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英⽂原著 1 Takahashi T, Inaki N, Saito H, Sakimura Y, Hayashi K, Tsuji T,
Yamamoto D, Kitamura H, Kadoya S, Bando H

Laparoscopic Completion Total Gastrectomy as a
Standardized Procedure for Gastric Stump Cancer; A
Case Control Study.

Int Surg 2021; 105; 628–636. 

英⽂原著 2 Satoh D, Mitaka C, Okazaki A, Koh K, Kawagoe I, Hashimoto
T, Hayashida M,

Effects of Nasal High-Flow Therapy after Open Chest
Esophagectomy for Esophageal Cancer GAVIN PUBLISHERS,2021 04 ;Feb, J Surg 6; 1369

英⽂原著 3
Okamura A, Matsuda S, Mayanagi S, Kanamori J, Imamura Y,
Irino T, Kawakubo H, Mine S, Takeuchi H, Kitagawa Y,
Watanabe M,

Clinical Significance of Pretherapeutic Serum
Squamous Cell Carcinoma Antigen Level in Patients
with Neoadjuvant Chemotherapy for Esophageal
Squamous Cell Carcinoma

Ann Surg Oncol,2021 Feb;28(2);1209-1216

英⽂原著 4

Imamura Y, Toihata T, Haraguchi I, Ogata Y, Takamatsu M,
Kuchiba A, Tanaka N, Gotoh O, Mori S, Nakashima Y, Oki E,
Mori M, Oda Y, Taguchi K, Yamamoto M, Morita M, Yoshida N,
Baba H, Mine S, Nunobe S, Sano T, Noda T, Watanabe M,

Immunogenic characteristics of microsatellite
instability-low esophagogastric junction
adenocarcinoma based on clinicopathological,
molecular, immunological and survival analyses

Int J Cancer, 2021 Mar 1;148(5);1260-1275

英⽂原著 5 Ryota Matsui, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji
Impact of preoperative muscle quality on
postoperative severe complications after radical
gastrectomy for gastric cancer patients

ANNALS OF GASTROENTEROLOGICAL
SURGERY,2021 Mar 13;5(4)510-518

英⽂原著 6

Fujita S, Oshima Y, Yajima S, Kikuchi Y, Nagaoka S,
Yamashita H, Seto Y, Fujisaki M, Mitsumori N, Otsuka K,
Murakami M, Urakami H, Isobe Y, Yoshimoto Y, Satodate H,
Saida Y, Shimada H.

What are the important prognostic factors in gastric
cancer with positive duodenal margins? A multi-
institutional analysis.

Surg Today. 2021 Apr;51(4);561-567

英⽂原著 7
Toshikatsu Tsuji, Yusuke Maeda, Kenji Kita, Kazuhiro
Murakami, Hideyuki Saya, Hirofumi Takemura, Noriyuki Inaki,
 Masanobu Oshima, Hiroko Oshima

FOXO3 is a latent tumor suppressor for FOXO3-
positive and cytoplasmic-type gastric cancer cells ONCOGENE,2021 Apr;40(17);3072-3086

上部消化管外科学

福永　哲



英⽂原著 8
Yang Liu, Chunmeng Wang, Xiang Li, Liang Dong, Qingming
Yang, Meixia Chen, Fengxia Shi, Malcolm Brock, Miao Liu, 
Qian Mei, Jiejie Liu, Jing Nie, Weidong Han

Improved clinical outcome in a randomized phase II
study of anti-PD-1 camrelizumab plus decitabine in
relapsed/refractory Hodgkin lymphoma

JOURNAL FOR IMMUNOTHERAPY OF CANCER,2021
Apr;9(4);e002347

英⽂原著 9
Otake R, Okamura A, Yamashita K, Imamura Y, Kanamori J,
Kozuki R, Takahashi K, Toihata T, Yamamoto N, Asari T, Mine
S, Watanabe M,

Efficacy of postoperative radiotherapy in esophageal
squamous cell carcinoma patients with positive
circumferential resection margin

Esophagus, 2021 Apr;18(2);288-295

英⽂原著 10 Ryota Matsui, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji

Impact of visceral adipose tissue on compliance of
adjuvant chemotherapy and relapse-free survival
after gastrectomy for gastric cancer; A propensity
score matching analysis

CLINICAL NUTRITION,2021 May;40(5);2745-2753

英⽂原著 11
Shun Ishiyama, Casey Kissel, Xin Guo, Alexis Howard, Harumi
Saeki, Tomoaki Ito, Polina Sysa-Shah, Hajime Orita, Kazuhiro
Sakamoto, Kathleen Gabrielson.

A Syngeneic Orthotopic Osteosarcoma Sprague Dawley
Rat Model with Amputation to Control Metastasis Rate

JOVE-JOURNAL OF VISUALIZED EXPERIMENTS, 2021
May 3;171;e62139

英⽂原著 12
Chunmeng Wang, Yang Liu, Liang Dong, Xiang Li, Qingming
Yang, Malcolm V Brock, Qian Mei, Jiejie Liu, Meixia Chen, 
Fengxia Shi, Miao Liu, Jing Nie, Weidong Han.

Efficacy of Decitabine plus Anti-PD-1 Camrelizumab
in Patients with Hodgkin Lymphoma Who
Progressed or Relapsed after PD-1 Blockade
Monotherapy

CLINICAL CANCER RESEARCH,2021 May
15;27(10);2782-2791

英⽂原著 13

Sugawara K, Yamashita H, Yajima S, Oshima Y, Mitsumori N,
Fujisaki M, Yamazaki K, Otsuka K, Futawatari N, Watanabe R,
Satodate H, Yoshimoto Y, Nagaoka S, Tokuyama J, Sasaki S,
Seto Y, Shimada H.

