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消化器・低侵襲外科学　

福永　哲

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

Fukunaga T、Augmented Rectangle Technique for  Billroth-I Anastomosis in totally Laparoscopic Distal Gastrectomy for gastric cancer EAES、
London, 2018/3/31

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

森 理, 石橋 雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 沖津 宏, 福永 哲, 廣本 貴史：多発胃癌と胃びまん性大細胞型B細胞リンパ腫併存の1例：日本臨床外科学会雑誌 (1345-2843)79
巻8号 Page1694-1700(2018.08)
夕部 由規謙, 石橋 雄次, 松尾 祐太, 神田 聡, 岡 伸一, 村上 敬, 柳井 優香, 福永 哲：腹腔鏡下胃全摘術を施行した胃癌合併胃限局性若年性ポリポーシスの1例：日本臨
床外科学会雑誌 (1345-2843)79巻8号Page1683-1687(2018.08)
丹羽 浩一郎, 本庄 薫平, 宗像 慎也, 高橋 里奈, 石山 隼, 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大網癒着による
絞扼性イレウスの1例：日本外科系連合学会誌 (0385-7883)43巻1号 Page67-71(2018.02)

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

Yuji Ishibashi · Tetsu Fukunaga · Shinya Mikami · Shinichi Oka · Satoshi Kanda · Yukinori Yube · Yoshinori Kohira · Takeharu Enomoto · Takehito
Otsubo: Triple-stapled quadrilateral ana.stomosis: a new technique for creation of an esophagogastric anastomosis: Esophagus
https://doi.org/10.1007/s10388-017-0599-z, April 2018; 15:(2):88-94.
Nakamura Y, Yamanaka T, Chin K, Cho H, Katai H, Terashima M, Misawa K, Hirao M, Yoshida K, Oki E, Sasako M, Emi Y, Bando H, Kawashima Y,
Fukunaga T, Gotoh M, Ishibashi T, Shitara K.：Survival Outcomes of Two Phase 2 Studies of Adjuvant Chemotherapy with S-1 Plus Oxaliplatin or
Capecitabine Plus Oxaliplatin for Patients with Gastric Cancer After D2 Gastrectomy.：Ann Surg Oncol. doi: 10.1245/s10434-018-7063-8. Epub
2018 Nov 19.
Fukunaga T, Ishibashi Y, Oka S, Kanda S, Yube Y, Kohira Y, Matsuo Y, Mori O, Mikami S, Enomoto T, Otsubo T.：Augmented rectangle technique for
Billroth I anastomosis in totally laparoscopic distal gastrectomy for gastric cancer.：Surg Endosc. 2018 Jun 18. doi: 10.1007/s00464-018-6266-1.
[Epub ahead of print]

Wu JZ, Fukunaga T, Oka S, Kanda S, Ishibashi Y, Yube Y, Shen GH.：Comparative study of outcomes of Roux-en-Y reconstruction and Billroth Ⅰ
reconstruction performed after radical distal gastrectomy.：Asian J Surg. 2019 Jan;42(1):379-385. doi: 10.1016/j.asjsur.2018.04.011. Epub 2018
May 24.

Kitamura H, Kurokawa M, Inaki N, Bando H.：Gallbladder Metastasis from Renal Cell Carcinoma.：Indian J Surg. 2018 Jun;80(3):278-280.

Yoshida N, Inaki N, Doyama H.Dig Endosc.：Laparoscopic endoscopic cooperative surgery for gastric cancer with severe fibrosis. 2018 Apr;30 Suppl
1:32-33. doi: 10.1111/den.12996. No abstract available.

Zhang Shun, Du Tao, Yan Dongyi, Jiang Xiaohua, Song Chun. A modified uncut roux-en-y anastomosis in laparoscopic-assisted distal gastrectomy:
Balance of the cost and minimally invasion. Transl Surg 2018;3:1-5
Zhang Shun, Yang Yao, Yan Ddongyi, Yuan Biao, Jiang Xiaohua, Song Chun. Internet videos and colorectal cancer in mainland China: a content
analysis. 2018;18:129
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国内学会発表 1

