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回日本外科学会定期学術総会; 20180407; 東京. 
 
藤宮 剛, 高野真澄, 高野智弘, 五十嵐崇, 高瀬信弥, 横山 斉. 大動脈瘤における心エコー・血管エコーの

役割：診断と治療、そして予後を考える. 第29回日本心エコー図学会学術集会; 20180426-28; 盛岡. 
 
若松大樹, 佐戸川弘之, 高瀬信弥, 瀬戸夕輝, 黒澤博之, 山本晃裕, 藤宮 剛, 石田圭一, 松本 理, 横山 

斉. 急性下肢深部静脈血栓症に対する治療戦略と成績. 第46回日本血管外科学会学術総会; 20180509-11; 山形. 
 
高野真澄, 高野智弘, 藤宮 剛, 高瀬信弥, 横山 斉. 超高齢化社会における心臓超音波検査の役割 左室心筋

重量係数はステントグラフト内挿入術後心血管イベント発生の予測因子である. 日本超音波医学会第91回学術集

会; 20180608-10; 神戸. 超音波医学. 45(Suppl.):S250. 
 
佐戸川弘之, 松尾 汎, 小川智弘, 佐藤 洋, 西上和宏, 八巻 隆, 山田典一, 山本哲也. 血管エコー標準的

評価法の改訂：何が変わった？ 超音波による深部静脈血栓症・下肢静脈瘤の標準的評価法の作成について. 日本

超音波医学会第91回学術集会; 20180610; 神戸. 超音波医学. 45(Suppl.):S453. 
 
〔その他〕 
 
過年業績 
 
横山 斉（司会）. セッションCSS-2 考える外科学(2) 認知症を有する症例に対する心臓血管手術を考える. 第
117回日本外科学会定期学術集会; 20170427; 考える外科学 第117回日本外科学会定期学術集会記念誌. 25. 
 
 
 

外科研修支援担当 
 

論  文 

 
〔原 著〕 
 
Shimura T, Shibata M, Kofunato Y, Okada R, Ishigame T, Kimura T, Kenjo A, Marubashi S. Clinical 
significance of serum transthyretin level in patients with hepatocellular carcinoma. ANZ Journal of Surgery. 
201812; 88(12):1328-1332. 
 
Sato N, Kenjo A, Kimura T, Okada R, Ishigame T, Kofunato Y, Shimura T, Abe K, Ohira H, Marubashi S. 
Prediction of major complications after hepatectomy using liver stiffness values determined by magnetic 
resonance elastography. British Journal of Surgery. 201808; 105(9):1192-1199. 
 
Thar Min AK, Okayama H, Saito M, Ashizawa M, Aoto K, Nakajima T, Saito K, Hayase S, Sakamoto W, 
Tada T, Hanayama H, Saze Z, Momma T, Ohki S, Sato Y, Motoyama S, Mimura K, Kono K. Epithelial-
mesenchymal transition-converted tumor cells can induce T-cell apoptosis through upregulation of 
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programmed death ligand 1 expression in esophageal squamous cell carcinoma. Cancer Medicine. 201807; 
7(7):3321-3330. 
 
Watanabe K, Hikichi T, Nakamura J, Hashimoto M, Takagi T, Suzuki R, Sugimoto M, Konno N, Takasumi 
M, Sato Y, Irie H, Kimura T, Kenjo A, Marubashi S, Obara K, Ohira H. Successful Endoscopic Closure Using 
Polyglycolic Acid Sheets with Fibrin Glue for Nonhealing Duodenal Ulcer with Perforation after Proton Beam 
Therapy of Liver Tumor. Case Reports in Gastroenterology. 201809; 12(3):679-685. 
 
Kono K, Mimura K, Yamada R, Ujiie D, Hayase S, Tada T, Hanayama H, Min AKT, Shibata M, Momma T, 
Saze Z, Ohki S. Current status of cancer immunotherapy for esophageal squamous cell carcinoma. 
Esophagus. 201801; 15(1):1-9. 
 
Mimura K, Yamada L, Ujiie D, Hayase S, Tada T, Hanayama H, Thar Min AK, Shibata M, Momma T, Saze 
Z, Ohki S, Kono K. Immunotherapy for esophageal squamous cell carcinoma: a review. Fukushima Journal of 
Medical Science. 201808; 64(2):46-53. 
 
Shimura T, Shibata M, Gonda K, Kofunato Y, Ishigame T, Okada R, Sato N, Kimura T, Kenjo A, Marubashi 
S. Prognostic impact of soluble intercellular adhesion molecule-1 in hepatocellular carcinoma. Oncology 
Letters. 201811; 16(5):6013-6018. 
 
