
【論文発表】 

発行年 雑誌名 
論文 

分類 
分野 筆頭著者 タイトル 

2018 消化器外科 その他 大腸 田中侑哉 特集｜これ一冊で迷わない！アッペ,ヘ

モ治療のすべて 開腹虫垂切除術 

2018 臨床外科 原著 大腸 赤木由人 特集｜機能温存と機能再建をめざした消

化器外科手術-術後QOL向上のために 各

論 直腸癌における機能温存・再建術 

2018 消化器外科 臨時増刊号 

 

大腸 合志健一 特集これぞ達人の技！最新の消化器内視

鏡手術 Ⅱ：結腸・直腸・肛門の鏡視下手

術 腹腔鏡下右半切除術 

2018 5 年でマスター消化器標準手術 消

化器外科専門医への道 

その他 大腸 藤田文彦 虫垂切除術 

2018 消化管ストーマ関連合併症の予防と

治療・ケアの手引き 

その他 大腸 藤田文彦 Ⅵ章 ストーマ周囲皮膚合併症 8.悪性

腫瘍に関連する皮膚障害 

2018 癌と化学療法 原著 大腸 片桐光浩 Oxaliplatin のアレルギーに対して脱感

作療法が有効であった直腸癌術後再発の

1例 

2018 手術 

 

大腸 藤田文彦 特集 括約筋間直腸切除（ISR)の手術手

技 ISR,ESR に必要な肛門管解剖 

2018 消化器外科 手術アトラス 解説 大腸 赤木由人 括約筋間直腸切除術 

2018 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 赤司昌謙 虫垂粘液腫の診断で手術を施行した虫垂

子宮内膜症の 1例(原著論文/症例報告) 

2018 日本消化器外科学会雑誌 原著 食道 西田良介 幽門側胃切除後に横隔膜上憩室を合併し

た食道アカラシアに対する手術経験． 

2018 日鏡外会誌 症例報告 食道 藤田文彦 腹腔鏡下に修復した食道癌手術歴のある

外傷性横隔膜ヘルニアの 1例 

2018 臨床と研究 解説 胃 青柳慶史朗 高齢者における StageⅡ、Ⅲ胃癌における

予後についての検討 

2018 手術 解説 大腸 藤田文彦 特集：括約筋間直腸切除術（ISR）の手術

手技" 

2018 臨床と研究 症例報告 大腸 藤野真也 FOLFOX6+Panitumumab 療法が奏効し膀胱

を温存した根治術が可能となった高齢者

膀胱浸潤 S状結腸癌の 1例. 

2018 ONCOLOGY REPORTS 原著 大腸 藤野真也 Mina53 nuclear localization is an 

important indicator of prognosis in 

patients with colorectal cancer after 

adjuvant chemotherapy. 



2018 臨床と研究 原著 大腸 仕垣隆任 膵嚢性腫瘍に対して腹膜鏡下脾温存膵体

尾部切除を施行した 1例 

2018 久留米医学会雑誌 総説 大腸 衣笠哲史 潰瘍性大腸炎における癌化機序に対する

診断・治療の研究：現状と展望 

2017 長崎医学会雑誌 原著 大腸 藤田文彦 長崎大学病院及び長崎西彼地区の NST 活

動状況について-第7回長崎西彼 NST 研究

会のアンケート結果- 

2017 臨床と研究 原著 大腸 赤木由人 大腸癌における開腹手術 

2017 Ann Gastroenterol Surg. 

 

大腸 白水和雄 Intersphincteric resection for very 

low rectal cancer: A review of the 

updated literature 

2017 Journal of Gastroenterology and 

Hepatology Research 

総説 胃 青柳慶史朗 Bone marrow-derived mesenchymal stem 

cells regulate epithelial-mesenchymal 

transitions and gastric cancer stem 

cells 

2017 AntiCancer Researchi  

 

大腸 衣笠哲史 Perineural Invasion Is a Prognostic 

Factor and Treatment Indicator in 

Patients with Rectal Cancer 

Undergoing Curative Surgery:2000-2011 

Data from a Single-center Study. 

2017 日本外科感染症学会誌 原著 食道 山口圭三 感染防止対策加算 1 の現状と問題点 

2017 ANTICANCER RESEARCH  

 

大腸 田尻健亮 Clinicopathological and Corresponding 

Genetic Features of Colorectal Signet 

Ring Cell Carcinoma. 