国内学会発表 2

稲木 紀幸：【こうやって教える・学ぶ　高難度消化器外科手術-新エキスパートへの登竜門】消化管 腹腔鏡下幽門側胃切除術　術者・助手・スコピストの観点から確立する手術手
技：臨床外科 (0386-9857)73巻6号 Page661-668(2018.06)
稲木 紀幸：研修医からの質問　Q&A M1(LYM)の胃がんで化学療法が奏効した際、CT所見ではかなりリンパ節が小さくなることがあります。このような場合、根治を狙った胃切除術は
行うべきでしょうか?それともそのまま化学療法を継続すべきでしょうか?(Q&A)：臨床腫瘍プラクティス (1880-3083)14巻2号 Page150(2018.05)

6) 加治 早苗, 寺島 雅典：【胃癌-診断・治療の最新知見-】 胃癌の検査・診断　CT、MRI、PET：日本臨床 (0047-1852)76巻3号 Page411-417(2018.03)

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

岡 伸一, 松尾 祐太, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲：腹腔鏡下胃全摘術における経口アンビルを用いた食道空腸
吻合：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02
夕部 由規謙, 松尾 裕太, 小平 佳典, 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：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：日本消化器外科学会総会 73回 , 鹿児島， 2018.07.02

石橋 雄次, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 福永 哲：【パーキンソン病(第2版)-基礎・臨床研究のアップデート-】 治療　機器装着治療　LCIGの術式：日本臨床 (0047-
1852)76巻増刊4 パーキンソン病 Page529-533(2018.05)

松井 亮太, 稲木 紀幸, 辻 敏克, 北村 祥貴, 山本 大輔, 伴登 宏行：実験的研究 市中病院における低予算定期反復的内視鏡下縫合結紮・競争性トレーニングの効果：外科
(0016-593X)80巻12号 Page1244-1247(2018.11)
辻 敏克, 稲木 紀幸, 齋藤 浩志, 磯和 賢秀, 崎村 祐介, 美並 輝也, 島田 麻里, 山本 大輔, 北村 祥貴, 伴登 宏行：大腸癌化学療法中に狭窄を伴う食道炎を発症し、その後
食道癌が発生した1例：石川県立中央病院医学誌 (0287-1777)40巻 Page27-29(2018.09)

全著者名、論文名、掲載誌名、掲載年；巻（号）：ページ番号

石橋 雄次, 福永 哲, 頴川 博芸, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 加治 早苗, 神田 聡, 岡 伸一：【あたらしい外科局所解剖全図-ランドマークとその出し方】上部消化管 胃癌に対する
脾門部リンパ節郭清に必要な局所解剖：臨床外科 (0386-9857)73巻11号 Page62-66(2018.10)
福永 哲, 小平 佳典, 穎川 博芸, 松尾 祐太, Wu Jianzhong, 夕部 由規謙, 加治 早苗, 石橋 雄次, 神田 聡, 岡 伸一：【こうやって教える・学ぶ　高難度消化器外科手術-新
エキスパートへの登竜門】消化管 胃癌に対する腹腔鏡下胃全摘術　手術を安全精緻に行うためのコツとその習得法：臨床外科 (0386-9857)73巻6号 Page669-
674(2018.06)

大政 皓聖, 山本 大輔, 齋藤 浩志, 福島 大, 道傳 研太, 崎村 祐介, 美並 輝也, 鈴木 勇人, 辻 敏克, 北村 祥貴, 稲木 紀幸, 伴登 宏行：クローン病に合併した小腸癌の1
例：石川県立中央病院医学誌 (0287-1777)40巻 Page23-26(2018.09)
佐藤 礼子, 北村 祥貴, 山本 大輔, 稲木 紀幸, 黒川 勝, 伴登 宏行：索状物による絞扼で生じた急性胆嚢炎の1例：臨床外科 (0386-9857)73巻10号 Page1280-
1283(2018.10)
松井 亮太, 稲木 紀幸, 能登 恵理, 山本 大輔, 伴登 宏行周術期歩行数が短期的・長期的な臨床結果に及ぼす影響：：外科と代謝・栄養 (0389-5564)52巻2号
Page131-139(2018.04)
鈴木 勇人, 道傳 研太, 北村 祥貴, 山本 大輔, 稲木 紀幸, 伴登 宏行：術前CTにて確認できたpress through packageの小腸穿孔・腹膜炎に対し腹腔鏡手術が有用であっ
た1例：外科 (0016-593X)80巻8号 Page875-877(2018.07)
松井 亮太, 稲木 紀幸, 辻 敏克, 北村 祥貴, 山本 大輔, 黒川 勝, 伴登 宏行：上部消化管穿孔に対する腹腔鏡下手術の安全性・臨床的有用性の検討：日本内視鏡外科学
会雑誌 (1344-6703)23巻4号 Page513-518(2018.07)
松井 亮太, 稲木 紀幸, 金子 真美, 濱口 優子, 金田 和歌, 安井 典子, 浅野 昭道：胃癌術後の合併症に関わる因子の検討　身体栄養評価の重要性：日本静脈経腸栄養学
会雑誌 (2189-0161)33巻2号 Page747-752(2018.05)
松井 亮太, 稲木 紀幸, 竹村 健一, 辻 敏克, 森山 秀樹, 山本 大輔, 北村 祥貴, 太田 尚宏, 黒川 勝, 土山 寿志：食道癌術後の縫合不全に対しカバー付き食道ステント留置
が有効であった2例：Gastroenterological Endoscopy (0387-1207)60巻2号 Page138-144(2018.02)
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河合 雅也, 松澤 宏和, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博： 当院における一時的人工肛門造設時の工夫：日本消化
器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
坂本 一博, 河野 眞吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治：他臓器浸潤結腸癌に対する腹腔鏡手術の検討： 日本消化器
外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
神山 博彦, 石山 隼, 杉本 起一, 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：当科での直腸癌に対する術前化学療法・化学放射線療法の検
討： 日本消化器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
杉本 起一, 萩原 俊昭, 神山 博彦, 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：大腸癌における循環血液中p14遺伝子DNAメチル化測定の
意義： 日本消化器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02

