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英⽂原著 1
Arita J, Sakamaki K, Saiura A, Konishi M, Sakamoto Y, Hashimoto M, Sano T, Uesaka K, Kokudo N, Yamanaka T, Shimada K.Drain Placement After
Uncomplicated Hepatic Resection Increases Severe Postoperative Complication Rate: A Japanese Multi-institutional Randomized Controlled Trial (ND-
trial).Ann Surg. 2021 Feb 1;273(2):224-231.

英⽂原著 2 Inoue Y, Saiura A, Sato T, Oba A, Ono Y, Mise Y, Ito H, Takahashi Y.ASO Author Reflections: The Operative and Perioperative Strategy for Distal
Pancreatectomy with Celiac Axis Resection-Can We Improve the Safety for This Morbid Operation?.Ann Surg Oncol. 2021 Dec;28(13):8295-8296.

英⽂原著 3 Ono Y, Takahashi Y, Tanaka M, Matsueda K, Hiratsuka M, Inoue Y, Ito H, Saiura A.Sinistral Portal Hypertension Prediction During
Pancreatoduodenectomy With Splenic Vein Resection.J Surg Res. 2021 Mar;259:509-515.

英⽂原著 4 Ono Y, Inoue Y, Kato T, Matsueda K, Oba A, Sato T, Ito H, Saiura A, Takahashi Y.Sinistral Portal Hypertension after Pancreaticoduodenectomy with
Splenic Vein Resection: Pathogenesis and Its Prevention.Cancers (Basel). 2021 Oct 24;13(21):5334.

英⽂原著 5 Oba A, Kato T, Inoue Y, Wu YHA, Ono Y, Sato T, Ito H, Saiura A, Takahashi Y.Extent of venous resection during pancreatectomy-finding the balance
of technical possibility and feasibility.J Gastrointest Oncol. 2021 Oct;12(5):2495-2502.

英⽂原著 6 Kawano F, Mise Y, Yamamoto J, Oba A, Ono Y, Sato T, Inoue Y, Ito H, Takahashi Y, Saiura A.Hepatic vein resection and reconstruction for liver
malignancies: expanding indication and enhancing parenchyma-sparing hepatectomy.BJS Open. 2021 Nov 9;5(6):zrab121.

英⽂原著 7 Oba A, Inoue Y, Ono Y, Ishizuka N, Arakaki M, Sato T, Mise Y, Ito H, Saiura A, Takahashi Y.Staging laparoscopy for pancreatic cancer using
intraoperative ultrasonography and fluorescence imaging: the SLING trial.Br J Surg. 2021 Mar 12;108(2):115-118.

英⽂原著 8
Inoue Y, Saiura A, Oba A, Ono Y, Mise Y, Ito H, Sasaki T, Ozaka M, Sasahira N, Takahashi Y.Neoadjuvant gemcitabine and nab-paclitaxel for
borderline resectable pancreatic cancers: Intention-to-treat analysis compared with upfront surgery.J Hepatobiliary Pancreat Sci. 2021
Feb;28(2):143-155.

英⽂原著 9

Marubashi S, Takahashi A, Kakeji Y, Hasegawa H, Ueno H, Eguchi S, Endo I, Goi T, Saiura A, Sasaki A, Takiguchi S, Takeuchi H, Tanaka C,
Hashimoto M, Hiki N, Horiguchi A, Masaki T, Yoshida K, Gotoh M, Konno H, Yamamoto H, Miyata H, Seto Y, Kitagawa Y; National Clinical
Database.Surgical outcomes in gastroenterological surgery in Japan: Report of the National Clinical Database 2011-2019.Ann Gastroenterol Surg.
2021 Apr 9;5(5):639-658.



英⽂原著 10
Sakamoto Y, Yoshio S, Doi H, Mori T, Matsuda M, Kawai H, Shimagaki T, Yoshikawa S, Aoki Y, Osawa Y, Yoshida Y, Arai T, Itokawa N, Atsukawa M,
Ito T, Honda T, Mise Y, Ono Y, Takahashi Y, Saiura A, Taketomi A, Kanto T.Increased Frequency of Dysfunctional Siglec-7(-)CD57(+)PD-1(+)
Natural Killer Cells in Patients With Non-alcoholic Fatty Liver Disease.Front Immunol. 2021 Feb 22;12:603133.

