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国際学会発表 1

国際学会発表 2

国際学会発表 3

国際学会発表 4

Shingo Ito, Tetsu Fukunaga, Yoshiaki Kajiyama, Seiji Kawasaki, Yutaka Kojima, Michitoshi Goto, Yuichi Tomiki, Kazuhiro Sakamoto: Long-term outcomes of
laparoscopic versus open surgery for primary tumor resection in patients with stageⅣ colorectal cancer. SAGES 2017, Houston, March 22-25, 2017

Kiichi Sugimoto, Tomoaki Ito, Hajime Orita, Koichi Sato, Kazuhiro Sakamoto, Mutsumi Sakurada, Tomoyuki Kushida, Hiroshi Maekawa, Ellen Tully,
Juhyung Woo, Edward Gabrielson: Discoidin Domain Receptor-1 (DDR1) Is An Independent Prognostic Marker of Poor Prognosis In ESCC. 110th AACR,
Washington DC, April 3, 2017
Kawano S, Amemiya K, Tsuchiya Y, Hagiwara T, Matsuzawa H, Makino Y, Motegi S, Tsukamoto R, Ichikawa R, Kure K, Honjo K, Ro H, Ito S, Okazawa Y,
Takahashi R, Mizukoshi K, Kawai M, Munakata S, Niwa K, Ishiyama S, Sugimoto K, Kamiyama H, Komiyama H, Takahashi M, Kojima Y, Goto M, Okuzawa
A,  Tomiki Y, Kojima M, Ochiai A, Sakamoto K: Semaphorin 3C has a possibility of a new prognostic marker in colorectal cancer. 110th AACR, Washington
DC, April 3, 2017
Ryoichi Tsukamoto, Hirokazu Matsuzawa, Toshiaki Hagiwara, Yuki Tsuchiya, Kota Amemiya, Shunsuke Motegi, Yurika Makino, Shingo Kawano, Kumpei
Honjo, Kure Kazumasa, Ryosuke Ichikawa, Hisashi Ro, Shingo Ito, Rina Takahashi, Koichiro Niwa, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Hirohiko Kamiyama,
Makoto Takahashi, Yutaka Kojima, Michitoshi Goto, Atsushi Okuzawa, Yuichi Tomiki,, Tetsu Fukunaga, Yoshiaki Kajiyama, Seiji Kawasaki, Kazuhiro
Sakamoto. Postoperative Adjuvant Chemotherapy Improves Survival in Stage II Colon Cancer ? a Propensity Score Matching Analysis. 110th AACR,
Washington DC, April 3, 2017

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

Shun Ishiyama, Kazuhiro Sakamoto, Hirohiko Kamiyama, Koichiro Niwa, Kiichi Sugimoto, Makoto Takahashi, Yutaka Kojima, Michitoshi Goto, Atsushi
Okuzawa and Yuichi Tomiki: Salivary Chromogranin A as a Psychosomatic Stress Marker is suppressed in Laparoscopic Surgery compared with Open Surgery
for Colon Cancer. Juntendo Medical Journal, 63(2):88-94, 2017
Honjo K, Munakata S, Tashiro Y, Salama Y, Shimazu H, Eiamboonsert S, Dhahri D, Ichimura A, Dan T, Miyata T, Takeda K, Sakamoto K, Hattori K, Heissig
B: Plasminogen activator inhibitor-1 regulates macrophage-dependent postoperative adhesion by enhancing EGF-HER1 signaling in mice. FASEB J.
31(6):2625-2637, 2017

Tsukamoto R, Sakamoto K, Honjo K, Niwa K, Sugimoto K, Ishiyama S, Kamiyama H, Takahashi M, Okuzawa A: Case of idiopathic and complete appendiceal
intussusception. Asian J Endosc Surg, 2017

Sugimoto K, Sakamoto K, Ichikawa R, Kure K, Honjo K, Ro H, Takahashi R, Kawano S, Niwa K, Ishiyama S, Kamiyama H, Komiyama H, Takahashi M,
Kojima Y, Goto M, Okuzawa A, Ishibiki Y, Tomiki Y: Propensity Score Analysis in the Comparison of Long-Term Outcomes for Locally Advanced Colon Cancer
Between Laparoscopic Colectomy and Open Colectomy. Juntendo Medical Journal, 63(4):264-272, 2017

