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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31回　日本内
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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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

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, 高橋 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6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, 福永 哲, 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

森 理, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 福永 哲、Self-gripping meshを用いた腹腔鏡下鼠径ヘルニア修復術の検討：第31回　日本内視鏡外科学会、福

岡、2017年12月6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, 高橋 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6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, 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6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, 高橋 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

石橋 雄次, 森 理, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 福永 哲、経口アンビルによる腹腔鏡下胃全摘後の再建　当科の工夫：第31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017
年12月6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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

岡 伸一, 福永 哲, 神田 聡, 石橋 雄次, 夕部 由規謙, 小平 佳典、【胃全摘後空腸パウチ再建・噴門側胃切除後再建-その有用性と安全に行うコツ】 胃全摘後空腸パウチ再建

Aboral(Y脚)パウチ、手術；71(8)：1141-1148, 2017年07月号

永仮 邦彦, 福永 正氣, 福永 哲, 平崎 憲範, 東 大輔, 小濱 信太朗、【消化器癌手術に必要な拡大視による局所微細解剖アトラス】 Colon and Rectal Surgery　横行結腸間膜と

後腹膜との境界を見極める　胎生期の消化管形成に基づく微細解剖、手術；71(4)：445-452, 2017年03月臨時増刊号
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神田 聡, 福永 哲, 岡 伸一, 石橋 雄次, 夕部 由規謙, 小平 佳典、【消化器癌手術に必要な拡大視による局所微細解剖アトラス】 Gastric Surgery　膜解剖に基づく合理的No.11
リンパ節郭清、手術；71(4)：445-452, 2017年03月臨時増刊号

石橋 雄次 福永 哲, 岡 伸一, 神田 聡, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 枝川 広志、【消化管吻合アラカルト-あなたの選択は?】胃外科 胃全摘術後再建　Circular stapler　腹腔鏡下手

術での経口アンビルを用いた食道空腸吻合、臨床外科；72(4)：437-440, 2017年4月号
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丹羽 浩一郎, 松澤 宏和, 土谷 祐樹, 呉 一眞, 本庄 薫平, 高橋 里奈, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 石山 隼, 高橋 玄, 五藤 倫敏, 福永 哲, 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

石山 隼，土谷 祐樹, 松澤 宏和, 萩原 俊昭, 塚本 亮一, 河野 眞吾, 河合 雅也, 丹羽 浩一郎, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 奥澤 淳司, 福永 哲, 坂本 一博、当院にお

ける横行結腸癌占拠部位による術式選択の現状：第31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

岡 伸一, 森 理, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡, 福永 哲、Augmented Rectangle Technique(ART)による完全腹腔鏡下Billroth-I法再建：第31回　日本内視鏡

外科学会、福岡、2017年12月6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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

森 広樹、柴本 峰彩子, 吉野 耕平, 藤原 大介, 尾崎 麻子, 橋口 忠典, 那須 元美, 橋本 貴史, 國安 哲史, 富田 夏実, 川崎 誠治, 坂本 一博, 福永 哲, 鶴丸 昌彦, 梶山 美明、術

後早期に遠隔転移をきたした食道粘表皮癌の1例、第79回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23日

松澤 宏和, 土谷 祐樹, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 河合 雅也, 杉本 起一, 石山 隼, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 梶山 美明, 川崎 誠治, 福永 哲, 坂本 一博、胎児消化

管上皮類似癌の診断であったS状結腸癌の1例、第79回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23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、東京、2017年11月23日

小針 文, 牧野 有里香, 河野 眞吾, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 冨木 裕一, 嶋田 晶江, 山本 平, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博、腹腔鏡下

S状結腸切除術後に右房内血栓を伴う急性肺血栓塞栓症を生じ、開胸血栓除去術により救命しえた一例、第79回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23日

橋本 貴史, 内田 隆行, 柴本 峰彩子, 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, 坂本 一博, 川崎 誠治, 鶴丸 昌彦, 梶山 美明、頸

部リンパ節転移予測因子としての反回神経周囲リンパ節術中病理診断の意義について、第79回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23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, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤 倫敏, 冨木 裕一, 梶山 美明, 福永 哲, 坂本 一博、化学療