英⽂原著 11 Kawakatsu S, Ishizawa T, Fujimoto Y, Oba A, Mise Y, Inoue Y, Ito H, Takahashi Y, Ueno M, Saiura A.Impact on operative outcomes of laparoscopic
simultaneous resection of colorectal cancer and synchronous liver metastases.Asian J Endosc Surg. 2021 Jan;14(1):34-43.

英⽂原著 12 Ushida Y, Inoue Y, Ito H, Oba A, Mise Y, Ono Y, Sato T, Saiura A, Takahashi Y.High CA19-9 level in resectable pancreatic cancer is a potential
indication of neoadjuvant treatment.Pancreatology. 2021 Jan;21(1):130-137.

英⽂原著 13 Kawano F, Yoshioka R, Gyoda Y, Ichida H, Mizuno T, Ishii S, Fujisawa T, Imamura H, Mise Y, Isayama H, Saiura A.Laparoscopic cholecystectomy
after endoscopic trans-papillary gallbladder stenting for acute cholecystitis: a pilot study of surgical feasibility.BMC Surg. 2021 Apr 7;21(1):184.

英⽂原著 14 Inoue Y, Saiura A, Sato T, Oba A, Ono Y, Mise Y, Ito H, Takahashi Y.Details and Outcomes of Distal Pancreatectomy with Celiac Axis Resection
Preserving the Left Gastric Arterial Flow.Ann Surg Oncol. 2021 Dec;28(13):8283-8294.

英⽂原著 15 Yoshioka R, Imamura H, Ichida H, Gyoda Y, Mizuno T, Mise Y, Saiura A.Simulation training in pancreatico-jejunostomy using an inanimate biotissue
model improves the technical skills of hepatobiliary-pancreatic surgical fellows.PLoS One. 2021 Jan 13;16(1):e0244915.

英⽂原著 16 Ichida H, Imamura H, Yoshioka R, Mizuno T, Mise Y, Kuwatsuru R, Kawasaki S, Saiura A.Re-evaluation of the Couinaud classification for segmental
anatomy of the right liver, with particular attention to the relevance of cranio-caudal boundaries.Surgery. 2021 Feb;169(2):333-340.

英⽂原著 17 Ochi T, Fujimura J, Arakawa A, Lane GJ, Yamataka A, Saiura A.Undifferentiated carcinoma of the liver in a 3-year-old girl treated by neoadjuvant
chemotherapy and complete resection.Int J Surg Case Rep. 2021 Jan;78:67-70.

英⽂原著 18
Sugimoto K, Sakamoto K, Ii Y, Amemiya K, Sugo H, Ito T, Munakata S, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y, Sato K, Saiura A, Kawasaki S.Correction
to: Significance of postoperative adjuvant chemotherapy with an oxaliplatin-based regimen after simultaneous curative resection for colorectal
cancer and synchronous colorectal liver metastasis: a propensity score matching analysis.BMC Surg. 2021 Apr 26;21(1):214.

英⽂原著 19
Ueno M, Morinaga S, Hashimoto Y, Umemoto K, Sasahira N, Saiura A, Seyama Y, Honda G, Ioka T, Takahashi H, Miyamoto A, Nakamori S, Unno M,
Takadate T, Mizuno N, Shimizu Y, Ueno H, Sugiyama M, Fukutomi A, Shimizu S, Okusaka T, Furuse J.Tolerability of Nab-Paclitaxel Plus Gemcitabine
as Adjuvant Setting in Japanese Patients With Resected Pancreatic Cancer: Phase I Study.Pancreas. 2021 Jan 1;50(1):83-88.