Sugimoto K, Ito T, Orita H, Fujita S, Sakamoto K, Sato K and Brock MV: DNA Methylation Research - My Experience in Johns Hopkins University. Juntendo
Medical Journal, 2017

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

Kazuhiro Sakamoto, Ryoichi Tsukamoto, Shingo Kawano, Masaya Kawai, Koichiro Niwa, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Hirihiko Kamiyama, Hiromitsu
Komiyama, Makoto Takahashi, Yutaka Kojima, Michitoshi Goto, Atsushi Okuzawa, Yuichi Tomiki: Minimally Invasive Surgery for Colorectal Cancer.
Juntendo Medical Journal, 63(5): 384-392, 2017

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
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和文総説 1

Yutaka Kojima, Kazuhiro Sakamoto, Yuichi Tomiki, Atsushi Okuzawa, Makoto Takahashi, Hirohiko Kamiyama, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Koichiro
Niwa, Yu Okazawa Kumpei Honjo, Hisashi Ro, Ryoichi Tsukamto, Yurika Makino, Toshiaki Hagiwara, Hirokazu Matsuzawa, Yuki Tsuchiya, Tetsu
Fukunaga, Yoshiaki Kajiyama and Seiji Kawasaki: Measures for reduction of surgical site infection in laparoscopic surgery for colorectal cancer in our
department. 25th EAES, Frankflut, June 14-17, 2017

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

Yuki Tsuchiya, Toshiaki Hagiwara, Shunsuke Motegi, Ryoichi Tsukamoto, Rina Takahashi, Shingo Kawano, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Makoto
Takahashi, Yutaka Kojima, Michitoshi Goto, Tetsu Fukunaga, Yoshiaki Kajiyama, Seiji Kawasaki, Kazuhiro Sakamoto: A Study on Rectal Cancer Surgery
using Small-Diameter Forceps. 25th EAES, Frankflut, June 14-17, 2017

小嶋 基寛, 池田 公治, 柵山 尚紀, 河野 眞吾, 合志 健一, 斎藤 典男, 伊藤 雅昭, 渡邉 聡明, 杉原 健一, 落合 淳志: 【消化管内分泌細胞腫瘍の新知見】 大腸内分泌細胞腫瘍の

アンケート調査結果　第80回大腸癌研究会アンケートを中心に(解説/特集) 胃と腸, 52: 454-460, 2017

塚本亮一　茂木俊介　本庄薫平　盧　尚志　石山　隼　小島　豊　五藤倫敏　竹内和世　坂本一博: 結腸間膜に発生したparagangliomaの1例. 日本外科系連合学会誌,
42(2):279-285, 2017

Kazuhiro Sakamoto: Advanced techniques in the minimal invasive surgery for colorectal cancer -the cutting edge in the quarter century-.IASGO-CME 2017,
Yokohama, Japan, June 7, 2017

H. Hasegawa, K. Okabayashi, M. Tsuruta, J. Koike, K. Funahashi, H. Yokomizo, K. Yoshimatsu, H. Kan, T. Yamada, H. Ishida, K. Ishibashi, Y. Saida, T.
Enomoto, K. Katsumata, K. Koda, T. Ochiai, K. Sakamoto, S. Ogawa, M. Itabashi, S. Kameoka: Updated survival results of FACT trial: Multicenter phase Ⅱ
trial of neoadjuvant cgemotherapy with mFOLFOX6 for stage Ⅱ/Ⅲ rectal cancer aT3/T4 tumor. 42nd ESMO Congress, Madrid, Sep 8-12, 2017
Kazuhiro Sakamoto, Shunsuke Motegi, Yurika Makino, Shingo Kawano, Masaya Kawai, Koichiro Niwa, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Hirihiko Kamiyama,
Makoto Takahashi, Yutaka Kojima, Yuichi Tomiki, Tetsu Fukunaga, Yoshiaki Kajiyama, Seiji Kawasaki: Laparoscopic resection for T4 colorectal cancer. The
21th Asian Congress of Surgery, Tokyo, Nov 23, 2017
Sugimoto K, Tsuchiya H, Hagiwara T, Matsuzawa H, Makino Y, Motegi S, Tsukamoto R, Kawai M, Kawano S, Niwa K, Ishiyama S, Kamiyama H, Takahashi
M, Kojima Y, Tomiki Y and Sakamoto K: The prognostic capability of oxidative stress after surgery in colorectal cancer. The 21th Asian Congress of Surgery,
Tokyo, Nov 22, 2017