法施行中に発症した消化管穿孔の7例、第55回 日本癌治療学会学術集会、横浜、2017年12月20日

萩原 俊昭, 雨宮 浩太, 本庄 薫平, 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, 五藤 倫敏, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博、大動脈弁

置換術後に多発空腸憩室が穿孔した1例、第79回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23日

森 理, 石橋 雄次, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 坂本 一博, 梶山 美明, 川崎 誠次, 福永 哲、多発胃癌と胃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫が併存した1例，第79
回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23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、東京、

2017年11月23日

伊藤 慎吾, 石引 佳郎, 岩沼 佳見, 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, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博、腸重積

で発見され腹腔鏡下回盲部切除術を施行した回腸悪性リンパ腫の1例、第79回 日本臨床外科学会、東京、2017年11月23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，高難度症例への挑戦(上腹部) 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31回　日本内視鏡外科学会、福岡、2017年12月6日

坂本 一博, 松澤 宏和, 土谷 祐樹, 雨宮 浩太, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 高橋 里奈, 伊藤 慎吾, 河野 眞吾, 河合 雅也, 丹羽 浩一郎, 杉本 起一, 石山 隼, 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、直腸癌に対する腹腔鏡下DST吻合術後における大腸内視鏡検査の有用性について、日本消化器内視鏡学会、大阪、2017年5
月11日

坂本 一博, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 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, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明、領域

外リンパ節転移を伴う大腸癌に対する腹腔鏡手術の検討、第55回 日本癌治療学会学術集会、横浜、2017年12月20日
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回腸瘻造設術施行後にclostridium difficile下痢症を来した2例、第53回 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, 高橋 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, 高橋 玄,
小島 豊, 五藤 倫敏, 坂本 一博, 福永 哲, 川崎 誠治、下血で発見された小腸GISTの2例、第53回 腹部救急医学会総会、横浜、2017年3月2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 腹部救急医学会総会、横浜、2017年3月2日

河合 雅也, 土谷 祐樹, 塚本 亮一, 伊藤 慎吾, 本庄 薫平, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小見山 博光, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博、緩和手術

における腹腔鏡下人工肛門造設術の検討、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

東 大輔、福永 正氣, 福永 哲, 永仮 邦彦, 飯田 義人, 吉川 征一郎, 大内 昌和, 勝野 剛太郎, 神田 聡, 平崎 憲範, 小濱 信太郎, 野本 潤、当科における単孔式腹腔鏡脾臓摘出

術の検討，第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

高橋 玄, 土谷 祐樹, 市川 亮介, 本庄 薫平, 杉本 起一, 神山 博彦, 小島 豊, 坂本 一博, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 大峡 慎一, 池田 勝久, 林 礼人, 水野 博司、QOL向上

を目指した診療科連携手術 頭頸部癌と大腸癌を同時手術した2症例の経験、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

田村 真弘, 萩原 俊昭, 市川 亮介, 本庄 薫平, 呉 一眞, 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 光博, 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のリンパ増殖性疾患により小腸穿孔を発症した1例、第53回 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, 高橋 玄, 小島 豊,
五藤 倫敏, 福永 哲, 川崎 誠治, 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 腹部救急医学会総会、横浜、2017年3月2日

松澤 宏和, 土谷 祐樹, 牧野 由里香, 宗像 慎也, 河野 眞吾, 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, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治、当科に

おける一時的回腸人工肛門の排液量の検討、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

田村 真弘, 雨宮 浩太, 牧野 有里香, 呉 一眞, 高橋 里奈, 河野 眞吾, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 高橋 玄, 小島 豊, 五藤 倫敏, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博、異時性に

多発小腸転移を来した悪性胸膜中皮腫の1例、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

坂本 一博, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 高橋 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, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治、大腸悪性

疾患に対する多職種連携ミーティング(Cancer Board)の検討、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

五藤 倫敏, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 高橋 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, 坂本 一博, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治、当院に

おける人工肛門造設術後アンケート調査の報告、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 塚本 亮一, 岡澤 裕, 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, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博、大腸癌手術に

