
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
筆頭著者 タイトル 

2018 久留米医学会雑誌 症例報告 嬉野浩樹 腎神経叢より発生したと推測される神経鞘腫

の 2例 

2018 胆道 症例報告 吉冨宗宏 経皮経肝逆行性胆道ドレナージ(PTRBD)が有用

であった肝切除後胆汁瘻を伴う胆管狭窄の 1

例 

2018 胆道 症例報告 室屋大輔 胆管プラスチックステント留置後に出血をき

たし開腹手術となった 1例 

2018 BMC Surgery 症例報告 Yuichi Goto Atherosclerosis of the right posterior 

hepatic artery in a patient with hilar 

cholangiocarcinoma undergoing left 

trisectionectomy: a case report of a 

therapeutic pitfall. 

2018 International Journal of Surgery 

Case Reports 

症例報告 Yuichi Goto Complete spontaneous necrosis of 

hepatocellular carcinoma accompanied by 

portal vein tumor thrombosis: A case 

report. 

2018 手術 原著 酒井久宗 手術手技 Silicone band を使用した one-

surgeon technique による腹腔鏡下肝切除 

2018 臨床と研究 症例報告 高橋健二郎 肺転移を伴う腎細胞癌膵転移の 1例 

2017 AJSP; Reviews & Reports 症例報告 Shogo Fukutomi A Case of Hepatic Angiomyolipoma With 

Peritumoral Hyperplasia Difficult to 

Differentiate From Hepatocellular 

Carcinoma Preoperatively 

2017 手術 原著 川原隆一 3D プリンターを用いた肝臓模型の作成ならび

に手術ナビゲーション 

2017 臨床と研究 症例報告 高橋健二郎 後腹膜原発 Castleman 病の 1切除例 

2017 Cancer Science 原著 Takahisa 

Shirahama 

A randomized phase II trial of 

personalized peptide vaccine with low dose 

cyclophosphamide in biliary tract cancer. 

2017 HPB (Oxford) 原著 Shogo Fukutomi Evaluation of hepatocellular carcinoma 

spread via the portal system by 3-

dimensional mapping. 

2017 World Journal of 

Gastrointestinal Surgery 

症例報告 Sachiko Nagasu Surgically treated diaphragmatic 

perforation after radiofrequency ablation 



for hepatocellular carcinoma 

2016 Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine 

原著 Daisuke Muroya Personalized Kampo Medicine Facilitated 

Both Cytotoxic T Lymphocyte Response and 

Clinical Benefits Induced by Personalized 

Peptide Vaccination for Advanced 

Esophageal Cancer 

2016 ANTICANCER RESEARCH 原著 Yusuke 

Kawashima 

The Organo- and Cytoprotective Effects of 

Heat-shock Protein in Response to Injury 

Due to Radiofrequency Ablation in Rat 

Liver 

2016 Surgical Case Reports 症例報告 Yasunari 

Fukuda 

Malignant hepatic epithelioid 

angiomyolipoma with recurrence in the lung 

7 years after hepatectomy: a case report 

and literature review 

2016 久留米医学会雑誌 原著 奥田康司 肝臓外科の温故知新 

2016 Journal of  Clinical Pathology 原著 Yoriko Nomura Clinicopathological features of neoplasms 

with neuroendocrine differentiation 

occurring in the liver 

2016 癌と化学療法 症例報告 室屋大輔 経皮的エタノール注入療法後の肝細胞癌腹膜

播種に対し腹腔鏡下手術を施行し得た 1例 

2016 日本内視鏡外科学会雑誌 原著 北里雄平 放射線性腸炎に合併した梅種子による食餌性

イレウスに対し腹腔鏡補助下小腸切除を行っ

た 1例 

2016 Kurume Medical Journal 原著 Ryuichi 

Kawahara 

Evaluation of Surgical Procedures for T2 

Gallbladder Cancer in Terms of Recurrence 

and Prognosis. 