Ryoichi Tsukamoto, Yuki Tsuchiya, Yutaka Kojima, Kumpei Honjo, Shun Ishiyama, Kiichi Sugimoto, Hirohiko Kamiyama, Makoto Takahashi, Michitoshi
Goto, Atsushi Okuzawa, Yuichi Tomiki, Tetsu Fukunaga, Yoshiaki Kajiyama, Seiji Kawasaki, Kazuhiro Sakamoto: Laparoscopic surgery for appendiceal
intussusception: case report and review of literature. 25th EAES, Frankflut, June 14-17, 2017

坂本直人，長田太郎，立之英明，村上　敬，澁谷智義，冨木裕一，渡辺純夫: 大腸ESDにおける新たなトラクション法‐けん引クリップ®（S-O clip）を用いたESD‐Gastroenterol
Endosc, 59:1514-23, 2017

河野眞吾　田村真弘　石山隼　髙橋玄　五藤倫敏　坂本一博: メトトレキサート治療中のリンパ増殖性疾患による回腸穿孔の１例. 日本臨床外科学会雑誌, 78(11): 2469-2473,
2017

石山　隼，塚本亮一，呉　一眞，高橋里奈，杉本起一，神山博彦，小島　豊，五藤倫敏，冨木裕一，坂本一博: 腹腔鏡観察が治療に有用であった虫垂杯細胞カルチノイドの1例：

本邦126例の検討. 日本外科系連合学会誌, 42(2):212-218, 2017

本庄薫平，石山隼，五藤倫敏，坂本一博: 内視鏡的に摘除した爪楊枝によるS状結腸穿通の1例. 日本腹部救急医学会雑誌, 37(7):1061-1065, 2017

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

Shingo Ito, Masaya Kawai, Kiichi Sugimoto, Makoto Takahashi, Yukata Kojima, Yuichi Tomiki, Kazuhiro Sakamoto: Prognostic factor of stage Ⅳ colorectal
cancer after primary tumor resection: retrospective analysis. The 21th Asian Congress of Surgery, Tokyo, Nov 22, 2017



和文総説 2

区分 番号 国際共同

和文著書 1

和文著書 2

区分 番号 国際共同

国内学会発表 1

国内学会発表 2

国内学会発表 3

国内学会発表 4

国内学会発表 5

国内学会発表 6

国内学会発表 7

国内学会発表 8

国内学会発表 9

国内学会発表 10

国内学会発表 11

国内学会発表 12

萩原俊昭, 茂木俊介, 塚本亮一, 市川亮介, 髙橋里奈, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 坂本一博: 細径鉗子を用いた直腸癌手術の検討. 第16回 Needlescopic
Surgery Meeting, 沖縄, 2017年1月28日

髙橋里奈, 小島 豊, 五藤倫敏, 坂本一博: 直腸癌術後における肛門機能の短期成績. 第34回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会, 名古屋, 2017年2月18日

牧野有里香, 髙橋里奈, 河野眞吾, 小島 豊, 五藤倫敏, 坂本一博, 武部詩保里: 当科におけるdiverting stomaによる合併症の検討. 第34回日本ストーマ・排泄リハビリテーショ

ン学会総会, 名古屋, 2017年2月18日

大野 実, 堀 賢, 島田陽介, 佐藤雅也, 小島 豊, 髙橋 玄, 岡澤 裕, 田中恵美, 坂本一博, 新井 一: 大腸肛門外科手術のSSI発生が入院医療経済に及ぼす影響. 第32回日本環境

感染学会総会・学術集会, 神戸, 2017年2月25日

坂本一博, 市川亮介, 伊藤慎吾, 盧 尚志, 呉 一眞, 本庄薫平, 河野眞吾, 宗像慎也, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 小見山博光, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 福永