Prognosis of hemodialysis patients undergoing
surgery for gastric cancer; Results of a multicenter
retrospective study

Surgery. 2021 Jul;170(1);249-256

英⽂原著 14 Kenta Doden, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji, Ryota Matsui
Needle device-assisted single-incision laparoscopic
gastrectomy for early gastric cancer; A propensity
score-matched analysis

Asian J Endosc Surg,2021  Jul;14(3);511-519

英⽂原著 15 Ryota Matsui, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji
The impact of the preoperative hand grip strength
on the long-term outcomes after gastrectomy for
advanced gastric cancer

SURGERY TODAY,2021  Jul;51(7);1179-1187



英⽂原著 16 Kenta Doden, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji Experimental evaluation of the fineness of needle
forceps; advantages other than minimal access SURGERY TODAY,2021  Jul;51(7);1220-1226

英⽂原著 17

Kurokawa Y, Takeuchi H, Doki Y, Mine S, Terashima M,
Yasuda T, Yoshida K, Daiko H, Sakuramoto S, Yoshikawa T,
Kunisaki C, Seto Y, Tamura S, Shimokawa T, Sano T,
Kitagawa Y,

Mapping of Lymph Node Metastasis From
Esophagogastric Junction Tumors; A Prospective
Nationwide Multicenter Study

Ann Surg, 2021 Jul 1;274(1);120-127

英⽂原著 18
Takahashi K, Watanabe M, Ushida Y, Kanie Y, Kozuki R,
Toihata T, Otake R, Kanamori J, Okamura A, Imamura Y, 
Mine S,

Comparison of the outcomes between total eversion
and conventional triangulating stapling technique in
cervical esophagogastric anastomosis after
esophagectomy; a propensity score-matched
analysis

Esophagus, 2021 Jul;18(3);475-481

英⽂原著 19 Kozuki R, Watanabe M, Toihata T, Takahashi K, Otake R,
Okamura A, Imamura Y, Mine S,

Treatment strategies and outcomes for elderly
patients with locally advanced squamous cell
carcinoma of the esophagus

Surg Today, 2021 Jul 30;DOI: 10.1007/s00595-021-
02348-9

英⽂原著 20 Kanamori J, Watanabe M, Kozuki R, Toihata T, Otake R,
Takahashi K, Okamura A, Imamura Y, Mine S,

Successful transition from open to minimally
invasive approach in Ivor Lewis esophagectomy; a
single-center experience in Japan

Langenbecks Arch Surg, 2021 Aug;406(5);1407-
1414

英⽂原著 21

Justina X Caushi, Jiajia Zhang, Zhicheng Ji, Ajay Vaghasia , 
Boyang Zhang , Emily Han-Chung Hsiue, Brian J Mog, Wenpin
Hou, Sune Justesen, Richard Blosser, Ada Tam, Valsamo
Anagnostou, Tricia R Cottrell, Haidan Guo, Hok Yee Chan, 
Dipika Singh, Sampriti Thapa, Arbor G Dykema, Poromendro
Burman, Begum Choudhury, Luis Aparicio, Laurene S
Cheung, Mara Lanis, Zineb Belcaid, Margueritta El Asmar, 
Peter B Illei, Rulin Wang, Jennifer Meyers, Kornel Schuebel, 
Anuj Gupta, Alyza Skaist, Sarah Wheelan 3, Jarushka Naidoo, 
Kristen A Marrone, Malcolm Brock, Jinny Ha, Errol L Bush, 
Bernard J Park, Matthew Bott, David R Jones, Joshua E
Reuss, Victor E Velculescu, Jamie E Chaft, Kenneth W Kinzler,
 Shibin Zhou, Bert Vogelstein, Janis M Taube, Matthew D
Hellmann, Julie R Brahmer, Taha Merghoub, Patrick M Forde, 
Srinivasan Yegnasubramanian, Hongkai, Drew M Pardoll, 
Kellie N Smith.

Transcriptional programs of neoantigen-specific TIL
in anti-PD-1-treated lung cancers (vol 596, pg 126,
2021)

NATURE,2021 Aug;596(7870):126-132



英⽂原著 22

Ueyama H, Yao T, Akazawa Y, Hayashi T, Kurahara K, Oshiro
Y, Yamada M, Oda I, Fujioka S, Kusumoto C, Fukuda M,
Uchita K, Kadota T, Oono Y, Okamoto K, Murakami K, Matsuo
Y, Kato M, Maehata T, Yahagi N, Yasuhara Y, Yada T,
Uraushihara K, Yamane T, Matsuo T, Ito M, Maruyama Y,
Osako A, Ono S, Kato M, Yagi K, Hashimoto T, Tomita T,
Tsuyama S, Saito T, Matsumoto K, Matsumoto K, Watanabe
S, Uemura N, Chiba T, Nagahara A,

Gastric epithelial neoplasm of fundic-gland mucosa
lineage; proposal for a new classification in
association with gastric adenocarcinoma of fundic-
gland type

J Gastroenterol, 2021 Sep;56(9);814-828

英⽂原著 23

Ryohei Takei, Tomoharu Miyashita, Satoshi Takada, Hidehiro
Tajima, Itasu Ninomiya, Hiroyuki Takamura, Sachio Fushida, 
Ai Harashima, Seiichi Munesue, Shintaro Yagi, Noriyuki Inaki, 
Tetsuo Ohta, Yasuhiko Yamamoto

Correction to; Dynamic switch of immunity and
antitumor effects of metformin in rat spontaneous
esophageal carcinogenesis

Cancer Immunol Immunother,2021 Sep 7;
DOI: 10.1007/s00262-021-03039-7

英⽂原著 24

Ryohei Takei 1 2, Tomoharu Miyashita 3 4, Satoshi Takada 3,
 Hidehiro Tajima 3, Itasu Ninomiya 3, Hiroyuki Takamura 3 4,
 Sachio Fushida 3, Ai Harashima 5, Seiichi Munesue 5, 
Shintaro Yagi 3, Noriyuki Inaki 3, Tetsuo Ohta 3, Yasuhiko
Yamamoto 5

Dynamic switch of immunity and antitumor effects
of metformin in rat spontaneous esophageal
carcinogenesis

Cancer Immunol Immunother,2021 Sep 7
DOI: 10.1007/s00262-021-03027-x

英⽂原著 25

Okamura A, Watanabe M, Mukoyama N, Ota Y, Shiraishi O,
Shimbashi W, Baba Y, Matsui H, Shinomiya H, Sugimura K,
Morita M, Sakai M, Sato H, Shibata T, Nasu M, Matsumoto S,
Toh Y, Shiotani A,

A Nationwide Survey on Digestive Reconstruction
Following Pharyngolaryngectomy With Total
Esophagectomy; A Multicenter Retrospective Study
in Japan

Annals of Gastroenterological Surgery 2021 Sep
22;volume 6 Issue 1 January 2022;Pages 54-62

英⽂原著 26
Mine S, Kurokawa Y, Takeuchi H, Terashima M, Yasuda T,
Yoshida K, Yabusaki H, Shirakawa Y, Fujitani K, Sano T, Doki
Y, Kitagawa Y,

Postoperative complications after a transthoracic
esophagectomy or a transhiatal gastrectomy in
patients with esophagogastric junctional cancers; a
prospective nationwide multicenter study

Gastric Cancer, 2021 Sep 30;DOI: 10.1007/s10120-
021-01255-9

英⽂原著 27

Foteinos-Ioannis Dimitrakopoulos, Anastasia E Kottorou , Kristen
Rodgers, John Timothy Sherwood, Georgia-Angeliki Koliou, 
Beverly Lee, Andrew Yang, Julie Renee Brahmer, Stephen B
Baylin, Stephen C Yang, Hajime Orita, Alicia Hulbert, Malcolm V
Brock.