小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄二, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲：ART(Augmented Rectangle Technique)による完全腹腔鏡下B-I
再建の術後QOL評価： 日本消化器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02

那須 元美, 森 広樹, 朝倉 孝延, 菅原 友樹, 内田 隆行, 柴本 峰彩子, 吉野 耕平, 藤原 大介, 尾崎 麻子, 橋口 忠典, 橋本 貴史, 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：食道腺癌の頻度および扁平上皮癌との予後比較： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05

神田 聡, 岡 伸一, 石橋 雄次, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 松尾 祐太, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲：Augmented Rectangle Technique(ART)による完全
腹腔鏡下Billroth-I法再建： 日本消化器外科学会総会 73回, 鹿児島， 2018.07.02

坂本 一博, 茂木 俊介, 牧野 有里香, 塚本 亮一, 河野 眞吾, 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, 石引 佳郎, 冨木 裕一, 福永
哲, 梶山 美明, 川崎 誠治：小腸腫瘍に対する腹腔鏡下手術例の検討：日本消化器病学会雑誌 (0446-6586)115巻臨増大会 神戸，2018．11．01．

松澤 宏和, 河野 眞吾, 河合 雅也, 高橋 玄, 小島 豊, 冨木 裕一, 梶山 美明, 川崎 誠治, 福永 哲, 坂本 一博：人工肛門閉鎖術に対する局所閉鎖陰圧療法の検討：日本
消化器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02

岡 伸一, 福永 哲, 森 理, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡：経口アンビル(OrVil)を用いた食道空腸hemi-DST再建法： 日本胃癌学会総会記事 90回横浜，
2018.03.07
石橋 雄次, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 福永 哲：腹腔鏡下幽門側胃切除における膵上縁リンパ節郭清手技の定型化(outside-in approach)： 日本胃癌
学会総会記事 90回横浜，2018.03.07
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：腹腔鏡下胃全摘におけるNo.11リンパ節郭清について： 第90
回 日本胃癌学会総会　横浜，2018.03.07

藤原 大介, 森 広樹, 朝倉 孝延, 菅原 友樹, 吉野 耕平, 内田 隆行, 柴本 峰彩子, 尾崎 麻子, 那須 元美, 橋口 忠典, 橋本 貴史, 國安 哲史, 富田 夏実, 坂本 一博, 福永
哲, 川崎 誠治, 鶴丸 昌彦, 梶山 美明：予後解析による胸部食道癌における頸部リンパ節郭清の有効性の検討： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回 東京
2018.04.05