哲, 川崎誠治: 一時的回腸瘻造設した腹腔鏡下低位前方切除術における術後イレウスの検討. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月2日

河野眞吾, 雨宮浩太, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 松澤宏和, 市川亮介, 呉 一眞, 本庄薫平, 盧 尚志, 伊藤慎吾, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫

敏, 川崎誠治, 福永 哲, 坂本一博: 術前診断し腹腔鏡手術を施行した左傍十二指腸ヘルニアの1例. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月2日

市川亮介, 呉 一眞, 本庄薫平, 盧 尚志, 伊藤慎吾, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 小見山博光, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 福永 哲, 川崎誠治, 坂本一博: IL-6に
注目した穿孔性腹膜炎症例の検討. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月2日

塚本亮一, 萩原俊昭, 茂木俊介, 牧野有里香, 河野眞吾, 市川亮介, 伊藤慎吾, 髙橋里奈, 河合雅也, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 小見山博光, 髙橋 玄, 小島 豊,
五藤倫敏, 福永 哲, 梶山美明, 川崎誠治, 坂本一博: 下血で発見された小腸GISTの2例. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月2日

萩原俊昭, 雨宮浩太, 土谷祐樹, 松澤宏和, 呉 一眞, 盧 尚志, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 坂本一博, 福永 哲, 川崎誠治: ミュンヒ

ハウゼン症候群による自傷行為により小腸皮膚瘻を併発した1例. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月2日

田村真弘, 萩原俊昭, 市川亮介, 呉 一眞, 本庄薫平, 盧 尚志, 伊藤慎吾, 河野眞吾, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 小見山博光, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 福永

哲, 川崎誠治, 坂本一博: 慢性関節リウマチに対するメトトレキサート治療中に消化管穿孔を発症した1例. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月2日

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

全著者名、書籍名、出版社名、出版年；巻（号）：ページ番号等

冨木裕一　他: 第111回　医師国家試験問題解説，メディクメディア社，東京，2017

冨木裕一　他：クエスチョン・バンク，医師国家試験問題解説  2018，消化管・ 腹壁・腹膜疾患. メディクメディア社，東京，2017

河野眞吾, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 松澤宏和, 塚本亮一, 髙橋里奈, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 冨木裕一, 柳井優香, 八尾隆史, 坂
本一博: 浸潤先進部病理像を加えたStageII大腸癌のhigh risk 因子の再検討. 第86回大腸癌研究会, 盛岡, 2017年1月20日

五藤倫敏, 牧野有里香, 高橋里奈, 小島 豊, 坂本一博, 武部詩保里: ストーマ保有高齢者の手術後についての検討. 第34回日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会総会, 名古

屋, 2017年2月18日

杉本起一，髙橋 玄,　小島 豊，奥澤 淳司，石引 佳郎，坂本 一博:  II. クローン病 6) 小腸クローン病に対する手術 (腸管切除・吻合法). 手術,　71：1045-1049, 2017
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杉本起一，市川亮介，高橋里奈，盧 尚志, 河野眞吾，丹羽浩一郎，石山 隼，神山博彦，小見山博光, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 奥澤淳司, 冨木裕一, 吉本次郎, 今村 宏, 石
崎陽一, 川崎誠治, 福永 哲, 梶山美明, 坂本一博: 大腸癌同時性肝転移症例におけるGlasgow Prognostic Score (GPS) を用いた予後評価. 第117回日本外科学会定期学術

集会, 横浜, 2017年4月27日

河合雅也, 高橋 敦, 岩永直紀, 山田衣里佳, 北原佳奈, 秋本瑛吾, 伊藤 謙, 関根悠貴, 春山優理恵, 宮野省三, 小坂泰二郎, 渡野邉郁夫, 町田理夫, 北畠俊顕, 須郷広之, 李 慶
文, 児島邦明: 院における閉鎖孔ヘルニアの手術経験. 第53回腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月3日

松澤宏和, 本庄薫平, 呉 一眞, 伊藤慎吾, 河合雅也, 嵩原一裕, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 福永 哲, 川崎誠治, 坂本 一博: 回腸瘻

