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Sato N, Kimura T, Okada R, Ishigame T, Kofunato Y, Muto M, Suzushino S, Tsukida S, Kenjo A, Shimura 
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T, Marubashi S. Evaluation of real-time ICG clearance meter for predicting postoperative liver dysfunction 
after major hepatectomy. 第31回日本肝胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
Tsukida S, Kohunato Y, Suzushino S, Muto M, Sato N, Ishigame T, Okada R, Kimura T, Kenjo A, Shimura 
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植学会総会; 20191010-12; 広島. 移植. 54:255. 
 
西間木淳, 見城 明, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 志
村龍男, 後藤悠大, 清水裕史, 田中秀明, 丸橋 繁. 当科における肝移植後de nove悪性腫瘍に関する検討. 第
55回日本移植学会総会; 20191010-12; 広島. 
 
岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 佐藤直哉, 武藤 亮, 鈴志野聖子, 西間木淳, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 膵全摘術の治療成績. 第57回日本癌治療学会学術集会; 20191024-26; 福岡. 
 
小船戸康英. BR/UR膵癌の治療成績向上を目指して. 福島消化器病セミナー; 20191029; 福島. 
 
小船戸康英, 木村 隆, 塩 功貴, 滝口千晶, 西間木淳, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡
田 良, 見城 明, 志村龍男, 丸橋 繁. BR/UR膵癌に対する治療戦略および治療成績. 第32回東北膵・胆道
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