2017 日本大腸肛門病学会雑誌 

 

大腸 村上英嗣 FDG-PET で集積亢進を呈した直腸神経鞘

腫の 1例 

2017 ONCOLOGY REPORTS  症例報告 大腸 藤吉健司 High concordance rate of KRAS/BRAF 

mutations and MSI-H between primary 

colorectal cancer and corresponding 

metastases 

2017 ANTICANCER RESEARCH 症例報告 大腸 藤吉健司 Metastatic Pattern of Stage IV 

Colorectal Cancer with High-Frequency 

Microsatellite Instability as a 

Prognostic Factor. 

2017 手術 

 

大腸 藤田文彦 特集：直腸癌に対する経肛門アプローチ

のすべて Ⅱ.各論 3）外括約筋切除術

（ＥＳＲ）の適応と手技 

2017 Ann Surg Oncol.  

 

食道 主藤朝也 Clinical Impact of Tumor-Infiltrating 

Lymphocytes in Esophageal Squamous 

Cell Carcinoma. 



2017 手術 原著 大腸 赤木由人 特集 攻めるか守るか直腸癌手術の機能

温存と拡大切除 外括約筋の温存と合併

切除－外括約筋温存可能な下部直腸癌- 

2017 日臨外会誌 原著 胃 仕垣隆浩 門脈ガス血症を伴う胃壁内気腫症をきた

したＳ状結腸軸捻の 1例 

2017 ONCOLOGY LETTERS 原著 大腸 主藤朝也 Significance of CD47 expression in 

gastric cancer 

2017 Cancer Medicine 

 

大腸 藤吉健司 Predictive model for high-frequency 

microsatellite instability in 

colorectal cancer patients over 50 

years of age 

2017 日気食会報 症例報告 食道 門屋一貴 Upside-down stomach を合併した傍食道

型食道裂孔ヘルニアに対し腹腔鏡下手術

を行った 1例. 

2017 日本消化器外科学会雑誌 症例報告 食道 的野吾 再発との鑑別を必要とした食道癌術後再

建胃管の大網に発生した平滑筋腫の1例. 

2017 Annals of Surgical Oncology 原著 食道 主藤朝也 Clinical Impact of Tumor-Infiltrating 

Lymphocytes in Esophageal Squamous 

Cell Carcinoma. 

2016 Int J Clin Oncol 

 

大腸 緒方裕 A prospective study of XELOX plus 

bevacizumab as first-line therapy in 

Japanese patients with metastatic 

colorectal cancer (KSCC 0902). 

2016 Ann Surg Oncol 

 

大腸 吉田直裕 A High RORγT/CD3 Ratio is a Strong 

Prognostic Factor for Postoperative 

Survival in Advanced Colorectal 

Cancer: Analysis of Helper T Cell 

Lymphocytes (Th1, Th2, Th17 and 

Regulatory T Cells). 

2016 INTERNATIONAL JOURNAL OF 

ONCOLOGY 

 

大腸 三輪啓介 Phase II trial of an alternating 

regimen consisting of first-line 

mFOLFOX6 plus bevacizumab and FOLFIRI 

plus bevacizumab for patients with 

metastatic colorectal cancer: FIREFOX 

plus bevacizumab trial (KSCC0801) 

2016 Support Care Cancer 

 

大腸 緒方裕 Preventive effects of amino-acid-rich 

elemental diet Elental? on 

chemotherapy-induced oral mucositis 

in patients with colorectal cancer: a 

prospective pilot study. 



2016 Annals of Clinical Case Reports 

 

胃 青柳慶史朗 Clinicopthological Study of Eight 

Cases of Gastric Neuroendocrine 

Carcinoma. 

2016 久留米医学会雑誌 

 

胃 石橋慶章 胃癌根治術後 5 年目に発症した播種性骨

髄癌症の一例 

2016 Kurume Madical Journal 

 

大腸 堀尾卓也 Successful Resection of a Large Rectal 

Adenoma Using the Transsacral 

Approach. 