造設術後にClostridium　Difficile下痢症を来した2例. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月3日

盧 尚志, 雨宮浩太, 萩原俊昭, 牧野有里香, 呉 一眞, 髙橋里奈, 河野眞吾, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 田中真伸,　冨木裕一, 坂本

一博, 福永 哲, 梶山美明, 川崎誠治: 炎症性腸疾患手術の30年後に発生した痔瘻癌の1例. 第103回日本消化器病学会総会, 東京, 2017年4月20日

杉本起一, 塚本亮一, 呉 一眞, 高橋里奈, 盧 尚志, 河野眞吾, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 神山博彦, 小見山博光, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 冨木裕一, 福永 哲, 梶山美明, 川崎誠

治, 林大久生,八尾隆史, 坂本一博: 腹腔鏡下切除術を施行した大腸Neuroendocrine tumor(NET)症例の検討. 第103回日本消化器病学会総会, 東京, 2017年4月21日

土谷祐樹, 雨宮浩太, 松澤宏和, 牧野有里香, 茂木俊介, 塚本亮一, 盧 尚志, 髙橋里奈, 河合雅也, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏,  福
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丹羽浩一郎，松澤宏和，土谷祐樹，茂木俊介，呉 一眞，本庄薫平，河野眞吾，宗像慎也，石山 隼，高橋 玄，五藤倫敏，福永 哲，梶山美明，川崎誠治，坂本一博: 腹腔鏡下手

術を施行した開腹歴のない絞扼性イレウスの2例. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月7日

福永 哲, 岡 伸一, 神田 聡, 石橋雄次, 夕部由規謙, 小平佳典, 森 理, 梶山美明, 坂本一博, 川崎誠治: TRIQ(Triple-stapled Quadrilateral Anastomosis)による新たな頸部食

道胃管吻合術, 第79回日本臨床外科学会総会, 東京, 2017年11月24日

小平佳典, 夕部由規謙, 石橋雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山美明, 坂本一博, 川崎誠治, 福永 哲: 術後QOLからみた幽門側胃切除術におけるART(Augmented Rectangle
Technique)吻合の有用性, 第79回日本臨床外科学会総会, 東京, 2017年11月24日

河口 恵, 岩永直紀, 高橋 敦, 山田衣里佳, 関根悠貴, 山本剛史, 市川亮介, 宮野省三, 渡野邉郁雄, 町田理夫, 北畠俊顕, 須郷広之, 李 慶文, 児島邦明, 坂本一博: 自設で経験

したFournier症候群の2例． 第79回日本臨床外科学会総会, 東京, 2017年11月24日

市田洋文, 石崎陽一, 藤原典子, 吉本次郎, 福永 哲, 坂本一博, 梶山美明, 川崎誠治: 外科的切除を行った腹腔内デスモイド腫瘍の2例. 第79回日本臨床外科学会総会, 東京,
2017年11月25日

神田 聡, 岡 伸一, 石橋雄次, 夕部由規謙, 小平佳典, 森 理, 梶山美明, 坂本一博, 川崎誠治, 福永 哲: 腹腔鏡下幽門側胃切除におけるOutside-In Approachによる膵上縁リン

パ節郭清, 第79回日本臨床外科学会総会, 東京, 2017年11月25日



国内学会発表 98

国内学会発表 99
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区分 番号 国際共同

特別講演・
招待講演

1

特別講演・
招待講演

2

特別講演・
招待講演

3

特別講演・
招待講演

4

神田 聡, 岡 伸一, 石橋雄次, 夕部由規謙, 小平佳典, 森 理, 梶山美明, 坂本一博, 福永 哲: 腹腔鏡下幽門側胃切除におけるOutside-In approachによる膵上縁リンパ節郭清.
第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月9日

杉本起一: 消化器癌における DNAメチル化研究. 第130回お茶の水がん学アカデミア, 東京, 2017年1月25日

杉本起一: 米国John’ｓ Hopkins大学　研究留学 報告. 第342回順天堂医学学術集会 海外留学時助成受領者・帰国報告, 順天堂大学, 2017年5月20日