権田憲士, 菊池智弘, 柴田昌彦, 畠山優一, 立谷陽介, 六角裕一, 遠藤久仁, 藤田正太郎, 坂本 渉, 早瀬 

傑, 岡山洋和, 花山寛之, 多田武志, 楡井 東, 氏家大輔, 山田玲央, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 大木進司, 
河野浩二. 傍腫瘍性小脳変性症に直腸癌を合併した1例. 癌と化学療法. 201810; 45(10):1510-1512. 
 
権田憲士, 藤田正太郎, 柴田昌彦, 畠山優一, 立谷陽介, 六角裕一, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 大木進司, 佐
治重衡, 河野浩二. 大腸癌再発症例にAfliberceptを投与しPRを得た症例. 癌と化学療法. 201810; 45(10):1539-
1542. 
 
氏家大輔, 加瀬晃志, 早瀬 傑, 坂本 渉, 藤田正太郎, 門馬智之, 佐瀬善一郎, 大木進司, 河野浩二. 胃
管癌に対する陽子線照射後の再発例に対し胃管切除を実施した1例. 癌と化学療法. 201812; 45(13):1946-1948. 
 
花山寛之, 佐瀬善一郎, 山田玲央, 多田武志, 早瀬 傑, 河野浩二. 食道胃接合部腺癌術後の縦隔リンパ節再

発に対して胸腔鏡下食道亜全摘術を施行した1例. 手術. 201812; 72(13):1909-1913. 
 
河野浩二, 大木進司, 佐瀬善一郎, 仲野 宏, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 花山寛之, 早瀬 傑, 多田

武志, 権田憲士, 門馬智之. 消化器外科手術アトラス 腹臥位鏡視下食道切除術 手術の定型化. 消化器外科. 
201807; 41(8):1113-1123. 
 
氏家大輔, 小野澤寿志, 遠藤英成, 千田 峻, 渡辺洋平, 岡山洋和, 齋藤 勝, 門馬智之, 佐瀬善一郎, 大
木進司, 金澤匡司, 河野浩二. HALSで修復した絞扼を伴う成人Bochdalek孔ヘルニア小腸嵌頓の1例. 福島医

学雑誌. 201812; 68(3):173-176. 
 
〔症例報告〕 
 

－194－



加瀬晃志, 岡田 良, 武藤 亮, 渡邊淳一郎, 佐藤直哉, 小船戸康英, 石亀輝英, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 同時性肝転移を伴った膵癌に対し集学的治療が奏効し長期生存中の1例. 癌と化学療法. 
201802; 45(2):387-389. 
 
木村 隆, 加瀬晃志, 武藤 亮, 渡邊淳一郎, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 見城 明, 志村龍男, 丸
橋 繁. 期病勢コントロールされた転移・再発十二指腸GISTの1例. 癌と化学療法. 201803; 45(3):527-529. 
 
藤田正太郎, 大木進司, 早瀬 傑, 氏家大輔, 菊池智弘, 多田武志, 花山寛之, 岡山洋和, 坂本 渉, 遠藤

久仁, 齋藤元伸, 権田憲士, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 河野浩二. 根治的化学放射線療法で完全寛解した6年後

に頸部リンパ節再発した食道癌の1例. 癌と化学療法. 201812; 45(13):1821-1823. 
 
大木進司, 引地拓人, 門馬智之, 渡辺 晃, 中村 純, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田武志, 花山寛

之, 渡辺洋平, 早瀬 傑, 権田憲二, 佐瀬善一郎, 河野浩二. 十二指腸腫瘍に対する腹腔鏡内視鏡合同手術

(LECS)の応用. 癌と化学療法. 201812; 45(13):2024-2026. 
 

研究発表等 

 
〔研究発表〕 
 
Gonda K, Shibata M, Ujiie D, Ashizawa M, Kikuchi T, Okyama H, Fujita S, Sakamoto W, Nakajima T, Endo 
H, Saito M, Monma T, Saze Z, Ohki S, Kono K, Takenoshita S. Correlation of VEGF with immune 
suppression involving MDSC, malnutrition, and prognosis in patients with gastric and colorectal cancer. 2018 
Gastrointestinal Cancer Symposium; 20180118-20; San Francisco, USA. 
 
Gonda K, Shibata M, Ujiie D, Ashizawa M, Kikuchi T, Okyama H, Fujita S, Sakamoto W, Nakajima T, Endo 
H, Saito M, Monma T, Saze Z, Ohki S, Kono K, Takenoshita S. Correlation of IL-17 with immune 
suppression involving MDSC, malnutrition, and prognosis in patients with gastric and colorectal cancer. 
ASCO-SITC Clinical Immuno-Oncology Symposium; 20180125-27; San Francisco, USA. 
 