2016 臨床と研究 

 

食道 最所公平 完全内臓逆位を伴った進行胃癌に対して

幽門側胃切除術を施行した 1例 

2016 日本大腸肛門病学会雑誌 

 

大腸 下村晋 特集： 主題Ⅱ：直腸・肛門部疾患に対す

る各種肛門内手術後の排便機能障害 

Ⅱ . 括 約 筋 間 直 腸 切 除 術

（Intersphincteric resection）後の排便

障害 

2016 Clinics in Surgery 

 

胃 青柳慶史朗 Survival and Prognostic Factors of 

Patients with Advanced CY1/P0 Gastric 

Cancer. 

2016 日本外科系連合学会誌 症例報告 大腸 中山剛一 十二指腸と瘻孔を形成した腹部結核性リ

ンパ節炎の 1例-本邦報告例の検討- 

2016 日本臨床外科学会雑誌 症例報告 大腸 門屋一貴 妊娠出産を契機に発症した成人小腸間膜

リンパ管腫の 1例 

2016 久留米医学会雑誌 

 

大腸 溝部智亮 StageⅡ,Ⅲa,Ⅲb 大腸癌に対する腹腔鏡

手術の検討 

2016 久留米医学会雑誌 症例報告 大腸 山口圭三 S 状結腸癌膀胱浸潤例に対する経尿道的

切除鏡と開腹合同手術 

2016 臨床と研究 症例報告 大腸 堀尾卓矢 高齢者十二指腸憩室穿孔の 1例. 

2016 臨床と研究 症例報告 胃 木﨑潤也 腹腔鏡下胃局所切除術を施行した神経鞘

腫およびＧＩＳＴが併存した 1例. 

2016 久留米医学会雑誌 

 

胃 木﨑潤也 腹腔鏡下噴門側胃切除術における術野展

開の工夫 

2016 日本腹部救急医学会雑誌 症例報告 大腸 谷川雅彦 大量下血のため緊急手術を施行した腸結

核の一例 

2016 Journal of Medical Case Reports 症例報告 胃 亀井英樹 Interstitial pneumonia in a patient 

treated with TAS-102 for metastatic 

colorectal cancer: a case report. 

2016 Am J Case Rep 2016 Case Reports 

 

胃 青柳慶史朗 A Case of Gastric Cancer with 

Neuroendocrine Carcinoma, Signet Ring 

Cell Carcinoma Components, and 

Intramural Metastases. 



2016 World Journal of 

Gastrointestinal Oncology 

 

大腸 衣笠哲史 Status of colitis-associated cancer 

in ulcerative colitis. 

2016 臨床と研究 症例報告 胃 木崎潤也 残胃に発生した内分泌細胞癌の 1例 

2016 ANTICANCER RESEARCH 

 

大腸 白岩祥子 Nuclear Y-Box-binding Protein-1 

Expression Predicts Poor Clinical 

Outcome in Stage III Colorectal 

Cancer. 

 

 

 

  