杉本起一: 外科医の留学 -留学を通して得られるもの-. 臨床研修医のための留学セミナー,順天堂大学, 2017年5月31日

坂本一博: 講師. The 4th JUNTENDO UNIVERSITY Colorectal Video Conference, TKP東京八重洲カンファレンスセンター, 2017年6月3日

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

塚本亮一, 河野眞吾, 水越幸輔, 河合雅也, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 髙橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 奥澤淳司, 冨木裕一, 福永 哲, 坂本一博: Knotlessなク

ロージャーデバイスを用いて欠損部を閉鎖した 腹壁瘢痕ヘルニアの2例. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月7日

青木 順, 森岡広嗣, 岡澤 裕, 五藤倫敏, 織畑道宏, 小林 滋: 腹腔鏡下嚢胞切除術を施行した巨大肝嚢胞の一例．第30回日本内視鏡外科学会総会，京都，2017年12月9日

水越幸輔, 嶋津 藍, 呉 一眞, 松森 聖, 武井雅彦, 行方浩二, 福永 哲, 坂本一博: TAPPの術中に診断できず、術後早期に発症した対側Ⅱ-1型鼠径ヘルニア(膀胱脱出)の1例．第

30回日本内視鏡外科学会総会，京都，2017年12月9日

伊藤慎吾, 酒井欣男, 松澤宏和，盧 尚志，岡澤 裕，河合雅也，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，坂本一博:　単孔式腹腔鏡下

手術を行った胆嚢十二指腸瘻を伴う胆石イレウスの1例. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月9日

小針 文, 雨宮浩太, 呉 一眞, 本庄薫平, 河合雅也, 河野眞吾, 丹羽浩一郎,　石山 隼, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 北村香介, 堀江重郎, 冨木裕一, 坂本一博: 化学療法中に発

症した回腸新膀胱の穿孔に対し腹腔鏡下に修復しえた1例. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月9日

福永 哲, 森 理, 小平佳典, 夕部由規謙, 石橋雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 坂本一博, 梶山美明, 川崎誠治: 高度進行胃がんに対する腹腔鏡下Outside-In approachリンパ節郭清

術. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月9日

坂本一博, 土谷祐樹, 萩原俊昭, 伊藤慎吾, 河野眞吾, 河合雅也, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 奥澤淳司, 冨木裕一, 福永 哲: 再発大腸癌に対す

る腹腔鏡下手術の検討. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月8日

河合雅也, 萩原俊昭, 土谷祐樹, 雨宮浩太, 塚本亮一, 河野眞吾, 丹羽浩一郎, 杉本起一, 石山 隼, 神山博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木裕一, 福永 哲, 坂本一博: 術後縫合不全に

対する腹腔鏡手術の治療経験. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月8日

夕部由規謙,  森 理, 小平佳典, 石橋雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山美明, 坂本一博, 福永 哲: U reverse stitchを用いた腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術. 第30回日本内視鏡

外科学会総会, 京都, 2017年12月8日

小島 豊，萩原俊昭，牧野有里香，茂木俊介，塚本亮一，河合雅也，丹羽浩一郎，石山 隼，杉本起一，神山博彦，髙橋 玄，五藤倫敏，冨木裕一，福永 哲,坂本一博: 腹腔鏡下大

腸手術時におけるスプレー型癒着防止吸収性バリアの使用経験. 第30回日本内視鏡外科学会総会，京都，2017年12月9日

神山博彦, 牧野有里香，茂木俊介，塚本亮一，河合雅也，河野眞吾, 丹羽浩一郎，石山 隼，杉本起一，髙橋 玄，小島 豊, 奥澤淳司, 冨木裕一，福永 哲,坂本一博: 再発大腸癌

に対する腹腔鏡手術と開腹手術の比較検討. 第30回日本内視鏡外科学会総会，京都，2017年12月9日
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区分 番号 国際共同