2015 臨床と研究 症例報告 川嶋裕資 腎細胞癌膵転移の 1 切除例 術前診断に難渋

した膵腫瘍 

2015 癌と化学療法 症例報告 伊達有作 全身化学療法抵抗性の大腸癌肝転移に対して

肝動注療法が奏効した 2例 

2015 癌と化学療法 症例報告 名嘉眞陽平 Neoadjuvant Chemoradiation Therapy(NACRT)

にて病理学的完全奏効が得られた膵頭部癌の1

切除例 

2015 Clinical Journal of 

Gastroenterology 

症例報告 Yuichiro 

Maruyama 

Torsion of the gallbladder, localized in 

right subphrenic space in a patient with 

liver cirrhosis. 



2015 臨床と研究 症例報告 川嶋裕資 大動脈周囲リンパ節転移および鎖骨上リンパ

節転移をきたした混合型肝癌の一例 

 

 

  



【学会報告】 

日付 学会名 開催地 
学会 

分類 
発表者 タイトル 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 一般演題

（口演） 

谷脇慎一 膵腺扁平上皮癌 7 切除例における臨床病理学的

検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 佐藤寿洋 胆道内乳頭状腫瘍切除例の臨床病理学的検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 久下 亨 大腸癌肝転移の術前化学療法がおよぼす類洞内

皮細胞障害についての検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 赤司昌謙 膵管内乳頭粘液性腫瘍における matrix 

metalloproteinase（MMP） 発現の検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 一般演題

（口演） 

緑川隆太 胆嚢癌切除例における癌紡錘形細胞の臨床的意

義 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 一般演題

（口演） 

谷脇慎一 膵腺扁平上皮癌 7 切除例における臨床病理学的

検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 佐藤寿洋 胆道内乳頭状腫瘍切除例の臨床病理学的検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 久下 亨 大腸癌肝転移の術前化学療法がおよぼす類洞内

皮細胞障害についての検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 赤司昌謙 膵管内乳頭粘液性腫瘍における matrix 

metalloproteinase（MMP） 発現の検討 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 一般演題

（口演） 

緑川隆太 胆嚢癌切除例における癌紡錘形細胞の臨床的意

義 

2018/12/08 第 22回バイオ治療研

究会学術集会 

東京 一般演題

（口演） 

谷脇慎一 膵腺扁平上皮癌 7 切除例における臨床病理学的

検討 

2018/12/06 第 31回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

野村頼子 Left-sided approach による腹腔鏡下左尾状葉

切除 

2018/12/06 第 31回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡 一般演題

（口演） 

平川雄介 腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の医療経済面にお

ける検討 

2018/12/06 第 31回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

佐々木晋 肝細胞癌に対するラジオ波焼灼後の右横隔膜ヘ

ルニアに対して腹腔鏡下修復術を施行した 1例 

2018/12/06 第 31回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡 一般演題

（口演） 

後藤祐一 肝切除後門脈血栓のリスク因子 

2018/12/06 第 31回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡 一般演題

（口演） 

酒井久宗 Silicone band による視野展開と ICG蛍光法を

使用した腹腔鏡下肝切除 



2018/12/06 第 31回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

佐藤寿洋 巨大多発肝嚢胞に対する腹腔鏡下天蓋切除術後

に嚢胞再発・胆汁瘻を認めた 1例 

2018/11/22 第 80回日本臨床外科

学会総会 

東京 一般演題

（口演） 

酒井久宗 腹腔鏡下肝切除と開腹肝切除の短期成績と医療

経済面における検討 

2018/11/22 第 80回日本臨床外科

学会総会 

東京 一般演題

（口演） 

谷脇慎一 両側卵巣転移を伴う浸潤性膵管癌に対し同時切

除を行い長期生存している 1例 

2018/11/22 第 80回日本臨床外科

学会総会 

東京 一般演題

（口演） 

酒井久宗  肝切除後門脈血栓のリスク因子 

2018/11/21 第 12回肝臓内視鏡外

科研究会 

東京 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 酒井久宗 Silicone band による視野展開と ICG蛍光法を