Clinical Significance of Plasma CD9-Positive Exosomes
in HIV Seronegative and Seropositive Lung Cancer
Patients

Cancers (Basel), 2021 Oct;13(20);5193

英⽂原著 28 Ryota Matsui, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji 
Diagnosis of advanced gastric cancer using image
enhancement and autofluorescence imaging
systems

ASIAN JOURNAL OF ENDOSCOPIC SURGERY,2021
Oct;14(4);700-706



英⽂原著 29 Ryota Matsui, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji

Reply to the Letter to the Editor; The impact of
preoperative hand grip strength on the long-term
outcomes after gastrectomy for advanced gastric
cancer

SURGERY TODAY,2021 Oct;51(10);1722-1722

英⽂原著 30

Naito S, Yoshio T, Ishiyama A, Tsuchida T, Tokura J,
Namikawa K, Tokai Y, Yoshimizu S, Horiuchi Y, Hirasawa T,
Asari T, Mine S, Watanabe M, Ogura M, Chin K, Fukuzawa M,
Itoi T, Fujisaki J,

Long-term outcomes of esophageal squamous cell
carcinoma with invasion depth of pathological T1a-
muscularis mucosae and T1b-submucosa by
endoscopic resection followed by appropriate
additional treatment

Dig Endosc, 2021 Oct 2;DOI: 10.1111/den.14154

英⽂原著 31 Ryota Matsui, Noriyuki Inaki, Toshikatsu Tsuji

Impact of laparoscopic gastrectomy on relapse-free
survival for locally advanced gastric cancer patients
with sarcopenia; a propensity score matching
analysis

SURGICAL ENDOSCOPY AND OTHER
INTERVENTIONAL TECHNIQUES,2021 Oct 27;　DOI:
10.1007/s00464-021-08812-4

英⽂原著 32 Kurogochi T, Honda M, Takahashi K, Okamura A, Imamura Y,
Yamashita K, Kamiya S, Hayami M, Mine S, Watanabe M,

Clinical features and risk factors for early recurrence
after esophagectomy following neoadjuvant
chemotherapy for esophageal cancer

Surg Today, 2021 Oct 27;DOI: 10.1007/s00595-
021-02397-0

英⽂原著 33 Ozaki A, Mine S, Yoshino K, Fujiwara D, Nasu M, Hashiguchi
T, Hashimoto T, Kajiyama Y, Tsurumaru M, Arakawa A,

Outcomes of esophagectomy for patients with
esophageal squamous cell carcinoma accompanied
by recurrent laryngeal nerve palsy at diagnosis

Esophagus, 2021 Oct 27;DOI: 10.1007/s10388-021-
00890-6

英⽂原著 34 Matsui R, Inaki N, Tsuji T
 Impact of diabetes mellitus on long-term prognosis
after gastrectomy for advanced gastric cancer; a
propensity score matching analysis.

Surgery Today. In press,2021 Oct 27

英⽂原著 35 Watanabe J, Matsui R, Sasanuma , Ishizaki Y, Fukunaga T, 
Kotani K, Sata N

Body composition assessment and sarcopenia in
patients with biliary tract cancer; A systematic
review and meta-analysis

 Clin Nutr. 2021 Dec 8;41(2);321-328

英⽂原著 36 Jun Watanabe, Ryota Matsui, Hideki Sasanuma, Yoichi
Ishizaki, Tetsu Fukunaga, Kazuhiko Kotani, Naohiro Sata

Body composition assessment and sarcopenia in
patients with biliary tract cancer; A systematic
review and meta-analysis.

Clinical Nutrition. 2021 Dec 8;41;321-8



英⽂原著 37
Takahisa Yamaguchi , Sachio Fushida , Jun Kinoshita, Hiroto
Saito , Mari Shimada , Shiro Terai , Hideki Moriyama , Koichi
Okamoto , Keishi Nakamura , Itasu Ninomiya , Noriyuki Inaki 

A case of primary malignant melanoma of the
esophagogastric junction with abscopal effect after
nivolumab administration

Surg Case Rep,2021 Dec 9;7(1);253

英⽂原著 38

Salem Alfaifi, Robert Chu, Xuan Hui, Stephen Broderick, Craig
Hooker, Malcolm Brock, Errol Bush, Russell Hales, Lori
Anderson, Jeffrey Hoff, Cole Friedes, Sarah Han-Oh, Todd
Mcnutt, Jinny Ha, Stephen Yang, Richard Battafarano, Joy
Feliciano, K Ranh Voong.

Trimodality therapy for esophageal cancer; The role
of surgical and radiation treatment parameters in
the development of anastomotic complications

THORACIC CANCER, 2021 Dec;12(23);3121-3129

英⽂原著 39
Shinichi Kinami , Naohiko Nakamura , Tomoharu Miyashita ,
Hidekazu Kitakata , Sachio Fushida , Takashi Fujimura , Yasuo
Iida , Noriyuki Inaki , Toru Ito , Hiroyuki Takamura

Life prognosis of sentinel node navigation surgery
for early-stage gastric cancer; Outcome of lymphatic
basin dissection

World J Gastroenterol,2021 Dec 14;27(46);8010-
8030

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

英⽂総説 1 Wasay Nizam, Heather L Yeo , Samilia Obeng-Gyasi , Malcolm
V Brock , Fabian M Johnston.

