術前・術後管理必携2020】術後合併症とその管理　消化
器系　⾨脈・脾静脈⾎栓症 消化器外科,2020;43巻5号:Page881-885

和⽂原著 6 皆川 雅明(順天堂⼤学 肝・胆・膵外科), 三瀬 祥弘, 齋
浦 明夫

【消化器外科におけるre-do⼿術】肝胆膵　肝細胞癌切除
後再発に対する再肝切除の意義 外科,2020;82巻2号:Page125-129

和⽂原著 7
吉岡 ⿓⼆(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 川野 ⽂裕, ⾏⽥ 悠, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉,
今村 宏, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫

【超"⾼難度⼿術!他臓器合併切除術を極める】肝胆膵の拡
⼤⼿術　⾎管合併切除を伴う膵頭⼗⼆指腸切除" 臨床外科,2020;75巻1号:Page62-69

和⽂原著 8

Minagawa Masaaki(Department of Hepatobiliary-
Pancreatic Surgery, Juntendo University,
Graduate School of Medicine), Ichida Hirofumi,
Yoshioka Ryuji, Gyoda Yu, Mizuno Tomoya,
Imamura Hiroshi, Mise Yoshihiro, Yoshimatsu
Hidehiko, Fukumura Yuki, Kato Kota, Kajiyama
Yoshiaki, Saiura Akio

Pancreaticoduodenectomy with reconstructing
blood flow of the gastric conduit after
esophagectomy with concomitant celiac axis
stenosis: a case report(和訳中)(英語)

Surgical Case Reports,2020;6巻:Page1 of 9-9 of
9

和⽂原著 9

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

胆管神経内分泌腫瘍の肝転移に対する反復肝切除　1症
例報告(Repeat hepatectomy for liver metastases
from bile duct neuroendocrine tumor: a case
report)(英語)

Surgical Case Reports,2020;6巻:Page1 of 9-9 of
9

和⽂原著 10

Ueno Hideki(Department of Surgery, National
Defense Medical College), Konishi Tsuyoshi,
Ishikawa Yuichi, Shimazaki Hideyuki, Ueno
Masashi, Aosasa Suefumi, Saiura Akio, Shinto
Eiji, Kajiwara Yoshiki, Mochizuki Satsuki,
Nakamura Takahiro, Yamamoto Junji

原発巣の組織学的所⾒は⼤腸癌肝転移において疾患の解
剖学的範囲とは無関係に腫瘍学的転帰に影響する
(Primary Tumor Histology Affects Oncological
Outcomes Independently of the Anatomical
Extent of Disease in Colorectal Liver
Metastasis)(英語)

JMA Journal,2020;3巻3号:Page240-250



和⽂原著 11

Sakamoto Yuzuru(The Research Center for
Hepatitis and Immunology, National Center for
Global Health and Medicine), Yoshio Sachiyo, Doi
Hiroyoshi, Kawai Hironari, Shimagaki Tomonari,
Mori Taizo, Matsuda Michitaka, Aoki Yoshihiko,
Osawa Yosuke, Yoshida Yuji, Arai Taeang,
Itokawa Norio, Ito Takanori, Seko Yuya,
Yamaguchi Kanji, Itoh Yoshihito, Mise Yoshihiro,
Saiura Akio, Taketomi Akinobu, Kanto Tatsuya

⾮アルコール性脂肪性肝疾患患者における肝マクロファージ
活性化および⾼度線維化の指標としての⾎清可溶型sialic
acid-binding immunoglobulin-like lectin-7濃度
(Serum soluble sialic acid-binding
immunoglobulin-like lectin-7 concentration as an
indicator of liver macrophage activation and
advanced fibrosis in patients with non-alcoholic
fatty liver disease)(英語)

Hepatology Research,2020;50巻4号:Page466-
477

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

和⽂総説 1 福村 由紀(順天堂⼤学 医学部⼈体病理病態学講座),
仲程 純, ⾼瀬 優, 齋浦 明夫, ⽯井 重登, 伊佐⼭ 浩通 胆嚢腺筋腫症の病理像 胆道(0914-0077)34巻1号 Page89-95(2020.03)

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

Matsuki Ryota(Department of
Gastroenterological Surgery, Cancer Institute
Hospital, Japanese Foundation for Cancer
Research), Ishizawa Takeaki, Saiura Akio