使用した腹腔鏡下肝切除 

2018/11/15 13th International 

Congress of 

Association of 

Minimal Access 

Surgeons of India 

Lucknow, 

INDIA 

講演 Yuichi 

Goto 

Laparoscopic liver resection using a 

silicon band retraction technique 

2018/11/10 第 22回臨床解剖研究

会 

久留米 一般演題

（口演） 

酒井久宗 Hepatomesenteric trunk type の総肝動脈の走

行経路による分類 

2018/11/10 第 22回臨床解剖研究

会 

久留米 一般演題

（口演） 

酒井久宗 右側肝円索の外科解剖 – Fusion 画像からの検

討 

2018/11/10 第 22回臨床解剖研究

会 

久留米 一般演題

（口演） 

後藤祐一 右肝動脈後枝に動脈硬化性狭窄を認め動脈ステ

ント留置後に左三区域切除術を行うも術後肝膿

瘍を発症した肝門部胆管癌の 1切除例  

2018/10/13 Kurume-Korea Joint 

HBP Surgery 

Conference 2018 

Seoul, 

Korea 

一般演題

（口演） 

Hisamune 

Sakai 

Laparoscopic liver resection using a 

silicon band retraction technique and ICG 

fluorescent imaging 

2018/10/13 Kurume-Korea Joint 

HBP Surgery 

Conference 2018 

Seoul, 

Korea 

一般演題

（口演） 

Yuichi 

Goto 

Preoperative neoadjuvant chemotherapy for 

resectable colorectal liver metastasis  

2018/10/13 Kurume-Korea Joint 

HBP Surgery 

Conference 2018 

Seoul, 

Korea 

一般演題

（口演） 

Shin 

Sasaki 

Hematogenous dissemination of tumor cells 

in hepatocellular carcinoma during 

hepatectomy - significance of anterior 

approach resection 

2018/09/27 第54回日本胆道学科

学術集会 

千葉 一般演題

（口演） 

新井相一

郎 

胆管後区域枝の走行異常を伴う急性胆嚢炎に対

して ICG 蛍光法を用いて腹腔鏡下胆嚢摘出術を

施行した 1例 

2018/09/27 第54回日本胆道学会

学術集会 

千葉 一般演題

（口演） 

室屋大輔 胆管プラスチックステント留置後に出血をきた

し開腹手術を要した 1例 



2018/09/27 第54回日本胆道学会

学術集会 

千葉 一般演題

（口演） 

緑川隆太 当科における胆嚢癌切除後の予後因子の検討 

2018/09/27 第54回日本胆道学会

学術集会 

千葉 一般演題

（口演） 

佐藤寿洋 成人輪状膵を伴った十二指腸乳頭部癌に対し経

十二指腸的乳頭切除術を行った一症例 

2018/09/27 第54回日本胆道学会

学術集会 

千葉 一般演題

（口演） 

石川博人 噴門側胃切除後の膵頭十二指腸切除術における

術中残胃血流評価 

2018/09/27 第54回日本胆道学会

学術集会 

千葉 一般演題

（口演） 

久下 亨 胆管内乳頭状腫瘍切除例の臨床病理学的検討 

2018/09/21 第 41 回 National 

Conference of the 

Associaton of Colon 

& Rectal Surgeons 

of India (41th 

ACRSICON) 