丹羽 浩一郎, 青木 順, 石山 隼, 杉本 起一, 高橋 玄, 小島 豊, 坂本 一博, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治：大腸癌手術における静脈血栓塞栓症の早期発見を目的にとした
アルゴリズムの検討： 日本消化器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
松尾 祐太, 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 誠二, 福永 哲：80歳以上の高齢者に対する完全鏡視下B-I再建(ART)吻
合の検討： 日本消化器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
河野 眞吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博：後腹膜剥離を先行した腹腔鏡下結腸右半切除術： 日本消化
器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
水越 幸輔, 河合 雅也, 杉本 起一, 神山 博彦, 小島 豊, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博：腹部大動脈瘤を併存した大腸癌症例の検討： 日本消化
器外科学会総会 73回鹿児島， 2018.07.02
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, 川崎 誠治, 福永 哲：多発早期癌を合併した胃限局性若年性ポリポーシスの1例： 日
本胃癌学会総会 90回 横浜，2018.03.07
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坂本 一博, 雨宮 浩太, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 萩原 俊昭, 牧野 有里香, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 河野 眞吾, 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, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治：局所進行結腸癌(T4)に対する腹腔鏡手術の検討： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回
東京 2018.04.05
岡 伸一, 福永 哲, 森 理, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡：Augmented Rectangle Technique(ART)による完全腹腔鏡下Billroth-I法再建： 日本外科学
会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05
尾崎 麻子, 梶山 美明, 森 広樹, 朝倉 孝延, 菅原 友樹, 内田 隆行, 柴本 峰彩子, 吉野 耕平, 藤原 大介, 那須 元美, 橋口 忠典, 橋本 貴史, 國安 哲史, 富田 夏実, 福永
哲, 坂本 一博, 川崎 誠治, 鶴丸 昌彦：リンパ節転移個数の解析から見た頸部リンパ節郭清の意義について： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05

橋口 忠典, 森 広樹, 朝倉 孝延, 菅原 友樹, 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, 橋本 貴史, 國安 哲史, 富田 夏実, 川崎 誠治, 坂本
一博, 福永 哲, 村上 康二, 鶴丸 昌彦, 梶山 美明：術前PET-CT診断における食道癌深達度診断の可能性について： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回東京
2018.04.05

茂木 俊介, 牧野 有里香, 塚本 亮一, 河野 眞吾, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博：大腸癌手術におけるICG蛍光法を用いた腸管血流評価の
有用性と課題： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05
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, 川崎 誠治, 福永 哲：QOL改善を目指した腹腔鏡下胃全摘aboral pouch付きR-Y
再建： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05
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：腹腔鏡下胃全摘におけるNo.11リンパ節郭清について： 日本外
科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05
森 理, 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：当科における胃粘膜下腫瘍に対する腹腔鏡下胃局所切除術の
検討： 日本外科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05

夕部 由規謙, 松尾 佑太, 小平 佳典, 石橋 雄次, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠二, 福永 哲：嚥下困難感を主訴に診断された食道アニサキスの1例：第
43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
田村 真弘, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 河野 眞吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 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：
上行結腸神経鞘腫に対して腹腔鏡下結腸楔状切除術を施行した1例：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
岡 伸一, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 石橋 雄次, 神田 聡, 坂本 一博, 梶山 美明, 川崎 誠治, 福永 哲：安全・簡便で術後QOLを重視した腹腔鏡下胃全摘術後aboral pouch
付きR-Y再建：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21

茂木 俊介, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 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, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一
博：化学療法が奏功した、ネフローゼ症候群を伴う下行結腸癌・肝転移の1例： 第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
河合 雅也, 松澤 宏和, 土谷 祐樹, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 石山 隼, 高橋 玄, 小島 豊, 須田 俊一, 高木 辰哉, 水野 博司, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博：
他科連携と術前加療により、根治切除が可能であった痔瘻癌の1例：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
土谷 祐樹, 松澤 宏和, 河野 眞吾, 茂木 俊介, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 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：複数回の腹壁瘢痕ヘルニア再発に対し、腹腔鏡下腹壁瘢痕ヘルニア修復術を行った1例：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
高橋 宏光, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 河合 雅也, 河野 眞吾, 杉本 起一, 神山 博彦, 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：ステロイドパルス療法後に小腸穿孔を来した好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の1例：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
松澤 宏和, 雨宮 浩太, 茂木 俊介, 河野 眞吾, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 福永 哲, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治：直腸癌、腎臓癌の術
後4年目に転移性肝癌との鑑別に苦慮した肝炎症性偽腫瘍の1例：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21

橋本 貴史, 森 広樹, 朝倉 孝延, 菅原 友樹, 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：食道癌治療成績向上のための治療戦略 進行食道癌術前DCF療法について　Medium dose DCF vs High dose DCF： 日本外
科学会定期学術集会抄録集 118回東京 2018.04.05