【学会報告】 

日付 学会名 開催地 
学会 

分類 
分野 発表者 タイトル 

2018/12/6 第 31 回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡県

福岡市 

一般 大腸 藤田文彦 腹腔鏡下左大腸癌手術における ICG 蛍光法

を用いた術中腸管血流評価の有用性 

2018/12/6 第 31 回日本内視鏡外

科学会総会 

福岡県

福岡市 

ポスタ

ー 

大腸 仕垣隆浩 術中 ICG 蛍光法が結腸脾弯曲部の腸管の血

流評価に有用であった直腸癌の１例 

2018/11/22 第 80 回日本臨床外科

学会総会 

東京都

新宿区 

一般 大腸 執行ひろな 頭蓋骨転移を契機に発見された S 状結腸癌

の１例 

2018/11/22 第 80 回日本臨床外科

学会総会 

東京都

新宿区 

一般 大腸 川本祐輔 外側型盲腸周囲ヘルニアの１例 

2018/11/9 第 73 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都

新宿区 

会長要

望演題 

大腸 衣笠哲史 潰瘍性大腸炎患者術後回腸嚢炎評価方法の

検討 

2018/11/9 第 73 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都

新宿区 

ポスタ

ー 

大腸 四方田隆任 大腸癌における Lymphocyte to Monocyte 

Ratioの有用性と TIL との解析 

2018/11/9 第 73 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都

新宿区 

ポスタ

ー 

大腸 仕垣隆浩 原発性小腸癌におけるミスマッチ修復蛋白

発現および臨床病理学的検討 

2018/11/9 第 73 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

東京都

新宿区 

ポスタ

ー 

大腸 山口圭三 複数回ストーマ造設が必要となった症例の

検討 

2018/11/1 JDDW2018 第26回日本

消化器関連学会週間 

兵庫県

神戸市 

ポスタ

ー 

大腸 仕垣隆浩 大腸印環細胞癌切除例の臨床病理学的検討 

2018/10/18 第 56 回日本癌治療学

会 

横浜市 一般 大腸 藤田文彦 大腸癌手術患者における ICG 蛍光法を用い

た直腸 S状部付近の腸管血流評価 

2018/10/6 第 43 回日本大腸肛門

病学会九州地方会 

第 34 回九州ストーマ

リハビリテーション

研究会 

福岡市 会長要

望演題 

大腸 溝部智亮 腹腔鏡下結腸右葉切除術 

2018/10/6 第 43 回日本大腸肛門

病学会九州地方会 

第 34 回九州ストーマ

リハビリテーション

研究会 

福岡市 ワーク

ショッ

プ 

大腸 吉田武史 高齢者大腸癌患者の術後合併症予測因子-

CONUT score を用いた解析- 

2018/10/6 第 43 回日本大腸肛門

病学会九州地方会 

第 34 回九州ストーマ

リハビリテーション

研究会 

福岡市 ワーク

ショッ

プ 

大腸 仕垣隆浩 85歳以上超高齢者大腸癌手術症例の検討 



2018/10/6 第 43 回日本大腸肛門

病学会九州地方会 

第 34 回九州ストーマ

リハビリテーション

研究会 

福岡市 パネル

ディス

カッシ

ョン 

大腸 衣笠哲史 潰瘍性大腸炎患者術後 QOL と今後の課題 

2018/10/6 第 43 回日本大腸肛門

病学会九州地方会 

第 34 回九州ストーマ

リハビリテーション

研究会 

福岡市 シンポ

ジウム 

大腸 藤田文彦 下部直腸癌に対する腹腔鏡下側方リンパ節

郭清の導入と手術手技 

2018/10/6 第 43 回日本大腸肛門

病学会九州地方会 

第 34 回九州ストーマ

リハビリテーション

研究会 

福岡市 シンポ

ジウム 

大腸 吉田直裕 当院の回腸ストーマと単孔式ストーマ造設

術におけるチェックポント 

2018/9/21 第4回久留米筑後地区

若手セミナー 

福岡県

久留米

市 

 

大腸 藤田文彦 上部消化管ビデオクリニック 

2018/9/8 第 28 回九州内視鏡下

外科手術研究会 

福岡市 一般 大腸 古賀史記 Treitz靭帯近傍の空腸粘膜下腫瘍に対して

腹腔鏡下小腸部分切除を施行した１例 

2018/9/8 第 28 回九州内視鏡下

外科手術研究会 

福岡市 シンポ

ジウム 

大腸 仕垣隆浩 腹腔鏡下左側結腸切除術における術中 ICG

蛍光法で血流不良が認められた際の対応 

2018/8/29 ISUCRS 29th 

(INTERNATIONAL 

SOCIETY OF 

UNIVERSITY COLON AND 

RECTAL SURGEONS 29th 

Biennial congress) 

ロンド

ン 

 

大腸 衣笠哲史 Postoperative Recurrence In Stage Ⅰ 

Colorectal Cancer 

2018/8/29 ISUCRS 29th 

(INTERNATIONAL 

SOCIETY OF 

UNIVERSITY COLON AND 

RECTAL SURGEONS 29th 

Biennial congress) 

ロンド

ン 

 