Kolkata, 

INDIA 

講演 Koji 

Okuda 

Surgical management of CRC Liver Mets- 

Japanese perspective— 

2018/09/14 第 12回 ILCA Annual 

Conference 

London, 

United 

Kingdom 

一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

Shin 

Sasaki 

Hematogenous dissemination of tumor cells 

in hepatocellular carcinoma during 

hepatectomy 

2018/09/14 第 12回 ILCA Annual 

Conference 

London, 

United 

Kingdom 

一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

Yoshihiro 

Uchino 

Personalized peptide vaccine for 

hepatocellular carcinoma patients 

refractory to locoregional therapies 

2018/09/08 第 28回九州内視鏡下

外科手術研究会 

博多 要望演題

(口演) 

川原隆一 3D プリンターモデルを用いた腹腔鏡下膵体尾

部切除術（Lap-DP） ー術中ナビゲーションー 

2018/09/08 第 28回九州内視鏡下

外科手術研究会 

博多 要望演題

(口演) 

佐藤寿洋 巨大多発肝嚢胞に対する腹腔鏡下天蓋切除術後

に嚢胞再発・胆汁漏を認めた 1例 

2018/09/08 第 28回九州内視鏡下

外科手術研究会 

博多 要望演題

(口演) 

酒井久宗 Left-sided approach による腹腔鏡下左尾状葉

切除 

2018/09/04 第 13回 IHPBA World 

Congress 

Geneva, 

Switzerland 

一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

Masafumi 

Yasunaga 

Laparoscopic distal pancreatectomy using  

intraoperative  navigation system 

2018/08/04 第 18回肝癌治療研究

会 

博多 一般演題

（口演） 

後藤祐一 切除可能な多発大腸癌肝転移に対する術前補助

化学療法の有効性に関する検討：A Liver Met 

Survey study 

2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 ﾎﾟｽﾀｰ 佐々木晋 術中 circulating tumor cell 測定からみた肝

細胞癌切除手技における腫瘍細胞散布の検討 

2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 ﾎﾟｽﾀｰ 野村頼子 中間期肝細胞癌(BCLC stageB) に対する治療戦

略 



2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 ﾎﾟｽﾀｰ 川原隆一 膵硬度計による膵硬度と膵頭十二指腸切除後膵

漏発生との関連 

2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 ﾎﾟｽﾀｰ 小嶋聡生 輸入脚閉塞症に対して，経皮経腸ドレナージ

(percutaneous bowel drainage:PBD) を施行し

た 2 症例 

2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 ﾎﾟｽﾀｰ 内野馨博 切除不能大腸がん患者に対するテーラーメイド

ペプチドワクチン療法の治療効果に関する検討 

2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 要望演題

(口演) 

安永昌史 膵体尾部切除術における膵断端処理法– 当科に

おける成績と工夫– 

2018/07/11 第 73回日本消化器外

科学会総会 

鹿児島 要望演題

(ﾋﾞﾃﾞｵ) 

酒井久宗 Silicone band を使用した腹腔鏡下肝切除にお

ける視野展開の工夫 

2018/06/29 第49回日本膵臓学会

大会 

和歌山 一般演題

（口演） 

谷脇慎一 膵癌における Tumor deposits についての検討 

2018/06/29 第49回日本膵臓学会

大会 

和歌山 一般演題

（口演） 

川原隆一 膵硬度計による膵硬度と膵頭十二指腸切除後膵

漏発生との関連 

2018/06/29 第49回日本膵臓学会

大会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

久下 亨 IPMN 異時性再発と膵全摘症例の組織学的検討 

2018/06/29 第49回日本膵臓学会

大会 

和歌山 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

高橋健二

郎 

局所進行膵癌に対して, GnP 療法後に DP-CAR 

で切除可能であった 1 症例 

2018/06/15 第40回日本癌局所療

法研究会 

東京 一般演題

（口演） 

佐藤寿洋 大腸癌術後肝転移・局所リンパ節再発・両側水

腎症を認めた症例に対し R0 を目指した 1 例 

2018/06/15 第40回日本癌局所療

法研究会 

東京 主題 小嶋聡生 輸入脚閉塞症に対し経皮経腸ドレナージ

（percutaneous bowel drainage）を施行した 2 

例 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ Yuichi 

Goto 

Neoadjuvant hepatic arterial infusion 

chemotherapy followed by hepatectomy for 

marginally resectable hepatocellular 

carcinoma: a retrospective intention-to-

treat analysis 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 Best 

Oral 

Shin 

Sasaki 

Hematogenous dissemination of tumor cells 

in hepatocellular carcinoma during 

hepatectomy 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ Hisamune 

Sakai 

Left sided approach for laparoscopic 

Spiegel lobe resection 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ Satoki 