石橋 雄次, 松尾 祐太, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 民上 真也, 福永 哲：新しい頸部食道胃管吻合法(TRIQ法)： 日本食道学会学術集会プログラム・抄録
集 72回 宇都宮，2018.06.28
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神田 聡, 岡 伸一, 石橋 雄次, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 松尾 祐太, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲：腹腔鏡下胃全摘におけるNo11リンパ節郭清について：第
43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
小島 豊, 土谷 祐樹, 塚本 亮一, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 河合 雅也, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 冨木 裕一, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一博：当科におけるロ
ボット手術の導入とその経験：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21

河野 眞吾, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 呉 一眞, 河合 雅也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 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：高
齢者がん治療を考える4 超高齢者(80歳以上)におけるStage III大腸癌の術後補助化学療法の有用性：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
福永 哲, 岡 伸一, 神田 聡, 石橋 雄次, 加治 早苗, 夕部 由規謙, 小平 佳典, 穎川 博芸：若手医師へ、内視鏡手術スキルアップの秘訣 外科医へのアドバイス　われわれの行って
いる腹腔鏡下胃がん手術の習得・指導法：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
石橋 雄次, 小平 佳典, 夕部 由規謙, 神田 聡, 岡 伸一, 梶山 美明, 坂本 一博, 川崎 誠治, 福永 哲：明日から活かせる腹腔鏡下胃全摘後の再建術 腹腔鏡下胃切除におけ
る経口アンビルを用いた食道空腸吻合の工夫：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
高橋 玄, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 茂木 俊介, 塚本 亮一, 河合 雅也, 河野 慎吾, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小島 豊, 梶山 美明, 川崎 誠治, 福永 哲, 坂本 一博：
TaTME(trans-anal total mesorectal excision)のコツとピットフォール 当科における直腸Rb癌に対する手術　TaTMEの現状：第43回　日本外科系連合学会 東京
2018.06.21
河野 眞吾, 土谷 祐樹, 河合 雅也, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 小見山 光博, 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：Lynch症候群 当院におけるLynch症候群のスクリーニングについて：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21

青木 順, 岡澤 裕, 水越 幸輔, 丹羽 浩一郎, 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, 射場 敏明, 坂本 一博：大腸癌周術期おけるエノキ
サパリンによるVTE予防およびVTEスクリーニングの検討：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
坂本 一博, 河合 雅也, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 地主 誠, 寺尾 泰久, 北出 真理, 福永 哲, 梶山 美明, 川崎 誠治, 竹田 省：腸管
子宮内膜症に対する腹腔鏡手術：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
塚本 亮一, 土谷 祐樹, 茂木 俊介, 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, 梶山 美明, 川崎 誠治, 坂本 一
博：腹腔鏡下大腸癌手術における癒着防止吸収性バリアの挿入法の工夫：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
石山 隼, 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, 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：右側結腸癌に対する腹腔鏡下手術における術中止血処置について：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21
小針 文, 土谷 祐樹, 松澤 宏和, 河野 眞吾, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 杉本 起一, 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：後期研修医によるTAPP法とスキルアップトレーニング：第43回　日本外科系連合学会 東京　2018.06.21

石橋雄次：新しい食道胃管吻合法 ：第72回手術手技研究会 徳島大学 2018/5/11

夕部由規謙：Augmented Rectangle Technique(ART)による完全腹腔鏡下Billroth-1　再建法：第72回手術手技研究会　徳島大学 2018/5/11

坂本 一博, 松澤 宏和, 土谷 祐樹, 雨宮 浩太, 茂木 俊介, 牧野 有里香, 塚本 亮一, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 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, 田中 真伸, 五藤 倫敏, 奥澤 淳司, 冨木 裕一, 福永 哲：腹腔鏡下直腸癌手術における術中大腸内視鏡検査の有用性について： 第95回　日本消化器内視
鏡学会　東京，2018.05.10
野本 潤, 福永 正氣, 福永 哲, 山澤 邦宏, 吉川 征一郎, 永仮 邦彦, 飯田 義人, 須田 健, 大内 昌和, 勝野 剛太郎, 神田 聡, 平崎 憲範, 伊藤 真由子, 夕部 由規謙, 東
大輔, 小浜 信太郎：Components Separation法が有用であった1症例： 第80回 日本臨床外科学会 東京，2018.11.22

