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英文原著 1 Three hundred and sixty-eight consecutive
pancreaticoduodenectomies with zero mortality.

Oguro S, Yoshimoto J, Imamura H, Ishizaki Y,
Kawaski S J Hepatobiliary Pancreat Sci, 2017; 24(4): 226-234

英文原著 2 Use of inntercostal trocars for laparoscopic resection of
subphrenic hepatic tumors.

Ichida H, Ishizawa T, Tanaka M, Terasawa M,
Watanabe G, Takeda Y, Matsuki R, Matsumura M,
Hata T, Mise Y, Inoue Y, Takahashi Y, Saiura A

Surg Endosc, 2017; 31(3): 1280-1286

英文原著 3 *
Risk factors for intractable ascites after adult-to-
adult living donor liver transplantation using left 
lobe.

Matsudaira S, Ishizaki Y, Yoshimoto J, Fujiwara N, 
Kawasaki S Transplantation Direct, 2017; 3(3): e138
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和文総説 1 肝移植手術に学ぶ　胆道再建　胆管空腸吻合 大黒聖二, 𠮷本次郎, 今村　宏, 石崎陽一, 川崎誠治 手術. 2017; 71(10), 1429-1433

和文総説 2 膵癌切除可能性と術式決定に必要な画像診断 水野智哉, 齋浦明夫 消化器・肝臓内科. 2017; 1(6), 586-592

和文総説 3 膜と層を意識した消化器外科解剖学　肝臓の手術　肝臓
の手術に必要な臨床局所解剖

石崎陽一,川崎誠治 消化器外科,2017；40（5）：692-700

区分 番号 演題 発表者 学会名・場所・発表年月日等 国際共同

招待講演 1 『同年代の外科医として・・・』 川崎誠治
猪俣裕紀洋教授退官記念ならびに熊本大学肝移植五百
例達成記念講演・祝賀会・ 熊本・ 2017年 3月18日

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

海外学会発表 1

Natural course and clinical implications of 
hypovascular lesions on dynamic CT and/or Gd-
EOB-DTPA-enhanced MRI detected during the 
diagnosis of hepatocellular carcinoma (HCC)

Hiroshi Imamura, Yu Gyoda, Hirofumi Ichida, 
Ryohei Kuwatsuru, Jiro Yoshimoto, Yoichi Ishizaki, 
Seiji Kawasaki

2017年米国肝臓病学会・米国ワシントンD.C.・2017年10
月22日



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

国内学会発表 1 Special Lecture司会：ERAS in liver surgery 川崎誠治
2nd Eastern&Western Association Liver Tumors 
2017 ・仙台・ 2017年1月27日

国内学会発表 2 教育講演：若い頃の臨床研究 川崎誠治 外科学updateSeminar・東京・2017年2月23日

国内学会発表 3 招請講演司会：肝移植の現状と未来 川崎誠治 第103回日本消化器病学会総会・ 東京・ 2017年4月20日

国内学会発表 4 当番世話人　開会の辞・閉会の辞 川崎誠治 東京消化器外科感染症研究会・東京・2017年5月20日

国内学会発表 5 パネルディスカッション司会：肝細胞癌に対する肝移植の
適応を再考する

川崎誠治 第35回日本肝移植研究会・大阪・2017年6月1日

国内学会発表 6 シンポジウム司会：Innovation　and Evolution in the 
Assessment of Liver Function 川崎誠治 A-PHPBA2017・ 横浜・ 2017年6月9日

国内学会発表 7 開会の辞 川崎誠治
第6回御茶ノ水消化器外科フォーラム・ 東京・ 2017年7月
1日

国内学会発表 8 国際シンポジウム司会：ミラノ基準の再考；エビデンスとコ
ンセンサス

川崎誠治 第53回日本肝癌研究会・東京・2017年7月6日

国内学会発表 9 ランチョンセミナー司会：若い頃から安全な肝臓外科手術
を行う為に

川崎誠治 第53回日本肝癌研究会・ 東京・ 2017年7月6日

国内学会発表 10 シンポジウム司会：What can we do for safe and 
reliable organ transplantation? 川崎誠治