Disparities in Surgical Oncology; Management of
Advanced Cancer

ANNALS OF SURGICAL ONCOLOGY, 2021
Dec;28(13);8056-8073

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

英⽂症例報告 1 Wasay Nizam, Hamza Khan, Glenn Treisman, Malcolm Brock.
Inguinal hyperhidrosis in a patient with a mildly
elevated autonomic symptom score being
misdiagnosed as urinary incontinence

JAAD　Case Rep.,2021 May 29;13;124-126

英⽂症例報告 2 Watanabe Y, Mine S, Tsurumaru M, Suzuki K,
Carinal resection and double-barrel reconstruction
following oesophagectomy for oesophageal
carcinoma with broncho-oesophageal fistula

Interact Cardiovasc Thorac Surg, 2021 Apr
8;32(3);489-491

英⽂症例報告 3 Kubota A,
Surgical Technique for the Successful Curative
Resection of Local Advanced Cecal Cancer Invading
the External Iliac Artery

International Journal of  Surgery Case Reports, 2021
Nov; 88; 106550



英⽂症例報告 4
Hiroshi Saito, Masanori Kotake, Jyunichi Ogawa, Masashi
Hashimoto, Koichiro Sawada, Masahiro Oshima, Masahiro
Hada, Yosuke Kato, Kaeko Oyama, Takuo Hara, Noriyuki Inaki

Laparoscopic resection of a gastrointestinal stromal
tumor that recurred more than 15 years after
surgery using lighted ureteral catheters; A case
report

ASIAN JOURNAL OF ENDOSCOPIC SURGERY,
2021 Dec 7;DOI: 10.1111/ases.13018
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和⽂原著 1 古⽥ 隆⼀郎, ⽯橋 雄次, 吉村 俊太郎, 畑尾 史彦, 森⽥ 泰弘, 今村 和広 腹腔鏡下胃切除術後難治性乳糜腹⽔に腹腔鏡下リンパ漏閉鎖術
を施⾏した1例 臨床外科,2021.2;76(2);254-258

和⽂原著 2 畑尾 史彦, 今村 和広, ⽯橋 雄次, ⼭崎 僚⼈, 吉村 俊太郎, 川崎 浩
⼀郎, 森⽥ 泰弘

Veress needle(気腹針)を⽤いた⾼度肥満症に対する腹腔鏡
下スリーブ状胃切除の⼿技と安全性に関する検討 ⽇本内視鏡外科学会雑誌,2021.7;26(4);271-277

和⽂原著 3 峯真司 Ⅱ-4　胃管作成　腹腔鏡下胃管作成 ⼿術⼒が必ず向上する内視鏡外科消化器再建術のすべ
て,2021.9.20;83-85

和⽂原著 4 古⽥ 隆⼀郎, ⽯橋 雄次, 柳橋 進, 吉村 俊太郎, 森⽥ 泰弘, 今村 和
広

穿孔性腹膜炎により緊急⼿術を要した⼩腸多発真性憩室症の
1例 ⽇本臨床外科学会雑誌,2021.9.30;82巻(3);547-551

和⽂原著 5 松井亮太，稲⽊紀幸，辻　敏克，⾓⾕慎⼀ 胃癌⼿術患者における術前内臓脂肪量⾼値の短期的⻑期的ア
ウトカムに及ぼす影響 ⽇本消化器外科学会雑誌 2021.11.1;54(11); 745-759.

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 松井 亮太 【術後回復を促進させる術前環境の適正化】術前栄養介⼊によ
る術前環境の適正化 外科と代謝・栄養,2021.10;55巻(5);190-195

和⽂総説 2 ⽯橋 雄次, 川崎 浩⼀郎, ⼭崎 僚⼈, 畑尾 史彦, 森⽥ 泰弘, 今村 和
広

私の⼯夫　腹腔鏡下胃全摘術における⾷道空腸吻合時の⾷道
粘膜-筋層固定の⼯夫 ⽇本内視鏡外科学会雑誌,2021.5;26巻(3);257-261

和⽂総説 3 稲⽊　紀幸 【Stepごとに要点解説 標準術式アトラス最新版】胃・⼗⼆指腸
胃癌　腹腔鏡下幽⾨側胃切除術　D2郭清 臨床外科,2021.10;76巻(11);50-57

和⽂総説 4 ⽜島 聡, 森⼭ 秀樹, ⾓⾕ 慎⼀, 守友 仁志, 稲⽊ 紀幸 【外科と漢⽅】胃外科と漢⽅　胃⼿術周術期の漢⽅&胃⼿術後
さまざまな症状の漢⽅ 消化器外科,2021.10;44巻(11);1631-1641

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 ⽥村 真弘, 福永 正氣, ⼟⾕ 祐樹, ⽯引 佳郎, 岩沼 佳⾒, 福永 哲, 坂
本 ⼀博 腹腔内出⾎をきたした⼩腸GISTの⼀例 ⽇本腹部救急医学会雑誌,2021.2;41巻(2);237



和⽂症例報告 2
⼩針 ⽂, 井 祐樹, ⼊江 宇⼤, 河⼝ 恵, 盧 尚志, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 
岡澤 裕, 河合 雅也, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島
豊, 福永 哲, 坂本 ⼀博

盲腸部分切除術および腸管固定術を施⾏した盲腸捻転症の⼀
例 ⽇本腹部救急医学会雑誌,2021.2;41巻(2);245

和⽂症例報告 3 ⼩林 加代⼦, 中園 綾乃, 渡邊 昌⼈, 堀家 英之, 並⽊ 伸, 佐藤 駿介, 
川崎 浩⼀郎, ⽯橋 雄次, 今村 和広, 霧⽣ 孝弘 持続緑膿菌菌⾎症を呈した進⾏胃癌の⼀例 ⽇本消化器病学会雑誌,2021.3;118臨増総会;A404

和⽂症例報告 4 池⽥ 夏⼦, ⼭内 卓, 頴川 博芸, 吉本 雄太郎, ⼣部 由規謙, 加治 早
苗, 折⽥ 創, 岡 伸⼀, 福永 哲 TAPP法を⽤いProGripTMで修復した臍ヘルニアの1例 ⽇本臨床外科学会雑誌,2021.4;82巻(4);807-808

和⽂症例報告 5 ⽥村真弘, 河野眞吾, 茂⽊俊介, 本庄薫平, 河合雅也, ⽯⼭隼, 杉本起
⼀, ⾼橋⽞, ⼩島豊, 坂本⼀博

迅速病理診断をもとに腹腔鏡下楔状切除術を施⾏した上⾏結
腸神経鞘腫の1例

⽇本外科系連合学会誌 第46巻2号, 2021.4.30発⾏ 148-
153, 別紙

和⽂症例報告 6
塚本 亮⼀, ⼩針 ⽂, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⾼橋 ⾥奈, 河野
眞吾, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 福永 哲, 
坂本 ⼀博