福永　哲：食道胃接合部癌：第72回手術手技研究会 徳島大学 2018/5/11

岡　伸一：胃全摘後再建：第72回手術手技研究会 徳島大学 2018/5/11

神田　聡：腹腔鏡下胃全摘におけるNo.11リンパ節郭清について：第72回手術手技研究会　徳島大学 2018/5/11
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丹羽 浩一郎, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 河合 雅也, 宗像 慎也, 石山 隼, 杉本 起一, 神山 博彦, 高橋 玄, 小島 豊, 福永 哲, 川崎 誠治, 坂本 一博：当科における大腸憩室
症による結腸膀胱瘻の手術経験：第54回 日本腹部救急医学会 東京 2018.03.08

河合 雅也, 萩原 俊昭, 土谷 祐樹, 本庄 薫平, 呉 一眞, 市川 亮介, 盧 尚志, 岡澤 裕, 青木 順, 宗像 慎也, 丹羽 浩一郎, 杉本 起一, 石山 隼, 神山 博彦, 高橋 玄, 小見
山 博光, 小島 豊, 福永 哲, 川崎 誠治, 坂本 一博：腹部救急疾患に対する鏡視下手術 左側大腸癌の術後縫合不全に対する腹腔鏡手術の治療経験：第54回 日本腹部救
急医学会 東京 2018.03.08

杉本 起一, 土谷 祐樹, 萩原 俊昭, 市川 亮介, 本庄 薫平, 青木 順, 岡澤 裕, 盧 尚志, 河合 雅也, 宗像 慎也, 丹羽 浩一郎, 石山 隼, 神山 博彦, 小見山 博光, 高橋 玄,
小島 豊, 福永 哲, 坂本 一博：急性腹症を来たす全身疾患　1)膠原病・血管炎　2)内分泌・代謝異常　3)感染症　4)中毒　5)透析患者 膠原病を有する患者に発症した大腸穿
孔手術症例の検討：第54回 日本腹部救急医学会 東京 2018.03.08

辻 敏克, 稲木 紀幸, 道傳 研太, 崎村 祐介, 美並 輝也, 島田 麻里, 鈴木 勇人, 山本 大輔, 北村 祥貴, 伴登 宏行：当科の腹腔鏡下噴門側胃切除術後double tract再建
法と治療成績：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02
稲木 紀幸, 辻 敏克, 美並 輝也, 斉藤 浩志, 福島 大, 道傳 研太, 崎村 祐介, 鈴木 勇人, 黒川 勝, 伴登 宏行：胃癌に対するセンチネルリンパ節ナビゲーション手術およびICG蛍
光ガイド下手術：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02
齊藤 浩志, 山本 大輔, 崎村 祐介, 美並 輝也, 島田 麻里, 鈴木 勇人, 辻 敏克, 北村 祥貴, 稲木 紀幸, 伴登 宏行：癌性腹膜炎に伴う難治性腹水に対する腹腔-静脈シャン
トの有用性：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02
辻 敏克, 稲木 紀幸, 土山 寿志, 吉田 尚弘：当院における上部消化管内視鏡治療後の非治癒切除症例の検討(A study of patients with non-curative resection after
upper gastrointestinal endoscopic treatment)：日本胃癌学会総会記事 90回 Page517(2018.03)
松井 亮太, 稲木 紀幸：胃癌術後合併症が時期別体重減少と体組成変化に与える影響　A propensity Score Matching Analysis： 第55回　日本外科代謝栄養学会 ＜
0389-5564）52巻3号 Page139（2018.06）大阪　2018.07.05

松井 亮太, 稲木 紀幸：Acute Care Surgery領域における腹腔鏡下手術導入の安全性と術後合併症の低減効果　上部消化管穿孔の検討： 第31回 日本外科感染症学会
大阪 2018.11.28
大木 進司, 伊藤 雅昭, 稲木 紀幸, 浅尾 高行, 河野 浩二, 竹之下 誠一：消化器外科にける手術支援器具の工夫と応用 パワーアシスト型次世代内視鏡手術鉗子の開発と改
良：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02
北村 祥貴, 崎村 祐介, 美並 輝也, 鈴木 勇人, 島田 麻里, 辻 敏克, 山本 大輔, 稲木 紀幸, 黒川 勝, 伴登 宏行：膵頭十二指腸切除術後における胆管炎・胆管空腸吻合部
狭窄の検討：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02
島田 麻里, 北村 祥貴, 鈴木 勇人, 辻 敏克, 山本 大輔, 稲木 紀幸, 黒川 勝, 伴登 宏行, 山田 哲司：ICG蛍光法を用いた腹腔鏡下胆嚢摘出術の経験：第73回 日本消化
器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02

