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若松大樹（座長）. 先天性疾患. 第103回日本胸部外科学会東北地方会; 20190608; 仙台. 
 
横山 斉（座長）. 一般演題. 第4回日本低侵襲心臓手術学会学術集会; 20190720; 東京. 
 
高瀬信弥（座長）. 一般演題7「腹部大動脈瘤2」. 第25回日本血管内治療学会学術総会; 20190820; 東京. 
 
横山 斉（座長）. クリニカルビデオセッション2 虚血性・その他. 第72回日本胸部外科学会定期学術集会; 
20191031; 京都. 
 
横山 斉（座長）. 心臓血管外科 Advanceコース 先天性・冠動脈. 第72回日本胸部外科学会定期学術集会; 
20191102; 京都. 
 
横山 斉（座長）. ランチョンセミナー 心大血管手術と脳合併症. 会津心臓病・心血管疾患研究会; 20191115; 
会津若松. 
 
横山 斉（座長）. 外科ビデオセッション New technique. 第33回日本冠疾患学会学術集会; 20191213; 岡山. 
 
 
 

外科研修支援担当 
 

論  文 

〔原 著〕 
 
Sato N, Shimura T, Kenjo A, Kimura T, Watanabe J, Muto M, Marubashi S. Pancreaticobiliary maljunction 
diagnosed long after laparotomy in the neonatal period for annular pancreas: report of a case. Surgical Case 
Reports. 201902; 5(1):16. 
 
石亀輝英, 木村 隆, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 高リスクUGT1A1遺伝子多型を有する治癒切除不能膵癌に対しFOLFIRINOX療法を施行

した2例. 癌と化学療法. 201904; 46(4):754-756. 
 
木村 隆, 横山 斉, 鈴木眞一, 河野浩二, 丸橋 繁, 鈴木弘行, 大竹 徹, 田中秀明. 外科医となる自信を

涵養する外科臨床実習 時代にマッチした外科医のリクルート. 日本外科学会雑誌. 201911; 120(6):713-715. 
 
過年業績 
 
木村 隆, 鈴木眞一, 河野浩二, 丸橋 繁, 鈴木弘行, 大竹 徹, 田中秀明, 横山 斉, 後藤満一, 竹之下

誠一. 若き外科医からの提言 わたしたちの将来の外科医療を見据えて 新米外科教授からの提言 医学生教育、

外科専門医研修に主眼をおいた外科学講座再編 福島の新たな挑戦. 日本外科学会雑誌. 201709; 118(5):593-596. 
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研究発表等 

〔研究発表〕 
 
Ishigame T, Nishimagi A, Suzushino S, Muto M, Sato N, Kofunato Y, Okada R, Kimura T, Kenjo A, Shimura 
T, Marubashi S. Strategy for advanced laparoscopic hepatectomy (ALH); an initial experience of three ALH 
cases. 7th Biennial Congress of the Asian-Pacific Hepato-Pancreato-Biliary Association(A-PHPBA2019); 
20190904-07; Seoul, Korea. 
 
佐藤直哉, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 術前胆道ドレナージと術後早期腹腔内感染症について. 第53回東北膵臓研究会; 20190208; 
仙台. 
 
鈴志野聖子, 月田茂之, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 当科における局所進行切除不能膵癌に対する conversion surgeryについての検討. 第53回東

北膵臓研究会; 20190208; 仙台. 
 
小船戸康英, 町野 翔, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見
城 明, 志村龍男, 丸橋 繁. 転移性膵癌4症例の検討. 日本消化器病学会東北支部第206回例会; 20190209; 
仙台. 
 
月田茂之, 小船戸康英, 鈴志野聖子, 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. 腸回転異常を伴った膵癌に対し膵全摘術を施行した1例. 日本消化器病学会東

北支部第206回例会; 20190209; 仙台. 
 
武藤 亮, 小船戸康英, 月田茂之, 鈴志野聖子, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 腎細胞癌胆嚢転移に対して胆嚢摘出術を施行した1例. 日本消化器病学会東北支部第206回

例会; 20190209; 仙台. 
 
岡田 良, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 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. 肝癌・肝切除の取り組みについて. 生活習慣病と消化器疾患フォーラム; 20190215; 福島. 
 