Gonda K, Shibata M, Yamada L, Nakano H, Ujiie D, Nirei A, Tada T, Hanayama H, Hayase S, Saze Z, 
Ohki S, Kono K. Myeloid-derived Suppressor Cell are Increased and Correlated with Malnutrition, 
Inflammation and Poor Prognosis in Patients with Esophagus Cancer. 26th Annual Meeting of the Asian 
Society for Cardiovascular and Thoracic Surgery; 20180524-25; Moscow, Russia. 
 
佐藤直哉, 木村 隆, 見城 明, 岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 渡邊淳一郎, 武藤 亮, 鈴志野聖子, 
丸橋 繁. Ex-Vivo Pretreatment of Islets with Mitomycin-C Have a Potential to Induce Specific Immune 
Response for Peripheral Tolerance. American Transplant Congress 2018; 20180602-06; Seattle, USA. 
 
Yamada L, Sakamoto W, Ujiie D, Kikuchi T, Ashizawa M, Okayama H, Saito K, Endo H, Fujita S, Saito M, 
Sakuyama M, Nakano H, Gonda K, Nirei A, Tada T, Hayase S, Hanayama H, Mimura H, Saze Z, Momma 
T, Shibata M, Ohki S, Kono K. Inferior Mesenteric Artery Sheath Preserving-left Colic Artery Preserving D3 
Lymphadenectomy for Rectal Cancer -Feasibility of the Technique from Pathological Point of View-. The 
Society for Surgery of the Alimentary Tract 59th Annual Meeting; 20180604-05; Washington, DC, USA. 
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Endo E, Ohki S, Hayase S, Yamada L, Ujiie D, Nirei A, Tada T, Hanayama H, Gonda K, Saze Z, Momma 
T, Kono K. Prognostic Factors for Gastric Cancer with P1CY0/1 and P0CY1. SGCC 11th Annual Scientific 
Meeting; 20180718-19; Singapore. 
 
Ujiie D, Okayama H, Endo E, Yamada L, Nirei A, Tada T, Hanayama H, Gonda K, Saze Z, Momma T, Ohki 
S, Kono K. Evaluation of Circulating Tumor Cells in Esophageal Cancer Patients. SGCC 11th Annual 
Scientific Meeting; 20180718-19; Singapore. 
 
Ohki S, Hikichi T, Yamada L, Ujiie D, Nirei A, Tada T, Watanabe Y, Hanayama H, Hayase S, Gonda K, 
Kikuchi H, Watanabe K, Nakamura J, Saze Z, Momma T, Kono K. Evaluation of additional treatment after 
non-curative endoscopic submucosal resection for esophageal cancer. 16th World Congress of the International 
Society for Diseases of the Esophagus; 20180916-19; Vienna, Austria. 
 
Ujiie D, Ohki S, Okayama H, Yamada L, Tada T, Hanayama H, Hayase S, Gonda K, Saze Z, Momma T, 
Kono K. Evaluation of Circulating Tumor Cells in Esophageal Cancer Patients. 16th World Congress of the 
International Society for Diseases of the Esophagus; 20180916-19; Vienna, Austria. 
 
鈴志野聖子, 佐藤直哉, 岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 渡邊淳一郎, 武藤 亮, 木村 隆, 見城 明, 
志村龍男, 丸橋 繁. 局所進行切除不能膵癌に対して長期間の新規抗癌剤併用に根治切除をしえた1例. 第204
回日本消化器病学会東北支部例会; 20180202-03; 仙台. 
 
大木進司, 岡山洋和, 芦澤 舞, 菊池智宏, 坂本 渉, 藤田正太郎, 遠藤久仁, 齋藤元伸, 門馬智之, 佐瀬

善一郎, 河野浩二. ハイリスク stage II大腸癌における inflammatory-based markerの意義と個別化治療戦略. 
第14回日本消化管学会総会学術集会; 20180209-10; 東京. 
 
小船戸康英, 西間木淳, 武藤 亮, 渡邊淳一郎, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. Non-Operative Managementで治療した若年膵 IIIb損傷の一例. 第27回福島県 IVR研究会; 
20180203; 福島. 
 
作山美郷, 門馬智之, 山田玲央, 芦澤 舞, 菊池智宏, 岡山洋和, 坂本 渉, 藤田正太郎, 遠藤久仁, 齋藤

元伸, 佐瀬善一郎, 大木進司, 河野浩二. 腸管切除を含む集学的加療を行った腸管出血性大腸菌O-157感染性腸

炎の1例. 第14回日本消化管学会総会学術集会; 20180209-10; 東京. 
 
岡田 良, 門馬智之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 村上祐子, 渡邊淳一郎, 野田 勝, 立花和之進, 佐藤直哉, 
小船戸康英, 阿部宣子, 石亀輝英, 木村 隆, 見城 明, 志村龍男, 大竹 徹, 丸橋 繁. 膵癌症例からの遺

伝性乳がん卵巣がん症候群スクリーニングの検討. 第21回東北家族性腫瘍研究会; 20180217; 仙台. 
 