開腹肝切除における腹腔鏡下蛍光造影システムの適応　腫
瘍/区域同定、胆管造影、⾎管造影(Applications of a
laparoscopic fluorescence imaging system during
open hepatectomy: Tumor/and segment
identification, cholangiography, and
angiography)(英語)

Asian Journal of Endoscopic Surgery,2020;13巻2
号:Page256-258

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
尾崎 ⿇⼦(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 ⾷道胃
外科), 橋⼝ 忠典, 橋本 貴史, 富⽥ 夏実, 福永 哲, 齋
浦 明夫, 坂本 ⼀博, 鶴丸 昌彦, 梶⼭ 美明, 峯 真司

初診時に反回神経⿇痺を認めた⾷道癌⼿術例の治療成績 第74回⽇本⾷道学会学術集会,⼤阪,202012

国内学会発表 2
那須 元美(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 ⾷道・胃
外科), 國安 哲史, 橋本 貴史, 富⽥ 夏実, 福永 哲, 齋
浦 明夫, 坂本 ⼀博, 鶴丸 昌彦, 梶⼭ 美明, 峯 真司

⾷道腺癌切除症例におけるリンパ節転移の分布と予後 第74回⽇本⾷道学会学術集会,⼤阪,202012



国内学会発表 3
⼣部 由規謙(順天堂⼤学 医学部), 頴川 博芸, ⼭内 卓,
加治 早苗, 折⽥ 創, 岡 伸⼀, 峯 真司, 齋浦 明夫, 坂
本 ⼀博, 福永 哲

In Silico Analysisによる胃癌における新規予後良好バイオ
マーカーの同定 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 4
⾏⽥ 悠(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵
外科), 吉岡 ⿓⼆, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 三瀬 祥弘,
今村 宏, 峯 真司, 坂本 ⼀博, 福永 哲, 齋浦 明夫

当院におけるHassab⼿術の成績 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 5
⼊江 彰⼀(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 齋浦 明夫, ⾼橋 祐, 今村 宏, 三瀬 祥弘, 井
上 陽介, 吉岡 ⿓⼆, ⽔野 智哉, 市⽥ 洋⽂

膵体部癌に対する切除術式の検討 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 6 ⼩野 嘉⼤(がん研究会有明病院 消化器外科), 井上 陽
介, 佐藤 崇⽂, 伊藤 博倫, 齋浦 明夫, ⾼橋 祐

脾静脈合併切除を要する膵頭⼗⼆指腸切除術における脾
静脈-左腎静脈再建の中⻑期妥当性に関する検討 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 7
川野 ⽂裕(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 三瀬 祥弘, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 吉岡 ⿓⼆,
⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 井上 陽介, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

切除可能膵頭部癌に対する空腸間膜リンパ節郭清は必要
か? 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 8
⽔野 智哉(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 三瀬 祥弘, 吉岡 ⿓⼆, 市⽥ 洋⽂, ⼤場 ⼤,
今村 宏, 峯 真司, 福永 哲, 坂本 ⼀博, 齋浦 明夫

当科における膵神経内分泌腫瘍肝転移に対する集学的治
療の2症例 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 9
皆川 雅明(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・
膵外科), 福村 由紀, 三瀬 祥弘, 市⽥ 洋⽂, 吉岡 ⿓⼆,
⽔野 智哉, 峯 真司, 福永 哲, 坂本 ⼀博, 齋浦 明夫

膵Solid pseudopapillary Neoplasmの臨床病理学的
検討 第75回⽇本消化器外科学会総会,和歌⼭,202012

国内学会発表 10
武⽥ 良祝(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, ⼩野 嘉⼤,
井上 陽介, 伊藤 寛倫, ⾼橋 祐, 坂本 ⼀博

⼤腸癌肝転移における術前化学療法とKRAS遺伝⼦変異
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無我, ⼊江 彰⼀, 吉岡 ⿓⼆, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, ⼤
場 ⼤, 今村 宏, 井上 陽介, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫

単発肝細胞癌に対する亜区域切除と⾮系統的切除の傾向
スコアを⽤いた⻑期予後の⽐較　⼆施設共同研究 第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008

国内学会発表 45

⾼橋 宏光(順天堂⼤学 上部消化管外科), 橋本 貴史,
吉野 耕平, 藤原 ⼤介, 尾崎 ⿇⼦, 那須 元美, 橋⼝ 忠
典, 國安 哲史, 富⽥ 夏実, 福永 哲, 齋浦 明夫, 坂本
⼀博, 鶴丸 昌彦, 峯 真司, 梶⼭ 美明