松井 亮太, 稲木 紀幸, 美並 輝也, 辻 敏克：胃癌の術後補助化学療法による筋肉量減少率についての検討：第73回 日本消化器外科学会総会, 鹿児島， 2018.07.02

鈴木 勇人, 山本 大輔, 齋藤 浩志, 磯和 賢秀, 道傳 研太, 福島 大, 崎村 祐介, 美並 輝也, 辻 敏克, 北村 祥貴, 稲木 紀幸, 黒川 勝, 伴登 宏行：Hartmann手術術後の
腹腔鏡下人工肛門閉鎖術の工夫： 第35回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 北海道　2018.02.23
鳥居 祐希, 山本 大輔, 齊藤 浩志, 福島 大, 磯和 賢秀, 崎村 祐介, 美並 輝也, 鈴木 勇人, 辻 敏克, 北村 祥貴, 稲木 紀幸, 黒川 勝, 伴登 宏行：Outlet obstructionを
予防するための一時的回腸人工肛門造設の工夫：第35回 日本ストーマ・排泄リハビリテーション学会 北海道　2018.02.23
平井 博和, 吉田 尚弘, 増永 哲平, 宮島 沙織, 西谷 雅樹, 脇田 重徳, 出島 彰宏, 中島 崇志, 柳瀬 祐孝, 木藤 陽介, 辻 国広, 松永 和大, 辻 重継, 竹村 健一, 辻 敏克,
稲木 紀幸, 伴登 宏行, 土山 寿志：高度線維化を伴った早期胃癌に対して腹腔鏡内視鏡合同手術を施行した2症例：第83回 ENDOSCOPIC FORUM for digestive
disease 新潟　2018.11.03
辻 敏克, 稲木 紀幸, 美並 輝也, 斎藤 浩志, 道傳 研太, 崎村 祐介, 鈴木 勇人, 山本 大輔, 北村 祥貴, 伴登 宏行, 山田 哲司：胃癌に対するロボット支援下胃切除術の導
入および短期成績：第83回 ENDOSCOPIC FORUM for digestive disease 新潟　2018.11.03
崎村 祐介, 稲木 紀幸, 美並 輝也, 鈴木 勇人, 辻 敏克, 山本 大輔, 北村 祥貴, 黒川 勝, 伴登 宏行, 山田 哲司：進行胃癌に対する大網温存胃切除術　単施設
Propensity Score Matchingによる予後の検討： 第118回 日本外科学会定期学術集会 東京　2018.04.05
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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

福永　哲：セミナーアドバイザー　第３回横浜LAG　ビデオクリニックセミナー：TKPガーデンシティPREMIUMみなとみらいJ＆J　エチコン2018/6/9

福永　哲：手術手技セミナー　アニマルラボ：コヴィディエン　アニマルラボ コヴィディエンジャパン（株）2018/6/10

福永　哲：第40回日本癌局所療法研究会：都市センターホテル2018/6/15

福永　哲：・エキスパートを目指して　～領域を超えて～　・外科医へのアドバイス　我々の行っている腹腔鏡下胃がん手術の修得・指導法：日本外科連合学会 虎ノ門ヒルズフォーラム
2018/6/21
福永　哲：腹腔鏡下鼠経ヘルニアを極める　研修医・若手医師の為のハンズオントレーニング：順天堂大学メディカルテクノロジー・シュミレーションセンター コヴィディエンジャパン（株）
2018/7/7