腹腔鏡下に切除した腹壁内pleomorphic lipomaの1例 ⽇本外科系連合学会誌,2021.5;46巻(3);398

和⽂症例報告 7 中村 俊介, 増⽥ 真吾, ⼭川 ⼤介, ⼀宮 邦訓, 神⽥ 聡 離島からヘリ搬送を⾏ったCOVID-19症例の1例 地域医学,2021.10,35巻(10);953-954

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 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4回気道管理学会学術集会, 順天堂⼤学 本郷・お茶の⽔キャ
ンパス　A棟, 2021.1.16

国内学会発表 2 加治 早苗, 折⽥ 創, 李 賢哲, スレスタサントス , 福永 哲 胃癌におけるβアラニンの抗腫瘍効果の検討(The antitumor
effect of beta-alanine in gastric cancer)(英語) 第93回⽇本胃癌学会総会,⼤阪国際会議場,2021.3.3

国内学会発表 3 ⼭内 卓, 頴川 博芸, 吉本 雄太郎, ⼣部 由規謙, 加治 早苗, 折⽥ 創, 
岡 伸⼀, 福永 哲

QOLの⾯からみた胃癌治療の⼯夫　ARTによる腹腔鏡下幽⾨
側胃切除B-I再建におけるPGSAS-37を⽤いた胃切除後障害と
QOL評価(Evaluation of PGS and QOL after TLDG
with ART for Billroth I reconstruction using the
PGSAS-37)(英語)

第93回⽇本胃癌学会総会,⼤阪国際会議場,2021.3.3

国内学会発表 4 福永 哲, 岡 伸⼀, 折⽥ 創, ⾼橋 徹, 加治 早苗, ⼣部 由規謙, ⼭⼝
卓, 吉本 雄太郎, 穎川 博芸 腹腔鏡下胃がん⼿術の軌跡 第33回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜市,2021.3.10

国内学会発表 5 ⾼橋 徹, 稲⽊ 紀幸, 野本 潤, 東 ⼤輔, ⼩浜 信太郎, 松井 亮太, 嵩原
⼀裕, ⼤内 昌和, 吉本 次郎, 吉川 征⼀郎, 永仮 邦彦, ⽯崎 陽⼀

⾷道癌切除後再建術の⼯夫と成績　ICG蛍光法による亜全胃
管⾎流評価と頸部三⾓吻合 第33回⽇本内視鏡外科学会総会,パシフィコ横浜,2021.3.10



国内学会発表 6
永仮 邦彦, ⽯崎 陽⼀, 吉本 次郎, 吉川 征⼀郎, 稲⽊ 紀幸, ⼤内 昌
和, 嵩原 ⼀裕, 松井 亮太, 東 ⼤輔, ⼩濱 信太郎, 野本 潤, ⼋⽥ 亮
輔, 福永 正氣

⼤腸がん⼿術における合併症回避の⼯夫　⼤腸がん腹腔鏡⼿
術における合併症回避の⼯夫 第33回⽇本内視鏡外科学会総会,パシフィコ横浜,2021.３.10

国内学会発表 7 稲⽊ 紀幸, ⼋⽥ 亮輔, 野本 潤, ⼩濱 信太朗, 東 ⼤輔, 松井 亮太, 嵩
原 ⼀裕, ⼤内 昌和, 吉本 次郎, 吉川 征⼀郎, 永仮 邦彦, ⽯崎 陽⼀

Reduced Port Surgeryの温故創新　管腔内内視鏡外科⼿
術から創新する低侵襲外科⼿術(上部消化管) 第33回⽇本内視鏡外科学会総会,パシフィコ横浜,2021.3.10

国内学会発表 8
⼩針 ⽂, 井 祐樹, ⼊江 宇⼤, 河⼝ 恵, 盧 尚志, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 
岡澤 裕, 河合 雅也, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島
豊, 福永 哲, 坂本 ⼀博

盲腸部分切除術および腸管固定術を施⾏した盲腸捻転症の⼀
例 第57回⽇本腹部救急医学会総会,東京都,2021.3.10

国内学会発表 9 ⽥村 真弘, 福永 正氣, ⼟⾕ 祐樹, ⽯引 佳郎, 岩沼 佳⾒, 福永 哲, 坂
本 ⼀博 腹腔内出⾎をきたした⼩腸GISTの⼀例 第57回⽇本腹部救急医学会総会,東京都,2021.3.11

国内学会発表 10 岡⽥畔奈, 朝倉孝延, 橋本貴史, 峯真司 好酸球性⾷道炎に伴う⾷道狭窄と考え⾷道切除を施⾏
した 1 例 第185回⽇本胸部外科学会, WEB開催, 2021.3.13

国内学会発表 11 橋本貴史 内視鏡的粘膜下層切開剥離術を施⾏したMM以深⾷道表在
癌の追加治療に関する後⽅視的検討

第121回⽇本外科学会定期学術集会, 幕張メッセ(Web配信),
2021.4.8

国内学会発表 12
⾼橋 徹, 稲⽊ 紀幸, ⼋⽥ 亮輔, 野本 潤, 東 ⼤輔, ⼩濱 信太郎, 松井
亮太, 嵩原 ⼀裕, ⼤内 昌和, 吉本 次郎, 吉川 征⼀郎, 永仮 邦彦, ⽯
崎 陽⼀

⾷道癌術後吻合部合併症を減らす⼯夫 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 13
吉川 征⼀郎, ⽯崎 陽⼀, 永仮 邦彦, 稲⽊ 紀幸, 吉本 次郎, ⼤内 昌
和, ⾼橋 徹, 嵩原 ⼀裕, 松井 亮太, 東 ⼤輔, ⼩濱 信太郎, 野本 潤, 
⼋⽥ 亮輔, ⾕⼝ 敬, ⽔嶋 章郎

緩和⼿術症例におけるPropensity score matcingを⽤いた予
後検討 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 14
⾏⽥ 悠, ⾼橋 敦, 皆川 雅明, ⼊江 彰⼀, 寺澤 無我, 市⽥ 洋⽂, ⽔野
智哉, 吉岡 ⿓⼆, 今村 宏, ⼤場 ⼤, 三瀬 祥弘, 峯 真司, 梶⼭ 美明, 
福永 哲, 坂本 ⼀博, 齋浦 明夫