英⽂原著 20 Takahashi Y, Sasahira N, Sasaki T, Inoue Y, Mise Y, Sato T, Ono Y, Oba A, Saiura A, Ito H.The role of stent placement above the papilla (inside-
stent) as a bridging therapy for perihilar biliary malignancy: an initial experience.Surg Today. 2021 Nov;51(11):1795-1804.



英⽂原著 21
Takahashi A, Imamura H, Ito R, Kawano F, Gyoda Y, Ichida H, Yoshioka R, Mise Y, Fukumura Y, Sano K, Saiura A.A case report of fibrolamellar
hepatocellular carcinoma, with particular reference to preoperative diagnosis, value of molecular genetic diagnosis, and cell origin.Surg Case Rep.
2021 Sep 17;7(1):208.

英⽂原著 22
Takeda Y, Mise Y, Matsumura M, Hasegawa K, Yoshimoto J, Imamura H, Noro T, Yamamoto J, Ishizuka N, Inoue Y, Ito H, Takahashi Y, Saiura
A.Accuracy of Modern Clinical Risk Score Including RAS Status Changes Based on Whether Patients Received Perioperative Chemotherapy for
Colorectal Liver Metastases.World J Surg. 2021 Jul;45(7):2176-2184.

英⽂原著 23
Kokudo T, Saiura A, Takayama T, Miyagawa S, Yamamoto J, Ijichi M, Teruya M, Yoshimi F, Kawasaki S, Koyama H, Oba M, Takahashi M, Mizunuma
N, Matsuyama Y, Ishihara S, Makuuchi M, Kokudo N, Hasegawa K.Adjuvant chemotherapy can prolong recurrence-free survival but did not influence
the type of recurrence or subsequent treatment in patients with colorectal liver metastases.Surgery. 2021 Oct;170(4):1151-1154.

英⽂原著 24
Mizuno S, Kato H, Yamaue H, Fujii T, Satoi S, Saiura A, Murakami Y, Sho M, Yamamoto M, Isaji S.Left-sided Portal Hypertension After
Pancreaticoduodenectomy With Resection of the Portal Vein/Superior Mesenteric Vein Confluence in Patients With Pancreatic Cancer: A Project
Study by the Japanese Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery.Ann Surg. 2021 Jul 1;274(1):e36-e44.

英⽂原著 25
Sugimoto K, Sakamoto K, Ii Y, Amemiya K, Sugo H, Ito T, Munakata S, Takahashi M, Kojima Y, Tomiki Y, Sato K, Saiura A, Kawasaki S.Significance
of postoperative adjuvant chemotherapy with an oxaliplatin-based regimen after simultaneous curative resection for colorectal cancer and
synchronous colorectal liver metastasis: a propensity score matching analysis.BMC Surg. 2021 Apr 9;21(1):188.
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英⽂著書 1 Akio Saiura,Management of Pancreatic Cancer and Cholangiocarcinoma,Springer,2021,83-94
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和⽂原著 1 ⼤場 ⼤(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫,【⼤腸癌肝転移の治療戦略の再考】JCOG0603の解釈と今後の展開　腫瘍内科的観点から,外科(0016-593X)83巻6号
Page669-674(2021.05)

和⽂原著 2 皆川 雅明(順天堂⼤学 肝・胆・膵外科), 三瀬 祥弘, ⾼橋 敦, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 吉岡 ⿓⼆, 齋浦 明夫,【外科医が知っておくべき術後QOL評価のすべて】肝臓,外科(0016-
593X)83巻4号 Page348-351(2021.04)

和⽂原著 3 ⾏⽥ 悠(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), ⾼橋 敦, 皆川 雅明, 川野 ⽂裕, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫,【消化器・⼀般外科におけるCommon Diseaseの⼿術
エルステから⾼難度まで】胆嚢炎⼿術　併存疾患を有する急性胆嚢炎患者に対する待機的腹腔鏡下胆嚢摘出術,⼿術(0037-4423)75巻4号 Page765-774(2021.04)