おけるSSIサーベイランスシート導入の効果、第42回 日本外科系連合学会総会、徳島、2017年6月28日

吉本 次郎, 今村 宏, 藤原 典子, 石崎 陽一, 福永 哲, 坂本 一博, 梶山 美明, 川崎 誠治、IPMN由来癌の臨床的特徴、消化器病学会総会、東京、2017年4月20日
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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

特別講演・
招待講演

5

特別講演・
招待講演

6

特別講演・
招待講演

7

特別講演・
招待講演

8

特別講演・
招待講演

9

特別講演・
招待講演

10

特別講演・
招待講演

11

特別講演・
招待講演

12

特別講演・
招待講演

13

特別講演・
招待講演

14

特別講演・
招待講演

15

福永哲、胃がんの最新治療 ～予防から手術・術後障害まで～、神田医師会学術講演会、千代田区、2017/2/27

福永哲、ソケイヘルニア手術の新展開、第72回日本消化器外科学会総会、徳島、2017/7/21

福永哲、胃がん・食道がんに対する新たな外科治療、下谷医師会　学術講演会、下谷、2017/3/16

福永哲、胃癌に対する低侵襲治療の進歩、お茶の水がん学アカデミア第134回集会、東京、2017/5/24

福永哲、「腹腔鏡下胃全摘～脾門部郭清を中心に～」、Advanced Gastric Cancre　Conference、東京、2017/5/30

福永哲、「進行胃癌・接合部癌に対する腹腔鏡下胃切除」、第3回城東胃癌カンファレンス2017、東京ドームホテル、2017/6/13

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

石橋雄次、Augmented Rectangle Technique(ART) による完全腹腔鏡下Billroth-Ⅰ再建法、The 7th SUMMER SEMINAR in OKINAWA、沖縄、2017/6/30

夕部由規謙、QOL改善を目指した腹腔鏡下胃全摘　aboral pouch付きR-Y再建、第6回御茶ノ水消化器外科フォーラム、東京、2017/7/1

福永哲、講習会における講義及び実習指導、第40回腹腔鏡下胃切除講習会、東京、2017/7/23

福永哲、最新の胃癌手術、横浜LAGカンファレンス 、横浜、2017/9/1

石橋雄次、「デュオドーパ導入における多職種連携チームの実践」、aPD研究会2017、東京、2017/9/2

福永哲、胃癌治療における手術・化学療法、第52回神奈川胃癌治療研究会、神奈川、2017/9/30

福永哲、～未来のエキスパートを目指して～、TAPP　Seminer、東京、2017/10/20

石橋雄次、「進行期パーキンソン病の新たな治療法～消化器外科医の立場から～」ランチョンセミナー1、東京、2017/10/26

福永哲、胃癌、大腸癌におけるサイラムザの位置づけ、第2回東葛胃がん大腸がん最新治療講演会、千葉、2017/5/11

福永哲、胃：内視鏡外科技術認定医　傾向と対策、第7回神奈川上部消化器管内視鏡外科研究会、神奈川、2017/5/19



特別講演・
招待講演

16

特別講演・
招待講演

17

特別講演・
招待講演

18

特別講演・
招待講演

19

特別講演・
招待講演

20

特別講演・
招待講演

21

特別講演・
招待講演

22

福永哲、腹腔鏡下鼠経へルニア手術勉強会～4000例の手術経験から学ぶ究極のTAPP法～、腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術勉強会、東京、2017/12/1

福永哲、胃癌治療を考える、ソラシティカンファレンス、東京、2017/12/14

岡伸一、胃癌に対する腹腔鏡手術、中外製薬（株）社内研修会、東京、2017/2/24

福永哲、最新の胃癌治療～予防から術後治療まで～、福山市民病院がん診療連携フォーラム、広島、2017/1/21

福永哲、胃／食道、第4回愛媛手術手技勉強会、愛媛、2017/3/18

福永哲、エクスパートに学ぶ　腹腔鏡下胃切除術の手技とコツ、第2回四国腹腔鏡手術手技セミナー、徳島、2017/10/28

福永哲、腹腔鏡下脾温存脾門郭清を考える～Beyond RCT～、第2回胃癌治療Up to Date、東京、2017年11月10日