⾷道切除・胸⾻後胃挙上再建後に⽣じた挙上胃腕頭動脈
瘻の1例 第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008

国内学会発表 46
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, 佐藤 崇⽂, 伊藤 博倫, 齋浦 明夫, ⾼
橋 祐

⾎⾏再建を伴う進⾏癌切除術の⼿術⼿技【Video】膵頭⼗
⼆指腸切除術における脾静脈合併切除の⼿技と脾静脈再
建法の⼯夫

第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008



国内学会発表 47
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), ⼤庭 篤志, ⼩野 嘉⼤, 佐藤 崇⽂, 伊藤 寛倫, 齋
浦 明夫, ⾼橋 祐

局所進⾏膵癌に対する⼿術⼿技の⼯夫と成績
【International・Video】腹腔動脈合併切除を伴う膵体尾
部切除術を安全に施⾏するための技術的ヒント(Technical
tips to perform safe distal pancreatectomy with
celiac axis resection)

第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008

国内学会発表 48

杉本 起⼀(順天堂⼤学 下部消化管外科), 坂本 ⼀博,
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, 河野 眞吾, 宗像 慎也, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊,
冨⽊ 裕⼀, 齋浦 明夫, 川崎 誠治

遠隔転移を伴う⼤腸癌に対する集学的治療の実際　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有⽤性　プロペンシティースコア
マッチングによる⽐較

第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008

国内学会発表 49
宗像 慎也(順天堂⼤学 下部消化管外科), 本庄 董平,
杉本 起⼀, 峯 真司, 斎浦 明夫, 福永 晢, 梶⼭ 美明,
坂本 ⼀博, 服部 浩⼀, Heissig Beate

Proteolytic niche　凝固線溶系からみた外科疾患への挑
戦 第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008

国内学会発表 50
三瀬 祥弘(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 吉岡 ⿓⼆, 寺澤
無我, ⾼橋 敦, ⼊江 彰⼀, 皆川 雅明, 武⽥ 良祝, 川野
⽂裕, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 今村 宏, 齋浦 明夫

エキスパート肝胆膵外科医養成のための取り組み 第120回⽇本外科学会定期学術集会,web,202008

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 三瀬 祥弘 腹腔鏡下膵頭⼗⼆指腸切除術、ロボット⽀援下膵頭⼗⼆

指腸切除術 オンライン 膵切除術勉強会,web,20201127

特別講演・
招待講演 2 ⽔野 智哉 膵・消化管神経内分泌腫瘍の外科治療 第62回⽇本消化器病学会⼤会ランチョンセミナー,神

⼾,20201106

特別講演・
招待講演 3 斎浦 明夫 肝胆膵外科におけるメスの限界への挑戦 第74回⼿術⼿技研究会,島根,20201010

特別講演・
招待講演 4 斎浦 明夫 膵がん外科治療の最新のトピックス 第2回膵 疾患フォーラム,web,20201126

特別講演・
招待講演 5 斎浦 明夫 座⻑ 第11 回Tokyo HBP Surgical lClub,東京,20201212

特別講演・
招待講演 6 斎浦 明夫 肝胆膵外科における⾎管合併切除再建の適応と実際 第82回⼿術⼿技懇話会,⼤阪,20201128

特別講演・
招待講演 7 斎浦 明夫 膵癌の外科治療 消化器癌カンファレンス2020,福岡,20200123



特別講演・
招待講演 8 斎浦 明夫 肝胆膵外科の基礎と⼩児外科への応⽤ 第57回⼩児外科学会ランチョンセミナー,東京,20200919

特別講演・
招待講演 9 斎浦 明夫 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,司会,東京,20201013

特別講演・
招待講演 10 三瀬 祥弘 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,東京,20201013

特別講演・
招待講演 11 吉岡 ⿓⼆ 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,東京,20201013

特別講演・
招待講演 12 ⼊江 彰⼀ 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,東京,20201013

特別講演・
招待講演 13 斎浦 明夫 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,司会,東京,20201110

特別講演・
招待講演 14 三瀬 祥弘 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,東京,20201110

特別講演・
招待講演 15 吉岡 ⿓⼆ 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,東京,20201110

特別講演・
招待講演 16 ⼊江 彰⼀ 膵臓⼿術スキルアップWEBセミナー 順天堂／がん研アカデミー2020,東京,20201110

特別講演・
招待講演 17 斎浦 明夫 座⻑ 神経内分泌腫瘍の集学的治療を考える

会,web,20201118
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