和⽂原著 4 ⾼橋 敦(順天堂⼤学 肝胆膵外科), 三瀬 祥弘, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 吉岡 ⿓⼆, 齋浦 明夫,【肝胆膵外科における再切除と再⼿術-最新の治療戦略】胆管空腸吻合部狭窄に
対する対処と再⼿術の位置付け,⼿術(0037-4423)75巻3号 Page327-332(2021.03)



和⽂原著 5 吉岡 ⿓⼆(順天堂⼤学 肝胆膵外科), ⼊江 彰⼀, 市⽥ 洋⽂, ⽔野 智哉, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫,【消化器・⼀般外科領域の⼿術教育を考える】膵臓外科の⼿術教育,⼿術
(0037-4423)75巻1号 Page93-100(2021.01)

和⽂原著 6 宮下 真美⼦(信州⼤学 医学部画像医学教室), 三瀬 祥弘, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫,【消化器癌;診断と治療のすべて】消化器癌の診断・病期分類・治療・成績　肝内胆管癌　外科治療と成
績,消化器外科(0387-2645)44巻6号 Page873-877(2021.05)

和⽂原著 7
伊藤 光⼀(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 消化器内科), 池村 宗朗, ⾼崎 祐介, 鈴⽊ 彬実, 落合 ⼀成, 冨嶋 亨, ⽯井 重登, 藤澤 聡郎, 佐野 勝廣, ⻘⽊ 茂樹, 村上 康⼆,
桑鶴 良平, ⼭⾥ 勝信, 福村 由紀, ⼊江 彰⼀, 吉岡 ⿓⼆, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫, 伊佐⼭ 浩通,【各施設での胆膵疾患に対する診療科横断的チーム医療】順天堂医院での胆膵疾患に
対する診療科横断的チーム医療,胆と膵(0388-9408)42巻5号 Page423-426(2021.05)

和⽂原著 8 落合 ⼀成(杏林⼤学 医学部消化器内科学), ⼟岐 真朗, 神林 孔明, 野坂 岳志, 権藤 興⼀, 渡邉 俊介, 森 秀明, ⽯井 重登, 藤澤 聡郎, 伊佐⼭ 浩通, ⾼橋 敦, 齋浦 明
夫, 久松 理⼀,【胆嚢炎をめぐる諸問題】捻転による急性胆嚢炎　臨床的特徴,消化器・肝臓内科(2432-3446)10巻2号 Page153-157(2021.08)

和⽂原著 9 武⽥ 良祝(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), 齋浦 明夫,【決定版!図解でもれなくみえる・わかる　まるごと消化器ドレーン・チューブ管理】(2章)術後ドレーンのきほ
ん　留置部位・術式・ケア　膵臓術後のドレーンとケア　膵臓術後に注意すべきドレーン排液,消化器ナーシング(2434-4575)2021春季増刊 Page116-117(2021.04)

和⽂原著 10 武⽥ 良祝(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), 齋浦 明夫,【決定版!図解でもれなくみえる・わかる　まるごと消化器ドレーン・チューブ管理】(2章)術後ドレーンのきほ
ん　留置部位・術式・ケア　膵臓術後のドレーンとケア　膵臓術後ドレーンの役割と留置期間,消化器ナーシング(2434-4575)2021春季増刊 Page114-115(2021.04)

和⽂原著 11 武⽥ 良祝(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), 齋浦 明夫,【決定版!図解でもれなくみえる・わかる　まるごと消化器ドレーン・チューブ管理】(2章)術後ドレーンのきほ
ん　留置部位・術式・ケア　膵臓術後のドレーンとケア　腹腔鏡下膵切除術とドレーン,消化器ナーシング(2434-4575)2021春季増刊 Page112-113(2021.04)

和⽂原著 12 武⽥ 良祝(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), 齋浦 明夫,【決定版!図解でもれなくみえる・わかる　まるごと消化器ドレーン・チューブ管理】(2章)術後ドレーンのきほん　留置
部位・術式・ケア　膵臓術後のドレーンとケア　膵全摘術とドレーン,消化器ナーシング(2434-4575)2021春季増刊 Page110-111(2021.04)