腹腔鏡下胆嚢摘出術におけるdifficulty scoreの有⽤性の前向
き検討 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 15 吉岡 ⿓⼆, 三瀬 祥弘, 今村 宏, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, ⾏⽥ 悠, ⾼橋
敦, 坂本 ⼀博, 峯 真司, 福永 哲, 齋浦 明夫

肝⾨部領域の胆道癌に対する経⽪経肝⾨脈右枝塞栓・拡⼤右
肝切除 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 16 ⼟⾕ 祐樹, ⽥村 真弘, 河野 眞吾, ⽯引 佳郎, 岩沼 佳⾒, 峯 真司, 齋
浦 明夫, 福永 哲, 坂本 ⼀博, 福永 正氣

認知症を伴う80歳以上の⾼齢者⼤腸癌患者に対する腹腔鏡
下⼤腸切除術の安全性の検討 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8



国内学会発表 17
武⽥ 良祝, 齋浦 明夫, 吉岡 ⿓⼆, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 三瀬 祥弘, 
今村 宏, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, 峯 真司, 福永 哲, 坂本 ⼀博, ⾼橋
祐

広範囲肝⾨部領域胆管癌に対する肝中央⼆区域切除の根治
性および術後短期成績の評価 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 18
⼊江 宇⼤, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⾼橋 ⾥奈, 河合 雅也, 河野 眞吾, 宗
像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 
冨⽊ 裕⼀, 坂本 ⼀博

DICを合併した⼤腸穿孔⼿術症例に対する治療⽅法の検討 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 19

岡澤 裕, 塚本 亮⼀, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 盧 尚志, ⾼橋 ⾥奈, 河野
眞吾, 嵩原 ⼀裕, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⽯⼭ 隼, ⾼橋
⽞, ⼩島 豊, 冨⽊ 裕⼀, 峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 梶⼭ 美明, 坂
本 ⼀博

⼀時的⼈⼯肛⾨閉鎖術後創部に対する局所陰圧閉鎖療法の
有⽤性 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 20

河合 雅也, 百瀬 裕隆, 塚本 亮⼀, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 盧 尚志, 岡澤
裕, ⾼橋 ⾥奈, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 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, 斎浦 明夫, 峯 真司, 坂
本 ⼀博

直腸癌⼿術におけるDiverting stomaの意義 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 21 宗像 慎也, ⽯原 春奈, ⼟⾕ 祐樹, 盧 尚志, 牧野 有⾥⾹, 冨⽊ 裕⼀, 
峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 坂本 ⼀博 新規開閉型⼈⼯肛⾨装具の開発 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 22
井 祐樹, ⼊江 宇⼤, 河⼝ 恵, ⼩針 ⽂, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 盧 尚史, 
岡澤 裕, 河野 眞吾, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島
豊, 峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 冨⽊ 裕⼀, 渡邉 ⼼, 坂本 ⼀博

消化器外科領域の細菌関連疾患の解析 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 23

河⼝ 恵, 井 祐樹, ⼊江 宇⼤, ⼩針 ⽂, 百瀬 裕隆, ⼟屋 祐樹, 呉 ⼀
眞, 岡澤 裕, 盧 尚志, 河合 雅也, 河野 眞吾, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, 
⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 冨⽊ 裕⼀, 坂本 ⼀
博

⼤腸癌における腹⽔中マクロファージの解析 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 24

杉本 起⼀, ⼊江 宇⼤, 茂⽊ 俊介, 牧野 有⾥⾹, 百瀬 裕隆, 塚本 亮
⼀, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⾼橋 ⾥奈, 河合 雅也, 河野 眞吾, 
宗像 慎也, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 冨⽊ 裕
⼀, 坂本 ⼀博

⼤腸癌同時性肝転移切除症例における原発巣RAS遺伝⼦変
異の意義 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 25 市⽥ 洋⽂, 今村 宏, 三瀬 祥弘, 峯 真司, 福永 哲, 坂本 ⼀博, 梶⼭
美明, 永松 洋明, 佐藤 俊輔, 齋浦 明夫

進⾏肝細胞癌に対する集学的治療の意義-薬物療法は⼿術を
変えたか-　切除不能⾼度進⾏肝細胞癌に対する肝切除による
Conversion therapy,

第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.8

国内学会発表 26 峯真司 ⾷道胃接合部腺癌における適切な切除範囲 第121回⽇本外科学会定期学術集会, 幕張メッセ(Web配信),
2021.4.9



国内学会発表 27 ⾦森淳,  渡邊雅之, 藤原⼤介, 丸⼭傑, 蟹江恭和,
岡村明彦, 今村裕, 峯真司

頸部操作を回避した Minimally invasive Ivor-Lewis
esophagectomy（MI-ILE）の有⽤性

第121回⽇本外科学会定期学術集会, 幕張メッセ(Web配信),
2021.4.9

国内学会発表 28 藤原⼤介, 峯真司, 蟹江恭和, 丸⼭傑, 岡村明彦, ⾦森淳, 今村裕, 渡
邊 雅之

⾷道・⾷道胃接合部癌切除後再建における胸部
縫合不全の⽐較―⾷道胃吻合 vs ⾷道空腸吻合

第121回⽇本外科学会定期学術集会, 幕張メッセ(Web配信),
2021.4.9

国内学会発表 29 尾崎⿇⼦ 背側胸部⼤動脈周囲リンパ節転移（No112aoP）を有する⾷
道癌に対する⼿術成績の検討

第121回⽇本外科学会定期学術集会, 幕張メッセ(Web配信),
2021.4.9

国内学会発表 30 東 ⼤輔, ⽯崎 陽⼀, 永仮 邦彦, 稲⽊ 紀幸, 吉川 征⼀郎, 吉本 次郎, 
⼤内 昌和, 嵩原 ⼀裕, 松井 亮太, ⼩濱 信太郎, 野本 潤

当科における急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡下胆嚢摘出術の
検討 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.9

国内学会発表 31
松井 亮太, 稲⽊ 紀幸, ⼋⽥ 亮輔, ⾕⼝ 敬, 野本 潤, ⼩浜 信太郎, 東
⼤輔, 嵩原 ⼀裕, ⾼橋 徹, ⼤内 昌和, 吉川 征⼀郎, 吉本 次郎, 永仮
邦彦, ⽯崎 陽⼀