第72回日本消化器外科学会総会・ 金沢 ・2017年7月20
日

国内学会発表 11 ランチョンセミナー座長：移植後合併所における血管内皮
障害のメカニズム

川崎誠治 第53回日本移植学会・ 旭川・ 2017年9月8日

国内学会発表 12 ワークショップ司会：高度進行細胞癌の病態と進行 川崎誠治 JDDW2017・ 福岡・ 2017年10月14日

国内学会発表 13 肝臓外科手術の安全性をめざして-若い頃からの臨床研
究ー

川崎誠治 第10回多摩肝腫瘍フォーラム・ 東京・ 2017年11月16日

国内学会発表 14 学術セミナー座長：肝胆道手術におけるrisk 
management 川崎誠治 第79回日本臨床外科学会総会・ 東京・ 2017年11月23日



国内学会発表 15 総会特別企画3司会：Liver Surgery Innvation 川崎誠治 第79回日本臨床外科学会総会・ 東京・ 2017年11月24日

国内学会発表 16 鼎談：20年の軌跡 川崎誠治
第9回東大病院　移植医療シンポジウム・ 東京・ 2017年
12月9日

国内学会発表 17 一般口演司会：肝臓2 石崎陽一 第103回日本消化器病学会総会・ 東京・ 2017年4月20日

国内学会発表 18 ビデオ司会：一般演題17 石崎陽一 第35回日本肝移植研究会・ 大阪・ 2017年6月1日

国内学会発表 19 ソフトパンクレアスに対する二期的膵空腸吻合術の有用性 石崎陽一
第72回日本消化器外科学会総会・ 金沢・ 2017年7月22
日

国内学会発表 20 主題関連演題座長：腹腔鏡下肝切除のベストプラクティス
2 石崎陽一 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 21 IPMN由来癌の臨床的特徴 𠮷本次郎 第103回日本消化器病学会総会・ 東京・ 2017年4月21日

国内学会発表 22 肝細胞癌に対する肉眼的切除断端0mm肝切除 大黒聖二
第25回日本消化器関連学会週間・ 福岡・ 2017年10月13
日

国内学会発表 23 膵温存十二指腸部分切除術・乳頭部切除術の手術成績
の検討

水野智哉 第117回日本外科学会総会・ 横浜・ 2017年4月29日

国内学会発表 24 大腸癌肝転移　術中新規病変の臨床的意義についての
検討

水野智哉
第72回日本消化器外科学会総会・ 金沢・ 2017年7月22
日

国内学会発表 25 十二指腸乳頭部腫瘍に対する外科的治療の提案 水野智哉 第53回日本胆道学会学術集会・山形・2017年9月29日

国内学会発表 26 Borderline resectable大腸癌肝転移に対する術前化学
療法は予後を向上させるか？

市田洋文 第53回日本肝癌研究会・ 東京・ 2017年7月7日

国内学会発表 27 外科的切除を行った腹腔内デスモイド腫瘍の2例 市田洋文 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 28 大腸癌膵転移に施行した膵頭十二指腸切除術の一例 行田　悠 第13回日本消化管学会総会・ 名古屋・ 2017年2月17日

国内学会発表 29
肝細胞癌に対する肝切除後患者におけるダイナミックＣＴ
とEOB-MRIにおける乏結世腫瘤の自然転帰と臨床的意
義

行田　悠 第53回日本肝臓学会総会・ 広島・ 2017年6月9日



国内学会発表 30 転移性肝癌との鑑別に苦慮した類上皮肉芽腫を伴う肝腫
瘍の1例 松平慎一 第847回外科集談会・ 東京・ 2017年12月2日

区分 番号 タイトル等 発表者・著者 掲載・発表情報等 国際共同

その他
（広報活動を含む）

1 膵がんについて 𠮷本次郎
2017年7月,　医療法人社団　同友会会報「お元気ですか」
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