和⽂原著 13 武⽥ 良祝(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), 齋浦 明夫,【決定版!図解でもれなくみえる・わかる　まるごと消化器ドレーン・チューブ管理】(2章)術後ドレーンのきほん　留置
部位・術式・ケア　膵臓術後のドレーンとケア　膵体尾部切除術とドレーン,消化器ナーシング(2434-4575)2021春季増刊 Page108-109(2021.04)

和⽂原著 14 武⽥ 良祝(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝・胆・膵外科), 齋浦 明夫,【決定版!図解でもれなくみえる・わかる　まるごと消化器ドレーン・チューブ管理】(2章)術後ドレーンのきほ
ん　留置部位・術式・ケア　膵臓術後のドレーンとケア　膵頭⼗⼆指腸切除術とドレーン,消化器ナーシング(2434-4575)2021春季増刊 Page106-107(2021.04)

区分 番号 全著者名,書籍名,出版社名, 出版年, ページ番号等 国際共同

和⽂著書 1 武⽥良祝,齋浦明夫,消化器ナーシング,MCメディカ出版,2021,106-117

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 三瀬 祥弘(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵外科), ⾏⽥ 悠, 吉岡 ⿓⼆, 齋浦 明夫,ロボットDP推進による膵⼿術のレベル向上,第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神
⼾,2021年12⽉



国内学会発表 2 ⾏⽥ 悠(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 肝胆膵外科), 伊藤 良太, ⾼橋 敦, 皆川 雅明, 宮下 真美⼦, ⼊江 彰⼀, 寺澤 無我, 吉岡 ⿓⼆, 三瀬 祥弘, 齋浦 明夫,腹腔
鏡下に施⾏した右胃⼤網動脈瘤クリッピングの⼀例,第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神⼾,2021年12⽉

国内学会発表 3 折⽥ 創(順天堂⼤学 消化器・低侵襲外科), 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,2021年12⽉

国内学会発表 4 河⼝ 恵(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 下部消化管外科), 河野 眞吾, 井 祐樹, ⼩針 ⽂, 百瀬 裕隆, 塚本 亮⼀, 盧 尚志, 河合 雅也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, ⼩島 豊,
峯 真司, 齋浦 明夫, 福永 哲, 坂本 ⼀博,低異型度⾍垂粘液性腫瘍に対する腹腔鏡⼿術の定型化と治療成績,第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神⼾,2021年12⽉

国内学会発表 5 井 祐樹(順天堂⼤学医学部附属順天堂医院 下部消化管外科), ⼊江 宇⼤, ⼩針 ⽂, 百瀬 裕隆, 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, 峯 真司, 福永 哲, 齋浦 明夫, 坂本 ⼀博,同時性多発⼤腸癌に対する腹腔鏡下⼤腸切除術の検討,第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神⼾,2021年12⽉

国内学会発表 6
河野 眞吾(順天堂⼤学 下部消化管外科), ⼊江 宇⼤, 河⼝ 恵, 百瀬 裕隆, 本庄 薫平, 岡澤 裕, 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, 坂本 ⼀博,trisomy 8陽性の⾻髄異形成症候群に合併した難治性回盲部潰瘍に対して腹腔鏡下回盲部切除術施⾏した1例,第34回⽇本内視鏡外科学会総会,神
⼾,2021年12⽉

国内学会発表 7 ⼩針 ⽂(順天堂⼤学 医学部下部消化管外科学), 河⼝ 恵, 本庄 薫平, 宗像 慎也, 杉本 起⼀, ⾼橋 ⽞, 峯 真司, 福永 哲, 齋浦 明夫, 坂本 ⼀博,術後癒着マーカー
Plasminogen activator inhibitor-1(PAI-1)の樹⽴,第76回⽇本消化器外科学会総会,京都,2021年7⽉
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意義,第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張,2021年4⽉

国内学会発表 42 ⽔野 智哉(順天堂⼤学 肝胆膵外科), ⾏⽥ 悠, 市⽥ 洋⽂, 吉岡 ⿓⼆, ⼤場 ⼤, 今村 宏, 三瀬 祥弘, ⾼橋 祐, 齋浦 明夫,膵悪性腫瘍に対する再膵切除(RP:repeat
pancreatectomy)・残膵全摘(RCP:Repeat completion pancreatectomy)の意義,第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張,2021年4⽉