佐藤直哉, 岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 木村 隆, 見城 明, 志村龍男, 丸橋 繁. 肝胆膵外科手術に

おける術中偶発する血行障害・再建について. 第55回日本腹部救急医学会総会; 20190307-08; 仙台. 
 
楡井 東, 月田茂之, 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, 見
城 明, 志村龍男, 丸橋 繁. 脂肪由来幹細胞(ADSC)および膵島細胞の積層化シート移植の効果. 第46回日本

膵・膵島移植研究会; 20190308-09; 名古屋. 
 
月田茂之, 小船戸康英, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 低用量CDDPの長期投与により、著明な抗腫瘍効果を示した再発MiNENの1例. 第52回

制癌剤適応研究会; 20190315; 神戸. 
 
石亀輝英, 木村 隆, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 見城 明, 丸
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橋 繁. 胆嚢癌縮小手術の功罪に関する検討. 第119回日本外科学会定期学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 佐藤直哉, 武藤 亮, 鈴志野聖子, 月田茂之, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 河野浩二, 丸橋 繁. インスリノーマ手術における術中インスリン値・血糖値モニタリング. 第119回

日本外科学会定期学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
木村 隆, 鈴木眞一, 横山 斉, 河野浩二, 鈴木弘行, 大竹 徹, 丸橋 繁, 田中秀明. 時代にマッチした外

科医の育成. 第119回日本外科学会定期学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
佐藤直哉, 岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 武藤 亮, 鈴志野聖子, 月田茂之, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 膵癌に対する術前化学放射線治療の忍容性と安全性に関する検討. 第119回日本外科学会定

期学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
鈴志野聖子, 佐藤直哉, 月田茂之, 武藤 亮, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 当科における局所進行切除不能膵癌に対するConversion surgery実施4例の検討. 第119回

日本外科学会定期学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
月田茂之, 小船戸康英, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 楡井 東, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆. 肝
切除症例における術後呼吸器合併症の危険因子の検討. 第119回日本外科学会定期学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
武藤 亮, 木村 隆, 月田茂之, 鈴志野聖子, 佐藤直哉, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 膵頭十二指腸切除術後における晩期胆道合併症の危険因子解析. 第119回日本外科学会定期

学術集会; 20190418-20; 大阪. 
 
小船戸康英, 西間木淳, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見
城 明, 志村龍男, 丸橋 繁. IPMNにおける至適術式の検討. 日本臨床外科学会第6回福島県支部学術集会東

北支部会; 20190427; 福島. 
 
石亀輝英, 木村 隆, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 見城 明, 志村龍男, 丸
橋 繁. AISコーディングに基づく腹部外傷アウトカム評価の検討. 日本臨床外科学会第6回福島県支部学術集会

東北支部会; 20190427; 福島. 
 
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. WHO分類改訂により診断・治療方針を再考した膵神経内分泌腫瘍の一例. 第11回Tohoku-
NET WORK; 20190518; 仙台. 
 
Ishigame T, Kimura T, Tsukita S, Suzushino S, Muto M, Sato N, Kofunato Y, Okada R, Kenjo A, Shimura T, 
Marubashi S. Clinical Significance of Assessment on Lymphatic and Blood Vessel invasion in Ampullary 
Cancer. 第31回日本肝胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
Kakuta K, Sato N, Tsukida S, Suzushino S, Muto M, Ishigame T, Okada R, Kimura T, Kenjo A, Shimura T, 
Marubashi S. A case of teicoplanin-induced hemophagocytic syndrome after pancreaticoduodenectomy. 第31
回日本肝胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
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Kimura T, Tsukita S, Suzushino S, Muto M, Sato N, Kofunato Y, Ishigame T, Okada R, Kenjo A, Shimura T, 
Marubashi S. A Simple and Low-cost Surgery Training Simulator for Pancreaticojejunostomy. 第31回日本肝

胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
Kofunato Y, Kimura T, Nishimagi A, Tsukida S, Suzushino S, Muto M, Sato N, Ishigame T, Okada R, Kenjo 
A, Shimura T, Marubashi S. The size of mural nodule is associated with malignant alteration and lymph node 
metastasis in IPMN. 第31回日本肝胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
Muto M, Kimura T, Tsukida S, Suzushino S, Sato N, Kofunato Y, Ishigame T, Okada R, Kenjo A, Shimura 
T, Marubashi S. Treatment strategy for type III pancreatic injury; 3 case reports of children. 第31回日本肝胆

膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
Okada R, Ishigame T, Kofunato Y, Sato N, Muto M, Suzushino S, Tsukida S, Kimura T, Kenjo A, Shimura 
T, Marubashi S. Optimal range of lymph node dissection for pancreatic neuroendocrine tumor. 第31回日本肝

胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
Suzushino S, Sato N, Tsukida S, Muto M, Kofunato Y, Ishigame T, Okada R, Kimura T, Kenjo A, Shimura 
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 
T, Marubashi S. An adult case of pancreatectomy for pancreatic cancer with intestinal malrotation. 第31回日

本肝胆膵外科学会・学術集会; 20190613-15; 高松. 
 
小船戸康英, 西間木淳, 月田茂之, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見
城 明, 志村龍男, 丸橋 繁. 肝内胆管癌の予後予測マーカーとしてのLymphocyte-to-Monocyte Ratioの有用

性. 第55回日本肝癌研究会; 20190704-05; 東京. 
 
木村 隆, 佐藤直哉, 見城 明, 岡田 良, 石亀輝英, 小船戸康英, 武藤 亮, 鈴志野聖子, 志村龍男, 丸
橋 繁. 切除可能膵癌に対する術前放射線化学療法の免疫学的側面の検討. 第74回日本消化器外科学会総会; 
20190717-19; 東京. 
 
見城 明, 佐藤直哉, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 志村龍男, 丸
橋 繁. 生体肝移植後の胆道合併症の低減に向けたOpen-up法の有用性に関する検討. 第74回日本消化器外科学

会総会; 20190717-19; 東京. 
 
鈴志野聖子, 佐藤直哉, 武藤 亮, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 木村 隆, 見城 明, 志村龍男, 丸
橋 繁. 当科におけるpStage Iの検討. 第74回日本消化器外科学会総会; 20190717-19; 東京. 
 
月田茂之, 岡田 良, 武藤 亮, 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. 膵頭十二指腸切除術後の栄養管理における高力価パンクレリパーゼ製剤の有用性. 第74回日本消化器外科学

会総会; 20190717-19; 東京. 
 
武藤 亮, 木村 隆, 鈴志野聖子, 佐藤直哉, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 見城 明, 志村龍男, 丸
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橋 繁. 肝細胞癌に対する肝切除における1mm以下の切除断端距離と術後再発に関する解析. 第74回日本消化

器外科学会総会; 20190717-19; 東京. 
 
西間木淳, 見城 明, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 佐藤直哉, 小船戸康英, 岡田 良, 木村 隆, 志村龍男, 丸
橋 繁. 生体肝移植術後de novo膀胱・食道異時性重複癌の1例. 第37回日本肝移植学会; 20190725-26; 京都. 
 
武藤 亮, 木村 隆, 西間木淳, 鈴志野聖子, 佐藤直哉, 小船戸康英, 石亀輝英, 岡田 良, 見城 明, 志
村龍男, 丸橋 繁. 腹腔鏡下肝外胆管切除術を実施した先天性胆道拡張症の2例. 第55回日本胆道学会学術集会; 
20191003-04; 名古屋. 
 
岡田 良, 西間木淳, 鈴志野聖子, 武藤 亮, 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. 膵移植後に生じたグラフト血栓症に対して保存的治療を行った症例. 第55回日本移植学会総

会; 20191010-12; 広島. 
 
田中秀明, 角田圭一, 町野 翔, 尾形誠弥, 三森浩太郎, 後藤悠大, 清水裕史, 佐藤晶論, 木村 隆, 見城 

明, 丸橋 繁. 小児肝移植患者におけるPCR法を用いたhuman herpes virus 6のモニタリング. 第55回日本移

植学会総会; 20191010-12; 広島. 移植. 54(総会臨時):255. 
 
角田圭一, 町野 翔, 尾形誠弥, 三森浩太郎, 後藤悠大, 清水裕史, 佐藤晶論, 木村 隆, 見城 明, 丸橋 

繁, 田中秀明. 小児肝移植患者におけるPCR法を用いたhuman herpes virus 6のモニタリング. 第55回日本移

植学会総会; 20191010-12; 広島. 
 
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. 
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