進⾏胃癌に対する腹腔鏡下⼿術の検討 第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張メッセ,2021.4.9

国内学会発表 32
河野 眞吾, 百瀬 裕隆, 塚本 亮⼀, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⾼橋
⾥奈, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 冨⽊ 裕
⼀, 福永 哲, 坂本 ⼀博

⾼齢者(80歳以上)における⼤腸癌の転帰に与えるBMIの影響 第46回⽇本外科系連合学会学術集会,⼀橋講堂,2021.
６.17

国内学会発表 33
塚本 亮⼀, ⼩針 ⽂, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⾼橋 ⾥奈, 河野
眞吾, 河合 雅也, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊, 福永 哲, 
坂本 ⼀博

腹腔鏡下に切除した腹壁内pleomorphic lipomaの1例 第46回⽇本外科系連合学会学術集会,⼀橋講堂,2021.6.17

国内学会発表 34 松井 亮太, ⼋⽥ 亮輔, 野本 潤, ⼩濱 信太郎, 東 ⼤輔, 嵩原 ⼀裕, ⼤
内 昌和, 吉本 次郎, 永仮 邦彦, 稲⽊ 紀幸, 福永 正氣, ⽯崎 陽⼀

ERAS、今後の展望　⼤腸癌術後の腸管⿇痺発症に関する単
施設後ろ向き観察研究 第46回⽇本外科系連合学会学術集会,⼀橋講堂,2021.6.17

国内学会発表 35
河野 眞吾, 百瀬 裕隆, 塚本 亮⼀, 呉 ⼀眞, 本庄 薫平, 岡澤 裕, ⾼橋
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島⽥ ⿇⾥, 中村 慶史, 蒲⽥ 亮介, 齋藤 裕⼈, ⾼⽥ 智司, 岡崎 充善,
⼭⼝ 貴久, ⼤畠 慶直, 寺井 志郎, 中沼 伸⼀, 岡本 浩⼀, 森⼭ 秀樹,
⽊下 淳, 牧野 勇, ⽥島 秀浩, ⼆宮 致, 伏⽥ 幸夫, ⼋⽊ 真太郎, 稲⽊
紀幸

当院における局所進⾏⼤腸癌に対する術前化学療法の検討 第76回⽇本⼤腸肛⾨病学会学術集会,広島,2021.11.12

国内学会発表 82 池⽥ 夏⼦, ⼭内 卓, 頴川 博芸, 吉本 雄太郎, ⼣部 由規謙, 加治 早
苗, 折⽥ 創, 岡 伸⼀, 福永 哲 TAPP法を⽤いProGripTMで修復した臍ヘルニアの1例 第83回⽇本臨床外科学会総会,東京,2021.11.18

国内学会発表 83 尾崎⿇⼦ サルコペニアを伴う⾼齢⾷道癌患者に対する術前リハビリテーション
導⼊の影響 第83回⽇本臨床外科学会総会,東京,2021.11.18

国内学会発表 84 頴川博芸, 武⽥良祝, 辻未来, 嶋津藍, 富⽥夏実, 三浦弘善, 武井雅
彦, ⾏⽅浩⼆, 福永哲 異所性⼦宮内膜症を合併した外⿏径ヘルニアの3例 第83回⽇本臨床外科学会総会,,東京,2021.11.18-20

国内学会発表 85 ⼆階 公貴, 東 ⼤輔, 稲⽊ 紀幸, 永仮 邦彦, ⽯崎 陽⼀ 術後癒着性イレウス加療中に、Bacterial translocationによる
敗⾎症性ショックを来した1例 第83回⽇本臨床外科学会総会,,東京,2021.11.18-20

国内学会発表 86
今村裕, ⾼松学, 原⼝郁実, 蟹江恭和, 丸⼭傑, 坂本啓, 藤原⼤介,
岡村明彦, ⾦森淳, 布部創也, 沖英次, 森⽥勝, 峯真司, ⾺場秀夫, 渡
邊雅之

AI-genotyping of TP53 by deep learning of TP53 IHC
slides TP53免疫染⾊のAIを活⽤した遺伝⼦変異パターン診断

第32回⽇本消化器癌発⽣学会総会, WEB開催,
2021.11.26

国内学会発表 87 吉本雄太郎、陳ジュン、窪⽥晃、⽷瀬磨、⼭内卓、⼣部由規謙、加治早苗、当科におけるプログリップメッシュを⽤いたTAPP法 第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神⼾市,2021.12.3



国内学会発表 88 折⽥ 創,吉本 雄太郎, 窪⽥ 晃, ⼭内 卓, ⼣部 由規謙, 加治 早苗, 峯
真司, 坂本 ⼀博, 齋浦 明夫, 福永 哲 スリーブ状胃切除術導⼊初期におけるファーストポート挿⼊の⼯夫 第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神⼾市,2021.12.4

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 福永　哲 Minimally invasive surgery for gastric cancer 4th China-Japan friendship gastric academic

workshop,      中国,2021.1.16

特別講演・
招待講演 2 福永 哲 laparoscopic gastrectomy for advanced gastric

cancer 進⾏胃癌に対する腹腔鏡下⼿術⼿技の新世界 第93回⽇本胃癌学会総会,WEB,2021.3.5

特別講演・
招待講演 3 稲⽊　紀幸

laparoscopic and robot-assisted gastrectomy for
advanced gastric cancer 進⾏胃癌に対する腹腔鏡下⼿術
⼿技の新世界

第93回⽇本胃癌学会総会,WEB,2021.3.5

特別講演・
招待講演 4 稲⽊　紀幸 ロボット胃切除における⼿技の⼯夫と新たな挑戦 第93回⽇本胃癌学会総会,WEB,2021.3.5

特別講演・
招待講演 5 福永 哲 肥満２型糖尿病に対する外科⼿術の⽅向性〜更なる適応拡

⼤を⾒据えて〜 第33回⽇本内視鏡外科学会総会,横浜,2021.3.11

特別講演・
招待講演 6 福永　哲 胃がんの最新治療　腹腔鏡ロボットから免疫治療まで WEB講演,中国,2021.2.19

特別講演・
招待講演 7 福永　哲 腹腔鏡下縫合の基本⼿技 コーディネーター,第 1回縫合結紮講習会，順天堂⼤学シュミレー

ションセンター，2021.4.17
特別講演・
招待講演 8 福永　哲 ロボット⽀援下⼿術の⼯夫-腹腔鏡と⽐較して- ZOOMウェビナー,2021.4.24

特別講演・
招待講演 9 福永　哲 ⾷道胃接合部癌における治療戦略-pitfallとその対策- 第75回⼿術⼿技研究会,WEB,2021.5.14

特別講演・
招待講演 10 稲⽊　紀幸 合併症予防のEvidenceとPractice 第75回⼿術⼿技研究会,WEB,2021.5.14

特別講演・
招待講演 11 福永　哲 ロボット⽀援下⼿術の今後の展望 第39回関東腹腔鏡下胃切除研究会,WEB,2021.4.24

特別講演・
招待講演 12 峯真司 ⾷道癌に対する外科治療の現状と問題点 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社WEBセミナー,