国内学会発表 43 ⼩野 嘉⼤(がん研究会有明病院 消化器センター肝胆膵外科), 川勝 章⼆, 井上 陽介, ⼤庭 篤志, 佐藤 崇⽂, 伊藤 寛倫, 尾阪 将⼈, 佐々⽊ 隆, 笹平 直樹, 平塚 真⽣⼦,
松枝 清, 齋浦 明夫, ⾼橋 祐,切除境界域膵癌に対する術前化学療法Gem+nab-PTX4コースの有⽤性,第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張,2021年4⽉

国内学会発表 44
岡澤 裕(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 45
河合 雅也(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 46 宮下 真美⼦(がん研究会有明病院 消化器センター肝胆膵外科), ⼩野 嘉⼤, ⼤庭 篤志, 佐藤 崇⽂, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, 齋浦 明夫, ⾼橋 祐,糖尿病と膵癌における臨床的
特徴の検討,第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張,2021年4⽉

国内学会発表 47 宗像 慎也(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 48 井 祐樹(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 49 河⼝ 恵(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 50 峯 真司(順天堂⼤学 消化器外科), 渡邊 雅之, 橋本 貴史, 橋⼝ 忠典, 那須 元美, 吉野 耕平, 朝倉 孝延, 菅原 友樹, 鶴丸 昌彦, 梶⼭ 美明, 齋浦 明夫, 福永 哲, 坂本 ⼀
博,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,2021年4⽉

国内学会発表 51
杉本 起⼀(順天堂⼤学 下部消化管外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 52 市⽥ 洋⽂(順天堂⼤学 消化器外科), 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,2021年4⽉

国内学会発表 53
林 航輝(がん研究会有明病院 消化器センター肝胆膵外科), ⼩野 嘉⼤, 井上 陽介, 伊藤 寛倫, 佐藤 崇⽂, ⼤庭 篤志, 斎浦 明夫, ⾼橋 祐,転移性肝癌に対する最適な治療
戦略-術前化学療法後の⼿術デザイン-　Initially unresectable⼤腸癌肝転移に対する化学療法後肝切除(Conversion hepatectomy)の安全性に関する検討,第121回⽇本
外科学会定期学術集会,幕張,2021年4⽉

国内学会発表 54 井上 陽介(がん研究会有明病院 消化器センター肝胆膵外科), ⿊⽊ 直美, ⼩野 嘉⼤, ⼤庭 篤志, 佐藤 崇⽂, 伊藤 寛倫, 齋浦 明夫, ⾼橋 祐,膵癌に対するリンパ節郭清　境界
と神経叢郭清の今　膵頭部癌に対するtailored dissectionの実際と今後の展望,第121回⽇本外科学会定期学術集会,幕張,2021年4⽉



国内学会発表 55 ⿅ 榕(順天堂⼤学 医学部⼈体病理病態学講座), 福村 由紀, 冨嶋 亨, 藤澤 聡郎, 佐野 勝廣, 齋浦 明夫, 伊佐⼭ 浩通, ⼋尾 隆史,膵神経内分泌腫瘍における癌抑制遺伝
⼦DNA promoter領域メチル化の寄与,第52回⽇本膵臓学会⼤会,東京,202108

国内学会発表 56 藤澤 聡郎(順天堂⼤学 消化器内科), 齋浦 明夫, 伊佐⼭ 浩通,膵嚢胞性疾患の診断と治療の最前線　術前検査におけるIPMN由来膵癌の切除後再発因⼦の検討,第52回⽇本
膵臓学会⼤会,東京,202108

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 Akio Saiura,How to expand and optimize surgical criteria of locally advanced pancreatic cancer Clinical significance of mesopancreas dissecitno for

pancreatic cancer,TDDW2021,Taiwan,202109
特別講演・
招待講演 2 Akio Saiura,EXPERT VIDEO2-Master Video Level1 to 3 dissection in PD,The 8th Biennial Congress of The A-PHPBA 2021,Bali,202109