門馬智之, 仲野 宏, 山田玲央, 菊池智宏, 岡山洋和, 藤田正太郎, 坂本 渉, 遠藤久仁, 齋藤元伸, 佐瀬

善一郎, 大木進司, 江口英孝, 岡﨑康司, 石田秀行, 河野浩二. 5番長腕の染色体中間部欠失(5p14-22)を認め

た精神発達遅延を伴う家族性大腸腺腫症の1例. 第21回東北家族性腫瘍研究会学術集会; 20180217; 仙台. 
 
山田玲央, 大木進司, 岡山洋和, 坂本 渉, 藤田正太郎, 遠藤久仁, 齋藤元伸, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 河
野浩二. 壊疽性膿皮症合併の潰瘍性大腸炎に対して陰圧閉鎖療法が寄与し得た1例. 第35回日本ストーマ・排泄
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ケアリハビリテーション学会総会; 20180222-23; 札幌. 
 
大木進司, 山田玲央, 楡井 東, 氏家大輔, 多田武志, 花山寛之, 早瀬 傑, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 河野

浩二. Prognostic factors for gastric cancer with P1CY0/1 and P0CY1. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 
横浜. 
 
権田憲士, 作山美郷, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田 武, 花山寛之, 早瀬 傑, 佐瀬善一郎, 大木

進司, 三村耕作, 櫻本信一, 小山 勇, 河野浩二, 柴田昌彦. NLR is associated with malnutrition and 
chemotherapy in patients with stage IV gastric cancer. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
佐瀬善一郎, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田武志, 花山寛之, 権田憲士, 門馬智之, 大木進司, 丸橋 

繁, 河野浩二. Comparison of reconstruction procedures after Proximal Gastrectomy -efficacy of Double Flaps 
method-. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
花山寛之, 佐瀬善一郎, 門馬智之, 大木進司, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田武志, 早瀬 傑, 権田

憲士, 菊池 眸, 中村 純, 渡辺 晃, 引地拓人, 河野浩二. Surgical feasibility of laparoscopy and 
endoscopy cooperative surgery (LECS) for gastric GIST. 第90回日本胃癌学会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
早瀬 傑, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田武志, 花山寛之, 門馬智之, 佐瀬善一郎, 大木進司, 河野

浩二. The effect and safety of ramucirumab for unresectable and recurrence of gastric cancer. 第90回日本胃癌

学会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
三村耕作, 山田玲央, 氏家大輔, 楡井 東, 多田武志, 花山寛之, 早瀬 傑, 権田憲士, 佐瀬善一郎, 柴田

昌彦, 河野浩二. Therapeutic potential of immune checkpoint inhibitors for gastric cancer. 第90回日本胃癌学

会総会; 20180307-09; 横浜. 
 
芦澤 舞, 岡山洋和, 石亀輝英, Aung Kyi Thar Min, 氏家大輔, 村上祐子, 菊池智宏, 野田 勝, 青砥慶太, 
中島隆宏, 早瀬 傑, 坂本 渉, 藤田正太郎, 遠藤久仁, 齋藤元伸, 門馬智之, 佐瀬善一郎, 三村耕作, 大
木進司, 丸橋 繁, 河野浩二. Identification of microRNAs that target PD-L1 in mismatch repair-deficient 
colorectal cancer. 第118回日本外科学会定期学術集会; 20180405-07; 東京. 
 
石亀輝英, 木村 隆, 武藤 亮, 渡邊淳一郎, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 見城 明, 志村龍男, 高
木忠之, 大平弘正, 河野浩二, 丸橋 繁. 胆管癌における内視鏡的胆管内Mapping生検の現状把握と将来展望. 
第118回日本外科学会定期学術集会; 20180405-07; 東京. 
 
氏家大輔, 岡山洋和, Aung Kyi Thar Min, 芦澤 舞, 菊池智宏, 坂本 渉, 藤田正太郎, 遠藤久仁, 齋藤元

伸, 門馬智之, 佐瀬善一郎, 大木進司, 丸橋 繁, 河野浩二. 当科におけるミスマッチ修復タンパク免疫染色

と臨床病理学的因子の関連. 第118回日本外科学会定期学術集会; 20180405-07; 東京. 
 
遠藤久仁, 菊池智宏, 岡山洋和, 坂本 渉, 藤田正太郎, 齋藤元伸, 門馬智之, 佐瀬善一郎, 大木進司, 丸
橋 繁, 河野浩二. 良性疾患による消化管膀胱瘻手術症例の検討. 第118回日本外科学会定期学術集会; 
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