秋葉原ビジネスセンター, 2021.5.19

特別講演・
招待講演 13 峯真司 ⾷道癌⼿術のトラブルと課題 ブリストル・マイヤーズ　スクイブ株式会社WEBセミナー,

2021.5.28

特別講演・
招待講演 14 福永　哲 腹腔鏡下胃がん⼿術のこれまで、これから 第76回⽇本消化器外科学会総会,WEB,2021.7.8

特別講演・
招待講演 15 福永　哲 腹腔鏡下幽⾨側胃切除術〜技術認定医取得に向けて ビデオクリニックセミナー，九段ラーニングスタジオ，2021.7.16



特別講演・
招待講演 16 福永　哲 腹腔鏡下縫合結紮の基本⼿技Ⅰ コーディネーター，第 2回縫合結紮講習会，順天堂⼤学シュミ

レーションセンター，2021.7.31

特別講演・
招待講演 17 福永　哲 胃癌技術認定医取得にむけてⅠ E-connectマンツーマン　ビデオクリニックプログラム（胃），WEB

開催　九段ラーニングスタジオ，2021.8.19

特別講演・
招待講演 18 福永　哲 胃癌技術認定医取得にむけてⅡ E-connectマンツーマン　ビデオクリニックプログラム（胃），WEB

開催　九段ラーニングスタジオ，2021.8.26

特別講演・
招待講演 19 福永　哲 胃癌技術認定医取得にむけてⅢ Next　Generations　GI-Surg　Seminar，WEB開催　九段

ラーニングスタジオ，2021.8.27

特別講演・
招待講演 20 ⼣部 由規謙　福永 哲 PEG-Jチューブを⽤いたDrug Delivery System~消化器外科

の役割と挿⼊⼿技の実際〜
第25回PEG・在宅医療学会学術集会モーニングセミナー，国際
医療福祉⼤学 ⾚坂キャンパス　2021.9.18

特別講演・
招待講演 21 福永　哲 Laparoscopic & Robotic surgery for gastric cancer 成都市抗癌協会腹腔鏡専⾨委員設⽴⼤会,WEB開

催,2021.10.16
特別講演・
招待講演 22 福永　哲 胃がん治療update 東葛南部地区胃癌講習会,　WEB開催, 2021.10.8

特別講演・
招待講演 23 福永　哲 腹腔鏡下縫合結紮の基本⼿技Ⅱ コーディネーター,第3回縫合結紮講習会，順天堂⼤学シュミレー

ションセンター，2021.10.16

特別講演・
招待講演 24 加治早苗 Robotic Surgery for Gastric cancer セミナー

　エキスパートから学ぶダビンチのコツ intuitive webセミナー2021.10.20

特別講演・
招待講演 25 折⽥　創 胃癌薬物療法の新展開~治療GLとRWDをどう考える? 座⻑,　Gastric Cancer Web Conference -

Kanazawa&Juntendo-,　WEB開催　2021.10.27

特別講演・
招待講演 26 福永　哲 素朴な疑問シリーズ② ラパロは今後⾏われなくなるの︖微妙な⽴

ち位置となったラパロBrake backなるか︖
座⻑,　第40回関東腹腔鏡下胃切除研究会,　WEB開催　宇都
宮東武ホテルグランデ,　2021.10.30

特別講演・
招待講演 27 ⼣部　由規謙 LCIG導⼊に向けての当センターの取り組みについて 第7回　LCIG研究会,東京ガーデンパレス,2021.11.11

区分 番号 研究者名 活動の名称（執筆、出演、受賞等）  執筆や出演の媒体（賞の主催者等）,年⽉⽇等 国際共同

その他
（広報活動を含む）

1 ⽂部科学省学術研究助成基⾦助成⾦,基盤研究（C),19K09227「極⻑
鎖脂肪酸をターゲットとした新規抗癌治療戦略」



その他
（広報活動を含む）

2 ⽂部科学省学術研究助成基⾦助成⾦,基盤研究（C),21K08742「⾍垂
切除がパーキンソン病に与える影響に関する機構解明」

その他
（広報活動を含む）

3 福永 哲 座⻑,胃　第46回⽇本外科系連合学会,WEB開催,2021.6.19

その他
（広報活動を含む）

4 吉本　雄太郎 ⼀般演題　腹腔鏡下スリーブ胃切除術の導⼊期における⼯夫と
⼿術成績 第9回御茶ノ⽔消化器外科フォーラム,WEB開催,2021.6.26

その他
（広報活動を含む）

5 窪⽥　晃 ⼀般講演,⾍垂炎困難症例をどう乗り切るか〜当科の⼯夫を交
えて〜

第⼀回本郷外科セミナー〜⾍垂炎を考える
〜,WEB,2021.8.28

その他
（広報活動を含む）

6 福永 哲 interval laparoscopic appendectomy (ILA)の現状 第⼀回本郷外科セミナー〜⾍垂炎を考える
〜,WEB,2021.8.28

その他
（広報活動を含む）

7 ⼣部 由規謙　福永 哲 New J tube交換のチップス  「LCIG Gastroenterologist Exchange Seminar 2021」,
Abbvie⽥町本社　2021.10.16

その他
（広報活動を含む）

8 ⼣部　由規謙　　加治　早苗　　福永　哲 胃癌治療における低侵襲⼿術とは︖ 順天堂医院　がん治療センター第80回ミニレクチャー,2021.11

その他
（広報活動を含む）

9 ⼣部 由規謙 New J チューブによる造設・交換⼿技の解説動画 Abbvie⽥町本社;2021年11.13