大腸 藤田文彦 Evaluation of the Intestinal Blood Flow 

Around The Rectosigmoid Region Using 

Indocyanine Green Fluorescence Method 

During The Surgery For Colorectal 

Cancer 

2018/7/6 第 89 回大腸癌研究会 新潟県 ポスタ

ー 

大腸 仕垣隆浩 ミスマッチ修復蛋白欠損小腸癌の臨床病理

学的特徴 

2018/6/21 第 43 回日本外科系連

合学会学術集会 

東京都

港区 

一般 大腸 仕垣隆浩 下部直腸癌側方リンパ節郭清症例における

術後機能障害の検討 

2018/6/21 第 43 回日本外科系連

合学会学術集会 

東京都

港区 

一般 大腸 山口圭三 両側鼠経ヘルニア手術の診療報酬点数の正

しい請求方法について 



2018/5/11 第55回九州外科学会、

第 55 回九州小児外科

学会、第 54 回九州内

分泌外科学会 

福岡市 一般 大腸 合志健一 直腸癌術後の難治性乳糜瘻に対し腹腔静脈

シャントが奏功した一例 

2018/5/11 第55回九州外科学会、

第 55 回九州小児外科

学会、第 54 回九州内

分泌外科学会 

福岡市 一般 大腸 音琴真也 腫瘍径 2㎝以下の StageⅢb直腸癌の 1例 

2018/1/26 第 88回大腸癌研究会 東京都

千代田

区 

一般 大腸 長主祥子 StageⅡ直腸癌の再発危険因子としてのリ

ンパ節構造のない壁外非連続性癌進展病巣 

2017/12/7 第 30 回日本内視鏡外

科学会総会 

京都市 一般 大腸 藤田文彦 横行結腸癌に対する腹腔鏡手術の攻め方；

特に脾彎曲部側の横行結腸癌について 

2017/11/23 第 79 回日本臨床外科

学会総会 

東京都

千代田

区 

ワーク

ショッ

プ 

大腸 山口圭三 男児陰嚢水腫と鼠経ヘルニア手術の診療報

酬点数の妥当性検証 

2017/11/23 第 79 回日本臨床外科

学会総会 

東京都

千代田

区 

 

大腸 藤田文彦 腹腔鏡下直腸手術時における出血とその対

策 

2017/11/19 第 19 回南九州内視鏡

外科研究会 

鹿児島

市 

講演 大腸 藤田文彦 直腸癌に対する腹腔鏡下手術 

2017/11/10 第 72 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

福岡市 一般 大腸 合志健一 閉塞性大腸癌症例に対する治療経験と戦略 

2017/11/10 第 72 回日本大腸肛門

病学会学術集会 

福岡市 パネル

ディス

カッシ

ョン 

大腸 衣笠哲史 潰瘍性大腸炎患者術後 QOL の評価と今後の

課題 

2017/9/16 第 42 回日本大腸肛門

病学会九州地方会、第

33 回九州ストーマリ

ハビリテーション研

究会 

熊本市 シンポ

ジウム 

大腸 藤田文彦 右結腸癌に対する腹腔鏡下手術定型化の試

み 

2017/9/2 第 27 回九州内視鏡下

外科手術研究会 

福岡市 会長要

望演題 

大腸 合志健一 腹腔鏡下 total mesorectal excision(TME)

における定型的剥離操作 

2017/9/2 第 27 回九州内視鏡下

外科手術研究会 

福岡市 シンポ

ジウム 

大腸 藤田文彦 久留米大学における腹腔鏡下大腸切除術の

教育 

2017/7/20 第 72 回日本消化器外

科学会総会 

石川県

金沢市 

 

大腸 藤田文彦 大腸癌周術期における大建中湯の臨床的効

果 



2017/7/20 第 72 回日本消化器外

科学会総会 

石川県

金沢市 

 

大腸 藤田文彦 イブニングセミナー2「あるある」から学

ぶ！腹腔鏡下直腸切除 

2017/7/7 第 87 回大腸癌研究会 三重県

四日市

市 

ポスタ

ー 

大腸 主藤朝也 大腸印環細胞癌における integrative gene 

expression analysis の試み 

2017/7/7 第 87 回大腸癌研究会 三重県

四日市

市 

ポスタ

ー 

大腸 衣笠哲史 UC 患者における Colitic associated 

cancer(CAC)の解析と今後の展望 

2017/7/7 第 87 回大腸癌研究会 三重県

四日市

市 

ポスタ

ー 

大腸 合志健一 当科における StageⅣ大腸癌の腹腔鏡下原

発巣切除への適応拡大について 

2017/4/27 第117回日本外科学会

定期学術集会 

横浜市 ワーク

ショッ

プ 

大腸 藤田文彦 大腸癌手術後の腸管運動および栄養状態に

対する大建中湯の効果 

 

 