福永　哲：第7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大鵬薬品工業（株）2018/7/7

発表者名、演題、学会名、場所、発表年月日等

福永　哲：「胃-鏡視下手術-胃切除術-2」：日本外学会 東京2018/4/5

稲木紀幸：ビデオクリニック　LDGスキルアップサポートプロラム： J＆J東京本社 J＆J　エチコン2018/4/8

福永　哲：脾門郭清について：第33回関東腹腔鏡下胃切除研究会　東京医科歯科大学2018/4/21

福永　哲：第２回医療体験セミナー：順天堂大学メディカルテクノロジー・シュミレーションセンター 2018/4/28

福永　哲：腹腔鏡手技　結紮縫合　第１回縫合結紮講習会：順天堂大学メディカルテクノロジー・シュミレーションセンターJ＆J　エチコン2018/6/2

松井 亮太, 稲木 紀幸：身体機能を考慮したサルコペニア評価と胃癌術後合併症との関係： 第21回 日本病態栄養学会 京都　2018.01.12

加治 早苗, 幕内 梨恵, 大森 隼人, 西脇 紀之, 藤谷 啓一, 古川 健一朗, 中村 健一, 小関 佑介, 脇 悠平, 浅岡 礼人, 入野 誠之, 谷澤 豊, 坂東 悦郎, 川村 泰一, 寺島
雅典：胃癌に対する胃切除術後のPPOIの危険因子(The risk factor of prolonged postoperative ileus after gastrectomy for gastric cancer)： 第90回 日本胃癌
学会総会　鹿児島 2018.03.07

松井 亮太, 稲木 紀幸：筋肉の質は胃癌術後の重症合併症に関わる重要な因子である：第118回 日本外科学会定期学術集会 東京　2018.04.05

松井 亮太, 稲木 紀幸：体組成から見た胃癌術後の重症合併症に関わる年齢別因子の検討：第33回 日本静脈経腸栄養学会 横浜 2018.02.22

竹中 俊介, 道傳 研太, 辻 敏克, 北村 祥貴, 山本 大輔, 稲木 紀幸, 伴登 宏行：閉塞性左半結腸癌に対する自己拡張型金属ステント(SEMS)の短期成績の検討：第54回
日本腹部救急医学会 東京 2018.03.08
大政 皓聖, 山本 大輔, 斎藤 浩志, 福島 大, 道傳 研太, 崎村 祐介, 美並 輝也, 鈴木 勇人, 辻 敏克, 北村 祥貴, 稲木 紀幸, 伴登 宏行：腸重積をきたしたS状結腸脂肪腫
の2例：第54回 日本腹部救急医学会 東京 2018.03.08

道傳 研太, 稲木 紀幸, 辻 敏克, 山本 大輔, 北村 祥貴, 黒川 勝, 伴登 宏行：Complicated appendicitisの診断と治療戦略 膿瘍形成性虫垂炎の治療戦略　緊急か待機
か、傾向スコアマッチングを用いた検討：第54回 日本腹部救急医学会 東京 2018.03.08
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区分 番号 国際共同

その他
（広報活動を含む）

1 福永　哲：読売新聞　からだの質問箱「のどの違和感消えない」に対する記事 読売新聞2018/5/4

岡　伸一：第7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大鵬薬品工業（株）2018/7/7

福永哲：腹腔鏡胃癌手術：蔡州市医学会　中国　2018/7/13

稲木紀幸：腹腔鏡下胃癌手術：日中胃癌フォーラム　北京　2018/7/14

福永　哲：化学療法と手術手技：Advanced Gastric Cancer Conference in Tokyo ホテルメトロポリタンエドモント 中外製薬（株）2018/7/17

稲木紀幸：FUSION Summer Seminar：コンベンションホール飛鳥　（石川県）ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）2018/8/25

稲木紀幸：手術見学およびビデオクリニック LDGスキルアップサポートプロラム：石川県立中央病院 ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）2018/9/10

福永　哲：セミナー 手術手技：SIGNIA 2018/9/20

福永　哲：外科医が持つがん免疫療法に対するQ＆A Gastric Cancer tow-way web Seminar：TKPスター会議室日比谷 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ（株）小野薬品工
業（株）2018/9/20

福永　哲：講習会　講師：第３１回関東腹腔鏡下胃切除研究会　JJI東京サイエンスセンター ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）2018/9/22

福永　哲：脾門部郭清：第4回腹腔鏡下胃切除研究会　東京医科歯科大学2018/10/6

発表者名・著者名、活動内容・タイトル等、掲載・発表情報等

福永　哲：　胃　腹腔鏡下噴門側胃切除における再建法と長期成績：第７３回日本消化器外科学会　城山ホテル鹿児島 2018/7/11～13

稲木紀幸：ビデオクリニックおよび講義　LDGスキルアップサポートプロラム：鹿児島市内　ジョンソン・エンド・ジョンソン（株）2018/7/14

福永　哲：研究会　胃癌・食道癌～低侵襲手術への限界なき挑戦～：第１２回単孔式内視鏡手術研究会 札幌プリンスホテル 2018/8/2～4
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