座長・司会 1

座長・司会 2

座長・司会 3

座長・司会 4

座長・司会 5

座長・司会 6

座長・司会 7

座長・司会 8

座長・司会 9

座長・司会 10

座長・司会 11

座長・司会 12

座長・司会 13

座長・司会 14

座長・司会 15

坂本一博:特別講演.Tumor and Coagulation,東京ガーデンパレス, 2017年4月21日

小島 豊: 総合司会.第5回文京消化器セミナー,東京ドームホテル,2017年5月18日

坂本一博: 特別講演. CRC Chemotherapy Meeting, ホテル雅叙園東京, 2017年5月19日

坂本一博: 特別講演Ⅱ. 第10回本郷大腸セミナー, ホテルメトロポリタンエドモンド, 2017年6月8日

髙橋 玄: 講演. 第10回本郷大腸セミナー, ホテルメトロポリタンエドモント, 2017年6月8日

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

坂本一博: 示説Ⅲ-7 直腸癌に対する手術の工夫：より安全に手術を行うために. 第86回大腸癌研究会, 盛岡, 2017年1月20日

坂本一博: 講演Ⅱ. 大腸癌治療カンファレンス2017, 東京ガーデンパレス, 2017年2月3日

小島 豊: 講演Ⅰ. 大腸癌治療カンファレンス2017, 東京ガーデンパレス, 2017年2月3日

坂本一博: 特別講演. 第8回大腸癌術後合併症予防研究会, 東京ガーデンパレス, 2017年2月16日

小島 豊: 一般演題（口演）36　小腸腫瘍. 第53回日本腹部救急医学会総会，横浜，2017年3月2日

坂本一博: 一般演題(口演)36大腸穿孔-1. 第53回日本腹部救急医学会総会, 横浜, 2017年3月3日

坂本一博: レクチャー1 レクチャー2. 4th V-TEC on Colorectal Cancer, 武田薬品工業株式会社, 2017年3月10日

冨木裕一: 特別講演1. 第7回大腸癌セミナーinお茶の水, 山の上ホテル, 2017年4月7日

神山博彦: 特別講演2. 第7回大腸癌セミナーinお茶の水, 山の上ホテル, 2017年4月7日

坂本一博: 大腸腫瘍. 第103回日本消化器病学会総会, 東京, 2017年4月21日

髙橋 玄: 南東北病院 緩和ケア講習会 講師. 脳神経疾患研究所附属総合南東北病院，福島，2017年10月28，29日



座長・司会 16

座長・司会 17

座長・司会 18

座長・司会 19

座長・司会 20

座長・司会 21

座長・司会 22

座長・司会 23

座長・司会 24

座長・司会 25

座長・司会 26

座長・司会 27

座長・司会 28

座長・司会 29

座長・司会 30

座長・司会 31

座長・司会 32

坂本一博: ワークショップ8 「それぞれの癌」：難治性癌に対する治療戦略～大腸・虫垂～. 第55回日本癌治療学会学術集会, 横浜, 2017年10月21日

髙橋 玄: 手術手技. 第2回文京LAC，東京，2017年10月26日

坂本一博: 特別講演Ⅱ. 第11回本郷大腸セミナー, ホテルメトロポリタンエドモンド, 2017年11月2日

小島 豊: 特別講演Ⅰ. 第11回本郷大腸セミナー, ホテルメトロポリタンエドモンド, 2017年11月2日

小島 豊: 一般演題6　排尿障害. 第27回骨盤外科機能温存研究会, 新宿, 2017年　6月10日

坂本一博: 主題関連2-1「局所進行癌に対する集学的治療」. 第39回日本癌局所療法研究会, 京都, 2017年6月23日

坂本一博: デジタルポスターセッション112大腸(術後合併症/代謝・栄養). 第15回日本消化器外科学会大会, 福岡, 2017年10月14日

坂本一博: サテライトシンポジウム101進行再発大腸癌　2次治療に対する化学療法. 第15回日本消化器外科学会大会, 福岡, 2017年10月14日

坂本一博: 一般演題　大腸5. 第39回日本癌局所療法研究会,京都,2017年6月23日

髙橋 玄: 講演Ⅱ. 第5回JSTアカデミー, 山の上ホテル, 2017年6月23日

坂本一博: 一般口演7　大腸. 第42回日本外科系連合学会学術集会, 徳島, 2017年6月29日

坂本一博: 特別講演. 第6回御茶ノ水消化器外科フォーラム, 御茶ノ水トライエッジカンファレンス, 2017年7月1日

坂本一博: 要望演題27⑤(ビデオ) 横行結腸癌に対する腹腔鏡下手術の工夫5. 第72回日本消化器外科学会総会, 金沢, 2017年7月20日

坂本一博: Session1 Lecture. Tokyo Expert Practical Seminar, ホテルメトロポリタンエドモンド, 2017年7月25日