特別講演・
招待講演 3 市⽥洋⽂,肝切除前のレンバチニブ投与についての検討,LENVATINIB-HCC Meet The Expert Forum For Hepato-Biliary-Pancreatic Surgeon,エーザイ新別

館,20210126
特別講演・
招待講演 4 齋浦明夫,肝胆膵外科における⾎管合併切除の適応と実際,TERUMO GI SURGERY CLUB,TKPガーデンシティPREMIUM秋葉原,20210301

特別講演・
招待講演 5 市⽥洋⽂,肝切除前のレンバチニブ投与についての検討,LENVIMA-HCC Meet The Expert -肝癌診療WEB講演会-,TKPガーデンシティ御茶ノ⽔,20210318

特別講演・
招待講演 6 ⼤場⼤,ソマトスタチン受容体シンチグラフィーが有⽤であった原発不明 NET G2 肝転移症例 』,神経内分泌腫瘍の外科的治療を考える会,TKPガーデンシティ御茶ノ⽔,20210325

特別講演・
招待講演 7 齋浦明夫,令和3年⼤阪肝臓外科臨床研究検討会学術講演会,開腹肝切除の基本技術と応⽤,麹町クリスタルシティ,20210327

特別講演・
招待講演 8 三瀬祥弘,順天堂⼤学における肝切除術前のレンバチニブ使⽤経験,LENVIMA-HCC Meet The Expert Meeting -Convert to Surgical resection-,ホテルメトロポリタ

ン,20210401
特別講演・
招待講演 9 齋浦明夫,肝胆膵外科に置ける⾎管合併切除の適応と実際,第9回周術期合併症研究会,科研製薬関東⽀店,20210607

特別講演・
招待講演 10 三瀬祥弘,順天堂における腹腔鏡肝切除の施⾏状況,第1回東京MIS研究会,TKP⽇本橋,20210624

特別講演・
招待講演 11 寺澤無我,当科における⾨脈合併切除を伴う膵頭⼗⼆指腸切除術,第9回御茶ノ⽔消化器外科フォーラム,TKPガーデンシティ御茶ノ⽔,20210626

特別講演・
招待講演 12 ⾏⽥悠,⾼度進⾏肝細胞癌に対する肝切除によるConversion therapy,Conversion Surgery Meeting-肝細胞癌WEB講演会-,エーザイ株式会社本社別館,20210826

特別講演・
招待講演 13 市⽥洋⽂,⾼度進⾏肝細胞癌に対する肝切除によるConversion therapy,肝がん治療を考える会,新宿トラストタワー,20210915

特別講演・
招待講演 14 三瀬祥弘,「順天堂/がん研式」肝⾨部胆管癌⼿術を学ぶ,順天堂/がん研アカデミー2021,住友不動産九段下ビル,20210921

特別講演・
招待講演 15 吉岡⿓⼆,「順天堂/がん研式」肝⾨部胆管癌⼿術を学ぶ,順天堂/がん研アカデミー2021,住友不動産九段下ビル,20210921

特別講演・
招待講演 16 ⼊江彰⼀,「順天堂/がん研式」肝⾨部胆管癌⼿術を学ぶ,順天堂/がん研アカデミー2021,住友不動産九段下ビル,20210921



特別講演・
招待講演 17 齋浦明夫,膵癌の外科治療,第５回御茶ノ⽔肝胆膵外科フォーラム,ホテルオークラ,20211018

特別講演・
招待講演 18 三瀬祥弘,チームで取り組むNET専⾨外来の設⽴に当たって,神経内分泌腫瘍診療の機能分化 ･連携を考える会,TKPガーデンシティ御茶ノ⽔,20211213

特別講演・
招待講演 19 齋浦明夫,⾎管合併切除を伴う肝胆膵外科⼿術,第39回名古屋消化器外科セミナー,JPタワー名古屋ホール,20211216