Kojima 

Atherosclerosis of right posterior hepatic 

artery in a patient with hilar 

cholangiocarcinoma undergoing left 

trisectionectomy: A case report 



2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

＠＠ ﾎﾟｽﾀｰ Yoriko 

Nomura 

Relationship between intrahepatic 

cholangiocarcinoma and pathological 

features of peritumoral lymphocytes 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ Masafumi 

Yasunaga 

Transduodenal Papillectomy for Tumors of 

the Ampullary Region 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ Toru 

Hisaka 

Clinicopathological characteristics of 

brach duct type Intraductal papillary 

mucinous neoplasm 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ Shin 

Sasaki 

Effect of sarcopenia on short-term surgical 

outcomes in elderly patients undergoing 

hepatectomy for liver malignancies 

2018/06/07 第 30回日本肝胆膵外

科学会・学術集会 

横浜 ﾎﾟｽﾀｰ Ryuichi 

Kawahara 

A study of local anatomical factors in the 

region around the pancreatic tail in Distal 

pancreatectomy 

2018/06/01 ASCO 2018 （アメリ

カ癌治療学会） 

Cicago 一般演題

（ﾎﾟｽﾀ

ｰ） 

Yuichi 

Goto 

Impact of the type and modalities of 

preoperative chemotherapy on the outcome of 

liver resection for colorectal liver 

metastases: A LiverMetSurvey study. 

2018/04/05 第 118 回日本外科学

会定期学術集会 

東京 ｻｰｼﾞｶﾙ･ﾌ

ｫｰﾗﾑ 

佐藤寿洋 IPMN とIPNB 外科切除例における臨床病理学的

相同性，相違性について 

2018/04/05 第 118 回日本外科学

会定期学術集会 

東京 ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ 奥田康司 肝癌に対する Hanging maneuver を用いた前方

アプローチ肝切除―術中 circulating tumor 

cells 測定から見たnon-touch 肝切除の必要性

― 

2018/04/05 第 118 回日本外科学

会定期学術集会 

東京 複数領域

セッショ

ン 

久下亨 "Investigation of histologically 

morphologic growth pattern in resection 

cases of liver metastasis from colorectal 

cancer 

2018/04/05 第 118 回日本外科学

会定期学術集会 

東京 ﾎﾟｽﾀｰ 白濵靖久 門脈塞栓術後 14 日未満での肝切除の安全性と

予後の検討 

2018/04/05 第 118 回日本外科学

会定期学術集会 

東京 ｻｰｼﾞｶﾙ･ﾌ

ｫｰﾗﾑ 

小嶋聡生 膵頭十二指腸切除術後の膵液漏予測―Fistula 

Risk Score とドレーンアミラーゼ値を併用し

た検討― 

2018/04/05 第 118 回日本外科学

会定期学術集会 

東京 ﾎﾟｽﾀｰ 新井相一

郎 

3D プリンターで作成した低コストの肝臓シミ

ュレーションモデル 

2018/03/08 第54回日本腹部救急

医学会総会 

東京 一般演題

（口演） 

菅野裕樹 残胃への全主要動脈遮断を余儀なくされるも残

胃壊死を免れた 1例 

2018/03/08 第54回日本腹部救急

医学会総会 

東京 ﾐﾆｵｰﾗﾙ 緑川隆太 PTBD 施行を契機に肺血症性肺塞栓を発症した 1

例 

 