坂本一博: 若手セッション1. 第6回Reduced Port Surgery Forum, 大分, 2017年8月4日

小島 豊: 一般演題Ⅰ. 第49回東京ストーマリハビリテーション研究会, 青梅市役所, 2017年9月9日

坂本一博: 特別講演. CRCC-2017, 東京ガーデンパレス, 2017年10月5日



座長・司会 33

座長・司会 34

座長・司会 35

座長・司会 36

座長・司会 37

座長・司会 38

座長・司会 39

区分 番号 国際共同

研究会発表 1

研究会発表 2

研究会発表 3

研究会発表 4

研究会発表 5

研究会発表 6

研究会発表 7

研究会発表 8

研究会発表 9

坂本一博: 一般演題(口演)45 転移・再発3. 第72回日本大腸肛門病学会学術集会, 福岡, 2017年11月11日

坂本一博: 口演7　大腸.第28回日本消化器癌発生学会総会,熊本,2017年11月18日

坂本一博: 結腸4. 第79回日本臨床外科学会総会, 東京, 2017年11月25日

髙橋 玄: 講演Ⅱ. 第2回御茶ノ水大腸癌懇話会, 東京ガーデンパレス, 2017年11月30日

石山 隼: 講演Ⅰ. 第2回御茶ノ水大腸癌懇話会, 東京ガーデンパレス, 2017年11月30日

坂本一博: Surgical Forum 34 大腸悪性6　大腸癌6　手術手技. 第30回日本内視鏡外科学会総会, 京都, 2017年12月7日

小島 豊: 大腸良性15. 第30回日本内視鏡外科学会総会，京都，2017年12月9日

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

坂本一博: 大腸がん 低侵襲（外科）治療について. 第43回同友会医学講演会, 星陵会館, 2017年1月19日

河野眞吾, 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, 塚本亮一, 市川亮介, 呉 一眞, 本庄薫平, 盧 尚志, 伊藤慎吾, 岡澤 裕, 高橋里奈, 水越幸輔, 河
合雅也, 宗像慎也, 丹羽浩一郎, 石山 隼, 杉本起一, 神山博彦, 小見山博光, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤倫敏, 奥澤淳司, 冨木裕一, 坂本一博: 大腸癌の周術期に発症した

Trousseau症候群. Tumor & Coagulation, 東京ガーデンパレス, 2017年4月21日

坂本一博: 大腸癌と医療連携. 第5回文京消化器セミナー，東京ドームホテル，2017年5月18日

高橋 玄: 大腸癌に対する最近のトピック・薬物療法について. 第5回文京消化器セミナー，東京ドームホテル，2017年5月18日

塚本亮一: 当院でのヘルニア疾患に対する治療. 第5回文京消化器セミナー，東京ドームホテル，2017年5月18日

小島 豊: 当科におけるロボット手術の導入と現状. 第10回本郷大腸セミナー，ホテルメトロポリタンエドモント，2017年6月8日

小島 豊，河合雅也: 大腸癌化学療法Late LineにおけるロンサーフのEvidenceと臨床での実際. 第5回JSTアカデミー，山の上ホテル，2017年6月23日

坂本一博: 大腸がんにおける最新の診断と治療. 浅草医師会学術講演会, 浅草医師会館, 2017年7月12日

坂本一博: 大腸癌術後補助化学療法の実践. 第6回長岡大腸癌講演会, ホテルニューオータニ長岡, 2017年9月29日



研究会発表 10

研究会発表 11

研究会発表 12

研究会発表 13

研究会発表 14 坂本一博: 大腸がんにおける最新の診断と治療三郷市医師会学術講演会, 三郷市医師会館, 2017年11月8日

杉本起一: UFT/LVを用いた術後補助化学療法と血清酸化ストレス値による予後予測. 第2回文京LAC, 日本医科大学付属病院, 2017年10月26日
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